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Table 1 Blood vessel model and Porcine coronary artery

1. はじめに

Material

現在，狭心症や心筋梗塞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)．しかし，実際の
生体内でガイドワイヤの力学的特性を把握するこ
とは難しく，血管を摘出して実験を行ったとしても，
血管の個体差，入手性，感染症などの危険性などが
考えられ，容易ではない．そこで本研究ではガイド
ワイヤの開発支援や医師の手技向上のためのシミ
ュレータ開発の基礎データを提供することを目的
とし，ブタ冠動脈に近い力学特性を有する模擬血管
を開発，模擬血管内におけるガイドワイヤのトルク
伝達測定及びトルク伝達特性について検討を行っ
てきた(2)(3)．
本報では，模擬血管の厚さについて，ガイドワイ
ヤの動的なトルク伝達特性に与える影響に関して
検討した．

PVA Hydrogel
[PVA conc.:
15.0 wt%]
PVA Hydrogel
[PVA conc.:
20.0 wt%]
Porcine
Coronary
Artery

2. 実験方法
2.1 ブタ冠動脈及び模擬血管
実験に用いた模擬血管及びブタ冠動脈の形状と
貯蔵弾性率・損失弾性率を Table1 に示す．模擬血
管は凍結解凍で成形した PVA ハイドロゲルチュー
ブである．模擬血管は円筒状で，長さ 20 mm， 内
径 di は 0.8 mm である．ここでは PVA 濃度を 2 種類
設定した．厚さによる影響をみるために，外径 do
を 3 種類の合計 6 種類の模擬血管を用意した．
また，
ブタ冠動脈（以下，冠動脈）では模擬血管の再現性
を確認するために行ったものであり，生後 110～120
日の去勢雄ブタ(LWD 種)の右冠動脈から摘出した．
なお，その長さは 20 mm で，di = 0.8 mm，do = 1 mm
の部位を用いた．なお，貯蔵弾性率・損失弾性率に
ついては，冠動脈は小さく，模擬血管では PVA の
濃度が高い方が周波数による動的粘弾性の変化が
大きい．

Outer diameter
do [mm]
1.0
2.0
4.0
1.0
2.0
4.0
1.0

Elastic modulus
G' [MPa] *

Loss modulus
G" [MPa] *

13.9 ~
30.7

6.59~
8.17

13.1~
42.0

8.19 ~
16.0

10.3 ~
22.2

4.54 ~
9.09

*0.1～100Hz，25C

Fig. 1 Schematic diagram of measurement device
たステッピングモータにより回転を与える事でガ
イドワイヤをねじり，トルクを発生させる．なお，
ガイドワイヤ遠位端は測定の関係上回転しない．ガ
イドワイヤ遠位端には，Curving Support を取り付け，
模擬血管を曲げた状態で固定する．模擬血管の曲げ
はで定義し， ＝ 60とした．モータの回転速度
は 0.05，0.1，0.25 rps 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．

2.2 トルク伝達特性測定方法
実験装置を Fig. 1 に示す．直径 0.4 mm のガイド
ワイヤの近位端(Proximal tip)及び遠位端(Distal tip)
をそれぞれトルク計測器に固定，近位端側に設置し
1
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3.

なるが，接触は血管の曲がる 2 点に集中し，接触応
力は増加し， do = 1 mm の時，接触応力は最も高い
と考えられる．摩擦力は接触面積と接触力の両方に
依存するため，この二つの関係により，摩擦力は変
化する．従って do = 2 mm の時その二つが良くバラ
ンスし，最もトルク伝達特性が高くなり，それによ
り模擬血管が厚くても薄くてもトルク伝達性は減
少したと考えられる．

実験結果
遠位端発生トルクd 及び近位端発生トルクp の
測定結果を Fig. 2 に示す．ここで模擬血管は PVA
濃度 15，20 wtdo = 1 mm についてのみ示す．こ
の結果よりd はp に比べトルクが遅れて発生し，ま
た，最終的なトルクはp よりも小さい．また，PVA
濃度 15 wt%は 20 wt%に比べてp とd の差が小さく，
トルクの伝達性が高いことがわかる．
先端発生トルクd の模擬血管の厚さによる影響
を Fig. 3 に示す．参考として，冠動脈の結果を併せ
て表示している．PVA 濃度（硬さ）による影響を見
ると，20 wtの測定結果は 15 wtに比較して全体
的に先端発生トルクが小さい．特に外径 do = 4 mm
の時，その差は顕著である．厚さによる影響を見る
と，濃度にかかわらず 2 mm の時にd が最も高く，
1mm 4 mm は濃度により異なる．また，冠動脈と比
較すると，濃度 20 wt，do = 4 mm の時に最も冠動
脈に近いトルク伝達性を有することがわかる．

5.

おわりに
模擬血管の厚さがガイドワイヤの動的なトルク
伝達特性に与える影響に関して検討した結果，特に
以下の事項がわかった．
(1) ガイドワイヤ遠位端発生トルクd は模擬血
管との摩擦により減少する．
(2) d は模擬血管の厚さに影響され，外径 do = 2
mm，濃度 15 wtの時に最もトルクの伝達性が
高い．
(3) 今回の作成した模擬血管の中では do = 4
mm，濃度 20 wtの条件がブタ冠動脈に最も近
い特性を持つ．
なお，模擬血管の厚さがガイドワイヤの動的な回
転追従特性に与える影響は次報で述べる．

4.

考察
今回の実験より，トルク伝達特性は模擬血管の厚
さの影響を受けることがわかった．PVA ハイドロゲ
ルはゴムと同様に動的粘弾性を有する材料であり，
ゴムと剛体の摩擦では，クーロン摩擦とは異なり，
接触力と接触面積に依存する (4) ．ガイドワイヤは
Curving Support により，強制的に曲げられた状態に
なっている．そのため，ガイドワイヤは屈曲部で直
線状に戻ろうと復元力が働いている．模擬血管が厚
い場合，ガイドワイヤは復元力により，模擬血管に
食い込み接触面積は増加する．そのため，模擬血管
に最も食い込む do = 4 mm で最も接触面積は大きく
なる．逆に模擬血管が薄い場合，接触面積は小さく

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) 久保他，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講演論文集，pp.1-2,2010.
(3) 久保他，第 30 回日本生体医工学会甲信越支部大
会，pp.35-36，2010.
(4) 内山，日本ゴム協会誌 61(5), pp.315~316, 1988.

(a) Blood vessel model (do = 1 mm, PVA conc.: 15 wt%) (b) Blood vessel model (do = 1 mm, PVA conc.: 20 wt%)
Fig. 2 Distal torque d and Proximal torque p

(a) Blood vessel model (PVA conc.: 15 wt
 (b) Blood vessel model (PVA conc.: 20 wt
Fig. 3 Influence of thickness of blood vessel model on distal torque d (Rotational speed = 0.25 rps)
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1. はじめに
カテーテル治療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)．しかし，実際の生体内
でガイドワイヤの力学的特性を把握することは難
しく，血管を摘出して実験を行ったとしても，血管
の個体差，入手性，感染症の危険性などが考えられ，
容易ではない．そこで著者らではガイドワイヤの開
発支援や医師の手技向上のためのシミュレータ開
発の基礎データを提供することを目的とし，ブタ冠
動脈に近い模擬血管を開発，模擬血管内におけるガ
イドワイヤのトルク伝達特性及び回転追従性につ
いて検討を行ってきた(2)(3)．本報では，模擬血管の
厚さがガイドワイヤの近位側と遠位側の挙動に与
える影響について検討した．まず，本シンポジウム
の第 1 報として，トルク伝達特性の検討結果につい
て述べた(5)，ここではその続報として，回転追従性
について，近位側のトルクとあわせて検討した．

(a)PVA conc.: 15wt%
(b) Porcine Coronary Artery
Fig.1 Photograph of Blood vessel Model and Porcine
Coronary Artery

2. 実験方法
2.1 ブタ冠動脈と模擬血管
実験に用いた模擬血管及びブタ冠動脈の写真を
Fig.1 に示す．模擬血管は凍結解凍で成形した PVA
ハイドロゲルチューブである．模擬血管は円筒状で，
長さ 20 mm， 内径 di は 0.8 mm である．ここでは
PVA 濃度を 15, 20 wtの 2 種類設定した．厚さによ
る影響をみるために，外径 do を 1.0, 2.0, 4.0 mm の 3
種類の合計 6 種類の模擬血管を用意した．また，ブ
タ冠動脈(以下，冠動脈)では模擬血管の再現性を確
認するために行ったものであり，生後 110～120 日
の去勢雄ブタ(LWD 種)の右冠動脈から摘出した．な
お，その長さは 20 mm で，di = 0.8 mm，do = 1 mm
の部位を用いた．なお，貯蔵弾性率・損失弾性率に
ついては，冠動脈は小さく，模擬血管では PVA の
濃度が高い方が周波数による動的粘弾性の変化が
大きい結果となっている(5)．

Fig. 2 Schematic diagram of measurement device
Motor により Guide Wire に回転を与え，二本のアー
ムの変位を二台の同期したビデオカメラによって
撮影した．撮影した回転動画から，アームの変位を
解析し，近位側及び遠位側の回転角度を求めた．ま
た，同時に近位端に設置したトルク計測器で近位側
の発生トルクを測定した．曲げはで定義し， ＝
60とした．モータの回転速度は 0.05，0.1，0.25 rps
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．

2.2 回転追従性測定方法
実験装置を Fig.2 に示す．ガイドワイヤの遠位端
のトルク計測器を取り外すことで，遠位端を自由回
転させる．Guide Wire の経路上には Curving Support
を取り付け，そこに冠動脈または模擬血管を固定す
ることで屈曲部を再現する．Curving Support の上下，
約 10 mm の位置にはアームを取り付けた．Stepping
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回転角度の急激な変化とp のピークが同じ時に発
生した．これは，ガイドワイヤのねじれが血管壁と
の接触部においての摩擦によって起こっており，蓄
積されたガイドワイヤのねじれが，ある一点で摩擦
が下がった影響により緩和されるからであると考
えられる．また，このねじれの解放時における回転
角度の変化に，遠位側と近位側の間で若干の位相差
が見られる．これは，解放時に遠位側におこる回転
角度の変化の影響を近位側が受けるからであると
考えられる

3.

実験結果
遠位側と近位側回転角度，及び近位端発生トル
クp の測定結果を Fig. 3 に示す．ここでは外径 do= 1
mm の模擬血管の 15 wt%とブタ冠動脈についての
み示す．この結果より(a)では，わずかながらd は
p に比べて遅れている．しかし，最終的な回転角度
はほとんどない．しかし，(b)のほうは途中d の変
化が大きく，最終的に角度差が見られる．また，
d とp について見ると，回転角度の変化とp のピ
ークが同じ時に起こっていることがわかる．
遠位端回転角度d と模擬血管の厚みによる影響
を Fig. 4 に示す．参考として，冠動脈の結果を併せ
て表示している．PVA 濃度（硬さ）による影響を見
ると，20 wtの測定結果は 15 wtに比較して全体
的に回転角度の変化が大きい．特に外径 do = 4 mm
の時その差は顕著である．また，2 mm の時が最も
d が大きい．次に，冠動脈と比較した場合，濃度
15 wt，do = 4 mm の時に最も冠動脈に近い回転追
従性を有することがわかる．

5.

おわりに
模擬血管の厚さがガイドワイヤの回転追従性に
与える影響に関して検討した結果，特に以下の事項
がわかった．
(1) ガイドワイヤのねじれは模擬血管との摩擦
により増加する．
(2) 回転追従性は模擬血管の厚さによる影響を
受け，トルクと同様の傾向を持つ．
(3) 今回の作成した模擬血管の中では do = 4
mm，濃度 15 wtの条件が冠動脈に最も近い特
性を持つ．

4.

考察
実験結果より，回転追従性は模擬血管の厚さの影
響を受けることがわかった．PVA ハイドロゲルはゴ
ムと同様に動的粘弾性を有する材料であり，ゴムと
剛体の摩擦では，クーロン摩擦とは異なり，接触力
と接触面積に依存する(4)．ガイドワイヤの屈曲部で
の状態については，摩擦力の変化の検討を第１報で
行った(5)．そして今回の回転追従性についても同様
の傾向がみられた．d は途中，t / T = 0.4，0.8 付近
で急激に変化しており，d とp について見ると，

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) 久保他，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講演論文集，pp.1-2,2010.
(3) 久保他，第 30 回日本生体医工学会甲信越支部大
会，pp.35-36，2010.
(4) 内山，日本ゴム協会誌 61(5), pp.315~316, 1988.
(5) 久保他，第 9 回日本生体医工学会甲信越支部長
野地区シンポジウム, 2011（発表予定）
．

(a)Blood vessel model (do = 1 mm，PVA conc.: 15 wt%) (b) Porcine Coronary Artery
Fig. 3 Distal rotation d and Proximal rotation p and Proximal torque p

(a) Blood vessel model (PVA conc.: 15 wt%)
(b) Blood vessel model (PVA conc.: 20 wt%)
Fig. 4 Influence of thickness of blood vessel model on distal rotation d (Rotation speed  = 0.25rps)
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FBG センサによるバイタルサイン測定
川村 真輝*，石澤 広明**，佐藤 慎吾**，児山 祥平**
*信州大学大学院工学系研究科，**信州大学繊維学部

Measurement of Vital Signs by Fiber Bragg Grating Sensing
Masaki Kawamura*，Hiroaki Ishizawa**，Shingo Sato**，Shouhei Koyama**
*Graduate School of Science and Technology, Shinshu University，**Faculty of Textile Science and Technology,
Shinshu University

1.

グレーティング周期が変化し，波長変化量を求める

はじめに

事でその歪みが測定できる．

現在の日本では高度高齢社会 [1]が到来しており，

Fig. 2 には本測定装置のシステム図を示し，光源

65 歳以上の人口は総人口の 23.1%を占めているた

には ASE 光源，光検出器にはフォトダイオードを

め，医療費高騰や医療設備の不足が社会問題化して

用いた．

いる．そのため，高齢者が日常において各自健康状
態を把握し，体に異変が生じた場合には医師の適切

回折格子

入射光

な処置を仰ぐことの可能な在宅医療システムとし

 λB : the Bragg wavelength

 neff : modak index

 Λ : grating period

反射光

て，バイタルサインセンサの開発が不可欠となって

λB = 2neffΛ ⋅ ⋅ ⋅ ( a )

透過光

いる[2]．

Fig. 1 Principle of FBG

しかし，従来のバイタルサインセンサでは連続計
測が不可能であることや，電気的測定法による生体

Light source

FBG sensor

λB = 2neffΛ

への安全性，電磁環境の影響を受けやすいなど数多
くの問題点を含んでいる．
BS

一方で，本報告で用いた FBG（ファイバブラッ

BS

Photodetector

ググレーティング）センサは，光ファイバであるこ
Fig. 2 Measuring system

とから電磁場に干渉されず，ウェラブルで連続測定
も可能である．
本報告では，手首に FBG センサを装着し，脈を

3.

実験方法

3.1.

脈拍数測定

歪みとして捉えることにより，脈派と相関のある波

周波数 100Hz に設定された FBG センサを右手首

形を観測することができた．そして，この波形から

に装着し(Fig. 3)，左腕は自動血圧計により脈拍数を

脈拍数，呼吸数を算出し，検討を行った．

測定する．この測定は左右同時に 12 秒間，各 50 回，
行い，被験者は 20 代男性 2 名 A，B とした．

2.

測定した波形からピークを検出し，その平均周期

とシステム構成
原理とシステム構成
原理

から周波数を求め，その値から脈拍数を算出した．

FBG とは，光ファイバ内に回折格子を形成し光
フィルター機能を持たせたものであり，歪みセンサ
や温度センサとして用いられている．
Fig. 1 において，広帯域の波長をもつ光をファイ
バ内センサ部分に入射させると，式(a)を満たす波長
のみが反射され，それ以外の光は透過する．ここで，

Fig. 3 Measuring method

センサ部分に力が加わり内部で歪みが生じた場合，

5
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呼吸数測定

3.2.

呼吸数測定

4.2.

3.2.の測定結果を Fig. 6 に示す．

呼吸による温度変化を温度センサにより測定し，

また，呼吸性洞性不整脈という生理現象により，

温度変化の一周期を一呼吸とした．これを本研究の
呼吸数の参照値とした．測定は，息が漏れないよう

呼気時と吸気時では周期に違いがあることから，各

に医療用フェイスマスクに温度データロガーを取

ピークの周期をとったものと，参照値として用いた

り付け実施した．

呼吸による温度変化の結果を Fig. 7 に示す．この結

この呼吸数測定と同時に右手首に FBG センサを

果，各ピークの周期と呼吸による温度変化は同期し

装着し，測定を行った．測定条件は，測定時間 60

ており，呼吸数と本測定値によるピーク周期の変化

秒，各 10 回，被験者は 20 代男性 1 名とした．

には相関があることが判明した．
60

4.

実験結果

4.1.

脈拍数測定

Wavelength[pm]

40

被験者 A の測定結果を Fig. 4 として示す．この結

20

0

果から，脈派に類似した生体情報を持つ波形を取得

-20

することができた．

-40
0

20

40

60

Time[s]

次に，この波形から算出した脈拍数と参照値を比

関係数 R，標準誤差 SE を求めた．この結果から，
Temperature[℃]

算出値と脈拍数とで高度に有意な相関を得る事が
できた．被験者 B においても同等の結果を得た．こ
れより，算出値が脈拍数，波形が脈波と高い相関が

33

1.1

32

1

31

0.9

30

0.8

29

0.7
temperature

28

あるといえ，本実験の妥当性を示した．

0.6

period

27

Wavelength [pm]

20

Period[s]

Fig. 6 Wave with living body information

較したグラフを Fig. 5 に示し，各被験者における相

0.5
0

10

20

30
40
Time[s]

50

60

Fig. 7 Relation between respiration and period

10

0

5.

まとめ
FBG センサを用いて，生体情報を持つ波形を観

-10
2

Estimated value[/min]

0

4

6
Time [s]

8

10

12

測することができ，またその波形から算出された値

Fig. 4 Distortion of living body

が脈拍数と呼吸数と高い相関があることを示した．

75

このことから，FBG センサを用いることで，簡易

70

に複数のバイタルサインを同時に測定できる可能

65

性を示せた．

60

6.

55

[1]蒲田

R=0.99

50

参考文献
老年看護学，

メヂカルフレンド社，10/18，63/71 (1997)

SE=1.0

45

[2]渡辺
45

ケイコ：新版看護学全書 30

50 55 60 65 70 75
Reference value[/min]

嘉二郎：睡眠中の心拍，呼吸，イビキ，体

動及び咳の無侵襲計画，計測自動制御学会論文集，
Vol.35，No.8，1012/1019

Fig. 5 Correlation of reference and estimated Value

6

(1999)

第９回日本生体医工学会甲信越支部長野地区シンポジウム

加速度センサを用いた左右外乱時の身体動揺評価に関する一考察
谷川昌広*，寺尾仁志**，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

A basic study on evaluation of postural stability using accelerometers with loading external force
Masahiro TANIKAWA* Hitoshi TERAO** Masami HASHIMOTO**

Kazunori ITOH**

Mizue KAYAMA** Makoto OTANI**
*Graduate School of Science and Technology, Shinshu University **Faculty of Engineering, Shinshu University

1.

はじめに
近年，高齢化が進み，高齢者の転倒による骨折な

どの事故が多発し要介護者人口の増加が問題とな
っている．転倒の原因として，加齢に伴う筋力，柔
軟性，反応速度の低下よるバランス能力の低下が挙
げられる[1]．バランス能力とは，一般的に姿勢制御
における姿勢の安定性および定位であると定義さ
図 1 加速度センサ計測システム

れている[2]．転倒で骨折すると高齢者は，若年者と
比べて治癒に時間がかかることから，高齢者の転倒
を未然に防ぐための様々な研究が行われている [3][4]．
しかし，バランス能力の定量的な評価方法は確立さ
れていない．そこで本稿では，高齢者の転倒の原因
として，突発的な外乱に対して防御反応が間に合わ
ないことに着目し[5]，突発的な外乱に対するバラン

図 2 重心動揺計測システム

ス能力の評価を行うため，外乱時に姿勢が安定する
過程の加速度と重心動揺を測定し，バランス能力の

重心動揺計(以下移動台と呼ぶ)を設置して利用した．

定量的評価のための指標の検討を行った．

被験者を移動台に乗せて，アクチュエータを作動さ

2.

せることで足元に外乱を与えることができる．また，

評価システムの構成

移動台の変位をロータリエンコーダで計測し，加速

本検討で用いた加速度センサ計測システムと重

度と重心の同期信号とした．

心動揺計測システムを図 1，図 2 に示す．加速度セ
ンサには，
通信規格に Bluetooth を用いた MVP-RF8，

移動台急停止時の腰部加速度と身体動揺計測

3.

(マイクロストーン株式会社製)を用いた．これによ

被験者に，日常的に起こりうる電車やバス等で体

り，被験者の動きを拘束せずに，自然な動きの計測

が揺れ，急ブレーキを掛けられたような外乱を与え，

が可能である．センサの設置位置は，体を支えるの

そのときの防御反応時の腰部加速度と重心変位に

に重要である腰(骨盤右側面)とする．重心動揺計測

ついて計測を試みた．

には，一軸方向に移動可能なアクチュエータ（日本

3.1.

精工株式会社，XY-HR075）に圧縮型ロードセル（共

実験方法

外乱の与え方，計測は次のとおりである．被験者

和電業製，LMA-A-1kN）を四隅に配置した簡易型

に移動台上で立位姿勢をとらせ，左右方向にストロ
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ーク 30cm の振動を与えた後，移動台を急停止させ
た．外乱の強さとして，移動台の加速度を 1.0～
1.8m/s2 の範囲で変えた．立位姿勢の両足の間隔は 9
～13cm の範囲とした．計測回数は各条件 5 回で，
移動台加速度や急停止のタイミング等の情報は被
験者に与えずランダムに行った．被験者は 20 代男
性健常者 4 名(A～D)である．
3.2.

図3

実験結果

評価波形例

図 3 に評価波形の一例として，加速度センサの X
軸方向加速度，移動台変位を示す．防御反応に着目
することから，移動台が急停止した点の前後の最大，
最小加速度の差を加速度振幅と定義した．図 4 に足
幅 9cm 時の加速度振幅の移動台加速度に対する変
化を，図 5 にその時の加速度が最大から最小になる
までの到達時間の変化を示す．結果より，加速度振
幅値は全被験者で増加傾向を示すが，被験者 A，B
に比べて C，D の増加が大きい．到達時間は全被験

図4

加速度振幅の移動台加速度依存性

図5

到達時間の移動台加速度依存性

者減少傾向にあるが，A，B に比べ C，D は短い傾
向にあった．同時計測した重心動揺の結果によれば，
同時刻における重心動揺の範囲を示す面積は A，B
に比べ C，D が広く，重心が大きく変動しているこ
とが分かった．また，重心計測において，急停止時
の立ち直り時間は A，B に比べ C，D は長い結果と
なった．
3.3.

考察

実験時の観察から C，D は A，B より，身体の動
きが大きく苦労している様子が見受けられ，重心動

に近い腰部の加速度など複数位置の加速度の関係

揺面積が広いことから，姿勢を保持する能力に差が

について検討したい．

あるものと考えられる．
加速度について A，B と C，
D を比較すると，振幅値と到達時間共に違いが見ら

5.

れることから，評価指標になりうると考えられる．

4.

参考文献

[1]
望月久，“理学療法におけるバランスの捉え方-概
念・評価・改善へのアプローチ-”，理学療法学，vol.32，
no.4，pp.192-196，2006.

まとめ

[2] 中村隆一，基礎運動学第 6 版，医歯葉出版，東京，
pp.331-360，2003.

本稿では，左右外乱時の腰部加速度と重心動揺に

[3] 高見政利，福井国彦，“床反力計による健常者歩行
の研究-特に年齢及び性別による違いについて-，”リハビ
リテーション医学，Vol.24，No.2，pp.93-101(2002).

ついて考察した．ここで与えた外乱に対しては，腰
部加速度により姿勢保持能力の差別化の可能性を

[4] 柳川和優，磨井祥夫，山口立雄，渡部和彦，“筋放
電パターンからみた高齢者における歩行動作の特徴．
”日
本運動生理学雑誌，Vol.9，No.1，pp.33-45(2002)

見出した．加速度センサによる運動解析は，拘束が
少なく無意識に行っている運動成分の計測評価を

[5] 坂本望，大谷拓哉，新小田幸一，前島洋，吉村理，
飛松好子，“認知症高齢者の外乱時に対する姿勢制御につ
いて，” 理学療法学，vol.34，no.2，pp.45-51，Apri.2007.

行える．今後は外乱に対する応答を評価するために，
例えば外乱刺激に近い位置の加速度と身体の重心
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新たな P300 型 BCI 開発に向けた聴覚刺激の検討
千島 亮，小口弘貴 *，大谷 真 **，香山瑞恵 **，橋本昌巳 **，伊東一典 **，荒井善昭 ***	
 
信州大学医学部保健学科, * 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，
*** 長野工業高等専門学校電子情報工学科

Examination for development of new P300-type BCI using sound stimuli
M. Chishima , K. Oguchi *, M. Otani **, M. Kayama **, M. Hashimoto **, K. Itoh ** , Y. Arai ***
School of Health Sciences, Shinshu University, Nagano, Japan
* Graduate School of Science and Technology, Shinshu University, Nagano, Japan
** Faculty of Engineering, Shinshu University, Nagano, Japan
*** Department of Electronic Information Engineering, Nagano National College of Technology, Nagano, Japan

1.

2.2. 音像定位する聴覚刺激による導出実験

はじめに

音像刺激音はヘッドホン（MDR-Z700，SONY）

我々は，重度神経筋疾患者（児）・高位頸随損傷

により被験者に受聴させた．ITD 0.6 ms と ILD 10 dB

者の生活支援システムの構築を主目標とし，従来の

とを与えて正中 0

脳波応用技術（brain-computer interface: BCI）では応

で頭外に

音像定位させた聴覚刺激を用いた．P300 成分導出

用が少ない聴覚刺激による事象関連電位 P300 成分

は，周波数を 2 kHz と 1 kHz とし左右 60

（P300）による BCI 構築について検討している．

に定位さ

せた 4 種類からの弁別と，周波数を 2 kHz と 1 kHz

また，臨床実践に導入できる BCI の利便性や機能性，

とし正中 0

利用者負担の軽減に重点を置き，様々な聴覚刺激条

と左右 60 （L 60

と R 60

）に定位

させた 6 種類の聴覚刺激呈示により実施した．また，

件による基礎的実験を進めてきた１,２)．今回は，骨

音像弁別による簡易 P300 型 BCI システムを試作し

伝導聴覚刺激音の弁別選択による P300 型 BCI 構築

てオンライン上での操作効率を検討した．

の可能性と，音像定位させた方位情報の弁別による

2.3. 目的とする P300 成分の導出と分析

P300 型 BCI 構築の可能性について，それぞれ健常

	
  国際 10-20 法に準拠して正中前頭部（Fz），正中

者を対象とした基礎的実験により検討した．

2.

と左右方向に各 60

中心部（Cz），正中頭頂部（Pz）の 3 極に配置し，
脳波計（日本光電：MEB-5508）に取り込んだ．基

対象と方法

準電極を A1＋A2 両耳朶連結，アースを前頭極正中

	
  同意を得た健常者（信州大学医学部保健学科倫理

部（Fpz）とした．計測はシールドルーム内で安静

規定 2010 年度審査承諾）9 名を対象に実施した．

椅子座位とした．低域 0.5 Hz と高域 50 Hz のバンド

2.1. 骨伝導聴覚刺激による導出実験

パスフィルタを用いた．波形信号はデータ収録ボー

骨伝導刺激音はヘッドホン（Filltune BCHS-FT001,

ドよりサンプリング周波数 1 kHz，量子化 16 bit で

Frey）により被験者に受聴させた．3 種類のパラメ

PC に取り込んだ．刺激呈示前 100 ms の平均を 0 μ

ータ設定による呈示刺激条件により実施した．気導

V としてバイアス補正し，頂点振幅が

刺激において使用可能な音圧レベルの 50 dB を標準

超える試行は分析対象から除外した．潜時 250 ms

とし，近接する音圧レベルを 20 dB から 90 dB の範

から 400 ms 間の頂点振幅値を P300 成分とし，試行

囲で 8 段階に変化させて実施した．刺激周波数を

20 回を加算平均して目的とする成分を同定した．

50 μV を

変化させた条件では，標的刺激の周波数を 250 Hz
から 5000 Hz の 7 段階に調音して出現頻度 20 ％

3.

とした．刺激音の持続時間を変化させた条件では，

	
  両側頭骨部からの骨伝導音では，音圧レベル条件

10 ms から 500 ms の 6 段階のトーンバースト刺激

で気導音に準じた約 50 dB の呈示が良好な P300 導

音を用いて使用可能な持続時間の範囲を検討した．

出に適しているものと考えられた．刺激周波数条件
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図２ 6種類の音像刺激の弁別選択で得られたP300成分の源波形
例示（上段）．被験者15名で得られたP300成分の頂点振幅
値と潜時のまとめ（下段）．

図1 気導と骨伝導刺激の音圧（a），周波数（b），持続時間（c)
を変化させた条件でのP300成分頂点振幅値のまとめ．

では，標的刺激 2 KHz で頂点振幅値が増大する傾

あった．従来からの視覚刺激による P300 型 BCI だ

向にあったが，他の標的刺激周波数の条件ではいず

けでなく３)，聴覚刺激による弁別課題呈示によって

れの条件でも明確な頂点振幅値の差は認めなかっ

も，臨床活用を想定した P300 型 BCI システムを構

た．持続時間条件を変化させた検討では，100 ms

築可能であることが示唆された．今後も，P300 成

程度の持続時間が最適であった．骨伝導聴覚刺激で

分の安定導出に向けた聴覚刺激方法や条件をさら

は，外耳道をヘッドホンで閉鎖することなく，目的

に検討し，BCI 構築に有効な特徴抽出アルゴリズム

とする P300 導出が可能であることが確認できた

の構築を含めた基礎的研究を進める考えである．

（図１）．また，周波数と音像方向を変化させた 4
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