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騒音の有意味性が精神作業者におよぼす影響の生理的・心理的定量評価

高橋 広樹*，上條 春香**，為末 隆弘**，伊東 一典**，橋本 昌巳**，香山 瑞恵**，佐伯 徹郎***

*信州大学大学院，**信州大学，***山口大学

Psychophysiological quantitative evaluation for influence of meaningful noise on participants

during mental tasks.

Hiroki TAKAHASHI*, Haruka KAMIJO**, Takahiro TAMESUE**, Kazunori ITOH**,

Masami HASHIMOTO**, Mizue KAYAMA**, Tetsuro SAEKI***

*Graduate School Shinshu University, ** Shinshu University, ***Yamaguchi University

1. はじめにはじめにはじめにはじめに

記憶や計算等の精神作業を行う場合，外来騒音の

存在により，うるささに関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．

その影響は無意味騒音に比べ，有意味騒音の場合に

より顕著にあらわれる．本研究では，外来騒音下に

おける精神作業者の心理的印象や作業成績のみで

なく，脳波を指標とした生理的定量評価についても

検討した．その結果，事象関連電位やFmθ波に差

が見られた[1]．今回は特に有意差が見られた事象関

連電位についての検討を行った．

2. 実験方法実験方法実験方法実験方法

精神作業時に有意味または無意味騒音を提示し

た場合の作業者の心理的印象や作業成績および脳

波の変化を調べた．精神作業として従来の研究[1]と

同様の数字プローブ作業を用いた．課題はヘッドホ

ンにより音声で提示し，作業時間を15 分とした．

有意味騒音として実際の会話を収録した音声を

用いた．無意味騒音として音声の平均的な周波数特

性をもつ擬似音声騒音を用いた．騒音の時間平均音

圧レベル値を約50dBに設定した．また，比較として

騒音を提示しない場合も実施した．

脳波測定はシールドルーム内の安静椅子座位で

実施した．電極は，図1のようにAg-AgCl 小型皿電

極を国際10-20 計測法に準拠して装着した．各騒音

条件において提示される数字をトリガーとして，頭

頂正中部(Cz)における脳波の加算平均を行って事

象関連電位（ERP:Event related poten-tial）を求めた．

また，15分間の作業後に騒音に対してどのような

心理的印象をいだいたかを7段階にカテゴリ化され

た尺度を用いて調査した．さらに作業成績として正

答率と反応時間を測定した．これらの条件で聴力正

常な20歳代前半の男子6名, 女子2名の計8名の被験

者について測定を行った．

3. 結果結果結果結果およびおよびおよびおよび考察考察考察考察

脳波中のERPは，外的あるいは内的な事象に時間

的に関連して生じる脳の一過性の電位変動であり，

自発脳波に重畳して記録される．その中の反応で，

刺激提示後約 100msに観測される陰性成分

(N100)は，感覚刺激の大脳皮質到着と分析の初期段

階に対応していると考えられており，刺激に対する

注意や集中によりその振幅が増大することが知ら

れている[2]．また，刺激によって課題が解決される

など，何らかの情報が被験者にもたらされる時に，

その刺激が提示から約250～600msの潜時をおいて

頭頂部で陽性の大きなピーク(P300)が出現するこ

とが知られており，その振幅や潜時が選択的注意と

密接に関与することが示唆されている[3]．

そこで，本研究では騒音の有意味性の違いが知的

精神作業への注意や集中に及ぼす影響を評価する

ための指標としてN100およびP300の振幅に着目す

る．その結果の一例として，被験者S5のERP波形を

図2に示す．騒音なしの場合には，図の矢印に示す

ように，刺激提示の約380 ms 後に大きな陽性のピ

ークが確認できる．

図 1：測定システム概要
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無意味騒音の場合にもすこしぼやけるが騒音なし

と同じようなピークが確認できる．しかし，有意味

騒音の場合にはこれらに相当する約300msでのピー

クが小さくなっている．

以上のことをふまえて本研究では，数字提示後

250～600msの間に現れる最大陽性ピークP300と，

それよりも前に出現する最大陰性ピークN100の電

位差を求めた．各騒音条件における各被験者の

N100-P300振幅の平均値を図3に示す．N100-P300振

幅は個人差がみられるものの全体的に有意味騒音

下において小さくなる傾向がみられた．統計的検定

の結果，騒音なしと有意味騒音の間（p<.01）およ

び無意味騒音と有意味騒音の間（p<.05）に有意差

が確認された．また，P300およびN100それぞれの

振幅について求めた結果を図4に示す．この結果に

ついても個人差があるが，全体的に有意味騒音下に

おいてP300およびN100振幅が小さくなる傾向とな

った．特にN100振幅でN100-P300振幅と同様な傾向

の有意差が確認された(p<.01)．

各被験者の騒音に対する心理的印象の結果を図5

に示す．いずれの被験者においても，無意味騒音に

比べて有意味騒音の場合にうるさいと感じている

ことがわかる．また，作業成績についても同様に有

意味騒音の場合，騒音なしおよび無意味騒音に比べ

て，作業成績が低下することがわかった．

4. まとめまとめまとめまとめ

騒音の有意味および無意味性が作業者に及ぼす

影響を調べるために脳波を指標とした定量評価を

試みた．その結果，騒音の有意味性の違いにより，

事象関連電位のN100およびP300振幅に差異が現れ

ることがわかった．これらの影響は騒音の有意味性

の違いによる作業への注意，集中と関連していると

考えられ，生理的指標である脳波と心理的印象およ

び作業成績との関連性の一端が認められた．

おわりに，本研究は科学研究補助金(No.1870021

7) の助成によるものである．

参考文献参考文献参考文献参考文献

[1]高橋 他，有意味・無意味騒音が精神作業者に及ぼす影

響の心理的及び生理的定量評価，日本音響学会2008年

秋季研究発表会講演論文集，2-R-23，2008．
[2] S.A.Hillyard et al,Electorical sings of selective attention in

the human brain,Science,vol .182,227-228, 1973．

[3]岡村，長時間の計算作業による精神疲労が事象関連電

位P300に及ぼす影響産業衛生学誌,49巻,203-208，2007.

図 2：ERP波形（被験者 S5）

図 3：N100-P300振幅

図 4：P300振幅（上）N100振幅（下）

図 5：騒音に対する心理的印象
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運動関連脳電位（MRCP）応用によるコミュニケーション支援技術の基礎的検討  
千島 亮，櫻井 聡，山鹿 隆義，宮田 真以*，伊東 一典** 

信州大学医学部保健学科作業療法学専攻，*同 大学院医学系研究科保健学専攻，**同 工学部情報工学科 

A basic research of MRCP-based Brain-Computer Interface (BCI) for 
 patients with severe physical limitation 

 
Makoto Chishima, Satoshi Sakurai, Takayoshi Yamaga, Mai Miyata*, Kazunori Itoh** 

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

 
 

１．はじめに 

 我々はリハビリテーション医療実践において，重

度神経筋疾患者（児）の意思伝達支援を目的とした

様々な特徴脳波（EEG）を応用した意思伝達システ

ム（Brain-Computer Interface: BCI）の導入の可

能性について検討を進めてきた 1)．今回，四肢の随

意運動やイメージでも非侵襲的に導出可能とされ

る運動関連脳電位 (Movement-Related Cortical 

Potential: MRCP)に着目し，健常者を対象にして目

的 EEG の導出条件と波形特性について検討した．ま

た，MRCP 応用による多コマンド信号を保証した BCI

システムの臨床導入の可能性を考察した． 

２．MRCP と運動に関連した特徴 EEG 応用 

 随意運動に先行して非侵襲的に観察される陰性

脳電位変動は，Kornhuber と Deecke が 1965 年に初

めて報告し，「Bereitschaftspotential」と命名し

た 2)．この運動企図に密接に関連した脳内活動の指

摘は，今日の随意運動の起源解明に迫る基礎的研究

の一つとして積極的に展開されている．これまでの

基礎的研究によって，MRCP は単一の特徴 EEG では

なく，随意運動発現に関わる幾つかの特徴成分から

構成されていることが指摘されている 3)．MRCP 波形

の特徴パラメータについは，筋収縮の約 2sec 前か

ら の 緩 徐 な 前 期 陰 性 電 位 成 分 を BP

（Bereitschaftspotential）とし，続く急勾配の後

期成分は，随意運動側の対側でより優位に導出され

る NS’（negative slope）成分として二つに大別し

て解釈される 3)．また，こうした運動に関わる特徴

EEG は，重度神経筋疾患者（児）の意思伝達支援シ

ステムにも積極的に応用されている．体性感覚刺激

や随意運動で抑制され，開眼や暗算などでは抑制さ

れないα帯域 3~18Hz のμ律動（μリズム）をオン

ライン周波数解析によりその特徴を抽出し，随意運

動イメージによって減衰するμ律動検出によるコ

マンド発信が利用されている．また，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）を応用したものなどがある．  

2．対象と方法 

 同意の得られた健常成人 5 名（女性，右利き 5

名）を対象とし，計測は外乱の少ない静屋にて座位

姿勢で実施した．誘発電位計測装置（ER1204, NEC）

を用い，Ag/AgCl 小型皿電極を国際 10-20 法に準じ

3
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て皮膚処理後に添付した．計測は電極インピーダン

スを 5kΩ以下に安定させて実施した．関電極は左

側半球 20%正中部（C3），右側半球 20%正中部（C４）

とし，基準電極は両乳様突起部に固定して結線した

（A1+A2）．前頭部（Fpz）をボディアースとし，フィ

ルタ HFF/30Hz，LFF/0.5Hz で導出した．また，眼球

運動を同時モニタした（図 1）．随意運動条件は，

被験者の任意間隔（2~3sec）での示指伸展と足関

節背屈を繰り返させ，左・右示指伸筋および右側前

脛骨筋の 20％MVC をトリガとし，30 回の逆行性加

算平均で条件ごとの目的 MRCP を同定した．  

3．結 果 

左右上肢と下肢の単独随意運動において，随意運

動の約 1.75sec 前から BP 成分である陰性変動が全

被験者で確認できた．また，右示指随意伸展時では

左半球（C3-A1+A2），左示指随意伸展時は右半球

（C4-A1+A2）で，各随意運動対側の半球から急峻な

勾配の NS’成分導出が可能であった（図 2）．  

4．ま  と  め  

重度神経筋疾患者（児）の意思伝達支援システム

の構築を最終目標とし，MRCP 応用による支援シス

テムの可能性について検討した．左右上肢，下肢の

各運動条件ともに，随意運動の約 1.75sec 前から

BP 成分の陰性変動が確認できた．左右上肢条件で

は対側半球に優位に NS’成分が確認できた．今後

も，再現性のある安定した目的 MRCP の導出条件を

検証していく必要があった．また，臨床での意思伝

達支援に向け，運動イメージ条件においても有効な

目的 MRCP 導出が可能であるかを検証する必要があ

った．EEG 応用 BCI の臨床導入は，重度神経筋疾患

者・児のコンピュータ・アクセシビリティを可能と

する具体的な意思伝達支援方策となりうるものと

考えられた（図 3）． 
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事象関連電位 P300導出のための聴覚刺激の検討 

舟橋 靖貴*，千島 亮**，小坂 将悟*，小口 弘貴*** 

為末 隆弘***，香山 瑞恵***，橋本 昌巳***，伊東 一典***，荒井 善昭**** 

*信州大学大学院工学系研究科情報工学専攻，**信州大学医学部保健学科 

***信州大学工学部情報工学科，****長野高専電子情報工学科  

Auditory stimulations for leading the P300 event-related potential 

Yasutaka FUNABASHI*，Makoto CHISHIMA**，Shogo OSAKA*，Kouki OGUCHI*** 

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

*Graduate School of Science and Technology, Shinshu University.，**School of Health Sciences, Shinshu University. 

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

 

1. はじめにはじめにはじめにはじめに 

近年，脳波を利用した BCI（Brain-Computer 

Interface）の研究が盛んに行われてきている[1]．本

研究では，ALS患者のような重度の肢体不自由者の

ための BCI の構築を最終目標とし，BCI で用いる

P300 導出のための聴覚刺激について検討している

[2]．本稿では，気導聴覚刺激および骨導聴覚刺激に

よる音刺激の種類，トーンバースト刺激での立上り

立下り，また音圧レベル，周波数，持続時間の変化

が P300 振幅に与える影響について検討したので報

告する． 

2. P300導出導出導出導出のののの実験実験実験実験 

気導および骨導聴覚刺激によって P300 が導出で

きるかを検討する．そこで，同意の得られた聴力健

常男性 6名の協力を得て P300導出実験を行った． 

図 1に誘発脳波測定システムの概略図を示す．PC

で作成した音刺激をオーディオインタフェイスか

ら出力し，気導ヘッドホンと骨導ヘッドホンを用い

て被験者に聞かせる．課題にはオドボール課題を用

い，刺激間隔を 2 秒，標的刺激周波数 2kHz，非標

的刺激周波数 1kHz，標的刺激の呈示頻度 20%，音

圧レベル 50dBとした．導出電極位置は正中前頭部

Fz，正中中心部 Cz，正中頭頂部 Pz の 3 点とした．

雑音除去のための帯域フィルタは低域で 0.5Hz，高

域で 50Hzのカットオフ周波数に設定し，標的刺激

の加算回数を 20 回とした．上記の条件で音刺激を

気導および骨導により被験者に与え P300 が導出で

きるか実験を行った．図 2（a），（b）に一例として

ある被験者で導出した脳波の源波形を示す．どちら

の音刺激でも P300 の導出が可能であることがわか

った． 

3. 音刺激音刺激音刺激音刺激のののの検討検討検討検討 

立上り立下りのないトーンバースト 1，立上り立

下りのあるトーンバースト 2，トーンピップの 3種

の音刺激を用いて実験を行い，波形の違いが P300

の振幅にどのように影響するのかについて検討し

た．図 3（a）,（b）は気導および骨導聴覚刺激によ

る，6 名の被験者の音刺激による P300 振幅の平均

値を現したものである．電極位置では Pz が最も振

幅が大きくなった．導出電極位置について統計的検

定を行った結果 Fz，Cz，Pz の間に有意水準 5%で

差が見られた．そこで以後の振幅値の評価は Pz で

行うこととした．図 3（a）の気導聴覚刺激で振幅

を比較すると，トーンバースト 2 で振幅が大きく，

トーンピップは振幅が小さくなった．また図 3（b）

の骨導聴覚刺激でもわずかにトーンバースト 2 が

大きくトーンピップという順になった．しかし，統

計的検定を行った結果，トーンバースト 1とトーン

バースト 2の間に差が見られなかった． 図図図図 1111：：：：測定測定測定測定システムシステムシステムシステム 
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（（（（aaaa）：）：）：）：気導聴覚刺気導聴覚刺気導聴覚刺気導聴覚刺激激激激        （（（（bbbb）：）：）：）：骨導聴覚刺激骨導聴覚刺激骨導聴覚刺激骨導聴覚刺激    

図図図図 2222：：：：脳波脳波脳波脳波のののの源波形源波形源波形源波形    
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4. 音音音音ののののパラメータパラメータパラメータパラメータのののの検討検討検討検討 

上記の結果を基に気導聴覚刺激ついて，音圧レベ

ル，周波数，持続時間などを変えながら最適刺激条

件について検討を行った．P300 の導出では，一般

的に音圧レベル 50dB，標的刺激周波数 2kHz，非標

的刺激周波数 1kHz，立上り立下りともに 10ms，持

続時間100msのトーンバースト2が用いられている．

これらの条件の妥当性と使用可能なパラメータの

範囲を評価するために，音刺激の音圧レベルを

20dB～90 dBの 8段階，周波数を非標的刺激 1kHz

で固定し，標的刺激の周波数を 250Hz～5kHz の 7

段階，持続時間を 10ms～500ms の 6 段階で実験を

行った．図 4は 5名の被験者で音圧レベルを変化さ

せたときの P300 振幅の平均値である．音圧レベル

をあげると振幅が大きくなり，50dB～60dB 付近で

ピークとなり飽和する傾向が見られた．図 5は 5名

の被験者で標的刺激の周波数を変化させたときの

P300振幅の平均値である．周波数 1.5kHz～3kHz付

近で振幅が大きくなる傾向が見られた．図 6は 6名

の被験者で音刺激の持続時間を変化させたときの

P300 振幅の平均値である．持続時間 100ms で振幅

が大きくなる傾向が見られた． 

5. おわりにおわりにおわりにおわりに 

本稿では，まずオドボール課題による気導聴覚刺

激および骨導聴覚刺激どちらの刺激方法でも同様

に P300が導出できることを確認した．音刺激では，

トーンバースト 2が適していることがわかった．さ

らに，気導聴覚刺激について詳しく検討した結果，

音圧レベル，周波数，持続時間のそれぞれのパラメ

ータで P300 がほぼ同じように導出できる範囲があ

ることがわかった．今後さらに，気導聴覚刺激およ

び骨導聴覚刺激による様々な刺激方法を用いて，

P300 の再現性のある安定した導出条件を明らかに

し BCI構築を図りたい． 

参考文献参考文献参考文献参考文献 

[1] L.A.Farwell, E.Donchin, Talking off the top of your 

head: Towards a mental prosthesis utilizing 

event-related brain potentials.Electroencephalogr. Clin. 

Neurophysiol., vol.70, no.6, pp.510–523, 1988. 

[2] 千島亮他, 聴覚刺激による脳波応用意思伝達支援シ
ステムに関する基礎的研究, 第 27回日本生体医工
学会甲信越支部大会, pp.44-45, 2007. 
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図図図図 4444：：：：音圧音圧音圧音圧レベルレベルレベルレベルによるによるによるによる P300P300P300P300 振幅振幅振幅振幅のののの平均値平均値平均値平均値 
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図図図図 5555：：：：周波数周波数周波数周波数によるによるによるによる P300P300P300P300 振幅振幅振幅振幅のののの平均値平均値平均値平均値 

0000

5555

1 01 01 01 0

1 51 51 51 5

2 02 02 02 0

1 01 01 01 0 30303030 5 05 05 05 0 1 001 001 001 00 3 0 03 0 03 0 03 0 0 5 005 005 005 00
D u ra t io n (m s )D u ra t io n (m s )D u ra t io n (m s )D u ra t io n (m s )

A
m
p
lit
u
d
e(
μ
V
)

A
m
p
lit
u
d
e(
μ
V
)

A
m
p
lit
u
d
e(
μ
V
)

A
m
p
lit
u
d
e(
μ
V
)

 

図図図図 6666：：：：持続時持続時持続時持続時間間間間によるによるによるによる P300P300P300P300 振幅振幅振幅振幅のののの平均値平均値平均値平均値    
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筋－末梢神経系を再現する筋紡錘状機構をもつセンサー 
長岡技術科学大学 佐藤 毅顕、三宅 仁  

The Load Cell Referred to Muscle-Peripheral Nerve System in the Muscle Spindle 

with a Range Changeable Mechanism 

Takaaki SATO, Hitoshi MIYAKE 

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

Key words: artificial muscle spindle, tensiometer 

 

１． 背景・目的 
近年、生体の構造は様々な分野への応用が進められ

ている。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と周囲に存在する骨

格筋および末梢神経系を参考とし、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）。

筋－末梢神経系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、それにより

感度を調整しつつ分解能を上げる効果があると考え

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、二系統の入力と筋のばね要

素を取り込んだ新しい筋－末梢神経系モデルを作成

する。 
 

２．筋と末梢神経系 
2．1  筋と神経系の制御  

筋には数種類の神経線維が繋がっている。α運動神

経は筋紡錘の周囲にある骨格筋を支配しており、γ運

動神経は筋紡錘内部の錘内筋を支配している。錘内筋

は太さや数などから錘外筋に直接影響を与えるほど

の力は生み出さない。 

筋が受動的に伸展された際には共に変形し、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

することで張力が発生し、変形からパルスを発生する。

そのパルスは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、外乱とは外力に

よる筋の伸展に当たる。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。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。 

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.1
のように示される。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
制御量である筋の長さは筋紡錘により検出され、拮

抗筋への入力となるフィードバック回路を形成して

いる。 
ここで特筆すべきはγ運動ニューロンによる入力

であり、これは筋紡錘内部の筋繊維を収縮させること

で筋紡錘の感度を調整する働きを持つ。それにより大

きな変位後の小さな変位を検出することが可能とな

っている。 
 
３．モデルの作成 
以前開発した人工筋紡錘は、筋紡錘の持つ測定範囲

を広げる効果に着目したものでありγ運動ニューロ

ンからの入力を考えないものであった。そこで本研究

ではγ入力に相当する機構、つまりゴムを用いて筋紡

錘に相当する部分にかかる張力を調整する感度調整

機構を組み込んだ筋－末梢神経系モデルを開発する。 
 

 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.1 α and γ control system2） 
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一般的なセンサーと筋－末梢神経系ミメティクスとの重

要な差異は以下の点である。すなわちγ運動神経からの入

力の有無と、それによる変換機の感度の調整が可能か否か

にある。 
 つまり、アクチュエータ A を錘外筋のミメティク

スとし、アクチュエータ B を錘内筋のミメティクス

とする筋-末梢神経系モデルを作成する。 

ここで錘内筋と錘外筋とは平行に接続されること

に注意する。外乱（外力による腕の動き）を受け止め

るのは主として錘外筋であり、錘内筋の生み出す力は

極微小で錘外筋の動きに直接影響を与えるものでは

ない。これは筋の大きさの違いによる。 

錘外筋を動かすことで錘内筋にかかる力が変わる。

錘内筋を動かしても錘外筋に影響は与えないが、外か

ら加えた力は錘内、錘外両方を変形させる。この仕組

みを再現するためには、錘内筋部分のゴムと錘外筋部

分のゴムとでバネ定数がなるべく大きく異なるもの

を選ぶ必要がある。筋はモーターと違い、全体が収縮

することで長さを変える。そのため検出装置である筋

紡錘が錘外筋に平行に接着されている。その筋肉のバ

ネ要素としての働きをモデルに盛り込む必要がある。

よって、構成部品は以下のようになる。 

 

 錘外筋 － アクチュエータ A ＋ ゴム（強） 

 錘内筋 － アクチュエータ B ＋ ゴム（弱） 

 筋紡錘センサ部 － ロードセル 

 外乱  － ボールねじ またはねじ 

 

使用するアクチュエータの送り量が４０mm、荷重

は１０kg までという制限から、錘外筋部分に使うゴ

ムは２N/mm 程度に、錘内筋部分はさらにその 1/10

程に調整する。 

 

 

 

 

 Fig.2 にモデル図を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
  ４．まとめ 
 筋紡錘とその周囲、錘外筋や末梢神経系を含めた感

度の調整機構を再現する張力センサーを開発した。性

能評価、改良に関してはこれを次の課題と定めたい。 
 
 
 ５．参考文献 
１） 佐藤毅顕，三宅仁：複雑制御系を持つ人工筋紡

錘の開発．第 47 回日本生体医工学会 CD-ROM
論文集 PS2-6-13，2008 

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 new test model 

ゴム（弱） 
アクチュエータB 

ロードセル 

ゴム（強） 土台 

外乱部分 

（ネジによる送り機構） 

アクチュエータB 
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アスリートのパフォーマンス向上に関する情報共有システムの研究 
 関満彦 武藤俊彦 三宅仁 

長岡技術科学大学 

 

Investigation of common information system for performance improvement of athlete 
Michihiko Seki Toshihiko Mutou Hitoshi Miyake 

Nagaoka University of Technology  

 

1. 研究の背景・目的 

選手が何を考え、選手自身どんなふうに感じてい

るかをコーチ及び指導者に伝える行為は、競技を続

ける上で選手誰もが日常的に経験することであり、

選手が競技生活とコーチ及び指導者の関係を築い

ていく上で欠かすことができないものである。そこ

で、本研究の目的はアスリート（ここでは競泳選手）

のパフォーマンス向上のための情報共有システム

を構築することである。すなわち、全てのコーチ（指

導者）は選手の競技力の向上を望んでおり、パフォ

ーマンス向上のためには情報の共有が必要と思わ

れる。これにより外見と内面のギャップが埋まり、

コーチ・選手間の情報共有が高まり、結果、アスリ

ート（競泳選手）のパフォーマンスが向上すると思

われる。そこで、本研究の目的はアスリート（ここ

では競泳選手）のパフォーマンス向上のための情報

共有システムを介在させることによる新たなメン

タルサポートシステムを構築することにある。 

  

2. 研究方法 

 被験者は新潟県国体競泳チームメンバーで中・

高・一般の競泳選手 26 名（男子 13 名、女子 13 名）

を対象とした。評価方法として管理者が web 上にお

いて選手から携帯電話を用い、選手の自己開示を即

し項目用件（TSMI をベースに作成）よりデータ集

約を行う。システム要件はコーチは全選手のデータ

を閲覧でき、コーチは全選手のデータを更新・書き

込みすることができる。選手は自分のデータをＶＳ

Ａにて自由に書き込みすることができる。またこの

個々のデータをグラフ化し、よりビジュアル的にコ

ーチが評価できる様に工夫した。 

システム要件定義 

 

（１）コーチ 

コーチは全選手のデータを閲覧できる。 

コーチと選手の意見交換が可能に。 

コーチは全選手のデータを更新することがで

きる。 

 

（２）選手 

自分のデータを自由に書き込みが可能。 

他の選手のデータを閲覧禁止。 

 

システムとしてはまず選手は自分の携帯電話で

選手管理 web に ID を用いてアクセスする。次に、

そのサイトに疲労度、体調、筋の張り、体重等のデ

ータを書き込み、データを送信する。送信されたデ

ータは管理者が管理する管理者 web において数値

化される。数値化されたデータは図１のシステムに

おいて情報を共有する。また、選手の書き込みと同

様にコーチもその日のトレーニングメニュー、練習

メニュー、コメント等を管理 web に書き込みを行う。 

 

項目要件定義 

メンタル 

競技意欲…忍耐力、闘争心、自己実現意欲、勝利

意欲 

精神の安定・集中…自己コントロール能力、リラ

ックス能力、集中力 

自信…自信、決断力 

作戦能力…予測力、判断力 

協調性…協調性 
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コンディショニング 

 体調     体重（体脂肪率） 
疲労度    摂取カロリー 
筋の張り   食事メニュー 
ROM 

テクニック 

 タイム（Long, Short） 

 泳いだ距離 

環境 

気温      

水温 

トレーニングの時間帯（朝、昼、夜） 

トレーニング時間 

図 1 のシステムはクライアント/サーバー型。管

理者が管理する web に収集した選手のデータを置

き、いつでも不特定多数のコーチ等が閲覧できる。

管理者がデータを一元的に管理し、それを利用する

１対ｎ型のシステムである。 

 

           スター型 

 

  ：選手      ：管理者 

 

  ：コーチ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        図１ 情報共有システム 

3. 結果 

今回、８月中に行われた国体合宿と９月９日から

の大分で開催された大分国体においてその期間デ

ータ収集を行った。 

4. 今後の課題 

今後、このシステムを用いてさらにデータを収集

し、競泳選手の心理的及びパフォーマンス向上の研

究を進めていく予定である。競泳選手の対人関係形

成や競技環境への適応など水泳選手の自己開示に

おいて、心理状況やコンディショニングのフォロー

アップに本研究を役立てたいと考えている。また、

このシステムではトレーニングメニュー等をサイ

ト上で管理を行うが、それを反省事項として生かす

だけではなく、実施メニューと選手のコンディショ

ニング、ケガ等との因果関係、関係性まで引き出す

ことが期待できる。加えて、集約されたデータの統

計からどの程度のトレーニングでどの程度筋の張

りや疲労度が残るのかなど選手の傾向やトレーニ

ングメニューとの対比まで知ることができるのも

このシステムの大きなメリットである。 

 

5. 文参考献 

1)出口拓彦・吉田俊和：自己開示の内面性が対人

魅力に及ぼす影響 －非開示者における対人

的志向性の効果に関する縦断的研究－、対人社

会心理学研究，4，51-56、2004 

2)榎本博明・清水弘司：自己開示と孤独感、心理

学研究，63，114-117 1992 

3)榎本博明：自己開示の心理学研究、北大路書房 

1997 

4)井上まや：大学生における対人的方略である自

己開示－孤独感と自己開示との関連について

－、関西大学大学院人間科学，65，207-219、 

2006 

5)丸山利弥・今川民雄：対人関係の悩みについて

の自己開示がストレス低減に及ぼす影響、対人

社会心理学研究，1，107-118、2001 

6)内閣府： IT による家族への影響実態調査

http://www5.cao.go.jp/seikatsu/2002/0405i

t-chousa/index.html 2002 
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振戦疾患の病態評価を目的とした模擬指鼻試験装置における上肢運動加速度解析 
平川 直樹*，松本 義伸**，福本 一朗* 

*長岡技術科学大学医用生体工学教室，***長岡技術科学大学ラジオアイソトープセンター 

Upper-limb movement acceleration analysis using simulation finger-to-nose-test equipment 
for morbidity evaluation of tremor diseases 

Naoki HIRAKAWA*, Yoshinobu MATSUMOTO**, Ichiro FUKUMOTO* 

Nagaoka University of Technology*, Radioisotope Center Nagaoka University of Technology ** 

 

1. はじめに 

臨床医学の分野において，種々の症状を正しく評

価することは，リハビリテーションの効果等を判定

する上で重要である。しかしながら，いまだに多く

の診察現場ではその診断は従来の医師の経験に頼

った主観的な評価に支えられているのが現状であ

り，定量的な病態評価方法の確立が望まれている。

そこで本研究では，振戦疾患を定量的に評価するこ

とを目的として，指鼻試験における上肢運動の加速

度を測定する装置の構築及び，加速度解析を行った。 

2. 模擬指鼻試験装置と課題 

主に運動時振戦の診断で利用される試験に『指鼻

試験』がある。指鼻試験とは，自分（患者）の鼻と

目標物（例：検者の指）を伸ばした示指で交互に触

れる往復運動の動きを観察及び評価するものであ

り，運動中の振戦や速度，円滑さなどを基準に判断

する。 

 

Fig1. 模擬指鼻試験装置 

 

Fig 1 に，指鼻試験における運動を計測する為に

構築した装置を示す。鼻と目標物の代替としたスイ

ッチを示指で交互に押す課題を指示し，被験者の示

指には３軸加速度センサを取り付け，課題中の加速

度とスイッチの信号をＰＣによって記録した。サン

プリング周波数は振戦の周波数帯域が 4～12Hz で

あることから，十分大きな 2000Hz とした。 

3. 被験者 

被験者として，長岡西病院の神経内科医によって

診断を受けた運動時振戦のある患者（UPDRS Part 

3:21 運動時または姿勢時振戦が 1 以上と診断され

た患者）である本態性振戦患者（ET），パーキンソ

ン病患者（PD），薬剤性振戦患者（DIT），及び病理

的振戦を有しないことが確認された健常高齢者

（Control）が実験に参加した（Table 1）。 

Table 1 被験者 
グループ N 性別（男/女） 平均年齢

Control 15 8/7 76.1 
PD 13 8/5 73.9 
ET 23 9/14 70.3 
DIT 5 1/4 75.4 

4. 解析手法 

 振戦疾患には，目標物に近付くと症状が増大する

企図振戦がある。課題中で変化する運動を検出する

為，スイッチ間全体の加速度波形を解析するだけで

はなく，『運動開始直後』『運動中』『目標物到達直

前』に分割し，各フェーズにおいて比較した。 適

な割合を検討する為，１０分割から開始し，有意差

が連続したフェーズを統合して分割数を減らした。

加速度波形から実効値を算出し，各フェーズにおい

て比較を行った。 
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5. 結果 

Control DIT ET PD

R
M

S
 [-

]

*

**

 

Fig 2. 実効値について Control と各振戦疾患の比較 

分割なし（*:p<0.10，**:p<0.05） 

 

Table 2 実効値についてControlと各振戦疾患の有意水準比較 

手前１・・５・・１０奥（*:p<0.10，**:p<0.05） 

 1 2 3 4 5 
Control – DIT      

ET     * 

PD ** **   * 

 6 7 8 9 10
DIT   * * * 

ET      

PD  *  *  

 

Control DIT ET PD

R
M

S
 [-

]

***

***
**

**

***

**

運動開始直後

運動中

目標物到達直前

 

Fig 3. 実効値について Control と各振戦疾患の比較 

     ３分割（*:p<0.10，**:p<0.05，***:p<0.01） 

 

Fig 2 に各群における実効値比較結果を示す。t 検

定による Control との比較で，DIT と PD は有意差

が検出されたが，ET では検出されなかった。次に

１０分割後，Control と各振戦疾患群の検定を行っ

た結果を Table 2 に示す。Control と比べ，DIT では

フェーズ 8,9,10 において有意に高く，PD ではフェ

ーズ 1,2 において有意に低かった。そこで，連続し

て有意差が検出されたフェーズ，及びその他で統合

した。『運動開始直後（1-2）』『運動中（3-7）』『目標

物到達直前（8-10）』の３分割とし，比較した結果

を Fig 3 に示す。Control との比較で，DIT では目標

物到達直前，ET では運動中，PD では全体で有意差

が見られた。 

6. 考察 

スイッチ間を時間で分割し，各フェーズにおいて

解析することで，より大きな有意差を得ることが出

来た。DIT では目標物到達直前に，PD では運動開

始直後に Control と異なった運動をしていることが

わかった。ET においては，全体を解析した結果に

比べ，分割して比較したことで有意差を検出できた。

しかし，筋固縮などの振戦以外の要因から円滑な運

動が苦手とされている PD には，振戦よりも不規則

で振幅の大きい波形が乗ることが予想される。よっ

て実効値の比較だけでは，結果が振戦によるものな

のか判断出来ない。これは実効値解析の前にフィル

タで分離することで回避出来ると考えた。振戦のみ

を検出する場合は，適切な帯域のバンドパスフィル

タをかけ，振戦とその他の周波数帯を個別に解析す

ることで，振戦以外の特徴を検出出来る可能性があ

る。  

また，実効値解析から得た割合で分割し，それぞ

れを周波数解析したが，時間長が短すぎて十分な分

解能を得ることが出来なかった。そこで今後は，音

波形解析に用いられる短時間フーリエ変換や，ウェ

ーブレット法による解析を試みる予定である。 

7. 参考文献 

1) 平川晋也, 松本義伸, 吉井孝博, 田村正人, 中  

   島孝, 福本一朗:各種振戦疾患患者における運 

     動時振戦の定量評価. 生体医工学特別号 

     45:130, 2007 

2) 平川晋也，松本義伸，吉井孝博，山田暢一， 

   福本一朗:振戦疾患患者における振戦重症度 

   評価のための運動課題の構築. 信学技報 

   106(406):29-32, 2006 
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3D-CAD を用いた人工臼蓋把持器の立案・作成 

－ものづくり教育実践センターとの連携－ 

中村 祐敬*，杉山 肇*，堀内 忠一*，浜田 良機*，平井 暢**，矢嵜 俊成**，笠原 孝之**，小宮山 智仁** 

*山梨大学医学部整形外科学教室，**山梨大学工学部付属ものづくり教育実践センター 

Planning and making of a cup folder using 3D-CAD. 

- Partnership with Center for Creative Technology, University of Yamanashi - 

Masahiro Nakamura*, Hajime Sugiyama*, Tadahiro Horiuchi*, Yoshiki Hamada*,  

Toru Hirai**, Toshinari Hirai**, Takayuki Kasahara**, Tomohito Komiyama** 

* Department of Orthopaedic Surgery , University of Yamanashi. 

**Center for Creative Technology, University of Yamanashi. 

 

1. はじめに 

近年、整形外科手術において MIS(Minimum 

Invasive Surgery)が脚光を浴びている。MIS は従来の

手術法に比べて、皮膚切開が小さく、 筋肉や皮膚

などの軟部組織への負担を最小限にすることで患

者の負担を小さくすることを目的としているが、手

術手技は従来の方法に比べて難しくなる。術者はよ

り安全で低侵襲な手術を行うために、手技や進入法

を工夫するが、この手技を容易にするには手術器械

の開発・改善も重要である。一般的に手術器械の変

更・工夫は器械メーカー主導で行われているが、技

術者が作っているため、実際に手術を行っている医

師には使いにくいことが往々にしてある。また医師

の意見をもとに作成されることがあっても、その使

用方法や目的が十分に理解されないこともあって、

医師の思い描いた機能を十分に発揮できないもの

が作成されることも尐なくない。 

今回、我々は 3D-CAD を用いて人工臼蓋把持器を

設計し、当大学の付属施設であるものづくり教育実

践センターに作成を依頼した。作成した器械を実際

に手術に使用し有用であったため報告する。 

 

2. 方法および結果 

2.1. 使用機材 

人工股関節置換術（以下 THA）に使用した機種

は Y3 型セメントレス THA システムである。手術

機 械 の 設 計 に は 3D-CAD ソ フ ト で あ る

SolidWorks2007 学 生 版 （ Dassault Systèmes 

SolidWorks Corporation）を用いた。 

 

2.2. 開発手順 

設計図を元に 3D-CAD 上で人工臼蓋を再現した

（Fig.1）。人工臼蓋の目標設置角度は外方開角 35

度であるため、手術中に実際に使用しているアング

ルファインダーに模した形状の器械で、先に作った

人工臼蓋のモデルを固定できるように設計した

（Fig.2）。この設計図をもとにものづくり教育実践

センターに依頼し、実機を作成した。その際、取っ

手やつまみなどの細部はセンター職員と打ち合わ

せを行い、随時変更した。また実際に把持可能であ

るか検証するために、光造形を用いた人工臼蓋も作

成した。 

 

Fig.1 仮想空間上に再現された人工臼蓋 
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Fig.2 仮想空間上で把持器と人工臼蓋の固定方法を

検証。右は実機である。取っ手など一部、作

成上の都合で変更されている。 

 

2.3. 結果 

実際に手術に使用してみたが、小さな術野で効率

よく使用可能であった（Fig.3）。  

 

Fig.3 実際に手術に使用している場面。 

 

3. 考察 

人工臼蓋およびステムの設置角度は THA の長期

成績には重大な影響を及ぼす。従来の手術法では術

野も大きく、人工臼蓋を挿入することは比較的容易

であったが、MIS による術野の縮小に伴い、専用の

手術機器の開発が必要であった。これまで手術機器

の開発には機器メーカーに依頼し作成していた。形

状の指定は手書きのイメージや粘土を用いた模型

で形を伝えていた。しかし実際に手術を行う医師の

要望は伝えづらく、数度の改良を経ても真に満足の

いくものは作成されなかった。 

3D-CAD を用いることにより実機を作成するこ

となく、仮想空間上で人工臼蓋の把持方法や角度の

検証が可能であった。また作成を依頼される側も正

確な寸法や角度がわかるとともに、仮想空間上の

様々な角度から観察可能であるといったメリット

がある。今回使用した SolidWorks は学生教育など

に使用することもあり、教育機関でライセンスを保

有している場合、安価に入手可能である。また使用

方法もわかりやすく、比較的短期間で習得可能であ

る。 

本学の場合、ものづくり教育実践センターという

学内施設があるため、学外の業者に発注する場合に

比べて、安価で短期間に実機の作成が可能であった。

また実際に作成する担当者と打ち合わせができる

ため、3D-CAD だけでは指定できない部分に関して

も作りこめるうえ、実際に使用した後の修正、改良

についても迅速であり、器械メーカーで作成する場

合に比べて、非常にスムーズであった。 

 

4. まとめ 

新しい手術機器の立案・作成に 3D-CAD を用いた。

使用する医師の意見や考えをダイレクトに伝える

ことが可能であり、立体化する手段として有用な方

法のひとつと考えられた。またものづくり教育実践

センターとの連携することにより、安価で迅速に実

機を作成することが可能であった。 
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医療用基材 PLA(3D)のマイクロファイバー加工とマイクロプラズマジェットの開発 

稲葉さや香，長田佐智，秋津哲也 

山梨大学  

Micro fiber processing of the base material PLA for medical treatments, and development of a micro plasma jet 

  Sayaka Inaba, Sachi Osada, Tetsuya Akitsu 

University of Yamanashi 

1. はじめに 

近年、自然環境への関心の高さから、微生物によ

って水や二酸化炭素に完全分解される生分解性プ

ラスチックが注目されている。その中でも代表的な

PLA は生体内吸収性を持つため、自然に優しく且

つ生体にも安全な材質であるといえる。そのため、

細胞培養に用いる繊維の材質を PLA にすることで、

細胞へ影響の少ない培養が期待できる。また再生医

療用の細胞培養の足場とすることで、生体に生着す

る可能性や、足場が分解されつつ組織が発達するた

め、本来の組織と損分なく機能することも期待でき

る。プラズマ処理は材料内部の特性に変化を及ぼさ

ない処理方法であり、極表面のみの特性だけを変化

させて機能性を持たせる表面処理技術といえる。 

本研究では高分子フィルムのプラズマ処理によ

る濡れ性の改善について調べ、その高分子フィルム

から繊維を製作し、繊維にプラズマを照射したとき

の繊維表面の状態について調査した。 

 

2. 実験装置 

2.1. 使用試料 

生分解性プラスチック(PLA) 

  
図 1.PLA①(LACEA)  図 2.PLA②(ｴｺﾛｰｼﾞｭ) 

2.2. 大気圧プラズマジェット装置 

[プラズマ使用条件]  

・使用気体  ヘリウム 

・期待流量  200ml/min 

・一次電圧  10V  ( 出力電圧約 6.7kV ) 

 

図 3.大気圧プラズマジェット装置 

3. 高分子フィルムの表面改質実験 

3.1. 実験 

① 資料中央にプラズマを吹き付ける. (図 4) 

処理時間：10~60 秒(10 秒刻み) 

② 純粋 10μℓ をプラズマ処理部と未処理部に

滴下する. (図 5) 

③ 水滴の端点から接戦をひき接触角を調べる. 

(図 6) 

   

図 4. プラズマ処理     図 5. 水滴滴下 

 

 
図 6.Young の一般式 

3.2. 実験結果 

プラズマ処理時間による接触角の変化は図 7 の

ようになった. 
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図 7. PLA のプラズマ処理結果 

Young の一般式より接触角が大きいほど親水性

が低く、小さいほど親水性であるといえる. 図 7

より接触角が小さくなっていることから、プラズマ

処理によって試料表面の親水性が向上したといえ

る.よって高分子繊維にも同様に親水性を高めるこ

とが可能であることが分かる. 

 

4. 高分子繊維の表面処理 

4.1. 実験 

① 試料を熱して溶かし、延伸させ高分子繊維を

製作する. (図 8) 

② 繊維にプラズマを吹き付ける. (図 9) 

処理時間:10,60 秒 

③ SEM で表面の状態を観察する. 

   

図 8. 高分子繊維の製作  図 9. プラズマ処理 

4.2. 実験結果 

製作した高分子繊維は図 10,11 のようになる.資

料を繊維状に変形できたときの温度は表 1 に示す. 

  
図 10. PLA①繊維   図 11.PLA②繊維 

表 1. 繊維状になる温度 
 PLA① PLA② 
ガラス転移温度[℃] 60 
融点[℃] 170 
繊維状になる温度[℃] 121.8 198 

SEM で観察したプラズマ処理による繊維表面の

状態は図 12~17 に示す. 

 

図 12. PLA①  図 13. PLA①  図 14. PLA① 

 未処理   10sec 処理   60sec 処理 

 

図 15. PLA②  図 16. PLA②  図 17. PLA② 

 未処理   10sec 処理   60sec 処理 

10sec 処理では試料にダメージはみられなかった

が、60min 処理では断裂や凹みなどの大きなダメー

ジがみられた.この原因はプラズマ処理中に発生す

る熱だと考えられる.よって繊維状の試料に対する

プラズマ処理は短時間処理が適しているといえる. 

 

5. まとめ 

大気圧プラズマを使用し、繊維に親水性をもたせ

るには低温かつ短時間の処理が適していることが

実験結果から言える. 

 

6. 参考文献 

1) 生分解性プラスチック研究会: 生分解性プラス

チ ッ ク の 本 , 日 刊 工 業 , 2004, 

p10,22,118,110,118,126,127, 
2) 小駒益弘：大気圧プラズマの生成制御と応用術,  

サイエンス＆テクノロジー, 2006, p.8,9,12,35  
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大気圧マイクロプラズマによる Aspergillus niger ATCC9642、NBRC9641 の高水準消毒 
河村和貴、Siti Khadijah Binti Zaaba、平山けい子、秋津哲也 

山梨大学工学部電気電子システム工学科 

Comparative study on the sterilization of Asperugillus niger by pulsed power atmospheric 
microplasma 

Kazuki Kawamura,Siti Khadijah,Keiko Katayama-Hirayama,and Tetsuya Akitsu 

Interdisciplinary Graduate School of Medicine and Engineering, University of Yamanashi 

1. はじめに 

マイクロプラズマは様々な表面処理や滅菌など

用途は幅広い。また大気圧プラズマによる滅菌はコ

スト、環境性に優れているという特性をもつ。この

論文ではマイクロプラズマ[1,2]滅菌の効果を比較

した。生物的指標として Aspergillus niger 

ATCC9642 と NBRC6341 を用いる。Aspergillus niger

を用いた場合の評価方法は確立していないが、

Vrajova等によってモルトエキストラブロッソを培

養に用いる方法が示唆されている。[3]本研究では

この方法を追試した。 

2. 実験装置 

 

 

 

 

 

図１、上面図 

 

 

 

 

 

図２、パラレルプレート型マイクロプラズマ 

パルスパワー電源とパラレルプレート型マイク

ロバリア放電デバイスも含む。アノードはガラス板

の上に透明酸化インジウム電極を置いた。カソード

は200μmのニッケル電極である。アノードでは1mm

ガラスが誘電体バリアとして、カソードでは 150μ

m ガラスが使われる。スペーサーは接着した 1mm ガ

ラス 3 枚から成る。サンプルは約 2.5mm の高さで、

流入するヘリウム・酸素・窒素の混合ガスは口径(直

径)1.5mm が配列している。流入量はマスフローコ

ントローラーで操作した。プラズマには幅

100ns,500Hzで最大 8kV,2A,20kWの連続したパルス

電力を与えた。 

3. 菌の準備・滅菌評価 

 Aspergillus nigerの密度を以下のように調整し

て準備した。また培養には MEB(麦芽エキス培養液)

を用いた。まず蒸留水を試験管 A に 10ml,B と C に

9ml 採る。ワイヤーでサンプルのかけらを削りとり

試験管 Aに入れた。その試験管 Aから 1ml とり試験

管 Bへ。同様に試験管 Bから 1ml とり試験管 Cへ入

れた。その試験管 Cから 1ml とり MEB 培地で培養し

た。そして 48 時間後、およそ 103 コロニーが生じ

た。確認で C のサンプルを 4 度培養した結果、1～

2
210× CFU/ml の間で培養できた。 

1 つの CFU を切り取り、厚さ 150μm、面積 18×

18
2mm の滅菌済みのガラス板に乗せ、プラズマ処

理のためカソードに置いた。プラズマ処置後に MEB

培地に漬け、28℃で培養した。滅菌評価は 7 日後、

培地の菌の繁殖の観測に基づいて行った。 

 

図３、試験管 A,B,C の培養結果 

4. 実験結果 

Aspergillus niger ATCC 9642 において 

 

ITO
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表１、Aspergillus nigerATCC9641 滅菌結果 

窒素 酸素 0 0.5 1 2 3 4 5
70 30 + + + + + - -
80 20 + - -
90 10 + - - -

流量 (ml/min) 照射時間 (min)

 

表１に混合ガスによる TCC9641 の滅菌結果を示す。

ここで、ヘリウムは 200ml/s で固定した。ヘリウム

は均一にプラズマを励起する効果を持つために使

用した。ATCC9642は滅菌に 4分間の処置が必要で、

最大の窒素流量で 3分間を示した。滅菌は同条件の

２つのサンプルの両方が 7 日間のディッシュ培養

後（モルトエキスタラクトブロス培地、２８度）で

菌の繁殖が見られない場合に成功とした。 

Aspergillus niger NBRC 6341 において 

表２、Aspergillus nigerNBRC6341 滅菌結果 

窒素 酸素 0 5 10 20 25 30
70 30 + + + + + +
80 20 + + + + +
90 10 + + + + -
180 20 + - -

流量 (ml/min) 照射時間　(min)

 

表2に混合ガスによるNBRC6341の滅菌結果を示す。

窒素流量が最大で最短 30 分必要である。先ほど同

様に両サンプルで繁殖が見られない場合のみ滅菌

成功としている。7日間のディッシュ培養（モルト

エキスタラクトブロス培地） 

 

5. 考察 

酸素ガスがプラズマ領域に与えられると分子が分

離して酸素分子やラジカルが生成される。窒素を加

えると、酸素と窒素の再結合の結果として紫外線が

放射される。ヘリウムは自身のもつ低いブレークダ

ウン電圧が高圧下でプラズマを励起する重要な効

果があるので使用する。高エネルギー準安定ヘリウ

ム原子による励起状態から移るエネルギーはマイ

クロ放電の拡大や分子とフリーラジカルの混ざっ

た窒素・酸素の励起に関与している。 2N second 

positive system では、UV-A 波長域と UV-B,C 波

長域が含まれていることが明らかになった。UV-A

は Asperugillus nigerに対しては無害だが、UV-B,C

は DNA 構造へダメージを与えることができる。プラ

クティスでは紫外線はマーキュリーランプにより

放射した。これは全体の95％を 243nmで放射する。

これを用いて滅菌を行うためには、Aspergillus 

niger で 264
2sec/cmmW の紫外線が必要で、

Staphylococcus aureus は 9.3
2sec/cmmW 、

Bacillus subtilis Sawamura spores では 

33.3
2sec/cmmW が必要である。これは高い紫外

線放射を伴うプラズマはAspergillus nigerのよう

な紫外線抵抗力の高い菌を滅菌することが必要で、

Aspergillus niger が高紫外線放射プラズマ滅菌プ

ロセスに適する生物指標であることを示している。 

 実験結果は紫外線抵抗力のある微生物に対して

より高い窒素比率によるプラズマがより良い滅菌

特性を持つことを示した。ただ小さな割合の酸素も、

励起プロセスや酸化に必要である。 

 NBRC6341と ATCC9642間のマイクロプラズマ滅

菌の効果の比較では、ATCC9642 はたった 3 分で完

全滅菌に達する。NBRC は使用ガスに依存して完全

滅菌できるまで少なくとも 20 分必要であった。

Asperugillus niger ATCC9642 は NBRC6341 より紫

外線抵抗力が低いと結論した。 

 

参考文献 

１. Siti Khadijah, Keiko Katayama-Hirayama, 

Tetsuya Akitsu, “ Comparative study on 

the sterilization of Aspergillus niger 

by pulsed power atmospheric 

microplasma”ISGLP2008GP-P09(2008)105

-108 

２.  Kunihide Tachibana, “Current Status of 

Microplasma Research”, Transactions on Electrical 

and Electronic Engineering, IEEJ Trans, 1, (2006) 

145-155 

３. J. Vrajova, O.Novotny, J. Cech, F.Krcma, P.Stahel, 

“Plasma Based Removal of Microbial 

Contamination of Paper”, 18th International 

Symposium on Plasma Chemistry, (2007)  

18

ohki
長方形



第 28 回日本生体医工学会甲信越支部大会(Oct．2008） 

１ 

相互情報量を用いた心拍変動の自律神経機能分析法の開発 
北村 繁樹*，阪田 治**，松田 兼一*** 

*山梨大学大学院医学工学総合教育部，**山梨大学大学院医学工学総合研究部，***山梨大学付属病院 

Mutual information analysis of autonomic information function for heart rate variability 
Shigeki Kitamura*, Osamu Sakata*, Kenichi Matsuda*** 

*Interdisciplinary Graduate School of Medicine and Engineering, University of Yamanashi. **University of Yamanashi Hospital 

 

1. はじめに 

本研究の目的は，人工透析中に起こる患者の生命

に危険を及ぼす急激な血圧低下の予測を可能とす

る心電図分析法の開発である．一般的に行われてい

る人工透析中の体調変化の観察技術として，心拍変

動による自律神経活動の分析がある．これは，心拍

変動に対して周波数解析を行い，交感神経と副交感

神経の活性を評価するものである．交感神経の活動

は心拍数増加・血圧上昇，副交感神経の活動は心拍

数減少・血圧低下に相関を示すことが知られている．

それにより心拍変動を分析することで，ある程度の

体調変化の評価を行うことができるが，急激な血圧

低下の予測は不可能である．そこで本研究では，情

報理論でよく用いられる相互情報量を利用して，急

激な血圧低下の予測を可能とする新しい心電図解

析手法の開発を行う． 

 

2. 方 法 

 周波数解析による心電図分析法は，心拍変動の高

周波成分（HF：0.20-0.35 Hz）と低周波成分（LF：

0.05-0.20 Hz）から分析する． HF は呼吸によって

生ずる副交感神経活動によって影響を受け，LF は

交感神経と副交感神経活動によって影響を受ける

ということから，HF のパワーが副交感神経の指標，

LF/HF が交感神経の指標として用いられる．しかし，

この手法では急激な血圧低下の予測は不可能であ

る．そこで本研究では，HF と LF 両方が副交感神

経活動によって影響を受けているということから，

HF，LF の各要素から再構成された心拍変動の間の

相互情報量を求めることによって，自律神経の活性

を評価する方法を提案する． 

 

2.1. 相互情報量による自律神経活動機能分析法 

別々の同時確率分布によって特徴付けられる２

つの時系列 X，Y を考える．相互情報量はＸに関す

る情報の曖昧さからＹを知ったあとに残るＸの曖

昧さを引いたものと定義され，これはエントロピー

を用いて， 

)()(

)()();(

XYHYH

YXHXHYXI

−=

−=
 （１） 

と表される．これを集合的に解釈すると図１のよう

における． ここで，時系列 X を HF，Y を LF とお

くと（１）式は HF と LF の間に同時に含まれる情

報と解釈できるので，これが副交感神経の指標とな

ると考えられる．  

H(X,Y)

H(X) H(Y)

H(X|Y) I(X;Y)

 

図１．相互情報量の集合的解釈 

 

2.2. シミュレーション 

提案法によって，時系列間に同時に含まれる情報

が正しく検出されるかをシミュレーションにより

確認する．シミュレーションデータには，２種類の

無相関な系列に，ランダムに作成したデータを同時

点に加えることで作成した．具体的には，20000 点

のデータ中の 2000-5000 点，9000-17000 点にふた
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つの系列で同様のデータが入っている．これをLF，

HF への分割後の心拍変動と仮定する． 

 

図２．シミュレーションデータの一部 

                （1500-2500点） 

 

3. 結 果 

提案法によるシミュレーション結果を図３に示

す．これは 20000 点のデータに対して，1000 点ご

とに相互情報量を計算した結果である．これから，

作成したデータで意図したとおりの情報量が確認

されていることがわかる． 

 

図３．相互情報量結果 

 

4. まとめ 

 本研究は，時系列間に同時に含まれる情報により

心拍変動の自律神経機能の活性を評価する手法の

提案を行った．本論文中では副交感神経の指標にし

か触れていないが，“LF には含まれるが HF には含

まれない情報量”を求めることで交感神経の指標も

得ることが出来ると考えられる．今後は，本研究に

よる提案法を実際に人工透析中の心電図解析に適

用し，急激な血圧低下の予兆の発見を行う． 

 

 

 

 

5. 参考文献 

[1]神竹 孝志，原島 博，宮川 洋，“有効情報量に基

づく時系列解析法 ”電子情報通信学会論文誌 ‘84/2，

Vol.J67-A，No.2，pp.103-110 

[2]Dirk Hoyer，Bernd Pompe，Hi H. Chon，Henning 

Hardraht，Carola Wicher，and Ulrich Zwiener，“Mutual 

Information Function Assesses Autonomic Information 

Flow of Heart Rate Dynamics at Different Time Scales” 

IEEE TRANSCATIONS ON BIOMEDICAL 

ENGINEERING，Vol.52，No.4，APRIL 2005 
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消化活動活性度の定量化法の開発 

―多チャンネル長時間腸音計測・解析システムの開発― 
騰川 雄裕*，阪田 治**，松田 兼一*** 

*山梨大学大学院医学工学総合教育部，**山梨大学大学院医学工学総合研究部，***山梨大学付属病院 

Development of the quantification method of the digestion activity. 
- Development of multi channel long time bowel sound measurement and analysis system -  
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1. はじめに 

長期療養やリハビリのために長期入院等を強い

られる患者にとって，食事の管理は重要な問題であ

る．一般に，病院では栄養面に十分配慮を行った食

事管理が行われているものの，さらに患者の日々の

体調や体質に由来する消化能力の変動までを十分

に考慮することは難しい．しかし、患者の治療およ

び身体機能回復を促進するためには，日々の食事に

ついて様々な角度から検討する必要がある．本研究

は，栄養学的見地以外の要素として食品の消化のし

やすさという面に注目し，腸音によってそれを定量

化するための基礎研究である．我々は食材の種類や

調理法，さらには患者本人の体質・体調が腸音の発

生状態，特に長時間における腸音の発生頻度の時間

変化に影響を及ぼしていると考え，調査を行ってい

る．そこで，多チャンネル長時間腸音計測・解析シ

ステムの開発を行った．  

2. 多チャンネル長時間腸音計測装置 

 現在，腸音の聴診は聴診器を体表のどこか一箇所

に当てて行われるのが一般的である．しかし同時に

一箇所の計測では広範囲で発生する腸音を取りこ

ぼしなく計測するという本研究の目的に合わない．

そこで，本研究ではデータ収集機器としてソニー製

のＥＸ－ＵＴ１０を，また，計測用のマイクとして

シリコンマイクを腹部の表面上に数箇所置くこと

で多チャンネルでの長時間計測を行う．これにより

従来一箇所での聴診では取りこぼしていた腸音記

録することができる．以下に実際の計測装置を示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１．上：計測装置，下：計測マイク 

3. 腸音解析システム 

我々は摂取した食品の消化のしやすさの違いに

より，長時間における腸音発生頻度に違いがある．

という仮説のもと研究を行っている．そこで，長時

間の計測データから取りこぼしなく腸音を検出す

る解析システムを開発した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２．解析システムのフローチャート 
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4. 腸音計測 

消化のしやすさの違いによる腸音の発生頻度の

変化を調べるため，サンプリング周波数 2kHz で以

下のような計測実験を行った． 

 

 

 

 

 

 

尚，食事は昼食とし，被験者には前日の夕食後食

事を取らないことを強制した．また，昼食で摂取す

る食事の量は被験者が満腹感を感じるまでとした． 

5. 解析結果 

以下に計測実験データの解析結果を示す．発生回

数は約４分間隔となっており，図中の青，黒，赤の

棒グラフはそれぞれ検出された全腸音，比較的大き

な音の腸音，さらに大きな腸音を表している．一般

的に黒，赤レベルの大きさの音は聴診器で確実に腸

音と判断できる程度の大きさである．さらに青，黒，

赤の曲線は多項式近似であり，細かく変化するデー

タの大まかな流れを示している．尚，解析は全て

MATLAB R2007a で行った． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３．解析結果(上から消化のしやすさ○１，

○２，×１，×２) 

上記の解析結果より消化のしやすさによる長時間

の腸音発生頻度に明確な差や共通点は現れなかっ

たが，どの結果を比較してみても腸の活動には数時

間おきに活発になったり，穏やかになったりとリズ

ムが存在していることが確認できる． 

6. まとめ 

我々は摂取した食品の消化のしやすさの違いに

より，長時間における腸音発生頻度に違いがある．

という仮説のもと研究を行っている．そこで長時間

腸音計測装置・解析システムの開発を行った．また，

実際に計測実験を行い，検証を行ったが，我々が考

えている仮設を決定付けるような結果を得ること

は出来なかった．しかし，腸の活動には時間による

リズムが存在していることが確認できた． 

今後は引き続き計測実験や被験者を増やし，解析

結果の比較を行うことが必要であると考えている． 

７. 参考文献 

１．阪田他：日本食品工学会誌, Vol.5, No.2, 2004． 

２．IEEE TRANSACTION ON BIOMEDICAL 

ENGINEERING,VOL.47,NO.7,JULY2000 
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振幅圧伸法の聴取改善効果I 
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Improvement of hearing by amplitude bandwidth compression/expansion method I 
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１． はじめに 
 高齢者の難聴では、小さい音は聞こえないが、大き

な音は健聴者と同様にうるさく感じることが多い。こ

のような補充現象と呼ばれる特徴を有する感音性難聴

者の聞き取りを改善するため、振幅の小さな子音の周

波数帯域の増幅率を高めることが行われる。しかし従

来の方法では、時間窓中の増幅率が一定であり、最適

な増幅率が得られない状況もあった。そこで、ヒトの

内耳における非線形な増幅特性をモデルとして、振幅

の瞬時値に応じて増幅率を調整する音声信号の処理方

法（振幅帯域圧縮・伸長法：Amplitude bandwidth 
compression / expan- sion method, 以下ACE法）を

開発した[1]。また、騒音下での健聴者の聞こえは閾値

の等しい難聴者の聴力に相当する[2]ので、健聴者の騒

音下の聞き取り改善にも効果があると考えられる。そ

こで先ず、ACE法で処理した音声を用いて、騒音下に

おける健聴者の聞き取り改善効果を調べる研究を行っ

たので、その結果について報告する。 
 
２． 音声信号の処理方法                       
 ACE法はラウドネス関数を元にして音声・音響信号

の振幅帯域を圧縮又は伸長する方法であり、次式で表

すことができる。 
 
 
ここで、wとvはそれぞれ出力信号と入力信号の振幅、

sgn は符号関数であり、c1、c2および n は正の定数で

ある。n<1 では振幅帯域は圧縮され、小さい音は相対

的に大きく増幅される。n>1 では逆に伸長され、小さ

な音はより小さくなる。この処理は非線形処理である

ため、奇数次の高調波が生じてしまう。それを除去す

るため、図 1 に示すように、予めバンドパスフィルタ

ー（以下BPF）で周波数帯域を分割し、圧縮・伸長処

理した後でローパスフィルター（以下LPF）をかけて

歪みを除去し、それらの信号を合成して出力する。今

回の研究では音声の含まれる帯域を考慮し、160Hz～
5120Hzの処理帯域を 1オクターブ毎、5帯域に分割し

た。 
 これまでの研究で、騒音レベルが低い空間で比較的

大きな音量で聴く際には、係数 n を 0.7 より小さくす

ると健聴者が違和感を覚えるようになることを確認し

ている。しかし、本研究では、騒音下で聴くことを想

定しているので、n=0.7 及び n=0.5 での処理を行い、

聞き取り改善の効果を調べた。 
 騒音下における健聴者の聞き取り改善効果を調べる

研究では、語音弁別能検査を行った。音声信号は日本

聴覚医学会の「語音聴力検査用CD」から 57-S語表を

用い、式(1)を用いて圧縮処理（n=0.7および 0.5）した

音源と処理しないオリジナル音源の３つの評価音源を

準備した。また、騒音音源は日本人工内耳研究会の加

重不規則雑音を使用した。 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
３．試験方法 
 評価試験は騒音レベルが約 22dB の防音室で、

ISO8253-3に準拠して行った。実験器具はCDプレイ

ヤー、アンプをそれぞれ 2 台ずつ用意し、スピーカは

3 台用意した。図 2 のようにスピーカを配置し、中央

のスピーカから評価音源、左右のスピーカからノイズ

 図１ 音源作成の流れ 

w = sgn (v) c１( |v | n – c2)       (１) 
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を再生した。聞き取りの精度は音声信号のレベルと騒

音レベルの相対的な大きさによって決まるが、ここで

は音声信号のレベルを 60dB SPLに固定し、騒音レベ

ルを 65、60、55、50、45dB で変化させた。被験者は

評価音源の語を聴こえた通りに回答用紙に記入する方

法を用いた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4．実験結果と考察 
 被験者は 20代の山梨大学工学部の学生であり、男女

含め 20名である。図 3に騒音レベルを変化させたとき

の正答率を示す。横軸は騒音レベル、縦軸は正答率で

ある。この図において、オリジナル音源（n=1.0）、n=0.7
とn=0.5の処理音源の最大音圧レベルは60 dBで等し

く設定している。騒音レベルが高くなるにつれて、圧

縮処理によって聴取精度が改善されていることが分か

る。例えば、騒音レベル 60dB において、オリジナル

音源の正答率は 43%である。会話に必要な正答率は約

60%と言われているが、その値に達していない。それ

に対し、n=0.7 処理音源と n=0.5 処理音源の正答率は

それぞれ 73%と 90%であり、30および 47ポイント改

善している。なお、騒音レベル 45dB では n=0.7 処理

音源は n=0.5 処理音源よりも正答率が数%ほど高くな

っている。これはおそらく、騒音レベルが低い環境に

おいては n=0.5 処理では圧縮しすぎ、逆に聴き取り難

くなったものと推測できる。 
圧縮処理による有意差の検定では t 検定、分散分析

を行った結果、有意水準 5%で、SN 比が 5dB 以下で

はオリジナル音源と圧縮処理音源において、全て有意

差があると確認できた。以上の結果から、ACE法を用

いた音声処理方法は騒音下における健聴者の聴取改善

に有効であることを確認した。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5．まとめ 
 本研究では、音声信号をACE法で処理した音源を用

い、騒音環境下における健聴者の聞き取り改善効果を

調べる試験を行った。静かな環境で健聴者が不快に感

じない範囲（係数 n を 0.7 で処理した場合）であって

も、語音弁別能が明らかに改善されることがわかった。

したがって、ACE法が聴取改善に有効であることを確

認した。本研究の一部は，科学研究費補助金(基盤研究

B 課題番号 20300076)の助成による成果である。 
 

参考文献 
[1] I. Ishikawa et al.,:”An amplitude-bandwidth 

expansion method for hearing-aid adjustment”, 
Medical Eng. Phys., 27, pp.59-62, 2005 

[2] J.P.A.Lochner, J.F.Burger ：“ Form of the 
Loudness Function in the Presence of Masking 
Noise ” ,THE JOURNAL OF ACOUSTICAL 
SOCIETY OF AMERICA, 
pp.1705-1707,VOLUME 33,NUMBER 
12,DECEMBER,1961 

 

 図３ 語音弁別能検査の正答率変化グラフ 

図2 被験者とスピーカの位置関係 
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透析シャントの狭窄を聴診するための特徴抽出に関する研究 
○森 鷹浩，服部 遊，鈴木 裕，阪田 治，深澤 瑞也，石川 稜威男* 

山梨大学医学工学総合教育部･研究部，*感性科学研究所 

Feature extraction to auscultate stenosis of the hemodialysis shunt 

T. Mori, A. Hattori, Y. Suzuki, O. Sakata, M. Fukasawa, I. Ishikawa* 

Interdisciplinary Graduate School of Medicine and Engineering, University of Yamanashi, 

*Kansei Science Laboratory 

 

1. はじめに 

腎不全患者は年々増加しており，近い将来，深刻

な問題となることが予測されている。腎不全になる

と体内に蓄積した老廃物をろ過できず，患者の生命

に関わる。よってダイアライザー（人工腎臓）を用

いて体外で血液をろ過する人工透析を行う。この人

工透析を行うためには血流量を確保する必要があ

り，静脈と動脈を縫い合わせた内シャントを作る。

しかし，この内シャントには血管の狭窄が起きてし

まい，さらに悪化すると閉塞してしまう問題がある。

閉塞してしまうと人工透析ができず，時には患者の

生命に関わる。血管の狭窄は PTA（経皮経管的血管

形成術）により治療が可能だが，狭窄が進行すると

成功率が下がるため，早期の発見が必要である。こ

の狭窄の非侵襲な診断方法として聴診が行われて

いるが，専門医の数に対して患者数が多く，診断支

援のための聴診装置の実現が強く望まれている。 

これまでに，静脈狭窄付近のシャント音を検出し

てウェーブレット変換し，時間－周波数表示すると

高い周波数領域に特徴的な信号が検出されること

が報告されている[1]。また，対象物の状態を判断す

る方法として，音響信号を周波数解析して人工的ニ

ューラルネットワーク（ANN）に入力する方法があ

り[2]，最終的な判断が得られる利点を有している。

そこで本研究室では，シャント音を周波数解析して

人工的ニューラルネットワーク(ANN)で判断させ

る研究を行ってきた[3]。その結果について報告する。 

2. 採音方法 

シャント音の採取は医学部泌尿器科で患者の協

力のもと，PTA の前後に 44.1kHz，16bit で４点同時

録音を行った。それらの音源をそれぞれ音が小さい

データ，断続的な音のデータ，高周波な音のデータ，

正常なデータという４つの項目に分類し、狭窄を 1、

正常を 0 として学習・評価させた。 

3. 診断装置の特徴 

3.1. 診断装置の処理の流れ 

人による音の処理過程を参考にして考えた音響

診断装置の流れを図 1 に示す。基底膜での周波数分

析に対応させて，周波数解析(FFT 解析)を行う。そ

の結果を脳に対応させた ANN に入力し,学習・判断

させる。 

 

 

 

 

 

 

 

図 1. 診断装置の処理の流れ 

3.2. ANN の構成 

ANN は脳の仕組みを模倣したコンピュータシミ

ュレーション上のネットワークで，判断基準となる

教師信号を学習させることで類似したデータを判

別することができる。本研究では三層型フィードフ

ォーワード ANN を用い，学習則にはバックプロパ

ゲーションを用いた。出力層ニューロン数は 1 個，

中間層ニューロン数は 10 個，入力層のニューロン

数は 200 個である。学習用データセット，教師信号

により学習させ，学習に用いない評価データセット

により評価する。1 人のデータから 10 データを抜

シャント音

脳で判断

デジタル信号へ変換

ニューラルネットワークで判断

基底膜で周波数分析

マイクで採音、電圧信号へ変換鼓膜で機械的な振動へ変換

内有毛細胞で神経パルスへ変換 FFTによる周波数解析

シャント音

脳で判断

デジタル信号へ変換

ニューラルネットワークで判断

基底膜で周波数分析

マイクで採音、電圧信号へ変換鼓膜で機械的な振動へ変換

内有毛細胞で神経パルスへ変換 FFTによる周波数解析
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き出し，何個以上を狭窄(出力 0.5 以上)と評価した

のかによって診断し、正答率を求める。 

4. 結果と考察 

 高周波音の聞こえる狭窄患者 19 人と正常な音の

する 23 人のデータを用いて学習・評価を行った。

ANN の学習結果を図 2 に示す。図 2 より、ANN の

学習時の出力は教師信号付近に分布して正答率は

98.0%となり，学習が可能であることが確認された。

さらに，10 データのうちいくつ狭窄の出力がある

かによって診断し、その正答率を求めた結果を図 3

に示す。図 3 より、狭窄データにおける正答率が最

も高い 1 つ以上で狭窄と診断する時でも正答率は

73.7%，その時の正常データの正答率が 69.6%であ

り，現状では的確な診断には至っていないことが確

認された。正常データの周波数解析結果を図 4 に，

狭窄データの周波数解析結果を図 5にそれぞれ 2デ

ータ分ずつ示すが、どちらも個人差がおおきなこと

がわかる。このように、的確な診断が難しい理由と

して、シャント音は内シャントや静脈の形状などの

個人差による影響が大きいことが考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2．ANN の学習結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3．ANN の評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4．正常データの周波数解析結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5．狭窄データの周波数解析結果 

5.  まとめ 

人による音の処理過程を模した音響診断装置に

ついて考案し、実際のシャント音データを用いて、

周波数解析を行い、ANN に入力し学習・判断させ

た。結果として学習は可能だが的確な診断は難しい

ことがわかった。そこで現在は、熟練した医師が判

断する時に，狭窄に伴う特徴的な信号を抽出して聞

き取り、判断しているということを考慮し、狭窄に

よる特徴的な信号を抽出して ANN で判断する方法

を検討している。 
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寝たきり人の状態の POF センシングシステム 

解馳,三窪絋平,本間聡,森澤正之,武藤真三 

山梨大学大学院医学工学総合教育部電気電子システム工学科専攻 

POF Sensing System of Bedridden People Conditions 
Chi kai, Kohei Mikubo, Satoshi Honma, Masayuki Morisawa, Shinzo Muto 

Department of Electrical Engineering, Graduate School of Medicine and Engineering, University of Yamanashi 

はじめに 
 中高年世代にとって余生最大の悩みは,寝たきに

なることと言われている.仮にそうなった場合には,

本人はもとより，家族にも大変な負担を負わすこと

になる.寝たきりにならなければ,本人が自分で出来

ることは多くあるし,家族の介護負担も格段に小さ

くなる.しかし、残念ながら、日本は「寝たきり大国」

の汚名を着せられていて、寝たきり老人数は 1993

年の90万人から,2000年には120万人に増加したと

みられる.この老齢人口の急速な増加に伴って,寝た

きり老人数は2010年に 170万人,2025年に 230万人

に達すると予想されている.このような背景から,本

論文では、安全・安価なプラスチック光ファイバー

（POF）を用いた応答の速い呼吸センサや発汗センサ

を開発し、寝たきり老人、病人の状態の POF センシ

ングシステムによる介護支援を提案します.  

1. センサヘッドの作製 
 数多く存在する有機高分子化合物の中には，水分

に対して膨潤するという性質を示し，多孔質となる

性質を有すものがある．この膨潤性ポリマーが多孔

質になると，分子の密度が疎になり一般にその屈折

率が低下するという光学的変化を起こす．そこで，

本研究ではこの性質に着目し，多くの膨潤性ポリマ

ーの中から，POF 水分センサのセンシング層に利用

可能なポリマーを探索し，ここでは， PVPA 

(Poly-vinyl-prrolidone-co-acryli-cacid: n=1.503)をセン

シングクラッド材料として使用することにした. 

POF のコアには PMMA(n=1.49)が用いられているので，

本研究で用いられている POF センサヘッドは水分存

在下で，リーキー・導波変換を生じることになる。

この変換をより高速にするため，初期状態における

コアの屈折率とクラッドの屈折率の差はより小さい

ことが望まれる．そこで低屈折率ポリマーである

Polyvinylidenfluorid(PVDF:n=1.42) と PVPA(n=1.503)
とを混合させることで，その屈折率差を小さくした．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1：センサヘッドの構造 

 

まず，Dimethyl-Sulfoxide(DMSO)を溶媒としてクラ

ッド材料である PVPA と PVDF を混合した溶液を作製

し，よく攪拌させておく．次に，POF のジャケット

を4cm剥ぎ取る．その後ジャケットを剥ぎ取ったPOF

を Dioxane に 10-20 分浸すことでクラッドも除去す

る．その上から先ほどのクラッド溶液をディップコ

ーティングし，1 日自然乾燥することで POF 呼気セ

ンサヘッドなどが完成する． 
2. 動作原理 
 初期状態でコアの屈折率 1n よりクラッドの屈折

率 2n を少し大きく設定してあるので，リーキー構造

となり入射された光は外に漏れるため透過光強度は

弱い．しかし，呼気や汗や尿中の水分がクラッドに

付着すると PVPA と水分子とが反応し，膨潤を起こす．

その結果クラッドの屈折率 2n は低下する．すると

n2＜n1 の領域に入ったとたんリーキー構造から導波

構造への転換が行われ，光は外には漏れず透過光強

度は急激に増大する．この透過光強度の変化を測定

することで寝たきり老人・病人の状態の変化がセン

シング可能となる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

(a)：水分附着前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)：水分附着後 

 

図 2：動作原理 
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3. 検出装置及び結果 
4.1.   検出装置 

 本研究では,二つの実験系が用いられている.発汗

センサと呼気センサ装置である.光源には,波長λ

=530nmの緑色LDとλ=690nmの赤色LD二種類を用い,

各 POF センサからの光をフォトダイオードで受光し,

電気信号に変換し,更にA/D変換したら,PCで処理し

て測定値として記録する. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3(a)：全体的な実験検出装置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3(b)：検出装置―呼気状態センサ 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3(c)：検出装置―発汗状態センサ 

 

 図 3(b)には, ,口と鼻からそれぞれ充分な息があ

たるように適切な距離で整え,様々な呼吸状態をそ

れぞれ 30 秒間観測し，同時にその波形を PC で記録

する.一方、図 3(c)には,２つの黒いキャップ A と B

に,２組(計四つ)の穴があけられ,ゴムバンドで身体

の平ら部分に固定される.実験開始したら,キャップ

A と B 中のファイバを乾燥するため一分間ほど乾燥

空気を流し込んだら,空気ポンプのスイッチを切り,

その後約一分間の軽運動をしながらキャップ中の湿

度変化を確認する.キャップ A の中の水分湿度は完

全に飽和したと確認できたら,もう一回乾燥空気を

入れて,ファイバを乾燥させる.一方,比較のために

キャップ B は身体からの汗を浸透させないように,

市販のサランラップを引いて,汗により引き起こし

た湿度変化以外の湿度を検知するため測定終わるま

で乾燥空気を流し続ける. 

４.2    計測結果 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4:正常呼気状態 

 30 秒の測定時間内の波形数から一分間の呼気数

を計算できる.もちろん,異なる健康状態における呼

気数と呼気中の水分分布はそれぞれ特徴がある.こ

れらの実験データを用い,看護士さんは患者さんの

健康状態をリアルタイムで管理できる.呼気以外,咳,

あくびなども本実験装置で測定できる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5：発汗センサ結果図 

図5からわかるように,赤色線はキャップA中の湿

度変化を表した.空気ポンプのスイッチを切り,被験

者は軽く運動しながら汗をかき始めて,キャップ A

の中に水分を段々多くなり,同時に設置された発汗

センサはその湿度変化を検知し,ノートパソコンで

その感度を表す.完全に飽和したことを確認できた

らもう一度乾燥空気を流れ,キャップの中を乾燥さ

せて測定を終了する.一方,青色線はキャップ B 中の

湿度変化を表したが体からの汗を浸透させないよう

に市販のラップを引いたため乾燥空気中の湿度しか

検知できない.しかしながら,乾燥空気中の水分成分

は１％未満なためほとんど反応がなかった. 

4. まとめ 
 新しい POF 水分センサの開発と,それを用いた呼

気中水分や発汗などの実時間測定から, 汗寝たきり

老人・病人の状態変化をモニタリングするシステム

を提案し，これらが適用可能であることを示すこと

ができた． 

 

5. 参考文献 
1) Chi Kai, Satoshi Honma, Masayuki Morisawa 
and Shinzo Muto;“Bedridden People Condition 
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ICPOF (2008-8). 
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