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画像閲覧時のマウスカーソル位置に応じた温感提示効果の検証
Evaluation of Heat Expressive Mouse Corresponding to Cursor Position in an Image
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2.

関連研究

温度を利用したインタラクションの研究は多種多様に

近年，情報社会が発展しインターネットの普及が久し

存在する．これらを大別すると，温度情報を取得するこ

い．インターネットの利用内容も，情報収集を行うだけ

とによるインタラクティブシステムと，温度情報を熱デ

でなく，自らが写真や動画などをアップロードすること

バイスを用いて実物体に示すインタラクティブシステム

によって他者へ情報発信をすることも可能となった．こ

の 2 つに分類できる．

れにより，情報受信者が様々な情報発信者の体験をイン

2.1

ターネットを介して間接的に疑似体験して「理解したつ
もり」になる機会が増加した．
我々の生活で実空間にある物体を理解するためには，

温度情報を取得するインタラクション

岩井らは熱画像カメラの情報とプロジェクタ照射表示に
よる ThermoReality，ThermoPainter，Limpid Desk[5]
の 3 種類のインタラクティブシステムを提案した．ここ

視覚や聴覚の情報が重要である [1][2]．それらは他の感

では，人体の温度や液体，気体の温度による対象物体の

覚と同時並行で用いられている．しかし，電子的記述の

熱変化を検知することでの非侵襲なインタラクティブシ

情報を閲覧する際には，実世界上における体験とは異な

ステムがインタラクションやアート制作などへの応用が

り，ほとんどが写真や文字など視覚的なもので「見ただ

できることがわかった．

け」であったり，音声で「聴いただけ」といった疑似体
験になりがちである．そのため，1 枚のディジタル写真
を見て感動したとしても，その被写体に対する体験は現
実味に欠け，記憶にも残りづらい．また，インターネッ
ト上で見た画像の被写体を実世界上で見たり使ったりす
る際，実物と画像のギャップを感じる場面は多い．

1.2

研究目的

我々は，ユーザのオンライン画像閲覧行為による仮想

また，吉冨らのように，温度画像処理を用いて人間の
体を検出することで手話を認識する試みもある [6]．

2.2

温度情報を提示するインタラクション

串山らによる冷温提示による小型触覚ディスプレイ
「Thermo-Tracer」の開発がある [7][8]．この研究では，
国籍や年齢，視覚障害のハンディキャップの壁を超えた
触覚表現および情報伝達のシステムを提案している．ディ
スプレイの表面部分にペルチェ素子を取り付けることで，

的な疑似体験の実感を高め，覚醒度を高めて状況理解や

日常の情報活動を支援する遠隔地からの触覚コミュニ

記憶を促進することを狙い，視覚情報であるディジタル

ケーションの可能性があり，従来よりアクセシブルな触

画像に対し位置に応じた温度情報 [3] を付与し，温感提

覚表示ディスプレイとして応用できる．

示マウスによりオブジェクトの温度を体感できるシステ

また，宮下らの研究 [9] では，温度による即興演奏の

ムを提案した [4]．これは，質的に存在する物の特性とし

支援システム（Thermoscore システム）を開発した．こ

ての触覚情報に着目し，画像内の被写体の温かさを表現

のシステムは，複数鍵盤の上にペルチェ素子を配置し即

するものである．本稿では，提案システムを用いた画像

興演奏時に鳴らすべきではない音を温度で知らせるシス

閲覧時の感覚がどの程度精密か，また，どの程度実世界

テムである．検証を行った結果，即興演奏の学習効果を

に物体が存在するかのように感じられるかを検証する．

促す効果が示された．

触覚情報の付与によって実際にはそこにない物が存在

本研究に最も近いと思われる先行研究として，中茂ら

するかのように感じさせることを本研究では「物的存在

によるマウスへの温・冷感情報呈示に対する主観評価が

感」と定義する．

挙げられる [10]．この研究では，マウス上の指が触れる

1.3

本研究のターゲット

本研究における提案システムはある程度の細かな感覚

部分にペルチェ素子を装着している．さらに，画像コン
テンツ等でマウスクリックを行うことにより，ペルチェ

や知覚能力を持ちながらインターネットでの画像閲覧体

素子に電流が流れて温度を伝える仕組みとなっている．

験に富むユーザをターゲットとした．

後述で提案するシステムに非常に類似しているが，本研
究においては，画像位置に応じた各温度を提示したり，
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マウスイベントの種類によって温度変化するなどの相違

図 1: 使用する抵抗 5 Ωのフィルムヒータ
図 2: システム構成図
点がある．そのため，この点をもって先行研究とは異な
る位置付けとする．本研究では，画像へのマウス位置や
操作に応じた様々な温度提示を通して，画像に提示され
る対象物体や対象空間に対し物的存在感を高めることを
狙いとする．

3.

実装システム

3.1

システム概要

本システムはブラウザ（Google Chrome）を温度提示
画像の表示に用い，マウスを入力および温度提示デバイ
スとした．また，デバイスとブラウザを相互通信させる
ために windowsPC 上に node.js を用いてローカルサー
バを構築する．これによって，クライアント-ブラウザデバイス間におけるデータの送受信をより円滑に行うこ
とができる．

図 3: システムのチャート

本システムで使用するフィルムヒータを図 1 に，シス
テム構成図を図 2 に，使用する際の処理フローを図 3 に
示す．動作の流れとして，ローカルサーバとマイクロコ
ンピュータの接続を行ってからブラウザを立ち上げる．
ユーザは画面上でクリックやドラッグなどを行う．この
マウスイベントを読み取ると，イベントに応じてマイク
ロコンピュータ（Arduino）に接続されたフィルムヒー
タが発熱しユーザに向けて温度を伝える仕組みとなって
いる．
ユーザから見えない内部処理としては，ユーザがブラ
ウザ上でマウスを操作するとき，JavaScript プログラム
により特定のマウスイベントやその際カーソルのある座
標と一致するピクセルに格納された温度データを読み取
り，それに応じてローカルサーバに向けてこれらのデー
タを送る．データを受け取った後，その内容に沿って PC
に接続されたマイクロコンピュータへと読み取った数値
を送信する．マイクロコンピュータは入力された数値に
よってフィルムヒータが適切な温度を発生するように制
御する仕組みとなっている．

3.2

ユーザへの温感伝達方法

発熱装置の温度を制御するために，PWM 方式を用い
て疑似的にアナログな数値を与えることで実装する．ON
状態の時間を長くすれば温度は高くなり，OFF 状態が長
いほど過度な温度上昇は抑えることができる．この方法
によって，システムを煩雑化させずに実装が可能である．
発熱装置であるフィルムヒータだけでなく，冷感を発
生するためにペルチェ素子と併用することも考えられる
が，今回は熱いお茶や，動物の温かさといった，様々な
あたたかさを体感できることに焦点を当てた．その結果，
フィルムヒータを取り付ける対象として液晶画面 [8] と
マウス [10] が挙げられた．この 2 つについて，より適し
ているのはどちらであるかを検討した結果，後者のマウ
スが適切であると考える．
マウスは操作デバイスの代表的な存在であるため，PC
を普段から使用し続けるユーザにとっては比較的高いレ
ベルでの直感的な操作は問題なく行うことが可能である
と思われる．また，システム処理および設計におけるメ

図 6: 画像と温度提示部分

図 4: マウス上のフィルムヒータ設置

3.4

画像と対応した温度情報の保存

本稿の温度情報と画像情報の体感システムでは，ブラ
ウザ上でインターネットを介して様々なユーザが体感す
ることを目指している．その際に必要な工程と考えられ
るものとして，画像情報と対応した温度マップデータの
保存がある．ここでは，画像透明度を設定するアルファ
チャンネルに温度マップを保存する手法について述べる．
温度マップ画像とは，実際にユーザの目に入る PNG
画像（以下，実画像）を基に生成する PNG 形式の画像
ファイルである．実画像のコピーを生成し，そこに座標
ごとに対応させる温度情報の数値をアルファチャンネル
に格納する（図 6）．この温度情報を保存した温度マッ

図 5: 温度データのサンプリングプログラム

プ画像は，ブラウザでの表示ではアルファチャンネルが
透明度になるため，温度マップ情報を埋め込むと，熱い

リットとして，マイクロコンピュータでフィルムヒータ

ところほど透明になる，という頂上表示が可能になる．

1 枚だけを制御すればシステムを簡略化させることがで
きる点がある．加えて，操作デバイスに取り付けるため，

したがって，温度マップ画像を実画像の上から重ねるよ

マイクロコンピュータやそれに繋がる電子回路を独立さ

像のように見えるが，実際には温度マップ画像が表示さ

せ，PC に依存せずシステム稼働が可能である点も考え

れているため，プログラムによって透明度という形で温

られる．

度情報を読み取ることが可能になる．

うに表示させると，ユーザには何の変哲もない PNG 画

これらの理由より，マウスでの間接的接触を想定し，
マウスの操作面にフィルムヒータを設置することとした．

4.

人の温度感覚と物的存在感に関する検証

その装着図を図 4 に示す．

4.1

人の温度感覚に関する検証

3.3

温度情報のサンプリング

上記ではシステム本体の処理方法について述べたが，

4.1.1

実験内容

目的: 予備実験として，人の温度感覚がどれほどの正

ここでは画像データと統合するための温度マップ情報の

確さであるかを調べた．また，温度情報のみを受容

サンプリング手法について述べる．実世界上の温度デー

した場合に人がどのような印象を持つかという点も

タを読み取るためのツールとして，今回は縦 4 ピクセル，

調べた．

横 16 ピクセルの温度データを取得できる USB サーモグ
ラフィキットを，シリアルモード [11] に変更して使用し

仮説: 人間の体温に近い温度ほど感覚は鋭い．常温の

た．これにより，温度データの取得タイミングを PC か

場合など，体温と大きく差があるほど温度感覚のば

ら制御することができる（図 5）．これは，温度マップ

らつきが大きく誤差も大きくなる．

取得プログラムをローカルプログラムに組み込み，温度
マップ取得モジュールからコンソール上にリアルタイム
表示したものである．

参加者: 19〜23 歳の大学生および大学院生の計 23 名を
実験参加者とし検証実験を行った．

散分析におけるｐ値は有効数字 2 桁とし，端数は切り捨
てとする．
項目 1 では，45 ℃の水準で特に高い評価を得られ，常
温-（35 ℃, 40 ℃）-45 ℃の水準間で有意差が得られた．
項目 2 では，常温の水準で特に高い評価を得られ，常
温-（35 ℃, 40 ℃, 45 ℃）の水準間で有意差が得られた．
項目 3 では，35 ℃の水準で高い評価を得られ，
（常温,

45 ℃）-35 ℃，40 ℃-45 ℃の水準間で有意差が得られた．
項目 4 では，常温の水準で高い評価を得られ，常温（35 ℃, 40 ℃ 45 ℃）の水準間で有意差が得られた．
図 7: フィルムヒータの表面温度計測
手順: 常温（発熱しない），35 ℃，40 ℃，45 ℃の温度
をそれぞれ 1 回ずつ提示し，これを 2 周行う．ただ
し，常温の場合の温度は室温（17〜20 ℃）とする．
その過程で１回提示するごとに体感温度の回答を求
める内容である．2 周目を行う前に教示温度として

30 ℃と 40 ℃の温度を体験させ，体感温度の正確さ
に影響があるかを調べた．
また，フィルムヒータからの温度提示を正確に行

項目 5 では，35 ℃，40 ℃，45 ℃の水準で高い評価を
得られ，常温-（35 ℃, 40 ℃, 45 ℃）の水準間で有意差
が得られた．
項目 6 では，常温の水準で特に高い評価を得られ，常
温-（35 ℃, 40 ℃, 45 ℃）の水準間で有意差が得られた．
体感温度における記述項目では，教示なしの温度提示
における誤差が 5.3〜8.8 ℃，教示あり時の誤差が 3.6〜

5.6 ℃であった．また，教示要因に有意差が得られた．
4.2

画像情報への物的存在感付与に関する検証

4.2.1

実験内容

うために，事前にプログラム出力の強度ごとに表

目的: 視覚情報にマッピングされた温度情報がマウス

面温度を上述のサンプリングプログラム（図 5）を

位置により提示されることで，物的存在感の効果が

用いて計測したデータ（図 7）をもとに実験プログ

どの程度得られるかを調べた．

ラムを作成した．最大と最小の値はフィルムヒータ
本体における表面温度を表す．周辺の値はフィルム
ヒータ付近の空間の温度を表す．

仮説: 温度と視覚の内，どちらか片方でも提示されて
いる場合にヤカンに何か入っている（＝物的存在感
がある）という回答が多いと思われる．視覚エフェ

実験条件: 本実験においては合計 4 条件ある．

クトあり，温度効果なしのとき，中身は熱いと感じ

―要因: 温度のみである．

るがヤカン本体は熱いと感じない．反対に，視覚エ

―水準: 室温（17〜20 ℃），35 ℃，40 ℃，45 ℃の

フェクトなし、温度効果ありのとき、中身は熱いと

温度を水準として設定した．

感じないが本体は熱いと感じる．
参加者: 19〜23 歳の大学生および大学院生の計 23 名を

質問項目:
項目 1「画面が熱いと感じた」
項目 2「画面が冷たいと感じた」
項目 3「画面がぬるいと感じた」

実験参加者とし検証実験を行った．
手順: やかんが映っている gif アニメーションおよび静
止画を実験参加者に提示する．マイクロコンピュー
タによって制御されているフィルムヒータをマウス

項目 4「画面からは何も感じなかった」

に取り付け，これを参加者は操作する．提示された

項目 5「また触りたい」

画像の様々な位置にカーソルを合わせる際，やかん

項目 6「もう触りたくない」
記述項目「触った物体は何℃くらいと感じたか」

4.1.2

実験結果

実験結果として，評価項目 1 から 6 までを分析したも

の本体部分に合わせるとマウスに付いたフィルム
ヒータが熱を発する．
実験条件: 本実験においては合計 6 条件ある．
―要因: 温度と視覚の 2 要因である．

のを図 8 と表 1 に示す．また，体感温度についての記述

―水準: 温度要因は ON ／ OFF の 2 水準とした．

項目を分析したものを図 9 と表 2 に示す．それぞれの分

また，視覚要因の水準として，湯気の GIF アニメー

図 8: 温度感覚の誤差に関する実験の結果
表 1: 人の温度感覚に関する評価項目の分散分析
温度要因（A）

F(3, 22)

ｐ

多重比較

1．熱いと感じた
2．冷たいと感じた

90.601
43.992

＜ 0.01*

常温 ―〔35 ℃, 40 ℃〕― 45 ℃

＜ 0.01*

常温 ―〔35 ℃, 40 ℃, 45 ℃〕

3．ぬるいと感じた
4．何も感じなかった
5．また触りたい

8.774
39.472
29.148

＜ 0.01*

35 ℃ ―〔常温, 45 ℃〕, 40 ℃ ― 45 ℃
常温 ―〔35 ℃, 40 ℃, 45 ℃〕
常温 ―〔35 ℃, 40 ℃, 45 ℃〕

6．もう触りたくない

12.330

＜ 0.01*
ｐ ＜ .05

＜ 0.01*
＜ 0.01*

ション（条件 b1）／湯気の映った静止画（条件 b2）
／湯気なし（条件 b3）の 3 水準を設定した．
質問項目:
項目 1「やかんの中に何か入っている」
項目 2「やかんの中に何も入っていない」
項目 3「やかん本体が熱いと感じた」
項目 4「やかん本体が冷たいと感じた」
項目 5「中身があると仮定するとそれは熱湯だろう

常温 ―〔35 ℃, 40 ℃, 45 ℃〕

項目 2 では，熱なしの条件で高い評価を得られた．温
度要因において有意差が得られた．また，視覚要因にお
いても有意差が得られ，
（アニメーション, 静止画湯気あ
り）-静止画湯気なし）の水準間に多重比較における有
意差が得られた．
項目 3 では，熱ありの条件で高い評価を得られた．温
度要因において有意差が得られた．また，視覚要因にお
いても有意差は得られたが，どの水準間にも多重比較に
おける有意差は得られなかった．
項目 4 では，熱なしの条件で比較的高い評価を得られ

と感じた」

た．温度要因において有意差が得られた．また，視覚要

項目 6「中身があると仮定するとそれは冷水だろう

因においては有意差は得られなかった．

と感じた」
項目 7「また触りたいと感じた」
項目 8「もう触りたくないと感じた」

4.2.2
実験結果
実験結果を図 10 と表 3 に示す．また，分散分析にお
けるｐ値は有効数字 2 桁とし，端数は切り捨てとする．
項目 1 では，熱ありの条件で特に高い評価を得られた．

項目 5 では，熱ありの条件で特に高い評価を得られた．
温度要因において有意差が得られた．また，視覚要因に
おいても有意差は得られ，アニメーション，静止画湯気
あり，静止画湯気なしの各水準間において多重比較にお
ける有意差が得られた．
項目 6 では，熱なしの条件で比較的高い評価を得られ
た．温度要因において有意差が得られた．また，視覚要
因においても有意差は得られ，アニメーション-（静止画

温度要因において有意差が得られた．また，視覚要因に

湯気あり, 静止画湯気なし）の水準間において多重比較

おいても有意差が得られ，アニメーション-（静止画湯気

における有意差が得られた．交互作用における単純主効

あり, 静止画湯気なし）の水準間に多重比較における有

果として，熱なし条件の場合において視覚要因に有意差

意差が得られた．

図 9: 温度感覚の誤差に関する実験の結果
表 2: 温度感覚の誤差に関する実験の分散分析
温度要因（A）
教示要因（B）

F(3, 22)
知覚温度の誤差

3.318

ｐ

多重比較

F(1, 22)

ｐ

8.510

＜ 0.01*

0.02* 35 ℃ - 45 ℃
ｐ ＜ .05

が得られるという効果が見られた．
度要因において有意差が得られた．また，視覚要因にお

30 ℃の範囲であることがわかることから，正確な温度出
力表現をなしうる範囲とは言えないと考えられる．これ
については，室温の影響を受けていることと，フィルム

ける有意差は得られなかった．

ヒータの特性の双方が影響している可能性がある．フィ

項目 7 では，熱なしの条件で高い評価を得られた．温

項目 8 では，熱なしの条件で比較的高い評価を得られ

ルムヒータは電流を流して温度を上昇させることはでき

た．温度要因において有意差が得られた．また，視覚要

ても，電流が流れていない状態よりも低い温度を表現す

因における有意差は得られなかった．

ることができない．よって，フィルムヒータによって適
切に表現可能な温度帯域は室温以上，つまり，日本の夏

5.

考察

5.1

温度表出性能の基礎検証

季の気温より高い範囲であると考える．
仮に，フィルムヒータの代わりにペルチェ素子を使用

図 7 にあるフィルムヒータの温度表現分解能について，

タより小さく材質が変形しづらい物でできているため，

2

最大の値が本来の出力だと仮定すると，フィルムヒータ

各データについて線形近似の信頼性 R を計算した．線
2

していた場合を考察する．ペルチェ素子はフィルムヒー

2

形近似の結果, 最大値の R 乗値は，R = 0.9765（y =

9.0857x + 12.533），最小値の R2 乗値は，R2 = 0.9697
（y = 6.7714x + 13.8）となった．つまり，フィルム面の最
高温度と最低温度の幅はあるものの，0〜5V の arduino

の場合よりも最小の値が上へシフトすると考えられる．
また，薄く変形可能な材質のフィルムヒータと比べて，
正確な熱の出力までのタイムラグが大きくなると思われ

の出力 0〜255 による温度の表現は，ほぼ比例した結果

る．よって，より正確な温度を提示可能なペルチェ素子

となることが示された．また，最大値と最小値がそれぞ

の方がシステムに適していると考えられる．ただし，迅

れ比例していることから，差分を考慮することで，安定

速な伝達が求められる場合はフィルムヒータが適切であ

的に出力できるとも考えられる．よって，提案手法で用

ると思われる．

いるフィルムヒータを使った温度表現の分解能は本シス

5.2

テムの熱発生部分においてある程度の表現能力があると
考えられる．

実験結果に関する考察

5.2.1

温度認知の実験に関する考察

各評価項目において，常温-35 ℃，40 ℃，45 ℃間に

次に，各温度範囲に関する考察を述べる．特定の温度

よる有意差が見られる傾向にあった．常温の条件でのみ

を表現するという点において，フィルムヒータが適切に

フィルムヒータが OFF の状態で提示だったので，実験

表現しうる温度帯域は 35 ℃前後より高い範囲であると

参加者はフィルムヒータの ON ／ OFF で判別していた

思われる．これは，図 7 において arduino の出力が 0 の

と考えられる．反対に，35 ℃-40 ℃間では全評価項目で

ときに各データの温度がほぼ横並びで，かつ，20 ℃〜

有意差が無いという結果となった．これらの回答傾向や

図 10: 画像情報への物的存在感付与に関する実験の結果
表 3: 画像情報への物的存在感付与に関する実験の分散分析
温度要因（A）
視覚要因（B）

F(1, 22)

ｐ

F(2, 22)

ｐ

多重比較

交互作用による
単純主効果

1．何か入っている

90.294

＜ 0.01*

5.442

0.07*

b1 ―〔b2, b3〕

‐‐

2．何も入っていない

71.619

＜ 0.01*

5.766

＜ 0.01*

〔b1, b2〕― b3

‐‐

3．本体が熱い

748.052

＜ 0.01*

3.224

0.04*

有意差なし

‐‐

4．本体が冷たい

45.622

＜ 0.01*

1.563

0.22

5．中に熱湯

144.870

＜ 0.01*

12.074

＜ 0.01*

b1―b2―b3

6．中に冷水

63.239

＜ 0.01*

11.080

＜ 0.01*

b1 ―〔b2, b3〕

7．また触りたい

35.796

＜ 0.01*

0.038

0.96

‐‐

8．もう触りたくない

4.847

0.03*

0.509
0.60
ｐ ＜ .05

‐‐

評価項目 1 の分析結果と併せて，熱を「ぬるい」「あた
たかい」「熱い」の 3 段階の尺度にカテゴライズして受
容していたという仮説が挙げられる．加えて，評価項目

‐‐

‐‐
‐‐

A(b1, b2, b3)，B(a2)
A(b1, b2, b3)
‐‐

5.2.2
物的存在感付与に関する実験の考察
各評価項目において，温度要因による有意差が得られ
た．視覚要因による有意差は評価項目 3，4，7 および 8

3 は判断基準が曖昧な内容で問うたものであったが，35
℃-常温，45 ℃間と 40 ℃-45 ℃間の有意差が得られたこ

では見られず，それ以外では有意差が得られた．

とより，こちらも仮説を挙げるための根拠の 1 つとなる

見られた．また，温度要因と視覚要因の両方で画像の印

と思われる．

象に影響を与えるという結果が得られたが，温度要因の

視覚要因の有意差に関わらず全ての設問に温度要因が

本来の実験目的から外れた内容の設問だが，評価項目

方が視覚要因よりも与える影響が強いということも考え

5 および 6 は双方共に常温-35 ℃，40 ℃，45 ℃間による
有意差が得られた．また，フィルムヒータが ON の条件

られ，温度要因による物的存在感の効果が大きいと思わ
れる．

で触りたいと感じる実験参加者が多い結果であった．こ
の結果より，温度が心理状態に影響を与えることが示唆

6.

おわりに

される．しかし，実験では冷感について取り扱っていな

本研究では，ブラウザ上のディジタル画像の被写体に

い他，実験時期による変化も考えられるため，更なる検

対する疑似体験を実体験のように感じさせることを狙い

証が必要と思われる．

とした．そのために，画像位置に応じた温度情報マップ

人の温度感覚そのものにおける考察として，各評価項

を付与すると同時に，マウスでなぞることで温度提示が

目の有意差の傾向に常温-（35 ℃，40 ℃，45 ℃）間によ

可能なシステムを提案し，その効果について検証した．

る有意差が得られ，35 ℃-40 ℃間では各評価項目で有意

画像情報中の対象物体への物的存在感向上を狙いとし，

差得られない結果であった点より，人の平均的な温度感

ブラウザインタフェースとオンラインの画像・温度情報

覚における誤差は 5 ℃以上 10 度未満と考えられる．

を node.js を用い取得し再現する温度画像体感システム

を構成した．その結果，温度感覚や物的存在感付与の効
果について検証を行った結果，温度感覚の誤差が 10 ℃未
満であるほか，温度情報による物的存在感の効果が視覚
情報の場合よりも強い可能性が示唆された．今後は，温
度体感システムにおける位置座標や温度の詳細の変化に
ついてより精密かつ段階的な表現を実現するとともに，
画像に提示される空間の気温を体感させる効果や，温度
変換による安全で分かりやすい温度提示について詳細に
検証し，ユーザへの適切な表現方法を明らかにしたいと
考えている．
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