
(57)【要約】
【課題】  入浴者自身に心拍数をコントロールするため
の行動を促して、リラックス状態に導くことが可能とな
る浴槽設備を提供する。
【解決手段】  浴槽５内に入浴している入浴者の心拍数
を計測する心拍数計測手段２１と、心拍数計測手段２１
にて計測される心拍数の計測値、入浴開始後に心拍数を
低下させる目標値、及び、その目標値に到達するまでの
目標到達時間を提示する提示手段１００とが設けられて
いる。



【特許請求の範囲】
【請求項１】  浴槽内に入浴している入浴者の心拍数を
計測する心拍数計測手段と、
前記心拍数計測手段にて計測される心拍数の計測値、入
浴開始後に心拍数を低下させる目標値、及び、前記目標
値に到達するまでの目標到達時間を提示する提示手段と
が設けられている浴槽設備。
【請求項２】  前記目標到達時間を浴槽内の湯の温度に
基づいて設定する目標時間設定手段が設けられている請
求項１記載の浴槽設備。
【請求項３】  浴槽内の湯の温度と入浴に伴う入浴者の
心拍数の変化とを関連付けて予め計測した情報、及び、
入浴時の浴槽内の湯の温度の情報に基づいて、前記目標
値を設定する目標値設定手段が設けられている請求項１
又は２記載の浴槽設備。
【請求項４】  浴槽内に入浴している入浴者の心拍数を
計測する心拍数計測手段と、
前記心拍数計測手段にて計測される心拍数の計測値、入
浴開始後に心拍数を低下させる目標値、及び、呼吸の目
標タイミングを提示する提示手段とが設けられている浴
槽設備。
【請求項５】  浴槽内に入浴している入浴者の呼吸タイ
ミングを計測する呼吸状態計測手段が設けられ、
前記提示手段が、前記呼吸の目標タイミングと、前記呼
吸状態計測手段にて計測される入浴者の呼吸タイミング
との一致状態を提示するように構成されている請求項４
記載の浴槽設備。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、入浴者をリラック
スさせるための浴槽設備に関する。
【０００２】
【従来の技術】近年、不況やリストラ、スピード社会等
の影響により、ストレスを解消するために入浴中にリラ
ックスしたいという要求が増大している。ところで、心
電図計測を家庭等において行うようにするために、入浴
者が入浴したままの状態で入浴者の心電図や心拍数を計
測することができる浴槽心電計測技術（これを第１の従
来技術とする）が既に提案されている。
【０００３】さらに、上記浴槽心電計測技術をベースに
した浴槽設備として、例えば特許第２５９４２１７号公
報に、入浴者の心電図や心拍数を計測した計測値を予め
設定した基準値と比較した結果に基づいて、ジェットバ
ス装置等の人体刺激発生器の強度を調整する指示を与え
て、入浴者がこの指示に従って所定の処置を行うことに
より、入浴者に適度な刺激を与えながら生理的、心理的
に望ましい状態（リラックス状態に相当する）で入浴で
きるようにした技術（これを第２の従来技術とする）が
開示されている。なお、上記公報には、入浴者の心電図
や心拍数の計測信号をスペクトル解析して得られたスペ

クトル値を予め入浴者の安静時と興奮時に計測して得た
基準値と比較し、その比較結果に基づいて前記人体刺激
発生器を自動制御する場合に、浴槽内の水位変動に基づ
いて計測した入浴者の呼吸サイクルに基づいて上記解析
したスペクトル値を補正する技術も示されている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】前記第１の従来技術で
は、入浴中に計測された心拍数や心電図が浴室内に表示
されても、一般の入浴者にとっては、上記計測された心
拍数等の情報をリラックスするためにどのように用いれ
ばよいのかが判らないという問題があった。又、前記第
２の従来技術では、入浴中の心拍数や心電図の計測情報
から入浴者の状態（リラックス度合）が判断され、その
結果に基づいて人体に外部から与える刺激を調整するよ
うにしているが、入浴者が自分自身をコントロールする
ものではないため、必ずしも十分なリラックス状態が得
られないという問題があった。
【０００５】本発明は、上記問題点に鑑みてなされたも
のであり、その第１の目的は、入浴者自身に心拍数をコ
ントロールするための積極的な行動を促して、リラック
ス状態に導くことが可能となる浴槽設備を提供すること
である。第２の目的は、入浴者自身に心拍数をコントロ
ールしてリラックスするための呼吸法を指示して、リラ
ックス状態に導くことが可能となる浴槽設備を提供する
ことである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】この目的を達成するため
の本発明に係る浴槽の第一の特徴構成は、特許請求の範
囲の欄の請求項１に記載した如く、浴槽内に入浴してい
る入浴者の心拍数を計測する心拍数計測手段と、前記心
拍数計測手段にて計測される心拍数の計測値、入浴開始
後に心拍数を低下させる目標値、及び、前記目標値に到
達するまでの目標到達時間を提示する提示手段とが設け
られている点にある。
【０００７】同第二の特徴構成は、特許請求の範囲の欄
の請求項２に記載した如く、上記第一の特徴構成に加え
て、前記目標到達時間を浴槽内の湯の温度に基づいて設
定する目標時間設定手段が設けられている点にある。
【０００８】同第三の特徴構成は、特許請求の範囲の欄
の請求項３に記載した如く、上記第一又は二の特徴構成
に加えて、浴槽内の湯の温度と入浴に伴う入浴者の心拍
数の変化とを関連付けて予め計測した情報、及び、入浴
時の浴槽内の湯の温度の情報に基づいて、前記目標値を
設定する目標値設定手段が設けられている点にある。
【０００９】同第四の特徴構成は、特許請求の範囲の欄
の請求項４に記載した如く、浴槽内に入浴している入浴
者の心拍数を計測する心拍数計測手段と、前記心拍数計
測手段にて計測される心拍数の計測値、入浴開始後に心
拍数を低下させる目標値、及び、呼吸の目標タイミング
を提示する提示手段とが設けられている点にある。
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【００１０】同第五の特徴構成は、特許請求の範囲の欄
の請求項５に記載した如く、上記第四の特徴構成に加え
て、浴槽内に入浴している入浴者の呼吸タイミングを計
測する呼吸状態計測手段が設けられ、前記提示手段が、
前記呼吸の目標タイミングと、前記呼吸状態計測手段に
て計測される入浴者の呼吸タイミングとの一致状態を提
示するように構成されている点にある。
【００１１】以下に作用並びに効果を説明する。本発明
の第一の特徴構成によれば、浴槽内に入浴している入浴
者の心拍数が計測され、その心拍数の計測値と、入浴開
始後に心拍数を低下させる目標値と、その心拍数の目標
値に到達するまでの目標到達時間とが入浴者に提示され
る。すなわち、入浴開始直後は、入浴動作により心拍数
が入浴前に比べて上昇するが、入浴開始後しばらくする
と、一回当たりの心拍出量が増加して、心拍数の上昇は
停止するか、あるいは、心拍数は下降する。そして、こ
の心拍数が下降する状態がリラックスした状態である。
その後、体が温まってくると体温調節機能が働いて、心
拍数は再び上昇する。そこで、入浴者をリラックスさせ
るには、心拍数を低下させるようにすればよいから、上
記のように心拍数が下降するときの値を低下させるとき
の心拍数の目標値とし、入浴開始時からその目標値にな
るまでの時間を上記目標到達時間として提示する。従っ
て、入浴者に対して、現在の心拍数の計測値と共に、低
下させる心拍数の目標値と目標到達時間とが提示される
ので、その提示を受けた入浴者自身に心拍数をコントロ
ールするための積極的な行動が促されて、リラックス状
態に導くことが可能となる浴槽設備が提供される。その
結果、入浴により、心身の疲れを確実に取ることができ
る。尚、上記提示を受けて心拍数をコントロールする場
合に、自律訓練法などのトレーニングをした入浴者は、
的確なコントロールが可能となり、より一層のリラック
ス効果が得られる。
【００１２】同第二の特徴構成によれば、前記目標到達
時間が浴槽内の湯の温度に基づいて設定される。すなわ
ち、入浴開始後、体が温まるまでの時間は浴槽内の湯の
温度と所定の関係があり、前記目標到達時間は体が温ま
って心拍数が上昇し始める時間よりも短い時間にしなけ
ればならないので、前記目標到達時間を浴槽内の湯の温
度に基づいて設定することで、目標到達時間を適切に設
定することができる。従って、浴槽内の湯の温度に応じ
て、心拍数を目標値に低下させるまでの目標到達時間を
適切な時間に設定して、確実にリラックス状態に導くよ
うにすることができる。尚、この第二の特徴構成におい
ては、入浴者が設定した湯の温度によって目標到達時間
が異なり、通常は、湯の温度が低いと目標到達時間が長
くなるので、入浴者自身が心拍数を低下させてリラック
ス状態になるために必要な時間を考慮して、自分に適し
た湯の温度に設定するようになる効果がある。
【００１３】同第三の特徴構成によれば、浴槽内の湯の

温度と入浴に伴う入浴者の心拍数の変化とを関連付けて
予め計測した情報、及び、入浴時の浴槽内の湯の温度の
情報に基づいて、入浴開始後低下させる心拍数の目標値
が設定される。すなわち、浴槽内の湯の温度と入浴に伴
う心拍数の変化は入浴者により異なる場合があるので、
入浴者について浴槽内の湯の温度と心拍数の変化とを関
連付けて予め計測し、その予め計測した情報と入浴時の
湯の温度の情報から前記心拍数の目標値を設定する。従
って、入浴者について予め実際に計測した入浴時の心拍
数の変化データに基づいて、浴槽内の湯の温度に応じ
て、低下させる心拍数の目標値を適切な値に設定し、入
浴時に確実にリラックス状態に導くようにすることがで
きる。
【００１４】同第四の特徴構成によれば、浴槽内に入浴
している入浴者の心拍数が計測され、その心拍数の計測
値と、入浴開始後に心拍数を低下させる目標値と、呼吸
の目標タイミングとが入浴者に提示される。すなわち、
入浴開始直後は、入浴動作により心拍数が入浴前に比べ
て上昇するが、入浴開始後しばらくすると、一回当たり
の心拍出量が増加して、心拍数の上昇は停止するか、あ
るいは、心拍数は下降する。そして、この心拍数が下降
する状態がリラックスした状態である。その後、体が温
まってくると、心拍数は再び上昇する。そこで、上記の
ように心拍数が下降するときの値を低下させるときの心
拍数の目標値とする。さらに、呼吸を目標タイミングで
行わせることにより、心拍数を低下させてリラックスさ
せることことができる。従って、入浴者に対して、現在
の心拍数の計測値と共に、低下させる心拍数の目標値
と、リラックスするための呼吸の目標タイミングとが提
示されるので、この提示を受けた入浴者自身が呼吸を目
標タイミングで行うことにより、入浴者自身に心拍数を
コントロールしてリラックスするための呼吸法を指示し
て、リラックス状態に導くことが可能となる浴槽設備が
提供される。
【００１５】同第五の特徴構成によれば、浴槽内に入浴
している入浴者の呼吸タイミングが計測され、この計測
された入浴者の呼吸タイミングと、前記呼吸の目標タイ
ミングとの一致状態が提示される。従って、目標タイミ
ングで呼吸するようにしている入浴者に対して、実際に
行っている呼吸のタイミングと目標タイミングとの一致
状態が提示されるので、両タイミングが一致していない
場合には、一致するように入浴者が呼吸のタイミングを
修正して、呼吸のタイミングを目標タイミングに合わせ
るようにすることができ、これにより、心拍数をコント
ロールしてリラックスするための呼吸法を的確に指示す
ることが可能となる。
【００１６】
【発明の実施の形態】本発明に係る浴槽設備の実施形態
を図面に基づいて説明する。図１に示すように、水道に
て供給される水をガス燃焼式のバーナにて加熱した湯を
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給湯路６を通して浴室９内の浴槽５に給湯する給湯機１
と、その給湯機１の運転を制御するためのコントローラ
２と、そのコントローラ２に夫々通信可能に接続された
風呂リモコン３及び台所リモコン４等が設けられて、自
動給湯風呂が構成されている。尚、風呂リモコン３は浴
室９の横壁部に設置されている。
【００１７】前記浴槽５内の水位を検出する水位センサ
７が設けられ、この水位センサ７の検出情報が前記コン
トローラ２に入力されている。水位センサ７は、具体的
には、前記給湯路６の浴槽５への連通箇所に設けられた
圧力センサにて構成され、浴槽５内の水位が上昇する
と、圧力センサにて検出される圧力が高くなるので、そ
の圧力検出値に基づいて浴槽５内の水位が検出される。
又、浴槽５内の湯の温度を検出する温度センサ８が設け
られ、この温度センサ８の検出情報が前記コントローラ
２に入力されている。温度センサ８は、具体的には、前
記給湯路６の浴槽５への連通箇所付近に設けられてい
る。
【００１８】図２及び図３に示すように、前記風呂リモ
コン３には、前記コントローラ２と通信自在に接続され
た制御部３０と、この制御部３０に接続される状態で、
各種の情報を表示する液晶式の表示部３１、スピーカー
３２、アップダウン式の変更キー３３、複数の個人（図
では、Ａ，Ｂ，Ｃの３人）のうちのいずれかを選択する
個人選択ボタン３４、運転スイッチ３５、自動湯張りス
イッチ３６等が設けられている。尚、図示は省略する
が、前記台所リモコン４も、上記個人選択ボタン３４
と、スピーカー３２が設けられていない点を除いて、風
呂リモコン３と同様に構成されている。
【００１９】入浴者の心電図信号を得るための浴槽心電
計２０が設けられ、この浴槽心電形２０にて得られた心
電図信号が、浴槽５内に入浴している入浴者の心拍数を
計測する心拍数計測手段２１に入力されている。そし
て、この心拍数計測手段２１の心拍数計測情報が前記コ
ントローラ２に入力されている。図４及び図５に示すよ
うに、上記浴槽心電計２０には、浴槽５の内壁部に設置
された複数の心電図電極１０と、その複数の心電図電極
１０に現れる電気信号から心電図信号を生成処理する心
電図信号生成手段１１と、心電図信号生成手段１１にて
生成された心電図信号に対して所定の信号処理を行う信
号処理手段１２とを備えている。
【００２０】複数の心電図電極１０は４つの電極１０ａ
～１０ｄからなり、各電極１０ａ～１０ｄは浴槽５の内
壁面の湯水に漬かる所定位置に各別に設置される。具体
的には、第１の電極１０ａが入浴者の右腕付け根外側に
近い位置に、第２の電極１０ｂが入浴者の左腕付け根外
側に近い位置に、第３の電極１０ｃが入浴者の左足付け
根外側に近い位置に、第４の電極１０ｄが入浴者の右足
付け根外側に近い位置に、夫々設置されている。そし
て、上記各電極１０ａ～１０ｄに、浴槽内の湯水を介し

て形成される導電経路によって、入浴者の各対応する部
位の表面電位が誘導される。
【００２１】心電図信号生成手段１１は、基本的には、
上記各電極１０ａ～１０ｄに誘導される電気信号を組み
合せて、その組み合わせた信号同士の差信号を求める複
数の差動増幅器を備えて構成され、下式にて表わされる
標準１２誘導法における６種の標準肢誘導の心電図信号
（Ｖ１，Ｖ２，Ｖ３，ａＶR ，ａＶL ，ａＶF ）を生成す
る。尚、式中、ＶR ，ＶL ，ＶF は、夫々、第１の電極１
０ａ、第２の電極１０ｂ、第３の電極１０ｃに誘導され
る電位である。
【００２２】
【数１】Ｖ１＝ＶL －ＶR

Ｖ２＝ＶF －ＶR

Ｖ３＝ＶF －ＶL

ａＶR ＝ＶR －０．５（ＶL ＋ＶF ）
ａＶL ＝ＶL －０．５（ＶR ＋ＶF ）
ａＶF ＝ＶF －０．５（ＶR ＋ＶL ）
【００２３】信号処理手段１２は、心電図信号生成手段
１１にて生成された心電図信号に対して、浴槽５内での
湯水の動きや入浴者の体の動き等に起因して発生する低
周波の基線動揺成分を除去し、この基線動揺除去後の心
電図信号を浴槽心電計２０の出力信号として出力する。
【００２４】前記心拍数計測手段２１は、浴槽心電計２
０の心電図信号から、Ｐ波、Ｑ波、Ｒ波、Ｓ波、Ｔ波、
ＱＲＳ群等の特徴的信号成分の中の特定の信号波を抽出
し、その特定の信号波に含まれる心電情報を更に抽出す
る。具体的には、図６に示すように、Ｒ波を抽出して、
その発生時相を検出し、その発生間隔から心拍数及びそ
の時間変動を計測する。
【００２５】前記風呂リモコン３の表示部３１を利用し
て、前記心拍数計測手段２１にて計測される心拍数の計
測値、入浴開始後に心拍数を低下させる目標値、及び、
その目標値に到達するまでの目標到達時間を提示する提
示手段１００が構成されている。具体的には、この提示
手段１００は、図７に示すように、入浴開始後に低下さ
せる心拍数の目標変化カーブを破線で示すとともに、こ
の目標変化カーブにおける心拍数の最小値を目標値ｋｓ
とし、入浴開始からその目標値ｋｓまでの時間を目標到
達時間Ｔとして表示する。そして、上記心拍数の目標変
化カーブに重ねて、心拍数の計測値の変化を実線で示
す。上記心拍数の変化について説明すると、入浴動作を
継続するに伴って副交感神経が優位になると心拍数は下
降し、心拍数の揺らぎが大きくなる。尚、この心拍数の
揺らぎは年齢や個人により差がある。そして、上記心拍
数が下降した状態がリラックス状態であるが、体の芯ま
で温まってくると、心拍数は上昇し、この体の芯まで温
まる時間は湯の温度と関係して、湯の温度が高いほど短
い時間で温まることになる。そこで、図１に示すよう
に、前記コントローラ２の信号処理部を利用して、目標
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到達時間Ｔを浴槽５内の湯の温度に基づいて設定する目
標時間設定手段１０１が構成されている。具体的には、
前記温度センサ８にて検出される浴槽５内の湯の温度が
高いほど、前記目標到達時間Ｔを長い時間に設定する。
【００２６】また、入浴に伴って心拍数が変化する場合
に、その心拍数の変化状態は個人ごとに異なるものであ
る。そこで、図１に示すように、前記コントローラ２の
信号処理部を利用して、浴槽５内の湯の温度と入浴に伴
う入浴者の心拍数の変化とを関連付けて予め計測した情
報、及び、入浴時の浴槽５内の湯の温度の情報に基づい
て、前記目標値ｋｓを設定する目標値設定手段１０２が
構成されている。具体的には、前記風呂リモコン３の個
人選択ボタン３４で選択した各個人（Ａ．Ｂ，Ｃ）ごと
に入浴中の湯の温度と心拍数の変化状態（心拍数が下降
してから上昇するまでの時間や、最低心拍数）とを記録
して、その記録データに基づいて、各個人ごとに前記目
標変化カーブを作成して、各個人に適合した目標変化カ
ーブを提示するように構成している。例えば最近１週間
の記録データから求めた最低心拍数の平均値を前記目標
値ｋｓとし、同じく最近１週間の記録データから求めた
心拍数が上昇するまでの時間の平均値を前記目標到達時
間Ｔとする。従って、前記目標到達時間Ｔは、浴槽５内
の湯の温度が高いほど長くなるとともに、各個人ごとに
設定される。
【００２７】前記コントローラ２内に、浴槽５内に入浴
している入浴者の呼吸タイミングを計測する呼吸状態計
測手段１０３が設けられている。具体的には、この呼吸
状態計測手段１０３は、前記水位センサ７にて検出され
る浴槽５内の湯の圧力信号のうち、呼吸タイミングに対
応する周波数成分を通すフィルタや、波形整形回路等に
よって構成されている。
【００２８】図１に示すように、風呂リモコン３の近く
の横壁部には、液晶式の表示器１３が設置され、前記提
示手段１００は、この表示器１３をも利用して、前記心
拍数計測手段２１にて計測される心拍数の計測値、入浴
開始後に心拍数を低下させる目標値、及び、呼吸の目標
タイミングを提示するように構成されている。尚、この
場合の心拍数の計測値と目標値は、前述のように、風呂
リモコン３の表示部３１に変化波形として表示されてい
る。さらに、上記提示手段１００が、前記呼吸の目標タ
イミングと、前記呼吸状態計測手段１０３にて計測され
る入浴者の呼吸タイミングとの一致状態を提示するよう
に構成されている。
【００２９】具体的には、図８に示すように、表示器１
３に、呼吸の目標タイミングを表わす波形が破線で示さ
れるとともに、この目標タイミング波形に重ねて、実際
の呼吸タイミングを表わす波形が実線で示されている。
従って、この両波形を比べることによって、呼吸の目標
タイミングと、実際の呼吸タイミングとの一致状態（ず
れ状態）が判断できるので、入浴者は上記両波形が一致

するように呼吸のタイミングを調整することになる。
【００３０】〔別実施形態〕以下に別実施形態を説明す
る。上記実施形態では、提示手段１００が、心拍数の計
測値、低下させる心拍数の目標値ｋｓ、及び、目標到達
時間Ｔを提示する場合に、風呂リモコン３の表示部３１
に目標変化カーブと実際の変化波形とを表示させるよう
にしたが、これ以外に、例えば、風呂リモコン３の表示
部３１に、心拍数の計測値と目標値の各数値、及び、目
標到達時間と入浴後の経過時間の各数値を比較できる状
態で表示させるようにしたり、あるいは、風呂リモコン
３のスピーカー３２を用いて、上記心拍数の計測値、目
標値、目標到達時間、入浴後の経過時間等を音声によっ
て提示するようにしてもよい。
【００３１】上記実施形態では、提示手段１００が、心
拍数の計測値、低下させる心拍数の目標値ｋｓ、及び、
呼吸の目標タイミングを提示する場合に、表示器１３に
呼吸の目標タイミングと実際の呼吸タイミングとを表示
させるようにしたが、これ以外に、例えば、風呂リモコ
ン３の表示部３１に、呼吸のタイミングを指示する文字
やイラスト図形を表示して指示するようにしたり、ある
いは、風呂リモコン３のスピーカー３２を用いて、呼吸
のタイミングを音声によって指示するようにしてもよ
い。上記文字や音声による呼吸タイミングの指示につい
て、その手順を以下例示する。そして、この指示を、心
拍数が目標値まで低下するか、あるいは、入浴者が図示
しない停止ボタンを押すまで繰り返す。
（１）最初に、「口から息を吐き出してください。」
（２）５秒後、「口を閉じて鼻から息を吸ってくださ
い。」
（３）４秒後、「息を止めてください。」
（４）７秒後、「口からゆっくり息を吐いてくださ
い。」
【００３２】上記実施形態では、目標時間設定手段１０
１が浴槽５内の湯の温度に基づいて目標到達時間Ｔを設
定する場合、及び、目標値設定手段１０２が浴槽５内の
湯の温度に基づいて目標値ｋｓを設定する場合に、温度
センサ８にて検出した湯の温度検出情報に基づいて設定
するようにしたが、これ以外に、例えば、風呂リモコン
３にて設定される湯の温度設定情報に基づいて設定する
ようにしてもよい。
【００３３】なお、上記実施形態では、上記目標時間設
定手段１０１及び目標値設定手段１０２を給湯機用のコ
ントローラ２の信号処理部を利用して構成したが、これ
以外に、例えば、風呂リモコン３の制御部３０や、心拍
数計測手段２１の信号処理部等を利用して構成してもよ
い。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る浴槽設備の全体構成図
【図２】風呂リモコンの構成を示すブロック図
【図３】風呂リモコンの正面図
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【図４】浴槽心電計の構成を示すブロック図
【図５】浴槽心電計の電極配置を示す浴槽の斜視図
【図６】浴槽心電計による心電図信号を示すグラフ
【図７】心拍数の低下状態を示す表示画面の図
【図８】呼吸のタイミングを示す表示画面の図
【符号の説明】

５      浴槽
２１    心拍数計測手段
１００  提示手段
１０１  目標時間設定手段
１０２  目標値設定手段
１０３  呼吸状態検出手段

【図１】

【図２】 【図３】

【図４】
【図７】
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【図５】

【図６】

【図８】
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