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13:00 開会 

 

◆口頭発表（発表１２分，質疑応答３分） 

□ (13:05～13:50)  座長 橋本昌巳（信州大学） 

1．筋電位測定による片流れ路面での車椅子の操作性評価 

手塚佳夫，田中健太朗，○中野祐介，依田皓紀，浅沼和志 

長野県工科短期大学校 

 

2. 歯ぎしり診断装置（Bruxism Logger）の開発 

○百瀬英哉，坂口正雄*，谷口威夫**，大橋俊夫*** 

西澤電機計器製作所，*スキノス東御研究所，**谷口歯科医院，***信州大学医学部 

 

3. 全反射減衰赤外分光法による血糖値非侵襲計測システムの開発 

○日向野玲菜，石澤広明，本田和也，高野友裕，室明伸 

信州大学繊維学部 

 

□ (14:00～14:45)  座長 小野伸幸（長野工業高等専門学校） 

4. BCI に用いる P300 導出のための骨導聴覚刺激の検討 

○小口弘貴，舟橋靖貴*，千島 亮**，小坂将悟*，為末隆弘，香山瑞恵，橋本昌巳， 

伊東一典，荒井善昭*** 

信州大学工学部，*信州大学大学院，**信州大学医学部，***国立長野工業高等専門学校 
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5. BCI のための視覚，聴覚複合刺激による P300 に関する基礎的検討 

○小坂将悟，小口弘貴*，舟橋靖貴，千島 亮**，為末隆弘*，香山瑞恵*，橋本昌巳*， 

伊東一典*，荒井善昭*** 

信州大学大学院，*信州大学工学部，**信州大学医学部，***国立長野工業高等専門学校 

 

6．視覚障害者用遠隔コミュニケーション支援のための触覚と聴覚によるボードゲームシステム 

〇長坂大介，濱口祐介*，為末隆弘，香山瑞恵，橋本昌巳，伊東一典，杉本雅彦**， 

清水道夫*** 

信州大学工学部，*信州大学大学院，**拓殖大学北海道短期大学，***長野県短期大学 

 

□ (14:55～15:40)  座長 坂口正雄（スキノス東御研究所） 

7．冠動脈狭窄モデルにおける拍動流と壁変形 －末梢側抵抗とコンプライアンスによる影響－ 

○季 傑，小林俊一*，森川裕久*，Dalin Tang**，David N. Ku*** 

信州大学大学院，*信州大学繊維学部，** Worcester Polytechnic Institute， 

*** Georgia Institute of Technology 

 

8．ベネディクトロス型簡易呼吸観測具の試作と機能調査 

浅沼和志，○西澤祐太朗，片塩悟，竹村克己，山本俊也 

長野県工科短期大学校 

 

9．２軸直交光学式簡易呼吸計測具の検討 

○浅沼和志，吉田享平*，伊東一典*，中澤達夫**，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，**国立長野工業高等専門学校 

 

 

◆チュートリアルセッション(15:50～17:30) 司会 伊東一典（信州大学工学部） 

 

15:50～16:35 

1.意思伝達支援における臨床実践の再考と脳波応用技術の可能性について 

信州大学医学部保健学科・大学院医学系研究科保健学専攻 准教授 千島 亮 

(信州大学大学院総合工学系研究科博士課程システム開発工学専攻) 

 

16:45～17:30 

2.視覚障害者の理想的な読書環境を目指して 

シナノケンシ株式会社 福祉・健康機器ビジネスユニット チーフエンジニア 西澤 達夫 

(信州大学大学院総合工学系研究科博士課程システム開発工学専攻) 
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筋電位測定による片流れ路面での車椅子の操作性評価 
手塚佳夫*，田中健太朗**，○中野裕介**，依田皓紀**，浅沼和志* 

*長野県工科短期大学校，**長野県工科短期大学校制御技術科 

Operability Evaluation of Wheelchair using Surface EMG in Crossing Slope 
Yoshio TEZUKA, Kentaro TANAKA, Yusuke NAKANO, Hiroki YODA and Kazushi ASANUMA 

Nagano Prefectural Institute of Technology 

 

1. はじめに 

現在の日本は超高齢社会を迎えており，高齢者や

体が不自由な方がいつまでも元気で参画ができる

社会の形成が求められている．しかしながら，車椅

子利用者が外出した時には，かなりの負担を感じる

場合が多くある．一般に，平坦と思われる道路及び

歩道においても雨水の排水のために 2％程度（約 1

度）の勾配が設けられており，また，段差解消のた

めの歩道の切り下げ部（勾配 5～７度）や坂道に設

けられた横断歩道などが数多く存在し，片流れの傾

斜面（横断勾配）が車椅子走行のバリアの一つとな

っている[1][2]． 

一方，車椅子の性能・操作性は向上しており，特

にスポーツ用車椅子は自動車工学に基づいてキャ

ンバ角（車軸角度）が付けられるなど，直進性，旋

回性能の向上が図られている．しかし，これまでに

車椅子の傾斜路面等での走行性評価の研究は多く

みられるが[1]-[４]，車軸角度の効果を示す研究データ

は見あたらない． 

本研究では，車椅子の車軸角度を変えることで片

流れ面（横断勾配）での操作性にどのような影響が

あるかを，生体情報である表面筋電位の測定により

評価した． 

 

2. 実験方法 

 市販の車椅子に車軸角度変更機構を設け，一定の

傾斜を持つ実験用走行路において，車椅子利用者

（健常者）の表面筋電位を測定した． 

2.1. 車椅子の車軸角度変更機構 

使用した車椅子は上田トーコー製｢ういんくる自

走用 UO-J01a」で，図 1 に示す車軸角度の変更機構

を設けている．本機構はピン 2 本の付け替えのみで，

車軸角度を 0 度，3 度，5 度，8 度，10 度の５段階

に変更できる． 

2.2. 実験用走行路の設置 

車軸角度を変化したときの走行性評価用に，片流

れの横断勾配をもつ実験用走行路を製作した．米田

らの研究[1]によると，横断勾配が 5%（約 3 度）以

上になると，使用者にとってかなりの負担増になる

ことが知られている．本研究では，走行面の幅は

1.8m，長さは 3.5m とし，横断勾配は０度（平地） 

 

図1 車椅子の車軸角度の変更機構 

 

図2 実験用走行路 
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と 5 度（8.7％）で車椅子の操作性を評価した．な

お，製作した路面には厚さ 10mm のコンパネを用い，

すべり防止のため床滑り止めコート剤（ﾛｯｸﾀｲﾄ

96261）を塗布した．図 2 に実験用走行路を示す． 

2.3. 表面筋電位の測定 

車椅子の操作時には，肩関節の屈曲，外転を行う

筋がよく使われる．本報では，図 3 に示す大胸筋，

三角筋，上腕二頭筋，上腕三頭筋の４筋の表面筋電

位を測定して比較した． 

 

3. 実験結果 

予備実験において，平地（横断勾配 0 度）におい

ては車軸角度を変化させても筋電位波形には大き

な変化は見られなかったが，横断勾配がつくと大胸

筋の活動量が増加した． 

図 4 に横断勾配 5 度の右流れ路面で，車軸角 0 度

と 10 度の左右の大胸筋の筋電位波形を示す．ここ

で，車軸角度を大きくすると右側（谷側・駆動側）

の大胸筋の負担が減少しているのがわかる．また，

三角筋は車椅子を支えるように働き，車軸角度を大

きくすると，僅かであるが筋の負担が減少した． 

 

4. まとめ 

平地走行では，車軸角度を変化させても走行への

影響はみられなかった．横断勾配 5 度では，車軸角

度を大きくすると車椅子利用者の大胸筋の負担の

減少がみられた．また，被験者（5 名）の体感は，

片流れ面走行では車軸角度 10 度の時が も操作し

やすく，小回りがしやすかった． 

参考文献 

[1] 米田他，片流れ面が車いす利用者に強いる負担増の定量的評

価-第 2報-，第 15回ﾘﾊ工学ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 2000予稿集，pp. 589-592 (2000)． 

[2] 長瀬他，動作特性にもとづく車椅子等の傾斜路面適合化技術

に関する研究，長野県情報技術試験場研究報告 No.18，pp. 6-10 
(2002)． 

[3] 水口他，斜面における手動車いすの旋回特性，第 15 回ﾘﾊ工

学ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 2000 予稿集，pp. 587-588 (2000)． 

[4] 森野他，車椅子操作に関する人間工学的分析-異なる床面に

よる人間工学的分析-，第 15 回ﾘﾊ工学ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 2000 予稿集，pp. 
281-284 (2000)． 
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歯ぎしり診断装置（Bruxism Logger）の開発 
百瀬 英哉*，坂口 正雄**，谷口 威夫***，大橋 俊夫**** 

*(株)西澤電機計器製作所，**スキノス東御研究所，***谷口歯科医院，****信州大学医学部 

Development Bruxism Logger 
Hideya Momose* , Masao Sakaguchi** , Takeo Taniguchi*** , Toshio Ohhashi**** 

*Nishizawa Electric Meters Manufacturing ,Co.,Ltd., **Skinos Tohmi Lab., ***Taniguch Dental Clinic, 

 ****Shinshu University. 

 

1. はじめに 

歯科領域における近年の研究では、睡眠中の歯ぎ

しりが、歯肉炎、歯槽膿漏、顎関節痛、開口障害、

更には頭痛、肩こり、腰痛など身体の様々な障害の

原因となる可能性を示唆しており[1]、これらの研究

に注目する歯科医師は治療に歯ぎしりの改善を取

り入れようという動きがある。 

また、睡眠中の歯ぎしりは覚醒中のストレスによ

って引き起こされ、睡眠の質を低下させると言われ

ており[2]、人々の健康的な生活を支える上で、今後

多方面から注目されると考えられる。 

そこで我々は、咀嚼筋電位を指標として歯ぎしり、

噛みしめの発生を検出し、記録する装置を開発した。 

本装置は、咀嚼筋活動の経時的な変化を記録し、

歯ぎしり・噛みしめの回数と強さ、継続時間が定量

的に計測でき、歯科治療の現場や研究機関における

利用が見込まれる。 

 

2. ブラキシズムロガー 

2.1. ハードウェアの構成 

図 1 に本装置の外観写真を示し、図 2 に本装置の

構成をブロック図で示す。 

咀嚼筋電位信号は双極誘導され、筋電位検出回路

に入力される。筋電位検出回路は、差動増幅器、

BPF(100～1kHz)、絶対値回路、LPF(～10Hz)により

構成され、高い周波数を含む筋電位を全波整流し、

その包絡線を出力する。 

そして、筋電位検出回路の出力信号はマイコン内

蔵の A/D 変換器によってディジタルデータとして

取り込まれ、時計回路により得られる時間データと

共にメモリに保存される。 

本装置では、メモリを節約するため、閾値を超え

た時の信号を保存するようにしている。このため、

筋電位検出回路の出力をコンパレータに入力し、保

存開始／終了信号を生成している。 

なお、筋電位検出回路・コンパレータにはディジ

タルポテンショメータが含まれており、マイコンか

らゲイン調整、閾値の調整が可能である。 

 

 

 

図 1 本装置外観写真 

 

 

図 2 本装置の構成 
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2.2. キャリブレーションの考え方 

図 2 に示した装置構成に基づく試作装置を装着

し、咬合力計（OCCLUSAL FORCE-METER アナロ

グ出力改造品：長野計器）を噛みしめたときの両者

の出力を同時に記録して、装置出力と咬合力の関係

を取得した。この結果の一例を図 3 に示す。 

同図のように、装置出力と咬合力の関係はほぼ線

形となるが、個人差、電極の貼り付け方などにより

傾きが変わる。そこで本装置において装置出力は、

最大噛みしめ時の整流筋電位を基準とし、それに対

する割合（％V）で表示することにした。すなわち、 

][
][][%
V

VV
筋電位最大噛みしめ時の整流

測定時の整流筋電位
装置出力 =  

さらに、図 3 のように整流筋電位と咬合力の間に

相関があるとすれば、装置出力は次式となる。 

][
][][%
kN

kNV
力最大噛みしめ時の咬合

測定時の咬合力
装置出力 @  

 

3. 解析ソフトウェアの概要 

装置に記録されたデータを PC に取り込むための

通信ソフトウェアと取り込まれたデータを解析す

る解析ソフトウェアを製作した。 

解析ソフトウェアは、数日間のデータの最大値、

イベント（噛みしめ回数）回数、総噛みしめ時間を

棒グラフで示す画面と、一日の咀嚼筋活動の推移を

示す画面と、その一部を拡大表示する画面から構成

される。これにより、いつ、どのくらいの強さの噛

みしめを、どのくらいの時間おこなったか、強さと

時間の両方の観点から解析できる。 

イベントの計数は、ある閾値を超え、数秒（イベ

ント判定時間）以上持続したものを１回とカウント

することにし、閾値とイベント判定時間を使用者が

任意に設定できるようにした。 

 

4. 歯ぎしり・噛みしめの解析例 

本装置を用いて、数日間の睡眠中に惹起した歯ぎ

しり・噛みしめの記録を行い、解析ソフトウェアで

解析した例を図 4 に示す。なお、同図は閾値を 20％

V、イベント判定時間を 2 秒とした結果である。 

 

5. まとめ 

本装置は、噛みしめの強さと時間を記録・解析で

き、本体も小型軽量で誰でもが簡便に在宅にて使用

可能なため、研究用途から歯科医院まで幅広く普及

するものと考えている。 

今後は歯科医師の評価を受けて改良を行い、本装

置の普及を目指したい。 

 

6. 参考文献 

[1]鈴木芽,糸川佳代,川崎智子：デンタルハイジーン

第 22 巻第 11 号(2002) 

[2]志賀博：補綴臨床 Vol.37 No4(2004) 
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図 3 装置出力と咬合力の関係 

 

 

図 4 歯ぎしり・噛みしめの解析例 
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全反射減衰赤外分光法による血糖値非侵襲計測システムの開発 
日向野 玲菜，石澤 広明，本田 和也，高野 友裕，室 明伸 

信州大学繊維学部 

Development of noninvasive measurement of blood glucose  
based on attenuated total reflection infrared spectrum 

Rena Higano，Hiroaki Ishizawa，Kazuya Honda，Tomohiro Takano，Akinobu Muro 

Faculty of Textile Science and Technology Shinshu University. 

 

1. はじめに 

近年，食生活の西欧化，運動不足，ストレスなど

が原因で増えている生活習慣病の一つに糖尿病が

挙げられる．厚生労働省の発表によると，2007 年

の時点で糖尿病の患者は，予備軍を含めて全国で約

2,210 万人を越えている．糖尿病の治療において，

血糖値の自己測定が必要不可欠である．しかし，現

在用いられる血糖値測定は侵襲型であり，採血の際

に伴う苦痛やストレス，血液感染症等の安全性の面

で問題が指摘される．そのため，全反射減衰赤外分

光法の血糖値非侵襲計測への適用が期待されてい

る．その開発には，高感度の光吸収スペクトルを取

得する必要がある．そこで，本研究では，光吸収ス

ペクトルの吸光度はプリズムの反射回数に依存す

ることから，従来の 3回反射プリズムに対し，9回

反射プリズムを本計測システムに用い，検量線の精

度を比較検討した． 

 

2. 計測システム 

2.1 計測原理および測定装置 

本研究では，定量的な解析を行う際，光吸収スペ

クトルにおける，Lambert-Beer則を基本原理とした

[1]．すなわち，FT-IR(Travel IR:S.T.Japan) を用いて，

内部標準法に準拠した全反射減衰(ATR)法により，

左手中指の光吸収スペクトル測定を行った

[2],[3],[4]． 

2.2 PLSR (Partial Least Squares Regressions) 

本研究では，PLS回帰分析を用い，測定した光吸

収スペクトルを説明変数とし，侵襲型血糖値測定器

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を構築した[5]．  

2.3 実験方法 

20代の被験者 2名(#1, #2)に対して，12時間の絶

食後，75ｇの糖を負荷し，60分間で 3分間隔 21回，

参照値用として酵素電極法を用いた侵襲型血糖値

測定器(アントセンスⅡ:ダイキン工業)による血糖

値測定を，その 1分後に，本計測システムによる被

験者の左手中指の光吸収スペクトル測定を行なっ

た[3],[4]．なお，内部標準法として，内部標準物質

のスクワランオイルを光吸収スペクトル測定の際

に，マイクロピペット(Pipeto Gene:東京硝子器械)

を用いて測定毎に 5μl，プリズム(3回または 9回反

射)の上に直接滴下し，プリズム上に左手中指先端

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した[3],[4]．得られたスペクト

ルの処理として，データ補正，ATR補正，一次微分

(被験者#1)または二次微分(被験者#2)を施した．こ

のスペクトル及び参照値から，波数範囲

1100-900cm-1で PLS回帰分析を行い，検量線を構築

した．そして，反射回数 3回，および 9回のプリズ

ム使用時の検量線精度を比較検討した． 

 

3. 実験結果および考察 

被験者#1 の 3 回と 9 回反射プリズムによる左手

中指の光吸収スペクトルを Fig.1に示す．また，被

験者#1，#2 の血糖値分布を Table1 に，反射回数ご

との PLS 解析による検量線を Table2 および Table3

に示す． 
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Subject
PLS factor

Correlation coefficient
SEC[mg/dl]

#1 #2
3

0.74
±14

2
0.78
±11

Subject
PLS factor

Correlation coefficient
SEC[mg/dl]

#1 #2

±12 ±12

3 2
0.72 0.78

0

0.2

0.4

0.6

0.8

700120017002200270032003700

波数[cm-1]

吸
光
度

9回反射プリズム

3回反射プリズム

[mg/dl]
Subject Number Average Max. Min. S.D.
#1(3回) 21 120 154 78 22
#1(9回) 21 116 142 85 18
#2(3回) 21 123 145 84 17
#2(9回) 21 135 166 90 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 指の光吸収スペクトル 

 

Table1 血糖値分布 

 

 

 

 

Table2 3回反射プリズムによる PLS解析結果(検量線) 

 

 

 

 

Table3 9回反射プリズムによる PLS解析結果(検量線) 

 

 

 

 

Fig.1より，光吸収スペクトルの比較をすると，9

回反射プリズムの吸光度の方が，3回反射プリズム

より高い吸光度を示すことが確認できる．このこと

から，9回反射プリズムにおいては，指の情報を取

得しやすく，精度が向上すると考えられる． 

次に，Table2,3より，PLS解析結果の検量線を比

較すると，9回反射プリズムを用いた場合の検量線

は，3回反射プリズムを用いた場合と同程度である

ことが判明した． 

本研究が目的とした精度向上において，9回反射

プリズムがより高い精度を得ることはできなかっ

た．そこで，Fig.1をみると，9回反射プリズムによ

る光吸収スペクトルの波数 2350cm-1 付近に二酸化

炭素の吸収ピークがみられた．このことから，指と

9回反射プリズムの密着性が不完全であることが考

えられる．この原因としては，3回反射プリズムの

形状が水平であるのに対し，9回反射プリズムの形

状は下に凸であり，指とプリズムの密着性が不完全

であることが挙げられる． 

今後は，指と 9回反射プリズムの密着性を改善す

るため，プリズムの形状と圧力治具を見直す必要が

ある． 

 

4. まとめ 

本研究より，高感度の光吸収スペクトルを得られ

る一方で，指と 9回反射プリズムの密着性が不完全

であり，より高い精度の検量線を得ることはできな

かった．しかしながら，指とプリズムの密着性を改

善することによって，精度の向上が大いに期待でき

る． 

今後は，この点を改善し，精度向上を図ることが

課題である．次に，被験者数を増やして実験を行い，

本計測システムの安定性を確認する． 

 

本研究は，知的クラスター創成事業(第Ⅱ期)によ

って進められた． 

 

5. 参考文献 

[1] 尾崎幸洋，実用分光シリーズ② 赤外分光法， 

株式会社 IPC，pp.13-25，44-49，(1998) 

[2] 室明伸，石澤広明，本田和也，斎木富士男，     

多重反射赤外分光法による血糖値非侵襲計測，計測

自動制御学会計測部門 第 24 回センシングフォー

ラム 資料，pp.227-230，(2007) 

[3] Hiroaki Ishizawa et al.，Non-invasive Blood Glucose 

Measurement Based on ATR Infrared Spectroscopy 

SICE，Annual Conference 2008，pp.321-324 

[4] Fujio Saiki et al.，Noninvasive Measurement of 

Blood Glucose Based on Optical Sensing and Internal 

Standard Method，SICE Annual Conference 2007，

pp.783-786 
[5] 宮下芳勝，ケモメトリクス，共立出版株式会社，

東京，pp.47-72(1995) 
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BCIに用いる P300 導出のための骨導聴覚刺激の検討 

小口 弘貴*，舟橋 靖貴**，千島 亮***，小坂 将悟**，為末 隆弘*， 

香山 瑞恵*，橋本 昌巳*，伊東 一典*，荒井 善昭**** 
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A basic study on Brain-Computer Interface(BCI) which applied 
P300 event-related potential by bone auditory stimulation 

Kouki OGUCHI*，Yasutaka FUNABASHI**，Makoto CHISHIMA***，Shogo OSAKA，Takahiro TAMESUE*， 

Mizue KAYAMA*，Masami HASHIMOTO*，Kazunori ITOH*，Yoshiaki ARAI**** 

*Faculty of Engineering, **Graduate School of Science and Technology,  

***School of Health Sciences, Shinshu Univ. ****Nagano National College of Technology. 

1. はじめにはじめにはじめにはじめに 

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[1-3]．

我々は，ALS 患者のような重度の肢体不自由者のた

めの BCI 構築を最終目標とし，聴覚刺激によって導

出される事象関連電位（Event Related Potential：

ERP）P300の最適刺激条件について検討を行ってい

る[4]．本研究では，より快適な BCI システムを構築

するために骨導聴覚刺激を用い，音圧レベル，周波

数，持続時間を変化させて導出される ERP 成分

P300 振幅値に着目し，検討を行った．また，気導

聴覚刺激による実験結果との比較，検討も行った． 

2. P300のののの導出導出導出導出・・・・処理方法処理方法処理方法処理方法 

図 1に誘発脳波測定システムの概略図を示す．PC

で作成した音刺激をオーディオインタフェース

（EDIROL：UA-5）から出力し，骨導ヘッドホン

（TEAC：Filltune HP-F100）を用いて被験者に聞か

せた．脳波は頭皮に装着した Ag-AgCl 皿電極（日

本光電：NE-121B）から導出し，脳波計（日本光電：

MEB-5508）の電極ボックスからアナログデータと

し て 出 力 し ， デ ー タ 収 録 ボ ー ド （ National 

Instruments：NI DAQPad-6016）により PCに取り込

み記録した．導出電極位置は国際 10-20法に準拠し，

正中前頭部 Fz，正中中心部 Cz，正中頭頂部 Pzの 3

点とした． 

3. 音刺激条件音刺激条件音刺激条件音刺激条件のののの検討検討検討検討 

測定は，同意の得られた聴力健常男性 5名の協力

のもと行った．課題はオドボール課題を用い，標的

刺激周波数を 2kHz，非標的刺激周波数を 1kHz，音

圧レベルを 50dB とした．先行研究から，今回の実

験では基本的な音刺激条件として，P300 の誘発に 

適していると考えられる立上がり，立下りともに

10ms，持続時間 100msのトーンバーストを刺激と

して用いた．また波形評価方法はベースライン法を

用い，P300 振幅値評価の際は導出電極 Pzに注目す

る． 図 2 に導出された脳波を例示する．標的刺激

では潜時 300~400msに陽性電位変動がみられ，P300

が導出できていることがわかる． 

そこで，音パラメータを変化させて P300 導出実

験を行った．5 名の被験者による P300 振幅値は同

様の傾向がみられたため，実験結果は 5名の平均値

を用い，骨導聴覚刺激による結果と気導聴覚刺激に

よる結果を比較した． 

3.1. 音圧音圧音圧音圧レベルレベルレベルレベル 

 音圧レベルを 20～90dB の 8段階で変化させて導

脳波データ

骨導聴覚刺激

Cz

Fpz

A1 A2

＋

－

Fz

Pz

EOG

different electrode   reference electrode
Fz:正中前頭部        A1+A2:両耳朶連結
Cz:正中中心部        Fpz:ボディアース
Pz:正中頭頂部
EOG:眼電図

骨導ヘッドホン（TEAC：Filltune HP-F100） オーディオインタフェースオーディオインタフェースオーディオインタフェースオーディオインタフェース

(EDIROL:UA-5)
PCPCPCPC

(National Instruments:
LabVIEW)

データデータデータデータ収録収録収録収録ボードボードボードボード
(National Instruments:

NI DAQPad-6016)

脳波計脳波計脳波計脳波計
(日本光電:MEB-5508)

 
図図図図 1111：：：：誘発脳波測定誘発脳波測定誘発脳波測定誘発脳波測定システムシステムシステムシステム 

 
図図図図 2222：：：：導出導出導出導出したしたしたした脳波脳波脳波脳波    
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出実験を行った．図 3 に音圧レベルによる結果を示 

す．骨導聴覚刺激に注目すると，50，60dB で振幅

値が大きくなり，音圧レベルの減少，あるいは増大

に伴い振幅値が小さくなった．気導聴覚刺激と比較

すると，全体的に気導聴覚刺激のほうが振幅値は大

きくなる傾向がみられた．また，気導聴覚刺激では

50dB 以上で振幅値が飽和する傾向にあったのに対

し，骨導聴覚刺激では次第に小さくなり，80dB で

最小となった． 

3.2. 周波数周波数周波数周波数 

非標的刺激周波数を 1kHz に固定し，標的刺激周

波数を250～5kHzの7段階で変化させて導出実験を

行った．図 4 に周波数による結果を示す．骨導聴覚

刺激，気導聴覚刺激ともに同様の周波数特性となり，

音圧レベル同様，骨導聴覚刺激のほうが振幅値は小

さくなる傾向がみられた． 

3.3. 持続時間持続時間持続時間持続時間 

持続時間を10～500msの6段階で変化させて導出

実験を行った．図 5 に持続時間による結果を示す．

骨導聴覚刺激では 50，100ms で振幅値が大きくなる

傾向がみられた．また，どちらの刺激方法でも，

100ms での振幅値が最大となり，持続時間の減少，

あるいは増大に伴い，振幅値は減少する傾向がみら

れた．  

4. まとめまとめまとめまとめ 

 骨導聴覚刺激において，音圧レベル，周波数，持

続時間といった音のパラメータを様々に変えて

P300 導出実験を行った．用いたすべての条件にお

いて P300導出は可能であり，P300 振幅値は音圧レ

ベル 50～60dB，周波数 2kHz 付近，持続時間 50～

100ms で大きくなる傾向がみられた．気導聴覚刺激

による同様の導出実験結果との比較では多くの部

分で同様な傾向がみられた．しかし高い音圧レベル

においては異なる傾向がみられ，周波数特性ではす

べての周波数で，骨導聴覚刺激のほうが振幅値は小

さくなった．今後さらに，様々な聴覚刺激を用いて，

骨導聴覚刺激および気導聴覚刺激ともに並行して

実験を行いながら，P300 の再現性のある安定した

導出条件を明らかにし，BCI への応用についても検

討していきたい．  
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図図図図 3333：：：：音圧音圧音圧音圧レベルによるレベルによるレベルによるレベルによる P300P300P300P300 振幅値振幅値振幅値振幅値のののの平均値平均値平均値平均値 

 

図図図図 4444：：：：周波数周波数周波数周波数によるによるによるによる P300P300P300P300 振幅値振幅値振幅値振幅値のののの平均値平均値平均値平均値    

    

図図図図 5555：：：：持続時間持続時間持続時間持続時間によるによるによるによる P300P300P300P300 振幅値振幅値振幅値振幅値のののの平均値平均値平均値平均値 
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BCI のための視覚・聴覚複合刺激による P300 に関する基礎的検討 
小坂 将悟，小口 弘貴*，舟橋 靖貴，千島 亮**，為末 隆弘*，香山 瑞恵*，橋本 昌巳*，伊東 一典*，荒井 善昭*** 

信州大学大学院，*信州大学工学部，**信州大学医学部，***国立長野工業高等専門学校 

A basic study on P300 elicited by simultaneous presentation of  
auditory and visual stimuli for a BCI system 

Shougo OSAKA，Kouki OGUCHI*，Yasutaka FUNABASHI，Makoto CHISHIMA**，Takahiro TAMESUE*， 

Mizue KAYAMA*，Masami HASHIMOTO*，Kazunori ITOH*，Yoshiaki ARAI*** 

Graduate School of Science and Technology，*Faculty of Engineering，                   

**School of Health Science，Shinshu Univ.，***Nagano National College of Technology. 

 

1. はじめに 

脳波を用いた BCI(Brain-Computer Interface)の研

究が様々な研究者によって進められている[1][2]．こ

れは ALS(Amyotrophic Lateral Sclerosis)のような肢

体不自由者のためのコミュニケーション装置とし

ての利用が期待される．BCI として利用する上で，

利用者が何を選択しているか特定することは重要

であるが，選択できるコマンドを増やすことにも注

目すべきである．本研究では，識別可能な複数の刺

激の中から特定の刺激を選択的に注目したときに

導出される事象関連電位(Event Related Potential：

ERP)P300 に注目している．しかし，同種の感覚刺

激で多コマンド化を行うことは標的刺激特定に時

間がかかってしまう．そこで，異なる感覚刺激を複

合させた課題を行うことで標的刺激特定の時間を

短縮することを提案する．今回は，視覚刺激，聴覚

刺激をそれぞれ 3 種類用意し，同時または交互に呈

示することで異なる感覚刺激を含めた 6 種類の刺

激から 1 種類を判別する課題を行い，P300 の導出

と多コマンド化の可能性を検討した． 

2. 実験方法 

図 1 に測定システムの概略図を示す．本研究では，

計測は脳波計(日本光電：MEB-5508)と信号計測・解

析ソフト(LabVIEW)を用い，国際 10/20 電極配置法

の頭皮上電極番号 20(Pz)に Ag-AgCl 皿電極(日本光

電：NE-121B)を接着させ行った．視覚刺激は青，緑，

赤の色を用いた刺激であり．被験者から 1.0 m 離れ

たところに設置したディスプレイ上に 10 cm×10 

cm の範囲で呈示した．聴覚刺激は周波数 500 Hz，

1000 Hz，2000 Hz の純音を SPL 50 dB で気導ヘッド

ホン(オーディオテクニカ：S055WH)を介して呈示

した．刺激持続時間は視覚・聴覚ともに 0.4 sec で

ある．被験者は 20 代健常者男性 4 名であり，指定

した標的刺激を認めればボタン押しを行うタスク

を与えた．予備実験において視覚刺激，聴覚刺激を

個別に与えたとき全ての被験者で標的刺激におい

て P300 が導出された．本検討では，視覚・聴覚刺

激を同時呈示，交互呈示の実験を行った．同時呈示

実験では 2.0 sec ごとに，視覚・聴覚刺激をランダ

ムな組み合わせで呈示し，交互呈示実験では 1.0 sec

ごとに視覚刺激と聴覚刺激を交互に与え，それぞれ

の刺激において呈示する順序はランダムとした． 

脳波はサンプリング周波数 1 kHz，量子化数 16 bit

で AD 変換し，刺激前 0.1 sec から刺激後 1.0 sec の

区間を処理区間とした．雑音除去のための帯域フィ

ルタは低域で 0.3 Hz，高域で 30 Hz のカットオフ周

波数に設定した．その後，加算平均波形を求め，P300

の振幅及び潜時を調べた．加算回数が 30 回以上に

なるまでを一連の実験とした．P300 振幅を求める

ために刺激開始前 0.1 sec の平均電位を 0 とするこ

とで基線を定義するベースライン法を用いた． 

 

図 1 : 測定システム 
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(a)：標的刺激 2000 Hz 

 

(b)：標的刺激 RED 

図 2：同時呈示時の Pz 脳波波形例 

3. 実験結果 

3.1. 同時呈示実験 

 図 2 は同時呈示実験における P300 の導出例とし

て，(a)に標的刺激を 2000 Hz，(b)に標的刺激を赤と

したときの刺激から 0.5 sec の脳波波形を示したも

のである．標的刺激の P300 の振幅において聴覚刺

激は視覚刺激より約 5μV 小さくなり，潜時は聴覚

刺激が早くなる傾向が見られた．また，標的刺激と

異なる感覚への刺激の非標的刺激の電位変動が大

きくなっているのが見て取れる． 

3.2. 交互呈示実験 

交互呈示実験の脳波波形例を図 3 に示す．(a)は標

的刺激を 2000 Hz，(b)は標的刺激を赤としたともの

である．同時呈示同様，聴覚刺激と視覚刺激で標的

刺激の P300 の振幅と潜時に差が見られた．また，

同時呈示に比べ，標的刺激と異なる感覚への刺激の

非標的刺激の電位変動が小さくなっているのが見

て取れる．この傾向はすべての被験者に見られた． 

 

(a)：標的刺激 2000 Hz 

 

(b)：標的刺激 RED 

図 3：交互呈示時の Pz 脳波波形例 

4. まとめ 

 視覚刺激，聴覚刺激をランダムな組み合わせで同

時呈示したところ，聴覚刺激で標的刺激特定が困難

であった．これは，聴覚刺激は視覚刺激に比べ振幅

が小さく，さらに同時呈示では標的刺激と非標的刺

激が組み合わされて呈示されるため，このときの非

標的刺激には標的刺激に起因する P300 成分が混入

したと考えられる．視覚刺激，聴覚刺激を交互に呈

示することで標的刺激特定の確率が上がった．今後

は，同時呈示でも標的刺激の P300 振幅が大きくな

る聴覚刺激課題について検討するとともに，視覚刺

激，聴覚刺激による P300 の特徴を明確にして標的

刺激特定を可能にし，多コマンド化を検討していく．  

参考文献 

[1] L.A.Farwell, E.Donchin, Talking off the top of 
your head: Towards a mental prosthesis utilizing 
event-related brain potentials. 
Electroencephalogr Clin. Neurophysiol.,70, 6, 
pp.510–523, 1988. 

[2] G.Pfurtscheller, C.Neuper, C.Guger, W.Harkam, 
H.Ramoser, A.Schlögl, B.Obermaier, M. 
Pregenzer, Current trends in Graz Brain-Computer 
Interface (BCI) Research. IEEE Trans. Rehab. 
Eng., vol.8, no.2, pp. 216-219, 2000. 
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視覚障害者用遠隔コミュニケーション支援のための

触覚と聴覚によるボードゲームシステム

長坂 大介*，濱口 祐介**，為末 隆弘*，香山 瑞恵*，橋本 昌巳*，伊東 一典*，杉本 雅彦***，清水 道夫****

*信州大学工学部情報工学科，**同大学院工学系研究科，***拓殖大学北海道短期大学，****長野県短期大学

A real-time network board game system using tactile and auditory senses for the blind
Daisuke NAGASAKA*，Yusuke HAMAGUCHI**，Takahiro TAMESUE*，Mizue KAYAMA*，Masami HASHIMOTO*，

Kazunori ITOH*，Masahiko SUGIMOTO***，Michio SHIMIZU****

*Faculty of Engineering, Shinshu University，**Graduate School of Science and Technology, Shinshu University，

***Takushoku University Hokkaido College，****Nagano-ken College

1.1.1.

1.

はじめに

近年，PCを用いることでメールやチャット，イ

ンターネットなどにより，遠隔地での双方向コミュ

ニケーションを行うことが可能となっている．PC

には GUI(Graphical User Interface)環境が導入されて

おり，直感的な理解と操作が可能である．しかし，

画像やレイアウト情報は非視覚メディアへ容易に

変換できないこと，また Webなどに含まれる画像

やレイアウト情報の最適な伝達方法が確立されて

いないため，配信者の意図した情報が利用者に正確

に伝わらないこと，これらが視覚障害者の PC使用

を妨げる原因の一つになっており，視覚障害者が画

像やレイアウト情報が含まれた情報の双方向コミ

ュニケーションを満足に行うことができずにいる．

現在では，このような状況を改善しようとする

様々な研究が行われている[1,2]．また，画像やレイ

アウト情報が含まれた情報の双方向コミュニケー

ションの一例として，ネットワーク対戦型ボードゲ

ームが挙げられる．ボードゲームは健常者だけでな

く，視覚障害者にも親しまれている．実際に市販さ

れている盲人用ボードゲームは，直接手で駒に触れ

ることができ，盤面のレイアウト情報を把握しやす

い．また，PC上で行う盲人用ボードゲームソフト

は，一人でもコンピュータ相手にゲームを楽しむこ

とができ，ネットワークを介して離れた場所にいる

人と対戦を行うことも可能である．

そこで，我々は上で述べた両者の特徴を取り入れ

た触覚と聴覚によるボードゲームシステムを開発

し[3]，これらのインタフェースの評価を行ってい

る．本稿では，ネットワーク対戦が可能なボードゲ

ームシステムを構築し，オセロゲームを対象にシス

テムの評価を行ったので報告する．

2.2.2.

2.

視覚障害者用双方向システム

触覚と聴覚を用いた視覚障害者用双方向システ

ムの構成を図 1に示す．また，本システムの各イン

タフェースの構成要素と伝達情報の関係を表 1 に

示す．はじめに触覚ガイド上の位置情報は手指入力

によって入力され，ペンタブレットを通して PCへ

渡される．入力された位置情報は PC を経由して，

オーディオインタフェースで処理された後，ヘッド

ホンを通じて音声や聴覚ディスプレイに提示され

る．また，石の色などの意味情報は，PCから USB

-○聴覚ディスプレイ

○○
聴覚

音声ガイド

○-触覚振動刺激

出力

-○手指入力

-○
触覚

触覚ガイド
入力

意味情報位置情報感覚インタフェース　

表 1：インタフェースの構成要素と伝達情報

図 1：視覚障害者用双方向システム

hasimoto
タイプライターテキスト
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によって送信され，振動刺激コントロールユニット

内のマイクロプロセッサによって処理を行った後，

振動刺激として出力される．また，ネットワークの

通信方式には，システムの柔軟な拡張が可能である

点を考慮してクライアント・サーバ方式を用いた．

3.3.3.

3.

オセロゲームへの応用

実際にオセロゲームを行う際には，まず盤面を把

握し，そこからゲーム戦略の立案と具体化を経て所

望の位置に石を置くという一連の動作が必要であ

る．本実験では，本システムを用いて，被験者同士

が対戦する実際のオセロゲームを行いながら本シ

ステムの有効性を評価する．

3.1.3.1.3.1.

3.1.

実験方法

被験者は 20代健常者 2名とし，アイマスクを装

着させ擬似視覚障害者として実験に参加させた．本

実験では，被験者が 1手あたりに要した時間に着目

し，ゲームがどのような時間経過を経て進行してい

くか評価を行った．さらに比較のために，本システ

ムを目視で用いた場合，本システムを用いてコンピ

ュータと対戦した場合，そして盲人用オセロ盤を用

いた場合についても検討した．なお，本実験で用い

たコンピュータの強さに関しては，まず角に石が置

けるかどうか調べ，置けなければ 1手先までシミュ

レーションを行い，角が取られないような場所に石

を置くといったアルゴリズムを用いている．

3.2.3.2.3.2.

3.2.

実験結果

被験者 2名の結果を図 2に示す．全体の傾向を見

ると，盲人用オセロ盤よりも本システムを用いた場

合の 1 手あたりの時間が平均的に短いことがわか

る．盲人用オセロ盤では先に盤面全ての把握を行

い，ゲーム戦略の立案と具体化を行った後布石を行

う．しかし，本システムでは振動刺激による意味情

報の出力で，石を置ける場所が即座に判別できる．

この違いによって時間の差が発生していると考え

られる．また，被験者 A，Bの両者とも，人が相手

の場合の方がコンピュータが相手の場合よりも多

くの入力時間を要していることがわかる．これは，

対戦相手が人である場合，決められたアルゴリズム

で石を置いていくコンピュータの時よりも，より盤

面が複雑に展開していくため，盤面の把握，ゲーム

戦略の立案と具体化といった動作に多くの時間を

要しているためだと考えられる．

以上のことから，本システムを用いて実際にオセ

ロゲームのネットワーク対戦が行えることを確認

した．なお，被験者からは，ゲームを楽しむことが

できた，負けて悔しかった，盤面を把握するのに疲

れたといった感想が聞かれた．

4.4.4.

4.

おわりに

本稿では，ネットワークを介した双方向による触

覚と聴覚を用いたボードゲームシステムを開発し，

オセロゲームを対象に評価を行った．実験結果か

ら，実用的なレベルでゲームが行えることを確認

し，本システムの有効性を見出した．今後は，実際

に視覚障害者の方にも本システムを使用してもら

い，システムの改良点を見出していく．

参考文献

[1] 後藤他，“21 世紀の医療福祉を支える科学技
術 ，”電子情報通信学会，Vol.84，No.5，pp.281-
367，2001．

[2] 小林，“視覚障害者及び盲ろう者向けコミュニ
ケーション端末 DB4DB の評価，”電子情報通
信学会，Vol.107，No.61，pp19-24，2007．

[3] 馬場他，“触覚と聴覚による視覚障害者のため
のボードゲーム用入出力インタフェース，”第
33 回感覚代行シンポジウム，pp.109-112，2007．
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冠動脈狭窄モデルにおける拍動流と壁変形  

－末梢側抵抗とコンプライアンスによる影響－ 
季 傑*，小林 俊一*，森川 裕久*, Dalin Tang**, David N. Ku*** 

*信州大学繊維学部，**ウースター工科大，***ジョージア工科大 

Flow and Deformation in Stenosis Models of Arterial Disease 
-Influence of Flow and Deformation on Distal Resistance and Compliance- 

Jie JI*, Shunichi KOBAYASHI*, Hirohisa MORIKAWA*, Dalin TANG**, David N. KU*** 

*Faculy of Textile Science and Technology, Shinshu University，**Worcester Polytechnic Institute,  

***Georgia Institute of Technology 

 

1. 序論 

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(1)．そこで著者らは動脈

病変部の力学的特性に近い狭窄モデルを開発，冠動

脈の狭窄部について注目し，in vitro 実験による流れ

と狭窄モデル変形の相互作用について検討してい

る(2)．冠循環は収縮期には血流はほとんどなく，拡

張期に多く流れ，これは冠動脈の心収縮による締め

付けによるものでことから，本報では同モデルの末

梢側抵抗を同期的に変化させ，さらにコンプライア

ンスを付加し，冠循環に近い条件における拍動流と

狭窄部変形について検討した結果を述べる．  

2. 実験方法 

図１に曲率を持つ狭窄モデルの断面図を示す. 
曲率半径は 31.3mm，すなわち曲率ξが 3.2×10-2 mm-1

の曲率を持つモデルである(3)．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) 

今回は使用したモデルは St=70%, Ec=100%であ

り，力学的特性として，圧力と内径の変化はいわゆ

る｢J カーブ｣を描き，スティフネスパラメータβを
約 10 にさせた(4)．従って，ヒト冠動脈より多少柔

らかいものである．また，比較のために，固い PVC
チューブを狭窄モデルと同様に曲げたモデル (狭
窄部は無し，以降，PVC モデルと呼ぶ)を用意した． 

図 2 に実験装置を示す．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．内腔直径は超音波診断

装置からの映像を拍動流と同期させて取り込み，画

像解析ソフトにて測定した．作動流体には水を用い

た．末梢側抵抗の変化は下流側の PVC チューブに

リニアモータで駆動されるロッドを設置して，PVC
チューブの断面積を周期的に変化させるようにし

た．今回の実験での PVC チューブへのロットの押

し付け距離を図 3 に示す．なお，PVC チューブ下

流側にさらにコンプライアンスをもつチューブと

リザーバタンクを設け，そこで全体の平均的な抵抗

を制御している．また，上流側にも空気を含む密閉

容器を介して下流側に接続してある．今回の実験で

は狭窄モデルの曲率は変化させず，3.2×10-2 mm-1

と固定した． 
 

 
(R・θ=90mm, D=4mm, h=1mm, R=31.3mm, θ =2.9rad). 

Fig. 1 Schematic representation of the curved stenosis model 
 

 

Fig. 2 Experimental setup 
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3. 実験結果 

 まず，末梢側抵抗を固定した結果として，図４

に PVC モデルの拍動 1 周期の上流側圧力 (P1)，下

流側圧力 (P2)，上流側流量 (Q1)，下流側流量 (Q2) 
を示す．0 ~ 100 deg の間は収縮期，100 ~ 360 deg の

間は拡張期を示し，流量については僅かではあるが

収縮期においては減少，拡張期においては増加し，

拡張期優位がみられた．これは上流側の空気を含む

密閉容器の効果であると考えられる．図 5 に狭窄度

と偏心度を持つ PVA 狭窄モデルの拍動 1 周期の圧

力と流量を示す．これより，上流側の流量には拡張

期優位がみられないが，これは PVC モデルより，

柔らかい PVA 狭窄モデルの狭窄部上流側の膨らみ

によるものであると考えられる． 
図 6 に下流側抵抗を周期的に変化した際の拍動 1

周期における圧力と流量を示す．下流圧力の最大値

の位相が 90 deg に移動するが，これは末梢側抵抗

増加によるものである．しかし，位相が 150 ~ 240 
deg の間は，下流圧力の減少と増加，下流流量の増

加と減少が生じる．これは末梢側抵抗部の PVC チ

ューブの開きが急となり，急激な流れが生じたもの

と考えられる． 
図７に PVA 狭窄モデルが一番膨らんだ際の超音

波映像を示す．これより，狭窄部の変形の違いはほ

とんど見られないが，今後，脂質に豊む柔らかな狭

窄部を用いた場合は変化がみられると考えられる． 
 

 

Fig. 3 Reciprocating displacement of the rod in one cycle 

 

 
(a) Upstream     (b) Downstream 

Fig. 4 Measured upstream and downstream pressures and flow 
rates in one cycle (PVC model, constant distal resistance). 

 
(a) Upstream     (b) Downstream 

Fig. 5 Measured upstream and downstream pressures and flow 
rates in one cycle (PVA stenosis model, constant distal 

resistance). 

 
(a) Upstream     (b) Downstream 

Fig. 6 Measured upstream and downstream pressures and flow 
rates in one cycle (PVA stenosis model, changing distal 

resistance). 

 
(a) Constant distal resistance  

 

(b) Changing distal resistance 
Fig. 7 Ultrasound images of sagittal section of the stenosis 
model 
 

4. まとめ 

今回の実験により，硬い PVC モデルでは上流側

の空気を含む密閉容器によって流量の拡張期優位

を再現できた．また，末梢側抵抗の変化によって収

縮期での流量を減少させることができた．しかし，

末梢側抵抗の同期的変化が適切でなかったため，下

流側圧力と流量の大きな変動があり，より生理的な

圧力と流量が生じるように末梢側抵抗の変化を設

定することが課題である．また，ヒト冠動脈に近い

スティフネスパラメータの大きな狭窄モデル，脂質

を含んだ狭窄モデルの開発も課題である．  
 

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. 

Biomechanical Engineering, Vol. 126, pp. 363-370, 2004. 
(3) Weydahl E., Moore Jr. J. E., J. Biomechanics. Vol. 34, 

pp.1189-1196, 2001． 
(4) 林，バイオメカニクス，コロナ社，pp.75-76，2000. 
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ベネディクトロス型簡易呼吸観測具の試作と機能調査 
浅沼 和志，西澤 祐太朗，片塩 悟，竹村 克己，山本 俊也 

長野県工科短期大学校 

Development of simple respiratory observation apparatus by Benedict Roth type 
Kazushi ASANUMA，Yutaro NISHIZAWA，Satoru KATASHIO，Katsuki TAKEMURA，Syunya YAMAMOTO 

Nagano Prefectural Institute of Technology. 

 

1. はじめに 

腹式呼吸による深い呼吸運動は，健康維持や健康

増進に結びつく．今回，我々は，被呼吸者自らが，

腹式呼吸に伴う連続した深い呼吸の状態を直接認

知しての訓練が可能な，ベネディクトロス型簡易呼

吸観測具を試作１）し，観測具としての動作性能調

査を行った．本稿ではその結果について報告する． 

2. 観測具の試作および機能 

2.1. 原理および構成 

 図 1 に試作した観測具の原理および構成を示す． 

 

 

図 1 試作観測具の原理および構成 

 

ベネディクトロス型２）を基本に小型卓上構造

（200×500×300mm）とし，呼気および吸気の繰り

返し連続観測が可能となるよう方向制御弁を設け

た．腹式呼吸による深い呼吸圧を直線変位量に変換

する構成として，円筒体Ⅱ（ベル）上部に錘を設け

るとともに，呼吸圧に応答する直線変位量を，円筒

体Ⅱ（ベル）から 200mm 離れた位置にロープ伝動

により出力端錘の位置変位として再現させる機構

とした．更に，プラスチック光ファイバ（三菱レー

ヨン Super Eska SH4001，素線直径 1mm，以下 POF

と呼称）アレイの対向空間光学結合系を設置し，こ

の結合系の中で出力端錘の位置変位量に連動した

光路遮蔽を生じさせることで，POF アレイ端部から

の変動光量を被呼吸者の視覚へ投射する構成とし

た． 

2.2. 試作条件設定 

円筒体Ⅱ（ベル）上部の錘は 22[g]，出力端錘は

22[g]とした．呼吸圧の変化を直線変位に変換する機

構部は，管 1 内径を 8mm，管 2 内径を 2mm，円筒

体Ⅰ内径を 48mm，円筒体Ⅱ（ベル）内径を 45mm，

円筒体Ⅰ内の市水を 100ml，また管 1 および 2 の素

材を透明ビニル，円筒体ⅠおよびⅡの素材を PET

樹脂，更に，ロープ伝動部は，2 ケの滑車の直径を

19mm，ロープは“綿より糸”2mm×2 本の構成と

し，出力観測部は，POF 素線 17 本（腹部膨張収縮

を伴う 3 秒程度の呼気に相当，17mm）をアレイ化

した対向空間光学結合系（対向距離 10mm）とした． 

2.3. 呼吸観測実験 

呼気に対する出力端錘の直線動作変位量（下方方

向）について確認した結果を図 2 に示す．一般男性

健常者 1 名（19 歳）の腹部膨張収縮を伴った安静

時の呼気（1.5 秒程度）を，吸気をはさみ座位にて

100 回繰り返し，各回での出力端錘の変位量を観測

した結果，約 10.6mm の平均変換変位量を得た．50

回程度までは観測値にバラツキがみられたものの，

呼気 100 回の繰り返しに対して再現性のある観測

が行えることを確認した． 

〈呼気時〉 

〈吸気時〉 

管 1 

管 2 

方向制御弁 

(口元) 

空気穴 

円筒管 
円筒体Ⅱ：ベル 

市水 

円筒体Ⅰ 
錘 

密封領域 

滑車 ロープ 

出力端錘 

POF アレイ 
(三菱レーヨン:Super Eska) 

(目視) 

白色 LED（日亜化学:NSPW500BS） 

吸気情報の流れ 
呼気情報の流れ 
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 図 2 呼気圧に対する出力端錘の直線変位量 

 
図 3 繰り返し呼吸での POF 光遮蔽観測結果 

 

次に，被験者 3 名（一般男性健常者 20 歳代）が

座位の状態で，深い呼気（腹部膨張収縮を伴った約

3 秒程度の呼気）およびそれに連動する吸気運動を

10 回繰り返した時の，各気における POF 遮蔽本数

の観測実験を行った．結果を図 3 に示す． 

被験者 a は，10 回全てに渡り，設定した POF17

本分の光路遮蔽を繰り返し実現することができた

一方で，被験者 b および被験者 c は，5 回または 6

回めの呼気から，遮蔽できない POF の本数が増え

る結果となった．これは被験者の疲労や腹式呼吸実

現不足等の影響で，呼吸が浅くなる傾向が現れたも

のと推定される．  

2.4. 温度に対する動作バラツキ 

周囲温度および市水温度の変化に対する円筒体

Ⅱ（ベル）の変位量確認結果を図 4 および図 5 に示

す．管 2 にシリンダを接続し，円筒体Ⅱ（ベル）の

密閉領域内に一定の気量 20ml を送り続けたところ，

周囲温度（気温）では約 19℃以下，水温では約 9℃

以下の場合に，直線位置変位量で 2mm 程度のバラ

ツキが認められた．一方，周囲温度が 20～22℃の

範囲，水温が 10～17℃の範囲においては，円筒体

Ⅱ（ベル）の直線位置変位量のバラツキを 0.5mm

以下に抑えることが可能であることがわかった．

 
 図 4 円筒体Ⅱ（ベル）変位バラツキ量（対 気温） 

   

図 5 円筒体Ⅱ（ベル）変位バラツキ量（対 水温）  

3. 結果およびまとめ 

 被呼吸者が，腹式呼吸を伴う深い呼吸に連動する

変動光量を常時視覚認知しながら呼吸訓練が可能

な，ベネディクトロス型簡易呼吸観測具を試作し，

観測具として，使用に具する動作機能を確認した． 
 今後，呼吸圧の伝達効率向上や動作精度向上など

を検討しながら，引き続き観測具の改良を進めてい

く予定である． 
参考文献 

[1] 浅沼他；ﾍﾞﾈﾃﾞｨｸﾄﾛｽ型簡易呼吸計測具の試作，計測

自動制御学会中部支部ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 2008 講演論文集，

pp.129-130(2008).  

 [2] 磯野日出夫，内野欽司，江藤義春，駒田格知，瀬木

和子，松田秀人，山本良子（著）；図説解剖生理学，

pp91-92，東京教学社，東京，2005.  

（一般男性健常者 1 名（19 歳）） 

直線変位平均変換量≒10.6mm 

＊座位での安静時呼気（1.5 秒程度） 
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２軸直交光学式簡易呼吸計測具の検討 
浅沼 和志*，吉田 享平**，伊東 一典**，中澤 達夫***，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，***国立長野工業高等専門学校 

Examination of Optical Sensing by Orthogonal Two Lines for Breathing Measurement 
Kazushi ASANUMA，Kyouhei YOSHIDA，Kazunori ITOH，Tatsuo NAKAZAWA，Masami HASHIMOTO， 

Mizue KAYAMA，Takahiro TAMESUE 

*Nagano Prefectural Institute of Technology，**Faculty of Engineering，Shinshu University， 

***Nagano National College of Technology 

 

1. はじめに 

我々は，歌唱評価への利用を目指して，横隔膜が

主体の呼吸挙動に連動して生じる腹部体表面変位

変動を検出するための，小型で簡便な光学式呼吸計

測手法の開発を進めている 1）．今回，2 つの空間光

学結合系が直交する構成で計測具の試作を行い，基

礎特性ならびに観測性能向上の可能性について検

討を行った．本稿では，その結果を報告する． 

2. 試作および実験 

2.1. 原理構成および試作 

図 1 に，試作した計測具の原理構成を示す． 

８mm

８mm

LED
（コーデンシBL05-1211）

（光軸Ⅰ）

（光軸Ⅱ）

ＰD
（コーデンシHP-333）

一体化固定

球レンズ
（φ5mm/BK-7）

 

      図 1 原理構成（上面図） 

 

 既に試作を進めてきた 1 軸空間光学結合系１）を

基本に，独立配置する球レンズ（ショット BK-7，

直径 5mm）の中心と直交する 2 つの軸上に，それ

ぞれ発光ダイオード（コーデンシ BL05-1211，以下

LED と記載）とフォトダイオード（コーデンシ

HP-333，以下 PD と記載）を配置する構成とした．

LED と PD の対向距離は，ともに 8mm とし，2 つ

の空間光学結合系は，相互の位置関係を連結して一

体化固定した． 

2.2. 基礎特性実験結果および考察 

試作品において，光軸Ⅰおよび光軸Ⅱの交点と球

レンズの中心を一致させ，動態変位垂直軸上で球レ

ンズを移動させたときの，光軸Ⅰならびに光軸Ⅱの

光結合効率の変化を取得した．結果を図 2 に示す． 

光軸Ⅰ，光軸Ⅱともに，光結合効率の変化量は約

10%/0.1mm であった．これは，1 軸空間光学結合系

の試作品 1）と同性能である．しかしながら，光軸Ⅰ

と光軸Ⅱの最大結合効率点の位置に差が確認され

た．特に，光軸Ⅱの最大結合効率の位置は，交点 

   

光軸Ⅱ光軸Ⅰ

PD

LED

（位置変位）

（＋）

（－）
動態変位垂直軸
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 図 2 光結合効率特性（2 軸交点垂直方向） 
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から約 0.15mm 上方にずれている．これは，光軸Ⅱ

の LED と PD を実装する際に，高さ方向に寸法ず

れが生じたもので，実装精度を抑えれば改善が可能

であると考える． 

直交する 2 つの対向光学結合系から得られるそ

れぞれの光出力情報は，2 つの独立情報として扱う

ことができるため，1 軸空間光学結合系の単一情報

に比べ倍の情報量を得ることができる．尚，この特

性は，動態変位が 2 軸交点の垂直方向に生じた場合

の光量変化に相当する． 

2.3. 観測性能向上検討結果および考察 

次に，2 軸直交構成での相関性能について検討し

た．図 3 に検討モデルを示す． 

 

     図 3  2 軸相関検討モデル 

 

動態変位垂直軸を含む光軸Ⅰ面上を，球レンズの

中心が動態変位垂直軸より傾き θ をもって距離 ΔH

移動して P 点に達したとするとき，光軸Ⅱを 1 軸空

間光学結合系で想定すると，P 点は，全方位対称性

の球レンズの特徴から，垂直上方に ΔH 離れた位置

の光軸Ⅱにおける光結合効率として観測される．し

かしながら，ここでは角度 θ に関する情報は含まれ

ない．一方で，光軸Ⅱと光軸Ⅰを組み合わせた 2 軸

空間光学結合系とした場合，P 点は，動態変位垂直

軸と光軸Ⅰの座標 P（Δx，Δy）であらわされる．従

って，球レンズ中心が座標 P（Δx，Δy）に存在する

ときの，光軸Ⅰにおける光結合効率を認知すれば，

光軸Ⅱの情報と組み合わせることで，角度 θ の要素

を含む観測情報が得られる．そこで，試作した 2 軸

直交系の光軸Ⅰにて，球レンズを移動させて Δx に

対する Δy の光結合効率を確認した．原点（Δx=0， 

0 
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図 4 光軸Ⅰ上の球レンズ位置ずれ特性（Δy） 

 

Δy=0）は，光軸Ⅰおよび光軸Ⅱの交点と球レンズ

の中心が一致する点とした．結果を図 4 に示す． 

Δy を 0.8mm とした場合，座標（Δx=0，Δy=0.8）

で光結合効率が 60%，座標（Δx=0.6，Δy=0.8）で光

結合効率が 50%となり，Δx が 0mm から 0.6mm の

範囲で光結合効率が約 10%減少することが確認さ

れた．角度 θ に換算すれば，0deg.から約 37deg.傾く

ことで光結合効率の変化が約 10%生じることを意

味しており，角度 θ の要素を含んだ観測情報が取得

できることがわかる．しかしながら，得られた変化

量は小さく，観測性能向上の実現にあたっては，移

動量単位あたりの変化量を大きくする必要がある． 

3. まとめ 

 既に開発を行った 1 軸空間光学結合系を基本に，

2つの空間光学結合系を直交させる構成で動態変位

計測具を試作し，直線位置変位とともに角度変位を

含んだ観測情報を取得することで，1 軸系に比べ観

測性能を向上させることができる可能性を示した．  
今後，組み立て精度を高めた本構成での計測具の

試作および性能検証の実施と併せ，観測性能を向上

させるための光学結合構成の検討を進めるととも

に，体表面動態変位の直接計測を行い，計測具とし

ての有効性検証を進めていく予定である． 

参考文献 

[1] 浅沼和志，砂押聖三，吉田享平，伊東一典，香

山瑞恵，中澤達夫，橋本昌巳，為末隆弘：歌唱

評価のための光学式呼吸計測手法に関する検討，

信学技法，MBE2008-40，pp.73-78，2008 
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意思伝達支援における臨床実践の再考と脳波応用技術の可能性について 
千島 亮 

信州大学医学部保健学科 基礎作業療法講座・大学院医学系研究科保健学専攻 作業療法学領域 

mchishi@shinshu-u.ac.jp 

 

1. 臨床実践の現況と課題 

重度神経筋疾患者（児）の臨床実践においては，

疾病による可逆的な困難や生涯に渡たる非可逆的

な障害を残すこととなっても，社会生活の維持と自

立生活実現へ向けた積極的な取り組みが展開され

ている．意思伝達支援を主軸として支援介入した症

例を紹介し，近年特に注目される新たな支援技術で

ある「Brain-Computer Interface: BCI」導入の可能性

と現状での課題について考察したい．臨床実践にお

ける対象疾患には，上位頚髄損傷， locked-in 症候

群，重度の進行性神経筋疾患者（児）など，医学的

治療を積極的に進めることが困難で，固定された障

害・困難が極めて重症である場合も少なくない．特

に重度の意思伝達困難は，身近な家族との意思疎通

を制限し，自宅や院内生活全般での不安を助長する．

また，意思疎通の手段が全く制限される中で，長期

に渡る療養生活や在宅介助生活を強いられる状況

の対象者も極めて多い． 

2. 意思伝達支援に向けた脳波応用の可能性 

 意思伝達支援技術の提供は，個々の対象者の疾病

や障害，病態進行の特徴などから，一律の支援技術

の提案が難しい．こうした点から，綿密な病態把握

による個別的な意思伝達方法の立案と提供が重要

となる．また，病態進行が極めて早い状況において

は，刻々と変化する身体状況に即応した迅速な対応

が極めて重要となる． 

近年，医工学における新たな支援技術提案と臨床

導入の可能性についての論議が盛んに行われてい

る．特に脳波（EEG）応用に関する様々な支援技術

の発展はめざましく，臨床導入の可能性を含め，具

体的な支援方策として期待されている．様々な特徴

EEG と BCI 研究の現況を概観し，臨床導入の可能

性と今後の課題について，医工学と臨床医学，そし

て脳神経倫理の視点を踏まえて考察したい（図 1）． 

Tutorial session 1 

図 1 生体信号を応用した新たな支援技術提案と脳波応用による BCI 研究 
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3. 特徴脳波と BCI 研究 

 J.J.Vidal（1973）らが提案した動作によらないコ

ンピュータ・アクセスを脳波応用による実現し，

「Brain-Computer Interface: BCI」として初めて紹介

した．以来，様々な特徴脳波を応用したシステムが

提案され，重度の意思伝達障害に対する新しい支援

技術として注目されている． 

 Steady-State Visual Evoked Potentials (SSVEPs)

定常状態視覚誘発電位の応用 

 光やその発光パターンを視覚刺激条件とし，網膜

視細胞の発火情報が視覚伝導路を介して大脳視覚

領域に到達されて導出できる誘発電位を BCI に応

用している．輝度を一定とし，高頻度律動刺激を変

動させた複数のマーカ発光体を注視させ，刺激周波

数ごとに導出される定常状態（SS）に至った VEPs

を検出し，コマンド発信に応用している． 

 準備電位（Readiness Potentials）の応用 

 随意運動やイメージだけでも，随意収縮開始の約

1600ms 前から脳表面に出現する緩徐な陰性電位で

ある「Movement-Related Cortical Potentials: MRCPs」

を応用したものがある．また，脳波を構成する周波

数成分ごとに解析した際，8〜13Hz 帯域のμ律動

（μリズム）が同様の運動イメージで抑制されるこ

とが知られている．こうした特徴を利用し，随意運

動時と安静時のμ律動帯域とβ律動帯域（18〜

34Hz）のスペクトル振幅値の差を利用した BCI シ

ステムが提案されている．信号処理方法を新たに提

案し，運動イメージに関連する一定周波数帯域の成

分抽出による応用もある．特徴周波数成分のパワー

値が運動イメージに先行して抑制される脱同期化

（ERD）と，運動イメージ開始後にβ帯域のパワー

が rebound する同期化（ERS）とを利用したものな

どが提案されている． 

 SCPs (Slow Cortical Potentials)の応用 

 EEGの中でも最も遅い周波数帯域をもつ SCPsを

臨床実践で応用し，進行した筋萎縮性側索硬化症

（ALS）者を対象としたより実践的な意思伝達支援

も試みられている． 

 事象関連電位 P300 成分の応用（図 2） 

 オドボール課題（oddball paradigm）の様々な提示

に際して誘発される P300 成分を用い，任意に選択

した刺激によって誘発される本成分を応用したも

のがある．モニタ上に提示されたアルファベットと

数字を 6×6 のマトリクスに配置し，約 125ms ごと

に横または縦列に 12 回程度点滅させ，任意に誘発

した P300 成分をコマンド信号として利用している． 

4. 支援技術応用と脳神経倫理の視点 

 急速に進む脳科学分野を基盤とした様々な支援

技術が臨床実践に導入・応用されつつある．しかし，

BCI 研究をはじめとする先進的な技術提案に対す

る社会的認知や理解は必ずしも成熟しているとは

言えない．技術革新による BCI 研究成果の一つ一つ

に関わる社会との積極的な議論と検証こそが，今後

の BCI 技術の発展に大きく関わってくるものと思

われる． 

参考文献 
Dornhege G, Mllán JR, Hinterberger T, McFarland DJ, 
Müller KR: Toward Brain-Computer Interfacing, The 
MIT Press, Cambridge, 2007. 

図 2 我々が取り組んでいる骨伝導聴覚刺激音の選択的注意によって誘発される P300 応用の BCI システム基本構成 
 

様々な聴覚刺激音の呈示を工夫することで，臨床応用に即応した BCI システムの提案が可能である．脳科学基礎領域や

診断技術分野で注目される傾向にある生体信号について，生活支援の視点で技術提案を進めていくことが期待される． 
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視覚障害者の理想的な読書環境を目指して 
西澤達夫* 

*シナノケンシ株式会社 システム機器事業部 福祉生活支援機器ビジネスユニット 主任技師 

*信州大学大学院総合工学系研究科博士課程システム開発工学専攻 

Research for the ideal reading environments for the visually impaired. 
Tatsuo Nishizawa 

Shinano Kenshi Co., Ltd. , Interdisciplinary Graduate School of Science and Technology Shinshu University 

1. はじめに 

DAISY 方式の登場で, 従来のアナログ方式からア

クセシビリティは飛躍的に改善された. しかしそ

の情報の存在を知り取捨選択をして必要な時に取

りにいけるかという点については, まだ課題が多

い. その切り札はネットワーク配信の利用である

が、過去 2回実施した実証実験（一回目はパソコン, 

二回目は専用端末）を通して得られた知見, 課題を

報告する. 

2. 方 法 

 高速インターネットインフラを利用して視覚障

害者自身が簡単な操作で, 録音図書の検索, 試聴, 

そしてダウンロードを行えるシステムの実用化を

目指して実証実験を行った. 

2.1. パソコンを使用した実証実験（2000年度実施） 

ネットワークで DAISY 図書を配信するための基

本的な枠組みを配信サーバーとして実現した. 

・図書登録, 管理システム（DB 管理システム） 

・図書利用システム（Web サービス） 

・ユーザ管理システム 

・ログ（利用実績）収集システム 

 図書の再生を行うための専用ソフトを開発して

東京, 大阪, 上田地区で 58 名の視覚障害者の方々

にインストール済みのパソコンを提供し, 実証実

験を行った. この再生ソフトは、ストリーミング再

生に対応しており, 図書の選択を行うと直後自動

的に起動, 再生開始ができる. 

しかしながら、図書の選択はブラウザを使って専

用のホームページにログインする必要がある。 

2.2. 専用端末を使用した実証実験（2006年度実施） 

パソコンを使うこと自身がバリアになるケース

があることから, 専用端末（既存の DAISY 再生機と

同様の外観, 操作性）の試作機を用いて東京, 大阪

地区で 10 名の視覚障害者の方々に参加頂いて実証

実験を行った. 図書検索や端末管理を行うための

専用サーバーを開発し, パソコンでできていた機

能を全て専用端末からの操作で実現した. 加えて, 

電話リクエストで個人のライブラリに配信する

Push 型のサービスも実現した.  

3. 結 果 

 パソコンも専用端末も同じく, 日中から深夜

まで幅広い時間帯で利用実績があった. 24 時間

365 日視覚障害者自身が必要な時に必要な録音

図書を検索、そして中身を試聴した上で、利用で

きるこのシステムは今までの読書スタイルを根

幹から変革するものとして好評を頂いた. 

4. まとめ 

中途失明の参加者からは, 以前本屋で立ち読み

をして気に入った本を選んでいたのを思いだした. 

これこそ待ち望んでいた図書利用の姿だとのコメ

ントを頂いた. パソコンのシステムはそのまま

2004 年から実運用が開始れた「びぶりおネット」

に引き継がれて現在に至っている. 

専用端末での利用については, パソコンの実証

実験をした当時から強い要望を頂いていたが、ネッ

ト配信を実現するための部品コストが低下し, 実

用機として提供できる目処が付いた. 

参考文献 

[1] 西澤達夫：録音図書ネットワーク配信システ

ムの開発と実証実験について. 第 27 回感覚代行シ

ンポジウム発表論文集,pp.77-79,2001. 
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