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1. 緒言 

2013年，世界の糖尿病人口は 3億 8200 万人に上

り，2030年には 5億 9200万人に増加すると推定さ

れており，糖尿病の予防や治療をするために血糖値

の自己管理が必要不可欠である 1) 2)．現行の血糖値

測定は採血が必要な侵襲型測定で行われている．し

かし，侵襲型測定は採血による苦痛・ストレスを与

える事や，針や測定用のセンサーチップなどが消耗

品であるためランニングコストがかかる事，血液感

染症の恐れがある事などの多くの問題点がある．ま

た，1型糖尿病により生まれながらに糖尿病を患う

乳幼児がいる．乳幼児は自身での血糖値測定や治療

が行えないため，親や育児者にも負担となってしま

う事も問題となっている． 

本研究では，侵襲型測定の問題点を解決するため，

近赤外分光分析を用いて非侵襲かつ簡易測定可能

な血糖値計測システムの開発を目的とした．本稿で

は，臨床現場での糖尿病患者への本計測システムの

適用を行い，ニューラルネットラーク(NNW)を用い

て血糖値を予測した結果と，健常者に対し本計測シ

ステムを用いた結果を報告する．その結果，本計測

システムが糖尿病患者対しても臨床的に有効であ

る可能性を示した． 

 

2. 原理 

測定原理として近赤外分光法を用いた．近赤外域

での吸収波長帯は官能基により異なるため，近赤外

吸収(NIR)スペクトルを得ることで定性分析が可能

となる．NNWにより，検量線の構築・予測を行う．

NNW とは脳神経系をモデルにした情報処理シス

テムである． 

本研究では，指の NIRスペクトルを入力データ，

侵襲型血糖値測定器により得られた参照血糖値を

教師データとして血糖値の予測モデルである検量

線を構築した． 

 

3. 実験方法 

76 歳女性糖尿病入院患者に対し，1 日 3回の血糖

値測定を行うと同時に， 1回の血糖値測定当たり 3

回の NIR スペクトルを洗浄した左手中指より測定

をした．6 日間実験を実施し，計 54 本の NIR スペ

クトルを取得した． 

測定には近赤外分光器である S-2730(相馬光学社

製)を用い，同時に侵襲型血糖値測定器フリースタ

イルプレシジョンプロ(アボットジャパン社製)によ

り血糖値を測定し，参照値とした．分光器の装置仕

様は，波長範囲 900-1600 nm，分解能 8 nm，検出器 

InGaAs である．光源にはハロゲンランプを使用し

た．露光時間 20 msec，積算回数 40 回で測定を行

った．取得した NIR スペクトルには吸光度の最小

値を 0，最大値を 1 にする規格化処理を行った．

NNW により被験者の個人検量線を構築し，精度の

検証をした． 

検量線の評価指標には EGA(Error Grid Analysis)

を用いた．EGA とは，血糖値計が臨床的に有効で

あるか否かを示す分析指標である．参照値と予測値

の関係性を A~E zoneの 5つの領域に分け，予測値

がどの領域に入ったかによって血糖値計の精度を

評価するものである．A,B zone は臨床的に好ましく，

D,E zone は臨床的・潜在的に危険と判断される 3)．

本実験では全ての検証データが EGAの A,B zoneに

含まれることを目標とした． 

被験者試験は信州大学ヒトを対象とした研究に

関する倫理審査の承認（第 70 号）により行った． 
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4. 実験結果および考察 

Fig. 1 に本手法により取得した被験者の指の NIR

スペクトルを示す．今回入力層のユニット数を測定

波長範囲で取得したデータ数と同じ 239 ユニット，

中間層を 4000ユニット，出力層を 1ユニットとし，

学習の終了条件である MSE の値を 10
-3とした． 入

力層数は分光器で取得できる吸光度のデータ数で

あり，出力層数は算出血糖値が一つであることを示

す．学習した NNWに学習に使用していないデータ

(検証データ)を入力し，被験者ごとの血糖値を算出

した結果を Fig. 2，Table 1に示した．Table 1より糖

尿病患者の NNW 結果は相関係数 0.97，予測誤差 28 

mg/dl となった．これは，健常者の NNW 結果と比

べ，精度が劣っていることがわかる．この原因とし

て健常者では 1 回の血糖値測定当たり 1 回の NIR

スペクトルを測定しているのに対し，糖尿病患者で

は 1 回の血糖値測定当たり 3 回の NIR スペクトル

を測定していることが挙げられる． 

EGA 結果より糖尿病患者においても全ての検証

データが EGAの A,B zone に含まれ，本実験の目標

を満たし，健常者と同等の結果を示した．このこと

から，本計測システムが糖尿病患者においても臨床

的に有効である可能性を示した． 

 

5. まとめ 

本実験の結果から，糖尿病患者においても全ての

検証データが EGAの A,B zone に含まれ，本実験の

目標を満たしたことから，本計測システムが臨床的

に有効である可能性を示した． 

また，今後の課題として最適な測定アタッチメン

トの検討をしていき，より高精度な非侵襲血糖値計

測システムの開発を行う． 
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Fig. 1 被験者の指の NIRスペクトルの例 
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(a) 糖尿病患者      (b) 健常者 

Fig. 2 個人検量線の構築・検証結果 

 

Table 1 NNW結果及び EGA結果 

(a) 糖尿病患者 

学習データ数 平均 [mg/dl] 最小値 [mg/dl] 最大値 [mg/dl]

45 154 103 221

0.97

27

検証データ数 平均 [mg/dl] 最小値 [mg/dl] 最大値 [mg/dl]

9 153 121 176

NNW予測結果 28

67% (6/9)

33% (3/9)

予測誤差 [mg/dl]

EGA 結果
A zone

B zone

相関係数

学習誤差 [mg/dl]
　NNW学習結果

 

(b) 健常者 

学習データ数 平均[mg/dl] 最小値[mg/dl] 最大値[mg/dl]

50 133 93 178

0.99

4

検証データ数 平均[mg/dl] 最小値[mg/dl] 最大値[mg/dl]

10 136 95 174

NNW予測結果 13

100% (10/10)

0% (0/10)

予測誤差[mg/dl]

EGA 結果
A zone

B zone

相関係数

学習誤差[mg/dl]
　NNW学習結果
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Yui Katsuragawa, Hiroaki Ishizawa, Tsubasa Takagi, Ryo Agarie, Shun Chino 

Shinshu University 

 

1. はじめに 

日本では高齢者の増加により，医療費の高騰や医

療従事者の不足が社会問題化し，バイタルサイン測

定器の需要が高まっている[1]．本研究では，Fiber 

Bragg Grating (FBG)センサを用いたバイタルサイン

測定器の開発を目指している[2]．これまでに，FBG

センサを用いた脈拍数，呼吸数計測の妥当性を示し

た．また，脈波を 2箇所で測定し到達時間差である

Pulse Transit Time (PTT)から血圧を算出してきた． 

本報告では FBG センサを用いた簡易で高精度な

血圧計測および精神的ストレス検出方法を提案し

た．その結果，FBG センサを用いて脈拍数，呼吸

数，血圧，精神的ストレスを算出するマルチバイタ

ルサインセンシングの可能性を示した． 

 

2. 原理および解析方法 

2.1. Fiber Bragg Grating (FBG) 

FBG とはコアの一部の屈折率を周期的に変化さ

せた光ファイバである．コアに広帯域の光が入射す

ると(1)式を満たすブラッグ波長をもつ光のみが反

射する．λB[nm]はブラッグ波長，neff.はコアの有効

屈折率，Λ[nm]はグレーティング間隔を示す． 

λB =2 neff.Λ                 (1) 

センサ部に力が加わるとグレーティング間隔の

変化に伴いブラッグ波長も変化する．その波長変位

量を求めることで間接的に歪の変化を捉える[3]． 

2.2. Partial Least Squares Regressions (PLSR) 

主成分分析によって得られた主成分で回帰分析

を行う．主成分を抽出する際，説明変数と目的変数

の全情報を用いるため予測精度が高い[4]． 

2.3. ポアンカレプロット 

ポアンカレプロットは 2 次元の直交グラフ上に

心拍周期の揺らぎを幾何学的に表現する手法であ

る．心電図から R-R Interval (RRI)を算出し，プロッ

トする．その分布により精神的ストレスを評価する

ことが可能である．本報告では，ポアンカレプロッ

トを参考に松本らが提案した手法を利用した[5]．  

 

3. 実験方法 

3.1. 血圧計測 

左上腕で自動血圧計(omron:HEM-1020)により

血圧を測定し参照値とした．同時に FBG センサを

右手首に固定し，自動血圧計の測定開始から終了ま

で脈波を取得した．脈波のサンプリング周波数は

10kHz，被験者は 20代男性 3名とし，仰臥位で行

った．上記の測定を被験者毎に 100回行った． 

脈波にバンドパスフィルタ処理を施した

(0.5<f<5Hz)．そして，1 パルスに切り出して平均

し，最初の点を 1，最小値を 0に規格化した．その

後，全測定中の最も短いサンプル数に長さをそろえ

た．その波形を説明変数に，対応する参照値を目的

変数とし PLSR により血圧を予測した．本実験で

は，自動血圧計と本手法により算出した値の較差の

平均が 5mmHg 以内であることを目標とした[6]．  

3.2. 精神的ストレスの検出 

 FBGセンサを右手首に固定し，脈波を取得した．

1 回の測定時間は 90sで計 16 回の測定を行った．そ

のうち，最初と最後の 4回は安静状態の座位で測定

し，残りの 8 回はストレスを負荷した．ストレス負

荷方法として 1秒間隔で PC上に表示される 1桁の

数字を加算していく暗算タスクを採用した．そして，
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2.3 に示した手法により精神的ストレスの評価を行

った．サンプリング周波数は 10kHz，被験者は 20

代男性 1 名，測定回ごとに左上腕で自動血圧計によ

り血圧を測定した． 

 

4. 実験結果および考察 

4.1. 血圧計測 

取得した脈波を Fig. 1 に，検量線の構築および検

証結果を Table 1に示す．Table 1 より相関係数は高

度に有意である．また，平均較差は 5mmHg以内と

なり目標とする精度基準を満たした．PTT を用いる

手法では 2 箇所で脈波を測定するためシステムが

大型になってしまうことや，日間変動や個人差の影

響を受けるという課題があった．しかし本手法は脈

波の測定を 1箇所で行うため，PTT を用いた手法よ

り簡易かつ高精度に血圧計測を行える可能性があ

る． 

4.2. 精神的ストレスの検出 

 2.3 により算出した安静状態とストレス負荷状態

のプロットを Fig. 2に示す．一般に 2.3 では，安静

時に比べストレス負荷時は RRI が短くなりプロッ

トが左下へシフトしていくことが分かっている．

Fig. 2 より，ストレス負荷時のプロットは安静時に

比べ左下にシフトしている．このことから，FBG

センサシステムでも精神的ストレスを検出できる

可能性がある．しかし，被験者 1名のみでの結果で

あるため被験者数を増加させる必要がある． 

 

5. まとめ 

 FBG センサより取得した脈波から PLSR により

血圧計測，ポアンカレプロットにより精神的ストレ

スの検出を行った．その結果，PTT を用いた手法よ

り簡易かつ高精度に血圧を計測でき，FBG センサ

を用いた精神的ストレス検出の可能性を示した．こ

れより，FBG センサを用いて脈波を 1 箇所で測定

することで脈拍数，呼吸数，血圧，精神的ストレス

を算出するマルチバイタルサインセンシングシス

テムの可能性を示した．今後は，被験者数の増加や

システムの小型化に取り組でいく． 

 

6. 参考文献 

[1] 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，61-11，1525/1529 (1996) 

[2] 服部陽，佐藤慎吾，宮内祐樹，児山祥平，石澤広明，

FBG センサを用いた無拘束血圧計測に向けた基礎研

究，第 29回センシングフォーラム，61/65 (2012) 

[3] 佐々木一正，光ファイバセンシング‐FBG 歪センシ

ングと応用，PE最新保全技術調査研究会，66/72 (2009) 

[4] 長谷川健，スペクトル定量分析，講談社，95/102 (2005) 

[5] 松本佳昭，森信彰，三田尻涼，江鐘偉，心拍揺らぎに

よる精神的ストレス評価法に関する研究，ライフサポ

ート，Vol. 22，No. 3，105/111 (2010) 

[6] 日本高血圧学会学術委員会家庭血圧部会，家庭血圧測

定の指針，ライフサイエンス出版，23/25 (2011) 
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Fig. 1 取得波形 

 

Table 1 検量線構築および検証結果 

相関係数

平均較差[mmHg]

検証平均較差[mmHg]

相関係数

平均較差[mmHg]

検証平均較差[mmHg] 4

0.80

3

4

0.88

2

0.79

2

0.85

4

被験者A 被験者B

0.91

2

3

0.74

3

3

2 3

収縮期血圧
構築

拡張期血圧
構築

被験者C

 

 

 

Fig. 2 安静状態とストレス負荷状態のプロット 
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透析用ブラッドアクセスカテーテルにおける血流の数値流体解析 
矢島 誠也*，小林 俊一* 

*信州大学繊維学部 

Computational Fluid Analysis of Blood Flow in and around Blood Access Catheter 
Tomoya YAJIMA*，Shunichi KOBAYASHI* 

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

 

1. はじめに 

ブラッドアクセスカテーテルとは，血液透析を行
う際，血液を持続的に体外循環させる必要があるた
め，静脈から血液を取り出し，また戻す窓口とし使
用されるカテーテルのことである．カテーテルを用
いて透析が行われる際, 脱血部が血管壁へ付着す
る「へばりつき現象」が生じてしまうことがある(1) 

(2)．このへばりつき現象が生じてしまうと脱血がで
きなくなり，脱血部と送血部の血流を逆流させる逆
接続の作業や, カテーテルの交換が必要となるた
め透析の効率が悪くなり，また, 患者の体の負担が
大きくなる．これらの問題を解決するためさまざま
なカテーテルがあるが，現在の急性期や緊急時での
使用頻度が高いものとして，ダブルルーメンカテー
テルが用いられている．しかし，このカテーテルも
完全にへばりつきを解決できてはおらず，脱血，送
血を行う孔の有無やその位置，角度などを変化させ
ることによる工夫がなされている，本研究はカテー
テルにおける血流の数値流体解析を行うことによ
り，へばりつきを低減するカテーテル形状の最適設
計の基礎技術資料を提供することを目標とし，その
第一段階として，血管内のカテーテルにおける血液
の流れや圧力，カテーテルに働く力を検討した． 

 

2. ブラッドアクセスカテーテル 

図 1 にエンドホール型ダブルルーメンカテーテ
ルの配置概略図と形を示す．ここでは, 脱血側末端
開口部を省略して, 脱血部としている. 以下同様に, 
送血側末端開口部を送血部, 脱血側側孔を脱血側
孔, 送血側側孔を送血側孔と省略記載している．計
算においては，血管内に留置させるカテーテルを全
長 50mm，静脈部を全長 150mm, 内径 10mm とした. 
カテーテルの留置場所は，血管壁面とカテーテルの
最小隙間 0.1mm と, 血管中心(最小隙間 2.94mm)の
２箇所を設定した．計算に使用したカテーテルを表
1 に示す．WH（ツインエンド、ユニチカ社製）は
医療現場で比較的多く使用されている．また, WHO
（ツインエンド返血側側孔タイプ、ユニチカ社製）
は WH に送血側孔を設けることで側孔から噴出し  

 

表 1 計算に用いたブラッドアクセスカテーテル 

項目 カテーテル

1 WH エンドホール型 4㎜(12Fr)

2 WHO
エンドホール型　WH に送血
側孔

4㎜(12Fr)

3 WHO
送血側孔の径をφ1.2mmから
φ0.6, φ1.4, φ1.6mmに変更

4㎜(12Fr)

形状と外径

 

脱血側孔

流出部
送血側孔

流入部

脱血部

血管壁

最小隙間

血液の流れ

送血部

 

形状（WHO）   

図 1 エンドホール型ダブルルーメンカテーテル 
 

た血流を利用して, 血管壁からカテーテルが遠ざ
けようとする． 
 

3. 数値流体解析 

数値流体解析コードは有限要素法による ANSYS 
CFXを用いた，カテーテル形状は 3D-CADで構築，
ANSYS CFX にインポートした．血管（静脈）は
ANSYS CFX で作成した．計算条件は次の通りであ
る． 
3.1. 境界条件 

流入部, 流出部, 血管内に流速を，静脈流出部に
圧力を与える. 
血管（静脈）：流入部の一様流速 17.66cm/s（流
量 400mL/min），静脈流出部の圧力：0 Pa． 
カテーテル：流出部の一様流速 96.34cm/s （脱
血流量：200 mL/min），流出部の一様流速
96.34cm/s（返血流量：200 mL/min） 

3.2. 要素分割，流れ条件，物性 
分割要素は四面体で分割数は 760724，定常層流
での解析，作動流体はニュートン流体，密度 1.05 
[kgm-3]（血液の物性に準ずる），比熱容量：4.217 
[J kg-1 K-1]，動粘性係数：0.003 [Pa・s]とした． 
 

4. 計算及び考察 

カテーテル（WHO）と血管内における血液の流
線を図 2 に示す．これにより，脱血部下流側は流速
が少なく，渦が発生していることがわかる．次に血
管壁面の圧力分布を図 3 に示す．なお，カテーテル
（WHO）の位置を示すためにレンダー図も合わせ
て示している．同図より，送血側孔からの血液の噴
出に伴う高圧部が見られる．また，最小隙間を小さ
くした 0.1mm では WH，WHO 共に脱血部や脱血
側孔あたりに負の圧力が見られた．図 4 に示すよう
に，カテーテルを送血部先端から X 軸方向に 1mm
ごとに輪切り状のセグメントに分け, カテーテル
の各セグメントの Y 軸方向に働く力を図 5 に示す．
脱血部で血管壁に近づく力が生じており，最小隙間 

配置

概略
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図 2 血液の流線 (WHO，血管中心配置) 

 
が小さいほどその力が大きい．また，送血側孔があ
る部分は血管壁にから遠ざかる力（負の Y 軸方向
力）が働いている．ただし，脱血部や側孔付近のあ
たりで Y 軸方向力に変動があるのは，その付近に
おいてカテーテル内面にかかる圧力の違いがみら
れ，その力が影響していると考えられる．カテーテ
ル全体に働く Y 軸方向力（各セグメントの力の総
和）についてみると，最小隙間 2.94mm（中心）に
配置した場合では，WH は-0.129mN，WHO は
-0.555mN であり，最小隙間 0.1mm に留置した場
合では WH は 2.955mN，WHO は 2.468mN であ
った．WHO は送血側孔を設置した分だけ負の Y
軸方向に力が働いている． 

WHO の送血側孔の噴出による効果を更に検討
するため，送血側孔の噴出流量から，運動量理論よ
り単位時間当たりの運動量，（質量流量）×（体積
流量）／ （断面積） を算出し，送血側孔から噴出
される血液による負の Y 軸方向の力を見積もった．
その際，送血側孔の径を設定径φ1.2mm から変化
させた．その結果を表 2 に示す．カテーテルの留置
位置にかかわらず，送血側孔の径を大きくするに 
 

 

圧力分布図 

 
レンダー図 

 
図 3 血管壁面の圧力分布 (WHO，血管中心配置) 

 

 
図 4 セグメントに分けたカテーテル(WHO)断面図 
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図 5 各セグメントの Y 軸方向の力 

 
表 2 送血側孔の流量と単位時間当たりの運動量 

最小隙間
送血側孔径

(mm)
体積流量
(ml/min)

単位時間あた
りの運動量

（mN）
φ0.6 10.734 0.123
φ1.2 30.178 0.235
φ1.4 36.917 0.258
φ1.6 43.608 0.276
φ0.6 10.734 0.119
φ1.2 30.129 0.234
φ1.4 35.872 0.244
φ1.6 43.714 0.277

2.94mm　(中心)

0.1mm

 

 
つれて流量が大きくなったため, 単位時間当たり
の運動量は径の拡大に伴い増加した．また，送血側
孔付近のセグメントの Y 軸方向の力の総和は，単
位時間あたりの運動量よりも大きな値であったが，
送血側孔の径が大きいほど大きくなる同様の傾向
であった．つまり，へばりつかないようにするため
には，今回変更した送血側孔径の範囲において，流
体力だけの視点からいれば，その径は大きい方が良
いと考えられる． 

 

5. おわりに 

ブラッドアクセスカテーテルにおける血液の流
れや圧力，送血側孔によるカテーテルに働く力の効
果について検討した．今後はカテーテルの回転，脱
血側孔の径の影響について検討する予定である．  

 

参考文献 

(1) 久木田ら，人工臓器 29(2)，478-482，2000． 
(2) 武藤ら，透析会誌 40(10)，851-858，2007． 
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BCIのための LIBSVM の確率推定に基づいた ERP 波形の判別に関する基礎検討 

田口 拓弥*，橋本 昌巳**，香山 瑞恵**，伊東 一典** 

*信州大学大学院理工学系研究科情報工学専攻，**信州大学工学部 

A basic study on distinction of ERP waveforms 

 based on the probability estimation by LIBSVM for BCI 

Takuya TAGUCHI*，Masami HASHIMOTO**，Mizue KAYAMA**，Kazunori ITOH** 

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

 

1. はじめに 

肢体不自由者のためのコミュニケーション支援

システムは，手足などの残された機能を用いて，マ

ウスやスイッチなどの操作や文字選択を行うもの

が多い．しかし，重度の筋萎縮性側索硬化症

（Amyotrophic Lateral Sclerosis：ALS）患者のような，

筋肉の委縮と筋力の低下によって手足や声でコミ

ュニケーションをとることができない方もいる．そ

のような方々には筋力を全く必要としない，脳波の

利用が有効であるとされ，Brain-Computer Interface

（ B C I ） の 研 究 が 進 め ら れ て い る ． 

本研究では，ヒトの注意・知覚・予測・意思決定

などの認知過程全般に起源する電位である事象関

連電位（Event Related Potential：ERP）のP300成分[1]

を利用した視覚刺激によるBCIの構築にあたり，サ

ポートベクターマシン（Support Vector Machine：

SVM）のライブラリであるLIBSVMの確率推定機能

を利用したP300成分の判別について検討を行った．

また，実用的なシステムを目指してフィードバック

を用いたリアルタイムP300成分判別BCIの構築を

行っている． 

 

2. 脳波測定システム 

本研究で用いる視覚刺激は，PCで作成した図 1

のような刺激画像をディスプレイ上に配置し，刺激

画像の色を切り替えることで被験者に呈示した．刺

激の呈示には 23インチのディスプレイ（IIYAMA 

ProLiteXB2374HDS）を使用し，被験者の正面 50 cm

離れた場所にディスプレイの中央がくるように配

置した．被験者は標的刺激である刺激 1を注視し，

標的刺激の色が変化した際にカウンタを用いて，回

数を計測する．刺激は，灰色（R:G:B = 64:64:64）

から白色（R:G:B = 255: 255: 255）に変化する．刺

激呈示時間は 300 ms，刺激呈示間隔は 1000 msと

した．また，各刺激画像はランダム，かつ刺激呈示

回数が 20回になるまで呈示した．刺激呈示によっ

て導出された脳波は，頭皮に装着した Ag-AgCl 皿

電極（日本光電：NE-102A）から誘発電位測定装置

（日本光電：MME-3116）に取り込む．増幅率は 100 

μV/V（80 dB）に設定し，雑音除去のために低域で

0.53 Hz，高域で 60 Hzの帯域フィルタを設定した．

取り込まれた脳波データはデータ収録ボード

（National Instruments：NIDAQPad-6351）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 に記録する．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，基準電極を A1+A2 両耳朶連結，接地電極とし

て前頭極正中部に Fpz とした．また，脳波には眼球

運動や瞬きに伴う眼電位図（Electro oculogram：

EOG）が混入する場合があるため，EOG が混入し

た脳波を分析対象から除外するために目元に EOG

観察用の電極を設けた． 

 

 

図 1 視覚刺激の画像配置 
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3. SVM による ERP波形の判別 

3.1. SVM について 

サポートベクターマシン（ Support Vector 

Machine：SVM）は 1995 年に Vladimir Vapnik と

Corinna Cortes によって提案された，機械学習であ

る[2]．SVM を用いることで，波形の特徴から判別す

ることが可能であり，脳波のように個人差が大きな

データに対応できると考えた．本研究では SVM の

ライブラリであるLIBSVM
[3]を利用して判別を行っ

た．また，LIBSVM に付属している判別確率を推定

するオプションを使用した． 

フィードバックシステムでは，リアルタイムで

P300 成分の判別を行う必要がある．通常の SVM判

別で 2クラス分類を行う場合，2値で判別結果が得

られるが，今回用いた確率推定を行うと各クラスに

分類される確率が得られるため，フィードバックを

行う際の条件等をより細かく決めることができる

と考えた． 

3.2. 実験 

3.2.1. 実験方法 

 LIBSVM の判別に必要な学習データと評価デー

タを集めるためにオドボール課題と等頻度呈示実

験を行った．被験者は 20代の健常男性 3名である．

SVM 判別の学習データには，P300成分が確認され

た脳波を使用し，SVM の特徴量には，脳波波形を

用いた．脳波波形は，20 回の同期加算平均の処理

を行い，刺激呈示前 100 ms から 520 ms までの区間

を切り取って使用した．また，学習データは被験者

ごとの学習データと，全被験者を統合した学習デー

タの 2種類を作成し，それぞれを用いた場合につい

ての考察を行った． 

3.2.2. SVM 判別の結果と考察 

 SVM 判別の結果から，各刺激が標的刺激である

確率の平均値を図 2に示した．被験者全体の学習デ

ータよりも，被験者ごとの学習データの方が結果は

良くなると予想していたが，本実験の範囲ではほぼ

同等であった．これは，全被験者の学習データの中

に被験者本人のデータも含まれることが原因とな

り，結果に影響を与えたと考えられる．今回は，ど

ちらの学習データを用いても標的刺激の判別を行

うことができると示唆された．また，確率推定の結

果を評価することで判別候補を必ず 1 つに絞るこ

とができる．確率推定の結果を利用者にフィードバ

ックすることで選択しやすいシステムの構築が可

能であると思われる． 

 

4. おわりに 

 SVM 判別の精度を向上させるためには，学習デ

ータの選別方法の検討や，SVM 判別に用いるカー

ネル選定の検討が必要である．また，本検討を基に

リアルタイム P300 成分の判別が可能なフィードバ

ックシステムを作成した．これまでのシステムでは，

実験終了後にしか利用者に P300 成分導出の有無を

伝えることができなかったが，フィードバックシス

テムを用いることで，実験途中における P300 成分

導出の有無を視覚的に伝えることができる．これに

より，被験者の集中力等のモチベーションの向上に

繋がり，P300 成分の振幅値向上などが期待できる

のではないかと考えている．今後は，被験者に対し

て確率推定による P300 成分の判別を利用した実験

を行い，フィードバックの効果を考察していきたい． 

 

 

 

5. 参考文献 

[1] S.Sutton, M.Braren, J.Zubin, E. R. John，
“Evoked-Potential Correlates of Stimulus 
Uncertainty”，no.26; 150（700），pp.1187-1188，
1965． 

[2] V.Vapnik，C.Cortes，“Support-Vector Networks”，
Machine Learning，20，273-297，1995． 

[3] LIBSVM-A Library for Support Vector Machines，
Chih-Chung Chang，Chih-Jen Lin 

http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvm/ 

図 2 被験者別の確率推定の平均値 
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外耳道電極にて得られる脳波の検討 
野口 楓*，荒井 善昭* 

*長野工業高等専門学校電子情報工学科 

Basic Study on Brain Waves Measured by External Auditory Meatus Electrode 
Kaede NOGUCHI*, Yoshiaki ARAI* 

* Department of Electronics and Computer Science, Nagano National College of Technology                      

 

1. はじめに  

一般的に脳波を測定する際は国際 10-20法に則り，

頭皮に電極を貼りつける必要がある．しかし本研究

では耳に直接差し込むイヤホン型の外耳道電極に

着目し，この電極を用いて脳波を測定することが可

能であるか，またどのような種の脳波を測定するこ

とが可能であるかを調査検討することを目的する．

ただし同研究の昨年度までの成果として外耳道電

極における自発脳波の測定が可能であることが既

に報告されているため，本研究では 2つの実験を行

い，外耳道電極似て得られる脳波の検討を行った．

実験 1として外耳道電極と国際 10-20法による電極

の相関の調査，実験 2として外耳道電極における誘

発脳波の測定が可能であるかの調査を行った． 

 

2. 外耳道電極  

本研究で使用する外耳道電極(Fig. 1)は下記の 3

つの部品から構成される． 

• 銀電極板 

• ウレタン製イヤピース 

• プラスチックストロー 

 
Fig. 1 外耳道電極  

3. 自発脳波  

自発脳波とは動物が生きているだけで脳に常に

生じている脳波のことである．自発脳波はその波形

の周波数帯域によってさらにいくつかの種類に分

類することができる． 

4. 誘発脳波  

  誘発脳波とは脳内で常に生じている自発脳波に

対して，何らかの外的刺激によって脳が反応を示し

た時に生じる脳波のことである． 

本研究ではオドボール課題の条件を用いた動画

を被験者に掲示することで，潜時 300msから 500ms

に頂点を持つ陽性の波が Pz 付近において発生する

とされる事象関連電位 P300 を誘発することを試み

た． 

 

5. 外耳道電極と国際 10-20法の相関の調査  

外耳道電極と国際 10-20 法による電極配置から得

られる脳波の相関を求めた．算出手法としては，外

耳道電極に対する国際 10-20 法による 19 のチャネ

ルのそれぞれの相関係数を求め，その中でも比較的

に相関係数が高いチャネルの組み合わせをカウン

トしていくことで外耳道電極に対する各チャネル

の全体の相関をみる． 

5.1. 解析結果 1 

解析結果をグラフにしたものを Fig. 2に示す．こ

のグラフは外耳道電極に対する各チャネルの相関

係数を求めたとき，その絶対値が 0.5以上であると

きの回数を表したものであり，縦軸にカウントされ

た回数，横軸にチャネル名を表している． 

9



第１３回日本生体医工学会甲信越支部長野地区シンポジウム 

 

0!

20!

40!

60!

80!

100!

120!

140!

160!

180!

FP
1!

Fp
2! F3
!

F4
!

C3
!

C4
!

P3
!

P4
!

O1
!

O2
!

F7
!

F8
!

T3
!

T4
!

T5
!

T6
!

Fz
!

Cz
!

Pz
!

Co
un
t!

 
Fig. 2 外耳道電極に対する各チャネルの相関  

 
Fig. 2 より，F7，T3，T4，T6が他の組み合わせ

よりも相関が高いことが分かる．F7 はこめかみに

近い前左側頭部，T3，T4は左右の耳直上中側頭部，

T6 は後側頭部であり，いずれも側頭部に位置して

いる． 

5.2. 考 察 1 

解析結果から，F7，T3，T4，T6において高い相

関を得られた．またそれらのチャネルはいずれも側

頭部に位置しており，これは外耳道電極が耳に差し

込んで使用するイヤホン型であるためだと考えら

れる．特に T3 と T4 に関しては相関係数の絶対値

が 0.9 以上である場合も観測された．これは国際

10-20 による電極配置におけるそれらが耳に一番近

い電極であるからだと考えられる． 

6. 誘発脳波の測定  

外耳道電極において誘発脳波を測定することが

可能であるかを調査した．算出手順として，被験者

10 人分の脳波データを 3 秒区切りにした後にそれ

らを既知の顔画像の場合と未知の顔画像の場合と

でそれぞれ加算処理を行い，脳波の平均値をそれぞ

れグラフにすることで比較した． 

6.1. 誘発脳波の発生条件 

誘発脳波を引き出すために様々な方法があるが，

本研究では以下に示すオドボール課題の条件に従

った全編 5分の動画を作成した． 

• 被験者の既知の人物の顔画像と未知の人

物の顔画像を 2:8 の割合でランダムに切

り替える 

• それぞれの画像は 20 枚と 80 枚とし，そ

れらを 3.0秒間隔で切り替える 

動画を視聴した被験者は既知の人物の顔人物の際

に事象関連電位 P300 が引き出されると考えられる．

本研究では 10人の被験者に対し実験を行った． 

 

6.2. 解析結果 2 

解析結果を Fig. 3に示す．このグラフは P300が

優位的に観測される電極 Pz と外耳道電極を比較す

る．横軸に時間，縦軸に電位を表す． 

3.002.752.502.252.001.751.501.251.000.750.500.250.00

1,000
750
500
250
0

-250
-500
-750

-1,000
-1,250
-1,500
-1,750
-2,000
-2,250
-2,500
-2,750
-3,000
-3,250
-3,500
-3,750
-4,000

 
Fig. 3 加算処理後の外耳道電極と Pzの比較  

 

Fig. 3より，300msから 1000msの範囲で約 750ms

を頂点とする脳波の山を観測できた． 

6.3. 考 察 2 

外耳道電極と Pzで P300が発生するとされる時間

範囲に近い位置に一様な脳波の山を見ることがで

きたため，本実験では外耳道電極で誘発脳波を測定

することができると判断する．しかし，本来 P300

は潜時 300ms から 500ms を山の頂点とするのに対

し，解析結果では 750msを頂点としていた．これは，

被験者に掲示する刺激動画の材料が人の顔画像で

あったため，被験者が一つ一つの顔の判断に時間を

要したためだと考えられる． 

5.	 参考文献  

[1] 大熊輝雄: “臨床脳波学”，医学書院，（1999） 

10



第１３回日本生体医工学会甲信越支部長野地区シンポジウム 

点字学習支援機器の提案 
上條 莉奈*，藤澤 義範*，伊藤 祥一* 

*長野工業高等専門学校 電子情報工学科 

Proposal of Braille Learning Support Device for Visually Handicapped Persons 
Rina Kamijo*, Yoshinori Fujisawa*, Shoichi Ito* 

*Nagano National College of Technology Department of Electronics and Computer Science 

 

1. はじめに 

平成 20 年に公表された厚生労働省の「平成 18 年

身体障害児・者実態調査結果」[1] によれば，視覚障

害を持った人は全国でおよそ 31 万人となっており

障害者全体に占める割合としては 8.9%であること

がわかっている． 

視覚障害者が情報を得る手段として点字がある．

点字は，図 1 のように 6 点を 1 セルとして構成さ

れており，黒の部分を凸として用紙にプリントさ

れる．  

 

 

 
図 1：5セルで構成された 6点式点字例 

先天的障害の場合，幼い頃から点字に触れ合う機

会が多く，その中で自然に点字を習得することがで

きる．これに比べ，後天的障害の場合，学習のため

に多くの時間を費やすことになる．しかし，指先で

点字に触れても認識できないことや点字独特の表

記方法が壁となり，時間を費やしても点字を習得で

きない状況もある．実際に，同調査結果では「点字

ができる」と答えている人が視覚障害者全体の

12.8%にとどまっており，点字の習得が難しいこと

がわかる． 

そこで，本稿では筆者らが提案し開発している点

字初学者を対象とした点字学習支援機器[2][3]につい

て述べる．  

 

2. システム概要 

 点字初学者にとって，実際の点字は小さすぎて指

先だけの感覚で読み取ることが困難であると考え

た．そこで点字の大きさに着目して，ある一定の大

きさの点字を用意してそれを使い，簡単な言葉を作

るゲームを作成することを提案している． 

実際の点字より大きなサイズの点字のブロック

を作成する（以下，点字牌と呼ぶ）．この点字牌を

使い，お題となる言葉を並べて作り上げるゲームで

ある．この点字牌の大きさを図 2 のように徐々に小

さくすることで実際の点字の大きさに近づけてい

く． 

 

 

 

 

 

図 2：点字牌のイメージ 

点字牌の点には永久磁石または磁化させた物

質を使い，点字牌を配置する部分には磁気センサ

を搭載することで点字の認識を行い，マイコンを

用いて文字へと解読し音声合成により発話する．

システムの全体像を図 3 に示す． 

 

 

 

 

 

 

図 3：システム全体のイメージ 

また本システムは，大きく次の二つの部分に分け

ることが出来る．次の節ではこれらについて詳細

に説明する． 
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A) センサを用いた点字牌の読み取り部分 

B) 読み取った点字を解読し発話する部分 

 

3. センサを用いた点字牌の読み取り部分 

 

図 4：点字牌の点字部分イメージ 

図 4 のような点字 3D モデル図を作成し，切削加

工機で実際の 4 倍のサイズの点字牌 (およそ縦

40mm 横 23mm 厚さ 10mm)を作成した． 

読み取り基板には，A1324LUA-T という磁気セン

サを使用し，点字牌の内部には永久磁石を埋め込ん

でいる． 

 

4. 読み取った点字を解読し発話する部分 

この部分は次の一連の流れで実現している． 

1) 6 点の状態をマイコンへ入力する 

2) マイコンで文字へと変換する 

3) 文字を UART 通信で音声合成 LSI へ送信す

る 

1) の 6 点の状態というのは，前節で触れた磁気

センサからの出力である． 

2) の部分では，SH7085[4] マイコン上で文字の解

読を行っている．いくつかの例外を除き，点字は 6 

点のうちの 3 点で母音を，残りの 3 点で子音を表し

ている．受け取った 6 点の状態のうちこれらを別々

に確認することによって，解読を行っている．図 5

に解読結果を示す． 

図 5 より，6 点の状態とその解読結果が「ケ」と

いう文字であることがわかる．この結果が「ke」と

いうローマ字表記であるのは，3) の部分で音声合

成 LSI に送信する際にローマ字の文字列を送信す

る必要があるためである． 

 
図 5：文字を解読した結果 

本システムには株式会社アクエスト製の

ATP3011F4-PU[5]という音声合成 LSI を用いた．

UART と I2C，SPI の 3 種類のシリアルインタフェ

ースに対応しており，1 チップでローマ字表記のテ

キストを音声に変換することができる． 

 

5. おわりに 

本稿では，筆者らが提案する点字学習支援機器に

ついて述べた．本システムは点字牌を並べ単語を作

るゲームを想定している．現在は点字牌 1 つ，1 セ

ルで構成された文字の解読にのみ対応しているた

め，読み取り基板を増やし，読み取ることができる

セルを増やすことが必要である．それと同時に，2

つのセルで構成された文字の解読部分の開発も必

須である． 

 

6. 参考文献 

[1] 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課: 

平成 18 年身体障害児・者実態調査結果, 平成 20

年 3 月 24 日 

[2] 上條莉奈，藤澤義範，伊藤祥一：“点字初学者の

ための学習支援システムの提案”，Japan AT フォー

ラム 2014 in 仙台・講演論文集,2014,pp. 51-52 

[3] 上條莉奈，藤澤義範，伊藤祥一：“点字学習支援

システムの開発”，工学教育研究講演会  論文

集,2014,pp.130-131. 

[4] Renesas Technology:SH7080 グループ，ハードウ

ェアマニュアル Rev.3.00，2007 

[5] AQUEST：ATP3011F4-PU/-AU，Data Sheet，2012 
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情動計測装置の開発 －日常生活下の情動計測－ 
坂口 正雄*，百瀬 英哉**，濱 信治***，森光 紀匡***，大橋 俊夫**** 

*スキノス東御研究所，**(株)西澤電機計器製作所，***多摩川精機(株)，***ルビコン(株) 

****信州大学メディカル・ヘルスイノベーション講座 

Development of new instrument for human emotion measurement  
Masao SAKAGUCHI*，Hideya MOMOSE**，Nobuharu HAMA***，Norimasa MORIMITSU***，Toshio OHHASHI**** 

*Laboratory of SKINOS TOHMI, **Nishizawa Electric Meters Mfg. Co.,Ltd., ***Tamagawa Seiki Co.,Ltd.， 

***RUBYCON CORPORATION, **** Dept. of Innovation of Medical and Health Science Research Shinshu Univ. Sch. of Med. 

 

1. はじめに 

我々は、高応答発汗計を開発し、発汗現象が脳の

扁桃体を中心とする情動反応の現象と関係するこ

とを証明してきた。今回、この研究を発展させるべ

く、手掌部発汗、心拍、呼吸、皮膚電位が同時記録

可能な情動計測装置を開発し、日常生活における情

動反応の計測を試みた。 

 

2. 情動計測システム 

 図１に情動計測システムの概要を示す。情動計測

装置は、心拍計、呼吸計、皮膚電位計と発汗計から

構成される。外観写真を図２に示す。 

心拍計は差動増幅器、交流増幅器、60Hz 除去フ

ィルタ、単安定マルチバイブレータ、直流増幅器を

用いて構成した。心電図電極を前胸部に貼付して双

極誘導し、心拍数をアナログ電圧として出力した。 

 呼吸計は、腹部の呼吸性変動を利用したもので、

呼吸検出パッドと圧力センサ、増幅器からなり、呼

吸のパターンがアナログ出力される。 

皮膚電位(SPL：Skin Potential Level)は、生理学あ

るいは精神医学の領域で、緊張、情動の指標として

利用され、測定の簡便さから意識、覚醒水準、入眠

の計測手段としても活用されている（１）。差動入力

方式の皮膚電位計は、利得 20dB、周波数帯域を

DC~10Hz に設計した。皮膚電位は、前腕部にアー

ス電位、基準電位を設定し、手掌部を導出部位とし

て負電位を正電位に変換して測定した（２）。 

発汗は暑熱負荷に対して最も有効な体熱放散手

段としての温熱性発汗と精神的な緊張や情緒刺激

によって出現する精神性発汗とに大別できる。 

 発汗量の測定は、すでに我々が開発し、実用に供

している流量補償方式発汗計（３）を組み込んだ。こ

の発汗計は、運動時の多量発汗から微量な精神性発

汗を簡便かつ高応答に計測可能である。 

 計測されたデータは A/D 変換の後、パソコンに  

                               

 図１ 情動計測システム概要               図２ 情動計測装置 
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図３ 深呼吸、ステッピング運動時等の心拍数、呼吸、SPL、拇指指腹(左手)発汗量の計測 (2015.2.19) 

    
 図４ 睡眠時の情動(心拍数、呼吸、ＳＰＬ、手掌部発汗量)の計測 (2015.2.19-20)

に導かれ、発汗解析ソフト(スキノス MOD-2)により

記録・解析される。 

 

3. 日常生活下の情動計測 

 図３は、深呼吸、立つ、継続暗算(1000－7)、息ご

らえ(バルサルバ刺激)、3 分間のステッピング運動

(205 歩)、深呼吸を順次負荷した場合の計測結果であ

る。それぞれの負荷に呼応して心拍数、呼吸パター

ン、ＳＰＬ、手掌部発汗量が変化している。 

 図４は睡眠中の計測結果である。入眠に伴ってＳ

ＰＬは陽性方向に変化し、睡眠中は手掌部発汗を認

められないものの、覚醒認識時点に対応して発汗が

惹起されている。睡眠中の呼吸パターンには胎動も

加味されている。 

4. まとめ 

発汗現象が脳の扁桃体を中心とする情動反応の現

象と関係することから、発汗に加えて心拍、呼吸、

ＳＰＬの生体信号を加味した情動計測装置を開発し、

その概要と 2、3 の実験結果を報告した。 

 

参考文献 

(１) 新見良純．鈴木二郎編：皮膚電気活動．星和書

店(1986) 

(２) 坂口正雄，小野伸幸他：局所発汗量連続記録装

置による皮膚電位反射の評価．信学技報，

MBE-90-119,57-62(1991) 

(３) (株)西澤電機計器製作所：流量補償方式換気カプ

セル型ディジタル発汗計，SKN-2000(2008) 
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