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疾患を有した実験用骨盤モデルの作成 -パーソナル 3D プリンターを用いて
水谷 将大

中村 裕敬

堀内 忠一

*市立甲府病院 山梨人工関節センター
Development of pelvis bone models with the Disease for experiment

- using the personal 3D printer -

Shodai Mizutani, Masahiro Nakamura, Tadahiro Horiuchi
Yamanashi Joint Reconstruction center, Kofu Municipal Hospital.

入可能な発泡硬質ウレタンフォーム(以下、硬質ウレ
タン(図 1-b,c))とした。

１． はじめに
整形外科における手術練習、もしくは実験用の骨
モデルは様々な部位において市販されているが、比
較的高価であるうえ、そのほとんどが健常人をモデ
ルにしている。一般的な解剖学的構造の学習には
役立つが、形成不全や変形を有した症例について
の手術研修や実験に使用することは難しい。今回、
我々はパーソナル 3D プリンター(図 1-a)を用いて、
安価でかつ疾患を有した、切削可能な骨盤モデル
の試作を行ったのでその作成方法等について報告
する。

３． 結果
３.１ 1 回目：雌型を 2 分割とし各々の内側に離型剤
を塗布した。雌型を結紮バンドで固定し、内腔に硬
質ウレタンを充填。24 時間後に分割しようと試みた
が、硬質ウレタンと雌型が剥がれず不可能であった。
また硬質ウレタンの一部に硬化していない部分があ
った。
３.２ 2 回目：PLA と硬質ウレタンの接着予防のため
に雌型の内側に市販の食品用ラップフィルムを貼っ
た。さらに硬質ウレタンの硬化を促進させるために、
ラップフィルム上に霧吹きで水を散布させた後に、
硬質ウレタンを充填した(図 2-a)。24 時間後に分割
を試みたところ、一部でオーバーハングしていたた
め分割に手間取ったが、硬化は十分であり雌型から
硬 質 ウ レタ ン を 剥 離 す る こ と が 可 能 で あ った ( 図
2-b)。

２． 方法
40 代男性、臼蓋形成不全患者の CT データを使
用 し た 。 CT デ ー タ か ら 市 販 の ソ フ ト (i-Plants
Systems 社製、Volume Extractor3.0)を用いて寛
骨の表面形状を抽出し、STL ファイルで出力した。
フリーソフト(Blender)でポリゴン数の削減を行った
の ち 、 3D-CAD(SolidWorks 社 製 、 SolidWorks
2015)で雌型を設計した。雌型の出力にはパーソナ
ル 3D プリンター(LIXIAN 社製 Rostock 型)を使用
し、作成材料にはポリ乳酸(polylactic acid:PLA)を
用いた。骨モデルの材料はホームセンターなどで購

a

b

３.３ 3 回目：剥離をさらに容易にするための工夫と
して、雌型を 2 分割から 4 分割に変更し(図 2-c)、C
型クランプとスクリューで強固に固定した。24 時間後
に雌型の分割を試みたところ、2 回目より容易に硬
質ウレタンを剥離することができた。

c

４． 考察
3D プリンターの普及とともに患者のデータから骨
モデルを作成し、それを臨床に生かした報告が散見
されるようになってきた 1-4)。しかし、その多くは業者
に外注したものであり、我々のようにパーソナル 3D
プリンターで内製している施設はごく少数である 5,6)。
また本研究のように雌型を用いて疾患を有した切削
可能な骨モデルの試作を行った報告はない。3D プ
リンターで使用される材料には様々なものがあり、切
削可能なものは石膏や塩があるが、パーソナル 3D
プリンターでそれらを使用できる機種はなく、ほとん

図１ a:我々の使用しているパーソナル 3D プリンター
b:市販の硬質ウレタン c:吐出した硬質ウレタン
（今回使用したものはライトグリーンのものである）
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a

c

図 2 a: ラップフィルム上に霧吹きで水を散布
させた後に硬質ウレタンを充填した b:雌
型から剥離したところ c:4 分割した雌型

b

図 3 寛骨臼回転骨切術用 bone saw の実
験に使用し、切削性は良好であった
どは ABS や PLA である。ABS や PLA は安価で細
部の再現性に優れている。特に PLA は体内に挿入
する手術材料にも用いられているため、その安全性
から我々は術中支援に用いる実物大模型の材料と
して頻用している 5)。しかし切削性が悪いため手術
練習や実験用の骨モデルとして用いることは難しい。
この用途に用いるものとしては sawbone が有名であ
るが、高価で、正常な骨格を模して造られている。今
回、我々は臼蓋形成不全患者の骨盤モデルを作成
したが、患者を想定した手術練習や疾患を対象とし
た実験においては非常に有用であると考える。
本研究で用いた硬質ウレタンは切削性に優れて
おり、切断や切削を目的とした手術練習や実験には
有用である(図 3) 7)。しかし細部の再現性が劣ること
と、骨に比べてかなり柔らかいことから、骨と同じ強
度を要する実験などには不向きである。岩瀬らは
Polyurethane 系の樹脂を用いることで骨に近い骨
モデルを作成できると報告しているが 8,9)、当時は金
型を用いており、疾患を有した患者の骨モデルの作
成は困難であったと思われる。パーソナル 3D プリン
ターを用いた我々の手法であれば、患者ごとのモデ
ルを作成することも可能である。今後は材料を工夫
することで、より有用な骨モデルの開発を行う予定で
ある。

et al. ： Utility of a 3Dimensional full-scale
NaCl model for rib strut grafting for anterior
fusion for cervicothoracic kyphosis. Nagoya
Journal of Medical Science, 77：525-530, 2015.
[2] Li Chao, Yang Mingyuan, Xie Yang et al.：
Application of the polystyrene model made by
3D printing rapid prototyping technology for
operation planning in revision lumbar
discectomy. Journal of Orthopaedic Science,
20：475-480, 2015.
[3] 中原龍一, 野田知之, 島村安則 他：骨折治療
への三次元実体模型の応用.骨折, 33 738-742,
2011.
[4] 大隣辰哉, 大田慎三, 西原伸治 他：3 次元実
体模型を用いた環軸椎不安定症に対する後方固定
手術戦略. 脊髄外科, 23：11-18, 2009.
[5] 中村祐敬, 堀内忠一, 杉山肇：PSI THA にお
ける patient specific surgical instruments の精
度評価. 日本人工関節学会誌, 44 653-654, 2014.
[6] 小川博之, 長谷川清一郎, 土屋正光 他：家庭
用 3D プリンターを用いた、人工股関節全置換術の
精 度向 上へ の試 み . Hip Joint , 40 ： 758-760,
2014.
[7] 中村祐敬, 堀内忠一, 杉山肇：寛骨臼回転骨
切術用 bone saw の開発・評価. Hip Joint , 42：
243-245, 2016.
[8] 岩瀬秀明, 井上幸雄, 前田睦浩：骨折固定材
料の評価実験のための樹脂長管骨モデルの解析.
整形外科バイオメカニクス, 11：205-209, 1990.
[9] 雅楽 十一：骨折固定材料評価のための骨モデ
ルの開発. 日本整形外科学会雑誌, 66：1156-1164,
1992.

５． まとめ
疾患を有した切削可能な骨盤モデルを作成した。
パーソナル 3D プリンターを用いることで患者ごとの
モデルを作成することも可能であるうえ、比較的安価
に作成可能である。切断や切削を目的とした手術練
習や実験には有用であると考える。
６． 参考文献
[1] K. Kobayashi, S. Imagama, A. Muramoto
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ビデオクリップを用いた合理的配慮における事例共有・検討システム
的場 大樹*，永森 正仁* **，三宅 仁* **

*長岡技術科学大学 大学院工学研究科 情報・経営システム工学専攻
**長岡技術科学大学 障がい学生支援室

Case Sharing and Investigation System in Reasonable Accommodation with a Video Clip
MATOBA Daiki， NAGAMORI Masahito， MIYAKE Hitoshi
*Nagaoka University of Technology Graduate School of Engineering Information and Management Systems Engineering
** Office for Students with Disabilities

合理的配慮の提供には支援方針の協働した検討が
重要とされる．現状から，一人の主観的な判断による
支援方針の共有のみならず，先ず，支援箇所と支援
方針における複数の意見の共有が必要である．この
ような複数の意見を共有し，さらに，そこから支援方
針を検討するためには，工学的な支援が必要である
と着眼した．
上述の問題を解決するため，モバイル端末で容易
に作成可能なビデオクリップを用いた合理的配慮に
おける事例共有と検討システムを開発した.

1．はじめに
2016 年，障害者差別解消法が施行され，行政機
関において合理的配慮の提供が義務化された．行政
機関のひとつである教育機関における合理的配慮の
提供は始まったばかりであり，より適切な合理的配慮
の提供には，教育現場における合理的配慮に関する
情報共有が重要である[1][2]．現状から，Web システム
を用いた障害を持つ児童・生徒・学生への支援事例
に関する情報共有とその有用性が報告されている
[3]~[5]
．
本論で先ず問題とするのは，既存のシステムが主
にテキスト・データによる記録のみを対象としている点
である．すなわち，問題行動は多様かつ複雑であり，
テキスト・データのみでは正確に記述することが困難
な場合が多い．そして，授業等での実際の支援の後，
日々の事例を共有情報としてテキスト化することは，
現場教員や支援者らの負荷を考えると現実的ではな
い．永森ら（2010）は，教育現場での児童の問題行動
やその支援を，教室設置の Web カメラを用い，編集
することなく記録可能なビデオ記録を含む事例デー
タの蓄積・共有システムの開発し，その有用性を報告
している[6]．しかし，このシステムは使用教室における
Web カメラ等の設置が必要である．このことから，あら
かじめＷｅｂカメラが設置された教室以外の教育現場
において，日常的に使用することは困難である[7]．
そして，既存システムで共有されるビデオ記録は，
一人の支援者の主観的な判断による支援すべき問
題行動とその支援箇所である．

2．システムの概要
事例共有・検討システムは事例共有サブシステムと
事例検討サブシステムから構成される．事例共有サ
ブシステムは，モバイル端末のカメラにより突発的に
発生する対象の場面を記録し，ビデオクリップを自動
作成する．また，事例検討サブシステムは，合理的配
慮が必要な箇所をビデオクリップ上に付加できる．さ
らに，集団での検討の際，検討者らの付加した箇所
を統合して提示する．
Fig.1 に事例共有・検討システムの運用イメージを
示す．この二つのサブシステムは，教師らのコンピュ
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 システムであり，それぞれ単体のアプリ
ケーションとしてインターネットを介して連携する．シス
テムの利点は，以下のとおりである．
(1) 多様な問題行動をビデオクリップで記録できる．
また，記録にモバイル端末を用いることにより日常
的な記録を容易に行うことができる．
(2) モバイル端末で録画開始ボタンを押すことにより
記録が開始されると，指定の時間だけ遡りビデオク
リップをサーバに蓄積する．これにより，通常突発
的に起こる児童の問題行動をタイミング良く記録で
きる．
(3) ビデオクリップにおいて，教員らのそれぞれの方
針における支援箇所を記録し，その支援箇所を統
合して支援者らに視覚情報として提示する．この視
覚情報は支援情報に対する支援者らの統合的な
理解を支援する．

Fig1. Case Sharing and Investigation System
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上記の利点(1)～(3)により，日常的な事例の蓄積と
事例に対する支援者間の情報共有，および，支援方
針の検討を支援する．以下，二つのサブシステムに
ついて述べる．

ーションで視覚化する（Fig.1のB）．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，システムはビデオクリップ
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．
このようにして事例検討サブシステムは，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．事例共有サブシステム
事例共有サブシステムでは，突発的な児童問題行
動およびその指導方法を，ビデオクリップを含む事例
データとしてWeb上での共有が可能である．ビデオク
リップの作成にモバイル端末を用いることで合理的配
慮の対象となる問題行動の日常的な記録を可能にす
る．具体的には，支援者らはモバイル端末を教育現
場に持ち込むことにより，モバイル端末の画面をクリッ
クするだけで授業中に突発的に起こる児童問題行動
のビデオ記録が作成できる．このことにより，授業後に
ビデオ編集作業を行う必要が無くなる．
なお，モバイル端末を複数台使用し，ワイアレスの
カメラボタンを使用することで，複数の角度からの同
時記録も可能である．
また，システムはビデオ記録の開始から遡った記
録，すなわち問題行動が発生する状況を含み記録す
ることができる．これを実現するために，動画情報をモ
バイル端末のメモリ上に構築したリングバッファに常
時蓄積している．そして，設定した記録時間（例えば
30秒間の遡りを含め5分間等）終了後，リングバッファ
に蓄積されたファイルは，モバイル端末のメモリに一
時的に保存される．このことにより，突発的に起こる問
題行動を記録しビデオクリップを自動生成することが
可能である．
システムには事例データとして，「モバイル端末に
より記録された問題行動のビデオクリップ」，「問題行
動のテキスト記録のためのテンプレート化された電子
カルテ」が蓄積され，「事例データから指導方法の改
善を検討するための電子掲示板」とともに教師らに
Web 上で共有される．

5．おわりに
本研究では対象学生への支援を目的にビデオクリ
ップを用いた合理的配慮における事例共有・検討シ
ステムを開発した．システムを用いることにより，日常
的な事例の容易な蓄積のみならず，支援者間の情報
共有と支援方針の検討を支援する．ポスター発表で
は，システムの有用性の評価として，教育現場での実
際の事例での情報共有の利点に対するアンケート評
価と，合理的配慮の提供に関する集団での合意形成
の過程を中心に述べる．
参考文献
[1]文部科学省（2014），共生社会の形成に向けたインクル
ーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進
[2] 柳 百合子，他（2015）， 中学校の通常学級担任による
特別支援教育の視点に立った学級づくり． 宇都宮大学教
育学部教育実践紀要 第 1 号：21-27
[3]小越 康弘，他（2011）， ICF-CY を用いた学校と保護者
と専門家をつなぐ気がかりな児童のための協働支援シス
テム．電気学会論文誌 C(電子･情報･システム部門)132：
325-331
[4]小川 修史，他（2011） ，自閉症者を対象としたケース
会議支援システムの開発に向けた吹き出し型動画アノテ
ーション機能の実践的検討 ．日本教育工学会論文誌
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例検討サブシステムで作成された児童の問題行動を
含むビデオクリップに対し，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（Fig.1のA）を統合し，その人数割合をグラデ

35：157-160
[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
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日本教育工学会論文誌：1-12
[7] 棟方 哲也（2015），2007 年から 2013 年に日本の障害
のある子どもの教育工学研究に関する調査資料-インクル
ーシブ教育システムの構築に向けた ICT 活用を視野に入
れて -．国立特別支援教育総合研究所研究紀要 42：
67-83
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1.

はじめに

標情報内の支援情報のプロセスである．この支援情
報に合理的配慮が記述される．

2016 年 4 月，
障害者差別解消法が施行された[1]．
これにより行政機関では，障害がある者に対して合
理的配慮の提供が義務づけられた．このため，障害
児童・生徒・学生のサポートプロセスの記録である
個別の教育支援計画の作成では，文部科学省が提示
する「学校における合理的配慮の観点」を踏まえ，
関係者が合意形成をすることが望まれる[2]．
しかし，障害者からのニーズは多様な障害に起因
するものであり，合理的配慮の要望は抽象的な表現
となる場合が多い．このため，関係者が情報共有し，
合意形成を図った上で合理的配慮を決定するため
には，要望を具体化することが求められている．こ
の具体化には共有できる項目が必要である．
更に，合理的配慮の適応後も状況を勘案しながら
合理的配慮を見直すこと，すなわち，一連のサポー
トプロセスの中での継続的な評価が求められる[2]．
この評価には，共有できる項目に関連付けられた評
価基準が必要である．
本稿では，文部科学省が提唱する合理的配慮の観
点と国際生活機能分類の児童版である ICF-CY を用
いたサポートプロセスの評価項目の検討を報告す
る．具体的には，個別の教育支援計画に準拠したサ
ポートプロセスの記述項目に，合理的配慮の観点と
ICF-CY を関連づけ，データベース上で利用できる
ようコード化を行った．これにより，実施した合理
的配慮の情報共有を支援する．

2.

3.

合理的配慮の観点の適用

合理的配慮の決定には，関係者が合意形成を図る
ことが重要であり情報共有が不可欠となる．
また，一人ひとりの障害の状態や教育的ニーズ等
に応じて決定することが重要とされる．このため，
合理的配慮は個別性が高くなり，具体的かつ網羅的
に記述するのは困難とされる．この記述の困難は，
合理的配慮の決定における情報共有を困難として
いる．そのため，合理的配慮を 3 分類 11 項目の合
理的配慮の観点に分類し，その内容を個別の教育支
援計画に明記することが推奨されている[2]．個別の
教育支援計画には対象学生の要望も記述される．要
望に対する対応として記述される合理的配慮が分
類されることで，抽象的な記述になる場合が多い要
望の記述もこの合理的配慮の観点により分類する
ことができる．また，障害者差別解消法による合理
的配慮の提供は始まったばかりであり，合理的配慮
の決定における情報共有のみならず，合理的配慮の
提供事例の共有が推進されている．このため，既存
データベースの多くは，合理的配慮の観点を用いて
事例を整理して蓄積している[5] [6]．

サポートプロセスの構造

本研究において取り扱うサポートプロセスは個
別の教育支援計画の構造と記述項目に準拠してい
る[3]．なお，個別の教育支援計画の構造と記述項目
は，これまでの継続的な調査に，全国の各都道府県
の教育委員会等が Web 上で公開する個別の教育支
援計画の様式の調査を加え，特別支援教育の専門研
究者らと協議し定義した[4]．
Fig.1 に，データベース上での利用を想定した個
別の教育支援計画を用いたサポートプロセスの構
造を示す．Fig.1 で構造を示すように，個別の教育
支援計画は他機関との連携を含む各情報群のリン
ク構造からなる継続的なプロセスとして表現でき
る．本稿が対象とするサポートプロセスは
S-Prev-Link（Support Preview Link）で表現される目

Fig. 1 Framework of Support Process based on
Individualized Educational Support Program
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このように,観点ごとに対応事例を整理してデー
タベース化することで，どのような要望だったのか
を具体的に把握できる．
現状から，2 章で述べた個別の教育支援計画に準
拠したサポートプロセスの記述項目に，合理的配慮
の観点を関連づけた．

4.

先ず，サポートプロセスでは，障害者からの願い
や希望を，所属する教育機関の教育理念や方針に基
づいて，合理的配慮に対する要望として具体化する．
この要望は，社会的障壁によって活動や参加が制約
されるという困難経験から生じる障害者の主観的
な視点である．
しかし，要望に対する対応の調整・変更の対象と
なる社会的障壁は，障害者の主観的な視点のみでは
特定することは困難である.この社会的障壁の特定
には，対応する機関での合理的配慮の検討が必要で
あり，連携する機関間での情報共有が求められる．
そこで，サポートプロセスにおける評価項目は，
ICF-CY のコード化を用いて「活動・参加」におけ
る実行状況を主観的な困り感として蓄積する．そし
て，「活動・参加」に対する環境の調整・変更の対
象となった社会的障壁を「環境因子」としてコード
化する．この「環境因子」の調整・変更が，障害者
の要望に対する機関の対応となる.さらに，対象学
生の困り感が解消された一連のサポートプロセス
に対し実施された対応を要望に対する事例として
蓄積する．すなわち，調整・変更された「環境因子」
の一群から，「活動・参加」の「阻害因子」を特定
する．
このように，要望と対応の記述に関連付けられた
評価項目によって，各機関において ICF-CY の評価
基準に則ってサポートプロセスを共有することが
できる．なお，この評価項目は実際に本学における
サポートプロセス共有システムに適用し運用を試
みている．

合理的配慮に対する ICF-CY の適用

合理的配慮は要望に対する社会的障壁の調整・変
更（対応）として提供される．本稿では，要望を
ICF-CY における「活動・参加」として定義する．
調整・変更の対象となる社会的障壁は，当事者の
困難を生む要因となるものである．対応者は困難を
生む要因となった社会的障壁，すなわち，環境因子
（阻害因子）を特定し適切な合理的配慮を提供しな
ければならない．また，合理的配慮の提供において
は，合理的配慮の適応後も状況を勘案しながら合理
的配慮を見直すこと，すなわち，一連のサポートプ
ロセスの中での継続的な評価が求められる．この評
価には，共有できる項目に関連付けられた評価基準
が必要である．
先行研究では，学校における合理的配慮の観点を
説明した記述内容が環境因子を含む ICF-CY の分類
と適合していたことが報告され，合理的配慮を決定
する上での ICF-CY の活用の可能性が示されている
[7]．そして，ICF-CY の活用の有用性のひとつとし
て環境因子をコード化できることが挙げられる．こ
れにより環境因子の項目に国際的な評価基準によ
る数値データを付加することができる[8]．
上記を踏まえ，合理的配慮の観点にコード化した
ICF-CY の環境因子を関連づけ，サポートプロセス
における高等教育向け ICF-CY コアセットを開発し
た．

5.

6.

おわりに

本稿では，文部科学省が提唱する合理的配慮の観
点と国際生活機能分類の児童版である ICF-CY を用
いたサポートプロセスの評価項目の検討を報告し
た．ポスター発表では，提案のサポートプロセスに
おける評価項目活用の例として，本学の個別の教育
支援計画で実際に用いられているサポートプロセ
スの評価項目を中心に述べる．

サポートプロセスの評価項目

Fig.2 にサポートプロセスの流れと，データベー
スに蓄積するための記述項目と評価項目を示す．な
お評価項目は，ICF-CY でコード化される要望の④
活動・参加と，対応の⑥環境因子，および，要望の
⑦の阻害因子である．

7.

参考文献

[1] 内閣府（2013）障害を理由とする差別の解消の推進に
関する法律．
[2] 文部科学省（2012）合理的配慮等環境整備検討ワーキ
ンググループ報告（概要）-学校における「合理的配慮」
の観点[3] 永森正仁（2012），特別支援教育における協働を支援
する個別の教育支援計画作成共有 Web システムの開発，
若手研究（B）
，領域番号 22700806．
[4] 各都道府県の公開する「個別の教育支援計画」の様式
例, 長岡技術科学大学 医用福祉工学研究室，
http://melabq.nagaokaut.ac.jp/sprt_map.html，2016.10.閲覧
[5] 独立行政法人日本学生支援機構(2015)，障害学生支援
課，障害のある学生への支援・配慮事例
[6] 合理的配慮実践事例データベース，国立特別支援教育
総合研究所，http://inclusive.nise.go.jp/，2016.10.閲覧
[7] 堺祐，徳永亜希雄，田中浩二(2015) 学校における合
理的配慮の観点と国際生活機能分類-児童版(ICF-CY)の
適合性に関する予備的検討
[8] 厚生労働省(2009)，ICF-CY 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

Fig. 2 Flowchart of Support Process and Description
Items stored in Database
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1.

（環境因子の肯定的側面）を含む実施した対応が記
述される．この要望と対応にシステムは，合理的配
慮の観点と国際生活機能分類児童版（以下，ICF-CY）
によりコード化した評価を付加する．これにより，
連携する機関間におけるサポートプロセスの記述
における標準化を支援する．なお，高等教育の対象
者である学生のサポートプロセスの記述に対して
国際生活機能分類（ICF）の児童版である ICF-CY を
用いたのは，初等・中等教育の対象者である児童・
生徒の支援情報を引継ぎ，継続した支援の検討を行
うためである．
また，システムでは，サポートプロセスにおける
関係者らを，要望の申請者である対象学生，対応者
である学内と学外支援機関の 3 領域に分類してい
る．そして，合理的配慮の検討と決定過程において，
要望と各機関の対応を主観的および客観的評価を
含む一連のサポートプロセスとして Web 上で視覚
化する．これにより，対象学生の要望に対する，学
内外の機関間の対応における随時の関係を明確化
する．なお，学内外機関の記述においては，機関名
のみならず，対応部署名が明記されており，機関内
各部署の情報共有も支援する．

はじめに

障害者差別解消法が施行され，高等教育において
は就労における合理的配慮が課題とされる[1][2]．
このため，対象学生への合理的配慮の検討と決定に
おいて，医療・福祉機関のみならず労働機関との密
接な連携が求められている[3]．機関を超えた連携，
すなわち，情報共有には合理的配慮の検討と決定を
含むサポートプロセスの標準化と機関間の関係の
明確化が重要である．
本稿では，高等教育に所属する障害学生への合理
的配慮を目的としたサポートプロセスの標準化と
明確化を支援する Web システムに関して報告する．

2.

システムの概要

Fig.1 に，システム・インターフェース画面にお
けるサポートプロセスの記入例を示す．システムに
おけるサポートプロセスの記述項目は個別の教育
支援計画に準拠している[4][5]．そして，合理的配
慮の検討と決定を評価と共に，各機関の個別の教育
支援計画のフォーマットにおいて出力可能である．
サポートプロセスの記述項目には合理的配慮の検
討情報として阻害因子（環境因子の否定的側面）
を含む学生自身の要望と，決定情報として促進因子

3.

システムにおける標準化
システムは，機関間の情報共有を目的に連
携する機関間でのサポートプロセスの記述
における標準化を支援する．
先ず，システムでは，対象学生からの願い
や希望を，所属する高等教育機関の教育理念
や方針に基づいて，合理的配慮に対する要望
として具体化する．この要望は，社会的障壁
によって学習や生活，そして，就労における
活動・参加が制約されるという困難経験から
生じる対象学生の主観的な視点である．しか
し，要望に対する対応の調整・変更の対象と
なる社会的障壁は，対象学生の主観的な視点
のみでは特定することは困難である．この社
会的障壁の特定には，対応する機関での合理
的配慮の検討が必要であり，連携する機関間
での情報共有が求められる．

Fig. 1 Support Process Sharing System
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そこで，システムは ICF-CY のコード化における
評価基準（-4～＋4）を用いて「活動・参加」での
実行状況を主観的な困り感とし，サポートプロセス
で記述可能な数値情報として保存する．
そして，「活動・参加」に対する環境の調整・変
更の対象となった社会的障壁を「環境因子」として
コード化する．この「環境因子」の調整・変更が，
対象学生の要望に対する機関の対応となる．この対
応には，ひとつの機関のみで行われるプロセスと共
に，機関間で連携し対応を行うプロセスが想定され
る．高等教育での就労における合理的配慮は，この
ように特に連携が必要とされるサポートプロセス
である．
さらに，対象学生の困り感が解消された一連のサ
ポートプロセスに対し実施された対応を要望に対
する事例として蓄積・共有可能である．すなわち，
調整・変更された「環境因子」の一群から，
「活動・
参加」の「阻害因子」を特定することが可能となる．
上述のように，要望と対応の記述に関連付けられ
た評価を，合理的配慮の観点と ICF-CY を用いてコ
ード化し，その評価を機関間で ICF-CY の評価基準
に則って共有することにより機関間におけるサポ
ートプロセスの記述を標準化することができる．

4.

セスとして Web 上で視覚化される．これにより，各
機関の対応をリアルタイムで共有でき，機関間の関
係を明確化する．
なお，記述内容は，規定された構造内において末
端ノードが編集可能な記述文法に則って蓄積され，
学生別，機関別の個別性の高いサポートプロセスの
記録が可能である[6]．

5.

おわりに

社会的自立に向けた高等教育における障害学生
への合理的配慮では，対象学生と学内の教職員のみ
ならず，学外の支援者らが密接に連携して就労への
移行を進めることが重要である．本学では，この一
連の流れを高等教育における最も重要なサポート
プロセスとした．このことから本稿では，高等教育
に所属する障害学生への合理的配慮を目的とした
サポートプロセスの標準化と明確化を支援する Web
システムに関して報告した．
高等教育における合理的配慮の具体的な検討は
始まったばかりである[3][7]~[9]．このため，現場で
の実践事例の蓄積が進むことにより，新規な合理的
配慮の内容が蓄積されることが予想される．その際，
システムは記述文法の範囲内において新規な記述
項目の追加や ICF-CY コアセットの編集が可能であ
り，将来においても個別化された多様な記述に対す
る情報共有を支援できると期待する．
ポスター発表では，システムの特徴的な機能の評
価として，各機関の関係性の理解度と記述における
容易性，および，サポートプロセスの情報共有にお
ける有用性を中心に述べる．

システムによる明確化

システムは，機関間の情報共有を目的に各機関の
対応を主観的および客観的評価を含む一連のサポ
ートプロセスとして Web 上で視覚化する．
Fig.2 に，システム・インターフェースにおける
サポートプロセスの視覚化画面を示す．視覚化画面
では，サポートプロセスにおける関係者らが，要望
の申請者である学生と対応者である学内，および，
学外支援機関の 3 領域に分類される．そして，要望
と各機関の実施した対応のメタ情報がフォルダに
表記される．このフォルダの連なりがサポートプロ

参考文献
[1] 内閣府（2013）障害を理由とする差別の解消の
推進に関する法律．
[2] 独立行政法人日本学生支援機構（2016）「2016
年度大学，短期大学及び高等専門学校における障
害のある学生の修学支援に関する実態調査」．
[3] 文部科学省（2016）障害のある学生の修学支援
に関する検討会（第 5 回）配布資料 1，重点検討
事項「障害者差別解消法を踏まえた「合理的配慮」
や「不当な差別的取扱い」に関する考え方の確認」
について．
[4] 永森正仁，森本康彦，植野真臣（2010）
「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 2010（50）
：13-17
[5] 各都道府県の公開する「個別の教育支援計画」
の様式例, 長岡技術科学大学医用福祉工学研究室，
http://melabq.nagaokaut.ac.jp/sprt_map.html，2016.10.
閲覧
[6] 永森正仁（2012）
，特別支援教育における協働を
支援する個別の教育支援計画作成共有 Web システ
ムの開発，若手研究（B）
，領域番号 22700806．
[7] 独立行政法人日本学生支援機構（2015）
，障害学
生支援課，障害のある学生への支援・配慮事例
[8] 合理的配慮実践事例データベース，国立特別支
援 教 育 総 合 研 究 所 ， http://inclusive.nise.go.jp/ ，
2016.10.閲覧
[9] 高橋知音，高橋美保（2015）発達障害のある大
学生への「合理的配慮」とは何か‐エビデンスに
基づいた配慮を実現するために‐．教育心理学年
報 54，227-235

Fig. 2 Visualization Screen of the Support Process
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車椅子の乗り心地に関する評価方法の検討
矢野

裕史*，三宅

仁*，塩野谷

明*

*長岡技術科学大学 医療福祉工学研究室

New Ride Comfort Evaluation for Wheelchair
Hirofumi YANO*, Hitoshi MIYAKE* and Akira SHIONOYA*
*,Nagaoka University of Technology. Medical and Welfare Engineering Laboratory

2.2.

はじめに

1.

実験方法

⑦各路面を走行する前に，室内において LF/HF

近年の高齢化社会や，2020 東京オリンピック・

を 5 分間測定して安静時の基準値とする

パラリンピックに向けて車椅子への注目が高まっ

⑧LF/HF の測定中は，呼吸を一定(4 秒に一度程

ている．今後の傾向として，「誰が乗っても快適で

度)に保つよう指示を行った

あること」や「移動の負担と路面の影響を低減でき

⑨各路面を走行後に，SD 法を用いて感性評価を

ること」を踏まえた究極の車椅子が求められる．究

行った

極の車椅子を実現するには，乗り心地の改善が必要

⑩路面の走行順は，平坦路・スロープ(下り)・ス

であり，その評価指標も求められる．車椅子の乗り

ロープ(上り)である

心地に関する研究は以前にも存在しており，評価指

⑪感性評価の項目は，「速さ・安心感・安定感・

標として感性評価を用いたもの[1]や加速度を用い

緊張感・総合的な乗り心地」を７段階で評価

たもの[2]があるが，感性評価と生理指標を組み合わ

また，感性評価には Fig.2 の用紙を使用した

せたものは少ない．本研究では，心拍変動の時系列
データから抽出した高周波成分(HF 成分-呼吸変
動)・低周波成分(LF 成分-血圧変動)と感性評価に着
目し，ストレス指標である LF/HF と感性評価の相
関から車椅子の乗り心地を評価する指標の検討を
目的とした．

2.

実

験

2.1.

実験条件

①実験で利用した車椅子は，施設・在宅で多く用

Fig.1 実験で利用した車椅子と想定状況

いられている標準的なものを利用した(Fig.1)
①車椅子を介助者が押す状況を想定した(Fig.1)
②被験者は健康な男性 10 名(平均 22.5±1.3 歳)
③介助者は同一(第一著者)である
④実験で想定する路面は平坦路(10m)とスロープ
(傾斜 4.5°-6.3m)の上り・下りである
⑤移送速度は 0.75m/s とし，走行テンポをメトロ
ノームで調整した
⑥被験者の LF/HF と三軸加速度を，myBeat・
RRIAnalyzer(共にユニオンツール社製)を用い

Fig.2 感性評価で利用した用紙

て計測した
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3.

結

り)が最低値となっている．理由として，車椅子に

果

乗車している被験者の姿勢が示唆される．Table.2

Fig.2 の用紙を用いた感性評価の平均を
Table.1 に示す．速さの項目については，スロー

より，スロープ(上り)の z 軸加速度が他の路面状況

プ(下り)が最高値でスロープ(上り)が最低値とな

より大きいことが分かる．ここから，被験者はスロ

った．残りの項目である，安心感・安定感・緊張

ープ(上り)を走行する際に水平方向に対しての仰角

感・総合的な乗り心地については，スロープ(下

が大きくなり，結果として他の路面状況より遅く感

り)が最高値で平坦路が最低値となった．各項目

じていると考える．全項目でスロープ(下り)が最高

に対して分散分析を行ったところ，安心感(p<0.05)，

値となった理由も，下り坂で前傾姿勢になることに

安定感(p<0.01)，緊張感(p<0.01)，総合的な乗り心

より不安感や緊張感が増し，総合的な乗り心地が悪

地(p<0.01)について，路面による有意な主効果が得

化したものと考える．ここから，被験者が感じる乗

られた．

り心地には，実測の速さよりも傾きや恐怖心が強く
影響していることが示唆される．

Table.2 に，myBeat を用いて計測した LF/HF と
三軸加速度の平均を示す． LF/HF の項目について

Table.2 に示す LF/HF の平均と LF/HF に対する

は，スロープ(下り)が最低値で安静時が最高値とな

分散分析により，路面状況による有意な主効果が得

った．三軸加速度について，x 軸・y 軸・z 軸の全

られ，LF/HF の値に差が生じたものと分かる．路

てでスロープ(上り)が最高値となった．一方で最低

面状況毎に LF/HF の値を見ると，LF/HF が低い路

値は x 軸・z 軸が安静時，y 軸がスロープ(下り)と

面状況順に「安静時→平坦路→スロープ(上り)→ス

なった．各項目に対して分散分析を行ったところ，

ロープ(下り)」となっている．この順番は Table.1

LF/HF(p<0.01)について，路面状況による有意な主

に示す感性評価における，安心感・安定感・緊張感・

効果が得られた．

総合的な乗り心地の項目と一致している．ここから，
感性評価の項目である安心感・安定感・緊張感・総
合的な乗り心地によって，LF/HF の状況をある程

Table.1 被験者から得た感性評価の結果

度判断できることが示唆される．加速度については，
被験者を束縛せずに実験を行ったために，標準偏差
が大きくなったと考える．
Table.2 myBeat から得た LF/HF と加速度

5.

まとめ
本研究は，ストレス指標である LF/HF と感性評

価の関係に着目し，車椅子の乗り心地を評価する手
法を検討した．その結果，路面状況は感性評価や
LF/HF に有意な主効果を持つことが分かった．また，

4.

考

被験者が感じる乗り心地には，速さよりも傾きや恐

察

Table.1 に示す感性評価の結果より，被験者が感

怖心が強く影響していると分かった．4.に示した考

じた総合的な乗り心地の良さは「平坦路→スロープ

察より，低コストの感性評価でも高コストの LF/HF

(上り)→スロープ(下り)」の路面状況順だと分かる．

の状況をある程度判断できることが示唆された．

感性評価の各項目についての分散分析からも，路面

6.

状況が感性評価の結果に有意な主効果を持つと分

[1] 澤田知之・小島洋一郎他：苫小牧工業高等専門

かっており，各項目の差は路面状況によるものであ

参考文献

学校紀要,39,81-85,2004-03-15

る．分散分析で主効果が得られなかった速さについ

[2] 岡村美好：土木学会舗装工学論文集,14 巻,10

て，感性評価においてこの項目のみ，スロープ(上

号,10 頁,2009

10

第 36 回日本生体医工学会甲信越支部大会 (Oct．2016）

多層硬軟感モデルと横滑りの関係
岡井

太志*，伊藤

*長岡技術科学大学

彰矩*，三宅

仁*

医用福祉工学研究室

Relationship of Lateral Deviation and Multilayer Softness Model
Taishi OKAI, Akinori ITO, Hitoshi MIYAKE
Nagaoka University of Technology. Medical and Welfare Engineering Laboratory

・２層を重ねて冷やしたゼリー

はじめに

1.

(以下，接触対象物１とする)

近年，医用ロボットの研究開発が盛んに行われ，

・別々に冷やして実験の直前で重ねたゼリー

多くの現場で活躍している．しかし，現在使用され

(以下，接触対象物２とする)

ている医用ロボットでは触覚情報の十分なフィー

・層の間にサラダ油を 1g 垂らしたゼリー

ドバックが出来ておらず，様々な場面で重要となる

(以下，接触対象物３とする)

触覚が欠落している．特に硬度は，触診や術中のし

これらは作成して 1 日以内に実験に使用した．

こりの発見などに活用でき，硬度の異なる多層的な
構造物の再現が求められており[1]，様々な方法で硬
軟感の呈示の検討が進められている[2][3]．先行研
究では，多層硬軟感の評価において硬度の異なる 2
層ゼリーを用いており，上層と下層のゼリーを固定
しておらず，上層と下層は接着することで滑りはな

Fig.1 Sample photos

いと考えて行っていた[4][5]．しかし，多層構造物
の層と層の滑りと硬軟感の関係性についての研究

2.2.

実験方法

は行われていない．また，ゼリーを作成する工程に

被験者は，健常成人 5 名（男性 5 名，平均 23±1

よって上層と下層の硬軟感に影響があるのではな

歳）とした．実験装置は厚さ 1.15mm のポリプロピ

いかと考えた．そこで，本研究では層と層の滑りに

レンの台座の上に接触対象物を乗せ，視覚を遮断す

着目し硬度の違う二層の物体の層と層を滑らせる

るため図 2 に示すブラックボックスを用いて実施

ことで，指で押した時に上層の水平方向への変位が

した．被験者に対して電子天秤の上に左右 2 種類の

大きくなり，接触面と垂直方向の変位が増加するこ

接触対象物を呈示し，指定した押下力を電子天秤の

とで上層が軟らかく感じると考え，また，ゼリーの

値を見ることでそれぞれ押し込ませ，アンケートを

作成工程よる変化を調べるため，心理工学的アプロ

用いてに評価させた．常に左の接触対象物を基準指

ーチよりその関係を求めた．

標とし，右の接触対象物を評価させた．基準指標と

2.

方

2.1.

接触対象物

なる接触対象物は接触対象物１とした．今回の実験

法

で使用する接触対象物は全て２層の多層構造物で
あることを伝えた．評価項目は先行研究[4][5]より

本実験では，先行研究で使用されていた 2 層の異

「多層感」「硬軟感」「弾性感」「包容感」「押し込

なるゼラチン濃度のゼリーを用いた．ゼリーのゼラ

み感」の５つとした．また，それぞれの評価項目は

チンの濃度を上層 3.75％下層 15％とし，厚さはど

0 を含む±4 段階とし，図 3 に示すアンケートを実

ちらの層も 5mm とした．今回は，以下の 3 種類の接

際に用いた．接触させる指は，利き手の人差し指の

触対象物を作成した．

第一関節までとし，接触対象物 200gf の押下力で接
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触させた．なお，触る順序による影響を避けるため，
接触対象物の順序はランダムとした．

3.

結

果

実験から得られた被験者 5 人のアンケート結果
の平均を図 4 に示す．まず，接触対象物１について
Fig.2Black box

は、５つの質問項目全てにおいて平均値が+0.2～＋
0.6 となり，接触対象物２も全ての質問項目で 0～
+0.4 となった．そのため，接触対象物１と対象物
２は基準指標との違いがほとんど現れなかった．逆
に，接触対象物３は，質問項目全てにおいて＋2～
＋2.6 と接触対象物１と接触対象物２と比べて，よ
り正の方向に回答する被験者がほとんどであった．
そして，アンケートの各項目に対して分散分析を行
ったところ，多層感(p<0.05)，硬軟感(p<0.01)，弾
性感(p<0.01)，包容感(p<0.01)，押し込み感(p<0.01)
となり，接触対象物による有意な主効果が得られた．

4.

Fig.3 Questionnaire contents

考察
結果より，接触対象物１と接触対象物２はアンケ

ートの回答に大きな差が現れなかったことから，ゼ
リーの作成工程による影響がないことを確認する
ことができた．また，接触対象物１と接触対象物２
は上層と下層を接着させることで横滑りはしてい
ないと考えられる．接触対象物３は基準指標と比べ
て，上層と下層を滑らした方が，軟らかく感じるこ
とが確認できた．また，被験者に実験後に質問した
ところ，上層だけが軟らかく感じたとの意見が多か

Fig.4 Average of results

った．このことから，上層と下層を滑らすことは下

6.

層への影響はあまりなく，上層への影響が大きいこ

[1] 武中篤：日本内分泌・甲状腺外科学会雑誌，31(2),

とが考えられる．

5.

参考文献

83-86, 2014.

まとめ

[2]池田義明他：日本バーチャルリアリティ学会論文

本研究では，多層硬軟感モデルと横滑りの関係に

誌，Vol.9, No.2, 187-194, 2004

ついて検討した．その結果，ゼリーの作成工程によ

[3]近井学他：生体医工学，51(2), 112-118, 2013.

る影響がないことを確認することができた．また，

[4]山岸隼他：日本機械学会［No.157-1］北陸信越支

多層構造物の上層と下層を滑らすことで，より軟ら

部 第 52 期総会・講演会 講演論文集，2015

かく感じることが確認できた．今後は，上層と下層

[5]伊藤彰矩：日本機械学会 [No.16-1] 2016 年度年次

の潤滑材の粘性を変化させ，指で押した時に上層の

大会・論文集 J1640203，2016

水平方向への変位が大きくなり，接触面と垂直方向
の変位が増加することで上層が軟らかく感じると
いう仮説を検証する予定である．
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画像会話における画像評価
古山

怜奈*，石塚

*長岡技術科学大学

健太*，三宅

仁*

医用福祉工学研究室

Image evaluation in the image conversation
Reina FURUYAMA，Kenta ISHIZUKA，Hitoshi MIYAKE
Nagaoka University of Technology．Medical Engineering and Life Support Laboratory.

び」，「わくわく」，「うきうき」，「らんらん」，「の

はじめに

1.

りのり」
，ディストレスに関連するオノマトペを「く

厚生労働省の調査によると，12 歳以上の者（入

たくた」，「へとへと」，「いらいら」，「びくびく」，

院者は除く．）のうち，約半数が日常生活での悩み

「とぼとぼ」として，10 項目を用意した．この 10

やストレスを感じていると回答している[1]．Hans

項目は先行研究で使用しているものである．

Selye が提唱したストレス学説によると，ストレス

2.2.

について，それを惹起するストレッサーの種類や程

顔画像

目，眉毛，鼻，口から構成される線画による表情

度の差および受け手の生体反応の差により，心身が
快状態になるユーストレスと，心身が不快状態にな

を作成した．図 1 に示すように，眉毛の 3 条件，口

るディストレスに分類できることが明らかになっ

の 3 条件を組み合わせた計 9 種類の顔を本研究では
用いた．

ている[2]．先行研究では，近年 LINE 株式会社によ
るメッセージングアプリサービス LINE がダウンロ
ード数 10 億を超えて急速に普及し，LINE での会話
のなかに顔文字，絵文字を意味するエモティコンや
LINE スタンプ，画像を用いたコミュニケーション
が多く行われていることに着目し[3]，ストレス軽減
のためのストレス評価システムとして，画像を用い
たコミュニケーションである画像会話を利用して
ユーストレスとディストレスを評価し，個人のスト
レス軽減につながる行動を提示するシステムの評
価を行っていた[4]．10 種類のオノマトペをそれぞ
れ画像化し，システムに導入したが，作成した画像
がオノマトペと合致しているのかという問題が発
生した．そこで本研究では，画像会話による誤解を
なくし，画像会話を取り入れたストレス評価システ
ムの改善を目的とし，画像会話で発生し得る感情伝

図1

達の相違が起こらない画像はどのようなものかを

本研究で用いた 9 種類の顔画像

検討する．
2.3.

2.

方

2.1.

指標となるオノマトペ

実験方法

図 1 の顔画像が 10 項目のオノマトペに一致して

法

いるかどうか，5 段階評価アンケート（5：よく当
てはまる，4：少し当てはまる，3：どちらでもない，

ユーストレスに関連するオノマトペを「のびの

2：少し当てはまらない，1：まったく当てはまらな

13

い）を SD 法によって行った．被験者は，21～24 歳

合は一致しなかった．また，いらいらのオノマトペ

の男性 8 人である．

には，眉が上向きで口が変化なしまたは下向きの場
合一致したが，口が上向きの場合一致しなかった．

3.

結

今回の実験では，10 項目のオノマトペに対して 9

果

種類の顔画像を使用し，10 項目のオノマトペにそ

結果を集計し，平均値を出した（表 1）．平均値

れぞれ異なる顔画像を一致させることができなか

が高いほどオノマトペと顔画像の一致度は高く，平

ったが，ユーストレスのオノマトペには，顔画像 4

均値が低いほど一致度は低い．

もしくは 5 を，くたくた，とぼとぼ，びくびく，へ
表1
画像番号

とへとには，顔画像 9 を，いらいらには顔画像 2 も

平均値

しくは 8 の合計 3 種類をシステムに使用するという
1

2

わくわく

1.25

1.75 1.125

のびのび

1.25 1.375

うきうき

1.25 1.375 1.125

1.5 1.125 1.125

1

のりのり

1.25

1.25

3.5

4.25

1.5 1.125

1

らんらん

1.25

1.25 1.125 3.875

3.25

1.5

1

1

1

くたくた

1.25

4.25 1.375 1.125

3.75

3.5

1.75

4.5

いらいら

1.25 4.125 1.625 1.125

2 1.375

3

4.5

2.5

本研究では，画像会話を取り入れたストレス評価

とぼとぼ

1.25

3.25 2.625

1.5

4.25

びくびく

1.25 1.125

システムの改善を目的とし，9 種類の顔画像が 10

へとへと

1.25

オノマトペ

3

1.5
1.25
1.25

4

1.25
1

5

6

7

4.25 4.375 1.125
4.25 2.375 2.375
4.25 3.875

3.5 1.125
2.75

1.25

1 1.125 1.875

3.5

8

9

1 1.125

ことも可能ではないかと考える（無感情の顔画像と
1

して顔画像 1 を適用することもできると考える．）．

1.25 1.375 1.125

2.25

1.25

1.75 4.125

1 1.375 2.875 2.875 1.125

まとめ

5.

項目のオノマトペにそれぞれどの程度一致してい

4.5

るか 5 段階評価アンケートを SD 法によって行った．
表 2 で，平均値が 3.0 以上 3.9 以下になった項目に

結果，ユーストレスとディストレスを二分した場合

「△」，4.0 以上 5.0 以下になった項目に「○」を付

の顔のパーツの傾向が分かり 10 項目のオノマトペ

けた．表 2 から，ユーストレスのオノマトペには，

を 3 種類の顔画像で分類することができた．今後は，

顔画像 4，5 が一致した．また，くたくた，とぼと

システムに使用する顔画像を 3 種類もしくは 4 種類

ぼ，びくびく，へとへとには顔画像 9 が多く一致し

にすることを視野に入れ，どのように分類するか検

た．いらいらには，顔画像 2，（7，）8 が一致した．

討する．

表2
画像番号

4

5

わくわく

○

○

のびのび

○

うきうき

○

△

のりのり

△

○

△

△

オノマトペ

1

一致度の高い項目
2

3

らんらん
くたくた
いらいら
とぼとぼ

7

8

[1]厚生労働省：平成 25 年

9

国民生活基礎調査

竹宮隆訳：現代社会とストレス，法政大学出版局，
1998.(Selye
△

△

△

○

△
△

H:The

Stress

of

Life(revised

○

edition),McGraw-Hill Company Inc,New York,1976.)

○
○

[3] LINE：LINE サービス公開 3 周年，LINE および

○
△
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[2] Selye 著，杉靖三郎，田多井吉乃介，藤井尚治，

○

びくびく
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6

6.

○

LINE ファミリーアプリの世界累計ダウンロード数
は 10 億件を突破， 2014,6,24．
[4] 石塚

4.

考察

三宅

本研究の結果から，ユーストレスに関連するオノ

健太，青山

慎，伊藤

彰矩，山岸

隼，

仁：画像会話を取り入れたストレス評価シス

テムのための基礎研究，日本機械学会［No.167-1］

マトペには，口が上向きの顔画像が一致することが

北陸信越支部第 53 期総会・講演会

分かった．しかし，口が上向きでも眉が下向きの場

1011，2016．
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食道部食品流動特性解析に用いる超音波動画像処理法に関する検討
鈴木 裕*，大木 英俊*，谷本 守正*，荒川 元喜*，阪田 治**，森澤 正之
*山梨大学，**東京理科大学

Basic Study on Processing Method of Ultrasound Video for Evaluating for the Flow Rheological
Characterization in Pharyngoesophageal Segment
Yutaka SUZUKI*, Hidetoshi OKI*, Morimasa TANIMOTO*, Motoki ARAKAWA*, Osamu SAKATA**, Masayuki MORISAWA*
* University of Yamanashi, Tokyo University of Science **.

1.

はじめに

3.

日本はすでに超高齢社会に突入している。その時

オプティカルフロー

代背景からか，肺炎が日本人の死因の第３位[1]であ

撮影した超音波動画像から食道内食品流動特性

り，その多くが高齢者である．そして，その半数以

を推定するため，本研究ではオプティカルフロー処

上が誤嚥に起因する誤嚥性肺炎と言われている。今

理について検討を行った。

日，嚥下機能の低下度に対し，どの程度の粘性であ

オプティカルフローのアルゴリズムとして，

れば誤嚥の危険度が低下するかという指標を求め

Lucas-Kanade 法[2]などがあるが，精度が他の手法

る声が挙がるものの，共通基準となりうるものは未

と比較して高いことから Farneback 法[3]を適用した。

だ存在しない。しかし現在，スクリーニング検査と

以下に Farneback 法のアルゴリズムを示す。
𝐱をフロー推定する画素の座標とすると，その近

しては，改訂水飲みテスト等主観的な評価が行一般
的に行われており，客観性に欠ける。一方，客観的

傍領域は式(1)のモデルで表される。

な手法として，X 線と造影剤を用いた VF 検査

(𝐱) ≈ 𝐱 T 𝐀𝐱 + 𝐛T 𝐱 + c

（swallowing videofluorography）や内視鏡検査であ

式(1)第 1 項は信号の 2 次成分を表す。

(1)

px + qy
p q x
𝐱 T 𝐀𝐱 = (x y) (q r ) ( ) = (x y) (
)
y
qx + ry

る VE 検査（swallowing videoendoscopy）が行われ
ているが，侵襲的であり，スクリーニング検査とし

= x(px + qy) + y(qx + ry)

ては望ましくない。
そこで我々は非侵襲に嚥下機能を評価する方法

= px 2 + 2qxy + ry 2

として，咽頭部超音波断層動画像を用いることを提

また第 2 項は信号の 1 次成分を表す．

x
𝐛T 𝐱 = (s t) ( ) = sx + ty
y

案する。本研究では，食品の生体内流動特性をオプ
ティカルフローにより推定することを検討した結

第 3 項は信号の直流成分を表す．c，p，q，r，s，

果について報告する。

2.

t は𝐱の近傍領域の Normalized Convolution[4]によっ

記録方法

て得られる。求めたい画素の変位ベクトルを𝐝とす

咽頭部超音波動画像の記録に使用した機器は日

ると，式(1)から

立 HI VISION Preirus，撮影画像は B モードとした。
プローブは被験者の甲状軟骨を避け食道の嚥下方

f1 (𝐱) = 𝐱 T 𝐀1 𝐱 + 𝐛1T 𝐱 + c1

向に平行する断面が観察される位置に固定した。被

f2 (𝐱) = f1 (𝐱 − 𝐝)
= (𝐱 − 𝐝)T A1 (𝐱 − 𝐝) + 𝐛1T (𝐱 − 𝐝) + c1

験者は仰臥位，ただし上体を水平に対し 30°起こ

= 𝐱 T 𝐀 2𝐱 + 𝐛T2 𝐱 + c2

した状態で記録を行った。被験者は，キッセイ・の

となる前後 2 フレームの𝐱近傍領域が定義できる。

みや水（ほんのりレモン味）を命令嚥下した。

ただし，
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𝐀 2 = 𝐀1

(2)

ため，食道内食品流動特性をオプティカルフローに

𝐛2 = 𝐛1 − 2𝐀1 𝐝

(3)

より定量評価する方法について検討を行った。

c2 = 𝐝T 𝐀1 𝐝 − 𝐛1T 𝐝 + c1

(4)

Farneback によるアルゴリズムは動画像中のピクセ

(3)から

ルの移動量や方向を示すが，概ね食塊の動きを捉え

2𝐀1 𝐝 = −(𝐛2 − 𝐛1 )
𝐝=

1

− 𝐀−1
(𝐛2
2 1

− 𝐛1 )

(5)

ることができた。しかし，人体組織と食塊いずれの

(6)

移動を示しているのかを明確に区別することはで

式(2)が成立するのはあくまで理想的なものであ

きなかった。

るため，実際の画像においては次に定義するA(𝐱)

今後は人体組織と食塊の判別を正確に行えるよ

を用いて概算する。
𝐀(𝐱) =

う処理方法を改良し，食道と食塊の移動速度やその

𝐀 1 (𝐱)+𝐀 2 (𝐱)

分布等を解析することで，食道内食品流動特性につ

(7)

2

いて定量的な指標の確立を目指していく。

ここで，
1

∆𝐛(𝐱) = − (𝐛2 (𝐱) − 𝐛1 (𝐱))

(8)

2

を導入すると，式(5)および式(7)から，

Esophageal wall

(9)

𝐀(𝐱)𝐝(𝐱) = ∆𝐛(𝐱)

各点について式(9)を解くことも可能であるが煩
雑になるため，𝐱の近傍𝐈において式(9)を満たす

Cranial

𝐝(𝐱)を考える．𝐱の近傍点∆𝐱の重み関数w(∆𝐱)を
定義すると，
∑∆𝐱∈𝐈 w(∆𝐱)‖𝐀(𝐱 + ∆𝐱)𝐝(𝐱) − ∆𝐛(𝐱 + ∆𝐱)‖2 (10)
を最小化することで𝐝(𝐱)を得ることができる。
𝐝(𝐱) = (∑ w𝐀T 𝐀)−1 ∑ w𝐀T ∆𝐛

4.

(11)

Bolus

結果と考察

x 近傍領域サイズを 5*5pixel とし，咽頭部超

Dorsal

音波動画像についてオプティカルフローによる
推定を行った結果を Fig.1 に示す。図中の矢印は

Fig.1 Ultrasound video with optical flow.

オプティカルフローによって推定された画像中

6.

の輝度の移動量| 𝐝(𝐱)|と方向を示す。

[1] 厚生労働省，平成 26 年 人口動態統計月報
年計（概数）の概況，(2016)，pp.36-37．
[2] Lucas B．， Kanade T．
， An Iterative Image
Registration Technique with Applications to
Stereo Vision, Proc． Darpa IU Workshop，
(1981) pp.121-130．
[3] Gunnar F．， Two-Frame Motion Estimation
Based on Polynomial Expansion ， 13th
Scandinavian Conference ， SCIA 2003
Halmstad，(2003)，pp.363-370．
[4] Gunnar F ．， Polynomial expansion for
orientation and motion estimation，Linköping
University Electronic Press, (2002) , p.181

観察された食塊は，左から右に向かって押し出
されるように流れていたが，オプティカルフロー
がこれを捉えていることがわかる。また，食塊近
傍の食道壁は上下方向に運動している様子も概
ね捉えている。しかし動画像を観察した際は，食
塊と食道それぞれの動きを明確に異なるものと
して識別できるが，オプティカルフローではその
情報を見分けることは困難であった。

5.

参考文献

まとめ
嚥下機能低下度に対し，どの程度の粘性であれば

誤嚥の危険度が低下するかという指標を確立する
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3.8MHz タイプの共振型質量センサの感度特性
清水 博之，山口 昌樹
信州大学

Sensitivity of the 3.8 MHz type Power Supply Line-free Mass Sensor
Hiroyuki Shimizu and Masaki Yamaguchi
Shinshu University

1.

の厚さを 0.1 mm，半径方向曲げ振動 1 次モードに

はじめに

おける共振周波数は，周囲環境が空気の場合 3.86

溶液中のナノグラム以下の微量質量の検出には，
カンチレバーセンサが考案されている。しかし，給

MHz，水中の場合 2.02 MHz となる振動体が設計で

電線による振動の減衰により感度低下を招くとい

きた (表 1)。

う問題があった。そこで，筆者らは振動体が独立し

3.

共振周波数測定装置による測定範囲の決定
スペクトラムアナライザによる共振周波数の測

た給電線が不要な共振型質量センサを提案し，今ま

定において，測定分解能に依存して生じる振幅のバ

でに共振周波数 145 kHz の質量センサを試作し，

ラつきを評価したところ，1 kHz，3 kHz，10 kHz の

その基本特性を報告してきた。

3 条件において CV は 0.01348 %， 0.0271 %，

本研究では，感度を 100 pg/Hz 以上へ向上するこ

0.0088 % となった。よって，測定範囲を 10 kHz

とを目的として，3.8 MHz タイプの共振型質量セン
サを試作し，その感度特性について報告する。

Spectrum analyzer

2.

共振型質量センサ

Laser Doppler vibrometer
Piezoelectric
element

Housing

2.1 原理
Resonator
Housing

共振型質量センサは，圧電素子，振動体，交流電
源，レーザドップラ振動計，スペクトラムアナライ

Sponge

ザから構成されている (図 1)。

Resonator

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 stage

圧電素子を適当な周波数で振動させると，振動体

Piezoelectric element

(a) Schematic of resonant
frequency measuring system.

は自己共振周波数で振動する。圧電素子に設けたハ
ウジングに振動体を設置し，自己組織化単分子膜

(b) Enlarged view

Fig.1 Principle diagram of a line-free mass sensor.

(SAM) で振動体表面に抗体を固定した。被測定物

Measuring area
0.25 mm

質を含む溶液を滴下することで抗原抗体反応させ，
抗原抗体反応前後の共振周波数の変化量をレーザ

0.1 mm

ドップラ振動計で測定することで質量を測定でき
る。
4 mm

2.2 振動体

0.5 mm

Fig.2 Designed resonator by finite element method.

振動体の設計は，有限要素法を用いた固有値解析
(COMSOL Multiphysics, JAPAN) で行った。振動体は

Table1 Calculated results of resonant frequency of the

ねじり振動が少なく，目標位置 (測定領域) の面積

resonator.

を確保できる形状として円板状を考案し，低次モー

Frequency
Mode of
in the
Vibration atmosphere
(MHz)
1
3.86

ドで高い共振周波数を持ち測定領域を 0.1 mm2 以
上で全長 4 mm になるように設計を行った (図 2)。
その結果，測定領域の面積を 0.2 mm2，測定領域
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Frequency
in the
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(MHz)
2.02
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とすれば，バラつきを 161 Hz 以内に抑えられるこ

1.826

4.

結

Frequency,𝑓𝑓 (MHz)

とが判った (図 3)。
果

4.1 液中における共振周波数の測定
試作した振動体の液中における共振周波数を測
定した結果，曲げ振動 1 次モードで 1.82 MHz (図

1.825
1.824
1.823
1.822

1
3
Frequency range (kHz)

4) の共振周波数であり，最大振幅 80 nm で共振す

10

ることが確認された。

Fig.3 Measured results of frequency range u network

4.2 コルチゾール の質量計測

analyzer.

90

90

圧電素子に設けたハウジングに振動体を設置し，
Amplitude, 𝑥𝑥 (nm)

60
30

60

研 究 所 ) を 介 し て 抗 コ ル チ ゾ ー ル 抗 体 (10RC145A ，コスモ・バイオ (株)) を固相化した (図 5

0
-30

30

(A))。そこに 3 種類の濃度別の Cortisol-BSA 溶液
(濃度 2，10，20 μg/mL) を滴下して抗原抗体反応さ

Phase, ,θ (°)

5-Carboxy-1-pentanethiol (SAM，C387, (株) 同仁化学

-60

せた (図 5 (B))。その後，洗浄液で未反応の Cortisol-

0
1.79

BSA 溶液を取り除き (図 5 (C))いた。緩衝液を加え，

1.8

1.82
1.83
Frequency, 𝑓𝑓 (MHz)

レーザドップラ振動計で抗原抗体反応前の共振周
波数の変化を測定した(図 5 (D))。

-90
1.84

1.81

Fig.4 Resonant frequency characteristics of the

共振周波数の変化量は，2 μg/mL (40 ng)，10 μg/mL

fabricated line-free mass sensor.

(200 ng)，20 μg/mL ( 400ng) 滴下 で それぞれ 1,666，
9,364，14,430 Hz の減少が確認された (図 6)。直線

(A)

近似して共振型質量センサの検量線を求めたとこ

(D)

(C)

(B)
Housing

Resonator

ろ，決定係数 𝑅𝑅2 が 0.96 となり良好な感度を示し

た。このとき，単位周波数の感度は 26.1 pg/Hz で
あることが示された。
5.

：SAM

：Anti Cortisol

：Cortisol BSA

Fig.5 Experimental procedure of antigen-antibody

まとめ

reaction of the fabricated line-free mass sensor.

感度向上のために共振周波数を 3.8MHz に増大
した質量センサを試作したところ，溶液中において

n=3

18

Frequency shift , ∆𝑓𝑓 (kHz)

曲げ振動 1 次モードで 2.02 MHz で共振すること
を確認した。この質量センサにおいて，抗原抗体反

12

応を用いてコルチゾールの感度を評価したところ，
単位周波数当たり 26.1 pg/Hz が示され，目標とし

6

ていた感度 100 pg/Hz を上回ることができた。
参考文献
1) Masaki Yamaguchi, and Yuta Kimura: Proposal for a

0
0

Power Supply Line-free Mass Sensor for Measuring

100
200
300
Frequency shift, ∆𝑚𝑚 (pg)

400

Fig.6 Relationship between dropping cortisol BSA and

Total Protein in Human Saliva, Sensor Letters, 12

frequency shift.

(2014) 1186-1189
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空気圧ソフトアクチュエータを用いた伸長型 3 自由度湾曲モデルの研究
―大腸内視鏡検査のためのアシスト内視鏡システムの開発―
木村 祐太*，西川 敦**
*信州大学大学院理工学系研究科機械・ロボット学専攻，**信州大学繊維学部

Study of the extension type 3-degrees-of-freedom bending model
- Development of the assist endoscope system for colonoscopy Yuta Kimura*，Atsushi Nishikawa**
*Graduate School of Science and Technology, Shinshu University，**Faculty of Textile Science and Technology, Shinshu University

1.

はじめに
近年，世界的に大腸癌の患者数は増加傾向にある．

国内においても，大腸癌の患者数は胃癌に次いで 2
位であり，大腸癌検診の重要性が増している．
ところが，チューブ式大腸内視鏡の操作は左手で
図 1 アシスト内視鏡システムの概要図

先端の動作部の湾曲を操作し，右手で内視鏡の推進
を行う．そのため，操作が難しく，腸壁に圧迫や穴

3.

があく危険性がある．つまり，病変の検出率や患者
への負担は医師の練度に依存している．

伸長型 3 自由度湾曲モデル
伸長型 3 自由度湾曲モデルのマニュピレータに

この現状から，オリンパス（株）のカプセル内視

は，以前に我々が提案した繊維強化型円筒ラバーア

鏡などが研究されているが，これらの内視鏡は観察

クチュエータ（Fiber-reinforced Cylindrical Rubber

専用であり，治療・組織検査はできない．また，腸

Actuator ; 以下，FCRA）を採用した[1]．FCRA とモ

内に停留し排出が不可能に陥る可能性がある．

デルの概略図を図 2 に示す． FCRA は，内圧によ

そこで本稿では，チューブ式大腸内視鏡の機構を

り拡張する膨張体とそれを包み込む被覆体から構

とりながら，コントローラによる操作で自在な動作

成される．膨張体の内圧が上がると被覆体が半径方

を可能とし，動作部に低侵襲な検査が可能な空気圧

向に膨張を抑制し，その分，軸方向に伸張する力を

ソフトアクチュエータを使用したアシスト内視鏡

増大させる特徴を持つ．

システムを提案する．

このアクチュエータを俵状に 3 本組み合わせ，一
体化したものが伸長型 3 自由度湾曲モデルである．

2.

アシスト内視鏡システム
アシスト内視鏡システムの概略図を図 1 に示す．

動作部には，低侵襲な伸長型 3 自由度湾曲モデルを
使用した．このモデルは摺動部を持たず，自在な湾
曲運動が可能である．また，安価なため使い捨てが
可能であり感染防止に繋がると考える．
操作部には単純な操作が可能なジョイスティッ
クを使用した．この機構により，内視鏡操作技術の
図 2 FCRA と伸長型 3 自由度湾曲モデルの概要図

習得期間の短縮等が期待される．
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主な記号
半径方向のヤング率
軸方向の断面積
半径方向の断面積
軸方向のポワソン比
x 軸の湾曲角度
y 軸の湾曲角度
z 軸方向の変位

E:
A 0:
Az:
vT:
θ x:
θ y:
θz:

ジョイスティックによる応答

5.2.
F:
Pi:
tf:
r0:
K:
lc:

図 3(右)にジョイスティックによる入力とモデル

軸方向の発生力
FCRA の内圧
FCRA の肉厚
FCRA の内半径
半径方向の剛性
湾曲半径

の応答の関係を示す． 圧力を印加する入力では
1.3[s]後に，減圧する入力では 1[s]後にモデルが連動
した．圧力の応答遅れによる影響が確認できるが，
良好な応答を得られていることが確認できる．

伸長型 3 自由度湾曲モデルのモデル化

4.

伸長型 3 自由度湾曲モデルを一体化した FCRA と
して薄肉円筒の手法を行う．FCRA は弾性変形し，
厚さは変化しない．そして．一定の曲率で湾曲し，

図 3 (左) 圧力による湾曲角度 (右) 応答速度

横断面形状は変化しないと仮定する．この仮定に基
づいて，FCRA の内圧の変化による発生力と半径変

本研究は，大腸内視鏡検査のためのアシスト内視

向の剛性が求められ，バネとして次式で表される．
F

2 Et f (3 Az )
r0 (2  vT )
2

r  Kr

まとめ

6.

化量の関係，軸方向の発生力から，FCRA の半径方

鏡システムの実用化を目指した開発を行った．この

(1)

システムの有用性を大腸トレーニングモデルによ
り検証した．図 4 に示すように大腸トレーニングモ

各 FCRA の位置関係から，FCRA の半径方向の剛

デルを目標角 θ（0，30，60，90[deg] ）まで曲げ，

性を用いて，モデルの剛性を導く．FCRA の復元力

潤滑液を流した環境で，通過の可否を検証した．本

を用いて，ある方向の変位を求めると，すべての方

システムは，0，30，60[deg]の通過に成功した．し

向でモデルの半径方向の剛性は等しくなる．

かし，90[deg]の目標角では先端に取り付けたカメラ

内圧の変化によってモデルの中心に作用する発

が干渉し，通過できなかった．そこで，カメラの小

生力を求め，回転半径を考慮したトルクを求める．

型化により，この問題解決と画像処理の導入による

そして，各 FCRA の内圧と発生トルク/力の関係を

内視鏡操作の簡潔化に取り組んでいる．

表す行列の逆行列が存在する場合に任意の圧力が
存在し，3 自由度駆動が可能となり次式が求まる．
2 A0


(  P2  P3 )


3
Kl


c
  x 


  2 A0
( 2P1  P2  P3 ) 
  y   
    3Kl c

 z   2( Az  A0 )

(

P


P


P
)
1
2
3 

3
K



5.

実験結果と考察

5.1.

伸長型 3 自由度湾曲モデルの特性

(2)
図 4 大腸トレーニングモデルによる検証

謝辞
本研究は御器谷科学技術財団研究開発助成の支援
を受けて実施しています．

図 3(左) に圧力と湾曲角度の関係を示す．●印は

参考文献

0 [MPa]から 0.35 [MPa]まで 0.05 [MPa]ずつ加圧した

[1] 木村祐太，西川敦，空気圧ソフトアクチュエー

結果を示す．実線は式(2)による計算結果である．

タを用いた伸長型 3 自由度湾曲モデルの研究 : 繊

モデルの特性は，ヒステリスもほとんどなく，式
(2)とよく一致している．しかし，低圧力域ではゴム

維強化型円筒ラバーアクチュエータの理論式の構

固有の不感帯が生じ，両者に差が見られる．

築と静特性の評価，ROBOMECH2015，1P1-T01
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生体への FBG センサ装着条件が信号に与える影響
小林 宥華*，大城 浩輝**，坂口 明男**，児山 祥平***，石澤 広明***
*信州大学大学院総合理工学研究科，**信州大学繊維学部，***信州大学国際ファイバー工学研究所

Title in English
Yuka Kobayashi*, Hiroki Oshiro**, Akio Sakaguchi**, Shouhei Koyama***, Hiroaki Ishizawa***
*Graduate School of Science and Technology, Shinshu Univ. **Shinshu Univ. ***Institute of Fiber Engineering,
ICCER, Shinshu Univ.

1.

はじめに

3.

現在，超高齢社会が到来している日本では医療従

方法

3.1 カバリング方法

事者不足や医療費の高騰が問題となり，医療の効率

FBG センサのカバリングには 14tex の絹糸を 2 本

化が求められている．そこで有効なのが，血圧や脈

引き揃えたものを，組紐器（コクブンリミテッド

拍数などのバイタルサインの常時測定である[1]．本

社：16 キャリアブレーダー 101-c）にて行った．丸

研究では，生体に貼るだけで脈波の取得が可能な

八打ちにて FBG センサが組紐のコアになるよう導

FBG センサを用いた実験を行っている[2]．FBG セ

入した．絹糸はフィラメントのため毛羽が少ない，

ンサは光ファイバ型の歪センサであり，先行研究に

保湿性が高く静電作用が起こりにくい，柔らかいな

おいて脈拍数，呼吸数，血圧計測の妥当性が示され

どの特徴があり，計測に及ぼす影響が少ないと想定

ている．

した．カバリングを施した FBG センサをカバード

本報告では，FBG センサの生体への装着方法に

FBG センサと呼称する．

関する 2 つの検討を行った．①布に導入することを

3.2 実験方法

目的としてカバリングを施した FBG センサを用い

被験者は 20 代男性 1 名，測定姿勢は仰臥位，測

て脈波測定を行い，通常の FBG センサとの信号の

定部位は右手首の橈骨動脈上とし，以下の 2 種類の

違いを確認した．②これまで生体への FBG センサ

実験を行った．

固定は，医療用テープを用いていた．そこで，より

①カバード FBG センサ実験

生体計測に適した固定圧力の検討のため小型マン

カバード FBG センサを医療用テープで橈骨動脈

シェットを用いてセンサ固定部を段階的に加圧し，

上に固定し，脈波測定を行った．

信号がどのように変化するか確認した．

②加圧実験

2.

通常の FBG センサを医療用テープで橈骨動脈上

Fiber Bragg Grating (FBG) センサ

に固定した状態を 0 とした．その上から小型マンシ

FBG センサは，コアの一部に回折格子が形成さ

ェットを巻き，マンシェットの血圧計測メータを用

れた光ファイバである．広帯域の波長をもつ光がコ

いて，0，20 mmHg，40 mmHg の圧力にて脈波測定

アに導かれると，特定の波長を持つ光のみが反射さ

を行った．0，20mmHg，40mmHg の１回 10 秒ずつ

れる．その波長をブラッグ波長といい，式(1)で表さ

の測定を 1 セットとしてマンシェットを少しずつ

れる．

ずらしながら 4 セット行った．

λB=2 neff. Λ・・・(1)
λB [nm]はブラッグ波長，neff. はコアの有効屈折率，

測定した脈波は通過帯域 0.5~5 Hz のバンドパス
フィルタを用いてノイズ除去を行った．そのピーク

Λ [nm]はグレーティング間隔を表す．センサ部に圧

から次のピークまでを 1 パルスとして，1 パルス毎

力が加わるとグレーティング周期が変化し，それに

に切り出した．さらに，縦軸の波長変位は最初の点

伴ってブラッグ波長も変化する．その波長変位から

を 1，最小値を 0 とする規格化を行った．

間接的に歪量を算出している．
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実験結果及び考察

4.

0

1

①カバード FBG センサ実験結果
波長変位[pm]

バード FBG センサで取得した脈波のフィルタ処理
後の脈波を示す．カバード FBG センサ信号におい

0.6
0.4

0.2

て，規則的な波形が繰り返し見られることからカバ

0

ード FBG センサでの脈波測定は可能である．また，

1

2

3

4

セット数

Fig. 1 より FBG センサとカバード FBG センサの波

Fig. 2 ピークの波長変位

長変位にはほんど差がない．

波長変位[pm]

40mmHg

0.8

Fig. 1 に通常の FBG センサで取得した脈波と，カ

カバードFBGセンサ

0.6

20mmHg

まとめ

5.

FBGセンサ

0.4

①カバード FBG センサを用いた脈波測定を行っ

0.2

た結果，カバード FBG センサを用いた脈波測定は

0

可能であり，通常の FBG センサと比較しても大き

-0.2

な差は見られなかった．また，②加圧時の脈波測定

-0.4

を行った結果，波長変位はセンサの固定圧に依存し，

-0.6
0

1

2

3

4

ピーク取得可能かはマンシェットの当たり方に依

5

時間[s]

存することがわかった．

Fig. 1 フィルタ処理後の脈波(カバリング実験)

この結果から，今後は血圧測定に適した圧力を検
討していく．そして今回は実際に生体にかかってい

②加圧実験結果

る圧力を測定できていないため，衣服圧センサなど

それぞれの加圧条件において測定された脈波に

を用いて実際にどの程度の圧力がかかっているの

フィルタ処理を行った．波形のピークの波長変位を

かを測定する．また，波長変位には個人差があるこ

平均したものを Fig. 2 に示す．Fig. 2 より，1 セット

とから適した固定圧力も個人によって変動すると

目以外は加圧が大きくなるに従って波長変位が大

考えられるため，被験者を増加し検討する．

きくなる傾向にある．0 では 1～4 セット目での波

謝辞

長変位の差は少ないが，20mmHg と 40mmHg では

本研究は，JSPS 科研費 JP16H01805 の助成を受け

変動が大きい．これは，加圧が手動であるため加圧

たものである．また，本研究の被験者実験は「信州

の度合いが正確に一定ではないことが原因と考え

大学ヒトを対象とした研究に関する倫理委員会」の

られる．3，4 セット目にあるように，場合によっ

承認を得て実施した（「ウェアラブルバイタルサイ

ては 0，20mmHg における波長変位の差はあまり大

ンシステムの検証的臨床試験

きくない．また，測定を 4 セット行った傾向として，
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医療現場における清浄度評価の基礎実験
飯柴 慧*，小松 将大*，今村 祐香*，大井 一正**，鶴島 信孝**，児山 祥平***，石澤 広明***
*信州大学，**サクラ精機株式会社，***信州大学国際ファイバー工学研究所

Fundamental experiment of the cleanliness evaluation in the medical setting
Kei Iishiba*, Masahiro Komatsu*, Yuuka Imamura*, Kazumasa Ohi**, Nobutaka Tsurushima**,
Shohei Koyama***, Hiroaki Ishizawa***
*Shinshu Univ., **Sakura Seiki Co., Ltd, ***Institute of Fiber Engineering, ICCER, Shinshu Univ.

2.2.

緒言

1.

測定装置

測定装置には，近赤外分光器である S-2730(相馬

医療現場では，手術後の器具を洗浄・滅菌・消毒

光学製)を用いた．
装置仕様は，
波長範囲 900-1600nm，

し，再使用する．しかし，洗浄が不十分であると，

分解能 8nm，検出器 InGaAs，である．また，光源

医療器具に血液や蛋白質等の汚れが残留し，その中

にはハロゲンランプを使用し，露光時間 200msec，

に多くの微生物が残存してしまう 1)．その後，滅菌・

積算回数 20 回として測定を行った．

消毒を行っても汚れが完全に落ちていないまま再
使用され，感染症など人体へ影響を及ぼす可能性が

2.3.

ある．そのため，洗浄後の医療器具に対して清浄度

SIMCA 法

既知試料の種類ごとにクラスを分け，未知試料の

評価を行う必要がある．現在，医療現場で用いられ

帰属を調べる判別方法である．各クラスに対して主

ている評価方法には，薬品を使用するため再洗浄が

成分分析を行い，得られた主成分得点の分布の広が

必要で時間がかかる，明確な基準値が存在しない，

りから各クラスに対して SIMCA box と呼ばれる判

清浄度評価を行うために消耗品を必要とする等の

別空間を設定する．そして，未知試料と SIMCA box

欠点があり，医療現場でも問題になっている．した

の位置関係から帰属するクラスの判別を行う 3)．

がって，これらの問題を解決する新しい清浄度評価
方法が求められている．

3.

本研究では，近赤外分光法による清浄度評価を行

測定方法

い，医療器具に付着した血液汚れの有無の判別を行

測定時の全体図を Fig. 1 に示す．光源から積分球

った．さらに，測定が迅速で明確な基準が存在する，

へ入射された光が，積分球内で拡散反射を繰り返し，

再洗浄が必要ない，医療現場でも容易に行うことが

積分球内に設置した鑷子の先端または持ち手に光

出来る清浄度評価システムの開発を目指した．また，

が当たる．鑷子からの反射光が積分球内から光ファ

実際に医療現場で用いられている ATP 法でも清浄

イバーへ入射し，分光器へと送られる．そして，分

度評価を行った．

光器で検出された光が，パソコン上でスペクトルと
して表示される．

2.

計測システム

2.1.

測定原理

Fig.1 測定時の全体図

本研究は，近赤外分光法による測定を行っている．
近赤外光の吸収波長帯と吸収量は官能基と分子量
で異なるため，近赤外吸収(NIR)スペクトルを取得
することで，定性分析，定量分析が可能となる

2)

．
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4.

れありが汚れなしに判別されることはなかった．ま

実験方法
人の血液の代わりに馬脱繊維血を用いた．馬脱繊

た，他の分類結果でも，汚れありが汚れなしに判別

維血と蒸留水を用いて 20, 40, 60, 80, 100ppm の 5 種

されることはなかった．よって，分類クラスをまと

類の水溶液を作成し，濃度別にそれらの水溶液

めることで正確な判別が出来る可能性を示した．

1500ml をトレーに入れ，鑷子を 4 本ずつ 3 分間浸
Table 1 濃度ごとの判別結果

し，その後 1 日乾燥させたものを試料とした．
各濃度 4 本ずつ作成した試料の先端と持ち手に

SIMCAによる判別クラス[ppm]
0
20
40
60
80
100
No match
0 2/2 (100%)
0
0
0
0
0
0
20
2
0/2 (0%)
0
0
0
0
0
40
0
0
2/2 (100%)
0
0
0
0
60
0
0
2
0/2 (0%)
0
0
0
80
0
0
0
1
1/2 (50%)
0
0
100
0
0
0
0
0
2/2 (100%)
0

SIMCAによる
クラス構築[ppm]

Model 1

対してそれぞれ 2 回ずつスペクトル測定を行った．
また，水溶液に浸していない鑷子を 0ppm の試料と
して 20 本用意し，同様の方法で測定を行った．取

Table 2 汚れの有無で分けた判別結果

得した生スペクトルの一例を Fig. 2 に示す．また，
測定後の鑷子に対して ATP 測定を行ったが，20ppm

Model 1
SIMCAに
よるクラス
構築[ppm]

の試料の ATP 値が 40ppm の試料の ATP 値よりも大
きくなるといったように濃度に対応した正確な評
価が困難であった．また，取得したスペクトルに

SIMCAによる判別クラス[ppm]
No match
汚れあり
汚れなし

汚れあり 10/10 (100%)
汚れなし

2

0

0

4/10 (40%)

4

Savitzky-Golay 法による微分処理を施し，解析に用

6.

いた．本研究では，鑷子の先端，持ち手，先端と持

結言

ち手を一括にした 3 種類に対して SIMCA 分類を行

近赤外分光法による清浄度評価を行った．その結

った．この際，構築データを 6 点，検証データを 2

果，正確に汚れの有無の判別が可能であった．また，

点とし，構築データと検証データをランダムに入れ

洗浄後の医療器具のスペクトル測定を行い，SIMCA

替え，3 パターンの分類モデルを構築した．

法による判別を行う．そこで汚れありと判別された
ものは再洗浄を行うというシステムを用いること

Fig.2 生スペクトル

で医療現場において，実用的な清浄度評価を行うこ
とが可能になると考える．
今後の課題として，病院を訪問し，実際に手術で
使用された医療器具，洗浄後の医療器具に対して清
浄度評価を行い，考案した清浄度評価システムが有
効であるか調査する必要がある．

5.

7.

結果

謝辞
研究にご協力頂きましたサクラ精機株式会社の

試料の濃度ごとに分けた 6 クラス分類，汚れの有
無で分けた 2 クラス分類の 2 種類の判別結果を示す．

鶴島信孝様，大井一正様ならびに飯綱町立飯綱病院

まず，濃度ごとの判別結果の一例として，鑷子の持

の皆様に深くお礼を申し上げます．

ち手モデル 1 の結果を Table 1 に示す．
Table 1 より，
参考文献

20ppm の試料が 0ppm に分類されているように，汚

8.

れが付着した試料が清潔なものであると誤判別さ

1) http://www.ydm.co.jp/maintenance/maintenance.html

れている．これは分類クラスを細かくしたことで正

2) 尾崎幸洋，河田聡：“日本分光学会

測定法シリーズ

32 近赤外分光法”，学会出版センター， pp20-21(1996)．

確な判別が出来なかったと考えられる．次に汚れの

3) 長谷川健，尾崎幸洋：“ケモメトリックス法の新展開”，

有無で分けた判別結果の一例として，鑷子の持ち手

分析化学，Vol.54，No.1，pp.13-18(2005)．

モデル 1 の結果を Table 2 に示す．Table 2 より，汚
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FBG センサによるヒトストレス応答の計測
荻原 知弘*，大岩 佑輔**，児山 祥平***，石澤 広明***
*信州大学大学院，**信州大学，***信州大学国際ファイバー工学研究所

Measurement of Human Stress Response Using FBG Sensor
T. Ogihara*, Y. Oiwa**, S. Koyama***, H. Ishizawa***
* Graduate School of Science and Technology, Shinshu Univ., ** Shinshu Univ.,
*** Institute of Fiber Engineering, ICCER, Shinshu Univ.

2.3.

緒言

1.

LF/HF

LF/HF 値とは，自律神経機能の評価として用いら

現代の社会は高度情報化が進み，人がコンピュー

れている値である．心拍変動時系列データを周波数

タ作業や情報過多などの影響によるストレスを受

解析することで，交感神経と副交感神経の両方の影

ける場面が多くなっている 1)．過度なストレスを放
置しておくと，心身症やうつ病などのストレス症状

響を受けている LF 成分(0.04~0.15[Hz])と，副交感

を引き起こすこともある．したがってストレス症状

神経の影響を受けている HF 成分(0.15-0.40[Hz])が
観測される

を予防する上で，ストレスを日常的に計測すること

4), 5)

．ストレス状態では交感神経が活性

するため LF/HF 値は上昇する．

が重要である．しかし往来のストレス測定器は常時
計測が困難である．そこで本研究では FBG センサ
を用いたストレスの常時計測を目的とし，FBG セ

3.

方法

ンサで測定した脈波を解析し，ストレス評価方法で

3.1.

実験方法

あるポアンカレプロットの作成及び LF/HF 値の算

被験者は 20 代男性 3 名とし，被験者には①5 分

出を行った．また，ストレス指標であるアミラーゼ

間の安静座位後，②10 分間フラッシュ暗算による

活性値と比較し，妥当性を検討した．

ストレス負荷を与え，その後③5 分間安静座位状態
で回復を行った．脈波測定は FBG センサを被験者

2.

原理

2.1.

Fiber Bragg Grating (FBG)

の右手首の橈骨動脈上に貼り付け，サンプリング周
波数 1k[Hz]で行った．唾液アミラーゼ活性値測定は，
①,②,③各状態の末尾 2 分間で 3 回ずつ測定を行い，

FBG とは光ファイバに，コアの一部の屈折率を

その平均値を各状態の活性値とした．唾液アミラー

周期的に変化させることで光フィルタの機能を持

ゼ活性値の測定には唾液アミラーゼモニター

たせたものである．センサ部に広帯域の波長をもつ

(NIPRO:DM-3.1)を用いた．

光が入射すると特定の波長(ブラッグ波長)をもつ光
のみが反射する．センサ部に歪が生じると，それに

3.2.

伴いブラッグ波長も変化する．この波長変位量から

FBG センサより得られた脈波より脈拍変動時系

間接的にセンサ部の歪の変化を捉える 2)．
2.2.

解析方法

列データを取得し，ポアンカレプロットの作成及び

ポアンカレプロット

LF/HF 値の算出を行った．ポアンカレプロットでは

ポアンカレプロットとは，2 次元直交グラフ上に

ストレス状態のときプロットが左下に集中するこ

心拍周期の揺らぎ状況を表現する手法である．スト

とから，原点からプロットの重心までの距離 g，及

レス状態では心拍周期が短く，またばらつきが小さ

びプロットのばらつきの指標として重心から各プ

くなるためプロットが左下に集中する 3)．

ロットまでの平均距離 δ をストレス評価値として
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用いた．LF/HF 値は，周波数解析より得られたパワ

結言

5.

ースペクトル密度から，各成分領域において積分す

本研究では，FBG センサより得られた脈波を解

ることで LF，HF 成分を求め，LF/HF を算出した．

析しストレス計測を行い，ストレス指標の 1 つであ
る唾液アミラーゼ活性値との比較を行った．その結

4.

結果及び考察

果，LF/HF 値によるストレス計測は妥当であるとい

被験者 A の結果について Fig. 1, 2 に示す．唾液ア

える．しかし，ポアンカレプロットによるストレス

ミラーゼ活性値において，ストレス負荷時に値のピ

計測では，プロットの位置やばらつきを用いたスト

ークは見られなかった．これは唾液アミラーゼ分泌

レスの定量化方法について今後検討が必要である．

のストレス応答時間が数分~20 分くらいであり 6)，

また今回の結果では，FBG センサによるストレス

唾液アミラーゼが即座に分泌されなかったためと

計測はストレス負荷に対して応答がよかったため，

考える．したがって，唾液アミラーゼ活性値が時間

ストレスのリアルタイム測定が可能であるといえ

経過とともに上昇していることから被験者 A はス

る．今後は被験者数を増加させ，本システムの汎用

トレス負荷時にストレスを感じていたといえる．

性を確認し，FBG センサを用いたリアルタイムス

LF/HF 値はストレス負荷時に値が上昇したため測

トレス計測器の開発を目指していく．

定は妥当であったといえる．またポアンカレプロッ
トでは平均距離 δ がストレス負荷時に短くなって

謝辞

いるため，プロットのばらつきが小さくなりストレ

本研究は，JSPS 科研費 JP16H01805 の助成を受けた

ス検出ができたといえる．しかし重心距離 g はスト

ものである．また，本研究の被験者実験は，「信州

レス負荷に対応していなかった．他の被験者におい

大学ヒトを対象とした研究に関する倫理委員会」の

て，唾液アミラーゼ分泌の時間遅れを考慮した上で

承認を得て実施した（「ウェアラブルバイタルサイ

LF/HF 値と唾液アミラーゼ活性値は対応していた．

ンシステムの検証的臨床試験

承認番号：140701」）．

また，ポアンカレプロットではアミラーゼ活性値と
参考文献

の対応は被験者によってばらつきがあった．

1)
2)

3)

4)

Fig. 1: ポアンカレプロットを用いたストレス評価

5)

6)

Fig. 2: LF/HF 値及び唾液アミラーゼ活性値
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FBG センサを用いた血圧計測における検量モデルの日間変動による影響
千野 駿*，小林 宥華**，児山 祥平***, 細谷 聡****, 藤本圭作*****,石澤広明***
*信州大学大学院理工学系研究科，**信州大学大学院総合理工学研究科，***信州大学国際ファイバー工学研究所
****信州大学繊維学部，*****信州大学医学部

Influence of the days passed for the blood pressure calibration model using the FBG sensor
Shun Chino*, Yuka Kobayashi*, Shouhei Koyama**, Satoshi Hosoya***, Keisaku Fujimoto****, Hiroaki Ishizawa**
* Graduate School of Science and Technology, Shinshu univ,
** Division of Smart Textiles, Institute of Fiber Engineering, ICCER.
*** Division of Textile and Kansei Engineering, Shinshu univ
****Department of Clinical Laboratory Sciences, Shinshu univ

センサ部に動脈の拍動が加わると歪が生じ，グレー

はじめに

1.

ティング間隔が変化する．それに伴う反射光のブラ

現在，日本では高齢化を背景とした医療費の高騰

ッグ波長の変位量を求めることで間接的にセンサ

が社会問題となっている．その内，高血圧疾患を原

部の歪の変化を捉えることができる 2)．したがって，

因とする医療費は 1 兆 8,890 億円にも上り，患者数

脈波を測定できる．

は 1000 万人を超えている 1) ．高血圧は予防が重要
であり，それには日々の血圧測定が不可欠である．

2.2.

しかし，現在の血圧測定器は据え置き型が主流であ

Fig. 1 に加速度脈波の基本形を示す．FBG センサ

り，身体的な拘束が大きいため常時測定は困難であ

で測定される波形は加速度脈波に非常によく類似

る．一方で，血圧は精神状態や測定する時間帯など

しており，加速度脈波であると考えられる．a~e 波

によって容易に変化するため，血圧は常時測定が望

は加速度脈波の特徴的なピークであり，収縮期血圧

まれる．

の上昇により a 波は上昇し b 波は下降するといった

そこで本研究では光ファイバ型歪センサである

こと等が報告されている

Fiber Bragg Grating (FBG)センサを用いて血圧計測

を用いた．あらかじめ複数の血圧とそれに対応する

し，この検量モデルに血圧未知の脈波を当てはめる

脈波を測定し，血圧（目的変数）を最も良く説明す

ことで血圧を推定する方法を提案した．本報告では

る主成分を脈波形（説明変数）から抽出することで

1 日で構築した検量モデルが，構築日からの期間経

回帰を行う．主成分を抽出する際，説明変数と目的

過により血圧推定に与える影響を検討した．

2.1.

FBG センサによる脈波測定原理

． このことから，脈波

血圧推定には PLS(Partial Least Squares)回帰分析

波と参照値血圧を同時に計測し，検量モデルを構築

原理

3)

形の変化から血圧の変化を推定できる．

を行うことを目的としている．先行研究において脈

2.

血圧測定原理

変数の全情報を用いるため予測精度が高いことが
PLS 回帰分析の特長である 4)．

光ファイバのコアの一部に回折格子を形成した
ものである．コアに広帯域の光が入射すると(1)式を
満たすブラッグ波長をもつ光のみが反射する． λ
B[nm]はブラッグ波長，neff.はコアの有効屈折率，

Λ

[nm]はグレーティング間隔を示す．

λB =2 neff.Λ

(1)

Fig. 1
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血圧計測に与える影響は少ないと考えられ，センサ

方法

3.

検量モデルを構築するために，血圧の参照値とそ

の固定方法を改善し皮膚との密着度を測定日によ

れに対応した脈波を測定する必要がある．左上腕で

らず一定に近づけることで血圧計測精度が向上す

ベッドサイドモニタ( 日本光電工業株式会社：

る可能性がある．
Table 1

PVM-2701)を用いて血圧を測定し，これを参照値
とした．また血圧測定中の脈波を，右手首の橈骨動

検量モデル構築結果

ファクター数 相関係数

脈上の皮膚表面に固定した FBG センサで測定した．

収縮期血圧
拡張期血圧

自動血圧計の測定開始から終了までを 1 回の測定

Table 2

とし，被験者毎に仰臥位で 50 回の測定を行った．
サンプリング周波数は 10kHz であり，被験者は 20

MAD
[mmHg]

代男性 2 名である．
検量モデル構築には 80 データ，
検証に 20 データをそれぞれランダムに用いた．

上記のような条件で検量モデルを構築し，構築

4
4

0.80
0.71

MAD
[mmHg]
3
2

測定日毎の検量モデル検証結果
構築日
2
3
29日後
3
2

収縮期血圧
拡張期血圧
21日後
3
5

7日後
10
8
42日後
6
8

0.5

0.5

0.25

0.25

14日後
3
5
56日後
5
5

波長変位[pm]

モデルの検証を行った．検証のために上記と同様
の方法で脈波および参照血圧を同時測定した．測
定回数は被験者毎に 10 回である．

0

-0.25

結果および考察

4.

波長変位[pm]

日から 7 日，14 日，29 日，42 日，56 日後に検量

0

-0.25

-0.5

-0.5
0

Table1 に検量モデル構築結果，Table 2 に測定日毎

5000
サンプリング点数

10000

0

5000
サンプリング点数

(a) 7 日後

の検量モデル検証結果を示す．表中の MAD(Mean

10000

(b) 14 日後

Fig. 2 7 日後と 14 日後の脈波の比較例

Absolute Difference)は参照値と予測値の絶対誤差の

5.

平均値を示す．Table 1 から構築時の相関係数は高

まとめ
本報告では検量モデルが日間変動により受ける

く，MAD も小さいことがわかる．また Table 2 より，
7 および 42 日後では MAD が大きくなっているが，

影響を検討した．その結果，短期の日間変動が直接

その他の日程では構築日と同程度の値となってい

的に血圧計測に与える影響は少ないことが示唆さ

る．

れた．

7 日後の精度低下の原因としては脈波計測の再現

6.

性が他の日と比較して低いことが挙げられる．Fig.

謝辞
本研究は JSPS 科研費 JP16H01805 の助成を受け

2 に 7 日後の脈波と，検証精度が高い 14 日後の脈

たものである．関係各位に謝意を表する．

波の比較例を示す．7 日後は 14 日後と比較して，

7.

脈波にばらつきがあり誤差要因になったと考えら
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P300 型 BCI の SVM 識別による多肢選択に対する確率推定の導入
櫻田 健人*，橋本 昌巳**，香山 瑞恵**，伊東 一典**
*信州大学大学院 理工学系研究科 情報工学専攻，**信州大学 工学部

The implementation of probability estimates for the SVM of P300 type multipul selection BCI
Kento SAKURADA*，Masami HASHIMOTO**，Mizue KAYAMA**，Kazunori ITOH**
Graduate School of Science and Technology，Shinshu University*，Faculty of Engineering， Shinshu University**.

り事後確率𝑃(𝑓)を求める．この事後確率を求めるこ

はじめに

1.

とにより，識別結果にどの程度の信頼がおけるか定

近年，脳波を利用したブレインコンピュータイン

量的に評価することが可能となる．

タフェース(Brain-Computer Interface : BCI)は重度の
筋萎縮性側索硬化症患者のような身体機能の制限

3.

が多い者のコミュニケーション手段として有効で

実験
本稿では確率推定を用いて適切な同期加算数を

あると期待されている[1]．

推定するために，4 方向カーソル選択 BCI より得ら

利用者に複数の選択肢を呈示する BCI では刺激

れた脳波に対して確率推定を用いて標的確率の推

数の増加による呈示時間の増加や，標的が一つに定

移を評価する．その推移より，標的刺激を決定する

まらないことによる再呈示などにより，一つの選択

ための条件を定め，最初に条件を満たした同期加算

に要する判別時間が増加すると考えられる．判別時

数を最小同期加算数とし，識別精度と共に評価する．

間の増加は利用者の大きな負担となり，実用化にあ

3.1. 実験方法

たり対処すべき課題となる．多肢化による判別時間

4 方向カーソル選択型 BCI では，図 1 に示す 4 つ

の増加を防ぐために，判別時間の多くを占める同期

の矢印を視覚刺激として用いる．これを液晶ディス

加算を削減する必要がある．それに対する手法とし

プレイに表示し，1000ms ごとに矢印の背景色を切

て ， サ ポ ー ト ベ ク タ ー マ シ ン (Support Vector

り替えて被験者に呈示する．呈示頻度は上:右:左:

Machine : SVM)による識別に確率推定を導入し事

下= 1:1:1:1 とする．刺激呈示により導出された脳波

後確率を求めるという手法が存在する．この手法は

は 頭 皮 に 装 着 し た Ag-AgCl 皿 電 極 ( 日 本 光

識別時にその識別がどの程度信用できるか示す事

電 :NE-102A) か ら 誘 発 電 位 測 定 装 置 ( 日 本 光

後確率を求め，識別の信頼度を定量的に示す手法で

電:MME-3116)を経て，データ集録ボード(National

ある．本稿では 4 方向カーソル選択型 BCI の識別を

Instruments: NI DAQPad-6351)により，サンプリング

例に確率推定を導入し，試行毎に標的刺激に属する

周波数 1000Hz で PC に記録した．
計測部位は Fz,Cz,

事後確率を求めて適切な同期加算数の評価を行っ

Pz,Oz,PO7,PO8 (国際 10-20 法)の 6 点である．実験

た．

は被験者 1 名に対して 4 方向各 6 回，合計 24 試行

2.

SVM 識別における確率推定
SVM での識別に確率推定を用いることにより，

各刺激の標的に属する事後確率(標的確率)を求めら
れる．SVM における確率推定には，一般的に Platt
ら[2]の手法が用いられている．その手法では，識別
平面と評価データ𝑥間のマージンを分類スコア𝑓(𝑥)
図 1. 4 方向カーソル選択型 BCI 刺激画像

とし，𝑓(𝑥)をシグモイド関数へと代入することによ
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行った．被験者は同意の得られた 20 代男性 4 名で

3.2.

標的確率

ある．
評価手法

分析に用いたデータセットは，実験により得られ
た刺激後 800ms までの脳波であり，6ms 毎にデシメ
ートされたものを連結した 798 次元のデータであ

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

る．
各方向 5 回の実験で計測した標的 20 サンプル，

刺激1
刺激2
刺激3
刺激4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920

同期加算数

非標的 60 サンプルの脳波を学習データとし，各方

図 2. 被験者 A 標的確率推移

向最後に行った試行を評価データとした．これらの
評価データを学習した SVM に適用することで標的

表 1 最小同期加算数と正答数

確率𝑃(𝑓)を算出し，同期加算による推移を得た．
3.3. 結果

被験者

図 2 に被験者 A の標的確率の同期加算数による
推移の例を示す．被験者 A において，同期加算数 1
回では全ての刺激で 50%付近であった標的確率が，

試行1 試行2 試行3 試行4 平均 正答数

A

4

7

5

7

5.75

4

B

5

*

3

*

2

3

3.25

2

C

10

6

7

10

8.25

4

D

11

6

4

4

6.25

4
*誤識別

同期加算を重ねるに伴い標的刺激である刺激 1 の
標的確率は上昇し，非標的刺激であるその他の刺激

なかったため，①の条件を満たせなかった．後者は

では減少している．
ここで後半の同期加算数での各刺激の標的確率

同期加算数 6 回程で正しい標的刺激が条件を満た

に注目すると，刺激 1 の標的確率が 90%以上に収束

すが，標的同期加算数の少ない不安定な状態で標的

しており，他の刺激は全て 10%未満となっている．

条件を満たす刺激が出現したため誤った識別とな

このような傾向は他の被験者でも同様であり，標的

った．これらの問題を解決するためには，低い同期

の確率は低くとも 80%以上には収束し，非標的では

加算数では厳しく，高い同期加算数では緩い，可変

40%未満には収束した．今回はこの傾向を基準とし，

の条件が有効であると考える．

①標的確率 80％以上の刺激が存在し，②他に 80％

4.

以上の刺激が存在せず，③50％以上の刺激が 2 つ以

まとめ
確率推定を用いることにより，同期加算数を適切

下であれば標的刺激とするという条件を定める．そ

に削減させ低い同期加算数でも正しい識別が行え

の条件下で，標的を識別できる条件を満たした最小

る可能性が示唆された．また，識別の信頼度を評価

の同期加算数とその識別での正答数を表 2 に示す．

できる尺度を得られたため，他者の脳波を追加した

今回の評価データでは，平均 5.9 回程度で条件を満

汎用的な学習データの評価等，幅広い活用が期待で

たし，標的刺激を決定している．正答数は，被験者

きる．

A，C，D では全て正しく識別できたが，被験者 B

参考文献

では 2 回の誤識別があった．
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3.4. 考察

[1] Tyler C. Major，James M Conrad，A Survey of Brain

結果より，同期加算数が少なくとも高精度で識別

Computer Interfaces and Their Applications，

できているのが確認できる．しかし，被験者 C，D

SOUTHEASTCON 2014，IEEE，1-8，2014.

には識別までに 10 回以上を要している場合が存在

[2] Platt,J.C，Probabilistic Outputs for Support Vector

し，被験者 B の 2 試行においては誤った識別であっ

Machines and Comparisons to Regularized Likelihood

た．前者は非標的刺激の標的確率は全て 50%未満だ

Methods，Advances in Large Margin Classifiers，MIT

ったものの，標的刺激の標的確率が 8 割に届いてい

Press，1-11，1999.

30

第 36 回日本生体医工学会甲信越支部大会 (Oct．2016）

座圧分布を用いた電動車いす制御用インタフェースの開発－走行速度の制御法について－
大原 浩暉，堀 潤一
新潟大学大学院 自然科学研究科

Development of Control Interface for Electric Wheelchair using Pressure Distribution:
Controlling Running Speed
Hiroki Ohara, Junichi Hori
Graduate School of Science and Technology, Niigata University

はじめに

1.

車いすは高齢者や，交通事故等により歩行機能に
障害を持つ人にとって重要な移動手段となる．既存
の車いすには電動・手動車いすの 2 種類があり，前
者の操作インタフェースとしてジョイスティック
が用いられている．しかし，上肢機能障害等の原因
からジョイスティックが全ての使用者に適してい
図 1 システム全体図

るとは言えない[1]．代替手段として舌圧[2]や脳波[3]
等を用いた操作インタフェースが提案されている

(マイクロチップ社製：12bit 2ch MCPM 4922E/P)

が，これらは使用者に機器を装着する必要があり，

とマイクロコンピュータ(Arduino 社製：Arduino

身体への負担や走行の妨げになる．

UNO)で構成されるインタフェースボックスへ送信

本研究では，車いす座面に圧力センサシートを敷

し，信号に応じた指令電圧をモーターへと出力する

くことで計測でき，容易な計測と使用者への負担軽
減が期待できる座圧分布を利用した [4]

[5]

ことで電動車いすの制御を行った．

．これに

より，進行方向へ上半身を傾斜することで生じる座
2.2.

圧分布の特徴を抽出し，車いすの走行方向を制御で

姿勢判別

上半身の姿勢変化を座圧分布で識別するため，テ

きる．本研究では，車いす走行速度の任意制御を目

ンプレートマッチングを行った．本研究では計測デ

指した．

ータとテンプレートの正規化相互相関を求め，類似

2.

システム構成

2.1.

テンプレートマッチング

度によって評価した．計測データ f とテンプレート
g の画素数が N×M のとき，類似度 c(f,g)は

図 1 にシステム全体図を示す．本研究では，市販

N 1 M 1

の電動車いす(ヤマハ発動機：JW1-22B)の座面に圧

c( f , g ) 

 (( f (i, j)  f )( g (i, j)  g ))
j 0 i 0

N 1 M 1

 (( f (i, j)  f )   (( g (i, j)  g )

力センサシート(NITTA：CONFORMat)を敷くこと

j 0 i 0

(1)

N 1 M 1

2

2

j 0 i 0

で座圧分布の計測を行った．車いすの寸法は 1045
×635×870 mm，座面サイズは 400×400 mm である．
センサに荷重が加わると，各セルの荷重値は PC(HP

と表される． f は計測データの平均総荷重値， g は
テンプレートの平均総荷重値を表す．類似度は 1 に

EliteBook 8470p)へ送信され，圧力分布を時系列で計

近いほど類似性が高く，0 に近いほど低いことを表

測できる．計測されたデータを PC に取り込み，姿

す．予備入力として通常姿勢，前傾，後傾，左傾斜，

勢判別を行った．姿勢判別の結果を DA コンバータ

右傾斜の座圧分布を取得し，テンプレートとした．
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2.3.

走行方向・速度の制御

図 3 姿勢判別結果

判定率は増加し，右折経路での右斜め前判定率は減
少した．直進・右折性の両立を考えると，閾値  は
20 deg が適切な値となった．また，
閾値  を変更し，

図 2 走行方向・速度の制御イメージ

直線経路で 10 回の実験を行った．  =0.70，0.75，

走行制御のイメージ図を図 2 に示す．通常姿勢，

0.80 では 100%の完走率を示したが， =0.85 では完

前傾，後傾，左傾斜，右傾斜をそれぞれ N，F，B，

走率が著しく低下した．これは  の値が大きいほど

L，R とし，各類似度を c N ，c F ，c B ，c L ，c R とする．

電動車いすの自由度は高くなるが，停止制御が困難

各類似度を最大値，最小値で正規化した値

c(t )  cmin
cˆ(t ) 
cmax  cmin

になったためである．電動車いすの安全・操作性の
両立を考えると，閾値  は 0.80 が適切な値となった．

( 2)

4.

を走行制御に用いた．ここで cmax ，cmin は各類似度の

まとめ
上半身を傾斜させた際に生じる座圧分布の変化

最大値，最小値を表す．車いす使用者が進行しよう

を計測し，座圧分布を用いた電動車いす制御用イン

とする角度  [deg]は斜め方向を決定する 2 つの類似

タフェースを開発した．進行方向を決定する類似度

度 ĉ を用いて

 cˆ1 (t )  180
 *
 cˆ2 (t )  

 (t )  arctan 

を正規化し，走行方向・速度を制御する方法を提案

(3)

した結果，任意方向・速度での走行を実現した．今

と求めた．ここで， ĉ1 は ĉ F または ĉ B を， ĉ2 は ĉ R また

後，個人差を検討した閾値の検討や安全性の考慮を

は ĉ L を表す．走行角度に遊びを持たせるため，姿勢

行い，実用化を目指して行く予定である．

判別を行う際，角度  [deg]に対し閾値  [deg]を定め
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うため ĉ N に対し閾値  を定めた．

情報通信学会論文誌，J86-D-II(2)，364-367，2003．

3.

[3]田中一男，脳波指令で動く車いすの開発，精密工

実験結果，考察

学会誌，78(8)，662-665，2012．

実際に制御インタフェースを組み込んだ電動車

[4]稲吉聖也，堀潤一，座圧分布を用いた電動車いす

いすで走行実験を行った．走行経路として，距離

操作用インタフェースの開発， 電子情報通信学会

10 m の直線経路と右折経路を設置した．閾値  を変

技術研究報告，114(514)，75-80，2015．

更し，直線経路と右折経路で，それぞれ 10 回の実

[5]大原浩暉，堀潤一，座圧分布を用いた電動車いす

験を行った．このとき，直線経路の場合は前進判定，

制御用インタフェースの開発，日本生体医工学会大

右折判定の場合は右斜め前判定が行われた比率を

会プログラム・抄録集，54(suppl.1)，2016．
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負に帯電したナノミスト環境下での脳波計測
横田 幸也，堀 潤一
新潟大学大学院 自然科学研究科

Measurement of Brain Electrical Activity Under the Environment with
Negative Ion Nanomist
Yukiya YOKOTA, Junichi HORI
Graduate School of Science and Technology, Niigata University

1.

2.2 脳波計測・解析

はじめに

図 1 に実験システムを, 図 2 に処理の流れを示す.

負に帯電したナノミストには, リラックスさせ

国際 10%法に基づきアクティブ電極を前頭部, 頭

たり, 集中力を高めたりする効果があると言われ
ている[1]. ナノミストを発生させる機器も開発・製

頂部, 後頭部に貼付した. 予備実験では後頭部 O1,

造されている. これまで, ナノミスト使用時の脳血

O2 を, 本実験では Oz を解析対象として, . 脳波はワ
イヤレス脳波計（ミユキ技研 AP108）で計測し, サ

流活動が fNIRS（機能的近赤外線分光法）により評

ンプリング周波数 500Hz で PC に取り込んだ.

価されている[2]. しかし脳電気活動はまだ評価さ

呼吸

並びに心拍動も同時に記録して, 開眼・閉眼・通常

れていない.

の呼吸・深呼吸それぞれの波形から, 瞬き等の雑音

本研究では, ナノミスト発生環境下と非発生環

アーチファクトがない 6 区間を切り出した. 切り出

境下で, 様々なタスクを行った場合の脳波を計測

した波形に 5～40Hz のバンドパスフィルタをかけ,

した. 通常の呼吸と深呼吸の場合, 開眼・閉眼を行

ハニング窓をかけた. それぞれの波形に, 512 ポイ

った場合のリラックス効果をより高めるかどうか

ントの高速フーリエ変換を施し, パワースペクト

を, 比較・検証した.

ルを算出した. 最後に 6 区間のパワースペクトルを

2.

方

加算平均し, アルファ波帯域の最大パワー, 平均パ

法

ワーを算出した.

2.1 実験条件
実験対象者は健常男性 2 名で, 座位安静状態で実

3.

験を行った.

結

果

図 3, 図 4 に開眼・閉眼のパワースペクトル, 図

開眼・閉眼は, 予備実験では 1 分間交互に行わせ,

5, 6 に通常の呼吸・深呼吸のパワースペクトルを示

本実験ではそれを 3 回行わせた. 通常の呼吸・深呼

す. 開眼・閉眼では, 開眼時に比べて閉眼時にパワ

吸は, 予備実験では通常の呼吸を行わせ, 深呼吸を

ーの増加が確認された. ナノミスト発生器有無の

3 回行わせた. 1 分間交互に 3 回ずつ行い, 深呼吸は
吸気 4 秒, 呼気 8 秒を目安にした.

図 1. 実験システム

図 2. 処理の流れ
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1.81

表 2. アルファ波帯域のパワースペクトルの平均値

1.81
2.04

2.06
1.86

表 4. アルファ波帯域のパワースペクトルの平均値

ナノミスト発生器無 ナノミスト発生器有

0.94
1.09

(b)深呼吸

表 3. アルファ波帯域のパワースペクトルの最大値

ナノミスト発生器無 ナノミスト発生器有

開眼
閉眼

10 20 30 40
frequency [Hz]

図 6. ナノミスト発生器有のパワースペクトル

表 1. アルファ波帯域のパワースペクトルの最大値
1.2
1.47

1
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図 4. ナノミスト発生器有のパワースペクトル
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図 5. ナノミスト発生器無のパワースペクトル

2

1

1

(a)通常の呼吸

図 3. ナノミスト発生器無のパワースペクトル
2

1

|P(f)|

0
0

|P(f)|

1

2

|P(f)|

2

2

|P(f)|

|P(f)|

2

ナノミスト発生器無 ナノミスト発生器有

通常の呼吸
深呼吸

0.97
1.27

場合ともに, アルファ波のパワーが増加し, ナノミ

1.3
1.32

まとめ

5.

スト発生器有の方が, 増加がみられた.

1.32
1.52

本研究では, 負に帯電したナノミストがリラッ

呼吸・深呼吸では, ナノミスト発生器有無の場合

クス効果を高めるかを検証した. 実験の結果, 閉眼

ともに, アルファ波のパワー増加もナノミスト発

によるリラックス効果が高められることを確認し

生器の有無による違いは見られなかった.

たが, ナノミストの効果については実験対象者で

予備実験では, 開眼・閉眼においてナノミスト発

異なる結果となった.

生器有無の場合ともに, O1 でアルファ波のパワーが

今後は, 実験条件を統一し, 実験対象者数を増や

増加し, O2 も同様の結果が得られた. しかし, ナノ

し実験を行い, 再現性を確認するとともに,ナノミ

ミスト発生器の有無による違いは見られなかった.

スト環境による影響について検討する.
謝辞

4.

考察

実験に際し, 株式会社コロナのご協力を得た.

今回の実験では, 閉眼によるα波のパワー増加
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透析用バスキュラーアクセスカテーテルにおける数値流体解析
－サイドバイサイド型ダブルルーメンカテーテルの解析－
矢島 誠也*，柴田 誠**，小林 俊一**
*信州大学理工学系研究科，**信州大学繊維学部

Computational Fluid Analysis in Dialysis Vascular Access Catheter – Analysis of Side-by-Side
Double Lumen CatheterTomoya YAJIMA, Makoto SHIBATA, and Shunichi KOBAYASHI
Shinshu University

1.

はの全長と内径はそれぞれ 150mm, 10mm とした．
カテーテルの留置場所は，カテーテルと血管壁面の
最小隙間 0.1mm の位置とした．カテーテルの回転
に関しては脱血側孔が血管壁面に最も近い状態を
回転角度 0°とし， Fig. 1 に示す回転方向に 0°
~180°回転させるようにした．

はじめに

バスキュラーアクセスカテーテルとは，血液透析
を行う際，血液を持続的に体外循環させる必要があ
るため，静脈から血液を取り出し，また戻す窓口と
し使用されるカテーテルのことである．従来から，
カテーテルを用いて透析が行われる際に, 脱血部
が血管壁へ付着する「へばりつき現象」が生じてし
まうことがある．へばりつき現象が生じてしまうと
脱血ができなくなり，脱血部と送血部の血流を逆流
させる逆接続の作業や, カテーテルの交換が必要
となるため透析の効率悪く, 患者の体の負担が大
きくなる(1-2)．現在の急性期や緊急時での使用頻度
が高いものはダブルルーメンカテーテルが用いら
れている．しかし，このカテーテルも完全にへばり
つきを解決できてはおらず，脱血，送血を行う孔の
有無やその位置，角度などを変化させることによる
工夫がなされている．そこで、本研究では，血流の
数値流体解析を行い、これら各種パラメーターを変
化させた際の血管内のカテーテルにおける血液の
流れや圧力，カテーテルに働く力を検討し，設計の
基礎資料を提供するものである(3)．本報告ではサイ
ドバイサイド型ダブルルーメンカテーテルを対象
として，へばりつきが生じた場合にカテーテルを回
転させて回避する手技に注目し，カテーテルの回転
角度とカテーテルに働く力と血管壁面における圧
力分布の関係を検討する．

2.

Fig. 1 Schematic diagram of double lumen catheter

3.

数値流体解析

数値流体解析（CFD）コードは有限要素法による
「ANSYS CFX」を用いた．バスキュラーアクセス
カテーテルの 3D CAD モデルを CFD にインポート
し, 静脈部を作成し，モデルのメッシング，境界条
件，収束条件，物性値を設定してから計算を行った．
計算条件は以下の通りである．
3・1 境界条件
流入部, 流出部, 血管内に流速を，静脈流出部に圧
力を与えた．
血管（静脈）：流入部の一様流速 17.66cm/s（流量
400mL/min），静脈流出部の圧力：0 Pa．
カテーテル：流出部の一様流速 96.34cm/s （脱血流
量：200 mL/min），流出部の一様流速 96.34cm/s（返
血流量：200 mL/min）
3・2 要素分割，流れ条件，物性
分割要素は四面体，定常層流での解析，作動流体は
ニュートン流体，密度 1.05 [kgm-3]（血液の物性に

バスキュラーアクセスカテーテル

Fig. 1 に数値解析対象のバスキュラーアクセス
カテーテル（サイドバイサイド型ダブルルーメンカ
テーテル，以降，カテーテルと略記）の模式図を示
す．このカテーテルの特徴として，カテーテルの両
サイドに数個の側孔を設けてある．ここでは，送血
側末端開口部を省略して送血孔とし．以下同様に，
脱血側側孔を脱血側孔，送血側側孔を送血側孔と省
略記載した．また，血管上流側から脱血側孔①、脱
血側孔②、脱血側孔③と番号をつけ表記した．同様
に送血側孔も送血側孔①，送血側孔②とした．血管
内に留置させるカテーテルの全長を 50mm，静脈部
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準ずる），比熱容量：4.217 [J kg-1 K-1]，動粘性係数：
0.003 [Pa･s](3) とした．

4.

脱血側孔③

脱血側孔①

解析結果
脱血側孔②

カテーテルの回転角度に対する，カテーテルに働
く Y 方向と Z 方向の力，さらに Y・Z 方向の力の合
力の変化を Fig. 2 に示す．回転角度を大きくするに
つれて，Y 方向に働く力は減少していき，Z 方向の
力は Y 方向の力に比べて変化は小さいものの，増
加していることがわかる．合力については 60°付
近からは減少が停滞し，90°付近から僅かながら増
加していることがわかる．これより，血管壁に近づ
こうとするカテーテルに働く力は，カテーテルを
60°から 90°回転させればかなり低くすることが
できると考えられる．

Render

Vessel luminal surface

Fig. 3 Pressure distribution on blood vessel wall（0 deg）

Fig. 2 Relationship between rotational angle and acting
forces on catheter
Fig. 4 Relationship between rotational angle and
minimum pressure, negative pressure area

カテーテル回転角が 0°の時の血管内壁面上の圧
力分布を Fig. 3 に示す．なお，カテーテルの位置を
示すためにレンダー図も合わせて示している．この
ように脱血側孔あたりに負圧が生じている．この負
圧の絶対値をみると，上流側の脱血側孔①が一番大
きく，次いで脱血側孔②，脱血側孔③となっている。
これは，流線の解析結果から，脱血流量は上流側の
脱血側孔①で一番多く，次いで脱血側孔②，脱血側
孔③の順であったためである．
カテーテルの回転角度に対する，血管壁面上の最
低圧力値と最低圧力値から-100 Pa までの負圧部面
積の変化を Fig. 4 に示す。負の最低圧力値の絶対値
は，回転角度を大きくするにつれて減少し， 90°
付近で 0 Pa 付近となり，
それ以降は増加している．
また，最低圧力値から-100 Pa までの負圧部面積は，
回転角度を大きくするにつれて減少し，60°付近か
らほぼ 0 mm2 となり，120°から増加している．こ
れより血管のへばりつき現象は，カテーテルの回転
が 90°で一番回避できるが， 60°付近から負圧部
面積でみると 0 mm2 であり，負の最低圧力値の絶対
値もかなり低くなっているので，60°付近から 90°
あたりでも回避できると考えられる．

5.

結言

本報では血管内に留置させたカテーテルの回転
角度に関して，カテーテルに働く力と血管壁面に現
れる最低圧力と負圧部面積を，数値流体解析で検討
した．今後は側孔の径変化について検討する予定で
ある．

6.
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ヒト皮膚における熱感受性の評価
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Evaluation of human heat sensitivity.
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1.

はじめに
視覚障害者等に対する情報伝達の手法として，聴

覚や触覚を用いる方法などが検討されているが，よ
り簡単な方法として熱刺激による情報伝達法があ
り，温感ディスプレイなどの研究開発が進められて
いる[1]．しかしながら，熱刺激は一般に感受性が低
く，繰り返し刺激に対する慣れの現象が発生すると

図 2 熱刺激装置の外観

いわれている．また，熱刺激としては加熱および冷

介して取得し，ソフトウェアで設定した温度になる

却の 2 種類が存在するが，それぞれの刺激に対する

よう PI 制御にてペルチェ素子に印加する電流を制

応答や感受性については不明な点も多い．

御した．また，被験者が刺激を感じた時点での温度

本研究では，熱刺激として加熱および冷却が簡単

および時間を記録するため応答ボタンを装備した．

に実現可能なペルチェ素子を用いてヒトの皮膚表

3.

面に熱刺激を提示する装置を開発し，ヒト熱感受性
の基礎的な検討を行った．

2.

実験方法
今回の実験では刺激回数に対する感受性および

温度振幅に対する感受性を評価した．初期温度を

熱刺激装置

30℃，加熱時の温度振幅は 30℃→最大 45℃，冷却
本研究では熱刺激提示用素子として 20×20 mm

時の温度振幅は 30℃→最小 15℃，刺激回数 10 回と

のペルチェ素子を用意した．図 1 に熱刺激提示部の

し，応答ボタンを被験者自身が操作することにより，

外観を示す．ペルチェ素子の上面に温度制御用の

熱刺激部の温度を上昇または下降させ，その時の応

サーミスタを内蔵したアルミ製のブロックを装着

答について調べた．図 3 に刺激パターンの一例を示

した．アルミブロックの上面を熱刺激提示部とし，

す．被験者には，指，腕に外傷のない 19~22 歳の男

直径 10 mm の円形に加工した．ペルチェ素子の下

女 10 名の協力を得た．実験時の室温は平均 18.5±

面はアルミ製のヒートシンクに張り付け，加熱およ

0.5℃，湿度 64±5%の条件で行い，測定部位は右手

び冷却時の熱移動が容易にできるようにした．

示指掌，右手示指背，右前腕とし，温度変化速度は

図 2 に熱刺激装置の外観を示す．温度制御にはマ

1℃/s のみとした．また，温度変化速度を 0.5℃/s，1℃

イクロプロセッサ(SH7045)を使用した．サーミスタ

①

②

③

④

で検出された熱刺激提示部の温度を A/D 変換器を
ΔT
熱刺激提示部

カバー
ボタンを離す

ボタンを押す

サーミスタ
ペルチェ素子

ヒートシンク

図 3 刺激のパターン例

図 1 熱刺激提示部の外観
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/s，2℃/s としたときの測定部位は右手示指掌のみと

かった．

した．

4.

実験結果
上記の実験方法に基づき，熱刺激応答までの応答

温度差ΔT 及び応答時の温度 T について t 検定を用
いて有意差を調べた．
図 4 に加熱刺激における刺激回数に対する応答
温度の変化を示す．

図 6 部位差に対する応答温度の変化（冷却）

5.

考察
測定部位毎の応答を見ると，冷却刺激は右手示指

背，右前腕，右手示指掌の順に温度に敏感と考えら
れる．田村らによると，冷点の分布密度が高いほう
から指背，前腕，指掌の順になっているため，冷却
刺激に関しては温度感覚点の分布と応答温度に関

図 4 刺激回数に対する応答温度の変化（加熱）

係性が見いだせる[2]．しかし，加熱刺激では温点の

図 4 より刺激として認知した温度は回数を重ね

分布密度との関係性が見られなかった [3]．これは，

るごとに増加する傾向が見られた．これは刺激に対

田村らが述べているように，皮膚上における単位面

して慣れの現象が起きたため，刺激として認知でき

積当たりの温点の分布数が少なく，部位差を判別し

る閾値が上昇したと考えられる．冷却刺激について

にくいためだと考えられる．
また，刺激回数による慣れの現象は見られたが，

も同様に慣れの現象を確認できた．

いずれの場合も 35～39℃または 27~22℃の範囲で

図 5 に冷却刺激における刺激速度変化に対する

刺激として認知できた．この温度帯は熱刺激受容体

応答温度の変化を示す．

として知られている TRP チャネルが活性化する温
度とほぼ同等のため，この受容体によって熱刺激を
認知していると考えられる[4]．
刺激速度の変化に対して，刺激速度が遅くなるほ
ど温度閾値が一定となる傾向にあった．これは刺激
速度が遅くなるほど正確に温度を判別できるため
であると考えられる．そのため，その傾向がよりみ
られる冷却刺激のほうが温度判別が容易になると

図 5 刺激速度毎の応答温度の変化（冷却）

考えられた．

図 5 より，刺激速度が遅くなるほどΔT の値が小

6.

さくなっており，少ない温度差でも刺激として認知
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可能であるといえる． また，刺激速度が遅いと回
数毎のΔT の値が概ね一定になる傾向があり，温度
閾値が一定になっていると考えられる．これらは加
熱刺激についても同様に確認できたが，冷却刺激に
比べてその傾向は少ない．
図 6 に，冷却刺激における部位差に対する応答温
度の変化を示す．図 6 より，腕や指背と比較して指
掌部で測定したΔT の値が大きく，有意な差が見ら
れた．よって，指掌部よりも指背や腕のほうが感受
性が高いといえる．加熱刺激でも同様の傾向が見ら
れたが，有意な差としては見られず，断定はできな
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