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ストレス解消での運動効果の定量的評価法に関する検討 

 

宝 財吉拉呼*，木竜 徹*  

*新潟大学大学院自然科学研究科 

  

 Quantitative Evaluation of the Exercise Effect in the Relieving Stress 

           Caijilahu BAO*  and  Tohru  KIRYU*  

* Graduate School of Science and Technology, Niigata University 

 

1. はじめに 

現代社会はストレス社会と言われる様に、大人か

ら子供まで、多くの人が、ストレスの弊害にあって

おり、中にはストレスが原因で精神疾患や、内臓疾

患等の肉体的病気を発症する事例が多く挙げられ

による。先行研究[1]では、音楽あるいは、運動によ

るストレス解消に関する報告が多い。しかし、個人

差があるため、一種類の対応ではストレス解消効果

は十分とは言えない。そこで、複合的ながら対応と

して音楽を聴覚しながらエルゴメータ運動を行う

ことで、ストレス解消効果がどの様に変化するかを

定量的に検討した。運動は健康面のみならず精神面

に良い影響を与える。さらに、定量的評価をフィー

ドバックすることで、安定した体内リズムを作り、

スムーズな体調回復を促すことが出来るのではな

いかと考えた。すなわち、運動後に体が温まること

によって筋肉緊張が減少し，リラックス時に働く副

交感神経が高まることを期待する。 

2. 方 法 

被験者は健常な男性 3 名（25.5±5歳）である。被

験者には事前に本研究の趣旨及び目的に加えて、い

かなる時でも被験者の意思により実験を中止でき

ることを説明し、実験参加の同意を得た。運動は屋

内で自転車エルゴメータ（STB－1400、COMBI 製）

を用いたペダリング運動から心電図を計測した（表

１）。 

表１ 実験順序 

実験はステージ１,2 の心電図計測部分から心電

図を計測した。実験でディスポーサブル電極（日本

光電製、Bs-150）を用いて心電図を胸部誘導にて計

測した。実験は音楽なしと音楽ありの，2 つステー

ジを設定し，隔日にて実施した。ステージ 1、2 は

準備運動 60[s]，休憩 180[s]，ペダリング運動 300[s]，

休憩 300[s]の順で実施した（表 1）。ステージ 1 では

音楽なし，電子メトロノームのピッチ音 60 [bpm]

に合わせてペダリング運動を行わせた。ステージ 2

では音楽を聴きながらペダリング運動を行わせた。

今回の実験で取ったの音楽は心身を癒すことを目

的として、リラックスや落ち着きを促す場面から考

えてクラシック音楽リチャードくレィダーマンの

「渚のアデリーヌ」、「夢中の婚礼」、パップの「カ

ノン」（ピアノ）を用いて音楽聴取時における心拍

の変化を観察した。音楽のテンポはすべて

40-70[bpm]に合わせた。選ぶ音楽の特徴はそれそれ

被験者の自律神経にやさしい効果が出る音楽であ

る。自律神経にやさしい効果が出る音楽は予備実験

で被験者たち一番好き音楽を選ぶ、そして被験者の

副交感神経系（LF）を考察した。そして被験者の副

交感神経系の活動が活躍する音楽を取って本実験

をした。 

実験でエルゴメータの負荷（WL：（Workload）=50 

[w]）は一定とした。計測した心電図から心拍変動

（R-R間隔時系列）を算出し、周波数解析を行うこ

とで、自律神経活動を評価した。他にステージ 1 

とステージ 2 の心電図計測部分で主観的運動強度

（RPE）と心拍数（HR）の関係（γHR-RPE）を検討

して主観的評価をした。 

ステージ 

1 

準備 

運動 

休憩 

 

運動 

無音 

休憩 

安静 

ステージ 

2 

準備 

運動 

休憩 運動 

音楽 

休憩 

音楽 

    準備運動部分 心電図計測部分 
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Fig. 1 R-R間隔時系列の周波数解析 

R-R 間隔時系列のパワースペクトルを Fig.1 に示

す。0.04 から 0.15Hz までの周波数帯が LF：（Low 

Frequency）であり、その面積が副交感神経と交感

神経の活動を示す。また 0.15 から 0.4Hz までの周波

数帯が HF：（High Frequency）であり、その面積が

副交感神経の活動を示す指標である。値が大きいほ

ど副交感神経の活動が活性化している。LF と HF

の比率である LF/HF は、交感神経の活動を示す。

LF/HF の値が大きいと交感神経優位、小さいと副交

感神経優位を示す指標である。 

3. 結果と考察 

ステージ 2はステージ 1より交感神経（LF/HF）

が減少した(Fig.2)。また、運動後の休憩時ではステ

ージ 2 はステージ 1 より LF/HF の揺らぎ減少した

(Fig.3)。この実験事実は音楽聴いて運動すると運動

後交感神経活動が制御されたことを示唆する。これ

は被験者がリラックス状態に入っていると考えら

れる。また、主観的評価の結果は、ステージ 2では

ステージ 1 より RHR-RPE が減少することを示した

（Fig.4）。 

 

Fig.2 運動（無音）⇒運動（音楽） LF/HF 

 

Fig.3 休憩（無音）⇒休憩（音楽） LF/HF 

 

Fig.4 運動時のγHR-RPE の比較 

4. まとめ 

本研究では、エルゴメータの負荷を一定にした状

態で音楽有りと音楽なしにおいて、心電図と主観的

運動強度を計測し、心拍数、LF/HF,およびγHR-RPE

を算出した。その結果、音楽合わせて運動する時

LF/HF がよりバランス状態に入る事を見られなか

った。これは、運動中音楽刺激は交感神経活動が制

御されたことを示唆する。運動後休憩時にも音楽刺

激すると交感神経活動がリラックス状態に入るこ

とを示唆した。これは音楽刺激後ストレスが減少し

たことを意味していた。これは先行研究の結果と同

じである。 

今回の研究から、身体トレーニングだけではなく，

気分も楽になるストレスをよく解消に到達できる

と思われる。 

5. 参考文献 

[1] 松井 琴世、河合 淳子、小原 依子らの“音楽刺激に

よる生体反応に関する生理、心理学的研究’’ 臨床教

育心理学研究 2003.3 Vol. 29 No. 1 

[2] 高津 浩彰、宗像 光男、小関 修など“心拍変動

による精神的ストレスの評価についての検討’’ T. 

IEE Japan, Vol. 120-C, No.1, 2000 
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スキー運動時における定量的パラメータのオンサイトフィードバックが及ぼす効果 

土嶺 大雄*，木竜 徹*，牛山 幸彦**，村山 敏夫**，岩城 護*，前田 義信* 

*新潟大学大学院自然科学研究科， **新潟大学教育学部保健体育・健康スポーツ科学講座 

The Effectiveness of Quantitative Parameters by On-site Feedback during Ski Exercises. 

Daisuke Tsuchimine*，Tohru Kiryu*，Yukihiko Ushiyama**，Toshio Murayama**，Mamoru Iwaki* and Yoshinobu Maeda* 

*Graduate School of Science & Technology, Niigata University 

** The Health and Physical Education and Sports Science, Faculty of Education, Niigata University 

 

1. はじめに 

トレーニングやリハビリテーションなどの訓練や指導

の適正化の観点から，運動の定量的判断がその場で行え

る評価方法が必要とされている．目的としては，スキー

運動時におけるトライアル終了後のオンサイトフィード

バックの有効性の評価、個々の特徴抽出である．ここで

は，フィールドにおける運動として，ゲレンデにおいて

スキー運動を表面筋電図で計測し，筋活動を定量的にオ

ンサイト評価した． 

2. 方 法 

構築したオンサイトフィードバックシステムは，3 秒

間隔でフォルダにある新規ファイルをモニタリングし，

計測データを ftp により自動転送し，Web サーバ上で

MATLABを起動し，解析を行うものである．その後，ブ

ラウザからホームページに http でアクセスすることによ

り，解析結果のフィードバックが出来るように設計した．

設計したシステムは，Web サーバの OSには，Mac OS X 

10.4 Snow Leopard Server（メモリ 8[GB]，2[GHz]），

Notebook PC の OS には，Windows 7（メモリ 4[GB]， 

2.26[GHz]）を用いた．Webサーバには，ソフトウェアと

して Apache HTTP Server 2.2（Apache Software Foundation）

を用いた，解析ソフトウェアには MATLAB 2008a

（Mathworks）を用いた．タブレット情報端末（iPad2）

とWeb サーバとの間のデータのやり取りには，モバイル

Wi-Fi（BF-01B, docomo）（ハイスピードエリア外では，

最大送受信通信速度 384[kbps]）を用いて FFFTPで行った．

iPad2を使ってその場で提示（オンサイト提示）をするた

め，Notebook PCに SDカードからデータ転送した．  

スキーゲレンデ（妙高高原池の平温泉スキー場カヤバ 

ゲレンデ）は全長約 3200[m]（前半部分は平均傾斜約

30[deg]，後半部分は平均傾斜約 10[deg]）であり，コー

ス全体の平均斜度は約 20[deg]である．この際，雪面が

滑らかなため，前半部分と後半部分の間の区間約 300[m]， 

平均傾斜 20[deg]をターゲット区間とした． 

一つのトライアルは，約 20分間のリフト搭乗と約 5分

間のスキー滑走である．トライアルは，一日を通して連

続的に数回行った．被験者は，健常な成人男性 4名（38.5

±11.7 歳）で，内訳は，トップスキーヤー2 名（A：56

歳，B：37歳），上級者 1名（C：38 歳），中級者 1 名（D：

23歳）である．スキー板は，カービングスキーを用いて，

ターン弧の大きさは大回りを選定し，試技はパラレルタ

ーンに限定した．ターンに要する時間を約 4 秒にする様

に指示した．この際，トライアル毎によるスキー運動の

ターン時における左右の筋活動と膝関節角度を同時計測

した[1]．被験筋は，屈曲・伸展運動で伸筋となる外側広

筋(VL: Vastus Laterail），前頸骨筋（TA: Tibialis Anterior），

屈筋となる大腿二頭筋(BF: Biceps Femoris)，腓腹筋

(GAS:GAStrocnemius)とした．表面筋電図計測では，増 

幅度 60[dB]の 2-barアクティブ電極（DE-2.3, Delsys）を

用いた．電極貼付位置は，表面筋電位の振幅が最も大き

く得られるところとし，神経支配帯を挟んでいないこと

を確認した上で，被験筋の皮膚表面に両面テープで貼付

した[2]．更に，フレキシブルゴニオメータ(S700 Joint 

Angle Shape Sensor, Measurand)を最大伸展時の膝関節角

度（KJA: Knee Joint Angle）が 0度となるように円弧の中

心を調整した上で，膝運動の邪魔にならないように左右

の膝の外側に装着した．表面筋電図および関節角のデー

タを，EMG マルチテレメータシステム（MyomonitorⅣ, 

Delsys）のデータログ機能を用いて，データを保存した．

表面筋電図・膝関節角度は，サンプリング周波数 2048 

[Hz]，量子化ビット数 16 [bit]で A/D変換し，Notebook PC

3
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に保存した．スキー運動において被験筋の筋活動が活発

になる場面は，ターン運動時の谷回りと山回りによる脚

の屈曲・伸展動作の場面である．また，ターン区間を両

膝の関節角度の値（右膝関節角度θ1，左膝関節角度θ2）

が 0になるように設定した．左右両足の VL, BF, TA, GAS

を対象にして，フィルタ（4 次バターワースフィルタ，

帯域幅 5 – 300 [Hz]）処理後，ターン毎に内脚と外脚とな

る筋活動から筋活動特徴パラメータである整流化平均値

（ARV: Averaged Rectified Value）を推定した．両膝の関節

角度θ1，θ2を参照に，一つのストロークを切り出した．

ターゲット区間に対して解析区間長 1024 [ms]，シフト長

16 [ms]で振幅情報である ARVを算出した（式 1）． 






Lmt

mti

iemg
L

ARVm )(
1

  (式 1) 

ここで， mARV はm番目のブロック処理における整流

化平均値， )(iemg はサンプリング時刻における表面筋電

位信号， Lは解析区間， t m は解析区間の開始時刻であ

る．ターン時における表面筋電位の最大随意収縮をピー

ク値とし，それを基に規格化を行い，%ARVとした． 

3. 結 果 

計測データをWebサーバに転送し，ターゲット区間を

解析し，提示するまでにかかった時間は約 1 時間であっ

た．一方，解析を notebook PC で行った場合，提示する

までにかかった時間は，約 8 分であった．このことから，

転送に時間がかかったことが分かった．このとき，総デ

ータ容量は，約 200[MB]であり，無線 Wi-Fi での通信速

度は，送信 200[kbps]，受信 350[kbps]であった． 

図 2 はターゲット区間において，タブレット情報端末

に出力される被験者の KJA と%ARV の表示画像（JPEG

形式）である．なお，パラメータに関しては，折れ線グ

ラフの方が，パワースペクトルのカラーマップパターン

よりもターンの入り方において分かりやすかった． 

  

図 2 被験者 Aの KJA表示画像（JPEG） 

 

図 3 被験者 Aの%ARV表示画像（JPEG） 

4. 考 察 

解析の際に，対象となるターゲット区間を時系列で切

り出す必要がある．分割し，転送することでWebサーバ

を通してのオンサイトフィードバックが可能であると考

えられる．転送の際にデータ圧縮を行い，Web サーバで

解凍をすることで受信に要する時間を短縮できると考え

ている．加えて，クラウド上に共有フォルダをつくり，

サーバから直接モニタリングすることで送信への時間短

縮が可能であると考えられる．フィールドにおいての実

験で行ったため，改善点を直すことで様々なトレーニン

グやリハビリテーションに応用できると考えられる． 

5. おわりに 

被験者 A，B は，ターンにおいて意識していることが 

バイオメカニズム的に分かると確信が持てるとの見解を

した．特に，右ターンが弱いのでどのように関節角度の

動きが出るのかがその場で分かったことは次のトライア

ルに生かせると話していた．このことから，今回使用し

たデザインの定量的パラメータによるオンサイトフィー

ドバックは有効であると考えられる．ターン時における

膝関節や足全体の筋の屈曲・伸展動作においては，個々

の特徴が見てとれた．履歴データベース化を行い，ユビ

キタスに解析結果を閲覧可能にすることでオンサイトフ

ィードバックは，スキル向上の一助になると考えている． 

6. 参考文献 

[1] 牛山 幸彦, 千明 剛, 村山 敏夫, 木竜 徹 ”膝関節角

度を参照した筋電図解析によるスキー運動時筋疲労シス

テム”, 生体医工学 43(4), pp.616-622, 2005 

[2] 青木 航太, 木竜 徹 “筋繊維伝達度推定における運

動時の実用的電極貼付位置決定”, 電子情報通信学会技術

報告 65, pp1-56,2003 
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四肢動物の歩容を再現する電子回路ネットワーク設計の試み 

小島 颯*，久保田 真仁*，土門 立志*，鈴木 康之**，野村 泰伸**，前田 義信* 

*新潟大学，**大阪大学 

An Electronic Circuit Design of Networks Reproducing Animal Gaits  

Hayate KOJIMA*,Masahito KUBOTA*,Tatsushi DOMON*,Yasuyuki SUZUKI**,Taishin NOMURA**,Yoshinobu MAEDA* 

*Niigata University, **Osaka University 

 

1. はじめに 

四肢動物の歩容（歩行パターン）は，中枢パター

ン発生器（CPG）と呼ばれる神経ネットワークによ

り制御されていると考えられている[1]．またこのよ

うな神経ネットワークを電子回路で設計する試み

がなされている[2-3]．しかし，これら CPG は主動

筋と拮抗筋を相互抑制的に制御するのみである．歩

行速度に依存して pronk，walk，trot，pace，canter，

bound（gallop）と定性的に変動するような歩容[4]

を再現するには，各肢の CPG を統括的に制御する

新たな回路が必要となる．本稿では hard-wired かつ

唯一のパラメータで歩容の制御が可能な電子回路

ネットワークを設計し実装した． 

2. 方 法 

2.1. 電子回路ネットワーク 

今回[5]を参考に設計した歩容を再現する電子回

路ネットワークを図 1に（結合様式は[6]を用いた）， 

[7-8]を参考に作成した各肢の回路振動子モデルを

図 2に示す．図 1の回路ネットワークにおいて LF，

RF，LH，RH はそれぞれ四肢動物の左前肢，右前

肢，左後肢，右後肢に対応している．回路振動子モ

デルが LF→LH→RF→RH→LF の順で興奮性の拡

散結合（Rδ）と，抑制性の一方向性結合（ダイオ

ード）を通して情報を巡回させる（位数 4の巡回群）．

この回路ネットワークは左右に関して対称であり，

各パラメータ値は図 1，図 2に示す．この回路ネッ

トワークの駆動電圧 EMLR を変化させることによっ

て，様々な歩容の再現を試みる． 

 

 

 

図 1：歩容を再現する電子回路ネットワーク． 

 

 

図 2：各肢の回路振動子モデル． 

 

2.2. 歩容の各肢の位相 

pronk，walk，boundの各肢の位相（周期を 1とし，

左前肢 LFを基準とする）を図 3に示す． 

 

 (a)pronk        (b)walk         (c)bound 

 

図 3：(a)pronk，(b)walk，(c)boundの各肢の位相[4]． 

5



第 32回日本生体医工学会甲信越支部大会(Sep．2012） 

 

3. 結 果 

 今回作成した電子回路ネットワークでは 3 種

類の歩容が観察された．図 4 に pronk，図 5 に

walk，図 6に boundの時間波形を示す．歩容の

切り替えにおいて，各歩容から walkへの切り替え

は可能であった．また，pronkの各肢の波形におい

て，全てが完全に同期するとまではいかなかった． 

 

図 4：pronkの時間波形．駆動電圧 EMLR=1.2[V]. 

 

 

図 5：walkの時間波形．駆動電圧 EMLR=3.0[V]. 

 

 

図 6：boundの時間波形．駆動電圧 EMLR=29.0[V]． 

*縦軸は x部の電圧[V]，横軸は時間[sec]を表す．  

 サンプリング周期は全て 0.2[ms]． 

4. まとめ 

今回，hard-wired かつ駆動電圧の変化のみで歩容

の制御が可能な電子回路ネットワークを設計し，実

装した．その結果，pronk，walk，boundの 3種の歩

容を再現することができた．今後の課題としては，

walk から pronk，bound，および pronk，bound 間の

歩容の切り替えを可能にすることと，今回観察した

以外の歩容も再現できるようにすることである． 

5. 参考文献 
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oscillators and the symmetries of animal gaits. J. 
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pattern generators for quadrupedal locomotion. 

Boil. Cybern. 71: 375-385, 1994. 
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錠剤形状の違いが嚥下動態に与える影響 

覚嶋 慶子*，林 豊彦*，**，道見 登***，谷口 裕重****，井上 誠**** 

*新潟大学大学院 自然科学研究科，**新潟大学工学部 福祉人間工学科， 

***新潟医療センター 歯科，****新潟大学大学院 医歯学総合研究科 

Effects of the difference in tablet shape on ingestive motor functions 

 Keiko Kakushima*，Toyohiko Hayashi *，**，Noboru Michimi ***，Hiroshige Taniguchi ****，Makoto Inoue **** 

*Graduate School of Science and Technology, Niigata University, 

**Department of Biocybernetics, Faculty of Engineering, Niigata University, 

***Dentistry, Niigata Medical Center, ****Graduate School of Medical and Dental Sciences, Niigata University. 

 

1. はじめに 

錠剤は噛まずに服用するため，飲み込みにくいと

感じることがある．そこで飲み込みやすい錠剤形状

について研究が行われてきた[1]．そのためには，ま

ず飲み込みやすさを評価する必要がある（嚥下性評

価）．従来，その評価には官能検査が用いられてき

たが，主観性が高いため，より客観的な評価が求め

られている．そこで本研究では，独自に開発した嚥

下機能評価システム SFN/3A[2]を用いて，錠剤服用

時の嚥下性を評価することを試みた． 

先行研究では，2 つの形状のみ異なる円形錠を対

象とし，官能検査と上記の装置を用いて嚥下性を評

価した．その結果，筋活動量と嚥下回数の観点から，

より丸みを帯びた錠剤の方が飲み込みやすいこと

が判明した[3]．メーカが行った官能検査でも同様の

結果が得られている．しかし，両実験では，錠剤を

ランダムに与えなかったため，錠剤の違いを意識し

ていた可能性がある．そこで本研究では，錠剤服用

の順番をランダマイズし，かつ一回で飲み込んだデ

ータのみを分析対象とし，喉頭運動の観点から嚥下

性について詳しく分析した． 

2. 方 法 

2.1.  嚥下機能評価システム SFN/3A 

本システムは，喉頭運動測定器と筋電計からなる．

前者は反射型フォトセンサ列（12 個，センサ間距

離 5mm）を用いて，前頸部正中矢状面の皮膚面形

状を計測する（図 1）．甲状軟骨による突出部の頂

点を喉頭位置とし，それをトラッキングできる．セ

ンサ／前頸部の距離を保つために，センサ列両端に

ウレタンフォームを貼った（図 1）．前頸部への固

定には，張力を調整しやすいように，マジックテー

プを用いた．一方，筋活動については，舌骨上筋群

の活動を計測した（双極誘導，基準電極：耳朶）． 

2.2. 実験方法 

被験者は健常成人男性 8 名（平均 22.4±0.92 歳）

とした．被検錠剤は 2 種類（錠剤 A，錠剤 B）とし

た．両者は形状だけが異なり，体積（204mm
3），錠

厚（4.6mm），錠径（φ=8mm）はほぼ同じである．

先行研究[3]より，錠剤 A よりも錠剤 B の方が飲み

込みやすいことが判明している．他の実験条件は次

のように設定した：1)姿勢：90 度座位，2)サンプリ

ング周波数：喉頭運動測定器 400 Hz，筋電図 2kHz，

3)計測時間：10 秒，4)服用錠数：3 錠，5) 計測回数：

各々3 回ずつの計 6 回，6) 計測順番：ランダム，7)

水量：事前練習で飲んだ水量の平均値．被験者への

教示は，「錠剤，水の順で口に含み，検者の合図後

1 回で飲み込む」とした． 

 

 

 

 

 

 

図 1 喉頭運動測定器（左上：センサ部） 
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2.3. 分析法 

図 2 に喉頭運動測定器の出力波形を示す．喉頭

は，はじめゆっくり挙上し，その後，急加速して挙

上する．喉頭が挙上し始める時刻を t0，急加速し始

める時刻を t1 とする．舌骨上筋群の RMS 値（Root 

Mean Square）が最大になる時刻を t2 とする．t0≦t

＜t1 を区間Ⅰ，t1≦t＜t2 を区間Ⅱとした．区間Ⅰの

パラメータは区間時間 t0,1＝t1-t0 とした．一方，区間

Ⅱのパラメータは，区間時間 t1,2＝t2-t1 とした．嚥下

区間は，筋活動の開始から終了までとし，その区間

長を T とする． 

3. 結果および考察 

図 3 に時間パラメータの平均値と標準偏差を示

す．パラメータ T および t0,1 では，錠剤 A・B 間に

有意差はみられなかった．一方，t1,2 では錠剤 A・B

でそれぞれ 0.71±0.454[s]，0.43±0.158[s]の値を示

し，平均値間に有意差がみられた（p<0.05）． 

上記の結果に基づいて，2 つの錠剤間における嚥

下性の違いについて考察する．嚥下区間長 T の結

果から，今回の 2 つの錠剤形状は飲み込み時間には

影響しなかった．随意性の高い区間Ⅰに注目すれば，

もし口腔内で錠剤の違いが認識できるならば，錠剤

Aが Bより延長する可能性が考えられる．しかし t0,1

には，錠剤間で有意差はみられなかった．さらに官

能検査でも「錠剤の違いはわからなかった」との結

果を得た．これらすべての結果は，被験者が形状の

違いを認識していなかったことを示唆している． 

次に，反射性の高い区間Ⅱの t1,2 値に両錠剤間で

有意差がみられたことについて考察する．前述のよ

うに，被験者は錠剤の違いを認識できておらず，か

つ錠剤の大きさも水の量も一定である．その条件下

でも差が生じたことは，咽頭から喉頭にかけての機

械刺激が両錠剤間で異なったため，その違いが喉頭

運動に影響した可能性が考えられる．より角が立っ

ている錠剤 A の方が t1,2 が延長していることから，

この時間延長は喉頭・食道を傷つけないための防御

的な反応と考えられる． 

 

 

4. まとめ 

最後にすべての結果を踏まえて，２つの錠剤の嚥

下性について述べる．メーカが行った官能検査結果

より，主観的評価では，錠剤 B の方が飲み込みやす

いことが示された．次に，我々の客観的評価では，

先行研究で筋活動量と嚥下回数の観点から錠剤 B

の方が飲み込みやすいことが示された．さらに今回，

分析対象を絞り，喉頭運動の観点から分析した結果，

反射性の高い運動区間も錠剤 A の方が B よりも有

意に延長していた．このようにすべての観点におい

て，「錠剤 B の方が飲み込みやすい」ことが示唆さ

れた．次の課題は，透視 X 線装置との同時測定に

よる詳細な運動分析である． 

図 2 喉頭運動測定器の出力波形 

図 3 時間パラメータ T, t0,1, t1,2の平均値と標準偏差 

5. 参考文献 
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バルーンカテーテルの拡張による模擬血管狭窄部の変形 

○ 三井田 康輔*，山内 真**，小林 俊一** 

*信州大学大学院工学系研究科，**信州大学繊維学部， 

Deformation of Stenosis in Blood Vessel Model by Dilatation of Balloon Catheter  

Kosuke MIIDA, Makoto Yamauchi and Shunichi KOBAYASHI 

Shinshu University, Tokita 3-15-1, Ueda, Nagano 

1. はじめに 

冠動脈における病変部の治療法の一つとして，

PTCA （ Percutaneous Transluminal Coronary 

Angioplasty，経皮的冠動脈形成術）がある．この方

法は，狭窄された部位をバルーンカテーテルで広げ，

血流を再開させる低侵襲の治療法であり，バルーン

カテーテルの拡張に伴う狭窄部の変形を詳細に把

握することは必要と考えられる．そこで本研究では，

バルーンカテーテルの開発支援や医師の手技向上

のためのシミュレータ開発の基礎データを提供す

ることを目的とし，様々なバリエーションの病変部

モデルを容易に作成できる， PVA Hydrogel を用い

た狭窄による血管病変部を模擬した模擬血管を開

発する．この模擬血管内にバルーンカテーテルを挿

入して，その拡張の挙動や病変部の変形，拡張後の

流量増加等の評価を行うことが可能となる．既にそ

の第一段階として，比較的シンプルな狭窄部を持つ

模擬血管を開発してきたが，模擬血管狭窄部の形状

が製作毎にばらつきがあった(1)．そこで本報では，

狭窄部の成型方法を改善させ、拍動流においてバル

ーンカテーテルを膨張させ，狭窄の変形を流動特性

と合わせて検討した結果を述べる． 

2. 実験方法 

2.1. 模擬血管 模擬血管の概略を図１に示す．寸

法は全長 L = 40 mm，狭窄部長さ Ls = 8mm，管内径

D = 3.5 mm厚さ h = 1 mm のものを使用し，模擬血

管はポリビニルアルコール(PVA）水溶液にDimethyl 

Sulfoxide (DMSO)を混合して凍結・解凍で成形した

透明な PVA Hydrogel を調製した (2)．PVA 濃度は 20 

wt％で、健常部（直管部）はヒト冠動脈に近い力学

特性を有している。狭窄度 St は 70％，偏心度 Ec

は 100％とした．狭窄部のプラーク部は，エポキシ

パテを型で成型し，模擬血管の狭窄部として入れ込

み，凍結・解凍の途中で狭窄部血管壁側を切開し，

エポキシパテを塑性変形が可能な成型した酢酸ビ

ニルと交換し，その後低濃度 PVA 水溶液を塗布し

てゲル化させた．この方法により，以前までのモデ

ルと違い，より健常部に狭窄部を接着剤等で固定す

る必要がなくなり，モデルの内腔面積の誤差を低減

させた．図 2にその模擬血管狭窄部の写真を示す． 

2.2. 実験装置 流動実験装置の全体図を図 3 に示

す(3)．動作流体は 24 °C一定の水を用い，矢印の方

向に流れている．拍動流はギヤポンプの制御により 

 
St = (1 – Ds / D) x 100 [%]        (1) 

Ec = e / ((D – Ds) / 2) x 100 [%]   (2) 

Fig. 1 Schematic representation of blood vessel model. 

 

 

(a) Top view 

 

(b) Side view 

Fig. 2 Photograph of stenosis in blood vessel model 

 

発生させる．同図(b)のようにガイドワイヤを模擬血

管の上流から挿入し，バルーンカテーテルを後から

追従させ，バルーン部を模擬血管狭窄部に留置する．

その後，加圧デバイスにより加圧して拡張させ，そ

の後に減圧してバルーンカテーテルを抜去する。流

量，圧力は常に計測し，バルーンの拡張と狭窄部は

CCD カメラで撮影した． 

3. 実験結果 

バルーンの拡張に伴う狭窄部の写真を図 4 に
示す．狭窄部ののど部は大きく拡張しながら変形
するため，側面からの画像であるとバルーンの一
部が隠れる．また，狭窄部は左右（流れの方向），
血管壁側に押し出されるような形で変形してい
ることが分かる．次に，バルーンカテーテルを抜
去した後の狭窄部の写真を図 5に示す。これより，
バルーンの拡張によって狭窄部がさらに凹状に 
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(a) Flow loop 

 

(b) Details of measuring part 

Fig. 3 Experimental setup. 
 

変形され，狭窄部内腔面積が増加しているのが分か

る．しかし，成型方法を改善したが、バルーン拡張

中，酢酸ビニルが押し下げられている状態になる．

これはプラーク部血管壁側のコーティングの薄さ

に起因すると考えられ，今後の改善が必要である．  

図 6に模擬血管について，バルーンカテーテル
挿入前，挿入後，抜去後の流量を示す．これより，
バルーンを挿入したことにより流量が減少し，バ
ルーンを加圧して拡張すると流量がほぼ 0にな
る．その後バルーンを減圧して収縮させると流量
が増加し，更にバルーンカテーテルを抜去すると
流量が僅かに増加することが分かる． 

 
Fig. 4  Photograph of stenosis in blood vessel 

model when maximum dilatation. (Side view) 
 

 

Fig. 5  Photograph of stenosis in blood vessel 

model after dilatation. (Oblique view) 

 

4. おわりに 

今回は狭窄の成型方法を改善した模擬血管モデ

ルで，バルーンカテーテルの拡張による流動特性に

ついて確認した．ただし，設計通りのばらつきのな

い模擬血管狭窄部の形状のために，狭窄部の酢酸ビ

ニル樹脂を入れ込む際のより良い製作方法を得る

ことが必要である．また，バルーン直径とバルーン

内圧力の計測，拍動波形の検討にも取り組む予定で

ある． 

5.   参考文献 

(1) 三井田，小林，日本機械学会北陸信越支部第 49

回総会・講演論文集，2012. 

(2) 関根，小林，生体医工学シンポジウム 2011講

演論文集，2-7-3, 2011. 

(3) J. Ji, S.Toubaru, S. Kobayashi, H. Morikawa, D. 

Tang, D. N. Ku, J. Biomech. Sci. Eng., 6 (2):79-88, 

2011.

 
Fig. 6 Measured upstream and downstream flow rates (Q1, Q2). 
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関節鏡視下手術ナビゲーションシステムの開発－現状と今後の展望－ 

中村亮介* 林 豊彦*,** 大森 豪*** 渡辺 聡**** 

*新潟大学大学院自然科学研究科，**新潟大学工学部福祉人間工学科， 

***新潟大学研究推進機構超域学術院，****新潟大学大学院医歯学総合研究科 

Development of a navigation system for arthroscopic surgery : Present state and future issues 

Ryosuke NAKAMURA*, Toyohiko HAYASHI*,**, Go OMORI***, Satoshi WATANABE**** 

*Graduate School of Science and Technology, Niigata University, 

**Department of Biocybernetics, Faculty of Engineering, Niigata University 

***Center for Transdisciplinary Research, Niigata University 

****Graduate School of Medical and Dental Science, Niigata University 

 

1. はじめに 

現在，関節鏡視下手術は，整形外科学分野では

欠くことのできない手技のひとつである．この手

術では，小型カメラと光ファイバーからなる関節

鏡を関節内に挿入し，術者が関節鏡画面（鏡視画

像）を見ながら治療を行う．その最大の利点は低

侵襲性である．一方で，カメラの視野範囲が狭い，

鏡視画像が歪むなどの欠点がある．そのため，術

者の主観的な判断や経験に依存しがちである．そ

こで近年，この手術をコンピュータ支援する研究

が進められている．しかし，この支援は，鏡視下

手術の分野ではいまだに普及していない．そこで

我々は「術者が直感的に理解しやすいナビゲーシ

ョン支援」を目的として，システム開発と精度検

定を行なってきた[1-3]．本論文では，支援システ

ムの開発状況の現状と今後の展望について述べる．

続く 2.では支援システムの概要について述べ，3.

ではシステムの総合精度評価について述べる．4.

に実験結果を示し，それに基づいて 5.で本システ

ムの利点・欠点と今後の課題について論じる．  

 

2. 関節鏡視下手術の支援システム 

本章では，我々が開発してきた支援システムの

概要について述べる．システム構成を図 1 に示す．

本システムは，術前に CT 撮像データから作成し

た「3D骨モデル」を術中の鏡視画像上にリアルタ

イムかつ高精度で重ね合わせ表示することができ

る．3D骨モデルには任意の情報を付加することが

できるため，術中の鏡視画像上において術前計画

を可視化することが可能である． 

次にリアルタイムで術前計画を鏡視画像に可視

化する原理について述べる．関節鏡・大腿骨・プ

ローブに反射マーカを設置し，それぞれの位置関

係をマーカ・トラッキングによりリアルタイム計

測する．カメラ台数は 2 台とし，マーカの識別に

はマーカ間距離を用いた．図 1 に示すように，骨

マーカ位置から 3D 骨モデルの実空間における位

置・姿勢をレジストレーションにより推定し，そ

れを関節鏡の仮想空間に投影すれば，3D骨モデル

の鏡視画像を得ることができる．それを実際の鏡

視画像にリアルタイムでオーバーレイ表示する．

3D 骨モデルに術前計画を載せておけば，術中の鏡

視画像内に可視化できる．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 システム構成 
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3. システムの総合精度評価 

 本章では，システムの総合精度を評価する実験

について述べる．測定対象は切断肢 4 体とした．

実験手順を以下に示す．まず切断肢の関節を切開

し，前十字靭帯を切除した．その付着部内に目標

点となるピン（φ=0.89[mm]）を刺入し，その後閉

創した．次に大腿骨にマーカを設置し，CT 撮影し

た．CT 撮影データから 3D 骨モデルを作成した．

このモデル上に，ピンの像を用いて目標点を設定

した（図 2-(a)）．その座標値を精度評価の「参照

値」とした．その後システムを動作させ，鏡視画

像上に表示された目標点をプローブでディジタイ

ズした（図 2-(b)）．この点の座標値を「測定値」

とした．「参照値」と「測定値」との 3 次元距離を

誤差とした．検者は整形外科医 2 名とし，ディジ

タイズは切断肢ごとに 7回ずつ行った． 

 

4. 結 果 

 表 1 に各切断肢の測定結果を示す．検者 A の

RMS 誤差は，平均でそれぞれ 1.95，1.95，2.10，

2.14[mm]であった．検者 Bでは同様に，1.90，2.25，

2.22，2.20[mm]であった． 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 総合精度評価の目標点：(a) 3D 骨モデル上

の目標点，(b) 目標点を表示した鏡視画像 

 

 

表 1 誤差の RMS 値（単位 [mm]） 

5. 考 察 

本章では，システムの利点・欠点について論じ

る．本システムの利点は，術前計画を鏡視画像上

にリアルタイムで表示できることである．従来の

ナビゲーションでは，鏡視画像とは別に，術前計

画を反映した 3 次元モデルを表示するのが一般的

であった．それに対して，本システムは，3 次元

モデルと目標点を鏡視画像上に直接表示できたこ

とから，従来よりも術者にとって理解しやすい支

援システムと考えられる．さらに，3 次元モデル

に術前計画の詳細な結果を直接付与できるだけで

なく，術中は骨孔位置の記録もできる．そのため

術後の定量評価が可能になり，さらに術者間ある

いは術式間の客観的な比較も可能になると考えら

れる． 

実験結果より，本システムの総合精度は RMS

誤差で約 2[mm]であった．目標誤差は平均 2.0[mm]

以下であることから，ほぼ要求を満たすものの，

臨床応用に向けてさらなる改善が必要である．特

に，レジストレーション精度の改善が今後の課題

である．現在のレジストレーション法の欠点に，

1) 手術に不要な透視 X 線撮影の利用，2) 軟骨組

織の無考慮の 2 つがある．そのため今後は「軟骨

組織の情報をもつ MRIモデルを用いた手法」が必

要と考えている．  

 

6. 参考文献 

1) 佐々木俊行，大森豪，渡邉聡，他：関節鏡ナビ

ゲーション手術システムにおける骨モデルの

鏡視画像への重ね合わせ精度評価．日本臨床バ

イオメカニクス学会誌 2008；29：241-246． 

2) 石谷周一，織田広司，大森豪，他：3 次元骨モ

デルの鏡視画像への重ね合わせ表示システム．

日本臨床バイオメカニクス学会誌 2009；30：

501-514． 

3) 織田広司，大森豪，渡邉聡，他：関節鏡視下手

術支援システムを用いた大腿骨孔位置の決定．

日本臨床バイオメカニクス学会誌 2010；31：

327-332． 

 検者 A 検者 B 

切
断
肢 

#1 1.95±0.12 1.90±0.15 

#2 1.95±0.14 2.25±0.17 

#3 2.10±0.06 2.22±0.24 

#4 2.14±0.11 2.20±0.12 

(b) 目標点を表示した 

鏡視画像 

(a) 3D骨モデル上の 

目標点 
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 四肢の定位能力の訓練を目的とする運動遊具の開発 

栁 春樹*，冨永 誠*，村上 肇** 

*新潟工科大学工学部情報電子工学科，**新潟工科大学工学部機械制御システム工学科 

Development of exercise equipment for training of ability to move limbs spatiotemporally 

Haruki Yanagi*, Makoto Tominaga*, Hajime Murakami** 

*Department of Information and Electronics Engineering, Niigata Institute of Technology 

**Department of Mechanical and Control Engineering, Niigata Institute of Technology 

 

1. はじめに 

産官学連携による生体医工学機器の研究として，

我々は過去に身体運動訓練支援システムを開発し

た 1) 2)．これは，新潟県柏崎市内の「運動あそび塾」

での使用を前提とし，歩行速度追従課題における反

応特性を定量化するものであった．本研究では新た

に，ヒトの動きを測定できる奥行きカメラ「Kinect

™  for Windows® センサー」を用いて，四肢の定位

能力の訓練のための運動遊具を開発したので報告

する．  

 

2. 方法 

2.1. 定位能力の訓練 

動きやパフォーマンスを合理的に効率的に発揮

するためのコーディネーション能力の 1 つに「定位

能力」があり，これは動いているものと自分の位置

関係を把握する能力である 3)．本研究では四肢の定

位能力の訓練を対象とする．我々が開発する運動遊

具では 2 種類の円形を映し出す．それらは，左右の

手足の動きに応じる円形（以下，「移動円」）と所定

の位置で動かない円形（以下，「固定円」）であり，

使用者は前者を後者に接近させるように手足を動

かす．手足，移動円，固定円の位置関係の把握をす

ることで，定位能力の訓練となると考える． 

2.2. 使用機器 

本研究で提案する身体運動訓練の構成を図 1 に

示す．点線の内部が運動遊具の要素である．それぞ

れの要素の機能は，以下のとおりである． 

 

 

(a) 奥行きカメラ． 

この運動遊具では使用者の運動を無拘束・非

接 触 で 検 出 す る た め に ， Kinect ™  for 

Windows® センサーを使用した．このセンサー

は RGB カメラ，深度センサー，マルチアレイ

マイクロフォンを備えている．その中の深度セ

ンサーで，使用者の全身 20 か所の関節位置を

取得する 4)． 

(b) 座標演算部． 

奥行きカメラから得た 20 か所の関節位置の

中から，左右の手関節・足関節の 4 か所をもと

に座標計算し，4 つの移動円の中心位置を決定

する．また，移動円と固定円の中心距離を計算

し，一定値以下なら「的中」という判定をする． 

(c) 図形表示部． 

座標演算部で決定した位置に移動円，所定の

位置に複数の固定円を表示する．使用者はそれ

を見て身体を動かす．これにより，定位能力の

訓練が達成される． 

 

         身体運動 

 

関節位置 

 

 固定円位置， 

 移動円位置， 

   運動遊具  的中情報 

 

視覚提示情報 

図1 身体運動訓練の構成 

 

(a) 奥行きカメラ

(b) 座標演算部

使用者 

(c) 図形表示部 
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2.3. 訓練方法 

図 2 は図形表示部の画面の例で，使用者の左右手

足の動きに応じる移動円と，所定の位置で動かない

複数の固定円が映し出されている．  

使用者が自己の手足と図形表示部の移動円とを

対応させやすいように，移動円の色を変えた（右

手：赤色，左手：黄色，左足：緑色，右足：黒色）．

固定円も同じく赤，黄，緑，黒の 4 色に色分けした．

使用者は画面を見て，移動円が同色の固定円に接近

するように．四肢を動かす．それぞれの固定円は，

同色の移動円の接近によって，的中判定される． 

的中した固定円は，元の色から青色に変わる．図

2 では，固定円のいくつかは的中し，色が青になっ

ている．的中すると固定円の色が変わるとともに

「ピンポン」と音が鳴る．全ての固定円に的中する

と歓声・拍手の音が鳴り，訓練が終了したことを使

用者に知らせる． 

 

3. 結果・考察 

本研究の運動遊具を，2012 年 8 月 18，19 日に新

潟工科大学で開催された「こども工業まつり」（主

催：柏崎青年工業クラブ）と，2012 年 8 月 26 日に

同大学で行われたオープンキャンパスに出展した．

図 3 はこども工業まつりの来場者が実際に使用し

ている様子である． 

 

図 2 図形表示部の画面（例） 

 

出展の際，使用者から感想を聴取した．そのいく

つかを以下に示す． 

(a) 総評 

・取組み自体は個人的に・率直に☆面白いと感じ

ました♪♪ 

・この運動遊具はなかなか面白かったです！ 普

及させませんか？ 

(b) 運動遊具自体の改善点 

・人の説明を受けなくても遊べるように簡単なル

ール説明が画面に出ていてほしい． 

・同じ色を一致させるとクリア！！というもっと

簡単な練習編を実践してから本チャンスター

トだとすんなりかと…． 

(c) 訓練方法自体の改善点 

・競わせる＝遊ばせるのに，どれだけ早く終了で

きたかのタイム表示がほしいです． 

・種類を増やしてほしい． 

これらの意見より，初めての使用者には訓練方法

があまり伝わっていなかったことが分かった．そこ

で，チュートリアル，ルール表示，アドバイスとい

った機能を付加することが考えられる．また，ベス

トスコアを表示したり，固定円の色の配置を変えた

パターンを増やしたりすることによって，関心・意

欲が増し，より長く訓練に励むことができると考え

られる． 

 

 

図 3 催事来場者が使用している様子 

 

移動円（右手）
移動円（左手） 

移動円（右足）
移動円（左足） 

固定円 

的中した

固定円 
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4. まとめ 

本研究では，奥行きカメラを用いることによって，

使用者の手足の運動を無拘束・非接触で検出し，画

面内の円形を動かす課題を行わせて，定位能力を訓

練するような運動遊具を開発した．そして各種催事

に出展して来場者に試用させ，意見を聴取した．今

後はそれらを踏まえて，改良を加える予定である． 

 

5. 参考文献 

1) 村上肇，新保文昭，松永俊一，國上諒，布施和
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通信学会信越支部大会講演論文集，p.196（2009） 

3) 東根明人：体育授業を変えるコーディネーショ

ン運動 65 選－心と体の統合的・科学的指導法－，
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ADHD 児童に対する支援ポイント共有システムの評価 

玉井 飛鳥*，斎藤 雄弘*，永森 正仁*，三宅 仁* 

*長岡技術科学大学 

Evaluation of Support Point Sharing System for Children with ADHD 

TAMAI Asuka, SAITO Yuko, NAGAMORI Masahito, MIYAKE Hitoshi 

 Nagaoka University of Technology 

1. はじめに 

ADHD（注意欠陥多動性障害）を持つ児童は，その

心理的特性から問題行動※ を起こすことがあり，医療

現場のみならず教育現場での適切な支援が求められ

ている．現状から，教育現場での問題行動の事例共有

に Web システムが注目されている．また，児童の多様

性と問題行動の複合性から，テキスト記録を補足する

ビデオ記録の有用性が報告されている[1][2]． 

しかし，支援すべき問題行動と支援方針（以下，支

援ポイント）は教師ごとに異なる．よって，支援方法の検

討には，現場の主観的な視点のみならず，客観的な複

数の視点を共有することが必要である．また，他者の視

点の共有により，一人では気づくことの出来ない新規

発見や内省が期待できる． 

本論では，複数視点からの支援検討を目的とした，

支援ポイント共有システムを報告する．システムは支援

ポイントに対する教師らの視点を統合し，その人数割

合をグラデーションで視覚化する[3]．この機能により支

援ポイントの共有を容易にする．Web 上で支援方法の

検討を行い，アンケート結果に対する分析から，システ

ムの有用性を評価した． 

 

脚注※ 本論で扱う「問題

行動」は加藤（1996）[5]の 

“年齢相応にみたとき頻度

や強度が過剰であったり 

過少であったりする行動，

かつ，不適切な場面や場

所で起こる行動や社会規

範からみて適切ではない

行動”など教室で生起する

ものであり，非行や不登校

などを示すものではない．                      

2. システム 

本システムは，クライアントのコンピュータに特別なソ

フトウェアを必要としない，ブラウザ上で稼動する Web

システムである．図１に，システムのインタフェースを示

す．システムでは，下記の①～③の機能によりテキスト

記録を補足している． 

① ビデオ再生機能：ストリーミング配信を採用し，シー

クバーを有する．配信するビデオ記録の形式は FLV

形式，フレームサイズは 320×240 ピクセル，フレーム

レートは 10fps とした． 

② 統合視覚化機能：支援ポイントに対する支援者の

認識を統合し，その人数割合をグラデーションで視覚

化する．グラデーションは，ビデオ記録のシークバー

に合わせて表示される． 

③ カテゴリ提示機能：ビデオ再生と同期して，教師ら

が選択した問題行動の分類カテゴリとその選択合計

人数を表示する．これにより，他の教師の問題行動に

対する視点を共有する．問題行動の分類カテゴリに

は，長澤らの ADHD・LD に多くみられる問題行動の

20 分類を用いた[4]．

図 1 システム・インタフェース 
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3. 評価 

実際にシステムを用いて支援ポイントを検討した，教

員志望の大学生 34 名を対象に，アンケートを実施した． 

評価尺度として，本システムを用いた検討による利点を

列挙し，10 項目のアンケート項目を作成した．表１にア

ンケート項目を示す．アンケート評価は，「1) 全くそう

考えない」，「2) そう考えない」，「3) どちらともいえな

い」，「4) そう考える」，「5) とてもそう考える」の 5 段階

評価で行った．表 1 に各アンケート項目評価の算術平

均と分散を示す． 

更に，テキスト記録を補足する各機能の有用性に対

して，同様にアンケート評価を行った．各機能の有用

性に対する評価の算術平均（分散）を，以下に示す．

①ビデオ再生機能： 4.26 (0.67)，②統合視覚化機能： 

4.18 (0.62)，カテゴリ提示機能： 3.74 (0.55)． 

各項目に対する評価の算術平均は，すべての項目

で評価基準値の 3.0 を上回っており，実践におけるシ

ステムの実用性および有用性を示していると解釈した． 

4. 考察 

システムを用いた，支援ポイントの検討における利点

を要約するために因子分析を行った．アンケート・デー

タを因子分析（主因子法）し，固有値の累積が 100%を

超えない最大の因子数として 3 つの因子を抽出した． 

表 1 に，各因子名と各因子を構成するアンケート項目

群の算術平均，および，各因子の α 係数を示す． 

更に，因子を構成する項目群のアンケート・データと

機能の評価結果との相関分析を行った．因子１「情報

閲覧の有用性」では，統合視覚化機能でビデオ再生

機能に比較して強い相関がみられたことから，システム

の特徴的な機能の有効性が確認できたと考える．  

なお，本論では支援者の変容に関して言及していな

い．実践において，システムを用いた検討の過程で，

自身の支援ポイントに対する視点の変容が見られた．

今後，この変容に対する分析を検討する必要がある． 

5. 参考文献 

[1] HAYES, R., G., et al., CareLog: A Selective Archiving 

Tool for Behavior Management in Schools, CHI2008 

Proceedings・Tools for Education, 685-694，2008 

[2] 永森正仁，他，Web カメラを用いた特別支援教育に

おける突発的な児童問題行動の記録・共有システム，

日本教育工学論文誌 34(1)，1-12，2010 

[3] 斎藤雄弘，他，児童の問題行動に対する認識共有シ

ステムの提案，日本機械学会北信越支部第 46 回講演

論文，445-446，2009 

[4] 長澤正樹，他，こうすればできる：問題行動対マニュ

アル：ADHD・LD/高機能自閉症・アスペルガー障害の

理解と支援，川島書店，東京，2005 

[5] 加藤哲文，発達障害指導辞典，学習研究社，東京，

1996 

表１ アンケート評価と分析結果
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武道・禅の呼吸法によるストレス軽減効果の検証研究 

三宅湧也，内山尚志，福本一朗 

長岡技術科学大学 医用生体工学教室 

A Basic Research of Stress Reducing Effect by Breath Control in BUDO and ZEN 

Yuya MIYAKE, Hisashi UCHIYAMA, Ichiro FUKUMOTO 

Institute of Biomedical Engineering Laboratory, Nagaoka University of Technology 

 

1. はじめに 

ストレス・不安は精神疾病だけでなく身体の機能

的疾病の原因となり得るため，それらを効果的に軽

減する研究が多方面で行われている。 

心拍変動（Heart rate variability : HRV）は精神的ス

トレスの指標となることが知られており，呼吸の持

つ自律神経活動の調節機能を応用した呼吸法はス

トレス性疾患の予防・治療に有効である。 

本研究では武道・禅に用いられる呼吸法のストレ

ス・不安に与える効果を，生理指標（HRV），心理

指標（STAI-S）を用いて検討した。また呼吸法実践

前後での肺機能をスパイロメーターにより計測し

た。さらに，武道・禅の呼吸法を深呼吸に変更した

際の結果の比較を行った。 

2. 方 法 

被験者は健常な男子学生 7 名（22.7±1.1 歳）を

対象とした。 

実験の流れを図 1に示す。安静期，呼吸法実践時

は開眼状態でセッションを行った。 

肺機能計測 ・心理指標

安静期①（5分）：生理指標

呼吸法実践（5分）：生理指標

安静期②（5分）：生理指標

肺機能計測 ・心理指標  

図 1 実験のフローチャート 

2.1. 肺機能計測・心理指標 

呼吸法による肺機能の変化をスパイロメーター

「CHESTGRAPH Jr. HI–101」（チェスト株式会社

製）によって計測した。 

STAI 状態不安検査（State - Trait Anxiety 

Inventory：STAI-S）を用いて一過性の不安を評価

した。STAI-Sは 20項目の質問から構成され，「全

くあてはまらない」から「非常によくあてはまる」

までの 4件法で回答する 80点満点の心理評価法で

あり，得点が高いほど現在の不安要素が多い。 

2.2. 安静期，呼吸法実践時 

心拍ストレスチェッカー「emWave」(HeartMath

製)を用いコヒーレンス値，平均心拍数を計測した。

耳朶に取り付けたセンサーから R-R間隔を取得し，

心拍数を算出することで HRV をリアルタイムに得

ることができる。コヒーレンス値とは“心拍リズム

の一貫性”を意味しており，HRV が自律神経活動

を反映することから心拍リズムとは交感・副交感神

経活動の相互作用を表している。不規則な心拍リズ

ムはストレスを感じている状態（低コヒーレンス状

態）であり，心拍リズムが一貫性のある安定した状

態は生理的コヒーレンス状態（高コヒーレンス状

態）である。本研究では安静期①から②における高

コヒーレンス値の増加および低コヒーレンスの減

少がストレス軽減の指標と定義した。 

2.3. 呼吸法 

呼吸法の違いによる結果を比較するため，2種類

の呼吸法を実践した。 

(1) 武道・禅の呼吸法 

100％吸息→20％休息呼息→60％緩遅呼息→… 

のサイクルからなる呼吸法を 5分間行った。また吸

息は鼻から行い，腹式呼吸を意識しながらゆっくり

呼息を行うよう指示した。 

(2)深呼吸 

100％吸息→100％呼息→… からなる深呼吸を 5

分間行った。 
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コヒーレンス値および平均心拍数は一元配置分

散分析（analysis of variance：ANOVA）を，STAI-S

得点および肺機能は t - 検定を用いて検定を行った。 

3. 結果および考察 

図 2に両呼吸法によるコヒーレンス値を，図 3に

STAI-S 得点を示す。深呼吸でも武道・禅の呼吸法

と同様の傾向がみられ，“心拍リズムの一貫性”が

示されたことから，本研究で用いた呼吸法が心拍リ

ズムの改善に有効であることが示唆された。また安

静期①から②における高コヒーレンス値の増加お

よび低コヒーレンス値の減少の傾向がみられたこ

と，ならびに STAI-S 得点の有意な減少が認められ

たことから，呼吸法によるストレス・不安軽減への

誘導の効果が示唆された。 

 

図 2 コヒーレンス値の変化 

  

図 3 STAI-S 得点   図 4 IRV の変化 

平均心拍数は武道・禅の呼吸法のみ実践時に増加

の傾向がみられた。心拍数は交感神経優位時に増加，

副交感神経優位時に減少し，吸息時に増加（交感神

経活動），呼息時に減少（副交感神経活動）する。

図 5，図 6に武道・禅の呼吸法および深呼吸の HRV

を示す。図 5 では，副交感神経優位となる呼息時の

心拍数減少時間が図 6 と比較し長いことがわかる。

また肺機能は図 4に示すように武道・禅の呼吸法の

み IRV（予備吸気量）の有意な減少がみられた。IRV

は肺の使用効率の指標でもあるので，慣れない腹式

呼吸が肺機能に影響を及ぼしたと考えられる。 

以上より，武道・禅の呼吸法の平均心拍数の増加

は交感神経活動を示すものではなく，上記の呼吸法

訓練によって改善できる可能性が示唆された。 

 

図 5 武道・禅の呼吸法の心拍変動 

（縦軸：心拍数[BPM]，横軸：時間[分：秒]） 

 

 

図 6 深呼吸の心拍変動 

（縦軸：心拍数[BPM]，横軸：時間[分：秒]） 

4. まとめ 

今回行ったセッションにより，武道・禅の呼吸法

および深呼吸によるストレス・不安の軽減への誘導

の効果が示唆された。 

今後の展望として，吸息・呼息時における交感・

副交感神経活動の指標を明確にするとともに，武

道・禅の呼吸法を継続して行った際のストレス軽減

効果の検証を行う予定である。 

5. 参考文献 

[1] 比嘉美弥, 津田彰 : 心臓コヒーレンシーの心

理的リラクセーション効果―健康成人を対象と

した評価（第 1 報）, 久留米大学心理研究, 4, 103- 

114, 2005 

[2] 高井秀明 : 呼吸法を併用した心拍バイオフィ

ードバックの心理・生理的変化について ―バイ

オフィードバック未経験者を対象として―, バ

イオフィードバック研究, 36(1), 69- 75, 2009 

[3] 内野治人編著 : 病態生理よりみた内科学, 金

宝堂, 294- 297, 1981 

[4] 林博史他著 : 心拍変動の臨床応用,  医学書

院,8- 17, 119- 135, 1999 
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感性工学的アプローチによる触覚感覚の定量化に関する基礎的検討 

白井 奈穂美*，近井 学*，三宅 仁** 

*長岡技術科学大学 医用福祉工学研究室，**長岡技術科学大学 体育・保健センター 

Basic Examination for Haptic Digitalization by Kansei Approach 

Naomi SHIRAI*, Manabu CHIKAI*, Hitoshi MIYAKE** 

*Nagaoka University of Technology ME-Lab., **Nagaoka University of Technology HCC 

1. 緒言 

触覚感覚は，ヒトが身近な環境を触れて知覚する

ためには非常に重要な感覚である．我々は，触覚感

覚を定量化（数値化）することを大目的として研究

を進めている．ここで，ヒトが外界を知覚する情報

は，視覚 83.0%，聴覚 11.0%，嗅覚 3.5%，触覚 1.5%，

味覚 1.0%といわれており，視覚を通じて得る情報

は極めて多いことがわかる[1]．これは，モノを触れ

る際にも生じていると考えられており，視覚情報と

触覚情報を組み合わせてヒトは知覚している．これ

らの情報が単一の場合，ヒトは正確にモノを知覚で

きるのかという点に着目した．そこで本研究では官

能評価により，ヒトが触覚感覚によりモノを知覚す

る際に視覚情報と触覚情報によって変化が生じる

かという点を評価することを目的とする． 

 

2. 方法 

両実験とも，評価実験は健康な大学生 30 名を被

験者として実施した．本評価実験では，実験 1:モノ

に直接触れる実験と実験 2:モノに触れず視覚情報

により回答する実験とした．Fig.1 に示すように両

者の実験で用いる被験物はヒトが日常触れている

20 種類の球形物を選定した．加えて，両者の実験

で用いる触覚情報の評価項目に関しては，触覚感覚

の 17 語のオノマトペ表現を選定し，この評価項目

を用いてVAS7段階評価を実施した．実験 1は，Fig.2

に示すようにブラックボックス内で実施すること

で視覚の影響を限りなく減少することを目的とし

た．また，被験者が自ら被験物に触れ触覚を知覚す

る能動的触覚知覚方法を採用した．Fig.3 に示すよ

うに 20 種類の被験物を評価する基準の変動を防ぐ

ため，ひのきを基準試料に用い，随時比較して評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 20 Subjects 

 

Fig. 2 Experiment 1 Overview 
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させた．実験実施時の平均室内温度 20.1±0.7[ºC]，

平均室内湿度 57.4±3.7[%]であった．実験 2 は，予

め用意した Web アンケートを用いて，20 種類の被

験物それぞれの写真を用意し，前述の実験と同様の

17 の評価項目を VAS7 段階評価する方法とした． 

 

3. 結果 

ここでは，特に興味深い結果となったビー玉とカ

ラーボールの 2 つの被験物について詳述する．Fig.4

に実験 1，Fig.5 に実験 2 の結果を示す．ビー玉の評

価結果では，こちこち，ひやひや，ごつごつという

ビー玉の特徴がいずれの結果からも示されたが，べ

ちゃべちゃ，ねばねば，べたべたという直接ビー玉

に触れないと知覚しない感覚の特徴は実験 2 では

減少していることが示された．カラーボールの評価

結果では，べたべた，もちもち，ひやひやというカ

ラーボールの特徴がいずれの結果からも示され，ま

たその他の評価項目でも両者の知覚実験結果間で

大差がなかった．これらの結果から，カラーボール

はヒトが感覚を知覚しやすく，かつ感覚に特徴があ

るものは視覚情報のみでも得られやすいことが示

された．また，ビー玉は感覚に特徴があるが，実際

に触れないと知覚できない情報があることが示さ

れた． 

 

4. 結言 

ヒトが触覚感覚によりモノを知覚する際に視覚

情報と触覚情報によって変化が生じるかという点

を評価することを目的とした．実験結果から，ヒト

が普段触れているモノでは，触覚感覚に特徴がある

ものは視覚情報のみでもほぼ正確に知覚できるこ

とが示された． 

 

5. 参考文献 

[1]教育機器編集委員会編: 産業における教育訓練

と教育機器. 産業教育機器システム便覧, 日科技連, 

東京, 1972, pp.4-31. 

 

Fig. 3 Experiment 1 Evaluation cycle 

 

 

Fig. 4 Experiment 1 Result 

 

 

Fig. 5 Experiment 2 Result 
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ストレッサー情報共有システムの評価 

小泉 元徳*，白井 奈穂美*，伊藤 矢*，岡澤 仁也*，近井 学*，三宅 仁* 

*長岡技術科学大学 医用福祉工学研究室 

Evaluation at Stressor Information Sharing System 

Motonori Koizumi*, Naomi Shirai*, Naoya Ito*, Jinya Okazawa*, Manabu Chikai*, Hitoshi Miyake* 

*Medical Engineering Laboratory, Nagaoka University of Technology 

 

1. はじめに 

 近年，技術者は高度専門的な技術を扱う企業現場

において，刻一刻と変わりゆく技術を取り入れるた

めに絶えず努力を行っている．一方で技術者は，厚

生労働省が発表する（平成 16 年～22 年）「精神障

害等に関する労災補償」に示されるように，特有の

メンタル部分の問題を抱えている．本学でも，技術

者養成のカリキュラムが組まれていることからこ

の問題を危惧し，メンタルストレスに着目した教育

支援プログラムの開発を行ってきた 1）．しかし，メ

ンタルストレスを減らすことを目的とした多くの

先行研究ではこれを誘起するストレッサーに着目

して行っているものも少なくない．その中でも，ラ

ザルスらは被験者をストレッサーに関する情報を

与える群（脅威教示群・知性化教示群・否認教示群）

と与えない群（無教示群）に分類して研究を行い，

ストレッサーに関する情報を与えることがストレ

ス反応を左右するということを報告している 2）．こ

のことを踏まえ，本研究ではストレッサーに関する

情報の共有によって学生のメンタルストレス低減

を実現することを大目的とし，今回はこれまでに開

発してきたストレッサー情報共有システムの評価

を目的とする． 

2. ストレッサー情報共有システム 

 これまでに開発してきた本システムの入力ペー

ジを図 1に示し，出力ページを図 2に示す．入力ペ

ージでは，入力したストレッサー情報に具体性を持

たせるために，六何の原則（5W1H）3）に基づいた入

力項目を用意した．入力されたストレッサー情報は

出力ページに反映され，その情報が何であるかを評

価するためのボタンと評価結果を表示する場所も

用意した． 

 

 

図 1 入力ページ図 

 

図 2 出力ページ図 
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3. 評価方法 

本システムの評価は，被験者 20 名（グループ A10

名：本システムを用いるグループ，グループ B10

名：本システムを用いないグループ）による被験者

間実験を行った．方法として，被験者のストレス反

応を誘発させるため，ブラインドで光を遮断した温

度 26.7℃湿度 65％の部屋で，各グループに対して音

声のない風景の動画（退屈を誘発する動画）をおよ

そ 5 分間上映した．その際，グループ A の被験者

らは動画を視聴しながら本システムを介してスト

レッサー情報の送受信を行い，被験者間でストレッ

サー情報の共有を行った．一方でグループ B は，ス

トレッサー情報の共有は行わず，動画の視聴を行っ

た．動画視聴後，両グループの被験者に対して VAS

（Visual Analog Scale)5 段階評価によるアンケート

調査を実施した．質問項目は Q1（この動画を通し

てストレスを感じたか），Q2（動画視聴中に対処行

動を取ったか），Q3（対処行動によりストレスは減

ったと思うかの 3 項目とした．また，本システムを

介して発信されたストレッサー情報からストレッ

サーについて認識可能かの評価を行うため，グルー

プ A の被験者らに対して，ストレッサー情報から

他の人が知覚したストレッサーについて理解でき

たかを VAS5 段階評価で行った． 

4. 結果 

Q1（この動画を通してストレスを感じたか）の

結果から得られた VAS の平均値は，グループ A が

2.3，グループ B が 3.1 となり，グループ A のほう

がストレスを感じていなかった．Q2（動画視聴中

に対処行動を取ったか）の結果から得られた VAS

の平均値はグループ A が 4.4，グループ B が 3.3 と

なり，これもグループ A のほうが対処行動を行え

ていた．Q3（対処行動によりストレスは減ったと

思うか）の結果から得られた VAS の平均値はグル

ープ A が 4.1，グループ B が 3.1 とり，こちらもグ

ループ A のほうが対処行動によりストレスが減っ

たと思う被験者が多かった．また，グループ A の

被験者に対して行った質問（ストレッサー情報から

他の人が近くしたストレッサーについて理解でき

たか）から，70％の被験者が本システムを通して得

たストレッサー情報からストレッサーに対する理

解度を深めていた． 

5. 考察 

 評価から，本システムは利用者がストレッサーに

対する理解を深めるために有効であると考えられ

る．また，グループ B よりもグループ A のほうが

対処行動を行えており，ストレスの感じ方にも違い

があることから，本システムがメンタルストレスに

影響を与えているといえる．従って，例えば病院に

おいて本システムを応用することで，患者がストレ

ッサーに対する理解を深め，メンタルストレスの低

減につながる可能性がある．すなわち，入院患者の

ホスピタルライフ改善に活用できると考えられる． 

6. まとめ 

 学生のメンタルストレス低減を目的としたスト

レッサー情報共有システムの評価を行い，本システ

ムが利用者の対処行動を促進し，ストレス反応に影

響を与えている傾向がみられた．本システムの応用

により，入院患者のホスピタルライフを改善できる

可能性があると考えられる． 

謝辞 

本研究の一部は，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． 
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筋電義手の遠隔トレーニングシステムのための動作識別法の基礎研究 

寺岡千春，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 research of training system with an identification method 

in remote operation of the myoelectric hand 

Chiharu TERAOKA, Masashi MATSUURA, Shinya YAMAYA, Hisashi UCHIYAMA, Ichiro FUKUMOTO 

Institute of Biomedical Engineering, Nagaoka University of Technology 

 

1. はじめに 

現在，事故や戦争などで手を失った人や，先天的

に手が欠損している人のための補装具として義手

が用いられている．最近では，利用者が筋電位を利

用して健常者と同じように動かすことが可能な義

手として，筋電義手が注目されている．しかし実際

に筋電義手を思い通りに動かすためには，訓練指導

を行える医療機関に長期間通って訓練を行う必要

がある． 

本研究では，通院にかかる負担を軽減するため，

遠隔地や自宅でも訓練可能な遠隔シミュレータを

作製することを最終的な目的とする．今回の報告で

は遠隔シミュレータを作製する前段階として，手の

動作識別を行うための特徴マップを描画するプロ

グラムを作成し，評価を行った． 

 

2. 実験方法 

2.1. 筋電位測定 

測定装置は脳波計(日本光電製 EEG-4418)を用い

た．電極位置は右前腕に局在する手の伸展に関与す

る尺側手根伸筋と，屈曲に関与する尺側手根屈筋の

2 か所とし，双極導出法により測定した．前腕は任

意の動作以外に力が入ることを防ぐため，机上に固

定した状態を保った(Fig.1)．被験者は健常女性 1名

(年齢 21 歳，右利き)を対象とした．課題は Table 1

に示す 4 つとし，各動作 1秒を目安として安静状態

を挟み 1 分間繰り返し行った．これを各課題につき

10 回試行した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 実験の様子 

Table 1 課題動作 

 

 

 

 

 

2.2. データ分析 

測定した筋電位データを，PCカード(株式会社コ

ンテック社製 ADA16-32/2(CB)F)を用い，サンプリ

ング周波数 500Hz で A/D 変換を行ってパソコンに

取り込み，データ分析を行った． 

動作識別のための特徴量を抽出する手法として，

今回は筋電信号の“絶対平均値の差 D”を採用した．

“絶対平均値の差 D”は，以下に示す式により算出し

た． iX は筋電位信号，Nはデータ数である． 




 


N

i

ii XX
N

D
1

1
1

1
＝  

データ分析にはフリー数値解析ソフト「Octave」

を用い，“絶対平均値の差 D”によって各動作におけ

る特徴量を求めて特徴マップを描画した． 

 

 

課題① 手を開く(伸展) 

課題② 手を閉じる(屈曲) 

課題③ 親指を伸ばす(伸展) 

課題④ 親指を曲げる(屈曲) 

(a)脳波計                      (b)電極位置 

電極 

パソコン 

電極 

ボックス 

脳波計 
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3. 実験結果 

3.1. 筋電位測定 

 測定した筋電位データの例を Fig.2, Fig.3 に示す．

Fig.2 の伸展動作において，屈筋より伸筋の電位が

大きくなっていることが確認できた．また，Fig.3

の屈曲動作においては伸筋より屈筋の電位が大き

くなっており，Fig.2 の屈筋より伸筋の電位が大き

くなった結果と対照的な結果が得られた．これより

正しい測定結果が得られたことが確認できた． 

 

Fig.2 課題①における筋電信号 

 

 
Fig.3 課題②における筋電信号 

 

3.2. データ分析 

“絶対平均値 D”の差を算出し，動作ごとに平均し

たものを Table 2に示す．また，これを分散分析に

よって統計処理を行い，Tukey-Kramer 法によって検

定を行った結果を Fig.4に示す．Fig.4 により，屈筋

の各課題，伸筋の各課題ともに P<0.05 で有意差が

みられたことから，これらを特徴量とした．さらに

獲得した特徴量より x 軸を屈筋の“絶対平均値の差

D”，y軸を伸筋の“絶対平均値の差 D”としてグラフ

を描画した．結果を Fig.5 に示す．Fig.5により，各

課題の領域が重なっておらず，動作の識別に適した

特徴マップが得られたことが確認できた．これによ

り“絶対平均値の差 D”によって動作識別に適した

特徴量が得られることがわかった． 

Table 2 “絶対平均値の差 D” 

 屈筋の平均 伸筋の平均 

課題① 0.0080 0.0696 

課題② 0.0280 0.0511 

課題③ 0.0066 0.0438 

課題④ 0.0173 0.0329 

Fig.4 “絶対平均値の差 D”の平均 

Fig.5 “絶対平均値の差 D”による特徴マップ 

 

4. まとめ 

今回の実験では，特徴量を“絶対平均値の差 D”と

したときの特徴マップを描画し，動作識別に適した

特徴マップが得られるかを検証した．その結果， 

“絶対平均値の差 D”によって動作識別に適した特

徴量が得られることが確認できた．今後の展望とし

て，今回描画した特徴マップを機械学習法によりパ

ターン認識し動作識別を行う予定である． 

5. 参考文献 

[1] Octave-Forge： 

http://octave.sourceforge.net/index.html ，2012.09.12 

[2] 高橋長雄：からだの地図帳，講談社，p88，1984 

[3] 金井寛 他：生体計測学，コロナ社，pp148-156，

2009 

(a)屈筋              (b)伸筋 

(a)屈筋              (b)伸筋 
○ 課題① 

＊ 課題② 

▽ 課題③ 

＋ 課題④ 

絶
対
平
均
値
の
差

[m
V

] P<0.05 

P<0.05 

P<0.05 

P<0.05 

絶
対
平
均
値
の
差

[m
V

] 

P<0.05 

P<0.05 

P<0.05 

P<0.05 

(a)屈筋           (b)伸筋 
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脳内ダイポールイメージングの相対誤差と空間分解能を用いた複合評価法の検討 

西村 望*，堀 潤一** 

*新潟大学大学院自然科学研究科，**新潟大学工学部 

Total Evaluation on Relative Error and Spatial Resolution for Equivalent Dipole Source Imaging 

Nozomi Nishimura*, Junichi Hori** 

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

 

1. はじめにはじめにはじめにはじめに 

高次脳機能の詳細な解明や，てんかん等の脳内病

巣部位の特定のため，脳内の電気的活動を画像化す

る手法が望まれている．脳波は計測環境の制限が少

なく非侵襲であり，時間分解能が高いという利点が

ある．一方で，頭蓋骨の低導電率の影響を受けるた

め空間分解能が悪いという欠点がある． 

この問題を解決する手法として，脳内ダイポール

イメージングが提案されている[1],[2]．この方法で

は，信号源の数や方向に制約を受けることなく，脳

内の電気活動を画像化できる．シミュレーションで

は，ダイポール層信号強度分布の真値と推定値の相

対誤差によって推定精度を評価していた．しかし，

「信号の局所化」と「雑音の抑制」のバランスとい

う点で相対誤差の値が小さいほど，精度よく推定で

きるとは限らない．そこで本研究では，相対誤差に

加えて空間分解能を用いて、複合的な定量的評価指

標を提案した．シミュレーションにおいて，2個の

信号源を設置し，信号源の離心率とダイポール層の

半径を変化させ，それぞれの信号源離心率における

最適なダイポール層半径について検証した．  

2. 方方方方    法法法法 

2.1. 脳内ダイポールイメージング 

本研究では，脳内ダイポールイメージングを実現

するため 3 層不均質球状頭部モデルを用いた[1],[2]．

これは，脳，頭蓋骨，頭皮の 3層で構成されており，

半径をそれぞれ 0.87，0.92，1.0に規格化している．

また，脳と頭皮，頭蓋骨の導電率をそれぞれ 1.0，

0.0125とする． 

この頭部モデルの脳内に仮想的にダイポール層

を設置する．このダイポール層表面の信号強度分布

から，頭皮電位までの伝達関数を求める．伝達関数

の逆関数を実現する空間逆フィルタを構成するこ

とで，頭皮電位からダイポール層での信号強度分布

を推定できる． 

2.2. 精度評価法 

空間逆フィルタの実現法は様々あり，最適なダイ

ポールイメージングを求めるためには推定精度を

評価する必要がある．従来は，真の値に対する誤差

の割合を表す相対誤差が用いられてきた．ダイポー

ル層真値を f ，推定値を f̂ としたときの相対誤差

REは 

f

ff
RE

ˆ−
=  (1) 

と表される．しかし，「信号の局所化」と「雑音の

抑制」のバランスという点で相対誤差の値が小さい

ほど，精度よく推定できるとは限らない．そのため，

相対誤差による評価だけでは不十分である． 

そこで，相対誤差に加えて空間分解能による評価

を行った．2 信号源の角度を除々に近づけたとき，

ダイポール層信号強度分布で 2 信号であると識別

可能な限界の角度を空間分解能 SRと定義した．空

間分解能の値が小さいほど，信号が局所化されたと

いえる． 

ダイポール層の半径
dr を変化させたとき，

dr が大

きいほど相対誤差は良くなるが，空間分解能は悪く

なるというトレードオフの関係がある（図 1）．そ

こで，両方の値を複合的に用いた評価指標を提案す

る．信号源離心率ごとに相対誤差と空間分解能を最

大値が同じになるように規格化し，足し合わせた値

を複合評価値とした．ダイポール層半径
dr における
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相対誤差を ( )
drRE ，空間分解能を ( )

drSR とすると，

複合評価値 ( )
drEV は 

( )
( )
( )( ) ( )( )

d

d

d

d

d
rSR

rSR

rRE

rRE
rEV

max

)(

max
+=    (2) 

と表される． 

3. 結結結結果果果果・・・・考考考考察察察察 

シミュレーション条件を表 1に示す．図 1に信号

源離心率 0.5における相対誤差，空間分解能，複合

評価値のグラフを示す．図 1より，複合評価値が極

小値を持つことが確認できる．この値を最適ダイポ

ール層半径とした．図 2に頭皮電位とダイポールイ

メージング結果を示す．ダイポール層信号強度分布

は左から順に，空間分解能，複合評価値，相対誤差

が最小となるダイポール層半径での結果である．複

合評価値が最小となる(b)では(a)，(c)よりも信号の

局所化と雑音の抑制が共に良好であることが確認

できる．さらに図 3に各信号源離心率の最適ダイポ

ール層半径の結果を示す．信号源離心率が 0.65 よ

りも小さい場合は，信号源離心率+0.2，信号源離心

率がそれよりも浅い場合は，頭部モデルの脳表面

0.87 が最適なダイポール層配置であることが確認

できた．  

4. まとめまとめまとめまとめ 

脳内ダイポールイメージングにおける精度評価

のため，相対誤差と空間分解能を複合的に用いた評

価指標を提案した．また，信号源離心率に対する最

適ダイポール層半径について検証した．結果，信号

源離心率と最適なダイポール層配置の関係を求め

ることができた．今後は実脳波で評価する方法につ

いて検討する． 
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表 1 シミュレーション条件 

個数 2個 

角度 16～50° 

離心率 0.5～0.8 

信号源 

方向 放射方向 

分布 ガウシアン白色雑音 雑音 

レベル（NL） 0.01, 0.1, 0.2 

電極 個数 128個 

半径 0.53～0.85 

個数 1280 

ダイ 

ポール 

空間逆 

フィルタ 

パラメトリック斜影 

フィルタ 

 

図 1 信号源離心率 0.5での相対誤差，空間分解能，

複合評価値 

真
値

推
定
値

頭皮電位 ダイポール層信号強度分布

53.0)( =dra 75.0)( =drb 85.0)( =drc  

図 2 頭皮電位とダイポールイメージング結果（信

号源離心率 0.5，2 信号源角度 50°，ダイポール層

半径 0.53，0.75，0.85） 
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図 3 信号源離心率ごとの最適ダイポール層半径 
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ペルチェ式冷凍加温手術装置の冷却性能向上の基礎研究 
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1. はじめに 

近年，悪性腫瘍による日本人の死亡率が増加傾向

にある．悪性腫瘍の治療法には外科手術，放射線療

法，化学療法などが挙げられるが高侵襲であるため，

より低侵襲な治療法である冷凍手術及び温熱療法

が注目されている．本研究室ではこれまでに，冷凍

手術と温熱療法を組み合わせた冷凍手術後温熱治

療法に着目し，開発を行ってきた． 

現在の手術装置は標的組織を‐20℃にすること

が可能であった．しかし，細胞・組織を凍結破壊す

る理想条件に必要な急速凍結（-100℃/min）の冷却

能力は有しておらず，不完全な冷凍手術は悪性腫瘍

の憎悪の危険性がある．そこで本研究では，冷却能

力を向上させるために手術装置の熱伝導率の向上

及び断熱方法の改良を行った． 

2. 方 法 

2.1. 実験装置 

冷凍加温手術装置の概要を図 1 に示す．本装置は

FPSC（Free Piston Steering Cooler，ツインバード工

業株式会社）とチュービングポンプ（TP1937，アズ

ワン株式会社）を用いてシリコンチューブに冷媒を

循環させ，ペルチェ素子（9501/017/030B，株式会

社フェローテック）を冷却する．冷媒の外部からの

熱流入を抑えるために冷媒経路を束ね，断熱材の経

路の長さと接合部を減らす改良を行った手術装置

を図 2 に示す．図 3 にペルチェ素子冷却部の改良前

後を示す．改良前は経路にステンレスパイプを用い，

ペルチェ素子冷却面にステンレス板を用いている．

改良後は経路を全て熱伝導率の低いシリコンチュ

ーブにし，ペルチェ素子冷却面に熱伝導率の高い銅

板を用いた． 

 
図 1 冷凍加温手術装置 

 

 
図 2 改良前（左）と改良後（右）の断熱経路 

 

図 3 改良前（上）と改良後（下） 
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2.2. 実験方法 

図 4 の様に手術装置先端部に K 型熱電対と断熱

材を取り付けて固定し，FPSC で-80℃に冷却したエ

タノール（99.5%）を装置内に循環させた．室温を

24℃としてペルチェ素子冷却面，ペルチェ素子の温

度を 10 分間測定し，改良前後での比較を行った． 

   

図 4 手術装置先端部の温度測定 

 

3. 結 果 

図 5 に測定結果，表 1 には最低温度と最低温度到

達時間を示す．図 5 に示すように，改良後のペルチ

ェ素子冷却面とペルチェ素子は冷却時間と温度が

向上した事が分かった．改良前後でペルチェ素子冷

却面の最低温度の差が-12.0℃，ペルチェ素子では

-10.2℃の差となった．最低温度到達時間の差もペル

チェ素子冷却面で 14 秒，ペルチェ素子で 134 秒と

なり向上した．これにより，改良後は改良前に比べ

てペルチェ素子冷却面，ペルチェ素子における温度

と時間に改善が示された． 
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図 5 10 分間の測定結果 

 

 

 

表 1 最低温度と最低温度到達時間 

冷却面 最低温度[℃] 到達時間[s] 

改良前 -51.3 122 
改良後 -63.3 108 

   

素子 最低温度[℃] 到達時間[s] 

改良前 -41.5 275 
改良後 -51.7 141 

 

4. まとめ 

今回は，冷凍加温手術装置の冷却能力の向上のた

めに手術装置先端部と断熱経路を改良し，改良前後

の性能評価を行った．図 5 の曲線の傾きから冷却速

度の向上が確認できた．改良前後でペルチェ素子冷

却面の最低温度の差が-12.0℃，最低温度到達時間の

差が 14 秒，ペルチェ素子ではそれぞれ-10.2℃，134

秒の差が確認でき，冷却能力の向上が確認できた．

改良前のペルチェ素子の最低温度到達時間が大き

く遅れていたのは，ステンレス板に凹凸があり，は

み出したシリコン樹脂の充填剤がステンレス板と

ペルチェ素子の密着を阻害していたためだと考え

られる．今後はシリコンチューブの内径や冷媒流量

による冷却性能の違い，ペルチェ素子に付けるプロ

ーブの材質と形状を研究し，急速凍結の理想条件に

近づけるための改良を行い，生体への評価を行う． 
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