「エンタテインメントコンピューティングシンポジウム（EC2018）」2018 年 9 月

垂直方向の配置を可能にした浮遊球群による実体ディスプレイ
田中陽†

橋田朋子†

風による浮遊球を用いたディスプレイはこれまで幾つか提案されているが，複数の球を同一垂直軸上の任意の位置に配
置することは難しかった．本研究では，複数のファンを同一垂直面に配置し斜め方向の風によって球を浮遊させること
で, 浮遊球群の同一垂直軸上の配置を可能にした. さらにファンの風量と 2 軸のサーボモータで制御された噴出口の角
度によって浮遊球の位置を三次元的に制御することで，空中で立体表現を行う実体ディスプレイを提案する.
また垂直方向での位置制御をいかしたアプリケーションとして，浮遊球群を人間の主要な関節に見立てたバイオロジカ
ルモーション表現などを試みる.

1. はじめに
実体を伴う素材をピクセルと見立ててディスプレイとす
る実体ディスプレイの研究において，2D 平面だけでなく
3D 空間での表現を可能にするものへの関心が高まってい
る．その中でも，3D 空間内でより自由度高くピクセルを制
御する有効な手法としては空間上に実体を浮遊させるもの
が考えられる．筆者らはこれまでにこのような浮遊実体デ
ィスプレイの一種として，複数のスチロール球をピクセル
と見立てる技術を開発してきた[1-3]. しかしこれまでの研
究では球に対して真下から風を当てるため, （風の干渉な
どもあり）浮遊させた複数のスチロール球を同一垂直軸上
に配置することはできず，水平面での展開にとどまってい

(a)正面図

た．一方で，3D 空間内における表現の幅を広げるためには，

図1

複数のスチロール球を垂直面に展開することが重要と考え
られる．
本研究では，風を送るファンそのものの配置や球に風を

（b）側面図

浮遊球群による実体ディスプレイ

2. 関連研究
2.1 浮遊実体ディスプレイの事例

あてる向き（ファンの噴射口の角度）の制御を工夫するこ

実体のある素材を空間中に浮遊させる実体ディスプレイ

とで垂直面での表現を実現することを目指す．まず複数の

の研究として, 輪状に噴出された霧にストロボ照射を当て

ファンを同一垂直軸に配置して各浮遊球に対して斜め下方

ることで空間的な情報表現を行う living floccus[5]や, 超音

向から風を当てて浮遊させることで浮遊球群の同一垂直軸

波によって浮遊させた大量のスチロールの粒子によって

上の配置を可能にする.さらに同一垂直軸にない複数ファ

様々な形状を表現する Pixie Dust[6]がある. しかしこれら

ンに関しても噴射口の水平方向の角度を制御することで,

のものは霧や粒子を浮遊させているため実体としての存在

それらの風を受けた浮遊球を同一垂直軸上に配置すること

感が薄い. またドローンで浮遊させたボックスをピクセル

もできる. 本稿では提案システムの概要, 実装, 特製計測

に見立てた BitDrones[7]は一辺が 25[cm]ほどの立方体のた

実験の結果を報告すると共に, 方向指示やバイオロジカル

め解像度が低い. 本研究では将来的なインタラクションも

モーション表現[4]のアプリケーションについて紹介する.

視野にいれ，浮遊する実体物であっても触れてかつある程
度の解像度が出せるものとしてスチロール球を用いる.
2.2 風によってスチロール球を浮遊させている事例
本研究と同様に風によってスチロール球を浮遊させてい
る作品や研究が幾つかある. 風の噴出の向きによって複数
の球の位置を制御し幾何学模様を出力する atOms [8]や, 球
の 置 い た 高 さ が 入 力 と な っ て 音 を 変 化 さ せ る Aerial
Tunes[9]などがある. しかしこれらのものは球に下から風
を当てるため球を水平方向にのみしか配置することができ
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ない. またディスプレイとしての用途はない. 本研究では

各浮遊球の位置は 1 個のファンの風量と 2 個のサーボモ

浮遊球群を垂直方向に配置可能な浮遊実体ディスプレイを

ータによって制御された噴出口の角度によって極座標的に

実現する.

決 定 さ れ る . PC 上 で 決 定 し た 値 は シ リ ア ル 通 信 で ま ず

3. システム
3.1 概要
本研究では, 風で浮遊させたスチロール球群を垂直方向
に展開可能な実体ディスプレイを提案する．そのための要

arduino へと送られ, その後ファン, サーボモータにそれぞ
れ PWM 値で送られる. これによりファンの風量は 0-255 段
階で調整可能となり, 噴出口の向きは各サーボモータによ
ってそれぞれ水平方向に 45 度から 135 度, 垂直方向に 0 度
から 60 度の動きを可変とした.

件としては下記が挙げられる.
1.

ファン同士の風の干渉を防ぐ

2.

複数の浮遊球を同一垂直軸上の任意の位置に配置可
能である

まず要件 1 を満たすため，風を斜め方向下方向からあてる
ことにする．次に要件 2 を実現する方法は二つある．一つ

(a)システム構成

目は複数のファンを同一垂直軸上に配置し, 噴出口の角度
を垂直方向に制御することで, 複数の浮遊球を同一垂直軸
上の任意の位置に配置するものである．ただしこの方法で
は，同一垂直軸上に配置可能な浮遊球の数（ピクセルの解
像度）は対応する同一垂直軸上のファンの数に限定されて
しまう. そこで要件 2 を満たしより多くの浮遊球を同一垂
直軸上に配置するための二つ目の方法として，
（ ファン自体
が同一垂直軸上に配置されていない場合でも）噴出口の角
度を水平方向と垂直方向に制御することで, 複数の浮遊球
を同一垂直軸上の任意の位置に配置することも考える. さ
らにこれにより浮遊球の三次元的な位置制御が可能となる.
3.2 システム実装
図 2 に本システムの構成と装置の外観を示す. 本システ
ムでは一つの浮遊球の三次元位置を決定する機構（以下,
三次元位置制御機構）を垂直な板に複数個固定した構成と
なっている. なお今回用いる浮遊球は直径 390[mm], 重さ
1.3[g]の発泡スチロール球である.

(b)装置外観
図2

システム構成と装置の外観

4. システム特性計測実験
提案システムにおいて，噴出口を斜めに傾けても浮遊球
はコアンダ効果により追従されるが，ある程度の角度や風

ま ず 三 次 元 位 置 制 御 機 構 は ， ブ ロ ワ フ ァ ン (SparkFun

速になると落ちる. そこで本章では，球を浮遊させた状態

Com-11270) ・ 2 個 の サ ー ボ モ ー タ （ Longruner LY10-1,

で噴出口を傾けることが可能な限界の角度と, 安定して浮

GWSMICRO 288MG）・3D プリンタで制作した噴出ノズル

遊させ続けることが可能な風速を明らかにする. 各風速

(全長 100[mm], φ25[mm])から構成される.ファンの下部と

（4.86~8.79[m/s]）における垂直軸に対する噴出口の傾きθ

側面にそれぞれサーボモータを取り付けることで噴出口の

と噴出口から浮遊球の中心までの距離 L の関係を示したグ

角度を水平方向と垂直方向に制御可能とする.さらにファ

ラフを図 3 に示す. θが 0 度から 45 度の場合は上記の全て

ンの噴出口に対して先端の直径が小さくなった噴出ノズル

の風速においてスチロール球を安定して浮遊させることが

を取り付けることで風の干渉を抑えるとともに, 機構が取

できた. しかし図 3 においてθが 50 度, 風速 8.01[m/s]以

り付けられた板から遠い位置に浮遊場を生成する. 次に三

上の時, θが 55 度, 風速 7.12[m/s]以上の時ではプロットが

次元位置制御機構を垂直な板に上下 20[cm]の幅をあけて

ない. なぜならこれらの条件では球を安定して浮遊させる

固定する. この配置間隔は噴出ノズルが接触しないことを

ことができず落下してしまう場合があるからである. これ

目的に決定した. これによりファン同士の風が干渉するこ

らのことより風速が大きくなるほど噴出口の傾斜可能角度

となく斜め下方向から風をあてられるようにする. また今

は小さくなることが分かった.

回のプロトタイピングでは, 7 個の三次元位置制御機構を

また水平方向に噴出口の向きを傾けた場合(45 度から

用いることにし, 何組使用するかはアプリケーションによ

135 度)も上記と同様の結果が得られた. これらから導き出

って変更する.これらの制御は arduino と PC 上のソフトウ

した 1 個の三次元位置制御機構による浮遊球の可動範囲の

ェア（openframeworks）で行う.

概形を図 4 に示す.
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図5
図3

噴出口の傾きθと噴出口から浮遊球の距離 L の関係

歩行動作を表した実体バイオロジカルモーション

5.2 方向指示
提案システムでは，同一垂直軸上に無いファンからの浮
遊球であっても同一垂直軸上に配置する点をいかし，360
度方向の矢印を表現できる方向指示アプリケーションを実
装した. 本アプリケーションでは三次元位置制御機構を 5
個設置し, 5 個の浮遊球を連動させて位置制御行うことで
矢印形状を形作る. 特に斜め方向の矢印形状を形作る際,
同一垂直軸上に無いファンの噴出口の角度を制御すること
で浮遊球を同一垂直軸上に配置することができる．これに
より 360 度方向の矢印形状が形成可能となる. 図 6 に浮遊
球が配置された垂直面の上方向を 0 度として矢印が 0 度,
60 度, 180 度, 210 度を指している様子を示す.

図4

三次元位置制御機構による浮遊球の可動範囲

5. アプリケーション
提案システムを用いて, 実体バイオロジカルモーション
アプリケーションと, 360 度方向の情報提示が可能な方向
指示アプリケーションを実現した. 下記に詳細を示す.
5.1 実体バイオロジカルモーション
提案システムでは浮遊球を垂直方向に配置できる点をい
かし, 直立型の実体バイオロジカルモーションを表現する
アプリケーションを実装した．バイオロジカルモーション
とは人間の主要な関節を点群で表すことで少ない点群から
人間の形状が知覚されることを指す．本アプリケーション
では, 三次元位置制御機構を 7 個設置し, 7 個の浮遊球をそ
れぞれ人間の頭, 上胴体, 下胴体, 両手足に見立てて独立
に位置制御を行う. これにより人間の手を振る様子や歩行
の様子を表すバイオロジカルモーションを実現した．図 5
に人間の歩行動作を表した実体バイオロジカルモーション
の様子を示す. なお, 本アプリケーションでは正面以外に
側面から観察することも可能であり, 制御部を隠すことで
より効果的に実体バイオロジカルモーションを体験するこ
とができる．
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図6

方向指示アプリケーション

6. まとめと今後の展望
本研究では, 風で浮遊させたスチロール球群を垂直方向
に展開可能な実体ディスプレイの開発を行った. これを実
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現するため, 従来水平方向にのみ配置可能であった浮遊球
群を垂直方向に配置可能な手法を考案した. 複数のファン
を同一垂直面上に配置し, 各スチロール球に斜め下方向か
らの風をあてて浮遊させることでファンどうしの風の干渉
を防ぎ, 浮遊球群の同一垂直軸上の配置を可能にした. さ
らにファンの風量と 2 軸のサーボモータで制御された噴出
口の向きによって各浮遊球の位置を三次元的に制御し, 空
間上で立体表現が可能な浮遊実体ディスプレイを提案した.
またアプリケーションとして, 各浮遊球を人間の主要な関
節に見立てた実体バイオロジカルモーションと浮遊球群の
垂直方向の配置による 360 度方向の情報提示が可能な方向
指示アプリケーションの実装を行った.
今後の展望としては浮遊させるスチロール球の数を増や
しディスプレイとしての解像度を高めつつ, 位置制御の精
度を高めることでより詳細な形状を表すことのできる実体
ディスプレイを目指す. さらに浮遊させたスチロール球に
触れるなどといった鑑賞者の動きの入力を取得し, それに
応じた浮遊球群の位置制御を行うなどといったインタラク
ティブな実体ディスプレイの開発に努めたい.
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