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プログラム 
 

 日本生体医工学会甲信越支部長野地区長 挨拶 
 口頭発表（○印は講演者，発表 12 分，質疑討論 3 分） 

(10:00～11:00)  座長  橋本 昌巳  (信州大学工学部) 
1. パルス光刺激 VEP によるメニュー型インターフェイスの高速化  

○勝山恵介，宮田愛恵，米澤義道，伊東一典，橋本昌巳 

信州大学工学部情報工学科 

 
2. VEP メニュー型インターフェイスにおける光源間メニューの設定 

 ○宮田愛恵，勝山慶介，米澤義道，伊東一典，橋本昌巳 

   信州大学工学部情報工学科 
 
3. 疲労・回復チェックシステムにおける適切な視聴覚刺激に関する検討 

○町田具凡，降旗建治 

   信州大学工学部電気電子工学科 
 
4. 疲労・回復チェックシステムのための感覚クロスモダリティに関する検討 

○小林正之，降旗建治 

信州大学工学部電気電子工学科 

 
(11:05～12:05)  座長  山浦 逸雄  (信州大学繊維学部) 
5. 血流がフリッカー融合弁別閾に及ぼす影響 

○小松周平，降旗建治 

信州大学工学部電気電子工学科 

 
6. 視線を用いたソフトウェアキーボードに関する基礎検討 

○水谷太紀，橋本昌巳，米澤義道，伊東一典 

信州大学工学部情報工学科 

 
7. 聴覚ディスプレイと触覚ガイドを用いた視覚障害者用 GUI の検討 

○仙田 健*，近藤謙一*，伊東一典*，米澤義道*，橋本昌巳*，金子浩昌*， 

清水道夫** 

*信州大学工学部情報工学科，**長野県短期大学 

 
8. 指向性音源による視覚障害者の歩行誘導の試み 

○海上秀徳，森 大樹，米澤義道，伊東一典，橋本昌巳 

   信州大学工学部情報工学科 
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特別講演１ (13:00～13:50) 座長  米澤 義道  (信州大学工学部) 
   信州大学繊維学部教授 鳥羽榮治先生 

「光ファイバセンサの医療への応用」 
 
(14:00～15:00)  座長  小野 伸幸  (長野工業高等専門学校) 

9. シナノグルミの根接地インピーダンスにおける日変化 

○上條岳穂，田中京子，茅野誠司，矢嶋征雄，山浦逸雄 

   信州大学繊維学部機能機械学科 
 
10. 交流インピーダンス法を用いた細胞増殖能のリアルタイム測定 

○小林雅明*，杉原伸宏**，大政健史***，松永民秀**，大森 栄** 

*日置電機(株)，**信州大学医学部，***大阪大学工学部， 
 
11. 圧電バイモルフを用いたはばたき機構の開発 

○児島寿子，小西 哉 

信州大学繊維学部機能機械学科 
 
12. 遠隔受講用指向性個人音源の最適設計 

○森 大樹，海上秀徳，金子浩昌，米澤義道，伊東一典，橋本昌巳 

信州大学工学部情報工学科 
 
(15:05～16:05)  座長  荒井 善昭  (長野工業高等専門学校) 
13. 手首に装着した加速度・角速度センサを用いた人間の歩行・走行運動の解析手法 

○井澤裕司*，北沢俊二**，芳川美代子**，西沢 健***，白鳥典彦*** 

*信州大学工学部情報工学科，**長野県工業技術総合センター， 

***マイクロストーン(株) 
 
14. 適正運動量指示装置の開発とその応用 

○百瀬英哉*，小林英敏**，小野伸幸*，坂口正雄*，大橋俊夫*** 

*長野工業高等専門学校，**(株)西澤電機計器製作所，***信州大学医学部 
 
15. 身体バランス評価法に関する基礎的検討 

○鈴木将記*，橋本昌巳*，米澤義道*，青木 朗**，伊東一典*，金子浩昌*， 

西澤茂治*** 

*信州大学工学部，**信州大学医学部，***(株)プリオール 
 
16. マーカ画像を用いた非拘束呼吸情報計測システムの検討 

○藤原幸二*，平林研人*，伊東一典*，米澤義道*，橋本昌巳*，浅沼和志**， 

荒井善昭*** 

*信州大学工学部，**セラテックジャパン(株), ***長野工業高等専門学校 



iii 

特別講演２(16:15～17:05)  座長  伊東 一典  (信州大学工学部) 
長野工業高等専門学校教授 坂口正雄先生 
「機器開発と実用化への夢」 

 
懇親会 17:20～ 生協喫茶メモリー 
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パルス光刺激 VEP によるメニュー型インターフェイスの高速化 
勝山 恵介*，宮田 愛恵*，米澤 義道*，伊東 一典*，橋本 昌巳* 

*信州大学工学部情報工学科， 

Speeding up of menu type interface using VEP induced by light pulse stimulus 
Keisuke KATSUYAMA*，Manae MIYATA*，Yoshimichi YONEZAWA*, Kazunori ITOH*, Masami HASHIMOTO*  

*Department of Information Engineering, Faculty of Engineering, Shinshu University 

 

1. はじめに 

視覚誘発脳波（VEP）は運動機能が眼球付近に限

られているユーザのコミュニケーションツールと

してメニュー型インターフェイスを実現できる可

能性がある。我々は複数の光源にメニューを割り当

て、ユーザが光源を注視した際に発生する VEP を

解析することで希望メニューの抽出を行う機能を

基本として検討している。 

今回、メニュー光源を複数のグループに分けて順

次パルス発光する方式により、メニュー判別の短時

間化の可能性を見出したので報告する。 

2. パルス光刺激 VEP 

パルス光刺激法では、単発パルスによって発生す

る VEP 応答が基本である。図１に典型的なパルス

光刺激における VEP レスポンスである。個人差は

多少あるものの刺激（光刺激パルス幅 10ｍｓ）に

より刺激後約100msおよび約200msに負の下降レ

スポンスが観察される。これらはそれぞれ一般に

n100、n200 と名付けられているものである。個人

により両者のレベルは異なる。 

   
 図 1 パルス光刺激 VEP レスポンス 

図 2 に刺激光源から視線をそらして行く過程で

の n100 VEPのレベル変動例を示した。そらし角 0°

は、光源を視野の中心に捉えて光刺激を受けている

注視の状態である。視線をそらして行くことによる

レベルの減衰は視野角との関係で指数関数に近似

できる。また、個人差はあるが、そらし角 18～20°

において VEP レベルは雑音レベルと同程度まで低

下する。この特性は、注視メニューに対して隣接メ

ニューの影響を考える場合に重要である。 
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図 2 n100 VEP の視線そらし角特性 

3. グループ発光による検討 

 図 3 は前節で述べた基礎特性に基づき試作、使用

した 4×4 パルス刺激 VEP メニューパネルである。

メニュー光源は 8 ステップの時間周期で発光を制

御した。メニュー光源を配列するにあたって以下の

4 つの条件、（1）各メニューは 1 周期中 2 回発光（2）

各ステップで 4 メニューずつ発光、（3）隣接メニュ

ーと同時発光を行わない、（4）各メニューは連続発

光しない、を用いた。メニュー番号の下の数字は上

記条件を満たす 2 回の発光タイミングを示してい

る。図中右には 6 番メニューの発光タイミングを例

示した。このときユーザがメニュー6 を注視したら

③と⑦のタイミングに応じた VEP が発生する。発

光タイミングはメニューによって異なるから VEP

波形も異なってくる。 

V = 8.3exp((-1/15)θ) 
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図 3 グループ発光メニューボード 

メニューの判別方法は、全メニューについて

VEP 応答を標準データとして取り込んでおき、こ

れらと未知の注視メニューの VEP 応答との相関を

見て注視メニューを判別する方法を検討した。この

方法では、相関の最も高い VEP が注視メニューを

示唆することになる。 

図 4 にメニュー6 を注視した、周期 320ms、光源

間視野角度 16°、2 秒間のデータを平均加算したと

きの VEP と各標準データとの相関を調べた結果を

示す。 

 

図 4 メニュー6VEP と標準データとの相関値 

 メニュー6 について標準データとの相関が最も

高く、正しい判別が行われていることがわかる。      

図 5 はデータ周期長を変えた場合に、それぞれ一

定時間加算平均を行ったデータについてのメニュ

ー判別の誤判別率を平均加算時間（判別時間）をパ

ラメータとして示した。各刺激周期について、判別

時間を長くすると、誤判別率は単調に減少する。そ

のなかで、周期 320ms でおいて判別時間が小さい

うちから最小値が得られており、条件的に最適であ

ると考えられる。 

0

10

20

30

40

50

60

800ms 400ms 320ms 160ms 80ms
刺激周期

誤
判

別
率

（
%
）

1s 2s 3s 5s

 
図 5 誤判別率の刺激周期依存性 

 条件には時間的なものと空間的なものがあって、

メニュー間隔 16°としたが改めて光源間視野角度

の検討を行った。そこで、刺激周期 320ms に設定

して、メニュー間隔（視野角）の効果を誤判別率で

見た結果を図 6 に示す。 
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図 6 誤判別率のメニュー光源視野角度の関係 

ほとんどの判別時間においてメニュー間隔 8°

で最小を示している。特に、判別時間 2 秒において

誤判別率が約 8％になっている。 

4. まとめ 

パルス光刺激による VEP を用いて、メニューの発

光モードをグループ発光において、時間的な最適刺

激周期と空間的最適メニュー間隔について検討し、

結果として刺激周期 320ms、メニュー間隔 8°にお

いて 2 秒で判別率 92％を得た。 

5. 参考文献 

[1] 荒井善昭、米澤義道、伊東一典、橋本昌巳、牛

山喜久 “VEP を利用した入力インターフェイス”医

用電子と生体工学、35(2),pp.12-17,1997. 
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VEP メニュー型インターフェイスにおける光源間メニューの判別 

宮田愛恵，勝山恵介，米澤義道，伊東一典，橋本昌巳 

信州大学工学部 

Distinction of a menu between light sources in VEP menu type interface 

Manae Miyata,Keisuke Katsuyama,Yoshimichi Yonezawa,Kazunori Itoh and Masami Hashimoto 

Faculty of Engineering , Shinshu University 

1. はじめに 

視覚誘発脳波（VEP）を用いたメニュー型インタ

ーフェイスは、希望メニューに対応する光源を注視

することで発生する光源特有の点滅モードを脳波

から得て、解析により注視光源を特定する。しかし

光源を注視することは目の負担が大きく長時間の

使用は疲労の原因となる。本試みは光源を注視せず、

光源の間にあるメニューマークを注視することで

同様の機能を実行しようとするものである。 

2. 基本特性 

図１は単発のパルス刺激(10ms)により現れた光

応答電位である。通常、光刺激後約 100ms、200ms

付近に現れる大きな負（negative）の反応が主に観

察される。出現遅延時間とレベルの大小は個人によ

り多少異なる。 

 
図１ 光パルス刺激応答特性 

 図２には刺激光源から目をそらしていく過程

での n100VEP レベル変化（そらし角依存性）を示

した。そらし角 0°は、光源を注視した状態である。 

 
図２ n100VEP の視線そらし角特性 

 

注視位置を光源より右にそらしていった場合を正

で表してある。中心からそれるほどＶＥＰレベルは

減衰していく。このことは、二つの光源の間を注視

している場合のそれぞれの光源によるＶＥＰレベ

ルは、注視位置を示唆する可能性を有している。 

3. 実験 

図３に示すように一対の LED 光源とマーカーを

視野角の間隔を持たせて被験者前方に水平に並べ

る。マーカーと光源間の視野角は同一として、予 

 

 

 

 

 

図３ パネルの光源とメニューマーカー配置 

備実験から、８．１２．１６°を選んだ。また、光

源の点灯パルス幅は 10ms に固定し、各光源の点灯

周期は 0.5,1.0,2.0s とした。光源は白色ＬＥＤ（日

亜化学 NSPW310 駆動電流 200μＡ）マーカーは赤

色ＬＥＤ（東芝 ＴＬＲＥ１６０Ａ）を暗く点灯し、

それぞれ用いた。測定環境はシールドした暗室内で

ある。光源メニューボードは被験者の前方 40cm に

設置した。 

図４は点滅周期 0.5s の場合に得られたマーカー

Ａを注視している場合のＶＥＰ信号例である。ここ

で１周期分のデータを、１０秒間加算平均したもの

３回分を平均して標準データとした。この操作はＡ

～Ｄの各マーカーについて被験者、周期（３種）、

マーカー間隔（３種）を変えて行った。 

次に改めて各条件で、ＶＥＰ信号を計測し、標準

データとの相関をそれぞれとった。図４にメニュー

間視視野角１２度、周期１秒の場合の各注視メニュ 

光源 ①              光源 ② 

メニューＡ    Ｂ   Ｃ    Ｄ 
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図４ ２光源 VEP 信号例（メニューＡ注視） 

ーについての標準データ (A~D)と測定データ

（a~d）との相関値例を示した。a について着目す

ると標準データＡとの相関値が最も高く、その後と

なりのＢ、Ｃ、Ｄと位置がずれるに従って相関値は

低くなっている。この傾向はｂ、ｃ、ｄについても

同様である。すなわち、この条件の場合には、それ

ぞれ対応したメニューマーカーで相関値の最大値

が示されており、正確な判別が行われたことを示し

ている。 

 
図５ 標準データと測定データとの相関係数 
ここで安定した判別が行われるためには相関値

の最大値と次の値との差が大きなほうが良いから、

これを目安にデータ取得の最良のパラメータを考

察した。図６は、データ周期、光源間視野角を変え

た場合の最高値と次点との相関係数の差を示した

ものである。被験者は、VEP(n100)の良好に出る者

(平均値より大きいレベル)、平均的なレベルの者、

平均以下の者(平均値以下)の３人である。結果は 3

人の平均である。光源間視野角は 12 度で最大値が

示された。図 2 から、16 度では、端のマーカーを

注視しているとき、視野角的に遠い光源の刺激はレ

ベルが低下しノイズレベルが近くなり、相関値低下

に影響し、逆に 8 度では、マーカーが接近しすぎ識 

 
図６ マーカー間視野角と相関係数差        

別がし難くなった結果と思われる。周期長依存性

は、相関値差が大きい順に、2ｓ、0.5ｓ、1.0ｓであ

った。これは標準データの作成に一定時間を要して

いることから、データ長、加算回数のどちらかの特

徴が好影響したものと思われる。図７には所要測定

時間と判別精度の関係で示した。周期 2 秒は長いた

めに 0.5 秒を採用した場合を示す。例えば計測時間

５秒では１０回の加算平均が行われている。被験者

は前述の３人である。データ獲得の時間と共に判別

精度が上昇して 10 秒で 100％に近い値となってい

る。 

 

図７ 計測時間と正判定率の関係 
４． まとめ 

ＶＥＰインターフェイスの課題である視覚負荷

の減少を目指して、刺激光源間にメニューを設置す

る手法の検討を行った。光源間視覚野 12 度、デー

タ長 0.5s が最適条件であった。測定時間の短縮、メ

ニューの 2 次元への展開が今後の課題である。 

5.  参考文献 
(1) E.E.Sutter: The brain response interface; 
communication through visually-induced electrical 
brainresponse, J.Microcomputer Application, 
15,31-45(1992) 
(2) 荒井、米澤、伊東、橋本、牛山、ＶＥＰを用い
た刺激光源間の注視点検出、医用電子と生体工学、
３６（４）、６２－６５，（１９９８） 

測定 
データ 
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疲労・回復チェックシステムにおける適切な視聴覚刺激に関する検討 
町田 具凡，降旗 建治 

信州大学工学部電気電子工学科 

Study of appropriate audio-visual stimuli for a fatiguing and recovering check system 
Tomokazu MACHIDA, Kenji FURIHATA 

Shinshu University Department of Electrical and Electronic Engineering 

 

1. はじめに 

疲労は集中力を低下させ, 事故, ときには過労死

を招く. そこで, 疲労状態や覚醒状態を数値化する

ために, 感覚特性による疲労・回復チェックシステ

ムを検討している. その結果, 疲労することにより

視聴覚の相互作用が低下するという傾向が示唆さ

れている[1][2].  

そこで, 本報では, 視聴覚の相互作用が大きく働

く刺激を見出すことを目的として, 視聴覚刺激の

呈示のタイミングを前後に変化させたときの融合

弁別閾値を測定し, どのような変化を示すかを検

討した. この結果から, 聴覚刺激を視覚刺激より先

に呈示する場合が最も融合弁別閾値が大きく, 相

互作用が大きく働くことが分かったので報告する.  

2. 疲労・回復チェックシステム 

 測定器には, 測定用ソフトウェアプログラムを

作成した. このソフトウェアプログラムの作成は, 

HSP(Hot Soup Processor : ONION software)というフ

リーソフトを用いた. 測定プログラムの手順は以

下の通りである.  

(1) 年齢, 性別, 睡眠時間, 自覚疲労アンケートを

入力する.  

(2) 測定項目を選ぶ.  

(3) 測定についてのチュートリアルが流れる. これ

はキャンセルすることもできる.  

(4) 計測を開始する.  

(5) 計測終了後 , 結果を表示する . その結果は

EXCEL に自動で記録する.  

(6) (2)に戻り, 他の測定を行なう. すべての項目が

終わり次第終了となる.  

3. 方 法 

 Fig.1 は, 視聴覚刺激の呈示のタイミングを示す. 

同図において, T₁ は視覚刺激の呈示時間, T₂ は聴

覚刺激の呈示時間, T₃ は視聴覚刺激の呈示の時間

間隔である. T₁ , T₂ を 10ms と定めて[1], T₃ の間

隔を 10ms から 80ms まで変えていき, 1 回の点滅が

2 回の点滅に, および 2 回の点滅が 1 回の点滅に見

えるときの, T₁ と T₃ の合計値を融合弁別閾値と

定義して測定した. なお, 測定は聴覚刺激を 1 回与

えるときと 2 回与えるときの双方について行なっ

た. 被験者が聞く聴覚刺激は, wave ファイルの再生

によるものであり, 4kHz である.  

 測定は, 10 日間, 普段の生活と変わりない日常で

行なった. 被験者は正常な視聴覚, また正常な体調

の学生 2 名である.  

 
Fig.1 視聴覚刺激のタイミングテーブル 
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4. 結 果 

Fig.2 は聴覚刺激を 1 回与えたときのフリッカー

の融合弁別閾値と測定時間の関係を, Fig.3 は聴覚

刺激を 2 回与えたときのフリッカーの融合弁別閾

値と測定時間の関係を示す. また, 同図における記

号（ ）は標準偏差値(±σ)を示す. 両図から, 融合

弁別閾値は, 聴覚刺激を 1 回与えたとき, および 2

回与えたときの双方において, 聴覚刺激を視覚刺

激より先に呈示する場合が最も大きくなることが

分かる. これは, 聴覚刺激の影響を大きく受け, 時

間的に分離している光同士が融合して見える錯視

現象が起きているということが示唆される. なお, 

標準偏差値は約 2ms であった.  

ここで, Fig.4 と Fig.5 は, 聴覚刺激を 1 回, および

2 回与えたときの視聴覚の相互作用を示す. 両図の

縦軸の視聴覚の相互作用は, 単発フリッカー値と, 

視聴覚刺激を与えたときの融合弁別閾値との差

[ms]である. 両図から, 最も視聴覚の相互作用が大

きく, 錯視現象が生じやすい条件は, 聴覚刺激を視

覚刺激より先に呈示し, さらに聴覚刺激を 2 回与え

た場合であることが分かる. 変化量に対する有意

性の有無には, t 検定を用いた. 95％信頼区間におい

て統計的に, 平均値が約 1.9ms 離れていれば, 有意

であると言える.  

5.   まとめ 

本報では, 日常における視聴覚の相互作用を調

べた. その結果, 融合弁別閾値は, 全体的に聴覚刺

激を 1 回与えたときより, 聴覚刺激を 2 回与えたと

きの方が大きくなる傾向があること, および錯視

現象が最も生じやすい条件は, 聴覚刺激を視覚刺

激より先に呈示し, さらに聴覚刺激を 2 回呈示した

場合であることが示唆された.  

6.   参考文献 

[1] 大田崇, 降旗建治： “人間の側の要因がフラッ

シュ効果に及ぼす影響”, 信学技報 , EA2004-79, 

Oct2004 

[2] 小林正之, 小松周平, 町田具凡, 降旗建治： “疲

労・回復チェックシステムの感覚特性測定方法に関

する検討”, 信学技報, EA2005-57~67, Oct2005 

 
Fig.2 聴覚刺激を 1 回与えたときの融合弁別閾値 

 

Fig.3 聴覚刺激を 2 回与えたときの融合弁別閾値 

 
Fig.4 聴覚刺激を 1 回与えたときの相互作用 

 

Fig.5 聴覚刺激を 2 回与えたときの相互作用 
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疲労･回復チェックシステムのための感覚クロスモダリティに関する検討 
小林 正之，降旗 建治 

信州大学電気電子工学科 

Study of Cross-modality Interaction for Fatiguing and Recovering Check System 
Masayuki KOBAYASHI, Kenji FURIHATA 

Department of Electrical and Electronic Engineering,  

Faculty of Engineering,  Shinshu University 

1. はじめに 

近年，過重労働による健康障害が社会問題となっ

ている．日常生活の中で感じている疲労については，

自己診断のような主観的評価が主な評価法として

使われている．しかし, 主観的評価では達成感など

に左右されやすい疲労感の評価となってしまい実

際に蓄積されている疲労の評価にはなりにくい．ま

た，人は実際に行動する環境下では複数種類の刺激

を同時に受けている．そこで，感覚クロスモダリテ

ィに着目し疲労を測定する方法を提案してきた[1]． 

本報では，「視覚と聴覚」及び「視覚と触覚」の

クロスモダリティに関して検討をするために，断眠

時におけるフリッカーと同時に音または振動を呈

示した場合のフリッカーの融合弁別閾値(FDL)の測

定を行った結果について報告する． 

 

2. FDL の測定方法 

2.1. FDL の測定 

測定はベケシー法を用い，上昇系列と下降系列に

ついて 10 回行った．Fig.1(a)はフリッカー刺激を示

す．同図の T2 はフリッカー遅延時間である．T2 を

15ms から 100ms の間で 1ms ずつ変化させ，1 回の

点滅が 2 回の点滅に，2 回の点滅が 1 回の点滅に見

えるときの T2 を FDL として測定した．また，次の

フリッカーを呈示するまでの間隔は 300ms である．  

 

2.2. 「視覚と聴覚」のクロスモダリティ 

「視覚と聴覚」のクロスモダリティはフリッカー

と同時にビープ音を呈示して FDL を測定した．

Fig.1(b)はフリッカーとビープ音を 1 回呈示する場

合，(c)はフリッカーとビープ音を 2 回呈示する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を示している．ビープ音は 4kHz である． 

 

2.3. 「視覚と触覚」のクロスモダリティ 

「視覚と触覚」のクロスモダリティはフリッカー

と同時に振動刺激を呈示して FDL を測定した．振

動刺激は Fig.1(b)と(c)のように 1 回または 2 回呈示

する．呈示する振動は 200Hz である． 

 

2.4. 測定装置 

フリッカーは DIGITAL FLICKER(OG GIKEN)，ビ

ープ音はヘッドフォン(Panasonic,RP-HT510)，およ

び振動刺激は振動センサ(RION,BCR-4)を使用した．

被験者の判断結果の入力には PC のキーボードを用

いた． 

 

3. 実 験 

断眠時には通常より疲労状態にあると考えられ

る．そこで，実験は 9:00 から翌日 9:00 までの 24

時間の間に日常生活状況下で行った．被験者は，正

常な視聴覚をもつ大学生 14 名である．また，前日

は通常の睡眠をとってもらい，暗騒音がビープ音の

呈示に影響を与えない研究室にて実験を行った．  

光

T1 T1 T1

T2 T2 T2

音・振動

光

T1 T1 T1

T2 T2 T2

音・振動

(a)フリッカーのみ (b)刺激１回の場合 (c)刺激２回の

Fig.1 呈示する光と刺激の関係 



第４回日本生体医工学会甲信越支部長野地区シンポジウム 

8 

4. 結果と考察 

Fig.2 はフリッカーのみ呈示した場合の FDL と測

定時間の関係を表す．同図から，FDL は 19:00 から

5:00 までの間はあまり変化がないが，おおむね時間

経過とともに右上がりになる傾向が認められた． 

Fig.3 はビープ音を 1 回または 2 回呈示した時の

FDL と測定時間の関係を表す．同図から，ビープ音

を 1回呈示した場合より 2回呈示した場合のほうが

融合弁別閾値は小さいことがわかる．この結果に対

し t 検定を行ったところ，有意差が認められた．ま

た，ビープ音が 1 回の時と 2 回呈示した時の FDL

の差は 1:00 までは 2ms 程度であった．引き続き，

1:00 以降になると時間経過とともに FDL の差は大

きくなり，最大で 6ms 程度であった．この結果から，

ビープ音を 1 回または 2 回呈示した時の FDL の差

は疲労の蓄積とともに大きくなる可能性が示唆さ

れた． 

Fig.4 は振動刺激を 1 回または 2 回呈示した時の

FDL と測定時間の関係を表す．同図から，振動刺激

を 1 回または 2 回呈示した場合のどちらとも 3:00

まではあまり FDL に変化はないが，3:00 以降は増

加傾向にあることがわかる．この結果に対して t 検

定を行ったところ，振動刺激を 1 回または 2 回呈示

した時の FDL には有意差は認められなかった．ま

た，フリッカーのみ呈示した場合の FDL と振動刺

激を呈示したときのFDLについても t検定を行った

が，有意差は認められなかった．この結果から，今

回の実験では，刺激を呈示する際に振動刺激が脳ま

で伝達するまでの時間を配慮していなかったので，

その影響であると考えられる． 

 

5. まとめ 

本報では，「視覚と聴覚」及び「視覚と触覚」の

クロスモダリティに関して検討をするために，断眠

時にフリッカーと同時に音または振動を呈示した

場合のフリッカーの FDL を測定した．得られた結

果を以下にまとめる． 

(a) フリッカーのみ呈示した場合の FDL は時間経

過とともに増加していく． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) フリッカーと同時にビープ音を呈示した場合

の FDL は，ビープ音を 1 回呈示すると増加し，

2 回呈示すると減少する傾向が認められた．ま

た疲労の蓄積とともにビープ音による影響が

大きくなる． 

(c) フリッカーと同時に振動刺激を 1 回または 2 回

呈示した場合の FDL はあまり変化がなく，有

意差も認められなかった． 

 

6. 参考文献 
[1] 小林正之，小松周平，町田具凡，降旗建治:“疲労・

回復チェックシステムの感覚特性測定方法に関す
る検討”，信学技報，EA2005-57,Oct2005 

Fig.3 ビープ音を呈示した時の FDL の変化 
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血流がフリッカー融合弁別閾に及ぼす影響 
小松周平，降旗建治 

信州大学工学部電気電子工学科 

Influence of the bloodstream on flicker fusion difference limen 
Shuhei KOMATSU, Kenji FURIHATA 

Department of Electrical and Electronic Engineering , Faculty of Engineering, Shinshu University 

 

1. はじめに 

フリッカー値は以前から視覚系の疲労や脳の覚

醒レベルを評価するために用いられてきた．また，

全身の血流が悪くなることや心臓の鼓動が変化す

ることによって，酸素や栄養素の運搬が滞って疲労

しやすくなるように，血流量，心臓の鼓動の変化と

疲労の間には関連性があることも明らかにされつ

つある[1]．しかし，血流量の変化がフリッカー値に

及ぼす影響は明らかにされていない．これまでの研

究[2]から，疲労と各種感覚特性の低下との関係が明

らかになりつつある．そこで本報は，血流とフリッ

カー値との関連性を探るために，血流量の変化や心

臓の鼓動の変化がフリッカー融合弁別閾(FDL)にど

のような影響を及ぼすかを検討した． 

2. 方 法 

 Fig. 1 は耳朶部位脈波検出用回路を示す．耳型ピ

ックアップ(日本光電, MPP-3C, P012)を耳朶部に取

り付け，脈派を検出するシステムを構築した．同図

の A は血流量が最小時，および B は血流量が最大

時の脈波を検出する出力端子である． 

Fig. 2 は測定用のハードウェアを示す．発光部分

に DIGITAL FLICKER(OG GIKEN)を用いて光刺激

を呈示した．被験者の判断結果の入力にはキーボー

ドのキーを用いた．また，本実験の測定プログラム

は HSP(Hot Soup Processor : ONION software)で作成

した． 

Fig. 3 は心臓の鼓動と単発フリッカーの関係を示

す．同図において T1 は刺激呈示時間(10ms)，T2 は

遅延時間で 15ms から 100ms の間で 1ms ずつ変化さ

せる．T3 は心臓の鼓動の間隔である．1 回の点滅が

2 回の点滅に，2 回の点滅が 1 回の点滅に見えたと

きの T2 を FDL と定義した．測定は，極限法を採用

し，1 回の測定で上昇系列と下降系列についてそれ

ぞれ 3 回ずつ行った．実験は血流量が最大時，およ

び最小時に光刺激を呈示したときの FDL の測定を

行った．また，測定時の心臓の間隔 T3 も測定した． 

実験は，午前 10 時から午後 6 時まで 2 時間ごと，

3 日間にわたり行った．実験場所は信州大学の研究

室である．被験者は大学生一人であり，日常と同じ

生活を送るよう指示した． 

 
  Fig. 1 Earlobe pulse detection system 

 

 

Fig. 2 Hardware 
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Fig. 3 Relation between heartbeat and flicker 

3. 結 果 

Fig. 4 は 3 日間の血流量の違いによる FDLの測定

結果と測定時間の関係を示す．また，Table 1 は測

定値の平均値と標準偏差を示す．Fig. 4 から，3 日

間全ての測定結果において，血流量が最大時の FDL

の方が，最小時に比べて小さいことがわかる．また，

時間経過に伴う血流量が最大時の FDL の変化に対

して，最小時の FDL の変化の増減が逆転している

ことがわかる．Table 1 の平均値から，血流量が最

大時の FDL と最小時の FDL の差が約 20ms である

ことがわかる．その差に対して 95%信頼区間で t 検

定を行った結果，統計的に平均値が約 2ms 離れてい

れば，有意であると言える．この結果から，血流量

が最大時の FDL の方が，最小時の FDL より小さく

なることが示唆された． 

Fig. 5 は 3 日間の心臓の鼓動の変化と測定時間の

関係を示す．Fig. 4 と Fig. 5 から，心臓の鼓動が遅

くなると，FDL が小さくなる傾向がある．この結果

から，心臓の鼓動の変化は，FDL に影響を及ぼす可

能性があることが示唆された． 

4. まとめ 

 本報では，血流量の変化や心臓の鼓動の変化が

FDL にどのような影響を及ぼすかを検討した．その

結果から，血流量が最大時と最小時の FDL の差は

約 20ms であり，血流量が最大時の FDL の方が，最

小時の FDL より小さいことがわかった．また，心

臓の鼓動の変化は FDL に影響を及ぼす可能性があ

ることが示唆された． 

 

5.  参考文献 

[1] 血液の科学，佐竹一夫著，河出書房新社 

[2] 小林正之，小松周平，町田具凡，降旗建治，“疲

労・回復チェックシステムの感覚特性測定方法に関

する検討”，信学技報, EA2005-57~67, pp.1~6 

 

  Fig. 4 Change of fusion difference limen by the 

amount of the bloodstream for three days 
 

 
Fig. 5 Change in pulse rate for three days 
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視線を用いたソフトウェアキーボードに関する基礎検討 
水谷 太紀，橋本 昌巳，米澤 義道, 伊東 一典 

信州大学工学部 

A basic examination of the software keyboard using eye-gazed input. 
Daiki Mizutani, Masami Hashimoto, Yoshimichi Yonezawa, Kazunori Itoh 

Faculty of Engineering Shinshu University. 

1. はじめに 

近年、ＡＬＳ患者などの重度障害者の意思伝達手

段として視線を用いた入力装置の研究が進められ

ている。視線を用いることで、運動機能が著しく制

限されている人に対しても有効な意思伝達手段と

なる。これまでにもビデオカメラを使用した視線計

測システムが提案されているが、高価になりがちで

あった[1]。 

重度の障害者の意思伝達手段のひとつに透明文

字盤を利用するものがある。これは障害者と介護者

が文字盤を挟んで対面し、障害者は選択したい文字

を注視する。介護者は障害者の視線方向を予測しな

がら文字盤を動かし、両者の目が合う状態にする。

このとき、両者の視線上にある文字を読み取る。本

研究ではこの手法を基に、介護者の読み取りをシス

テム化することを検討している。また個人で手軽に

使用できるように安価で容易に設置できるシステ

ムを目指している。 

2. システム構成と原理 

2.1．システム構成 

本検討では、パソコンと web カメラのみから成る

システム構成を考えており、特殊なハードウェアは

必要としない。カメラは 30 万画素のものを用いて

いるが若干解像度不足のため、2 倍ズームレンズを 

 
図１.システム概要図 

利用した。システムの概要を図 1 に示す。 

本システムの原理は、ディスプレイに表示された

文字を注視した際の眼球の様子を web カメラによ

り撮影して視線方向を計測し、利用者が注視してい

ると思われる文字を選択エリアに誘導して文字の

確定、入力を行うものである。利用者から見ると、

望む文字を見つめているだけで、その文字が徐々に

選択エリアに近づいていき、選択エリア内でさらに

見つめると入力として確定されることになる。 

2.2．視線計測及び入力文字の判定方法 

視線方向は頭部の動きと目の動きで決定される。

しかし、重度の障害者で頭部の動きが少ない場合、

視線は目の動きのみに依存する。そこで本システム

では頭部の動きはないものと考え、目の動きのみで

の視線計測を行うこととした。視線方向を予測する

ため、図 2 に示したように虹彩の中心点を垂直、水

平方向の 2 次元座標上で表す。虹彩移動の様子を座

標上に反映させれば、移動方向と距離からおおよそ

の視線方向の予測が可能となる。 

目的である入力文字の決定を行うための文字選

択エリアでは、視線がエリア内に向いているかを判

断することになる。 

2.3．虹彩移動距離検出 

視線方向を知るために、虹彩の位置変化を検出す

る。検出手順としては、まず、カメラより取得した

画像から眼球付近のみ切り出し、二値化、エッジ検

出処理を行う。これにより虹彩の輪郭を得ることが 

 

図２.虹彩移動の解析 
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できる。虹彩の輪郭がほぼ円状であることから、ハ

フ変換により虹彩を円としたときの中心点を特定

する。切り出した眼球付近の画像サイズは 90×70

ピクセル、虹彩の半径は約 15 ピクセルである。顔

正面方向の画像から解析を行うため、視線方向によ

って虹彩が楕円になることや、目蓋に隠れることも

あるが微小な誤差であると考え、全て同手法のハフ

変換で円検出することにした。 

3．視線計測実験 

3.1．実験方法 

本研究のための基礎的データとして画面上の注

視位置と虹彩中心の変位を計測した。実験は室内光

のもとで行い、被験者は水平を保てる板の上に顎を

のせて頭部を安定させ、動かさないよう指示した。

そして図 3 に示した指標を注視するよう指示した。

目から指標板までの距離は 50ｃｍ、カメラまでの

距離は 30ｃｍとした。目は指標板の中心の点の高

さに合わせた。被験者は 3 名で同様の実験を各 6 回

行った。なお 3 名とも眼鏡を着用しておらず、両目

が頭髪により隠れることがないようにした。 

3.2．結果と考察 

結果は各点を注視したときの虹彩移動距離をＸ

軸成分、Ｙ軸成分に分けて解析した。図 4 は被験者

Ａの結果であるがいずれの被験者も同傾向の結果

であった。注視点の位置は中心点からの視線角で示

している。45°方向の視線角はＸ軸方向とＹ軸方向

に分解した。視線角と虹彩移動に比例関係がみられ

るものの、Ｘ軸成分はばらつきが大きく不安定さが

目立つ。これに対し下方向への視線移動はばらつき

が少なく安定している。要因としては、視線がディ 

 

図 3.指標板 

スプレイ下前方に置かれたカメラに近づくことで、

画像上の虹彩が真円に近づき、ハフ変換を行う際の

誤差が少なくなったと考えられる。したがって中央

部下方では精度良く視線を計測できるため、システ

ム上、最も重要である文字選択エリアに適している

と考えられる。 

4． まとめ 

本検討では安価な web カメラを使用した視線計

測を利用して、虹彩移動検出から透明文字盤を模し

た文字入力方式の可能性を見出した。問題点として

は計測される虹彩移動距離のばらつきが大きい視

線方向があることが挙げられる。これは、ハフ変換

時の虹彩の形状が真円でないことに依存すると考

えられるため、それぞれ適した形状をもとにした虹

彩中心の検出方法を検討する必要がある。 

5． 参考文献 

[1]佐藤寛修，阿部清彦，大山実，大井尚一：“視線

入力による重度肢体不自由者向けコンピュータ

操作システム”，電子情報通信学会技術報告，

WIT2005-55(2006) 
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図 4.注視点の視線角と虹彩移動（被験者Ａ） 
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聴覚ディスプレイと触覚ガイドを用いた視覚障害者用 GUI の検討 
仙田 健*，近藤謙一*，伊東一典*，米澤義道*，橋本昌巳*，金子浩昌*，清水 道夫** 

*信州大学工学部，**長野県短期大学 

A study on graphical user interface for the blind using the tactile guide and the auditory display  
Takeshi Senda*, Kenichi Kondoh*, Kazunori Itoh*, Yoshimichi Yonezawa*,  

Masami Hashimoto*, Hiromasa Kaneko*，Michio Shimizu* 

*Faculty of Engineering, Shinshu University, **Nagano Prefectural College 

 

1. はじめに 

近年，パソコンのインタフェイスの主流は画像と

マウス等のポインティングデバイスで操作する 

GUI へと大きな変革を遂げた． 

しかし視覚情報を得ることのできない視覚障害者

にとって画像主体の GUI は非常に扱いづらく，情報

機器使用を妨げる原因となっていると考えられる． 

本論文では， 2 次元の GUI レイアウト情報を視覚

障害者に効率的に伝達，入力を行えるシステムの構

築を検討している[1]．まず音像定位を模擬する頭部

伝達関数（HRTF：Head Related Transfer Function）を

用いて位置情報を提供する聴覚ディスプレイの可能

性と，先に報告した触知機能を持つタブレット[2]と

聴覚ディスプレイの連携によるユーザインタフェイ

スの可能性について検討したので報告する． 

2. 視覚障害者用支援システムの構成 

図１にシステムの構成を示す．現在 HRTF を用い

た音像定位が 5×5 の 25 点まで可能なため，これに

対応し 25 点の GUI オブジェクトレイアウトモデル

を構成した． 

聴覚ディスプレイにおけるアイコンなど GUI オブ

ジェクトの位置は，垂直方向および水平方向ともに

60 度，30 度，0 度，-30 度，-60 度の 5 方向成分を設

定した． また，タブレット（WACOM FAVO）上に

図 1 に示すような触覚ガイドを置き，タブレット付

属のペンで位置を入力する．これらの位置はアイコ

ン，ボタンのクリックといった 25 点のオブジェクト

に対応している．触覚ガイドは縦，横，斜めの溝を

有し，各点を入力すると Microsoft Sam で作成した合

成音声によって各座標（A1～E5）を読み上げる．  

 
図 1．システムの構成 

 

3. 聴覚ディスプレイにおける位置認識の検討 

実頭の HRTF の測定には時間を要する．聴覚ディ

スプレイの作成に当たり，水平方向は音源に左右差

を付加する簡易的な方法も検討している． 

そこで，被験者本人の距離 50cm で測定した，実

空間 25 点の HRTF を測定し適用した音源，正中面の

HRTF に水平方向の要素である両耳間レベル差(-14，

-7，0，7，14dB)と，両耳間時間差(-0.6，-0.2，0，0.2，

0.6ms)を付加した音源を 2 種類用意し，2 次元の位置

認識実験を行った． 

被験者に試験音と各方向との対応関係を確認させ

た後，任意の順序で試験音を提示し，25 方向のうち

どの方向に定位したかを被験者に回答させた．試験

音は 3 秒間隔で各方向につき 5 回計 125 回提示した．

聴取音圧レベルは約 70dB，被験者は両耳の正常な成

人 3 名である．  
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図 2．正中面の HRTF と両耳間差 

 

図 3．実空間の HRTF 

 

3 名の被験者の結果は類似していたため，一被験

者の結果を代表として図 2，図 3 に示す．各点は平

均値とその標準偏差を表す． 

図 2の正中面のHRTFに両耳間差を付加した場合，

右上方の定位が中央に寄っている．一方，図 3 の 25

点の HRTF を実測し適用した音源の場合，標準偏差

が小さく位置が正確に伝達されており，特に上下の

位置認識が良くできていることがわかる．これは各

方向を実測した HRTF を用いたことで，日常的に耳

にしている音に近づいたためと考えられる． 

以上の結果より音声に HRTF を適用した場合は，

各方向の HRTF を実測して適用した音源が，位置を

より正確に認識できる可能性が示された．  

4. 視覚障害者用インタフェイスの検討 

定位が良好であったため，音源と触覚ガイドを併

用して要求した位置を入力できるか実験を行った． 

被験者が実験を行う手順は以下の通りである． 

1．初期位置を中心の点 C3 に定めペンを固定する 

2．ペンを上げ指示された位置にペンを移動する 

 

図 4．平均移動時間と最大移動時間 

 

この時，手首をテーブルから離さないようにして，

各位置について 5 回ずつの試行を行い，平均移動時

間を求めた．実験は防音室内で行った．被験者はア

イマスクを着用した両耳の正常な成人 3 名である． 

全ての入力の平均移動時間と標準偏差及び最大移

動時間を図 4 に示す．音源に HRTF を適用していな

い実験の結果を比較のため合わせて示す． 

HRTF を有するものは位置情報によるフィールド

バックがあることで，いずれの被験者も移動時間が

短縮され，標準偏差が小さくなる傾向があることが

わかった．また，同様に最大移動時間も短縮するこ

とがわかった． 

5. まとめ 

聴覚ディスプレイと触覚ガイドを併用した視覚障

害者用 GUI の検討を行った．その結果，位置情報を

有する合成音声によって GUI オブジェクトの入出力

が可能であることが示された． 

今後は視覚障害者による評価を行いながら，シス

テムを順次改良していきたい．  

  参考文献 

[1] Shimizu M，Itoh K，Yonezawa Y "Operational 

Helping Function of the GUI for the Visually Disabled 

using a Virtual Sound Screen" Proceedings of the IFIP99 

world computer congress(ICCHP’98)，pp.387-394，1998. 

[2] 仙田，伊東，藤澤，米澤，橋本，金子，“視覚

障害者用 GUI における触覚ガイドの検討，”第 3 回

日本 ME 学会甲信越支部長野地区シンポジウム，

2005. 
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指向性音源による視覚障害者の歩行誘導の試み 

海上秀徳、森 大樹、米澤義道、金子浩昌、伊東一典、橋本昌巳、 

*信州大学工学部、 

Walking guide for the visually challenged by high oriented sound source 
Hidenori Unakami、Hiroki Mori、Yoshimichi Yonezawa、Hiromasa Kaneko 

Kzunori Itoh and Masami Hashimoto 

Faculty of Engineering、Shinshu University, 

 

1. はじめに 

視覚障害者を誘導する手法として指向性の高い

音波ビームによる歩行誘導を試みている。この方法

は、受信装置を携帯する必要がなく、誘導コースは

容易に変更でき、誘導音には音声情報、音楽なども

使用できる特徴を有している。誘導音発生には可聴

音信号で振幅変調した超音波によるパラメトリッ

クアレー効果を用いた。誘導に適した音源構成、誘

導音などの最適値を求めるために県立長野盲学校

の協力を得た。 

 

2. 小型反射面を用いたビーム音設計 

誘導用音源は、パラメトリックアレー効果の指向

性を更に強調するために、共振型超音波発信素子

（ニセラ：共振周波数４０ｋＨＺ，10mmφ）を,
対抗させた小型放物面の焦点位置に配置し、このユ

ニットを２次元アレーとして集積して構成した。図

１は小型放物面の直径を５０ｍｍ（ｆ＝）としたユ

ニットを 4×４の構成で集積した場合の音源を示

す。なお 30mmφでは 7×７、70×70mm では 3
×３の構成である。 

 

図１ 集積音源装置配列例         

（小型反射面：50ｍｍφ） 

 

 

3. 集積音源装置の基礎特性 

音響出力は、可聴音信号で AM 変調した超音波

（４０ｋＨｚ）をオーディオアンプで増幅して音源

を駆動して得た。図 1 は 3 種の音源の５ｍ地点にお

ける横断面の音圧分布である。30φでは収束性が悪

く、以後の実験ではその他の 2 種を用いた。図 2
は 50ｍｍφ集積音源の指向性の周波数特性である。 
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図３ 50mmφ集積音源の指向性周波数特性 
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4. 歩行誘導実験 

集積音源より発生した音波を水平に射出し、聴覚

のみによる歩行ガイドの実験を行った。実験は、小

型反射面（50mmφ、70mmφ）の集積音源より、可

聴音（0.1kHz 、0.3kHz、0.5kHz、0.8kHz、1.0kHz）

で行う。計測範囲は音源から直線距離１０ｍまでと

する。歩行誘導される被験者の歩行速度、歩行軌跡

の解析は、被験者が背負った目盛り板上に投射され

る 2 本のレーザービーム（非並行）のスポットの歩

行中の動画画面から解析した。測定時間および歩行

速度、直進歩行精度を歩行評価の対象とする。図 5

は目盛り板より得られた被験者 3 名による歩行軌

跡の一例である。誘導音波の中心を原点とし、図中

のプロットは一秒ごとの被験者の位置と音軸の中

心からの距離を示す。音源に近づくにつれ音軸の中

心に接近している様子がわかる。 

 

 

図５ 歩行軌跡 

図６は図 5 のように得られた歩行軌跡の解析結

果を示す。歩行中の平均速度と、歩行精度の評価と

して歩行位置の平均値を表している。ブレ幅とは歩

行位置の左右の最大値からの中間の値を示す。よっ

て、歩行中のブレ幅が少なく歩行速度が速いほど歩

行精度として良好である。 
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６ 歩行評価 

可聴音 0.5kHz 前後の周波数域で高評価となる傾

向がみられる。また図 2 の指向特性を考慮すると反

射面（50mmφ）が歩行誘導に適当と思われる。 

図 7、8 は集積音源（小型反射面：50mmφ、可聴

音：0.5kHz）における同一条件での測定回数による

歩行精度を示す。被験者は全盲の成人 1 名、生徒 2

名である。測定は数週間の間隔であるが、回数が増

すにつれ歩行速度、測定時間共に高評価となる傾向

が見られる。これは実験の慣れが大きく影響すると

考えられる。このシステムの特徴と思われる。 
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図 7 測定回数によるブレ幅の推移 
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図 8 測定回数による歩行速度の推移 

5. まとめ 

小型反射面を集積させることにより遠距離への

音響情報伝達が可能であり、空間的に急峻な音圧低

下が観測される音源を構成し、歩行誘導を試み精度

の高い誘導ができた。今後、実際の環境での雑音に

よる歩行誘導への影響やより長距離間での再現性、

音声応答などを試み実用性への評価を行っていき

たい。 

6. 参考文献 

（１）P.J.Westervelt:Parametric acoustic 

array  :J.Acoust.Sco.Am.35.pp.535-537(1963). 

（２）鎌倉,周、池谷：“空気中における送波パラメ

トリックアレー”。音響学会誌、３６．ｐｐ。３６

－４１（１９８０ ）. 

0.1kHz  0.3kHz  0.5kHz  0.8kHz  1.0kHz 
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シナノグルミの根接地インピーダンスにおける日変化 
上條岳穂，田中京子，茅野誠司，矢嶋征雄，山浦逸雄 

信州大学繊維学部 

Daily Changes of Ground Impedance in Juglans regia L. Root 
Takeho KAMIJO，Kyoko TANAKA，Seiji CHINO，Masao YAJIMA，Itsuo YAMAURA 

Faculty of Textile Science and Technology，Shinshu University 

 

1. はじめに 

樹木の根の状態を非破壊的にモニタする方法と

して，根接地インピーダンスの測定を試みてきた 1)．

これまでに落葉樹の落葉前後における根接地イン

ピーダンスの連続測定の報告があるが，本研究では，

シナノグルミについて 2005 年 3 月から 12 月まで連

続測定を行い，四季を通じての日変化について検討

した．  

2. 実験材料および実験方法 

測定対象は本学附属農場で栽培されている落葉

果樹のシナノグルミ（J. regia L.）とした．樹齢 18

年，測定開始時根元直径約 30 cm，高さ約 6 m であ

る．根接地インピーダンスの測定は 4 電極法によっ

て行い，測定用電極として地面に金属製電極棒 2 本，

対象にステンレス製の釘 2 本を使用した．連続測定

を行うためインピーダンスメータ（HIOKI:3532）を

パソコンで制御し，データを取得した．測定印加電

圧 5 V，周波数 1 kHz とした．根接地インピーダン

スの電気等価回路を抵抗 Rpと容量 Cpの並列回路と

仮定し，インピーダンス | Z |とともに評価する．気

温等の気象データは気象庁のアメダス（観測地：上

田市古里）によった． 

3. 実験結果および考察 

2005 年 3 月 18 日から 12 月 31 日まで連続測定し

た結果を図 1 に示す．シナノグルミは 4 月 20 日頃

脱苞し，5 月 5 日頃開花した．5 月 15 日頃には大部

分で葉が茂り生長期となった．その後，11 月中旬

に落葉した．測定データの欠損部分は実験器材の不

具合により測定が中断したものである．| Z |と Rpは

ほぼ等しくグラフが重なっている．これは Cp によ

るリアクタンス成分が抵抗成分に比べてかなり小

さいからである．しかし，値が小さくてもこの存在

は，根の組織の容量性に依存し，膜容量と壁の機能

に関係するので，この値の変化は重要である 2)．連
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図 1 シナノグルミの連続測定結果 
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続測定により，四季を通じて 1 日を周期とした変化

が認められた．長期的変化をみると，| Z |，Rpは春

から夏にかけて減少し，秋から冬にかけて上昇して

いることがわかる．Cp は春から夏にかけて増加し，

秋から冬にかけては減少していることがわかる．測

定期間中，何回も突発的な変化が生じているが，こ

れは降雨による影響であり，図中の最下部に示した

降水タイミングに同期している．連続測定により

Rp，Cpの 1 日のおよその変化率を得ることができた．

全期間通じて，ρは 1～2 %とあまり変化していな

いのに対して，Rpは 5～15 %，Cpは 5～30 %変化す

ることがわかった．また，この Rp，Cp の変化率は

ともに，夏に比べ，冬の方が高くなる傾向が見られ

た． 

次に，気温に対する Rpと Cpの時間的変化を定量

的に知るために相互相関関数を計算した．図 2 に気

温と Rpの相互相関関数を示し，図 3 に気温と Cpの

相互相関関数を示す．時期別に降水を観測しなかっ

た 4 日分のデータについて計算した．計算の始めと

終わりのデータは値が一致するよう，4 日間のすべ

てのデータに対し，線形的な補正を施した．気温に

対する Rp，Cp の遅れがτの関数として表されてい

る．変化分をみるために平均レベルを 0 として表し

た．図 2 の気温と Rpの相関関係をみると，4, 11 月

の落葉期と 6, 8 月の生長期のパターンは逆である．

τ= 0 に対するピークおよび谷の位置をみると，落

葉期は気温の変化に対して 2～3 時間程度遅れて負

の相関を示し，生長期は気温の変化に対して 1 時間

程度遅れて正の相関を示していることがわかる．一

般に，温度が上がれば大地の抵抗は低くなるといわ

れる 3)．したがって，落葉期は樹木の活動というよ

りは土壌の温度の影響を強く受けていると考えら

れる．しかし，生長期は逆に気温と正の相関を示し

た．この時期は，温度の他に樹木特有の生理的活動

が強く関わっているのではないかと考えられた． 

図 3 の気温と Cpの相関関係についてみると，全

期間同じパターンであり，気温とは負の相関を示し

た．その中で 6 月は，気温の変化に比べて Cpの変

化は 1 時間程度早く，6 月以外は同時か 1 時間程度

遅い．6 月頃の変化が，温度に先行しているという

ことは，とくに日照と強い関係があるのではないか

と考えられる． 

4. まとめ 

根接地インピーダンスの連続測定において，四季

を通じて明瞭な日変化を認めた．また，季節による

日変化パターンの違いを見出すことができ，根の状

態モニタリングの可能性を見出した．今後，他の樹

木についても測定を試みたい． 

5. 参考文献 

1) 小崎孝平, 上條岳穂，田中京子，矢嶋征雄，山

浦逸雄：“樹根接地インピーダンスの日変化測

定,”日本エム・イー学会甲信越支部長野地区シ

ンポジウム講演集, pp.5-6 (2005) 

2) 山本尚武, 樋口達也, 引原一弘, 安原清隆：“生

体インピーダンスを用いた植物の活性評価に

関する研究, ” バイオシステムにおける計測制

御論文集, pp.21-26 (2002) 

3) 高橋健彦：“図解接地技術入門，”オーム社 (1986) 
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交流インピーダンス法を用いた細胞増殖能のリアルタイム測定 
○小林雅明*，杉原伸宏**，大政健史***，松永民秀**，大森 栄** 

*日置電機株式会社，**信州大学医学部，***大阪大学工学部 

Real-time monitoring of cell growth rate by means of electrochemical impedance measurement 
Masaaki Kobayashi*, Nobuhiro Sugihara**, Takeshi Omasa***, Tamihide Matsunaga** and Sigeru. Ohmori** 

*HIOKI E.E. CORPORATION, **School of Medicine, Shinshu University, ***Graduate School of Engineering, Osaka University 

 

1. はじめに 

生細胞を用いた細胞解析は，細胞生存度，細胞毒

性，細胞増殖，細胞運動能など様々な研究に使用さ

れている．これらの細胞解析方法はハイスループッ

トスクリーニング(HTS)を用いた新薬開発，化学物

質の環境に与える影響調査，細胞運動を測定するた

めのバイオセンサーなどに頻繁に使用され，MTT

法，ニュートラルレッド法，ATP 測定などの一般的

な手法を用いて測定される．しかしこれら伝統的な

手法は，結果が出るまでに時間がかかり，手技が煩

雑である．また連続的な測定が出来ない等の問題も

ある． 

そこで本研究では，透明 ITO ガラス電極上に細胞

を培養し，その増殖変化をインピーダンス変化とし

て検出できるかどうか検討を行った． 

2. 実験方法 

2.1. 電極準備と測定機器 

実験機器の主要部分は図.1 (A)に示すインピーダ

ンス測定容器である．1.5cm×1.5cm の ITO ガラス

電極と，外形 1.2cm×内径 1cm×高さ 1cm の円筒形

ガラスリングを用いて，底面積 0.785cm2，体積

0.785cm3 のインピーダンス測定容器を作成した．

容器底面の細胞接着部分に ITO 電極を用いること

で導電性と視認性を十分確保することができる． 

電極構成は電気化学測定で主に使用されている 3

端子法とした．ワーキング電極を細胞が培養された

インピーダンス測定容器底面の ITO 電極とし，直径

1mm の白金ワイヤーを介して測定機と接続した．

リファレンス電極，カウンター電極は直径 1mm の

白金ワイヤーを使用した．カウンター電極は，大き

な電極面積を得るためとリファレンス電極からの

距離を均等に保つために，図 1 (A)のように内径

6.4mm の円形状に加工して，リファレンス電極をそ

の中心に配置した．またインピーダンス測定容器底

面の ITO 電極と，リファレンス電極・カウンター電

極との距離はそれぞれ 0.5mm･1.0mm と一定に保っ

た． 

2.2. 細胞培養 

実験には，ヒト肝ガン由来の GS-3A4-HepG2 細胞

株 1)（大政らによって樹立）を用いた．インピーダ

ンス測定容器（底面積 0.785cm2）に，細胞を 30 万

個/well 単位で播種し，CO25%，湿度 100%，37℃で

培養した．培地は 10% Fetal Bovine Serum (FBS)入り

の Dulbecco’s modified Eagle’s medium (DMEM)培地

を使用した．播種後 24 時間培養を行い，細胞が十

分接着した事を顕微鏡で確認し，インピーダンス測

定を行った． 

パソコン

3532-80

培養器

(A)

(B)

カウンター電極

リファレンス電極

ITOワーキング電極

リファレンス電極

カウンター電極

図 1 (A)インピーダンス測定容器と， 

(B)交流インピーダンス測定システム 



第４回日本生体医工学会甲信越支部長野地区シンポジウム 

20 

2.3. 交流インピーダンス測定とデータ解析 

事前培養で十分電極に接着した GS-3A4-HepG2

細胞株について，測定開始前に 10% FBS を添加し

た CO2非依存培地である The Leibovitz’s L-15 (L-15)

倍地 600μl に変更した．電極を測定システムに接

続し，大気中，37℃の恒温層内で 24 時間測定を行

った．測定したインピーダンス値はそのままでは培

地など外部要因の影響が大きすぎるため，リアクタ

ンス成分を抽出して，基準値からの変化量であるリ

アクタンス比を用いて評価を行った． 

2.4. MTT 法による細胞増殖の測定 

GS-3A4-HepG2 細胞株をインピーダンス測定と

同条件で播種・培養し，培養 24 時間での細胞の増

殖変化を測定した．培養前後のそれぞれの細胞に対

してMTT反応溶液を2時間反応させ，その後DMSO

により十分溶解し，マイクロプレートリーダーで吸

光度(570μm)を測定した． 

3. 結果と考察 

ITO 電極に GS-3A4-HepG2 細胞株を播種し，イン

ピーダンス変化を測定した時のリアクタンス比の

代表値を図 1 (A)に示す．横軸には培養した経過時

間を，縦軸にはリアクタンス比を示している．図か

ら細胞を播種した電極では時間の経過と共にリア

クタンス比が緩やかに増加した．この時の変化量は

24 時間で 1.3 倍程度であった．また測定の前後で顕

微鏡により細胞の形態観察を行ったが，明らかに細

胞が増殖している事を確認した．一方細胞を播種し

ない電極では，時間経過でのリアクタンス比の顕著

な変化は見られなかった．よってリアクタンス比の

変化は細胞の増殖変化を捉えていると考えられる． 

次に既存の細胞増殖確認方法と比較するため，

MTT法を用いて細胞培養から 24時間後の細胞増殖

能を測定した(n=5)．図 1 (B)に 24 時間培養での細胞

増殖率を示す．細胞増殖率は 0 時間での MTT 法に

よる吸光度を基準として，24 時間培養した時の増

加量として計算した．吸光度は細胞数と相関がある

ので，図より GS-3A4-HepG2 細胞株は 24 時間でほ

ぼ 1.3 倍に増殖している事がわかった． 

よって両者の増殖率が一致していた事からリア

クタンス比と MTT 法による結果には相関があり，

リアクタンス比で細胞増殖変化を測定できる可能

性が示唆された． 

4. まとめ 

以上本研究より，交流インピーダンス法を用いる

事で，細胞増殖能を測定可能であることが示された．

しかも測定値は既存技術の MTT 法と相関があるこ

とが分かった．今後細胞毒性試験などの，生細胞を

用いた試験の新しいツールとして有効であると考

えられる． 

5. 参考文献 

1) Omasa T, Kim K, Hiramatsu S, Katakura Y, Kishimoto 

M, Enosawa S, Suga K. Construction and evaluation for 

the liver functional HepG2 cell line in hybrid bioartificial 

liver support system. Artificial Organs., 25, 819 (2001) 

図 2 GS-3A4-HepG2 細胞株の増殖変化 

(A)インピーダンス測定 (B) MTT 解析法 
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圧電バイモルフ振動子を用いたはばたき機構の開発  

児島寿子，小西哉 

信州大学 繊維学部 

Development of Flapping Mechanism Using a Piezoelectric Bimorph Resonator 
KOJIMA Hisako and KONISHI Hajime 

Faculty of Textile Science and Technology, Shinshu University, Tokida 3-15-1, Ueda 385-8567, Japan 

 

1. 研究背景と目的 

人間がアプローチ困難な極限環境下において作業

や調査を行う機械として，空中を自由に移動する小型

飛翔機械の研究開発が求められている．本研究では，

小型の飛翔体である昆虫を規範とし，構造が単純で小

型化に適した圧電バイモルフ振動子を用い，小型飛翔

機械用はばたき機構を開発している． 

 

2. 飛翔昆虫のはばたき 

昆虫は飛翔形態によって直接飛翔筋型と間接飛翔

筋型の 2 種類に分けられる．直接飛翔筋型昆虫は，体

の大きさに対して大きな翅を持ち，体の上下動が大き

い．狭い場所を飛行するには不向きである．また，ホ

バリング中に本体がぶれてしまうため，作業用小型飛

翔機械には向いていない．一方，間接飛翔筋型昆虫の

飛翔法は，1 回のはばたきで生じる翅の変位量が小さ

いため，体の上下動が小さく，安定なホバリングが可

能である．このため，間接飛翔筋型昆虫の飛翔法のほ

うが小型飛翔機械への応用に適していると言える．間

接飛翔筋型昆虫のはばたきの仕組みを Fig.1 に示す． 

 

 

 

 

Fig.1 間接飛翔筋型昆虫のはばたきの仕組み 

 

3. はばたき機構の作製 

厚さ 0.1 mm の PET （Polyethylene Terephthalate) Film

を用いて，間接飛翔筋型昆虫に見立てた Fig.2 に示す

はばたき機構を作製した．Fig.2（a）は上面図，Fig.2

（b）は正面図である．圧電バイモルフ振動子（ムラ

タエレクトロニクス製 PKF02C5，L 40 mm×W 2.2 

mm×T 0.66 mm）を片持はり状に固定し，振動子の先

端の最大振幅を利用した．圧電バイモルフ振動子と外

骨格を連結する，Fig.3（a）のようなリンク機構を外

骨格内部に設けた．Fig.3（b）にリンク機構の寸法を，

Fig.3（c）にリンク機構の写真を示す． 

 

 

 

 

 

 

 

（a）上面図        （b）正面図 

Fig.2 作製したはばたき機構 

 

 

 

 

 

 

 

 

（a）リンク機構の構造 

 

 

 

 

 

（b）リンク機構の寸法  （c）リンク機構の写真 

Fig.3  圧電バイモルフ振動子と外骨格を 

連結するリンク機構 

 
圧電バイモルフ振動子 

118 mm

48 mm 22 mm
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ファンクションジェネレータを用い，振動子に取り

付けた導線を通して電力を供給した．動力源である圧

電バイモルフ振動子に交流電圧を印加することで，振

動子の振動がリンク機構を通して外骨格に伝わり，こ

の振動が拡大されて翅に伝わる． 

 

4. 実験方法と結果 

4.1. 翅のはばたきの振幅の測定 

駆動周波数 1～1000 Hz，30 Vp-pの方形波交流電圧を

振動子に印加し，はばたき機構の翅の先端の変位をレ

ーザ変位計で測定した．測定結果を Fig.4 に示す．横

軸は駆動周波数を示し，縦軸は各駆動周波数での翅の

先端の最大変位量，つまりはばたきの振幅を示す．120 

Hz 以上の駆動周波数では変化が見られなかったので，

Fig.4 では駆動周波数 1～120 Hz の範囲を示した．駆動

周波数 83 Hz のときに最大のはばたき振幅 6.6 mmp-p

を得ることができた． 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4 はばたきの振幅 

 

4.2. 揚力測定 

電子天秤に固定台とはばたき機構を載せ，30 Vp-pの

方形波交流電圧を印加してはばたかせ，揚力を測定し

た．揚力測定の結果を Fig.5 に示す．正の揚力が密で

あることがわかる．揚力の平均値は，＋0.05 ｍN であ

った．はばたきの変位と揚力を同時測定した結果を

Fig.6 に示す．翅の打ち下ろしのときに揚力が増加し，

打上げのときに減少していることが確認できる． 

 

5. まとめ 

圧電バイモルフ振動子を用いて，間接飛翔筋型昆虫

を規範としたはばたき機構を試作した．周波数逓倍型

のはばたきを得ることはできなかったが，機構の共振

特性を利用したはばたきを実現できた．さらに，実用

的な揚力を得ることができた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5 駆動周波数 83 Hz のときの揚力 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6 はばたきの変位と揚力の関係 

 

6. 今後の課題 

圧電バイモルフ振動子と外骨格とのリンク機構を

改良し，はばたきの振幅をさらに拡大させる．圧電バ

イモルフ振動子を機構内部に組み込み，はばたきを得

られるようにする．はばたき機構が浮上するのに必要

な揚力を得る． 

 

7. 参考文献 

[1] バイオミメティックスハンドブック編集委員会：

バイオミメティックスハンドブック，エヌ・ティ

ー・エス （2000）． 

[2] 橋本巨：高機能・小型アクチュエータの開発を目

的とした飛翔昆虫のバイオミメティックス，東海

大学工学部紀要，Vol.41，No.2，pp25‐34（2001）． 

[3] 板生清：情報マイクロシステム～微小振動論～，

朝倉書店（1998）． 

駆動電圧印加（83 Hz，30 Vp-p方形波）



第４回日本生体医工学会甲信越支部長野地区シンポジウム 

 23

遠隔受講用指向性個人音源の最適設計 
森 大樹*，海上秀徳*，金子浩昌*，米澤義道*，伊東一典*，橋本昌巳* 

*信州大学工学部情報工学科 

Design of personal directional sound source for attending remote lecture  
Hiroki Mori, Hidenori Unakami, Hiromasa Kaneko, Yoshimichi Yonezawa, Kazunori Itoh and Masami Hashimoto 

 Department of Information, Engineering Faculty of Engineering,  

Shinshu University,Nagano,Japan 

 

1. はじめに 

CAIによるマイペースな教育環境や家庭内での遠

隔教育受講など個人的受講の機会が多くなってき

ている。しかし、個人的受講環境に用いる音響シス

テムは、相変わらずヘッドホンやイヤホンであり、

長時間の受聴には適しないことはその拘束感及び

不自然な音響環境による疲労感からも推察される。

この状態の改善手法の一つとして、自由空間におけ

る指向性の高い音源受聴の方式の可能性について

検討した。即ち、使用者のみが聞こえる狭い音源の

適用である。 

このような音波の実現のためにパラメトリック

アレー効果１）の適用を考えた。同効果は、例えば

可聴音信号で振幅変調された高音圧超音波２）が、

空気の非線形特性から伝播経路に沿って復調され

可聴音波の縦型アレー音源を形成し、指向性のある

音場が形成される効果である。 

我々はこの超音波を放物面を用いて収束させ、さ

らにこれを集積する方式により、個人聴取に適した

指向性音源構成の検討を行った。 

 

2. 実験方法 

2.1. 個人用聴取環境 

聴取環境は、PC 端末などへの適用を考えディス

プレイ上部からビーム状音波が使用者に向けて水

平に投射される状況を想定した。これより、聴取位

置から音源までの距離 0.6m,聴取エリア幅 0.2m,隣

席者位置（音軸の中心より 0.4m）において-30dB を

想定した。聴取幅は頭部の多少の移動を考慮してい

る。 

 

2.2. 実験装置 

図１に基本となる反射収束単一トランスジュー

サパラメトリックアレービームユニット (5cm 径)

（a）を示す。トランスデューサは比較的音圧の高

い 10mmφの 40kHz の共振型(日本セラミッ

ク:AT40-10P)を選んだ。反射面は自作の小型放物面

（ｆ＝30mm）であり、同面の焦点位置にトランスデ

ューサ、放射面が向き合って設置されている。同装

置による可聴音(1kHz)の側面音圧分布（ｂ）を示す。

 

           a               b 
図１.基本装置（a 写真 b 側面音圧分布） 

 

 

 

 

 

 

   a                  b 
図２.集積音源の配置(a)例と写真（ｂ） 

図２は同ユニットの平面上稠密配列例と音源構

成写真例である。ユニットの反射面径は、

30,50,70mm として、それぞれ集積個数を変えて形

成される音波ビームの特性を調べた。 

トランスジューサ 

放物反射面 
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2.3 実 験 １ 

図３は 5cm 径ユニット 19 個集積の音圧プロファ

イルを例示した。中心部に発生している高音圧部を

幅、平均音圧、隣席位置の音圧を評価対象とした。 
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音
圧
レ
ベ
ル
(d
B
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図３.5cm19 個配列の 60cm プロファイル 

図４に 5cm 径の集積個数と上記評価値を示した。

中心音圧は、単独ユニットから７個集積になると約

17dB の増加を示し、理論値と一致するが、それ以

上の個数の集積で音圧増加は飽和している。 

0
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図４.5cm 径の集積特性 

これはユニットの集積の影響が隣接ユニットにだ

けに及ぶことを示している。またビーム径も、集積

形態がユニット１個分ずつ増加するに従って、線形

に増加し、音圧の増加特性を裏付けている。 

 聴取域と隣席位置の音圧差は集積個数によって

単調な減少を示すが約 30dB で飽和の傾向を示した。

以上の計測を、3cm、7cm 径のユニットについても

行った。3cm 径については、ビームの広がりが比較

的大きいため、集積個数による音圧の飽和が 37 個

で発生すること、聴取位置―隣席位置音圧差が小さ

いなどの特徴が見られた。7cm 径については、ユニ

ットの直径が大きいため、逆にビーム性が強く、聴

取域での音圧変動が大きく 0.6m を聴取距離とする

応用には不向きであることがわかった。 

＜ビーム特性の改善＞ 

以上の検討から 5ｃｍ径 19 個集積が最適な音源と

判定された。しかし、図３のビーム特性は聴取域と

その外部との境界の音圧勾配が緩やかである。 

この特性改善のために、外周にユニットを配置して 

これを逆位相変調して駆動し、改善を図った。図５

がその結果で、同振幅の駆動電圧の場合である。 
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図５.逆位相ユニットによる改善 

＜聴取特性＞ 

図６はこの指向音源の聴取特製をダミーヘッド

で調べたもので急峻な音圧変化は、ダミーヘッド自

身の反射、散乱等で緩和されて測定された。聴覚的

には指向性の鋭さは実感されるので、この違いは今

後の課題である。 
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図６.ダミーヘッドマイク測定 

３．まとめ 

トランスジューサ個別にパラメトリックアレー

を形成し、これを集積して個人用音源への適用を試

み、最適な条件を見出した。 

参考文献 
(１)Masahide Yoneyama,Jun-ichiroh Fujimoto,Yu Kawamo,and 

Shoichi Sasabe, ”The audio spotlight:An application of nonlinear 

interation of soundwaves to a new type of loudspeaker design,” 

J.Acoust.Soc.Am.73,1532-1536(1983) 

聴取域平均音圧 

隣席位置 

隣席位置レベル 

逆位相ユニット 
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手首に装着した加速度・角速度センサを用いた人間の歩行・走行運動の解析手法 
井澤 裕司*，北沢 俊二**，芳川 美代子**，西沢 健***，白鳥 典彦*** 

*信州大学工学部，**長野県工業技術総合センター，***マイクロストーン㈱ 

Motion analysis of human walking and running using acceleration and gyro sensors attached to a wrist 
Yuji Izawa*, Shunji Kitazawa**, Miyoko Yoshikawa**, Takeshi Nishizawa***, Norihiko Shiratori*** 

*Shinshu University,  **Nagano Prefecture General Industrial Technology Center, ***MicroStone Corporation 

 

1. はじめに 

健康維持や生活習慣病の予防には，人間の日常の

活動状況を簡便に計測・記録できる健康管理システ

ムが有効とされている．我々のグループは，手首に

装着した運動センサを用いて，日常生活における歩

数や消費エネルギ，運動パターン等の情報を常時測

定して記録する腕時計型の計測システムを開発し

ている[1]．本システムでは運動パターンを①周期性

のある歩行・走行運動と，②周期性のない運動（デ

スクワークやスポーツ等）に分類して識別している．

今回，周期性のある歩行・走行運動について，腕振

りの周期から歩数を検出し，腕の曲げ／伸しの違い

から，歩行と走行を識別する手法について検討した．

さらに，歩行時の腕振り動作の大きさと身長から歩

幅を推定し，歩行速度を推測する手法[2]等について

検討したので報告する． 

2. 加速度・角速度の検出 

 本システムでは，図 1 に示すように加速度および

角速度センサを，手首の位置に装着する．原理的に

は，3 軸の加速度と 3 軸の角速度を全て計測すれば，

その位置の時間的変化を再現することができる．し

かし，腕時計のような小型機器として実現するため

には，大きさや重量，消費電力等の問題を解決する

必要がある．我々は，人間の基本的な運動を解析し，

加速度 Gx と角速度ωzの２つの成分を用いて， 

 
図 1 加速度と角速度の検出 

10 種類程度の運動パターンが識別できることを明

らかにした[1]． 

3. 歩行・走行時における歩数の計測 

歩行や走行の場合，腕振り動作と足の動きは同期

しているため，腕振りの周期を検出すれば，その時

点における瞬間的な歩数を求めることができる．歩

行時は，角速度ωzが腕振り動作の大きさに，加速

度 Gx が足からの衝撃成分に対応する．一方走行時

は，肘を曲げた状態で腕を振るため，加速度 Gx が

腕振りの動作に対応する．本システムでは，加速度

Gx と角速度ωz を AD 変換し，ディジタルフィルタ

（BPF）を通した後，ゼロクロス点を検出する．そ

の周期の逆数をとれば瞬間的な歩数が得られる． 

4. 歩行・走行の識別 

歩行と走行では，同じ歩数であっても消費エネル

ギ等は異なるため，これらを識別する必要がある[3]．

今回肘の角度（腕の曲げ／伸し）の違いから，これ

らを識別する手法について検討した．図 2に示すよ

うに，歩行時は腕を伸すためωzの振幅が大きくな

り，走行時は腕を曲げるため Gx の振幅が大きくな

る．図３に，4名の被験者について測定した結果を

示す．歩行（50～110m/分），走行（130～150m/分）

いずれの場合でも，歩数と加速度／角速度の振幅比

を用いれば，歩行と走行を分離できることが分かる． 

 

図 2 歩行と走行の識別方法 
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図 3 歩行と走行の識別結果の例 

5. 歩行時における歩数と角速度の関係 

歩行速度を推定するため，歩数と角速度ωx の振

幅（腕振り動作）の関係について検討した．室内に

ついてはトレッドミル，屋外は速度計を用いて，一

定の速度で歩行した場合の歩数と角速度を計測し

た．その結果を図４に示す．なお，歩行 1～4 はそ

れぞれ 50m/s，70m/s，90m/s，110m/s である．歩行

1 の場合，歩数の分散が大きく，歩行 4 になると逆

に角速度（腕振り動作）の分散が大きくなる．歩行

の1と2では，歩数が少なくなるにつれて角速度（腕

の振り）が大きくなる傾向が見られる．これは歩数

と歩幅の積が一定であることから，歩幅が大きくな

ることを示している． 

 

図 4 歩行時における歩数と角速度ωz 

6. 歩行時における歩幅の推定 

歩行時の消費エネルギは，その速度に依存するこ

とが知られている[3]．歩数に歩幅を掛ければ歩行速

度が得られるが，腕振り動作の大きさと歩幅の関係

に関する詳細な報告事例は見出せなかった．そこで，

今回トレッドミル（室内）や速度計（屋外）を用い

て，ωz の大きさと歩幅／身長の関係について検討

した．5名の被験者に対する測定結果を図５に示す．

若干の個人差は見られるものの，角速度と身長から

歩幅がある程度推定できることが分かる．  

 

図 5 歩行時の角速度と[歩幅/身長] 

7. 走行時における歩数と加速度の関係 

走行時の歩数と加速度の間には，強い正の相関が

ある．また，歩数に[身長/175cm]を乗じた正規化歩

数と腕の振り Gx の関係を求めたところ，走行 1 

(130m/s), 走行 2(150m/s)の間には，図 4の歩行 1,2

に近い関係があり,2 つのクラスタに分離できる可

能性が示された．しかし，歩行時より個人差が大き

く，屋外とトレッドミルでは，後者の歩幅が広くな

る傾向が見られた．今後，屋外を中心にデータの収

集を行い，より詳細に検討する必要がある． 

8. まとめ 

腕振り動作の周期から歩数を検出し，腕の曲げ／

伸しの違いから，歩行と走行を識別する手法につい

て検討した．また歩行時において，腕振りの大きさ

から歩幅や歩行速度を推定する手法について述べ

た．なお，瞬間的な速度を累積すれば歩行（走行）

距離を求めることも可能である．今後被験者数をさ

らに増やして，年齢層や性別に分けてデータを蓄積

し，推定精度の向上を図る必要がある． 

参考文献 

[1] 市川他「人体の行動識別が可能な腕時計型装置の開発」日

本機械学会第 15 回バイオエンジニアリング講演会，

pp.325-326, 2003 

[2]胡他，「腕に装着した加速度・角速度センサを用いた人間の

歩行・走行運動の解析」 平成 16 年度電子情報通信学会信越

支部大会講演論文集 pp.425-426, 2004．  

[3]大塚貴子「ウォーキングと歩数の科学」,不昧堂 
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適正運動量指示装置の開発 
百瀬英哉*，小林英敏**，小野伸幸*，坂口正雄*，大橋俊夫*** 

*長野高専，**㈱西澤電機計器製作所，***信州大学医学部 

Development of the apparatus for indicating of optimum exercise training rate 
Momose Hideya* ,Kobayasi Hideki**, Ono Nobuyuki*, Sakaguchi Masao*  

*Nagano National College of Technology, **NISIZAWA Electronic Measuring Instruments Co.,Ltd. 

1. はじめに 

近年、糖尿病等の生活習慣病患者の増加が社会問

題になっており、これらの有疾患者が急に過度な運

動を始めたことによる事故が後を絶たない。 

我々は生活習慣病の運動療法支援に適応可能な

適正運動量指示装置を開発した。本装置は、運動量

の指標として心拍数を採用したもので、次の機能を

有する。①心電図及び光学的手法を利用した心拍数

計数機能、②カルボーネンの式による運動療法に有

用な運動強度（適正運動強度）となる心拍数の自動

算出機能、③適正運動強度範囲と計数心拍数を比較

し、④過不足判定結果を使用者に伝達する機能、心

拍数推移、総歩数の保存機能。 

本装置は、PC もしくは携帯電話に保存データを

転送することが可能なため、患者自ら運動管理がで

き、さらに、PC や携帯電話の E-mail 機能を使用す

れば、医師が遠隔地の患者に対する運動療法指導も

可能となる。 

今回は、上記の機能を搭載した適正運動量指示装

置試作機の詳細と応用実験について報告する。 

 

 

 

 

2. 適正運動 

運動生理学や運動療法の分野において、適正運動

は運動による心拍数や酸素消費量など変化を指標

とすることが一般的である。今回は心拍数に着目し、 

運動療法の分野で多用されているカルボーネンの

式に基づき適正運動量を算出した。カルボーネンの

式は、 
HRTR = HRR + (HRmax - HRR)×α  ･･･(1) 

HRTR：運動強度に対する運動時心拍数[bpm] 

HRmax：年齢別予測最大心拍数（220-年齢）[bpm] 

HRR：安静時心拍数[bpm] 

α： 運動強度（ =κ×β） 

と表される。式(1)において、使用者の体調等を加

味するため、αの値をκ×βと表し、κは 0.6、0.7、

0.8、0.9、1.0 より選択可能で、βを 0.6 としたとき

目標運動時心拍数の下限（HRTR(L)）、0.8 のとき目

標運動時心拍数の上限（HRTR(H)）とした。 

3. 装置構成 

適正運動量指示装置の装置構成を図 1 に示す。心

拍数の検出は心電図電極あるいは光電センサのい

ずれかによる。

 

 

 

 

 

 
 

図 1 装置構成
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4. 装置外観写真 

図 2 に適正運動量指示装置試作機の外観写真を示

す。 

 

5. 装置開発の成果 

5.1. 心拍数計数比較 

 適正運動量指示装置試作機では、心電図 R-R 間隔

から心拍数を算出する方法、及び光学的手法を用い

た容積脈波波形の最大値間隔から心拍数を算出する

方法のいずれかにより心拍数の計数が可能である。 

 図 3 は被験者に運動負荷を加え、両手法を用いて

心拍数の同時計測をした時の心拍数推移の比較であ

る。このように、両者とも同様の心拍数推移を示し、

運動負荷による心拍数上昇の様子も観測できた。 

5.2. 歩数計数 

 適正運動量指示装置試作機は、加速度センサを利

用した歩数検出回路を搭載しているため、歩数計数

が可能である。装置試作機とライフコーダ（スズケ

ン）の両者を腰部に装着し、15 分程度のステッピン

グ運動を数回行ったときの歩数計数値比較を図 4 に

示す。なお、図 4 中の”x=y 曲線”は試作機とライフ

コーダの計数値が等しいときの曲線であり、多少試

作機のほうが少なく計数されるものの、ほぼ同一の

計数値を示していると言える。 

5.3. 運動解析ソフトウェア Excise Log 

 図 5 に運動解析ソフトウェア Excise Log による運

動解析結果を示す。装置からシリアル通信で転送さ

れる運動データ（心拍数推移、総歩数）から運動時

間、平均心拍数、消費カロリーが算出され、それら

の画像表示が可能である。 

5.4. 携帯電話による運動データ転送 

NTT DoCoMo のムーバ機は外部とのシリアル通

信が可能であり、通信手法についても NTT DoCoMo

ホームページより簡単に閲覧することができる。今

回は、装置と NTT DoCoMo のムーバ機の通信が可能

で、携帯機の E-mail 作成画面に運動データを直接書

き込むことにより、E-mai による運動データの転送

を可能とした。 

図 2 試作機外観写真 
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図 5 解析ソフトウェア Excise Log 

5. 参考文献 

市河三太：運動生理学、東京、理工学社、1998 

日本循環器学会・運動に関する診療基準委員会：運

動療法に関する診療基準、1991 

坂口正雄他：適正運動量計の試作、MBE92-56、1992 

運動負荷
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身体バランス評価法に関する基礎的検討 
鈴木将記*，橋本昌巳*，米澤義道*，青木 朗**，伊東一典*，金子浩昌*，西澤茂治*** 

*信州大学工学部，**信州大学医学部，***㈱プリオール 

A basic examination of the evaluation of postural sway. 
Masanori SUZUKI*, Masami HASHIMOTO*, Yoshimichi YONEZAWA*, Akira AOKI**, 

Kazunori ITOH*, Hiromasa KANEKO and Sigeharu NISHIZAWA*** 

*Fuculty of Engineering Shinshu University, ** Shinshu University School of Medicine,  *** Priar Co., Ltd. 

 

1. はじめに 

高齢者が寝たきりになる大きな要因のひとつが

転倒である。高齢者の場合、ちょっとしたつまずき

など、わずかなバランスの乱れに対応できずに転倒

に至るケースも少なくない。そこで、自分でバラン

スを保つ能力をどの程度持っているのかを知り、日

常生活の中で注意することやその能力を低下させ

ない努力を促すことは健康な生活を営む上で有意

義である。 

高齢者が転倒しやすくなる要因は、下肢の筋力の

衰えのみでなく、バランスの乱れを取り戻す防御反

応のための時間の延長など複合的である[1]。これま

でも姿勢の安定性評価は重心動揺や加速度検出な

ど多くの試みが行われているが[2]、今のところ定量

的な手法は確立されていない。我々は、バランス能

力の評価を目的とした簡易計測システムの構築し、

リハビリテーション等の現場での利用を目指して

いる。 

 

2. 安定性評価システム 

2.1. システム構成 

成人男性の立位姿勢時の重心は骨盤内で仙骨の

やや前方で足底からは身長の約 56%の位置とされ

ている[3]。重心から垂直に降ろした重心線が、種々

の姿勢のときに足底面のどこにあるかでそのとき

の姿勢の安定性を評価できる。また、安定性は立位

姿勢の足の開き具合にも依存する。この足の開き具

合は支持基底といわれ、両足底と両足間の部分の面

積で評価され、この面積が大きいと安定性が高い。

すなわち立位姿勢の安定性は支持基底とそのとき

の重心線の位置の関係で表される。この状態を計測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 測定台 

 

するために、ロードセルを用いた簡易な重心検出装

置を製作した。 

荷重を検出するための小型圧縮型ロードセル（共

和電業製、定格容量１ｋN）３個を図 1 の A，B，C

に配置し、各位置で荷重測定を行う。計測結果のモ

ーメント計算から、重心を求めることができる。 

2.2. 立位姿勢の安定性限界測定 

 立位姿勢から身体を徐々に傾けていくと重心線

が支持基底の中央部から周辺へと移動する。身体を

傾けた状態からもとの状態に戻すことができる最

大の位置が安定性限界である。まず、本装置におい

て支持基底を変え、安定性限界を計測した。 

被験者は計測装置上で安定した姿勢で立った状

態から一方向に体を徐々に倒し、元に戻れる限界の

ところで５秒間静止する。この限界の重心を身体の

周囲 8 方向について計測した。立位姿勢として両足

を着けて立った閉脚と 5cm 離した開脚の 2 種類行
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った。被験者は、20 代、40 代、60 代の健常男性で

ある。 

2.3. 結果と考察 

 図 2,3,4 に被験者ごとの安定性限界の重心位置を

装置と足の関係とともに示した。いずれの被験者に

おいても開脚時は閉脚時に比べ限界範囲が左右に

広がっていることが分かる。また、一方の足で考察

すると開脚、閉脚に係わらずほぼ同じ位置が限界と

なっている。すなわち、左右の限界に着目すると重

心が一方の足のある位置を越えるとバランスの乱

れが生じると思われる。また、計測は一例ずつであ

ったが年代別に限界の範囲が狭くなっていること

が見受けられる。 

 

3. まとめ 

身体バランス能力の評価を目指した検討におい 

を簡易な装置で安定状態の限界を計測したところ

支持基底の違い、年代の違いを捉えた結果を得るこ

とができた。今後は、バランスを乱したときの動作

の評価を含め、総合的なバランス能力評価につなげ

たい。 

 

4. 参考文献 

[1] 田中勇治，峯島孝雄，山中利明，今泉寛，田

中まり子，川合秀雄，早川康之：“高齢者の

転倒に関する下肢反応時間および運動時間

の検討”，理学療法科学，Vol.16，No.4，
pp.167-171(2001) 

[2] 柊幸伸：“3 次元加速度計による重心動揺評価”，

理学療法科学，Vol.19，No.4，pp.305-309(2004) 

[3] 中村隆一，斉藤弘：“基礎運動学第６版”，医歯

薬出版(2003) 
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(b) 開脚                      (b) 開脚                       (b)開脚 
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マーカ画像を用いた非拘束呼吸情報計測システムの検討 
藤原幸二* 平林研人* 伊東一典* 米澤義道* 橋本昌巳* 浅沼和志** 荒井善昭*** 

*信州大学工学部 **セラテックジャパン（株） ***長野工業高等専門学校 

Non-restraint respiratory information measurement system using marker image                        

Koji Fujihara*, Kent Hirabayashi*, Kazunori Itoh*, Yoshimichi Yonezawa*, Masami Hashimoto*,                        

Kazushi Asanuma**, Yoshiaki Arai***                                                  

*Faculty of Engineering, Shinshu University, **Ceratech Japan Co., Ltd, ***Nagano National College of Technology  

１．はじめに 

 近年、無呼吸症候群などの医学的視点や歌唱やス

ポーツなど呼吸の評価が必要な場面で簡易呼吸検

知システムの構築が望まれている１）、２）。しかし、

現存のシステムは大掛かりになってしまうことや

被験者を拘束してしまうといった問題点がある。本

研究では非拘束に呼吸を計測できる方法として画

像を用いた計測方法を検討している。そこで今回は、

マーカ画像のピクセル数の変化から胴体周長の形

状変化計測を行い、また従来の呼吸ピックアップで

測定した結果との比較を行ったので報告する。 

２．計測方法  

歌唱時の動態計測を行う際の「腹式呼吸」、「胸式

呼吸」に対応できるようにするため、測定部位は腹

部（へその周長上）、胸部（みぞおちの周長上）と

した。被験者には、伸縮する服（NIKE、プロコン

プレッション）を着てもらい、図１のように胴体を

１周するように間隔１ｃｍで径８ｍｍのマーカを

周囲に直接貼り、マーカのピクセル数の変化から胴

体の形状変化を計測した。測定対象の中心から半径

３０ｃｍの円周上に約４００万画素数のデジタル

カメラ（Canon IXY-50）で撮影し、解析を行った。 

カメラで撮った画像をＰＣに取り込み、画素数の

ＸＹ座標からマーカのピクセル数を取得した。マー

カのピクセル数はカメラとの距離によって変化し、

カメラの分解能によって大きく左右する。その特性

を利用して短い間隔で配置したマーカの「奥行き」

を捉えることによって、曲線状である胴体の断面図

を求めた。 

そこで撮影箇所の検討のため前後２，前後左右４，

斜め方向を加えた８箇所から直径２５ｃｍの正円

を撮影し、その形状の４分の１の比較を図２に示す。 

 
図１ マーカ画像による計測 

 
図２ 撮影箇所による形状比較結果 

この結果より斜め方向に形状の差が現れ、８箇所

からの撮影が最も精度は高いが、解析量も多く手間

がかかり、２箇所の時は左右の形状が全く捉えられ

ないことから４箇所からの撮影が最も適している

と考えられ、人体での計測でも４箇所を用いる。 

３．非拘束型マーカ画像による計測 

 被験者には胸式呼吸、腹式呼吸を行ってもらい、

普段の状態から息を吸った状態と吐いた状態で静

止してもらい、最大吸気時と最大呼気時の変位量を

計測した。図３にみぞおち（胸部）、図４に腹部の

形状変化測定結果を示す。ここで座標が０の位置を

通常時になるように示してある。 

みぞおち周囲では前後方向の変位はほとんどな

く、左右の変位が大きいという結果になった。それ

は胸式呼吸をしたことで肋骨が広がったり狭まっ

たりするので、その影響を受けていると考えられる。 
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図３ 胸部の周囲形状変化結果 

 
図４ 腹部の周囲形状変化結果 

腹部では前後方向の変位が大きく、特に前では約

２ｃｍの変位量が確認できた。それは腹部には骨な

どの障害がないため、腹式呼吸をすることで横隔膜

などの筋肉が大きく動作し、それに伴い呼吸により

変位する量も大きくなると考えられる。 

４．拘束型呼吸ピックアップとの比較 

 次に従来の呼吸ピックアップ（日本光電 TR－

753T）による計測結果と比較した。この呼吸ピッ

クアップから得られるのは抵抗値で、これを電圧に

変換し出力とした。図５に胴体前部における胸式呼

吸、腹式呼吸の測定結果を示す。出力電圧１mＶは

ラテックスチューブの約 0.１cm の伸びに相当する。 

ここから呼吸法によって腹部と胸部の変動レベ

ルの違いが見られる。このことをマーカ画像での結

果と比較すると、腹部は大きく、みぞおち部は小さ

いという同等の結果が得られた。 

 
図５ 呼吸ピックアップによる計測結果 

 
図６ 腹部周囲８方向の変位の差 

マーカ画像と同様に周囲の変位量を求めるため

には測定箇所を変える必要があるが、このピックア

ップのラテックスチューブ部が約８ｃｍと長いの

で、腹部の周囲上８箇所に限定した。その結果を図

６に腹部の断面図として表示した。しかし測定箇所

が粗いため、歌唱時の呼吸に重要とされる筋肉など

の局所的な変位を確認することができない。 

５．まとめ 

非拘束型呼吸検知システムの構築を目指しマー

カ画像を用いた計測の検討を行い、呼吸による体表

面の変化を、胴体の断面図として計測した。僅かな

間隔でマーカを配置することにより、従来の拘束型

呼吸ピックアップでは捉えることのできない胴体

細部の曲線など局所的な変化を捉えることが可能

で、みぞおち部のような変位が小さい箇所でもその

レベルに関係なく、変位量の計測が行える結果とな

った。 

しかし、呼吸は連続的な動作であり、図５のよう

に呼吸ピックアップでは簡便な処理で分かるのに

対し、現在のマーカ画像で連続的な呼吸の解析をす

るには多数の処理を行い手間がかかるため、今後改

善の必要がある。 
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