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視覚・聴覚同時呈示刺激に誘発される事象関連電位 P300 の解析 

谷本 勝啓，堀 潤一 

新潟大学大学院自然科学研究科 

Analysis of Event-Related Potential P300 Evoked by Visual and Auditory Stimulus 

Katsuhiro Tanimoto，Junichi Hori 

Graduate School of Science and Technology, Niigata University 

 

1. はじめに 

近年，筋萎縮性側索硬化症者をはじめとする肢体

不自由者の日常生活支援に向けたコミュニケーシ

ョン支援装置として BCI(Brain-Computer Interface)

が期待されている．本研究では，事象関連電位 P300

を利用した BCI の精度向上を目指す．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，

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[1]．P300 は低頻度刺激に注

目するオドボール課題を課すことによって出現す

る．P300 出現の様相は，課題の種類によって変化

する．また，既存の P300 を用いた BCI には視覚刺

激や聴覚刺激を単独で使用したものが多いが，視

覚・聴覚両方の刺激を同時に呈示することで， P300

を安定して導出できるのではないかと考えた．そこ

で本稿では，まずオドボール課題の難易度が P300

の振幅，潜時に与える影響について調査した．次に

視覚刺激と聴覚刺激を同時に与えるオドボール課

題の P300 と，単体で与えるオドボール課題の P300

を比較した． 

2. 方 法 

2.1. 実験方法 

聴覚機能，視覚機能に異常がない健常男性 8 名

(20-23 歳)が実験に参加した．被験者には実験の目

的，内容を説明して了承をとり，ヘルシンキ条約の

精神に則して行った．実験はシールドルームで，開

眼安静状態で行った．脳波計測には多チャンネルデ

ジタル脳波計（日本光電 EEG1100）を用いた．導出

電極位置は国際 10-20 法に準拠し 19電極を貼付し

た．また眼球運動等による眼電の成分を除去するた

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の

通過帯域は 0.53-120Hz に設定した．標的刺激呈示

時にスイッチを押すオドボール課題を行った．刺激

呈示時間を 0.8s，刺激間隔を 1.2s，標的刺激の刺激

頻度を 20%とした． 

まず，オドボール課題の難易度に関する実験を実

施した．一般に聴覚呈示刺激において非標的刺激と

標的刺激の周波数の差が近いほど刺激の弁別が困

難となる．よって，非標的刺激を 1000Hz に設定し，

標的刺激を 1020Hz～2000Hz まで 6 段階に設定して

実験を行った． 

次に，視覚・聴覚を同時に呈示する実験を行った．

視覚・聴覚刺激を表 1 に示す．標的刺激は 2000Hz

と上矢印，音符のオクターブ上，文字「ピー」，英

文字「B」を，非標的刺激は 1000Hz と下矢印，音

符のオクターブ下，文字「プー」，英文字「A」を

組み合わせた．30 回の標的刺激をランダムで繰り

返した．タスク実行時に計測した脳波信号から脳活

動の特徴を抽出した． 

 

表１．刺激の種類 
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2.2. 解析方法 

計測した脳波データに対し刺激をトリガーとし

て 30 回の加算平均を行った．その後，基線調整，

移動平均処理を行った．図 1 に標的刺激と非標的刺

激呈示時の脳波の１例を示す．実験で得られた

P300 波形が，どの程度優位に出ているかを評価す

る必要がある．今回はベースライン法によって

P300 の振幅と，刺激時点から P300 のピークまでの

潜時を求めた． 

 

図 1．オドボール課題実施時の事象関連電位 

3. 結 果 

 聴覚オドボール課題の標的音周波数を変化さ

せたときの P300 の振幅，潜時を図 2 に示す．被

験者は 1 名で，Pz 電極を解析対象とした．非標

的周波数 1kHz に対し，標的周波数が離れるほど

P300 の振幅が増加し，潜時は短縮することを確

認した．つまり，タスクの難易度が容易であるほ

ど，P300 の反応が大きく早くなっていると言え

る．また，図 3,4 に視覚，聴覚単独，並びに視聴

覚同時呈示刺激によるP300の振幅と潜時を示す．

被験者は 8 名で，Pz 電極を解析対象とした．視

覚・聴覚を同時に呈示したときに発生する P300

の振幅は増加する傾向があり，潜時は有意に短縮

することが確認できた． P300 の振幅の増加は認

知の確信度の高さを表し，潜時の短縮は刺激に対

する処理時間の速さを表す[2]．よって，視覚・

聴覚同時呈示刺激はより判別しやすく実用的な

刺激であるということが確認できた． 

 

図 2．標的音周波数変化による P300 の振幅と潜時 

 

図 3．各刺激による P300の振幅の平均値 

 

図 4．各刺激による P300の潜時の平均値 

(Tukeyによる多重比較検定 N=8,*p<0.05) 

4. まとめ 

BCI の精度向上を目指し，聴覚・視覚同時呈示刺

激を用いた実験を行った．視覚・聴覚のみの呈示刺

激より，視覚・聴覚を同時に呈示したときの方が，

発生する P300 の振幅は増加する傾向が見られ，潜

時は有意に短縮した．今後は視覚刺激と聴覚刺激の

組み合わせを変えることによる影響を，対応付けの

観点から調査したい． 

参考文献 

[1] S.J.Luck: An introduction to the event-related 

potential technique, The MIT Press, Cambridge, 

pp. 175-223,2005 

[2] 黒岩義之，園生雅弘: 臨床誘発電位ハンドブ

ック. 中外医学社, 東京, pp.200-210, 1998 
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視覚誘発電位における脳波コネクティビティの可視化 

杉江 貴史，堀 潤一 

新潟大学大学院自然科学研究科 

Visualization of EEG Connectivity in Visual Evoked Potential 

Takahumi Sugie ,Junichi Hori 

Graduate School of Science and Technology ,Niigata University 

 

1. はじめに 

脳は領域により異なる機能を持ち，それらの機能

を相互に作用させることで活動している．つまり脳

が機能的接続性ネットワークを構成しているとも

言える．脳波を用いたネットワークの解析を脳波コ

ネクティビティという．本研究では電極間の相関解

析を行うことによって，ネットワークの可視化と脳

波の伝搬経路を求めることを目的とする． 

 本研究では視覚刺激を呈示したときに現れる視

覚誘発電位を対象とした．視覚誘発電位は視覚刺激

後約 100ms後に P100を含む N-P-N波形が正中後頭

部および刺激視野と同側に生じる．同時に極性が異

なる P-N-P 波形も生じる[1]．また，視覚信号の伝搬

経路は生理学的に解明されているため，本研究の結

果と比較し有用性を確認した． 

 

2. 方 法 

2.1. 実験 

本研究では図 1に示す刺激間隔 0.5秒で右半視野

へのパターン反転刺激時の視覚誘発電位を計測し

た．計測時の電極数は 94ch，標本化周波数は 1kHz

である．雑音対策として加算平均を 400 回行った．

計測結果を図 2 に示す． 

 

 

図 1 提示刺激 

2.2. コネクティビティ 

視覚誘発電位の時間変化を解析するため，相互相

関関数を用いた．相互相関関数は二つの信号に対し

て時間遅れを変化させながら相関係数を求める手

法である．ゆえに，時間遅れがあり高い相関をもつ

電極間では信号が移動していると言える[2]．相互相

関関数の適用の際，全電極から二電極を選び解析を

行う．しかし，その組み合わせの数は電極数によっ

ては膨大になる．そこで，脳内において局所的に発

生した神経インパルスはシナプスを介して周囲に

伝搬することに着目した．隣接した二電極間の相関

解析を求め，信号伝搬の向きを求めることで視覚野

全体での信号伝搬の方向を推定できると考えた．隣

接した電極間はドロネーの三角形分割より求めた

[3]． 

可視化に用いた電極は後頭部の 55ch である．頭

部のサイズは半径 1の球に規格化した．その中から

隣接した電極間を抽出し，その二電極で計測された

脳波の相互相関関数を求めた．解析区間は視覚誘発

電位の主要成分である P100 出現前後とした． 

 

 

図 2 左半視野刺激視覚誘発電位 
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2.3. 信号源推定 

可視化結果における伝搬経路の比較のため信号

源推定を行った[4]．信号源は位置 lとモーメント m

で構成される．この信号源から推定脳波 ĝ を作成し，

観測脳波 gとの誤差を評価関数 Sとして求める．評

価関数 S は式(1)で求められる．信号源推定では，評

価関数 Sが各時間で最小となる位置 lとモーメント

mを推定する直接推定法を用いた．推定の際，頭部

のサイズを半径 1，脳のサイズを半径 0.87 の球にそ

れぞれ規格化した． 

2
ˆ),( ggmlS     (1) 

 

3. 結 果 

3.1. 可視化結果 

可視化の結果を図 3に示す．黒もしくは赤のマー

カーが電極，赤い線は時間遅れが 0ms で相関係数が

0.9 以上の電極間，青い線は時間遅れが 1ms 以上で

相関係数 0.9 以上の電極間である．矢印は信号伝搬

の方向を示している． 

 図 3より，相関の高い領域が右側頭部と左側頭部

の二か所確認できる．これは視覚誘発電位が二つの

三相波形より構成されることに由来する．事実，図

3より正中後頭部から右側頭部にかけて計測された

波形は P100を含む N-P-N 波形であった．一方，左

側頭部では P-N-P 波形が計測された． 

 視覚信号源は脳内部を通過し，鳥距溝へと到達す

る．その後皮質表面に沿って腹側もしくは背側，ま

たはその両方へと続く．図 3 において信号伝搬の方

向を見ると鳥距溝上部から信号が進んでいる．これ

は信号源が鳥距溝へ到達するまでの反応と考えら

れる．その後の鳥距溝から下方へと続く経路は腹側

経路に由来する． 

 

3.2. 信号源推定結果 

信号源推定結果を図 4 に示す．図 4 より信号源は

右側頭部の上部から左側頭部の下方へと移動して

いる．これは腹側経路に由来する．図 3 と比較する

と信号の伝搬経路は信号源の進路と一致する． 

 

図 3 相関係数と時間遅れの可視化 

 

図 4 信号源推定結果 

 

4. まとめ 

隣接した二電極間の相関解析を行い，視覚野全体

の信号伝搬の方向を求めた．その電極間の相関解析

手法として相互相関関数を用いた．結果，解析区間

を視覚誘発電位の主要成分である P100 出現前後に

限定することにより，異なる反応の分布領域と信号

の伝播過程を可視化できた．これは視覚信号が鳥距

溝にて皮質表面に最接近し，その後皮質表面に沿っ

て移動するためだと言える．可視化結果は生理学的

知見と信号源推定結果に一致した．今後の課題とし

て，再現性の確認，信号の局在化等が挙げられる． 
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個別の教育支援計画に ICF-CYを活用した ADHD児支援情報共有システムの設計 

山﨑 琢、的場 大樹、永森 正仁、三宅 仁 

長岡技術科学大学 経営情報系 生活福祉支援情報工学講座 

Design of Support Information Sharing System to Support Children with ADHD for IESP, using ICF-CY 

Yamazaki Taku，Matoba Daiki，Nagamori Masahito and Miyake Hitoshi 

 Life Support Technology And Medical Informatics， Department of Management and Information Systems Science， 

Nagaoka University of Technology 

 

1．はじめに 

ADHD を有する児童に対する支援には教育機関の

みならず福祉や医療機関等の連携が求められる。その

ために機関を超えた情報共有が重要とされる[1][2]。この

ような情報共有には教育機関で作成されている「個別

の教育支援計画」が用いられる[3][4]。 

本研究では、福祉・医療機関において信頼性の高

い、標準的で統一的な分類である、国際生活機能分

類児童版（ICF-CY）を、教育機関で作成される「個別

の教育支援計画」に活用した支援情報共有システムを

設計した。 

2．ICF-CY 

ICFCY は、発達障害を有する児童を含む 18 歳未満

の者を対象とし、健康関連状況を記述するための標準

的で統一的な分類である[5]。 

ICF-CY は、健康状態、生活機能、背景因子の 3 つ

の枠組みで構成されている。健康状態は、病気や変調、

傷害の分類である（なお、現状において健康状態は、

同じく国際分類である ICD-10「国際疫病分類」を用い

ることが推奨されている）。生活機能は、生理的あるい

は精神的機能を表す「心身機能」と、個人の行為や生

活の関わりを表す「活動・参加」の分類である。背景因

子は、個人の生活や人生に関する背景全体を表し、健

康状況の背景として扱う。この 3 つの枠組みは ICF-CY

の概念によって、相互作用モデルで構成されている[5]。

これにより、発達障害を有する児童の健康状況と健康

関連状況を包括的に捉えることが可能である。 

ICF-CY を活用した一部の特別支援学校における調

査報告によると、「校外の関係機関・関係者等との共通

理解・連携がしやすくなった」等、ICF-CY 活用による児

童の支援情報共有の有用性が報告されている[6]。 

しかし、「個別の教育支援計画」に ICF-CY を活用し

た事例は報告されているが[7]、情報システムとして共有

情報を形式化した報告は無い。 

3．システム設計 

3.1. システムにおける「個別の教育支援計画」の構造 

 システムで用いる「個別の教育支援計画」（以下、計

画）の構造を図１に示す。 

「計画」の構造内での記述部の名称を①児童情報部、

②計画情報部、③支援機関情報部、④目標計画部、

⑤詳細計画部と定義した。児童の基本情報は、①児童

情報部に記述される。②計画情報部には、計画の作

成情報や児童の実態などが記述される。③支援機関

情報部には、連携する機関の情報が記述される。④目

標計画部には、長期計画と短期計画が記述される。な

お、長期計画部と短期計画部を定義せず、目標計画

部を定義したのは、調査において、この区別が明確で

ないケースを確認したためである。そして、⑤詳細計画

部に具体的な各機関での支援情報が記述される[8]。 

図 1 に示すように、「計画」の構造内の各記述部に、

ICF-CY の分類である健康状態、生活機能、背景因子

を用いた。なお、児童の健康状態を分類するために

ICD-10 を「②計画情報部」に用いた。 

3.2. ICF-CYを活用した記述項目 

「計画」の各記述部は、「計画」の枠組み内で、具体

的な情報を記述するための記述項目を定義している。

教育機関で作成される「計画」で定義した各記述項目

に、福祉・医療機関で実績のある ICF-CY で定義され

た分類のカテゴリを関連づけることで、ICF-CY の分類

に準拠した項目として利用するためのコード化を可能

とする。これにより、教育機関と福祉・医療機関間の情

報共有を支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 1．「個別の教育支援計画」の構造 
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表 1 に、図 1 の「⑤詳細計画部」の記述項目の一覧

を示す。表 1 の記述項目は、調査によりグループ化し

て示している。なお、下線の記述項目は、記述が必須

の項目である。表 2 は、図 1 の⑤詳細計画部の「⑤支

援内容」に関しての詳細な記述項目を示す。具体的に

は、図 1 の「⑥支援計画」に含まれ、詳細な児童の支援

内容に関する記述項目である。表 3 は、表 2 の記述項

目と ICF-CY で定義された分類のカテゴリを関連付け

た。児童が起こす問題行動に関して、必要な項目を一

部抜粋して示している。具体的には、表 2 の⑤支援・指

導内容、⑧状況・場面、⑨問題行動の 3 つの記述項目

を抜粋した。 

ICF-CY で定義された分類のカテゴリは、支援対象

者の生活機能における「心身機能」と「活動・参加」の

分類のカテゴリを選定した。さらに、背景因子における

「環境因子」の分類のカテゴリを選定した。「計画」にお

ける ICF-CY で定義された分類のカテゴリの選定は、佐

藤（2012）の模擬授業における ICF-CY 活用報告と国

立特別支援教育総合研究所における特別支援学校で

の ICF-CY 活用による調査報告を参考とした[7][9]。なお、

問題行動におけるカテゴリは「ADHD を有する児童に

おける問題行動」[10]に基づき選定した。 

3.3. 記述文法を用いた形式化 

提案システムでは、作成される「計画」が、図 1 の構

造と、表 1 の記述内容（本稿では一部抜粋のみを提示）

が共に木構造として記述されるように、記述文法を定

義した。 

システムの利用者は、この記述文法に則り、「計画」

の枠組み内に設けられている各項目に対して児童一

人ひとりのニーズに応じた支援情報を記述する。これ

により記述の個別化を実現する。そして、記述文法によ

り ICF-CY を活用した「個別の教育支援計画」が木構造

として形式化される。 

4. おわりに 

「計画」は、通常教育での授業計画書とは異なり、児

童一人ひとりに対して作成される必要がある。これは、

支援対象である児童の多くが複合的な障害を持ち、個

別かつ多様なニーズを有するためである。 

そして、特別支援教育は始まったばかりであり、児童

への支援が進むことにより、新規な支援内容の項目が

追加・変更されることが予期される。システムは、構造

の範囲において新規の項目の追加が可能であり、将

来においても、個別化された多様な記述に対する情報

共有を支援する。 

また、ICF-CY は福祉・医療機関で実績のある国際

分類であるが、ICF-CY における分類のカテゴリの選定

に掛かる膨大な時間的問題や ICF-CY 概念の理解の

困難等、教育機関で活用するためには様々な課題が

ある[6]。形式化が可能なシステムを用い、ICF-CY を教

育機関で作成される「個別の教育支援計画」に形式化

し活用することで、このような課題の解決にも貢献でき

ると考える。 

参考文献 
[1] 文部科学省，特別支援学校学習指導要領解説 総則等編 （幼
稚部・小学部・中学部），第 1章総則第 2節の 2の（イ）， 2009 
[2] 安田英世，他，中学校における特別支援教育体制の在り方に
ついて：「個別の教育支援計画」及び「個別の指導計画」の作
成と活用を通して 三重大学教育学部研究紀要，自然科学・人文
科学・社会科学・教育科学（63），79-86 ，2012 
[3] 大阪府教育センター，支援学校の「個別の教育支援計画」に
関する研究 －ツールとしての活用－，2010 
[4] 埼玉県教育委員会，個別の教育支援計画・個別の指導計画を
活用した指導事例集，2010 
[5] 厚生労働省，国際生活機能分類 –小児・青少年に特有の心身
機能・構造，活動等を包含－厚生労働省大臣官房統計情報部編，
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[6] 国立特別支援教育総合研究所，特別支援学校における ICF及
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[7] 国立特別支援教育総合研究所，ICF及び ICF-CYの活用 試み
から実践へ －特別支援教育を中心に－，ジーアス教育新社 第 5
刷，2010  
[8] 永森正仁，他，「個別の教育支援計画」eポートフォリオの
作成支援システムの開発，電気学会研究会資料.IS 情報システム
研究会，13−17，2010 
[9] 佐藤満雄，ICF-CY を活用した通常学級における授業への展
望 －模擬授業を通しての一考察－，国立特別支援教育総合研究
所 H22 研究成果報告書，121-125，2010 
[10] 長澤正樹，他，「こうすればできる：問題行動対応マニュア
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，2005 

支援内容

①タイトル，②教科，③学習内容，④学習環境，⑤支援・
指導内容，⑥使用メディア，⑦使用教材，⑧状況・場面，
⑨問題行動，目標の行動，目標の行動ができるために，
問題行動を防ぐために，問題行動が起こったときに，目標
の行動が達成できたときに，進路，就学・就労見学・体験
先，体験期間，引き継ぎ事項，留意点，参考・事例

詳細計画部

①設定日，②目標，③領域分類，④記述者の機関名，
⑤支援内容，記述者の評価基準，記述者の評価，記述
者の5段階評価，評価者の機関名，評価者名，評価者
の評価基準，評価者の評価，評価者の5段階評価

表 1．詳細計画部の記述項目 

表 2．支援内容の記述項目 

表 3．ICF-CYの分類におけるカテゴリを用いた 

「支援内容」記述項目（抜粋） 

支援内容の項目 ICF-CYの分類
カテゴリ

（ICF-CYの分類の単位）

⑤支援・指導内容
環境因子

（environment)
e430 権限を持つ立場にある
人々の態度

⑧状況・場面
環境因子

（environment)

e325 知人・仲間・同僚・隣人・コ
ミュニティの成員，e330 権限を
持つ立場にある人々，e335下
位の立場にいる人々，e425 知
人・仲間・同僚・隣人・コミュニ
ティの成員の態度，e430 権限
を持つ立場にある人々の態度，
e435 下位の立場にいる人々の
態度

心身機能
(body　functions）

b117 知的機能，b125 素質と個
人特有の機能，b126 気質と人
格の機能，b130 活力と欲動の
機能，b140 注意機能，b144 記
憶機能，b152 情動機能，b164
高次認知機能，b167 言語に関
する精神機能

活動・参加
（domain)

d160 注意を集中すること，d161
注意を向けること，d210 単一課
題の遂行，d220 複数課題の遂
行，d240 ストレスとその他生理
的欲求への対処，d250 自分の
行動の管理，d415 姿勢の保
持，d710 基本的な対人関係

⑨問題行動
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Evaluation of Support System to Children with ADHD caused Problem Behavior 
MATOBA Daiki，YAMAZAKI Taku，NAGAMORI Masahito，MIYAKE Hitoshi 

Nagaoka University of Technology Management & Information Systems Engineering

1．はじめに 

2011 年、障害者基本法が改正された。これにより、

同法において従来、障害者と定義されていなかった

LD（学習障害）・ADHD（注意欠陥・多動性障害）・

PDD（広汎性発達障害）などの発達障害者も障害者

と定義された。そして、障害者基本法の改正に先立

ち 2007 年より開始された特別支援教育では、通常の

学校に所属する発達障害を有する児童への支援が

喫緊の課題となっている[1]。このような児童への支援

では、児童の問題行動を含む一連の行動に関する

情報共有が必要とされる。そして、共有した情報に基

づく支援方針の協働した検討が重要とされる[2]。 

支援情報の共有の必要性と支援方針の協働した

検討の重要性から、近年 Web システムが注目されて

いる[3][4]。しかし、既存のシステムの多くはテキスト情

報の共有を目的としており、具体的な支援対象の問

題行動とその支援箇所の共有は困難である。このこと

から、支援箇所の共有には動画情報であるビデオ記

録の有用性が報告されている[5][6]。しかし、既存のシ

ステムで共有されるビデオ記録は担当教員の主観的

な視点による支援箇所を示すものであり、複数の意

見が統合された支援箇所を示すものではない。 

本研究では、ADHDを有する児童の支援を目的に、

ビデオ情報である支援箇所とテキスト情報である支援

方針に関する共有・検討を支援する Web システムを

開発した。開発したシステムは、一人ひとりの視点に

よる支援箇所と支援方針の、集団での共有を支援す

る。このような共有により、一人では気付くことの出来

ない他者の記述を参考にした内省が期待できる。本

稿ではこの内省に対する評価に関して報告する。 

 

2．システム 

システム上で共有する情報は、問題行動の分類カ

テゴリを含む動画情報の支援箇所と、テキスト情報の

支援方針である。 

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[7]。図 1にシステム・インターフェースを

示す。教員は教育現場で撮影された児童の問題行

動を含むビデオ情報に対し、統合視覚化機能により

支援箇所を指摘しつつ、自身の知見に基づく支援方

針をテキスト情報で記述することができる。 

統合視覚化機能では教員らが支援するべきと判断

した箇所（図１のⒶ）を統合し、その人数割合をグラデ

ーションで視覚化する（図１のⒷ）。これにより、児童

の行動に対して支援すべき箇所（問題行動）の共有

における統合的な理解を支援にする。そして、教員ら

がその他者の記述を閲覧する際、システムはビデオ

情報の再生に同期し、問題行動の分類カテゴリを含

む支援箇所と支援方針を提示する。具体的には統合

視覚化機能で指定された箇所に対して対象行動の

問題分類をカテゴリの色を変え提示する。同時にテキ

スト情報である支援方針を提示する。 

このようにしてシステムは、一人ひとりの視点に基

づく支援箇所と支援方針に対する、集団における情

報共有を支援する。 

 

3．評価実験 

内省に対する評価として、情報共有の前後での利

用者の指摘する支援箇所と支援方針の変化を分析し

た。  

評価は実験的な仮想環境で行った。仮想環境とし

て、実際の問題行動が起きた授業のビデオを図 1 の

①ビデオ再生機能を使用しシステム上に提示した。こ

れにより、問題行動の起こった教室を再現した。この

ビデオは教壇にいる教師の視点から固定して撮影し 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 1 システム・インターフェース 
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たもので、利用者の視点が実際の教育現場の教師の

視点に近似されるように工夫してある。 

利用者には仮想的に児童の担当教師を想定させ、

支援箇所、および、支援方針を検討させた。実験に

おける利用者は、教職に関する科目を履修する学部

学生 8名である。 

なお、実験では検討事例として、異なる授業を撮

影した 2 種類のビデオを用いた。分析の結果、双方

に類似した傾向が見られたため、本稿では 1 つの事

例の結果を説明する。 

 

4．評価結果 

図 2 に、利用者一人ひとりの支援箇所を示す。利

用者毎に、共有前の指摘が上部の青色のバーで、共

有後の指摘が下部の橙色のバーである。そして、図

中で囲んだ①～⑤に、共有前の登録における指摘を

まとめた。この①～⑤が、利用者各自が指摘した支援

するべき問題行動（支援箇所）である。 

情報共有の前後を比較すると、支援するべき問題

行動が 5箇所から 4箇所となり、特に支援箇所①と③

に集中していることが判る。また、支援箇所④、⑤は、

それぞれ利用者 AとHのみが指摘している。しかしこ

の箇所は、共有前で、他の利用者が指摘した箇所で

ある。これにより、情報を共有したことで、利用者 A と

H は他者の指摘を取り入れ、自身の指摘を変更した

と判断した。このような箇所は児童に対して支援すべ

き箇所である可能性が高く、実際のシステムの運用で

は、この支援箇所に関して再検討する必要がある。 

さらに、支援方針に対し情報共有の前後の記述内

容の変化を分析した。全体として、共有前と比較し、

共有後は、記述内容が明確化されていることを確認

した。たとえば、支援箇所③において指摘箇所に変

化がなかった利用者 Fの支援方針は、共有前はその

場での行動の指摘のみであったが、共有後は集団で

の行動の確認（事後の対応）と、ルール化（事前の対

応）に関する記述がみられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、実験中に利用者に回答させた内省項目に関

し報告する。項目に対する内省は 5 段評価で行った。

評価項目の一つである「支援方針の記述に対して具

体的かつ詳細な記述ができた。」において共有前は

平均が 3.0 であったのに対し、共有後には平均が 4.4

であった。このことから、利用者自身の認識において

もシステムを用いた情報共有の有用性、および、自身

の内省の確認が行われていると判断する。 

 

5．おわりに 

本研究では、ADHD 児の問題行動に対する支援

検討システムを用いた情報共有の内省に対する評価

を行った。評価の結果から、システムによって支援箇

所と支援方針を共有することで一人では気付くことの

出来ない他者の記述を参考にした内省が行われたこ

とを確認した。 

教育領域における ADHD 児を含む発達障害児へ

の支援は始まったばかりであり、児童らの適切な支援

のためには、情報共有と協働した支援検討が重要で

ある。システムを用いることで、他者の視点を共有し、

児童支援者の集団として、何をどのように支援するか

を明確にすることができると考える。 

今回の評価実験では、児童支援者である利用者

の集団を8名とした。システムはより多くの利用者の利

用にも対応しており、今後さらに大きな集団における

情報共有の効果に関しても検証していきたい。  

参考文献 

[1] 室橋春光（2005），特別支援教育について-地域

連携の重要性と医療に期待されるもの，北海道公衆

衛生学雑誌   第 18巻（第 2号） ：22-27  

[2] 阿部厚仁（2007），集団生活における連携支援を

考える，コミュニケーション障害学会誌 24（1）：55-57 

[3] 西村あい，他（2006），子供の成長段階に適応可

能な観察記録とそのデータベースの提案，日本教育

工学会第 22回全国大会講演論文集：287-288 

[4] 成田滋，他（2006），特別支援教育に必要な個別

支援教育計画策定とオンライン上の支援システムの

構築，日本教育工学会第 22 回全国大会講演論文

集：885-886 

[5]  HAYES, R., G., et al （ 2008 ） ， CareLog: A 

Selective Archiving Tool for Behavior Management in 

Schools，CHI2008 Proceedings・Tools for Education：

685-694 

[6] 永森正仁，他（2010），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．日本教育工学会論文誌：1-12 

[7] 玉井飛鳥，他（2013），ADHD を有する児童の支

援を目的とした Web 型電子カルテシステム．第 33 回

医療情報学連合大会論文集：960-963 
図 2 利用者毎の支援箇所の変化 
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多層硬軟感呈示触覚装置開発の基礎研究 
山岸 隼、青山 慎、三宅 仁 

長岡技術科学大学 経営情報系 生活福祉支援情報工学講座 

Tactile Display Development of Multilayer Softness 
Jun YAMAGISHI, Shin AOYAMA, Hitoshi MIYAKE 

Life Support Technology and Medical Informatics, Department of Management and Information Systems Science, 

 Nagaoka University of Technology. 

 

1. はじめに 

近年、医用ロボットの研究開発が盛んに行われ、

実際に医療現場で使用されている。人に直接触れる

用途の多い医用ロボットにおいて、触れたときに得

ることのできる情報は、治療や診断といった様々な

場面において重要なものとなる。特に硬度は、皮膚

や筋肉、脂肪などの判定やしこりの発見などに活用

でき、硬度の異なる多層的な構造物の硬軟感を呈示

することが求められている。先行研究では、ヒトの

受容する硬軟感において重要な要素は、接触面積と

反力であることがわかっている[1]。しかしながら、

現実に多く存在する硬度の異なるもので構成され

た物体の硬軟感を呈示するには至っていない。そこ

で本研究は基礎研究として、硬軟感を呈示するため

に必要な接触面積の基準となる接触半径と反力の

関係を、実際に単層と硬度の異なる二層の物体を作

成し、指と接触させ求めた。 

2. 方 法 

2.1. ヘルツの接触理論 

 本研究は、実測以外に接触半径と反力の関係を求

めるために、先行研究[2]より、ヘルツの接触理論を

用いた。用いた式を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

指の物性値は先行研究[2]より、ポアソン比 0.5、 

曲率半径 7.5mm、ヤング率は以下に示す(2)式より

導出されるものを用いた。 

指のヤング率＝0.01＋0.024×押下力 (2) 

接触対象物の曲率半径は、全て平面とし値を∞と

した。(1)(2)式より、求められた接触半径を理論値

として用いた。 

2.2. 接触対象物 

指に触れる素材は、ヒトの皮膚に硬度が近いもの

として、市販されているロースハムとこんにゃくゼ

リーを用いた。これら素材の単層と上下異なる組み

合わせの二層でなる接触対象物を計 4 つ作成した

(Fig.1)。厚さはそれぞれ約 6.5mm、二層の物体は一

つの層が約 3.25mm になるよう作成した。それぞれ

のポアソン比とヤング率は計測により、ハムがポア

ソン比 0.558、ヤング率 0.0928N/mm2、ゼリーがポ

アソン比 0.778、ヤング率 0.00342N/mm2 であった。

また、これらは作成してから 2 日以内に実験で使用

した。 

2.3. 実験方法 

被験者は、健常成人男性 5 名（平均 21.8±0.98 歳）

とした。反力を測定するために電子天秤を設置し、

その上に厚さ 1.15mmのポリプロピレンの台座と接

触対象物を乗せた。接触させる指は、右手人差し指

の第一関節までとして、朱肉によりインクを塗布し、

対象物と接触させた(Fig.2)。接触時の押下力は、10gf、

20gf、30gf、40gf、50gf、75gf、100gf、200gf とし、

被験者自らが電子天秤の値を見ることで、押し込む

力を制御させた。1 人につき、4 種類の対象物を 8

種の押下力で 1 回ずつ、計 32 回計測した。 
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なお、押し込む際にゆっくりと押し込むよう教示

したことにより、押下力と指の受ける反力は同じも

のであるとした。また、上層がハムである場合は、

指をハムと直接接触させ、インクが塗布された部分

をあぶらとり紙により転写することで、接触半径を

測定した。ゼリーである場合は、厚さ 0.05mm 未満

の天然ゴム手袋をカットし、ゼリーの上に乗せ、そ

こに指を接触させることで測定した。 

3. 結果と考察 

4 種類の接触対象物の反力における、被験者 5 人

の平均接触半径の実測値と単層の理論値を Fig.3 に

示す。ハムは、全ての反力に対して、実測値が理論

値と良好に一致することが確認できる。またゼリー

は、50gf まではおおよそ一致しているが、75gf から

一致していない。これは、接触対象物の厚さに制限

を設けたことで、押し込み量にも制限ができたこと

が原因だと考える。次に、二層からなる対象物は、

上層にある素材に近いながらも異なる接触半径と

反力の関係になることがわかった。これは、ヒトが

単層と多層の差異を接触半径と反力の関係から認

知していることを示唆する。特に、上層がハム、下

層がゼリーである対象物の接触半径と反力の関係

は、Fig.4 に示すように、ハムとゼリーの平均ポア

ソン比 0.668 と平均ヤング率 0.0481N/mm2 より求め

た理論値に、40gf まではほぼ良好に一致する。また

50gf からは、物性としてそれよりも軟らかいと考え

られる接触半径と反力の関係を示している。これは、

上層のハムの物性から、反力の増加に従って、下層

のゼリーに物性が近似していくことを示唆する。 

4. まとめ 

本研究は基礎研究として、単層と二層の物体にお

ける指の接触半径と反力の関係を求めた。結果、単

層においてほぼヘルツの接触理論による理論値と

一致することが確認でき、単層と二層の物体は、異

なる接触半径と反力の関係になることがわかった。

今後は、より実験精度を高め、被験者を増やすこと

で、これらの関係をより明らかにしていく必要があ

る。 

 

Fig.1 作成した接触対象物 

Fig.2 実験の様子 

 
Fig.3 4 種類の接触対象物における 

実測値と単層の理論値 

 
Fig.4 ハム単層と上ハム下ゼリー二層の実測値

と平均ポアソン比ヤング率による理論値 

5. 参考文献 

[1] Kinya Fujita, Hisayuki Ohmori : A new softness 

display interface by dynamic fingertip contact area 

control, Proc. 5th World Multiconference on 

Systemics, Cybernetics and Informatics, 78-82, 2001. 

[2] 池田義明、藤田欣也：指先の接触面積と反力の

同時制御による柔軟弾性物体の提示、日本バーチ

ャルリアリティ学会論文誌, Vol.9, No.2, 187-194, 

2004. 

10



第 34回日本生体医工学会甲信越支部大会 (Oct．2014） 

 

ユウストレスとオノマトペ表現の関連性の基礎研究 

青山 慎、山岸 隼、三宅 仁 

長岡技術科学大学 経営情報系 生活福祉支援情報工学講座 

The Relation of Eustress and Onomatopoeias 

AOYAMA Shin,YAMAGISHI Jun,MIYAKE Hitoshi 

Life Support Technology and Medical Informatics, Department of Management and Information Systems Science, 

Nagaoka University of Technology. 

 

1. はじめに 

厚生労働省による調査で、12 歳以上の国民の約

半数近くが、日常生活において何らかのストレスを

感じていると回答していることが分かった[1]。また

牧野は大学生 114 名の調査から、57％の学生が「学

校に行きたくない」と思っており、58.8％の学生が

「学校を辞めたい」と思ったことがあるということ

を報告しており、その要因として「大学生活への不

満」を抽出している[2]。このことから、大学生活を

ストレスに感じている学生が多いと考えられる。

Hans Selye が提唱したストレス学説では、ストレス

を惹起するストレッサーの程度や程度の差および

受け手の側の生体反応の差から、心や身体が不快状

態となるディストレス、心や身体が快状態となるユ

ウストレスの結果に分かれることを、明らかにして

いる[3]。岡澤はユウストレスを惹起させるストレッ

サー（以下ユウストレッサーとする）を把握するユ

ウストレッサー把握システムを、開発した[4][5]。

しかし個人のユウストレッサー把握には至らなか

った。そこで本研究では、個人のユウストレッサー

を把握する際の指標を、発見することを目的とし、

オノマトペに注目して実験を行った。 

2. 方 法 

2.1. オノマトペ 

オノマトペは、誰でも一定の感覚や情動変化を表

現することができると考えられる。そのためユウス

トレスを感じた時にも一定の情動変化を表現でき

ると考え、ユウストレッサーの指標として、オノマ

トペが有用であるか実験を行う。 

 

2.2. 予備実験 

どういったオノマトペが、ユウストレスに関連性

があるか予備実験を行った。被験者は 42 名(男 35

名、女 7 名、年齢 21.74±1.71 歳)とした。被験者に

対し、岡澤が行った「快ストレスアンケート」の結

果から上位 10 項目の行動を抽出し、それらを行う

際にどういったオノマトペが誘起されるか選択肢

と自由記述を設け主観的に答えさせた。選択肢は擬

音語・擬態語 4500 日本語オノマトペ辞典[6]よりユ

ウストレスに関連がありそうなオノマトペ、ディス

トレスに関連がありそうなオノマトペをそれぞれ

11 語、12 語選択し選択肢とした。その結果を順位

付けし、上位 6 項目である「うきうき」、「わくわく」、

「のびのび」、「のりのり」、「るんるん」、「らんらん」

を本実験で使用した。 

2.3. 実験方法 

被験者 17 名(男 15 名、女 2 名、年齢 22.83±1.73

歳)に対して、「今日行った行動の中で気分が良くな

った行動」(=「ユウストレッサー」)、行った場所、

その行動を行った際に誘起されたオノマトペをそ

れぞれ回答させた。データの入力画面を Fig.1 に示

す。行動は選択肢を設け、選択肢は岡澤が開発した

システムで用いた選択肢を、そのまま使用した。場

所は自由記述とした。オノマトペは、予備実験での

上位 6 項目を選択肢とした。また行動とオノマトペ

は選択肢に該当項目がない場合を考慮し、自由記述

欄を用意した。 

上記のアンケート調査の調査期間は、5日間とし、

アンケートの回答時間は一日の振り返りができる

ように就寝前に回答させた。 また気分が良くなる

行動を複数行った場合全て答えるように指示した。 
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Fig.1 アンケート画面 

3. 結 果 

 結果から回答数の合計と、全体に対するそれぞれ

の回答数の比率、累積比率を求めた。結果を Fig.2

に示す。「のびのび」といったオノマトペが、回答

の約 3 割を占めており、「わくわく」、「うきうき」

を含めた上位 3項目で、累積比率が約 7割を占めて

いる。また被験者 17 名のうち 5 日間で、5 回以上

回答をした 12名のうち 11名が「のびのび」、「わく

わく」を、10 名が「うきうき」を 1 回は回答して

いた。 

行った場所は、約半数が自宅や自室であった。そ

の際に誘起されたオノマトペは、約 4割が「のびの

び」であった。また「のびのび」と回答したうち、

約 7割が自宅や自室での行動で、回答していた。 

4. 考察およびまとめ 

本研究では、ユウストレッサーを把握する際の指

標を発見することを目的とし、ユウストレスとオノ

マトペ表現の関連性を調査した。本実験においての

回答数、回答比率、回答人数の結果から「のびのび」、

「わくわく」、「うきうき」といったオノマトペは、

ユウストレスとの関連性が他のオノマトペより強

いことが分かった。このことから上記 3 項目のオノ

マトペを誘起させるような行動が「ユウストレッサ

ー」となることが示唆された。 

また行動を行った場所とオノマトペの関連性の

結果から、自宅・自室での行動では「のびのび」と 

いったオノマトペが誘起されやすいことがわかる。

このことから行動を行った場所とオノマトペの間 

 

Fig.2 実験結果 

 

に関連性があり、特定の場所で、特定のオノマトペ

が誘起されると考えられる。 

本研究の結果から、個人のユウストレッサーを把

握する際に、オノマトペを用いることに有用性があ

ると考えられる。今後はユウストレッサー把握シス

テムに、オノマトペを指標として取り入れ、回答し

たオノマトペによって、ユウストレッサーであるか

判定するアルゴリズムを構築することで、ユウスト

レッサーの把握が容易になることが期待される。 

5. 参考文献 

[1] 厚生労働省: 平成 25 年 国民生活基礎調査. 

[2] 牧野 幸志: 大学生の不登校に関する基礎的

研究(1)― 大学生の不登校と退学希望の理由の探索 

―、 高松大学紀要、36、79～91、2001. 

[3] Selye 著、杉靖三郎、田多井吉之介、藤井尚治、

竹宮隆訳：現代社会とストレス、法政大学出版局、
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[4] 岡澤 仁也: 日常生活におけるユウストレッ

サー把握システムの開発とその評価、長岡技術科学

大学大学院工学研究科修士論文、 2014. 

[5] 岡澤 仁也: 日常生活におけるユウストレッ

サー把握システムの開発とその評価、日本機械学会
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武道・禅呼吸法を用いたストレス・不安軽減効果の基礎研究 

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 Study of Stress and Anxiety Reducing Effect by Breath Control in BUDO and ZEN 

Yuya MIYAKE, Hisashi UCHIYAMA, Ichiro FUKUMOTO 

Institute of Biomedical Engineering, 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

減する研究が行われている。その中でも呼吸による

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がストレ

ス・不安に与える効果を，生理指標・心理指標を用

いて評価した。また武道・禅呼吸法の有用性を検証

するために，一般的に実践されている呼吸法の一つ

である統制呼吸(毎分 10 回呼吸，毎分 15 回呼吸)と

の比較を行った。 

2. 方法 

実験① 安静時と武道・禅呼吸法実践時の比較 

安静状態(武道・禅呼吸法を行わない)と，武道・

禅呼吸法実践時の生理・心理指標の比較を図 1，図

2 の手順で行った。被験者は健常学生 3 名(23.0±1.0

歳)とした。 

実験② 武道・禅呼吸法と統制呼吸の比較 

武道・禅呼吸法実践時と統制呼吸の生理指標の比

較を，図 2 の生理指標Ⅱの手順で行った。被験者は

健常学生 1 名(23 歳)とした。 

2.1. 呼吸法 

 呼吸法は閉眼で行うよう指示した。 

(1)武道・禅の呼吸法 

 武道・禅呼吸法は吸息(交感神経活動)に対し，

ゆっくりと長時間呼息(副交感神経活動)を行うこ

とが特徴である。100％吸息→20％急速呼息→60％

緩遅呼息→…のサイクルからなる呼吸法を行った。

また吸息は鼻から行うよう指示した。 

(2)統制呼吸(毎分 10 回呼吸、毎分 15 回呼吸) 

 メトロノームを用いて呼吸を統制した。 

・毎分 10 回呼吸(吸息 3 秒→呼息 3 秒→…) 

・毎分 15 回呼吸(吸息 2 秒→呼息 2 秒→…) 

2.2. 生理指標 

(1)脳波α波帯域率 

脳波は脳波計アルファテックⅣ(脳力開発研究所

製)を用いて取得した。今回は吸息状態に増大する

とされるα波帯域(周波数 8.0～13.0Hz)の比率を以

下の式で算出し、ストレスの指標とした。 

 

 (2)平均心拍数，コヒーレンス比率 

 心拍ストレスチェッカー「emWave」(HeartMath

製)を用いコヒーレンス比率，平均心拍数を取得し

た。耳朶に取り付けたセンサーから脈波間隔を取得

し，心拍数を算出することで HRV をリアルタイム

に取得する。コヒーレンス比率とは“心拍変動リズ

ムの一貫性”を意味しており，吸息時に増加，呼息

時に減少する HRV が自律神経活動を反映すること

から，心拍変動リズムとは交感・副交感神経活動の

相互作用を表している。不規則な心拍変動リズムで

はストレスを感じている状態（低コヒーレンス比率

増加），規則的な心拍変動リズムでは落ち着いた状

態（高コヒーレンス比率増加）となる。本研究では

心理指標A

安静期①（control）（5分）：生理指標Ⅰ

安静状態（5分）：生理指標Ⅱ

安静期②（5分）：生理指標Ⅲ

心理指標B  
図 1 安静状態 

心理指標A

安静期①（control）（5分）：生理指標Ⅰ

呼吸法実践（5分）：生理指標Ⅱ

安静期②（5分）：生理指標Ⅲ

心理指標B  
図 2 武道・禅呼吸法実践 
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高コヒーレンス比率の増加および低コヒーレンス

比率の減少がストレス軽減の指標と定義した。 

2.3. 心理指標 

(1) STAI-S(State - Trait Anxiety Inventory－STATE)  

STAI-S を用いて，一過性の不安を評価した。「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 20項目 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。 

 

取得した指標は一元配置分散分析 (analysis of 

variance：ANOVA)，t - 検定を用いて解析を行った。 

3. 結果 

実験①：武道・禅呼吸法実践時に高コヒーレンス比

率，α波帯域率が有意に増加した。 

心理指標はいずれも有意な改善が見られた。武

道・禅呼吸法は，安静状態と比較して約 2.2％高い

減少率が見られた。 

実験②：武道・禅呼吸法で高コヒーレンス比率，平

均心拍数に有意な改善が見られた。 

4. 考察 

 実験①，②ともに武道・禅呼吸法で高コヒーレン

ス比率の有意な改善が見られた。コヒーレンス比率

は呼吸による心拍変動を反映することから，意識的

な呼吸制御により改善されたと考えられる。対して，

実験②では脳波に改善が見られなかった。コヒーレ

ンス比率，心拍数は呼吸器･循環器系の自律神経を

反映するため，呼吸法による効果を脳波よりも強く

反映したと考えられる。これらのことから，呼吸器･

循環器系の解析法を検討する必要性が示唆された。 

5. まとめ 

武道･禅呼吸法によるストレス･不安の軽減効果

および有用性が示唆された。 

6. 参考文献 

[1]三宅湧也，内山尚志，福本一朗：武道・禅の呼吸

法によるストレス軽減効果の検証研究，第 32 回

日本生体医工学会甲信越支部大会講演論文集，

pp18-19，2012 

 
図 3 高コヒーレンス比率(実験①) 

 
図 4 脳波α波帯域率(実験①) 

 
図 5 STAI-S 得点(実験①) 

表 1 STAI-S 得点の減少率(実験①) 

安静状態 武道・禅呼吸法
11.6% 13.8%  

 
図 6 高コヒーレンス比率(実験②) 

 
図 7 平均心拍数(実験②) 
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筋電義手自己遠隔トレーニングシステムの動作識別法の基礎研究 

寺岡 千春，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 self remote training system movement identification method of myoelectric hand 

Chiharu TERAOKA, Hisashi UCHIYAMA, Ichiro FUKUMOTO 

Institute of Biomedical Engineering, Nagaoka University of Technology 

 

1. はじめに 

現在，手が欠損している人のための補装具として

義手が用いられており，利用者が健常者と同じよう

に動かすことが可能な義手として筋電義手(筋電位

を利用して操作する義手)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，定

期的に訓練指導を行える医療機関へ行き訓練を行

う必要がある．本研究では，通院による負担軽減の

ための在宅かつ個人で行える遠隔訓練シミュレー

タを作製することを最終目的とする．今回はシミュ

レータ作製の第一段階として，4通りの手の動作識

別のための基礎データとなる筋電位測定について

測定時間と負荷条件下の定量化を行い，動作識別に

最適な条件を求めた．筋電位データを解析し動作識

別を行ったところ，最適条件での識別率は 97.5%で

あった． 

2. 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．被験者は

健常学生 2 名(女性 1 名，男性 1 名，年齢 23.0 歳，

右利き)を対象とした．課題は表 1に示す 4つとし，

1 分間につき 30 動作を目安に繰り返し行った． 

表 1 課題動作 

課題① Ⅱ～Ⅳ指の伸展 

課題② Ⅱ～Ⅳ指の屈曲 

課題③ 親指の伸展 

課題④ 親指の屈曲 

 

図 1 筋電位測定の様子 

 

2.2. 測定条件 

予備実験で被験者の筋電位測定の回数により測

定結果が大きく異なった．これは被験者の筋電位測

定に対する慣れの影響が考えられる．慣れによる差

を軽減させるために課題動作時に負荷をかけ固定

した．負荷の重さは 1.5kgと 2.5kgの 2種類とした．

また，動作識別に必要な測定時間を求めるために測

定開始から 1 分間経過，2 分間経過，3 分間経過の

3 種類の測定時間について実験を行った． 

 

2.3. 特徴量の抽出 

測定したデータを 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

み特徴量の抽出を行った．解析にはフリー数値解析

ソフト「Octave」を用い，以下の式に示す“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．Xi 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
＝  
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2.4. 動作識別 

特徴マップを描画後に K 平均法を用いて動作の

識別を行った．識別には特徴量抽出と同様「Octave」

を用いた． 

 

3. 結 果 

3.1. 特徴量の抽出 

 得られた特徴量により 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図 2に示す．図 2により

負荷 1.5kg，2.5kg両方で各課題の領域が重複してお

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． 

 

 

図 2 各重さにおける特徴量マップ 

 

3.2. 動作識別 

 各測定条件での平均識別率の結果を図 3, 4 に示

す．図 3により，負荷による比較では課題④におい

て危険率 10%で有意な差が得られ，負荷 1.5kg が有

意に高いことが確認できた．また，測定時間による

比較では有意差が得られなかったが，3分間の場合

に識別率が高い傾向がみられた． 

 

図 3 負荷による識別率の比較(課題④) 

 

図 4 測定時間による識別率の比較 

4. まとめ 

 今回の結果より負荷 1.5kg，測定時間 3 分間で最

も高い 98.3%の動作識別率が得られた．しかし測定

時間による比較では有意差が得られなかったため，

被験者に最も負担の少ない負荷 1.5kg，1 分間を最

適条件とする．また，今回使用した K 平均法はラ

ンダムにクラスを割り当ててクラスタリングを行

う手法であるため実行ごとに結果が変化するとい

う問題がある．今後の展望として，安定した実行結

果を得るために教師あり機械学習法の導入を検討

する． 

 

5. 参考文献 

[1] 寺岡千春，松浦将史，山谷真也，内山尚志，福

本一朗：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, 日本生体医工

学会甲信越支部大会, pp24-25, 2012 

屈筋の“絶対平均値の差 D”[V] 

伸
筋
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絶
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平
均
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の
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V
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筋
の
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平
均
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差

D
”[

V
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屈筋“絶対平均値の差 D”[V] 

□ 課題① 

× 課題② 

▽ 課題③ 

＋ 課題④ 

負荷 1.5kgでの結果 

負荷 2.5kgでの結果 

□ 課題① 

× 課題② 

▽ 課題③ 

＋ 課題④ 

1分間     2分間     3分間 

識
別
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[%
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別
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[%
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1.5kg                   2.5kg 

＊：p<0.10 

＊ 

N.S. 

N.S. N.S. 
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ペルチェ式冷凍加温手術装置の冷却能力向上の基礎研究 

○岡田 卓暁，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 study for coolability of hyperthermia and cryosurgical equipment using peltier device 

Takaaki OKADA, Hisashi UCHIYAMA, Ichiro FUKUMOTO 

Institute of Biomedical Engineering, Nagaoka University of Technology 

 

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目標温度である

-20[℃]にすることは可能であったが，細胞・組織を

凍結破壊する理想条件に必要な急速凍結（-1.7[℃

/sec]）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（最低温度，冷却速度）を向上させ

るために手術装置先端部の形状と材質及び冷却工

程の改良を行った． 

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

（99.5%エタノール）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．測定はデータロガー（midiLOGGER GL220，

グラフテック株式会社）に K 型熱電対（XS344RS，

NEUTRAL）を用いて行った． 

2.2. 改良点 

ペルチェ素子を冷却する能力向上のために冷媒

折り返し地点である手術装置先端部をφ10[mm]か

らφ11.5[mm]に変更し，材料をステンレスから UPE

（超高分子量ポリエチレン）に変更した．UPEはエ

タノール耐性と低温耐性に優れた素材である．改良

を行った手術装置の先端部を図 2に示す．また，温

熱療法でのみ電圧を印加していたペルチェ素子を

冷却にも使用した． 

 

図 1 冷凍加温手術装置の概要 

 

図 2 装置先端部の改良前（上）と改良後（下） 

2.3. 実験方法 

図 3の様に装置先端部を断熱材に押し当て（熱的

無負荷），その間に熱電対を差し込み測定を行った．

断熱材 

冷媒 

循環方向 

シリコン 

チューブ 

チュービング 
ポンプ 

 

 
ペルチェ素子 

手術装置 
 先端部 
手術装置 

FPSC 

冷媒 
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FPSC で-80[℃]に冷却した冷媒を装置内に循環させ

た．室温を 24[℃]としてペルチェ素子の温度を 1 秒

間隔で 10 分間測定し，ペルチェ素子に電圧を印加

しない時と 1.75[V]を印加した時での改良前後の比

較を行った． 

 

図 3 測定方法 

3. 結 果 

 図 4に測定結果，図 5に最低温度と図 6 に冷却速

度（-20[℃]になるまでの時間平均）を示す．図 4 に

示すように，改良後及び電圧を印加した場合は冷却

温度と冷却速度が向上した事が分かる．改良前後で，

電圧無印加時は最低温度の差が-4.1[℃]，電圧印加

時では-3.7[℃]の差，改良前の電圧無印加時と改良

後の電圧印加時との差は-15.4[℃]となり，向上率

33.4%となった．冷却速度の差は電圧無印加時の改

良前後で 0.5[℃/sec]，電圧印加時では 0.6[℃/sec] の

差，改良前の電圧無印加時と改良後の電圧印加時と

の差は 1.4[℃/sec]となり，向上率 82.2%となった．  

また，t 検定による解析の結果，全てにおいて有意

差が見られた事から改良後の電圧印加時が今回の

条件で一番冷却能力が高いことが示された． 

 

図 4 測定結果 

 

図 5 最低温度の比較 

 

図 6 冷却速度の比較 

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の形状と材質を変更し，ペルチ

ェ素子に電圧を印加して改良前後の性能評価を行

った．冷凍手術時のペルチェ素子に電圧を印加して

吸熱面を冷却に使用し，放熱面を冷媒で冷却するこ

とでより高い冷却能力を得ることができた．改良前

の電圧無印加時と改良後の電圧印加時の結果を比

較すると，向上率が最低温度では 33.4%，冷却速度

では 82.2%となり，冷却能力の向上が確認できた．

今回は断熱材に当てて無負荷状態で実験を行った

が，実際の生体は熱を持っているため，熱を持つも

のに対して実験を行う必要がある．今後はヒーター

（熱的負荷）を用いて実験を行い，急速凍結の能力

を有するかを確認し，また，冷凍手術後温熱治療法

の効率向上のための自動制御システムの構築を行

う． 

 

5. 参考文献 

[1] 岡田 卓暁，吉田卓司，野村仁志，内山尚志，

福本一朗：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：日本生体医工学会甲信越

支部大会，pp28-29，2012 
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挫滅症候群防止を目的とした四肢圧迫による環流阻止のための機構と基礎研究 

小林武司*，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 

Basic study and the mechanism of reflux prevention by limb pressure for crush syndrome 

prevention 

Takeshi KOBAYASHI*，Taku SAHASHI*, **，Akira SAHASHI**，Hisashi UCIYAMA*，Ichiro FUKUMOTO* 

*Institute of Biomedical Engineering Laboratory，Nagaoka University of Technology，**Project-I Co.,Ltd 

1. はじめに 

2011 年 3月 11 日発生した東日本大震災の死因は

水死が多く，92.4％を占めている。これに対し圧

死・窒息死による死亡の割合が 4.4%と非常に少な

い。しかし，過去の地震災害においては最も多い死

因であるため，早急な対応が必要となる。圧死・窒

息死を防ぐために被災者に被さっている瓦礫を除

ける必要がある。しかし，単純に瓦礫を撤去するだ

けでは挫滅症候群（クラッシュシンドローム）を発

症し，死に至る場合がある。挫滅症候群とは圧迫解

放時に壊死した筋組織から漏出するカリウム，ミオ

グロビンが原因で死亡および重篤の症状になるこ

とを言う。 

現在，挫滅症候群の唯一の対応手段として

DMAT(Disaster Medical Assistance Team: 災害派遣医

療チーム)が被災者のもとまで行き，医療行為を行

っている。しかし，これらの行為は余震などの二次

災害の危険が伴う。そこで，瓦礫の中に潜り要救助

者を救助する人命救助ロボットが提案されている

が，それには挫滅症候群を発症させずに救助するこ

とが求められる。現在提案している人命救助ロボッ

ト（図 1）には，瓦礫こじ開け機構と被災者収容機

構をそれぞれ独立させている。被災者を収容するた

めに被災者収容ロボット（図 2）には挫滅症候群を

防止するために自動で圧迫する機構(カフ)を備える。 

本研究では挫滅症候群防止を目的とした血液の

環流阻止を行うために，四肢を圧迫する方法と血液

の環流測定方法の提案を最終目的とした。今回は基

礎研究として，四肢圧迫機構と圧力測定装置の作製

を行った。また，四肢圧迫機構を作製するうえで圧

迫材となる材質の検討を行った。 

 

図 1 人命救助ロボット 

 

図 2 被災者収容ロボット 

2. 方 法 

2.1. 実験装置 

(1)四肢圧迫機構 

加圧するためのカフとして風船（天然ラテックス

製）と浮き輪（塩化ビニル製）を使用した。外殻に

内径 154mmの塩化ビニルパイプを用いた。内側に

腕を挿入し，図 3に示すように外殻と腕の間に風船

と圧力センサを配置した。また，内径 90mmの浮き

輪をふくらはぎに巻きつけ，図 4に示すように浮き

輪とふくらはぎの間に圧力センサを設置した。 

図 3 実験①の実験風景 図 4 実験②の実験風景 
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(2)圧力測定装置 

Arduino UNO (SWITCH SCIENCE 社製：プログラ

ミングと電子制御を容易に行うマイコン）と圧力セ

ンサ（Interlink社製 FSR402)を用いて回路（図 5）

を構成し，計測を行った。 
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図 5 圧力測定装置の回路図 

 

2.2. 実験条件 

圧力センサと水銀柱血圧計を用いて出力値（V）

と圧力（mmHg）との校正曲線の作成を行った。上

腕とマンシェットの間にセンサを挿入し，加圧して

いくごとの電圧から相関図を作成し，校正曲線の式

を求めた（図 6）。 

図 6 センサの校正曲線 

2.3. 実験方法 

実験① 

風船を膨らませた際のセンサの出力値の測定を 5

回行い，校正曲線により圧力に変換した。 

実験② 

 浮き輪を実験①と同様な手順で計測を 5 回行い，

圧力を求めた。 

 

 

3. 結果および考察 

図 7に実験①および実験②の結果より各 5回の最

高値の圧力を示す。 

実験①において，風船では最終的には環流を阻止

するに十分な圧力を得られる前に風船が破損した

ため計測を終了した。終了した時点までの最も値が

大きかったものを最大値とした。また，実験②にお

いて，今回は加圧による電圧の変化が得られなくな

ったところまでの値を最大値とした。 

 

図 7 異なる材質による圧力測定 

4. まとめ 

結果より風船は十分な圧力を得られることがで

きなかったが，浮き輪は高い圧力を得ることができ

た。日本人の平均最高血圧が 120~130mmHgのため，

実験②の浮き輪を用いた圧迫機構は十分な圧力

を得ることができていると考えられるため，四肢

圧迫に有用であることが示唆された。 

今後の展望として，今回示唆された浮き輪によ

る四肢圧迫機構の環流阻止の検証を行う。 

5. 参考文献 

[1]佐橋拓，佐橋昭，内山尚志，福本一朗：災害時

ラッシュシンドロームを防止する人命救助ロボ

ットの基礎研究，生体情報処理と高度情報処理

シンポジウム 2012講演論文集，pp201-204，2012 

[2]高野佑資，岡田卓暁，佐橋拓，佐橋昭，内山尚

志，福本一朗：人命救助ロボット用アルキメデ

ス螺旋駆動機構の基礎研究，日本生体医工学甲

信越支部大会 講演論文集，pp21-22，2013 

[3]日本高血圧学会： 

http://www.jpnsh.jp/，2014.10.10 

実験① 実験② 
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Kinect による歩容動作計測のための設置位置 

牧野 浩二*，中川 喬介*，大森 英功**，中村 祐敬**，寺田 英嗣* 

*山梨大学，**市立甲府病院 

Location of a Kinect for measurement of the gait motion 

Koji Makino*, Kyosuke Nakagawa*, Hidenori Omori**, Masahiro Nakamura**, and Hidetsugu Terada* 

*University of Yamanashi, **Kofu Municipal Hospital 

 

1. はじめに 

歩容を数値化するには，歩行時の足の各関節位置

を正確に計測する必要がある。これには VICON が

有効[1]だが，設置場所やコストの面から導入は容易

ではない。これまでに筆者らはマーカを付けた計測

対象者をハイスピードカメラで撮影し，そのデータ

をオフラインで解析することで，人の足の動きを計

測する方法を提案し，実践してきた[2]。しかしなが

ら，この方法もコストやデータ処理の手間がかかる。

これに対して Microsoft の Kinect は安価でしかも人

間の骨格モデルを撮影した人間に合わせるための

SDK が公開さている [4]。しかしながら，Kinect は

機器の前で動作することが想定されており，歩行の

ような大きく位置が変わる動作に用いると，Kinect

の接地位置や撮影角度により測定範囲と精度に違

いがあることが分かった。そこで本稿では，Kinect

を用いて人間の歩容を計測するときに，接地位置や

角度が計測範囲や精度に与える影響を実験的に調

べた結果を報告する。 

2. 方 法 

まず，計測範囲の取得方法について述べる。計測

対象者は図 1 の線分上をゆっくり移動するものと

する。線分は床のタイルの継ぎ目を利用し，この計

測ではマーカは使用しない。Kinect の設置位置は計

測対象者が移動する線分の中心位置に向け，距離 L

だけ離し，移動方向からだけ傾けた位置に置く。

Kinect から遠い位置(図の左側)で人間の骨格を認識

できた位置を記録し，再度移動してもらい，カメラ

に映らないなどの理由で骨格を認識ができなくな

る位置(図の右側)を記録し，その差から Kinect で認

識できる範囲を調べる。同じ位置・角度について 5

回繰り返し測定する。これを距離 L と角度を変え

ながら計測を行う。 

次に，測定精度の測定方法について述べる。計測

対象者に 0.6m 間隔のマーカに合わせて線分上を歩

行してもらうことで，ストライド幅が 1.2mとなる。

ここで，ストライド幅は右足のかかとの接地位置か

ら次に右足のかかとが接地した時の踵の位置まで

の距離とする。Kinect は測定範囲の実験より得られ

た各距離の最適な角度を用いる。それぞれの計測で

Kinect を用いて取得した画像と骨格モデルにより

得られた 3次元座標を記録しておく。そのデータを

オフラインで解析し，得られた 3次元座標からスト

ライド幅を計測する。足が接地していることの判断

は得られた画像を人間が直接見ながら行う。同じ角

度で 5回繰り返して測定し，角度を変えながら測定

を行う。 

最後に，上記の 2種類の実験は Kinect の接地高さ

を 1.0mと 0.5mとして行った。また，本実験の計測

対象者は 20 代の健康な男子学生とした。 

3. 結 果 

まず，測定範囲の取得結果について述べる。計測

は Kinect のカメラ中心線と歩行する線分が交わる

点から Kinect までの距離 L を 2.0 m，2.5m，3.0m，

 
Fig. 1 Kinect の配置と歩行方向 
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3.5mとし，進行方向からの角度は 45 度から 90 度

まで 5 度刻みで行った。Kinect の接地高さを 1.0m

としたときの結果を図 2に示す。なお，筆者らがこ

れまで行ってきたハイスピードカメラによる計測

時の撮影範囲は約 2.7mであるため，3m以上の計測

範囲ならば実用的であると判断する。L を 2.0m，

2.5m，3.0m，3.5mとしたときはそれぞれ 50度，60

度，75 度，90 度の時に計測範囲が最大となること

が分かった。Kinect は人間の正面画像に対して骨格

モデルを当てはめていると予想していたが，カメラ

に対して 90 度傾いていても骨格モデルを当てはめ

ることができた。また，Kinect の接地高さが 0.5m

の結果を図 3に示す。この場合も同様の傾向が得ら

れた。またここで，90 度としたときにはカメラに

対して左右どちら方向の歩行も計測できる利点が

あるが，それ以外の角度の時はカメラに対して一方

向の歩行のみの計測となる。 

 
Fig. 2 1.0 mの高さに設置した時の測定範囲 

 
Fig. 3 0.5 mの高さに設置した時の測定範囲 

次に，測定精度について述べる。各距離に対して

計測範囲が最大となる角度を用いて行った。その結

果を図 4 に示す。縦軸はストライド幅とマーカ間隔

(1.2m)の差を表し，エラーバーは 10 回の標準偏差

を表している。マーカとの差が 40～60mmであり計

測の実用上許容できる範囲となっている。さらに，

標準偏差が小さいため，結果に誤差のオフセット量

を加えることでより正確な計測ができる。 

 
Fig. 4 角度と測定精度の関係 

4. まとめ 

本稿では安価かつ容易に骨格モデルを抽出でき

る Kinect で歩行状態を評価する際に撮影範囲が広

くかつ誤差が少なくなる撮影位置について実験的

に検討した。その結果，設置位置と角度を変えると

計測範囲が変化することが分かった。その中から，

計測範囲が広く取れる設置位置に関して精度を計

測すると，実用上許容できる範囲となることが分か

った。またこの時， 3.5m 離して 90 度傾けて撮影

すると撮影範囲が広くかつ精度が高く計測できる

だけでなく，歩行方向にかかわらず計測できる利点

があることが確認できた。 

今後は，ストライド幅だけでなく筆者らが計測項

目にしている，膝屈曲角度などの計測精度をする。 
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寛骨臼回転骨切り術用 bone saw の開発 

中村祐敬，堀内忠一 

市立甲府病院 山梨人工関節センター 

Development of the bone saw for rotational acetabular osteotomy 

Masahiro Nakamura, Tadahiro Horiuchi 

Yamanashi Joint Reconstruction center, Kofu Municipal Hospital. 

 

1. はじめに 

寛骨臼回転骨切り術とは臼蓋形成不全患者に対

して行われる手術である。1984 年に二ノ宮らによ

って発表されてより 1)、現在では広く認知された術

式である。本術式は臼蓋のまわりをドーム状に切り、

寛骨臼を前外方に回転させて固定し、大腿骨頭の被

覆を増加させることが目的である（図 1）。 

図 1 寛骨臼回転骨切り術 

 

従来の術式では、股関節周囲をある程度大きく展

開し、専用の弯曲したノミ数本を用いて寛骨臼を切

離していくが（図 2b）、その切離面は球形であるこ

とが望ましい。そこで我々は、このノミよりも容易

に寛骨臼を球面に切離するための bone saw を開発

することとした。今回は試作 1 号機を開発し検証実

験を行ったので報告する。 

 

2. 方法 

2.1. 作成方法 

3D-CAD(SolidWorks2013)で設計し、歯を除く本体

はパーソナル 3D プリンター(RapMan3.2、Bits from 

Bytes 社製)を用いて作成した（図 3）。作成材料には

ポリ乳酸（polylactic acid：PLA）を用いた。歯のみ

外注とし、ステンレスを射出可能な 3D プリンター

で作成した。動力には RS-380PH を用いて 7.2V 駆

動とした。切離直径は実際の術式を想定し、直径

80mm となるようにしたが、厚みがあるため歯の外

径は 81.4mm、内径は 78.6mm となっている。 

図 3 寛骨臼回転骨切り術用 bone saw 

 

2.2. 検証方法 

動作および精度検証として 100×100×50mm の

硬質ポリウレタンを切離した（図 4）。  

 
図 2 a:弯曲ノミ b:寛骨臼を複数のノミを

用いて切離する 
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図 4 実際に切離してい

るところ 

振動させながら a から b

のようにスライドして切

り込む。これを回転させ

ながら球に切離していく 

 

 

3. 結果 

 目標通りの球形に切離できた。切離部分に 2.8mm

の間隙が認められた（図 5）。 

図 5 切離断面 

 

4. 考察 

寛骨臼回転骨切り術は臼蓋形成不全患者に対し

て有用な治療法の１つであるが、整形外科領域にお

いては比較的難しい術式の１つである。寛骨臼の移

動後、骨癒合の観点からは骨盤との間に間隙ができ

ないことが望ましいため、切離面は球形に近いこと

が望ましい。また隙間ができた場合には移植骨を使

用するが、球形に近ければその必要性も低くなる。

本術式に用いるノミは専用の弯曲ノミであるが、球

形に切れるかどうかは術者の技量によるところが

大きい。この点を解決するためのデバイスはこれま

で開発の報告はほとんどなく、我々が調べえた限り

では、球面ではなく曲面に切離する bone saw の開

発のみであった 2)。また別のアプローチとしてノミ

を球面に沿って刺入することを助ける patient 

specific surgical guide の報告があるが、こちらも完

全に球面に切れるわけではない 3)。我々の開発した

bone saw は理論上、完全な球面に切離可能であり、

今回の検証実験では目的通り球形に切離すること

ができた。しかしノミと違って歯の通る部分に切り

しろが発生する。試作 1 号機の歯の厚さは 1.4mm

であったが、切りしろは 2.8mm になっており精度

の面では不十分であった。軸受けや強度を改良し、

精度を上げて切りしろを極力小さくする必要性が

ある。また今回の切離材料は硬質ポリウレタンであ

ったため、かなり容易に切れたが骨を切るためには、

構造を強靱にする必要があると考える。さらに寛骨

臼を切るには大腿骨を跨ぐ必要があるため、構造自

体の改善も課題である。 

 

5. まとめ 

寛骨臼回転骨切り術において球面に骨を切離す

るための bone saw の開発を始め、目的通り球形に

切離することができた。今後は器械の構造を改善し、

手術応用を目指す所存である。 

 

6. 参考文献 

1) Ninomiya S, Tagawa H：Rotational acetabular 

osteotomy for the dysplastic hip. J Bone Joint Surg 

Am, 66：430-436, 1984. 

2) 鄭 常賢：振動形湾曲骨切りデバイスを用いた

寛骨臼回転骨切り術支援システム. 東京大学修

士論文：2005. http://hdl.handle.net/2261/19899 

3) 坂井孝司, 高尾正樹他：寛骨臼回転骨切り術に

おける patient specific surgical guide の設置精度. 

Hip Joint, 40：792-794, 2014. 
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視線による文字入力のための見る力に対する取組み 

渡辺 寛望*，小谷 信司* 

*山梨大学 

Watching Monitor Training for the Communication System using Eye Control 

Hiromi WATANABE, Shinji KOTANI 

University of Yamanashi 

 

1. はじめに 

日本国内の身体障害者は 357 万人おり，その中で

肢体不自由者は 181万人と半数を占める[1]．脳性麻

痺や ALS（筋萎縮性側索硬化症）などの全身性の運

動障害を抱えている場合，運動や発話，書字といっ

た直接的コミュニケーションが活用できないため，

本人の意思による行動が困難である． 

発話が困難な方のためのコミュニケーション手

段として残存機能である視線を用いた入力システ

ムがある．しかし，視線入力に不慣れな場合や視線

を定めることが困難な場合は，誤入力などによって

正しい文字を 1 文字入力するために 30 秒近くを必

要とする．円滑なコミュニケーションのためには，

入力の効率化が必要である． 

本研究では，発話が困難な重複肢体不自由者の円

滑なコミュニケーションを支援するために，視線に

よる文字入力システムの研究開発を行っている．視

線による文字入力を短い時間で正確に行うために

は，モニタを「見る」という力が必要である．しか

しながら，システムの使用者の中には「見る」こと

に慣れていない者もいる．ここでは，ソフトウェア

を用いて「見る力」を向上させるための取組みにつ

いて紹介する．さらに，視線検出装置を用いて，文

字入力が可能な使用者と文字入力を苦手とする使

用者がどのように見ているのかを比較し，その違い

について報告する． 

 

2. 「見る力」向上のための取組み 

 視線による文字入力を行うためには，モニタを見

る力が必要である．使用者に「見る」ということを

実感させるために，本取組みでは特別支援教育ソフ

トウェア「しっかり見よう」を使用した．このソフ

トウェアは，トレーニングによって眼球運動能力を

改善することを目的とし，「滑動性眼球運動」，「衝

動性眼球運動」，「周辺視野」能力を向上させるため

のトレーニングが準備されている．トレーニングの

内容と目的は以下の通りである． 

1) ほしをおいかけよう 1！（以降，星 1 と略す） 

滑らかに移動する星の色が 2 回連続で青く輝い

たらマウスをクリックする．注視（1点を見つめる）

と追視（動くものを視線で追いかける）を訓練する． 

2) ほしをおいかけよう 2！（以降，星 2 と略す） 

読書時の眼球運動をシミュレートし，動く星の色

が 2 回連続で青く輝いたらマウスをクリックする．

視線のジャンプの正確さを訓練する． 

3) やじるしをたどろう！（以降，矢印と略す） 

スタート地点から矢印をたどって正しいゴール

を見つける．正確に行や列をたどることを訓練する． 

これらのトレーニングにより，注視，正確な視線

移動が訓練され，誤り入力の減少やスムーズな視線

移動が期待できる． 

 

3. 文字入力と見る力に関する実験方法 

視線による文字入力が可能な使用者（S1）と文字

入力を苦手とする使用者（S2）の違いについて考察

するために，使用者の視線移動を確認する．視線検

出には，Tobii T60 アイトラッカーを用いる．表 1

に Tobii T60 の主な使用を示す．Tobii T60 を用いて，

取組み時の使用者の視線軌跡，注視時間を測定する．

実験期間は 5か月間であり，S1 は月に 1回，S2は 
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表 1 Tobii T60 の仕様 

精度 0.5度 

サンプリングレート 60Hz 

瞳孔検出 明／暗瞳孔検出 

ディスプレイ 17 インチ TFT 

1280×1024pixels 

 

2 週間に 1回のペースで視線入力に取組む．両者と

もに視線入力は十分に経験している． 

 

4. 実験結果 

トレーニング星 2について，S1 と S2の視線検出

結果を図 1，図 2に示す．注視時間の最大値 1.3sを

赤色で示し，短くなるにつれて緑色に変化する．視

線移動がなかった部分は背景（黒色）である．図 1，

2 は，S1，S2ともに星の移動を最も正確に追跡した

結果である．追跡対象である星は，画面の右端と左

端を交互に移動した．図 1 から，S1 は星の移動に

合わせて視線を画面の端から端へ正しくジャンプ

させられていることが確認できた．図 2 から，S2

は画面の左側での星の移動に対しては正しく追跡

できているが，右側へ視線をジャンプすることがで

きていないことがわかった．その他の実験結果につ

いても同様の結果が得られた．星 2 の結果から，S2

は S1 よりも視線を正確に移動できる範囲が狭いこ

とがわかった．また，星 1 の結果から，S2 は星の

追従途中で視線が画面外に外れることが多く，それ

により星を見失う傾向がみられた．さらに，矢印の

結果から，行や列をたどる訓練を必要とすることが

わかった． 

これらの実験結果から，視線による文字入力と

「見る力」には関係があることが示唆された．今後

は，これらの実験結果を取組みに反映させて視線に

よる文字入力の効率化に役立てる． 

 

5. あけぼの支援学校の取組み 

山梨県立あけぼの支援学校では，現在，小学部，

中学部，高等部に 1 台ずつ Tobii を導入し，視線入

力を積極的に取り入れている．今後，低学年からの

取組みに関して調査する予定である． 

 

 

図 1 星 2における S1の視線移動 

 

 

図 2 星 2における S2の視線移動 

 

6. まとめ 

本稿では，発話が困難な重複肢体不自由者の視線

による文字入力を効率よく行うために，モニタを

「見る力」が必要であることについて述べた．「見

る力」を向上させるために，ソフトウェアを用いた

眼球運動能力の改善の取組みについて紹介した．さ

らに，視線検出装置を用いて，文字入力が可能な使

用者と文字入力を苦手とする使用者の視線移動の

違いについて報告し，文字入力の効率とモニタを

「見る力」には関係があることを示した．最後に，

山梨県立あけぼの支援学校での現在の取組みにつ

いて紹介した． 

 

7. 参考文献 

[1] 厚生労働省社会・援護局障害保険福祉部企画課，

“平成 18 年身体障害児・者実態調査結果”，東京，

2008. 
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歯科治療器を目指した軸方向放電励起 CO2レーザーの開発 
宇野 和行*，土橋 一磨*，山本 拓哉*，秋津 哲也*，實野 孝久** 

*山梨大学工学部，**大阪大学レーザーエネルギー学研究センター 

Longitudinally excited CO2 laser for dentistry 
Kazuyuki Uno*, Kazuma Dobashi*, Takuya Yamamoto*, Tetsuya Akitsu*, Takahisa Jitsuno** 

*Univ. Yamanashi, **ILE, Osaka Univ. 

 

1. はじめに  

CO2レーザー（波長 9.2 – 11.4 µm）は，歯牙と水

によく吸収されるため，歯科用レーザーとして利用

可能である．現在，市販されている歯科用 CO2レー

ザーは，CWまたはそのチョッピングによる長パル

スレーザー（半値幅 1 µs – 5 ms）である．長パルス

CO2レーザーは，歯牙の炭化を引き起こすため，軟

組織の切開と止血への使用に限られている．

TEA-CO2レーザーや Q スイッチ CO2レーザーのよ

うな短パルスレーザー（約 100 nsの半値幅の尖頭パ

ルスと数十µs の長さのパルステール）は，熱影響

の低下により，炭化を引き起こさない歯牙の切削が

期待される．CO2レーザーのパルス波形・パルス幅

制御が，軟組織も硬組織（象牙質とエナメル質）も

治療可能な歯科用レーザーの実現に重要である．加

えて，歯科用レーザーとして，低コスト・ポータブ

ル・シンプルな装置が望まれている． 

我々は，そのような要求を満たす CO2レーザーの

開発のために，軸方向放電励起方式（放電方向とレ

ーザ―出力方向が同じ方式）に着目している．最近

では，軸方向放電励起 CO2レーザーにおいて，放電

の高速化により，TEA-CO2レーザーのような短パル

ス発振が実現した[1]． 

本研究では，長パルス CO2レーザーによる軟組織

の切開と短パルス CO2 レーザーによる硬組織の切

削を 1 台のレーザー装置により実現する複合歯科

治療用レーザーの開発を目標とし，パルス波形可

変・軸方向放電励起 CO2レーザーの開発を行った．

また，開発したレーザー装置による硬組織の切削を

目的に，象牙の加工試験を行い，レーザーパルス波

形とフルエンスに依存する切削特性が調査された． 

2. 方	 法  

2.1. CO2レーザー装置 

レーザー管は，内径 9 mm，外径 13 mm，長さ 45 

cmのアルミナセラミックスと 2つの電極，曲率 20 

m の Au コート全反射鏡，反射率 85%の ZnSe 出力

鏡で構成された．短パルス用励起回路（Fig. 1）は，

―600 Vのパルス電源とトランス，充電コンデンサ

（Cs: 1300 pF），トリガ付きスパークギャップで構

成された．長パルス用励起回路は，短パルス用励起

回路からスパークギャップを取り除いた構成であ

った．媒質ガスは，長パルスとテール付き短パルス

では CO2: N2: He= 1: 1: 2の混合ガス，テールフリー

短パルスでは 40: 2: 25の混合ガスが用いられた．励

起回路と媒質ガスにより，レーザーパルスは制御さ

れた．レーザーパルス波形の測定には，フォトンド

ラッグ（Hamamatsu，B749）が用いられた． 

 
Fig. 1. 軸方向放電励起 CO2レーザー． 

 

 

Fig. 2. 加工試験の方法． 
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Fig. 3. レーザーパルス波形．（a）長パルス．（b）テール付き短パルス．（c）テールフリー短パルス． 

 

2.2. 加工試験 

加工試験では，レンズからサンプルまでの距離に

より，照射面積を変化させ，フルエンスが制御され

た．加工試験は 1ショット照射で行われた．サンプ

ルには，表面を研磨（#1200）した自然乾燥状態の

象牙が使用された．象牙表面の調査には，カラーレ

ーザー顕微鏡（Keyence，VK-8500）が使用された． 

 

3. 結	 果  

3.1. CO2レーザーのパルス波形 

Fig. 3は，本装置によるレーザーパルス波形を示

す．励起回路と媒質ガスの調整により，3種類のレ

ーザーパルス波形（長パルスとテール付き短パルス，

テールフリー短パルス）が出力された．放電の制御

によるレーザーパルス波形の制御が実現した．  

 

3.2. 象牙の切削特性 

	 Fig. 4は，象牙の切削深度のフルエンス・レーザ

ーパルス波形特性とフルエンス 7 J/cm2における加

工表面の顕微鏡写真である．加工試験に使用した 3

種類のレーザーパルス全てにおいて，象牙が切削さ

れた．切削深度は，フルエンスの増加とともに増加

した．高フルエンス（4 – 7 J/cm2）では，レーザー

のパルス幅（またはパルステールのエネルギー）が

大きいほど，切削深度が大きくなった．長パルス

CO2レーザーでは炭化が生じたが，テール付き短パ

ルス CO2レーザーとテールフリー短パルス CO2レ

ーザーでは炭化は生じなかった．レーザーパルス波

形による加工対象への熱影響の違いが示された． 

 
Fig. 4. 切削深度のフルエンス・レーザーパルス
波形特性．黒三角は長パルス，青四角はテール付

き短パルス，赤丸はテールフリー短パルスを示す．	 

	 

4. まとめ  

歯科治療器を目指したレーザーパルス波形・パル

ス幅が制御可能な軸方向放電励起 CO2 レーザーが

開発された．放電の制御により，レーザーパルス波

形の制御が実現した．歯牙の切削を目的に，3種類

のレーザーパルスによる象牙の切削特性が調査さ

れた．長パルス照射では炭化が生じた．テール付き

短パルスとテールフリー短パルスでは，炭化が生じ

なかった．切削深さはフルエンスとともに増加した．

本研究成果は，リン酸カルシウムの光吸収を利用し

た切削と短パルス CO2 レーザーによる炭化の生じ

ない歯牙の切削が可能であることを示す． 

 

5. 参考文献  

[1] K. Uno, K. Nakamura, T. Goto, T. Jitsuno, 

“Longitudinally Excited CO2 Laser with Short Laser 

Pulse like TEA CO2 Laser”, J. Infrared, Milli. Terahz. 

Waves, 30, 1123-1130 (2009). 
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耳管通気法の定量化に向けた通気音の特徴付けと分類 

萩原 智也*, 鈴木 裕*, 阪田 治*, 

今村 俊一**, 遠藤 周一郎*, 水越 昭仁***,  

*山梨大学, **今村耳鼻咽喉科めまい・難聴クリニック, ***みずこし耳鼻咽喉科クリニック 

A basic study on characterization and classification of inflation sound  

for the quantification of the eustachian catheterization 

Tomoya HAGIWARA*, Yutaka SUZUKI*, Osamu SAKATA*, 

Shun-ichi IMAMURA**, Shuichiro ENDO*, Akihito MIZUKOSHI*** 

*University of Yamanashi, **IMAMURA Otolaryngology dizziness hearing loss clinic, 

***MIZUKOSHI Otolaryngology Clinic 

 

1. はじめにはじめにはじめにはじめに 

耳管とは中耳と咽頭とを繋ぐ長さ約 3.5cm の管

で,中耳圧と外気圧とを等しく保ち，中耳に貯留し

た液体や異物を咽頭側へ排除する役割を果たす器

官である[1].耳管は通常は閉じているが，嚥下運動

や欠伸をするときに開き,外気圧と中耳圧の平衡を

保っている.この耳管の開閉運動に異常が起きた状

態が，耳管狭窄症や耳管開放症である.これらの症

状の診断と治療に一般的に用いられる手法が耳管

通気法である.これは,耳管咽頭口から耳管内に空

気を送り込み,空気が耳管を通過する際に生じる音

（耳管通気音）から耳管の状態を診断する手法であ

る.しかしながら,耳管通気法は施行する医師にし

か聴診されずデータとして残らないため,客観性に

乏しく経時的変化の観察も難しいのが現状である. 

そこで,本研究では耳管通気法を定量化し診断の

客観性と信頼性を向上することを目的として,耳管

通気音を録音する装置を開発し,耳管通気音の録音,

解析,自己組織化マップによる分類を行った. 

2. 耳管通気音の特徴耳管通気音の特徴耳管通気音の特徴耳管通気音の特徴 

耳管通気音は正常であれば「シュー」といった空

気の抜けるような音であるが，耳管が開きにくくな

っている場合に「ピー」といった高調性の通気音と

なることや，中耳に滲出液が貯留している場合に

「ブツブツ」といった水泡音が聴取されることが分

かっている. 

 

3. 耳管耳管耳管耳管通気音採取装置通気音採取装置通気音採取装置通気音採取装置 

本研究で開発した耳管通気音採取装置の構成を

図1に示す.耳管通気音は外耳道にマイクを挿入し

て録音し,50kHz,24bitサンプリングで記録する.同

時に圧力センサを用いて医師が加圧したタイミン

グも記録する.また，環境音除去の処理に利用する

可能性を考慮して環境音も同時に録音を行う.これ

らの採取したデータの波形はモニタに表示し，その

場で確認できる構成とした. 

 

図1. 耳管通気音採取装置の構成 

4. 耳管通気音の解析結果耳管通気音の解析結果耳管通気音の解析結果耳管通気音の解析結果 

耳管通気音採取装置を用いて採取した耳管通気

音に対して,スペクトログラムを確認しユールウォ

ーカー法によるスペクトル推定を行った（図2）.

その結果,健常者の耳管通気音は一定の周波数に強

い成分を持った定常的な音であった.また,耳管狭

窄の場合に聴取される高調性の通気音は2kHz付近

に,中耳に滲出液が貯留している場合に聴取される

水泡音は3kHz以下に,それぞれ強い周波数成分を持

っていることが分かった. 
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(a)正常音のパワースペクトル密度 

 

(b)高調性通気音のパワースペクトル密度 

 

(c)水泡音のパワースペクトル密度 

図2. 耳管通気音のパワースペクトル密度 

5. 自自自自己組織化マップによる分類己組織化マップによる分類己組織化マップによる分類己組織化マップによる分類 

分類の処理の流れを図3に示す.まず通気音をサ

ンプリング周波数10kHzにダウンサンプリングした

後,空気圧の値を利用して通気区間のみを抽出する.

続いて,1フレーム1000点(0.1s)で切り出し,ユール

ウォーカー法で推定したパワースペクトル密度の0

～5kHz間を250点で平均化したものを特徴ベクトル

として自己組織化マップに分類させる. 

分類させた結果を図4に示す.図4(a)は健常者の通

気音，図4(b)は高調性通気音を分類させたものであ

る.図4(a)は正常な通気音のデータの領域の中に正

しく分類できている.しかしながら現時点では学習

に利用できるデータ自体がまだ少ないため, 図4(b)

のようにどちらとも判断できないような結果も多

く見られた. 

 

図3. 分類処理の流れ 

 

(a)健常者の通気音の分類結果 

 

(b)高調性通気音の分類結果 

図4. 自己組織化マップによる分類結果 

（青:正常,赤:高調音,緑:水泡音,黒:診断データ） 

6. まとめまとめまとめまとめ 

本研究では,耳管通気法の定量化を目的として,

医師にしか聴診されなかった耳管通気音を録音す

る装置を開発し,耳管通気音の解析を行った.解析

の結果,耳管通気音とそれに混じる異常音の周波数

成分が分かった.そこで自己組織化マップによる分

類を行ったが,データの不足によりうまく分類でき

ない結果が多く見られた.今後は学習用データを増

やすとともに,分類の正確性を高めるための処理の

検討を行っていく予定である. 

 

7. 参考文献参考文献参考文献参考文献 

 [1]  本庄巖,「耳管疾患」,CLIENT21  21世紀の

耳鼻咽喉科領域の臨床 No.4 外耳・中

耳,pp143-148,中山書店,2000. 
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パラメトリックスピーカ送信の際の振幅帯域圧縮伸張法処理の検討 

大竹 由也*，阪田 治**，鈴木 裕*** 

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

Elemental Study of Amplitude-bandwidth Compression/Expansion Method  

for Adapting to the Parametric Speaker 

Yuya Otake*，Osamu Sakata**，Yutaka Suzuki*** 

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

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

*** Center for Life Science Research，University of Yamanashi 

 

1. はじめに 

現在，我が国は超高齢社会に突入しており，加齢

に伴う難聴者の割合は増加傾向にある．加齢による

難聴の多くに，内耳の外有毛細胞の損傷によって小

さな音を相対的に大きく非線形に増幅する機能が

低下する感音性難聴がある． 

これまでに我々は，聴覚の非線形性に基づいた処

理である振幅帯域圧縮伸張法（ ACE 法：

Amplitude-bandwidth Compression/Expansion method）

の開発を行い，騒音下での聴取改善や，感音性難聴

者の聴取補助法を提案し効果を確認してきた[1]． 

本研究では，この ACE 聴取補助処理を施した音

声を，スポットライトのように狭いオーディオビー

ムをもつパラメトリックスピーカへの応用を目指

している．そこでまず，パラメトリックスピーカの

特性を把握するために通常スピーカとの比較実験

を行った． 

2. ACE 聴取補助処理 

片耳難聴である難聴者の聞き取りの程度を図

1[2]に示す．横軸は健聴耳と同じ聞こえとなる難聴

耳の入力信号の音圧レベル，縦軸は健聴耳の聞こえ

の程度を表す音圧レベルである．点線は健聴者，［×］

は中度難聴者，［■］は高度難聴者の結果であり，

実線はそれぞれ難聴者の近似直線を示している．難

聴者は音圧の小さな音の聞き取りは困難となって

いるが，音圧の大きな音は健聴耳とほぼ同程度に聞

き取れていることがわかる．従って，必要とされる

増幅は健聴者の傾き 1 の直線を基準に折り返した

形となる．そこで ACE 聴取補助処理には式（1）を

用いる． 

  l

a vkvw sgn       (1) 

w は出力の瞬時値，sgn は符号関数，kaは線形増幅

係数，v は入力の瞬時値，l は処理目的に応じた圧

縮伸張係数であり，0 < l < 1 のとき，振幅帯域は圧

縮されるので聴取補助を行うことが出来る． 

3. パラメトリックスピーカ 

振幅変調された強い超音波ビームの自己復調に

よって，スポットライトのように狭いオーディオビ

ームをもつスピーカである．このことから，超指向

性スピーカとも呼ばれる．ある特定の人やエリアに

選択的に音情報を提供することが可能となり，広範

囲な分野への応用が期待されている[3]． 

4. 実験方法 

パラメトリックスピーカと通常スピーカから

ACE 処理された音源を送信し，44.1kHz，16bit サン

プリングで録音した音声を比較した．音源は日本聴

覚医学会検査用音源から単音節「あ」を用いた．

 

図 1 片耳難聴者の聞こえ方
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       図 2 入力音源「あ」  図 3 通常スピーカ送信         図 4 パラメトリックスピーカ送信 

パラメトリックスピーカとしてパイオニアパラ

メトリックサウンドシステム社製の HSS3000，通常

スピーカとしてYAMAHA社製のMSP3を使用した． 

5. 結果と考察 

図 2，3，4 にそれぞれ時系列波形（上），スペク

トログラム（中），スペクトル包絡（下）を示す．

図 2 は ACE 処理された入力音源，図 3 は通常スピ

ーカ，図 4 はパラメトリックスピーカから送信され

たものを受信した音声である． 

スペクトログラムとスペクトル包絡から，入力音

源と通常スピーカは2 kHz付近からパワーが落ちて

いるが，パラメトリックスピーカでは 10 kHz 付近

まで強いパワーを確認することができる． 

また，0~5120 Hz までのスペクトル包絡より，入

力音源と 2 種類のスピーカ送信の音声との相関係

数を求めた．相関係数Rは，与えられた集合が x=(x1，

x2，…，xn)，y=(y1，y2，…，yn)とするとき式（2）

で求まる． 

  

   












n

ii i

n

i i

n

i ii

yyxx

yyxx
R

2

1

2

1  (2) 

式（2）より，入力音源と通常スピーカ送信の音声

の相関値は 0.992 と強い相関を示したが，パラメト

リックスピーカ送信の場合は 0.673 と 0.3 ポイント

以上低い結果となった． 

パラメトリックスピーカ送信の場合に高い周波

数帯域まで強いパワーを持っている原因として，波

形歪みによる高調波が原因であると推測される．ま

た，相関値が 0.3 ポイント以上低くなっていること

から，異聴が起こりやすいと推測される． 

6. まとめ 

本研究では，ACE 法で処理した音源をパラメト

リックスピーカと通常スピーカで送信し，比較する

実験を行った．結果として，パラメトリックスピー

カは通常スピーカとは異なる特性を示した． 

今後，ACE 法で処理された音源がパラメトリッ

クスピーカ送信によっても難聴者の聴取改善に効

果があるか検討する予定である． 

7. 参考文献 

[1] Y. Suzuki et.al., Evaluation of ACE method 

based on OSL as hearing aid for sensorineural 

hearing losses, Journal of Signal Processing, 

Vol.16 No.6, pp.581-586, 2012. 

[2] B.C.J. Moore et.al., A loudness model for 

impaired hearing, JASA, 106, p.901, 1999. 

[3] 鎌倉友男，酒井新一，パラメトリックスピー

カの原理と応用，電子除法通信学会技術研究

報告，vol.105，pp.25-30，2006． 
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食品内部弾性分析による新しい食品品質評価法の検討 

二村真弘*，阪田治**, 鈴木裕*** 

*山梨大学大学院医学工学総合教育部，**山梨大学医学工学総合研究部 

***山梨大学総合分析実験センター 

A basic study on food quality evaluation based on ultrasound elastography 

Masahiro Nimura*, Osamu Sakata** 

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

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

***The Center for Life Science Research, University of Yamanashi 

1. はじめに 

高齢者などの咀嚼機能が弱っている人は食品の

硬さに注意を払わなければならない．そのため，咀

嚼がしやすい食品デザインの評価指標が必要であ

る．今日では，既に食品の硬さ測定を行う測定機器

が広く利用されている．しかし，それは外から力を

加え，食品の外形変形に伴う応力や破壊・穿刺時の

抵抗力を計測するものである．研究対象である食品

の硬さを食品内部の分布まで含めて非破壊かつ簡

単に測ることが出来れば，新しい食品デザイン技術

の開拓につながる。 

2. 方 法 

食品・食材に対して，超音波診断装置で非破壊か

つ簡便に内部断層画像を撮影し，食品の食感や歯ご

たえに直結する食品内部の弾性分布を推定し、これ

を基に「歯ごたえ」を数値的に表す新しい食品品質

評価法を構築したい。本研究はその端緒である。 

3. 超音波画像診断装置 

3.1. 超音波画像診断 

本研究では，医療用超音波診断装置を利用し，非

破壊かつ簡便に食品内部の組織形状画像の記録を

行う．超音波画像の画像表示方法には数種類あり，

検査の目的に合わせて選択することが必要である．

本研究では将来的な食品産業への普及を目指して

いるため，少しでも低コストの技術とするために，

一般的な超音波診断装置で簡単に取得可能な B モ

ード像のみを用いて硬さ分布を推定する方法の開

発を目指す． 

3.2. 超音波組織弾性イメージング[1] 

通常の B モード像は，計測対象の内部組織の形

状を描出するものであり、画像そのものからは硬さ

に関する情報は得られない。そのため本研究では，

エラストグラフィという技術を利用する． 

 まず，測定対象を圧迫により変形させ、変形の前

後に同一断層面について B モード像を取得する。

変形により生じた組織の各部位の変位分布を加圧

の前後における 2 フレームを比較することにより

求める．この時，弾性率が高い部分は変形が小さく，

弾性率が小さい部分は変形が大きくなる．この２つ

を比較することにより，相対的な硬さがわかる．こ

れを画像化したものがエラストグラフィである． 

4. シミュレーション方法 

4.1. モデル作成 

 現段階では，後の処理の変位分布を調べる際に用

いるモデルを作成してシミュレーションを行うこ

とにした．シミュレーションに用いるモデルを 3 分

類 10 種類用意した． 

①� 子状で面積比が固定の場合 

②� 格子状で面積比が変化，模様が固定の場合 

③� 丸い硬質と軟質の部分が配置された場合 

4.2. 変位分布シミュレーション 

 本研究では変位分布シミュレーションを行う手

法として有限要素解析法を用いる．この手法では，

ある物体に圧力をかけた時の応力分布をシミュレ

ーションすることができる．本研究では，モデルに

対して上下方向に圧縮させた時のモデル内部の構

造の変位分布をシミュレーションした． 

4.3. 模擬 Bモード像の生成 

シミュレーションで得られた結果を用いて，模擬

Bモード像の生成を試みる．圧縮前後それぞれの構

造を白黒画像にした後，ガウス雑音を挿入し，グレ
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ースケール化を行う．実際に作成したモデルの 1例

を図 1に示す． 

 

図 1：模擬 Bモード像(円形の例) 

4.4. フィルタ処理 

この過程では，ガウシアンフィルタを用いてノイ

ズ除去を行う．この処理では，次の処理へのノイズ

の影響を緩和している．ガウシアンフィルタは，空

間フィルタの分布をガウス分布に近づけたもので

ある． 

4.5. エッジ検出 

 この過程では，ラプラシアンフィルタを用いてエ

ッジ検出を行う．1次微分フィルタのみでは半画素

ずれた位置の差分値を求めているため，横または縦

方向のみのエッジしか得られない．そのため，左右

それぞれの 1次微分フィルタの差を求め，さらに横

または縦方向のフィルタを足し合わせる．このよう

なフィルタをラプラシアンフィルタという．エッジ

検出を行った結果を図 2に示す． 

 

図 2：エッジ検出結果(円形の例) 

概ねエッジ検出が行えているが，この後の処理に

影響を及ぼす可能性のある箇所として，所々欠けて

いる，極微小な硬軟部位を拾っている，エッジにブ

レが生じている，の 3 点があげられる． 

4.6. ラベリング 

エッジ検出画像から一つずつ硬軟物質を抽出す

る方法としてラベリングという技術を用いた．連結

する同画素値で構成する画素に同じラベルを付け，

異なる画素値で構成する画素に異なるラベルをつ

ける処理をラベリングという． 

 

4.7. 補間 

前項のラベリングでは，連結している同一画素の

ものをラベル付けしているため，エッジ検出画像の

途切れている箇所を補間する必要があった．補間の

方法は 3次元スプライン内挿を用いた．補間後の結

果を図 3に示す． 

 

図 3：補間結果図（円形の例） 

5. 面積比較 

 最後に画像処理を行った画像を用いて圧縮前後

での対象物の面積比較を行った．この時，画像内の

対象物の圧縮率を面積より求めた． 

表 1：圧縮前後の面積比較 

 右上の

円形 

左下の

円形 

硬軟物質

以外 

圧縮率[%] 82.5 78.0 73.4 

弾性率の比 2.0 1.5 1.0 

この結果より，硬質部分と軟質部分で圧縮率に大

きな差が生まれていることがわかる．元の白黒画像

で同様の比較を行ったところ，ほぼ同様の結果が得

られたことから，以上の処理は概ね成功していると

考えられる． 

6. まとめ・今後の研究方針 

本研究では食材を扱わずに，モデルを用意した．

そのモデルの変位分布を作成し，模擬 B モード像

を作成した．この模擬 B モード像のエッジ検出を

行い，ラベリングでの硬軟物質の抽出をするために

エッジ画像の補間を行った．最後に，圧縮前後の硬

軟物質の面積比較を行った．現時点では，硬軟物質

の輪郭を用いて物体の把握を行っているが，今後の

方針としては，硬軟物質を画素値の集合と考えて物

体を把握する処理をしていきたい  

7. 参考文献 

[1] Tsuyoshi Shiina ”超音波による触診”IEEJ 

Journal,  Vol.128, No.1, 2008, P.23-P.27 

34



第 34回日本生体医工学会甲信越支部大会 (Oct．2014） 

 

腹帯型心電センサを用いた簡易胎児心拍測定装置の開発 

宮下 翔平, 塙 雅典 

山梨大学 

Fetal heart rate monitoring by maternity-girdle-type-ECG sensor-head 

Shohei Miyashita, Masanori Hanawa 

University of Yamanashi 

 

1. はじめに 

医療技術の進歩により国内の周産期の胎児死亡

率は減少してきているが，海外では未だに多くの胎

児が胎児機能不全を主原因として死亡している[1]，

[2]．現在，診断にはドップラー法を用いた胎児心拍

数モニタリングが用いられるが，装置が大きく高価

なため海外での普及が困難な地域もある．またセン

サヘッドが大きいため固定の際に母体に負担がか

かるなどの装置の問題で長時間連続の測定に不向

きである．本研究では，導電性布電極を腹帯に裁縫

した腹帯型心電センサを用いた非侵襲な胎児心拍

測定装置を開発することで，病院外での胎児心拍測

定を可能にし，胎児機能不全の早期発見，胎児死亡

率の減少を目指している．本稿では，開発した装置

による成人男性心電信号の測定結果を報告する．  

 

2. システムと測定方法 

2.1. 胎児心拍測定装置の構成 

開発した胎児心拍測定装置の構成を図 1 に示す．

胎児心拍数は胎児心電信号の R 波から検出するた

め，腹帯型心電センサを用いて母体心電信号と胎児

心電信号が含まれる母体腹壁電位を測定する． 

 心電信号は非常に小さいため，高感度差動増幅生

体アンプ（株式会社デジテックス研究所 8チャネ

ル生体アンプ BA1008）で増幅する．このとき，差

動増幅で完璧に除去しきれない商用電源からのハ

ムノイズや母親の呼吸，体動などのノイズをアナロ

グ低域通過フィルタ(LPF)とディジタル高域通過フ

ィルタ(HPF)で除去する．ノイズを除去した心電信

号は ARMマイクロコントローラーを基にしたプロ

トタイピングツールである STM32 Primer2 を用い

て，サンプリング周波数 100Hz，12ビットの分解能

を持つ A/D 変換器での A/D 変換， microSD カード

へのデータ保存，そして Primer2 に搭載されている

ディスプレイに心電波形のリアルタイム表示を行

う．最後に，記録された信号データに対して PC 上

でオフラインのディジタル信号処理(DSP)をするこ

とで胎児心拍数を解析する． 

 

図 1：胎児心拍測定装置の構成 

 

2.2. 腹帯型心電センサ 

母体腹壁電位を測定する際，電極は安全で非侵襲

な必要があるが，粘着性の電極を用いる場合母親の

皮膚に炎症やかぶれが生じる可能性がある．それに

加え，非常に弱い胎児心電信号を十分な感度で取得

するために適切に電極を配置する専門知識が必要

になるため，自宅で妊婦自身が簡単に着脱すること

は困難である．これらの問題に同時に対処するため，

図 2 に示す導電性布電極と腹帯を組み合わせた腹

帯型心電センサを開発した．導電性布電極は非粘着

性電極であるため炎症やかぶれが発生しにくく[3]，

電極面積を広くすることで胎動へのロバスト性や

測定感度の向上が可能である上，最適な電極位置を

探す必要がなくなるため，妊婦自身がセンサヘッド

を容易に着脱可能となる．また電極の面積と位置を

調整することで母体と胎児の心電信号の振幅比を

調整できることが期待される． 
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図 2：開発中の腹帯型心電センサ 

 

2.3. 測定方法 

妊婦の腹部から測定を行う前段階として，今回は

20代成人男性が安静に仰臥した状態で 30秒間の連

続測定を繰り返し行った．導電性布電極の面積と位

置の違いにより心電信号取得への影響を調べるた

め，電極を図 2 に示すように，上下，左上腹部右下

腹部に配置した腹帯型心電センサを製作した．電極

面積は 80x80 cm
2
 (Type-1), 160x240 cm

2
 (Type-2), 

160x160 cm
2
 (Type-3), 80x160 cm

2
 (Type-4)の計 4種

類とし，参照電極位置は左腰に統一した． 

 

3. 結 果 

図 3に Type-1と Type-2のセンサヘッドで取得し

た心電信号の時間波形とスペクトルを示す．腹部に

装着した腹帯型心電センサにより母体心電信号相

当の信号が取得できていること，電極面積を広くす

ることで受信信号振幅が増大すること，電極面積が

広い場合，R波の基本波とともに，体動や呼吸に起

因すると思われる 0.3 Hz 前後の極低周波成分も増

大していることが確認できる．Type-2 センサヘッ

ドにおいて下部電極面積を広くした理由は，胎児心

電信号を取得しやすくするためである． 

母体心電信号は胎児心電信号に比べて 5～10 倍

振幅が大きいため，母体心電信号の振幅に合わせて

A/D変換器のダイナミックレンジを設定すると，胎

児心電信号が小さくなりすぎることが容易に予想

される．そこで母体心臓に近い電極の面積を狭くし，

逆に胎児に近い電極の面積を広くすることで，母体

心電信号に対する胎児心電信号の相対的な振幅比

を増大できることが期待される．この効果を確認す

るために，面積の等しい 2つの電極を有する Type-3

と，心臓に近い左上腹部の電極面積を狭くした

Type-4 センサヘッドを比較した．時間波形とスペ

クトルの測定結果を図 4に示す．Type-4は Type-3

に比べて心電信号のピーク電圧が小さく抑えられ，

スペクトルでも鋭い基本波が取得されていること

がわかる．実測による検証が課題である． 

 

4. まとめ 

妊婦自身が容易に脱着可能な腹帯型心電センサ

を用いた非侵襲な胎児心拍測定装置を開発した．開

発した装置を用いて成人男性の腹部から心電信号

の取得，電極面積による母体と胎児の心電信号の振

幅比の調整が可能であることを確認した． 

 

  (a) 時間波形     (b) スペクトル 

図 3：時間波形とスペクトル（上：Type-1，下：Type-2

の腹帯型心電センサを用いた測定結果） 

 

   (a) 時間波形     (b) スペクトル 

図 4：時間波形とスペクトル（上：Type-3，下：Type-4

の腹帯型心電センサを用いた測定結果） 

 

参考文献 

[1] 厚生労働省，人口動態総覧，2012 
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太陽電池で動作する Bluetoothのためのパワーアンプの設計

中澤 康二，兼本 大輔，佐藤 隆英，大木 真

山梨大学医学工学総合教育部

Design of the power amplifier for Bluetooth be powered by solar cell

Koji Nakazawa, Daisuke Kanemoto, Takahide Sato, Makoto Ohki

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

1. はじめに

Bluetooth 通信では電波干渉を受けにくく，周囲

の機器への影響が少ないため，特に医療現場にお

いて Bluetooth対応の無線機器が開発されている．

また現在では，アルツハイマー型認知症の早期診

断を目指したワイヤレス脳波診断装置の開発も進

められており，今後ますます医療機器の無線化が

すすめられると考えられる．無線機器では電源の

確保が重要になり，通常はバッテリーで動作する

機器が多い．機器利用時間はバッテリーの容量で

制限されるため，長期利用が難しいという欠点が

ある．そこで我々は太陽電池を電源とした

Bluetooth 通信に注目している．本研究では，

Bluetooth通信の中で，多くの消費電力が必要とな

るパワーアンプの設計を行った．回路設計には

0.18μmCMOSプロセスを利用し，太陽電池を電源

として利用する事を想定して,電源電圧 0.5Vで設計

を行う．

2. パワーアンプの設計について

　パワーアンプの仕様を以下のように決める．

・中心周波数 2.4GHz

・出力パワーを 4dBm付近とする．

図 1は本研究で検討した，パワーアンプの回路図

である．今回の設計では，電源電圧が低いため，

回路内で十分なバイアス電圧を与える事が出来な

い．そこで，最も高い電圧である電源電圧をトラ

ンジスタのバイアス電圧にするトポロジを採用し

た．L2は電源と入力信号をカットする直流カット

の機能を果たす．

図 1:パワーアンプの構成図

　本章では，我々が実施したパワーアンプの設計

方法についてまとめた．はじめに，タンク回路の

素子値を決める。タンクの共振周波数を 2.4GHzに

するために、Lcと Ccの設計を行う．ここで、等価

Q値を 120とする．Q値と Lcと Ccのリアクタン

スの関係性からそれぞれ(1)と(2)が求まる。

X Lc=ωL c=
RL
Q

=
50
120

=0 . 417⋯(1)

X C c=
1

ωC c

=
RL
Q

=0 . 417⋯(2)

(1),(2)の Lcと Ccリアクタンスの式から(3)と(4)が

求まる[1]．

Lc=
X L c

2πf
=

0 .19
2π⋅2. 4GHz

=27.6pH⋯(3)

Cc=
1

2πfX C c

1
0 . 19⋅2π⋅5. 2GHz

=159pF⋯(4)

式(3)および(4)で得られた値を基に Spectreシミュ

レーションを実施した．このとき，トランジスタ

等の寄生素子の影響を受け，共振周波数のピーク

値がシフトしてしまうため，シミュレーション結

果を用いて Ccの値を再設計することで，補正を行

った．本設計での Ccは 151.5pFとなった．

37



第      34      回日本生体医工学会甲信越支部大会     (Oct  ．  2014  ）  

　L1，L2はワイヤーボンディングが数 nHである

ことが知られている．大きな L1，L2をチップ上で

実現するためには，大面積を専有するスパイラル

インダクタが必要になる．そこで本研究では，ワ

イヤーボンディングを有効活用することで，

L1，L2のスパイラルインダクタの面積を削減し，

チップ面積の肥大化を避ける方法を選択した．ワ

イヤーボンディングはパッケージの形状等に依存

するが[2]，本設計では，Lの値を 2nHとして設計

する．C1は直流をカットするためのキャパシタで，

共振回路の兼ね合いで 20pFとする．また，トラン

ジスタのゲート容量を考慮し，整合回路を設計す

る必要がある．

図 2:整合回路設計

　次に，入力段の整合回路を設計した．図２は利

用したスミスチャート図である．Spectreシミュレ

ーションにより，現状の S11を確認し，最終的に

整合が取れる為のインピーダンス変換回路を設計

した．そのために，コンデンサ 14pFとコイル

921pHを用いて整合回路を設計した．以上より設

計した回路図は図 3となる．

図 3:設計した回路

3. シミュレーション結果

　設計したパワーアンプの評価を行う．図 4は入

出力電力の関係を示している．本設計では 0.5Vと

いう低電源電圧での動作となり，全体的に出力パ

ワーが下がっているが，仕様の 4dBmを確保出来

ている事が分かった．また図 5は入力電力と電力

付加効率(PAE: Power Added Efficiency) の関係を示

している．本シミュレーション結果から，4dBm付

近の出力時の PAEは約 10%程度であることが分か

った．

図 4:入力電力と出力電力の関係

図 5:入力電力と PAEの関係

4. まとめ

　0.18μmCMOSプロセスを用いて，太陽電池を電

源と想定としたbluetooth対応のパワーアンプの設

計を行った．　具体的には，電源電圧を0.5V とし，

2.4GHzの周波数の信号を4dBmのパワーで出力す

ることを目標仕様として設計を行った．設計後のシミ

ュレーションの結果から，目標仕様のパワーアンプ

が設計出来た事が分かった．4dBm出力時のPAE

は約10%となった．

5. 参考文献

[1]THOMAS H.LEE：The Design of CMOS Radio-

Frequency Integrated Circuits p541-545

[2]B.Razavi,Design  of  Analog  CMOS  Integrated, 

McGraw-Hill Companies
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NLMP 適応アルゴリズムによる雑音除去の評価 

佐藤 達朗*， 舘岡 高志**， 兼本 大輔*， 大木 真*  

*山梨大学， **大塚商会 

The Evaluation of denoising by NLMP Adaptive Algorithms 

Tatsuro Sato*, Takashi Tateoka**, Daisuke Kanemoto*, Makoto Ohki* 

*Univercity of Yamanashi, **Otsuka Corporation 

 

1. はじめに 

近年の携帯音声機器の普及により，騒音の多い環

境で音声機器を使用する機会が増え，雑音除去の必

要性が増大している．雑音除去の一手法として適応

フィルタを用いる方法があり，通常は最小平均二乗

（Least Mean Square;LMS）アルゴリズムを使用する

[1][2][3]．これに対し，人間の聴覚特性が刺激に対

し非整数次べき乗特性を示すことに着目し，所望信

号と出力信号の誤差の非整数次べき乗を最小にす

る方法，Least Mean p-th Power(LMP)アルゴリズムを

用いた雑音抑圧法を我々は提案している[4]． 

2002 年に行った主観評価実験[4]では，べき乗 𝑝 

が 1.4の LMPアルゴリズムは LMSアルゴリズムよ

りも評価が良いという結果を得ている．しかし,こ

の実験は防音をしていない普通の部屋で，被験者

10 人で行われたものであり，それほど信頼性が高

いとは言えなかった． 

そこで今回，防音室において被験者 58 人に対し

て改めて実験を行ったので，その結果を報告する． 

 

2. LMPアルゴリズムによる雑音除去 

 以下に，LMP アルゴリズムの係数更新式を示す． 

𝒘(n + 1) = 𝒘(n) +μ𝑝 sgn(𝑒(𝑛))|𝑒(𝑛)|𝑝−1𝒙(𝑛) 

ただし，𝒘(n)はフィルタ係数ベクトル，μはステ

ップサイズパラメータ，𝑝 はべき乗数，𝑒(𝑛) は目

的信号とフィルタ出力の誤差，sgn( ) は符号関数で

ある．ここで，𝑝 = 2 とした場合が LMS アルゴリ

ズムに相当する． 

図１に雑音除去法のブロック図を示す．ブロック

図の前段（左側）は雑音の推定を行っており，ここ

には LMS アルゴリズムを用いる．ブロック図後段

（右側）が雑音の抑圧を行う部分であり，こちらに

LMP アルゴリズムを用いる． 

 

 

 

 

 

 

図 1 雑音除去法のブロック図 

 

3. 実 験 

3.1. 実験条件 

実験には約 10 秒の男性および女性の音声を用い

た．標本化周波数は 44.1kHz である．音声に付加す

る雑音としては，白色雑音とピンク雑音を用い，

SNRは-4dB，0dB，4dBの 3 種類を使用した．適応

フィルタのフィルタ長は 330，べき乗数 𝑝 は 1.2， 

1.4，1.6，1.8の 4種類を用いた． 

主観評価実験の被験者は，男性 52 名，女性 6 名

の計 58 名であり，評価方法としては MOS（Mean 

Opinion Score）法を用い，LMS アルゴリズムを使用

した場合に対する LMP アルゴリズムを使用した場

合の音質を 5段階で評価した． 

表 1 MOS法の評価表 

 

 

 

 

3.2. 実験結果 

以下に，MOS スコアの例を示す．図中の青い菱

評価点
とてもよくなった 5
よくなった 4
同じ 3
悪くなった 2
とても悪くなった 1

遅延 LMS LMP 

+ + 

− − 

音声＋雑音 
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型が平均値，縦棒が 95%信頼区間を表している． 

 

図 2 女性の声+白色雑音の MOS スコア 

 

全体としては，各 SNR条件で LMS に対して次の表

2 のようなスコアの傾向が見られた． 

表 2 各 SNRでの評価まとめ 

 

SNR=-4dB のときほぼ評価点は 3点以下，SNR=0dB

のときは大体 3 点程度，SNR=4dB のときは全てに

おいて 3 点以上であり，また 𝑝=1.4，1.6 で評価値

が大きくなる傾向がある． 

前回の実験結果と比較するために，𝑝 = 1.4 の場

合の結果を図 3～4 に示す． 図 2 は前回の実験の結

果，図 3 が今回の実験の結果である． 

 

図 3 前回の実験の MOS スコア 

 

図 4 今回の実験の MOS スコア 

前回の実験結果では，男性音声＋白色雑音の場合の

ように信頼区間が大きくなる場合と女性音声＋白

色雑音の場合のように極端に信頼区間が小さくな

る場合があり，十分な信頼性があるとは言えない結

果である． 

これに対し，今回の実験結果ではどの実験条件で

も信頼区間は同程度の大きさとなっている．なお，

いずれの実験でも得られたMOS値は3～4の値であ

り，LMS に対し LMP による改善が認められるとい

う結果は変わっていない． 

 

4. まとめ 

今回の実験で LMP は LMS に対して，SNR があ

る程度大きい場合には改善が得られること，べき乗

数が 𝑝 = 1.4，1.6 のとき改善が大きい傾向がある

ことが確認された． 

今後の課題として，今回使った LMP アルゴリズ

ムより収束速度が速い RLpN アルゴリズム[5]への

変更や，防音室においてヘッドフォンでなくスピー

カを使用して評価する，ということが挙げられる． 
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SNR[dB] 評価
-4 基本的に3以下で改善は得られない
0 あまり変わらない
4 3以上になり，改善が見られる
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軽量脳波測定ヘッドギアに用いる低消費電力デルタシグマ A/D変換 LSI 

○兼本大輔，大木真 

山梨大学 

Low Power Dissipation Delta-Sigma A/D Conversion LSI for Lightweight EEG Headgear  

○Daisuke Kanemoto, and Makoto Ohki 

University of Yamanashi 

 

1. はじめに 

アルツハイマー型認知症の早期発見システムの

実現に向けて，脳波信号を活用する方法[1]に注目が

集まっている．脳波は微弱なアナログ信号[2]であり，

その脳波情報をディジタル信号として扱う為には，

分解能の高い A/D 変換 LSI が必要である．A/D 変

換 LSI には，分解能と消費電力の間に強い相関が有

り，一般的に，微弱信号を対象にした A/D 変換 LSI

の消費電力は大きくなる．つまり，従来の A/D 変

換 LSI を利用した脳波測定ヘッドギアシステムで

は大容量バッテリーが必要となるため，ヘッドギア

が重量化し，脳波測定を実施する患者に負担を強い

る事になる． 

デルタシグマ A/D 変換 LSI において，核となる

回路ブロックは，デルタシグマ変調器である．そこ

で我々は，デルタシグマ A/D 変換 LSI の高分解能

および低消費電力動作の両立をめざし，デルタシグ

マ変調器内にてオペアンプシェアリング技術を適

用する研究を進めている[3]．本稿では，脳波測定へ

のアプリケーションを想定した，オペアンプシェア

リング技術を活用したデルタシグマ変調器の設計

に関して報告を行う． 

 

2. 脳波測定を想定した A/D変換 LSIの仕様 

 本研究で想定する脳波測定用 A/D 変換 LSI の仕

様を Table1 にまとめた．外乱除去をディジタルド

メインで実施する関係上，所望の脳波情報信号帯域

よりも広い帯域を A/D 変換するシステムを検討し

た．また，本脳波計測システムでは，信号対雑音 

 

Table 1  想定する脳波測定 A/D 変換 LSI 

パラメータ 値・説明 

信号帯域       100Hz 

SQNR 110dB 

電源電圧 1.8 V 

プロセス 0.18μm CMOS 

 

比(SNR : Signal-to-Noise Ratio) の目標値を 100dBと

した．この目標値を達成する為に，信号対量子化雑

音比(SQNR: Signal-to-Quantization Noise Ratio ) を

110dB として設計を行った．LSI 設計には，0.18μm 

CMOS プロセスを利用することを念頭に置き，電

源電圧を 1.8Vとした．Table1を実現するためのA/D

変換アーキテクチャとして，高精度変換に向いてい

るデルタシグマ型を採用した．トポロジとしては，

2 次のループフィルタを有する CIFF (Cascaded 

Integrators with distributed FeedForward) 構造を採用

した．また，低消費電力化を実現する為に，積分器

間でオペアンプを共有することで，消費電力が大き

いオペアンプの実装数を削減できる「オペアンプシ

ェアリング技術」[3]を採用し，設計を実施した． 

 

3. デルタシグマ変調器のシステムレベル設計 

Fig.1 は，検討するデルタシグマ変調器のシステム

ブロック図である．初段と二段目の積分器に用いる 

Table 2  各積分器係数 

係数 値 

    a0 1 

a1 0.375 

a2 0.375 

a3 1 
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Fig.1 本設計に用いたデルタシグマ変調器 

 

オペアンプは，積分器間で共有することで，回路全

体の実装数の削減が実現出来る．それぞれの積分器

係数を Table 2 に示す．内部量子化器は 1.5bit 分解

能を有する A/D 変換器を利用した．低分解能ゆえ

に生じる量子化雑音の入力信号依存性を抑える為

に，Dither 信号を活用した．また加算器は低消費電

力動作を目指してパッシブ素子での構成を検討し

た．加算器でのゲインロスは，内部 A/D 変換器の

等価ゲインを活用し打ち消す構成[4]を採用した．量

子化雑音および熱雑音の影響を抑える為に，サンプ

リング周波数は 102.4kHz (OSR=512)と高い値で

設計を行った．MATLAB/Simulink シミュレーショ

ンの結果，SQNRは 110dB@-6dBFS 入力となり，目

標値を達成できていることが確認できた． 

  

4. トランジスタレベル設計 

0.18μm CMOS プロセスを用い，トランジスタレ

ベルの設計を実施した．積分器はスイッチドキャパ

シタ方式を採用した．所望の SNR を実現するため

に，信号と熱雑音から決まるパワー比の設計目標値

を 102dB とし，オペアンプならびに各キャパシタ容

量値の設計を行った.ノイズバジェットの残りは，

外乱から生じる雑音成分に割り当てた．利用したオ

ペアンプのトポロジは，出力振幅を十分取る為にフ

ォールディッドカスコード構成を選択した．回路構

成としては，フリッカ雑音の影響を抑える為に差動

対に PMOS を利用した．設計した回路は，Spectre

シミュレーションにより検証・動作確認を行った． 

今回設計を行ったデルタシグマ変調器では，測定

1ch 当たりのアナログコア回路部の消費電力が

0.36mW となった． 

 

5. まとめ 

本研究では，アルツハイマー型認知症の早期発見

を実現するために必要な，軽量ヘッドギアに用いる

低消費電力デルタシグマ変調器の設計に関して議

論を行った．脳波測定システムに想定した A/D 変

換 LSI の仕様を基に，2次のデルタシグマ変調器を

設計した．設計の結果，1ch当たりのデルタシグマ

変調器の消費電力は 0.36mW となった． 
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冠動脈の曲率変化を考慮した模擬血管狭窄部のバルーンカテーテル拡張による 

変形と流動特性 －狭窄度による影響－ 
宮本 大樹*，小林 俊一** 

*信州大学大学院，**信州大学学術研究院 

Deformation and Flow Characteristics of Stenosis in Blood Vessel Model Regarding the Change in 
Curvature of the Coronary Arteries - Influence of Stenosis Severity - 

Daiki MIYAMOTO, Shunichi KOBAYASHI 

Shinshu University. 

1. はじめに 

冠動脈における狭窄された部位の治療法の一つ
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．そこで著者らは，動脈
に近い力学特性に調整でき，複雑形状の成形が可能
な PVA Hydrogel を用いた血管部と，PTCA による狭
窄変形の再現が可能な塑性変形する酢酸ビニル樹
脂を用いた血管病変部から構成される PTCA 用模
擬血管を開発した．実験では冠動脈と同様に曲率が
変化し，拍動流をかけた模擬血管内にバルーンカテ
ーテルを挿入し，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ってきた(1)．本報告
では狭窄度による影響に関して検討を行い，変形に
ついてはマイクロ CT を用いた狭窄部の内腔面積で
評価した． 

 

2. 模擬血管 

Fig.1 に模擬血管概略図，Fig.2 に模擬血管外観を
示す．模擬血管の寸法は全長 L = 80 mm，狭窄部長
さ Ls = 8mm，管内径 D = 3.5 mm，厚さ h = 1 mm で
あり，健常部（ストレート部）と狭窄部（プラーク
部）に分けられる．健常部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(PVA : 20 wt%)，ヒト冠動脈に近い力学特性を有
している．狭窄部は PVA Hydrogel 層の下に塑性変
形が可能な酢酸ビニルを融解させ，シリンジを用い
て封入した． 

 

3. 実験装置及び実験方法 

 PTCA を想定した冠循環を再現する流動実験装
置を Fig. 3 に示す．動作流体は 24 °C 一定の水を用
い，上流側，下流側のタンクの位置を変化させるこ
とにより矢印の方向に流れを発生させ，ギヤポンプ
の制御により拍動流とさせた．上流側平均圧力
110mmHg，下流側平均圧力 70mmHg とした．模擬
血管はテフロンシートで覆ったカムに接触させ，全
長を 10%伸ばした．また，1.0Hz の拍動に合わせて
カムも同期させて回転させることにより，実際の冠
動脈の挙動に近いような状態で実験を行った．カム
形状については，模擬血管内半径／平均曲率半径が
0.08，曲率半径の変化が約 10mm(2)となるようにさ

せた．PTCA の手順通り，Fig.1(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
部に設置し固定した．バルーンカテーテルは模擬血
管内腔と同じ径である φ3.5×15mm のものを使用し 

 
 St = (1 – Ds / D) x 100 [%]        (1) 
 Ec= e / ((D – Ds) / 2) x 100 [%]      (2) 

Fig.1 Schematic representation of blood vessel model. 
 

 

Fig.2 Photograph of blood vessel model. 
     St = 70 % (before dilatation) 
 

 
(a) Flow loop 

 
(b) Details of measuring part 

Fig.3 Experimental setup 
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た．その後，加圧デバイスによりバルーンを拡張さ
せ，その拡張が最大になったのを拡張デバイスの圧
力計により確認し，2 分間保持した．その後，減圧
してバルーンカテーテルを抜去した．なお，流量，
圧力は常に計測し，バルーンの拡張と狭窄部の変形
は高速度ビデオカメラで撮影した．バルーン拡張前
後の模擬血管はマイクロ CT で撮影した． 
 

4. 実験結果および考察 

バルーンの拡張収縮に伴う狭窄部の変形として，
写真を Fig. 4 に，マイクロ CT（ScanXmateA130SS940
コムスキャンテクノ社）で撮影した狭窄部断面画像
を Fig.5 に示す．バルーンの拡張によって狭窄部が
凹状に変形され，山状の狭窄部がなだらかに変形し
た．なお，Fig.5 に示す狭窄部断面画像の拡張後の
内腔部は 2 つあるように見えるが，これは拡張後，
暫くしたら狭窄表面の PVA ハイドロゲルの層が弾
性的に元形状に戻ったためであり，実際には拡張直
後の内腔は１つであった．PVA ハイドロゲルの層を
薄くし，酢酸ビニルと常に接触できるようにするこ
とが，模擬血管作成の今後の課題である．次に狭窄
部断面画像から内腔断面積を求め，次式に示す真の
狭窄度を求めた．  

Sture = (AS/A) x 100 [%]                (3) 
A は直管内腔部の断面積，As は Fig.1 に示すように
狭窄頂点部の内腔断面積である．設計上の狭窄 St
と比較した結果を Fig.6 に示す．これより，狭窄度
が大きくなるにつれて真の狭窄度も増加するが，バ
ルーン拡張後の真の狭窄度の増加はバルーン拡張
前と比べて少ないことがわかった． 

         

(a) Before dilatation          (b) After dilatation 
Fig.4 Deformation of blood vessel stenosis section 

     
(a) Before dilatation          (b) After dilatation 

Fig.5 Computed tomography image of stenosis (apex) 
 

 
Fig. 6 Change of ture stenosis severity by the dilatation 
of balloon catheter. 

実験における流量の変動を Fig. 7 に示す．これよ
りバルーンの拡張による流量の増加が確認でき，次
式に示す率で流量の評価を行った．  

RQI = Qav_ad / Qav_bi     (4) 
RQR = Qav_ad / Qav_St0    (5) 

ここで，Qav_adはバルーンカテーテル拡張・抜去後
の平均流量，Qav_biはバルーンカテーテル留置前の
平均流量，Qav_St0は狭窄のない健常な動脈 (St = 0%) 
での平均流量である．したがって，RQIは狭窄モデ
ルを拡張したことによる流量増加率，RQRは健常な
状態への流量復元率を意味する．その結果を Fig. 8
に示す．これより，狭窄度が大きくなるにつれて流
量増加率 RQI は大きくなるが，流量復元率 RQR は
小さくなることがわかった．これは Fig.6 に示した
拡張前後の真の狭窄度の大きさによるものである． 
 

 

Fig. 7 Measured upstream and downstream flow rates 
(Q1, Q2). St = 70%, 

 

 
Fig.8 Relationship between stenosis severity St and flow 

increasing and recovery rates RQ1 RQ2.  
 

5. まとめ 

模擬血管の狭窄度による影響に関して検討し，変
形については狭窄部の内腔面積で求めた真の狭窄
度で評価した．変形の計測においては信州大学 小
関道彦先生の研究室のマイクロ CT を使用させてい
ただいた．ここに感謝の意を表します． 
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	図1:パワーアンプの構成図
	　本章では，我々が実施したパワーアンプの設計方法についてまとめた．はじめに，タンク回路の素子値を決める。タンクの共振周波数を2.4GHzにするために、LcとCcの設計を行う．ここで、等価Q値を120とする．Q値とLcとCcのリアクタンスの関係性からそれぞれ(1)と(2)が求まる。
	図3:設計した回路




