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第 10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 

 

【概要】 

期日： 平成 24 年 3 月 8 日 (木) 

会場： 長野工業高等専門学校 地域共同テクノセンター2 階 ゼミ室 

主催： 日本生体医工学会甲信越支部長野地区 

【プログラム】 

(13:00～13:05) 開会あいさつ 

第Ⅰ部 口頭発表 ★座長：千島 亮 (信州大学医学部保健学科) 

  ※発表 12 分，質疑応答 3 分 

(13：05～) 

1. 判別分析を用いた ERP 解析に関する検討 

○高橋一樹*，荒井善昭**，伊東一典***，香山瑞穂***，橋本昌巳***，大谷真***，千島亮

**** 

*長野工業高等専門学校電気情報システム専攻，**長野工業高等専門学校電子情報工学科，

***信州大学工学部情報工学科，****信州大学医学部保健学科 

(13：20～) 

2. 体表面動き評価のための光学式観測手法の検討 

浅沼和志*，○上原尚也*，小暮宏幸*，岡崎智史**，伊東一典***，香山瑞穂***，橋本昌巳

***，大谷真*** 

*長野県工科短期大学校，**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 

(13：35～) 

3. 医療用ガイドワイヤの模擬血管閉塞部におけるトルク伝達性と回転追従性 

○関根健二，小林俊一 

信州大学繊維学部創造工学系機能機械学課程 

(13：50～14：00) 休憩 

第Ⅱ部 口頭発表 ★座長：小野伸幸 (長野工業高等専門学校電子制御工学科) 

    ※発表 12 分，質疑応答 3 分 

(14：00～) 

4. P300 型 BCI のための音像定位を利用した気導・骨導聴覚刺激の比較 

○原田裕也*，千島亮**，大谷真*，香山瑞恵*，橋本昌巳*，伊東一典*，荒井善昭*** 

*信州大学工学部情報工学科，**同医学部保健学科，***国立長野高専 

(14:15～) 

5. BCI 応用に向けた随意運動イメージによる運動関連脳電位（MRCP）導出の基礎検討 

○山鹿隆義*，櫻井聡**，高田明子*，千島亮*** 

*信州大学医学部附属病院リハビリテーション部，**国立病院機構まつもと医療センター 

中信松本病院， ***信州大学医学部保健学科 
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(14：30～) 

6. 音像定位する音刺激を用いた P300 型 BCI におけるフィードバック機能のための判定法

に関する検討 

○金田直樹*，千島亮**，香山瑞恵***，大谷真***，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，**信州大学医学部保健学科，***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 

(14：45～15：00) 休憩 

第 3 部 口頭発表 座長：荒井善昭(長野工業高等専門学校電子情報工学科) 

    ※発表 12 分，質疑応答 3 分 

(15：00～) 

7. FBG セ ンサによる脈拍数計測システムの開発 

○宮内祐樹*，石澤広明**，児山祥平** ，佐藤慎吾***，服部陽** 

*信州大 学大学院工学系研究科，**信州大学繊維学部，***信州大学大学院工学系研究科 

(15：15～) 

8. 日常生活下における発汗量と耳内温度の計測 

○坂口正雄*，百瀬英哉**，森下春雄***，大橋俊夫**** 

*スキノス東御研究所，**(株)西澤電機計器製作所，***(有)シスコム，****信州大学医学部 

(15：30～) 

9. 人センシングネットワークシ ステムの開発 

○矢野浩史*，上原和彦**，小野伸幸* 

*国立長野工業高等専門学校電子制御工学科, **株式会社広田製作所 

(15：45～) 

10. ハイパーサーミア実験における温度測定環境の改善 

○酒井佑弥*、滝沢岳大**、中田雄介***、春日貴志*、中山英俊** 

*長野工業高等専門学校電気電子工学科，**長野工業高等専門学校電子制御工学科， 

***長野工業高等専門学校生産環境システム専攻 

(16：00) 閉会あいさつ  終了 
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判別分析を用いたERP解析に関する検討

高橋一樹*, 荒井善昭**, 伊東一典***, 香山瑞穂***, 橋本昌巳***, 大谷真***, 千島亮****

*長野工業高等専門学校電気情報システム専攻, **長野工業高等専門学校電子情報工学科,

***信州大学工学部情報工学科, ****信州大学医学部保健学科

Study on  ERP analysis method using discriminant analysis
Kazuki TAKAHASHI*,  Yoshiaki ARAI*, 

Kazunori ITO**,  Mizuho KAYAMA**,  Masami HASHIMOTO**, Makoto OTANI**, Makoto CHISHIMA**

*Nagano National College of Technology, ** Shinshu University

1. はじめに

外界刺激に対する脳波の検出のために，先行研

究では加算平均法が用いられてきた．特定のタイ

ミングで発生する，特定の脳波，例えば，P300に

代表されるERP(事象関連電位)を観察するために

は有効な手法である．しかし，この手法は, 「必要

とするデータの個数が多いため試行回数が多くな

り，時間がかかる」「筋電位などのアーチファクト

が混入する可能性があるため， 逸脱したデータを

排除する必要がある」 「特徴が表われているかどう

かを判断するためには，人間の判断が必要」といっ

た性質を持つ.

BCI(Brain Computer Inter-face)を構築するに

あたって，上記のような点のある加算平均法に代

わるERP解析手法を検討する.

2. 判別分析を用いたERP解析手法

2.1. 解析手順

図1に解析手法の全体の流れを示す。

2.2. 周波数解析

刺激呈示のタイミングから1秒間分の脳波デー

タを切り出し，各々をFFT処理する．個々の周波

数成分毎に，振幅成分と位相成分をもつが，今回

の解析では振幅成分のみを用いることにする.

2.3. 判別分析

2.3.1. 判別分析とは

多変数解析の1つである判別分は, 表1のような

個体が与えられているとき, この個体を群毎に判

別するルールを計算することによって，新たな個

体が与えられたときに，どちらの群に属するかを

判別する手法である.

判別するルールは以下の式で表わされる．

f =a1 x1+a2 x2+⋯+an xn+a0

  これを線形判別関数という．

一度判別関数のための係数a0 ～ anを計算してし

まえば，新たな個体の群が知りたいとき，単に線

形判別関数へ変数を代入すれば良いということで

ある．このことは，1で述べた加算平均法と比べて，

優位であるといえる.  

2.3.2. 判別分析の適用

FFTによって得られた振幅成分を変数とし, 判

別分析を行う.異なる条件で得られた脳波を「群」と

し, その判別を行うための判別ルールを計算する.

3. 脳波への適用と正判別率の算出

3.1. 測定

18～20歳の男性 5人を被験者とし，刺激として

赤，青，黄，紫，白，緑の 6色の正方形画像を，

各々20回，計120回，1.5～2．5秒の間隔で，ヘ

ッドマウントディスプレイを用いて，ランダムに

提示した．測定前に，被験者にどの色を対象とす

るかを指示し，以下のルールでボタン押しを行わ

せた．

1．対象刺激時にボタン押し(ルール1)

2．標準刺激時にボタン押し(ルール2)

このとき，対象刺激となる色画像の呈示率は，

オドボール課題を満している.        

1
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            表 1 個体群例

群 個体 変数1 変数2 … p

a 1 x11a x12a … x1pa

⋮ ⋮ ⋮ ⋮

n xn1a xn2a … xnpa

b 1 x11b x12b … x1pb

⋮ ⋮ ⋮ ⋮

m xm1b xm2b … xmpb

図 1:解析の流れ

3.2. 解析

2.で説明した手法で解析を行う.判別分析を用い

て2群判別を行うときあたり，取得した脳波を用

いる．ルール1，2それぞれから，刺激時にボタン

押したときと，押しさなかったときのデータが得

られるため，群としては 4群あることになる．こ

れを，表2の 6種類の組として，2群判別を行うこ

とにした．

4. 解析結果と考察

基準変数組である0～14Hzから，変数増減法を

用いて変数選択を行った結果，正判別率は図2の

ようになった．正判別率は 8割で良好とされるた

め，今回の結果はそれを満たせていない.

表2 2群判別組表

判別 6

判別 5

判別 4

判別 3

判別 2

判別 1

40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

最大

最小

平均

図 2 判別ごとの正判別率

5. おわりに

変数選択によって，ある程度の判別率改善を行

うことができることがわかった．

ただし，改善された正判別率は判別ルールとし

て良好であるとされる 8割より下であった．正判

別率が芳しくない要因としては，群内の不良個体

や，判別ルールを計算するための個体数が少ない

ことなどが上げられる．今後の課題としては，個

体数の十分な確保が上げられる．

参考文献

[1] 鈴木義一郎 : 例解多変量解析 実教出版  P.64-85

[2] 柳沢晴夫, 高根芳雄 : 多変量解析法. 朝倉書店, pp.65f

組名 群1 群2

判別1 ルール1：ボタン押 ルール1：ボタン不押

判別2 ルール2：ボタン不押 ルール2：ボタン押

判別3 ルール1：ボタン不押 ルール2：ボタン押

判別4 ルール1：ボタン押 ルール2：ボタン不押

判別5 ルール1：ボタン不押 ルール2：ボタン不押

判別6 ルール1：ボタン押 ルール2：ボタン押

基準タイミングごとに

1秒分の脳波を抽出

対象となる脳波を
2種類以上測定

抽出した脳波ごとに

FFT処理

振幅値を変数として

判別ルールを計算

判別ルールを用いて

脳波を判別

2
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体表面動き評価のための光学式観測手法の検討

浅沼 和志*，上原 尚也*，小暮 宏幸*，岡崎 智史**，伊東 一典***，香山 瑞恵***，橋本 昌巳***，大谷 真***

*長野県工科短期大学校，**信州大学大学院工学系研究科，***信州大学工学部

Optical Sensing Technique to Evaluate Movement of Body Surface

Kazushi ASANUMA，Naoya UEHARA，Hiroyuki KOGURE，Satoshi OKAZAKI，Kazunori ITOH，Mizue KAYAMA，

Masami HASHIMOTO，Makoto OTANI

*Nagano Prefectural Institute of Technology，** Graduate School of Science and Technology, Shinshu University，

*** Faculty of Engineering，Shinshu University

1. はじめに

体表面の動きを観測対象とする生体情報計測は，

生体情報を非侵襲で取得できる．その有用性から医

学，医療分野では，圧力センサ[1]などを利用した計

測方法が提案されている．またバイタルサインの一

つである呼吸は，呼吸筋の動きに伴う体表面の伸縮

が連続的に観察できることから，胸部周囲や腹部周

囲に装着する呼吸ピックアップ[2]が，計測器具とし

て市販されている．他方，音楽教育の分野でも歌唱

発声をコントロールする呼吸は重要であり，歌唱指

導における客観的な評価を目的に，呼吸ピックアッ

プによる観測研究も試みられている[3]．しかしなが

ら，歌唱発声における前腹部位，斜腹部位など局所

の呼吸筋部位に着目した客観的な評価の研究は見

当たらない．

我々は，体表面の動きを局所で観測するための小

型で簡便な光学式観測手法を提案[4]し，客観的歌唱

評価が行える生体情報計測の確立を目指して検討

を進めている．今回，提案している光学式手法の構

造改良検討を行い，安定な観測実現の可能性が確認

できたので，報告する。

2. 光学式観測手法の構造改良検討

2.1. 提案光学式観測手法の課題

観測手法の構成および原理を図 1 に示す．一体化

した発光ダイオード（以下，LED と記す）とフォ

トダイオード（以下，PD と記す）の対向光学結合

系本体をアクリル系粘着テープ（ニチバン，NW-10，

以下記述同品）にて体表面上に取り付けた後に，

LED と PD 間の体表面上に，球レンズをアクリル系

粘着テープにて独立して取り付ける．体表面の動き

に連動して球レンズの位置が結合光軸上からずれ

ることで，PD 受光強度の変化を電圧変化として捉

える構成である．

本構成にて，呼吸に伴う前腹部体表面での観測を

進める中で，観測終了時点での出力電圧値が観測開

始時点の値に比べ大きな差を生じる現象が散見さ

れたことから，PD を二次元位置検出素子（浜松ホ

トニクス，S5991-01）に置き換え，呼吸に伴う球レ

ンズ出射光の照射位置軌跡調査を行った．仰臥位に

おける被験者（20 歳代男性 1 名）の臍上方 10mm

の体表面上に球レンズが位置するよう一体化した

光学結合系を取り付け，二次元位置検出素子の出力

電圧から球レンズ出射光の動きを取得した．呼吸条

件は平常呼吸とし，吸気を挟み，呼気（3 秒）を 5

回繰り返した．呼気時の口型は「Su」とした．

結果を図 2 に示す．呼吸の規則性に対し，球レン

ズ出射光の二次元位置検出素子への照射軌跡は，体

表面に対して上下方向および左右方向いずれにも

不規則に動くことが確認された．

2.2. 光学式観測手法の改良構造

体表面の動きに対する球レンズ出射光軌跡の不

規則性を低減するために，対向光学結合系本体底部

の両側面に連結板を設け，LED と PD 底部をアクリ

図 1 光学式観測手法の構成および原理

3
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ル系粘着テープにて架け渡すとともに，側部連結板

間をアクリル系粘着テープで架け渡して，本体底部

を粘着テープの十字交差張り 2 層構造とした．

この改良構造にて，同様の呼吸に伴う球レンズ出

射光の照射位置軌跡調査を行った結果を図 3 に示

す．出力電圧の変化幅が小さくなる傾向はみられた

が，球レンズ出射光は，呼吸の規則性に連動して体

表面の左右方向を中心に規則性のある動きになる

ことが確認された．

図 2 呼吸に伴う前腹部体表面上での球レンズ出射

光の動き（提案光学式観測手法での構造）

図 3 呼吸に伴う前腹部体表面上での球レンズ出射

光の動き（改良構造）

3. 呼吸観測

光学式観測手法の改良構造を用いて，歌唱前の準

備として行われる呼気訓練（無声摩擦音「S」）の観

測実験を行った．球レンズは，基準平面上で事前に

アクリル系粘着テープの十字交差領域中央部に貼

り付け，その後，被験者（20 歳男性 1 名，腹式呼

吸訓練経験有）の臍上方 10mm の体表面上に，球

レンズが位置するよう対向光学結合系本体を貼り

つけた．観測は，立位にて吸気を挟み，呼気 10 秒

を 2 セット繰り返し，開始前および終了後の平常呼

吸状態も含め，PD 出力電圧を取得した．

結果を図 4 に示す．呼吸の規則性と連動した出力

電圧の変化が得られ，また，開始前と終了後の出力

電圧波形も安定した観測結果を得ることができた．

4. まとめ

一体化した対向光学結合系底部をアクリル系粘

着テープの十字交差張り構造とすることで，呼吸の

規則性に伴う前腹部体表面の動きを安定的に観測

できる可能性が見いだせた．継続して，客観的歌唱

評価が行える観測手法の安定性向上を進めていく．

5. 参考文献

1．西田佳史，武田正資，森武俊，溝口博，佐藤知

正：圧力センサによる睡眠中の呼吸・体位の無

侵襲・無拘束な計測．日本ロボット学会誌，

16(5)：705-711，1998．

2．日本光電工業株式会社製品情報 胸郭呼吸ピック

アップセット TR-730S．〈http://www.nihonkohden.

co.jp/iryo/documents/pdf/H002768C.pdf〉

3．斉田正子，斉田晴仁：声楽発声指導者の立場か

ら－リアルタイム呼吸運動チェックシステム

（ストレインゲージ）を用いた歌唱指導につい

て－．音声言語医学．50(2)：153-160，2009．

4．浅沼和志，伊東一典，中澤達夫，橋本昌巳，香

山瑞恵，為末隆弘：歌唱評価のための光学式手

法による呼吸動態計測．日本生体医工学会大会

2009 論文集(CD-ROM)．日本生体医工学会，東

京，2009．

図 4 改良構造での呼吸観測（呼気「S」）
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医療用ガイドワイヤの模擬血管閉塞部におけるトルク伝達性と回転追従性 
関根 健二*，小林 俊一* 

*信州大学繊維学部 

Torque Transmission Characteristics and Rotational Response Characteristics of  
Medical Guide-wire in blocked Blood Vessel Model 

Kenji SEKINE*, Shunichi KOBAYASHI*, 
* Faculty of Textile Science and Technology, Shinshu University, 3-15-1, Tokida, Ueda, Nagano.    

                           

1. はじめに 

現在，狭心症や心筋梗塞などにカテーテル治療が

広く用いられており，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．本

研究ではガイドワイヤの開発支援のための基礎デ

ータを提供することを目的とし，模擬血管内におけ

るガイドワイヤの力学特性について検討する．現在，

この研究の第一段階として，ガイドワイヤのトルク

伝達性及び回転追従性について測定し，屈曲部に関

して検討してきた(1)．本報告では，模擬血管の閉塞

部を想定した状態で測定・検討した結果について述

べる． 

 

2. 実験方法 

2.1. 模擬血管 
模擬血管は PVA 水溶液の凍結解凍でゲル化した

PVA Hydrogel (PVA-H)と，PVA 水溶液に Dimethyl 
Sulfoxide (DMSO)を混合して凍結解凍でゲル化し

た透明な PVA-H(D)を調製した．今回調製した模擬

血管と，そのヤング率を Table 1 に示す．模擬血管

閉塞部の形状は計測の便宜上，直方体とし，高さは

5 mm，縦と横の長さは 3 mm とした．本来はガイド

ワイヤが模擬血管内を突き刺して計測すべきであ

るが，ガイドワイヤを模擬血管の中心に垂直に挿入

するため，模擬血管の中心に外径 0.6mm の注射針

を刺し，その中から直径 0.36 mm のガイドワイヤの

先端 5mm が模擬血管から出る位置まで挿入し，注

射針を抜いた(Fig. 1)．ガイドワイヤは模擬血管に圧

縮されている． 
 

Table 1 Young’s modules of blood vessel model 
Material Young's modulus E [MPa]

PVA-H [PVA conc.:15.0 wt%] 0.08 

PVA-H (D) [PVA conc.:20.0 wt%] 0.19 

PVA-H (D) [PVA conc.:15.0 wt%] 0.14 

PVA-H (D) [PVA conc.:10.0 wt%] 0.1 

(tensile test, strain:0.5) 
 

2.2. トルク伝達性測定方法 

実験装置を Fig. 2(a) に示す．模擬血管は回転し

ないようにサポートに固定し，ガイドワイヤの近位

端及び遠位端をそれぞれトルク計測器に固定，近位

端側に設置したステッピングモータにより回転を

与えることでトルクを発生させた．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 
= 2.0 まで記録した． 

2.3. 回転追従性測定方法 

実験装置を Fig.2(b) に示す．ガイドワイヤにはア

ームを模擬血管の上下 5 mm の位置に取り付け，ア

ームの回転をビデオカメラで撮影して計測した．同

時に近位端側のトルクをトルク計測器で計測した．

 

     (a) Torque transmission measurement (b) Rotational response measurement  

                      Fig. 2 Schematic diagram of measurement device 

Fig.1 Medical Guide-wire in  
    blocked blood vessel model 
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3. 実験結果と考察 

3.1. トルク伝達性 

Fig. 3に PVA濃度別の近位端発生トルクpと遠位

端発生トルクd を示す．p とd の差は模擬血管内

でのトルク損失を表しており，その差が大きいほど

トルク損失が大きい．同図より，PVA-H(D)(濃度 20 
wt%)のときが最もトルク損失が大きいことがわか

る．これは，Table 1 に示すように模擬血管のヤン

グ率が高くなり，圧縮力の増加による摩擦力が増加

したためであると考えられる．近位端側モータの回

転速度で比較すると，回転速度が高いほうがトルク

損失が大きい．これは模擬血管材料の粘弾性の影響

であり，せん断周波数増加による貯蔵弾性率の増加

によるものと考えられる(2)． 
3.2. 回転追従性  

Fig. 4にPVA濃度別の近位端回転角度pと遠位端

回転角度d を示す．d とdの差は，模擬血管内で

の摩擦力による回転追従性の低下によるものであ

る．これは 3.1 と同様，模擬血管のヤング率が高く  
 

 
(a) PVA-H(D)，PVA conc.15 wt% 

 
(b) PVA-H(D)，PVA conc. 20 wt% 

 
(c) PVA-H，PVA conc.15 wt% 

Fig. 3 Proximal torque p and Distal torque d  

 
(a) PVA-H(D)，PVA conc.15 wt% 

 
(b) PVA-H(D)，PVA conc.20 wt% 

 
(c) PVA-H，PVA conc.15 wt% 

Fig. 4 Distal rotational angle d and proximal rotational angle p 

 

なったことによる，摩擦力の増加が原因と考えられ

る．近位端側モータの回転速度による比較では，回

転速度が早いほど回転追従性が低くなり，これも

3.1 と同様に模擬血管材料の粘弾性による影響と考

えられる． 

 

4. おわりに 

 模擬血管閉塞部の高いヤング率や近位端側モー

タの高回転速度がガイドワイヤのトルク損失の増

加や回転追従性の低下を与えていることが分かっ

た．今後の課題は，ガイドワイヤにかかる圧縮力の

検討，注射針の補助無しでの実験，実際の血管閉塞

部に近い模擬血管閉塞部の開発等である． 

 

5. 参考文献 

(1) 関根，小林，生体医工学シンポジウム 2011 講演

論文集，2-7-3, 2011. 
(2)久保，小林他，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，pp.1-2, 2010. 
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P300 型 BCIのための音像定位を利用した気導・骨導聴覚刺激の比較 

原田 裕也*，千島 亮**，大谷 真* 

香山 瑞恵*，橋本 昌巳*，伊東 一典*，荒井 善昭*** 

*信州大学工学部情報工学科，**同医学部保健学科，***国立長野高専電子情報学科 

Comparison between air and bone conducted stimuli using sound lateralization for P300 based BCI 

Yuya HARADA*，Makoto CHISHIMA**，Makoto OTANI*， 

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

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

1. はじめに 

我々は筋萎縮性側索硬化症（ALS：Amyotrophic 

Lateral  Sclerosis）をはじめとする重症な神経筋疾

患者・児の意思伝達支援を目的とし， BCI

（Brain-Computer Interface）構築のために音像定位

する音刺激を用いて基礎的な研究を進めている[1]．

一方，気導と同様に骨導において両耳間レベル差，

両耳間時間差を用いることで水平面の方向感覚が

得られることが報告されている[2]．そこで，本研究

では頭部伝達関数（HRTF：Head-Related Transfer 

Function）を利用して水平方向に音像定位させた気

導および骨導の音刺激を与えることによって方向

感覚の認識がどの程度可能であるか，さらにこれら

の音刺激によって P300 成分導出が可能かを検証し

た．  

2. HRTF を用いた音像定位と P300 成分の導出 

2.1. 音像定位の評価実験 

 気導以外に骨導においても HRTF を用いてある

程度の音像方向知覚が可能であることが報告され

ている[3]．そこで気導および骨導による音像定位の

評価実験を行った．一人の被験者の HRTFを使用し

て音像定位する音刺激を制作した．このデータベー

スは音源からの距離 1 m ，水平面内 5°間隔のもの

である．気導および骨導により刺激を呈示し，どの

程度音像方向を知覚出来るか比較を行った．なお，

骨導の場合は耳栓を使用して気導より伝わる雑音

を極力抑えて実験を行った．音像方向は正面を 0°

とし 10°間隔で -90°～ 90°までの 19種類，音源

は白色雑音のバースト（持続時間約 130 ms）である．

聴取音圧レベルは気導および骨導共に60 dBとした．

PC で作成した音刺激を DA 変換器（ROLAND：

UA-5）から出力し，骨導では超磁歪型骨導ヘッド

ホン（TEAC：HP-F100），気導では密閉型ヘッドホ

ン（SENNHEISER：HDA200）を用いて被験者に呈

示した．被験者は同意の得られた 20 代健常男性 8

名である．ランダムに 190 回（19 種類×10 回）刺

激音を呈示し，音像を知覚した方向を被験者に回答

させた．結果より各被験者ほぼ同様の傾向を示した．

図 1に被験者 8 名の平均と標準偏差を示す．図１よ

り気導も骨導も若干ばらつきはあるもののほぼ同

程度の平均値が得られた．これらの結果から骨導を

用いても，HRTF を利用することで気導と同精度で

音像を定位させることが可能であると考えられる．

なお 40°以上においては飽和傾向が見られた．

P300 成分導出のための聴覚刺激には明確に区別可

能であった 60°，-60°の音像方向を持つ音刺激を

使用する．実験では P300 成分導出実験とほぼ同一

の条件とするため 130 ms の刺激音を一度しか呈示

しなかったが，一般的な音像定位の評価実験では被

験者に複数回呈示してから回答を求めるため結果

のばらつきに関しては実験条件に問題があった可

能性がある． 

-90

-45

0

45

90

-90 0 90

知
覚
音
像
方
向

[度
]

呈示音像方向[度]

気導

骨導

図 1：被験者 8名の平均と標準偏差 
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2.2. P300 成分導出実験 

 気導および骨導から HRTF を利用して音像定位

させた音刺激を被験者に与えてP300成分が導出可

能か，また得られた P300成分の振幅値などに差が

あるか判断するため比較実験を行った．聴覚刺激は

前述の実験結果から明確に区別可能であると考え

られる 60°，-60°の 2刺激である．図 2に誘発脳

波測定システムを示す．脳波は頭皮に装着した

Ag-AgCl 皿電極(日本光電：NE-121B)から脳波計

（日本光電：MEB-5508）に取り込む．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とし，基準電極を両耳朶連

結 A1 + A2，接地電極（ボディアース）を Fpzとす

る．またアーチファクトとして眼電図 EOG を記録

することで眼球運動やまばたきを監視し，±50 μ

V を超える電位が生じた試行を分析対象から除外

する．雑音除去のための帯域フィルタは低域で 0.5 

Hz，高域で 50 Hzのカットオフ周波数に設定した．

脳波データはデータ収録ボード（ National 

Instruments：NI USB-6259）によりサンプリング

周波数 1 kHz，量子化ビット数 16 bitで PCに取り

込み，LabVIEW（National Instruments）を用い

て各種信号処理をおこなった．実験はシールドルー

ム内の安静椅子座位で行う．被験者は 20 代健常男

性 5名（信州大学医学部保健学科倫理規定承諾）

である．実験課題はオドボール課題で，刺激呈示間

隔は 2.0 s ，刺激呈示頻度は標的刺激：非標的刺激

＝1：4，1 試行における標的刺激の呈示回数を 20

回とした．実験は各被験者気導 4試行，骨導 4試行

の計 8試行ずつ行う．波形評価方法にはベースライ

ン法を用い，導出電極位置は EOGの影響が少なく，

安定した脳波の導出が可能と考えられる Pz に注目

した．図 3 に各被験者気導および骨導 4 試行分の

250 ms～400 msにおける標的刺激・非標的刺激の最

大振幅値（Pz）を平均した値と，参考として被験者

5名の結果を平均したものを示す．全被験者共に気

導および骨導の標的刺激において P300 成分と思わ

れる振幅を確認できた．また気導および骨導の振幅

値を比較したところほぼ同等であることがわかっ

た．  

 

図 2：誘発脳波測定システム 
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骨導(Rare) 骨導(Freq)

図 3：最大振幅値（Pz）の比較 

3. おわりに 

骨導によって聴覚刺激を呈示することで，外耳道

を塞がずに刺激音を呈示でき，気導により入力され

る日常生活音を阻害することなく BCI を利用でき

るシステムが実現されると期待される．また，今回

の実験で使用した HRTF は個人のものであったが，

HRTF は個人性があり，被験者に適さない場合もあ

るため正確な音像定位を実現できなかったと考え

られる．今後は汎用の HRTF や個人にあった HRTF

を利用することで音像定位の精度を向上させると

ともに選択肢の多肢化を実現し，より使いやすい

BCI を目指していきたい． 

参考文献 

[1] 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“左右方向
に音像定位する音刺激の弁別による P300 型
BCI システムの基礎的検討”，生体医工学シン
ポジウム 2010 CD-ROM 講演予稿集，札幌，
1-8-3，2010． 

[2] Sozo Kuroki, Kimitaka Kaga, ”Better 
time-intensity trade reveled by bilateral giand 
magnetosrtictive bone conduction”, Neuro Report, 
17(23), 27-31, 2006. 

[3] 高橋悠人，武藤剛，小宮山摂，“骨伝導ヘッド
ホンによる音像定位の評価”，日本音響学会秋
季研究発表会講演論文集，1-9-4，2011． 
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運動イメージを用いた運動関連脳電位による BCI 応用の基礎検討 

山鹿隆義 *  櫻井 聡 **  高田明子 *  千島 亮 *** 

* 信州大学医学部附属病院 リハビリテーション部  ** NHO まつもと医療センター中信松本病院 

*** 信州大学医学部保健学科作業療法学専攻 

A basic study of movement-related cortical potentials (MRCP) analysis  
toward development of a motor imagery based BCI 

Takayoshi YAMAGA *  Satoshi SAKURAI **  Akiko TAKADA *  Makoto CHISHIMA *** 
*Central Rehabilitation Service,University of Sinshu Hospital 

**Nationla Hospital Orgizination Matumoto Medical Center Thushin-Matumoto Hospital 

***School of Health Sciences, Shinshu University 

 

1. はじめに 

重度神経筋疾患者（児）・高位頚髄損傷者の意思

伝達支援技術領域において，脳波（EEG）応用によ

る Brain-Computer Interface（BCI）研究が積極的に

進められており[1]，生活支援に向けた EEG 応用技

術の活用が期待されている．本研究では非侵襲的に

導出可能な運動関連脳電位（ movement-related 

cortical potential：MRCP）に着目した．MRCP は単

一の特徴ではなく，四肢の筋収縮の約 1〜2sec 前か

ら 起 こ る 緩 や か な 陰 性 電 位 変 動 を

BP(Bereistschaftspotential)とし，続く急勾配の成分は，

随意運動側の対側でより優位に導出される

NS‘(negative slope)として大別して解釈される[2]．今

回，健常者を対象にして，運動イメージによる BCI

構築に向け，イメージによる MRCP 波形の安定導

出の手法について基礎的実験から検討した．  

2. 方 法 

2.1. 対象 

H23 年度信州大学医学部保健学科倫理規定（H23

年度審査承認）に準拠し，了解の得られた健常大学

生 10 名（男性 7 名・女性 3 名，全員右利き）． 

2.2. 測定方法 

外乱の少ない静屋にて座位姿勢で行い，実施計

測・解析には誘発電位測定装置（ER1204，NEC）

を用いた．導出電極は国際 10-20 法に準拠して安定

固定した．左右上肢の運動条件で関電極は左側半球

20 %正中部（C3）を 1 チャンネル，右側半球 20 %

正中部（C4）を 2 チャンネルとし，基準電極は両乳

様突起部を結線して（A1+A2）単極誘導した．ボデ

ィアースは前頭部（Fpz）とした．課題 1 では眼球

電図（EOG）を記録してモニタした．課題では左右

示指伸筋伸展時の約 20％ MVC をトリガとし，逆

行性加算平均 20回で目的MRCPを同定した(図 1)． 

2.3. 実験課題 

課題 1：被験者の左右の示指伸展運動により導出

する条件，課題 2：被験者が音刺激を合図として右

示指の伸展をイメージし，トリガは音刺激を合図と

した第三者の右示指伸展で導出する各条件とした．

課題間はレストを設けて試行した．  

3. 結 果 

 課題 1 では右示指伸展運動では 10 名中 10 名で，

左示指伸展運動では 8 名，課題 2 では 8 名でトリガ 

の約 1.5sec 前から陰性変動が被験者で確認できた．

また右示指随意伸展時では 1ch で，左示指伸展時で

は 2ch で，NS’成分導出が可能であった．随意運動

時と運動イメージ時では最大振幅値に差を認めた． 

図 1  MRCP 導出に用いた電極配置 (左：課題 1 右：課題 2) 

NEC ER1204

1ch

2ch

3ch

4ch

C3 C4

A1 A2

β-EMG
第三者トリガ

α-EMG

NEC ER1204

1ch

2ch

3ch

4ch

C3 C4EOG

A1 A2

α-EMG
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陰性電位変動は随意運動時において総じて大きい

傾向にあった(図 2)．随意運動時と同様に NS’成分

の導出が可能であった．  

 

4. 考察と課題 

 運動イメージにおいても目的とするMRCP導出

が可能であった．また，随意運動時と運動イメージ

時の両方で，随意運動または運動イメージした示指

の対側運動野から急勾配のNS‘成分の同定が可能で

あった．随意運動時と運動イメージ時で波形特性に

相違を認めたが，随意運動調整がBPとNS‘成分の振

幅増大に影響を及ぼすことが明らかにされており

[5]，運動イメージ時では先行的な運動調整がないこ

とから振幅低下が認められたものと考えられた．運

動イメージを用いたBCI構築(図3)においては，左右

の示指，足の背屈での個別でのMRCPの導出が可能

であると報告されており[1.2]，今後は多コマンド発

信に向けてMRCP構成成分や環境刺激因子などを

考慮し，安定した波形導出を検討することが重要で

あり，運動イメージごとの特徴抽出アルゴリズム設

計を進めることが課題となった． 

 

 

5. 参考文献 
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図 2 導出された MRCP 源波形の例示 (左：課題 1‐R 右：課題 2) 

ch1：C3 ch2：C4 EOG：眼球電図 α-EMG:20%MVC(導出被験者) β-EMG:20%MVC(第三者トリガ) 
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図 3  運動イメージにより誘導した MRCP 信号を応用した BCI の基本システム構成 
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音像定位する音刺激を用いた P300 型 BCI における 
フィードバック機能のための判定法に関する検討 

金田 直樹*，千島 亮**，香山 瑞恵***，大谷 真***，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情報工学専攻，**信州大学医学部保健学科， 
***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 

Study on method of determination for feedback in Brain-Computer Interface based on  
P300 event-related potentials using spatialized auditory stimuli 

Naoki KANEDA*, Makoto CHISHIMA**, Mizue KAYAMA***, Makoto OTANI***, 
Masami HASHIMOTO***, Kazunori ITOH***, Yoshiaki ARAI**** 

*Graduate School of Science and Technology, Shinshu Univ., **School of Health Sciences, Shinshu Univ., 
*** Faculty of Engineering, Shinshu Univ., ****Nagano National College of Technology. 

1. はじめに 

我々は筋萎縮性側索硬化症（ALS）をはじめとす

る重度神経筋疾患者の意思伝達支援を目的とし，

BCI（Brain-Computer Interface）構築のための基礎的

研究を進めている．視覚刺激呈示によるP300型BCI

システムの臨床応用が様々な研究機関で進められ

ているが[1]，我々は刺激条件に聴覚刺激を用いる点

に特徴を持つシステムの構築を進め [2]，フィードバ

ック機能の有効性を示唆してきた[3]． 

また，実際の BCI システムの利用を考慮すると，

低頻度刺激に注目するだけではなく，高頻度刺激に

注目する場合，またはどちらの刺激にも注目しない

場合があると考えられる．そのため，標的刺激とな

る低頻度刺激を判定するだけではなく，高頻度刺激

やどちらにも注目していない場合を判定する方法

を構築することで，フィードバックを正確に提示す

ることができ，BCI システムの実用化に近付くこと

ができるのではないかと考えられる．そこで，本稿

では利用者に正確なフィードバックを与えること

を目的とし，低頻度刺激に注目，または高頻度刺激

に注目，いずれの刺激にも注目しないの3 状態を区

別するための基礎実験に関して報告する． 

2. P300 成分の導出方法 

誘発脳波測定システムの構成を図 1 に示す．実験

はアーチファクトの混入を防ぐために，シールドル

ーム内の安静椅子座位で実施した．PC で作成した

音刺激をオーディオ・インタフェースから出力し，

ヘッドホンを用いて被験者に受聴させた．健常被験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

者（信州大学医学部保健学科倫理規定審査にて承

諾）3 名を対象とし，音刺激の種類は立上り立下り

10 ms，持続時間 100 ms のトーンバースト刺激，刺

激間隔を 2 s，音圧レベル 65 dB を基本条件とした．

音刺激によって導出した EEG は，頭皮に装着した

Ag-AgCl 皿電極から脳波計に取り込んだ．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 極とし，基準電極を

A1＋A2両耳朶連結，ボディアースを正中前頭葉 Fpz

とした．また，眼球運動に伴うアーチファクトとな

る眼電図（EOG）をモニタ監視し，±50 μV を超え

る電位が生じた試行は分析対象から除外した．脳波

計に取り込んだデータはアナログデータとして出

力し，データ収録ボードによりサンプリング周波数

1 kHz，量子化 16 bit で PC に取り込み記録した．

LabVIEW（National Instruments）を用いて各種信号

処理をおこない，アーチファクト除去のためのフィ

ルタは低域で 0.5 Hz，高域で 50 Hz のバンドパスフ

 
図 1：誘発脳波測定システム 
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ィルタに設定し，標的刺激の試行回数を 20 回とし

た．P300 成分の評価にはベースライン法を用い，

潜時 250~400 ms間の最大陽性電位ピークをP300成

分とした． 

3. フィードバックを行うための P300 判定方法

に関する検討 

3.1.  評価実験 

 フィードバックを正確に提示するための方法を

検討するため，低頻度刺激に注目，または高頻度刺

激に注目，いずれの刺激にも注目しない評価実験を

行った．課題はオドボール課題を用い，刺激提示頻

度は低頻度刺激 1 に対して高頻度刺激 4 とした．ま

たオドボール課題に用いる刺激としては，2 種類の

音像方向（左 90°，右-90°）の音刺激を用いるこ

ととする．被験者には 90°，-90°どちらかの低頻

度刺激に注目（低頻度注目），または高頻度刺激に

注目（高頻度注目），あるいはどちらの刺激にも注

目しない（注目なし）の 3 つの課題条件を課した．

実験回数は課題条件ごとにそれぞれ16 回とした． 

3.2.  結果・考察 

 全被験者に同様の傾向が確認できたので，ここで

は代表被験者 1 名の結果を示す．図 2 に低頻度刺激

の全試行回数同期加算平均波形の導出結果を，図 3

に低頻度刺激の P300 成分平均振幅値の結果を示す．

図 2 より，低頻度注目における最大陽性電位ピーク

値が導出されている潜時 350ms 付近において，3 つ

の条件ごとに振幅値が 5μV 程度ずつ違うことがわ

かる．高頻度刺激の導出結果には条件ごとの差異は

見られなかった．図 3 より，どの刺激提示回数の時

点においても，約 5μV 程度の差があり，提示回数

5~6 回以降は水平に推移していることがわかる．他

の被験者においても，同様の傾向を示していること

が確認できた．高頻度刺激に注目している場合は，

音を聞き分けるために陽性電位変動が起こり，低頻

度刺激に注目している場合よりは小さいが，どちら

の刺激にも注目していない場合よりも大きな陽性

電位ピーク値が出るのではないかと考えられる．こ

のことから，低頻度刺激の振幅値のみに注目し，閾

値を 2 種類用意することで，それぞれの注目状態を

区別できる可能性が示唆された． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4． おわりに 
ALS 患者をはじめとする重度神経疾患者を対象

とし，フィードバック機能のための判定法に関する

基礎実験を行った．高頻度刺激の導出結果には明確

な差が確認できなかったが，低頻度刺激の導出結果

には，注目条件ごとの P300 成分振幅値に 5μV 程度

の差が出る傾向が示唆された．以上から，注目状態

を区別し判定できることを見出した．今後は，判別

法を確立し，フィードバック機能の評価を行ってい

きたい． 
5.  参考文献 
[1] C.Guger, S.Daban, E.Sellers: How many people 

are able to control a P300-based brain–computer 
interface (BCI)?, Neuroscience Letters, vol.462, 
pp.94-98, 2009. 

[2] 小口弘貴 , 千島亮, 岩松康太, 香山瑞恵, 橋本

昌巳, 伊東一典, 大谷真, 荒井善昭, P300 型

BCI システム開発のための音像定位する音刺

激の検討 , 信学技報 MBE, vol.110, no.211, 
pp.7-12, 2010. 

[3] 金田直樹 , 岩松康太 , 千島亮, 香山瑞恵, 大谷

真, 橋本昌巳, 伊東一典, 荒井善昭, 音像定位
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2011CD-ROM 講演予稿集, 1-5-6, 2011. 

-15

-10

-5

0

5

10

15

20
0 100 200 300 400 500

Time(ms)

A
m

p
lit

u
de

(µ
V

)

低頻度注目 高頻度注目 注目なし

図 2：低頻度刺激の同期加算平均波形 

0

5

10

15

20

刺激提示回数

A
m

p
lit

u
de

(µ
V

)

低頻度注目 高頻度注目 注目なし

図 3：低頻度刺激の P300 成分平均振幅値 

10 20 1 

12



第１０回日本生体医工学会甲信越支部長野地区シンポジウム 

FBG センサによる脈拍数計測システムの開発 
宮内 祐樹*，石澤 広明**，児山 祥平**，佐藤 慎吾***，服部 陽** 

*信州大学大学院総合工学系研究科，**信州大学繊維学部，***信州大学大学院工学系研究科 

Development of the Pulse Rate Measuring System by FBG Sensors 
Yuki Miyauchi*，Hiroaki Ishizawa**，Shouhei Koyama**，Shingo Sato***，Atsushi Hattori** 

*Interdisciplinary Graduate School of Science and Technology, Shinshu University，**Faculty of Textile Science and Technology, 

Shinshu University，***Graduate School of Science and technology, Shinshu University 

 

1. はじめにはじめにはじめにはじめに 

2011 年，日本は高齢者の割合が 23.2％と本格的

な高齢社会となり，その人口は 2962 万 4 千人に上

る[1]．医師不足も併発し高齢者一人暮らしの在宅健

康モニタを目的とした非侵襲・無拘束生体計測シス

テムの必要性が高まっている[2]．人の健康状態を端

的に示すバイタルサインは，身体的状況，自律神経

系の変化，または精神状態の変化によっても，大き

く変動するため常時測定が求められている．しかし，

従来の測定器は据え置き型の製品が中心であるた

め身体的拘束があり，常時測定に不向きである． 

本研究では，主にひずみセンサとして用いられて

いる FBG（ファイバブラッググレーティング）セ

ンサを使用し，ウェアラブルで無意識計測が可能な

生体計測システムの開発を目的としている[3,4]．

FBG センサは小型で安価，高感度，高精度である

ことなどから生体計測に適した特徴を多く有して

いる．本報告では，手首に FBG センサを装着し，

動脈の伸縮を対表面からひずみとしてとらえるこ

とで，脈波と同期した波形を観測した．そして，こ

の波形から脈拍数を算出するシステムを構築した．  

 

2. 方方方方    法法法法 

2.1. FBG センサ 

FBG とは，光ファイバのコアの一部に屈折率変

調を持たせたデバイスである．屈折率変調はグレー

ティングの働きをするため FBG センサは光フィル

タ機能をもつ．光をファイバ内のセンサ部分に入射

させると，次式を満たす波長 λBのみが反射される． 

λB = 2 neff Λ．     （1） 

このとき λB はブラッグ波長，neff は有効屈折率，Λ

はグレーティング周期である．センサ部分に力が加

わり内部でひずみが生じた場合，グレーティング周

期が変化し，それにともなった波長変化を測定する

ことでひずみが測定できる[5]． 

2.2. FBG センサシステムの光学系 

光源には ASE 光源を使用し，光ファイバを通し

て FBG センサに光を挿入する．ブラッグ波長域

1550.0 ± 0.5 nm の範囲でひずみに応じた波長の光

が FBG センサで反射され，マッハツェンダー干渉

計を介して検出器（光ファイバセンサ：長野計器株

式会社製）で波長変位が検出される（図 1）．  

2.3. 解析システム 

FBG センサシステムにより取得した波形から 10

秒間の波形を FFT（高速フーリエ変換）により周波

数解析した．周波数（0＜ f ≦5 [Hz]）のパワースペ

クトルからピーク検出を行い，最大ピークの周波数

を脈拍周波数とし，時間換算した値を予測脈拍数と

した．この解析は，ナショナルインスツルメンツ社

製の計測アプリケーション開発システム LabVIEW

により行い，リアルタイムで連続的な計測結果の表

示が可能である． 

2.4. 脈拍数計測 

被験者 3 名に対し，右手首の動脈の伸縮による体

表面のひずみが検出できる部位に FBG センサを医 

 

Light 
source

FBG
sensor

Photodetector
module

Mach-Zehnder interferometer

Light 
source

FBG
sensor

Photodetector
module

Mach-Zehnder interferometer  
図 1 FBG センサシステムの光学系 
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療用テープで固定した．測定部位における動脈の伸

縮を体表面からひずみとして取得し，生体情報をも

つ波形を取得した．FBG センサの測定条件は，サ

ンプリング周波数 100 Hz，測定回数は各被験者 30

回である．10秒間の波形から予測脈拍数を算出し，

参照値と予測値の関係を確認した．参照脈拍数は，

脈派測定と同時に左腕から電子血圧計（アーム・イ

ン・プラス：TERUMO 社製）により測定した． 

 

3. 結結結結    果果果果 

3.1. 動脈伸縮ひずみ波形 

FBG センサにより動脈の伸縮による体表面の

ひずみ波形を測定した．波の周期が約 1.2 Hz で

あり，脈拍の周期と同期していると考えられる波

形を確認した（図 2）． 

3.2. 脈拍数計測結果 

 取得したひずみ波形を FFT することでパワース

ペクトルを取得した（図 3）．スペクトルの最大ピ

ークを脈拍周波数とすることで予測脈拍数を算出

した．予測脈拍数と参照値に相関を確認した（図 4）．

相関係数は 0.95，標準誤差は 2 bpm であり，高い精

度で計測できていることが分かる．また，被験者 3

名のそれぞれの測定値が同一直線状に分布し，ここ

では個人差の影響がなく測定できている．今後，取

得したひずみ波形のノイズ除去や周波数の帯域を

限定することで測定精度を目指した改良を行なう．  

 

4. まとめまとめまとめまとめ 

FBG センサにより動脈の伸縮による体表面のひ

ずみ波形を測定し，その波の周期が脈拍と同期して

いる可能性を見出した．そして，波形から自動的に 
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図 2 右手首の動脈の伸縮ひずみ波形 

脈拍数を算出するシステムを構築した．測定した予

測脈拍数と参照値を比較した結果，データ間に相関

を確認し，本研究で構築したリアルタイム測定が可

能な脈拍数計測システムの妥当性を示した． 

 

5.    参考文献参考文献参考文献参考文献 

1． 総務省統計局：人口推計-平成 24 年 1 月報-． 

2． 山越憲一：無侵襲，無拘束，そして無意識計測

へ，精密工学会誌，Vol.62，No.11，pp.1525-1529，

1996． 

3． M. Kawamura, H. Ishizawa, S. Sato and S. Koyama, 

“Application to Vital Signs by Fiber Bragg Grating 

Sensing”, SICE Annual Conference 2011 Final 

Program and Papers, pp.2702-2704, 2011. 

4． 佐藤慎吾，川村真輝，宮内祐樹，児山祥平，石

澤広明，“FBG センサによる脈拍数・呼吸数の

同時計測法の基礎的検討”，第 28 回センシング

フォーラム，pp.97-100，2011． 

5． 森田和章，中村雅弘，香月史朗，桑本和博，岩

野真一，古川敏宏，“センシング用 FBG”， 昭

和電線レビュー，Vol.54， No.2， pp.18-22， 2004． 
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図 3 ひずみ波形の FFT 後のパワースペクトル 
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図 4 予測脈拍数の検証 
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日常生活下における発汗量と耳内温度の計測 
坂口 正雄*，百瀬 英哉**，森下 春雄***，大橋 俊夫**** 

*スキノス東御研究所，**(株)西澤電機計器製作所，***(有)シスコム,****信州大学医学部 

Measurement of sweat rate and body temperature in the daily life 
Masao SAKAGUCHI*，Hideya MOMOSE**，Haruo MORISHITA***，Toshio OHHASHI**** 

*Laboratory of SKINOS Tohmi，**Nishizawa Electric Meters Mfg.Co.,Ltd．，***SysCom Co.Ltd． 

 ****Shinshu university School of Medicine 

1. はじめに 

日常生活下に出現する発汗量と体温には、どのよ

うな関係があるだろうか。 

ハンディタイプ発汗計(SMN-1100)と耳式体温ロ

ガー(DBTL-1)を用いてウォーキング、半身浴、睡眠

中における発汗量(前胸部あるいは大腿部)と耳内温

度(体温)の関係を調べた。同時にサーモレコーダ(タ

バイ RS-10)を身に着けて環境の温・湿度計測を行

った。 

2. ハンディタイプ発汗計と耳式体温ロガー 

2.1. ハンディタイプ発汗計(SMN-1100)（１） 

ハンディタイプ発汗計のブロック図を図 1 に、概

観写真を図 2 に示す。回路構成は、すでに販売して

い る 流 量 補 償 方 式 換 気 カ プ セ ル 型 発 汗 計

(SKN-2000) と同様であるが、主な相違点は、チャ

ネル数は１、サンプリング周期は 1 秒、メモリ容量

は２Ｍバイト(記録 CSV ファイル)、質量は約 800
ｇ(電池を含む)、電源は単２乾電池(4 個、ＡＣアダ

プタの使用可能)である。アルカリ乾電池を使用し

た場合、22～25 時間の連続測定が可能である。 
2.2. 耳式体温ロガー(DBTL-1) （２） 

 耳式体温ロガーの構成写真を図 3 に示す。本装置

は、サーモパイルとサーミスターからなる耳内温度

センサ (シリコンゴムで覆われたセンサ部直径

5mmφ)、センサ駆動・メモリ部(時計とフラッシュ

メモリを有する記録ロガー(CSV ファイル)、外部電

池(3V)からなる。 
本装置は直腸温や食道温のような肉体的、精神的

苦痛なしで鼓膜温(深部体温)の長時間計測(記録間

隔 2s～99s、32,000 ポイント)が可能である。 
本装置の主な仕様を表 1 に示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ ハンディタイプ発汗計のブロック図 

   

  図２ ハンディタイプ発汗計の概観写真 

 

 
図３ 耳式体温ロガーの構成写真 
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3. 日常生活下の発汗量と耳内温度の計測 

実験は、実験開始 30 分前に発汗計の電源を投入

し、同時に耳内温度センサを外耳道内に装着した。 

図４は、2011 年 10 月 15 日の日常行動とウォー

キング時の前胸部発汗量と耳内温度の記録である。 

  日常行動は、ライフコーダ(スズケン)により計測

された消費カロリー、運動量、歩数からライフコー

ダデータ処理プログラムを利用して解析した。 
14 時に発汗計メモリを作動させ、14 時 20 分から

約 40 分間、3km のウォーキング(歩数 4400 歩、消

費カロリー約 130kcal)を行った。この間の環境温

度は 21.3℃、湿度は 71%RH であった。 

図５は、2011 年 12 月 30 日、17 時に発汗計メモ

リを作動させ、17 時 30 分に半身入浴(20 分間)を行

った時の前額発汗量と耳内温度の記録である。入浴

時の平均浴室内温度は約 11℃、湯温は 41℃、であ

った。発汗発現までに約 10 分の時間を要した。 

図６は、2012 年 1 月 2日～3日の睡眠時における

大腿部発汗量、耳内温度ならびに布団内温・湿度の

記録である。22 時に入床、敷き布団に 42℃、0.62

ｍ3/min の温風を 2 時間送風した(丸八真綿 ホッタ

ー)（３）。睡眠中の室内平均温度は 9.4℃、56.4％RH、

布団内平均温度32.2℃、湿度は38.5%RHであった。 

4. まとめ 

日常生活でのウォーキング、入浴、睡眠といった

行動中の発汗量と耳内温度(深部体温)を記録した。 

ウォーキング、入浴の記録例から、体温のピーク

は発汗ピークに遅れて出現している。睡眠実験では

熟睡と思われる時間帯に体温のピークが認められ、

起床前に体温が上昇している。 

5. 参考文献 

(1)坂口正雄,百瀬英哉他：長時間計測可能なハンデ

ィタイプ発汗計．計測自動制御学会中部支部シン

ポジウム 2011 講演論文集,43－44(2011) 

(2)ワイマチック(株)カタログ：超小型・長時間・ロ

ガー体温計(DBTL-1)(2010) 
(3)坂口正雄，小松徳幸他：年間を通した夜間睡眠

中の発汗量変化－温風・送風敷き布団とその寝心

地評価－．発汗学，Vol.14，No.2，43-45(2007) 

表１ 耳式体温ロガーの主な仕様 

   

図４ 日常行動とウォーキング時の前胸部発汗量と 

    耳内温度の記録 

 
 
 
 
 
 
 
 
図５ 半身入浴時の前額発汗量と耳内温度の記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 睡眠時における大腿部発汗量、耳内温度    

ならびに布団内温・湿度の記録 
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人センシングネットワークシステムの開発 

矢野浩史*，上原和彦**，小野伸幸* 

*国立長野工業高等専門学校 電子制御工学科, **株式会社広田製作所 

Development of human sensing network system 

Nobuyuki Ono*, Kazuhiko Uehara** , Hiroshi Yano* 

*Nagano national college of technology, Department of Electronics & Control engineering, **Hirota Manufacturing Co. Ltd 

 

１． 目的 

一般の事業所等においては，安全確保の観点より

人の立ち入りが制限されている区域が設けられて

いることがある．また，学校等の場においても，安

全確保や保安上の観点から人の動きをある程度監

視あるいは制限する場合もある．  

本研究では，入退室管理が難しい空間に適用でき

る人検出システムの構築を目的とし，その一つの方

法として人感センサと ZigBee による通信を組み合

わせた人センシングネットワークシステムについ

て検討した． 

 

２．システムの基本構成 

今回検討したシステムを図 1 に示す．ある区域内

に設けた複数のセンサノードには人感センサが取

り付けられており，その情報はデータ収集装置に送

信される．基本的な開発コンセプトは，(1)センサノ

ードの設置が簡便なこと，(2)センサノードとデータ

収集装置間に物理的な信号線を使用しない，である．

そこでセンサノードは電池駆動とし，センサノード

とデータ収集装置間は ZigBee による無線通信で実

現することにした．  

 

図 1 人センシングシステムの構成 

 

図 2 にセンサノードの外観を示す． 

 

図 2 センサノードの外観 

 図 2(左)に示すセンサノードの前面には Panasonic

製の低消費電流タイプの標準検出型赤外線人感セ

ンサ NaPiOn(型式 AMN41122)の表面を露出させた．

このセンサは，小型かつ安価でアンプも内蔵してい

ることより選定した．センサ露出部の下はセンサノ

ード識別 ID 設定用のトリマである．図 2(右)はセン

サノードの内部である．センサ基板と ZigBee 無線

モジュール(型式 TWE-001 東京コスモス電機製)が

格納されている．なお，赤外線センサの出力は人検

出によって ON/OFF する論理信号であり，この無線

モジュールに直接入力することができる．また，セ

ンサノードの筐体は電波に対する影響を避けるた

めプラスチック製の市販ケースであり，単三乾電池

2 本を電源とした．  

 図 3 にデータ収集装置の外観を示す． 

 

図 3 データ収集装置の外観 
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 データ収集装置はセンサノードと同様に東京コ

スモス電機製の無線センサノード(大)を使用した．  

本システムの動作としては，センサノードが赤外

線センサで人を検知するたびに，その情報をデータ

収集装置に送信する．データ収集装置は，受信した

各センサノードの情報から人の所在を判断し，LCD

やデータ収集装置に取り付けられたシリアル通信

回線を用いて接続された PC 上にその情報を表示す

るようにした． 

 

３．システムの評価結果  

3.1 赤外線センサの特性 

赤外線センサ前面に人が立ち，センサの応答を見

ながら検出範囲および検出距離を調べた．表 1 に評

価結果を示す． 

表１ 赤外線センサの感度特性 

 

検出範囲はほぼデータシートの規定値と一致し

たが，検出距離はデータシートの規定値より大きな

値を示した．このセンサは周囲との温度差に基づき

人を検出する方式であるため，実験を行った時期が

冬季の外気温による影響があると考えられた．  

 

3.2 通信距離の評価 

センサノードの通信モジュールには内蔵のアン

テナを，データ収集装置には外付けアンテナを取り

付けた状態で，センサノードを高さ約 3m の位置に

設置し，データ収集装置を移動させながら，データ

収集装置からセンサノードに向けて常に一定のデ

ータ送信を行い，センサノードからの ACK 応答が

なくなるまでの距離を見通し最大通信距離とした．

その結果，見通し最大通信距離は 296m であった． 

次に電波の状況に影響を与えると考えられるケ

ースおよびケースネジの有無について，データ収集

装置側で受信される電波強度よりその影響を評価

した．その結果，ケースおよびケースネジは電波強

度に対して大きな影響を与えなかった． 

  

3.3 電池寿命に関する検討 

センサノードの電池寿命を評価するため，消費電

流の測定を行った．センサノードで 60 秒間に一度

センサの情報を送信する条件で測定された電流の

変化を図 4 に示す． 

 

図 4 消費電流の測定結果 

 

 まず，待機電流は 49.4μA とごくわずかであり， 

1 データの送信毎に 15.3mA の電流を消費した．こ

の電流パターンと使用した電池の容量より推定す

ると，最大動作可能時間はおよそ 343 日であった． 

 

４． まとめ 

簡単な赤外線センサと ZigBee 通信を用いた人セ

ンシングネットワークシステム構築に向けて，基礎

的な検討を行った．まず今回用いた赤外線センサの

検出範囲より，およそ 1000m
2 の正方形空間に４×

４の計 16 機のセンサノードが必要で，この条件で

あれば無線による通信も可能であることがわかっ

た．また，電池寿命もおよそ 1 年であり，電池交換

の頻度も低いシステムが構築できる可能性が高い

と考えられた． 

今後，ネットワークシステムとしての機能の確認

等を進めてゆく予定である．  

 

5. 参考文献 

[1] 東京コスモス電機株式会社, 

http://tocos-wireless.com/jp /products/TWE-001.html 

[2] Panasonic MP モーションセンサ NaPiOn データ

シート, pp.1-9 

[3] 電池の実用知識, http://home.s00.itscom.net/ 

large/ELEC/batt-1/index.html 
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ハイパーサーミア実験における温度測定環境の改善 

酒井 佑弥，滝沢 岳大，中田 雄介，春日 貴志，中山 英俊 

長野工業高等専門学校 

Improvement of Thermometry Environments in Hyperthermia Experiments 

Yuya SAKAI, Takehiro TAKIZAWA, Yusuke NAKATA, Takashi KASUGA, Hidetoshi NAKAYAMA 

Nagano National College of Technology 

1. はじめに 

がん治療法として知られるハイパーサーミア(温

熱療法)の一つに，電磁波(RF)をがん細胞に照射し，

がん細胞に埋め込んだ被照射物の発熱によりがん

を抑制する方法がある[1]．これまで，より効果的な

手法の開発を目的として RF 照射時のファントム内

の温度特性を測定したが，コイルの発熱や外気によ

りファントム内の温度が変化し，RF 照射による温

度上昇を測定できなかった[2]． 

本研究では，コイルの発熱を抑制するため，バー

ドケージコイルの共振条件を再設計した．また，恒

温水槽を用いることで外気とコイルからの影響を

軽減させた．これらの成果を報告する． 

 

2. ハイパーサーミアの RF 照射システム 

RF 照射システムの構成を図 1 に示す．このシス

テムは磁界を発生するコイルと発振器，両者を整合

する変換回路から成る．発振器の特性上，バードケ

ージコイルは共振周波数が 14.0~14.5 MHzになるよ

うに設計した．バードケージコイルは，直径 60 mm，

高さ 80 mm の円筒状の塩化ビニルパイプに，I 型の

銅板パターンを 8 枚張り合わせ，パターン間に 1.6 

nF のチップコンデンサを並列に接続した．作製し

たバードケージコイルは 14.45 MHz で共振し，その

際の入力抵抗は 0.05 Ωとなった．入力抵抗が小さ

いため，インピーダンス変換回路を製作し，コイル

の入力端につけることで 14.45 MHz で 50 Ωに整合

するように設計した．変換回路のコンデンサは 2160 

pF，コイルはネットワークアナライザでインピーダ

ンスを確認しながら巻き線間隔を調整した．図 2 に

インピーダンス変換回路を接続したコイルの入力

インピーダンスを示す．図 2 より，14.45 MHz にて，

R は 50.9 Ω，X は 0.03 Ωとなり信号源と整合がで

きた． 

 
図 1 RF 照射システム  

 
図 2 入力のインピーダンス周波数特性 

 

3. バードケージコイル内の磁界強度測定 

 スペクトラムアナライザを用いてバードケージ

コイル内の磁界強度を測定した．磁界プローブには

40.62 dB の増幅器を接続し，スペクトラムアナライ

ザから 107.0 dBV の信号を出力してコイルに印加

した． 

コイルの中心，高さ 40 mm の位置にて，磁界強

度の周波数特性を測定した．ここで，測定位置にて，

図 1 のバードケージコイルのコネクタと水平な向

きに X 軸，X 軸に垂直な向きに Y 軸を取り，各方

向の磁界成分を Hx，Hy とする．周波数による磁界

強度の測定結果を図 3 に示す．Hx と Hy の周波数特

性の特徴は一致したが，Hx の方が Hy より 14 dB 大

きかった．14.45 MHz 近傍の周波数で最大 102.79 

dBA/m の磁界強度が観測された． 
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図 3 磁界強度 Hx，Hy の周波数特性の測定結果 

4. RF 照射時の温度特性の測定 

4.1. RF 照射時のコイルの温度特性 

温度測定にはセンサー部が電磁波の影響を受け

ない光ファイバー温度計測システムを使用した．図

4 にファントム(疑似生体)へ t =0 hour から RF を照

射した際の温度特性を示す．昨年度のコイルでは

RF を照射するとコイル自体の温度が 25 ℃上昇し，

ファントムの温度も 9.6 ℃上昇した．今回，共振条

件を再設計したコイルでは，コイル表面の温度上昇

を 16 ℃抑制できた．また，ファントム内の温度も

改善前より 6 ℃抑制できたが，コイルによる発熱

は完全に抑えられていない．一方，外気温によるフ

ァントムの温度変化も発生し，測定システムの温度

環境制御が必要であることがわかった． 

 

4.2. 恒温水槽で管理したファントムの温度特性 

ファントムの温度環境を制御するため，恒温水槽

を用いた．図 5 に恒温水槽を用いた温度特性測定系

を示す．恒温水槽の使用により，ファントムが受け

る外気の影響を十分に抑えることができた． 

恒温水槽で定温に管理したファントムに RF を照

射し，温度特性を測定した．この実験では，RF の

照射を始めてからファントムの中心温度に変化が

生じた．図 6 に RF 照射開始を t =0 hour としたファ

ントムの温度特性を示す．ファントム中心の温度上

昇がファントム－コイル間の温度上昇を上回った

ため，上昇の原因を検討する必要がある． 

 

5. まとめ 

コイルとインピーダンス変換回路に再検討を加

え、更に恒温水槽により外気とコイルからの温度上

昇を制御することで，ファントムの定常状態の温度

変化を抑制した． 

これらの改善施策で，RF 照射時のファントムか

ら何らかの温度変化を観測することができた． 

今後の課題として被照射物の違いによる温度上

昇測定を行う必要がある． 

図 4 特性改善前後の温度特性 
 

 

図 5 恒温水槽を使用した測定系 

 

 
図 6  RF 照射時のファントムの温度特性 
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