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粘弾性を有する模擬血管内における医療用ガイドワイヤのトルク伝達特性
○ 久保佑太*，小林俊一**，森川裕久**
*信州大学大学院工学系研究科，**信州大学繊維学部

Torque Transmission Characteristics of Medical Guide-wire in Viscoelastic Blood Vessel Model
Yuta KUBO*, Shunich KOBAYASHI**, Hirohisa MORIKAWA**
* Division of Science and Technology, Shinshu University Graduate School, 3-15-1, Tokida, Ueda, Nagano.
**Faculty of Textile Science and Technology, Shinshu University, 3-15-1, Tokida, Ueda, Nagano.

1.

はじめに

現在，心筋梗塞や狭心症などにカテーテル治療が
広く用いられている．そこに用いられるガイドワイ
ヤは，カテーテルを治療箇所へ誘導させる重要な役
割を担っている．そのためガイドワイヤの力学特性
を把握することは重要である(1)．本研究では模擬血
管内におけるガイドワイヤの動的な力学的特性を
測定し，ガイドワイヤの設計や選定の支援，医療支
援カテーテルシミュレータを開発するための基礎
を得ることを目的とする．その基礎として，ハイド
ロゲルを用いた模擬血管内におけるガイドワイヤ
の動的なトルク伝達と回転追従性を測定し，ガイド
ワイヤの回転速度に依存することがわかった(2)．
本報告では，ガイドワイヤの動的なトルク伝達特
性と模擬血管材料の動的粘弾特性を詳細に検討し，
模擬血管の粘弾性がガイドワイヤのトルク伝達特
性に及ぼす影響について考察した．

2.

Fig. 1 Schematic diagram of blood vessel model
Table 1 Blood vessel model types
Material

Outer diameter
do [mm]

Inner diameter
di [mm]

Length
L [mm]

PVA Tube

4

0.75

20

DMSO Tube

3.5

0.75

20

Silicon Tube

1

0.5

20

PTFE Tube

1

0.5

20

実験装置および実験方法

2.1. 血管モデル
実験に用いた模擬血管モデルの形状と寸法を
Fig.1 と Table 1 に示す．模擬血管には PVA ハイドロ
ゲルを用い，調製条件の異なる 2 種類（PVA Tube：
不透明な PVA ハイドロゲル，DMSO Tube：PVA に
Dimethyl Sulfoxid を添加して透明化させたハイドロ
ゲル）を用意した．また，比較のために PVA ハイ
ドロゲルと同様に粘弾特性を有するシリコンゴム
と，粘弾特性を有さない PTFE を用意した．測定中
は管内に水を満たした状態で行った．
2.2. トルク測定装置
実験装置を Fig. 2 に示す．直径 0.4mm のガイドワ
イヤの操作部をステッピングモータに固定し，回転
を PC で制御した．ガイドワイヤ先端には微小トル
ク検出器を取り付け，ガイドワイヤ先端に発生する
トルクd を測定した．また，血管の屈曲によるトル
ク伝達特性を測定するために Curving support を作
成し，模擬血管を屈曲させた．モータの回転速度は
0.05, 0.1, 0.5, 1.0rps の 4 種類とし，モータを 1 回転
させた．測定時刻 t をモータが 1 回転するのにかか

Fig. 2 Schematic diagram of measurement device
る時間 T で除して無次元化した t/T で測定結果を評
価した．なお，測定はモータ回転停止後も行い，
t/T=2 まで記録した．
2.3. 動的粘弾特性測定装置
模擬血管の粘弾性を調べるため，動的粘弾性測
定装置を用いて材料の粘弾性測定を行った．試験は
せん断試験を行い，水中にて室温(27℃)，せん断周
波数は 0.1，1.0，10Hz として，貯蔵弾性率 G’と損
失正接 tanを測定した．
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(a) PVA Tube (di = 0.75mm)

(b)DMSO Tube (di = 0.75 mm)

(c)Silicon Tube (di = 0.5 mm)
(d) PTFE Tube (di = 0.5 mm)
Fig. 3 Distal torque

3.

(a) Storage modulus

(b) Loss tangent
Fig. 4 Dynamic viscoelasticity of
blood vessel models’ material

G’が大きいほど変形に多くのエネルギを消費する
ために先端トルクが減尐，すなわちトルク伝達性が
低下する．そのため，G’の小さい PVA Tube で最も
d が大きいと考えられる．また，操作部モータの回
転速度によるd の差は，PVA Tube が DMSO，Silicon
Tube に比較して大きいことも，G’の周波数（速度）
依存性から説明できると考えられる．

結果および考察

3.1. 先端発生トルク
先端発生トルクd の測定結果を Fig. 3 に示す．同
図(a)～(c)の PVA , DMSO, Silicon Tube では，操作部
モータの回転速度が高いほどd が低くなり，また，
t/T に対するd の傾きは t/T ＝ 0.5 以下では小さく，
t/T = 0.5~1.0 では大きい．
同図(d)の PTFE Tube では，
操作部モータの回転速度による d の差はなく，t/T
に対するd の傾きは t/T ＝ 0.3 まではほぼ 0 で，t/T
＝ 0.3~1.0 ではほぼ一定である．
3.2. 模擬血管材料の動的粘弾性
模擬血管材料の貯蔵弾性率 G’と損失正接 tanの
測定結果を Fig. 4 に示す．G’に関しては，せん断周
波数が高くなるほど大きくなり，特に，PVA は周波
数による G’の差が大きいことがわかる．tanに関し
ては，PVA, DMSO, Silicon においては周波数が高く
なるほど小さくなるが，PTFE においては周波数が
高くなるほど大きくなることがわかる．このことか
ら，模擬血管材料には G’，tanに周波数依存性があ
ることがわかり，その依存性は PVA においては高
く，Silicon では低い．
3.3. 模擬血管がトルク伝達特性に与える影響
ゴムやゲルなどのエラストマー上を剛体が転が
るとき，エラストマーは変形し，圧縮と回復を繰り
返す(3)．この関係はガイドワイヤと模擬血管との間
にもいえ，ガイドワイヤが回転する時，模擬血管の

4.

おわりに

今回の測定によって特に以下の事項がわかった．
(1) PVA , DMSO, Silicon Tube では，操作部に相当
するモータの回転速度が高いほど先端発生ト
ルクは低下する．
(2)模擬血管材料 PVA , DMSO, Silicon の貯蔵弾性
率 G’，損失正接 tanはせん断周波数に依存し，
せん断周波数が高いほど G’は高くなり，tan
は低くなる．
(3)先端発生トルクd は，模擬血管材料の G’が高
くなるほど小さくなる．

5.

参考文献

(1) 座古他，日本材料学会学術講演会講演論文集，

pp. 213-214, 2000.
(2) 久保，小林，森川，第 29 回日本生体医工学会甲
信越支部大会講演論文集，pp. 5-6, 2009．
(3) 内山，日本ゴム協会誌 61(5), pp.315~316, 1988.
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BCI に用いる P300 導出のための位置情報を有する音刺激の検討
小口 弘貴*，千島 亮**，岩松 康太***，大谷 真***，
香山 瑞恵***，橋本 昌巳***，伊東 一典***，荒井 善昭****
*信州大学大学院工学系研究科，**同医学部保健学科，***同工学部情報工学科，****国立長野高専

A basic study on Brain-Computer Interface using
P300 event-related potentials induced spatialized auditory stimuli

Kouki OGUCHI*，Makoto CHISHIMA**，Kouta IWAMATSU***，Makoto OTANI***，

Mizue KAYAMA***，Masami HASHIMOTO***，Kazunori ITOH***，Yoshiaki ARAI****
*Graduate School of Science and Technology，**School of Health Sciences，

***Faculty of Engineering，Shinshu Univ. ，****Nagano National College of Technology.

立上り立下り 10 ms，持続時間 100 ms のトーンバー

1. はじめに

スト刺激とし，音圧レベル 50 dB を基本条件とした．

我々は筋萎縮性側索硬化症（ALS）をはじめとす

音刺激によって導出した脳波は，頭皮に装着した
る重症な神経筋疾患者・児の意思伝達支援を目的と

Ag-AgCl 皿電極（日本光電：NE-121B）から脳波計

し，BCI（Brain-Computer Interface）構築のための基

礎的研究を進めている [1]．P300 応用による BCI の

（日本光電：MEB-5508）に取り込んだ．導出電極

関で進められているが[2]，我々の研究では刺激条件

中中心部 Cz，正中頭頂部 Pz の 3 点とし，基準電極

位置は，国際 10-20 法に準拠し，正中前頭部 Fz，正

臨床応用が視覚刺激呈示により様々な BCI 研究機

を A1＋A2 両耳朶連結，ボディーアースを正中前頭

に聴覚刺激を用いる点に特徴を持つ．今回は聴覚刺

葉 Fpz とした．また，アーチファクトとして眼電図

激に合成音像を用い，音源方向を左右に定位させる

EOG を記録することで眼球運動やまばたきを監視

方法に着目して目的 P300 ERPs の導出実験と BCI

し，±50µ V を超える電位が生じた試行を分析対象

構築への検討をおこなった．
2. 目的 P300 ERPs 導出方法

から除外した．脳波計に取り込んだデータはアナロ

図 1 に誘発脳波測定システムの概略図を示す．実

グデータとして出力し，データ収録ボード（National
Instruments：NI DAQPad-6016）によりサンプリング
周波数 1 kHz，量子化 16 bit で PC に取り込み記録

験はアーチファクトの混入を防ぐために，シールド

した．LabVIEW を用いて各種信号処理をおこない，

ルーム内の安静椅子座位で実施した．まず，PC で

雑音除去のための帯域フィルタは低域で 0.5 Hz，高

作成した音刺激をオーディオインタフェース

域で 50 Hz のカットオフ周波数に設定し，標的刺激

（EDIROL：UA-5）から出力し，気導ヘッドホン

の試行回数を 20 回とした．

（SONY：MDR-Z700）を用いて健常被験者（信州
大学医学部倫理規定 H20 ・ 21 年度審査にて承諾）

3. 位置情報を
位置情報を有する音刺激
する音刺激による
音刺激による導出実験
による導出実験

に受聴させる．刺激間隔を 2 s，音刺激の種類には

聴覚刺激による BCI では，選択肢となる音刺激の
選択しやすさが重要である．我々は，音刺激に音源
方向の要素をもたせることで，BCI システムの多コ
マンド化が可能になり，システムとしても応用がし
やすくなると考えた．そこで，音源方向のみ異なる
2 種類，また周波数と音源方向の異なる 4 種類の音
刺激を用いた目的 P300 ERPs 導出実験をおこなっ

た．音源方向は，両耳間にレベル差，時間差をつけ
ることで定位させている [3] ．実験で用いた音刺激
は，レベル差を約 10 dB，時間差を約 0.6 ms 与える

図 1：誘発脳波測定システム

ことで，図 1 に示すように水平面の左 60°，ある
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図 2：2 方向の音刺激による導出結果

図 3：振幅値と潜時の平均値

いは右 60°（-60°）に定位させたものを使用した．

ずつおこなった．今回の導出結果では，すべての被

波形評価方法にはベースライン法を用い，導出電極

験者間に同様の傾向がみられたため，実験結果は平

位置は EOG の影響が少なく，安定した脳波の導出

均値を用い，考察をおこなった．図 3 に振幅値と潜

が可能であると考えられる Pz に注目した．

時の音刺激の種類ごとの平均値と標準偏差を示す．
どの音刺激を標的刺激とした場合でも，目的 P300

4. 実験結果

ERPs の導出が確認でき，振幅値や潜時に明確な差

4.1. 2 方向の
方向の音刺激による
音刺激による導出実験
による導出実験
音源方向の異なる 2 種類の音刺激を用いて目的

はみられなかった．
5. おわりに

P300 ERPs 導出実験をおこなった．実験は健常被験
者 15 名を対象とした．課題はオドボール課題を用

音源方向を左右に定位させた音刺激による目的
P300 ERPs 導出実験をおこなった．用いたすべての

い，呈示頻度は 1：4，周波数を 2 kHz，非標的刺激
（Freq）とする音源方向を 0°に固定し，標的刺激

音刺激，あるいは組み合わせで，音源方向の選択弁
別，目的 P300 ERPs の導出が可能であった．このこ

（Rare）とする音源方向を 60°，あるいは-60°と

とから，聴覚刺激による BCI に用いる音刺激とし

した．すべての被験者で同様な傾向がみられたた
め，図 2 に代表被験者 1 名の 2 方向の音刺激による

て，音源方向の要素をもつ音刺激を応用できる可能

60°とした導出結果）．標的刺激では矢印で示すよ

は音刺激の周波数や音源方向によらず，ほぼ同程度

性が示唆された．また，導出された目的 P300 ERPs

導出結果を示す（標的刺激を青線は 60°，赤線は-

うに潜時 250～400 ms 付近に陽性電位変動がみら

の振幅値や潜時となる傾向がみられた．したがっ

れ，目的 P300 ERPs の導出が確認できる．また標的

て，システムの多コマンド化にも十分に応用が可能
であると考えられる．今後，さらに音刺激の種類を

刺激とする音源方向の違いにも，振幅値や潜時に明
増やして，あるいは音刺激呈示条件を変えての目的
確な差はみられなかった．これらから，音源方向を

P300 ERPs 導出実験をおこない，最適な刺激条件や

選択弁別することによる目的 P300 ERPs の導出は

BCI システムへの効果的な応用方法を検討してい

可能であることがわかった．
4.2. 4 種類の
種類の音刺激による
音刺激による導出実験
による導出実験

きたい．

安定した目的 P300 ERPs の導出が可能である健

参考文献

[1] 小口弘貴, 千島 亮, 他. BCI に用いる目的 P300
ERPs 成分導出のための気導・骨導聴覚刺激の
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brain–computer interface (BCI)?, Neurosci Lett,
462, pp.94–98, 2009.
[3] J.Blauert ， Spatial Hearing ， The MIT Press ，
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計 4 種類の音刺激を用いた目的 P300 ERPs 導出実験
をおこなった．被験者には同じ割合でランダムに呈
示される 4 種類の音刺激から 1 種類を任意に選択し
てもらった．また，実験は各標的刺激について 2 回
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ベッド上の人の呼吸検出
手塚佳夫*，淀川聖司*，御子柴孝**
*長野県工科短期大学校， **(株)スマートセンサーテクノロジー

Detection of human’s respiration on the bed
Yoshio TEZUKA*, Seiji YODOGAWA*, Takashi MIKOSHIBA**
**Nagano Prefectural Institute of Technology, **Smart Sensors Technology Corporation

PC表 示

はじめに

1.

ピエゾ ケーブル

日本は超高齢社会を迎え，自宅で介護を行うケー
スが増えることが予想されるが，介護者の高齢化も
進み，介護負担の軽減が求められる．また，ベッド
A/D変換器

上に同じ姿勢で長時間寝ていることによって起こ
る褥そうの発生は，介護を行う上で深刻な問題とな
っている．このため，病気や高齢によりベッド上で

アナログ回路

の生活を余儀なくされている人達には，異常が発生

図1

実験装置 の全景

したときに検知し通報する安否確認システムが不

位置で 10mm 変位時 1Ｎに設定した．この上に，厚

可欠であり，無侵襲・無拘束で違和感の無い，安全

さ 9cm の体圧分散マットレス（イノアックリビン

で安価なシステムが求められる．

グ社 INO-1），ベッドパッド，シーツを敷いた．こ

これまでに筆者らは，ベッド架台とマットレス間

こに被験者（20 歳男子，身長 172cm，体重 60kg）

にワイヤを張り，そこに加わる圧力変化を検知する

が横臥して，ケーブル位置，背もたれ角度，横臥姿

ことにより，ベッド上の被介護者に身体的，精神的

勢を変化させた時の呼吸検出を行った．加えて，2

な負担を加えることなく横臥姿勢と呼吸を検知し，

時間の連続計測及び無呼吸の検出を行った．

異常が生じたときに警報を発するシステムの構築

なお，画面表示及びデータ保存は，ナショナルイ

を行ってきた[1]-[4]．本報では，ワイヤにピエゾケー

ンスツルメンツ社製の計測アプリケーション開発

ブルを用いて呼吸検出を行った結果について報告

システム LabVIEW によって行い，信号視覚化解析

する．

システム DIAdem11 アドバンストを用いて解析を

2.

実験方法

行った．

2.1.

実験装置

3.

実験結果

図 1 に実験装置の全景を示す．本装置は，呼吸時

ピエゾケーブルは，予備実験において最も大きく

における横隔膜の動きを，マットレスの下にあるピ

呼吸波形が表れた被験者のみぞおち位置（ベッド上

エゾケーブル（（株）東京センサ AWG#20WP）によ

端から 50cm）に設置し，下記の結果を得た．

り検出し，自作したアナログ回路によりドリフト防

3.1.

ケーブル位置を変化させた時の呼吸検出

止した後にＡＤ変換を行い，パーソナルコンピュー

ピエゾケーブルの位置を，仰臥位の被験者のみぞ

タ（PC）の画面上に表示し，データとして蓄える．

おち部を基準に，上下 20cm 変化させた時の検出結

2.2.

実験内容

果を図 2 に示す．ここで，出力値が小さくなるもの

使用したベッドはパラマウントベッド社製キュ

の呼吸波形が確認でき，横臥位置の上下広範囲にわ

ーマアウラ KQ-623 で，ここにピエゾケーブル（長

たって呼吸検出が行えることを確認した．なお，ケ

さ 84cm）を設置して，ケーブルテンションを中央

ーブル本数を増やすことにより，より広範囲での呼
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図 2 ケーブル位置を 変化させた時 の出力変化

また，周波数解析を行った結果，被験者の呼吸周

Vol tage [V]
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-0.2
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2 時間の連続計測を行った結果を図 4 に示す．こ

-0.7

Vol tage [V]

〔波形抽出：6 0s〕

time [s]

Cable Position： 0[cm]
Vol tage [V]

130

time [s]

13 0

time [s]

こで波形が乱れている所は，被験者が手足を動かし

-0.1
-0.2

たり，姿勢を変えたことによるものである．

-0.3
-0.4
-0.5

また，被験者が仰臥位で 30 秒間の呼吸停止を行
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まとめ
ベッドの架台とマットレス間に設置したピエゾ

図3 横臥 姿勢を変化させた時の出力変化

ケーブルにより，ベッド上の被験者の横臥位置，背
吸検出が可能になる．
3.2.

もたれ角度，横臥姿勢を変化させても，呼吸検出が

背もたれ部の角度を変化させた時の呼吸検出

可能であることを示した．また，長時間にわたる連

ベッドの背もたれ角度を 0～50[deg] 変化させて

続計測，及び無呼吸検出も可能であることを示した．

呼吸検出を行った結果，検出値に大きな変化は表れ
参考文献

なかった．これは，背もたれ角度を変えてもケーブ
ルにかかる圧力が殆ど変わらないためと考える．
3.3.

[1] 手塚，内田他，ベッド上の人体挙動の検出，長野県工科短大

横臥姿勢を変化させた時の呼吸検出

紀要 4，(2001) 7～11．
[2] 大塚，手塚他，ベッド上の人体挙動の検出（第 2 報，表示・

図 3 に，横臥姿勢を仰臥位，腹臥位，右側臥位，
左側臥位に変化させた時の呼吸波形を示す．ここで，

警告機能の付加），日本機械学会北陸信越学生会第 31 回学生員
卒業研究発表会講演会論文集，(2002) 187～188．

仰臥位が最も振幅の大きい波形が得られ，腹臥位で

[3] 宮嵜，手塚他，ベッド上の人の呼吸確認システムの開発，日

はやや小さくなることが分かる．左右の側臥位では

本機械学会北陸信越学生会第 35 回学生員卒業研究発表会講演会
論文集，pp.215-216 (2006) ．

ケーブルへの圧力が加わりにくいため出力値は小

[4] 手塚他，ベッド上の人の挙動・呼吸の検出，善光寺バレー研
究成果報告会 2009 講演会論文集，pp.1-6 (2009) ．

さくなるものの，呼吸波形は確認できる．

6

第８回日本生体医工学会甲信越支部長野地区シンポジウム

近赤外レーザー共焦点光学系による非侵襲血糖値計測システムの構築
宮内 祐樹*，堀口 拓郎**，石澤 広明*，手塚 信一郎***，原 仁***
*信州大学大学院工学系研究科，**信州大学繊維学部，***横河電機株式会社

Development of Noninvasive Blood Glucose Measuring Instrument
by Near-Infrared Confocal Optical System
Yuki Miyauchi*，Takuro Horiguchi**，Hiroaki Ishizawa*，Shin-ichirou Tezuka***，Hitoshi Hara***
*Graduate School of Science and Technology, Shinshu University，**Faculty of Textile Science and Technology, Shinshu University，
***Yokogawa Electric Corporation

1.

VCSEL

緒言
近年著しく増加する糖尿病の予防，治療のために

Beam splitter
Collimating lens

は，血糖値を管理，コントロールする目的で在宅で
の自己血糖値測定が必要不可欠となっている．しか

PD

し，現状の自己血糖値測定では，採血に伴う疼痛や
Objective lens

コストなど，患者などの負担を有する侵襲測定に限
定されるため，簡便で迅速に測定可能な非侵襲の血

Imaging
lens

Confocal
detection pinhole

Stage

糖値測定装置が強く待望されている[1]．本研究では，
Fig. 1 Experimental system

近赤外レーザーを用いて共焦点光学系による反射光
検出システムを構築し，生体の近赤外吸収により血
糖値を推定する非侵襲血糖値測定装置の開発に向け

3.

実験方法

た初期実験を行っている[2, 3]．本報告では，構築し

3.1.

生体血中付近のグルコース水溶液濃度測定

生体血中グルコース濃度は 10-1%付近であるため，

た装置においてグルコースを添加した液体試料のグ
ルコース濃度測定を行った．はじめに，蒸留水に粉

10-2%の濃度変化を検出可能かどうか検討した．試料

末グルコースを溶解させ，濃度を変えた試料に対し

には，グルコース濃度 0%から 0.10%まで 0.02%毎の

-2

%の濃度

グルコース水溶液 6 種類を作成し，試料プレートに

変化を検出可能であった．次に馬脱繊維血液にグル

500µl 入れたものを用いた．各試料の反射光強度の差

コースを溶解させ，濃度を変えた試料に対し，酵素

が大きい深さ 0.7mm 位置の反射光を検出した．

電極法を原理とした侵襲型血糖値測定器により血糖

3.2.

近赤外吸収を測定した．結果，試料の 10

血液媒質中のグルコース濃度測定

値，本装置において近赤外吸収を測定した．その結

試料には，馬脱繊維血液にグルコースをランダム

果，作成した試料について，血糖値と近赤外吸収量

な量溶解した血糖値の異なる血液試料 6 種，各 3 試

の間に相関を見出し，また再現性も確認した．

料，合計 18 試料を用いた．試料の侵襲型測定器で測
定した血糖値は，0，93，152，218，334，360mg/dl

2.

であった．試料を試料プレートに 500µl 入れたもの

装置系
装置
系

を用い，各試料に対し試料表面と反射光強度の差が

本研究で構築した装置は，Fig.1 に示すような，光

大きい深さ 0.2mm 位置の反射光を検出した．

源に波長 1.55µm の近赤外 VCSEL(垂直共振器面発光

3.3.

レーザー)，光検出器に PD（フォトダイオード）を

血液媒質中測定再現性

試料は，3.2.と同様に作成した血糖値の異なる血液

用いた奥行き分解能を有する共焦点光学系であり，

試料 3 種，各 3 試料，合計 9 試料を用いた．試料の

試料台を上下することで試料表面側から底面側まで

血糖値は，63，230，313mg/dl である．各試料に対し

の反射光の強度を検出可能である．

試料表面と深さ 0.2mm 位置の反射光を検出し，3.2.
によって得られた検量線にあてはめた．
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4.

結果と
結果
と考察

検量線に代入した結果を Fig. 5 に示す．Fig.4 では再

4.1.

生体血中付近のグルコース水溶液濃度測定

現測定値と血糖値の相関は得られたが，予測値にオ

Lambert-Beer の法則より反射光強度の対数値と試

フセットが生じた．一方 Fig.5 では，規格化すること

料濃度は負の相関を示す．Fig. 2（a）は，3.1.におけ

でオフセットが解消し検量線に即した再現性のある

る各試料の深さ 0.7mm 位置の反射光強度の対数値と

結果が得られた．本装置の奥行き分解能により光路

試料濃度の関係である．また，Fig.2（b）は試料濃度

長を限定し，表面反射光を測定値のバックグラウン

を目的変数，反射光強度対数値を説明変数とし，単

ドとすることで，光源や光路における光強度変動の

回帰分析により求めた検量線である．10-2 %レベルで

影響を除いた測定を可能とした．
4000
Estimated value（mg/dl）

も濃度に依存する反射光強度の変化を確認し，反射
光強度の対数値と試料濃度間の負の相関を確認した．
0.1
0.08
Estimated value（%）

-0.7

0.06

-0.75

y = -1.0x - 0.70
R = 0.90

0

-0.85
0
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0
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400

-0.02
0

0.02

0.04
0.06
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（a）

0.1

Fig.4 Repeatability measurement
400

（b）

Fig.2（a）Correlation of concentration and intensity，
（b）Calibration curve
4.2.

2500

y = 0.94x
R = 0.90
SE =0.018

0.02

-0.8

3000

500

0.04

Estimated value（mg/dl）

Logarithmic reflection intensity .

-0.65

3500

血液媒質中のグルコース濃度測定

3.2.の結果として，各血液試料の血糖値を目的変数，
深さ 0.2mm 位置における反射光強度対数値を目的

300

200

100

Construction data
Repeatability measurement

0
0

変数とし，単回帰分析により求めた検量線を Fig. 3

100
200
300
Reference value（mg/dl）

400

Fig.5 Normalized repeatability measurement

に示す．この結果，血糖値と反射光強度対数値の間
の高い相関が確認でき，本装置により血液試料の血

Estimated value（mg/dl）

糖値を定量的に測定できることがわかる．

5.

結言

400

近赤外レーザーと共焦点光学系を応用した反射光

300

検出システムを構築し，グルコース水溶液の濃度定
量測定を行った．また，強散乱溶液である血液中の

200

血糖値定量測定を行う際に，本装置特有の規格化操

y = 0.99x
R = 0.97
SE = 28

100

作により測定再現性を得た．

0
0

100
200
300
Reference value（mg/dl）

400

6. 参考文献

Fig.3 Blood sample calibration curve
4.3.

1. 宮内祐樹ほか：全反射減衰赤外分光法による血

血液媒質中測定再現性

糖値非侵襲計測．第 42 回照明学会全国大会，講

3.3.で測定した各血液試料の深さ 0.2mm 位置の反

演論文集．p.214，2009．

射光強度対数値を説明変数として，Fig.3 の検量線に

2. 宮内祐樹ほか：近赤外光レーザー共焦点光学系

代入した結果を Fig.4 に示した．また，3.2.における

を用いた非侵襲血糖値計測．第 48 回日本生体医

各血液試料の血糖値を目的変数，深さ 0.2mm 位置の

工学会大会プログラム・抄録集．p.154，2009．

反射光強度と試料表面の反射光強度の比（反射光強

3. 宮内祐樹ほか：近赤外レーザー共焦点光学系に

度比）の対数値を説明変数とし，単回帰分析により

よる非侵襲血糖値計測．生体医工学シンポジウ

検量線を求めた． 3.3.で測定した各血液試料につい

ム 2009 プログラム．p.17，2009．

ても反射光強度比の対数値を説明変数として，この
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１チャンネル携帯型発汗計の開発
百瀬 英哉*，坂口 正雄**，大橋 俊夫***
*（株）西澤電機計器製作所，**スキノス東御研究所，***信州大学医学部

Development of 1 channel mobile type perspiration meter
Hideya MOMOSE*, Masao SAKAGUCHI**, Toshio OHAHI***
*Nishizawa Electric Meters Manufacturing Co.,Ltd., ** Skinos Thomi Lab, Shinshu University

1.

専用のアプリケーションによって PC へのデータ転

はじめに

送が簡便に行える。

「発汗」は、緊張や動揺などの精神的なストレス

②AC アダプタまたは乾電池駆動が可能であり、

によって生ずる精神性発汗と、暑いときに体温を調

乾電池駆動の場合、単三電池４本で約３時間の連続

節するために発生する温熱性発汗に大別される。前

運転が可能である。

者は手掌・足底部の皮膚から発生する微量発汗であ

③部品選定を見直し、小型化・軽量化を図ること

り、後者はそれらを除く全身の皮膚から発生する多

でケースサイズを 200mm×130mm×40mm（プロト

量発汗である[1]。

タイプ）とした。

これまで我々が開発した流量補償方式の換気カ

これらを踏まえ、本プロトタイプと従来装置

プセル型発汗計では、微量発汗から多量発汗までの

（SKN-2000）の主な仕様の比較を表１に示す。

測定が可能であり、生理学等の基礎医学研究、多汗
症・無汗症・自律神経障害等による発汗異常など医
療分野、運動・スポーツ、感性工学等幅広い分野で
使用されている。
しかし、従来の据え置き型発汗計では運動など被
験者が移動したり、屋外、浴室などの場所で発汗量
測定をする場合、電源の確保やデータの記録等の面
で不都合が多く、携帯して簡便にデータ記録が行え
る発汗計が求められている。そこで我々は、メモリ

図1

内蔵、乾電池駆動の流量補償方式１チャンネル携帯
表１

型発汗計を開発した。
装置の概要とプロトタイプを使用して行った応
用実験について報告する。

2.

装置構成
本装置における基本的な内部構成は従来の流量

補償方式換気カプセル型発汗計（SKN-2000：西澤
電機計器製作所）と同様である[2]。本装置の主な特
徴を以下に列記する。
①メモリを内蔵しており、約３時間の記録が可能
である（サンプリング周期：0.1 秒）。また時計回路
を内蔵しているため、開始日時の記録が可能である。
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3.

応用実験
図２に精神性発汗領域におけるプロトタイプと

従来装置との比較実験の結果を示し、図３に温熱性
発汗領域における比較実験の結果を示す。両図に示
すように、従来装置と同様に発汗量の計測ができる。
さらに、入浴中の発汗量測定（図４）、炎天下歩
行中の発汗量測定（図５）を行った。なお、これら
の実験は周辺環境の影響を排除するため、プロトタ
イプ本体、除湿剤、保冷剤を市販の保冷バックに入
れて行った（図６）。これによって、保冷バック内

図２

精神性発汗領域における比較

図３

温熱性発汗領域における比較

の温湿度は推奨環境条件に近い値となり、正確な測
定ができることが分った。

4.

まとめ
今回、屋外等での発汗量測定を容易にする携帯型

発汗計の試作を行い、いくつか応用実験を行った。
これらの試験によって、①本装置は、従来装置
（SKN-2000）と同等の測定性能がある。②屋外等
で使用する場合、周辺環境の影響を排除することが
難しいが、装置本体を保冷バックにいれることで、
その影響を軽減することができ、今まで測定の困難
な環境での発汗量測定が可能である。
本装置はメモリ内蔵、電池駆動であるため、本体
のみで発汗量の測定が可能である。今後、更なる小
型化とオプション製品の開発を行い、商品化を目指
したい。

参考文献

図４

[1]小川徳雄：汗の常識・非常識．講談社(1998)

入浴中の発汗量測定

[2]百瀬、坂口他：流量補償方式換気カプセル型デ
ィジタル発汗計の開発．電子情報通信学会技術
研究報告 (2008)

図６
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視線入力を用いた文字入力システムの開発
竹内瞬*，蒔崎智之**，橋本昌巳**，伊東一典**，香山瑞恵**，大谷真**
*信州大学大学院工学系研究科，**信州大学工学部情報工学科

Development of a virtual kana keyboard using eye-gaze input.
Shun TAKEUCHI* Tomoyuki MAKIZAKI** Masami HASHIMOTO** Kazunori ITOH**
Mizue KAYAMA** Makoto OHTANI**
*Graduate School of Science and Technology, Shinshu Univ.

**Faculty of Engineering, Shinshu Univ.

はじめに

1.

近年 ALS（筋萎縮性側策硬化症），頚椎損傷など
による重度障害者の意思伝達手段として，視線を用
いたコミュニケーション方法が多数研究されてい
る

[1] [2] [3]

．その中のひとつの手法であるカメラを用

いた視線検出法は，現場での利用形態を考えると実
用性が高い．そこで本研究では視線によるコミュニ
[4]

ケーションの例である透明文字盤の概念 を利用
した手法の検討を行っている．透明文字盤とは介護

図 1

実験環境

者が五十音などを表記した透明な文字盤をはさん
で障害者と対面し，文字盤上の障害者の視線を読み

像を Web カメラで撮り，その画像から眼領域を

取り意思伝達が行うというものである．具体的には，

80x50pixel で切り出す．その画像に対して視線方向

介護者は障害者が注視する視線方向を予測しなが

推定を行い，その視線方向を元に文字盤を動かし，

ら文字盤を動かし，障害者と自身の視線が一致する

被験者の注視している文字をディスプレイ中央の

状態にする．このときの両者の視線上にある文字を

文字選択エリアまで誘導する．その文字が中央まで

読み取るというものである．

誘導されたら被験者に 1 秒以上の意図的なまばた
きしてもらい，文字を決定するという流れである．

2.

システム構成
システム構成と
構成と原理

2.1.

まばたき検出方法

人が何かを見る際に眼の乾き等によりまばたき

本システムの構成としては，PC に接続した Web

は必ず起こる．しかし，まばたきが行われている間

カメラ（DIGITAL-COWBOY 社製 DC-NCR，130 万

は視線方向推定ができないため，まばたきを検出す

画素，画角 78 度）とディスプレイを用いる．実験

る必要がある．その手法として本システムでは眼の

器具の配置や被験者の位置を図 1 に示す．被験者は

縦方向の大きさを見ることでまばたきの判別を行

リクライニングシートに座り，被験者正面にディス

っている．また，文字を決定する際に使用する 1 秒

プレイを設置する．その時の顔画像をディスプレイ

以上の意図的なまばたきと，無意識に行う非意図的

の下に Web カメラを設置し画像取得を行い，その

なまばたきを判別するために，眼を閉じている時間

画像を元に視線方向推定を行う．

を計測する．その時間が 1 秒以上であれば意図的な

次にシステムの流れを説明する．まず，ひらがな

まばたきとして判別し，文字入力を行う．1 秒未満

50 音を描写した文字盤をディスプレイに表示し，

であれば非意図的なまばたきとして判別し，視線方

入力したい文字を注視してもらう．そのときの顔画

向推定を行わない．
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2.2.

視線方向推定方法

一般的に視線方向は頭部の向きと眼の向きで決

2.1

定されるが，本研究で対象とする重度障害者は頭部

1

2.3
1.6

の動きが少ないため，視線は眼の動きのみに依存す

1.2

る．そこで本研究では頭部運動はないものとし，眼

1.8

1.1

の向きのみの視線計測を行う．

1.8
0.6

2

1.5

1.6

0.8
1

1.6

視線方向推定のために本システムでは虹彩円の

1.3
1.5

中心座標の変動を見ている．本システムでは虹彩は
円であることと，瞳孔は虹彩の中心にあるというこ

図 2

とを利用する．手法としては眼領域画像から瞳孔と
虹彩の輪郭を抽出し，取り出した瞳孔を中心点とす

25

る円を，虹彩の輪郭を抽出した画像に対して探査す

20

虹彩円検出時の中心座標の標準偏差（pixel）

入力平均時間
入力時間(s)

ることで虹彩円を検出し，その中心座標を見る．
この手法を用いて虹彩円の移動量と検出精度を
計る実験を行った．ディスプレイに放射状に設置し

15

す

10
5

領域画像から虹彩円の中心座標を求め，その誤差距

0
200

離の標準偏差を算出した．求めた標準偏差を図 2 に

の

れ

ら

せ

ち

た注視点を計 17 点表示し，各点を注視した時の眼

ゆ

300
400
500
文字選択エリアの中心からの距離(pixel)

600

示す．これを見ると注視点が中心にあるときの標準
図 3

偏差が最も小さく，注視点が中心から遠くなるほど
標準偏差が大きくなる傾向が見られる．これは注視

文字入力時間

まとめ

4.

点が画面の端へ向かうほど，虹彩円がまぶたに隠れ

本報告では，透明文字盤の概念を利用した視線入

る面積が大きくなっていってしまい，虹彩円検出が

力システムの検討を行った．視線入力を行う際に必

困難になることが原因であると考えられる．

要となる眼の向きを検出するために虹彩円検出を
行うが，その際に虹彩円が外側に行くほど虹彩円の

3.

透明文字盤の
透明文字盤の概念を
概念を模した注視文字誘導
した注視文字誘導

検出精度が落ちてしまうことがわかった．そこで，

注視位置がディスプレイの中央にあるときが最

注視文字を虹彩円検出精度が高い中央まで誘導し，

も虹彩円検出精度が高いため，被験者が注視してい

文字入力を行うという手法を用いた．その結果，1

る文字をディスプレイ中央の文字選択エリアまで

文字あたり 10～15 秒で入力することができた．こ

誘導し文字入力を行う．本システムでは視線方向推

れは文字盤の移動量を増やすことで時間短縮を行

定によって得られた視線方向を 8 方向に分割し，そ

えると考えている．

の方向に応じて 5pixel ずつ文字盤を動かす．
この手法の有用性を見るため，注視文字の誘導実

5.

験を行った．ディスプレイに表示した文字盤の「ち」

参考文献

[1] 久野悦章他，
“EOG を用いた視線入力インタフェー
スの開発”
，情報処理学会論文誌，39(5)，1455-1462，1998．

「す」「ゆ」
「せ」
「の」「れ」「ら」の 7 文字を各 5

[2] 伊藤和幸，数藤康雄，
“任意文字連続注視時の視線
移動の計測”，信学技報，HCS96-13，31-38，1996．

回ずつ文字選択誘導させ，文字を入力するまでにか

[3] 佐藤寛修，阿部清彦，大山実，大井尚一，“視線入
力による重度肢体不自由者向けコンピュータ操作支援シ
ステム”，信学技報，WIT2005-55，15-20，2006．

かった時間を計測した．結果を図 3 に示す．これを
見ると入力平均時間は距離に比例して増加するが，

[4] 水谷太紀，橋本昌巳，伊東一典，米沢義道“仮想透
明文字盤を用いた視線入力システムに関する基礎的検
討”，信学技報，MBE2006-44，21-24，2006．

1 文字当たり 10～15 秒程度で選択が行われている．
なお，誘導成功率は 92％だった．
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脳血管障害患者の尖足歩行に対する FES
百瀬公人*，三嶋隆之**，千島亮*
*信州大学医学部保健学科，**富士見高原病院

FES for Spastic Gait of Cerebrovascular Disease Patient
Kimito MOMOSE, Takayuki MMISHIMA, Makoto CHISHIMA
*School of Health Sciences, Shinshu Univ. , **Fujimi Kogen Hospital

1.

FES の装具は WalkAide（Neurotronics 社）を用い

はじめに
脳血管障害患者の中枢神経が障害されることに

た。使用開始時は、下腿三頭筋の痙性が強く足関節

より運動機能障害が生じる。このような患者の歩行

背屈角度と、足関節背屈筋群（前頚骨筋、長短腓骨

でしばしば問題になるのは、遊脚相で足関節が背屈

筋）の筋力が不十分であることから、評価を一か月

せず爪先のクリアランスがとれない尖足歩行であ

後とした。この期間中患者には日中常時使用するよ

る。遊脚相で単に背屈筋群の収縮が弱いだけでなく、

うに説明を行った。また、この FES 装具は治療モ

底屈筋群の収縮が過度に生じていることが原因で

ードとして足関節背屈筋群の訓練モードがあるの

ある。このような患者に対する伝統的な治療法は下

で、歩行時だけでなく、治療モードを使っての電気

肢装具を用いて、遊脚相での足関節の底屈を防ぐこ

刺激も行うように指導した。
FES 装具は患者の歩容に合わせて刺激のタイミ

とである。この下肢装具は最も広く普及しており、
大きく分類すると靴型装具と靴の中に収納するタ

ングを調整する必要があり、筋力や関節可動域の改

イプの装具がある。靴型装具は室内で靴を脱ぐ習慣

善に伴い調整を行った。傾斜計の角度から、刺激の

のある日本ではあまり普及しておらず、室内では装

開始と終了のタイミングを調整する。
（図 1）

具で歩行し、外出時には装具の上に靴をはくという
タイプの装具が普及している。これらの装具は大き
く、見た目も悪く、また裸足では使用できないとい
った問題点がある。このような患者に対して電気刺
激 に よ る 歩 行 再 建 （ Functional

Electrical

Stimulation:FES）を行うことが考えられている。過
去に開発された FES の装具はフットセンサーを使
用し遊脚相に足関節背屈筋群に電気刺激を行う仕
組みであり、実用性はあまりなく、ほとんど普及し

図１．刺激のタイミングの調整

ていない。近年フットセンサーの無い傾斜計を内蔵
した FES 装置が開発され、日本の生活習慣には適
合すると考えられる。今回、脳血管患者に FES の
装具を使用して歩行の変化を検証したので報告を
する。

2.

方 法
患者は 73 歳の男性で、身長 164cm、体重 58kg で

あった。患者は発症後 5 年を経過しており、日常生
図２．日常の使用の時間と刺激回数

活は一般的下肢装具を用いて全て自立していた。
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日々の使用状況は、装具のメモリーに使用時間及

遊脚相は大きく異なり、FES 装置使用時には足

び刺激の回数が記録され、実際の使用上毛陽を把握

関節角度は０度付近を維持し続けるが、装具を使

することができる。（図２）

用しないと角度は底屈位のままである。

計測は使用開始１ヶ月後に実施した。画像データ

この患者は発症後５年を経過しており、日常生

を市販のビデオカメラで撮影し、その後コンピュー

活は自立していた。しかし、足関節の背屈は行う

タに取り込み、画像解析ソフト DARTFISH（Dartfish

ことができず、背屈筋群は背養成の筋力低下を生

社）を用いて、歩行中の足関節角度を計測した。

じており、また背屈の関節可動域も低下していた。
このような状態では FES 装具を用いても十分な

3.

効果を得ることは困難であり、１か月の治療時間

結果と考察

が必要であった。この FES 装具は歩行中に刺激

FES 装置使用中の歩行時足関節背屈角度を図
３に示す。図４は使用していない時の角度である。

を行うだけでなく、安静時の訓練モードがあり、
積極的使用することにより筋力増強の効果を得

横軸は歩行周期を示してあり、右患側の踵接地か

ることができたと考えられる。

ら踵接地までを０～１００％で表している。立脚

この FES 装置は従来開発されていたフットセ

相はどちらの図も同じように背屈角度が増大し

ンサー使用の装置とは大きく異なり、日常生活で

ている。立脚相の最後は爪先離地となるので、足

の使用が簡便に行える。フットセンサーはリード

関節角度は底屈に大きく動いている。その後の

線の断裂や屋内歩行時にセンサーをどこに装着
するかなどの問題点があるが。傾斜計と刺激装置
が一体になっている本製品は裸足でも使用する
ことができるので、日本の生活スタイルに合って
いると思われる。
今後は平地歩行だけでなく、坂や階段の昇降な
どを含めて日欧生活での動作に適合して使用で
きるか研究が必要である。

まとめ

4.
図３．FES 装具使用中の歩行時足関節角度

FES 装具を発症後５年を経過した脳血管障害患
者に使用し、その装具の効果を画像解析で明らかに
した。装具使用時には足関節角度が背屈位に維持さ
れ、十分なクリアランスを得ることができていた。

5.

参考文献

[1] RB. Stein, S Chong, et.al.: A multicenter trial of a
footdrop stimulator controlled by a tilt sensor.
Neurorehabil Neural Repair. 20(3):371-379.2006

図４．装具なしの歩行時足関節角度
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