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Ants in the Pants
Tactile Display Presenting the Creeps
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Abstract－ “mushi-How?”(Ants in the Pants) is a tactile interaction system presenting senses that ants move
around on human skin. The tactile display is different with existing display such as vibrlotactile display. Our display presents walking ants that have high speed and low torque hitting nylon line to the skin using compact mortor.
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1.

はじめに

「体表面を虫が這う」というイメージは、映画など
ではある種の嫌悪感やおぞましさの表現に用いられる。
一般に、虫が四肢の末端から登ってきて、服の中にま
で潜り込む様を想像することは心地よいものではない。
しかし一方で、多くの人が幼少の頃アリを腕に這わせ
て戯れていた経験を持つ。公園での観察からも、子供
は虫と戯れることに夢中になる傾向を見ることができ
る。この時に子供たちが夢中になっている様子の裏で
じつは皆おぞましさから震え上がっているということ
は考えがたい。つまり、このイメージにはおぞましさ
だけでなく、人を虜にするある種の快楽があると考え
られる。
筆者らはこの虫のイメージの持つおぞましさと感触
の快楽というアンビバレンツに着目した。虫に対する
イメージは、人が成長につれて「虫」の持つ社会的位
置付けを学ぶ中で、多くの場合悪印象を伴っていく。
本研究の目的は、虫の存在によって想起される実害を
取り去り、
悪印象の根拠が揺らいだ際に残る純粋な
「虫
の快楽」を表現することである。そのために、虫の実
体なしにその感触を再現する VR システム
「虫 How？」
(Fig. 1)を開発した。体験者はグローブ状の触覚ディス
プレイを腕部に装着し、グローブによる虫の歩行感提
示から腕を虫が這いまわる感覚を体験することが可能
である。
虫とのインタラクションを扱った先行事例としては
Kume7)らの fantastic phantom slipper がある。これはス
リッパを介して虫や様々なものを踏みつけた感覚を触
覚的に表現するものであるが、本研究では直接皮膚に
触れた感覚を高いリアリティで表現することを試みる。

Fig. 1: Exhibition of our work at IVRC2007

2.

触覚ディスプレイ

触覚ディスプレイとは触覚の知覚原理に基づいてコ
ンテンツにより制御された触知覚を提示するものであ
り、期待される応用範囲の広さから近年さかんに研究
開発が行われている。提示手法としては振動刺激1)2)や
皮膚電気刺激3)4)などが多く用いられるが、現在でも新
たな提示手法が多く検討されている。本研究の触覚デ
ィスプレイにおいても、虫の歩行という特殊な感覚提
示の必要性から提示手法から検討を行った。
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本研究では腕を這いまわる感触を再現する対象とし
て、
蟻を選定した。
蟻は熱帯から冷帯まで広く分布し、
また多くの人が直接戯れた経験をもつ虫と考えられる。
比較的大型で日本でも一般的な種であるクロオオアリ
の体重が数ミリグラムである5)。また、フィラメント
刺突による触覚知覚閾値は前腕から指先で数十から数
百ミリグラムである6)ことから、蟻の歩行による皮膚
感覚はほとんど重量感を持たないものであることが予
想される。また、予備実験からもナイロン毛や極細の
針金等による弱い刺突感覚が蟻のそれに似通っている
という結果が得られた。つまり虫が体表面を這う感覚
とは皮膚表面を局所的に、微小な力で刺突する刺激で
あると考えられる。このような感覚提示を目標とした
場合、振動提示は皮膚深部刺激を主とするため適さな
い。電気刺激は刺激の質や触覚提示部の形状の自由度
が高いことなどからも適しているが、皮膚抵抗や電気
刺激の感覚に個人差があり、対象者ごとにキャリブレ
ーションが必要である。目的とする体験型 VR 装置で
は、このキャリブレーションのプロセスが没入感を阻
害することが危惧された。
本研究の触覚ディスプレイではナイロン糸による皮
膚刺突を小型モータによって行う方式を採用した。グ
ローブ型触覚ディスプレイの概要をFig. 2、外観をFig.
3に示す。直径 0.5mm のナイロン糸を直径 5mm のモー
タ(Matsushita, KHN4NZ1AA)に対して直交するように
取り付け、モータの回転によってナイロン糸が皮膚に
衝突する。この機構により、装置と皮膚に間隔があっ
た場合でも 4mm の隙間までは刺激提示に問題を生じ
ない。これらを ABS 樹脂のケースよって固定し一つの
ユニットとする。
前腕の 2 点弁別閾が 12mm から 20mm
6)
である ことから、
ユニットは 20mm 間隔で配置した。

Fig. 3: Inside of glove device

3.

システム

前章で開発した蟻の歩行感提示ディスプレイを用い
て、VR システム「虫 How？」を開発した。システム
の構成をFig. 4に示す。触覚ディスプレイの制御はマイ
コン(Renesas Technology, H8 3048F)によって行う。体験
者はグローブを装着し、マイコンの内蔵された虫かご
を肩にかける。システムにはリアプロジェクション映
像ディスプレイが組み込まれており、そのディスプレ
イには蟻がランダムに歩行している映像が映されてい
る。これはカメラキャプチャによるタッチスクリーン
も兼ねており、体験者がスクリーンに触れることで蟻
がその手に向かって集まる。体験者の手の下まで移動
した蟻は映像上消滅し、グローブの中に入ってきたと
いう文脈で触覚提示が始まる。映像ディスプレイおよ
びタッチスクリーンの概要をFig. 5に示す。映像出力、
タッチスクリーンの運用、およびマイコンへのイベン
ト通信は PC によって行われる。

Fig. 2: Stimulation approach

Fig. 4: System architecture
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