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TubTouch：湯水の影響や自由形状への適用を考慮した
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概要：本研究では，浴槽の縁へ静電容量方式のタッチセンサを埋め込むことで，湯水がある状況でも指先
や手での近接・タッチ・スライドの各操作が行えるシステム TubTouch を提案する．元々，静電容量セン
サは湯水にも反応するが，TubTouch は人の手指と水を区別できる．また，曲面を含む様々な形状の箇所
に適用可能である点や日常的な掃除などにも支障がない形で導入可能などの特徴もある．本論文では，湯
水の影響などを含めたタッチセンサの特性を述べるとともに，それらに基づく操作インタフェースとその
ユーザ評価について述べる．また，浴槽を中心とした浴室内のインタラクションデザインについて考察し，
機器制御を行うシステムや，浴室ならではのアプリケーションについて述べた後に，TubTouch の課題や
拡張性などについて議論を行う．
キーワード：タッチインタフェース，静電容量方式タッチセンサ，インタラクションデザイン，実世界指
向，浴槽，浴室
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Abstract: We propose the bathtub surface computing system “TubTouch” which allows to use a bathtub as
an interactive controller by capacitive touch sensors. This system handles touching, sliding and proximity of
human body such as hands and ﬁngers unaﬀected by water. Basically, a capacitive sensor detects conductive
objects including human bodies and water. TubTouch can, however, make distinguish between them by
responses of sensors. In addition, this system is not obstacles of daily cleaning by installing inside of existing
bathtub, and can adapt to various places including curved surfaces. In this paper, we discuss an interaction
design in a bathroom, describe an implementation of TubTouch, user evaluation and its various applications.
Keywords: touch interface, capacitive touch sensor, interaction design, augmented environment, bathtub,
bathroom
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ユビキタスコンピューティング環境の概念 [1] により，
周囲の環境を情報化する研究は基礎技術から応用技術，
具体的なアプリケーションまで，縦断的・横断的に様々
な形で進められている．その中でも居住環境，すなわち
一般住宅の部屋を情報化する研究はいくつかのプロジェ
クトが行われている [2], [3], [4], [5], [6], [7]．我々も，日
本の一般住宅を対象とした研究を行っており [8], [9]，そ
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の中でも特に浴室の情報化について数多く取り組んでき

システムの体験ユーザのアンケート結果について述べ，8 章

た [10], [11], [12], [13], [14]．多くの住宅の浴室では，給湯

において TubTouch の有用性などについて議論する．最後

機リモコンが壁に設置されて，給湯温度や湯張り量の表示，

に 9 章をまとめとする．

それら設定操作の情報を給湯機と通信している．また，浴
室暖房乾燥機やミストサウナ，埋め込み型のテレビやオー
ディオ，調光照明やスポット照明，ジェットバスなど，家
電と呼べる様々な機器が販売されている．それらを導入す

2. 関連研究
2.1 環境埋込型タッチセンサの関連研究
静電容量方式タッチセンサを環境へ埋め込んで UI を構

れば，個別のリモコンが浴室の壁のどこかに配置されるこ

築する研究としては，暦本や福地らによる SmartSkin に

とになり，それによる見栄えの悪さや操作したい機器のリ

関する研究 [17], [18], [19], [20] がまずはあげられる．これ

モコンが分かりにくくなることなどの問題点が指摘され

はテーブルやパッドサイズのセンサ平面を構成しており，

ている [15]．加えて入浴者の浴槽内での座る位置や向きに

マルチタッチ入力以外に近接入力や，腕や手指での形状入

よって，リモコンへの手が届きにくい，操作しにくい，と

力も行える．プロジェクタでの実環境への操作情報を投影

いったことが起こり，特に高齢者や身体障碍者にとっては

する点など含め本研究では大きく参考にしている．それら

大きな問題となる．これらは，現状の浴室リモコン端末が

のアイデアを発展させ，適用箇所や湯水の影響への対応の

持つ，認知的・身体的なことも含めたユーザインタフェー

特徴を持つのが TubTouch といえる．他の研究としては，

ス（以降，UI）の課題である．一方で，浴室用テレビ（ディ

Westerman らによるシステム [21] や，DiamondTouch [22]

スプレイ）やオーディオ設備などのさらなる普及を考えれ

があげられる．DiamondTouch はタッチする人の区別まで

ば，今後は浴室でコンテンツやインターネットを含む様々

実現し，複数人でのインタラクションが操作環境を提供

なサービスなどを利用する場となることも容易に想像でき

している．本研究に関しては，親子でお風呂に入る場合

る．これらの現状および今後の浴室リモコンのあり方に関

など複数人数でのシステム利用の可能性があることから，

しては，高橋が「多能化，多点化したリモコン機能を 1 カ

DiamondTouch は参考にすべき研究といえる．一方で，曲

所で統合的に扱えるインタフェース」の課題をあげており，

面を利用したタッチ操作環境の研究としては，Benko らの，

上記の将来性も含めた具体的なデバイスや操作方法につい

Sphere [23] や，ドーム状ディスプレイ [24] があげられる．

てデザイン例とともに検討を行っている [16]．本研究は，

これらの画面もプロジェクタを利用するが，タッチ検出に

この課題に対する解決手段を提案し，その応用性や有用性

は赤外光を利用する方式であり，入力機能は本研究とまっ

を示すことを目的としている．そして我々はその解決手段

たく違うアプローチである．また，Touche [25] では静電容

として，浴槽に静電容量方式のタッチセンサを埋め込むこ

量センサを用いて電極に対する手指の触れ方（握る，つま

とで浴槽そのものが操作インタフェースと化する UI 環境

む，など）を認識するインタフェースを実現している．こ

TubTouch を提案する．TubTouch は，曲面など様々な形

れは 1 つのセンサ端子において，触れる領域の形状と面積

状の浴槽への適用が可能であり，住宅に既設の浴槽にも容

に応じて変化する信号の周波数応答を機械学習（SVM）に

易に導入できるという利点がある．また，導入の際に浴槽

より認識する技術である．ドアノブなどの曲面へも適用可

表面はいっさい加工せず浴槽内部へ埋め込むため，風呂掃

能であるものの，現状では触れてから認識するまでにある

除などの従来の生活行動には支障を来さないという特徴も

程度の時間を要する．一方で TubTouch は複数の電極を用

持つ．TubTouch はこのような実用性を持ちつつ，タッチ，

いて手指のタッチ位置とその位置変化によるスライド動作，

スライド，近接という 3 つの操作方法を提供することで，

そして近接量を動的に検出するもので，センサの時間応答

高橋が述べた浴室リモコンのいくつかの課題 [16] に対し，

に基づいた処理を行っている．現状の Touche は時間応答

様々な機器操作やアプリケーションのインタラクションデ

の点で難があるものの，その認識速度が向上した場合には

ザインを実現できる柔軟な UI 環境である．

複数の電極に対する触れ方やその動作に基づく操作手法

本論文では，2 章で関連研究について述べる．3 章で本研

が提供できることから，より柔軟で様々なインタラクショ

究が提案する TubTouch のコンセプトとシステム概要につ

ンデザインが可能になるといえる．それゆえ TubTouch は

いて説明する．4 章では静電容量方式タッチセンサに対す

将来的に Touche の方式を取り入れる余地があると考えて

る湯水の影響や各操作手法に関するセンサの基礎特性につ

いる．

いて，実験結果とともに述べる．続く 5 章では，TubTouch
を用いたインタラクションデザインの例をあげ，具体的

2.2 浴室リモコンの関連研究

に実装した TubTouch と各操作機能のユーザ評価結果につ

1 章でもあげた高橋の研究 [16] では，浴室リモコンの

いて述べる．6 章では機器操作システムや，これまでにな

GUI に関するデザインについて例をあげて議論を行って

いユーザ経験をもたらす応用システムを紹介することで，

いる．そこでは壁設置の既存の浴室リモコンのような端末

TubTouch の応用性について示す．7 章では 6 章で示した

を想定しており，柔軟な GUI 表示が可能なドットマトリ

c 2013 Information Processing Society of Japan
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クスディスプレイを採用している．ボタン以外の操作デバ
イスには，ローラやダイヤル，十字キー，タッチパネルを
あげ，アナログ的な量（給湯温度や湯張り量など）の入力
について検討している．ただ，リモコン端末を壁に取り付
ける方式であるゆえ，リモコン設置箇所と身体の位置・向
きに関する課題は残ったままである．その点，TubTouch
は，ボタン入力はタッチ操作を，量の入力には近接操作や
スライド操作を割り当てることができ，浴室内のどの位置
にいても容易に触れられる箇所にそれらを配置することが
可能である．それゆえ高橋の例に比べてユニバーサルデザ
インの観点で有利といえる．鈴木らは聴覚障害者向けの浴
室リモコンのためにボタンによる量の入力設定値を報知音

図 1 TubTouch の基本システムイメージ

や音声で知らせることについて検討，被験者実験を行って

Fig. 1 TubTouch system overview.

いる [26]．これは本研究においても，タッチやスライドな
ど操作をした際の入力内容のユーザへのフィードバックと
いう観点で参考にすべきである．馬場らや奈木野らは，本
研究と同じ課題に対して音声認識に基づく手法を提案して
おり，浴室の音響環境の検討と音響モデルの開発を行って
いる [15], [27]．椎尾らは，光学マウスに用いられるセンシ
ング機能を活用して汎用的な入力装置の提案を行ってい
る [28]．浴室のような場所でも利用できることも議論して
おり，タッチやスライドの入力手法の参考にできる．また，
浴室ではないが同様に壁にリモコンや手摺を設置するトイ
レに関して，その適正配置に関する研究 [29] が行われてい
る．本研究は壁に取り付けるリモコンの研究ではないが，

TubTouch で表示するボタンの適正配置箇所を検討する際

図 2

浴槽縁上面裏側へのセンサ端子の設置（左）と
浴槽横へのセンサ回路の設置（右下）

Fig. 2 Installation of probes on edge of bathtub (left photo),
and sensor unit on side of bathtub (right photo).

の参考になるといえる．

3. TubTouch の概要
3.1 基本コンセプト

取り外しがしやすい．浴室の床のある場所（洗い場）にお
いては，浴槽の横壁（エプロン）が施工後も取り外し可能
であり，その横壁の内部の空間へ容易にアクセスできる．

様々な機器やアプリケーションを統合的に操作できる

元々，ジェットバスなどの浴室用機器によっては既存浴槽

UI 環境を提供し，様々なインタラクションデザインを可能

へ後から導入可能な形で作られており，この浴槽横壁の内

とする仕組みを実現することが TubTouch の目的である．

部はそのための空間である．TubTouch も図 2 で示すよう

そのためのアプローチとして，浴槽内部に静電容量方式の

に，ここへタッチセンサのボックスを取り付け，センサ端

タッチセンサを組み込み，入浴者が浴槽に触れることで

子（電極）をこの空間の上側（手前の浴槽縁上面の裏側）へ

様々な操作ができる入力インタフェースを提供する．操作

設置する．これにより，既存システムバスへのセンサの導

情報の提示には，現状では天井設置プロジェクタを用いて

入が可能で，そのメンテナンス性も備えた導入方法となっ

浴槽表面に投影する形式をとっている（図 1 参照）．その

ている．また，浴槽形状は様々で，平面で構成される箱形

投影内容によって様々な機器操作のメニューやアプリケー

のものから，縁が流線型で上面も曲面で構成されたもの

ション画面を表示する．以下，TubTouch を構成するハー

（図 2）などがある．これに対しては，次章で述べるタッチ

ドウェアに関連して，設置箇所とタッチセンサ，およびプ

センサの方式とセンサ端子（電極）を用いることで，様々

ロジェクタ利用についての考慮点を述べる．

な浴槽形状でも導入は可能である．

3.2.2 タッチセンサの湯水に対する考慮
3.2 ハードウェア構成について
3.2.1 システムバスの構造とタッチセンサの導入

タッチセンサの数ある方式の中で，静電容量方式は壁や
テーブルなどの表面に直接センサ機能を付けなくても，そ

日本の一般住宅では，戸建てやマンションともに規格化

れらの裏側にセンサ端子の電極を配置することでセンサ機

されたユニット型システムバスが普及している．それらは

能が構成可能なほか，曲面などにも適用できるという利点

壁や床，浴槽，天井などがパーツで構成され，組み立てや

がある．ただ，原理上，静電容量センサは比誘電率の高い物

c 2013 Information Processing Society of Japan
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体に反応するため，センサ端子周辺に人体以外の誘電体（浴

同様の処理が可能と考えられ，近接，タッチ，スライドの

室においては湯水）がつねにある場合には，その特性の違

3 つを TubTouch が提供する基本的な操作手法として位置

いを考慮する必要がある．人体の比誘電率は 310 程度 [30]

付ける．そして，前述の湯水の影響への考慮も含め，次章

であるのに対し，システムバスの浴槽で多く使われる材質

で基礎特性と各操作手法に関する実装およびユーザ評価に

である FRP や人造大理石の比誘電率はおよそ 3〜5 とかな

ついて述べる．

り小さい．一方で水の比誘電率は約 80 であることから，手
も湯水の影響を考慮する必要がある．後述のセンサの基本

4. 浴槽埋込みタッチセンサの基本特性と各操
作手法の提供

特性の節ではその影響と傾向について実験によって示す．

本章では，浴槽に埋め込むタッチセンサの基本特性を示

指での操作を静電容量で検出する際には浴槽は無視できて

3.2.3 プロジェクタ利用の考慮
システムバスには天井裏に浴室暖房乾燥機などの機器ユ

し，機器操作への可用性について確認する．また，前述の
各操作手法の実現し，その操作性についてユーザ評価を行

ニットが設置できるスペースがあり，天井裏へのアクセス

う．ここでは，具体的な静電容量方式タッチセンサとして，

ハッチも付いている．それゆえ天井裏へのプロジェクタ取

16 チャネル（以下 ch）ぶんのセンサ端子が接続できるタッ

付は比較的容易である．将来的にはピコプロジェクタがよ

チスイッチ用センサ IC（オムロン社 B6TS-16LF）を使用

り小型・高機能・高出力化し [31]，屋外で使用されること

する．浴槽の横壁を外した箇所にセンサ IC を収めた回路

が普通になれば，防水・防滴タイプのものも登場すること

ケースを，浴槽縁上面の裏側となる箇所に銅板のセンサ端

が想定できる，電源も投影情報も無線で供給されるように

子を取り付け，各端子と回路の間をリード線で接続してい

なれば，天井裏にプロジェクタを設置しなくてもマッチ箱

る（図 2 参照）．

サイズのピコプロジェクタを浴室の天井へ貼り付けるだけ
で，本研究で行うような情報投影環境が簡単に構築できる

4.1 センサ端子の基本特性

と考えている．なお，将来的には浴槽本体にディスプレイ

前述のとおり，静電容量方式タッチセンサは近接センサ

機能が内蔵もしくは後付けで構成できる可能性もある．そ

が基本なので，まずはセンサ端子の位置を基準に，センサ

の際には該当するディスプレイ機能を用いて TubTouch を

面となる浴槽縁上面に対して鉛直方向および水平方向に

構成することも考えられる．一方で別の可能性として，防

手指を近づけた際のセンサ計測値を記録する．ここでの計

水タイプのタブレット端末で様々な複数機器を統合的に扱

測値は浮遊容量が増加すると減少する．センサ IC からは

えるリモコンが実現できることも考えられる．これは人に

16ch 分の出力値が得られるが，実験ではそのうちの 1ch を

よっては手軽でコスト的にも低く将来性のあるものととら

対象とした．センサ端子は銅板を利用しており任意のサイ

えることはできるが，浴槽内のような狭い空間では姿勢や

ズで作成することができる．使用した浴槽の縁は流線型で

手足のジェスチャを UI として利用できる新たな可能性も

あり，その縁の上面幅はおよそ 50 mm 程度である．端子

考えられる．それゆえ，我々は新たなインタラクションの

サイズはこの浴槽裏側の設置可能幅を基に決定できるた

可能性がある環境埋込の UI を重要視しており，そこにプ

め，計測の際は端子の面積による特性の違いを考慮する．

ロジェクタを用いる本研究の 1 つの価値があると考えて

また，センサ面への手指の接地面積も影響すると考え，セ

いる．

ンサ面への触れ方は 1 本の指先（接地面積小，以降は「指」
と記載）と複数本の指の腹（接地面積大，以降は「手」と

3.3 タッチセンサによる複数の入力操作手法の検討
静電容量方式のタッチセンサは，最近では ITO などの
透明電極によって構成され液晶パネルと合わせたタッチパ

記載）の 2 パターンで行った．なお，センサ IC に接続す
るセンサ端子はそれぞれ独立して計測されることから，複
数同時入力（マルチタッチ入力）も可能である．

ネル製品として様々なサイズのコンピュータ機器で採用さ

銅板のサイズやリード線長さ，接続したセンサ IC のチャ

れている．その静電容量方式のタッチセンサは，元は静電

ネルなどの条件によってセンサ計測値は異なる．このこと

容量センサであり，センサ端子に近付いた誘電体との浮遊

から，サイズや異なるチャネル間で計測値の変化を比較す

容量を計測するので，そもそも近接センサとしての機能を

る際には，各チャネルにおける浴槽表面へのタッチ状態と

持っている．タッチセンサとして用いる場合は，近接に対

非タッチ状態の値で正規化した値を以下のグラフで用いる．

するセンサ計測値がある閾値を超えた際に，タッチされた
状態として処理しているのみである．また，タッチパネル

4.2 水の影響に関する実験

を採用したコンピュータ機器では，格子状に配置した複数

浴槽縁上面の裏側に設置したセンサ端子に対する，浴槽

のセンサ端子から，そのタッチされた位置変化を連続的に

内の湯水の影響と浴槽縁上面にたまった湯水の影響につ

みることによってスライド操作の入力として扱っている．

いて明らかにする．ここで端子サイズによる違いを見るた

これらのセンサ応用の考え方は，我々の研究のセンサでも

め，10 mm 四方，30 mm 四方，50 mm 四方の 3 種類の端
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図 3

浴槽内の湯水の影響

Fig. 3 Aﬀection for capacitance by water in bathtub.

図 5 近接距離とセンサ計測値の関係（垂直方向）

Fig. 5 Vertical proximity and capacitive sensor values.

図 6 近接距離とセンサ計測値の関係（水平方向）
図 4

浴槽縁上の湯水の影響

Fig. 6 Horizontal proximity and capacitive sensor values.

Fig. 4 Aﬀection for capacitance by water on bathtub edge.

果を図 4 に示す．非タッチ状態では湯水の影響はわずかな
子サイズを用意し，それぞれについて計測した．

がら存在するが，どの端子サイズでも非タッチ状態の湯水

4.2.1 浴槽内湯水の影響

ありの値と指先タッチ状態の値の差が比較的大きい．それ

浴槽縁上面から 100 mm 低い位置まで浴槽に湯水をため

ゆえ前節と同様に適切な閾値（例：10 mm 四方：30 mV，

てセンサ計測値への影響を調べた．浴槽が空，湯水をため

30 mm 四方：23 mV，50 mm 四方：18 mV）によってタッ

た状態とタッチした状態をそれぞれ 100 回計測した．結果

チ検出は可能である．

を図 3 に示す．これより，非タッチ状態での湯水の有無に

4.2.3 湯水の影響についてのまとめ

関しては端子サイズに依存せず，多少の影響があり湯水に

以上の実験より，浴槽内の湯水とセンサ面にたまった湯

よってセンサ計測値が下がることが分かる．タッチ状態に

水は，どちらもセンサ計測値への影響が確認できた．だ

おいては，指先の方が手先よりも値が大きく，浴槽縁上面

が，いずれの場合も指と手でタッチした状態のほうが計測

への指先の接地面積の差によるものと考えられる．また，

値の変化量が大きいことから，浴槽の有無にかかわらず適

端子面積が小さいほど指先と手の差が少なくなることから，

切な閾値を設けるとタッチ検出が可能であることが確認で

計測できる浮遊容量の変化も比較的小さくなり，タッチあ

きた．この結果をふまえて，次節以降の近接特性の実験や

り・なしの差も小さくなることが分かる．いずれにしろ，湯

後述のシステムの実装を行う．

水の有無による差より，タッチと非タッチ状態の差の方が
明らかに大きい．それゆえ適切な閾値（例：10 mm 四方：

28 mV，30 mm 四方：20 mV，50 mm 四方：15 mV）を設

4.3 近接特性に関する実験
静電容量センサは，端子に近付いた誘電体との浮遊容量

定すれば湯水の有無によらずタッチ検出は可能である．

を計測するので，近接センサとしても利用できる．センサ

4.2.2 浴槽縁上面の水の影響

端子と手指間の距離による計測値の変化特性について確認

浴槽での入浴時には手指が濡れた状態や浴槽縁上面（セ

するため，ここでは 15 mm 四方の小型端子および 50 mm

ンサ面）が濡れた状態になるため，浴槽縁上面のセンサ面

四方の大型端子を用い，銅板の面に対し鉛直と水平の方向

に湯水が少量ある場合のセンサ計測値への影響について確

でそれぞれ 5 mm 刻みの距離で値を計測した．鉛直方向の

認した．ここでは，センサ面に湯水がない状態，少量の湯

計測では，比誘電率が低く計測値への影響が少ないウレタ

水がある状態，その上で指，手によるタッチ，およびセン

ン片を重ね，端子−手指間の一定距離を保ちつつ計測した．

サ面の一面が湯水が覆われている状態での指先タッチにつ

鉛直，水平それぞれの結果を図 5，図 6 に示す．

いて実験を行った．前節と同様に 100 回の計測を行った結
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イズ（表面積）で違うことが分かる．湯水による変化の影
響量も考慮すると，小型端子では垂直方向 15 mm 程度，水
平方向 25 mm 程度までの近接量しか計測できず，データの
ばらつきも比較的大きい．そのため，小型端子を近接操作
に用いることは少々困難といえる．一方で大型端子は垂直

35 mm，水平 50 mm 程度まで比較的精度良く計測ができ，
近接操作に利用しやすいことが確認できた．ただ，垂直方
向の近接操作は連続的な量の入力に適用可能であっても，

図 7

スライダを構成する小型端子の 2 次元配置

Fig. 7 Two-dimentional arrangement of sensor probes to
conﬁgure sliders.

手を宙に浮かせた状態での操作をすることとなり，微調節
や特定の値で固定してとどめることが難しいといえる．し
かし，操作アイコンへの拡大表示やフォーカス，近接によ
る操作パネルのアニメーション処理などへの適用は可能と
考える．また，水平方向の近接距離はセンサ端子どうしの
設置間隔を決める参考にすることができ，さらに，後述す
るスライダ操作の処理にも用いることができる．この場合，
センサ計測値が様々な値をとるため，同一端子をスライド
操作と近接操作で同時に併用することは困難といえる．
近接はセンサ計測値の揺れが大きくまた図 5 で示した
とおり距離によって対数的にセンサ計測値が変化する，そ

図 8 配置された小型端子どうしの隣接影響

Fig. 8 Aﬀection of adjoining small sensor probes.

のため，近接操作に使用するときには現在と過去 2 つの計

3 つの計測値で平滑化し，タッチ状態と非タッチ状態の値
でセンサ計測値を正規化し，2 乗することで，距離と計測
値の減少度合いがほぼ線形の値として利用できる．この正
規化などの処理は，端子ごとの計測値のばらつきを吸収す
るためであり，後述のスライド操作の処理で有効に機能し
ている．

4.4 複数端子の隣接配置の影響

図 9 スライド入力の動的特性実験の様子

Fig. 9 Experimentation for dynamic characteristic of slide
input.

前節までは単一端子の特性を明らかにしてきた．ここで
は列に並べた複数個のセンサ端子に対し，隣接する端子の

り，同じ距離で隣接する端子でも隣接辺の長さで影響の違

計測値の変化量を連続的に計測することでスライド操作

いがあることを確認した．静電容量の変化が比較的見込め

の処理を実現する．端子サイズについては，スライド方向

る 10 × 20 mm サイズの端子であれば，列の違う端子へ与

と平行な辺の長さを短くするほうが，複数端子のデータを

える影響が少ない．このことから，本研究で用いる浴槽縁

より多く扱えることにつながり，スライド入力時の位置分

へのスライダ機能の適用を考慮すると，図 7 のような配

解能向上が図れる．また，スライダの複数列設置や，浴槽

置で 10 mm 間隔で横 2 列に端子を配置することができる．

縁上面の幅が狭く限られていることを考慮すると，端子サ

この配置だと，横方向で 2 列，縦方向だと 4 列のスライダ

イズはなるべく小さいほうが好ましいといえる．しかし，

機能が実装できることになる．

図 3 と図 4 で示すとおり，銅板端子の表面積によってタッ
チと非タッチの計測値の差が増加していることが確認でき
ているため，端子サイズの決定には変化量の範囲を考慮す
る必要がある．

4.5 スライド入力の動的特性
前節で述べたスライド操作機能（端子の隣接配置）の動
的特性を確認するため，スライダ領域上に湯水がある場合

次に隣接する端子どうしの影響を見るため，10 mm ×

とない場合の実験を行った（図 9）．図 7 の ABCD のス

20 mm の小型端子 8 つを 10 mm 間隔で図 7 のような配置

ライダ直上にスライドノブを操作ガイドとして表示し，ガ

に並べ，端子 C を指先でタッチした際の隣接する端子の計

イドになるべく沿うよう指先を動かした際のセンサ値を計

測値を調べた．その結果を図 8 に示す．この図から，端

測した．ガイドはスライダ上の D から A の順方向に 3 秒

子 C の長辺（20 mm）に隣接する B と D は多少の影響を

かけて移動し，A で 1 秒待機し，また D へ 3 秒かけて戻

受けているが，端子 C の短辺（10 mm）に隣接する端子 G

る動きを行う．このガイドに沿ってスライド操作を 10 往

はほとんど影響を受けていないことが分かる．これによ

復したときの値の時系列変化の平均を図 10 に示す．湯水
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図 11 浴室内のユーザ位置と浴槽縁の主な操作箇所
（図の上半分が浴槽，下半分が洗い場）

Fig. 11 Human positions and operation areas of bathtub edge
in bathroom.
図 10 スライド入力に応じた各端子計測値の時間変化

Fig. 10 Variations in time of slide input of each sensor probes.

広範囲に触れることが可能と考えられる．他方，浴槽内に
座った状態では，前屈みにならない限り腕を伸ばしても浴

の有無による多少の差があるものの，時間軸にそって値が

槽縁で届く範囲は青色の箇所程度までと限定される．この

D-C-B-A の順に値が減少し，また A-B-C-D の順で値が増

場合，浴槽縁上に手や肘を置いて指先で細かな操作をする

加していく様子が確認できる．この変化は各小型端子ごと

ことが可能と考えられる．そのため浴槽縁の左右端（図 11

で十分に確認でき，スライド途中の指の位置も算出できる

の赤い枠）のほうはあまり細かい操作を行う箇所としては

ことを示している．なお，湯水のある場合はない場合より

利用されにくく，浴槽縁の中心あたり（図 11 の青い枠付

全体的に値が低いが，タッチと非タッチの差が少ないた

近）は細かい操作に利用されやすい箇所になると考えるこ

め，湯水がある場合でもスライダとして利用できる．ただ

ともできる．そのうえ，図のように浴槽内で座っている場

4.2.2 項で述べたとおり指で触れた湯水全体が指同等の誘

合には左側の赤のエリアまで手が届かないことから，UI を

電体として反応している（特に端子 A が顕著）ため，スラ

構成するボタンやスライダなどは右側の範囲だけで表示す

イド途中の指の位置の算出精度は多少劣ることがあるとい

ることが望ましいといえる．端子数が限られている場合に

える．

は，小さめの端子を中央あたりに配置し，浴槽縁の左右端

5. TubTouch を用いたインタラクションデザ
インの検討

には比較的大きめの端子を配置することが有効と考えられ
る．この端子配置による各種操作を行うインタラクション
デザインは，あくまでも TubTouch の適用の一例であって，

本章では，浴室内のユーザ（入浴者）が浴槽縁に触れて

センサ端子を多数設置可能な場合には，浴槽縁全体に小型

機器などを操作する際のインタラクションデザインに関し

の端子を配置して，どこでも細かなタッチ操作やスライド

て，浴室内で人がいる箇所や前章までのセンサ特性実験の

操作に対応できるようにすることも可能である．ただ，そ

結果を基にした端子配置，その他の内容について検討を行

の場合は小型端子のみで構成するため，近接操作が適用で

う．なお，用いるセンサ IC やセンサ端子の数はインタラ

きなくなる．これらのことから，機器や様々なサービスな

クションデザインに応じて増やすことが可能であり，本章

ど操作対象，およびユーザの位置などによって要件や操作

で述べるものは一例として示している．

すべき手法が変わってくるといえ，それらを考慮したイン
タラクションデザインによって端子設置と処理ソフトウェ

5.1 ユーザ位置・操作範囲とセンサ端子サイズ

アの設定が行われるべきと考える．

前章の結果から，サイズの比較的小さな端子はタッチ検
出する範囲も小さく，配置位置と間隔を考慮することで指

5.2 操作位置・内容の情報投影

先での操作に適用できる．逆にサイズが大きな端子はタッ

次に，プロジェクタで情報投影する内容に関して考察す

チ検出できる範囲も広いため，指先の動きより手のひらや

る．ユーザが洗い場にいる際には，手のひら操作で浴槽縁

複数本の指の腹を用いた比較的大きめな操作をとらえるこ

を広範囲に操作可能であり情報投影も広範囲に行う．ユー

とに向いている．これらからユーザの位置と操作範囲，ま

ザも広範囲に視認できることから図 12 のようなアイコン

たセンサ端子のサイズとその配置について考察する．

でも，比較的大きめのサイズで投影して支障がない．ただ，

浴室内ではユーザ（入浴者）の状態は多くの場合，浴槽

浴槽縁上面は細長い領域であり，提示内容は一次元的な配

内に座っているか，洗い場で座るか立っているかのいずれ

置が基本となる．また，浴槽縁の狭さのため，機器操作の

かである（図 11 参照）．洗い場の場合，ユーザは図の位

メニュー項目提示には，メニュー遷移の表現方法や選択項

置かもう少し右側付近に座ることとなり，浴槽縁を比較的

目の状態表示にも工夫が必要となる．様々な機器の統合的
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図 13 センサ端子の配置図（浴槽縁上面）

Fig. 13 Layout of sensor probes on bathtub edge.

ずつ大きめの端子を設置してあり，手のひらでの様々な操
作が可能である．なお，このシステムの実装では，計測し
たセンサからの情報を情報提示用 PC で受信し，浴槽へ投
図 12 浴槽壁面への情報投影

影する操作情報のフィードバックに用いる．そしてセンサ

Fig. 12 Projection to bathtub edge and wall.

データの処理とともに近接・タッチ・スライド操作の処理
も行っている．Processing でソフトウェア開発を行ってい

な操作を行うには，機器ごとのメニュー項目を切替え表示

るが，これはあくまでも試作としての実装であり，本当に

する必要も出てくるため，アニメーションなど表現方法に

実用的なシステムとするには，センサユニット以外は専用

ついてはよく検討する必要がある．また，投影内容が手指

ハードウェアかホームサーバなどで処理を行うべきと考え

の上にかかり視認しにくくなることがあるため，手や腕に

ている．

被らない位置へ情報提示することも考える．たとえば，指
先から少し位置をずらした箇所や，図 12 のように浴槽の
内側の壁に投影するなどの工夫が考えられる．

6.2 ユーザ評価の目的と概要
現状の TubTouch を適用したインタラクションデザイン
では，前章の図 11 で示すとおり浴槽内と洗い場の 2 方向

5.3 インタラクションの開始と終了

から操作される可能性を考慮している．特に浴槽内にいる

ユーザが浴室内で洗い場から浴槽の中へ入ったり，その

場合，浴槽底に座った状態では，浴槽縁上面は脇から肩付

逆で浴槽から洗い場へ出たりすることを考慮すると，浴槽

近の高さとなり，そこまで手を上げて操作を行うことにな

を手で掴んだりまたいだりする際に足が触れることなどが

る．これは従来のタッチ UI からすれば独特の体勢をとり，

想定できる．そのため，TubTouch で提供する操作機能が

ユーザの身体サイズ（座高や腕の長さなど）によって操作

いつでも画面表示されて使える状況であってはならない．

感や印象が異なる可能性がある．そこで，実際の浴槽内に

これはいい換えれば，ユーザが何か機器やアプリケーショ

座って TubTouch の UI 画面を操作することで，身体的な

ンを操作しようと思った段階で，システムとのインタラ

違いと操作感に関するユーザ評価を行った．ここでは 7 人

クションが開始できる適切な手段を用意する必要がある．

（女性 2 人を含む 20 代 6 人，40 代男性 1 人）を被験者に，

我々はこのことに対し，現状で 2 つの対応策を考えている．

京都産業大学の実験住宅 Ξ Home（くすぃーほーむ）の浴

1 つは浴槽の両端の箇所など普段は触れない箇所に開始ボ

室（ヤマハリビングテック製，1616 サイズ，浴槽はエルゴ

タンを設けて，そこを操作することで操作の開始とする手

タイプ）において評価した．被験者には自宅で入浴するよ

法である．もう 1 つはピエゾセンサなど別のセンサを導入

うにリラックスして浴槽内に座ってもらい，特定タスクで

し「コンコン」と浴槽をダブルノックすることでインタラ

タッチ UI を操作し，その後アンケートに回答するという

クションの開始とする手法である．現時点では我々は前者

手順で評価してもらった．以下の節では，近接・タッチ・

の方法で操作の開始を実装している．なお，操作終了につ

スライド操作それぞれの機能の評価手順と結果について述

いては表示されるメニューの中に終了やスリープに相当す

べる．

る項目を含めておくことでよいと考えている．

6. TubTouch の実装とユーザ評価
6.1 実装システムの構成

6.3 近接操作機能の評価
浴槽縁上面において浴室壁から約 600 mm の位置に操作
対象のマーカを表示し，そのマーカへの手の近接で変化す

本研究では，前章で述べたインタラクションデザインの

る数値も表示する．そして被験者には設定目標となる数値

例について，前述の 16ch のタッチセンサ IC を 1 つだけ

を提示し，その浴槽縁上面と手の近接度合いで同じ値に合

利用して TubTouch による UI 環境を実装した．センサ端

わせる実験を行った．数値は 10 回提示を 1 セットとし各

子の取り付けは図 13 のような配置とした（回路および端

被験者 3 セット行った．ここでは，浴槽縁上面から鉛直に

子の取り付けについては図 2 を参照）．これは，浴槽内に

約 40 mm 程度までを近接操作の有効範囲とし，その間を

座って浴槽縁に肘を載せて手を置いた場合，その手の位置

5，10，15 段階に分割して目標値の設定を行う．提示した

に指先でのスライダ操作可能な小型センサ端子列が配置さ

目標値と同じ数値を表示させて 1 秒経過すると入力 OK と

れる構成である．そして，その左右の赤いエリアには 4 つ

判定し，次の目標値が与えられる．これは図 12 のように
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図 14 近接操作での各分割数における平均試行時間

Fig. 14 The mean time of proximity input with divisions.

図 16 タッチ操作のタスクにかかる時間の平均と回数の変化

Fig. 16 The mean time of touch operations with the number
of times.

図 17 スライド操作タスクにかかる時間の
平均と回数の変化（5 段階）

図 15 被験者とタッチアイコンの位置関係
アイコンは左から Delete，A，B，C

Fig. 17 The mean time of slide operations with the number of
times (ﬁve divisions).

Fig. 15 Positions of subject and icons. Icons: “Delete”, “A”,
“B”, “C”.

浴槽内壁に表示され，被験者はそれを見ながら操作する．
図 14 に各分割数での平均試行時間を示す．
この結果からは，分割数が増すと厳密な操作を必要とす
るため試行時間は伸びる傾向にある．ただ，空中で手指の
高さを保つという不安定な方法ながら，多くの被験者が 15
図 18 スライド操作タスクにかかる時間の

段階での入力が確実に行えた．これは近接センサとして 15
段階以上の入力が行える余地があるといえ，様々な量の入

平均と回数の変化（10 段階）

Fig. 18 The mean time of slide operations with the number of

力に有用であることが示唆されたと考えている．

6.4 タッチ操作機能の評価
浴槽縁上面において浴室壁から約 370 mm の位置から約

times (ten divisions).

末とは違い，ボタン操作の際の新たな注意点となる可能性
がある．

60 mm 四方のアイコンを 40 mm 間隔で 4 つ配置し，被験
者の身体に近い方からそれぞれ Delete，A，B，C を表記し

6.5 スライド操作機能の評価

たタッチボタンとして割り当てた（図 15）
．これらのボタ

浴槽縁上面の中央付近に約 70 mm サイズのスライダを

ンを使って「ABAB」
「CCAB」などの 4 文字の列を 15 回

配置し，5，10 段階の分割数で指先操作する．近接の実験

入力するタスクを 1 セットとし，被験者には 5 セット分の

と同様に提示された目標値にスライダで値を合わせるタス

入力を行ってもらい，その時間を測定した．どの被験者に

クで，10 回を 1 セットとして各分割数で 5 セットずつ実施

も同じ順序の文字列群を提示した．被験者全員を集計した

した．各タスクにかかった合計時間の推移を図 17，図 18

平均時間の推移を図 16 に示す

に示す．5 段階の分割スライダのタスクではタッチと同じ

全体的に試行回数を重ねるごとに平均的な経過時間は減

ように回を重ねるごとに全体的に試行時間が減っていき，

少しているように見受けられるが，標準偏差が大きく，現

慣れる様子が見てとれた．しかし 10 段階の分割スライダ

状では被験者数が少ないこともあり，統計的に回数間の有

のタスクでは，一部試行時間が減る被験者もいたが，全体

意差が認められない．ただ作業時間が非常に短く試行回数

的には回を重ねても試行時間の減少は見られない．スライ

に関係ない被験者もおり，最初からタッチ操作がスムーズ

ダ面に対して指を立てるように触れたり指の腹を押し付け

に行えている．一方で，別の被験者は操作に慣れるとタッ

たりするなど，被験者によってスライダの触れ方がまった

チ面からあまり手を離さなくなり，タッチの区別ができず

く違った．適切な触れ方を助言すると操作性の向上が図れ

誤操作をしていた人もいた．これは既存のタッチパネル端

たが．10 段階では試行ごとにばらつきがあり難しい．操作
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図 19 TubTouch による複数機器操作システムの構成

Fig. 19 Experimental TubTouch system with equipments.

図 21 Bathtuboom

Fig. 21 Bathtuboom.

図 22 システムに対する印象
図 20 TubTouch によるユーザインタフェース構成例

Fig. 22 Impressions for TubTouch applications.

Fig. 20 Example of projection user interface with TubTouch.

ほかに，お風呂ならではのアプリケーションの実装例と
インタフェースとして適用する際は，5 段階スライダなら

して，お風呂が苦手な子供向けに制作した浴槽エンタテ

比較的可能といえる．ただ大まかな位置入力は可能である

インメントシステム Bathtuboom [32]（図 21 参照）があ

ので，大まかな入力後にタッチによるボタン入力で微調整

る．これは浴槽縁の光の玉に触れると各玉に応じた音楽フ

するなど，スライダとして使用することも考えられる．

レーズが流れ，浴槽上でアニメーション描画が行われる．

7. TubTouch を利用したアプリケーション例
7.1 TubTouch による機器操作システム
前章までのセンサ配置で，アプリケーションを選択し機

複数鳴っても 1 つの音楽として聞こえるサウンドデザイ
ンが行われている．その他，お湯に浸かる際に数を数える
支援をする子供向けアプリや，近接操作によるテルミン楽
器 Batheremin などもある．また，別研究として行ってい

器操作を行うシステムを構築した．そのシステム構成図を

る浴槽 DJ 音楽システム Bathcratch [14] でも TubTouch の

図 19 に，その浴槽縁へ操作画面が投影された様子を図 20

タッチ機能を用いている．これらはすべて，浴室ならでは

に示す．

のまったく新しい楽しみ方を提供するシステムである．そ

このシステムでは，調光照明の制御，音楽プレーヤなど
既存のリモコンで行える機能と同等のアプリケーションを

して身の回りの環境そのものが UI として機能し，新たな
住宅環境の方向性を示していると我々は考えている．

実装してある．左右両端のアイコンにはそれら機能の切替
えを近接操作に割り当ててあり，各機能の操作アイコンが
浴槽縁上で近接操作によって引き出されるアニメーション

7.2 TubTouch 実装システムの体験者アンケート
前節で述べた TubTouch の様々なアプリケーションを，

描画を行う．残りの 3 つのアイコンは各アプリケーション

6 章と同様の環境で 20〜50 代の男女 27 人に体験しても

でそれぞれ機能が割り当てられタッチ操作を行う．調光照

らいアンケートを実施した．調光照明，音楽プレーヤ，

明については中央部の 2 列のスライダで 2 つの照明を独立

Batheremin，Bathtuboom，数え上げ支援アプリケーショ

して調光でき，他のアイコンで，消灯・点灯が選択ができ

ンの 5 種類を実験者が操作しながら説明して見せた後，実

る．音楽プレーヤでは再生・停止・一時停止の操作を各ア

際に湯を張っていない浴槽に入って体験してもらった．

イコンに割り当ててあるほか，中央のスライダで曲の早送

アンケートの結果を図 22 に示す．質問「このシステム

りや巻き戻し操作ができる．浴槽側面には再生トラック名

を使ってみたいか」に対しては，92%の被験者がそう思う

が表示される*1, *2 ．

と答えた．その理由には「音楽を聞いてゆっくり浸かれそ

*1

う」
「浴槽内で無理な体勢でリモコン操作しなくてよい」
「子

*2

TubTouch 動作例 1
http://www.youtube.com/watch?v=lDKR6rTwobM
TubTouch 動作例 2
http://www.youtube.com/watch?v=oiKocZ1IORw
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た．これについては，
「壁固定リモコンの操作時の体勢の問

アイコンの絵柄などが細かい表現だと分かりにくくなる傾

題が解消される」
「複数のリモコンを 1 カ所で扱いたい」と

向にあり，投影対象の素材によって投影内容のデザインに

いう意見が得られた．これらは我々が研究目的とするとこ

も配慮する必要があるといえる．

ろである．また，自由記述による感想では，子供や高齢者

TubTouch においては，情報を投影する先は主に浴槽縁

を意識した意見がいくつか見られた．子供に関しては「喜

上面だが，プロジェクタ位置によっては浴槽内壁の水面

びそう」
「子供でも使えそう」
「小さい子供と入浴する母親

との間の空間にも情報を表示できることを確認している

が対応に忙しくて自分の髪も洗えない状況に効果的」
「子供

（図 12）
．浴槽内壁は傾斜になっているデザインが多く，面

とのコミュニケーションが促進される」などの意見が得ら

に対して角度がある投影でも歪みを補正すれば十分に情報

れた．一方で高齢者に関するコメントには「自分は使いた

提示に利用できる．この場所は入浴者からはよく見える位

いが同居している祖父母はどうか」
「高齢化社会に対応さ

置にあるため，情報提示箇所としては有効と考えられる．

せてほしい」などの意見が得られた．他方，普段シャワー

また，浴槽縁上面は面積的に 1 度に提示できる情報量に制

を浴びるのみの人から「このシステムがあれば浴槽に浸か

限があるため，内壁への投影は積極的に使用すべきともい

る」という意見や，
「音楽を聞きながらゆっくり半身浴を

える．たとえばメニュー表示で階層の深いところへ遷移す

したい」など，浴槽に浸かることを促進する意見が得られ

る際に，その階層構造のスタック表示していく様子を内壁

た．これら以外にも，美容アプリの提案やシステムの実用

に表示するなど，タッチ面との位置関係もデザインに組み

化を望む声などが得られた．これまでにないものであり初

込める要素になると考えられる．

めての体験という前提はあるが，TubTouch による様々な
アプリケーションにはおおむね好意的であった．

8. 議論
8.1 入力機器としての性質
現時点のセンサ端子は離散的な配置のため，ソフトウェ

8.3 機能間の連携
TubTouch で実装した機器制御システムでは，調光照明
や音楽プレーヤなど複数の機能を自由に選択・実行するこ
とを実現している．これは個々に独立したハードウェアで
構成された機器や機能を 1 つのアプリケーションと見なし，

アで構築できる操作インタフェースには制約がある．多く

浴槽を介して統合的に扱うプラットフォームを構築してい

のタッチインタフェースは指に対して操作面全体で連続し

るといえる．これにより，たとえば音楽の曲調に合わせて

た位置検出が可能で，比較的自由度の高い UI を構築でき

調光するなど，本来ならば独立で制御・操作していたアプ

る．TubTouch はセンサ端子を自由に設置できる反面，浴

リケーションどうしを連携させることも可能といえる．

槽の裏面の構造などの制約があるため，その中で UI を構
築せざるをえない．ただ，端子の配置や投影表示する UI

8.4 他の水場への適用

画面の工夫で，ある程度は連続的な値の入力も可能である

TubTouch の技術はプロジェクタとセンサ端子・センサ

ことは本論文で示した．他にも，大型端子だと鉛直方向に

基板を組み込める空間が確保できれば，他の場所へも適用

50 mm 程度まで値を取得できるため，複数端子での近接入

可能である．本論文では住宅内の水場として防水対策の観

力を活用し，浴槽内で座っている際に縁へ載せた腕の姿勢

点で一番注意する必要がある浴室でシステムを実現してお

や動きをジェスチャ入力として活用することなども考えら

り，キッチンや洗面台，トイレなどの水場への適用は比較

れる．同様のパターン認識を小さい端子群に適用すること

的容易である．浴槽縁は細長く，入浴しているユーザの姿

で文字や数字の入力まで実現できれば，より幅の広い UI

勢も限定されるため，インタフェースデザインに工夫が必

構築やアプリケーションへの応用が期待できる．

要であった．キッチンや洗面台では平面が多く，空間的制
限は緩和されるほか，曲面にもセンサ端子が適用できるこ

8.2 情報提示装置としての浴槽
浴槽は，一般的なタッチインタフェースを構築する平面

とからシンクや洗面ボウルなどのくぼみも含めてセンサ端
子を柔軟に配置して UI 構築が可能になると考えられる．

とは違った特徴を持つ．投影により情報提示を行う多くの

トイレへの適用では，手すりや手洗い場へ適用して UI 構

システムでは，それに適した投影面を用意できるが，本研究

築することも考えられる．特にトイレや洗面台などは浴室

では既存の浴室へ後付することを想定している．そのため，

と同様にカメラの設置が心理的に困難といえる箇所でもあ

投影対象であるシステムバスの多様な色・形状・質感など

り，そこで使える新たな UI 構築の手法として TubTouch

を考慮しなければならない．任意面への映像投影のための

の技術は有効であると我々は考えている．

輝度や色の補正手法はいくつか提案されており [33], [34]，

TubTouch に適用できる可能性がある．また，本研究で使

9. おわりに

用する浴槽は人造大理石製で，光を透過・拡散するため投

本論文では，浴槽に静電容量方式タッチセンサを埋め込

影内容の輪郭がぼやけるという問題がある．これは文字や

むことで，浴槽自体に近接・タッチ・スライドの各操作機能
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を持たせる浴槽 UI 環境 TubTouch を提案した．TubTouch
は，多数の浴室リモコンを統合するほか，将来の様々な浴
室アプリケーションへ柔軟に対応できる UI を提供するも

[9]

のである．曲面を含む様々な形状の浴槽に適用でき，かつ
湯水の影響を考慮して操作環境を実現している点に特徴が

[10]

ある．また，後付け設置できる点，浴槽表面には何も加工
しないため掃除の際に浴槽に洗剤をかけたりスポンジでこ
すったりしても支障がない点など，実用性の高さも大きな

[11]

特徴といえる．近接・タッチ・スライドの 3 つの入力機能
については，それぞれユーザ評価を行い現時点の実装の課

[12]

題や操作の可用性，応用性について確認した．さらに，浴
室でのインタラクションデザインの例をもとに，調光照明

[13]

や音楽プレーヤなど複数機器の統合的な操作ができること
を示したほか，様々な応用システムやアプリケーションの
提案およびそれらのユーザ評価によって，将来の UI 環境

[14]

としての方向性や応用性を示した．身の回りの環境をユー
ザインタフェースとして活用し，新たな生活の楽しみ方や

[15]

新たな応用方法を開拓するという観点では，このような研
究はスマートさを追求する以上の価値があると我々は考え

[16]

ている．今後は，より高度な UI 処理や様々な機器の統合
的な操作について発展させる予定である．また，水場や汚

[17]

れという同じ条件を持つキッチンやトイレ，洗面台にも同
様の機能を適用してスマート環境をより多くの箇所で構築
することも試みたい．さらに，住宅に限らず，水や汚れが
課題となるような環境，たとえばレストランの厨房やモー

[18]
[19]

タボートの操縦席，水産加工会社の工場などで先進的な UI
の適用と実用化にも取り組んでいきたいと考えている．
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