Jorro Beat: シャワーを用いた触覚刺激の触覚特性と弁別閾測定
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We have developed a system that provides tactile stimuli by controlling the water flow of the shower to enrich the
music experience in the bathroom. User studies have revealed that the music experience while taking a shower was
enhanced, particularly when the music has characteristic beats or melody. However, the previous system can simply
switch between ON and OFF, and sophisticated tactile expression was not possible. In this paper, we made a new
shower type tactile stimulation device by controlling the water flow of the shower in an analog manner. We evaluated
the performance of our prototype both physically and perceptually, by measuring pressure and discrimination
threshold of the flow rate by the shower.
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1. はじめに

ワーに比べて触覚刺激を付与したシャワーの方が，音楽体験
が向上することが判明した．特に特徴的なビートやメロディ

シャワーは世界中に普及しており，ほとんどの浴室にはシ

を持つ曲について特に音楽体験が向上することが明らかとな

ャワーが設置されている．一方，ポータブル音楽プレーヤや

り，穏やかな曲においても心地よさや気持ちよさ点で体験が

防水機器の普及により，浴室でも音楽を楽しむことが可能と

向上した[3][4]．しかし開閉制御のみであったため表現の幅が

なっている．この 2 つを合わせた製品として Bluetooth 機能付

狭く，例えば任意の楽器パートに合わせることはできないと

きの防水スピーカと一体となっているシャワーヘッド[1]も

いう課題があった．

商品化されており，このことからシャワーを浴びながら音楽

この課題を解決するため本稿ではまずシャワーから噴出さ

を聴くという行為は身近なものであることがわかる．しかし

れる水量をアナログ的に変化させることが可能な新デバイス

ながら，シャワーを浴びながら音楽を聴く際には防水スピー

の製作および性能評価について述べる．次にシャワーから噴

カなどにより音楽を楽しむ方法が一般的であり，聴覚でしか

出される水流による触覚特性を明らかにするために，シャワ

音楽を楽しむことができない．それに加えシャワーの水流は

ーの接触面積や角度による強度変化やシャワー刺激の強さに

音楽に関係なく皮膚に触覚刺激を与えるため，音楽に対する

対する知覚実験について述べる．

ノイズとなってしまう．
一方で，身体への振動刺激を音楽に同期させることで，音
楽体験を向上させることが可能であることが示されている
[5][6]．また，水流を制御することによって触覚提示を行うシ
ステムはこれまでに数多く提案されている[7][8][9]．このこと
から我々は，シャワーを触覚提示手段ととらえなおし，音楽
という聴覚体験にシャワーによる触覚刺激を同期させること

Fig. 1 Jorro Beat: water flow from the showerhead is synchronized

で，シャワーを浴びながら音楽を聴く際の音楽体験の向上が

with music and beats out a rhythm on the user’s body [2][3][4].

可能ではないかと考えた．

2. Jorro Beat

本研究ではシャワーを浴びながら音楽を聴く際の音楽体験
向上を目的として，シャワーヘッドから出る水流を制御し，
水流の強弱を作ることによって身体の広範囲に触覚刺激を行

2.1 デバイス構成
本章では我々が新たに開発した全身触覚刺激装置 Jorro

い，その触覚刺激を音楽と同期させることを提案する（図 1）．

Beat の実装について述べる．本装置はマイクロコントローラ

我々はこれまでにシャワーヘッド型触覚提示装置を作成し，

（NXP Semiconductors，mbed NXP LPC1768），モータドライバ

その性能評価を行った[2]．また下腿または全身への触覚提示

（TOSHIBA，TA8429HQ），ストップシャワーアダプタ（株式

における音楽体験への効果の検証を行った結果，通常のシャ

会社三栄水栓，PS392-1），ロータリーエンコーダ搭載の DC モ

3. 性能評価実験

ータ（maxon 社，10W，RE 25），黄銅製ラック＆ピニオンか
ら構成される．作成したデバイスを図 2 に示す．本デバイス
はシャワーヘッドとシャワーホースの間に挟むことで止水で
きるアダプタを使用しているため，前報で作成したデバイス
[4]とは異なり任意のシャワーヘッドを装着して使用するこ
とが可能である．
図 2 に示すように，ストップシャワーアダプタには機械的
スイッチが搭載されており，そのスイッチを左右に動かすこ
とでシャワーヘッドから出る水流の開／閉を切り替えること
が可能となっている．ラックピニオン機構を用いることで，
モータによる円運動を直線運動に変換させている．エンコー
ダの値を用いてモータの出力角度を変化させることで，水流
の開閉部の大きさを任意に変化させることが可能である．

Jorro Beat の提示可能周波数の計測，またシャワーの接触面
積および角度におけるシャワー刺激の変化について検証を行
った．
3.1 実験環境
小型圧縮型ロードセル（KYOWA 製，LMB-A-10N）を用い
てシャワーによる刺激を測定した．水中ポンプ（株式会社工
進，SM-525）によって水を汲み上げることでシャワーヘッド
（株式会社水生活製作所，SH208-5T）から水を垂直に放出し
た（図 4）．ロードセルまでの距離は約 50cm に設定した．
3.2 実験条件
ロードセルを固定した 3 種類の大きさのアクリル板（5cm
×5cm，10cm×10cm，20cm×20cm）を用意した．それぞれ地
面に対して 0 度，30 度，45 度になるように設置した（図 4）．
提示する周波数は 5, 10, 20, 40, 50Hz を設定し，ロードセルの
値を 2ms ごとに取得し記録した．

Fig. 2 Prototype device: a mechanical switch on the stop shower
adapter is moved by rack-and-pinion mechanism.
2.2 エンコーダ値と流量の関係
本装置は流量の制御にモータのエンコーダ値を用いている．
図 3 に示すようにストップシャワーアダプタの管内は円形で
あるため，エンコーダの値に対して線形的に流量が変化する
とは考えにくい．そのためエンコーダ値と流量の関係を調べ
た．水中ポンプ（株式会社工進，SM-525，最大吐出量 100L/min）
によって水を汲み上げ，シャワーヘッド（株式会社水生活製
作所，SH208-5T）から放出される水流の水量を 5 秒間測定し
た．図 3 にエンコーダ値と流量の関係を示す．測定は 2 回行
い，その平均値を使用した．結果より，エンコーダ値に対し
てシャワーの流量は非線形的に変化し，本セットアップにお
ける流量は 5.3ml/s～134ml/s であることがわかった．以降の
実験で使用する流量はこの結果を用いて補正したものである．

Fig. 4 Experimental setup for physical evaluation of the system:
A plate mounted on a load cell was located 50 cm away from the
showerhead.
3.3 実験結果
各アクリルプレートの大きさと角度におけるロードセルに
よって測定された力を図 5 に示す．数値は各周波数の 10 周
期分のデータにおけるピーク値の平均と全体の平均の差であ
る．黒いプロット部分は提示周波数通りの間隔で明確なピー
ク値が存在したものである（図 6 左）．灰色のプロット部分は
提示周波数に一致した間隔でピーク値が存在したが，それ以
外にも不規則にピーク値が存在するなどの特徴がみられたも
のである（図 6 中央）．白いプロット部分は，ピーク値は存在
するが提示周波数の間隔に一致しなかったものである（図 6
右）．明確なピークが存在しなかった条件はプロットしていな
い．
グラフより，角度が大きくなる程，提示周波数通りの振動
刺激が出力できなくなっていることがわかる．また，サイズ
が大きく，また角度が小さい程提示できる力が大きくなるこ
とが判明した．また提示周波数が大きくなる程測定される力
が小さくなる傾向にあることが推測される．
40Hz を提示した条件において測定された力が極端に大き

Fig. 3 Relationship between the encoder value and the water flow

くなってしまったが，これは提示周波数がアクリル板とロー

rate. The water flow rate changed nonlinearly, and range of flow

ドセルを固定した筐体の共振周波数に近くなってしまったた

rate was from 5.3 ml/s to 134 ml/s in this setup.

Fig. 5 The force measured by the load cell. (Left) 5×5 cm plate, (middle) 10×10cm plate, (right) 20×20cm plate.
めと推測される．しかし，50Hz までは触覚刺激を提示できる

択させた．これを 1 回の試行とし，3 種類の標準刺激に対し

ことが判明した．

て 20 試行ずつ，計 60 試行をランダムに提示した．被験者は
男女 12 名（年齢 21-27 歳，左利き 1 名）であった．

Fig. 6 Raw data of recorded force.

4. シャワー刺激による流量の弁別閾測定
本章ではシャワーによる水量の弁別閾を調べる．弁別閾を
知ることで人間がシャワーによる水量の変化をどの程度知覚

Fig. 7 Experimental Setup to examine the discrimination threshold

するのかが分かり，本デバイスによって水量をアナログ的に
変化させる際の目安となる．触覚における弁別閾測定の実験
はいくつか行われており[10][11][12]，これらの弁別閾値範囲

of the flow rate by the shower.
4.4 実験結果
各標準刺激の試行において「強い」という回答を得た確率

は条件に応じて 5%から 26%であった．

および正規累積分布関数による S 字カーブフィッティングの

4.1 実験環境

結果を図 8 に示す．この結果における弁別確率 75%の元での

シャワーヘッド（株式会社水生活製作所，SH208-5T）を被
験者の右手から約 50cm の位置に固定した（図 7）．水中ポン

弁別閾（75%DL）を主観的等価流量（PSE）と 75%の正答率
を示す流量の差として定義し，表 1 にまとめた．

プ（株式会社工進，SM-525）によって温水を汲み上げ，シャ
ワーヘッドから排出した．水温は約 42 度に設定し，2 つの投

Table 1 75% difference limen for three kind of standard stimulus.

げ込みヒーター（泉電熱株式会社，TWSH-1105，500W）によ
って一定の温度に保った．実験中はノイズキャンセリング機
能付きのヘッドホン（BOSE，QuietComfort15）によってホワ
イトノイズを再生させた．
4.2 実験条件
本実験は恒常法に基づいて行われた．3.2 項より，標準刺激
は最大流量の 25％（32.2ml/s），50%（64.4ml/s），75%（96.5ml/s）

この結果より，標準刺激が最大流量の 50%，75%の場合に
おいては 20%前後の変化で流量弁別が可能であるといえる．

に設定した．比較刺激はそれぞれ 32.2ml/s±20ml/s，64.4ml/s

しかし，最大流量の 25%の場合においては 75％DL の結果が

±30ml/s，96.5ml/s±40ml/s の範囲からランダムで設定した．

出なかった．これは流量が極端に少ないと水流ではなくポタ

4.3 実験手続

ポタという水滴のようになってしまうために弁別が難しくな

標準刺激 1 つと比較刺激 1 つをペアとし，ランダムな順番

ってしまったからではないかと考えられる．また，標準刺激

で提示する．被験者はキーボードで自由に刺激を切り替える

が大きくなると弁別閾が大きくなるという傾向は見られたが，

ことができ，2 つの刺激のうちシャワーが強いと思う方を選

標準刺激に対する割合は下がってしまった．これらの結果よ

Fig. 8 Average rate of "stronger" responses for each standard stimulus.
The dashed and the dotted lines indicate the PSE and the 75 % correct lines.
り，はっきりとした弁別を行うにはある程度の流量が必要で

出するシステムを製作する．

あると考えられる．

5. おわりに
本研究ではシャワーを浴びながら音楽を聴く際の音楽体験
向上を目的として，シャワーヘッドから出る水流を制御し，
水流の強弱を作ることによって身体の広範囲に触覚刺激を行
い，その触覚刺激を音楽と同期させることを提案した．本稿
ではまずシャワーから噴出される水量をアナログ的に変化さ
せることが可能な新デバイスの製作および性能評価を述べた．
次にシャワーから噴出される水流による触覚特性を明らかに
するために，シャワーの接触面積や角度による強度変化につ
いて，またシャワー刺激の強さに対する知覚実験について述
べた．
まずシャワーから噴出される水量をアナログ的に変化させ
るためにラックピニオン機構を用いた新デバイスについて説
明した．シャワーから噴出される流量とエンコーダ値の関係
を調べた結果，エンコーダ値に非線形的に流量が変化し，
5.3ml/s～134ml/s の範囲で出力可能であることが判明した．
次に新デバイスの性能評価およびシャワーによる刺激の触
覚的特性について検証を行った．ロードセルを用いてシャワ
ー刺激の強度を調べた結果，50Hz までは明確に提示可能であ
ると推測された．また提示周波数が大きくなる程測定される
力が小さくなる傾向にあることが判明した．
最後にシャワー刺激の強さに対する知覚実験を行った．恒
常法を用いてシャワーの流量の弁別閾を求めた結果，約 20%
の流量変化によって弁別可能であることが示唆された．また，
流量が極端に少ないと弁別が難しくなる傾向がみられたため，
はっきりとした弁別を行うにはある程度の流量が必要である
と考えられる．
今後は，本稿で明らかとなった触覚特性をもとに音楽との
同期に適したシャワー刺激について調べる予定である．また
音楽から自動的に適切な触覚提示タイミングおよび強さを抽

文献
[1] Knox，MUSIC JET
http://www.knoxgear.com/
[2] Hoshino, K., Koge, M., Hachisu, T., Kodama, R., and Kajimoto, H.:
Jorro Beat: Shower Tactile Stimulation Device in the Bathroom; In proc.
of CHI 2015 Extended Abstracts on Human Factors in Computing
Systems, pp.1675-1680, ACM, Seoul, Korea (2015).
[3] 星野圭祐，高下昌裕，小玉亮，蜂須拓，梶本裕之：Jorro Beat：シ
ャワーを用いた浴室での触覚刺激装置 (第 3 報) -音楽体験への
寄与の検証-；日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演
会 2015，みやこめっせ（2015）
．
[4] 星野圭祐，高下昌裕，小玉亮，蜂須拓，梶本裕之：Jorro Beat: シ
ャワーを用いた全身触覚刺激装置による浴室内音楽体験の向
上；エンタテインメントコンピューティング 2015，札幌市教育
文化会館・北海道大学学術交流会館（2015）．
[5] Lemmens, P., Crompvoets, F., Brokken, D., Eerenbeemd, J., and Vries,
G.: A Body-conforming Tactile Jacket to Enrich Movie Viewing; In
proc. of Euro Haptics 2009, pp.7-12, IEEE, Salt Lake City, USA (2009).
[6] Israr, A., Poupyrev, I., Ioffreda, C., Cox, J., Gouveia, N., Bowles, H.,
Brakis, A., Knight, B., Mitchell, K., and Williams, T.: Surround
Haptics: Sending Shivers Down Your Spine; In proc. of ACM
SIGGRAPH 2011 Emerging Technologies, p.14, ACM, New York, USA
(2011).
[7] Richter, H., Manke, F., and Seror, M.: LiquiTouch: Liquid as a medium
for versatile tactile feedback on touch surfaces; In proc. of Tangible,
Embedded and Embodied Interaction 2013, pp.315-318, ACM,
Barcelona, Spain (2013).
[8] Hoste, L. and Signer, B.: Water Ball Z: an augmented fighting game
using water as tactile feedback; In proc. of Tangible, Embedded and
Embodied Interaction 2014, pp.173-176, ACM, Munich, Germany
(2014).
[9] Chacin, A. C. and Oozu, T.: IrukaTact
http://www.aisencaro.com/iruka.html
[10] Craig, J. C.: Difference threshold for intensity of tactile stimuli;
Perception and Psychophysics, Vol.11, No.2, pp.150–152 (1972).
[11] Gescheider, G. A., Bolanowski Jr., S. J., Verrillo, R. T., Arpajian, D. J.,
and Ryan, T. F.: Vibrotactile intensity discrimination measured by three
methods; The Journal of the Acoustical Society of America, Vol.87,
No.1, pp.330–338 (1990).
[12] Israr, A. and Tan H. Z.: Frequency and amplitude discrimination along
the kinesthetic-cutaneous continuum in the presence of masking stimuli;
The Journal of the Acoustical Society of America, Vol.120, No.5,
pp.2789-2800 (2006).

