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読影技術向上のためのトレーニングシステムに関する基礎研究 

西口 竜也*, 横地 洋*, 阿部 正之*, 古泉 直也**, 福本 一朗* 

*長岡技術科学大学 医用生体工学研究室, **新潟県立がんセンター放射線科 

Basic study about the training system for improvement of image interpretation technology 

Tatsuya NISHIGUCHI*, Hiroshi YOKOCH*, Masayuki ABE*, Naoya KOIZUMI**, Ichiro FUKUMUTO* 

*Biomedical Engineering Laboratory, Nagaoka University of Technology, **Department of Radiology, Niigata Cancer Center 

1. はじめに 

マルチスライス CT の普及により現在の読影は，

画像データ数の増加，CT による検診・診断及び，

その施設の増加によって起こる読影時間の増加や

読影ミスが問題として挙げられている．また，CT

画像検診・診断の増加による読影医の不足から読影

施設の多くで放射線技師も読影を行っている．その

ため，新任の読影医や放射線技師のための読影技術

の学習が重要な課題となっている． 

しかし，読影技術を教育する指導者や教育を受け

る放射線技師や読影医は日常診療に追われ，教育に

割ける時間が限られているため，新任読影医や放射

線技師は読影技術向上のための学習に苦慮してい

る．そこで本研究では，コンピュータを用い読影医

や放射線技師が指導者無しにトレーニング出来る

擬似読影システムの構築を行う． 

2. 対象画像 

CT 画像は新潟がんセンター放射線科の高分解能

CT(GE 社製 LightSpeedVCT)を使用し，画像サイズ

512×512pixel，4096 階調，DICOM 形式，管電圧

120kV，管電流 751~636mA とした(図 1)． 

 

図 1 対象画像 

 

3. 擬似読影システム構築 

3.1. スクロール viewer 構築 

読影トレーニングを行うため，読影医が実際の読

影に用いている viewer を模擬したものを Visual 

C++言語で作成した．作成した viewer は，上下キー

及び Mouse Wheel 操作により，ユーザーが任意の速

度で CT 画像スライドが可能なプログラムで構成さ

れている． 

3.2. 擬似陰影挿入プログラム構築 

3.2.1. 肺野領域決定 

擬似陰影を挿入する領域を決定するために，肺野

領域を決定した(図 2)． 

原画像の雑音除去のために，MEDIAN 処理を施

した．画像中の胸部や肺野に関係の無い背景領域を

削除し，濃度ヒストグラムを用いて自動で閾値を決

定する大津の 2 値化 1)処理を施した．得られた 2 値

化画像に対しラベリング処理を施し，肺野候補領域

を抽出した．最後に，小さな血管を除去するために，

膨張･収縮処理を行い，得られた領域を肺野領域と

した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 肺野領域抽出手順 

原画像 

MEDIAN 

背景領域削除 

2 値化 

ラベリング･抽出 

膨張･縮小 

肺野領域決定 
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3.2.2. 擬似陰影作成 

任意の範囲内に濃度が一様な楕円形を重ね合わ

せることで，1 つの擬似陰影を作成した． 

挿入する陰影の大きさと楕円を重ね合わせる数

は手動で入力し，入力した陰影作成範囲に自動でラ

ンダムに楕円を重ね合わせ陰影を作成した．楕円の

濃度及び形状を表 1 に示す． 

 

表 1 楕円形の濃度及び形状 

濃度    5～10 階調 

長径，短径 最小値(1pixel) ～最大値(入力した範囲) 

角度 0°～360° 

 

表 1 に示した値を自動でランダムに決定し，入力

された範囲内に次々重ね合わせた． 

陰影作成の原理を分かりやすくするために，楕円

の数を 6 個に設定した擬似陰影を図 3 に示す． 

 

図 3 擬似陰影作成原理 

3.2.3. 擬似陰影挿入 

挿入する位置を中枢もしくは末梢から選択し，決

定した肺野領域中から作成した擬似陰影を自動で

ランダムに配置した． 

4. 結 果 

擬似陰影挿入プログラムの実行結果を図 4 に示

す．(a)，(b)はそれぞれ原画像，擬似陰影挿入後の

画像である． 

ただし，挿入した擬似陰影は楕円の数 400 個，範

囲 10×10pixel で作成した擬似陰影である(図 4(b)：

白円内)． 

    

(a)原画像       (b)擬似陰影挿入後 

図 4 擬似陰影挿入プログラム実行結果 

5. 考 察 

本研究で行った実験の結果，CT 画像中に作成し

た擬似陰影を挿入し，スクロール viewer にて確認

することができた． 

本実験で，陰影の濃度は楕円を重ね合わせる数を

200~400 個の範囲から手動で決定した．しかし，作

成した擬似陰影は読影医による評価に至っておら

ず，陰影挿入後に画像を確認し，擬似陰影の濃度の

妥当性を評価しなければならない．この手法は，画

像中の濃度から擬似陰影濃度を判断するプログラ

ムを構築することにより自動化できる．そのため，

肺野領域内の血管部分を抽出し，輝度値を分析する

ことで，擬似陰影濃度を自動決定するプログラムを

構築する必要がある． 

6. まとめ 

本研究によって楕円を重ね合わせることで擬似

陰影を得る事ができ，擬似陰影読影システムの構築

ができた．今後は，読影医による擬似陰影の評価を

行う． 

7. 参考文献 
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特別支援教育電子カルテを活用した e ラーニング協調学習における 
モチベーション向上について 

斎藤 雄弘* , 中村 和男* ,  長澤 正樹** , 能登 宏** , 植野 真臣***, 永森 正仁*,*** 

*長岡技術科学大学  **新潟大学 ***電気通信大学 
Motivation Improvement of collaborative e-Learning using recording electronic Data by 

concerning Special Support Education 

Yukou Saitou* Kazuo Nakamura*  Hirosi Noto** Masaki Nagasawa** Maomi Ueno***  Masahito Nagamori*,*** 
* Nagaoka University of Technology ** Niigata University  *** The University of Electro-Communications 

1. はじめに 

特別支援教育において，対象児童に対して適切な指

導を行うことができる指導スキルを持つ，教員の不足が

指摘されている．この問題に対して永森らは，特別支援

教育電子カルテを用いた連携を提案している 1)．そして

この蓄積電子カルテをコンテンツとし，教員の指導スキ

ル向上を目的とした，遠隔地に対する e ラーニング協調

学習の実践を行っている 2)．しかしながら遠隔教育では

学習者のモチベーション維持が困難である．この要因

の１つとして，他の学習者の存在を認識しにくいことがあ

げられる 3)．モチベーションへの影響は，e ラーニングの

ように，学習コミュニティが大きくなるほど顕著となる． 

上述の問題に対し筆者らは，学習者に対し，コミュニ

ティが持つ学習意識の提示を試みた．これは学習者が

所属するコミュニティの協調学習に対する意識を，学習

者自身が認識することにより内省が生じ，そのことがモ

チベーションの向上に繋がることを期待した為である．

具体的には，構築した Web システムを用いて，協調学

習の内省を促すアンケートの集計結果をグラフ化し，リ

アルタイム提示を試みた．アンケート集計結果は，学習

コミュニティが，協調学習に対してどのような意識を持っ

ているかを示している．この集計結果を，学習者に可視

的に提示することによる，e ラーニング協調学習におけ

るモチベーション向上に関して報告する． 

2. 教育電子カルテ活用 e ラーニング協調学習 
教育電子カルテに蓄積された指導事例データを，

指導スキル向上を目的とした e ラーニング協調学習

のコンテンツとして用いた．図１に構築した協調学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１．eラーニング協調的学習モデル 
 

 

習モデルを示す．学習は以下の流れを１サイクルと

して，eラーニング協調学習を行う． 

【１週目】学習者はコンテンツから自身の指導案 

を作成，掲示板に投稿しチーム内に提示． 

【２週目】各学習者の指導案に対してチーム内で議 

論，指導案を作成，システムに掲示． 

【３週目】指導者が各チームの指導案を確認．評価， 

アドバイス，質問等を投稿，掲示板においてチーム

間を含み，コミュニティにおいて議論． 

【４週目】指導者らの指導を踏まえ，チームとして

の最終的な指導案を作成，評価を受ける．  

 

3. Web アンケートシステムの構築 
図２に構築した Web アンケートシステムのアンケ

ート回答画面とアンケート集計結果提示画面を示す．

システムの構築には，OS に Microsoft Windows 

Server 2003 Standard Edition を，ページ作成に

Active Server Pages を，データベースに Microsoft 

SQL Server 2005 Express Edition を，グラフ作成

に Microsoft Office Web Component を用いた． 

このシステムの主な機能は以下の通りである． 

①パスワードとユーザ名による個人認証を行うこ

とができる． 

②ラジオボタンとテキストボックスを用いてアン

ケートの回答を収集することができる．このと

き未回答項目があればシステムがその部分を指

摘し，回答者に修正を求める． 

③データベースに蓄積された各学習者のアンケー

ト回答を自動的に集計し，その結果をグラフに

より可視的に提示することができる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
図２．Web アンケートシステムの表示画面 
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図３．コミュニティ意識提示に関するアンケート結果 

4. コミュニティ意識提示に関する実験 
特別支援教育の対象児童に対する指導方法を学ぶ

集団３４名に対して，以下の手順で，コミュニティ

意識提示に関する実験をおこなった． 

ア） 学習者は，特別支援教育の対象児童の問題行動

事例に対する指導案を作成することを課題とした，

eラーニング協調学習を実施．  

イ）１サイクルの学習後，Web アンケートシステム

を用い，学習者に対して協調学習に関する２０項

目のアンケートを実施． 

ウ）Web アンケートシステムを用い，学習者に対し

てコミュニティ意識である協調学習に関するアン

ケート集計結果をグラフにより提示． 

エ）アンケートの閲覧を終えた学習者に，コミュニ

ティ意識提示に関する３項目のアンケートを実施． 

アンケート項目を表１に示す．アンケートは５段

階評価で行った． 

5. アンケート結果および分析 
コミュニティ意識提示に関する３項目のアンケー

ト結果を図３に示す．このアンケート結果から，以

下のことが明らかになった． 

①「1)システムによりアンケート集計結果をイメー

ジで理解できた」という項目に対し，約８割の学習

者が理解できたと回答していた． 

②「2)システムを用いてアンケート集計結果を見る

ことで今回の学習の内省ができた」という項目に対

し，約５割の学習者が内省できたと回答していた． 

③「3)コミュニティのアンケート集計結果を見るこ

とがモチベーションの向上に繋がった」という項目

に対し，約６割の学習者がモチベーション向上に繋

がったと回答していた． 

表１．コミュニティ意識に関するアンケート項目の相関 
No 項目内容 1 2 3 

1 
システムによりコミュニティのアンケート 

結果がイメージで理解できた 

 

1 
**

0.485 0.207

2 
システムを用いたコミュニティのアンケート 

結果を見ることで今回の課題の内省ができた 

** 

0.485 1
*

0.333

3 
コミュニティのアンケート結果を見ることは 

自身の学習に対するモチベーション向上に繋がる 

 

0.207 
*

0.333 1

表２．モチベーションに関するアンケート項目の相関 
No 項目内容 3 4 5 

3 
コミュニティのアンケート結果を見ることは 

自身の学習に対するモチベーション向上に繋がる 

 

1 
**

0.712
**

0.719

4 
指導案の公開を行うことで、指導案作成に関する

モチベーションが向上した 

** 

0.712 1
**

0.724

5 
他者と協働した事例検討は、指導方法検討に 

対するモチベーションを向上させた 

** 

0.719 
**

0.724 1
*. 相関係数は 5% 水準で有意 (両側)   **. 相関係数は 1% 水準で有意 (両側)  

表１はアンケート結果に対する相関関係の分析結

果を示したものである．分析の結果，各項目間に正

の相関が見られた．「1)システムによりアンケート集

計結果をイメージで理解できた」と，「2)システムを

用いてアンケート集計結果を見ることで今回の学習

の内省ができた」との間に，やや強い相関が示され

た．そして「2)システムを用いてアンケート集計結

果を見ることで今回の学習の内省ができた」と，「3)

コミュニティのアンケート集計結果を見ることがモ

チベーションの向上に繋がった」との間に，弱い相

関が示された．この３項目の相関から，モチベーシ

ョン向上の過程は以下であると考える． 

Ⅰ)システムを用いたコミュニティ意識の可視的提

示が学習者の内省を促進． 

Ⅱ)この内省により学習者のモチベーションが向上． 

また，このコミュニティ意識提示によるモチベー

ション向上のアンケート項目と，別に実施した協調

学習自体でのモチベーション向上手法に対するアン

ケート項目において分析を行った．表２に各項目の

相関を示す．分析から全ての項目間に，１％有意水

準で強い正の相関が見られた．この相関から，学習

後のモチベーション向上の手法であるコミュニティ

意識提示と学習中のモチベーション向上手法におい

て，学習者に対して同様な効果があることが判った． 

上記分析から，Web システムを用いたコミュニテ

ィ意識提示の，学習者に対するモチベーション向上

手法としての有用性が示された．この学習後の手法

を，協調学習モデルにおける学習サイクルの終わり

に組み込むことにより，次の学習に対するモチベー

ション維持にも効果が期待できる． 

6. おわりに 

本稿では，特別支援教育電子カルテを活用した e
ラーニング協調学習おける，Web アンケートシステ

ムを用いたコミュニティ意識の可視による，学習者

のモチベーション向上に関する試みを報告した．  
 学習者：遠隔地教育機関に所属する教員の，学習

に対するモチベーションを向上させることにより，e
ラーニングコミュニティを継続させることができる． 
このことで教員の指導スキル向上学習を継続させる

ことが可能である．教員の指導スキル向上は，教育

現場において教員に直接指導を受ける対象児童への，

間接的支援となりうる．このような e ラーニングに

対するモチベーションの向上が，対象児童への，よ

り適切な教育的支援に繋がることを期待している． 
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特別支援教育電子カルテにおける利用者評価の特性分析に基づく 
児童問題行動に対する動画記録手法の改善 

白井 祐典*，淺井 達雄*，能登 宏**，長澤 正樹**，植野 真臣***，永森 正仁*,***     

*長岡技術科学大学 **新潟大学 ***電気通信大学 
Improvement of Video Record Method to Child Behavioral Problem Based on 
Characteristic Analysis from User Evaluation in Special Support Education 

Yusuke Shirai*,  Tatsuo Asai*,  Hiroshi Noto**,  Masaki Nagasawa**,  Maomi Ueno***,  Masahito Nagamori*,*** 

*Nagaoka University of Technology  **Niigata University  ***The University of Electro- Communications

1. はじめに 
平成 19 年 4 月，特別支援教育は学校教育法に位

置づけられた．特別支援教育においては，児童の支
援に関わる現場教員および障害・教育等の専門家が，
協調して継続的に事例検討や指導を行うことが必
要とされる．永森らはこの必要に対する ICT 支援と
して，対象児童の協調的事例検討を目的とした特別
支援教育電子カルテシステムを構築し，特別支援教
育における教師間連携を実践してきた [1][2]．  

本稿では，教育電子カルテシステムの利用者評価
に対する特性分析により，動画がシステム評価と情
報共有において大きな影響を与えていることを確
認した．この特性分析に基づく動画記録手法の改善
に関して報告する． 

2. 特別支援教育電子カルテ 
図 1 に特別支援教育電子カルテの表示画面を示

す．画面は，動画，教育カルテおよび掲示板から構
成される． 
動画は通級教室に通学している児童らの授業中

にみられた問題行動を，ビデオ映像で，記録したも
のである．授業終了後に記録した映像から，問題行
動と判断する箇所を 2～3 分程度でピックアップし，
問題行動ごとにタイトルを付けデータベースに蓄
積した．教育カルテには，対象児童の実態と問題行
動の状況分析，および児童問題行動の指導案が記入
されている．この教育カルテと実際の問題行動の様
子を記録した動画とのリンクにより，対象児童の問
題行動に関するマルチメディアコンテンツを形成
している． 

そしてこれらのコンテンツに基づき，児童支援に
関わる関係者が，掲示板において協働して事例検討
を行っている． 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 利用者評価の特性分析 
図2にシステムの利用者評価であるアンケート結

果を示す.アンケートは9項目・5段階評価で実施し，
対象はシステムを利用した71名・3集団である．対
象の集団は特別支援教育において，①実践的・専門
的知識を持つ集団，②専門的知識を持つ集団，③一
般的知識しか持たない集団である． 
アンケート結果に対し数量化Ⅲ類を適用した.数

量化Ⅲ類は，集団の属性とカテゴリを同時に分析す
ることが出来るため，集団の属性がカテゴリから解
釈される因子に対して，どのような評価を与えてい
るかを明らかにすることができる．本分析では3集
団を2つの属性，“特別支援教育に専門的知識を持つ
属性”「①，②」と，“一般的知識しか持たない属性”
「③」に区分した．また各アンケート項目の5段階
評価を，それぞれ以下の3つの肯定度，“非肯定”
（評価1～3），“肯定”（評価4）， “高肯定”（評価5）
に区分し，27のカテゴリとした． 
表1に数量化Ⅲ類の分析結果を示す.表の数値は，

属性とカテゴリの各因子における，因子負荷量を示
している．因子負荷量がアンケート項目に対する肯
定度合において昇順に並んでいるカテゴリから，因
子を解釈した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 図２．システム利用者評価のアンケート結果図１．特別支援教育電子カルテ表示画面 
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表1から因子1は，コンテンツ評価，ICT連携評価

およびシステム評価におけるカテゴリの因子負荷
量が昇順に並んでいることから，「マルチメディア
評価因子」とした．同様に表１から，因子2は「問
題意識因子」，因子3は「システム評価因子」とした．
各因子における属性の因子負荷量から，専門的知識
を持つ集団は問題意識が高く，システム評価に対し
肯定的であるが，マルチメディア評価に対しては満
足をしていない傾向を持つことが明らかとなった． 
またアンケート9項目に対し，それぞれの相関係

数を算出した.その結果，「動画から授業や児童の
様子が分かった」と「特別支援教育の現状に問題を
感じる」の間に負の相関が見られた.これは特別支
援教育の現状に問題を強く感じる人ほど，動画に対
して，授業や子どもの様子が分からなかったと答え
ていることを示している． 

この二つの特性分析より，システム評価に影響を
大きく与えている要因は動画であることが確認さ
れた．現在，特別支援教育電子カルテのコンテンツ
を指導事例データとして活用し，指導スキル向上の
ためのeラーニング協調学習を試みている[3]．学習
者の協調学習に対する評価，およびその学習達成度
の分析から，マルチメディア（動画）の利得性と情
報共有満足度との間に正の相関が確認されている．
このことからも教育電子カルテにおける動画の必
要性が示されている． 

4. 動画記録手法の改善 
前節よりシステム評価と情報共有満足度に動画

が大きな影響を与えていることが分かった．この結
果を踏まえ，動画記録手法の改善を試みた．従来の
児童問題行動の記録手法は，一方向からの全授業に
対する撮影であり，授業後に児童問題行動を編集に
より抽出し，動画とする形式を取っていた．この動
画記録手法では，撮影した映像を全て見直す必要が
あるため，一つの動画を作成する為に大きな労力が
必要である． 
問題を解決するためには，授業後に編集作業を行

わずに，動画を作成できる手法が必要である．この
解決策として 10 秒前撮影システムを開発した．図
3 に 10 秒前カメラとその表示画面を示す．10 秒前
カメラを用いた動画記録手法では，授業時，教師が 
ワイアレスマウスを携帯する．このことにより児童 
の行動に対して，教師が自身の判断に基づき問題行 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
動を確定した際，マウスのボタンを押すことで撮影
のタイミングをシステムに示すことができる．この
教師が示すタイミングの，10 秒前からの約３分間
の撮影記録が，自動的にシステムに蓄積される．10
秒前撮影システムを用いることにより，授業後に編
集作業を行う必要がなくなり，動画の作成労力が大
幅に軽減される． 
また 10 秒前撮影システムには，複数台のカメラ

が接続でき，同時に撮影記録を蓄積できる．教師は
授業終了後に，児童問題行動が最もよく記録されて
いる方向のカメラ記録を選択するだけで，教育電子
カルテに使用する動画を作成することができる．  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. おわりに 

本稿では特性分析に基づいて，特別支援教育電子
カルテの動画記録手法を改善した．10 秒前撮影シ
ステムによる，撮影労力の軽減，および的確な児童
問題行動の記録は，教育機関が参加しやすい環境の
形成に繋がる．多くの教育機関との連携は，より多
くの事例蓄積に繋がり，教育電子カルテをより有用
性の高いものにしうる．この改善により特別支援教
育が推進されることを期待する． 

参考文献 
[1] 永森正仁，植野真臣，淺井達雄，長澤正樹，ICT を用いた特別

支援教育の実践および事例データベース構築，電子情報通信学

会技術研究報告論文集，105，632，109-114，2006 

[2] 永森正仁，能登宏，長澤正樹，植野真臣，特別支援教育におけ

る児童問題行動の動画を含む教育電子カルテ開発，日本生体医工

学会第２６回甲信越支部大会講演論文集，3-4，2006 

[3] 永森 正仁，e ラーニングを用いた特別支援教育の実践 －事例

データベース活用による協調的学習－，日本工学教育協会第 54 回

年次大会工学・工業教育研究講演会論文集，456-457，2006 

図３．１０秒前撮影システム 

表１．数量化Ⅲ類出力結果 
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←

「10秒前カメラとワイヤレスマウス」

教師がワイヤレスマウスのボタンを任

意のタイミングに押すことで、記録が自
動的に蓄積される。

→

「システム上の表示画面」

多方向から同時撮影可こ
れらの中から、カルテに使用す

る動画を選択する
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本学保健管理システムの健康診断における時間効率の評価 
武藤 俊彦，三宅 仁 

長岡技術科学大学 経営情報系 

Time efficiency evaluation during medical examination of the NUT e-health system  
Toshihiko Muto，Hitoshi Miyake 

Department of Management of Information System Engineering, Nagaoka University of Technology  

 

1. はじめに 

本学では、健康情報を電子化する取組みを進めて

いる。昨年からは健康診断の際、受診者一人ひとり

の所要時間を取得し、健康診断の効率化について調

査を行なうようにした。それによって、電子化の取

組みの効果について検証を行なっていくようにし

た。 

2. 目的 

本研究では、2006 年と 2007 年の健康診断の受診

所要時間データから中央値を求める。本研究ではそ

の求めた値から、本学保健管理システムの健康診断

における時間効率の評価を行う。 

3. 研究方法 

本学の保健管理システムでは、受診時刻を取得す

るコマンドを追加することによって、データを得る

ことができる。今回は取得したデータから、2007

年の健康診断受診所要時間データと昨年のデータ

を比較し、時間効率の変化を検証する。 

本研究では、健康診断受診所要時間のデータの中

央値を求める。中央値とはデータの代表値の一つで、

データを小さな値から大きな値に昇順に並べたと

き、中央にある値である。平均値は、測定ミスなど

によって発生する外れ値（他の値より著しく異なる

値）に大きく影響され、誤差が大きく、無意味な値

となることがある。しかし、中央値は外れ値にほと

んど影響されないので、今回の比較に中央値を用い

ることにした。 

4. 結 果 

所要時間とは健診時間の中から最初と最後の受

診時刻を差し引いたものとし、表１は１時間毎の所

要時間の中央値を表したものである。比較してみる

と 2007年のほうが健診に要する時間が約 20分から

30 分、短くなったことがわかる。また受診者数が

増えると所要時間が長くなる傾向になることが分

かった。 

表１ 所要時間の中央値データ（2006 、2007 年） 

2006年5月12日 2007年5月10日 差
９時～１０時 ９時～１０時

44 30 14
１０時～１１時 １０時～１１時

55 34 21
１１時～１２時 １１時～１２時

48 23 25
１３時～１４時 １３時～１４時

66 33 33
１４時～１５時 １４時～１５時

63 32 31
１５時～１６時 １５時～１６時

60 27 33
１６時～１７時 １６時～１７時

44 24 20  
 

5. まとめ 

本研究では保健管理システムに受診時刻を取得

するコマンドを追加することによって、時間効率を

比較、評価できることを示した。去年と今年での変

化はレントゲン車の倍増と測定順番の自由化が挙

げられる。短縮傾向になった一番の原因はレントゲ

ン車の影響だと考えられる。 

健診の処理能力が一定であるから、処理能力を増

やせば行列がなくなるが、それはコストがかかって

しまう。今回のデータから絶対数が多いと所要時間

も長くなることが分かったので、今後としては、絶

対数の均一化を目指し、混雑状況などの情報をリア

ルタイムで掲示し、所要時間の短縮を目指す。 
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経営的観点による医療情報システム導入・運用の検討と普及支援の提案 
外矢 太一*，三宅 仁* 

*長岡技術科学大学 経営情報系 

Comparison consideration of the medical information system from management viewpoint 
Taichi Sotoya*，Hitoshi Miyake* 

*Department of Management of Information System Engineering, Nagaoka University of Technology 

 

1. はじめに 

1999 年に公表された「診療録等の電子媒体によ

る保存について」や、2001 年の「保健医療分野の

情報化にむけてのグランドデザイン」、2003 年に

は「e-Japan 戦略Ⅱ」によって重点分野の一つに挙

げられ、国策として医療分野の IT 化が推進されて

いる 1）。医療 IT の象徴として挙げられる電子カル

テについて、前述した「保健医療分野の情報化に向

けてのグランドデザイン」では、電子カルテを全国

の 400 床以上の病院の 6割以上、全診療所の 6割以

上に平成 18 年度までに普及させることを目標とし

ている。しかし、電子カルテの普及率は、2005 年

に 400 床以上の病院で 17.9％と目標数値を大きく

下回っており、目標達成が困難な状況であると言え

る 2）。 

 

2. 目的 

電子カルテ導入の阻害要因は表 1 に示すように、

導入コストが高価、システムを扱える人材不足等の

意見が見受けられる 3)。 

表 1 電子カルテ導入の阻害要因（人） 

システムの価格が高い 229

導入予算がない 126

ニーズに合ったシステムがない 75

ノウハウ・人材が不足 54

システムの相互運用性がない 30

システム導入の必要性がない 19

設備投資の負担 17

その他 51

（出典）電子カルテと IT 医療より作成 
一方で、電子カルテについて事務処理の効率化に

よる人件費の抑制や、診療情報の共有や分析による

医療の質向上の実現、地域医療連携の実現等、医療

機関の実業務と経営支援に期待が寄せられている

3）4)。また診療報酬請求を行なうレセプト処理は、

平成 23 年度には原則完全オンライン化となってい

るため、医療機関の IT 化は避けられない流れとな

ってきている。  

こうした背景から、電子カルテを中心に経営的観

点による経営支援により、医療の実業務や事務業務

の効率化を図り、医療の質と患者満足度の向上、医

療機関の経営を支援する、医療ではなく経営に重点

を置いた医療情報システムの検討を目的とする。ま

た、医療 IT の導入・維持コストが高価であるとい

うことから、医療情報システムの普及率向上のため

の支援策について提案を行なう。 

 

3. 研究方法 

製造業や金融・流通業等、医療分野以外の世界で

は、早くから IT を導入し業務の効率化を図ってき

た。そうした中で、サプライチェーンマネジメント

（SCM）や Just In Time（JIT）等の生産管理手法

が生まれてきた。そこで、医療と他業種について比

較・検討した。 

3.1. 医療機関のシステム導入調査  

他業種の情報システムと比較・検討していくため

に、実際に電子カルテやオーダリングシステム等を

導入している医療機関に協力を頂き、ヒアリング調

査を行なった。 

この調査により得られた意見として、情報システ

ムを扱える人的資源の不足と、患者一人当たりの原

価計算等の経営分析に不満を感じていることが分

かった。 
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表 2 A 病院の調査内容  

調査対象 A 病院にヒアリング調査 

病床数 750 床 

特徴 
基幹災害・救急救命 

医療センターを併設 

導入システム 
オーダリング（検査・予約・ 

調剤・投薬・請求・カルテ等）

 

3.2. 異業種との比較・検討 

医療と異業種の製造業を比較したものをそれぞ

れ表 3、表 4に示す。製造業では、アウトプットと

して製品を送り出すが、その過程で原材料や部品等、

様々な要因が関わってくる。一方医療のアウトプッ

トは、患者の治療行為であり、サービスを医師や看

護士、検査技師等、様々な人員が患者に係わり提供

していく。 

表 3 医療の共通モデル化 

  医療 

アウトプット 患者の治療 

スループット 患者の診療を終えるスピード 

仕掛在庫 患者一人当たりの診療時間 

経費 人件費、薬剤費、設備投資費等

従属事象 
診療待ち時間は、患者の診療時

間に依存する 

統計的変動 診療内容次第で診療時間は変化

 

表 4 製造業の共通モデル化 

  製造業 

アウトプット 完成品の数量 

スループット 
完成品が納入されて入金される 

スピード 

仕掛在庫 
セットアップ待ちの材料・仕掛品

のストック 

経費 人件費、水道光熱費等 

従属事象 製造工程間の順序依存性 

統計的変動 マニュアル作業の速度は不定 

 

製造業では、スループットや仕掛在庫のリードタ

イムを短くするために、システムを活用している。

代表的な例として SCM や JIT が挙げられ、これらに

よってプロセス全体の最適化を図っている。医療で

は、会計システムや予約システムといった間接業務

にシステムを活用しているものの、部分的な最適化

でしかなく、プロセス全体の効率化に寄与していな

い。 

 

3.3. 医療 IT に対する支援環境 

医療機関の IT 化に対し、行政機関から何らかの

インセンティブが行なわれているか調査を行なっ

た。調査対象としたのは 1県と救急救命医療センタ

ーが存在する 4市を対象とした。調査の結果、全て

の機関で医療 IT に対する支援は行なわれておらず、

医療機関の裁量次第という状況が浮き彫りとなっ

た。 

 

4. まとめ  

製造業と医療のプロセスを比較していくことで、

各々の違いが明確になった。医療で製造業のように

システムを活用していく為には、電子カルテを中心

とした医療情報システムを構築し、部門間の連結を

強めることで情報のリアルタイム共有等が行ない、

全体最適化を図っていく必要であると言える。 

また医療 IT を推進していく為に、レセプトのオ

ンライン請求に対するインセンティブを1件3点と

なっているが、システム導入・運用の面から考えて

見直し等が必要と言える。  

 

5. 参考文献  

1) 保健医療分野の情報化に向けてのグランドデ

ザイン，厚生労働省，2002  

2) 平成 17 年医療施設（静態・動態）調査・病院

報告の概況，厚生労働省，2005 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ir

yosd/05/kekka1-3.html 

3) 田中博：新版電子カルテと IT 医療，エムイー

振興協会，P69-71，2007  

4) 株式会社プラメド：電子カルテの導入に関する

調査結果報告書，P21-28，2006 

http://www.plamed.co.jp/activity/research

/r060006/060006.pdf  

5) 今岡善次郎：サプライチェーンマネジメント，

工業調査会，P43，1998  
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デジタルマンモグラフィにおける Dense Breast 中腫瘤検出 CAD システム開発の基礎研究 
愛甲 義弘*，古木 亜梨紗*，古泉 直也**，福本 一朗* 

*長岡技術科学大学 医用生体工学研究室，**新潟県立がんセンター 放射線科 

Basic study for the development of the CAD system for detection of tumor mass in Dense Breast  
on digital mammography. 

Yoshihiro AIKOU，Arisa KOKI，Naoya KOIZUMI，Ichiro FUKUMOTO 

*Biomedical Engineering Laboratory，Nagaoka University of Technology，**Department of Radiology，Niigata Cancer Center 

1.  はじめに 

乳がん検診に用いられるマンモグラフィにおい

て，乳房全体が白く写る Dense Breast と呼ばれる画

像が問題となっている．Dense Breast では，腫瘤が

乳腺組織に重なり合うため，診断が非常に困難とな

り，読影医はこれ以上の診断を中止している 1)． 

そこで，本研究では，読影を中止しているマンモ

グラフィのデジタル画像に，腫瘤検出 CAD システ

ムの前処理として乳房内の乳腺の削除を行う．3 種

類の線検出プログラムを構築し，乳腺の抽出・削除

を行い，性能評価を行った．性能評価は乳腺が目視

できる脂肪性の画像を用いてその中から最良のも

のを判断し，Dense Breast の処理に用いた． 

2.  対 象 

マンモグラフィ装置を用いて，内外斜位方向 

(M LO)で撮影された画像のうち，読影医の診断によ

って脂肪性と分類された 4 枚，Dense Breast と分類

された 37 枚の画像(4740×3540pixel，1024 階調，

DICOM 形式)を対象とした(図 1)．  

図 1 Dense Breast(デジタルマンモグラフィ) 

3.  方 法 

3.1. 乳頭位置の探索 

乳腺の抽出・削除を行うための前処理として，乳

頭位置の探索を行った．乳頭位置の探索は，陸苗ら

の手法 2)を用いて乳頭を探索した． 

3.2. 線検出オペレータと乳腺の削除 

乳腺は線状の組織であるため，抽出・削除は，

VanderBrug，Paton，Kasvand の 3 種類の線検出オペ

レータを用いた．また，乳頭の位置を基準にして，

乳頭より上にある乳房領域と下にある乳房領域に

分け，それぞれ乳頭に向かう線成分を抽出し，原画

像との差分で乳腺の削除を行った． 

3.3.  VanderBrug の線検出オペレータ 3) 

 この手法は，注目画素 ( 図 2■ )に対して

10×10pixel の範囲をとり，2×2pixel を 1 マスと

した 5×5 マスの 16 種類の方向性テンプレートを

用いる(図 2)．注目マス(図 2■を含む■)に対して，

式(2)を用いて計算を行い，最大値 E を出力する． 

  ①    ②     ③      …    ⑯ 

図 2 VanderBrug の線検出オペレータ 

A1 B1 C1    A = A1+A2+A3 

A2 B2 C2        B = B1+B2+B3    式(1) 

A3 B3 C3    C = C1+C2+C3 

E = 2B-A-C     式(2) 

3.4. Paton の線検出オペレータ 3) 

この手法は，注目画素(図 3■)に対して，5×5～

11×11pixel の範囲をとり，8 種類の方向性テンプレ

ートを用いる(図 3)．■の係数は 2，□の係数は-1， 

・の係数は 0 で計算を行い，式(3)を用いて計算を

行い，最大値 E を出力する． 

①     ②       ③     …    ⑧ 

図 3 Paton の線検出オペレータ 
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E =   
2B –A − C,       B > 𝐴かつ B > 𝐶

0  ,   その他の場合
   式(3) 

3.5.  Kasvand の線検出オペレータ 3) 

この手法は，5×5pixel の範囲をとり，注目画素 

(図 4■)に対して，4 種類の方向性テンプレートを用

いる(図 4)．■の係数は 2，□の係数は-1，・の係数

は 0 で式(4)，式(5)を用いて計算を行い，最大値 g

を出力する． 

①      ②       ③      ④ 

図 4 Kasvand の線検出オペレータ 

S = 2B – A – C       式(4) 

Smax = Max(S0,S45,S90,S135) 

g =   
Smax,     Smax ≥ 0

  0 ,  その他の場合
    式(5) 

3.6. 評価方法 

3 種類の線検出プログラムの処理結果から，乳腺

が検出されているかを可か否かで，読影医と共同研

究者の計 2 名に判断して頂いた． 

4.  結 果 

本処理は，乳頭の位置を正確に検出した脂肪性の

画像 4 枚に対して処理を行った．原画像と 3 種類の

線検出プログラムの処理結果を図 5 に示す． 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)Paton       (d)Kasvand 

図 5 脂肪性の原画像と処理結果 

次に，Dense Breast に対して，脂肪性の画像で

最も乳腺の検出が良好であった VanderBrug オペ

レータを用いた．結果を図 6 に示す．  

表 1 脂肪性の乳腺の検出精度 

 (a)原画像       (b)VanderBrug 

図 6 Dense Breast の原画像と処理結果 

 5.  考 察 

脂肪性に画像処理を行った結果，Kasvand は太い

乳腺の検出が困難であった．これは，テンプレート

の領域が狭いため太い乳腺を検出できなかったと

考える．Paton は画像全体にノイズが見られた．こ

れは，テンプレートの領域にばらつきがあるためで

ある．表 1 より，VanderBrug が最も乳腺の検出精度

が高かった．しかし，すべての手法で乳腺が消えき

れずに薄く残る乳腺も存在した．Dense Breast に画

像処理を行った結果，Dense Breast では乳腺が視覚

的に確認することが困難であるが，本手法を用いる

ことで，乳腺の検出が行われていた(図 6)． 

6.  まとめ 

本研究では，3 種類の線検出プログラムで乳腺の

抽出・削除を行い，VanderBrug が最良であることが

分かった．また，Dense Breast において視覚的に確

認が困難である乳腺の検出が行われていた．今後は，

乳腺の削除の検討，腫瘤の含まれる画像に対して

VanderBrug の有用性を検討していく． 

7.  参考文献 

1)大内賢明：マンモグラフィによる乳がん検診の

手引き，日本医事新報社，2001 

2)陸苗，中川俊明，原武史，他：ディジタルマン

モグラムにおける乳頭領域の自動検出法，医用

画像情報学会雑誌，Vol. 19(3).p 141-144，2002 

3)高木幹雄，下田陽久：新編画像解析ハンドブッ

ク，東京大学出版会，2004 

線検出オペレータ名 検出画像 / 画像枚数 
VanderBrug 6 / 8 

Paton 4 / 8 
Kasvand 3 / 8 

 (a)原画像 (b)VanderBrug 
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人工筋紡錘開発のための制御理論の検討 
佐藤 毅顕* 、 三宅 仁* 

*長岡技術科学大学 

Examination of control system for the Artificial Muscle Spindle Development 
Takaaki SATO, Hitoshi MIYAKE 

Nagaoka University of Technology, 1603-1 Kamitomioka, Nagaoka Niigata 

 

1. 背景・目的 

近年、生体の構造の様々な分野への応用が進めら

れている。しかしセンシングという分野においては

それは未だ十分だとはいえない。我々は既存のセン

サーとは異なる構造をもった体内のセンサーであ

る筋紡錘を参考とし、新しい特性をもつセンサー

（人工筋紡錘）の開発に取り組んでいる 1）。その装

置をより実用的なものとするためには装置と筋紡

錘を表すのブロック線図にて制御理論的比較を行

うことが非常に有効であると考えられる。 

筋紡錘メカニズムの特徴として、遠心のα運動神

経やγ運動神経、求心の感覚神経からなる複雑な制

御系が成り立っていることが挙げられる。以前作成

したセンサーをより正確な筋紡錘のミメティクス

とするため、ブロック線図を用いて制御論的比較検

討を行う。 

2. 筋紡錘と神経線維 

2．1 筋紡錘の制御  

筋紡錘には数種類の神経線維が繋がっている。α運

動神経は錘外筋を支配している。γ運動神経は錘内

筋を支配しているが、錘内筋の太さや数などから錘

外筋に直接影響を与えるほどの収縮は生み出さな

い。しかし筋を受動的に伸展した際には筋紡錘も伸

展され赤道部に張力がかかることで、あるいはγ運

動性神経からの興奮により錘内筋繊維が収縮し信

号が発生し、運動ニューロンを経由するフィードバ

ック回路を通じて錘外筋に影響を与える。 

２．２ 筋紡錘とフィードバック制御 

筋の長さについて制御を行うとき、外乱とは筋の伸

展に当たる。腕を被制御系とすると筋は制御器、筋

紡錘は信号変換機となる。また神経の伝達速度に由

来する遅延を求心、遠心の両場合において生ずる。 

Houk,Hennema らはブロック線図を以下のように示

している。 

 

 

 

 

 

 

 

筋紡錘から Ia 群繊維を通じもたらされた信号は

脊椎の運動ニューロンに送られる。運動ニューロン

は誤差検出器に相当する。 

本来は屈筋と伸筋といった二つの筋が相対して

働く。しかしそれらは緊密な相互支配の関係にある

のであわせて一つの系としてみることが可能であ

り、まとめて一つの等価な運動ニューロンとしてみ

ることが可能である。さらに運動ニューロンを入力

の違いによりα運動ニューロンとγ運動ニューロ

ンとに分けたものは Fig.2のように示される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Control system ,which use Muscle Spindle2） 

 α遠心 

性遅延 

筋 

（制御器） 

腕 

（被制御系）

筋紡錘 

（信号変換機） 

求心性 

遅延 

α運動 

ニューロン

 γ遠心 

性遅延 

γ運動 
ニューロン

筋の力 

外乱 

筋の長さ 

Fig.2 α and γ control system2） 

 遠心性 
遅延 

筋 
（制御器） 

腕 
（被制御系）

筋紡錘 
（信号変換機） 

求心性 
遅延 

運動 
ニューロン 

筋の長さ 

外乱 
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人工筋紡錘のブロック線図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開発した人工筋紡錘の概略を Fig.3に示す。 

変位を与えるためのアクチュエータ A と相対距

離を荷重に変換するロードセル、制御の対象である

アクチュエータ B とそれらを繋ぐフィードバック

回路とシーケンサからなる。作成した人工筋紡錘で

はリニアステージの位置制御を行った。外乱として

アクチュエータ A を用いもう一方を制御器とし、

その相対距離を被制御系としたフィードバック制

御である。これらをブロック線図としてあらわすと

Fig.4のようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 比較検討 

Fig.1 で示した Houk,Hennema らのフィードバッ

ク回路のブロック線図と Fig.4に示した人工筋紡錘

のブロック線図とは本質的に同じものであり、十分

に近似がなされているといえる。 

ここで Fig.1 を発展させたブロック線図である

Fig.2と Fig.4について比較を行い、結果については

Table.1に示す。 

 

 

制御形式はどちらも長さに関するフィードバッ

ク制御を行うという点で共通である。また、遅延は

筋紡錘では神経の伝達速度から大となるが、人工筋

紡錘では電気によるため無視できる程度しか発生

しない。入力に関しては、筋紡錘では特性の違うα

とγ入力を併用することで速さと滑らかさを両立

する。人工筋紡錘ではそれらはアクチュエータの性

能に依存する。変換機については、筋紡錘は制御器

として筋を外部にもち、内部には感度の調整のため

の筋を持つ。そのため感度を調整することやそれに

より新しい定常状態を作り出すことができる。人工

筋紡錘では感度を変化させずに変位を調整するこ

とで広い測定範囲を作り出している。その範囲、追

従速度ともにアクチュエータの性能に依存する 

 

５．結論 

筋紡錘と人工筋紡錘との差異は、入力方式と変換

機の性能（感度の調整か変位の調整か）にある。よ

り正確な筋紡錘のミメティクス作成のためにはそ

の点に留意する必要があることが明白となった。 

 

６．参考文献 

１） 佐藤毅顕：筋紡錘を参考とした新しい張力セ

ンサーの開発 平成 18 年度．長岡技術科学大学．

修士論文 

２） 中浜博，田崎京二，鈴木泰三：生理学通論Ⅱ．

共立出版．232p．（1972 

３） 三宅仁､佐藤毅顕：筋紡錘にヒントを得た新し

い張力センサーの開発､第 46回日本生体医工

学会 CD-ROM論文集 PS2-12-4, 2007 

 Fig.2 筋紡錘 Fig.4 人工筋紡錘 
制御形式 フィードバック制御 フィードバック制御 
入力 ２点 １点 
遅延 大 小 
変換機、そ

の他につい

て 

・ 感度の調整可 
・ 絶対値ではなく変化

量を計測 
・ 感度を変えることで

定常状態を変化させ

る 
 

・ 感度の調整不可 
・ 絶対値ではなく相対

位置を計測 
・ 初期変位を調整する

ことで状態を変化さ

せる（ただし変位の調

整にはアクチュエー

タ Bを使用） 

Fig.3 Trial product 

シーケンサ 
 

アクチュエータ 
（制御器） 

 
相対ステージ距離

（被制御系） 

 
ロードセル 
（荷重変換機） 

 
シーケンサ 
（信号変換器） 

 
外乱 
（リニアステージA相当） 

相対距離 

Fig.4 Trial product control system 
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可変有効長さバネを備えたフィンによる流体内推進機構の 
一様流中における推進力特性の検討 

小林 礼治，中林 正隆，小林 俊一，森川 裕久 

信州大学繊維学部 

Thrust Force Characteristics of Propulsion Mechanism  
Using Fin with Variable-Effective-Length Spring in Uniform Flow 

Reiji KOBAYASHI, Masataka NAKABAYASHI, Shunichi KOBAYASHI, Hirohisa MORIKAWA 

Shinshu University, 3-15-1, Tokida, Ueda, Nagano. 

 

1. はじめに 

一般に船舶などに多く用いられる流体内推進機

構はスクリュプロペラである．この推進機構に代わ

る新たな機構として，魚類の運動機構を模倣した弾

性フィンによる推進機構を開発研究が多く行われ

ている．しかし，推進効率に関するフィンの最適な

弾性は常に一定ではなく，環境や運動目的（例えば

推進速度）などによって異なる(1)．そこで，著者ら

は有効長さを変化できるバネを備えた弾性フィン

を用いることによって，フィンのみかけの剛性を変

化できる流体内推進機構を開発した(2)．本報では，

実際に遊泳している状態を再現するために回流水

槽を製作し，一様流中における同機構の推進力特性

について検討した． 

2. 実験装置 

2.1. 可変有効長さバネを備えたフィンによる流体

内推進機構の構成 

図 1 にフィン全体の構成を示す．フィンはアルミ

ニウムボックスと塩化ビニル板で作成してある．バ

ネは，板バネと同様の機能をもつポリエチレン(以

下 PET と省略)を用いる．これを半分に割った剛体

板(以下，剛体板)で挟み，その挟む長さによってバ

ネの有効長さ H を変化させることで，フィンのみ

かけの剛性を可変させている．モータが回転するこ

とによって剛体板が往復移動する．板ばねとして用

いた PET 板の最大有効長さ L は 20mm である． 

2.2. フィンの制御系及び測定系   

図 2 にフィンの制御系と測定系に示す．フィンの

ピッチング運動にはサーボモータを用い，PC から

ドライバに信号を送信し，信号に応じてモータが駆

動する．また，推進機構はリニアブッシュによって

台座に支持されており，推進力によってリニア方向

へ移動が可能になっている．本実験では推進力の測

定のため，ロードセルに推進機構を固定した．図 3

に推進力の測定を行った回流水槽の構成を示す．水

流の発生には水中ポンプを用いた．測定流路は水深 
 

 

Fig. 1 Fin with variable-effective-length spring 
 

 
 Fig.2 Control and measurement system for propulsion 

mechanism 
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Fig.3 Schematic of water tunnel 
 

240mm，幅 500mm×長さ 800mm であり，フィ

ンは測定流路中央に設置され，揺動運動をする．

測定流路においては流速 U = 0.2±0.003m/s の一様流

ができるように調整した． 

 

3. 実験結果及び考察 

3.1.  揺動周期 T による推進力 F の変動   

図 4 に一様流中における推進力変動を示す．全て

の有効バネ長さの条件で，揺動周期 T が小さくなる

ことで最大推進力 Fmax，最小推進力 Fminはそれぞれ

大きくなることが分かる．しかし，T が小さい場合，

みかけの剛性が小さいとフィンが屈曲してしまう

ために，発生する正および負の推進力の絶対値が減

少する傾向が見られる．  

3.2.  有効バネ長さ H と平均推進力 Favgの関係   

図 5 に有効バネ長さ H と平均推進力 Favg の関係

を示す．静止流体中に対して一様流中では，全体的

に Favgが小さくなり，より大きな Favg を発生する

H が大きくなることがわかる．また，一様流中にお

いて，T が小さい場合には H が小さいほど Favgが大

きくなる傾向がみられる．  

 

4. おわりに 

可変有効長さバネを備えたフィンによる流体

内推進機構での一様流中における推進力測定を

行った．その結果，一様流中においても揺動周期

によって，より大きな平均推進力を得る有効バネ長

さが異なることがわかった．今後の課題として，(ⅰ)

流れの可視化による流体力学的検討， (ⅱ)推進効率

に関する最適な有効バネ長さの検討，(ⅲ)揺動中に 

 
(a) T = 3s，U = 0.2m/s 

 
(b) T= 2s，U =0.2m/s 

Fig.4  Variation of thrust force in one movement cycle 
 (Maximum pitching angle θmax= 45deg) 

 

 
Fig.5  Relationship between effective spring length and  

average thrust force (θmax= 45deg). 
 
 

有効バネ長さを変化させた動的条件における推進

特性の検討を予定している． 
 

参考文献 

(1) 中島，伊井，小野，日本機械学会論文集，

（B編），66巻，643号，（2000），pp.695-702． 

(2) 中林，小林，森川，第 19 回 バイオエンジ

ニアリング講演会講演論文集，（2007），

pp.320-321． 
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動脈狭窄モデルにおける流れと壁変形の相互作用 

－拍動流における外圧による影響－ 
○ 季 傑*，佐藤 晋*，小林俊一*，森川裕久*, Dalin Tang**, David N. Ku*** 

*信州大学，**ウースター工科大，***ジョージア工科大 

Flow and Deformation in Stenosis Models of Arterial Disease 

 -Influence of Pulsatile Flow and Deformation on External Pressure- 

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

* Shinshu University, 3-15-1, Tokida, Ueda, Nagano,  ** Worcester Polytechnic Institute, Worcester, MA, USA 
*** Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA, USA 

 

1. 緒言 

血管狭窄部には複雑な力が係わっており，動脈硬化班

の破綻に影響を及ぼす．著者らは狭窄部下流側における

血流速の増加が負の transmural pressure を発生させ，動脈

硬化班が圧縮され，さらにその力によってつぶれやすく

なることが破綻をひき起こすと考えている(1)．そこで著

者らは動脈の力学的特性が近いポリビニルアルコールハ

イドロゲルによる狭窄モデルを用いて，同モデルにおけ

る流れと壁変形について実験的に検討してきた(2)．また，

咳や Valsalva's maneuver が，頚動脈の外圧に相当する頸動

脈鞘の圧力を 50mmHg 以上に上昇させることから(3)，外

圧の変化が狭窄モデル流れと壁変形に与える影響につい

て，定常流の条件において検討してきた(4)。本報ではよ

り血流に近い，拍動流の条件で検討した結果について述

べる． 

 

2. 実験装置および実験方法 

 

2.1. 狭窄モデル 
使用する狭窄モデルの断面図を Fig.1 に示す．狭窄度

St と偏心度 Ec の定義式を次のように示す． 
St = (1-Ds/D) x 100 [%]          (1)  
Ec = e/((D-Ds)/2) x 100 [%]     (2)  
今回は St=70%, Ec=100%の狭窄モデルを用いた．なお，

実験においては狭窄モデルを 36.5% 引き伸ばした状態

で行った． 
 

 

Fig. 1 Straight stenosis model 
(L=110 mm, Ls=4mm, D=4mm, h=1mm) 

 

2.2. 実験装置 
実験装置の全体図を Fig.2 に示す．圧力は上流側リザー

バタンクとバルブにより調整した．また，拍動流実験に 
おける拍動成分はギアポンプをコンピュータ制御するこ

とにより発生させた．狭窄の上流側と下流側の圧力と流

量は，それぞれ半導体圧力変換器と電磁流量計を用いて

計測した．また，狭窄モデルに外圧を印加するために，

狭窄モデルは密閉水槽に取り付けた．なお，作動流体は

水を用いた． 
 

2.3. 加圧方法 
ヘッドタンクの高さを調節し，水頭圧差を変化させる

ことによって密閉水槽内の狭窄モデルに任意の外圧を印

加できるようにした．外圧を印加させる時間を調整する

ために，ヘッドタンクと密閉水槽の間にある電磁バルブ

をコンピュータで制御した。今回は，外圧を上げる時間

を 0.5s、外圧を下げる時間を 1.5s と設定した． 
 

2.4. 実験方法 
上流側平均圧力 95mmHg，下流側平均圧力 60mmHg の

拍動流の条件下で，狭窄モデルに外圧 Pe = 50, 60mmHg
を印加し，その際の狭窄の上流側と下流側の圧力と流量  

 
 

 
Fig. 2 Schematic diagram of the experimental flow loop 
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を拍動の 3 周期分測定した．なお，外圧を印加する位相

は変化できるようにした．  
 

3. 結果および考察 

Fig.3 に３周期的に狭窄上流側の圧力 P1,と流量 Q1，狭

窄下流側圧力 P2 と流量 Q2，外圧 Pe を示す。ここでは，

外圧の最大値 Pemax は 60mmHg で，その最大値の位相

ΨPemax を上流側圧力の最大値の位相ΨP1max と一致させる

ように加圧した．同図より，外圧をかけることによって

圧力と流量が減少し，下流側圧力が振動しているのが見

られる．この圧力と流量の減少を，式(3)，(4)で定義した

減少率で評価し，その結果を表１に示す．ここで，Pxavg, 

Qxavg は平均圧力，平均流量で，添字 x の 1 は上流側，2
は下流側を表す． 

 

1 2 3

2 3
1

  100[%]xavg xavgcycle cycle cycle

cycle cycle xavg cycle

P P

P
P

⎡ ⎤ ⎡ ⎤−⎣ ⎦ ⎣ ⎦

⎡ ⎤⎣ ⎦
Δ = × 　    (3) 

1 2 3
2 3

1

100 [%]xavg xavgcycle cycle cycle
cycle cycle

xavg cycle

Q Q

Q
Q

⎡ ⎤ ⎡ ⎤−⎣ ⎦ ⎣ ⎦

⎡ ⎤⎣ ⎦
Δ = ×   (4) 

 
これより，減少率はΨPemax によって変化し，流量に関し

ては，ΨPemax がΨP1min（上流側圧力の最小値の位相）と

一致している条件のほうが大きいことがわかる． 
Fig.4 に狭窄モデルがつぶれた際における写真を示す．

これより，狭窄部の下流部分の直径が減少し，大きな圧

縮が生じているのがわかる．また，外圧が下流側平均圧

力を超えたあたりから，狭窄モデルのつぶれは最大にな

り，それ以上の外圧を印加すると自励振動を起こした．

その自励振動は外圧が最大になった後の 0.1s~0.5sの間で

発生した． 
 

 

Fig. 3 Time varying pressures and flow rates (ΨPemax =ΨP1max 
Pemax = 60mmHg), P1, P 2: upstream and downstream 
pressure, Q1, Q 2: upstream and downstream flow rate, 
Pe: external pressure. 

 

 

Table 1  Reduction Ratio of Pressure and Flow Rate 
 

P2avg=60mmHg 

ΨPemax =ΨP1min ΨPemax =ΨP1max 
Reduction  Ratio 

,P QΔ Δ  [%] 
Cycle 2 Cycle 3 Cycle 2 Cycle 3

P1avg -4 0 1 3 

P2avg 4 24 20 14 

Q1avg 12 0 20 -4 
Pe=50mmHg

Q2avg 2 16 6 9 

P1avg -4 1 2 3 

P2avg  12* 27  25* 24 

Q1avg 34 5 26 -3 
Pe=60mmHg

Q2avg 4 17 9 13 
P1avg=95mmHg * self-excitation 

 
 

 
(a) Pe=10mmHg 

 

(b) Pe=50mmHg 

 

(c) Pe=60mmHg 
Fig.4 Photographs of the stenosis model  

(Flow: Left --> Right) 

 

4. おわりに 

外圧の印加とその最大値の位相によって流量と圧力が

変化した．また，外圧が下流側平均圧力を超えたあたり

から，狭窄モデルのつぶれは最大になり，それ以上の外

圧を印加すると自励振動を起こした．今後は，その自励

振動の条件と狭窄部の外径の変化を詳細に調べる予定で

ある． 
 

参考文献 

(1) Aoki, T., Ku, D. N., J. Biomechanics, Vol. 26,(2), 
pp.133-142,1993. 

(2) Tang, D., Yang, C., Kobayashi, S., Ku, D.N., J. 
Biomech.Eng., Vol. 126,pp.363-370, 2004. 

(3) Binns, R. L., Ku, D. N., Arterioscler.Thromb.Vasc. Biol, 
Vol. 9, pp.842-847,1989. 

(4) 山根達也，小林俊一，森川裕久，佐藤晋，季傑，Dalin 
Tang，David N. Ku，第５回日本生体医工学会甲信越

支部長野地区シンポジウム予稿集， pp. 1-2, 2007. 
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多重反射赤外分光による血糖値非侵襲計測 
本田和也* 石澤広明* 室明伸* 斎木富士男* 

*信州大学繊維学部 

Noninvasive measurement of blood glucose  
based on attenuated total reflection infrared spectrum. 

Kazuya Honda*, Hiroaki Ishizawa*, Akinobu Muro*, Fujio Saiki* 

*Shinshu University 

 

1. 背景・目的  
近年，生活習慣の乱れ、ストレスなどが原因で

生活習慣病の患者数が増加傾向にある．その中で

も，最も増加の著しい疾病の一つとして糖尿病が

挙げられる．そして，近年の医療費負担増という

問題もあり，糖尿病患者は，血糖値を自己管理し

なければならない．しかしながら，現状の血糖値

測定法は採血を行い測定するのが一般的であり，

採血の際，苦痛やストレス，感染症の危険性など

の未解決の問題が生じている．そこで，このよう

な問題を解決すべく，非侵襲かつ痛みの無い血糖

値測定の実現を研究開発の目的としている．   
2. 測定原理  
本研究では赤外分光法を用いており，この測定

法は測定対象に赤外光を照射することにより，対

象物に含まれる分子が振動し，赤外領域における

光の吸収現象がおこる．その吸収現象を利用し，

測定対象物の定性，定量評価を行う手法である．

又，本研究では，定量評価の手法に Lambert-Beer
則を用いている．   
3. 測定方法  
3.1 測定装置  
本研究では，フーリエ変換型赤外分光光度計

(TravelIR :S.T.Japan )を用いて，ヒトの中指の赤外
吸収スペクトル測定を行った．  

       
図 1.Travel IR  

3.2 非侵襲血糖値測定  
 TravelIR を用いて、被験者の左手中指の赤外

吸収スペクトル測定を行い，又，比較参照値とし

て実験①では GOD/POD 法を用いたメディセーフ
(TERUMO)による同時測定を行い，実験②では酵
素電極法を用いたアントセンスⅡ (ダイキン工業
株式会社 )による同時測定を行った．メディセーフ，
アントセンスⅡどちらも侵襲型血糖値測定器で

ある．  尚，内部標準法としてスクワランオイル
をスペクトル測定の際にマイクロピペット

（PipetGene:東京硝子器械）を用いて測定毎に 5
μ l ずつ，直接プリズムを覆うように適量を塗布
し，その上に中指先端を置き，圧力治具において

一定の圧力によって押さえることにより測定を

行った．  

  
図 2.メディセーフ   図 3.アントセンスⅡ  

3.3 PLSR (Partial Least Squares Regressions) 
PLS 回帰分析とは，重回帰分析や主成分回帰分

析と同様，目的変数と説明変数との関係式を求め、

目的変数を予測する分析手法である．本研究では，

PLS 回帰分析を用い，得られた中赤外スペクトル
を説明変数とし，侵襲型血糖値測定器により測定

した血糖値を目的変数として血糖値の予測モデ

ルである検量線の構築を行っている．又，本研究

では検量線の適合誤差 (SEC: Standard Error of 
Calibration)と予測精度 (SEP: Standard Error of 
Prediction)の算出を行い，検量線の精度評価に用
いている．  
4. 実験内容  
今回は，以下の二つの実験内容について検討した． 
実験①  
・スクワランオイル塗布後経過時間により測定精

度にどのような影響が出るかみる．  
実験②  
・スクワランオイル塗布 0 分後と 3 分後の測定精
度を比較する．  

5. 実験①の結果および考察  
5.1 実験方法  
前述した測定方法を用いて、20 代の被験者 10

名に対して，スクワランオイルを左手中指に塗布

し，0 分後，1 分後，3 分後，5 分後，10 分後，15
分後，20 分後，25 分後，30 分後の赤外吸収スペ
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クトル測定を 1 人 1 データずつ，10 人で 10 デー
タをとった．比較参照値としてメディセーフによ

る同時測定も行った．  
5.2 測定精度の比較  
得られた被験者 10 名のスペクトルを及び参照

値から PLS 回帰分析を行い，塗布後経過時間にお
ける測定精度を算出した． 表 1 に被験者 10 名の
血糖値分布，表 2 にそれぞれの塗布後経過時間ご
との測定精度を表したグラフを示す．  

表1.メディセーフにより得られた  
血糖値分布 (データ数10) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         図 4.経過時間における測定精度   
図 4 より，スクワランオイルを塗布してから測定
まで時間を置くと，測定精度が向上する可能性が

あることが分かった．その要因としてスクワラン

オイルの特性が関係しているのではないかと考

えている．  
6. 実験②の結果および考察  
6.1 実験方法  
前述した測定方法を用いて、20 代の被験者 5

名（#1, #2, #3, #4, #5)に対して，朝，昼食前後，
夕食前後で 1日 5回赤外吸収スペクトルを測定す
る．そして，スクワランオイル塗布 0 分後を 5 日
間，3 分後を 5 日間，計 10 日間測定を行い，1 名
につき 50 データをとった．比較参照値としてア
ントセンスⅡによる同時測定も行った．  
6.2 測定精度の比較  
得られた被験者それぞれのスペクトル及び参

照値から PLS 回帰分析を行い，それぞれの被験者
に対する塗布 0分後と 3分後の測定精度を算出し
た．  表 2 に塗布 0 分後の被験者の血糖値分布，
表 3 に塗布 3 分後の被験者の血糖値分布，表 4 に

PLS回帰分析により導かれた測定精度の結果を示
す．  
表2.塗布0分後のアントセンスⅡにより得られた  

血糖値分布 (データ数25) 
     

 
 
 

 
表3.塗布3分後のアントセンスⅡにより得られた  

血糖値分布 (データ数25)  
      
 
 
 
 

表 4.被験者ごとの塗布 0 分後と 3 分後の  
測定精度  

     
 
 
 
 
表 4 より塗布 0 分後と 3 分後の測定精度を比較す
ると，有意に精度が向上したと言えるのは#1，#5
の 2 名のみで，残りは変化がない，または逆に精
度が低下したという結果になった．これにより塗

布 3分後では一概に測定精度が向上するとは言い
切れない結果となった．  
7. まとめ  
実験①の結果より，スクワランオイル塗布後経

過時間によって測定精度が向上する傾向がある

ことが確認できた．実験②の結果より，塗布 3 分
後では精度が向上すると言い切れるような結果

ではなかった．しかし ,塗布 5 分後，10 分後では
どのような結果になるのか分からないため，検討

の余地がある．  
8. 今後の展開  
今回の実験結果より，塗布 3 分後ではよい結果

が得られなかったが ,スクワランオイル塗布後経
過時間により測定精度が向上する傾向があるこ

とが確認できた．それにより，今後は塗布 5分後，
10 分後でも同じような実験を行っていき，この塗
布後経過時間と測定精度の関係性を検討してい

くとともに，なぜスクワランオイルを塗布し時間

を置くと測定精度が向上するのか，その原因究明

にも積極的に取り組んでいく．また非侵襲血糖値

測定システム自体の測定精度向上にも取り組ん

でいく必要がある．  

被験者 平均 最大値 最小値 標準偏差
#1 101 184 70 27
#2 91 123 75 12
#3 98 127 75 14
#4 139 276 81 52
#5 109 183 83 25

(mg/dl)
被験者 平均 最大値 最小値 標準偏差
#1 101 184 70 27
#2 91 123 75 12
#3 98 127 75 14
#4 139 276 81 52
#5 109 183 83 25

(mg/dl)

被験者 平均 最大値 最小値 標準偏差
#1 99 140 71 17
#2 92 119 57 14
#3 106 156 83 20
#4 134 229 71 47
#5 113 154 76 17

(mg/dl)
被験者 平均 最大値 最小値 標準偏差
#1 99 140 71 17
#2 92 119 57 14
#3 106 156 83 20
#4 134 229 71 47
#5 113 154 76 17

(mg/dl)

被験者 0分後 3分後
#1 26±4 15±2
#2 11±2 9±1
#3 12±2 19±3
#4 51±7 46±6
#5 24±3 15±2

(mg/dl)
被験者 0分後 3分後
#1 26±4 15±2
#2 11±2 9±1
#3 12±2 19±3
#4 51±7 46±6
#5 24±3 15±2

(mg/dl)

0

4

2

8

10

12

14

6

0 1 3 5 10 15 20 25 30

経過時間(分)

測
定
精
度
(m
g/
dl
)

16

0

4

2

8

10

12

14

6

0 1 3 5 10 15 20 25 30

経過時間(分)

測
定
精
度
(m
g/
dl
)

16

0

4

2

8

10

12

14

6

0 1 3 5 10 15 20 25 30

経過時間(分)

測
定
精
度
(m
g/
dl
)

16

経過時間(分後) 平均 最大値 最小値 標準偏差
0 82 106 57 14
1 86 106 62 14
3 87 117 62 17
5 91 107 72 10
10 91 111 83 8
15 87 107 74 9
20 84 101 68 10
25 86 98 67 9
30 84 97 70 9

(mg/dl)
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0 82 106 57 14
1 86 106 62 14
3 87 117 62 17
5 91 107 72 10
10 91 111 83 8
15 87 107 74 9
20 84 101 68 10
25 86 98 67 9
30 84 97 70 9
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組織が横方向に支配的に変形する場合の超音波ずり弾性率再構成 -ファントム実験 

炭  親良，田沼篤史 
上智大学 

Phantom experiments on shear modulus reconstruction when tissue deforms laterally 
Chikayoshi Sumi and Atsushi Tanuma 

Dept of E & E, Faculty of Sci & Tech, Sophia University 

 

1. はじめにはじめにはじめにはじめに 

我々は、超音波を用いた変位ベクトル計測の高精度化の

ために、横方向余弦変調法を応用している。その中で、ア

ポダイゼーション関数とスペクトラムにリンギングの生

じないガウス包絡をもつ点拡がり関数(PSF)を実現する
ことを提案した[1]。さらに、Fraunhofer近似から脱却し
て、アポダイゼーション関数中のガウス関数の代わりに放

物線関数やハニング窓を用いるなど、また、最適化理論の

応用も報告している[2]。高い変調周波数を特に深部にお
いても実現するには、spherical フォーカシングが有用で
あることを報告している。 
本稿では、主として寒天ファントムを対象として変調を

試み、我々の開発した変位ベクトル計測法[2,3]を用いてず
り弾性率分布を再構成[4]した結果を報告する[5]。[5]では、
ガウス包絡変調を行い、MCSPGM[3]を用いた場合の結果
を報告したが、本稿では、MAM[2]を用い、放物線関数や
ハニング窓を用いた場合を含めて計測精度の比較を行っ

た。専ら、当変調は通常は精度の得られない横方向の変位

成分の計測精度を向上させることを目的としているが、

[5]と同様に、ファントム実験においては、その横方向に
支配的に変形している場合を扱った。 

 
2. ファントムファントムファントムファントム実験実験実験実験 

寒天ファントムを用いた。サイズは、高さ40 ｍm、幅
100 mm、奥行き40 mmである。寒天粉末を、周囲は3 %、
深さ 19 mmにある直径 10 mmの円柱状つめものは 6%
とした。グラファイトは一様に 3 %とした。各濃度のファ
ントムを同時に作成し、これらを対象として各々のずり弾

性率をロードセルおよび変位計を用いて確認した。比値は

3.28である(2.63 vs 0.80 ×  106 N/m2)。 
この寒天ファントムを水槽中にて横方向の圧迫器で挟

んで固定し、リニア型アレイトランスデューサをファント

ム上面に接触しない様に近傍に固定した。トランスデュー

サの超音波周波数は7.5 MHzである。横方向へ2 mm圧
迫した前後にてエコー信号を取得した。ここでは、

Monostaticの開口面合成を行った。 
 

2.1 2.1 2.1 2.1 横方向変調横方向変調横方向変調横方向変調    
Fig. 1 に(a)ハニング窓を用いて送受信の変調により変
調波長を 2λとした場合と、(b)-(i)放物線関数を用いた場
合のスペクトルを示す。(b)-(i)に関して、詳細には、アポ
ダイゼーションを(b)は送受信時に行い帯域を広くした上
で変調波長を2λ(method 1)、(c)は受信時のみにより4λ、
(d)は受信時のみにより 2λ、(e)は送受信時に行いλ 
(method 1)、(f)は実時間変調を行うことを想定して送信時
にはアポダイゼーションせずに平面波の２波を送波して

変調波長を 2λ (method 2)、(g)は(f)にて送信時にもアポ
ダイゼーションした結果、(h)は送受信のアポダイゼーシ
ョンを行うが送受信ともに axiconフォーカシングを行っ
た結果、(i)は受信時のみのアポダイゼーションと axicon
フォーカシングを行った結果である。 
いずれにおいても、変調が可能であったことが確認され

た。(b, method 1)と(d)から確認される通り、送受信変調
は狭い有効開口幅の使用を可能とするだけでなく、エコー

信号のSNRを高くせしめる。また、(e)より、変調波長を
短くすると、エコー信号のSNRが低くなることが確認さ
れた。Table Iには、method 1により得られたエコー信号
のエネルギーとスペクトラムの最大値を示す。共に変調波

長を 2λとした際の結果で正規化してある。また、
sphericalフォーカシングを行った(b)と(c)と、axiconフォ
ーカシングを行った(h)と(i)を比較すると、帯域幅に関し
ては sphericalフォーカシングを行うことが望ましく、そ
の結果、(g)の帯域幅が(f)に比べて逆に狭くなった。 
ガウス関数を用いた場合にも、同様な結果が得られた。

Table Iには、ガウス関数を用いた場合の結果も示した(ス
ペクトラムの画像は略)。放物線関数を用いた場合とガウ
ス関数を用いた場合を比較すると、放物線関数を用いた場

合の方が高SNRのエコー信号を得ることできることが確
認された。 
帯域幅に関して、ハニング窓を用いた場合はガウス関数

を用いた場合(略)と同様な結果となるが、放物線関数を用
いた場合は帯域幅は広くなった。しかし、axicon フォー
カシングのみを行った場合[(h)と(i)]にはガウス関数を用
いた場合(略)に比べて狭くなった。これに関連し、(f, 
method 2)と(g)の帯域幅は広かったものの、エコー信号の
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SN比は低くなる傾向にあった(Table Iにおいて、ガウス
関数で変調波長を2λとした場合、method 1では 0.49と
0.70であるのに対し、method  2では 0.54と 0.84)。 
これらの結果は、我々の音場シミュレーションにおいて

も確認された。 
 
2.2 2.2 2.2 2.2 歪歪歪歪テンソルテンソルテンソルテンソル計測計測計測計測およびずりおよびずりおよびずりおよびずり弾性率再構成弾性率再構成弾性率再構成弾性率再構成    
次に、移動平均窓を 0.54(ビーム方向 x) ×  0.50(横 y) 

mmとして、Fig. 1の(b)(移動平均幅窓を大きく 0.54 ×  
2.15 mmとした場合も)、(e)、(f)(変調波長をλとした場合
も)、(d)に関して、MAMを用いて 2次元歪テンソル分布
を計測し、さらに、ポアソン比の典型値を用いる方法[4]
にて 2 次元応力分布を仮定して相対的なずり弾性率分布
の再構成を行った(ポアソン比, 0.5)。正則化を施し、高周
波の再構成エラーを抑圧した。尚、再構成の関心領域は、

つめものをほぼ中央に含む 13.8 (ｘ方向) ×  13.2 (y) mm
のほぼ正方領域とし、参照領域を関心領域の左のボーダー

ラインにとった。Fig. 2とFig. 3の各々に、(1b)と(1f)の
場合の変位成分と歪成分とずり弾性率の結果を示す。良好

に円形状のつめものを検出できた。さらに、支配的に変形

している横方向の歪の比[6]値から求めたずり弾性率の結
果(1次元再構成)も示す(1bの場合、2g)。同一の参照領域
を用いた。 
同様にしてガウス変調を行った場合の結果を含めて、つ

めものの中央の 5.5 mm 辺の正方領域にて評価された歪
成分およびずり弾性率の平均値および標準偏差をTable  
I Iに示す(画像は略)。上記のエコーの帯域幅やSN比によ
り、歪の計測精度が異なることが確認される。次に、再構

成結果についてであるが、やはり、２次元再構成値の精度

が高く(1b の場合には 3.28)、これまでの正則化を施した
単なる多次元再構成(Table II の Nonmodulation)では得
られなかった結果である。横方向の歪比も計算できること

が確認されたが、１次元再構成ではつめものの形状はいび

つであり、横方向に水平には圧迫されていなかったことが

確認される。１次元再構成がそのアーチファクトとして、

高い弾性率の領域では再構成値が小さくなることを以前

に報告している[4](1bの場合、1.95)。 
 

3. 結言結言結言結言 

ファントム実験により、開口面の方向や対象の変位方向

を意識することなく、トランスデューサを体表にあてがう

のみでの組織の歪テンソルやずり弾性率、血流計測が可能

となったことを確認できた。また、変調に用いる関数によ

り、エコーの帯域幅およびSN比が変化し、計測精度に影
響のあることを確認した。今後は、Multistatic 開口面合
成を行って通常得られる SNにおける評価を行い、また、
実時間ビームフォーミング装置を実現する。 
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Fig. 1   

Fig. 2  

Fig. 3  

Table I. Powers and maximums of spectra 

 
Table II. Means and SDs (parentheses). 
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前頸部皮膚面形状変化を用いた嚥下時の喉頭挙上運動の分析 

小林 恵理子*，藤田 翔平**，林 豊彦*，**，中村 康雄*，道見 登*** 

*新潟大学工学部福祉人間工学科，**新潟大学大学院自然科学研究科，***新潟こばり病院口腔外科 

Analysis of laryngeal elevation during swallowing  
using skin-contour change in anterior region of the neck 

Eriko KOBAYASHI*，Shohei FUJITA**，Toyohiko HAYASHI*，**，Yasuo NAKAMURA*，Noboru MICHIMI*** 

*Department of Biocybernetics, Faculty of Engineering, Niigata University  

** Graduate school of Science and Technology, Niigata University  

***Oral Surgery, Niigata Kobari Hospital  

1. はじめに 

食事は本能的行動の一つであり，人間の生活を豊

かにする楽しみのひとつでもある．しかし，加齢に

伴う筋力の低下や，脳血管障害などの後遺症により，

食べ物を飲み込む運動である＜嚥下＞の障害が増

えている．そのため近年，嚥下機能の維持や回復を

目的とする嚥下リハビリテーションが臨床で広く

行われるようになってきた． 

現在，リハビリテーションの現場では，一般的に

VF 検査（ビデオレントゲン検査）や前頸部皮膚面

の触診により，嚥下機能の評価が行われている．

VF 検査は，嚥下運動に用いられる諸器官の動きを

リアルタイムに可視化できるが，Ｘ線被曝という侵

襲性の問題がある．一方，触診法は，臨床医が手で

喉頭挙上運動の速度とタイミングを確認するため，

評価の再現性が低いという問題がある． 

以上のように，臨床では嚥下機能を無侵襲で定量

的に測定・評価することが求められていることから，

我々は，喉頭運動，嚥下音，舌骨上筋群を同時計測

する嚥下機能評価システム SFN/2Aを開発してきた．

本研究では，本システムを臨床応用するための第一

歩として，健常被験者 8 名において，水嚥下実験を

行い，喉頭挙上運動を特徴づける分析パラメータに

ついて検討した． 

2. 喉頭運動・舌骨上筋群・嚥下音の同時計測シ

ステム 

2.1 システム概要 

本システムは，喉頭運動検出器，筋電計，嚥下音

測定器，パーソナルコンピュタ（2 台）から成る．

喉頭運動検出器（図 1）は，中央部の反射型フォト

センサ列（12 個，センサ中心間距離 5mm）とセン

サ列を前頸部に固定するための弾性固定板から成

る．皮膚面との接触部とセンサ列の両側には，ウレ

タンを貼付した．検出器の前頸部への固定には，マ

ジックテープのベルトを用いた． 

次に喉頭運動の検出原理について述べる．反射型

フォトセンサは，発光ダイオードから近赤外光を出

力し，その皮膚面からの反射光をフォトダイオード

で検出する．距離／出力特性が既知であれば，出力

電圧から反射面との距離を推定できる．従って，12

個のセンサから皮膚面までの推定距離をスプライ

ン補間すれば，前頸部の皮膚面形状が得られる．そ

の形状におけるピーク位置を甲状軟骨位置とする．  

筋電図は，EMG 表面電極を顎二腹筋相当部に，

基準電極を耳朶に貼付して測定する．嚥下音は，輪

状軟骨の横に振動ピックアップを貼付して測定す

るが，今回は実験の分析に用いなかった． 

 

図 1 喉頭運動検出器の前頸部への装着 

2.2 喉頭挙上運動の分析法 

図 2 に筋電図・喉頭運動データおよび分析のため

の時間パラメータを示す．まず，筋活動開始時刻を

t0 とした．t0における位置から喉頭が 3mm 挙上した

時刻を t1，同じように t0での位置から 6mm，9mm，

12mm 挙上した時刻を，それぞれ t2，t3，t4 とした．

これらの時刻{ t0，…，t4}の間の時間 ti,j = tj - ti を，

喉頭運動の時間パラメータ{t0,1，t1,2，t2,3，t3,4}とした．

これら区間に対応する運動相を，それぞれ喉頭挙上

の初期・中期・後期・末期と呼ぶことにする． 

3. 実験方法と結果 

対象者は健常男性 8 名（平均年齢 23.4±0.97 歳）

とした．実験条件は次のよう設定にした：1)姿勢：

90 度座位；2)計測時間 5 秒；3)被検飲料：水 10ml；

4)サンプリング周波数：喉頭運動検出器 400[Hz]，
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筋電・振動ピックアップ 2000[Hz]；5)電極貼付位

置：顎二腹筋前腹相当部；6)振動ピックアップ貼付

位置：輪状軟骨横．被験者には，事前に被検飲料を

口に含んでもらい，験者の合図後，速やかに一口で

飲み込んでもらった．出力波形を目視で確認し，正

常な波形が得られたとき，データを記録する．この

測定・記録を 5 回行った． 

次に実験結果を示す．各被験者 5 回の実験におけ

る時間パラメータ{t0,1，t1,2，t2,3，t3,4}の平均値と標準

偏差を算出し，平均値を各パラメータの代表値とし

た．図 3 に代表例として被験者 A の結果を示す．

喉頭が挙上するにつれて，パラメータ値の平均値，

標準偏差ともに小さくなる傾向がみられた．他の被

験者 7 名でも同様の結果が得られた．図 4 は，各パ

ラメータの各被験者代表値の平均値と標準偏差を

示す．被験者全体でも，被験者 A の結果と同様な

結果が得られた． 

4. 考察 

実験結果から，提案した時間パラメータが喉頭運

動を特徴づけているかどうかについて論じる．はじ

めに，喉頭挙上初期について述べる．時間 t0,1 は他

の区間よりも大きな値をとり，値のばらつきも大き

かった．喉頭運動データを直接観察すると，挙上初

期に 1)甲状軟骨が滑らかに加速する場合と，2)甲

状軟骨が複数回加速する場合の 2 通りがみられた．

その原因は，挙上初期が嚥下反射以前の区間である

ため，随意的な運動が含まれるためと考えられる．

そのため，被験者によって t0,1 の値に大きな差がみ

られたと考えられる． 

次に，喉頭挙上中期・後期・末期のパラメータ t1,2，

t2,3，t3,4について述べる．図 3・4 に示すように，喉

頭挙上運動が進むにつれて平均値が減少し，喉頭運

動が加速していた．それとともに，標準偏差も減少

し，個人内（図 3）でも被験者間（図 4）でもばら

つきが小さくなる傾向がみられた．その理由は，挙

上中期以降では嚥下反射が完全に誘発されていた

ため，不随意な反射運動となっていたことによるも

のと考えられる． 

以上述べたように，提案した分析パラメータは，

嚥下時に喉頭挙上運動が除々に加速する特徴をよ

く表しており，さらに再現性も高かった．この加速

の遅れは誤嚥の原因の一つと考えられていること

から，我々の分析パラメータは，嚥下機能の評価パ

ラメータに必要とされる基本的な条件は満たして

いた．今後の課題は，嚥下障害者で計測を行い，本

分析パラメータが嚥下リハビリテーションにおい

て有効かどうか評価することである．また，喉頭挙

上運動を特徴づける新たなパラメータの検討も課

題である． 

5. 参考文献 

1) 村山愛，林豊彦，中村康雄，道見登：嚥下時に

おける前頸部の皮膚面形状変化を利用した喉頭挙

上運動の分析，信学技報，MBE2005-102，pp.41-44, 

2005/12. 

2) 金子裕史，林豊彦，中村康雄，石田智子，高橋

肇，新井映子．山田好秋，道見登，野村修一：喉頭

運動・舌骨上筋群筋電図・嚥下音の同時計測による

嚥下機能の評価―お粥の性状の違いによる嚥下動

態の変化―，信学技報，MBE2001-122，pp.135-142，

2001/11.  

 

図 2 筋電図・喉頭運動データと時間パラメータ 

 

図 3 被験者 A の時間パラメータ{t₀,₁，t₁,₂，t₂,₃，t₃,₄}

の平均値と標準偏差 

 

図 4 被験者全員の時間パラメータ{t₀,₁，t₁,₂，t₂,₃，

t₃,₄}の平均値と標準偏差 
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書字動作において前腕回外制限が肩関節に及ぼす影響の検討 
中村 祐敬*，杉山 肇*，浜田 良機*，大竹 義人**，服部 麻木**，鈴木 直樹** 

*山梨大学医学部整形外科学教室，**東京慈恵会医科大学高次元医用画像工学研究所 

Examination of effect that a forearm supination limit 
causes change of ROM of a shoulder in a writing movement. 

Masahiro Nakamura*, Hajime Sugiyama*, Yoshiki Hamada*, Yoshito Otake**, Asaki Hattori**, Naoki Suzuki** 

* Department of Orthopaedic Surgery , University of Yamanashi. 

**Institute for High Dimensional Medical Imaging Research Center for Medical Sciences , Jikei University School of Medicine. 

 

1. はじめに 

前腕の回外制限は日常生活動作において多彩な障

害を来たすことが少なくない。我々はこれまでいくつ

かの日常生活動作で回外制限が肘・肩関節の動きに

よって代償されることを、光学式三次元位置計測シ

ステムを用いることによって検証した1)2)。今回は書

字動作において前腕回旋制限に伴う肩関節の関節

可動域の変化について検討したので報告する。 

2. 方 法 

計測には被験者の動作の妨げにならず多角的・連

続的に計測が可能なうえ、測定精度ができるだけ高い

ものとして光学式三次元位置計測システムを選択し

た。 

使用した光学式三次元位置計測システムは Vicon 

Motion Systems 社製 VICON モーションキャプチャー

システム６１２(以下 VICON)である｡計測は胸郭、肩甲

骨、上腕骨、前腕、手にそれぞれ４個、３個、３個、３個、

２個のマーカーと呼ばれる赤外線を反射するφ１４mm

の小球を貼り付けて行う。サンプリングレート１２０Hz の

９台の赤外線カメラにより得られた画像をもとに各マー

カーの位置座標が自動で計算される。各々のマーカー

は体表の骨から近い位置に設置されており、専用に開

発したソフトウェアを用いて処理することにより胸郭の位

置および肩関節、肘関節、手関節の可動域を測定す

ることが可能となる(図１)。 

対象は２６から３７歳の､右利きで上肢に運動障

害のない健常男性３人である｡前述した球状マーカ

ーを設置し､任意の角度で回外制限可能な軟性装具

を前腕に装着した後､回外を制限した状態で書字動

作を行わせて､肩関節と肘関節の肢位を計測した｡

なお本装具は前腕の回旋を制限するが､手関節､肘

関節の可動域は制限しないデザインとなっている｡ 

計測は前腕の回外可能な角度を任意に制限した

状態で行った｡５回以上回内外運動を行って正確な

前腕回外可能角度を計測し､その後引き続いて書字

動作を３回行わせて､その際の肩関節と肘関節の肢

位を計測した｡この一連の計測を１クールとして､

前腕回旋可能角度を変化させつつ､３人の被験者で

延べ２４サイクル行った｡なお計測に際しては体幹

による代償動作を防止するため､体幹をできるだけ

移動しないよう指示した｡肩関節と肘関節の肢位は､

書字動作中に前腕や手の位置によって刻々と変化

する｡そこで､字を書き終わった瞬間の肩関節と肘

図１． ①VICON を用いてマーカーの３次元位置を得
る。②それぞれのマーカーはできるだけ骨と体表が近
い部位に設置してあり骨との相関は取れている。③簡
単な動作により関節中心を求める。④関節中心とマ
ーカーの位置より関節角度が計測する。 
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関節の肢位に着目し､その角度をソフトウェア上で

算出した上で､３回の書字動作の平均を採り､前腕

回外制限の程度による肢位の変化を､肩関節の屈曲､

外旋､内転で検討した｡ 

3. 結 果 

前腕の最大回外角度が低下するにしたがって肩関

節の屈曲・外転・内旋ともに増加し、いずれも相関を認

めた(図２)。
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4. 考 察 

書字動作における前腕最大回外角度と肩関節の可

動域変化との間には屈曲・外転・内旋ともに相関がある

ことがわかったが、その可動域の変化はこれまで検証

した他の動作に比べて少ない1)2)。しかし実際にその肢

位を回外制限の有無によって図示すると図３のような不

自然な肢位になる。回外制限が高度な場合の肢位は

パソコン操作時にアームレストを用いないで操作する

時や、無理な姿勢で超音波検査を行う場合に似ている。

このことから前腕回旋制限が持続することはVDT

（Visual Display Terminal）症候群に見られるような頚部

から肩関節周囲の疼痛をもたらす可能性があると考え

られる。 

浜田ら3) は、末梢橈尺関節を含む手関節部の手術

において回外制限の発生防止を工夫することは、術後

の上肢機能障害を軽減する上で重要と報告している。

今回の結果から回外制限の発生防止は上肢のADLを

改善させるだけではなく、頚腕部の疼痛発生を防止す

る意味でも重要であることが示唆された。 

 
図３．回外制限に伴う肢位の変化 

5. まとめ 

上肢の各関節はそれぞれ他の関節の協同運動によ

り動作が補完されていると考えられるが､今回の結果よ

り書字動作において、前腕の最大回外角度が低下す

るにしたがって肩関節の屈曲・外転・内旋角度のいず

れも増加する傾向にあることがわかった。前腕回旋制

限が持続することは頚部から肩関節周囲の疼痛の原

因になる場合があるため、回旋制限の改善は重要であ

ると考えられる。 

6. 参考文献 

1) 中村祐敬 他：日常生活動作に要する上肢の可

動域測定. 第 25 回 日本生体医工学会 甲信越

支部大会 講演論文集：38-39, 2005 
図２．前腕の最大回外角度と肩関節屈曲・外

転・内旋との関係 
2) 中村祐敬 他：前腕回外制限が肩関節の可動域

に及ぼす影響の検討. 第 46 回生体医工学会大

会論文集： PS1-19-1, 2007 

3) 浜田良機 他：手関節部可動域制限による機能

障害について . 日本手の外科学会誌  9(4)：

618-622, 1992 
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高齢者向け転倒検知システムの性能の評価について
青柳 俊一 ∗，西村 晃幸 ∗, 八並哲史 ∗∗，千田 有一 ∗，小林 英敏 ∗∗∗

∗ 信州大学工学部機械システム工学科,∗∗ セイコーエプソン株式会社,∗∗∗(株) 西澤電機計器製作所

On evaluation of performance of a fall detection system for elders

Shunichi AOYAGI∗, Teluyuki NISHIMURA∗,Tetsuji YATSUNAMI∗∗,Yuich CHIDA∗,Hidetoshi KOBAYASHI∗∗∗
∗Department of Mechanical Systems Engineering, Shinshu University,∗∗Seiko Epson Corporation,

∗∗∗Nishizawa Electric Meters Manufacturing CO.

1 はじめに
高齢化社会である今日において，高齢者による転倒
事故は多く，その際大腿骨頚部を骨折することが多い．
このような背景から，転倒による大腿骨頚部骨折リス
クの軽減が望まれている．これに対して硬質パッドを
用いたプロテクターが開発されているが，骨折回避率
は 50%以下と低く，骨折回避率の向上が望まれている．
そこで本研究では，骨折回避率を 80%以上に向上させ
ることを目標に，携帯型のエアバッグ式ヒッププロテ
クターの開発を目指す．

Fig.1 に著者らのグループで提案しているシステム
の構成図を示す. 提案しているプロテクターは, 転倒後
着地前にエアバッグを展開させ，衝撃を吸収するシス
テムである.転倒動作を転倒検知システムで瞬時に判別
し，直ちにガスボンベを開封することによりエアバッ
グを展開する．転倒の検知方法についても，著者らの
グループにより既に，ジャイロセンサと加速度センサ
を併用したシステムが提案されており，転倒動作と日常
動作の判別が可能であることが示されている 1,2)．本
報告では，日常動作と転倒動作との判別精度を更に向
上させるために，種々の日常動作を行い，転倒と判別し
やすい動作を調べた．

Fig.1 エアバッグ式プロテクター構成概略図

2 転倒検知システムの概要
2.1 想定した転倒動作

本研究で注目する転倒は，大腿骨頚部に強い衝撃力
が加わる転倒である．そこで，大腿骨頚部骨折リスク
の高い後方 45◦ 方向の転倒に注目し，直立状態から,片
方の足を斜め方向に蹴りだしながら転倒する転倒形態
を想定する. 高齢者の転倒としては，これ以外にも種々
考えられるが，本論文では考慮外とする．

2.2 転倒検知システムの要件

本システムでは，転倒発生後，着地前にエアバッグを
完全に展開させることが必要である．ガスボンベ開封
信号を発生後，エアバッグ展開に 100[ms]必要なこと
を考慮し，転倒後着地前 100[ms]以前に転倒判断可能
なシステムを開発することを目標としている．さらに，
常時携帯性より，多岐に渡る日常動作と転倒を判別で
きることが必要である.

2.3 転倒の判別方法

転倒の判別は，Fig.2 のように設定した座標軸の，y

軸回りの角度，角速度信号，及び z 軸方向の加速度信
号が, 設定した閾値を超えたかどうかで判別する．な
お，これらの信号を得るため，ジャイロセンサと加速度
センサを併用している．y 軸回り角度，角速度信号は，
ジャイロドリフトの影響を考慮し，ジャイロセンサと
加速度センサから得た信号を基に，カルマンフィルタ
により推定している 1,2)．本論文では，y 軸回りの角度
θy，角速度 ωy，z 軸方向の加速度 az が次の条件を同時
に満たす場合を転倒と判別する．

|θy| > 15[deg]
|ωy| > 50[deg/s]
az < 8.82[m/s2]

⎫⎬
⎭ (1)

2.4 センサ系の設定方法

本システムは日常動作と転倒との分離が主な目的で
あるので，日常動作において変位が少ないと考えられ
る腰前方にセンサを取り付ける． 加速度センサは重力
加速度の影響により，センサの取り付け角度によって
バイアス電圧値が変化する．そのため，バイアス電圧
値を補正する必要がある. そこでシステムの開始後 1[s]

の間を零合わせ期間として, 直立状態で静止し,その間

Fig.2 センサ座標軸の定義
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の電圧値をそれぞれのセンサにおけるバイアス電圧と
して設定することとしている. これらセンサからの出
力信号をデータロガーで取得し，計算機上でオフライン
処理を行うことで，推定角度，角速度を計算している．
3 各種動作の検証
3.1 実施した動作

転倒と日常動作との判別が難しい動作を調べるため，
次に挙げる動作を行う．
動作 1 直立状態から,片方の足を斜め方向に蹴りだ

しながら転倒する.

動作 2 椅子に着席する．
動作 3 椅子に片手を付きながら着席する．
動作 4 屈伸運動を行う．
動作 5 左右に腕を振りながら腰を回す．
動作 6 平坦な通路において，直進歩行を行う．
動作 7 階段の昇り降りを行う．
動作 8 両手をついて地面に座る．
動作 9 片手を突きながら地面に座る．
動作 10 動作 8から横方向の離れた位置にある物を

取る．
3.2 動作検証結果

動作 1を 100回試行した結果，接地 100[ms]以前に
転倒と判別できた割合は 92%であった．動作 2から動
作 10 については，その動作中に各センサ信号が閾値
を超えたか否かを記録し，各動作の誤判断率を求めて
Table.1に示す．

Table.1 より，日常動作として判別できている動作
は，y軸周りの角度又は角速度が閾値に達せず誤判断し
ない動作 (動作 2，4，6，7，8)と，z 軸方向加速度が閾
値に達せず誤判断しない動作 (動作 5)とに分けられる．
一方，誤判断してしまうような動作は，y軸周りと z 軸
方向の運動を同時に行うような動作である (動作 3，9，
10)．
動作 3 については，転倒判別にサポートベクターマ
シンを適用する方法によって，誤判断率を 0% に改善
可能である 3). 動作 10については，誤判断する原因が，
動作 8 実施後，地面に座った状態の時に，z 軸方向加
速度が閾値を超えたままになり (Fig.3参照)，この状態
で y 軸周りの運動を行うためである．よって，臀部に
取り付けた圧力センサを用いて座っている状態を判別
し，座っている状態では転倒判断しないようにする方
法で誤判断を防ぐことができる 4)．z 軸方向加速度が
閾値を超えたままになる原因は，直立状態での重力加
速度を z 軸方向加速度の基準としているため，座った
時のようにセンサが傾いた状態では，z 軸方向加速度が
基準値からずれるためと考えられる．動作 9 について

は，現状の転倒検知システムでは判別が難しい．ただ
し，今回の結果は，若年健常者の動作結果であるため，
高齢者がこれに類似した動作を行うかどうか検証した
上で，対策の必要性を検討したい.

Table.1 日常動作における誤判断率
y 軸周り y 軸周り ｚ軸方向 誤判断

動作 角度 角速度 加速度 率
(試行数 1) 頻度 2(%) 頻度 (%) 頻度 (%) (%)

動作 2 (50) ◎ (0) ◎ (0) × (90) 0.0

動作 3 (50) △ (56) ○ (32) × (90) 10.0

動作 4 (50) ○ (26) ◎ (14) × (98) 4.0

動作 5 (50) △ (62) △ (62) ◎ (6) 0.0

動作 6 (50) ◎ (0) × (98) ○ (44) 0.0

動作 7 (50) ◎ (20) × (92) × (100) 0.0

動作 8 (50) ◎ (2) ◎ (8) × (96) 0.0

動作 9 (50) × (94) × (96) × (100) 32.0

動作 10 (50) × (96) △ (52) × (92) 36.0
1 試行数＝被験者 (若年健常者) 数× 10 回
2 閾値を超える頻度の表し方は次のようにする. ◎：0%～25%，
○：25%～50%，△：50%～75%，×：75%～100%
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Fig.3 動作 8実施時の z 軸方向加速度の時間応答

4 おわりに
本研究では，大腿骨頚部骨折を予防するためのエア
バッグ式ヒッププロテクターを開発するために，転倒
検知システムの性能の評価を行った．色々な日常動作
を行うことにより，現状の転倒検知システムでは判別
が難しい動作の傾向を明らかにした．
5 参考文献
1)八並, 西村, 千田, 石原, 浅輪, 小林, 森田, 転倒検知シ
ステムの開発, 日本機械学会 D&D2006,612,2006

2) 西村, 八並, 千田, 石原, 浅輪, 小林, 森田, 大腿骨頚
部骨折予防プロテクタ向け転倒検知システムの開発, 第
27 回バイオメカニズム学術講演会 2006

3)八並哲史，サポートベクターマシンを用いた高齢者
の転倒判別方法に関する研究，平成 18年度信州大学大
学院修士論文，2007

4)八並, 西村, 千田, 小林, 森田, 転倒検知システムの開
発，計測自動制御学会中部支部シンポジウム 2006講演
論文集，pp.17-20，2006
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画像解析による身体バランス能力評価に関する基礎研究 
岡本秀平*，中川真吾**，橋本昌巳**，青木朗***，伊東一典**，香山瑞恵**，為末隆弘**，米澤義道** 

*信州大学大学院工学系研究科，**信州大学工学部，***信州大学医学部 

A study of evaluation of balance ability by image analysis 
Shuhei Okamoto*, Shingo Nakagawa**, Masami Hashimoto**, Akira Aoki***, Kazunori Itoh**, Mizue Kayama**,  

Takahiro Tamesue**, Yoshimichi Yonezawa** 

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

***Shinshu University School of Medicine 

 

1. はじめに 

高齢者が転倒しやすくなる要因は，下肢の筋力の

衰えに加えバランスの乱れを取り戻すための防御

反応に必要な時間が長くなるなど複合的である．従

来，バランス能力の評価を目的として重心変動を計

測する場合，多くが支持基底面における重心変動評

価であった．しかしながら，本来の重心は三次元的

なものであることから，我々は画像解析を用いて乱

れたバランスを修復する過程の三次元的な重心変

動を評価することを試みた．計測には 2台の DVカ

メラを使用し，被験者の足元に加えた意図的な外乱

後の動作を記録し，画像解析によって得られた重心

の変動と，支持基底面重心の変動を比較評価した． 

2. 身体動揺評価システム 

2.1. システム構成 

モーションキャプチャのような画像による運動

解析は，加速度センサやジャイロセンサ等に比べ動

作が視覚的直接的に捉えられるという利点がある． 

バランス修復過程の動作の解析のため，図 1のよう

にアクチュエータを使用した移動台にヒトを乗せ， 

図 1 測定システムの構成 

外乱を起こした際の立ち直り動作を 2 台のカメラ

で撮影する．アクチュエータによる外乱刺激を左右

に限定することにより，2台のカメラで三次元的動

作を捉えられる範囲に収めた．身体の各部位にラン

ドマークとしてマーカを装着し，画像から座標を求

めることで動作を解析した．移動台の四隅にロード

セル（共和電業製，定格容量 1kN）を配置し、加重

変化による支持基底面の重心検出を同時に行った．  

2.2. 2画像からの三次元座標の算出 

 この計測において，動作を三次元的に捉えるため

にはカメラの配置が重要となる．図 1に示したよう

に正面から左右 30°に配置されたカメラで一連の

動作を撮影する．図 2は上面から見たカメラの簡略

的な配置図である．各カメラの画像中心線が交差す

る場所を座標の原点とし,画像中心線と直交する平

面を撮影平面とした場合，マーカを写した際のカメ

ラの座標と撮影平面上のマーカを通過する直線が

両カメラで交差する位置から X(左右)-Y(前後)平面

上のマーカ座標を算出した．また Z(上下)成分につ

いては Y 成分に対して変化するため，予め計測し

た構成用データを基に算出した． 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 X-Y平面の座標算出 
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2.3. 身体動揺の測定実験 

本システムにより 20代・40代・50代の健常者各

1名において身体動揺の計測実験を行った．外乱の

強さによる人体各部位の動作の大きさや，それに伴

う重心移動を解析した．計測は移動台上に足を 5cm

開けた直立姿勢で立たせ，移動距離 150mm，加速

度 0.4～1.0m/s2(4 段階)の左右方向に対する外乱で

行った．また移動方向をランダムにすることによっ

て外乱を予測した重心移動を抑えた．  

2.4. 身体動揺の評価方法 

図 3は身体の動作によるマーカの軌跡である．マ

ーカの位置から各部位の重心を求め，それらを人体

の質量比によって集約することで三次元的重心を

算出した [1][2]．導出された重心の移動軌跡から最

大変位・総移動量等を求め，支持基底面の重心との

比較を行った．  

3. 結 果 

図 4 に重心移動の軌跡を示した．20 代被験者に

比べ 50 代被験者に小刻みな重心動揺が確認できた．

また，画像重心が最大変位に至る時間までの軌跡を

赤線，それ以降を青線で示すことにより，支持基底

面と画像の最大変位に時間差を確認することがで

きた．図 5に最大変位までの時間差と総移動量を示

した．被験者別に比較したところ本実験においては

年齢増加によって支持基底面と画像の重心移動に

時間差が開いていく傾向が見られた．  

4. まとめ 

本検討において,支持基底面における重心と画像

による重心の計時的変化の差からバランス能力の

指標となる可能性を見出した．今後は被験者を増や

し，外乱や年齢別の傾向を考察していく．また，慣

性等による力学的な重心の変化を求め,より正確な

重心変位によるバランス評価につなげていきたい． 

5. 参考文献 

[1]佐藤方彦：“人間工学基準数詞数式便覧”，技報

堂出版，pp．42‐43(1999) 

[2] 中村隆一，齋藤宏，長崎浩： “基礎運動学第 6

版”，歯科薬出版，pp．334‐335(2003) 

 

 
図 3 マーカ移動の軌跡例(加速度 1.0m/s2左移動時) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 4 重心の移動軌跡例(加速度 1.0m/s2左移動時) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 重心の総移動量と最大変位の時間差 
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凍結手術と凍結手術後温熱療法における HSP発現に関する基礎研究 
髙橋知也*，髙橋大志*，曽根和哉**，福本一朗* 

*長岡技術科学大学医用生体工学教室，**ツインバード工業株式会社 

A basic study of HSP expression on cryosurgery and hyperthermia after cryosurgery 
Tomoya TAKAHASHI，Daishi TAKAHASHI，Kazuya SONE，Ichiro FUKUMOTO 

*Biomedical Engineering Laboratory，Nagaoka University of Technology 

**Twinbird Corporation 

 

1. はじめに 

凍結手術や温熱療法が侵襲性の低い治療法とし

て悪性腫瘍に使用されている．凍結手術は組織に超

低温を作用させ，細胞を凍結破壊する方法であり，

温熱療法は加温により細胞を破壊する方法である．

現在，凍結手術には，不完全凍結からなる免疫学的

促進による悪性腫瘍の増悪の可能性などがあり，温

熱療法においては HSP(Heat Shock Protein)による温

熱ストレス耐性の獲得が問題視され，それについて

の研究は行われている．しかし，凍結手術および凍

結手術後温熱療法についての HSP発現に関する研

究は行われていない．そこで我々は，供給電力量を

変化させることにより能動的温度制御が可能な

FPSC とペルチェ素子を併用した凍結手術装置を

用いて，凍結手術および凍結手術後温熱療法をマウ

スの肝組織に対して施行し，HSP 発現の比較を行

った． 

2. 方 法 

 対象はマウス(ICR，雄，6 週齢)の肝組織(外側左

葉)とし，凍結手術のみを行う群(cryo群)と凍結手術

後に温熱療法を行う群(cryo-hyper群)の 2群とした．

各群 1匹ずつ使用し，コントロールを含め計 3匹を

使用した．凍結手術は，マウスの腹腔内にネンブタ

ールを投与後，皮膚および腹膜を切開し，外側左葉

を露出させ，凍結手術および凍結手術後温熱療法を

施行した．術中は K 型熱電対によりプローブ，肝

表面のプローブ圧抵部位，圧抵部位より 5，10mm

地点の計 4点において 5秒間隔で温度測定を行った．

凍結手術条件は，急速凍結―緩速融解とし，凍結―

融解を 1回行う 1サイクル法を採用した．凍結手術

開始時のプローブの温度は-60℃，FPSC は-80℃と

し，3分間の凍結を行った．cryo群は，凍結後肝温

度が 0℃になるまでペルチェ素子による加温を行い，

その後は室温で静置した．cryo-hyper群は，凍結手

術を同条件で施行後，0℃に到達後も加温を続けた． 

温熱療法は，36℃以上で 5分間の加温とし，最高到

達温度は 42℃とした．その後は cryo群と同様に室

温で静置した．術後 24 時間で肝臓を摘出し，Fig1

の様に壊死部位を中心に 2分し，一方は 5mm間隔

に細分化し ELISA法による HSPの定量を行い，他

方は固定，包埋，薄切後免疫組織化学染色を行い，

顕微鏡で発現部位の観察を行った．ELISA，免疫組

織化学染色共に一次抗体にはRabbit Anti Heat Shock 

Protein 70 Polyclonal Antibodyを使用し，二次抗体に

は Polyclonal Goat Anti Rabbit Immunoglobulinsを使

用した．発色基質には，ELISAでは TMB Blue，免

疫組織化学染色では AECを使用した． 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 肝臓の細分化 

3. 結 果 

(1)温度測定結果 

術中のマウス肝臓の経時温度変化を Fig.2に示す． 

cryo 群においてマウスの肝臓の最低温度は-17.3℃，

cryo-hyper 群においては-15.8℃であった．融解後

5mm間隔で切断 

肝臓 壊死部位 
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cryo群は 28℃に漸近し，cryo-hyper群では 42℃まで

加温された後，cryo群と同様に 28℃に漸近した． 
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Fig.2 術中のマウス肝臓における経時温度変化 

 
(2)免疫組織化学染色(HSP)染色結果 

controlでは正常状態の細胞核が観察され，組織は

全体的に赤褐色であった(Fig3)．cryo 群には，核濃

縮や消失が観察され，核の染色性が低下し，壊死部

位では HSPの染色性が低下していた(Fig4)． 

Fig.3 control群 HSP染色(×50) 

Fig.4 cryo群 HSP染色(×50) 

(3)HSP発現量結果 

 ELISAによる HSPの発現量と温度の関係を Fig.5

に示す．cryo群，cryo-hyper群共に，凍結中心部付

近では HSP発現量は少なく，5mm地点では control

に比べHSP発現量が多くなった．また cryo群では，

10mm地点で HSP発現量が減少した． 
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Fig.5 最低/最高温度と HSP発現量の関係 

4． 考 察 

HSP染色の結果，control群が全体的に赤褐色に

染色されていたことから，HSPは他のタンパク質と

同様に恒常的に発現していることが分かった．

ELISA 法による HSP 発現量の結果では，cryo 群，

cryo-hyper群共に，凍結中心部付近での HSPの検出

量が control に比べ減少していることから，凍結手

術または凍結手術後温熱療法により細胞が壊死し，

HSP の発現量が減少したと考えられる．また cryo

群，cryo-hyper 群の 5mm 地点での HSP 発現量が

control群よりも増加していることから，細胞の壊死

に到達しないストレスは HSP を多量に発現させる

という事が分かった．cryo群では，10mm地点での

HSP 量が control 群よりも減少していた，この理由

は今後個体数を増やし，検討する必要がある． 

5． まとめ 

HSPの発現量は，cryo群，cryo-hyper群共に凍結

中心部において最も低い値を示すことが示唆され

た．また，cryo 群，cryo-hyper 群共に 5mm 地点で

は，HSP の発現量が control に比べ増加していた．

今回は，実験に用いたマウスの個体数が圧倒的に少

なく，Fig2について 5~10分の温度変化に差がある

ことから，これらの実験法の改善を行わなければな

らない．今後，手術後の日数の経過による HSP 発

現量を比較した後，個体数を増やして実験行う必要

があると考える． 

6. 参考文献 

髙橋大志，中村春樹，篠田和文，福本一朗：ペルチ

ェ素子とスターリング冷凍機を利用した電子式凍

結手術装置の研究：医科器機学，第 77巻，第一号，

p23~27,2007 
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ディジタル発汗計の開発とヒト各部位の発汗量測定 
百瀬 英哉*，坂口 正雄**，大橋 俊夫*** 

*㈱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 Digital Perspiration Meter and Measuring Perspiration of Human Body 
*Hideya Momose, **Masao Sakaguchi , ***Toshio Ohashi 

*Nishizawa Electric Maters Manufacturing Co.,Ltd. , **Skinos Tohmi Lab, ***Shinsyu University 

 

1. はじめに 

換気カプセル型差分方式発汗計のディジタル化

を図ったマイコン制御発汗計を新しく開発した。本

装置はカプセルに供給する空気流量を補償した高

応答発汗計 1)でもある。本装置と市販装置(スキノ

ス SKD-2000)の動作特性を比較するとともにヒト

の手掌部の発汗量を測定し、実用性を吟味した。 

 

2. 装置について 

2.1. 概要 

 本装置概要をブロック図（図１）に示す。 

ディジタル発汗計における湿分のセンシングは、相対

湿度センサと温度センサの両出力をマイコンに導いて絶

対湿度化を図り、差分および空気流量の制御はマイコン

によりディジタル的に実行される。装置出力は、D/A 変

換器を経てアナログ出力されるとともに、RS232C インタ

ーフェースを介してパソコンにデータが供給でき、既に

市販している発汗解析ソフト(スキノス MOD-002) )によ

る解析が容易に可能である。 

本装置構成において、ポイントとなる、流量補償方式、

絶対湿度化、自動ゼロ調整演算について以下に記す。 

 

図 1 ブロック図 

2.2. 流量補償方式 

 換気カプセル型差分方式発汗計では、空気流量が

増加すると、センサ感度は悪くなるが応答は速くな

る。逆に空気流量が減少すると、センサ感度はよく

なるが応答は遅くなる。流量補償方式は、発汗量に

応じて空気流量を変化させることで、高感度、高応

答を実現できる。 

 

2.3. 絶対湿度化 

相対湿度センサ出力 Vrel[V]、相対湿度センサ温度

を t[℃]とすれば絶対湿度信号 Vabs[V]は、次式によ

り演算可能である。2) 

)(tfVV relabs ⋅=     ・・・・(1) 

 なお、f(t)は、 

)15.273(939.13
086.036.19328.348)(

32

+
+−+

=
t

ttttf  ・・・・(2) 

 

2.4. 自動ゼロ調整演算 

差分方式発汗計において、ゼロ点がずれるのは、セ

ンサ感度のばらつきが生じるためである。そのため

センサ 1出力に係数 aを掛けることでこのばらつき

を排除することができる。周辺空気のセンサ出力を

Vr[V]、汗の蒸散を含む空気のセンサ出力を Vm1[V]

としたとき、ゼロアジャストスイッチを押した時、

次式(3)(4)よりえられた Vm2[V]と Vr[V]の差分によ

り発汗量を計測する。 

1mV
Vra =    ・・・・(3) 

aVV mm ⋅= 12     ・・・・(4) 
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3. SKN-proto について 

ディジタル発汗計の試作機である SKN-proto の

概観写真を図 2 に、試作仕様を表 1 に示す。 

 

4. 装置特性 

 図 3 に既製品の SKD-2000 との計測値比較（キャ

リブレーション）を示す。このように、本試作機と

SKD-2000 はほぼ同じ計測値を示した。 

また、図 4 に応答特性の比較を示す。このように、

本試作機はステップ応答における立ち上がり時間、

立ち下がり時間ともに改善されている。 

 

5. 実験 

 SKD-2000 を左手親指に、本試作機を右手親指に

装着し、被験者に付加を与えた様子を図 5 に示す。 

 本試作機と SKD-2000はほぼ同じ計測結果が得ら

れ、本試作機の有用性が示された。 

 

6. まとめ 

開発中のディジタル発汗計の概要を示した。今後

さらなる改善を行い、商品化を目指す予定である。 

 

 
図 2 SKN-proto 概観 

 

表 1 SKN-proto 仕様 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0 100 200 300 400 500

SKN-proto[ml/min]

S
K
D
-2

00
0[

m
l/
m
in
]

 

図 3 キャリブレーション 
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図 4 応答特性（ステップ応答の比較） 

 

 
図 5 実験 

 

参考文献 

1)坂口正雄,平林司嵩ら:換気カプセル方式流量補

償型発汗計の開発,発汗学,Vol12.No1,2005 

2)小野伸幸,坂口正雄ら:カプセル温度が測定値に

与える影響を考慮した精神性発汗測定装置の吟味, 

MBE89-59,1989 
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夜間睡眠中の生体信号の計測 

      －発汗量、皮膚電位、呼吸、側頭筋電位の計測－ 
坂口 正雄*，大橋 俊夫** 

*スキノス東御研究所，**信州大学医学部 

Measurement in the sleep of the biomedical signal 
Sakaguchi Masao*，Ohhashi Toshio** 

*SKINOS Tohmi Labo. **Shinshu Univ. 

 

1. はじめに  

2006 年 7 月～1 年間、70 余夜に及ぶ夜間睡眠中

における前胸部あるいは大腿部等の発汗量、左手掌

部の皮膚電位、呼吸、側頭筋電位等の生体信号を計

測した。同時に敷き布団の温度、湿度を測定し、寝

具が生体信号に及ぼす影響および四季を通しての

睡眠時発汗を吟味した。  

2. 睡眠時生体信号の計測  

図１に睡眠時生体信号計測概要図を示す。敷き布団

は、布団表面の風吹き出しメッシュから温風あるい

は涼風を送風される。「暖・快眠コース」のスイッ

チを入れると自動的に温風温度と風量がコントロ

ールされ、「涼・快眠コース」は睡眠リズムに合わ

せて風量がコントロールされて寝床内のさわやか

感が得られる (表１)。布団の温･湿度は市販の温・湿

度計(バイサラ  HMI32)をメッシュの上に設置して

測定し、発汗量は高応答発汗計 (スキノス SKT2006)
を用いて測定した ( １ )。皮膚電位は左手掌‐

 
図１ 睡眠時生体信号計測概要図  

前腕部にペースト電極を貼付して自作の皮膚電位  
計により測定した。なお、皮膚電位は生理学領域で

慣用しているように、上方が負電位になるように記

録した (2)。 
発汗計カプセルを前胸部、前額、大腿部など様々

な部位を選択して両面テープとサージカルテープ

を用いて固定した。各データは A/D 変換器を介し

てパーソナルコンピュータに供給し、発汗解析ソフ

ト(スキノス)を用いて解析した。 

 
表１ 送風ユニットの仕様明細 
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図２ 四季を通した睡眠時発汗量の記録  

図３ 季節別の睡眠時発汗量  

図４ 睡眠時の側頭筋電位・前胸部発汗量

ならびに布団温度変化  

3. 結 果  

季節ごとの睡眠時発汗量変化の典型例を図２に、

単位時間当たりの発汗量を図 3 に示す。  

睡眠時の敷き布団の状況は温、涼風のセットの有無、

レベル等様々であるが、季節ごとの睡眠時の発汗量

は、多い順に夏、春、冬、秋季の順であった。  

図 4 は睡眠時の歯ぎしり、噛み締めを計測した結

果である。健康人であっても極めて多くの咬合力

20kgf（図 4 0.25V相当）以上の噛み締めを行ってい

ることがわかる。  

4. まとめ  

睡眠時の生体信号の記録の一例を示した。一般に、

睡眠中にバースト的発汗が多い場合に寝心地が悪

いように感じた。他に睡眠中の呼吸、心拍数の変化

についても測定を行った。  

参考文献  
[1] 坂口正雄,小松徳幸他：.温・涼風敷布団とその寝心

地評価.信学技報,MBE2006-54 ,pp61‐64,2006 
[2] 坂口正雄,小野伸幸他：.睡眠時における手掌部発汗

と皮膚電位の変化 .信学技報 ,MBE91-50 ,pp43‐
48,1991 
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REM睡眠中における相動的な現象について 
柳澤 祐貴*，荒井 善昭*，窪田 茂男**，山田 晴一** 

*長野工業高等専門学校，**GAC株式会社 

Phasic phenomenon in REM sleep 
Yuki Yanagisawa*，Yoshiaki Arai*，Shigeo Kubota**，Seiichi Yamada** 

*Nagano National College of Technology，**GAC Corporation 

 

1. はじめに 

近年，睡眠の障害に悩む人が増加している．睡眠

導入剤の普及も広まっている．それだけ眠れない人

がいるということである．不眠症はストレスになり

やすく，身体に悪影響を及ぼしかねない．また，運

転中の眠気につながりやすく事故の原因にもなる． 

不眠症治療には睡眠薬が用いられるが，不眠症に

はいくつかの種類があり，症状に応じた睡眠薬が用

いられる必要がある．しかし，不眠の症状は主観で

しかなく，適切に判断することができない．睡眠の

状態を測るものとして脳波や筋電図を測定するポ

リソノムグラフィ(PSG)があるが，これは専門技師

による電極の装着，解析が必要であり，費用も手間

もかかってしまう． 

そこで，睡眠の状態を脳波以外の簡易計測で知る

ことができないか，睡眠中の身体データ計測を行っ

た．その結果，睡眠中の脳波の変化が呼吸や眼球運

動，心拍に現れているということ発見した． 

2. 測定方法 

健常な成人男性 15名（年齢 20代から 60代）を

被験者とし，睡眠中の PSG 及び呼吸情報計測を行

った． 

2.1. 脳波計測 

脳波を導出する電極位置は国際 10-20 法に従い，

C3A2，C4A1，O1A2，O2A2(図 1 の黒点箇所)を計

測した．1) 

2.2. 呼吸測定 

呼吸の測定には以下のセンサを用いた． 

・サーミスタ：口，鼻に装着 

・ゴムバンドセンサ：胸部，腹部に装着 

・感圧センサシート(GAC製)：体幹部に敷いて使用 

 
図 1：脳波計測箇所 

3. 計測データの解析 

測定したデータを次のように解析をおこなった． 

3.1. PSG計測データ 

専門技師により，PSG計測データから睡眠段階を

判定した．眼球付近の電極からは眼球運動の有無，

心電図からは心拍数を求めた． 

3.2. 呼吸測定データ 

各種センサで測定した呼吸波形を解析し，単位時

間当たりの呼吸数を求めた． 

4. 結果 

一晩の睡眠段階と呼吸数を比較したグラフを図 2

に示す．上段が 1分間当たりの呼吸数，下段が睡眠

段階である．睡眠段階は簡略化のためステージⅠと

Ⅱを浅いノンレム睡眠，ステージⅢとⅣを深いノン

レム睡眠と考える．縦軸の 1が覚醒，2 が REM睡

眠，3 が浅いノンレム睡眠，4 が深いノンレム睡眠

を表している．この図より，レム睡眠時に呼吸数が

増加していることがわかる(図 2の矢印部分)． 
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REM睡眠中の 30秒当たりの呼吸数及び心拍数，

眼球運動を比較したものを図 3に示す．図 3上段よ

り右目の眼球運動，左目の眼球運動，呼吸数，心拍

数を示している．多少のズレはあるものの，眼球運

動の起こっているときに，呼吸数の増加，心拍数の

増加が見られる．  

5. まとめ 

REM 睡眠中の呼吸数の増加はよく知られている

ことであるが 2)，REM 睡眠中でも眼球運動が起こ

っているときのみに呼吸数及び心拍数が増加する

ことを発見した．このことから，眼球運動や呼吸数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の増加，心拍数の増加といった現象はそれぞれ独立

して起こっているのではなく，脳からの信号により，

同期して起こっていると考えられる．  

 脳波を用いずに REM睡眠を判定するための 1つ

の指標になると考えられる． 

6. 参考文献 

1) 大熊輝雄：臨床脳波学，医学書院，(1999) 

2) 北一郎：呼吸のしくみ，株式会社ナツメ社，

(2005)  

図 2：睡眠段階と呼吸数の比較

図 3：REM睡眠中における呼吸数と眼球運動及び心拍数の比較 
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独立成分分析と空間逆フィルタを用いた脳機能ダイポールイメージング 
須永 研太朗*，堀 潤一* 

*新潟大学大学院自然科学研究科 

Dipole Layer Imaging of Brain Electrical Activity by Means of Independent Component Analysis 
and Spatial Inverse Filter 
Kentaro Sunaga*, Junichi Hori* 

*Graduate School of Science and Technology, Niigata University 

1. はじめに 

脳波は設置環境の制限が少なく，無侵襲で容易に

計測できるため自然に近い環境で脳機能を解明す

る手段として有効な方法である．しかし，電極数が

限られる上，頭蓋骨の低電導特性の影響により，脳

波の空間分解能は悪い．この問題を解決する方法と

して，頭皮表面の電位分布から脳内の仮想表面上に

おける等価ダイポール信号分布を推定し，信号源の

発生位置を特定する脳内ダイポールイメージング

が提案されている[1]．この方法によれば，脳内に発

生する信号源はその数や方向に制限を受けること

なく，複数のダイポールの信号強度分布によって等

価的に表現できる．ダイポール強度分布は，空間逆

フィルタを用いて推定され，精度の高い推定には頭

皮電位における信号・雑音の情報が必要となる．本

研究では，計算機シミュレーションにおいて，独立

成分分析を用いて，頭皮電位を信号・雑音に分離し，

空間逆フィルタに適用することによってダイポー

ルイメージングの空間分解能を向上させることを

検討した． 

2. 方 法 

2.1. ダイポールイメージング 

脳内のダイポール強度分布を推定するために，ま

ず頭部を図 1 のように不均質３層同心球によりモ

デル化する．この頭部モデルの脳内に仮想的にダイ

ポール層を設置し，その内部に存在する信号源によ

る信号強度分布を等価的に表す．頭部形状と導電率

を考慮することにより，等価ダイポール層から頭皮

表面までの伝達関数を求める（順問題）．計測され

た頭皮電位からこのダイポール強度分布を推定す

るためには伝達関数の逆関数を求めることになる

（逆問題）． 本研究では，伝達関数の逆関数を空間

逆フィルタのティコノフの正則化フィルタ(TKNV)，

パラメトリック射影フィルタ(PPF)で求めた． 

2.2. 独立成分分析（ICA） 

独立成分分析が設定する生成モデルは観測信号

を x，混合行列を A，信号源を sとすると， Asx
と定義される．独立成分分析は生成モデルにより得

られた観測信号 x に復元作用素 W を作用させ， 

Wxy とし，信号源ｓの推定として独立成分ｙを

求める．独立成分分析はｙの独立性を評価する基準

とその基準を基にした目的関数を最大化または最

小化する数値計算法からなる．本研究では FastICA

アルゴリズムを用いた[2]． 

2.3. シミュレーション 

不均質３層同心球モデル上で脳内ダイポールイ

メージングの計算機シミュレーションを行った．そ

の流れを図 2に示す．ダイポール層の半径を 0.8と

し，信号源は放射方向に 30°で 2 つ設置した．信

号源は 13Hz ，29Hzの周期で強度を変化させた． 

信号源

ダイポール層

頭蓋骨

頭皮電位

R=1.00

rd=0.80

r1=0.87

r2=0.92

脳

信号源

ダイポール層

頭蓋骨

頭皮電位

R=1.00

rd=0.80

r1=0.87

r2=0.92

脳

図 1 頭部モデル 

脳波

（元データ）

脳波

（信号成分）

脳波

（雑音成分）

原信号源

（信号成分）

原信号源

（雑音成分）

ICA
混合

作用素
ダイポール
イメージング

脳波

（元データ）

脳波

（信号成分）

脳波

（雑音成分）

原信号源

（信号成分）

原信号源

（雑音成分）

ICA
混合

作用素
ダイポール
イメージング

 

図 2 シミュレーションの流れ 
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そして，信号源の離心率を 0.6，0.65，0.7と変化さ

せ，サンプリング周波数 1000Hzで 200サンプルの

頭皮電位を生成した．また，背景雑音には均一なガ

ウシアン白色雑音（GWN）と不均一な周辺雑音，

中心雑音，片方雑音を用いた．各電極で観測される

信号強度による頭皮電位画像中の雑音成分の割合

（雑音レベル： AfnNL ）を 0.05，0.10，0.15，

0.20と変化させた．生成した頭皮電位に対して，独

立成分分析を行い，独立成分のうち信号であるもの，

信号ではなく雑音であると思われるものをそれぞ

れ，混合作用素により信号成分，雑音成分とした．

この分離信号，分離雑音を用いて空間逆フィルタ

（TKNV，PPF）によりダイポール強度分布推定を

行った．また，雑音共分散行列は，①分離した雑音

成分，②分離を行っていない頭皮電位（元データ）

と分離信号の差分（差分雑音）から生成した．推定

の評価には真のダイポール強度分布と推定したダ

イポール強度分布との相対誤差を用いた．   

3. 結 果 

 信号源の離心率が 0.7，背景雑音が GWN，周辺
雑音の場合に TKNV，PPF で推定した結果をそれ
ぞれ図 3，図 4に示す．分離信号から推定すること
で，元の頭皮電位データから推定した場合と比較し

て相対誤差が小さくなっていることが確認できる．

次に，PPF において雑音共分散行列の生成法の違
いによる結果を図 5に示す．分離雑音を用いた場合
より差分雑音を用いて Q を生成した場合の方が推
定精度が高いことが確認できる．  

4. まとめ 

 独立成分分析により信号，雑音を分離すること

でダイポールイメージングの推定精度が向上した

こと確認できた．これは，独立成分分析により信号

を分離し雑音を低減させることができたためであ

る．しかし，雑音共分散行列の生成法による結果よ

り，信号は分離できたが，雑音は分離できたとはい

えなかった．この理由として，本研究で用いている

FastICAアルゴリズムでは前処理に主成分分析によ

り次元を下げているため，その際に信号より小さく

設定されている雑音の多くの情報が失われている

ということが考えられる．したがって，元データと

分離信号との差を雑音とした場合，高い復元精度が

得られたと考えられる． 

今後は他の空間逆フィルタによるシミュレーシ

ョンを行うとともに実脳波データにおける空間分

解能の向上を目指す． 

参考文献 

[1]  大島健志，堀潤一，三輪俊成，斉藤義明：信

号と雑音の統計的性質を考慮した空間逆フィルタ

による脳機能ダイポールイメージング，生体医工学

シンポジウム，予稿集，pp.312-317，2005．  

[2] Aoki Naotoshi , Hori Junichi , He Bin ,Estimation 

of cortical dipoles sources by equivalent dipole layer 

imaging and independent component analysis, 28th 

Annual International Conference of the IEEE 

Engineering in Medicine and Biology Society, 

pp.992-995 2006. 
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図 3 分離信号からの推定と元データからの推定
の比較（TKNV） 
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図 4 分離信号からの推定と元データからの推定

の比較（PPF）  
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ブレインコンピュータインタフェースのためのアルファ波阻止検出システムの開発 

― タスクによる検出精度の違い ― 
長谷川 敬士*，成田 拡憲*，堀 潤一* 

*新潟大学大学院自然科学研究科 

Alpha Blocking Detection System for Development of Brain Computer Interface 
- Difference of detection accuracy according to task - 

Keiji Hasegawa*, Hironori Narita*, and Junichi Hori* 

*Graduate School of Science and Technology, Niigata University 

 

1. はじめに 

コミュニケーションは，人間が生活していく上で

基本的な行動であり，必要不可欠なものであるが，

末期 ALS（Amyotrophic Lateral Sclerosis）患者など

の残存機能が低下した患者の場合，有効なコミュニ

ケーション支援機器が少ないのが現状である．ALS

患者の場合，残存機能が極めて少なくなった状態で

も意識は健常者と変わらず鮮明である．そのため現

在では，唯一の残存機能である脳活動を用いたイン

タフェースとして，BCI (Brain Computer Interface)

が注目されている[1], [2]． 

本研究では，安静時に出現し，脳の活動時に周期

性を失い振幅が減少するアルファ波に注目し，非侵

襲で，かつ意思のみで操作が可能なインタフェース

を開発することを目的とする．今回は，トレーニン

グ機能によりその精度向上を目指すとともに，タス

クによる検出精度の違いについて確認した． 

2. 方 法 

2.1. アルファ波阻止 

脳波は周波数成分によって分類でき，特に 8～

13Hz の周波数成分の脳波をアルファ波という．ア

ルファ波は安静時に出現するが，脳の活動などによ

り周期性を失い振幅が減少したり，消滅したりする．

このことをアルファ波阻止（Alpha-blocking）とい

い，本研究ではこのアルファ波阻止を利用した BCI

の構築を目指す． 

2.2. BCIシステム 

アルファ波阻止を検出することで，実際にリアル

タイムで意思を伝達する BCIシステムを開発した． 

被験者は座位安静状態で，頭部に貼付した複数の電

極で脳波を検出した．得られた脳波は増幅され，

A/D変換より PCへ取り込まれる．PC上でバンドパ

スフィルタを施すことによりアルファ波を検出し，

絶対値処理，包絡処理を施すことによりアルファ波

阻止の特徴を抽出し，意思の検出を行った．また，

被験者がアルファ波阻止を意図的に発生できるよ

うに，視覚的なフィードバックによるトレーニング

機能を作成した． 

2.3. アルファ波阻止の抽出方法 

本システムでは，被験者にトリガとなる合図（電球

の点灯または暗算式）を提示し，意思区間と意思区間外

を設定した．トリガ前の基準区間，トリガ直後の区

間，アルファ波阻止が起こった区間の平均電位をそ

れぞれ AV , BV , CV とすると，式（1）を満たした場

合にアルファ波阻止が発生したとみなす． 

ACB xVVV   (1) 

このとき，左辺はアルファ波阻止により生じた電位

差を表し，右辺は基準 AV の x％アルファ波阻止が
起こったことを表す．実験では，意思区間に被験者

に対して以下のタスクを課すことでアルファ波阻

止を検出した．  

（1） 提示された式を暗算する 
（2） 音が鳴り電球が点灯したら両手を一瞬握

るイメージをする 
タスク(1)では 2 桁+1 桁の簡単な式を意思区間の始

めに 1秒間だけ表示し，その他は非表示とした．区

間の始めと終わりには 1kHz と 2kHz の電子音のよ

る合図を用いた．タスク(2)では，黒と黄の 2色の電
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球と，上記の合図音を用い，黄色の電球の表示時を

点灯とした．また，複数の電極を前頭部から，Fp

群，F群，C群，P群，O群に分けて，いずれかの

電極で式(1)を満たした場合に「Yes」，全て満たさな

かった場合に「No」とした． 

2.4. トレーニング機能 

画面に全ての電極位置を表示し，アルファ波阻止

が検出された電極の色を変えることにより，被験者

に視覚的フィードバックを与えることでトレーニ

ングシステムを作成した．アルファ波が抑制された

割合によって，４段階に変色させた．被験者はなる

べく自分の意思で電極の色を変化させられるよう，

繰り返しトレーニングを行った． 

2.5. 評価方法 

本 BCIシステムでは，意思区間においてアルファ

波阻止が検出されると，ディスプレイに「Yes」，検

出されない場合には「No」と表示し，被験者へフ

ィードバックを与えた．各タスクで，「Yes」の意思

を示したい場合に「Yes」の反応，「No」の意思を

示したい場合に「No」の反応が出る場合を正出力

とし，全合図区関数に対する正出力数の割合によっ

て確度を算出した． 

2.6. 実験方法 

式(1)における xの値を変化させ，各電極群におけ
る確度を算出，比較した．被験者は 20 代健常男性

1名，座位安静状態とした．脳波取得には多チャン

ネルデジタル脳波計を使用し，サンプリング周波数

は 1kHzとした．貼付電極は国際 10-20法に従い，

脳波検出用の 15電極と，瞬目検出用の 1電極を用

いた．バンドパスフィルタには，アルファ波帯域の

8-13Hzを用いた．再現性確認のために，2回の実験

を行った． 

3. 結 果 

図 1に，2つのタスクにおける確度の比較を示す．

(a)は暗算（タスク 1），(b)は両手を握るイメージ（タ

スク 2）2回目の結果である．確度を算出した結果，

1 回目ではタスク(1)で 78.2%，タスク(2)で 64.6%，

2回目ではタスク(1)で 89％，タスク(2)で 62％とい

う最高確度が得られた．2回の結果とも，タスク(1)

の方がタスク(2)よりも全体的に確度が高かった．ま

た，タスク(1)では O群（後頭部），タスク(2)では P

群（頭頂部）での確度が高いことを確認した． 

4. まとめ 

BCI構築を目指し，意思伝達タスクによる実験を

行った結果，暗算のタスクにおいてアルファ波阻止

が顕著に観測された．また，単一試行，単一電極で

最高確度 89%という高い結果が得られた．トレーニ

ング機能を用いることで，意図的にアルファ波阻止

を発生させることができるようになれば，さらに高

精度な BCI システムの構築が可能であると考えら

れる．今後は，アルファ波阻止割合ⅹならびに最適

な処理電極の自動決定を組み込むことで，BCIシス

テムの完成を目指す． 

5. 参考文献 

 [1]成田拡憲，長谷川敬士，堀潤一：アルファ波

阻止を用いた BCIシステムの開発，第 6回日本生活

支援工学会大会論文誌 p.89, 2006． 

[2]長谷川敬士，成田拡憲，堀潤一：ブレインコン

ピュータインタフェースのためのアルファ波阻止

の検出とシステム開発，第 26 回日本生体医工学会

甲信越支部大会論文誌 p.23, 2006． 

 

図 1.(a)タスク(1)における確度 

 
図 1.(b)タスク(2)における確度 
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意思伝達支援に応用する運動関連皮質電位導出条件の検討 
 宮田 真以*，千島 亮*，**，伊東 一典*** 

*信州大学大学院医学系研究科保健学専攻，**同 医学部保健学科，***同 工学部情報工学科 

 An efficient MRCP-based Brain-Computer Interface (BCI) for patients  
with Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS). 

 
Mai Miyata*， Makoto Chishima*，**，Kazunori Itoh*** 

*Graduate School of Health Sciences, **School of Health Sciences, ***Faculty of Engineering, Shinshu University.

1. はじめに  

 我々は，重度神経筋疾患者（児）・高位頸髄損傷

者の意思伝達支援システムの構築を目的とし，脳波

応用支援システム（Brain-Computer Interface：

BCI）に応用できる脳波特性の基礎的検討を進めて

きた．今回，H.H.Kornhuber と L.Deecke が 1965 年

に報告した上・下肢の随意運動や運動イメージで出

現する Bereitschaftspotential: BP1）（運動関連皮

質電位 movement-related cortical potential: 

MRCP） に注目し，健常者を対象に MRCP の導出条件

について検討した．また，過去７年間に意思伝達支

援技術の活用を中心に，長期にわたり担当した筋萎

縮性側索硬化症（amyotrophic lateral sclerosis: 

ALS）15 名の臨床経過を再考し，MRCP による BCI の

臨床応用の可能性について検討した． 

２．随意運動に関わる脳波と BCI 応用 

 MRCP は運動開始前約1600ms から出現する緩徐な

陰性電位変動である．下肢の運動では Cz（国際

10-20 計測法），左・右側上肢では対側の C4・C3 で

優位に導出可能であることが知られている 2）．また，

運動に関連した特徴脳波には，四肢の随意運動やイ

メージで抑制されるμ律動（Jasper, 1938），事象

関連脱同期（event related  desynchronization: 

ERD）と事象関連同期（event related 

synchronization: ERS）などがある 3）．             

３．MRCP 応用と臨床活用の可能性 

重度神経筋疾患者（児）のリハビリテーション医

療に関わる代表的な疾患として ALS がある．現在，

臨床で意思伝達支援を展開している症例 15 名の経

過を表 1.に示した．本疾患の主病変は，運動神経

核の細胞変性・脱落と錐体路変性であり，構音・嚥

下障害，呼吸筋麻痺，運動麻痺などが進行する極め

て予後不良な疾患である．しかし，病態進行におい

て大脳皮質にまでは病変が及ばない可能性が高い

ことが知られている．こうした病態の特徴から，皮

質活動を非侵襲に導出可能な脳波をコンピュー

タ・アクセシビリティの実現に応用することは，臨

床領域の極めて有効な意思伝達支援方策として期

待できる．  
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4．方法と対象 

 MRCP は，左・右示指伸展と右側足部背屈の随意

運動を導出条件とした．健常者 2 名を対象とし，外

乱の少ない静室で安静椅子座位にて実施した．計

測・解析には誘発電位計測装置(NEC ER1204)を用い，

左・右示指伸筋と右前脛骨筋の随意運動時の 20％ 

MVC 表面筋電図をトリガとして逆加算法(20 回加

算)で同定した．導出電極の配置と設定は図１.に示

すように，皮膚処理後，Ag-AgCl 小型皿電極を国際

10-20 計測法に準拠して装着し，各電極抵抗を 5k

Ω以下とした．眼球電図を同時記録してモニタした． 

 

5．結 果 

右示指伸筋および左示指伸筋の随意収縮のいず

れにおいても，MRCP の緩徐な陰性電位変動を認め

た．同時計測した各対側の半球側（C4-A1及び C3-A1）

にも変動を認めたが，電位変動と最大振幅において

小さい傾向にあった（図 2.）． 

 

 

 右下肢足部背屈時の前脛骨筋随意収縮（Cz-A1）

においても明らかな MRCP を誘導することが可能で

あった．  

6．まとめ 

 左・右上肢と右側下肢の随意運動に先立って得ら

れる MRCP の導出が，どちらの被験者からも可能で

あった．しかし，今回の MRCP 導出は，随意運動収

縮が可能な健常者での計測であり，sEMG をトリガ

としたオフライン波形導出であった．今後，病態を

考慮した任意の「運動イメージ」でも同様の特徴波

形の導出が十分に可能であるかをさらに検証する

必要があった．MRCP 応用では多コマンド発信が可

能である点で，他の特徴脳波よりも複雑なデバイス

制御が可能であると考えられる．また，利用者の操

作学習や訓練期間を少なくできる点でも，即応した

臨床活用の可能性を期待できるものと思われた． 

  参考文献 
1) H.H.Kornhuber, L.Deecke: Hirnpotentialänderungen 

bei Willkürbewegungen und passiven Bewegungen des 

Menschen: Bereitschaftspotential und reafferente 

Potentiale. Pflügers Archiv European Journal of 

Physiology 284(1): 1-17, 1965. 

2) Hiroshi Shibasaki, Mark Hallet: What is the 

Bereitschaftspotential?. Clinical Neurophysiology 

117: 2341-2356, 2006. 

2) Pfurtscheller G, Aranibar A. Event-related 

cortical desynchronization detected by power 

measurements of scalp EEG. Electroenceph Clin 

Neurophysiol 42: 817-826, 1977. 

図 2. 左・右示指伸筋（extensor digitorum m.）随意収縮時の MRCP 源波形の例示（上段より C4-A2,C3-A1,EOG,sEMG） 

a: 右示指伸筋収縮での MRCP 導出結果．対側 C3-A1 でより大きい陰性電位変動を認める． 

b: 左示指伸筋収縮での MRCP 導出結果．対側 C4-A2 でより大きい陰性電位変動を認める． 

 

a. b. 

図 1. 電極配置と設定 
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聴覚刺激による脳波応用意思伝達システムに関する基礎的研究 
千島 亮，舟橋 靖貴*，小坂 将悟**，荒井 善昭***，為末 隆弘**，橋本 昌巳**，伊東 一典** 

信州大学医学部保健学科，*同大学院工学系研究科，**信州大学工学部情報工学科，***国立長野高専電子情報工学科  

A basic research of Brain-Computer Interface (BCI) which applied P300 event-related potential  
by auditory stimulation. 

Makoto Chishima, Yasutaka Funabashi*, Shogo Osaka**, Yoshiaki Arai***,  
Takahiro Tamesue**, Masami Hashimoto**, Kazunori Itoh** 

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

***Department of Electronic and Computer Science, Nagano National College Technology. 
 

１．はじめに 

 J.J.Vidal（1973）は，被験者に視覚刺激モニタ

を凝視させ，刺激周波数に同期した視覚誘発電位

（steady state visual evoked potential: SSVEP）

を任意に誘発し，カーソル移動が可能であることを

はじめて報告した 1)．以来，こうした支援技術は，

新たなコンピュータ・アクセシビリティを実現する

「Brain-Computer Interface:BCI」（以下 BCI）と

して注目されるに至った．非侵襲性に応用されてい

る脳波には，開眼で抑制されないβ波上でのμ律動

変動，随意運動や運動イメージで得られる

Bereitschaftspotential:BP（MRCP:運動関連電位），

μ律動の特定の周波数変動の抑制（event-related 

desychronization:ERD）と増加（event-related 

sychronization:ERS）が応用されている．随意運動

と皮質活動に起源するとされ，極めて遅い周波数帯

域をもつ SCPs（slow cortical potentials）によ

る臨床応用も展開されている 2)．また，SSVEP など

の刺激関連電位ではなく，頭皮正中線上で最大に，

提示刺激の注意，知覚，期待や予測，探索，意志決

定や記憶など，ヒトの認知過程全般の脳活動に起源

するとされる事象関連 P300 を応用した BCI も

E.Donchin らによって提案されている 3)． 

２．目 的 

 我々は，オドボール課題（oddball paradigm）提

示で導出できる事象関連 P300（P300 ERPs）応用 BCI

の構築を進めてきた 4)． P300 ERPs は，「ヒトの注

意，知覚，予測，探索，意思決定や記憶など，認知

過程全般の脳活動を反映する」とされる．今回，提

示する反応課題に聴覚刺激を用い，安定した信号導

出のための最適聴覚刺激を明らかにするために計

画実施した．一般に用いられる気導からの純音刺激

（標的刺激と非標的刺激の弁別）の音圧レベルと，

各刺激の周波数を変えた条件で検討した．また，得

られた最適刺激条件で，BCI システムの臨床活用の

利便性を優先した骨伝導刺激による誘発を試みた． 

３．方法と対象 

 健常者 4名を対象とし，シールドルームの安静椅

子座位で実施した．誘発電位計測装置(NEC ER1204/

日本光電 MEB-5508)を用い，P300 ERPs は 20 回加

算で同定した．図 1.の通り，導出電極と設定は，

皮膚処理後，Ag-AgCl 小型皿電極を国際 10-20 計測

法に準拠して実施した．波形情報は計測装置から

RS-232C で PC に取り込んで解析検討した． 

 

４．結 果 

図 2-a.の通り，標的刺激周波数 2kHz・20％頻度，

非標的刺激周波数 1kHz・80％頻度とし，音圧レベ

ル を 20/30/40/50/60dB に し た 条 件 で は ，

40/50/60dB で P300 ERPs 振幅が増大することが認

められた．標的刺激周波数 2kHz・20％頻度で一定

とし，非標的刺激周波数を 250/500/1kHz・80％に

した条件での結果を図 2-b.に示す．非標的刺激周

図 1. 導出電極の配置と設定． 
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波数差が 1kHz で， P300 ERPs 振幅が増大する傾向

が認められた．非標的刺激周波数を 1kHz・80％頻

度で一定とし，標的刺激周波数を各 250/500/2kHz・

20％にした場合を図 2-c.に示す．前条件と同様，

標的および非標的刺激間の周波数差が大きい 2kHz

で， P300 ERPs 振幅が増大する傾向が確認された． 

 そこで，両側乳様突起部からの骨伝導聴覚刺激を，

標的刺激周波数 2kHz・20％頻度，非標的刺激周波

数 1kHz・80％頻度，聴覚刺激レベル 55dB で実施し

た．図 3.に示す通り，十分な P300 ERPs の導出が

可能であった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．まとめ 

重度神経筋疾患者（児）・高位頸髄損傷者の意思

伝達支援システムの構築を最終目標とし，聴覚刺激

で導出できる P300 ERPs を活用した脳波応用 BCI の

基礎的検討を進めてきた． 

安定した信号導出のための聴覚刺激についは，2

種の弁別聴覚刺激間の音圧及び周波数の差が明確

である条件下で，より有効な導出が可能であると考

えられた．また，従来からの気導刺激だけではなく，

骨伝導聴覚刺激による信号導出が可能であった．     

 P300 ERPs の導出には，被験者の注意の持続や

心理的状態，慣れや目的意識など，様々な因子が影

響するものと思われた．今後さらに，気導聴覚と骨

伝導聴覚刺激による脳波特性の検証と，再現性のあ

る安定した導出条件を明らかにしていくことが重

要であると考えられた． 
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図 2.標的・非標的刺激の音圧と周波数を変えた条件での導出 
 

     a:音圧 20/30/40/50/60dB での P300 ERPs 

        b:標的刺激周波数 2kHz・20％頻度を一定 

 c:非標的刺激周波数 1kHz・80％頻度を一定 

図 3. 左右側同時骨伝導刺激（rare:2kHz ・ 20％，

frequent:1kHz・80％，55dB）による P300 ERPs 導出の例示． 

a. 

b. 

c. 
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短期記憶作業時における有意味雑音のマスキングによるうるささの低減 

高橋 広樹*，為末 隆弘**，伊東 一典**，橋本 昌巳**，香山 瑞恵** 

*信州大学大学院工学系研究科，**信州大学工学部 

Reduction of the annoyance by masking of meaningful noise for short-term memory tasks 

Hiroki TAKAHASHI*, Takahiro TAMESUE**, Kazunori ITOH**, Masami HASHIMOTO**, Mizue KAYAMA** 

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

 

1. はじめにはじめにはじめにはじめに 

一般に記憶や計算等の知的精神作業を行う場合，

雑音の存在によりうるささに対する心理的印象が

変化し，作業成績が低下することはよく知られてい

る．その影響は，ホワイトノイズやピンクノイズ等

の無意味雑音の場合よりも音楽や会話等の有意味

雑音の場合の方が大きい[1]．本研究では，知的精

神作業時に存在する有意味雑音の影響を調べ，それ

を帯域制限ピンクノイズ，自然の音，BGM等でマ

スキングした場合のうるささの低減効果を検討し

たので，それらの結果を報告する．  

2. 作業心理実験作業心理実験作業心理実験作業心理実験のののの概要概要概要概要 

知的精神作業時に存在する有意味雑音をマスキ

ングした場合の，作業者のうるささに対する心理的

印象および作業成績の変化の様子を調べた．知的精

神作業として数字プローブ作業を用いた．これは，

数字からなる系列とプローブとしての一つの数字

が提示され，その系列の中からプローブと同じ数字

の次の数字を再生するものである．課題は 7セグメ

ント LED または音声により提示した．一般的に知

的精神作業は長時間にわたって行われるものであ

るが，被験者への負担を考慮して作業時間を 30 分

とした．被験者は有意味雑音存在下で上記の作業を

行った．有意味雑音として，市販の講演 CDの男性

と女性の音声を用いた．このときの時間平均音圧レ

ベル値を約 50 [dB]とした．また，有意味雑音をマ

スクするために，[177, 5656][Hz]で周波数帯域を制

限したピンクノイズ(Pink)，屋久島の川の流れの音

を収録した自然音(Nature)または BGMを提示した．

有意味雑音とマスキング音の S/N比が 3[dB]の場合

にマスキングによるうるささの低減効果が顕著で

あるという研究結果[2]を踏まえて，マスキング音の

時間平均音圧レベル値を約 47 [dB] とした． 

うるささの心理的印象の評価は 30 分間の作業後

に，7段階にカテゴリー化された尺度(F1：全く気に

ならない，F2：気にならない，F3：あまり気になら

ない，F4：少しうるさい，F5：うるさい，F6：かな

りうるさい，F7：非常にうるさい)[3]で行った．こ

の尺度はカテゴリー順序尺度であるが，近似的にほ

ぼ等間隔距離尺度(Fi = i)として取り扱い得ること

がすでに報告されている．また，うるささの評価は

有意味雑音とマスキング音の全体に対して行って

いるので，有意味雑音に関して気になったかどうか

を YESまたは NO で調べた．作業成績については

正答率と反応時間で評価した．さらに，知的精神作

業は疲労を伴うことから，作業の実施前と実施後の

疲労感を自覚症状しらべ[4]で調べた．Ⅰ群の眠気感

(あくびがでる，眠い，やる気がとぼしい，全身が

だるい，横になりたい)，Ⅱ群の不安定感(いらいら

する，落着かない気分だ，不安な感じがする，ゆう

うつな気分だ，考えがまとまりにくい)，Ⅲ群の不

快感(頭がおもい，気分がわるい，頭がいたい，ぼ

んやりする，めまいがする)，Ⅳ群のだるさ感(肩が

こる，手や足がいたい，腕がだるい，腰がいたい，

足がだるい)，Ⅴ群のぼやけ感(目がかわく，目がい

たい，ものがぼやける，目がつかれる，目がしょぼ

つく)の 25項目について 5段階評価をした．これら

の条件で，20 歳代の男子 19 名と女子 5 名の計 24 

名の被験者について調査を行った． 

3. 結果結果結果結果とととと考察考察考察考察 

うるささについて，課題提示方法(聴覚または視

覚)，有意味雑音の種類(男性または女性)およびマス 
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図 1．雑音のうるささに対する心理的印象と 

有意味雑音に対する評価 

 

キング条件(帯域制限ピンクノイズ，自然音，BGM，

マスキングなし)の 3要因による分散分析を行った．

その結果，マスキング条件の効果は有意であったが

(p<.01), 課題提示方法および有意味雑音の種類に

よる効果は有意でなかった．そこで，各マスキング

条件におけるうるささの平均値と標準偏差を求め

た．その結果を図 1に示す．下位検定を行った結果，

マスキングしない場合と自然音または帯域制限ピ

ンクノイズでマスキングした場合の差が有意であ

った（p<.01）．特に，マスキング音として帯域制限

ピンクノイズを用いた場合，2カテゴリー程度うる

ささが低下している．また，有意味雑音が気になる

と答えた人の割合を図 1に併せて示す．帯域制限ピ

ンクノイズを用いた場合に割合が最も小さい． 

正答率や反応時間についてもうるささの場合と

同様に 3要因による分散分析を行った結果，マスキ

ング条件の効果のみ有意であった(p<.05）．各マスキ

ング条件における正答率および反応時間の平均値

と標準偏差を図 2 に示す．下位検定を行った結果，

正答率ではマスキングしない場合と自然音または

帯域制限ピンクノイズでマスキングした場合の差

が有意であった(p<.05)．反応時間では，マスキング

しない場合と帯域制限ピンクノイズでマスキング

した場合の差が有意であった(p<.05)． 

疲労感に関して，Ⅰ群の眠気感およびⅤ群のぼや

け感において作業実施前と実施後の有意な差が認

められた(p<.01)．それらの結果の 1例として，Ⅰ群

の眠気感に関する結果を図 3に示す．しかしながら，

マスキング条件の違いによる差異はなく，マスキン  

 

図 2．正答率と反応時間 

 
図 3．疲労感（Ⅰ群：疲労感） 

 

グによる改善はみられなかった． 

4. まとめまとめまとめまとめ 

知的精神作業時に存在する有意味雑音を帯域制

限ピンクノイズでマスキングすることにより，うる

ささや作業成績を改善できる可能性があることが

わかった．疲労感についてはマスキングにより改善

されなかったが，今後，疲労を評価するための種々

の生理量についても考察し，疲労に及ぼすマスキン

グの効果についてさらに検討する予定である． 
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根接地インピーダンスの周波数特性 
松田 真一郎，野呂 憲司，白井 瑛一，田中 京子，矢嶋征雄，山浦 逸雄 

信州大学 

Frequency Characteristics of Ground Impedance in Roots  
Shinichiro Matsuda，Kenji Noro，Eiichi Shirai，Masao Yajima，Kyoko Tanaka, and Itsuo Yamaura  

Faculty of Textile Science and Technology, Shinshu University 

 

1. はじめに 

地球温暖化防止を目的とした緑化支援基礎研究の

ひとつとして，植物の根接地インピーダンスをモニ

タリングする方法が提案されている．これまでの研

究で、長時間連続測定による根接地インピーダンス

の日変化パターンを見出している１)．主として単一

周波数でモニタリングが行われてきたが、本報告で

は根接地インピーダンスの全貌について詳しく検討

するため，ケナフを材料として，周波数特性を

Cole-Cole プロットの形で求め，生長に伴う変化を考

察する．また，日変化パターンにおいては，一日の

変化率が周波数によってどのような特性変化を示す

かについても考察し，最適モニタリング周波数につ

いて検討する． 
 

2. 実験方法 

 Fig.1 に信州大学附属農場で育成した実験対象の

ケナフ( Hibiscus cannabinus )を示す．2007 年 5 月 7

日に播種し，その後，発芽，生長したものを 7 月 10

日から測定を開始した． 測定開始時の根元直径は

10 mm，高さ 70 cm，8 月 10 日には根元直径 30 mm，

高さ 200 cm に生長した．根接地インピーダンス測定

には，インピーダンスメータ( HIOKI:3532 )を使用し，

4 電極仕様によって測定した．根接地インピーダン

スの電気的等価回路を，Fig.2 と仮定する．測定周波

数は 50 Hz から最大 900 kHz までの 41 点，この測定

に要する時間は約 2 分である．これを 10 分間隔で

24 時間毎日連続測定を行った．降雨があると，根接

地インピーダンスは不安定になるので，連続測定の

うち，本報告で研究対象としたデータは，降雨また

はその影響のない日によるものである．        

 
a) 7 月 10 日      b) 8 月 3 日 

Fig.1 ケナフの生長 

 

 

Cp Rp 

2
pp

p

)(1 CR

R
Z

ω+
=

Rp：大地と根の組織の抵抗成分  

Cp：根の組織細胞に基づく電気容量 

 

Fig.2 電気的等価回路 

 

3. 実験結果および考察 

 Fig.3 に，2007 年 7 月 10 日から 8 月 9 日までの午

前 10 時に測定した一連の Cole-Cole プロットを示す． 

右端が周波数 50 Hz ，左端が 900 kHz におけるプロ

ットである．Cole-Cole プロットの円弧の大きさは生

長と共に小さくなる． Fig.4 ，Fig.5 に Cp，Rp の周

波数特性を示す．根の発達と共に Cp は増加し，Rp

は減少する．これは生長に伴う根量の増加による抵

抗成分の低下，組織細胞の増加によるキャパシタン

ス成分の増加を示していると考えられる．同時に測

定を継続している他のケナフでも同様な結果が得ら

れた．周波数特性の連続測定により，生長期ケナフ

の電気的特性の全体像が明瞭に把握できた．  
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Fig.3 ケナフの Cole-Cole プロット 
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Fig.4 ケナフ Cpの周波数特性 
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Fig.5 ケナフ Rpの周波数特性 

 

Fig.6，Fig.7 にケナフ Cp，Rp の日変化率の周波数

特性を示す．変化率は 1 日の Cpと Rp変化の最高値

と最低値の差を両者の平均値に対して求めた． Cp，

Rpの日変化率は測定周波数によって大幅に変化する．

Fig. 6 から，Cpの変化率は 10 kHz 付近で最大となり，

周波数が低いところで最小となることがわかる．一

方，Rp に関しては周波数が高くなるほど，変化率は

大きくなるのに対し，1 kHz 付近ではほぼ 0％という

特異な現象が見られた．この特異点は日が経つにつ

れ周波数の増大方向へシフトした．このシフトは

日々の生長に伴う根の変化と何らかの関係があると

考えられる．測定の簡易化の目的から，単一周波数

で測定感度を高めてモニタリングするという観点か

らは日変化率の大きい周波数を選択するのが有利で

ある．たとえば，Cpの測定では約 8 kHz, Rpではそれ

以上の周波数が望まれる．しかし，測定感度のない

Fig.7 のような特異点の移動をトレースすることも

生長変化をとらえる上で重要と考えられる． 
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Fig.6 ケナフ Cpの日変化率 
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Fig.7 ケナフ Rpの日変化率 

 

4. まとめ 

ケナフの根接地インピーダンスの周波数特性を連

続測定することにより，生長に伴う根の電気的特性

の変化像を捕らえることができた．しかし，接地イ

ンピーダンスの測定では周波数が 10 kHz 以上とな

ると測定リード線間の誘導も無視できなくなるので，

今後これらの影響についても検討が必要である． 

最後に，野外実験にご協力をいただいた繊維学部

附属農場技術職員の皆様に深謝します． 
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