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ペルチェ素子を用いた冷媒循環型汎用凍結加温手術装置の性能評価 

吉田卓司* , 今範昭*，野村仁志* , 曽根和哉**，内山尚志*，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 

Performance evaluation of refrigerant circulation form cryosurgical and hyperthermia device using peltier device 

Takashi Yoshida* ,  Noriaki Kon*，Hitoshi Nomura* , Kazuya Sone**， 

Hisashi Uchiyama*，Ichiro Fukumoto* 

*Biomedical Engineering Laboratory, Nagaoka University of Technology 

**Twinbard Corporation 

1. はじめに 

  現在、悪性腫瘍に対する侵襲性の低い治療法

の一つとして冷凍手術が注目されている.また,

悪性腫瘍の温度感受性が高いことを利用した

温熱治療も癌細胞に効果があるとして注目さ

れている.冷凍手術は生体組織に極低温を作用

させることによって生じる生体反応を利用し

た手術であり,温熱療法は,加熱などにより細胞

を壊死させる方法である.これらは従来の治療

に比べ,低侵襲で術後の後遺症が少ないなどの

利点が挙げられる.そこで,冷凍と加温を一定の

急速冷凍・緩急加温のサイクルで手術に応用す

ることにより効率よく悪性腫瘍を壊死させる

ことができると考え,冷凍加温手術装置の開発

を行っている. 

2. 目的 

本研究では冷凍と加温の二つを用いた冷

凍加温手術装置の開発をペルチェ素子と

FPSC(Free Piston Stirling Cooler)を用い

て行ってきた.これまでの装置は手術装置自

体にどれほどの冷却能力があるのか評価で

きていない.今回は現在の装置の性能評価を

行うため,冷却能力確認実験用ヒーターの開

発を行い,冷却曲線を用いて手術装置の評価

を行う. 

3. 方 法 

    今回開発した冷却能力確認実験用ヒータ 

ーでは電圧制御によりカードリッジヒータ

を加熱することによって、ホットプレートが

温まる。そこに、冷凍したプローブを接触さ

せることにより、熱がプローブに移動し、そ

のときのプローブ接触部位の電力を測定す

ることにより,冷却曲線を作成し,性能評価を

行う. 

 

図 1  冷凍加温手術装置概略図

 

図 2 実験用ヒーター概略図 
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図２ 実際の装置 

3.1. 実験方法 

プローブ先端を固定し,熱電対をヒーターと

プローブ先端で挟む.電源電圧より電圧を印加

する.テスターを使用し,電流と電圧の計測を行

う.FPSC 内のエタノールを-80℃とする.ヒータ

ーの温度が一定となるまで電圧を印加し,ソフ

トサーモ計測を用いて常に FPSC内のエタノー

ルの温度とプローブ先端とヒーターの接触部

位温度を確認する.接触部位温度が 5 分以上一

定となった時点でポンプを作動させ,冷媒を流

す.冷媒が流れ終わり,接触部位温度が上昇して

きた時点で実験を終了する. 

4. 結 果 

表 1,表 2 より電圧制御による冷却能力確認実

験用ヒーターより得た値を示した.これらより

熱量をもつ媒体（ヒーター）に対しても手術時

に必要な細胞が壊死する温度である-20℃を得

ることができた.また,図 3に冷却確認実験用ヒ

ーターから得た冷却曲線を示した. 

電力（W×２） 電圧(V) 電流(A) 回数 開始時接触部位温度(℃） 接触部位最低温度（℃） 平均値(三回）
1 26.0 -30.1
2 26.2 -22.5
3 26.1 -18.9
1 31.6 0.9
2 30.3 -5.6
3 31.2 -0.5
1 46.0 10.1
2 47.1 12.0
3 48.4 7.2
1 70.0 28.4
2 69.5 23.4
3 72.9 29.1
1 88.7 34.4
2 100.7 45.1
3 98.5 41.9

0.24

0.0096

0.0949

26.97

40.47

表1 電圧制御による実験用ヒーターから得た値

203.796

-1.73

9.77

2.139

0.956

0.024

0.0478

0.0713

10.00

15

-23.831.005

5.00

0.0048

電力（W×２） 電圧(V) 電流(A) 回数 開始時接触部位温度(℃） 接触部位最低温度（℃） 平均値(三回）
1 26.0 -30.1
2 26.2 -22.5
3 26.1 -18.9
1 25.8 -21.6
2 25.5 -24.0
3 25.0 -22.6
1 28.3 -17.5
2 30.0 -19.0
3 27.7 -25

0.0384158 2.01 0.00958 -22.73

0.0858 3.00 0.0143 -20.50

0.009648 1.005 0.0048 -23.83

表2　生体組織の熱量付近でも接触部位温度

 

※生体内（皮膚が持つ熱量 0.0053w/cm
2） 
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）

 

図 3 冷却曲線 

5. 考察 

今回は冷却能力確認実験用ヒーターの開発を行

い冷凍加温手術装置の性能評価を行った.今回行っ

た実験により,冷凍加温手術装置の冷却能力は証明

できた.それは図 3 からわかるように,熱量をもつ媒

体（ヒーター）に対しても手術時に必要である細胞

が壊死する温度である-20℃を得ることができたか

らである.また,表 2 に示した生体内の持つ熱量を考

慮してその付近での熱量とプローブ接触面を測定

した.今回は細胞の皮膚からの放熱量（皮膚の細胞

が持つ熱量 0.0053w/cm
2）を参考にして実験を行

った.その表 2 からも生体内を‐20℃にすることが

可能であるということがわかった.よって,冷却能力

を証明することが出来た.今後は生体組織にさらに

近い物体を用いて冷却曲線を作成し,比較を行う. 

6. 謝辞 

本研究を行うにあたり、FPSC の提供にご協力頂

いたツインバード工業株式会社，野水敏月様に心よ

り感謝致します. 
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簡易自動コーチングシステムにおける判断基準の構築 
矢野 匡人*，関 満彦*，三宅 仁* 

*長岡技術科学大学医用福祉工学研究室 

Building Decision Criteria for An Easy Automatic Coaching System 
Masato Yano, Michihiko Seki, Hitoshi Miyake 

Medical Engineering and Life Support Technology Laboratory, Nagaoka University of Technology. 

 

1. 目的 

現在，コーチングによるモチベーションアップの

手法が様々な分野で利用されており，有用な方法と

して知られている．スポーツ分野で高校生カヌー選

手を対象に情報共有システムを利用したコーチン

グシステムを開発したが，コーチ側が忙しく，なか

なか選手の情報を見ることができないという問題

が発生し，選手がコーチからの情報のフィードバッ

クがすぐに受けられないという事態になった． 

本研究では選手が入力した情報のフィードバッ

クを受けるために，自動で簡単なアドバイスを返す

コーチングシステム構築を目指すとし，そのために

今回はアドバイスを返すための判断基準構築を目

的とする． 

 

2. 方 法． 

2.1. 判断基準構築 

図 1 に簡易自動コーチングシステムの流れ図を

示す． 

判断基準構築には高校生カヌー選手を対象とし

たコーチング情報共有システム 1)により集めたデー

タの解析を元に構築した．今回，判断する要素はコ

ーチング情報共有システムにおいて選手側が訴え

ていることが多かった筋肉痛，関節痛，全身疲労，

精神疲労の 4 つとする． 

2.2. 判断アルゴリズム 

入力データは 3 カテゴリー・12 項目（表 1）の 5

段階評価である． 

（１）各質問項目毎に 4 つの判断項目に対する重

 

図 1 簡易自動コーチングシステム流れ図 

 

表 1 質問項目 

 
 

み付けをする． 

（判断を行うアルゴリズムを構築するために入力

データの分析を行った。その結果、症状を訴えてい

るときには共通点があり、その共通性を元に判断基

準に対する重み付けを得た．） 

（２）次に，5 段階評価の入力値からカテゴリー

ごとの値を求める． 

（３）カテゴリーごとの値をカテゴリー別の重み

を含めて比率に変換し，判断結果は 0 または 1 で出

力を行うため，乱数を用いて判断を行う． 

（４）精神疲労を除く判断にはメンタルカテゴリ

ー項目を加える．これは先行研究により，選手のメ

3
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ンタル状態が怪我に影響していることが証明され

ているためである 2)． 

以上を元に作成した判断アルゴリズムの具体例

を図 2、3 に示す． 

 

 

図 2 アルゴリズム(筋肉痛) 

 

If rand() <= 0.8363 then 1 

                else 0 

 

図 3 数値変換の例(筋肉痛) 

 

2.3. 判断基準評価 

構築したアルゴリズムの信頼性を検証するため

に K 分割交差検定法 3)による検証を行った．使用し

たデータはコーチング情報共有システムの入力デ

ータ 80 件である． 

 

3. 結 果 

 K 分割交差検定法による検証の結果，判断確率

は最高で 75%であった． 
 

4. 考察とまとめ 

構築した判断アルゴリズムでは約 75%の確率で

判断ができるが，より判断確率を向上させるために

は、筋肉痛と関節痛の判断基準を統合し，1 つの症

状としてみるべきと考える．すなわち，Q2 群の質

問項目が上半身と下半身の状態をそれぞれ見るこ

とを目的とした質問項目のためであり，重みを変え

るだけでは選手が訴えている筋肉痛と関節痛を分

類することは難しいためである．また，Q2-1 の値

の扱いを考える必要がある．Q2-1 は全体的な疲労

に関する質問であり，疲労がたまると怪我のリスク

が高くなるため，同一選手の過去の Q2-1 の値も含

めたアルゴリズム構築が必要と考える． 

 今後は判断精度を上げるためのアルゴリズム改

良を行う予定である． 

 

5. 謝辞 

この研究の一部は科学研究費補助金一般（C）課

題番号 22500879「メンタルストレスに着目した高

度専門技術者養成プログラムの開発と実践」の助成

による．記して謝辞とする． 
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diagnosis. Expert Systems with Applications. 30. 

pp272-281. 2006 
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不均一高濃度マンモグラムにおける腫瘤自動検出システムの基礎研究 

遠藤晃則，佐々木惣一郎，黒澤淳樹，高橋聡，福本一朗 

長岡技術科学大学 医用生体工学教室 

Basic study of automatic tumor detection system in heterogeneous breast mammograms 

Akinori ENDOH, Soichiro SASAKI, Junki KUROSAWA, Satoshi TAKAHASHI, Ichiro FUKUMOTO 

Biomedical Engineering Laboratory，Nagaoka University of Technology.  

 

1. はじめに 

現在，日本人女性における乳がん罹患率は年々

増加している．乳がんの診断においてはマンモグ

ラフィによる画像診断が広く用いられている． 

マンモグラフィによる診断の場合，乳腺実質の

量と分布により高濃度，不均一高濃度，乳腺散在，

脂肪性の 4 つに分けられる．このうち高濃度，不

均一高濃度では，乳腺に腫瘤が隠れてしまい，そ

の結果，読影医が見落としてしまう危険性がある． 

そこで本研究では，不均一高濃度マンモグラム

から腫瘤の検出および良悪性鑑別を目的とする．

今回，その検出処理として腫瘤候補領域の抽出を

行う． 

2. 対象 

本手法を読影医により不均一高濃度と診断され

たマンモグラム 8枚に行った．マンモグラムはMLO

方向撮影されたもので，画像サイズは 404×

542[ pixel] ，階調数は 8[ bit]であった． 

3. 方 法 

3.1 平均輝度値差分フィルタ 

腫瘤が存在するとき，周囲の正常組織より輝度が

高く映し出されるという傾向がある．そこで，図 1

に示すような平均輝度値差分フィルタを提案する．

この処理では，注目画素 ( i , j )を含む中心領域 A の

平均輝度値 FAとその周辺領域 Bの平均輝度値 FBの

差を求め，周辺領域に比べ中心領域の平均輝度値の

方が大きい（FA – FB > 0）の時，その差分値を出力

するというものである（式 1）． 

 

 

 

 

 

図 1 平均輝度値差分フィルタ 

 

   （式 1） 

ここで G ( i , j ) は出力輝度値である． 

3.2 アルゴリズム 

処理の流れを図 2 に示す． 

 

図 2 本処理のフローチャート 

 

3.2.1 関心領域抽出処理 

まず，乳腺領域および腫瘤候補領域の抽出を行っ

た．マンモグラフィにおいて乳腺や腫瘤は脂肪より

も X 線吸収率が高くなる．そのため，マンモグラ

ムにおける濃度ヒストグラムでは高輝度側の乳

腺・腫瘤のピークと低輝度側の脂肪のピークの 2 つ

注目画素 ( i , j ) 

中心領域 A 

周辺領域 B 
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のピークが現れる（図 3）．そこで経験的に対象画

像の最大輝度値の 30% 未満の輝度値を持つピクセ

ルを除去することで脂肪領域を除去し，抽出された

領域を関心領域とした． 

 

図 3 マンモグラムにおける濃度ヒストグラム 

 

3.2.2 平均輝度値差分フィルタ処理 

 フィルタのサイズは，経験的にディスク型の中心

領域 A のサイズを半径 5 [ pixel] ，リング型の周辺

領域 B のサイズを半径 30 [pixel]に設定した． 

3.2.3 腫瘤候補領域抽出処理 

フィルタ処理画像の差分値の中から最大差分値

の 30% 未満の輝度値を持つピクセルを低差分値と

して除去し，抽出された領域を腫瘤候補領域とした． 

3.2.4 偽陽性除去処理 

マンモグラフィにおいて撮影可能な最小腫瘤径 5 

[mm]に相当する円の面積よりも小さい領域を除去

した． 

4. 結 果 

本処理の結果の一例を図 4 に示す． 本処理を対

象画像に行った結果，真陽性率は 100 %（8 枚中 8

枚），偽陽性数は 5.1[個/枚]であった．今回，腫瘤の

辺縁が欠けた場合においても検出できたと判断し

た． 

5. 考察 

本処理によって腫瘤を検出することができた．今

回の処理では，腫瘤は周囲の正常組織に比べて高輝

度となる傾向があることから腫瘤候補領域の検出

を行った．しかし，乳腺のかたまりや胸筋領域も同

様の傾向をもつために偽陽性が多く検出されてし

まったと考えられる．今後，胸筋領域除去処理や腫

瘤と乳腺のかたまりを判別できるような偽陽性除

去処理の追加などを行って改善していく．また，本

処理では辺縁の検出することができなかった．これ

は腫瘤の辺縁が腫瘤の中心部分に比べ差分値が低

く，低差分値として除去されてしまったと考えられ

る．そのため，新たな低差分値除去に用いる閾値の

設定法の検討や今回の結果を一次候補領域とし，さ

らに辺縁を検出する処理を考案して追加していく

必要がある． 

6. 謝辞 

 本研究の遂行にあたり，快く画像の提供にご協力

頂いた新潟県厚生連長岡綜合中央病院放射線科佐

藤敏輝医師に心より感謝致します． 

7. 参考文献 

[1] 古木亜梨紗“乳腺構造分類法を用いたマンモグ
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[3] 東野英利子，角田博子，秋山太“マンモグラフ
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図 4 検出結果（左：原画像，右：処理画像） 
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手話認識ヘの応用のための手旗信号自動認識システムの基礎研究 

松浦将史，山谷真也，内山尚志，福本一朗 

長岡技術科学大学 医用生体工学教室 

Basic study of automatic flag signaling recognition system 

for application to sign language recognition  

Masashi MATSUURA, Shinya YAMAYA, Hisashi UCHIYAMA, Ichiro FUKUMOTO 

Biomedical Engineering Laboratory，Nagaoka University of Technology. 

 

1. はじめに 

人の動きやポーズをコンピュータに認識させる

研究の一つとして手話認識がある．現在，日本では

聴覚障害者として身体障害者手帳を交付されてい

る人は約 36 万人いるとされている．しかし，それ

に対して手話通訳士の人数は 2774名（2011年 4 月

1 日現在）と聴覚障害者に対して明らかに不足して

いる．そのため，手話認識の自動化により聴覚障害

者と健常者が円滑にコミュニケーションを行うた

めの研究は各方面で行われている． 

本研究においても，手話認識を最終的な目標とし

ているが手話は表情や手形状，手指の位置や動作な

ど見るべき対象は多く，複雑なものとなっている．

その点，手旗信号は 16 のポーズ（原画）の組み合

わせで文字を表現できるため，手話と比べ簡単な手

の位置の認識プログラムとして手話認識の基礎に

なると思われる．そこで，本報告では手旗信号の各

原画の認識を行うプログラムを作成し，評価を行っ

た． 

 

2. システム概要 

2.1. 使用機器 

本研究では手旗信号の映像を取り込む機器とし

て Microsoft 社の Kinect センサー（図 1）を用いた．

Kinect センサーは RGB カメラ，赤外ライト，赤外

線センサー，マルチアレイマイクロフォンを備えて

いる．RGB カメラにより映像を取得し，赤外ライ

トから対象へ照射した赤外線の反射光を赤外線セ

ンサーにより感知し対象との距離を計測できる．ま

た，Kinect センサーは対象の各パーツの空間座標を

取得することもできる． 

 

図 1 Microsoft 社 Kinect センサー 

2.2. 認識指標 

Kinect センサーより取得した空間座標から次に

示す式に従って内積を求めた． 

 

 

， とし，a，bの座標

はそれぞれ肘の角度θ1 を求める際には手の座標を

a，肩の座標を b，肘の座標を 0点としてθ1を求め，

首と腕との角度θ2 を求める際には手の座標を a，

頭の座標を b，首の座標を 0点としてθ2を算出し，

手旗信号認識の指標とした（図 2）．また，手と頭

の座標の高低関係も同じように指標とした． 

図 2 手旗信号認識指標概要 
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3. 実験方法 

被験者は右利きの健常男子学生 5 名（平均 22.4

±0.5 歳，身長 175.7±4.9cm）で実験を行った．5

名共に手旗信号を習ったことはなかった． 

実験は図 3 に示す原姿と 1～14 原画の 15 の手旗

信号の原画の認識を行った．なお，正面で手旗を 1

回転させることで表す 0 原画は今回の指標では定

義できないため除外した．11 原画は手旗を振り下

ろす動作の前の状態を定義することで認識を行っ

た．被験者にはそれぞれ実験前に練習した上で各原

画 10 回ずつ Kinect センサーから約 3m 離れた地点

で実験を行った．各原画で認識率を求め，5名の被

験者の各原画での認識率の平均を算出した．また，

認識率の個人差の程度をみるために標準偏差も算

出した． 

 

図 3 手旗信号各原画 

4. 結果及び考察 

図 4に各原画での認識率と標準偏差を示す．図 4

より，10 原画と 13 原画の認識率が 100％と最も高

く，9 原画が 72％と最も低い値を示し，次いで 12

原画の 74％，7 原画の 78％という結果となった．

今回は 9 原画が最も低い認識率を示したが，標準偏

差が示すように 9 原画の標準偏差は 29.5 と最も高

く，個人間の認識率の差が顕著だった．他の 12 原

画，7原画においても標準偏差が高く，個人によっ

て表しにくい原画があったと考えられる．特に，9

原画は左腕を斜め下に曲げる部分，7 原画，12原画

では腕を真っ直ぐ上に上げる部分において被験者

間で角度が大きく異なっていた．同様に，真っ直ぐ

に左腕を上げる 2原画の認識率も低かった．この個

人差による認識率の極端な低下を防ぐために今回

定義した指標の角度の検討，定義する手旗信号認識

の指標を増やす必要がある．また，今回の実験にお

いて慣れによる個人差への影響を十分に考慮して

いなかったため実験手順を見直す必要がある． 

図 5 手旗信号各原画の平均認識率 

 

5. まとめ 

本報告では，Kinect センサーより取得した対象の

各パーツの空間座標を基に角度を検出し手旗信号

の各原画を認識させるシステムの評価を行った．本

システムにより最も高い認識率の原画で 100％，最

も低い原画でも 72％とシステムの有用性を示すこ

とができた． 

今後の展望として今回，認識率の低かった原画の

認識率を向上させた上で各原画の組み合わせで表

現される文字の出力を行う．また，本報告で取得し

た空間座標や角度の遷移状態を見ることで手話認

識にも応用させていく． 

 

6. 参考文献 

[1] 中村康弘，松井甲子雄：手旗信号自動認識の一

手法，電子情報通信学会秋季大会講演論文集，

298，1994 

[2] 中村薫：KINECT センサープログラミング，株

式会社 秀和システム，2011 
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簡易型地震計を用いた被災者救出用心弾波形アルゴリズムの基礎研究 

西村 淳*，藤木 智之*，佐橋 拓* **，佐橋 昭** ***，福本 一朗* 

*長岡技術科学大学 医用生体工学教室，**株式会社 プロジェクトアイ，***長岡技術科学大学 技術開発センター 

Basic study of the ballistocardio-wave analysis algorithm for disaster victim rescue 

using a simplified seismograph 

Jun NISHIMURA*，Tomoyuki FUJIKI*，Taku SAHASHI* **，Akira SAHASHI** ***，Ichiro FUKUMOTO* 

*Biomedical Engineering Laboratory，Nagaoka University of Technology                                

**Project I Corporation，***Technological Development Center，Nagaoka University of Technology 

 

1. はじめに 

東日本大震災では家屋の倒壊によって多数の死

傷者が発生した．災害時においては要救助者の発見

が急務であるが，現時点において救助隊などで利用

されている探査装置は高価であり使用に専門知識

が必要な為に普及しづらいといった課題がある． 

本研究室では簡易型地震計を用いて要救助者の

心拍に基づく心弾振動を検出する新たな被災者救

出システムを検討してきた．このシステムは，意識

を失って助けを呼ぶ事のできない要救助者がいる

可能性のある倒壊家屋に簡易型地震計を設置して，

計測された振動データを周波数解析し，人体に由来

する周波数成分が検出されるか確かめる構想であ

る．先行研究では周波数解析法としてフーリエ変換

を利用し，机上に仰臥した被験者から伝わる振動を

1 m程度離れた机上に設置した地震計を用いて検出

した．その結果，心拍に由来すると考えられる 1 Hz

付近に周波数のピークが観測された[1]． 

本研究では，このシステムを実用化するために地

震計から得られた振動データに対してフィルタリ

ングなどの信号処理を行い，心弾検出ソフトの作成

を行う．フーリエ解析に加え，新たに Schuster のピ

リオドグラムの式に基づいた周波数解析法を利用

して心弾検出を行った． 

2. 方 法 

2.1. 実験概要 

本研究で用いた地震計は株会社数理設計研究所

製の 3 軸加速度センサ強振計 GID-SSS である．振

動データは 3 軸成分の合成加速度として出力され，

地震計のサンプリング間隔は 0.01 s である．周波数

解析の精度を向上させるためには合成加速度に対

して，波形整形を行う必要があると考えられる．今

回はノイズ除去フィルタを施した後に，フーリエ変

換とピリオドグラム法を用いた周波数解析を行っ

た． 

2.2. フィルタ設計 

フィルタリングは 2 段階に分けて行った．1 つ目

のフィルタで合成加速度データに含まれている急

峻なノイズの除去を行った．この処理では，現在注

目している配列内の合成加速度が 1 つ前の配列内

の合成加速度と比べて 110 %以上もしくは 90 %以

下の時，3 つ前までの配列の合成加速度の加算平均

をその配列に代入している．2 つ目のフィルタには

平滑化フィルタを利用した．この実験では 1 Hz 付

近に生じる心弾由来の振動を検出したいので，それ

以上の周波数帯域に含まれる振動は減少させてよ

いものと考えた．余裕をもって 10 Hz 以上の振動を

減少させるように平滑化フィルタを設計した． 

2.3. 周波数解析法 

 フーリエ変換は高速フーリエ変換を用いた．処理

を行う点数は 2048 点として，20 秒間程度の測定デ

ータに対する周波数解析を行った． 

 ピリオドグラムの処理は，合成加速度配列の列数

(P)を変更していき各分散(S
2
)を求めている(式 1)．

横軸に列数 P，縦軸に S
2を目盛ったグラフがピリオ

ドグラムである．周期と P の値が一致した時に分散

が極大となるので，ピリオドグラム上で最大値をも
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つ P が周期となる[2]． 

   (式 1) 

2.4. 対象 

健常学生(男性：22 歳)被験者に机の上で仰臥位を

とって頂き，1 m 離れた位置に地震計を設置して振

動を計測した．心拍数の参考として手首の同略から

脈拍数を測定した．実験時の写真を図 1 に示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1. 被験者横臥時の実験風景 

3. 結 果 

被験者が仰臥した際の振動をフィルタリング

した結果を図 2 に示す．高周波成分が除去された

振動波形の挙動が確認できた．フーリエ解析によ

る周波数解析の結果を図 3 に示す．高周波成分に

よるピークが減少していることが確認できた．ま

た，0.78 Hz にピークが観測された．ピリオドグ

ラム処理を行った結果を図 4 に示す．机上に何も

載せない状態をコントロールとした．このグラフ

からピークが列数 110 付近に表れていることが

分かった，つまり 1.1 s 毎にピークが現れている

ことになり周波数に換算すると 0.91 Hz である．

20 秒間の脈拍数は 16 回であり，周波数に換算す

ると 0.8 Hz であった．以上の結果から心拍数に

由来すると考えられる周波数が 2 つの周波数解

析法で確かめられたといえる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2. ノイズ除去を行った合成加速度波形 

 

 

 

 

 

 

 

図 3. フーリエ変換による周波数解析 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4. ピリオドグラムによる周波数解析 

4. まとめ 

地震計で振動を計測して心弾による振動，特に心

拍由来の成分を検出することができた．2 種類の周

波数算定法を使用して検出が行えたことから，今後

はこの検出原理を基に自動的に被災者検出を行う

プログラムを作成する。 

5. 参考文献 

[1] 藤木智之，“被災者発見システムに関する基 

礎研究”，第 30 回生体医工学会甲信越支部大 

会 講演論文集，pp11-12，2010 

[2] 千葉喜彦，“生物時計”，岩波書店，現代科学 

選書，pp32-35，1975 
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近赤外分光法を用いた DVT スクリーニング装置の最適測定環境の基礎研究 

小林陽，佐藤貴浩，内山尚志, 福本一朗 

長岡技術科学大学 医用生体工学教室 

Basic study of the device which screen DVT using the near infrared light in the most suitable 

environment for measurements 

Minami KOBAYASHI, Takahiro SATO, Hisashi UCHIYAMA, Ichiro HUKUMOTO 

Biomedical Engineering Laboratory,  Nagaoka Univercity of Technology. 

 

1. はじめに 

新潟県中越地震が 2004 年 10 月 23 日（土）に新

潟中越地方を震源として発生した. その人的被害

は, 死者が 68名であり, 11名の肺塞栓症発症者のう

ち 4名が急性肺血栓塞栓症で死亡した. 深部静脈血

栓症がショック死を引き起こすことはないが, 急

性肺血栓塞栓症は死亡率が高い. よって深部静脈

血栓症を早期発見し急性肺血栓塞栓症による死亡

を防ぐことが重要である. 

現在災害地での診断には超音波診断法が用いら

れているが, 術者の熟練度により観測される情報

量に差が生じる, 患者一人当たり 10～30 分の診断

時間を要する等の問題点がある. このことから, 避

難所の避難者全員を本手法のみで診察することは

困難である. 

先行研究により, 図 1に示すような熟練者でなく

ても適切に使用でき短時間で判定可能な DVT スク

リーニング装置の構築が行われた. この装置は RF 

Lump 3 台, CCD Camera 1 台, IR Filter 1 つ, Video 

Capture 1 台, PC 1 台で構成されていた. しかしこの

装置は, 混乱・混雑した避難所では場所を取る, 太

陽光がノイズとなる明所での測定に適していない

といった問題があった.  

そこで, 本研究は本装置をより実践向けにする

ため,本装置のコンパクト化及び明所において本装

置を利用可能にすることを目的とした. 今回は,本

装置のコンパクト化を試み, 下肢に均一に近赤外

光が当たった画像を取得可能かどうかを検証した.   

 

 

2. 方 法 

2.1. 実験装置 

先行研究によって構築された装置 , 及び本研究

の装置を図 1, 図 2 に示す.  

 

図 1. 過去の装置

 

図 2. 本実験の装置 

 本装置は, National 製 36W RF Lamp 1 台, 東芝

テリー製 NIR CCD Camera 1 台, オリオン・オプテ

ィクス製 IR Filter 1 つ, BUFFALO 製 Video Capture 

1 台, 自作 レフ板 2 枚, PC 1 台で構成されている.  
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2.2. 被験者 

被験者は, 健常男子学生 3 名（平均 22.7±1.2 歳）

で行った. 画像取得部位は, 被験者の両足のふくら

はぎ部位を対象とした.  

 

2.3. 実験方法 

実験は, 照度 0lx の暗室内にて行った. 観察対象

部位である下肢にRF Lampから 760～850nmの近赤

外光を下肢表面照度が, 1 lx , 5 lx , 10 lx , 15 lx , 20 lx 

になるよう照射し, 両足の下肢画像を取得し, PCに

取り込んだ後, 画像上の輝度値の標準偏差を算出

した. これにより, 下肢に均一に近赤外光が当たっ

ているかどうかを評価することができる. 輝度値

の標準偏差をより小さくするため, レフ板を用い

上記の実験を行い比較検証した.  

 

3. 結果及び考察 

 輝度値の標準偏差の算出結果を以下の図 3 に示

す. また, 取得画像例を以下の図 4 に示す.  

図 3. レフ板の有無における輝度値の標準偏差

 

図 4. レフ板使用時取得画像例 

（左：照度 15 lx ,右：照度 20 lx） 

 

図 3 より, レフ板を用いた際の照度 10 lx～20 lx 

において輝度値の標準偏差が低い値を示した. こ

こで, 照度が高い方がより生体内に近赤外光が侵

入し表在静脈を観察しやすくなると考えられるた

め, 図 4 より照度 15 lx と 20 lx の 2 つの画像を比

較すると, 照度 20 lx の画像は中央がホワイトアウ

トしてしまっている. また, 先行研究において図 1

の装置で実験を行うと, 輝度値の標準偏差が 20 に

なるという結果が出ている. 今回の結果では, 照度

15 lx において 27.2と, その値に近い値が得られた. 

これらのことから, 下肢表面照度が 15 lx の際にレ

フ板を用いることにより, 本装置は RF Lamp を 1

つにした場合でも近赤外光が均一に当たった下肢

画像を取得することが可能であるといえる.  

 

4. まとめ 

 本研究では, 先行研究によって構築された装置

のコンパクト化を図るため, RF Lamp の数を減らし

た場合に, 近赤外光が均一に当たった下肢画像を

取得可能か検討した. その結果, 下肢表面照度 15 lx 

の際にレフ板を用いることにより取得可能である

と言えた.  

 今後の展望として, 避難所の DVT の診察状況を

考え, 明所で利用可能になるよう本装置を改良し

ていく.  

 

5. 参考文献 

[1] 中嶋優, 内山尚志, 福本一朗：近赤外光を用

いた災害時深部静脈血栓症スクリーニング装

置の基礎研究, 2010 

[2] 榛沢和彦, 林純一：新潟県中越地震における

静脈血栓塞栓症・慢性期の問題, Therapeutic 

Resarch, Vol.27, No.6, 2006 
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Dense Breast における腫瘤陰影自動検出システムの基礎研究 

黒澤 淳樹，高橋 聡，福本 一朗 

長岡技術科学大学 医用生体工学教室 

Basic study for mass shadow automatic detection systems on Dense Breast 

Junki KUROSAWA，Satoshi TAKAHASHI，Ichiro FUKUMOTO 

Institute of Biomedical Engineering，Nagaoka University of Technology. 

 

1. はじめに 

マンモグラフィ読影において Dense Breast と呼

ばれる高濃度な乳房の場合，腫瘤影は高濃度な乳腺

と重なるとコントラストが小さくなるため，医師に

よる病巣の指摘が困難になる傾向がある[1]．  

本研究では，読影において腫瘤影の検出が困難で

ある Dense Breast を示す画像（以下 Dense Breast 画

像）を対象とした腫瘤検出システムを構築する．シ

ステムを構築する上で，Dense Breast 画像における

腫瘤影は視覚的な検出は不可能であるが，画像解析

により検出が可能となると仮定している．今回は，

Dense Breast 画像において腫瘤が存在すると考え

られる候補領域の検出を行う． 

2. 方 法 

 今回提案するシステムのフローチャートを Fig. 1 

に示す． 

 

Fig. 1 システムのフローチャート 

2.1. コントラスト強調 

まず，乳房領域内の濃度勾配を除去するため，構

成要素の直径 d=61pixel と設定して Tophat 変換を

行った．その後，局所的に設定したマスク内の輝度

情報を基に非線形変換を行うことでコントラスト

強調を行い，強調画像を作成した[2]．このときマス

クは注目点 (i, j) に対して，Fig. 2 に示すようにλ

段階のサイズを持つように設定した．アルゴリズム

を以下に示す． 

   

Fig. 2 λ段階サイズのマスク 

Step1：注目点 (i, j) を中心とした Nk ×Nk マスクを

設定する．Nk は式(1) により求める． 

)1,..,1,0(1110  kkNk        (1) 

Step2：Nk ×Nk マスク内で最大輝度値 maxFk と最

小輝度値 minFk を検出し，式(2) により注目点の輝

度値を F(i, j) として強調値 gk を算出する． 

/1

minmax

min),(
maxmin 
















kk

k
k

FF

FjiF
GGg  (2) 

Step3：全サイズのマスクで算出した強調値 gk から

式(3) より平均強調値 E(i, j) を算出して出力する． 







1

0

1
),(



 k

kgjiG                      (3) 

今回，minG = 0，maxG = 255，λ= 6，γ= 0.8と設

定した． 

2.2. Nodule Elimination Filter 

Dense Breast における腫瘤は乳腺実質と重なる

ため，マンモグラム上に撮像された腫瘤の輝度は乳

・・・ N0×N0 N1×N1 Nλ‐１×Nλ‐１

-1 

■：注目点(i, j) 

原 画 像 

コントラスト強調 

Nodule Elimination Filter 

差分処理 

偽陽性候補削除 

候補領域抽出画像 
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腺組織の輝度と腫瘤の輝度が足し合わされた輝度

であると仮定する [3]．そこで本研究では，Nodule 

Elimination Filter (以下 NEF ) により強調画像にお

ける候補領域の背景輝度を架空に算出し，強調画像

の輝度から架空に算出した背景輝度の差分を求め

ることで候補領域の抽出を行う．Fig. 3 に NEF の

形状を示し，アルゴリズムを以下に示す[3]． 

 

Fig. 3 NEF の形状 

Step1：注目点 (i, j) から半径 a の円周上 A に半

径 b の円 Bθ  を M 個設定する． 

Step2：円 Bθ  内の平均輝度値を算出する． 

Step3：算出した円 Bθ  内の平均輝度値と注目点の

輝度値 F(i, j) が最も近似する円 Bθmin を検出する． 

Step4：円 Bθmin の平均輝度値を Q(i, j) として出力

する． 

今回，a = 50 pixel，b = 20 pixel，θ = 5 deg と設定

した． 

2.3. 差分処理 

強調画像 E(i, j) と NEF 処理画像 Q(i, j) の差分

を式(4)より求めて差分画像 D(i, j) を作成した． 

),(),(),( jiQjiEjiD            (4) 

2.4. 偽陽性候補削除 

差分画像 D(i, j) に対して二値化処理を行い，収

縮・膨張処理により細かな候補を削除した．その後，

抽出された各領域に対して面積を算出し，直径

5mm の円の面積未満の面積を持つ領域は偽陽性候

補として削除した． 

3. 結 果 

 今回提案したシステムによりDense Breast画像か

ら候補領域の抽出を行った処理例を Fig. 4 に示す．

画像は，マンモグラムでは腫瘤陰影の検出が困難で

あった 10 枚 (腫瘤数 10個) を使用した．画像の撮

影方向は内外斜位方向，画像サイズ 4740×3540 pixel，

階調数 10 bit である．処理を簡単にするため画像サ

イズを 1/8 倍に縮小し，階調数 8 bitとした画像を使

用した． 

  

(a) 原画像     (b) 候補領域抽出画像 

Fig. 4 処理例 

4. まとめ 

今回提案したシステムにより Dense Breast 画像

から腫瘤が存在すると考えられる候補領域を抽出

することができた．今回の結果から真陽性検出がで

きているかは判断できないが，真陽性が一つ検出さ

れたと仮定した場合の偽陽性数は 1画像あたり12.2

個となった．今後は特徴量算出により偽陽性候補の

削除を行う．さらに，今回抽出された候補領域にお

ける真陽性検出の評価を行うために CT 画像の腫

瘤陰影との位置合わせを行う． 

5. 参考文献 

[1]武尾英哉，志村一男，施 超，他：乳腺比率に基

づく CR マンモグラムの自動分類法，MEDICAL 

IMAGNG TECHNOLOGY，Vol.23，No.2，2005 

[2]Alfonso Rojas Dom´ınguez, Asoke K.Nandi ：

Detection of masses in mammograms via statistically 

base enhancement multilevel-thresholding segmentation 

and region selection, Computerized Medical Imageing 

and Graphics，32，pp.304-315，2008 

[3]岩坂和彦，島田哲雄，児玉直樹，他：乳房 X 線

写真における腫瘤性病変抽出システム構築のため

の基礎研究, 電子情報通信学会論文誌，No.25，2002 
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リズム追従課題を用いた認知症評価システムの基礎研究 -健常高齢者の場合- 

大山 雄輝，内山 尚志，福本 一朗 

長岡技術科学大学 医用生体工学教室 

Basic study of evaluation system for Dementia using rhythm keep task  

-Case of healthy elderly person- 

Yuki OYAMA, Hisashi UCHIYAMA, Ichiro FUKUMOTO 

Biomedical Engineering Laboratory,  Nagaoka University of Technology. 

 

1. はじめに 

2011 年現在，65 歳以上の高齢者人口は 2980 万人

となり，総人口に占める割合は 23.3％となった[1]．

2002 年では，要介護認定高齢者約 315 万人の半数

にあたる 149 万人が認知症高齢者であり，2025 年

には 300 万人を越えると推定されている[2]． 

認知症の治療には大きく分けて薬物療法と非薬

物療法がある．非薬物療法は臨床現場でしばしば用

いられるが，その効果の評価に関しては，定性的な

結果表現が多く，客観性に乏しい．そこで本研究で

は非薬物療法の一つの音楽療法に着目し，リズム追

従課題を用いた定量的な評価を行った． 

今回，まずコントロール群となる健常高齢者に対

しリズム追従課題を行った． 

2. 方 法 

2.1. 被験者 

被験者は 65 歳以上の健康な高齢者 16 名(男性 10

名，女性 6 名，平均 73.2±4.9 歳，HDS-R27.8±1.8 点)

であった． 

2.2. リズム追従課題 

リズム追従課題では市販のパーソナルコンピュ

ータを用いて，リズム音時間（リズムが発せられた

時間），ボタン押時間（被験者がボタンを押した時

間）が測定された．測定風景を図 1 に示す．これら

を測定するプログラムは Visual Basic 2010で作成さ

れた．ヘッドフォン(ビクター HP-RX700)から一定

の間隔で流れるリズム音に合わせて，被験者は入力

デバイス(昭和貿易 ＃25000)を連続して押すよう

指示された．測定条件は，過去の研究によりリズム

間隔の違いに有意差がないことが示されている事

から[3] [4] [5]，童謡やクラシックなどで一般的に低

速リズムとされているリズム間隔：0.86[秒/拍]とし

[3]，測定時間を 1 分間とした．また，被験者には実

験前に 10 秒程度の練習時間を設け，実験終了後に

改訂版長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)を行

った． 

得られたデータは Microsoft Excel に出力され，そ

の上でリズム音時間とボタン押時間のずれ(潜時)を

算出した． 

 

図 1 測定風景 

2.3. 改訂版長谷川式簡易知能評価スケール

(HDS-R) 

今回行った実験の認知機能評価として，日本で最

も広く用いられており，検査時間が短く簡便に行え

る HDS-R を行った．HDS-R は質問式の認知機能評

価スケールで，年齢，時間の見当識，場所の見当識，

単語の再生と遅延再生，計算，数字の逆唱，物品の

視覚記銘，言語の流暢性の 9 つの設問からなってい

る[2]．この検査は 30 点満点で，21 点未満を認知症

の疑いあり，21 点以上を正常として評価する． 
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3. 結 果 

 健常高齢者から得られた潜時と HDS-R ならびに

年齢との関係を図 1，図 2 に示す． 

 図 1 より，潜時と HDS-R の間の相関係数は r = 

-0.0775，p = 0.775 となり，健常高齢者内では変動は

ない事が示された． 

 図 2からは，潜時と年齢の間の相関が r = -0.128，

p = 0.637 となり，加齢による影響はなく，補正の必

要がない事がわかった． 

 

図 2 潜時と HDS-R の関係 

 

 

図 3 潜時と年齢の関係 

4. まとめ 

潜時と HDS-R スコアの間に相関が見られなかっ

た要因として，認知機能にばらつきのない健常高齢

者のみを被験者としたためと考えられる． 

また，潜時と年齢の間に関しては，相関は見られ

なかったことから加齢による影響を無視できると

考えられる．  

今回は研究の第一段階であったため健常高齢者

のみで潜時の評価を行った．その結果，健常高齢者

のみでは認知機能低下による評価はできなかった．

しかし，潜時に対し加齢の影響を考慮しなくて良い

可能性が示された．よって今後も研究を重ね，同じ

測定プログラム，条件を用いて，被験者を増やした

うえで認知症高齢者の潜時も測定していく予定で

ある． 

5.  謝辞 

本研究の遂行に際し，実験の場を提供し，快くご

協力くださった新潟県柏崎市剣野コミュニティセ

ンターのスタッフ及び利用者の皆様に深く感謝い

たします． 
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けるリズム追従課題の正確性向上のためのマウス，

フットスイッチ，スイッチクリックの比較”2009 
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実形状脳皮質電位実形状脳皮質電位実形状脳皮質電位実形状脳皮質電位イメージングイメージングイメージングイメージングをををを用用用用いたいたいたいた体性感覚体性感覚体性感覚体性感覚のののの評価評価評価評価 
近 竜太*，堀 潤一* 

*新潟大学大学院自然科学研究科 

Evaluation of Somatic Sensations using Cortical Potential Imaging  
in Realistic Head Model 

Ryuta Kon*, Junichi Hori* 

*Graduate School of Science and Technology, Niigata University  

 

1. はじめにはじめにはじめにはじめに 

医療現場では，神経損傷による医療訴訟が社会問

題となっている．触覚や痛覚の総称である“体性感

覚”は，特に外傷がない場合，治療の判断を患者の

主観に頼らざるを得ない．また，客観的評価が困難

な場合，詐病を見抜くことが難しい
[1],[2]

．このため，

体性感覚の判定基準が切望されている． 

脳波は，fMRI や PETに比べて設置環境の制限が

少なく非侵襲性で計測が容易なため，自然に近い環

境での脳機能解明に有効である．しかし，電極数に

制限がある上，頭蓋骨の低電導特性の影響により，

空間分解能は低い．この問題の改善策として，頭皮

電位から脳表面上における活動電位を等価的に表

現する脳皮質電位イメージング (cortical-potential 

imaging)が提案されている

[3],[4]
．この脳皮質電位イ

メージングでは，解剖学的活性部位を詳細に確認す

るために，脳の実形状上にマッピングすることが望

ましい．本研究では，ダイポール層強度分布から脳

皮質電位分布を求め，脳の実形状上に投影すること

で，高精度に可視化する方法について検討した．実

験では，触覚に関する機械刺激を与え，そのときに

誘発される体性感覚誘発電位(SEP)を計測した．こ

の体性感覚誘発電位のマッピングに対し，実形状脳

皮質電位イメージングを適用した． 

 

2. 方方方方    法法法法 

脳実形状マッピングの流れを Fig.1に示す． 

まず頭部を頭蓋骨，頭皮，脳を考慮した不均質 3

層同心球によりモデル化した．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，このダイポー

ル層から頭皮表面までの伝達関数を求めた(順問題)． 

実頭部形状上の電極位置座標を実測し，半径１の

球状へ投影した．次に実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

の逆関数を求めた(逆問題)．空間逆フィルタとして

Tikhonov の正則化フィルタ(TKNV)およびパラメト

リック射影フィルタ(PPF)を用いた

[3],[4]
．後者は，雑

音の分散を考慮に入れているため，前者より適切に

雑音の影響を抑制することが期待できる．更にダイ

ポール層強度分布から，伝達関数を適用することに

より，球状脳皮質電位を求めた．脳の中心点を国際

10-20法の基準電極より求め，観測点までの距離を

それぞれ補正することによって，球状の脳皮質電位

分布から脳の実形状座標へ投影した． 

また，脳皮質電位イメージングの高精度化のため

ダイポール層の最適位置について検討した． 

 

3. シミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーション実実実実験験験験 

実形状脳皮質モデルを用いてシミュレーション

実験を行った．さまざまな離心率の信号源に対して

ダイポール層離心率を変化させ，同一条件下で 8 回

シミュレーションを行った.それぞれの真値と推定

値の相対誤差，相関値を算出した．結果，両方の空

間逆フィルタで 0.9以上の強い相関が現れた.また，

各信号源において相対誤差が最小となるダイポー

ル層位置を求めた.PPFでは相対誤差が約0.01～0.06

となり，真値に近い結果が得られた.Fig2 に各信号

源の結果をまとめた.また，最適なダイポール離心

率は PPFの場合，信号源 0.5で 0.73，信号源 0.6で

0.77，信号源 0.7で 0.83となった． 

 

4. 体性感覚刺激実験体性感覚刺激実験体性感覚刺激実験体性感覚刺激実験 

次に，機械刺激によって誘発される脳波から頭皮

電位分布を求め，実形状脳皮質電位イメージングを
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行った．刺激部位は左右の人差し指であり，刺激強

度は一定とした.電極数は 100ch，サンプリング周波

数は 250Hzとした．誘発された脳波に対し，加算平

均処理(35回)および 1.6～35[Hz]のバンドパスフィ

ルタ処理を施した．推定に用いた空間逆フィルタは

Tikhonovの正則化フィルタとした. 

人間は機械刺激を手指に与えることで，刺激と反

対側にある一次体性感覚野で電位の活性が起こる

[5]
．刺激後 90ms付近で実形状脳皮質電位イメージ

ングを行った．Fig.3 に頭皮電位分布，及び実形状

脳皮質電位分布の推定結果を示す．左右の刺激にお

いて，刺激対側の一次体性感覚野に陰性電位が局所

化して現れた． 

 

5. まとめまとめまとめまとめ 

実形状脳皮質電位イメージングの高精度化を検

討した．結果，最適なダイポール層位置では PPF

を用いた場合，真値に近い精度で推定ができた．機

械刺激で誘発した体性感覚誘発電位の実形状脳皮

質電位イメージングを行った．結果，脳皮質電位が

一次体性感覚野に局所化して現れ，従来の球状モデ

ルよりも脳皮質領域の特定がしやすくなった． 

謝辞謝辞謝辞謝辞 

実験装置など提供いただいたケージーエス株式

会社加藤康憲氏に謝意を表す．本研究の一部は科学

研究費基盤研究(C)No.22500013の助成のもとで実

施した． 
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Fig.2 最適ダイポール層位置における

相対誤差(N=8) 

Fig. 1 実形状脳皮質電位イメージング 
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人命救助ロボット瓦礫こじあけ機構の基礎研究 

嶋田 大和*，佐橋 拓*，**，佐橋 昭**，***，内山 尚志*，福本 一朗* 

*長岡技術科学大学 医用生体工学教室，**株式会社 プロジェクトアイ，***長岡技術科学大学 技術開発センター 

A Basic Study of Debris Force Mechanism for Lifesaving Robot 

Hirokazu SHIMADA*，Taku SAHASHI*，**，Akira SAHASHI**，***，Hisashi UCHIYAMA*，Ichiro FUKUMOTO* 

*  Biomedical Engineering Laboratory , Nagaoka University of Technology  **  Project I Corporation               

***  Technological Development Center , Nagaoka University of Technology 

 

1. はじめに 

災害発生時には崩壊した建造物や瓦礫に埋まっ

て亡くなる被災者が多い．また，瓦礫から救助され

た場合でも，ただどけるだけの救助が原因でクラッ

シュシンドロームを発症させ，死に至るケースも多

数に上っている． 

クラッシュシンドロームとは圧迫により壊死し

た筋肉から発生する毒性物質が原因で，圧迫解放時

に死亡その他重篤な症状になることをいう．現在，

対応手段として DMAT（災害派遣医療チーム）が瓦

礫の下の被災者のもとまで潜り込み，人工透析や点

滴を行っている．しかし，災害発生直後は余震が頻

発するため，この方法は DMAT 自身にも二次災害

の危険が伴う． 

以上の背景から，本研究室では新たな対応手段と

して瓦礫に潜り，カフの圧迫によりクラッシュシン

ドロームを防止する人命救助ロボットを提案して

いる[1]．図 1にプロトタイプを示す．現在，プロト

タイプには以下に示す課題があり，実際の災害救助

の現場で活躍するには改良が必要である． 

１．瓦礫こじあけ機構の改良 

２．被災者のすくい上げ・収容機構の改良 

３．カフの圧迫によるクラッシュシンドローム 

阻止機構の改良・実証実験 

４．瓦礫の重さに耐える強固な装甲 

５．すべての行程での安全への配慮 

そこで，本研究では課題の１つである瓦礫こじあ

け機構の有用な改良案を示すことを目的とし，実験

用模型による検証実験を行った． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 実験方法 

図２に本研究で使用する実験用模型を示す．模型

はプロトタイプの機構と新たに前方に加えた瓦礫

こじあけ用クローラより構成されており，図３に示

す動作が可能である．また，寸法はプロトタイプの 

 

図２ 瓦礫こじあけ機構を有する実験用模型 

図３ 実験用模型の動作 

図１ 人命救助ロボットプロトタイプ[1] 
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1/10（104.0×288.0×79.0）[mm]で，有線操縦とな

っている． 

実験では瓦礫を模した木材（スギ）を設置し，こ

じあけ機構を用いて後方に移す作業を行うことで

性能を検証した．また，今回はこじあけ用クローラ

のラグ形状を変更し，能力を比較した．形状の仕様

を表１および図４に示す．実験は各条件で５回行い，

これらの結果を比較することで提案する機構の有

用性を検討した． 

 

3. 結果および考察 

 図５に模型による瓦礫こじあけ動作の典型例を

示す．本研究で設定した条件ではいずれも瓦礫こじ

あけ機構自体を上方に動かす動作とこじあけ用ク

ローラの推進運動を交互に繰り返し行う必要があ

った． 

図６に瓦礫こじあけ性能を比較したグラフを示

す．縦軸はこじあけ可能な狭窄範囲の平均値と標準

偏差である．模型 Aでは 38.3±7.3mm，模型 Bで

は 33.0±4.1mm となった．最も低い狭窄範囲は模

型 Bの 30.0mmであった． 

今回の結果から，瓦礫をこじあけるときには瓦礫

に対する設置面積を大きくすることが有効である

と考えられる．また，本研究で提案した機構が推進

運動のみで瓦礫こじあけが行えなかった理由とし

て，①：クローラのラグ形状が長方形であること，

②：こじあけ用クローラの張力が弱いこと，③：ク

ローラユニットの径自体が大きいことに原因があ

ると考えられる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. まとめ 

本研究では瓦礫こじあけ機構を備えた実験用模

型を作製し検証実験を行った．その結果，提案した

機構はクローラの推進運動のみでは瓦礫をこじあ

けることは出来なかったため，実際の災害現場にお

ける利用は難しいと思われる．しかし，設置面積を

増加させることで瓦礫こじあけ能力を向上させら

れることが示唆された． 

今後はこじあけ機構の新たな条件を設定し，更な

る検証実験を行うことで，より最適な瓦礫こじあけ

機構を選定する予定である． 

 

5.   参考文献 

[1] 佐橋拓，佐橋昭，内山尚志，福本一朗：瓦礫に

潜り、クラッシュシンドローム回避機構を有する人

命救助ロボットの研究，第 29 回 日本生体医工学 

甲信越支部大会 講演論文集，pp 1-2，2009 

図４ 瓦礫こじあけ用クローラの比較 

表１ こじあけ用クローラのラグ形状 

図５ 瓦礫こじあけ動作の典型例 

A B 

② ① 

③ ④ 

図６ こじあけを行えた狭窄範囲 

 全幅×全長×高さ(mm) ピッチ(mm)

模型A 7.2×6.5×7.3 6.0
模型B 12.0×2.0×4.3 4.0
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直流増幅眼電図直流増幅眼電図直流増幅眼電図直流増幅眼電図をををを用用用用いたいたいたいた入力入力入力入力デバイスデバイスデバイスデバイスのののの高精度化高精度化高精度化高精度化 

佐々木 宏基*，堀 潤一** 

*，**新潟大学大学院自然科学研究科 

Improvement of Input Device using DC-Coupled Electrooculogram 

Hiroki Sasaki*，Junichi Hori** 

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

 

1. はじめにはじめにはじめにはじめに 

筋萎縮性側索硬化症（ALS，amyotrophic lateral 

sclerosis）は，病状の進行によって身体が麻痺し，

発話や筆談といった一般のコミュニケーションが

とれなくなる難病である．そこで，病状末期におい

ても比較的に機能低下の少ない眼球運動を用いた

情報入力デバイスが注目されている． 

眼球運動を入力方式に利用する方法の一つとし

て眼電図法（EOG法，electrooculogramphy）がある．

同法は眼球運動に伴う眼窩周辺の電位変化を皮膚

表面電極で導出する方法であり，測定されたデータ

を眼電図（EOG）と呼ぶ．カメラ等を用いないため

自由度が高く，小規模かつ低コストでシステムを実

現できるという利点があるが，アーチファクトや雑

音による誤動作が問題となっている． 

そこで先行研究では EOG 法を用いた入力デバイ

スが検討され，最小二乗法を用いた眼球変位角度の

推定式が提案された[1]．しかし推定精度が不安定で

あったため，本研究では新たな手法を検討した． 

2. 方法方法方法方法 

2.1. システム 

 本研究で試作した模擬入力デバイスの構成を図 1

に示す．利用者の額に貼付した電極を基準電極とし，

左右のこめかみの電極間電位を水平チャネル，効き

目の上下の電極間電位を垂直チャネルとする． 被

験者は椅子に着席し，図 2の入力画面が投影された

スクリーンに正対した． 

 各チャネルで計測された EOG を眼振計で直流結

合増幅し，A/D 変換器を介して PCに保存した．取

得した EOG にメディアンフィルタを適用し，不随

意性瞬目によるアーチファクトを除去した．メディ

アンフィルタとは，時系列データから取り出した一

定個のデータの中央値を出力するフィルタである．

同フィルタ適用後の EOG から眼球変位角度を推定

した．入力画面の分解能は水平方向が 10 ﾟ，垂直方

向が 20 ﾟとなっており，利用者の眼球変位に応じて

カーソルが格子の交点から交点へ移動する．また，

随意性瞬目を 2 回連続行うことを決定操作とし，こ

れを瞬目クリックと呼ぶ． 

2.2. 誤差要因 

水平方向に眼球運動させた場合，理想的な状態で

EOG が計測されると水平チャネルのみで電位変化

が生じる．しかし，実際には垂直チャネルでも電位

変化が検出される場合がある（図 3(a)）．これは，

貼付した電極が眼球を中心とした水平線上からず

れていたことが原因だと考えられる．システムの常 

 

 

図 1 システムの構成

 

図 2 入力画面 
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用を考慮すると，ある程度のずれの許容が必要であ

るため，誤差電位の影響を低減できる眼球変位角度

の推定方法として，次のような方法を検討した． 

2.3. 眼球変位角度の推定方法 

眼球を右方向へ変位させたときの EOGを図 3(a)

に示す．眼球変位による変化分のみを検出するため

に，次式で表されるコムフィルタを用いた（図 3(b)）． 

 ])[][(
1

][ atEOGtEOG
a

tEOG
comb

−−=  (1) 

本研究ではa =30とし，時間間隔をあけて EOGの

変化量を計算したため眼球変位によるエッジ開始

から終了までを捉えることができた．眼球変位角度

と眼電図には線形関係があるため，EOG の変化量

に閾値処理を行うことで眼球変位角度を推定する

ことが可能となった．なお，閾値は本システム利用

前に被験者に合わせて決定した． 

3. 性能性能性能性能評価評価評価評価実験実験実験実験 

本研究，先行研究の両システムについて性能評価

実験を行った．被験者は健常成人男性 5 名である． 

まず，入力画面の任意の位置にターゲットを表示

し，被験者はカーソルをターゲットの位置まで操作

する．そこで瞬目クリックを行うと，ターゲットが

次の位置へランダムに移動する．以上の動作 3回を

1 セットとし，被験者 1 名につき計 18 セットの実

験を行った． 

 評価方法として，ターゲットが表示されてから瞬

目クリックが完了するまでの所要時間である入力

時間，次式で求められる入力確度を用いた． 

 ]%[1001 　　
全試行数

入力ミス数
入力確度 ×








−=  (2) 

本研究の実験結果を図 4に示す．  

4. まとめまとめまとめまとめ 

本システムにおける被験者 5 名の平均入力時間

は 4.9s，平均入力確度は 93.9%となった．先行研究

の 17.2s，80.0%に比べ，それぞれ 12.3s，13.9%の改

善となった．本研究で提案した眼球変位角度の推定

法によって誤差の低減に成功し，カーソルが安定し

たためであると考えている．今後は更なる改善を行

い，文字入力機能を追加したシステムを試作する． 

5. 参考文献参考文献参考文献参考文献 

[1]内富寛隆，堀潤一：“直流結合増幅眼電図を用い

たポインティングデバイスの開発”電気学会論文誌

C, Vol.129, No.10, pp.1792-1800, 2009 
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表面筋電位と歌唱情報による歌唱評価の基礎的検討 
岡﨑 智史*，浅沼 和志**，伊東 一典***，橋本 昌巳***，香山 瑞恵***，大谷 真*** 

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

A basic evaluation of the singing by the surface EMG and vocal information 
Satoshi OKAZAKI*，Kazushi ASANUMA**，Kazunori ITOH*** 

Masami HASHIMOTO ***，Mizue KAYAMA ***，Makoto OTANI ***， 

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

***Faculty of Engineering, Shinshu Univ. 

1. はじめに  

歌唱の客観的な評価に関する研究は，歌声を音声

情報として取得した後，音響分析し，抽出されたピ

ッチや周波数を楽譜や声楽家の模範的歌唱と比較

評価するものが主体[1]である．この手法では歌声か

ら得られたピッチ，音価，音量などを，歌い手にフ

ィードバックすることは可能であるが，歌唱に含ま

れる音楽的な響きや，曲の流れに伴う細やかな演奏

表現の分析は難しいとされている[2]．今回，歌唱時

の生体情報として顎二腹筋前腹，胸骨甲状筋，笑筋

の表面筋電位を，歌唱音声と同時に計測することで，

歌唱に伴う表面筋電位情報から客観的な歌唱評価

が行える可能性について，基礎的な検討を行った． 

 

2. 表面筋電位計測と歌唱情報計測  

2.1. 表面筋電位取得対象 

発声に関わる喉頭懸垂機構では，顎二腹筋，舌骨

舌筋などの舌骨筋群が重要な役割を果たしている

[3]．また，声楽や合唱の初学の発声訓練では，表現

の深い豊かな声づくりを目標に,「口を大きく開け

る」,舌根の極度の緊張を避けるために「下顎を押

し付けるような口の開け方にならない」,「上顎を

挙げていくような気持ちで」など,口の開きや下顎

の動きに関する指導が行われる[4]	 [5]	 .このことか

ら歌唱者の生体情報として，深い響きをつくるため

の口の開け方に寄与する顎二腹筋前腹，ピッチと声

の共鳴を支える喉頭懸垂機構の主たる筋肉である

胸骨甲状筋，感情から音色をつくるための主たる表

情筋である笑筋の３つの筋肉から導出される表面

筋電位に着目し，表面筋電位計測を行った．	 

2.2. 測定方法 

	 表面筋電位の導出は，双極誘導法にて行い，差動

増幅後，データレコーダ(NF，EZ7510，サンプリン

グ周波数:2kHz)により取得した．取得した信号には，

MATLAB にて，帯域制限処理(40~200Hz)を加え，

平均的な筋活動を評価する ARV（Average Rectified 

Value：整流平滑化）を施した．同時に音声情報を

IC レコーダ (SANYO， ICR-PS605RM，録音モー

ド:PCM16bit 44.1kHz録音周波数特性:40~21,000Hz)

にて取得し，PC 上で音声処理ソフトウェアである

音声工房(NTTアドバンステクノロジ)により，ピッ

チ抽出を行った．なお電極（日本光電，ディスポ電

極 N ビトロード）は，皮膚抵抗の影響を低減させ

るため，エタノールを浸漬したカーゼにて皮膚表面

を清拭後に張り付け，その上から市販の傷絆創膏を

用いて固定した．  

2.3. 実験方法 

被験者は，同意の得られた一般成人男性 4 名

(A~D)である．被験者 A は合唱団員(4 年)に所属し

ており，専門的な歌唱訓練を受けた経歴を持つ．被

験者 B~Dにはこのような経歴はない． 

歌唱題材として，「故郷」[金田一晴彦・安西愛子 

編:日本の唱歌(中)，講談社文庫,1998]を用い，歌唱

情報は被験者が歌詞の 1 番を歌うことで取得した．

さらに，楽譜指示に従い，歌唱テンポを四分音符=80，

息継ぎを 2小節ごととした． 

2.4. 実験結果と考察 

各音に対応する言葉ごとのデータに分け，発声中

の表面筋電位の平均値を取得し，フレーズの始まり

の言葉の平均値を基準として，それぞれの言葉との 
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図 1:顎二腹筋前腹 

 
図:2胸骨甲状筋 

比を取る形で表した． 図 1~3に故郷の 4小節分の

各筋肉の表面筋電位の平均値，図 4に同時計測を行

った際のピッチの平均値を示す．図 1の顎二腹筋前

腹においては，ピッチが高くなると表面筋電位が増

加し，ピッチが低くなると表面筋電位が減少する傾

向が見られた．また被験者 Aに関しては，他の被

験者と比べてピッチの変化に対する表面筋電位の

平均値の増減が大きい傾向が見られた．図 2の胸骨

甲状筋においては，短いブレスの直前の発声にて，

表面筋電位が上昇する傾向が見られた．休符の直前

の発声では，この傾向が確認できなかった．このこ

とは，短いブレスの際に，事前に準備を行う様子が

確認できていることが分かる．図 3の笑筋において

は，被験者 Aでは言葉ごとにばらつきが見られる

が，被験者 B~Dでは同じような傾向が見られた．

また，短いブレスの直前の発声にて，表面筋電位が

上昇する結果が得られた．歌唱訓練経験者の被験者

Aが他の被験者に比べて，表情筋を使った発声がで

きていること，短いブレス時に表情筋を使うことが

影響していることが推察される．また図 4から 1名

の被験者を除き，基準ピッチより低く歌っているが，

相対的な音階はほぼ正しいことが分かる． 

 
図 3:笑筋 

 
図 4:ピッチ 

3. まとめ  

今回，歌唱の客観的評価を行う手法として，顎二

腹筋前腹，胸骨甲状筋，笑筋から導出される表面筋

電位に着目した．その結果，ピッチに伴う表面筋電

位の増減，息継ぎ直前に行われる筋の動作の様子，

被験者の口の開け具合と思われる影響を確認する

ことができ，歌唱における音楽的な声作りに向けて

の改善指標となり得ることを見出した． 

今後は，歌唱訓練経験者を被験者に迎え，データ

の信頼性を高めていく予定である． 

 

4. 参考文献  
[1] 斉藤，辻，鵜木，赤木：歌声らしさの知覚モデ
ルに基づいた歌声特有の音響特徴量の分析．日
本音響学会誌．64(5)：267-277，2008． 

[2] 中山，小林：歌の声—声質の魅力と問題点—．
日本音響学会誌．52(5)：383-388，1996． 

[3] Proctor D.F：Breathing，Speech，and Song：プ
ロクターD.F．原田康夫訳：呼吸	 発声	 歌唱．
西村書店，新潟，1995，pp.23-28． 

[4] 中尾和人：発声のヒント-歌うということ-．音
楽之友社，東京，1974，pp.81-84. 

[5] 酒井弘：発声の技巧とその活用法．音楽之友社，
東京，1974，pp.68-91. 
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HMMを用いた透析シャント音による狭窄診断装置の耐ノイズ性に関する要素研究 

脇 隼人*，鈴木 裕**，阪田 治***，深澤 瑞也***，加藤 初弘*** 

*山梨大学医学工学総合教育部，**山梨大学総合分析実験センター，***山梨大学医学工学総合研究部 

Auscultaiting Diagnosis System for Shunt Stenosis by Using HMM 

-Elemental Study of Improvement of Noise-tolerance- 

Hayato Waki*，Yutaka Suzuki**，Osamu Sakata***，Mizuya Fukasawa***，Hatsuhiro Kato*** 

*Department o Education Interdisciplinary Graduate School of Medicine and Engineering，University of Yamanashi 

**Center for Life Science Research，University of Yamanashi 

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

1. はじめに 

慢性腎不全患者は人工透析を行うために

200ml/min 程度の血液を持続的に体外循環させる必

要がある。そのため，静脈と動脈を吻合した内シャ

ントを作成するが，付近の血管に狭窄が起こること

がある。狭窄が進行し，閉塞に至ると血管拡張手術

による回復は難しくなるため，狭窄の早期発見が望

まれる。従来の非侵襲スクリーニングにはシャント

部の血流音(シャント音)の聴診による経験的判断が

行われているが熟練を要するため，代替となるスク

リーニング支援装置が強く望まれている。 

シャント音は狭窄によって異音が生じ，時間周波

数解析によって，特徴が変化することが確認されて

いる[1][2]。そこで我々は，周波数スペクトルと音圧

の時間変化が重要特徴とされる音声認識技術を応

用することで，シャント音を分類化し，狭窄状態を

示すシステムについて検討を進めてきた[3]。しかし，

実用化に向けては，やむをえず混入する体動や環境

音等のノイズに対処する必要がある。そこで，本研

究では耐ノイズ性能向上のために識別部アルゴリ

ズムの改良を行った結果について報告する。 

2. 診断装置の構成 

図 1に診断装置の流れを示す。44.1kHz，16bitサ

ンプリングで採取したシャント音を 1 拍動切り出

す。続いて，メルケプストラム係数(MFCC : Mel 

Frequency Cepstrum Coefficient)及びパワーの動的特

性を HMM(Hidden Marcov Model)への入力として特

徴ベクトル化する。HMMは時系列信号を複数の定

常信号の連結で表す確率モデルであり，学習によっ 

 

 

 

 

 

 

 

図 1診断装置の処理の流れ 

て教師信号ごとに音響モデルを作成する。 

本研究では教師信号として，血管造影画像および

専門家を含めた複数人による試聴，スペクトル形状，

時間包絡情報によって分類したシャント音「正常」

「高周波狭窄(3 タイプ)」「断続狭窄」[1]と，耐ノイ

ズ性を考慮し「ノイズ」とした 6個のモデル学習を

行う。学習後の HMM は「正常」「狭窄」「ノイズ」

を示す識別部となる。本研究では Baum-Welch アル

ゴリズムにより HMM の学習を行った。 

3. 結果および考察 

3.1. 採音及びシャント音 

図 2にシャント音の時系列波形を示す。シャント

音は，シャント付近静脈上でしか検出されず，かつ，

狭窄音は狭窄付近でなければ検出されないことが

ある。図 2(a)は「正常シャント音」であり，連続し

て途切れない波形を示す。図 2(b)は「断続狭窄音」

であり，拍動間で音が途切れがちである。また，図

示しないが，狭窄の影響で高周波が混在する「高周

波狭窄音(3タイプ)」も確認されている。 

一方，図 2(c)はセンサが皮膚から僅かに外れてし

まったときの波形であり，シャント音に対し環境音

が大きく S/N比が低いため診断は困難である。 

シャント音 

拍動抽出(データ切り出し) 

MFCC(特徴ベクトル化) 

HMM(シャント音・ノイズ分類) 
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このように，やむを得ず混入するノイズを対処する

必要がある。ノイズを軽減する手法として各種フィ

ルタリングやマイクロアレイ法等あるが，本研究で

は診断出力部である HMM の耐ノイズ性の向上に

ついて検討した。 

 

3.2. 診断結果 

詳しく調べることで分類したシャント音「正常」

「高周波狭窄(3 タイプ)」「断続狭窄」の 5 モデルを

学習・教師信号として学習させた HMMは，学習信

号に対して 100 %の正答率を示した。ここで，学習

には用いていない臨床シャント音を入力し，診断し

た結果を表 1に示す。センサが皮膚から僅かに外れ

た音「ノイズ」を診断させとき，その出力は高周波

音 18 %，断続音 82 %と分類された。ゆえに，診断

が行える条件ではないにも関わらず，「狭窄」と誤

って診断されたことになる。 

表 2に，前者の HMM に「その他」とした学習・

教師信号を追加した 6 モデルとして学習させた

HMM による診断結果を示す。「その他」は耐ノイ

ズ性を考慮し，S/N 比の低いシャント音や，環境音

のみが入力された音を用いている。「ノイズ」が入

力されたとき，その診断結果は「断続音」10 %，「そ

の他」90 %であり，表 1 の結果(モデル数 5)と比較

すると耐ノイズ性が向上したといえる。一方，臨床

シャント音の診断結果は表 1(モデル数 5)の結果と

差異はなかった。ゆえに，表 1(モデル数 5)の診断精

度を保ったまま耐ノイズ性が向上したと言える。 

4. まとめ 

シャント音による血管狭窄診断装置の開発を進

めている。本研究では実用化に向け，耐ノイズ性能

向上のために識別部アルゴリズムの改良を行った。

その結果，詳しく調べることで分類したシャント音

のみで学習させた HMM の診断精度を保ったまま，

耐ノイズ性を向上させることができた。今後，臨床

評価をさらに進める予定である。本研究の一部は

JST研究成果展開事業A-STEP FSステージ探索タイ

プ(AS231Z01525F)の研究助成により遂行されたこ

とを記し，謝意を表する。 
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表 1 モデル数 5 の試験結果

診断データ 正常音[%] 高周波音[%] 断続音[%]

シャント音
ノイズ

24.4

0

62.2

18

13.3

82
 

表 2 モデル数 6 の試験結果 

診断データ 正常音[%] 高周波音[%] 断続音[%] その他[%]

シャント音
ノイズ

24.4

0

62.2

0

13.3

10

0

90
 

 

(a)正常音 

 

(b)断続狭窄音 

 

(c)環境音混入シャント音 

図 2 シャント音波形 
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聴覚刺激呈示によるP300型BCIのための刺激呈示間隔に関する基礎検討 

岩松 康太*，金田 直樹*，千島 亮**,橋本 昌巳***,伊東 一典***,香山 瑞恵***,大谷 真***,荒井 善昭**** 
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A Basic study on the interstimulus interval for BCI based on P300 using auditory stimulus   
Kouta IWAMATSU*,Naoki Kaneda*,Makoto CHISHIMA**,Masami HASHIMOTO***,Kazunori ITO*** 

Makoto OTANI***,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 

我々は,筋萎縮性側索硬化症（Amyotrophic Lateral 

Sclerosis:ALS）者をはじめとする重度神経筋疾患の

日常生活支援に向けた P300 型 BCI（Brain-Computer 

Interface:BCI）構築を最終目的とし研究を進めてい

る．P300 は，ヒトの認知過程全般に起源する事象

関連電位であり [1]波形成分の特徴としては ,再現性

が高く振幅が大きいため安定した抽出が可能であ

るといったことが挙げられる．既存の P300 型 BCI

の多くは視覚刺激を使用したものであるが ,我々は

比較的機能が残りやすく長期間に渡り BCI の使用

が可能という利点に注目し，聴覚刺激を用いた

P300 型 BCI システムの可能性を検討している[2]． 

本稿では刺激呈示間隔について P300 成分に与え

る影響を検討した結果を報告する. 

2. 実験 

 BCI に求められる重要な条件の１つは，使用者が

より短い時間で意思表示が可能ということである．

そのためには 1 選択に要する時間を短縮する必要

がある．今回はその方法として刺激呈示間隔の短縮

に注目した．刺激呈示間隔が半分に短縮可能であれ

ば，試行に要する時間もほぼ半分にすることが可能

だからである．また同時に呈示間隔のランダム化に

よる P300 導出にあたえる影響の調査も行った．ラ

ンダム化によって，被験者の予測に関連して生じる

随伴陰性変動（CNV）[3]の発生を抑えることが可能

である．これにより，P300 の確認が容易になると

予想され，必要な加算回数を低減できると考えた． 

2.1.実験方法 

 図 1 に測定システム構成を示す．実験はシールド

ルーム内の安静椅子座位で実施した．PC で作成し

た音刺激をオーディオインタフェース（EDIROL：

UA-101）から刺激呈示条件に応じて出力し，ヘッ

ドフォン(SENNHEISER:HDA 200）を用いて受聴さ

せた．用いる音刺激は，立ち上がり立ち下り 10 ms,

持続時間 100 ms,音圧レベル 65 dB，周波数 1 kHz，

2 kHz のトーンバーストとした．被験者には呈示頻

度の低い標的刺激に注目し ,標的刺激が呈示された

場合カウンタにより計数を行わせた．脳波は頭皮に

装着した Ag-AgCl 皿電極を用い,脳波計（日本光

電：MME-3116）を介して PC に取り込む．導出電

極位置は国際 10-20 法に準拠し正中前頭部 Fz，正中

中心部 Cz，正中頭頂部 Pz とし，基準電極を両耳朶

連結 A1 + A2，接地電極を Fpz とした．また眼球運

動等による EOG 成分を除去するため，±50 μV を

超える電位が生じた試行を分析対象から除外した．

雑音除去のための帯域フィルタは低域で 0.5 Hz 高

域で 50 Hz のカットオフ周波数に設定した．脳波デ

ータはサンプリング周波数 1 kHz，量子化ビット数

16 bit で PC(National Instruments：LabVIEW)で記録

し，各試行において 20 回の加算を行った波形を解

析した．被験者は同意の得られた健常被験者4 名と

した． 
2.2.実験条件 

 刺激呈示間隔の短縮とランダム化が P300 成分に 

 
図 1：測定システム構成 
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図 3：標的刺激時の平均波形（被験者 B） 

 
図 4：250~400 ms の標的刺激時における 

平均最大振幅値 

与える影響を確認するため次の 2 つの実験を行っ

た．まず刺激呈示間隔を 0.8 s，1.0 s，1.5 s，2.0 s

の一定間隔呈示とした実験を行った．次に 1.0 s，1.5 

s，2.0 s のいずれかの間隔でランダムに呈示し，平

均 1.5 s になるように呈示した実験を行った．刺激

呈示頻度は標的刺激：非標的刺激＝1：4，試行回数

は各刺激呈示間隔 4 回とした． 

2.3.結果と考察 

 図 3 に刺激呈示間隔を一定にした場合の平均的

な結果が得られた被験者 B の波形を示す．これは各

刺激呈示間隔の標的刺激時における全試行 の同期

加算平均波形である． 全ての刺激呈示間隔で潜時

300 ms 付近で陽性に大きな振幅が確認できる．我々

は過去の実験等から 250~400 ms の最大陽性電位変

動を P300 と考えている．図 4 に全被験者の刺激後

250~400 ms における最大振幅値の平均を示す．全

ての被験者で刺激呈示間隔 0.8 s で振幅値が低くな

っている．0.8 s では複数の被験者から間隔が早い

という内観報告が得られ，これが振幅の低下に関

係していると考えている．この結果から，1.0 s ま

での短縮が可能であることが確認できた． 

 図 5 はランダム呈示と 1.5 s 一定間隔呈示の標的

刺激時の刺激後 250~400 ms での最大振幅値及び最

大値となった時刻をプロットしたグラフであるラ

ンダム呈示により，最大値となる時刻は被験者 A，

B，C で遅くなっている．被験者 C では振幅が大き

くなり， 5 μV 程度の安定した振幅が得られた． 

 

図 5：全被験者の 1.5 s ランダム呈示と 

1.5 s 一定間隔呈示の最大振幅値と時刻 

この結果においてはランダム呈示により，被験者 C

のように振幅が小さい被験者でも安定した P300 導

出が示唆された． 

3. まとめ 

本稿では刺激呈示間隔が P300 導出に与える影響

を確認する実験を行った．その結果，呈示間隔 1.0 s

まで呈示間隔が短縮可能であることを確認した．ラ

ンダム呈示では一定間隔呈示と比較して，4 人中 3

人の被験者で P300 潜時が遅くなる傾向がみられ，

一部の被験者では P300 の振幅が大きくなった．ま

た全ての被験者から一定間隔より課題に集中しや

すいという意見も得られた．今後はランダム呈示に

よる影響の検討を進め，その上で BCI への応用に向

けた実験を行っていきたい． 
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phy/，p5，2006．[accessed 2011 Oct. 23] 

28



骨セメントが注入された骨粗鬆症腰椎の三次元生体適応形状解析 
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1. 緒言 

現代の高齢化社会において，骨粗鬆症は重大な

社会問題となっており，特に骨粗鬆症腰椎の力学

的挙動を把握しておくことは医学的にも重要であ

る．これに関しては，正常腰椎，骨粗鬆症腰椎，

及び骨粗鬆症腰椎に骨セメントを注入された場合

の二次元モデルの解析研究(1)や，正常腰椎の三次

元モデルの解析研究(2)がある．しかし，骨セメン

トが注入された骨粗鬆症腰椎の三次元モデルの解

析的研究は，見当たらないようである． 

本研究では，腰椎の骨量減少が-30％と-50％の

場合の骨粗鬆症腰椎 3 次元モデルにおいて第 3 腰

椎の海綿骨に骨セメントが注入された場合の成長

解析を行い，骨セメントが他の腰椎に及ぼすひず

みエネルギー密度や変形に及ぼす影響を検討した．  

2．成長ひずみ法 

 畔上が提案した成長ひずみ法の原理(3)を三次元

に拡張した解析ソフトを用いた．成長ひずみ法と

は物体中の各要素に生じる応力やひずみエネルギ

ー密度が目標とする基準値よりも低ければ収縮の

体積ひずみを式(1)の成長則に従って発生させ，逆

に高ければ膨張の体積ひずみを発生させる．そし

て，物体内のひずみエネルギー密度分布が均一化

されるまで繰り返し計算を行い，物体の形状最適

化が行われる． 

 G
ij ij      ………………………(1) 

ここで，εG は成長ひずみテンソル，σij は応力，

εij はひずみ，αは成長係数，βは成長評価パラ

メータ基準値を示す． 

3．解析方法 

 図１(a)は BEL(Biomechanics European Labora- 

tory)の生体データを基に作成した腰椎の三次元

有限要素モデルを示す．このモデルは第一腰椎か

ら仙骨までとし，椎体間にはそれぞれ線維輪と髄

核を，椎弓間に靭帯を考慮してあり，要素数

286019，節点 57922 からなっている．境界条件は

波図 1(b)に示す．荷重条件として体重 600N の人

の直立状態を想定し，モデル上端に 400Ｎの等分

布な圧縮荷重を負荷した．また，上端左右の靭帯

部分の上端に 20Ｎずつ圧縮荷重を負荷した．拘束

条件として人体の圧縮変形を再現するため，解析

モデルの上端には，線維輪を模した円柱を付加し，

この円柱の軸方向を自由にし,軸と直角方向を拘

束した．仙骨は不動椎とするために下端を完全拘

束した． 

図 2 は腰椎モデルの領域分けを示す．腰椎の骨

量減少が-30％と-50％の場合の骨粗鬆症腰椎モデ

ルは，皮質骨，海綿骨，椎弓の物性値として，腰

椎のヤング率Ｅが骨密度ρの３乗に比例する関係

を使用し，ヤング率Ｅを変化させることにより再            

20N 20N

400N

2
3
0
㎜

 
(a) Size of model  (b) Boundary condition 

Fig.1 Finite element model of lumbar vertebra. 

     

 

  

   Fig.2  Subdivision of lumbar vertebra.  

Table 1 Mechanical properties of lumbar vertebra. 

Materials Young’s modulus  
in each Bone density 

E[MPa] 

Poisson’s 
ratio 
ν 

－30% －50% 
Cortical bone 4116 1500 0.30 

Cancellous bone 34.3 12.5 0.20 
Facet 1200.5 437.5 0.25 

Annulus fibrosus 24 24 0.40 
Nucleus pulposus 0.001 0.001 0.49 
Cartilage of facet 10 10 0.40 

Bone cement 
(PMMA) 

2950 2950 0.40 

Dummy  24 24 0.40 
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現した．これらの骨粗鬆症腰椎モデルに対し，更

に第 3 腰椎の海綿骨に PMM 系骨セメントを注入さ

せたモデルを作成した．表１はそれら領域部分の

材料定数を示す．  

本解析では各骨粗鬆症モデルについて，各領域

の成長評価パラメータ基準値βとして，各領域に 

対する初期解析時のひずみエネルギー密度の平均

値を用いた．そして，成長挙動を調べるために，

各領域に対して成長係数α=10 を与えて式(1)の

成長則に従って成長解析を行い，モデルの形状変

化が殆ど無くなった 80 回まで繰り返し計算を行

った． 

4．解析結果及び考察 

 図 3 は，骨量減少が-50%の骨粗鬆症腰椎におい

て，第 3 腰椎の海綿骨部分に骨セメントを挿した

場合と挿入しない場合における，成長解析後のひ

ずみエネルギー密度分布の例を示す．骨セメント

が挿入された場合は海綿骨のままの場合に比べ，

第 3 腰椎の皮質骨と海綿骨のひずみエネルギー密

度が減少しており，皮質骨と海綿骨での荷重負荷

が減少していることがわかった． 

各腰椎のひずみエネルギー密度の状態を詳しく

調べるため，図 4，５には，骨量減少が-30%と-50%

の場合の骨粗鬆症腰椎において，第 3 腰椎の海綿

骨に骨セメントを挿入した場合と挿入しない場合

における，成長解析後の各海綿骨領域及び各皮質

骨領域の平均ひずみエネルギー密度の値を示す． 

図 4,5 より，骨セメントが挿入された場合は海綿

骨のままの場合に比べると，海綿骨や皮質骨にお

けるひずみエンルギー密度が少し大きいが，骨セ

メントが海綿骨や皮質骨に及ぼす影響は少ないと

考えられる．また，骨量減少が-50%の場合は-30%

の場合に比べ，ひずみエネルギー密度が約 2.2 倍

大きな値を示しており，しかも海綿骨及び皮質骨

のひずみエネルギー密度が最も大きな値を示して

いた第 4 腰椎が，最も骨折の危険性の高いことが

わかった．なお，第 1 腰椎及び仙骨のひずみエネ

ルギー密度の値が大きい値を示しているが，これ

らは荷重面や拘束面であるために大きな値になっ

ていることが考えられ，これらの部位は除外して

考察した．  

5. 結言 

（１）骨量減少-30％と-50％ の状態で PMMA 系骨

セメントを第 3 腰椎海綿骨へと注入した腰椎モデ

ルの生体適応形状解析を行った． 

（２）骨セメント注入した場合は注入しない場合

に比べ上下の腰椎の負荷が増加したが，骨セメン

ト注入による腰椎への影響は少ないと考えられる． 

（３）骨量減少が-50%の場合は-30%の場合に比べ，

約 2.2 倍のひずみエネルギー密度の値を示してお

り，しかも第 4 腰椎が最も骨折の危険性が高かっ

た． 
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(a)No cement   (b)Cement 

Fig.3 Strain energy density distribution on 

osteoporotic lumber vertebra. (Bone density:-50%） 
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Fig.4 Mean strain energy density on each cancellous 

bone when the bone cement was inserted into the third 

lumber vertebra or not inserted.  
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Fig.5 Mean strain energy density on each cortical  

bone when the bone cement was inserted into the third 

lumber vertebra or not inserted.  
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1. はじめに 

近年症例が増加している歩行リハビリテーショ

ンが必要な例として変形性膝関節症患者の歩行訓

練，人工膝関節置換手術後の歩行訓練などがある。

この歩行リハビリテーションにおいては，理学療法

士が患者に動作を指示することで正しい歩行動作

の訓練をさせる必要がある。この際，リハビリテー

ション動作の指導を能動的に装具でアシストする

ことができれば効率よく歩行訓練が行えると考え

られる。 

本研究では，より効果的なリハビリテーション動

作の確立を目指すために，能動的な装具として筆者

らの研究グループで開発を進めている歩行アシス

トロボット(図 1)を用いて，歩幅の増大，膝関節屈

曲角度の増大につながるような制御アルゴリズム

の性能向上をはかる。 

2. 方 法 

 歩行アシストロボットの装着をして歩行動作を

行い，歩行測定を行う。歩行アシストロボットの角

度センサによって膝関節角度と股関節角度の測定

をする。画像解析を用いて歩幅，足部高さの測定を

行う。画像解析用のマーカーをかかとにつける。足

の離床から着床までの距離を，マーカーで二次元的

に測定することで歩幅を導出することが出来る。床

からマーカーまでの距離を二次元的に測定するこ

とで足部高さを導出することが出来る。 

2.1. 歩行アシストロボットの構造 

現在開発を行っている歩行アシストロボットは，

変形性膝関節症患者を対象としており，歩行動作中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の膝関節の屈曲角度を増大させるアシスト動作

を行う。そのため歩行アシストロボットの膝関節部

分のみモータで駆動が行われる。膝関節部分の屈曲

動作は非円形カムを使用することで膝関節のロー

ルバック動作の再現が行うことが出来る。 

歩行アシストロボットは足の接地と着床状態を

靴の中に入っている感圧導電フォームで行ってい

る。感圧導電フォームは圧力がかかることで抵抗が

変化する。電圧の変化を測定することで足の離着状

態を測定することが出来る。膝関節，股関節は駆動

部分にポテンショメータが装着されている。ポテン

ショメータは角度によって抵抗が変化する。電圧の

歩幅
足部高さ

歩幅
足部高さ

 
図2 画像解析の測定方法 

図1 歩行アシストロボット 
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変化を測定することで膝関節角度，股関節角度の導

出を行っている。 

2.2. 歩行アシストロボットの制御方法 

今までの制御方法は足の離床，股関節角度を検出

することで制御を行ってきた。新しい制御方法では

足の離床，着床，股関節角度に加えて膝関節角度を

制御に使用する。膝関節の屈曲状態を制御に加える

ことで歩行動作の補正，誤動作の対策を行う。 

足の離床と膝関節が少し屈曲を行うことでアシ

スト動作が開始する。膝関節の屈曲動作を検出する

ことで歩行の意思が無いときに，足が離床してしま

ってもアシストロボットは動作を開始しないよう

になった。膝関節が屈曲動作は，事前に設定した膝

関節の屈曲目標角度まで屈曲動作を行うと屈曲動

作が終了する。膝関節の伸展動作は股関節が設定し

た角度まで屈曲動作を行うことで開始する。股関節

を自力で大きく屈曲させることで歩幅，足部高さが

大きな歩行を自力で行えるようにさせる。膝関節の

伸展動作も屈曲動作と同様に，膝関節の角度の状態

で伸展動作が終了する。新しい制御方法のタイミン

グチャートを図 3に示す。 

各閾値は変更することが出来る。膝関節の屈曲動

作終了角度を変更することで装着者にあった屈曲

動作を行うことが出来る。 

3. 結 果 

 健常者に歩行アシストロボットを装着して歩

行測定を行った。得られた歩行データのグラフを

図 5に示す。歩行動作の開始を，足の離床と膝関

節角度の 2つを検出するようにしたため，歩行す

る意思が無いときに足が離床してしまいアシス

ト動作を開始してしまう誤動作が無くなった。ま

た，膝関節の最大屈曲角度付近による制御によっ

て，膝関節の曲がりすぎを防げるようになり膝関

節による歩行動作の補正が行えるようになった。 

 

4. まとめ 

本研究では歩行アシストロボットの制御アルゴリ

ズムの改良を行った。新しい制御アルゴリズムを使 
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用することによって歩行動作が自然になり，誤動作

も大きく減少した。今後の課題として，臨床試験を

行い患者に装着をしてリハビリを行ったときの測

定を行う。 

 

5. 参考文献 

(1) 祝 勇 人間の静歩行と伝道歩行アシスと

装具を着用した歩行の比較 p515-520 臨床バ

イオメカニクス 32 巻 

 

図3 新しい制御方法のタイミングチャート 

図4 今までの制御パターンでの各関節角度 

図5 新しい制御パターンでの各関節角度 
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アロマセラピーを用いた認知症周辺症状（BPSD）の睡眠障害リハビリの基礎研究 

山谷 真也 *，外山 竹弥**，内山 尚志*，福本 一朗* 

*長岡技術科学大学 医用生体工学教室，**北里大学 保健衛生専門学院 

A basic study on the sleep disorder rehabilitation of  

Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD) using aromatherapy 

Shinya YAMAYA*  , Takeya TOYAMA** , Hisashi UCHIYAMA*, Ichiro FUKUMOTO* 

*Biomedical Engineering Laboratory, Nagaoka University of Technorogy 

**Kitasato Junior College of Health an Hygienic Sciences 

1. はじめにはじめにはじめにはじめに 

睡眠障害は認知症周辺症状（BPSD）の中でも，

介護者に特に大きな負担を強いるとともに，更なる

認知機能の低下や，別の周辺症状の発症を引き起こ

す原因にもなりうるため，リハビリ法の確立が求め

られている．アロマセラピーは睡眠障害を含む

BPSD を改善するとされているが，その効果の定量

的な評価はほとんど行われていない．そこで，本研

究では，アロマセラピーを用いて BPSD の睡眠障害

のリハビリを行う前段階として，健常者に対するア

ロマセラピーの入眠促進効果を定量的に評価する

ことを目的とした．香料として鎮静作用があるとさ

れるラベンダー精油の主成分であるリナロールを

用い，生理指標（脳波）と心理指標（KSS，VAS）

の変化から，リナロールの入眠促進効果の評価を試

みた． 

2. 方法方法方法方法 

2.1. 被験者 

被験者は健常男子学生４名(23±1.0 歳）を対象と

した． 

2.2. 香料とその呈示方法 

香料はリナロール（和光純薬工業株式会社）を用

いた．呈示方法は 98 %の高濃度原液 1 ml を 2.5×2.5 

cm の脱脂綿上に滴下した後，皮膚に直接接触する

が無いようにサージカルマスクのフィルタ部の外

側に設置した． 

2.3. 生理指標 

生理指標は EEG-4418（日本光電製）により取得

した．ADA16-32/2(CB)F(CONTEC 製)を用いて A/D

変換し，サンプリング周波数 500Hz で PC に取り込

んだ．脳波は国際 10-20 法に従い，C3，C4，O1，

O2 に導出用電極を装着し計測を行った．C3，O1

の基準電極は A2 とし，C4，O2 の基準電極は A1

とした．その後，得られた脳波データに対して周波

数解析を適用し，α波帯域成分(8-13Hz)を算出した．

生理指標の取得は AAT(Alpha Attenuation Test)を実

施しながら行った．AAT は 6 つの 2 分間の測定区

間から構成され，3 つの閉眼区間と開眼区間が交互

に配置される．閉眼区間のα波帯域成分の平均値を

開眼区間のα波帯域成分の平均値で除することに

より AAI（Alpha Attenuation Index）を算出し，覚醒

度の指標とした．覚醒度が高いほど AAI の値は大

きくなり，覚醒度が低いほど小さくなる． 

2.4. 心理指標 

KSS(Kwanseigakuin Sleepiness Scale)を用いて眠気

得点を算出，眠気の評価を行った．VAS(Visual 

Analog Scale)を用いて覚醒度と香りの強さの評価

を行った． 

2.5. 手順 

本実験はコントロール区間と香り呈示区間で構

成され，以下の手順で実施した． 

① KSS・VAS（覚醒度） 

② コントロール区間 ： AAT 

③ KSS・VAS（覚醒度） 

④ 香り呈示区間 ：AAT 

⑤ KSS・VAS（覚醒度，香りの強さ）・アンケート 

生理指標の取得はコントロール区間と香り提示区

間で行った． 
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3. 結結結結    果果果果 

3.1. KSS 

 コントロール区間，香り提示区間の各区間前後

における眠気得点の増加比を算出した結果を

Fig 1 に示した．香り提示区間前後の増加比が増

加する傾向が見られた． 

3.2. VAS（覚醒度） 

KSS と同様に，各区間前後における覚醒得点

の増加比を算出した結果を Fig 2 に示した．香り

提示区間前後の増加比が減少する傾向が見られ

た． 

3.3. VAS（香りの強さ） 

 被験者間の平均値は 60，標準偏差は 14 であり，

個人差はあるものの，香りを強く感じる傾向が示

された． 

3.4. AAI 

 Fig 3 に C3 から得た脳波データより算出した 

AAI を示した．香り提示区間において AAI が増

加する傾向が示された． 

4. 考察考察考察考察 

 KSS，VAS，AAI において，香り提示により

眠気が減少する傾向が示された．VAS において

香りを強く感じる傾向が示され，ツンとした刺激

臭を感じたという意見もあったことから，嗅覚刺

激や三叉神経における痛覚刺激により覚醒が促

された可能性が考えられる．これらのことから，

入眠促進に適した香りの提示法，特に香りの強さ

について検討する必要性が示唆された． 

5. まとめまとめまとめまとめ 

香り提示により眠気が減少する傾向が示唆され，

入眠促進に適した香りの提示法について検討する

必要性が示唆された． 

6. 参考文献参考文献参考文献参考文献 
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Fig 1 各区間前後における KSS の増加比 

Fig 2 各区間前後における VAS の増加比 

Fig 3  AAI 
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