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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．まずファン同士の

風の干渉を防ぐため風を斜め方向下方向からあてることにする. さらに複数の浮遊球を同一垂直軸上の任意の位置に配置可能

にするため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．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. そこでより多くの浮遊球を同一垂直軸上に配置するために，（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. 
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１．はじめに 

	 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．[1][2][3]. 一方で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[4-6]. 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, 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た．一方で，3D空間内における

表現の幅を広げるためには，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あて

る向きの制御を工夫するこ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上の配置を可能にする. 図 1 に本システ

ムの様子を示す.。	

 
図 1	 浮遊球群による実体ディスプレイ 

２．システム実装	

	 図 2 に本システムの構成を示す. 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. 

	 まず三次元位置制御機構は，ブロワファン (SparkFun 

Com-11270)・2 個のサーボモータ（Longruner LY10-1, 

GWSMICRO 288MG）・3D プリンタで制作した噴出ノズル

(全長 100[mm], φ25[mm])から構成される.ファンの下部と側

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を取り付

けることでファン同士の風の干渉を抑える. またこれらの制

御は arduino と PC 上のソフトウェア（openframeworks）

で行う. PC上で決定した値はシリアル通信でまず 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. 

	

図 2	 システム構成 

３．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速に

なると落ちる. そこで球を浮遊させた状態で噴出口を傾ける

ことが可能な限界の角度と, 安定して浮遊させ続けることが
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可能な風速を調査した. 各風速（4.86~8.79[m/s]）における垂

直軸に対する噴出口の傾きθと噴出口から浮遊球の中心まで

の距離 Lの関係を示したグラフを図 3に示す. 図 3において

θが 50 度 , 風速  8.01[m/s]以上の時 , θが 55 度 , 風速

7.12[m/s]以上の時ではプロットがない. これは上記の条件

下では球を安定して浮遊させることができず落下してしまう

場合があるからである. これらから導き出した 1 個の三次元

位置制御機構による浮遊球の可動範囲の概形を図 4に示す.	

	

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 

	

図 4	 三次元位置制御機構による浮遊球の可動範囲 

４．アプリケーション 

	 本システムを用いて, 浮遊球を垂直方向に配置できる点を

いかした実体バイオロジカルモーションと, 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. 図 5, 

図 6にそれぞれの様子を示す.	

	

図 5	 歩行動作を表した実体バイオロジカルモーション 

	

図 6	 方向指示アプリケーション  

５．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.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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