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動脈狭窄モデルにおける流れと壁変形の相互作用 

―外圧による影響― 

Flow and Deformation in Stenosis Models of Arterial Disease 
-Influence of Flow and Deformation on External Pressure- 

○ 山根 達也（信州大） 小林 俊一（信州大） 森川 裕久（信州大） 佐藤 晋（信州大院） 
季 傑（信州大院） Dalin Tang（ウースター工科大） David N. Ku（ジョージア工科大） 

Tatsuya YAMANE*, Shunichi KOBAYASHI*, Hirohisa MORIKAWA*, Susumu SATO*, Jie JI*, Dalin TANG**, David N. KU*** 
* Shinshu University, 3-15-1, Tokida, Ueda, Nagano,  ** Worcester Polytechnic Institute, Worcester, MA, USA 

*** Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA, USA 
 

1. 緒言 

血管狭窄部には複雑な力が係わっており，動脈硬化班

の破綻に影響を及ぼす．著者らは狭窄部下流側における

血流速の増加が負の transmural pressure を発生させ，動脈

硬化班が圧縮され，さらにその力によってつぶれやすく

なることが破綻をひき起こすと考えている(1)．そこで著

者らは動脈の力学的特性が近いポリビニルアルコールハ

イドロゲルによる狭窄モデルを用いて，同モデルにおけ

る流れと壁変形について検討してきた(2) ．本報では，咳

や Valsalva’s maneuver が頸動脈鞘の圧力を 50mmHg 以上

に上昇させることから(3)，外圧の変化により，狭窄モデ

ルに与える影響について検討した結果を述べる． 
 

2. 実験装置および実験方法 

2.1. 狭窄モデル 
使用する狭窄モデルを Fig.1 に示す．狭窄度 St と偏心

度 Ec の定義式を次のように示す． 
St = (1-Ds/D) x 100 [%]          (1) 
Ec = e/((D-Ds)/2) x 100 [%]     (2) 

今回は St=70%, Ec=100%の狭窄モデルを用いた． 
2.2. 実験装置 
実験装置の全体図を Fig.2 に示す．圧力は上流側リザー

バタンクとバルブにより調整した．また，拍動流実験に 
おける拍動成分はギアポンプをコンピュータ制御するこ

とにより発生させた．狭窄の上流側と下流側の圧力と流

量は，それぞれ半導体圧力変換器と電磁流量計を用いて

計測した．また，本研究において狭窄モデルに外圧を印

加するために，狭窄モデルを入れる密閉水槽を新たに製

作した． 
2.3. 加圧方法 
ヘッドタンクの高さを調節し，水頭圧差を変化させる 
 

 
Fig. 1 Straight stenosis model  

(L=110 mm, Ls=4mm, D=4mm, h=1mm) 

ことにより，密閉水槽内の狭窄モデルに任意の外圧を印

加させることができるようにした． 
2.4. 実験方法 
狭窄モデルに 30，40，50，60，70，80mmHg の外圧(Pe)

を印加し，流量と内圧との関係について調べた．その際，

上流側圧力を 100mmHg，下流側圧力を 90mmHg から

0mmHg まで 10mmHg ずつ下げ，各々の場合について流

量と内圧を測定した．特に，拍動流の場合では上流側圧

力は 130mmHg から 70mmHg の間で拍動させ，拍動 1 周

期において，外圧による上流側及び下流側圧力の変動を

測定した．なお，実験においては狭窄モデルを 36.5% 引
き伸ばした状態で，作動流体には水を用いた． 

 

3. 結果および考察 

3.1.  定常流 
定常流での狭窄モデルの外圧による流量と圧力降下の

関係と P2 = 70mmHg における狭窄モデルの写真を Figs.3, 
4 に示す．印加する外圧が増加するにつれ，同じ圧力降

下でも流量は減少する．また，外圧が下流側圧力を超え

たとき，狭窄モデルの下流側付近に圧平が生じた． 
3.2.  拍動流 

拍動流における狭窄モデル外圧による平均流量と平均

圧力降下の関係は，Fig.3 に示す定常流実験と同様の結果

が得られた．Fig.5 に拍動 1 周期で外圧を印加しない状態 
（Pe = 0 mmHg）と外圧を印加した状態（Pe = 60，70，  
 

 

Fig. 2 Schematic diagram of the experimental flow loop 
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80 mmHg）における，上流側及び下流側平均圧力を示す．

同図(b)の外圧(Pe = 60 mmHg)を印加した場合，上流側に

おいて，最高圧力は 5 mmHg 低下し，最低圧力は 8 mmHg
増加したが，平均圧力はほとんど変動しなかった．下流

側においては，最高，最低圧力ともに低下し，平均圧力

も低下した．流量については，外圧を印加すると上流側・

下流側平均流量はともに減少した．また，同図(d)の外圧

が下流側平均圧力を超えた場合，狭窄モデルの下流側は

完全に圧平し，自励振動が確認された．このとき，下流

側平均圧力は大きく下降し，自励振動の位相は 0～120，
320～360 deg であった． 

 

4. 結論 

狭窄モデルに外圧を印加すると, 流量及び下流側平均圧

力が減少することがわかった．外圧が下流側平均圧力を

超えたあたりから，狭窄モデルのつぶれは最大になり，

それ以上の外圧を印加すると自励振動を起こした．今後

は咳のように狭窄モデルにパルス的に外圧を印加し，そ

のときの流れと壁変形の相互作用を検討する予定である． 
 

 

Fig. 3 Flow versus pressure drop for the stenosis model  
Steady flow, P1 = 100 mmHg 
 

 
(a) Pe = 0 mmHg 

 
(b) Pe = 60 mmHg 

 
(c) Pe = 70 mmHg 

   
(d) Pe = 80 mmHg 

Fig. 4 Picture of stenosis model  
Steady flow, P1 = 100 mmHg, P2 = 70 mmHg 

 
(a) Pe = 0 mmHg 

 
(b) Pe = 60 mmHg 

 
(c) Pe = 70 mmHg 

 
(d) Pe = 80 mmHg 

Fig.5 Time varying upstream and downstream pressure for 
an average downstream pressure P2ave= 70 mmHg 

 
参考文献 (1) Aoki, T., Ku, D. N., J. Biomechanics, Vol.26, 
No.2, pp.133-142, 1993. (2) Tang, D., Yang, C., Kobayashi, S., 
Ku, D.N., J Biomech. Eng., Vol.123, pp.548-557, 2001. (3) 
Binns, R. L., Ku, D. N., Arteriosclerosis, 9, pp.842-847, 1989. 
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多重反射赤外スペクトルによる非侵襲血糖値計測の検証 

斎木 富士男*，森川 智隆*，鈴木 健太朗*，室 明伸*，石澤 広明* 

*信州大学繊維学部 

Validation of noninvasive measurement of blood glucose  

based on attenuated total reflection infrared spectrum. 

Fujio Saiki*, Tomotaka Morikawa*, Kentarou Suzuki*, Muro Akinobu*, Ishizawa Hiroaki* 

*Faculy of Textile Science and Technology,SHINSHU University 

 

1. 研究背景研究背景研究背景研究背景およびおよびおよびおよび目的目的目的目的 

近年，食事や運動不足，ストレスなどの生活習慣

が原因で引き起こされる糖尿病，高血圧症，高脂血

症などの生活習慣病が深刻な問題となっている.そ

の中でも，近年最も増加の著しい病気の一つとして

糖尿病が挙げられ，国際糖尿病連合(IDF)の調査に

よると，その患者人口は，2 億 3000 万人以上であ

ると言われている．糖尿病患者は一日に何度も血糖

値測定を行い，日々変動する血糖値を自ら管理しな

くてはならない．しかし，現在の血糖値測定では，

採血による測定が一般的であり，患者は常に苦痛や

ストレス，血液感染症の危険性などの問題に悩まさ

れている．その為，非侵襲で測定できる血糖値測定

器の開発が望まれている．そこで本研究では，多重

反射赤外スペクトルによる非侵襲血糖値計測の検

証実験を行なった． 

 

2. 検証実験検証実験検証実験検証実験 

2.1. 測定原理 

本研究では赤外分光法を用いており，この測定法

は測定対象に含まれる分子の振動によって，赤外領

域における光の吸収現象を利用して測定対象物の

定性，定量評価を行う手法である．また，光の吸収

は，吸光度で表すことができ，吸光度と光を吸収す

る物質との定量的な関係は Lambert-Beer 則で説明

できる．ある物質に波長λ，エネルギー I0(λ) の

単色光が照射され，より低いエネルギーIｔ(λ)の光

が出力されるとする．このとき吸収物質の濃度を c，

光路長を d とすると，Lambert-Beer 則より， 

( ) ( )
( ) cd

I
I

A
t

ελ
λ

λ =








= 0
*

log

  

と書くことができる．ここで，εは比例定数で吸光

係数，A＊(λ)は吸光度である．この吸光度が，吸収

物質の濃度 c および光路長 d に比例することより，

定量分析が可能となる． 

2.2. 測定装置 

本研究では，フーリエ変換赤外分光光度計

(TravelIR :S.T.Japan )を用いて，人の中指の赤外吸収

スペクトル測定を行った．又，比較参照値として

GOD/POD 法*による侵襲血糖値測定センサである

メディセーフ(TERUMO)を用いて同時に採血によ

る血糖値測定を行った． 

*GOD/POD(Glucose Oxidase/Peroxidase)法：酵素比

色定量法と呼ばれる自己血糖値計の測定方式． 

2.3. PLS (Partial Least Squares Regressions) 

PLS 回帰分析 1)とは，重回帰分析や主成分回帰分

析と同様，目的変数と説明変数との関係式を求め，

目的変数を予測する分析手法である．この PLS 回

帰分析では主成分分析と同じく，潜在的な主成分を

抽出して説明変数とするが，抽出の際に目的変数を

共に利用する為，主成分回帰分析より高い予測精度

が得られる．さらに，もとの説明変数に比べて少数

の主成分に情報を集約出来ることから，必要な測定

回数を大幅に減らせる．また，重回帰分析において

生じる多重共線性の問題が無い．そこで本研究では，

PLS 回帰分析を用い，得られた中赤外スペクトルを

説明変数とし，侵襲型測定器のメディセーフにより

測定した血糖値を目的変数として血糖値の予測モ

デルである検量線の作成を行った． 
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2.4. 内部標準法 

内部標準法とは，定量測定の際にサンプル中の成

分と重ならない既知の物質を加えることによって

定量測定を行う方法である．本研究では，内部標準

物質としてスクワランオイル(東京アロエ)を用い，

特有の吸収ピークである 1377 cm
-1および 1462 cm

-1

においてピーク規格化を行い，非侵襲測定に影響を

及ぼす個人差の影響を軽減させた．尚，スクワラン

オイルをスペクトル測定の際にマイクロピペット

（Pipe Gene:東京硝子器械）を用いて測定毎に 5μl

ずつ，直接プリズムを覆うように適量を塗布し，そ

の上に中指先端を置き，圧力治具において一定の圧

力によって押さえることにより測定を行った． 

2.5. 実験方法 

フーリエ変換赤外分光光度計(TravelIR:S.T.Japan )

を用いた ATR 法により，20 代男性の被験者 2 名に

対して，12 時間の絶食後，75g の糖を負荷し，3 分

間隔 20 回，左手中指の皮膚の赤外吸収スペクトル

測定を行い，比較参照値として同時にメディセーフ

を用い GOD/POD 法による血糖値測定を行った．さ

らに，糖尿病患者の日常における自己血糖測定時を

考慮し，朝と昼食前後,夕食前後の計 20 回，同様の

方法でスペクトル測定および血糖値測定を行った． 

得られた被験者の 40 個のスペクトルデータ及び

参照値を用いて，PLS 回帰分析を行うことにより，

検量線を構築した．またこの時，ローディングの重

み曲線から，それぞれの個人差の影響について検討

を加えた． 

 

3. 結果結果結果結果およびおよびおよびおよび考察考察考察考察 

 PLS 回帰分析の結果，高い精度の検量線が得られ

た．また，ローディングの重み曲線において

1220cm
-1
, 1150cm

-1
, 1020cm

-1に特徴的なピークが確

認された．これらのピークのうち， 1150cm
-1
, 

1020cm
-1 の波数帯はグルコースの影響であること

が判明した．また，1220cm
-1の波数帯は，エステル

結合，カルボキシル基，アミン，エーテル，第二級

アルコールなどに含まれる CO，CN の伸縮振動を

含む物質の影響であると考えられる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig1. Weight curve of Subject #1 

 

4. まとめまとめまとめまとめ 

本研究より，グルコースの信号を波数領域に確認

することができ，多重反射赤外スペクトルによる非

侵襲血糖値計測の妥当性が証明された．また，グル

コースや他の物質の吸収の大きさが，個人によって

異なり，それが個人差の原因の一つとして影響して

いるということが判明した． 

今後は， SIMCA を用いたスペクトルパターン分

類を導入し，個人差の追及とより精度の高い検量線

の構築を目指す．また，高精度な圧力治具の設計も

必要であると考えている． 
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触覚ガイドを用いた視覚障害者用入力インタフェースの検討 
馬場 崇嘉*，伊東 一典 *，橋本 昌巳*，金子 浩昌 *，清水 道夫 **，杉本 雅彦*** 

*信州大学工学部，**長野県短期大学，***拓殖大学北海道短期大学 

A study on input interface for blind using the tactile guide 
Takayoshi Baba*，Kazunori Itoh *，Masami Hashimoto*，Hiromasa Kaneko *， 

Michio Shimizu **，Masahiko Sugimoto*** 

*Faculty of Engineering Shinshu University，**Nagano Prefectural College，*** Takushoku University Hokkaido Junior College 

 

Personal
computer

USB

Tablet 
(WACOM FAVO)

1. はじめに 

 今日の情報通信技術の発展は，ユビキタスといわ

れるように情報を送受信できる端末を意識せずに

どこでも使える環境が整いつつある．また，近年で

は高速通信網が整備され，より多くの情報を高速に

扱えるようになっている． 

 しかしながら，GUI 環境の PC，携帯情報端末，

携帯電話などは主に晴眼者用に作られており，視覚

障害者にとっては扱いづらく，これらの情報端末機

器の使用を妨げる原因の一つになっている．したが

って，視覚障害者用情報端末に適用できる入出力イ

ンタフェースが求められている[1]． 

図 1．触覚ガイドの構成 

 本論文では，触覚を用いて情報の入力支援を行う

ための触覚ガイドについて，検討をしたので，報告

する． 

2. 視覚障害者用インタフェース 

 触覚ガイドは視覚障害者の触知能力を利用して

位置情報の入力支援を行うもので，アクリル板（厚

さ 4mm）を切削加工して作成した．この触覚ガイ

ドはタブレット(WACOM FAVO)上の座標読取範囲

内に設置され，付属のペン（ペン先の直径約 1mm）

を用いて情報入力ができるためのポジションホー

ルがある．図１に触覚ガイドの構成を示す． 

従来の触覚ガイド[2]は手作業により作成したた

めホールの大きさ，深さ，溝幅が不均一でスムーズ

な入力ができなかった．そこで，本触覚ガイドはす

でに行われている視覚障害者の評価をもとにパラ

メータを決定し，数値制御の工作機械を用いて作成

した．これにより，従来の問題点を解消した． 

触覚ガイドの主な仕様を表 1 に示す．パラメータ

の深さは全てアクリル板表面からの値である．ポジ

ションホール，インデックスホール，溝をまとめた

座標提示領域（55mm×55mm）は，表面から 1.0mm

切削された位置に作られ，各ホール間には縦横斜め

に溝がある． 

表 1．触覚ガイドの主な仕様 

名称 個数 
直径，幅

(mm) 

深さ

(mm)

ファンクションホール 

(Fn ホール) 
8 8 2.0

ポジションホール 76 4 2.0

インデックスホール 5 6 2.5

センターガイド 4 2 1.0

コーナーガイド 4 2 1.0

溝   1.6 1.4

3. 実験方法 

被験者は 20 代健常者で，アイマスクによって視

覚情報が得られないものとする．実験は片手にペン

を持ち，もう片方の手による触覚の使用を可能とす

る．初めに，指定したファンクションホールにペン

を置き，音声で指示した目標座標へペンを移動させ，

ペンのサイドスイッチを押し，入力を完了する．こ
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の一連の作業の開始から入力完了までに要した時

間と軌跡を測定する． 

触覚ガイド上を，ペンが接触して移動する場合の

センターガイドおよびコーナーガイドの有効性を

評価するため，センターガイドのみ付加したもの，

コーナーガイドとセンターガイドの両方を付加し

たもの，コーナーガイドおよびセンターガイドを付

加しないものの３種類のガイドを準備する．ここで，

目標座標は(2,2), (5,5), (5,8), (7,3), (9,9)の

5 種類で，3 種類の触覚ガイドについて，これらの

位置をランダムに 3回ずつ計 15 回測定する．  

4. 結果および考察 
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（b）開始位置左上ファンクションホール 

 実験結果を図 2（a），（b）に示す．図中には目視

の場合も参考までに合わせて示してある．また，軌

跡については図 3（a），（b）に示す．ここで，それ

ぞれの軌跡は，黒線が 1 回目のデータ，赤線が 2 回

目のデータ，青線が 3 回目のデータである． 

３種類の実験条件の中で，センターガイドのみ付

加したものの提示時間が最小で，このことは図 3（a）

に示す，コーナーガイドの付加で移動距離が大きく

なる様子からもわかる．目視とセンターガイドのみ

付加の場合には，開始位置が左または右のファンク

ションホールと異なっても，提示時間に影響が見ら

れないことがわかる．以上から，センターガイドの

みの付加が触覚ガイドに適していることが明らか

である． 

 
（a）コーナーガイドとセンターガイドを付加 

 
（b）センターガイドのみ付加 

図 3．目標座標(7,3)への軌跡 

5. まとめ 

 触覚ガイドの評価を行い，センターガイドのみを

付加したものの有効性を確認した． 

図 2．ファンクションホールからの提示時間 今後，音響フィードバックも加えて，目標座標の

提示方法について検討したい． 

参考文献 

[1] 市川薫他: 特集 高齢者や障害者を支える情報

技術-社会の側に目を向けて-．情報処理,41, 6, 

617-648(2000). 

[2] 仙田，近藤，伊東，米沢，橋本，金子，清水：

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．第 4 回日本 ME 学会甲信越支部

長野地区シンポジウム，13-14(2006). 
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超音波を用いた頭部移動型ポインティングデバイスに関する検討 

高野惇* 橋本昌巳* 伊東一典* 
*信州大学工学部， 

A study on head movement type pointing device using air propagated ultrasonic waves. 
Atsushi TAKANO*, Masami HASHIMOTO*, Kazunori ITOH* 

*Faculty of Engineering, Shinshu University 

 

1. はじめに 

近年、IT 機器とインターネット社会の充実によ
り、比較的重度の障害者も情報発信を行い、社会と

のコミュニケーションを活発に行う場面が多い。こ

の場合パーソナルコンピュータ（PC）を介するケ
ースが多いが、障害者と PCのインタフェースとし
て、個々の残存機能に依存する手段が提供される必

要があり、その種類は多岐にわたる。その中で本研

究では、脊髄損傷患者など上肢に障害を持つ人が頭

部動作によりポインティングデバイスを制御する

手法について検討している。 

2. システムの原理と構成 

図 1にシステム構成を示す。頭部の動きを検出す
るために、頭部に超音波送信用トランスデューサを

装着し、ディスプレイの上下左右に 4個の受信用ト
ランスデューサを設置する。 
音源を装着した頭を左右に動かした場合、ディス

プレイの左右二つの受信素子間で位相差が生じる。

この位相差でカーソル座標を決定するのが本シス

テムの原理である。またこの時、位相差 2πをディ
スプレイ上下左右一杯に対応させる。 
 図 2 に頭部の動きでカーソル制御を行った場合
の音源周波数とカーソル移動の関係を示す。人の頭

部の移動は回転運動と考え、頭部の回転角度で示す。

グラフ縦軸はディスプレイ端から端までカーソル

を移動させるための頭部回転角である。頭部を回転

させ、人が無理なくカーソルを制御するには頭部の

回転角度を 10°以上 30°以下が望ましい。したが
ってカーソル制御を行うには 4.5kHzから 10kHzま
でが適当であると判断した。 
しかし空中伝播用超音波トランスデューサは共

振周波数が 40kHz のものが入手しやすく効率が良
い。そこで受信信号 40kHzをカーソル制御に適した
周波数に変換する必要があると考え、受信信号を分

周した。分周では受信周波数を定数で割ることにな

る。この定数を波数と定義した。40kHzをカーソル
制御に適した 4.5kHzから 10kHzに変換する波数は
4から 9であり、以後この波数を使用してシステム

 
図 1 システム構成 
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図 2 位相差 2πが現れる頭部回転角 

評価を行う。 

3. カーソルの安定性の評価 

使用者がメニューなどを選択する際、カーソルは一

定の範囲内で停止する必要がある。そこで音源を固

定した時のカーソルの安定性について検討を行う。

本システムでは超音波伝播を用いることから、トラ

ンスデューサの安定性、周囲の反射、人の頭部の微

動などによりカーソルが不安定になることが考え

られる。そこで①音源を固定した状態での安定性を

調べるために、音源をスタンドに固定した状態、②

ディスプレイと利用者による超音波の反射の影響

を調べるために、音源を固定したスタンドのすぐ後

ろに人が座った状態、③人の頭部の微動による影響

を調べるために音源を人の頭部に装着した状態、に

ついてカーソルの変動幅を計測した。実験は 17 イ
ンチディスプレイ（解像度 1024＊768pixel）を使用
し、音源位置はディスプレイ前方約 60cmである。 
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図 3 X方向のカーソルの安定性 
図 3 にカーソルの左右成分の安定性の結果を示

す。音源を完全に固定してもカーソルに 1pixel程度
の変動幅が生じることがわかる。またディスプレイ

と人との間の音波の反射により 0.5pixel程度の影響
を受けている。さらに人の頭部の微動により

1~2pixel程度の影響を与えている。以上の結果より
頭部の微動による影響が一番大きいことがわかる。

また波数を大きくすると、カーソルは安定すること

がわかる。これは頭部の微動に対するカーソル移動

が小さいためと考えられる。 

4. アイコン選択実験 

ポインティングデバイスの主な役割はカーソル

を目標の位置に移動し、選択することである。この

ような操作のユーザビリティを計量化する手法の

一つである Fitts の法則では目標ターゲットの選択
のしやすさTはターゲットまでの距離 dと大きさR
に存するとしている(1)(2)。これを数式で表したも
のが 

T=Log2(d / R + 1.0) 
である。そこでこの Tを困難度として 1から 7まで
変えたとき、ディスプレイ中心から 150、300pixel
離れた位置に対応する円を表示し、人がカーソル移

動と選択に要する時間を測定した。クリックにはト

ラックボールを外したマウスを使用する。 
 困難度 3の結果を図 4に示す。困難度 3において
距離 150pixel の時、半径 21pixel、距離 300pixel の
時、半径は 48pixel である。比較対象としてマウス
を使った場合の結果も載せる。同じ困難度でも選択

するまでの時間には差があることがわかる。マウス

との差も半径が小さいほど広がることから本シス

テムを使ったポインティング時間は目標ターゲッ

トのサイズに大きく左右されることがわかる。ただ

し状況に応じた最適な波数を選択することでカー

ソル精度は向上することがわかる。 

5. ソフトウエアキーボードを用いた文字入力 

ポインティングデバイスを用いる文字入力は一般

的にソフトウエキーボードで実現されている。そこ

で Virtual keyboardというソフトウエアキーボード 
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図 4 アイコン選択実験
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図 5 文字入力実験結果 
を使い、文字入力実験を行う。 
被験者は頭部を動かし目的の文字セルにカーソ

ルを移動させ、ソフトウエアキーボードのオートク

リック機能を用いて、文字入力を行う。ソフトウエ

アキーボードの文字セル 1 つの大きさは 50＊
83pixel（1.5cm＊2.5cm）で、「ながのけんほんじつ
はせいてんなり」の 18 文字を入力するまでの時間
を測定した。 
結果を図 5 に示す。いずれの被験者も波数 7,8,9

のいずれかの時に最も時間が短かった。マウスとの

差は一文字当り最大 0.3sであるため、十分な操作性
があるといえる。また被験者によって、使いやすい

波数に違うため、波数を状況に応じて変えることが

重要であることがわかる。 

6. まとめ 

 超音波を用いて、頭部の動きでカーソル制御の検

討を行った。マウスと遜色のない移動が行える。ま

たカーソルは一定の範囲内に落ち着いている。さら

に波数を変えることにより、状況に応じてカーソル

速度、精度を選択できることがわかった。 

参考文献 

（1） 村田厚生：“分解能自動調整方式マウスと固
定方式マウスの操作性”,電子情報通信学会
論文誌,J76-A,3,pp.560-563(1993-03). 

（2） 村田厚生：“マウスのパフォーマンスモデル
について” ,電子情報通信学会論文
誌,J79-A,9,pp1645-1648(1996-09) 
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加齢等による聴力損失を考慮した聴取成績および心理的印象に対する一予測手法 
濱口 祐介*，為末 隆弘**，佐伯 徹郎***, 伊東 一典** 

*長野工業高等専門学校，**信州大学，***山口大学 

A prediction method of listening score and psychological impression  
taking account of hearing loss due to aging or anything 

Yusuke Hamaguchi*, Takahiro Tamesue**, Tetsuro Saeki***, Kazunori Itoh** 

*Nagano national college of technology, **Shinshu university, ***Yamaguchi university 

 

1. はじめに 

明瞭な音声を聴取でき，心理的にも快適な音場を

設計するためには，音声と騒音の振幅・周波数特性

に関する相対的関係と音声をどの程度正確に聴き

取れるかといった聴取成績やそのときの聴き取り

易さに関する心理的印象との関連性を定量的に事

前に把握しておくことが重要である．既発表[1]では

様々な騒音下で音声を聴取している場合の聴取成

績や聴き取り易さと聴力損失に関する周波数特性

との関連性について考察されている．しかし上記の

研究は，音圧レベル値・周波数構成ともに時間的変

化のない定常騒音下での音声聴取に限定して考察

されたものである．音声を伝達し聴取する現実の音

場では，騒音の音圧レベル値および周波数構成とも

に時々刻々と不規則に変動しており，定常騒音下を

対象としたこれまでの手法をそのまま適用するこ

とは合理的でないと思われる．このような観点から

本研究では，騒音の音圧レベル値および周波数構成

がともに時々刻々と不規則に変動する現実的な音

環境下で音声を聴取している場合の聴取成績およ

び聴き取り易さが聴力損失特性を考慮することに

よってどのように変化するかを考察している． 

2. 音声聴取心理実験の概要 

2.1. 被験者 

聴力正常な 20 歳代の男女学生 24 名であった． 

2.2. 提示音 

2.2.1. 音声信号 

補聴器適合評価用 CD(TY-89)に収録されている

単音節語表を用いた．音声ピークスペクトルのオー

バーオール音圧レベル値を被験者の耳の位置で約  

 

Fig.1: Frequency characteristics of a filter  

simulated hearing loss 

62 [dB] に設定した． 

2.2.2. 外来騒音 

音圧レベル値・周波数構成ともに不規則に変動す

る現実的な騒音として，(a)交通流状態が非定常な道

路交通騒音，(b)交通流状態が定常な道路交通騒音，

(c)離陸時の航空機騒音の 3種を採用した．時間平均

音圧レベル値が被験者の耳の位置で約 62，67dBに

なるようにゲイン調整を行った．人間の聴力は年齢

とともに次第に低下していくことが知られており，

加齢に伴う聴力損失に関する周波数特性が報告さ

れている[2]．加齢等に基づく聴力損失の周波数特性

を考慮して，既発表[1]と同様，音声信号と外来雑音

を図 1に示す 4種類の周波数フィルタ A, B, C, Dに

通した．周波数フィルタ A, B, C, Dの順に，全体的

にレベルを低下させると同時に高周波数成分を順

次大きく減衰させている．周波数フィルタ A, B, C, 

Dの特性は，それぞれ 20, 50, 70, 80歳代の 20歳代

を基準とした加齢による聴力損失を表している[2]． 
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Fig2: Relationship between spectral distance and 

listening score 

 

Fig3: Comparison between predicted and observed 

values of listening score (Frequency filter: B) 

2.3. 測定方法 

スピーカから約 2 [m] 離れた位置に被験者が座

り，聴取した単音節音声を手元の記録用紙に記入し

た．被験者が正確に聴取した単音節音声の数を調べ，

全体の個数(50個)に対する割合を聴取成績 tと定義

した．また，音声に対してどのような心理的印象を

もったかを調べた．次の七つにカテゴリー化された

音声の聴き取り易さに関する心理的評価尺度(A1: 

非常に聴き取りにくい，A2: かなり聴き取りにくい，

A3: やや聴き取りにくい，A4: どちらともいえない，

A5: やや聴き取りやすい，A6: かなり聴き取りやす

い，A7: 非常に聴き取りやすい)を採用した．被験者

は上記の心理的印象 Ai (i =1, 2, …7)の中から一つ

を選んで記録紙に記入した． 

3. 指標と聴取成績・聴き取り易さの関係 

既発表[1]では，定常騒音下で音声を聴取している 

場合の聴取成績および聴き取り易さと聴力損失に

関する周波数特性との関連性について考察した．上

記の研究で得られた聴取成績とスペクトル距離 S 
[1]との関係を図 2に示す． 

4. 聴取成績・聴き取り易さの予測 

本報告では，音声と騒音の短時間スケールで示す

振幅・周波数特性の相対的関係を捉えるための指標

として瞬時スペクトル距離 I [3]を導入する．騒音の

音圧レベル値および周波数構成が不規則に変動す

る現実の音場では，瞬時スペクトル距離は確率変数

となる．瞬時スペクトル距離を説明変数とした聴取

成績および聴き取り易さに対する回帰関数と瞬時

スペクトル距離の確率密度関数を事前に求めるこ

とができれば，聴取成績および聴き取り易さの平均

値を次式により算定することができる． 

dB50,20)()( DdIIpIft
D

t 　　  (1) 

D

A dIIpIfA )()(                     (2) 

本報告では，実用的な観点から(1)式または(2)式の

ft(I)，fA(I)として，既発表[1]で得られた ft(S)(図 2)，

fA(S)を採用する． 2.2.2.で示した種々の各騒音条件

において A，B，C，D の周波数フィルタを用いた

場合ごとに(1)式または(2)式により聴取成績および

聴き取り易さの平均値を予測した．予測値と音声聴

取心理実験で得られた実測値とを比較した結果の

一例として，音声と騒音を周波数フィルタ B に通

した場合の聴取成績の結果を図 3に示す． 

参考文献 

1 為末隆弘，山口静馬，佐伯徹郎：加齢等によ

る聴力損失が音声聴取成績および聴き取り易

さの心理的印象に及ぼす影響．人間工学．

41(3)：131-136，2005． 

2 中野有朋：入門騒音工学．技術書院，東京，

1999．pp．114-116． 

3 Takahiro Tamesue, Shizuma Yamaguchi, Tetsuro 

Saeki, Yuichi Kato: A method for prediction of 

listening score and psychological impression in 

an actual noise environment, Journal of Sound 

and Vibration, 287: 625-636, 2005.  
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短期記憶作業時の心理評価と作業成績に対するマスキング効果 
高橋 広樹*，為末 隆弘**，佐伯 徹郎***, 伊東 一典** 

*長野工業高等専門学校，**信州大学，***山口大学 

Masking effect on psychological evaluation and performance  
during completion of a short memory task 

Hiroki Takahashi*, Takahiro Tamesue**, Tetsuro Saeki***, Kazunori Itoh** 

*Nagano national college of technology, **Shinshu university, ***Yamaguchi university 

 

1. はじめに 

一般に記憶・計算等の知的作業を行う場合，外来

雑音の存在により作業成績や雑音に対する心理的

印象が悪化することは我々がよく経験するところ

である．特にその傾向は，道路交通騒音に代表され

る無意味雑音よりも会話等の有意味雑音の場合の

方がより顕著に現れる．既発表[1]では，有意味な音

声雑音を無意味雑音でマスクすることにより，雑音

に関する心理的印象を低減すると同時に，作業成績

も改善することが可能であるか否かについて考察

した．その結果，有意味雑音をそれとは異なる音で

マスクするといった音を積極的に活用した雑音対

策手法の有効性が確認された．しかし上記の研究で

は，知的作業を比較的継続時間の短い数字の記憶・

演算作業に限定して考察していた．本研究では，知

的作業を一定時間行っているときに種々の定常・変

動音をマスキング音として用いた場合の作業者の

心理的印象や作業成績について考察している．具体

的には，記憶精神作業として聴覚または視覚により

課題内容を提示する数字プローブ作業[2]を採用し，

有意味雑音をそれとは異なる別の音でマスクした

場合，作業者の雑音のうるささに関する心理的印象

および正答率・反応時間といった作業成績がどのよ

うに変化するか考察している． 

2. 作業心理実験の概要 

2.1. 被験者 

聴力正常な 20 歳代の男女学生 12 名であった． 

2.2. マスキング条件 

2.2.1. マスキング有り 

有意味雑音を定常音または変動音でマスクした． 

 
Fig.1: Time chart of probe digit task 

 

具体的には，有意味雑音として市販の講演 CDから

拍手・効果音・音楽を削除して作成した男性および

女性の音声を用いた．時間平均音圧レベル値を約 

50 [dB] に設定した．定常音として周波数帯域幅 

[177.75 ～ 5656] [Hz] で制限したピンク雑音を用

いた．この無意味雑音は男性・女性の音声を最低音

圧レベル値でマスクするために最も有効な無意味

雑音として選定されたものである[3]．また，変動音

として歌詞のない BGM および自然の音(屋久島の

川の流れ)を用いた．従来の研究では，有意味雑音

とマスキング音の S/N比が 3[dB]のとき，うるささ

の低減効果が最も顕著であるということが示され

ている[1]．上記の結果を踏まえて，定常音および変

動音の時間平均音圧レベル値を約 47 [dB] とした． 

2.2.2. マスキング無し 

 2.2.1.の有意味雑音のみを提示した． 

2.3. 作業内容 

2.3.1. 数字プローブ作業 

数字プローブ作業のタイムチャートを図 1 に示

す．実験者は 7項目の数字からなる系列をランダム

に 1秒間隔で提示した後，それまでの系列とプロー

ブを区別するための信号(視覚の場合はマイナス記

号「-」，聴覚の場合は 1000[Hz]のトーンバースト)

およびプローブとしての数字を提示する．被験者は

提示された系列を順次記憶し，その系列の中にただ
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ひとつ存在するプローブと同じ数字の次に提示さ

れた数字を回答入力装置の押しボタンによりでき

るだけ早く正確に回答する．各マスキング条件に対

して,上記の 15 秒間の作業を連続して 30 分間繰り

返した． 

2.4. 課題提示 

2.4.1. 聴覚提示 

補聴器適合評価用 CD(TY-89)の数字語音を用い

た．音声ピークスペクトルのオーバーオール値が約 

62 [dB] となるようにゲインを調整した． 

2.4.2. 視覚提示 

解答入力装置に設置した赤色 7 セグメント LED 

を用いた．連続して提示する数字が区別されるよう，

1秒間の中の最初の 0.7秒間提示し，終わりの 0.3 秒

間消灯した． 

2.5. 測定項目 

2.5.1. 雑音のうるささに関する心理的印象 

30 分間の作業後に，被験者がその間放射されて

いた雑音に対してどのような心理的印象をいだい

たかを 7 段階にカテゴリ化された尺度(F1：全く気

にならない，F2：気にならない，F3：あまり気にな

らない，F4：少しうるさい，F5：うるさい，F6：か

なりうるさい，F7：非常にうるさい)を用いて調査

した． 

2.5.2. 作業成績 

(1) 正答率 

無回答の場合は誤答として，正答数の作業数に対

する百分率を正答率とした． 

(2) 反応時間 

プローブを提示し始めてから回答するまでの時

間とした．ただし，無回答と誤答の場合は除外した． 

3. 結果と考察 

マスキング条件ごとに，雑音のうるささに対する

心理的印象の平均値と標準偏差を求めた．その結果

の例として，音声雑音として女性音声を用いた場合

の，視覚または聴覚による課題提示時の結果をそれ

ぞれ図 2と図 3に示す．マスクした場合のいずれの

条件下においても，マスクしない場合に比べて時間

平均音圧レベル値が約 2[dB]上昇しているのにもか 

 
Fig.2: Annoyance (Female noise; aural presentation) 

 

 
Fig.3: Annoyance (Female noise; visual presentation) 

 

かわらず，雑音のうるささに関する心理的印象の低

減が認められる．特に，音声雑音を帯域制限ピンク

雑音でマスクした場合に大きな低減がみられた． 

 

謝辞 

本研究は科学研究補助金(No.18700217)の助成に

よるものである． 

参考文献 

1 為末隆弘，山口静馬，佐伯徹郎，加藤裕一：

定常および変動音を用いたマスキング効果に

よるうるささの低減．日本音響学会誌．

61(7)：365-370，2005． 

2 為末隆弘, 佐伯徹郎, 山口静馬, 加藤裕一：マ

スキングによる雑音のうるささに関する心理

的印象と作業成績の改善効果．システム制御

情報学会論文誌．17(7)：270-277， 2004． 

3 T.Saeki, T.Tamesue, S.Yamaguchi，K.Sunada：

Selection of meaningless steady noise for 

masking of speech．Applied Acoustics．65(2)：

203-210，2004． 
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多重円形マーカを用いた歌唱時の腹式呼吸における体表面の変位計測 
藤原幸二*，星野直樹*，伊東一典*，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 

Displacement measurement on body surface for abdominal breathing of the singing using multiple round marker 

Koji Fujihara*，Naoki Hoshino*，Kazunori Itoh*，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、歌唱やスポーツなど呼吸の評価が必要な場

面において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、現在の多くのシステムは被

験者を拘束するために、安静時以外の動作を伴う呼

吸情報計測では、正確な測定が行えない場合がある。 

本研究では、非拘束で歌唱時の腹式呼吸による局

所的な体表面の変位が計測できるようなシステム

を検討している。すでにデジタルカメラによるマー

カ画像を用いて、体表面の変位をピクセル数の変化

から計測できることを確認している２）。そこで、

連続的な呼吸情報を得るためにデジタルビデオカ

メラを用いた動的計測を試みた。本報告ではビデオ

カメラの画素数を補い、局所的な計測を可能とする

ために多重円形マーカを採用した。始めに、歌唱時

の腹式呼吸について正面からの撮影により前後方

向の変位計測が可能なことを見出した。次に横から

の撮影での計測と比較を行い、さらにXY平面座標

から局所的な変位計測を検討した。 

2. 歌唱時における変位計測 

腹式呼吸では横隔膜などの動作に伴い体表面が

変位するが、特に前方の「へそ」を中心とした腹部

の直径 10cmの円周内で変位が大きく、最大吸気時

と最大呼気時の間で約 2cmの変位量を確認してい

る２）。そこで、腹式呼吸動作を測定するための画

像マーカの有効性を確認するために、約 2mmの局

所的な変化まで捉えられる図 1 に示すような直径

10cm,7cm,4cmの多重円形マーカを採用した。 

その撮影には、ビデオカメラ DCR-TRV20

（SONY、動画時有効画素数約 70 万）を使用し、

マーカとの距離は多重円形マーカが撮影範囲の縦 

 
図１ 多重円形マーカ 

約 16cm、横約 22cm に入るように 30cm と設定し

た。また、連続したマーカ画像データを PC に取り

込み、画像編集ソフト（WinDVD Creator2）で画

素数 320×240 の静止画に変換する。その際、最大

で 1 秒間に 20 枚の静止画を得ることができるが、

ここでは歌唱時における普通から比較的ゆっくり

した腹式呼吸（約 3 秒から約 6 秒）を対象としてい

るので、吸気時（休符記号の位置）は 1 秒間に 6

枚の静止画で、その他は 1 秒間に 3 枚の静止画で解

析を行う。 

被験者は、図１のような「へそ」を中心とした位

置に多重円形マーカを描いた密着する服(UNIQLO、

BODYTECH)を着て、マーカから 30cm 離れたビ

デオカメラの前に立ってもらった。そして図２の

MIDI で作成した曲「翼をください」を母音/a/で歌

ってもらい、その際の体表面の変位を計測した。 

図 3(a)(b)に縦、横のピクセル数変化を示す。右

側の数字は最大吸気時と最大呼気時のピクセル変

化から前後方向の変位量に換算した平均値である。 

 

図２ 呼吸計測用譜面「翼をください」 
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（a）縦の変化 

 
（b）横の変化 

図３ 歌唱時における各マーカのピクセル変化 

縦と横のピクセル数の変化に差がない結果とな

った。直径 10cm に比べ 4cm,7cm の変位量が大き

いことから体表面の変位によって大きく角度差が

生じ、呼気時は平面である腹部が吸気時は立体に変

化することがわかる。 

3. 横方向からの撮影での計測による比較 

腹部を横方向から撮影し、ピクセルの座標移動か

ら前後方向の変位の計測を行い、正面から撮影した

結果と比較した。撮影距離は「へそ」から左方向に

30cm 離れた位置とし、撮影箇所は「へそ」と、そ

の上と左それぞれ 5cm離れた位置の 3箇所とした。

前方を正、後方を負とし、結果を図４に示す。 

どの位置でも約 2cm の変位量が確認でき、正面

の撮影の時とほぼ同じ結果を示すことができた。ま

た、「へそ」の上部で変位が大きく現れたのは横隔

膜の動きに大きく影響されていると考えられる。 

4. 歌唱時における体表面の XY 平面変位 

マーカの直径のピクセル変化では得られなかっ

た局所的な変位を、多重円形マーカ上の点の座標移

動から、XY平面上で計測した。図１における10cm、

7cm、4cm の各マーカの上下左右、その間の斜め方

向を加えた８方向のそれぞれの点が呼吸によって 

 
図 4 横からの撮影での前後方向の変位計測結果 

 
図５ XY 平面変位分布図 

変位する様子をXY座標の分布図として示した結果

が図５である。 

4cm より 10cm のほうが変位の分布が広いこと

から「へそ」から離れた位置のほうが XY 平面の変

位は大きいといえる。特に「へそ」の下部より横隔

膜に近い上部で変位が大きいことが確認でき、横か

らの撮影の時と同様の結果を得ることができた。 

5. まとめ 

非拘束型呼吸情報の計測を目指し、多重円形マー

カ画像を用いて呼吸による体表面の変位を計測し

た。歌唱時における動態計測が可能であることから、

歌唱経験者の呼吸動作と比較することや上達への

評価にも適用できるのではないかと考えられる。 

参考文献 

１）中島真人、非接触無拘束呼吸モニタリング装置の開

発と応用、計測と制御、44,3,185-190(2005). 

２）藤原、平林、伊東、米澤、橋本、浅沼、荒井、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、

第４回日本生体医工学会甲信越支部長野地区シンポ

ジウム講演論文集、31-32(2006). 
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三次元ＣＡＤを用いた人面マスクの作成方法 

宮澤秀輔*, 山崎保載*, 小野信幸*, 橋本稔** 

*長野高専電子制御工学科, **信州大学繊維学部感性工学科 

 

The creation of human face mask using 3-dimensional CAD 

Syusuke MIYAZAWA*, Yasunori YAMAZAKI*, Nobuyuki ONO*,  Minoru HASIMOTO** 

*Department of Electronics and Control Engineering, Nagano National College of Technology 

**Faculty of Textile Science and Technology, Shinshu University 

 

1.1.1.1.目的目的目的目的    

  近年、人間とのコミュニケーションを目的とし

た、いわゆるパーソナルロボットが開発され、社

会の期待を集めている。これらのロボットは少子

高齢化していく日本において、今後ますます発展

していくと予想される。ここで、人間とコミュニ

ケーションをとる際、顔の表情は最も感情や情緒

を表現できる要素であり、ロボットを社会に溶け

込ませるために不可欠である。本研究では、信州

大学繊維学部の橋本研究室と共同で、顔の表情を

再現するロボットを開発する。本研究室はその基

礎となる三次元ＣＡＤモデリングを利用して、ロ

ボットに使用するマスクを作製することが目的

である。 

 

2. 2. 2. 2. 顔形状顔形状顔形状顔形状ののののモデルモデルモデルモデル化化化化    

マスクは液状材料を用いて作成する。 

 人物の顔形状を再現した“凸型”“凹型”を作成

しそこへ材料を流し込む。型を作るために三次元

CADを用いて、設計を行う。 

 実在の人物の顔形状から型を作成するまでの

過程として、以下の三つのプロセスを経る。 

（ⅰ）顔の三次元計測 

（ⅱ）顔サーフェスの作製 

（ⅲ）顔型の作成 

 

2.1 2.1 2.1 2.1 顔顔顔顔のののの三次元三次元三次元三次元計測計測計測計測    

対象人物の顔面の起伏を、データとして取得

する。三次元計測器には接触式と非接触式があ

るが、対象が人間であり接触式では測定に苦痛

が伴うため、今回は非接触式を採用した。 

2.2 2.2 2.2 2.2 顔形状顔形状顔形状顔形状サーフェスサーフェスサーフェスサーフェスのののの作製作製作製作製    

取得したデータは、顔面の起伏という連続し

たデータを、座標点の集まり（点群）という離

散データで表現している。このデータを利用し

て顔の形状を再現するサーフェスを作成する。 

図 1 に、点群データからサーフェスを作る過程

を示す。 

① 面は、点が３個あれば作ることができるこ

とを利用して、三角形面張りをしたポリゴ

ンを作成する。 

② ポリゴン形状を滑らかなサーフェスにす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

図１の（ａ）において取得した点群データに

は余分な形状のデータ（対象の背後の壁、着て

いた服の形状等）も含まれているため、ある程

度“間引いた”状態にする。しかしその過程で、

本来必要である形状のデータまで失ってしまう

ことなどがある。（図２（a））そのような個所の

穴埋め等をすることにより正しい形状（図２

（b））に修正する。 

 

 

 

図１ サーフェス作製過

(a)点群データ (c)サーフェスデータ (b)ポリゴンデータ 

① 

 

② 
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2.3 2.3 2.3 2.3 顔型顔型顔型顔型のののの作製作製作製作製    

 作成サーフェスを三次元ＣＡＤソフトへエク

スポートし、型をモデリングする。 

ＣＡＤソフトは SolidWorks 社製三次元モデリ

ングソフト“SolidWorks”を使用した。 

型のモデリングでは以下のような過程を経る。 

①サーフェスのソリッド化 

②ソリッドモデルを用いた型モデリング 

③アセンブリ 

 

2.3.12.3.12.3.12.3.1 サーフェスサーフェスサーフェスサーフェスののののソリッドソリッドソリッドソリッド化化化化    

まず、サーフェスをソリッド化する作業が必

要になる。 図３に凸型用にサーフェスをソリ

ッド化する過程を示す。 

（ａ）：インポートしたサーフェス。 

（ｂ）：サーフェスの裏側に、基礎ソリッド

をモデリングする。 

（ｃ）：（ｂ）のソリッドとサーフェスを結合

した状態。 

 

 

 

 

 

 

2.3.22.3.22.3.22.3.2 ソリッドモデルソリッドモデルソリッドモデルソリッドモデルをををを用用用用いたいたいたいた型型型型モデリングモデリングモデリングモデリング    

モデリングした型の外観を図４に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.32.3.32.3.32.3.3 アセンブリアセンブリアセンブリアセンブリ    

 型モデルをアセンブリすることで、型とし

て必要な機能の設計を行う。 

① 凸型・凹型のクリアランス 

② 両型の位置決め 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.3.造型造型造型造型    

 三次元プリンタにて型を造型する。丸紅ソリュー

ション株式会社製３Ｄプリンタ“dimension”を使

用した。 

造型方式は“熱溶解積層法”と言い、材料となる樹

脂をヘッドで軟化させ積み上げていく方法である。 

図６に作成した型を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.4.4.マスクマスクマスクマスクのののの作成作成作成作成    

 完成した型を用いてマスクを作成する。（図７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.5.5.まとめまとめまとめまとめ    

    以上、本研究の工程にて、人面マスクを工業的な

プロセスにて作成することが確認できた。 

図２ 穴埋め 
(a)修正前 (b)修正後 

（a） （b） （c） 

図３ ソリッド化過程 

凸 凹

図４ 凹型・凸型モデ

凸型 凹型 

図６ 完成した型 

図７ マスクの作成 

凹型 

凸型 

図５ アセンブリ断面図 
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夜間睡眠中における生体信号の計測 
坂口正雄＊，小松 徳幸＊＊，中村 利治＊＊，大橋俊夫＊＊＊ 

＊(株)スキノス 東御研究所，＊＊(株)丸八真綿，＊＊＊信州大学医学部器官制御生理学 

The measurement in the sleep of the biomedical signal 
Masao SAKAGUCHI＊，Tokuyuki KOMATSU＊＊，Toshiji NAKAMURA＊＊  and Toshio OHHASHI＊＊＊  

＊Skinos Co.,Ltd., ＊＊Maruhachi-Mawata Co.,Ltd., ＊＊＊Shinshu University   

 

1. はじめに 

我々は、従来から発汗、呼吸、心拍、皮膚電位、

筋電位といった生体信号に着目した計測器の開発を

行ってきた。今回、開発機器を用いて温風あるいは

涼風を送風できる敷き布団の評価の中で夜間睡眠中

の生体信号の計測を行った。 

2. 睡眠中の生体情報を獲得するための計測シス

テム 

人生の三分の一を占める睡眠は、健康の基本中の

基本である。すなわち、人生の三分の一は布団の中

といっても過言ではないことから、よりよい睡眠を

獲得するための布団の開発が望まれる。寝心地よい

布団の開発には生体情報を獲得するための計測シス

テムが必要不可欠である。 
本実験における評価システムの概要図を図 1 に示

す。同図において、発汗計 (1)、呼吸計、心拍計、皮

膚電位計、筋電位計、計測データ集積用 A/D変換器

ならびにデータ解析ソフトウェアは我々の開発製品

である。 
温 風あ る い は涼風を 送風で き る敷き布団

(HOTAIR 丸八真綿)（２，３）の主な仕様を表１に示す。 
表１ 敷き布団(ユニット)の主な仕様 

 
図１ 睡眠中の生体情報を獲得するための計測システム 

筋電位計 
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図２ 睡眠時の布団温度・湿度、大腿部発汗量、皮膚電位変化（2007.1.10－11） 

 

図３ 睡眠時の側頭筋電位、大腿部発汗量、呼吸変化（2007.1.10－11） 

 

3. 夜間睡眠中の生体信号の記録 

 夜間睡眠中の寝心地評価のために左大腿部の発汗

量、左手掌部の皮膚電位を測定した(図２)。図３は、

睡眠中の歯ぎしり、噛みしめ評価のために左側頭筋

電位を測定し、同時にエアーバックセンサ(スキノス 

SK-01) を腹部に装着して呼吸状況を記録した。ま

た、目を覚ました折には左手でイベントスイッチを

押して覚醒モニタを行った。 
入床と同時に布団の温風スイッチを投入した。布

団の送風口の温度は最初の 1 時間は 45.5℃その後 3
時間 36.5℃、残り 1 時間は 39℃に設定される。こ

の経過は布団温度、湿度の記録(図 2)からも把握でき

る。23 時 30 分頃皮膚電位は覚醒方向を示し、呼吸

振幅も大きく、咬合活動も活発である。バースト的

な発汗が数回惹起されていることもあり、寝心地の

主観評価は良くない。呼吸データを詳細に観察する

と 5 時 14 分頃約 10 秒間の無呼吸が認められた。 

4. まとめ  

夜間睡眠中における、①寝心地評価のための発汗

量、②睡眠状況を把握するための皮膚電位、③歯ぎ

しり、噛みしめを計測するための側頭筋電位、④睡

眠時無呼吸把握のためのエアーバックセンサによる

呼吸といった生体信号の測定例を紹介した。 

 

参考文献  
(1) 坂口正雄 ,黒田地弘他：換気カプセル方式による

発汗・蒸散計の開発－局所発汗量と蒸散量の同
時計測－ .信学技報 MBE2006-55,pp65/68,2006 

(2) 坂口正雄 ,小松徳幸他：温・涼風敷布団とその寝
心地評価 .信学技報 MBE2006-54,pp61/64,2006 

(3) 坂口正雄 ,小松徳幸他：温・涼風敷ふとんの評価
－睡眠時の発汗量、皮膚電位、心拍数の記録－ .
計測自動制御学会中部支部シンポジウム 2006
講演論文集,pp132/134,2006 

２１：００  １：００  ５：００  

２２：００  １：００  ３：００  ５：００  
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根組織インピーダンスの周波数特性および温度と光による影響 
野呂 憲司，松田 真一郎，田中 京子，矢嶋 征雄，山浦 逸雄 

信州大学繊維学部 

Frequency Characteristics of Root Tissue Impedance, and Influences of Temperature and Light on 
the Tissue Impedance 

Kenji Noro，Sinichiro Matsuda，Kyoko Tanaka，Masao Yajima, and Itsuo Yamaura 

Faculty of Textile Science & Technology, Shinshu University 

 

1. はじめに 

現在，地球温暖化防止策として，植林などの緑化活動

による緑地面積の増加が必要とされている．緑化支援基

礎研究として，根接地インピーダンスの測定による植物

の根の状態モニタリングが提案されている 1)．従来の研

究は，特定の周波数で行われてきたが，根接地インピー

ダンスの周波数特性の概要も知る必要もある．また，温

度や光による影響も把握せねばならない．屋外実験と環

境要素の変化を限定した屋内実験を行い，根組織インピ

ーダンスがどのような影響を受けているかその概要を考

察する． 

 

2. 実験材料および実験方法 

本研究では，屋外実験と屋内実験の２種類の実験を行

う．屋外実験における根接地インピーダンスの測定対象

は，本学部附属農場で栽培したケナフ（ Hibiscus 

cannabinus），屋内の根組織インピーダンスの測定は，鉢

植えのパキラ（Pachira glabra）を対象とした．ケナフの

根元直径は，測定時の 2006 年 10 月に約 3 cm，高さ約 2.5 

m である．パキラの根元直径は約 5 cm，高さ約 30 cm で

ある．測定にはインピーダンスメータ（HIOKI:3532）を

使用し，Fig.1 に示す 4 電極法を用い，ケナフの根接地イ

ンピーダンスを，またパキラについては鉢内に同様な電

極配置を行い，根組織インピーダンスを測定した．根接

地インピーダンスには，抵抗成分と容量成分があること

がわかっている．電気的等価回路を CR 並列回路と仮定

し，抵抗 Rp と容量 Cp を測定した．測定周波数は 50 Hz

から 1 MHz まで 42 点，全点の測定には約 1 分を要する．

Cole-Cole プロットを描き,ケナフの根接地インピーダン

スの周波数特性を得る．また，屋内実験のパキラでは温 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1  4 電極法による根接地インピーダンス測定法 

 

度による変化を知るために，温湿度ロガー（HIOKI:3641）

により温度も同時に 10 分間隔でモニタリングする．さ

らに，光の影響についても知るため，測定温度を約 20 ℃

一定とし，明，暗２つの条件下で測定を行う．明条件の

明るさは約 10,000 lx，暗条件は約 0 lx とした． 

 

3. 実験結果および考察 

Fig.2 に，2006 年 10 月および 12 月に測定したケナフの

Cole-Cole プロットを示す．一般に，CR 並列回路の

Cole-Cole プロットは半円となるのに対し，結果では大き

な歪がみられ明瞭な半円とはならなかった．大地および

植物固有の特性が入っているものと考えられる．次に，

大地の影響を除くため，屋内鉢植えのパキラで実験を行

った．とはいえ，まだ根の回りには土壌があるので，完

全に土の影響を除去できるわけではないが，主に根組織

のインピーダンスがとらえられるものと考えられる．   

Fig.3 に，18.6℃と 28.2℃において測定したパキラの

Cole-Cole プロットを示す．カーブには屋外の結果と比べ

てやや改善がみられるものの同様な傾向がみられた．温 

Z = vEP / i = R + j X 

電

位

V

A 
i 

vEP

C電極 P電極 

T電極

E電極
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Fig.2 ケナフの Cole-Cole プロット 

 

度が高いと，近似円弧半径には減少がみられた．これは，

温度が高いと組織内の水分量が増加し電気伝導性が増加

するので，Rpが減少するものと考えられる． 

Fig.4 に,パキラの Cp，Rp の温度変化に対する結果を示

す（測定周波数 100kHz）．鉢を，スチーム暖房のある部

屋の窓辺に，晴天の続いた 3 日間放置し，部屋の温度変

化に対する影響をみたものである．日中窓から差し込む

太陽光の明るさは 20,000 lx 以上であった．暖房と日差し

によって室温が上昇するにしたがい，Cp は増加し反対に

Rp は減少した．測定対象のパキラは，もともと熱帯の植

物であるため，低温域（20 ℃付近）と比べて，高温域（30 ℃

付近）における生理活動は活発になると考えられる．植

物が活性化している状態では，細胞の膜障壁機能も活発

化しているため，膜容量も大きくなると考えられる．よ

って，Fig.4 に示すように，温度上昇にしたがって Cp の

値が大きくなると考えられる．同様に，活性化すること

によって，組織内の水分量が増加し Rpが減少すると考え

られる．この結果では，温度と光の影響が重畳している

ので，次ぎに温度を一定にして，光だけの影響をみる実

験を行った．  

Fig.5 に，光の影響によるパキラの Cp，Rp の変化を示

す(測定周波数 100 kHz）．この実験では，保温箱内の温度

を約 20 ℃に保ち，明暗条件を設定してから 3 時間経過し

た後に計測を開始した．この開始時刻が Fig. 5 の原点の

時刻 11:30 となっている．Cp についてみると，暗条件で

は大きな変化は見られなかったのに対し，明条件では

徐々に増加した．Rp については，明条件では減少，暗条

件で増加した．これは，暗条件と比べて，明条件の方が

より活発に生理活動を行うためだと考えられる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 温度変化における Cole-Cole プロット 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4 パキラにおける Cp，Rpの変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig.5 光の影響によるパキラの Cp，Rp の変化 

 

4. まとめ 

 根組織インピーダンスの周波数特性および温度と光に

よる影響の概要を考察した．温度や光の変化に対する根

組織 Cp，Rpの変化を見出すことができ，植物の活性状態

の指標となり得ることが示唆された．今後，これら指標

の定量的な把握が必要である．  

最後に，野外実験にご協力をいただいた繊維学部附属

農場技術職員の皆様に深謝いたします． 

 

参考文献 

1)山浦逸雄,田中京子,高橋伸英,矢嶋征雄：“植物の根の接

地インピーダンスに関する研究”,信学技報, MBE2006 

-39, pp. 1-4(2006-09). 
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