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客観的情報として心拍情報を用いた発達障害生徒の環境因子調整に関する報告
今井 健太，永森 正仁，内山 尚志，三宅 仁，塩野谷 明
長岡技術科学大学

Environmental Factor Adjustment of Students with Developmental Disorders
using Heart Rate Information
Kenta IMAI, Masahito NAGAMORI, Hisashi UCHIYAMA,
Hitoshi MIYAKE and Akira SHIONOYA
Nagaoka University of Technology

1.

ともに，環境因子調整の判断材料のひとつとして蓄

はじめに

積することができるシステムに関して報告する．

2016 年 4 月，障害者差別解消法が施行された[1]．

2.

これにより，発達障害を含む，障害がある者に対す
る合理的配慮の提供が行政機関で義務付けられた．

客観的情報としての心拍情報
対象学生自身による振り返りを促すための客観

教育機関における合理的配慮には基礎的環境整備

情報として，非侵襲的かつ容易に計測が可能な生理

の充実が欠かせず，中でも，対象生徒の支援におけ

情報を検討した結果，心拍変動のローレンツプロッ

るポートフォリオであり，学内外の関係者間の連携

ト（以下，LP）を用いた．

に用いられる情報共有ツールである個別の教育支

LP とは横軸を n 番目の心電図 RR 間隔, 縦軸を

援計画の作成が重要とされる．そして，この個別の

n+1 番目の心電図 RR 間隔としてグラフ上にプロッ

教育支援計画を用いた，生徒本人・保護者の要望と

トしたもので，心電図 RR 間隔の変動を視覚的に捉

所属機関の対応との，建設的な合意形成の上での合

える有用な方法である．安静時にはプロットの重心

理的配慮の提供が求められている ．

が右上に推移し，緊張時には左下方向に始動しなが

[2]

合理的配慮の提供は原則として，障害のある生徒

ら各点のばらつきは円状に広がる．緊張が高まると，

自身から社会的障壁の除去を必要としている旨の

プロット重心が左下に推移しながら，そのばらつき

意思表明が支援の出発となる．しかし，発達障害生

も小さくなる[6]．また，LP の原点からの距離の平

徒は障害の特性上，適切な自己認識に困難があるこ

均 m と楕円の面積 S は，副交感神経活動を反映す

とから配慮が必要と思われる場合でも，本人から配

るとされる高周波成分 HF（0.15Hz～0.40Hz）を表

慮への意思表明を期待することは困難である

す客観情報となることが報告されている[7]．

[3] [4]

．

主体的な配慮への意思表明を促すためには，本人

本稿では，この m の値をストレスの評価情報と

自身が振り返りを行うことが出来るよう，本人にと

して用いた．すなわち，m がその前後，環境因子の

って容易な手法により自己認識を支援することが

調整のプロセスに対して小さい場合，その環境因子

重要と考える．筆者らは，この容易な手法として，

下においてストレスが高まっていると判断した．こ

ウェアラブル端末により記録された対象状況にお

の m を評価情報に用いたのは，心拍情報を検討す

ける心拍変動の推移（以下，心拍情報）を，本人の

る対象が生徒の保護者であり，環境因子の調整の影

困り感の推移を投影する視覚情報としての活用を

響を時系列に示すことにおいて，より判りやすい評

試みている．また，この心拍情報のメタ情報，その

価情報を検討した結果である．

環境因子，すなわち，ストレス因子における主観的

3.

情報として用いることが可能な，個別の教育支援計

システム
システムの構造と記述項目は初等中等教育にお

画に則った構造を有する e ポートフォリオを開発

ける個別の教育支援計画に準拠し，合理的配慮の検

してきた[5]．

討情報として阻害因子を含む対象学生自身の要望

本稿では，本人の心拍情報から支援者と保護者が

と，決定情報として促進因子を含む各機関の対応が

判断，合意形成し，よりストレスの少ないと推測す

記述される[8]．

る環境因子の調整・変更を合理的配慮とした．特に，

システムでは合理的配慮を，対象学生一人ひとり

客観的情報として心拍情報を主観的情報の記録と

1
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の「活動・参加」の状況に対する，基礎的環境整備

4.

まとめ

に基づく「環境因子」の調整・変更プロセスと定義

障害生徒の意思表明への支援は，真正な合意形成

した．そして，要望と対応の記述時に，要望には

を目的とした情報共有への支援に繋がり，合理的配

ICF-CY の「活動・参加」における分類とその要望

慮の推進が期待できる．

時の ICF-CY の「環境因子」における分類が付加さ

採用した心拍情報は，すべての対象生徒の困り感

れ，所属機関で対応可能な ICF-CY の「環境因子」

を反映するとは言い難いが，その客観的な変化を本

における分類をメタ情報として具体的な対応（調

人および支援者らの主観的な記録と共に蓄積しプ

整・変更）が蓄積される．この要望と対応の分類に

ロセスとして振り返ることにより，あいまいな心拍

より，「環境因子」の調整・変更前後の「活動・参

情報や記憶に頼った蓄積が，日常の評価情報として

加」における個別の困難性が形式化される．

生徒自身の意思表明の助けになることが実践から

また，形式化された困難性に対し ICF-CY のコー

確認できつつある．

ドに則り評価を行う．これにより，要望に対する対

また，本システムは，ポートフォリオとして対象

応の効果を明確化し，配慮の合理性に対する検討を

者の状態と状況を自ら蓄積することが可能である．

促す．この検討プロセスを対象学生が自身のポート

ゆえに，対象者自身が日常的活用をすることで自律

フォリオとして振り返ることにより，自身に必要な

的な要望へのアシスティブ・テクノロジーとしてコ

合理的配慮に対する客観視化を促すことができ，次

ーピングを促し，主体的な要請への支援が期待でき

の意思表明への支援が期待できる．

ると期待している．現在，コーピングにおける主観

図 1 に，システムでの環境因子を含む蓄積項目群

的情報の記録の容易化を目的とし，その環境因子で

の構造を示す．構造に示すように，個別の教育支援

のストレス状態をアイコンで蓄積するシステムの

計画は他機関との連携を含む各情報群のリンク構

運用実験を行っている．

造からなる継続的なプロセスとして表現できる．

当日の発表では，システムを用いた環境因子調整

また，合理的配慮の検討と合意形成のプロセスを

に関する実践として，対象生徒の長期間での就労体

記 録 す る サ ポ ー ト プ ロ セ ス は E-Prev-Link

験における事例を報告する．

（Environmental Factors Preview Link）で表現され，
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発達障害者への非侵襲性を考慮したヘッドバンド型心拍情報測定端末の検討
中村秋菜，永森正仁，内山尚志，三宅 仁，塩野谷明
長岡技術科学大学

A Investigation of Headband Type Heart Rate Monitor Considering Non Invasiveness of
Developing-Disabled Persons
Akina NAKAMURA, Masahito NAGAMORI, Hisashi UCHIYAMA,Hitoshi MIYAKE,Akira SHIONOYA
Nagaoka University of Technology

発達障害においてはその特性から，本人自身が配慮申請の意思表明を行うことが難しい場合が多い。現状
から，合理的配慮の要望における意思表明の支援を目的として，客観的指標を用いて学生自身が日常的に振
り返りを行うことで，適切な自己認識を支援することが重要と考えられる。特に本稿では，非侵襲的の観点
からウェアラブル端末の検討を行った。具体的にはポータブル端末，心臓付近に装着する端末，腕時計型の
端末，及びヘッドバンド型の端末において非侵襲性と測定精度の観点から比較を試みた。
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瞳孔径の揺らぎに見られる概日リズム
小沼高啓*，飯島淳彦*,**
*新潟大学大学院自然科学研究科，**新潟大学医学部保健学科

The circadian rhythm in pupil oscillation

概日リズムの乱れは睡眠障害や季節性うつ病など，自律神経系疾患や体調不良の原因となり，問題視され
る一方，概日リズムの状態の定量的な評価方法は確立されていない。瞳孔は非侵襲で容易に計測が可能な自
律神経の状態を反映する器官であり，その揺らぎは副交感神経由来のものであることが報告され，ストレス
や覚醒度の評価指標として注目されている。本研究では瞳孔径の揺らぎに注目し，その日内変動の様子につ
いて調査した。10:00 から 1 時間ごとに計 8 回，被験者に対し赤色光刺激を呈示し，瞳孔計測を行った。また，
他の自律神経指標との比較のため，瞳孔計測と同時に体温，心電図(ECG)の計測を行った。瞳孔径の揺らぎの
パワーをスコア化（瞳孔スコア）し，体温，LF/HF との日内変動を比較した結果，瞳孔スコアは体温や LF/HF
の変動と同期していないことを確認した。一方で，被験者の多くで瞳孔スコアには起床 3 時間頃にピークが
現れ，起床 6 時間頃にかけて低下する様子が確認できた。瞳孔径の揺らぎは独自の日内変動を有している可
能性が示唆された。
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立体画像における図形の回転角度が奥行き知覚に与える影響
山田哲也*，飯島淳彦*,**
**新潟大学大学院自然科学研究科，**新潟大学医学部保健学科

The effects of layout angle by square figures on depth perception in stereoscopic images

3D 映像は迫力がある一方，視聴によるめまいや吐き気などの映像酔いの発生が問題となっており，その要
因の 1 つは両眼視差だと考えられている。 そこで，本研究では，奥行き手がかりになりうる視覚刺激として
正方形・菱形錯視を用い，両眼視差とその視覚刺激がどのように奥行き知覚に影響するのかを調査した。実
験では，3DTV 前方に正方形と菱形を左右に並べ，それぞれに様々な視差を与えて被験者に呈示した。刺激
パターンは，正方形と比べて，菱形が近い（Near 刺激），同じ距離（Equal 刺激）
，遠い（Far 刺激）の 3 つに
分けた。主観評価として正しい配置関係を回答できれば正解とする奥行き判定実験を実施し，輻輳眼球運動
を計測した。その結果，奥行き判定実験の正答率は Near 刺激よりも Equal 刺激・Far 刺激で低かった。また，
Equal 刺激における輻輳眼球運動は，正方形より菱形で僅かに輻輳する傾向を示し，正答率と視差角（菱形の
輻輳角−正方形の輻輳角）に中程度の負の相関の傾向が見られた。以上より， 感じた大きさの違いだけでも，
視差で作られた遠近感を騙すほどの奥行き感覚を生み出したことから，立体表現におけるサイズ効果の高い
有用性が示唆された。輻輳眼球運動は本人の知覚との関与が示唆された。
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効率的な視覚探索を可能とする注視点移動長モデルの提案
松井 瑞季*，津野 将行**，小寺 龍之介**，小澤 誠†，野村 泰伸†，塚田 章‡，前田 義信**
*新潟大学工学部，**新潟大学大学院自然科学研究科
†大阪大学大学院基礎工学研究科，‡富山高等専門学校電子情報工学科

Proposal of gaze step magnitude model enabling Efficient Visual Search
Mizuki Matsui*, Masayuki Tsuno**, Ryunosuke Kodera**, Makoto Ozawa†
Taishin Nomura†, Akira Tsukada‡, Yoshinobu Maeda**
*Faculty of Engineering, Niigata University, **Graduate School of Science and Technology, Niigata University
†Graduate School of Engineering Science, Osaka University,
‡Department of Electronics and Computer Engineering, National Institute of Technology, Toyama College

1.

を移動させることを防ぐためである．実験ではター

はじめに

ゲット文字と文字群の画像を毎回ランダムに変え

ヒトは，視覚を用いて多くの視覚情報の中から特
定のターゲットを探し出す作業を日常的に行って

ている．実験参加者とディスプレイの距離は 72.1

いる．例えば，券売機で切符を買ったり，地図から

cm とし，実験参加者がディスプレイの中心を見た

目的地を探したりするときであり，ヒトはその作業

状態を初期状態とした．制限時間は 60 秒とし，制
限時間に達した場合はその時点で探索終了とする．

をすばやく行うことができる．文字数 N の増加に

一人当たり，前半 3 回，後半 3 回の合計 6 回の視覚

比べると，ターゲット発見までの時間 T はそれほど

探索を行う．前半と後半の間に休憩を設け，前半後

伸びず，およそ T∝logN である．これはヒックの法

半開始前にキャリブレーションを行う．

則[1]と呼ばれ，我々はヒックの法則を成立させる眼

実験参加者には事前にインフォームドコンセン

球運動メカニズムを調べている[2]．本研究の目的は

トを行い，実験内容，実験手順及び実験結果による

「眼球運動は視覚探索を最適化するような運動で

効果を説明し，理解してもらった．そして，実験へ

あるのか」を実験で分析し，モデリングとシミュレ

の参加について同意を得て実験を行った．なお，本

ーションから検証することである．

2.

実験の実施内容については，新潟大学倫理委員会の

実験方法

承認を受けた（承認番号 No.3005，承認日平成 28 年

2.1. 眼球運動時の測定条件

9 月 26 日）
．

視覚探索時の眼球運動を調べるために，複数の文
字がランダムに配置された画像を実験参加者に提
示し，その文字群の中から唯一の文字を探してもら
う視覚探索実験を行った．実験参加者は 6 人(男子
大学生，晴眼者)である．眼球運動の測定には，眼球
測定装置の iView X Hi-Speed（SMI, Teltow, Germany,
サンプリング周波数 500 Hz）を使用し，16×16 文
字の画像（図 1 参照）を 27 型ディスプレイ（1920
pixel×1080 pixel または 52.4 cm×29.5 cm）に提示
した．文字群はアラインを崩す加工をしている．こ
れは文字群の並びが意図的に特定の方向へ注視点
図 1. 探索画像
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2.2. 測定データの変換
実験から探索時間，離散時刻𝑡における瞳孔径，注
視点座標(𝑎# , 𝑏# )が pixel 単位で得られる．瞳孔径が
測定されなかったときは瞬目データとみなし，その
ときの注視点座標は除去した．得られた測定データ
から，離散時刻𝑡 − 1と𝑡の間の注視点の移動長𝑟# を
求める．
注視点座標を pixel 単位から cm 単位(𝑥# , 𝑦# )
に変換する：
𝑥# = 52.4 × 𝑎# /1920,

(1)

𝑦# = 29.5 × 𝑏# /1080.

(2)

図 3. 頻度分布の両対数グラフ

注視点移動長𝑟# を式(1)，(2)と(𝑥#89 , 𝑦#89 )より，
𝒓𝒕 = <(𝒙𝒕 − 𝒙𝒕8𝟏 )𝟐 + (𝒚𝒕 − 𝒚𝒕8𝟏 )𝟐 ,

4.

(3)

今回，文字探索時の眼球運動の測定を行った．結

として求めた．得られた𝑟# から注視点移動長の頻度

果として，注視点移動長の頻度分布がべき乗分布を

を求める．

3.

まとめ

示した．つまり，この特性が探索時の眼球運動の特

結果

徴の一つであり，眼球運動を効率化する一つの要因

実験参加者 6 人の視覚探索時の眼球運動を測定

になっていると考えられる．また，注視点の移動長

した．図 2 に探索時の眼球運動の軌跡の一例を示

の時系列は長期記憶性を持つと報告されている[3]．

す．分析には右目の眼球運動データのみ用いる．探

今後はこれらの特性を踏まえたモデルを提案し，そ

索時間は発見できた場合で，最大で約 30 秒であり，

の上でシミュレーションを行い，視覚探索時の眼球

最小で約 1 秒であった．次にそれぞれ𝑟# の頻度分布

運動のメカニズムを検証していきたい．

を求めたところ，べき乗分布を示した．図 3 に 𝑟# の

謝辞 本研究は，永井エヌ・エス知覚科学振興会

頻度分布を両対数化したグラフの一例を示す．

研究開発費助成によった．

参考文献

1.

Hick WE: On the rage of gain of information.
Quarterly J. Exp. Psychol., vol.4, pp.11–26, 1952.

2.

Kodera R ， Tanahashi S, Iijima A, Maeda Y:
Measurement of eye movement in visual search for
a target symbol and simulation to construct a smallworld network. Adv. Biomed. Eng., vol.6, pp.129–
133, 2017.

3. 小寺龍之介，津野将行，小澤誠，野村泰伸，塚
田章，前田義信：視覚探索を最適化する注視点
時系列モデルの提案．生体医工学，2018，投稿

図 2. 注視点の軌跡の一例

中．
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運動想起タスクの複雑さを考慮した BCI の検討
石田 巧，堀 潤一
新潟大学大学院 自然科学研究科

Study on Brain Computer Interface Considering Complexity of Motor Imagery Task
Takumi ISHIDA, Junichi HORI
Graduate School of Science and Technology, Niigata University

1.

はじめに
運動想起時にアルファ波帯域脳波振幅が抑制さ

れる特徴を利用したブレインコンピュータインタ
フェース(BCI)が注目されている [1]多くのユーザに
とって運動想起は不慣れな活動であるため，注目す
る特徴である α 波抑制が顕著に見られず，高い判別
確度が得られない場合がある．本研究では，運動想
図 1．実験システム

起の複雑さに注目して α 波抑制が生じやすいタス
クについて検討した．

タスク遂行の有無(Yes/No)を判別するに当たり，

2.

方

法

試行ごとに特徴量を算出した．タスク開始時点

2.1. 脳波計測・解析

(0[s])以降に解析区間を設定し，解析区間における

本研究で提案する BCI の概要を図 1 に示す．この

平均値を特徴量とした．特徴量が Yes または No の

BCI により，被験者のタスク遂行の有無を判別する

どちらのクラスに属するかを，マハラノビス距離を

ことで，2 値の意図情報を検出した．

用いた最近傍法によって判別した．判別精度を評価

被験者の両耳朶に貼付した電極(A1,A2)を基準電

するため，Leave-one-out 法により確度を算出した．

極とし，国際 10-20 法に準拠した頭頂部 3 チャネル

2.2. 実験条件

の脳波を単極誘導(P3-A1,Pz-A1,P4-A2)で計測した．

被験者は 22~24 才の右利き健常男性 4 名とした．

脳波は多チャンネルデジタル脳波計(日本光電

実験は新潟大学倫理審査委員会規定に従い，全被験

EEG-1100)を用いて，サンプリング周波数 500[Hz]，

者には事前にインフォームド・コンセントを実施し，

電極インピーダンス 5[kΩ]以下で測定した．

書面にて同意を得た．

取得した脳波信号を 1 試行ごとのデータに分割し，

被験者には，視覚による提示に従って運動想起

そのうち瞬目アーチファクトの重畳していない試

タスクを遂行するように指示した．想起内容は複雑

行を解析の対象とした．まず，脳波の原波形に対し

性の異なる 3 種類の両手指の屈曲伸展運動とした

て， ラプラシアンフィルタをかけた．次にアルフ

(表 1)．タスク 1 では，母指と示指の MP 関節(第 3

ァ波帯域である 8~13[Hz]の通過帯域を持つ 4 次バ

関節)からの屈曲伸展運動想起を連続して実施した．

ターワースフィルタを施した後，絶対値処理し，フ

タスク 2 では，環指と小指の MP 関節からの屈曲伸

ィルタ長 100 ポイントで単純移動平均した．その後，

展運動想起を実施した．タスク 3 では，環指と小指

タスク前注視期間-3.5~-1.5[s]における平均値を基

の PIP 関節(第 2 関節)からの屈曲伸展運動想起を実

準として正規化した．

施した． 1 試行あたりの運動想起の回数は 4 回，
運動想起の継続時間は 2.0[s]とした[2] ．20 試行（運
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表 1．運動想起タスク

動想起：10 回，安静維持：10 回）を 1 セットとし，

図 2．各タスクにおけるアンケートの得点

3 セットずつ（計 60 試行）行った．
実験前に各運動想起タスクがどの程度複雑であ
るかを知る目的で，Movement Imagery Questionnaire
Revised Japanese Version(JMIQ-R)を簡易的に改良し
たアンケート調査を実施した[3]．方法は，各タスク
に対しての運動想起のしやすさを質問用紙で自己
評定させた．評定は，1(とても難しい)，2(難しい)，
3(やや難しい)，4(どちらでもない)，5(やややさしい)，
6(やさしい)，7(とてもやさしい)の 7 段階で行った．

3.

図 3．全被験者の各タスクにおける判別確度

結果・考察

図 2 に JMIQ-R のアンケート結果を示す．タ
まとめ

4.

スク 3 において，最も運動想起が複雑であった．
また，タスク１が最も運動想起しやすいタスクで

α 波帯域脳波振幅が抑制される特徴を利用した

あった．これは全ての被験者で同様の傾向がみら

BCI を実現するため，運動想起の複雑さに注目して

れた．親指・示指よりも薬指・小指のイメージが

α 波抑制が生じやすいタスクについて検討した．運

複雑であり，また MP 関節から動かすタスクより

動想起の複雑さを変化させることによって，α 波帯

も PIP 関節からの運動想起タスクで複雑である

域脳波の振幅が変化した．運動想起が複雑であると

と評価される．

評価したタスクほど α 波抑制の振幅が大きい傾向

図 3 に安静状態と運動想起の 2 クラス判別の

が見られ，簡単な運動想起よりも判別確度が高くな

判別確度を示す．運動想起が複雑であると評価し

る結果が得られた．

たタスク 3 において最も高い確度が得られた．ま

参考文献

た運動想起がやさしいと評価したタスク 1 では，
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判別確度が低い結果となった．
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[2]
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簡易脳波計を用いた運動想起型 BCI へ向けての基礎的検討
今福 瑠伊*，橋本 昌巳**，香山 瑞恵**，伊東 一典**
*信州大学大学院 総合理工学研究科，**信州大学 工学部

Basic study for motor-imagery BCI using EEG headset
Rui IMAFUKU*，Masami HASHIMOTO**，Mizue KAYAMA**，Kazunori ITOH**
Graduate School of Science and Technology, Shinshu University*，Faculty of Engineering，Shinshu University**.

はじめに

1.

近年，筋萎縮性側索硬化症患者のような重篤な肢
体不自由者に向けたコミュニケーション手段とし
て，脳波を利用したブレインコンピュータインタフ
ェース（Brain Computer Interface : BCI）が有効であ
ると考えられている[1]．その実用化のためには，利
用者に不快感を与えずに脳波を計測することが重
要である．そこで本研究では，ワイヤレス計測可能
な Emotiv EPOC を用いることで，比較的安価で拘
図 1: Emotiv EPOC

束感の少ない BCI の検討を行っている．

電極配置図

BCI で 利 用 さ れ る 事 象 関 連 電 位 (Event-Related

YES

blink

Potential : ERP)の中に，運動あるいは運動想起時に

NO

α波帯(8~13 Hz)やβ波帯(13~30 Hz)において，事象

time [s]

関連脱同期(Event Related Desynchronization : ERD)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

や事象関連同期(Event Related Synchronization: ERS)
図 2: 動作指示タイムチャート

による周波数成分の変化があることが知られてい
る[2]．本研究では，この ERD，ERS による脳波の
2.2.

変化を利用した BCI を検討している．実運動時の脳

実験方法

対象動作を右手掌の開閉運動とした．
「Yes」また

波を測定し，ERD，ERS を含む成分を特徴量として

は「No」の選択課題を想定し，ディスプレイに標

ニューラルネットワークによる機械学習行い，2 選

的文字が表示されている間のみ動作を行うことと

択肢の判別精度を求めた．

した．また，課題実施中のノイズ低減のため，課題

2.

実

2.1.

実験環境

直前に瞬目の時間を設けた．動作指示のタイムチャ

験

ートを図 2 に示す．被験者は 20 代健常男性 5 人と
し，
「Yes」，
「No」各 50 試行，合計 100 試行の実験

本研究で用いる簡易脳波計 Emotiv EPOC(Emotiv

を，各被験者 2 回ずつ行った．

Systems)の電極位置を図 1 に示す．Emotiv EPOC は，

2.3.

拡張国際 10-20 法に基づき，AF3，F3，F7，FC5，

信号処理

解析には AF4，F7，F3，FC5，FC6，F4，F8，AF4

T7，P7，O1，O2，P8，T8，FC6，F4，F8，AF4 の

の 8 か所の脳波を用いた． 瞬目等によるアーチフ

14 か所に電極が配置されており，脳波データはサ

ァクトを除去するため，カットオフ周波数 10 Hz の

ンプリング周波数 128 Hz で PC に保存される．各種

3 次バタワースハイパスフィルタを用いた．

信号処理は LabVIEW(National Instruments)を用いて
オフラインで行った．また実験は安静座位で行った．
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2.4.

特徴量抽出

本実験では，2 種類の選択判別に ERD，ERS が発
生する時間の差を利用するため，以下のように特徴
量を求めた．
1 試行のうち，blink 区間を除いた 10 秒間を 10
分割し，各窓のパワースペクトル密度を求め，β波
帯(13~30 Hz)の値の平均値を求める．1 電極で 10 個
の値が得られるので，各電極で平均値を 0 に統一し，
8 電極分を連結した 80 次元の特徴量とした．
なお，絶対値 50µV 以上の電位が確認された電極

図 3: 各被験者の交差検証による判別率

は，アーチファクトが混入しているとみなし，その
試行を解析対象から除外した．また除外された部分

回用いた特徴量が，これらの被験者の脳波の変化を

は，その電極が右側なら右側，左側なら左側の，そ

捉えるのに適していなかったことや，右手掌の運動

れぞれ削除されていない電極の値の平均値を挿入

による ERD，ERS が発現しづらい被験者であった

することで補完を行った．

可能性が考えられ，実用化へ向けてはこれらを改善

2.5.

判別手法

する手法の検討が必要である．

本実験では，機械学習における手法のひとつであ
る，ニューラルネットワークを用いた判別を行った．

まとめ

3.

構成は，入力層，中間層，出力層の 3 層からなる多

運動想起型BCIへ向けた検討として，実運動によ

層パーセプトロンで，活性化関数は正規化線形関数

る2選択判別実験を行い，ニューラルネットワーク

とした．中間層ユニット数を 5~100 まで 5 刻み，ま

を用いて学習，評価を行った．その結果，5人中2

たミニバッチ学習のバッチサイズを 10~50 まで 10

人の被験者で，およそ80%以上の判別精度が得られ，

刻みで，グリッドサーチによって最適な値を求め，

BCIとしての実現可能性が示唆された．また確実性

使用した．入力は，2.4 節の手法によって求めた 80

を高めるために，3試行で1つの入力とした場合には，

次元の特徴量である．

すべての被験者で70%以上の判別率が得られた．今

1 回の試行を 1 つの入力とした場合と，特徴量を

後は，判別率改善のために，被験者ごとのERD，ERS

顕著に表すために 3 試行分の平均値を入力とした

の特徴をより捉えることができる特徴量の考案や，

場合で，学習モデルを作成した．作成した学習モデ

右手掌以外の部位の運動による実験を検討してい

ルについて，5-fold cross validation による検証で判

く．

別率を求め，評価を行った．
2.6.

結果と考察

4.

図 3 に各被験者の交差検証による判別率を示す．

参考文献

[1] Tyler C major, James M Conrad, “A Survey of Brain

被験者 A，E は 1 試行 1 入力の場合でそれぞれ 79.0%，

Computer Interface and Their Applications”,

93.9%と比較的高い判別率が得られ，3 試行 1 入力

SOUTHEASTCON 2014, IEEE, pp. 1-8, 2014

とすると 82.8%，100%とさらに高い精度が得られた．

[2] G.Pfurtscheller, F.H.Lopes da Silva, “Event-related

被験者 B，C，D は 1 試行 1 入力では 59.4%，67.5%，
67.2%であるが，3 試行 1 入力とした場合には 3 被

EEG/MEG synchronization and desynchronization:

験者とも 70%以上の精度が得られた．

basic principles”, Clinical Neurophysiology 110,
pp.1842−1857，May 1999

実際の BCI 利用を想定した場合，80%程度の判別
率が必要であると考えると，十分な判別率ではない
被験者がいる．判別率が低くなった原因として，今
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点字ディスプレイによる定常体性感覚誘発電位に関する研究
内山

和樹*，堀

潤一*，

*新潟大学大学院自然科学研究科

The Study of Steady-State Somatosensory Evoked Potentials by Braille Display
Kazuki Uchiyama, Junichi Hori
Graduate School of Science and Technology, Niigata University

はじめに

1.

近年，重度肢体不自由者を支援する装置として，
脳波を使用したブレインコンピュータインタフェ
ース(Brain-Computer Interface : BCI)が注目されてい
る．そこで，本研究では，BCI に用いる脳波として
定常体性感覚誘発電位(Steady-State Somatosensory
Evoked Potentials : SSSEP)に注目した．SSSEP は，
高頻度の触覚刺激によって誘発され，周波数に同期

図 1 実験システム概要

した成分からなる．また，刺激への集中によりスペ
クトル振幅が大きくなる[1]．これまで，BCI に用い
る脳波として注目されている定常状態視覚誘発電
位に比べて，視覚機能を必要とせず，作業負荷が少
ないというメリットがある．
本研究では，点字ディスプレイによって単独また

図 2 刺激のタイムチャート

は複数の振動刺激を与え，SSSEP の発生と刺激への
集中による変化を確認した．

2.

方

2.1.

実験システム

2.2.

法

実験タスク

図 2 に刺激のタイムチャートを示す．装置の負
荷軽減のため，1s ごとに 0.05s の休止区間を設け

本研究で構成した実験システムの概要を図 1 に

た．どちらの実験でも刺激強度は 11fg とした．

示す．刺激提示には，点字ディスプレイとして用い

実験 1 では 1 種類の刺激を単独で与え刺激周波数

られるピエゾ式触覚刺激装置を使用した．被験者の

（21.7Hz，27.7Hz），集中と非集中，左右示指の

指先に点字ディスプレイの 8 つピンで触覚刺激を

計 8 条件でパワースペクトルを比較し，SSSEP

提示し，各条件下の脳波を計測した．計測は国際

が発生するかを確認した．実験開始から 3s 後に

10/20 法に基づいた 19 電極で行い，脳波計で脳波を

3s 間の振動刺激を与え，次の刺激までに 3s 間の

記録した．記録した脳波は，別のノート PC で処理

ブランクを設けた．これを 1 試行として，10 試

された．

行行った．

実験には 20 代の健常男性 3 名が参加した．被験

実験 2 では右手に 27.7Hz の刺激を与え，左手

者には事前に実験の目的と手順を説明し，同意を

に 21.7Hz の刺激を与えた．その際，どちらか一

得た．また，実験は新潟大学工学部倫理審査委員

方の刺激への集中を指示し，パワースペクトルの

会の許可を得て実施した．

変化を比較する実験を行った．実験開始から 3s
後に右手示指へ 27.7Hz の刺激を 3s 間与え，次に
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左手示指へ 21.7Hz の刺激を 3s 間与える．これを
1 試行として 10 試行行った．また，右手 27.7Hz
の刺激に集中を指示した場合と，左手 21.7Hz の
刺激に集中を指示した場合の 2 条件で実験を行
った．
2.3.

信号処理

(a) 21.7Hz

計測した脳波から，刺激を提示していた時間の脳

図3

(b) 27.7Hz

被験者 A：右手刺激時のパワースペクトル

波を切り出した．注目電極は体性感覚野付近の Pz
電極とした．波形を切り出す区間は，刺激のトリガ
を基準として，単独の刺激を提示した実験では 3s
間，2 種類の刺激を提示した実験では 6s 間とした．

次に，SSSEP の基本周波数の反応が現れる周波数
帯の脳波を取り出すために，切り出した脳波に

(a) 被験者 A

20-30Hz のバンドパスフィルタを適用した．フィ

図4

(b) 被験者 B

複数刺激時のパワースペクトル

ルタは 4 次のバターワースフィルタを使用した．
その後，パワースペクトルを確認するために，こ

また，刺激への集中による周波数成分の変化を確か

の脳波を離散フーリエ変換し，10 回の加算平均

めた．単独の刺激を与えた場合には，刺激に集中

で雑音の除去を行った．

したとき，すべての被験者で SSSEP の発生を確

3.

認できた．また，非集中時には 9 通りでスペクト

結果と考察

ル振幅の抑制が確認できた．複数の刺激を 3s つ

図 3 に単独刺激実験の代表的なパワースペク

与えた場合では，被験者 A でのみ周波数成分の

トルを示す．すべての被験者で，刺激に集中した
際に，その刺激周波数成分のピークが確認できた．

ピークを確認できた．どの被験者でも集中による
ピークの変化は確認できなかった．

このことから，
点字ディスプレイによって SSSEP

今後の課題として，刺激提示方法の改良，特徴

を発生させることができたといえる．また，非集

量の算出，将来的には 2 クラス判別の BCI への

中時の 12 通りの実験では（4 条件×3 人） ，その

応用などが挙げられる．

うちの 9 通りで，スペクトル振幅の抑制が確認で

参考文献

きた．
図 4 に複数刺激実験の代表的なパワースペク

[1] C. M. Giabbiconi, C. Dancer, R. Zopf, T. Gruber,

トルを示す．被験者 A では右手と左手のどちら

M. M. Müller, “Selective spatial attention to left

に集中している場合でも，刺激周波数成分のピー

or right hand flutter sensation modulates the

クが確認できた．一方，被験者 B と被験者 C で

steady-state somatosensory evoked potential”,

はどちらの刺激成分のピークも確認できなかっ

Brain Res Cogn Brain Res, vol.20, issue 1,

た．また，どの被験者でも集中に伴うスペクトル

pp.58-66, 2004.

の変化は見られなかった．このような個人差は，
片方の刺激に集中することが困難であったため

[2] S.

“Steady-state vibration somatosensory evoked

と考えられる．

4.

Tobimatsu, Y. M. Zhang, M. Kato,

potentials: physiological characteristics and

まとめ

tuning function”, Clinical Neurophysiology,

点字ディスプレイを用いて左右の人差し指に機

vol.110, issue 11, pp.1953-1958, 1999.

械振動刺激を与え，SSSEP が発生するかを確かめた．
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換気カプセル型発汗計の特性評価
内藤

歩*，小松

聖汰*，小野

伸幸***

*長野高専生産環境システム専攻，**長野高専電子制御工学科

Evaluation Method of Sweating Rate Meter Using a Humidity Sensor
*Ayumu Naito, *Seita Komatsu, **Nobuyuki ONO
*Advanced Course of Production and Environment System, NIT Nagano College
**Electronics and Control Engineering, NIT Nagano College

1.

態で，開口部とカプセル開口部を密着させると，ろ

はじめに

紙の水分がキャリアガスで拡散し，この水分を湿度

ヒトにおける発汗は，温熱性発汗と精神性発汗の

センサで検出する．今回使用した皮膚モデルには，

２つに大別できる 1)．発汗現象は，その多くが神経

30mm×30mm のろ紙を用い，およそ 50mm×50mm

系の障害と大きく関連することから，発汗現象の測

の樹脂でラミネートした後，カプセルの開口面積と

定は神経系機能評価の手法として有用であるだけ

等しい 1cm2 の開口部を開けたものを使用した．

でなく，近年では衣服や住環境の快適評価の手法と
しても注目されている．
発汗量の定量的測定法の一つである換気カプセ
ル型発汗計は，測定部位の皮膚を覆うカプセルを装
着し，ここにキャリアガスを流入させ，カプセルか
ら流出するガスに含まれる水分を湿度センサで検
出して発汗量を求める

2)

図 1 皮膚モデル

．この方式の発汗計にお

2.2 蒸発水分量の測定

ける感度や応答特性の評価には皮膚を模擬した皮

皮膚モデルに装着したカプセルが奪う水分量の

膚モデルが使用されている．皮膚モデルは，装着し

測定は，図 2 に示す装置を用いて行った．

たカプセルが奪う水分量を直接測定できるという
利点があるものの，皮膚モデルから蒸発する水分量
は設置する環境に依存するため，感度や応答特性の
一定条件下で評価するためには測定環境を制御す
る必要がある．
本研究では，換気カプセル型発汗計の感度や応答
特性等を評価するにあたり，皮膚モデルの設置環境
と蒸発特性の関係を調査し，皮膚モデルの温度やキ
ャリアガスの湿度が測定値に及ぼす影響にについ

図 2 測定装置の概要

て調査した．

キャリアガスはシリカゲルで除湿した空気およ
び湿分を含む空気を混合調節器で混合し，任意の湿

2.

実験方法

度を有するガスを生成し，これをコンプレッサで流
量を一定としてカプセルに供給する．カプセルを皮

2.1 皮膚モデル

膚モデルに密着させた状態で，皮膚モデルから蒸発

図 1 に皮膚モデルの概要を示す．皮膚モデルは，
ろ紙を樹脂シートでラミネートしたもので，片面に

した水分を含むガス湿度を BME280（BOSCH 社製）

開口部が設けられている．ろ紙に水分を含ませた状

で検出する構造である．
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図 4 にキャリアガス湿度と蒸散水分量の関係を

2.3 実験プロトコル

示す．キャリアガス湿度の上昇に伴い，蒸散水分量

(1)皮膚モデル温度―蒸発水分量特性評価

が減少した．なお，その誤差は平均値に対して 3%

皮膚モデルをウォータジャケット上に設置し，ウ

以下であった．

ォータジャケット温度を 20，25，30℃としたとき
の 2 分間の皮膚モデルからの蒸発水分量を求めた．
なお，この時のキャリアガスは，シリカゲルで除湿

4.

した空気を使用し，5.5%RH±1.0%の条件とし，流

考察およびまとめ
今回，換気カプセル型発汗計の特性試験で使用さ

量は 150，300，450ml/min とした．

れる皮膚モデル温度とキャリアガス湿度の特性評

(2)キャリアガス湿度－蒸発水分量特性評価

価を行った．皮膚モデル温度は蒸発水分量に大きな

キャリアガス湿度を 10%RH から 70%RH まで変

影響を与えることが分かった．また，皮膚モデル温

化させ，皮膚モデル温度 25℃，ガス流量を 300ml/min

度と蒸発水分量の関係はほぼ線形であると推察さ

の条件で 2 分間の蒸発水分量を測定した．

れた．さらに測定値のばらつきも極めて小さく，温

なお，すべての実験は室温 25.0±0.5℃の条件で

度の制御は再現性の良い特性評価において必須の

行い，各実験は 5 回の測定から平均値を求めた．

条件であるといえる．さらに流量に対しても蒸発水
分量はほぼ線形に変化した結果より，水分蒸発に寄

3.

結果

与すると考えられる皮膚モデル表面におけるガス

図 3 に皮膚モデル温度と蒸発水分量の関係を示

流れによるせん断力の変化もほぼ線形であると推

す．蒸発水分量はキャリアガス流量に比例して増加

察され，カプセル内のガス流れは流量に対して大き

する．同時に皮膚モデル温度を上昇させると蒸発水

な乱れが生じていないことが確認された．また，キ

分量は増加した．なお，各測定値の誤差は平均値に

ャリアガス湿度は水分蒸発量に対してほぼ線形で

対して 3%以下であった．

あったことより，カプセル内での水分蒸発は，皮膚
モデル表面湿度とガス湿度の間に Fick の法則が成
立し，ガス流量や湿度に対して線形に変化するもの
と考えられた．
定量的発汗計測法である換気カプセル法は，キャ
リアガスを使用して水分を拡散させて発汗量を測
定するため，ガス流量やガス湿度の影響を大きく受
けると推察される．今回の結果はこれを裏付けてお
り，発汗計としての性能や能力，特性を評価する上
でこれらの点を十分に考慮する必要があると考え

図 3 温度およびガス流量と蒸散水分量の関係

られた．

参考文献
1)大橋ほか：精神性発汗現象－測定法と臨床的応用
－.㈱スズケン医療機器事業部,pp.3-10,1993.
2)百瀬ほか：換気カプセル法発汗計におけるカプセ
ル形状の影響.第 16 回日本生体医工学会甲信越支部
長野地区シンポジウム,pp,17-18,2018.
図 4 キャリアガス湿度と蒸散水分量の関係
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嚥下量に対しての嚥下音の変化に関する研究
丸山 駿*，鈴木 裕*，谷本守正*，初鹿恭介*，増山敬祐*，阪田 治**，森澤正之*
*山梨大学，**東京理科大学

Study on swallowing sound with respect to swallowing volume

日本における死因の第三位は肺炎であり，その多くは高齢者によるものである。さらに，その半数以上は
細菌を含む食物を誤嚥することで起こる誤嚥性肺炎で占められている。しかし，嚥下能力の度合いに対し，
どのような物性特性であれば誤嚥せずに嚥下できるかといった定量的な指標がない。嚥下能力を測る方法と
して聴診が行われることがある。我々は聴診で用いられる頸部聴診法と呼ばれる聴診法に則り嚥下音を計測
し，その嚥下音を解析することにより嚥下機能を定量的に評価することを目的としている。嚥下音が発生す
るタイミングとしては喉頭挙上と咽頭への食塊流入によって発生する音(Ⅰ音)，下咽頭の食塊流入と食道入口
部の開大によって発生する音(Ⅱ音)，嚥下終了後の咽頭の下降によって発生する音(Ⅲ音)があることが分かっ
ている。本研究では，嚥下量を変化させたときの嚥下音の変化について調べた結果について報告する。
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食品の粘性に対しての嚥下音の変化に関する研究
志村奈緒人*，丸山 駿*，鈴木 裕*，谷本守正*，初鹿恭介*，増山敬祐*，阪田 治**，森澤正之*
*山梨大学，**東京理科大学

Study on swallowing sound with respect to viscosity of foods

現在，日本の主な死因の第三位は肺炎である。このうち，高齢者の肺炎の多くは誤嚥性肺炎である。今後
益々日本の高齢化が進む中で誤嚥性肺炎による死亡者の増加が予想される。この誤嚥性肺炎とは細菌を含ん
だ食べ物を飲み込んだ際に胃ではなく，肺に飲み込んだものが流れ込んでしまい，そこから炎症を起こし，
肺炎になってしまうことである。この誤嚥性肺炎は飲み込む力である嚥下能力が低下した高齢者が特に多い。
誤嚥性肺炎を防ぐには，とろみ剤などを使用し，食品の粘度を上げて誤嚥の発生を避けることが行われるが，
飲み込む人の嚥下機能に対して，どの程度の粘性であれば誤嚥しにくいのかという定量的な指標は未だ確立
されていない。そこで嚥下時に聴診によって嚥下評価を定量的に行うことを目的としている。本研究では，
粘性を変化させたときの嚥下音の変化について調べた結果について報告する。
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嚥下評価のための嚥下時における筋活動に関する要素研究
矢野侑太郎*，丸山 駿*，鈴木 裕*，谷本守正*，初鹿恭介*，増山敬祐*，阪田 治**，森澤正之*
*山梨大学，**東京理科大学

Element study on muscle activity for swallowing evaluation

日本人の主な死因の 1 つに肺炎が挙げられる。そして，肺炎の中で高齢者が発症しやすい 1 つに誤嚥性肺
炎がある。この症状は，口から食塊などの粒子が吸い込まれ，それが肺から除去されないために発生するも
ので，誤嚥能力の低い高齢者に多く見られている。そして，現段階では，嚥下能力の低い人に対し，どのよ
うな粘性の食べ物なら個人の嚥下能力に適しているという定量的な指標はまだ確立していない。その指標の
要素として，食塊が通過する際の筋肉の動きを捉えることにより，嚥下能力を評価することを目的としてい
る。嚥下の際の筋肉の動きとしては，食塊が口から咽頭に送り込まれる口腔期，食塊を咽頭から食道入口へ
送り込む咽頭期，食塊を食道から胃へ送り込む食道期の主に 3 つに分けられる。本研究では嚥下量を変化さ
せたときの筋電の変化について調べた結果について報告する。
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嚥下評価のための超音波動画像における特徴量抽出に関する検討
松崎天斗*，丸山 駿*，鈴木 裕*，谷本守正*，初鹿恭介*，増山敬祐*，阪田 治**，森澤正之*
*山梨大学，**東京理科大学

A Study on Feature Extraction in Ultrasonic Moving Images for Evaluation of Swallowing

日本の主な死因として肺炎が挙げられ，その半数以上は誤嚥性肺炎であると言われている。その原因とな
る誤嚥を防ぐには，個人の嚥下能力に適する粘性の食品を提供することが重要であるが，その定量的な指標
はいまだ確立されていない。そこで食道部で計測した超音波動画像から特徴量を抽出，解析することによっ
て嚥下能力を定量的に評価し，嚥下能力に合わせた粘性の食品を表示するシステムを作ることを目的として
いる。超音波動画像から得られる特徴量として，嚥下物が食道を通過する時間や喉の開き具合等が考えられ
る。我々は嚥下評価指標の要素の一つとして，嚥下物の粘度や流量の違いに注目している。本研究では，超
音波動画像における特徴量にどのような変化が見られるかを調べた結果について報告する。
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四肢歩行に対する電子回路シミュレーションからの考察
村川 楓*，諏訪 敦也**，谷 賢太朗***，前田 義信**
*新潟大学工学部，**新潟大学大学院自然科学研究科，***新潟医療福祉大学医療経営管理学部

Consideration for Quadruped Locomotion from Electronic Circuit Simulation
Kaede Murakawa*, Atsuya Suwa**, Kentaro Tani***, Yoshinobu Maeda**
*Faculty of Engineering, Niigata University, **Graduate School of Science and Technology, Niigata University
*** Department of Health Informatics, Niigata University of Health and Welfare

1.

と互換 = (0 1)(2 3)(4 5)(6 7) はそれぞれ生成元を表

はじめに

し，  4 =  2 = e（e は単位元）である．図 2(a)では，

ネコやウマ等の四肢動物の歩容は，Walk，Trot，

破線矢印が  を，実線矢印が  を表す．中枢刺激に

Pace，Bound のような時空間的に左右対称のもの

対応する電圧をステップ状に切り替えると，Walk 4−

（一次歩容）から，Gallop，Canter のように非対称

（K = Z2( )），Trot（K = Z4()），Bound（K = Z2( )

なもの（二次歩容）まで多岐にわたる（図 1 参照）

×Z2() ）が出現する（図 1 と表 1 参照）
．“4−”は twist

[1]．歩容の生成と切替に関して，多くの研究がなさ
れている．我々は電気的な神経興奮を模したニュー

type[1]（位相の進行方向）を表し，K は H の部分群

ロンモデルをシナプスモデルで結合した中枢パタ

を表す．K で結ばれる CPG が位相同期（肢の動き

ーン発生器電子回路ネットワーク（CPG 回路ネッ

が同調）すると，商群 H/K が巡回群と同型（H/K ≅

トワーク）を提案してきた．本稿では文献[2]をもと

Zm，m は自然数）のときに H/K は CPG の位相差（肢

にして，歩容の生成と切替の様子を述べる．

の動き順）を表す．逆に H/K ≇ Zm のとき，部分群
と歩容が必ずしも 1 対 1 に対応しないので，H を非
対称化する必要がある．

図 2：CPG 回路ネットワークの概形[1][2]．
左右非対称化に関係する興奮性シナプスの逆転

図 1：四肢歩容．数字は正規化位相を表す．

電 位 群 を ス テ ッ プ 状 に 切 り 替 え る と transverse

2.

提案する CPG ネットワーク

Gallop が出現する（以下，t-Gallop と表記）．このと

図 2(a)に CPG 回路ネットワークの概形を示す．8

き H は Z4( )＋c Z4( )（c2 ≠ e は定数）になり，群

つの CPG（四角）のうち，肢の動きに関係するの

ではなくなる．ここで Z4( ) = H’とおくと，H’ の部

は LF：左前（CPG 0）
，RF：右前（CPG 1）
，LH：

分群 K = Z2( )が t-Gallop の位相同期に 1 対 1 に対

左後（CPG 2）
，RH：右後（CPG 3）の 4 つである．

応する．Spice では Canter 4−（K = Z1(e) = 1）の出現も

群論的には巡回群の直積（アーベル群）H = Z4( )

確認したが，実際の回路での再現にはまだ成功して

×Z2() で記述され，巡回置換  = (0 2 4 6)(1 3 5 7)

いない．LF の位相を 0 としたとき，Canter 4− では非
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対称化による位相
（RF の 3/4）と H/K によるそれ（LH

方向変換が不変であり，横断回転変換のみの影響で

の 3/4）が偶然に一致する（表 1）
．

r-Gallop になる．Canter 4− は位相方向変換で Canter 4+

3.

になり，横断回転変換で r-Canter 4+ になったと考え

CPG の配置変換

られる．ただし，実際の四肢動物で歩容 Canter 4+

図 2(a)の CPG 回路ネットワークでは，Walk 4−，

や r-Canter 4+ が観察されたという報告はない．

Trot，Bound，t-Gallop，Canter 4− が再現される形式

配置変換において， ではなく = (2 1 3 0)(6 5 7

であった．ここで図 2(a)のネットワーク構造を不変

4) = ()−1 を用いると，二次歩容における right-

のまま，肢ラベルと CPG 番号の対応関係を変更す

lead(右手前)⇔left-lead(左手前)の変換も表すこと

る．図 2(a)の CPG 番号を 2 つの互換 = (0 2)(1 3)(4

ができる（手前肢とは遅れて着地する肢を指すので，

6)(5 7) と = (2 3)(6 7) の積 = (0 3 1 2)(4 7 5 6) を

図 1(e)(f)は右手前，図 1(g)(h)は左手前）．配置変換

用いて配置変換する（図 2(b)）
．つまり，CPG 0 を

 によって，LF（CPG 3），RF（CPG 2），LH（CPG

CPG 3 の位置に，CPG 3 を CPG 1 の位置に，CPG 1

0），RH
（CPG 1）
になるので，
表 1 の right-lead t-Gallop

を CPG 2 の位置に，CPG 2 を CPG 0 の位置に置き

の位相は配置変換後に LF で 1/10，RF で 0，LH で

換える（CPG 4～7 も同様）
．このとき LF（CPG 2），

5/10，RH で 6/10 である．よって left-lead r-Gallop

RF（CPG 3），LH（CPG 1）
，RH（CPG 0）となる．

であることを確認できる．

表 1 に示すように，配置変換 によって Walk 4−と

表 1：群 H における歩容と正規化位相．上段：CPG
の配置変換前，下段：CPG の配置変換後（括弧内
は配置変換後に加算された位相を表す）．

Bound は保存されるが，Trot は Pace（その部分群は
K = Z4( )）に，t-Gallop は rotary Gallop（以下，r-Gallop
と表記）に，Canter 4− は rotary Canter4+（以下，r-Canter

#CPG

Walk4−

Bound

t-Gallop

4+

と表記）に置き換えられる．提案する CPG 回路ネ

0

1

0

1/2

0

1/2

0

0

0

1/10

0

3/4

ットワークには，Walk4−⇔Trot⇔Bound⇔t-Gallop⇔

2

3

3/4

1/4

1/2

0

1/2

1/2

5/10

6/10

3/4

2/4

4

5

1/2

0

0

1/2

0

0

0

1/10

2/4

1/4

6

7

1/4

3/4

1/2

0

1/2

1/2

5/10

6/10

1/4

0

Canter 4−

と，

Walk4−

⇔ Pace ⇔ Bound ⇔ r-Gallop ⇔

r-Canter 4+ の 2 種類の切替パターンが存在する．

4.

#CPG

考察
配置変換 のうち， は  方向の逆転，すなわち

twist type の plus⇔minus 変換（以下，位相方向変換）
を表し， は transverse⇔rotary の変換（以下，横断

Walk4−
(+1/4)
0
1/2

Trot

Pace
(+1/2)

Bound
(+1/2)

r-Gallop
(+5/10)

Canter4−

r-Canter4+
(+1/4)

2

3

0

1/2

0

0

0

1/10

0

3/4

1

0

3/4

1/4

0

1/2

1/2

1/2

6/10

5/10

0

1/4

6

7

1/2

0

0

1/2

0

0

0

1/10

2/4

1/4

5

4

1/4

3/4

0

1/2

1/2

1/2

6/10

5/10

2/4

3/4

5.

まとめ

回転変換）を表す．Trot の場合，位相差が 1/2 なの

文献[1]を参考にして設計した CPG 回路ネットワ

で位相方向変換で不変であり，横断回転変換のみの

ーク[2]の CPG 配置変換によって，2 種類の切替パ

影響を受けるために Pace が出現した．ゆえに Pace

ターンが存在することを確かめた．今後の課題は，

は rotary Trot（逆に Trot は transverse Pace）と呼ん

実際の回路での再現に成功していない Canter 4− を

でも差し支えない．

実際の回路で実現することである．

Walk の場合，横断回転変換が位相方向変換と同
4−

参考文献

じ働きをする．よって配置変換  では，位相方向

1.

変換を 2 度作用させたことと同じ（よって相殺され
た）であり，配置変換  の下で不変であった．一

2.

方で Bound の場合，位相方向変換でも横断回転変換
でも形を変えないので，配置変換  の下で不変で
あることが自明である．
t-Gallop の場合， 方向の位相差が 1/2 なので位相
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片手駆動車いすを用いた搭乗者のロール方向における姿勢変化の影響
宗片 大地*，原田 恵雨***，永森 正仁*，内山 尚志*，飯星 龍一**，塩野谷 明*，大橋 智志***
*長岡技術科学大学，**オーエックスエンジニアリング，***苫小牧工業高等専門学校

Influence of posture change in passenger's roll direction using Single-Hand-Operation Wheelchair
Daichi MUNEKATA*, Keiu HARADA***, Masahito NAGAMORI*, Hisashi UCHIYAMA*,
Ryuichi IIHOSHI**, Akira SHIONOYA*, Satoshi OHASHI***
*

Nagaoka University of Technology
**

OX ENGINEERING Co.,Ltd.

***

National Institute of Technology, Tomakomai College

きとした．

はじめに

1.

車いすは，身体障害者の活動において重要なツー

本稿で対象とする片手駆動型車いすを図 1 に示

ルであり，多様なニーズから様々な車いすが開発さ

す．使用した車いすは，OX ENGINEERING 製の片
手駆動可能車いす（ボウリング用車いす）で左手駆

れている．本研究で用いる片手駆動走行が可能な車

動とした．この車いすの構造は，左手操作側の駆動

いす（以下，片手駆動車いす）は，片麻痺者に移動

輪（後輪）に 2 本のハンドリムが取り付けられてお

手段を提供するために開発された．この片手駆動直

り，その内側ハンドリムが同側の後輪を，外側のハ

進走行車いすは，片麻痺者における移動手段の可能

ンドリムが対側の後輪を駆動させる機構になって

性や，両手の残存機能がある者においても片手が空

いる． そのため，駆動輪側の 2 本のハンドリムを

く利点がある．しかし，片手駆動車いすによる片手

同時に操作することで片手による直進走行が可能

走行は，駆動輪である片側のみを駆動させる走行と

となる．

なるため，ロール方向に身体が傾き，非対称な姿勢

2.2.

が助長され，座位姿勢が崩れる．不良な座位姿勢は，

測定項目は，車いす搭乗者の体動と座圧とした．

褥瘡や床ずれなどの悪影響を及ぼすことから，車い
す搭乗者において座位姿勢は重要である

実験方法

本実験では，車いす走行中における搭乗者の姿勢評

1)2)．そこ

価に体動と座圧を指標として検証に用いる．走行実

で，車いす走行時における搭乗者の姿勢に着目した．

験は，日常生活を想定した平坦路と傾斜路において

本稿では，片手駆動車いす走行時における搭乗者

両手駆動と片手駆動による走行の測定を行うこと

の姿勢変化の特徴を検出することを目的とした．測

で，駆動方法や走行環境の違いによる特徴を検証す

定実験では，座圧および 3 軸加速度センサを用いて

る．平坦路における走行実験では，長岡技術科学大

車いす走行時における搭乗者の姿勢変化の測定を

学屋内体育館を 10m の直進する走行とした．傾斜

行った．実験を通じて，駆動方法の違いによる特徴

路における走行実験では，長岡技術科学大学敷地内

の検証を行い，日常使用を想定した平坦路および傾
斜路における走行で確認した．

2.

方

法

2.1.

対象

被験者は健康男子 5 名とした．被験者の年齢，身
長，体重はそれぞれ 21.8±0.8 歳，172.8±3.6cm，
62.8±6.4kg であった（平均±標準偏差）．全員右利

Fig.1 Single-Hand-Operation Wheelchair
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の傾斜路とした．傾斜路は，幅 1.3m，長さ 6.3m，
傾斜角は 4°となっている．
体動の測定には，搭乗者の胸部中心に 3 軸加速度
センサ（アクチグラフ GT9X：アクチグラフ社），
座圧の測定には，耐圧分布測定器（SR ソフトビジ
ョン 数値版：住友理工株式会社）により測定した．
評価指標に関しては，座圧では圧力分布の中心点
である面圧中心点を用い，体動では 3 軸合成加速度

Fig.3 3-axis composite acceleration at driving method

によりそれぞれを姿勢変化の指標として評価を行
った．

ができた．また，座圧および体動の測定により，姿
勢の変化を数値として確認することができた．加え

3.

て，片手駆動は片手で両手相当の力を発揮する必要

実験結果

があるため，身体上部を駆動輪前側へ動かすことで

座圧と体動の測定により，車いす走行時における

駆動の補助が行われていた．そのため，片手駆動は

搭乗者の姿勢変化の特徴を駆動方法の違いによっ
て確認した．図 3 に走行方法の違いによる面圧中心

両手駆動に比べて，搭乗者の姿勢が大きく変化して

点の移動距離の結果を示す．また，図 4 に 3 軸合成

いることが測定結果から明らかとなった．
発表では，駆動方法の違いよる特徴と合わせて測

加速度の結果を示す．実験結果として，目で見た姿

定結果から得られた走行時における車いす搭乗者

勢の変化と座圧および体動の変化の測定結果は，関

の姿勢の傾きについても報告する．

係が対応していた．座圧の測定結果からは，姿勢の
変化が確認できた．3 軸合成加速度からは，駆動に
おける姿勢変化の特徴が確認できた．片手駆動は両
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平衡点仮説に基づく機能的電気刺激を用いた等尺性条件下における
ヒト手指関節運動のモデリングおよび評価実験
永井美和[1]，厚海慶太[2][3]，谷口和弘[4]，松居和寛[5]，西川敦[6]
[1]信州大学大学院総合理工学研究科生命医工学専攻, [2]信州大学大学院総合工学系研究科生命機能・ファイバー工学専攻,
[3]広島市立大学大学院情報科学研究科システム工学専攻, [4]広島市立大学大学院情報科学研究科医用情報科学専攻,
[5]大阪大学大学院基礎工学研究科機能創成専攻, [6]信州大学繊維学部機械・ロボット学科

Modeling of Human Finger Joint Movement and Its Evaluation Using Functional Electrical
Stimulation Based on Equilibrium Point Hypothesis Under Isometric Conditions
Miwa NAGAI[1], Keita ATSUUMI[2][3], Kazuhiro TANIGUCHI[4], Kazuhiro MATSUI[5], and Atsushi NISHIKAWA[6]
[1]Department of Biomedical Engineering, Graduate School of Science and Technology, Shinshu University,
[2]Department of Bioscience and Textile Technology, Interdisciplinary Graduate School of Science and Technology, Shinshu
University, [3]Department of Systems Engineering, Graduate School of Information Sciences, Hiroshima City University,
[4]Department of Biomedical Information Sciences, Graduate School of Information Sciences, Hiroshima City University,
[5]Department of Mechanical Science and Bioengineering, Graduate School of Engineering Science, Osaka University,
[6]Department of Mechanical Engineering and Robotics, Faculty of Textile Science and Technology, Shinshu University

1.

社イマダ：ZP-50N)先端に固定した．中手指節(MP)

はじめに

関節角度を中指中手骨の背側を基本軸とし屈曲方
向へ 0[deg]，被験者中 1 名はそれに加え 45[deg]を
与え，等尺性条件とした．左上肢の総指伸筋，浅指
屈筋近傍に表面電極を貼付し，2 チャネル型電気刺
激装置(Multi Channel Systems：STG4002)から電気刺
激を印加した．刺激波形は予備実験から最も痛みが

機能的電気刺激(FES)は，中枢神経系の疾病によ
り障害された生体機能を人工的な電気刺激によっ
て再建する物理療法である．表面電極を用いた FES
は侵襲性が低いという利点があるが筋の局所的な
刺激に不向きなため，制御筋が入り組む手指の制御
は困難である．この問題を解決するためにアレイ状

少ない周波数，
形状として 1000[Hz]の正弦波 AM 変
調を選択した．被験者ごとに印加電流の最小値を指
先発生力 0.05[N]以上とした上で，拘束のない状態
で rE 一定の電流を印加し，rE=0.5 のとき MP 関節角
度の固定角度を示すよう正規化した．
2.1. 同定実験

電極を用いた筋の選択的刺激手法などが提案され
ている[1]．一方中枢神経系の運動戦略である平衡点
仮説では，拮抗駆動系の制御パラメータが平衡点と
剛性であることが知られている．これを FES に応
用することで，制御パラメータを圧縮した簡便で直
接的な運動制御の可能性が示唆されている[2][3]．
本研究では平衡点仮説に基づく FES を用いた手
指関節運動のモデリングとその評価を試みる．入力
を aE 一定とした rE，出力を等尺性条件下の指先発
生力とする系(Fig. 1)の同定を行った．rE は平衡点に
寄与する電気的筋拮抗比，aE は剛性に寄与する電気
的筋活性和であり，屈筋，伸筋に印加する電流値を
それぞれ If，Ie とすると以下の式で表される．

aE を一定，rE を 0.2～20[Hz]に 11 段階に変化させ
た入力を加えた．各出力をボード線図上にプロット
し，最小二乗法を用いたフィッティングにより伝達
関数のパラメータ推定を行った．
2.2. 評価実験
aE を一定，rE を(i)，(ii)，(iii)の 3 種類の条件で入
力として与え，被験者ごとに同定した伝達関数から
推定出力値を計算し，各評価実験の出力値と比較し
た：(i)異なる周波数を持つ正弦波の線形和(1.0[Hz]
と 10[Hz]，2.0[Hz]と 10[Hz]，2.0[Hz]と 5.0[Hz])，(ii)0
～1 間に 0.2 刻みで階段状に変化，(iii)被験者が随意
的に一定の rh と ah を出力中，間欠的に印加する
2.0[Hz]の正弦波．

Fig. 1 An EAA ratio-based FES control scheme.

2.

3.

結果と考察

3.1. 同定実験
ボード線図を用い 2 次遅れ+むだ時間(式(3))でフ

実験方法

被験者は 20 歳以上の健常男女 3 名(被験者 A~C)
とした．実験は信州大学「ヒトを対象とした研究に
関する倫理委員会」の承認を受けた．
計測対象は左中指とし，フォースゲージ(株式会

ィッティングを試みたところ,良い近似が得られた．
MP 関節角度 0[deg]とした被験者 A のボード線図を
Fig. 2，各推定パラメータを Table 1 に示す．
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(a) MP angle 0[deg]
(b) MP angle 45[deg]
Fig. 3 Dual frequency response (subject A).
Fig. 2 Bode diagrams (subject A, MP joint 0[deg]).

Table 1 Estimated parameter values (Subject A).
K [N]
ωn [rad/sec]
ζ
L [sec]
0.0178

21.0

1.14

0.0132
(a) MP joint 0[deg].

3.2. 評価実験
同被験者の試行間の傾向には再現性が見られた．
以下，評価実験別に被験者 A の MP 関節固定角度
0[deg]と 45[deg]を比較し考察する．
(i) 異なる周波数を持つ正弦波の線形和
1.0[Hz]と 10[Hz]の 2 つの正弦波の合計入力の結
果を Fig. 3 に示す．Fig. 2 より前者は通過域，後者
は減衰域である．入力の rE と振幅を比較すると，

(b) MP joint 45[deg].
Fig. 4 Step response (subject A).

一部試行にオフセットが見られるが応答は妥当で
あり，その傾向に再現性がある．また屈曲から伸展
に変動する際に増幅する傾向が見られた．
(ii) 階段状波形
屈曲，伸展，屈曲の順に階段状に変化する入力の
結果を Fig. 4 に示す．いずれも rE の切替時にオーバ
ーシュートを生じる傾向が一致し，屈曲→伸展では
伸展側へ，伸展→屈曲では屈曲側へ出力が偏る傾向
に再現性が見られた．
(iii) 中枢神経系の運動指令との足し合わせ
伸展方向が強調される点で再現性の高い出力が
得られた(Fig. 5)．

Fig. 5 FES under voluntary movement
(subject A, MP angle 0[deg]).
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ゴカイの遊泳時における体屈曲とイボ足の動作解析
〇田中 啓太*，三上一歩*，小林千知**，小林 俊一**
*信州大学大学院理工学研究科，**信州大学繊維学部

Motion Analysis of Body Flexion and Parapodia during Swimming in Polychaete Worm
Keita TANAKA, Ippo MIKAMI, Chisato KOBAYASHI, Shunichi KOBAYASHI
Shinshu University, 3-15-1 Tokida, Ueda, Nagano．

1. はじめに

を結んだ線をゴカイの体側面の接線とした．その接

屈曲運動を行う生物には，ウナギのような滑らか

線とイボ足の中心線のなす角度をθとした．イボ足

な体表面を持つ生物と，ゴカイのように体表面に突

の中心線を結んだ線は同図の青色点を結んだ線で

起物を持つ生物がある．滑らかな体表面を持つ生物

あり，この距離をイボ足長さ lp とした．ゴカイ体幅

は進行波と逆方向に推進力が発生する．しかし，体

の中心線（一点鎖線）を求め，遊泳方向中心軸（二

表面に突起物がある生物では進行波と同方向に推

点鎖線）からの屈曲の振幅 A を求めた．その屈曲の

進力が発生する．その進行方向の違いに注目し，著

波長をλ，周波数を f とした．また，ゴカイの泳い

者らはゴカイをモデルとした全方向性移動が可能

だ道のりをそれに要した時間で除したものを推進

な生物規範型多リンク水中ロボットを開発してき

速度 U とした．なお，映像からの動作解析には 2 次

た[1]．その更なる高機能化のために必要な知見を得

元動画計測ソフトウェア（ライブラリー，Move-

るため，モデルとなったゴカイそのものの遊泳につ

tr/2D）を用いた．

いて詳細な解析を行っており，突起物であるイボ足
の動作解析を行ってきた[2]．これより，イボ足には
水を速く掻いて推進力を得る動作（パワーストロー
ク：PS）と，再度パワーストロークを行う位置まで
ゆっくりと戻す動作（リカバリーストローク：RS）
が存在し，PS は体屈曲が外側にあるとき，RS は体
Fig. 1 Overall view of the polychaete worm

屈曲が内側にあるときであることなどがわかった．
本報では，ゴカイの体屈曲と突起物であるイボ足の
運動解析を継続して行い，遊泳速度におよぼす影響
について検討した結果を述べる．

A

2. 動作解析
2.1. ゴカイ
対象としたゴカイは鹿児島県姶良市の海岸で生
殖遊泳するヤマトカワゴカイ（Hediste diadroma）で，

Fig. 2 Detailed view of the polychaete worm at the
point P in Fig. 1

真っ直ぐに遊泳し，体長全てが撮影された 4 個体に
ついて解析した．
2.2. 解析方法

3. 解析結果および考察

Fig. 1 にゴカイの全体図を示す．ゴカイは体の左

遊泳速度については，次に示す泳動数

右にイボ足が付いており，体のくねりの伝播方向と

(Swimming Number, Sw)で評価した[3]．

同じ方向に進行する．動作解析を行うイボ足の位置

Sw 

を P と示し，体軸上に沿った距離を Lt とした．
Fig. 2 にイボ足と屈曲動作の解析項目を示す．ゴ

U
f

(1)

泳動数とは，毎秒あたり波長の何倍進むかを示す

カイの体幅を W とし，破線として示した．この線

U/λ[s-1]と体屈曲周波数 f [Hz]の比であり，遊泳す

はイボ足の基部に相当し，同図の破線上の赤点同士

るゴカイの 1 回の屈曲運動で何波長分進むかを示
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すものである．

Fig. 3 より，全長が大きいほど泳動数も大きいこ

解析項目である全長 Lt，波長，周波数 f，イボ

とがわかる．しかし，Fig. 4 より波長と泳動数には

足長さ lp と泳動数 Sw との関係をそれぞれ Fig. 3～

関係は見られない．これは，全長と波長の関係から，

6 に示す．どの図でも泳動数が 1 以上の結果があ

全長に対して波長が短いものは泳動数が大きく，全

るが，これは屈曲波の速度よりも遊泳速度が大き

長に対して波長が大きいものは泳動数が小さいこ

い状態であり，これは体の屈曲による推進の他に，

とがみられるため，屈曲波の数が多くなることによ

イボ足のパワーストロークによる推進も寄与して

りイボ足のパワーストロークの回数が多くなった

いるためと考えられる．

ためと考えられる．Fig. 5 より，屈曲周波数が高い
ほど泳動数が大きい傾向が見られる．これは，屈曲

1.05

周波数が高いと，それに同期するイボ足のパワース
トロークの速度も増加するためと考えられる．Fig.

1

Sw

6 より，イボ足が長いほど泳動数が大きい傾向が見

0.95

られる．これはイボ足が長くなることでパワースト
ロークによる推進力が増加したためとと考えられ

0.9
85

95

105

る．

115

Lt [mm]
Fig. 3 Relationship between total length Lt and
swimming number Sw

以上のことから，ゴカイの遊泳はイボ足のパワー
ストロークが大きく寄与しており，体の屈曲はその
パワーストロークによる推進を効果的に得るため

1.05

の補佐的な役割をしていると考えられる．これより，
ゴカイを規範とした多リンク水中ロボットの高速

Sw

1

化のためには，イボ足に相当するフィンのパワース
0.95

トロークを効果的に行う屈曲形態にすることが必
要である．

0.9
6.4

7.4

8.4

9.4

10.4

11.4



[mm]
Fig. 4 Relationship between wave length and
swimming number Sw

4. まとめ
遊泳するゴカイの体屈曲とイボ足の運動解析を
行い，遊泳速度におよぼす影響について検討した．

1.05

イボ足のパワーストロークが水中推進に寄与する
こと示唆されたが，まだ解析にあたっての個体数が

1

Sw

少なく，より多くの個体で解析を行い，さらに様々
な遊泳（直進，回転など）に関しても検討していく

0.95

ことが今後の課題である．

0.9
2.4

2.8

3.2

最後に，ゴカイの採取と撮影に関してご指導ご協

3.6

f [Hz]
Fig. 5 Relationship between bending frequency f and
swimming number Sw

力いただきました，特定非営利活動法人 くすの木
自然館に感謝申し上げます．

1.05
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心肺蘇生法の実施を支援するためのアプリケーションの開発
原田 紘彰*，谷 賢太朗**，神藏貴久†，前田 義信‡，牧野秀夫‡
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Development of application for the procedure of basic life support
Hiroaki Harada*, Kentaro Tani**, Takahisa Kamikura†, Yoshinobu Maeda‡, Hideo Makino‡
*Faculty of Engineering, Niigata University, **Department of Health Informatics, Niigata University of Health and Welfare
†Department of Emergency Medical Science, Niigata University of Health and Welfare,
‡Graduate School of Science and Technology, Niigata University

1.

音声メッセージが出力される。緊急通報はスマート

はじめに

フォンの電話機能を用いて行われる。胸部圧迫では、

心肺蘇生を含む一次救命処置（basic life support:

アプリケーションはブザー音で圧迫のタイミング

BLS）は、心停止や窒息といった生命の危機的状況

を通知する。

に陥った傷病者の救命に究めて重要である。 心肺
停止から BLS の実施までの時間は、患者の予後に
大きく影響する。 傷病者を目撃した人々の BLS 実
施率向上は非常に重要な課題といえる。
BLS の指導はさまざまな場所で行われているが、
そのほとんどが視覚情報に頼っている。そのため視

Fig. 1 Application interface

覚障がい者がその内容を理解することは困難とな
る。そのため本研究では視覚障がい者が BLS を学

本アプリケーションのインターフェースは、視覚

習、実施することを支援するアプリケーションの開

障害者の意見に基づいて、簡単かつ誤操作が少なく

発を行っている [1] 。本稿では視覚障がい者による

なるよう配慮している。

BLS 実施を支援するスマートフォン用のアプリケ

3.

ーションを開発する。

2.

方

まとめ
本研究では、視覚障害者のための BLS をサポー

法

トするアプリケーション開発を試みた。 視覚障害
本稿で開発するアプリケーションの目的は、ユー

者の意見に基づいて、簡単で誤操作の少ないインタ

ザーができるだけ早く胸部圧迫を開始できること

ーフェースを考案し、実装した。

にある。そのため、救急救命士監修の下で BLS の
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BLS の手順は、（1）反応の確認，（2）呼吸の確認，
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