第６回
日本生体医工学会学会甲信越支部
長野地区シンポジウム
講演論文集

期日：平成 20 年 3 月 4 日(金)
会場：長野高専地域共同テクノセンター
長野市徳間７１６
主催：日本生体医工学会甲信越支部長野地区
共催：長野高専地域共同テクノセンター
長野高専技術振興会
協賛：計測自動制御学会中部支部

第６回 日本生体医工学会甲信越支部 長野地区シンポジウム
プログラム

開催日時：2008 年 3 月 4 日
会

場：長野高専地域共同テクノセンター

主

催：日本生体医工学会甲信越支部長野地区

共

催：国立長野高専地域共同テクノセンター，長野高専技術振興会

協

賛：計測自動制御学会中部支部

■口頭発表（発表 12 分、質疑応答 3 分）
□セッション１(12:30-13:30) 座長 小林俊一(信州大学繊維学部)
1：耳介における音波の反射モデルに基づく正中面 HRTF と耳介形状との関連性について
○丸山喜市，伊東一典*，香山瑞恵*，為末隆弘*，橋本昌巳*
信州大学大学院工学系研究科，*信州大学工学部
2：有意味・無意味騒音が精神作業者に及ぼす影響の脳波を指標とした定量評価に関する研究
○高橋広樹，経塚直美*，為末隆弘*，伊東一典*，橋本昌巳*，香山瑞恵*
信州大学大学院工学系研究科，*信州大学工学部
3：事象関連電位 P300 の導出のための気導・骨導聴覚刺激の検討
○舟橋靖貴，小坂将悟，千島 亮*，荒井善昭**，為末隆弘***，香山瑞恵***，
橋本昌巳***，伊東一典***
信州大学大学院工学系研究科，*信州大学医学部保健学科，
**長野高専電子情報工学科，***信州大学工学部情報工学科
4：仮想透明文字盤入力システムの虹彩中心検出精度の改善
○大西純平，為末隆弘*，香山瑞恵*，橋本昌巳*，伊東一典*
信州大学大学院工学系研究科情報工学専攻, *信州大学工学部情報工学科
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□セッション２(13:40-14:40) 座長 小野伸幸(長野高専)
5：根インピーダンスの光応答について
○松田真一郎，白井瑛一，野呂憲司，田中京子，矢嶋征雄，山浦逸雄
信州大学繊維学部
6：周波数による根接地インピーダンスの日変化の違い
○白井瑛一，松田真一郎，野呂憲司，田中京子，矢嶋征雄，山浦逸雄
信州大学繊維学部
7：可動吸口方式による壁際掃除ロボットの開発
○松本 啓佑，田中京子，山浦逸雄
信州大学繊維学部
8：圧電素子を用いた毛髪駆動機構
○小林俊一，植田恭弘，森川裕久，藤井敏弘
信州大学繊維学部

□セッション３(14:50-15:50) 座長 荒井善昭(長野高専)
9：植物の生育診断のためのバイオ・スペックル計測システム
○国本真典，松尾 司，一色 純，石澤広明
信州大学繊維学部システム工学科
10：多重反射赤外分光による血糖値非侵襲計測
○室 明伸，石澤広明, 本田和也，斎木富士男
信州大学繊維学部
11：光学的手法による呼吸情報計測の基礎的研究
○浅沼和志，蛭川祐樹*，伊東一典*，橋本昌巳*，香山瑞恵*，為末隆弘*
長野県工科短期大学校，*信州大学工学部,
12：カーボンナノチューブを利用したハイパーサーミア
○中山英俊，飯塚雅人，齊藤直人*，遠藤守信*
長野工業高等専門学校電子制御工学科，*信州大学
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■特別講演(16:00-17:00)

「脈波伝播速度とレオロジー」
信州大学医学部保健学科検査技術科学専攻 牛山喜久 教授
司会 小野伸幸(長野高専)
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耳介における音波の反射モデルに基づく正中面 HRTF と耳介形状との関連性について
丸山 喜市*，伊東 一典**，香山 瑞恵**，為末 隆弘**，橋本 昌巳**
*信州大学大学院工学系研究科，**信州大学工学部

A Consideration of the Relation between Median Plane HRTFs and the Pinna Shape
Based on the Sound Reflection Model of the Pinna
Kiichi MARUYAMA*，Kazunori ITOH**，Mizue KAYAMA**，Takahiro TAMESUE**，Masami HASHIMOTO**
*Graduate School of Science and Technology, Shinshu University，**Faculty of Engineering, Shinshu University

1.

はじめに

人は耳に入る音の特性を利用して音源の方向を
知ることが出来る．その特性は頭部伝達関数(Head
Related Transfer Function : HRTF)と呼ばれている[1]．
HRTF が分かれば，音源の信号と HRTF を利用して
左右の耳に届く音を作ることが出来る．HRTF には
個人差があるため各個人に対して，すべての方向で
HRTF を測定しなければならない[2]．近年，HRTF
技術の実用化や効率化の観点から，これらの個人差
を考慮した汎用 HRTF の検討[3]や，人体形状から
HRTF を推定する方法の開発[4]が求められている．
本研究は，正中面の音像定位に寄与する耳介形状
から HRTF を推定し，その結果を考慮できる汎用ダ
ミーヘッドの設計を目指すものである．本稿では，
耳介における音波の反射モデルに基づく正中面
HRTF と耳介形状との関連性について述べる．

2.

図2

特徴 A：5kHz から 9kHz にかけて音源方向に依存した
谷の推移が見られるもの．
特徴 B：8kHz 以上の周波数帯において音源方向に依存
しない谷が見られるもの．
特徴 C：3kHz 付近に音源方向に依存しない谷が見られ
るもの．

これらの 3 特徴と，実頭およびダミーヘッドの
HRTF の周波数特性とを比較し，4 種に分けた．

HRTF の測定と
測定と分類

2.1. HRTF 測定システム
被験者実頭による正中面 HRTF を測定するため
に，本研究では被験者の外耳道入口に超小型のマイ
クロホンを取り付けてインパルス応答を測定した．
図 1 に正中面における HRTF 測定システムのブロッ
ク図を示す．本研究では頭部および耳介の影響をよ
り強く取り入れるためにスピーカから外耳道入口
までの距離を 50 cm とした．
2.2. HRTF の分類
本研究では HRTF における周波数特性の谷の分
布に着目し，3 種類の特徴を見出した．図 2 に 3 種
の特徴を含む被験者の HRTF の谷の分布を示す．図
中，緑円で囲んだ箇所が 3 種の特徴であり，他者の
HRTF にも共通して見られる．これら 3 種の特徴を
以下に示す．

図1

HRTF における谷の分布の例

分類 1：特徴 A のみが顕著に出現する HRTF
分類 2：特徴 B のみが顕著に出現する HRTF
分類 3：特徴 A，B の両方が出現する HRTF
分類 4：特徴 A，B，C のすべてが出現する HRTF

3.

耳介形状と
耳介形状と HRTF の周波数特性について
周波数特性について

3.1. 耳介の反射モデル
HRTF に見られる谷は，音源から外耳道入口への
直接波と，音源から耳介を経由して外耳道に到達す
る反射波との干渉によって発生する．この性質を簡
略化したものを，本研究では耳介の反射モデルと称
する．ここでは，HRTF の周波数特性から前述の２
種の波の干渉が生じる波長を求め，反射面の距離と
仮定する．さらに，
外耳道入口に対して
音源位置と点対称と
なる箇所を耳介の反
射面の方向と仮定す
る．耳介に対してこ
れらの数値から求ま
る点をプロットする
ことで，耳介におけ
図 3 HRTF の谷の分布
る音波の反射面が表
と耳介形状の関係
現できる[5]．

正中面 HRTF 測定システムのブロック図
1
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3.2. 耳介形状と HRTF との関係
被験者 4 名（分類 1～4）の耳介形状に対して耳介
の反射モデルを適用した．図 3 に分類 1 の被験者の
例を示す．図 3 から HRTF の谷の分布が耳介内縁や
耳甲介艇に重なっていることが分かる．この傾向は
他の分類の被験者でも同様であった．

4.

HRTF の分類と
分類と音像定位精度と
音像定位精度との関係

2.2 で示した HRTF の特徴が音像定位精度に与え
る影響を検証するために，4 分類に相当する 4 名の
被験者に対して複数の HRTF（自身の HRTF 含む）
による音像定位実験を行った．
4.1. 実験条件
実験の条件を以下に示す．

図5

における特徴 A をダミーヘッドの耳介形状にプロ
ットすると図 6 のようになる．耳介形状と HRTF の
谷とが後方から下方にかけて重ならないことが分
かる．4.2 ではダミー
ヘッドの HRTF によ
る定位精度が低くな
っていたが，特徴 A
をダミーヘッドの耳
介形状に反映させる
ことで，この HRTF
による定位精度が向
上する可能性が指摘
図 6 特徴 A の反射モデ
できる．
ルとダミーヘッドの耳介

実験場所 ：防音室
提示音
：ホワイトノイズ断続音(HRTF 付加)
被験者
：聴力正常な 20 代男性 4 名
音源方向 ：正中面 90°，60°，30°，0°，-30°，-60°
試行回数 ：各試験音につき 5 回
H RTF
：分類 1-1(実頭)，分類 1-2(ダミーヘッド高研 SAMRAI)，分類 2(実頭)，分類 3(実
頭)，分類 4(実頭)
ヘッドホン：フルオープン型(SONY MDR-F1)

なお，実験の開始前に各試験音とその方向との対
応関係を確認させた．
4.2. 実験結果
図 4 は音像定位実験の結果から，定位角度に対す
る回答角度の誤差を求め，その絶対値の平均を比較
した図である．また，＊印は当該 HRTF が被験者の
ものであることを示している．
この結果から他者の HRTF を利用しても被験者
本人の HRTF と同程度の音像定位が得られる可能
性を見出した．また，ダミーヘッドの HRTF ではす
べての被験者において定位精度が低くなっていた．
4.3. 考察
4.2 の結果から被験者毎に，定位精度の高い 2 種
の HRTF における 2.2 に示した 3 種の特徴の影響を
整理した．結果を図 5 に示す．ここでは，ある HRTF
の分類に含まれる特徴に対して，総和が１となるよ
うな重みを仮定し，その重みの総和をバブルの直径
として相対的に示している．また，図中の四角はそ
れぞれの分類が有する特徴を示している．
この図から，HRTF における特徴 A が被験者の
HRTF の分類によらず正中面の音像定位の精度を高
くする要因となっている可能性が見出せる．HRTF
150

回答誤差 [°]

120

分類1-1
分類3

分類1-2
分類4
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本研究では，HRTF の大きな特徴である周波数特
性の谷に着目し，音源方向との関係から 3 つの特徴
を見出した．また，
耳介の反射モデルを用いて HRTF
の谷の分布が耳介形状と関連することを示唆でき
た．さらに，従来は被験者実頭の HRTF が最良であ
ると考えられていたが，他者の HRTF でも音像定位
が可能であること，および，その HRTF の特徴を示
すことができた．詳細については今後，被験者数を
増やし傾向を観察していく．
音像定位実験ではダミーヘッドの HRTF による
音像定位精度が悪かった．
今後，特徴 A を含む HRTF
を得ることができるダミーヘッドの設計へと発展
させたい．
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有意味・無意味騒音が精神作業者に及ぼす影響の脳波を指標とした定量評価に関する研究
高橋 広樹*，経塚 直美**，為末 隆弘**，伊東 一典**，橋本 昌巳**，香山 瑞恵**
*信州大学大学院工学系研究科，**信州大学工学部

Study on quantitative evaluation for influence of meaningful or meaningless noise
on participants during mental tasks using electroencephalogram
Hiroki TAKAHASHI*, Naomi KYOZUKA**, Takahiro TAMESUE**, Kazunori ITOH**,
Masami HASHIMOTO**, Mizue KAYAMA**
*Graduate School of Science and Technology, Shinshu University, ** Faculty of Engineering, Shinshu University

1.

はじめに
一般に記憶や計算等の精神作業を行う場合，騒音

の存在により，うるささに対する心理的印象が変化
し，作業成績が低下することはよく知られている．
その影響は，ホワイトノイズやピンクノイズ等の無
意味騒音の場合よりも音楽や会話等の有意味騒音
の場合の方が大きい[1]．本研究では，脳波を指標と
して精神作業時に存在する有意味騒音や無意味騒
図 1：測定システムの概要

音の影響を調べ，これらとうるささに対する心理的
印象や作業成績との関連性について検討したので，

実施した．図 1 の通り，導出電極と設定は，皮膚処

それらの結果を報告する．

2.

理後，Ag-AgCl 小型皿電極を国際 10-20 計測法に準

実験の
実験の概要

拠して実施した．誘発電位計測装置(日本光電

精神作業時に有意味騒音または無意味騒音を提

MME-3116) か ら の 出 力 信 号 を デ ー タ 収 録 ボ ー ド

示した場合の作業者の脳波の変化を調べた．知的精

DAQpad-6016 (National Instruments)により，サンプ

神作業として数字プローブ作業を用いた．これは，

リング周波数 1k Hz，量子化ビット数 16 bit で PC

数字からなる系列とプローブとしての一つの数字

に取り込んで解析検討した．

が提示され，その系列の中からプローブと同じ数字

さらに， 15 分間の作業後に騒音に対してどのよ

の次の数字を再生するものである．課題はヘッドホ

うな心理的印象をいだいたかを 7 段階にカテゴリ

ンにより音声で提示した．一般的に精神作業は長時

化された尺度を用いて調査し，作業成績として正答

間にわたって行われるものであるが，被験者への負

率と，プローブ提示時間から被験者が回答するまで

担等を考慮して作業時間を15分とした．被験者は有

の反応時間を測定した．これらの条件で聴力正常な

意味騒音または無意味騒音下で上記の作業を行っ

20 歳代の男子 3 名の被験者について測定を行った．

た．有意味騒音として実際の会話を事前に収録した

3.

音声を用いた．無意味騒音としてCDに収録されて

結果および
結果および考察
および考察
測定した各部位について 15 分にわたって脳波の

いる音声の平均的な周波数特性をもつ擬似音声騒

パワースペクトル解析を行った．それらの結果の例

音 [2] を用いた．騒音の時間平均音圧レベル値を約

として各騒音条件下での被験者 3 名（A，B，C）の

50 [dB] に設定した．また，騒音を提示しない場合

脳波のパワースペクトルを図 2，図 3 および図 4 に

も実施した．

示す．被験者 A については騒音なしまたは無意味

脳波測定はシールドルーム内の安静椅子座位で

騒音下において，約 7Hz 付近にピークが現れたが，

3
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騒音の有意味・無意味性が作業者に及ぼす影響を

図 4：Fz のパワースペクトル（有意味騒音）

調べるために脳波を指標とした定量評価を試みた．

有意味騒音下では見られなかった．精神集中時には

その結果，有意味・無意味性の違いにより，前頭正

前頭正中部で 6～7Hz のθ波が出現することが報告

中部におけるθ波出現に差異が見られ，知的精神作

されており[3]，有意味騒音下では騒音なしまたは無

業への集中や没頭と関係している可能性があるこ

意味騒音下に比べて作業への集中が低下していた

とがわかった．しかし，上記の結果は個人差による

と考えられる．しかし，被験者 B，被験者 C につい

影響が大きく，作業の難易度，熟練度，作業への動

てはθ波の大きな変化は見られなかった．性格など

機づけなどによっても変化すると思われる．今後は

の個人差，作業に対する動機，作業の種類，難易度，

これらの影響について詳細に検討するとともに，他

熟 練 度 に よ っ て も Fm θ 波 (Front midline theta

の生理学的指標も含めて考察する．
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事象関連電位 P300 の導出のための気導・骨導聴覚刺激の検討
舟橋 靖貴*，小坂 将悟**， 千島 亮***，荒井 善昭****，為末 隆弘**，香山 瑞恵**，橋本 昌巳**，伊東 一典**
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An investigation of air and bone auditory stimuli for detection of P300 event-related potentials
Yasutaka Funabashi*，Shogo Osaka**，Makoto Chishima***，Yoshiaki Arai****，
Takahiro Tamesue**，Mizue Kayama**，Masami Hashimoto**，Kazunori Itoh**
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，**** Nagano National College Technology．

1.

50dB 一定とした．また，骨導での測定時には，外

はじめに

耳道からの骨導音の混入を防ぐために耳栓を用い

近 年 ， 脳 波 を 利 用 し た BCI （ Brain-Computer
Interface）の研究が盛んに行われてきている

1，2)

た．導出した脳波を頭皮に装着した Ag-AgCl 皿電

．

極（日本光電：NE-121B）から脳波計に取り込む．

我々は，聴覚刺激によって導出される事象関連電位

導出電極位置は国際 10-20 法に準拠し正中中心部

（Event Related Potential:ERP）P300 の最適刺激条件
について検討を行っている 3)．今回,一般的に用いら

Cz とした．雑音除去のための帯域フィルタは低域

れるオドボール課題 4)ではなく，単一刺激によって

で 0.5Hz，高域で 50Hz のカットオフ周波数に設定
した．加算回数は 20 回，サンプリング周波数は

導出される P300 の振幅に着目し，聴覚刺激音の周
波数について検討した．また，これまで試みの少な

500Hz とし，取り込んだ波形データを PC によって

い骨導刺激についても，気導刺激と同様の周波数で

解析した．被験者は 20 代健常者 4 名で，シールド
ルーム内の安静椅子座位で行った．

検討を行ったので報告する．

2.

P300 の導出
図 1 に誘発脳波測定システムの概略図を示す．脳

3.

実験結果

3.1.

気導聴覚刺激
気導聴覚刺激

図 2（a）に一例として被験者 A の気導聴覚刺激

波計（日本光電：MEB-5508）から出力した刺激音

での源波形を示す．測定した各々の周波数で，波形

を，気導ヘッドホン（日本光電：DR-531B-10）と

が似通った特徴を持っており，P300 が導出されて

骨伝導ヘッドホン（TEAC：Filltune HP-F100）を用

いることがわかる．刺激呈示後 250ms から 500ms

いて被験者に聞かせた．刺激音は立ち上がり，立ち

に生じる基線から最大陽性電位までを振幅とし，

下がりともに 10ms，持続時間 100ms のトーンバー

各々の被験者について周波数ごとに表したグラフ

ストである．刺激間隔を 0.5Hz，周波数は 250Hz，

が図 2（b）である．個人によって振幅の大きくな

500Hz，1kHz，1.5kHz，2kHz，2.5kHz，3kHz，5kHz

る周波数に差異が見られる．全体の傾向を見るため

の 8 種類とした．ここで，刺激音の音圧レベルは

に各被験者の P300 の振幅の平均値を求めたものを
図 2（c）に示す．低い周波数や高い周波数で振幅
が小さくなっているのに対して，今回用いた周波数
の中間の周波数帯である 1kHz から 2.5kHz あたりの
周波数で振幅が大きくなっていることがわかる．
3.2.

骨導聴覚刺激
骨導聴覚刺激

図 3（a）に一例として被験者 A の骨導聴覚刺激
での源波形示す．測定した各々の周波数で，波形が
似通った特徴を持っており，P300 が導出されてい
図 1：測定システム
測定システムの
システムの概略図

ることがわかる．各々の被験者について振幅を周波
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図 3：骨導聴覚刺激

数ごとに表したグラフが図 3（b）である．被験者 A

2kHz では振幅が小さくなった．このように気導と

と C では今回用いた周波数の中間の周波数帯で振

骨道聴覚刺激では異なる特性があることがわかっ

幅が大きくなるが，被験者 B と D では逆の特性と

た．今後，さらに被験者を増やし，脳波の特徴と再

なっている．また，全体の傾向を見るために各被験

現性のある安定した導出条件を検証しながら P300

者の P300 の振幅の平均値を求めたものを図 3（c）

を活用した BCI の基礎的な研究を進めていきたい．

に示す．500Hz と 2.5kHz で振幅が大きくなり，1kHz
から 2kHz では振幅が小さくなっていることがわか
1)

る．

4.

まとめ
2)

気導と骨導聴覚刺激における刺激音の周波数を
変化させて，P300 の振幅について検討した．気導・
骨導聴覚刺激ともに P300 の導出が可能であった．

3)

気導聴覚刺激では 1kHz から 2.5kHz で振幅が大きく
なる傾向が見られた．一方，骨導聴覚刺激では

4)

500Hz と 2.5kHz で振幅が大きくなり，1kHz から

6
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仮想透明文字盤入力システムの虹彩中心検出精度の改善
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Improvement of detection methods for iris center in the eyes transfer communication system using a virtual transfer display panel.
Jyunpei Ohnishi*, Masami Hashimoto**, Kazunori Itoh**, Mizue Kayama**, Takahiro Tamesue**
*Graduate school of Science and Technology, Shinshu University
**Faculty of Engineering，Shinshu University

1.

はじめに

重度の障害者のコミュニケーションツールのひ
とつとして透明文字盤がある。これは介護者が五十
音などを書いた文字盤を挟んで障害者と対面し、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
視線が合う状態にする。このとき、両者の視線上に
ある文字を読み取ると言うものである。
この方式に基づいたこれまでの我々のシステム
では正確な虹彩位置を取得しきれず、1 文字を選択
するのに 20 秒近い時間を要した[1]。そのため本報
告では虹彩位置の正確な取得によるスムーズな文
字選択を目的とした。

2.

3.

虹彩位置検出方式の
虹彩位置検出方式の改善

3.1.

虹彩中心検出範囲の限定

視線検出のために、図 2 のような右目画像を用いて
虹彩の中心を検出していたが、目頭、目尻の陰影など
の影響で、虹彩中心の誤検出が見られた。誤検出の
頻度が高いと、文字盤の移動が不安定になり、所要時
間が伸びるだけでなく、利用者の使用感も低下する。
今回は、目頭、目尻の影響を低減する目的で、二値化
画像における縦横方向の画素数総和を求め、概ねの
虹彩の位置を限定した後、ハフ変換による虹彩中心検
出を行うこととした。
範囲の限定方法は次のとおりである。二値化画像の
画素数を元にＸ軸Ｙ軸両方のヒストグラムを作成する。
画素数の最も多い座標(図２.緑線と青線の交点)と虹彩
中心位置の差（τ）がどれくらい離れているか、と言う焦
点から処理範囲を限定すると、虹彩の中心は一辺 2τ
ピクセルの正方形から検出でき、ハフ変換を行う範囲
は 2*(τ+虹彩半径)ピクセルの正方形に限定できる。
そこで図 1(a)の様な 50 音が描かれている文字盤を
画面に表示し、利用者が選択エリアから各種方向を
注視しているときの虹彩の中心座標と画素数最多
座標の関係を調べたところ、個人差はあるものの
τ=7～10 ピクセルである事が分った。

システム構成
システム構成と
構成と原理

2.1. システム構成
本システムでは利用者の視線方向の検出が必要
であるが、それには WEB カメラによる顔画像を用
いている。そのため PC の他には WEB カメラが必
要なだけで、特殊な装置は用いてない。
2.2. 文字入力の原理
画面上に図 1(a)に示したような 50 音が描かれている
仮想文字盤画像を表示し、利用者はこの中の一文字
を注視する。例えば画面上の「あ」を注視している場合、
虹彩画像よりその注視位置を推定し、その文字を画面
中央に設定された選択エリアに近づけるように文字盤
画像全体を動かしていく。利用者が「あ」を見続けると
図 1(b)のように注視位置が選択エリアに収まる状態に
なり、その文字が入力される。

(a)選択エリアと注視位置 (b)透明文字盤画像移動
図 1. 入力文字の判定方法

2.3. 視線方向検出
カメラ画像からの視線方向の推定手順は以下の通り
である。
・ 顔画像から右目画像を抽出する。
・ 画像の二値化、エッジ検出後ハフ変換で虹彩
中心位置を求める。
・ 最初に登録した選択エリア注視時の位置との
関係から視線の方向を推定する。
重度の障害者を対象としているため頭部の動
きは無いものとして、視線のみの計測を行う。
図２. ハフ変換を行う範囲の設定
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3.2.

範囲限定を用いた視線検出実験

画面上に図 3 の 9 方向指標点盤を表示し、利用者
には各方向をそれぞれ注視してもらう。そしてその
ときの眼部画像の虹彩中心の座標と、3.1.の改善後
の注視位置検出方法から導き出された虹彩中心位
置の座標との位置差を測定した。
3.3. 実験結果
図 4 に各点を注視したときに検出された虹彩中心
位置の座標変動を示す。

図 3. 9 方向指標点盤

「2」「4」「5」「6」「8」の各点の虹彩取得の正確さが前
システムに比べ向上し、意図していない方向への文字
盤の誘導が減少するものと考えられる。しかし「1」「3」
「7」「9」と言う斜め方向を見たときの精度は依然低く、こ
れは虹彩が目蓋により潰れてしまうため起きるものと考
えられる。そのため斜め方向の誘導にはハフ変換処理
以外の視線検出の必要性があると考えられる。
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15

10

5

0

1

文字選択実験
文字選択実験

6

7

8

50

9

100

選択時間(s)

40

実験結果

90
範囲限定後文字選択時間
範囲限定前文字選択時間
範囲限定後成功率
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図 5. 各文字の誘導に要した時間と誘導成功率

考察

1 文字の選択に要した時間がハフ変換範囲限定前
の約 20 秒から約 6 秒と減少していることが分かる。懸念
された斜め方向の文字選択時も濃度による検出位置
の限定があるため、文字盤の誘導方向が逆行しないこ
とが選択時間の大幅な減少につながったと考えられる。
また選択成功率がほぼ同じであり、ハフ変換範囲を限
定したことによる劣化は無かった。

5.

5

図 4. 虹彩座標と濃度最高座標の位置関係

図 5 に男性健常者２名の「あ」「お」「や」「ん」の選択
を各文字２０回ずつ試行し、選択の成功率と選択に要
した時間の平均を示した。
4.3.

4

指標点位置

4.1. 実験方法
前述のハフ変換範囲の限定処理を用いることに
より、前システムより高速で正確な文字盤の誘導が
可能になると考えられる。ここではハフ変換範囲を
限定した虹彩検出を用いての文字盤誘導を行い、利
用者の文字選択の成功率と文字選択までに要した
時間を計測し、ハフ変換範囲を限定していない前シ
ステム時のデータとの比較を行う。
4.2.

3

成功率(%)

4.

2

参考文献
[1] 大西純平, 橋本昌巳，伊東一典，香山瑞恵，為
末隆弘“透明文字盤を用いた視線入力システム”計測
自動制御学会中部支部シンポジウム 2007 講演論文
集，2007，ｐｐ127-128.
[2] 辻徳生,柴田真吾,長谷川勉,倉爪亮,“視線計測の
ための LMedS を用いた虹彩検出方法”,画像の認識・
理解シンポジウム(MIRU2004),2004，pp.Ⅰ-684-689.

まとめ

本研究では低コストかつシンプルな視線入力システ
ムの構築を進めている。問題点であった虹彩検出ミス
を、虹彩中心を検出する際の範囲を限定する手順を含
めたことで、高速で安定した視線誘導を可能とした。
今後は連続した入力やアプリケーションとの連携を
実現したい。
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根インピーダンスの光応答について
松田 真一郎，白井 瑛一，野呂 憲司，田中 京子，矢嶋 征雄，山浦 逸雄
信州大学 繊維学部

On Responses of the Root Impedance to Light
Shinichiro Matsuda，Eiichi Shirai，Kenji Noro，Kyoko Tanaka，Masao Yajima，and Itsuo Yamaura
Faculty of Textile Science and Technology，Shinshu University

はじめに

1.

結果および考察

3.

地球温暖化は急務の課題であり，その防止には植

Fig.1 に，ケナフ A，B の 10 月 20 日から 25 日ま

物／森林による二酸化炭素の吸収に期待されてい

で Rp の光 ON，OFF に対する時間応答を示す．Rp

るところも大きい．緑化支援基礎研究のひとつとし

の変化はベースラインに対する比で示した．ケナフ

て，根接地インピーダンスをモニタリングする方法

A は午前 6 時照明 ON，午後 6 時 OFF, ケナフ B の

1)

が提案されている ．これまでに，長時間連続測定

照明パターンは A に対し逆とした．ケナフの応答

による日変化パターンが見出されているが，日変化

パターンは照明パターンと同期した変化を示すこ

現象に影響が大きいと考えられる光に対する応答

とから，明らかに根インピーダンスは光応答を示し

を人工気象室実験下で調べることを目的とする．

ていることが分かる．ケナフ A と B では応答パタ
ーンが逆であるが，これは光の ON，OFF が逆相で
あるためである．すなわち，光の ON で Rp は増加

実験材料および実験方法

2.

し，OFF で減少する．

実験はケナフ（Hibiscus cannabinus）を用いて，

1.2

屋内に設定した人工気象室（サイズ: 2.1×3.3×2.2

ケナフ根Rp(A)
ケナフ根Rp(B)

3

m ）内で行った．室内の温度は空調機によって
変化率 [％]

1.1

21 ℃（± 2 ℃）一定に保たれる．人工気象室内に
は実験ボックスを置き，2 種類の測定が独立並行し

1

する．照明には植物育成用蛍光灯（NEC ライティ

10-25

OFF

10-20

OFF

ON

10-24

0.8

それぞれの仕切り内の照明はタイマーにより設定

ON

10-21

B

10-23

A

10-22

0.9

て行えるようボックス内に光学的仕切りを設けた．

Date [2007 M-D]

Fig.1

ング:BR-HG）を用い，点灯時実験対象の位置での

根の光周期刺激に対する応答

照度は 3000 lx である．測定対象のケナフは附属農
次に，上述の変化パターンが，照明を連続的に

場にて 2007 年 5 月 7 日に播種し，生長したものを

ON または OFF としたとき，どのように変化するか

7 月 1 日に鉢に植え替え，人工気象室内に移し，育

を調べた．Fig.2 に連続的に照明を ON，Fig.3 に連

成し，9 月 25 日から測定を開始した．測定にはイ

続的に照明を OFF としたときの実験結果を示す．

ンピーダンスメータ（HIOKI:3522）を使用し，測定

グラフ内の黄色い部分は照明の ON を示し，無色の

印加電圧 5 V，測定周波数 1 kHz で実験を行った．

部分は OFF 状態を示す．またそれぞれの状態に入

測定間隔は 7 分，24 時間毎日の連続測定，根イン

る前後は，
午前 6 時照明 ON，
午後 6 時 OFF とした．

ピーダンスと共に茎インピーダンスを同時に測定

Fig.2 から，Rp の変化には光の連続照射以前と連続

した．なお，根の電気的モデルは，抵抗 Rp と容量

照射初期の 12 月 13 日までは，周期的変化が確認で

Cp の並列回路と仮定した．

きる．12 月 14 日から光を止めるまで Rp は上昇を続
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けるのみであるが，照射 OFF 後は大きく下降し，

昇し，
午後 6 時の光 OFF では一過性的に減少する．

以後光の ON，OFF と同期して変化している．連続

照明の ON，OFF 時刻の変化率は，根で 0.5 %程度

照射開始から変化パターンが次第に減衰していく

であり，茎では 2 %以下である．明らかに前後の変

のは，根がそれ以前に記憶づけられた内生リズムを

化と比べると大きく変化していることが見られる

消失していくことによると考えられる．また，照射

が，根と茎の変化は逆の方向である．変化のピーク

終了後の下降は，一定条件に順応した根が，急な光

は照明切り換え後の 10 分から 15 分以内にとり，ピ

の変化に大きく反応したためと考えられる．Fig.3

ーク時刻は根と茎でほとんど同じであった．これら

に示す Rp のグラフでも，同様な傾向がみられた．

の変化は，光合成により植物体の水分が根から茎部

連続的な照明の OFF 状態によって根インピーダン

に移動することによると考えられる．

スの周期変化が消失し，その後の照明 ON から光の

1
根Rp光応答変化

照射に同期して変化する．暗条件，明条件を長期に
Rp変化率 [%]

することによって，それ以前の変化パターンが失わ
れると考えられる．また，十分順応した後の光条件
変化に対しては敏感に反応することも確認できる．

-0.5

照明OFF(18:00)

6

4
7000

Date [2007 M-D]

Cp [nF]

5

8000

Fig.4

3
2

6000

茎Rp光応答変化

Rp変化率 [%]

12-19

12-18

12-17

12-16

12-15

12-14

12-13

12-12

12-11

照明OFF(18:00)

2

0

Date [2007 M-D]

Fig.2

根 Rp の光応答変化率

3

1
5000

11-23

11-20

7

11-22

-1
11-21

ケナフ根Rp
ケナフ根Cp

9000

Rp [Ω]

0

8

10000

照明ON(6:00)

0.5

根 Rp の明順応（連続照明 ON）

1
0
-1
-2

Date [2007 M-D]

9000
5
8000

Cp [ ｎＦ]

10000
Rp [Ω]

11-23

11-21

11-20

11000

照明ON(6:00)

-3

ケナフ根Rp
ケナフ根Cp

11-22

10

12000

Fig.5

茎 Rp の光応答変化率

7000

4.

6000

結論

日変化パターンの生じる要因について知るべく，

12-28

12-27

12-26

12-25

12-24

12-23

12-22

12-21

0
12-20

5000

人工気象室を用い，恒温条件下で光照明の ON，OFF

Date [2007 M-D]

Fig.3

根 Rp の暗順応（連続照明 OFF）

実験を行ったところ，根インピーダンスの明瞭な光
応答を見出した．今後，これらの応答を示すメカニ

さらに，光刺激に対する根と茎の Rp の変化率を

ズムについて検討するとともに，植物の根の生理活

調べた．根と茎の間の距離は約 15 cm である．実験

性状態モニタリングへの応用を見出したい．

期間中，照明は毎日午前 6 時に照明 ON，午後 6 時
OFF とした．Fig.4，Fig5 に示す光応答のグラフは，

参考文献

根と茎それぞれの Rp で，前後のデータの差分をと

1 )山浦逸雄,田中京子,高橋伸英,矢嶋征雄：植物の根

り，それら 2 点の平均値で除したものを示す． 根

の接地インピーダンスに関する研究, 信学技報,

Rp の変化率は午前 6 時の光 ON に対し一過性的に上

MBE2006-39, pp. 1-4 (2006).
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周波数による根接地インピーダンスの日変化の違い
白井 瑛一，松田 真一郎，野呂 憲司，田中 京子，矢嶋 征雄，山浦 逸雄
信州大学繊維学部

Difference of Daily Changes in Ground Impedance of Roots by Frequency
Eiichi Shirai，Shinichiro Matsuda，Kenji Noro，Kyoko Tanaka，Masao Yajima，and Itsuo Yamaura
Faculty of Textile Science and Technology，Shinshu University

1.

接地インピーダンスを測定し，ケナフの根接地イン

はじめに
環境問題の一つに地球温暖化があり，防止策とし

ピーダンスとの比較を行った．接地電極には直径 2

て，植物による温室効果ガス吸収を期待した緑化活

mm，長さ 3 cm の真鍮棒を用いた．測定周波数は

動が行われている．そこで，緑化支援基礎研究の一

50 Hz～900 kHz 間の 41 点を対数スケールに設定し，

つとして，根接地インピーダンス測定による植物の

データのサンプリング間隔を 10 分とし，毎日 24
時間連続測定を行った．本研究で使用した測定値は，

状態モニタリングが提案されてきた．本研究では，

降雨またはその影響がなかったときのものである．

植物固有の根接地インピーダンス変化を確認する
ために，測定に使用する被覆導線による測定値への
影響についてチェック，金属棒の接地インピーダン

3.

結果および考察

スと根接地インピーダンスの変化の比較を行う．そ

3.1.

漂遊容量の影響

の上で，根接地インピーダンスの日変化が，周波数

Fig.1 に被覆導線の漂遊容量および測定したケナ

によってどのような違いを示すか，生長過程を通じ

フの容量を示す．低周波域ではケナフの容量と漂遊

て考察することを本研究の目的とする．

容量の値には 2 桁ほど差があるが，周波数が高く
なるにつれ差が少なくなっていくことがわかる．10

2.

kHz 以上では，漂遊容量の大きさが測定したケナフ

実験材料および実験方法

の容量の 10 %以上とはなるが，漂遊容量には周波

測定対象には，信州大学繊維学部附属農場で育成

数特性がほとんど見られないため，この影響につい

し た ヒ マ ワ リ (Helianthus annuus) お よ び ケ ナ フ

ては以下無視する．

(Hibiscus cannabinus )を使用した．2007 年 5 月 7 日

3.2.

に播種したものについて，7 月 10 日から測定を開

ケナフ根接地インピーダンスと金属棒の違い

Fig.2 に 2007 年 11 月 4 日の 10 時と 18 時に測定

始した．測定にはインピーダンスメータ
(HIOKI:3532)を使用し，4 電極仕様によって根接地

70

インピーダンスを測定した．測定対象に取り付ける

60

電極には待針，接地用補助電極には真鍮棒を使用し

被覆導線
ケナフ

50
C p [n F]

た．根接地インピーダンスの等価回路を抵抗 Rp，
容量 Cp の並列回路と仮定し測定した．本研究では，

40
30

植物の日変化パターンを観察するために，ノイズ除

20

去の目的から 5 日間のデータを加算平均したもの

10
0

を用いた．また，測定に使用する被覆導線と大地と

10

100

1k

10 k

100 k

1M

周波数 [Hz]

の間に生じる漂遊容量の周波数特性についても測
Fig.1

定を行った．被覆導線を地面に 10 m 延ばし，2 電
極法により漂遊容量を測定した．さらに，金属棒の

11

ケナフの容量と漂遊容量の比較

10 M
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0.58

インピーダンスの Cole-Cole プロットを示す．金属

0.57

Rp [kΩ]

棒接地インピーダンスは 10 時の円弧に比べ 18 時
の円弧の方が小さくなっているのに対し，根接地イ
ンピーダンスは 10 時の円弧に比べ 18 時の円弧の

25
Rp
Cp

24

0.56

23

0.55

22

0.54

21

0.53

20

方が大きくなっていることがわかる．大地のインピ

0.52

19

ーダンスは，温度と反比例的に変化するため，地温

0.51
0:00

の高い 18 時の方が低くなる．ケナフのインピーダ
ンスは温度と逆の変化を示すことから，単純な温度

6:00

12:00
時間 [h]

ヒマワリ (2007 年 8 月 10 日～14 日)
12

0.29

の低周波域での円弧の折り返しは，電極反応で生じ

Rp
Cp

-Im(Z) [Ω]

た Warburg インピーダンスによるものである．

10

Rp [kΩ]

0.28

10:00
18:00
10:00
18:00

9
8

0.27

7
0.26
0:00

12:00
時間 [h]

18:00

6
0:00

枯死期の Rp，Cp (5 kHz)

ヒマワリ (2007 年 10 月 10 日～14 日)

900 kHz

500

6:00

Fig.4

50 Hz

0

11
Cp [nF]

のと考えられる．また，金属棒接地インピーダンス

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

18
0:00

18:00

枯れ始め時期の Rp，Cp (5 kHz)

Fig.3

依存性はもたず，ケナフ固有の変化を示しているも

金属棒
金属棒
ケナフ
ケナフ

Cp [nF]

した，金属棒接地インピーダンスとケナフの根接地

1000

1500

2000

2500

3000

3500

に反応して移動する際の時間が関係している．β分
散は組織の細胞全体が関係しており，γ分散は水の

Re(Z) [Ω]

Fig.2

誘電分散によるものである．本研究の測定周波数は，

大地とケナフの比較

α分散とβ分散領域にある．5 kHz での測定はβ分

（2007 年 11 月 4 日）

散の範囲内であることから，植物組織細胞全体に関
3.3.

する情報が得られる．Fig.4 を見ると，Rp，Cp は負

5 kHz による結果

の相関を示さず，正の相関を示している．これは，

Fig.3 ，Fig.4 にヒマワリの枯れ始め時期と枯死期
Fig.3 を見ると，
における 5 kHz での Rp，Cp を示す．

植物が完全に枯死したために生命反応が現れず，た

Rp と Cp は逆相の変化を示している．この時期の日

だ温度だけによって物理的に変化している．これよ

の出時刻は 5 時頃であるから，6 時頃からの Rp の

り，β分散域での測定では，Rp と Cp の相関性を調

急激な上昇は光合成によるヒマワリの根の水分量

べることにより，植物が生命活動を行っているか否

減少，Cp の減少は水分量減少による細胞の膜機能低

かを知ることができると考えられる．

下によるものと考えられる．この負の相関性は以前

3.4.

から確認されており，ヒマワリが正常に活動してい

50 Hz と 5 kHz の比較

Fig.5 に ケナフの栄養性長期における 50 Hz で

1)

ると考えられる ．一般に，生体組織の周波数特性

の Rp，Cp，Fig.6 ，Fig.7 にケナフの生殖生長期と

を考察する際に 3 つの分散領域に分けて考えられ

枯れ始め時期の 50 Hz と 5 kHz における Rp の日変

2)

る ．数百 Hz までに生じる分散をα分散，数百 Hz

化を示す．Fig.5 を見ると，50 Hz では Rp，Cp は 9 時

から数百 MHz の範囲ではβ分散，それ以上をγ分

頃まで正の相関を示し，その後は負の相関を示して

散と呼ぶ．α分散では生体内にあるイオンが電場

いる．他の時期の 50 Hz の測定でも，5 kHz のよう
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4.3

昇し，Fig.7 では 5 kHz の方が先行した．すなわち，

170

4.2

事象の生起に逆転現象がみられた．5 kHz の上昇開

160

4

150

3.9

140

Rp
Cp

3.8

6:00

12:00

18:00

時刻に対応していると考えられる．一方，50 Hz で
の上昇開始時刻は 4 時から 11 時の間で，日の出時

130

刻の前後大幅に変化していることから，日の出時刻

120
0:00

の変化以外に要因があると考えられる．特に生長過

3.7
3.6
0:00

始時刻は 6 時から 8 時の間である．これは日の出
Cp [n F]

Rp [kΩ ]

4.1

程の違いによる変化が大きいことから，α分散域で

時間 [h]

栄養生長期の Rp，Cp

Fig.5

のイオンの影響は，植物の生長過程も深く関係して

(50 Hz)

いると推測できる．ほとんどのイオンは根から吸収

ケナフ （2007 年 8 月 10 日～14 日）
50 Hz
5 kHz

50 Hz R p [kΩ ]

3.1

50 Hz

3

1.6

される．イオンは電気化学ポテンシャル勾配によっ

1.5

て根から木部に移動する．これより，生殖生長期で

1.4

は根の水分吸収能力が高く，イオンを含む水を多く

1.3
1.2

2.9

1.1

5 kHz
2.8

5 kHz R p [kΩ ]

3.2

吸収するため，ポテンシャル勾配が早い時刻に生じ，
イオンの移動が行われる．したがって，5 kHz より
も 50 Hz の方に早い変化が現れると推測される．一

1

方，枯れ始め時期では，根の水分吸収能力が低下し

0.5 h～2.5 h

2.7
0:00

6:00

12:00

0.9
0:00

18:00

時間 [h]

Rp の上昇時刻が遅くなったと推測できる．本実験に

生殖生長期の 50 Hz，5 kHz での Rp

より根 Rp には，生長過程による大きな違いが確認

ケナフ （2007 年 9 月 18 日～25 日）

されたので，この特性が植物の生長過程を示す指標

50 Hz
5 kHz
2.4

1.3
1.2
1.1

50 Hz

1
2.3

2.2
0:00

となるか否か他の植物でも検討する必要がある．

1.4

2.5

0.9
5 kHz

0.5 h～2.5 h

6:00

12:00

18:00

5 kHz Rp [kΩ]

Fig.6

50 Hz Rp [kΩ]

ているため，イオンを吸収するのに時間がかかり，

金属棒接地インピーダンスと根接地インピーダ
ンスの比較により，大地とは異なる植物固有のイン

0.8

ピーダンス変化を確認した．さらに，測定周波数の

0.7
0:00

違いによる Rp の日変化パターンの生長過程による
差異も見出した．今後，他の植物による実験も行い，

時間 [h]

Fig.7

まとめ

4.

根接地インピーダンスの植物状態モニタリング手

枯れ始め時期の 50 Hz，5 kHz での Rp

段としての可能性を追求して行きたい．

ケナフ （2007 年 11 月 1 日～8 日）
参考文献
に Rp，Cp が完全な負の相関性を示すことはなかっ

1)

た．これは，α分散域での測定であるから，前述し

野呂憲司，“ 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 ”
，日本生

たようにイオンが関係しており，β分散域の結果と

体医工学会甲信越支部長野地区シンポジウ

は異なると考えられる．Cp には生長過程および測定

ム講演論文集，pp．19-20 (2007)

周波数による変化パターンの違いがほとんどみら
2)

れなかったので，Rp の変化ついて検討してみる．

大森豊明編，“ 電磁気と生体 ”
，日刊工業新
聞社 (1987)

Fig.6 を見ると 50 Hz の方が 5 kHz より先に Rp が上
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可動吸口方式による壁際掃除ロボットの開発
松本 啓佑，田中 京子，山浦 逸雄
信州大学繊維学部

Development of a Wall-Side Cleaning Robot by the Movable Vacuum-Head Method
Keisuke Matsumoto, Kyoko Tanaka, and Itsuo Yamaura
Faculty of Textile Science and Technology, Shinshu University

1.

はじめに
近年，メカトロニクスの発展により床掃除ロボッ

トが数多くのメーカから販売されている．しかし，
従来の掃除ロボットには壁際や隅のゴミを吸引で
きないという欠点があった．高齢者にとって，壁際
や隅の清掃は大変な負担である．また，廊下などの
通路においてはヒトの通行によりゴミは自然と壁
際に溜まるものである．このため，廊下やその突き

（a）概観

当たり部分の掃除を主力とした家庭用の小型ロボ

Fig.2

（b）動作

HITACHI の試作掃除ロボット 2）

ットがあると大変便利である．

3.

そこで本研究では，壁際のゴミも吸引可能な掃除

RoboQ による実験
RoboQ を用いて清掃実験を行った．約 1 m 四方で

ロボットの開発を行ったので報告する．

囲んだ廊下の隅で，自動掃除モード 3 分間による掃

2.

除を行った．RoboQ の自動掃除モードは，まず前進

掃除ロボットの例

して壁に接触したら後退して一時停止し，ランダム

市販されている一般的な掃除ロボットのひとつ

に向きを変えてまた前進するという動作を行う．一

である RoboQ（Lenoxx，RV-9）の概観を Fig.1 に示

定時間経過すると渦巻状に回転半径を広げながら

す．底面の中央部に横に細長い吸口がある．吸口の

旋回し，いずれ壁に接触する．そこからは壁に沿う

左右には掃き掃除を目的とした回転ブラシが装備

走行に切り替わる．実験に使用するゴミには発泡ス

されている．

チロールを細かく砕いた粒（平均粒径約 2 mm）を

また，HITACHI では自立移動型家庭用掃除ロボ
ットが試作されている

用いた．その結果，壁際のゴミは一度の通過では吸

1）

．その概観と動作を Fig.2

引しきれないことが確認できた．また，Fig.3 に示

に示す．本体後部に可動吸口を設け，壁際や隅では

すように，隅は回転ブラシが届かず全くゴミの吸引

吸口がモータにより本体外部へスライドしてゴミ

ができていなかった．

を吸い取る機構を備えている．

（b）底面

（a）上面
Fig.1

Fig.3

RoboQ の概観
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最近では，実験に使用したものよりも新しいタイ

移動用モータと吸引用モータの電源には 15 V の

プの掃除ロボットが市販されている．これは上述の

RoboQ 用ニッカドバッテリを用いた．スライドスイ

ブラシをひも状に細長くしたもので，隅においても

ッチを PIC に 2 つ接続し，その組み合わせにより動

ブラシが届くようになっている．このような回転ブ

作モードを選択できるようにした．

ラシによる壁際の掃除法には他の例もあるが

3），4）

，

ゴミや埃を吹き飛ばしたり舞い上げたりしてしま

6.

う欠点がある．

掃除ロボットの動作
3 種類の動作モードを選択できるようプログラム

を作成した．PIC のプログラミングはアセンブリ言

4.

掃除ロボットの概要

語を用いて行った．
6.1.

本研究で作製した掃除ロボットの概観と部品構

壁に沿う動作

成，および寸法を Fig.4 に示す．壁際や隅の掃除へ

本体左側が壁に沿うよう走行する．壁のトレース

の対応には，回転ブラシではなく可動吸口の方法を

は吸口壁接触検知用タクトスイッチの反応で行う．

とる．HITACHI の試作機に似た方法であるが，本

トレースの様子を Fig.5 に示す．壁と全く接触して

ロボットでは吸口の操作に専用のアクチュエータ/

いない状態では，壁から遠ざかることがないよう，

モータは使用しないという違いがある．本体前方の

わずかに左へ旋回しながらロボットは前進する．そ

左側に受動的回転が可能な可動吸口を配置する．吸

のとき，いずれ吸口の先端が壁に接触して吸口の角

口が回転した場合，吸引ホースの弾力によって本体

度が変化し，タクトスイッチが OFF になる(a)．そ

と接続する部分との角度が 90°をなす位置に戻る

の場合はロボット本体をわずかに右へ向け，壁と平

力が働く．元の位置に戻るときは，ストッパやスイ

行になるよう向きを変える．吸口は吸引ホースの弾

ッチを設けているため 90°を超える回転はしない．

力により取り付け部との角度が再び 90°となるた

吸口が壁と接触しているか否かを判断するために

め，タクトスイッチが ON になる(b)．これを繰り

タクトスイッチを使用する．また，本体の最前方や

返すことによって壁のトレースを行う．
壁のトレース中にロボット最前面のタクトスイ

右側前方が壁へと接触したことを検知するために，
別のタクトスイッチを使用する．シャーシ素材には

ッチが押された場合は隅に到達したことになる．そ

主として 2 mm 厚の硬質塩化ビニール板を使用した．

こで右回転を行い，吸口が壁に押されて受動的に反
時計方向へ回転し，清掃を行いながら右へ 90°の
方向転換ができる．この動作で吸口が隙間なく壁に
沿うため，吸い残しをなくすことができる．

タクトスイッチ OFF

Fig.4

5.

作製した掃除ロボットの概観
タクトスイッチ ON

電子回路

（a）状態①→②

ロボットの動作制御は PIC16F648A で行った．回

Fig.5

路の電源には 6 V，単 3 電池 4 本を直列で用いた．

15

（b）状態②→③

吸口角度の変化による壁のトレース

日本生体医工学会甲信越支部長野地区シンポジウム

6.2.

.

壁際以外の動作

RoboQ の自動掃除モードを参考にした方法で，壁
際以外の掃除も可能とした．前進して壁と接触し，
前方，右前方，吸口壁接触検知の 3 個あるタクトス
イッチのいずれかが反応した場合，後退してから左
回転を行い，また前進する．
6.3.

（a）壁際

（b）隅
Fig.6

壁際以外から壁に沿う走行へ替わる動作

掃除前

6.2 の動作を行い，プログラム中で指定した一定
回数壁に接触したとき，そこから 6.1 の壁に沿う動
作へと切り替わる．吸い残しをなくすため，もしく
は過度の掃除を行わないようにするためには，掃除
する場所の広さに合わせ，動作が切り替わるまでの

（a）壁際

壁との接触回数を選択できる機能が必要である．

7.

（b）隅
Fig.7

8.

実験結果

掃除後

まとめ

信州大学繊維学部機能機械学科棟の廊下にて，作

壁際掃除ロボットを作製した．HITACHI の試作

製したロボットの壁際清掃実験を行った．RoboQ の

機のようなモータによる能動的な動作をしない可

実験と同じ発泡スチロールの粒をゴミとして用い

動吸口でも，壁際や隅の掃除能力は十分に得られた．

た．ゴミは壁から吸口の幅寸法 180 mm 以内に撒い

今後の課題としては，吸引モータ，吸引ファンによ

た． Fig.6 に掃除前，Fig.7 に掃除後の状態を示す．

る大きな騒音が挙げられる．また後方からの排気に

なお掃除は一回の走行のみである．Fig.7 より，壁

よって吸引できていないゴミ・埃が舞いやすくなっ

際(a)のゴミが一度の通過でほぼ除去できているこ

てしまっている．これらは外装を施し，内部に吸音

とがわかる．また，RoboQ では除去できなかった隅

処置を施して騒音を抑え，本体上部に排気口を設け

(b)のゴミもきれいに除去できていることがわかる．

ることで解決できると考えている．移動においては

ただし，隅から少し離れた場所に固まった吸い残し

障害物対策や落下対策などを施す必要がある．これ

が見られる．これは隅でロボットが右回転する際に

ら課題が克服されれば，ゴミが溜まりやすい壁際や

吸口が通らなかった部分である．しかし，この部分

隅も吸引が可能で吸い残しが生じない掃除ロボッ

は壁際以外の掃除を行う動作や，隅に到達したとき

トとして，今後の実用化が期待される．

にいったん後退してから緩やかに右旋回して走行
する動作などで掃除が可能である．本方式による清

参考文献

掃では，細い隙間などを除き RoboQ のように物理

1） 荒井，細田，柄川，小関，田島，朝，岡田：家

的に掃除ができない区画があるわけではないため，

庭用掃除ロボットのシステム設計，第 48 回自

吸い残しをなくすことができる．

動制御連合講演会，G2-53（2005）

また HITACHI の試作機に比べ，吸口を能動的に

2） 自立移動型家庭用掃除ロボット
http://kadenfan.hitachi.co.jp/robot/index.html

動かさない分，搭載するモータを少なくすることが

3） 自動掃除機ルンバ

できている．また機構も単純であり，吸口の稼動に

http://www.irobot-jp.com/
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4） 中村祐樹：自動壁際掃除ロボット，信州大学繊
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維学部機能機械学科平成 16 年度卒業論文

抑えることが可能と考えられる．

（2005）
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圧電素子を用いた毛髪駆動機構
小林俊一，植田恭弘，森川裕久，藤井敏弘
信州大学繊維学部

Drive Mechanism of Hair Using Piezoelectric Element
Shunichi Kobayashi, Yasuhiro Ueda, Hirohisa Morikawa, Toshihiro Fujii
Faculty of Textile Science and Technology, Shinshu University.

1.

はじめに

近年，高分子材料から作られたソフトアクチュエ
ータが多く開発されてきているが，生体組織を使用
したアクチュエータは少ない．本研究は毛髪組織の
特性に注目し，アクチュエータへの応用を展開して
いる。毛髪外側のキューティクルと呼ばれる方向性
をもつ鱗状の構造体を利用した圧電素子による直
動と，毛髪内に導入したナノ磁性微粒子による方向
制御を行うマニピュレータの開発を目的としてい
る．ここではその第一段階として，毛髪の圧電素子
を用いた駆動機構を製作し[1]，その駆動速度と毛髪
表面状態について検討した結果を報告する．

2.

駆動原理と駆動装置
Fig. 2 Drive mechanism of hair

毛髪の移動原理を Fig. 1 に示す．同図の①→②の
変化では毛髪のキューティクルに圧電素子の先端
が引っかかるため，圧電素子が左へ屈曲すると共に
毛髪も左に移動する．②→③の変化では圧電素子が
毛髪のキューティクル上をすべるため圧電素子は
右側へ屈曲を起こすが，毛髪は移動しない．③→④
では①→②の変化と同様にさらに左へ移動する．こ
の動作を繰り返すことによって毛髪は一定方向に
移動することになる．

てある．圧電素子にはファンクションジェネレータ
から矩形波の電圧（20VP-P，500Hz）を印加して振
動させた．その際の先端の振幅はレーザ変位計で測
定し，28μm であった．毛髪は圧電素子の先端と接
触するように位置し，PTFE シートを敷くことによ
って底面との摩擦を低くした．実験時における雰囲
気の温度，湿度はそれぞれ 18～21℃，30%～35%の
範囲で行った．毛髪の駆動速度は，ビデオカメラに
よって毛髪の移動を撮影し，その画像の１コマあた
りの移動量を測定して求めた．使用する毛髪はブリ
ーチやパーマ処理していない健康な成人男性の，毛
根からの距離が 30～50mm の毛髪３本（長さ 20mm，
平均直径は，84 μm（毛髪Ａ），93 μm（毛髪 B），87 μm
（毛髪 C））を用いた．

Figure 2 に駆動装置の概略図を示す．中心に圧電
素子（㈱富士セラミクス社製，バイモルフ型，材質
PZT-Pb（Zr, Ti）O3 系・ソフト材 C-82，長さ 25 mm，
有効長 13 mm，幅 3 mm，厚さ 0.26 mm）を設置し

3.

結果

3.1. 駆動速度
毛髪の駆動速度と駆動回数の関係を Fig. 3 に示す．
毛髪Ａでは 375 回，毛髪Ｂでは 500 回，毛髪Ｃでは
625 回で駆動不能となった．なお，実験中に毛髪が
駆動しない際は，毛髪と圧電素子の接触状態，毛髪
の接触部位を調整して常に駆動できるようにする
が，その調整を何度行っても約 5ｍｍ以下の駆動し
か得られない場合を駆動不能と定義した．この結果
より，駆動速度は駆動回数に対してばらつきがある
ものの，減少するような傾向は見られないことが分
かる．駆動速度は圧電素子の振動数と振幅に依存す
るものと考えられる．

Fig. 1 Principle of hair movement driven by piezoelectric
element
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4.

Drive speed [mm/s]

3.2. 毛髪表面の状態
駆動不能時における毛髪表面の SEM 画像を Fig.4
に示す．これらより，駆動不能時でも駆動前と同じ
く，表面の損傷がない部分もあるが，表面に磨耗痕
とそれに伴って隆起した部分が存在する．これが圧
電素子の先端に引っかかり，駆動しなくなると考え
られる．
100
90
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0

毛髪の駆動速度についてはばらつきがあるが，
375 回までは速度が減少することなく動作した．ま
た,駆動不能時には毛髪の磨耗による隆起が存在し
た．今回の実験では毛髪数が少なく，今後の課題と
して，個体差・毛髪の部位・毛髪処理の有無などに
関する検討，さらに，毛髪を２本に増やすことによ
る前後運動が可能な駆動機構の開発などが挙げら
れる．
なお,本研究は科学技術振興機構のシーズ発掘試
験の一部として行われた．
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まとめ
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微小管の滑りを規範としたマイクロマニピュ
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600

Fig. 3 Drive speed of hair

(1) Hair A driven for 375 times

(2) Hair B driven for 500 times

(3) Hair C driven for 625 times
Fig. 4 SEM photograph of hairs
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植物の生育診断のためのバイオ・スペックル計測システム
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Biospeckle measurement system for plant activity
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1．
．緒言
植物体内では，動物の血管に相当する維管束を用い
た物質輸送が盛んに行われている．植物の物質輸送特
性を知ることは，植物の生育状態を知ることに繋がり，
また林業や農業において用いる除草剤などの有効性を
左右し，植物に必要な水分の効率的な供給を可能にす
ると考えられる．
植物体中の輸送特性を知る手段として，放射性の元
素をトレーサ（追跡子）として注入し，これを観察す
る方法がある[1]．しかしこの方法ではトレーサを注入す
る際に植物を傷つけてしまうことや精度の点で問題が
指摘される．そこで本研究では，植物体中の生理活動
を簡便かつ非破壊に測定するシステムとして，光源に
レーザを用いてレーザスペックルの時間的変化を記録
するバイオ・スペックル計測システムを検討した．

Sample(Pothos)

Holded by two
Acrylic boards

Fig.1

Video Lens

Experimental Setup

なお，受光面は葉の裏側とし，透過光を撮像した．
撮像装置としては，拡大率 2.5～10 倍の VZMTM1000i
を組み合わせた CCD カメラを用いた．
3.3 画像解析
時間的に変化する画像を数値化するため，以下のよ
うに画像処理を行った．
まず，Fig.1 の撮像装置にて n 枚の画像(S1，S2，…，
Sn)とし， これらの画像の各画素について平均輝度を算
出し、これを平均輝度画像とする．
SS =(S1＋S2＋…＋Sn)/n
次に，求めた平均輝度画像からもとの画像を引き，
その絶対値を取る。これらの n 個の絶対値の和を取り，
積分画像とした．
SSS = abs(S1－SS)+abs(S2－SS)+…+abs(Sn－SS)

2．
．原理
バイオ・スペックル計測システムとは，レーザの時
間的コヒーレンス性を利用した計測法である．
レーザ光のようなコヒーレントな光を粗面に照射す
ると，その透過および反射光はスペックルパターンと
呼ばれる粒状性を帯びた斑点模様を形成することが知
られている[2]．
また，スペックルパターンは，レーザを照射する表
面の構成に明確な関係無しに，表面がわずかにでも動
けば常に模様が変化する性質を持っている．これはス
ペックルパターンが目標の光学的性質と動き，光源の
大きさと時間的コヒーレンス，伝播ビームの多重散乱
と位相のずれ，そしてその検出器の開口度に影響され
ることに因る．これらの変数のすべてが，生体組織で
のスペックルの観測される特性の一因となる[3]．よって
目標の運動以外の要素を一定に保てば，スペックルパ
ターンの時間変動から目標の動きを知ることができる
と考えられる．

4．
． 実験結果および
実験結果および考察
および考察
4.1 ポトスを
ポトスを用いた植物活性度識別実験
いた植物活性度識別実験
撮像部位には活性のある緑色の部分と不活性である
茶色部分を選択した．実験で得られたスペックルパタ
ーンと，その積分画像をFig.2 に示す．なお, Fig,2にお
いて左上から右下に通っている黒い太線が比較的太い
葉脈部であり， 葉脈部を隔てて右上が緑色部分， 左
下が茶色部分となっている．
Fig,2より，植物体内の物質移動による輝度変動にと
もなう比較的細い葉脈(Fig.2白色部分)の可視化が確認
できる．また， 茶色部では， 細胞壁の破壊によりラ
ンダムな輝度分布が生じており， これはいわゆる萎れ
ている状態に対応している．一方， 自然照明下での撮
像(Fig,3右の画像)ではこのような画像は得ることがで
きなかった．以上より， スペックルパターンの透過光

3．
．実験方法
実験方法
3.1 実験試料
実験試料
観葉植物であるポトス，およびアサガオを使用する．
撮像位置は葉部とした．
3.2 実験装置
光源には発振波長 632．8nm の He-Ne レーザを使用し
た．レーザはビームエキスパンダを介して拡大平行光
とし，試料に照射した．実験試料は 2 枚のアクリル板
で葉部を固定し，撮像箇所は実験内容に応じて適宜選
択した．葉脈を隔てて活性部位と不活性部位を含む葉
の範囲を撮像したときの試料固定部を Fig.1 に示す．
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均輝度値は6日目にかけて大きな変動を生じている．
さらに目視で葉の褪色を確認したのは7日目の午前中
であった． この変化はMatsuo らの報告[4]と矛盾して
いない．
以上のことから本手法を用いることで，目視では確認
できず，クロロフィル測定でも追従できない，より早
期に水ストレスに対応した葉の活性変化を測定できる
可能性を得ることができた．

撮像を行うことで， 植物体中の細胞活動の可視化が可
能であることを示した．

Chlorophyll contents[SPAD]

20

Image average

Fig.2 Speckle pattern(left) and its integrated image(right)

300

200
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150
100

Image average

Chlorophyll contents

250
15

5
50
0

0

1

Fig.3 White light image(left) and its integrated image(right)

Table1 Chlorophyll contents [SPAD]
Day1

Day2

Day3

Day4

Day5

Day6

Day7

Day8

18.0

17.2

17.4

17.0

17.2

17.7

8.3

2.9

15.9

17.0

17.2

17.6

17.1

16.5

3.5

0.6

3

4

5
Date

6

7

8

9

day

4.2 アサガオにおける
アサガオにおける水
における水ストレスの
ストレスの影響
アサガオを用いた水ストレスの先行研究では，葉中に
含まれるクロロフィル値と本手法との対応関係を見出
している[4]．そこで本研究では，詳細な植物葉の活性状
態を調べることを目的とし，実験を行った．実験試料
として開花直後の試料を用いた．スペックルパターン
撮像葉に対して，茎から対称に伸びている葉をクロロ
フィル値測定対象の葉とした．実験期間は9日間とし，
実験開始日に充分灌水し，その後灌水せず朝夕の2回測
定を行った．レーザスペックル法では，1 回の測定で
0.1秒間隔60枚の連続撮像をそれぞれ5回行った．クロロ
フィル測定には，SPADを用いた．なお，クロロフィル
値の測定回数は10 回とし，その平均値を代表値とした．
クロロフィル値の測定結果をTable1に示す．なお， 9
日目はクロロフィル値が測定できなかった．

朝
夕

2

Table1より，時間経過に伴ってクロロフィル値が減少
していく様子が確認できた．これは，水ストレスなど
の環境負荷を植物に与えたとき，植物ホルモンである
アブシジン酸（ABA)の含量が著しく増大することによ
り，クロロフィル値を減少させる作用が働いたためと
考えられる[5]．また，クロロフィル値の日変動とスペッ
クル法により得た画像情報との相関関係を調べるため，
1 日目から8 日目までの積分画像から求めた平均輝度
とクロロフィル値の時系列変化をFig.4に示す．
Fig.4とTable1より，SPAD によるクロロフィル値は7
日目の朝から急激に低下したのに対し， 積分画像の平
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Fig.4 Diurnal variation with chlorophyll contents and
image average
5．
．まとめ
植物葉に対し水ストレスを付加することで，植物葉
の構造変化を確認するとともに，葉中のクロロフィル
値とスペックル法から得られた積分画像の平均輝度値
との間に対応関係を見出した．さらに，本手法を用い
ることでより高感度かつ非接触で，植物の生育診断を
行うことができると考えられる．
今後は，水ポテンシャルや水分率などの値を測定し，
本手法との比較をする必要がある．また，よりバイオ
スペックル現象に適した画像解析の検討を行う必要も
挙げられる．これらの課題を克服し，計測装置の小型
化を実現させ，フィールドサーバに搭載できるシステ
ムへと研究を進展させる．
参考文献
[1] 吉田邦久，“植物の物質輸送”pp．77，(株)朝倉書
店，(1980)
[2] E．Toba，
“Determination of the Autocorrelation Function
of Woven Fabrics Using Laser，” Textile Research Journal，
vol．50，no．4，pp238-244，April (1980)
[3] J.M.Schmitt et al. “ Speckle in Optical Coherence
Tomography,’’Journal of Biomedical Optics, vol.4, no.1,
pp.95-105,January (1999)
[4] Tsukasa Matsuo，Hisashi Hirabayashi，Hiroaki Ishizawa，
Hiroyuki Kanai and Toyonori Nishimatsu‘Application of
Laser Speckle method to Water Flow measurement in
plant body’，SICE-ICASE International Joint Conference
pp．3563-3566 (2006)
[5] 増田芳雄，“植物の生理，” pp．153-159，(株)岩
波書店，(1986)
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多重反射赤外分光による血糖値非侵襲計測
室 明伸*，石澤 広明*，本田 和也*，斎木 富士男*
*信州大学

Noninvasive measurement of blood glucose based on attenuated total reflection infrared spectrum.
Akinobu Muro*，Hiroaki Ishizawa*，Kazuya Honda*，Fujio Saiki*
*Shinshu University.

によって押さえることにより測定を行った[5]．

はじめに

1.

2.3.

糖尿病患者は一日に何回も血糖値測定を行い，変

PLS 回帰分析

PLS 回帰分析とは，重回帰分析や主成分回帰分析

動する血糖値を自ら管理しなくてはならない．しか

と同様，目的変数と説明変数との関係式を求め、目

し，現在の血糖値測定では，採血による測定が一般

的変数を予測する分析手法である．本研究では，

的であり，患者にとって常に苦痛やストレス，血液

PLS 回帰分析を用い，得られた中赤外スペクトルを

感染症の危険性などの問題がある．本研究では，そ

説明変数とし，侵襲型血糖値測定器により測定した

れらの問題点を解決するため，非侵襲の血糖値測定

血糖値を目的変数として血糖値の予測モデルであ

法として，多重反射赤外スペクトルによる非侵襲血

る検量線の構築を行っている．又，検量線の適合誤

糖値計測の検証を行なった．

差 (SEC: Standard Error of Calibration)と 予測精度
(SEP: Standard Error of Prediction)の算出を行い，検

測 定 方 法

2.

量線の精度評価に用いている[5]．

本研究では赤外分光法を用いる．この測定法は測

2.4.

実験方法

定対象に赤外光を照射すると，対象物に含まれる分

前述した測定方法を用いて，20 代の被験者 10 名

子が振動し，赤外領域における光の吸収現象がおこ

に対して，スクワランオイルを左手中指に塗布し，

る．その吸収現象を利用し，測定対象物の定性，定

塗布直後，1 分後，3 分後，5 分後，10 分後，15 分

量評価を行う手法である[1]-[2]．又，本研究では，

後，20 分後，25 分後，30 分後の赤外吸収スペクト

定量評価の手法に Lambert-Beer 則を用いている．

ル測定を 1 人 1 データずつ，計 10 データをとり，

2.1.

測定装置

内部標準物質として使用したスクワランオイル塗

本研究では，フーリエ変換型赤外分光光度計

布経過時間における測定精度への影響について検

(Travel IR:S.T.Japan)を用いて，全反射減衰分光法

証した．測定条件は波数範囲 4000～750(cm-1)，積

(ATR 法)にてヒトの左手中指の赤外吸収スペクト

算回数 30 回，分解能 4(cm-1)である．

ル測定を行った[5]．
2.2.

非侵襲血糖値測定

ATR 法により，被験者の左手中指の赤外吸収スペ
クトル測定を行い，侵襲型血糖値測定器により血糖

3.

結果および
結果および考察
および考察

3.1.

測定精度の検証

得られた被験者 10 名のスペクトル処理としてデ

値の同時測定を行い比較参照値として用いた．なお，

ー タ補正 2700 ～1750(cm-1) ， ATR 補正 ，規格 化

ATR 赤外スペクトル測定時に内部標準物質として

1377(cm-1)を行ったスペクトル及び参照値から，波

スクワランオイルをスペクトル測定の際にマイク

数範囲 1500～950(cm-1)で PLS 回帰分析を行い，塗

ロピペット(PipetGene:東京硝子器械)を用いて測定

布後経過時間における測定精度を算出した．Table.1

毎に 5µℓを，左手中指先端に塗布し，プリズム上に

に被験者の血糖値分布，Fig.1 に塗布後経過時間ご

左手中指先端を置き，圧力治具において一定の圧力
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との測定精度を表したグラフを示す．

血液中の糖の成分であるグルコースの吸収帯域

Table.1 血糖値分布

のスペクトルにベースライン補正を施した図を

(mg/dl)

経過時間(分) 平均 最大値 最小値 標準偏差
0
82
106
57
14
1
86
106
62
14
3
87
117
62
17
5
91
107
72
10
10
91
111
83
8
15
87
107
74
9
20
84
101
68
10
25
86
98
67
9
30
84
97
70
9

Fig.2 に示す．Fig.2 より塗布後経過時間が長くなる
と，吸収ピークが大きくなる．タンパク質とグルコ
ースの吸収の変化は，細胞間隙の組織液が皮膚表面
まで浸出しているためと考えられる．
3.3.

本研究では，液中のグルコース濃度が，血液中の
グルコース濃度と相関関係にある細胞間隙の組織

16

液を測定している．スクワランオイルを皮膚に塗布

14
測定精度(mg/dl)

皮膚内部の変化

12

すると，水分を同時に吸収され，角質層に溜まる．

10

角質層の水分率が上がると，体内の水分の流出を防

8

ぐためのバリア機能が低下し，組織液が皮膚表面ま

6

で浸出してくる[3]-[4]．よって，塗布後経過時間が

4

長くなるとグルコースの信号が増加し，測定精度が

2

向上する傾向が見られると考えられる．

0
0

1

3

5

10

15

20

25

30

経過時間(分)

Fig.1 経過時間における測定精度
Fig.1 より，スクワランオイルを塗布してから測

本研究では，個人差の主な要因である皮膚表面の

定まで時間を置くと，測定精度が向上する可能性が

乾燥や荒れなどを除去するために，用いたスクワラ

あることが分かった．その要因としてスクワランオ

ンオイルが与える影響について検討し，スクワラン

イルの特性が関係していると考えられる．
3.2.

まとめ

4.

オイルの塗布経過時間から，測定精度の向上に可能

スペクトル上の変化

性が見出せた．今後は，スクワランオイルによる組

スクワランオイル塗布経過時間が長くなると，測

織液の動きについて，より深く検討を行い，また，

定 し た ス ペ ク ト ル 上 に 変 化 が 見 ら れ ， 3300 ，

被験者に負担が少ない塗布経過時間が比較的短い

1650(cm-1)付近にピークがある水分に帰属する吸光

ところで実験を行い，精度向上について検討する必

度が最も大きな変化をしている．これは，スクワラ

要がある．

ンオイルに保湿効果があり，また，肌に吸収される
際に水分も同時に吸収する働きによるものだと考
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光学的手法による呼吸情報計測の基礎的検討
浅沼 和志*，蛭川 祐樹**，伊東 一典**，橋本 昌巳**，香山 瑞恵**，為末 隆弘**
*長野県工科短期大学校，**信州大学工学部

A Basic Study of the breathing information measurement by the optical sensing
Kazushi ASANUMA*，Yuki HIRUKAWA**，Kazunori ITOH**，
Masami HASHIMOTO**，Mizue KAYAMA**，Takahiro TAMESUE**
Nagano Prefectural Institute of Technology. *，Faculty of Engineering，Shinshu University**

1.

LED，PD，および球レンズは，それぞれの光軸が

はじめに

同軸上となるよう設置し，これを計測前の構成とし

横隔膜の収縮，弛緩による腹式呼吸の検知 １）に
あたっては，医学，健康福祉，音楽演奏2）など，多

た．LED と PD は連結筐体により一体化し，対向距

くの分野から的確で簡便な計測手法の実現と普及

離は，LED と PD の直接結合光強度特性や球レンズ

が望まれている．腹式呼吸は腹部周囲の体表面動態

の実装スペースを考慮し 10mm とした．図 2 に球レ

変位として現れ，弾力のある腹壁により体表面の垂

ンズが無い場合の LED 照射光の光軸ずれに対する

線方向に平行に動態変位をするだけでなく，体表面

PD の受光強度特性を示す．受光強度は，簡易的に
フォトダイオードの出力電圧で測定した．

の垂線の直交面においても，不規則な角度方向の動
態変位が生じる．今回，この動態変位を比較的簡便
に，かつ小さな領域内で検出することを目的に，光
学式計測体を試作し，腹式呼吸における動態変位計
測の可能性について検討したので，その結果につい
て報告する．

2.

方

法

試作した光学式計測体の光学系構成を図 1 に示
す．650nm の赤色発光ダイオード（LED:コーデン
シ BL05-1211）とその照射光を直接フォトダイオー

図 2 LED 軸ずれによる結合光強度特性（lens 無）

ド（PD:コーデンシ HP-333）で受光する透過方式で，
LED と PD 間に球レンズを配置した．
LED/PD 間 10mm

PD（HP-333）
Voltage[V]

LED（BL05-1211）
球レンズ

LED/PD 連結筐体

（光ビーム）

（光軸）

0.5
0.48
0.46
0.44
0.42
0.4
0.38
0.36
0.34
0.32
0.3
-6

10mm

（腹部:動態誘発体）

-4

-2
0
2
4
Alignment tolerance（Ball lenz）[mm]

6

図 3 球レンズ軸ずれによる結合光強度特性

図 1 試作計測体光学系の構成
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一方，球レンズは，曲率半径 2.5mm（直径 5mm），
0.5

材料は使用光源波長の広帯域性を考慮して BK-7

0.45
Voltage[V]

（ショット社）とし，LED と PD 間に独立構造で設
置し，動態変位と連動する構成とした．LED と PD
間に球レンズを配置したときの球レンズの光軸ず
れによる PD の結合光強度特性を，図 3 に示す．

呼気

0.4
0.35
0.3
0.25

吸気

0.2

動態変位を球レンズの光軸ずれ量として捉えて

Breathing[set]

光強度変化で計測する場合，変位に対する光強度変
図 4 呼吸動態変位（成人男性 20 代:1 名）

化は約 0.05[V]/0.1mm となり，LED と PD の直接光
結合系の光強度変化（約 0.05[V]/1mm，at 対向距離
10mm）に比べて分解能が約 10 倍向上した．

0.5

３． 呼吸動態変位計測

0.45

法
Voltage[V]

3.1 方

試作した光学式計測体を用いて，腹式呼吸の結果
3）

として現れる腹壁の膨張・隆起 およびその減退運
動を，成人男性 20 代 1 名，成人男性 40 代 1 名の計

呼気

0.4
0.35

吸気

0.3
0.25
0.2

2 名を被験者として計測した．

30
Breathing [set]

LED と PD の対向一体型の筐体と，球レンズ実装
筐体を，それぞれ被験者のへそ上部 1 ㎝の位置に貼

図 5 呼吸動態変位（成人男性 40 代:1 名）

り付け，球レンズは，光軸中心と球レンズの頂点と
合致するように設置した．被験者の呼吸は，定常状

４． まとめ

態を開始点として吸気と呼気を 1 セット，30 セッ

今回，球レンズを利用して比較的簡便に，かつ小

トの連続実施とし，各吸気，呼気時の PD の出力電

さな領域内で動態変位を検出する光学式計測体を

圧を測定した．

試作し，試作した計測体で呼吸動態変位の基本挙動

3.2 結果および考察

を確認することができた．本稿では光学結合系およ

測定結果を，図 4，図 5 に示す．成人男性 20 代，

びその基礎特性を主体にした報告であり、今後は光

成人男性 40 代のいずれの被験者も，呼吸動態運動

センサとしての計測精度を高めていく必要がある．

に連動する光強度変化が確認できた．呼吸 30 セッ

また，呼吸による動態変位と呼吸以外の動態変位を

トでの吸気と呼気の差の平均出力電圧は，成人男性

確実に識別し計測していくための検討も進めてい

20 代が約 0.19[V]，成人男性 40 代が約 0.10[V]で

く予定である．

あった．確認できた吸気と呼気の平均出力電圧差は，
図 3 の実験結果から，0.5mm ほどの球レンズ部の変
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カーボンナノチューブを利用したハイパーサーミア
中山英俊*，飯塚雅人*，齋藤直人**，遠藤守信**
*長野高専，**信州大学

A Hyperthermia using Carbon Nano-Tubes
Hidetoshi Nakayama*, Masato Iizuka*, Naoto Saito** and Morinobu Endo**
*Nagano National College of Technology，**Shinshu University

体を加熱する低周波局所加熱型[3, 4]の３種類に分け

はじめに

1.

られる．

近年，癌（悪性腫瘍）による死亡者が年々増え続

本研究は局所加熱型に相当し，全体加熱型と比較

けており，癌治療方法として手術，放射線治療，投

して局所的かつ選択的に加熱が可能なため正常組

薬治療，温熱療法（ハイパーサーミア）[1]などが実

織への悪影響が少ない，高周波表層加熱型と比較し

施されている．中でも，温熱療法は，癌細胞に 42℃

て体内深部まで加熱できるといった特徴を有する．

程度の熱を加えることにより癌を死滅あるいは抑

低周波局所加熱型は，体内への被照射体の埋め込み

制するものであり，患者への身体的負担が少なく，

方法，その効率的な発熱，所望温度での温度制御が

比較的安価で行えるため，医学・工学分野で注目さ

技術課題となる．これまでに磁性体損失を利用した

れている．しかしながら，現状では治療のための加

研究 [3] や微小コイルによる電磁誘導原理を利用し

熱効果が不十分なため，他の治療方法と組み合わせ

た研究[4]などの研究開発が進んでいるが，発熱効率

て実施されている．

の更なる向上と温度制御が課題となっている．

本研究は，効果的な温熱療法の確立を目指し，カ

2.2.

ーボンナノチューブを利用した新しい温熱療法を

電磁波被照射体としてのカーボンナノチュー
ブへの期待

提案し，その効果を検証するために種々の実験を行

本研究では，近年注目されているカーボンナノチ

うことを目的とする．本発表では，本研究の概要お

ューブを電磁波被照射体として用い，電磁誘導で発

よび低電力装置による試行実験の結果を述べる．

生する電流のジュール熱で誘導加熱を行う．このた
め，被照射体の電気伝導率が高いほど発熱効率が高

カーボンナノチューブを利用したハイパーサ

2.

いと考えられる．

ーミアの概要
2.1.

本研究で対象とするカーボンナノチューブとは，

局所加熱型ハイパーサーミアの特徴

最近注目されているカーボンナノチューブを含む

ハイパーサーミアとは，悪性腫瘍が正常組織に比

繊維状炭素を指す．カーボンナノチューブは，人体

べて熱に弱い性質を利用したガン治療方法の一種

細胞に対して導電率が高いため，悪性腫瘍に混ぜ込

であり，悪性腫瘍を 42℃程度に加熱・維持させる

む，あるいは付着させることにより，患部を選択的

ものである．投薬治療や放射線治療に比べて，身体

に加熱できる可能性がある．

への負担が少なく安価である特徴を有する．

最近，単層カーボンナノチューブを混ぜた細胞へ

ハイパーサーミアの多くは電磁波を利用したも

の電磁波照射により，カーボン混合量に応じて発熱

のが多く，考案されているハイパーサーミアを大別

特性が向上することも報告された[5]．

すると，外部から電磁波照射して体全体を加熱する

2.3.

全体加熱型[1]，高周波電磁波をアンテナから発生し

研究方針

本研究では，種々のカーボンナノチューブを様々

表層付近の細胞を加熱する高周波表層加熱型[2]，低

な混合割合で被照射体に混ぜ，それに電磁波を照射

周波電磁波を照射して体内に埋設された被照射物
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0.8mm の銅線を巻きつけたものであり，
巻数は 5，

して温度上昇度を評価する．図 1 に実験方法の概要

10 および 15 とし，銅線ピッチを 0.8〜3mm の範囲

図を示す．
電磁波照射源は，周波数選定が第一の問題であり，

で変化させたものを作製した．温度測定は，サーミ

実験的には様々な周波数に対する発熱効率を調査

スタ式温度計を用いて電磁波照射前後の試料温度

したいが，大電力で広範な周波数調整が可能な電源

を測定した．
被照射体に使用した寒天ファントム試料は，寒天

およびアンテナの調達が困難であること，および電
波法の制限により，広範な実験を行うことは難しい．

4%，食塩 0.24%，水 95.76%の重量比で混合し，直

本研究では，局所加熱型の特徴である体内深部まで

径 15mm，長さ 14mm の円筒形状に加工した．

の電磁波浸透を実現するために比較的低周波で，か

被照射体をアンテナコイルの中心に置き，50W の

つ電波法で許容される ISM（産業科学医療用）バン

高周波電磁波を照射した結果，30 分程度の電磁波

ドの中から，先ず 13.56MHz を選定し実験を行う．

照射に対して，試料の温度変化を観測することはで

被照射体は，人体組織と電気的に等価とされる標準

きなかった．

筋肉等価寒天ファントムを用い，種々のカーボンナ

他の研究[5]では同様の 13.56MHz で発熱が得られ

ノチューブを混合し，その割合を変化させた試料を

た報告もあるが，その電力は数 100W であったため，

作製して実験を行う．

本実験で発熱しなかったのは，電磁波エネルギーが

以上の実験により，研究を遂行する予定である．

小さかったことが一因と考えられる．また，アンテ
ナコイルも適切な設計を再検討する必要がある．

3.

カーボンナノチューブを利用したハイパーサ
ーミアの試行実験

4.

本研究の遂行に先立ち，既存の装置を用いて試行

まとめと今後の課題
本原稿では，カーボンナノチューブを利用した新

実験を行った結果を報告する．

しいハイパーサーミアの概要を説明し，その可能性

電磁波を発生させるための高周波電源には，マル

について述べた．

チバンド発信機（KENWOOD，TS-680V）とパワー

研究の第一歩として，既存の装置を使用して試行

アンプ（TOKYO HY-POWER，HL-50B）を用いて，

実験を行った結果，周波数 13.56MHz，電力 50W の

周波数 13.56MHz で電力 50W の電磁波を発生させ

電磁波照射では，寒天ファントム試料に発熱が見ら

た．これに，自作したアンテナコイルと整合器

れなかった．

（TOKYO HY-POWER，HC-2000）を接続し，電磁

今後は，1kW 程度の大電力実験を行うため，

波照射を試みた．自作アンテナコイルは，ソレノイ

13.56MHz 大電力発生装置，アンテナを構成し，寒

ド形状とし，外径 60mm の塩化ビニルパイプに直径

天ファントムにカーボンナノチューブを混合し，添
加量を変化させ，電磁波照射加熱実験を行う予定で
ある．また，温度測定には，電磁波侵襲性が低く，
被照射体内部の経時温度変化を観測できる光ファ
イバ型温度計を用いることを検討している．これら
の研究により，カーボンナノチューブのハイパーサ
ーミアへの有効性を検証する．
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