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○日程 

   11:00～ 受付・ポスター準備・役員会 （第 2ゼミナール室） 

   11:30～ 総会 （第 1ゼミナール室） 

   13:00～14:00 ブリーフプレゼンテーション （第 2ゼミナール室） 

   14:00～15:00 ポスターセッション （2Fホール） 

   15:30～16:30 特別講演 （第 2ゼミナール室） 

   16:30～16:50 優秀賞表彰式 （第 2 ゼミナール室） 

 

〇講演者へのお願い 

・ブリーフプレゼンテーションの資料は各演題につき 1枚です．pdf 形式で受付時に

提出してください．発表順番は目次番号の順番とさせていただきます． 

・ポスターは各演題につき 1枚とします．掲示場所は受付にて指定しますので，受

付より掲示用具をお持ちの上，各自で掲示をお願いします． 

・ポスターは 17：00までに取り外してください． 

 

○特別講演 

「医療・介護用ベッドの進化と今後のものづくり  

～安心・快適ヘルスケア環境の構築に向けて～」 

 日時：15：30～16：30 

会場：長野工業高等専門学校 図書館棟 第 2ゼミナール室 

  講師：パラマウントベッド 技術開発本部 部長 岡谷信彦 様 

概要： 総合ヘルスケア商品の開発・製造を行うパラマウントベッド株式会社（医療・

介護用ベッド国内シェア No1）のものづくりについて，同社が社会課題にどの

ように向き合い解決・発展してきたかを振り返り，今後の商品開発のポイント

について講演する． 
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嚥下音解析における多チャンネル化の有効性についての検討 

丸山 駿*1，鈴木 裕*1，志村奈緒人*1，松崎天斗*1，谷本守正*1，増山敬祐*1， 

高橋真理*1，阪田 治*2，森澤正之*1 

*1 山梨大学, *2 東京理科大学 

Examination of the effectiveness of multiple channels in swallowing sound analysis 

 

高齢化社会が深刻化しつつある日本において食べ物を誤嚥することによって発生する誤嚥性肺

炎が問題となっている．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．嚥下能力を評価する方法の一つに医師の経験的判断

に基づく聴診によって評価する方法がある．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．私は嚥下音の区分の一つであるⅠ音，Ⅱ音，Ⅲ音を識別することによって嚥下音を定

量的に解析しようと試みている．本研究では嚥下音解析における多チャンネル解析の有効性を検討

した結果について報告する． 
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嚥下評価のための表面電極による頸部筋電計測に関する基礎検討 

志村奈緒人*1，鈴木 裕*1，矢野侑太郎*1，丸山 駿*1，松崎天斗*1，谷本守正*1， 

阪田 治*2，森澤正之*1 

*1 山梨大学, *2 東京理科大学 

Fundamental study on cervical electromyography using surface electrode for swallowing evaluation 

 

世界的にも類を見ない超高齢社会である日本において，主な死因の第三位は肺炎であり，その死

亡者の多くが高齢者に集中している．さらに，この半数以上は誤嚥に起因する誤嚥性肺炎であると

いわれている．しかし，現在では，嚥下機能の度合いに対し，どの程度の食事(粘性)であれば誤嚥

の危険性が少なくなるなどといった定量的な指標が存在していない．そこで，本研究では嚥下の際

に頚部の筋肉の活動に注目し，表面電極により筋電を非侵襲的に計測したときの特徴を調べた結果

について報告する． 
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嚥下評価へ向けた嚥下物量の違いによる食道部超音波動画像抽出要素への影響 

松崎天斗*, 鈴木裕*, 丸山駿*, 志村奈緒人*, 谷本守正*, 増山敬祐*, 高橋真理*, 阪田治**, 森澤正之* 

*山梨大学, **東京理科大学 

Determining the Influence of Swallowing Amount on Quantitative 

Indicators of Swallowing Function Using Ultrasound Video Processing 

Takato Matsuzaki*, Yutaka Suzuki*, Shun Maruyama*, Naoto Shimura*, Morimasa Tanimoto*, Keisuke Masuyama*, Mari 

Takahashi*, Osamu Sakata**, Masayuki Morisawa* 

*University of Yamanashi, **Tokyo University of Science 

 

1. はじめに 

日本における主な死因として肺炎が挙げられる。

その多くが高齢者によるものであり、半数以上が誤

嚥性肺炎によるものだと言われている。しかし嚥下

機能の度合いに対し、どの程度の物性特性で誤嚥の

危険性が低下するかという定量的な指標は未だ確

立されていない。 

そこで我々は食道部超音波動画像を解析するこ

とで、誤嚥対応食品の指標として有効と考えられる

食道の食道壁の開き具合や運動速度、嚥下時間や食

塊の流動速度を得ることを目的とした処理法を提

案している[1]。超音波動画像の記録は非侵襲で実施

でき、なおかつ抽出した各要素を用いて定量的に嚥

下評価を行うことができると考えている。処理の内

容としては、オプティカルフロー推定と特徴領域抽

出のアルゴリズムを組み合わせた処理法によって

各要素を推定する手法を提案する。 

本研究では、嚥下物量を変化させた液体３種類を

嚥下し、嚥下時の超音波動画像から上述の信号処理

によって食道壁と食塊の流動特性を可視化して比

較した結果について報告する。 

2. 方 法 

2.1. 超音波動画像処理法 

図１に嚥下時の超音波動画像を示す。画面中央で

明るく水平方向に伸びて表示されているのが食道

壁である。その下に見られる明るい組織が食塊，さ

らにその下には再び食道壁が映されている。これは

管状の食道の断面を見ているため二分されて表示 

 

図１ 嚥下時の食道部超音波フレーム画像 

 

されるためである。以下ではそれぞれ上側食道壁，

下側食道壁と呼ぶことにする。この上側食道壁の運

動速度と食塊の流動速度，食道の開き具合を動画像

から得ることを処理の目的とする。 

まず超音波動画像の ROI (Region of Interest)を切

り出し，次に食道壁の運動速度および食塊の流動速

度を得るための前準備として，全画素の移動量（オ

プティカルフロー）の推定を行う。これには推定角

度や大きさが他手法と比較し精確とされる

Farnabäck 法[2]を用いた。さらにオプティカルフロ

ー推定とは独立に MSER(Maximally Stable Extremal 

Regions)[3]により輝度が高くまとまった画像領域，

すなわち上側食道壁と下側食道壁を抽出する。その

後画像上の各組織の位置関係をもとに閾値処理を

行うことで抽出した領域を識別する。最後に上側食

道壁・食塊の各領域に含まれるオプティカルフロー

推定値について平均および最大を取ることでそれ
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ぞれの画面上の移動速度を算出する。また食塊の画

面水平方向（x 方向）の移動速度については最大値

も同時に算出を行う。 

2.2. 実験条件 

使用機器は FUJIFILM 製 FC1，測定モードは B モ

ードである。プローブは被験者の甲状軟骨を避け食

道が観察される位置に固定した。被験者は座位，た

だし上体を鉛直に対し約 30°倒した状態で記録を

行った。被験者（健常成人男性）は，飲料水 5ml, 10ml, 

15ml を各 5 回命令嚥下した。フレームレートは

30fps である。 

3. 結 果 

 

図 2 x 方向推定速度(嚥下量:5ml) 

 

図 3 x 方向推定速度(嚥下量:10ml) 

 

図 4 x 方向推定速度(嚥下量:15ml) 

 

図 2から図 4に食塊と食道壁における x方向速度

の推定結果を示す。いずれの結果でも食道壁が挙上

し食塊を流しながら元の位置に移動する様子が可

視化できている。また、嚥下量を変更した場合、共

通して食塊の最大 x方向速度は最大約 6から 8であ

り、上側食道壁の平均 x 方向速度は最大約 2 から 4

であった。さらに、上側食道壁の速度から推定した

嚥下時間は嚥下量が最も少ない 5ml で約 20 フレー

ムであったのに対し、10ml と 15ml では約 40 フレ

ームであった。よって嚥下物の量が多い方が嚥下時

間が長い傾向を可視化することができた。 

4. まとめ 

嚥下機能と誤嚥対応食品の定量的な指標を得る

ことを目的として、MSER とオプティカルフロー推

定を組み合わせた手法によって超音波動画像処理

を行った。 

その結果、食道壁や食塊の運動速度、嚥下時間が

得られ評価指標になり得ることが示唆された。また、

食塊、食道壁の x 方向速度は嚥下量を変更した場合

でも共通していることが確認できた。さらに、嚥下

量を変更した際の食道壁の運動速度から嚥下時間

を推定した結果、嚥下物の量が多い方が嚥下時間が

長い傾向を可視化することができた。 

参考文献 

[1] Y. Suzuki, O. Sakata, M. Tanimoto, K. Hatsushika, 

K. Masuyama and M. Morisawa, Evaluation of 

Swallowing Capacity Based on Esophageal and 

Bolus Movements by Ultrasound Video Processing, 

Tenth International Conference on Signal Processing 

Systems, Vol.11071, pp.11071U1-U5, 2019. 

[2] G. Farnebäck, Two-Frame Motion Estimation Based 

on Polynomial Expansion, 13th Scandinavian 

Conference, SCIA 2003 Halmstad, Sweden, pp. 

363-370, 2003. 

[3] J. Matas, O.Chum, M.Urban et al., Robust 

wide-baseline stereo from maximally stable extremal 

regions, Image and Vision Computing, Vol.22, pp. 

761–767, 2004. 
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光学式呼吸観測手法の検討と試作 

小林陽輝*，召田優子*，小野伸幸*，浅沼和志*，香山瑞恵**，伊藤一典**， 

山下泰樹***，池田京子**** 

*国立高専機構長野高専，**信州大学工学部，***長野県工科短期大学校，****信州大学教育学部 

Study on optical observation method for breathing evaluation 

 

従来の呼吸観測装置に関する研究では姿勢や運動において拘束を強いるなどの課題がある．

そこで本研究では小型な光学式観測手法の確立を目指し，定量呼吸情報を安定して取得でき

る構造実現を目的とする． 

本装置は発光ダイオードとフォトダイオードによる光軸を一体化した光学結合連結体と，そ

れとは独立させて光軸上に配置した球レンズで構成され，それぞれ弾性体のつり合い構造で

連結している．これを体表面上に貼り付け，呼吸による体表面の伸縮を光量の変化による電

気信号に変換して観測を行う．今回は弾性体のつり合い構造として十字張り構造を採用し，

波形の安定化を試みた． 

 十字張り構造と従来の一本張り構造の取得波形を比較・検証した．観測は，立位の状態で

呼気 1秒，吸気 3秒を 3回繰り返す．ただし，観測前後 10秒間は平常呼吸とし，装置の貼り

付け位置は臍上 10mmとした．それぞれにおいて 5 回ずつ観測を行った． 

 結果から，十字張り構造でも呼吸波形が取得でき，一本張り構造に比べ波形の振幅が大き

く，呼気から吸気までの変化もきれいに再現できていることが確認できた．十字張り構造で

安定した波形が取得できる可能性が示唆された． 
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カーソル操作 BCIにおける触覚刺激の検討 

梶原 大智*，橋本 昌巳**，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 of tactile stimulation in cursor operation BCI 

Daichi KAJIWARA*，Masami HASHIMOTO**，Kazunori ITOH**， 

Graduate School of Science and Technology，Shinshu University*，Faculty of Engineering，Shinshu University**. 

 

1. はじめに 

脳波を利用したブレインコンピュータインタフ

ェース(BCI)は身体機能の低下が重篤な場合に対し

て有効なコミュニケーション手段として注目され

ている．BCIとは筋肉を動かせずコミュニケーショ

ンをとれない場面においても，脳波から利用者の意

図を汲み取る方法である． 

BCI では視覚刺激や聴覚刺激が主流ではあるが，

本研究では触覚刺激を用いたシステムを提案する．

触覚刺激を利用する利点は，二次元的に刺激呈示が

出来るため方向選択を直感的に行える点がある．ま

た，日常生活で使用される視聴覚を占有しないとい

う利点もあげられる[1]． 

本研究では触覚刺激に基づいた事象関連電位

P300成分を用いる．P300成分は同期加算により背

景脳波を低減し導出できる[2][3]．しかし，同期加算

の回数により課題に要する時間が増加する．そこで，

標的判別までの同期加算数を減らすことで選択操

作の時間短縮を検討する． 

2. 触覚刺激によるカーソル操作 BCI 

 提案するシステムは，刺激素子を右手のひらに二

次元で上下左右に配置し，カーソルを移動したい方

向の素子の刺激を選択した際に生じる P300 成分を

用い BCI の開発を目指した．カーソルは上下左右に

移動し，斜め方向は二段階で移動させる． 

3. 触覚刺激の評価実験 

3.1. 実験システム 

図 1に実験ブロック図を示す．導出した脳波は頭

皮に装着した Ag-AgCl 皿電極から脳波計(日本光

電:MME3116)に取り込んだ．導出電極位置は， Fz，

Cz，Pz(国際 10-20法)の 3点とした．また，アーチ

ファクトとして眼電図 EOGを記録することで眼球

運動やまばたきを監視し，±50 µVを超える電位が

生じた試行を分析対象から除外した．脳波計に取り

込んだデータはアナログデータとして出力し，デー

タ収録ボードによりサンプリング周波数 1 kHz で

PC に取り込み記録した．信号処理ソフトウェア

LabVIEWを用いて各種信号処理を行い，雑音除去

のための帯域フィルタは低域で 0.5 Hz，高域で 20 

Hzのカットオフ周波数に設定した．  

  

図 1．実験ブロック図 

 

3.2. 実験条件 

右手のひらに上下左右に刺激素子を配置し，カー

ソルを移動したい方向の素子の刺激を選択しても

らい目標地点までカーソルを誘導する実験を行っ

た．カーソルは中心から開始され，二段階で目標地

点に動かした．刺激は呈示頻度 1:1:1:1，刺激呈示間

隔 1 s，刺激呈示時間 100 ms で被験者に呈示した．

一試行の刺激回数は 20 回である．実験は刺激方法

を変えて二種類行い，一つ目は振動素子を用い，二

つ目は圧力素子を用いた． 
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 実験では，右上と左下を目標地点として設定し，

二段階でカーソルを移動させた．右上を目指すとき

は一段階目で上，二段階目で右，左下を目指すとき

は一段階目で下，二段階目で左の経路を指定した．

カーソルが一段階目で指定経路以外に移動した場

合は二段階目で目標地点に行ける場合はその方向

を選択，行けない場合は中央に戻るよう選択させた．

この時の一段階ごとの脳波を指定した選択通りに

判別できたかを判別率とした．カーソル移動結果や

判別率から被験者ごとに二種類の触覚刺激が BCI

利用に有効かを考察する．被験者は同意の得られた

20 代健常男性 3 名であった．  

3.3. 評価方法 

P300 成分の評価方法としてピーク法を用いた．

ピーク法はP300成分とその直後の陰性波のピー

クとの差を評価値として扱う方法である． 

3.4. 結果・考察 

振動刺激実験では被験者 A,B は右上も左下も目

標経路通り選択できたが，被験者 Cはどちらの試行

も一段階目の選択は出来たが目標地点に到達しな

かった．被験者 A，B は，目標地点に到達できたこ

とから振動刺激が BCI 利用に有効であると分かる．

被験者 C はこの条件で振動刺激を BCI 利用するに

は向いていないので刺激数を減らす，同期加算数を

さらに増やすなどの変更が求められる．図 2に振動

刺激実験の各被験者の同期加算数ごとの判別率の

推移を示す．この図は右上試行の一，二段階目，左

下試行の一，二段階目をそれぞれ一試行とした計四

試行のうち何試行標的判別出来たかを示している．

判別率 75%以上であるのは，被験者 Aは 20回，被

験者 Bは 11 回以上，被験者 C は無かった． 

圧力刺激実験では．被験者 A,B は右上も左下も目

標経路通り選択できたが，被験者 Cは，左下試行で

は目標経路通り選択できたが，右上試行の一段階目

が選択できず目標地点に到達しなかった．被験者 A，

B は，目標地点に到達できたため圧力刺激が BCI

利用に有効であると分かる．被験者 Cは振動刺激同

様圧力刺激も BCI 利用には向いておらず条件の変

更が求められる．図 3 に圧力刺激実験の各被験者の

同期加算数ごとの判別率の推移を示す．判別率 75%

以上は，被験者 A は 5 回以上，被験者 B は 9 回以

上，被験者 Cは 12回以上であった．また，同期加

算数に比例して判別率が収束する傾向が見られた． 

 

 

図 2．振動刺激実験の判別率 

 

図 3．圧力刺激実験の判別率 

 

4. まとめ 

被験者 A,B においては振動，圧力どちらも BCI

に用いる触覚刺激として有効であるという可能性

が示唆された．被験者 Cは振動，圧力どちらも BCI

利用に有効ではなかった．圧力素子では同期加算数

に比例した判別率の収束から，20 回より少ない同

期加算数での課題の可能性が示唆された． 

 

参考文献 

[1] 重光ゆみ，入戸野宏，堀忠雄，“振動プローブ

刺激に対する P300を指標とした視聴覚体験に対す

る注意配分の検討”，生理心理学と精神生理学，

vol.25，No.3，pp.277-285，2007. 

[2] 入戸野宏，堀忠雄，“心理学研究における事象

関連電位(ERP)の利用”，広島大学総合科学部紀要

Ⅳ理系編，vol.26，pp.15-31，2000. 

[3]加賀佳美, 相原正男,“P300 基礎”,臨床神経生理

学 , vol.41, No.2, pp.81-85, 2013. 

-11-



第 39回日本生体医工学会甲信越支部大会 (Nov．2019） 

 

音声刺激を用いた P300 型 BCIにおける標的刺激判別方法の検討 

松井 智也*，橋本 昌巳**，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 of target stimulus discrimination method in P300-BCI using voice stimulus 

Tomoya MATSUI*，Masami HASHIMOTO**，Kazunori ITOH**， 

Graduate School of Science and Technology，Shinshu University*，Faculty of Engineering，Shinshu University**. 

 

1. はじめに 

重度の肢体不自由者が日常生活を過ごせるよう，

脳波を用いたコミュニケーション装置としてブレ

インコンピュータインタフェース（Brain Computer 

Interface:BCI）の研究開発が行われている[1]． 

BCI には聴覚刺激や視覚刺激などに基づいた事

象関連電位（ERP）を利用している．ERP とは一時

的な脳の電位変化であり，光や音，運動などの事柄

によって誘発される[2]．本研究では音声聴覚刺激に

よって導出される ERP P300成分を用いた BCIの構

築を目標としており，刺激として意味を持つ単語音

声を呈示することで特別な訓練や事前の打ち合わ

せを必要とせず直接的に選択できるという利点が

ある．本稿では，合成音声を用いた 4刺激選択課題

にて導出された ERP P300成分の評価を行った． 

 

2. 提案システム 

本研究で想定しているシステムは多くの選択肢

を提供するための 2階層型メニューとする．これは

視覚刺激を用いて階層型メニューを実現している

文献[3]を参考にした． 

本システムではまず 1層目の 4つの選択肢の中か

ら一つを選び，その後 1層目の内容よりさらに詳細

な 2 層目の４つの選択肢の中から一つ選ぶことで

被験者の意思を伝えられるようにする．メニュー選

択の方法としては P300 成分を含む波形の振幅を用

いる方法を考えている． 

またメニューの音声に関しては利用現場で使用

頻度の高そうなものを使用することを予定してい

る． 

 

図 1: 提案システムのメニュー例 

 

3. 4刺激選択課題 

3.1. 実験目的 

 2節のシステム実装に伴い，P300成分を含む波形

の振幅値での判別方法を検討しているが振幅値の

評価方法として 0-P 法と P-P 法があり，被験者にと

ってどちらがより適したものかを調査した．0-P 法

は P300 成分の最大陽性電位と基線との差を振幅値

としたものである．一方，P-P 法は P300 成分の最

大陽性電位とその直後に現れる最小陰性電位値の

差を求めたものである． 

3.2. 実験方法 

脳波測定部位は国際 10-20 法に基づき Fz，Cz，

Pz，基準電極を耳朶，接地電極は額とした．刺激は

PC より音声作成ソフト”softalk”で作成した音声

を気導ヘッドホン(SENNHEISER:HDA200)を介し

て被験者に呈示する．用いた選択肢は 1階層目とし

て想定した「移動」「気持ち」「姿勢」「治療」であ

る．刺激呈示頻度は 1:1:1:1，刺激呈示間隔は 2000ms，

刺激呈示時間は約 200ms，標的刺激呈示回数は 20

回とした．被験者は同意を得られた 3名である． 
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3.3. 結果と考察 

図 2 に被験者 A の同期加算平均回数ごとの各刺

激の振幅値を示す．図では同期加算数を開始から 5

回ごとに求めた結果を掲載しており，縦軸は電極

Fz，Cz，Pz の合計値である．図の凡例は番号順に

「移動」「気持ち」「姿勢」「治療」を表している．  

被験者 A は 0-P 法と P-P 法のどちらも 20 回同期

加算の時点で標的「治療」以外の試行で標的刺激が

一番大きな値を示した．この結果より，標的刺激の

判別が正しく行えた試行の数は等しいが標的刺激

以外の刺激の振幅値との差を加味すると P-P 法が

より適しているのではないかと考える．また図 2 よ

り被験者 A はどちらの方法でも同期加算回数が少

ない時点から刺激 1「移動」の振幅値が一番大きい

ため，同期加算回数を減らすことでメニュー選択ま

での時間を短縮できる可能性がある．被験者 B は

0-P 法では 20 回同期加算の時点で標的刺激が一番

大きな値を示していたのは標的「姿勢」以外の試行

であった．また P-P 法では標的「気持ち」と「姿勢」

の試行であった．この結果より被験者 Bは 2つの評

価方法のうち 0-P 法がより適していると考える．被

験者 Cは 0-P 法と P-P 法のどちらも，どの試行にお

いても 20 回同期加算の時点で標的刺激が一番大き

な値を示している試行はなかった．この結果より被

験者Cは4刺激の実験自体が向いていない可能性が

あり，他の判別方法やシステムの検討が必要である．  

 これらより被験者 A は P-P 法，被験者 B は 0-P

法，被験者 Cは他の判別方法のシステムという様に

標的刺激の判別方法は被験者によって適した方法

が違うため，その被験者ごとに最適なシステムの作

成，判別方法の適用が必要であると考える． 

 

4. まとめ 

 音声刺激に基づくシステムを提案し，音声 4刺激

の選択実験を行い，2 種類の方法による判別を行っ

た．その結果，被験者ごとに適切な判別方法，刺激

呈示方法が異なるということが分かった． 

 今後は被験者に適した刺激の判別方法に切り替

えられる階層型のシステムの開発を行っていく． 

 

 

 

 

(a)標的 1「移動」 0-P 法評価 

 

 

(b)標的 1「移動」 P-P 法評価 

図 2：被験者 A ERP P300 成分評価 
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脳波と人間の感情についての研究 

徳竹祐樹*, 荒井善昭* 

* 長野工業高等専門学校  

電子情報工学科 

 

Study of relation about human emotion and brain waves 
Yuki Tokutake*, Yoshiaki Arai* 

* NATIONAL INSTITUTE TECHNOLOGY, NAGANO COLLEGE  

Department of Electronics and Computer Science

 

1. はじめに 
 近年，脳についての研究は着実に進展を遂

げている．しかし，大掛かりな装置や実験に

長い時間を要するなどの理由から実用的なも

のは少ない．そこで，脳波を用いることで実

用可能性が高く，今後様々なシステムや製品

等への活用ができると考え，今回は脳波と人

間の感情についての関連を調べることにし

た．特に，心理学的に大分される興奮と緊張

を主軸においた[1]． 
本研究では音声付き動画を用い，被験者の

感想や様子と脳波を照らし合わせることによ

って脳波と人間の感情の関係性を探る． 
 

2. 方法 
2.1 電極の配置 
 被験者の頭皮に電極を国際電極配置法[3]に
従い貼り付けた．本実験では機材の都合上電

極の配置番号が通常の国際電極配置法とは異

なっている．そのため，実験で用いた配置番

号を Fig1 に示す． 

 
 
 

 
2.2 音声付き動画 
  実験に用いた動画は，スキーヤーが雪の積

もった山の崖のようになっている部分を滑走

するという内容になっていて，緊張感や不安

感を煽るような内容の動画を選択した．動画

の再生時間は 2 分程度である． 
2.3 手続き 
実験はシールドルーム内で行った．被験者

をリラックスさせ，脳波が安定してきたとこ

ろで動画を再生した．この様子の模式図を

Fig2 に示す． 

 

 
 

2.4 解析 
動画の再生終了後に被験者に 5 つの項目に

ついて 5 段階でアンケートを採った．脳波の

データは動画の再生中に継続的に記録した．       
頭皮の 19 点のデータについてリラックスして

いる 16 秒間と動画の内容からストレスを感じ

ている(緊張している)と考えられる 16 秒間を

切り出し，FFT を用いてパワースペクトルを

求める．求めたパワースペクトルについてθ 
Fig 1  本実験で⽤いた電極配置 

Fig 2  実験の模式図 
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波，α波，β 波それぞれについての総和を求

め，比較した． 
 
3. 結果 
  今回 3 人分のデータを解析した．その中の

ある一人の被験者のリラックス時と緊張して

いると考えられる時の θ 波についての結果を

Fig3 にグラフで示す． 

 
   

Fig3 では，電極毎のパワースペクトルの大

きさを示している．Fig3 より，どの位置でも

緊張時の方がリラックス時よりもパワースペ

クトルの総和が大きくなっていることがわか

った．また，特に前頭部である電極番号の 1
番と 2 番に大きな変化が見て取れる． 
  次に，α波と β 波についてのグラフをそれ

ぞれ Fig4，Fig5 に示す．

 
 
Fig4，Fig5 より，α波と β 波も緊張時の方がパ

ワースペクトルが大きくなる傾向があること

がわかった．一方，場所によってはリラック

ス時の方が大きくなる時もあり，その箇所が

一致しているわけではないことがわかった． 

 
 
   
4. まとめ 
  実験結果より，人間が緊張時にあると，θ

波，α波，β 波それぞれのパワースペクトル 
が大きくなる傾向にあることがわかった．し

かし例外も存在するため，この原因と発生す

る状況を確かめるには他の動画なども用いて

更に多くの実験をすることが必要であると考

える．実用的に考えた場合は θ 波の前頭の部

分を利用することで緊張や興奮といった類の

感情を読み取れると考える． 
  前頭葉に大きな反応が見られる理由とし

て，感情刺激を表す扁桃体が本能的に恐怖反

応を表す．この反応が前頭葉の皮質へ直接，

間接的な信号によって意識的な緊張や興奮と

いった反応が出るためだと考える[2]． 
  また，パワースペクトルの大きさが変わっ

ていても波形のパターンがあまり変化してい

ないことから脳の全体に感情の影響が出てい

ることが考えられた． 
 
参考文献 
[1]中村明:感情表現辞典．東京堂出版． 
  pp.13,2016 
[2]リタ・カーター，藤井留美，養老孟司:新・
脳と心の地形図．原書房． 
  pp.125-143, 2012 
[3]大熊輝雄，松岡洋夫，上埜高志，斎藤秀光:
臨床脳波学 第 6版，2016 

Fig 3 θ 波のパワースペクトル 

Fig4 α 波のパワースペクトル 

Fig 5 β 波のパワースペクトル 
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心拍変動解析による課題遂行時の集中力の評価 

 

橋本 一紀*，加藤 綾人*，早川陽喜**，井浦真**，堀潤一* 

*新潟大学大学院 自然科学研究科，**株式会社 コロナ 

Evaluation of Concentration during Task Using Heart Rate Variability Analysis. 

 

Kazuki Hashimoto*， Ayato Kato*，Takayoshi Hayakawa**，Makoto Iura**，Junichi Hori* 

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

1. はじめに 

ヒトの日常活動において，室内の空気環境や

BGM などが，集中力に影響を与える場合がある

[1,2]．本研究室では，負に帯電したナノミストで室

内を満たした場合に生体へ与える影響を評価する

ため，脳波と心拍変動を組み合わせた解析が行われ

てきた[3,4]．脳波は周波数帯域により集中力やリラ

ックスなどの心理状況を反映すると言われている

[3]．心拍変動は自律神経活動を反映し，交感神経活

動時に増加し，副交感神経活動時に減少する[5]．本

研究では，心拍変動に着目し集中力が生体へ与える

影響の解析を行った．  

さらに，集中力は時々刻々と変化していくと考え

られるため，ウェーブレット変換による時間周波数

解析を用いて拍変動解析を検討した．実験では，集

中力課題時の課題反応時間と心拍変動の時間周波

数分布，交感神経指標である LF/HF 値の時刻変化

を比較した． 

  

2. 方 法 

2.1． 実験方法 

実験対象者は健常成人男性 3 名で，座位安静状態

で実験を行った．実験は新潟大学倫理委員会の承

認を得て行った．実験タスクは心拍変動解析の解

析対象時間を考慮し「持続処理課題（CPT: 

Continuous Performance Test）」を採用した[6]．

CPTでは，図 1に示すように画面に『○,×,△』

の記号が次々表示される．このうち，○の記号が

中央の枠の中に表示されたとき，PC のマウスを

クリックする．中央の枠に○が表示されてから

PC マウスがクリックされる時間を反応時間とし

て記録する．集中力タスクとして開眼通常呼吸を

行う通常状態 3 分，CPT5 分，通常状態 3 分合計

11 分間のタスクを連続して行い，その間の心電

図を計測した． 

  

2.2．生理計測 

本研究では，心拍計測のためにワイヤレス生体計

測計（ミユキ技研製 Polymate Mini AP108）を用い．

アクティブ電極の 1ch・2ch を基準電極としてそれ

ぞれ左耳，右耳に，3ch を第 5 肋間と左鎖骨中線の

交点 V4 に貼付し，心電図を単極誘導で取得した．

信号はサンプリング周波数 500Hz で取得した． 

2.3．解析法 

取得した心電図に50Hzのローパスフィルタをか

け，閾値を設けたピーク検知により R 波を検出し

た．RR 間隔を求め， リサプリングを行い，平均値

を減法し直流成分を除去した．その後，Morlet マ

ザーウェーブレットを用い，のウェーブレット変換

図 1．CPT の流れ図 
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を用いた．0.04～0.15Hz 帯の低周波数成分 LF と

0.15～0.5Hz 帯の高波数成分 HF との比である交感

神経指標 LF/HF を計算した． 

 

3. 結 果 

図 2 に被験者 A の実験時の時間周波数成分の

強度を示す．図 2 において，色が明るい部分ほど

強度が強い．図 2 において，CPT タスク中の低周

波数成分の強度が，タスク前後に比べ低下してい

ることがわかる．この傾向は全被験者 3 名に見ら

れた． 

図 3（a）に CPT 中における反応時間，図 3（b）

に図2から算出したLF/HFを示す．図3(a)より，

課題反応時間と LH/HF の間に顕著な関係は見られ

なかった．さらに，図 3(b)より通常時に比べ CPT

中に LF/HF の低下が見られた．LH/HFの低下は交感

神経の低下意味する[5]．これは，タスク中に通常

時よりもリラックスが出来，集中していることを示

していると考えられる．集中とリラックスが同時に

観測されたことは，タスクの難易度が低いために起

きた可能性がある．  

  

4. まとめ 

CPT を用いた課題を行った際の心拍計測した．ェ

ーブレット変換を用いて課題遂行時の心拍変動解

析を行った．心拍変動解析の結果から CPT 中の LF

成分の含有率は減少する可能性が示された．一方，

課題反応時間と LF/HF には関係が見られなかった．

LH/HF はタスク中に減少しており，交感神経活動の

抑制が見られた．今後，今後，LF，HF 成分それぞ

れ用いて解析する方法などを検討するとともに．難

易度の異なる課題を用意し，比較する必要がある． 

 

参考文献 

[1] T. Hayakawa，et al.，Effect of indoor air environment 

on prefrontal cortical activity: a vector-based fNIRS 

study, Organization for Human Brain Mapping, 

Honolulu, June.2015. 

[2]菅千索，他，計算および記憶課題に及ぼす BGM

の影響について―被験者の「ながら」習慣の違いに

関する検討―，和歌山大学教育学部教育実践総合セ

ンター紀要 No.18，2008 

[3]横田幸也，他，簡易生理計測による負に帯電した

ナノミストが生体に与える影響の評価，第 37 回日

本生体工学会甲信越支部大会，Oct．2017 

[4]加藤綾人，負に帯電したナノミストが集中・リラ

ックス時の脳波に与える影響，第 58 回日本生体医

工学会大会，2019 

[5]吉田豊，他，心拍変動時系列からの呼吸関連パラ

メータの推定，生体医工学 43（3）：456-460，2005 

[6]高橋裕也，他，生体情報を用いた感情推定手法の

検討，情報処理学会研究報告，2018 

 

図 2．ウェーブレット変換による時間周波数強度分布 

 

図 3．課題反応時間と LF/HF 
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個人差を考慮した座圧分布を用いた電動車いす用インタフェース 

露木 克望，石井 拓弥，堀 潤一 

新潟大学大学院 自然科学研究科 

Electric Wheelchair Interface using Pressure Distribution considering Individual Differences 

Katsumi Tsuyuki, Takumi Ishii, Junichi Hori 

Graduate School of Science and Technology, Niigata University 

 

1. はじめに 

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．一般

に電動車いす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利用者

に適しているとは言えない[1]．代替手段として舌圧

や脳波等を用いたインタフェースが提案されてい

るが，これらは使用者に機器を装着する必要があり，

身体への負担や走行の妨げになる．本研究では，車

いす座面に圧力センサシートを敷くことで容易に

計測でき，利用者への負担を軽減できる座圧分布を

利用した[4] [5]．進行方向へ上半身を傾斜した時の座

圧分布の特徴を抽出し，車いすの走行方向を制御し

た．本研究では，利用者による走行精度の違いを検

討した．個人差による影響を定量的に評価するため，

体重，BMI，加圧面積，類似度，失敗数の関係を調

査した．加圧面積は，着座時に反応しているセンサ

の個数，類似度は，進行方向に上半身を傾斜させた

姿勢と停止状態の姿勢との相関係数であり，失敗数

は，5つのデータを取得するまでに失敗した数であ

る．また，停止動作は走行精度や安全性を考慮する

上で重要な停止を自動的に制御する手法を検討し，

使用者の走行精度の向上を目指した． 

 

2. 方 法 

2.1. システム構成 

図 1 にシステム全体図を示す．本研究では，市販

の電動車いす(ヤマハ発動機：JW1-22B)の座面に圧

力センサシート(NITTA：CONFORMat)を敷くこと

で座圧分布を計測した．センサ数は，32×32 個で 

 

 

 

 

 

図 1 システム全体図 

あり，分解能は，14.73mm×14.73mm，サンプリ 

ング周波数は，20Hz である．センサに荷重が加わ 

ると，各セルの荷重値は PC へ送信され，圧力分 

布を時系列で計測できる．計測されたデータを PC

に取り込み，姿勢判別を行った．姿勢判別の結果 

を DA コンバータとマイクロコンピュータ

(Arduino UNO)で構成されるインタフェースボッ

クスへ送信し，信号に応じた指令電圧をモーター

へと出力することで電動車いすの制御を行った． 

 

2.2. 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

ンプレートマッチングを行った．本研究では計測デ

ータとテンプレートの相関係数を求め，これを類似

度として評価した．類似度は 1 に近いほど類似性が

高く，0 に近いほど低いことを表す．予備入力とし

て通常姿勢，前傾，後傾，左傾斜，右傾斜の座圧分

布を取得し，テンプレートとした． 

 

2.3. 停止制御 

停止制御のイメージ図を図 2 に示す．通常姿勢，

前傾，後傾，左傾斜，右傾斜をそれぞれ N，F，B，

L，R とし，各類似度 ， ， ， ， とする．

各類似度を最大値，最小値で正規化した値 
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を走行制御に用いた．各類似度を最大値，最小値で

正規化した値を走行制御に用いた．ここで ，

は各類似度の最大値，最小値を表す．また，停

止制御を行うため に対し閾値 を定めた． ≧

の場合，停止し， < の場合，走行するようにした．

また，走行速度を制御した． ≧0.8 の場合最高速

度とし， <0.8 の場合速度を制御した． 

 

3. 実験結果 

 健常成人男性 12 名の被験者を対象とした．前進

した後,約 3 秒後停止を行う走行実験を 5 回実施し

た．個人差による影響を評価するため，体重，BMI，

加圧面積，類似度，失敗数について調査した．BMI

と失敗数の関係を図 3に示す．この時の相関係数は

0.512であり，正の相関がみられた．次に，閾値の

設定法を図 4 に示す．黒い波形が N，赤い波形を F

の類似度の時間変化を表している．閾値は青の波形

で表した．閾値の設定法は，Nと Fが入れ替わる値

を閾値に設定した．正常に姿勢判別できた場合，N

→F→N と判別される．被検者 J の結果を図 5 に示

す．このグラフは，縦軸が判別姿勢，横軸が時間[s]

である．各設定法での成功率は，85％で適した方法

であることが示せた．成功率は，全被験者のサンプ

ル数の合計 60 における姿勢判別の成功数の割合を

指している． 

 

4. まとめ 

座圧分布を用いた電動車いす用インタフェース

の個人差による影響を定量的に評価した結果，BMI

が大きくなる程，失敗数が多くなる傾向があること

が分かった．また，停止動作を行う閾値を Nと Fが

入れ替わる値を閾値に設定した際に走行精度が向

上した．今後は，実際にこの閾値設定法を組み込ん

で実験を行う予定である． 

 

参考文献 

[1]横田祥，橋本洋志，大山恭弘，余錦華，身体動作

インタフェースを利用した電動車椅子の操作，電気

学会論文誌 C，129(10)，1874-1880，2009． 

[2]稲吉聖也，堀潤一，座圧分布を用いた電動車いす

操作用インタフェースの開発， 電子情報通信学会

技術研究報告，114(514)，75-80，2015． 

[3]大原浩暉，堀潤一，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，日本生体医工学会大

会プログラム・抄録集，54(suppl.1)，2016． 

 

図 3 BMIと失敗数 

 

図 4閾値設定法 

 図 5 結果（被験者 J） 

 

図 2 停止制御イメージ 

 

図 3 BMI と失敗数 
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フェムト秒レーザーによる長繊維表面への機能的テクスチャの連続的形成 
荒木 啓吾*，島田 秀寛*，山口 昌樹* 

*信州大学 大学院 生命医工学専攻 

Continuous Processing of Functional Texture on Fiber Surface Using Femtosecond Laser 
Keigo Araki*, Hidenori Shimada*, and Masaki Yamaguchi* 

*Shinshu University, Interdisciplinary Graduate School of Sci. & Tech. 

 

1. はじめに 

固体表面にマイクロ／ナノメートル領域の微細
構造を形成することで，親水/撥水性の機能を付与
することができ，これを機能的テクスチャと呼ぶ。
本研究者らは，フェムト秒レーザーの表面波干渉を
用いることで，直径が 60 m ほどしかない有機繊
維表面に，機能的テクスチャを形成する方法を研究
している。本研究では，レーザー加工装置に搭載可
能な小型糸巻機を独自に試作し，ポリプロピレン繊
維表面に微細構造の連続的な形成を試みた。 

 

2. 方 法 

試作した小型糸巻機は，糸送り速度を 3 – 300 

mm/s で調整可能なモータと，メカニカルな糸テン
ション調節機構から構成されている。被加工糸には，
太さ 67.4 µmのポリプロピレン (W18-330T10 BR，
三菱ケミカル) を用いた。フェムト秒レーザー加工
装置 (CARBIDE，LIGHT CONVERSION) は，波長
515 nm，パルス幅 234 fs，スポット径 7 µmを用い，
フルエンスを 1.96 J / cm² – 5.46 J/cm²，オーバーラッ
プ率を 0 % – 67 %で変化させた。まず，糸を静止さ
せた状態でフェムト秒レーザー加工して，表面波干
渉が発生する条件を探索した。次に，同条件で糸送
りしながらレーザー加工し，微細構造の連続的な形
成を試みた。 

 

3. 結 果  

静止状態において，フルエンスを 3.14 J / cm² 以
上，オーバーラップ率を 33 % 以上とすれば，表面
波干渉が発生して直径 1,000 nm ほどの凹凸が折
り重なった微細構造が形成されることが判った。た
だし，フルエンスが 4.42 J / cm²，オーバーラップ率
が 67 % となると，糸が溶融した。一方，オーバー
ラップ率 0 % では，いずれのピークパワーにおい
てもファイバー形状の微細構造は観察されず，パー
カッション加工が観察された。 

発表当日は，糸送りしながらレーザー加工した場
合の糸長さ，微細構造，及び引張強度に関して詳細
に報告する。 

 

4. まとめ 

超短パルスレーザーのフルエンスとオーバーラ
ップ率やパーカッション加工における周期を制御
することにより，繊維表面にナノメートル領域から
マイクロメートル領域の微細周期構造を形成する
ことが可能であることを示した。 

このような機能的テクスチャを施した繊維は，撥
水性，保湿性，通気性，染色性，クッション性，肌
触り等の機能向上に寄与できると考えられる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0% 33 % 67 % 

1.96 
J/cm² 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

3.14 
J/cm² 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

4.42 
J/cm² 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

5.46 
J/cm² 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

fθレンズ 

ミラー ビームエキスパンダ レーザー発振器 

Table 1 超短パルスレーザーを用いたポリプロピレン
繊維の加工結果 

Fig.1超短パルスレーザーを利用した微細構造の加工原理 

Fig. 2 試作した小型糸巻機の構成 

 
 

 

張力調節機構 

 

レーザー加工部 

 

 

V 字ガイドローラー 

 
ボビン 

 

減速ギアヘッド 

 
可変速モータ 

 

繊維束 
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ダイラタントコンパウンドを用いた生物規範型水中推進機構の 

静止流体中における推進力増加の検討 
〇上西 祐介*, 木村俊希*, 山口美月**，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 

Study on Thrust Augmentation of Bio-inspired Aquatic Propulsion 

Mechanism Using Dilatant compound in Stationary Fluid 
Yusuke JONISHI, Toshiki KIMURA, Mitsuki YAMAGUTHI, Shunichi KOBAYASHI 

Shinshu University, 3-15-1 Tokida, Ueda, Nagano． 

 

1. はじめに 

水棲生物の尾ひれを規範としたフィンによる水

中推進機構は，現在多く用いられるスクリュープロ

ペラによる推進機構の問題である，回転による生物

への危険性，魚網や藻などの巻き込み等を解決する

特長がある．そこで著者らはダイラタント流体を封

入したフィンを開発し，その剛性が運動速度に対し

て常に最適となる推進機構について取り組んでき

た[1]．本研究はその動作タスクのバリエーションを

増やすため，水上リフトアップに注目した．これに

より重量物の水上もしくは水中での保持が可能と

なる．この動作を実現させるため，静止流体におけ

る推進力を増加させる必要がある．前報では，フィ

ンの揺動運動を変化させて推進力の増加を検討し

た[2]．本報ではフィン内の材料を，ダイラタント流

体としてのウーブレック（片栗粉懸濁液）からダイ

ラタントコンパウンドに変更し，検討した結果を述

べる． 

 

2. 使用したフィン 

図１にフィンを示す．フィンにはウレタンゲル製

の 16mm厚の弾性バッグと 5mm厚の PET板の弾性

的な後方板で構成されている．弾性バッグに封入す

る材料として，ダイラタントコンパウンド（Dow 

corning 3179）を用意した．また比較のためにウレ

タンゲルとアクリル樹脂を用意した．これらのフィ

ンをそれぞれコンパウンドフィン，ウレタンフィン，

剛体フィンと呼ぶこととする. シャフトと連結し

たアルミニウム板に弾性バッグを挟み固定した． 

ダイラタントコンパウンドはダイラタンシーを持

ち，フィンの曲げ速度が増加すると剛性も増加する

性質がある．  

 

3. 推進力測定方法とフィンの揺動運動 

 図 2に計測系およびフィンの揺動運動を示す．フ

ィンは水槽内に位置され，フィン駆動用モータを介

してリニアガイドで支持した．フィンの運動によっ

て発生する推進力はロードセルで測定した．フィン

はヨーイング運動させ，揺動角度はy = ±30°，揺動

周期は T =2.0 s，3.0 sとした．正弦波状のヨーイン

グ運動を基本として，揺動周期は変更せず，負の推

進力を発生するヨーイング角（yが 0°→±30°）では

小さな平均角速度sに，正の推進力を発生するヨー

イング角（yが±30°→0°）では大きな平均角速度l

にした．その角速度の割合を次式に示す速度比とし

て定義し，1（正弦波状）と 3とした． 

      (1) 

4. 結果 

T = 2.0 sでの 1周期の推進力変動を図 3に示す．

速度比の増加によって大きく変動し，T = 3.0 sで

もほぼ同様の変化であった． T = 2.0 s, 3.0 sでの平

均推進力を図 4 に示す．1 周期の推進力変動は同

じ速度比で最大推進力が最も大きいのは剛体フィ

ンであり，もっとも小さいのはウレタンフィンで

あった．また，速度比を大きくするとすべてのフ

ィンで最大推進力は増加した．すべてのフィンで
 

Fig. 1 Fin  

 
Fig. 2 Measurement system and yawing movement of fin 
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速度比が増加すると平均推進力が増加した．平均

推進力の増加率は剛体フィンが最も小さく，次に

コンパウンドフィンが小さかった． 

T = 2.0 sでyが+30°→0°におけるy = 0°付近の

それぞれのフィンの挙動を図 5に示す．これより，

フィンの変形は，弾性バッグの変形が小さいと後

方板の変形が大きい傾向が見られた． 

 

5.  考察 

コンパウンドフィンでは速度比を大きくした際

に弾性バッグの変形が小さくなっている．これに 

 

 
Fig. 3 Variation of thrust force in one moving cycle 

(T = 2.0 s) 

 
Fig. 4 Average thrust force in one moving cycle 

 

  
(a) Compound fin 

  
(b) Urethane fin 

  
(c) Rigid fin 

Fig. 5 Behaver of fin (T = 2.0 s，y≒0° (+30°→ 0°)) 

Left : Speed rate = 1      Right : Speed rate = 3 

よりy が±30→0°での後方板の変形を増長させるこ

とができ、推進力を発生させることができたと考え

られる．また，yが 0°→±30°では若干の変形が見ら

れた．これにより負の推進力が抑えられたと考えら

れる．ウレタンフィンではウレタンが柔らかかった

ために，弾性バッグの変形が大きく，後方板の大き

な変形が起きなかった．これにより後方に流体をか

き出すことができず，推進力を得ることができなか

ったと考えられる． 剛体フィンでは弾性バッグの

変形がないため，yが 0°→±30°での後方板の変形が

大きくなった．これによって大きな推進力を得るこ

とができたと考えられる．また，yが 0°→±30°では

弾性バッグの変形がないことが負の推進力の発生

に影響していると考えられる．剛体フィンはどの条

件でも平均推進力が大きいが，ここで，推進力の変

動を検討するために推進力の変動係数を求めた．そ

の結果を表 1に示す．変動係数は 1周期の推進力デ

ータの標準偏差を平均推進力で除した値である．推

進力が一定の大きさで発生しているほどこの値が

小さい．速度比 3ではコンパウンドフィンと剛体フ

ィンの平均推進力はほぼ等しいが，変動係数を比較

するとコンパインドフィンのほうが小さい．これは

コンパインドフィンが高く安定した推進力を得て

いることを示している． 

 

Table 1 Coefficient of variation of thrust force 

 Compound fin Urethane fin Rigid fin 

T 2.0 s 3.0 s 2.0 s 3.0 s 2.0 s 3.0 s 

Speed 
Rate 
= 1 

0.343 0.832 0.369 0.627 0.619 0.994 

Speed 
Rate 
= 3 

0.893 1.311 0.420 0.887 1.234 1.582 

 

6.  まとめ 

 静止流体中での推進力は速度比を大きくすると

増加した．フィンの弾性バッグに入れる材料に関し

てはコンパウンドフィンと剛体フィンの推進力が

大きかった．また，コンパウンドフィンは速度比を

大きくすると弾性バッグの剛性が大きくなる様子

が見られ，推進力は剛体フィンよりも安定していた．

本報告の後方板はフィン中心に位置しておらず，今

後はその点を改善したフィンを作成し，様々な条件

で計測する予定である． 
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発汗現象の光学的観察法 

齊藤真伊
*
, 小野伸幸

**
 

*
長野高専専攻科環境システム専攻，

**
長野高専電子制御工学科 

Observation of perspiration using optical characteristics of water  

 

発汗現象には暑熱刺激により生じる温熱性発汗と，精神的な緊張やストレスにより生じる精神性

発汗の 2種類がある．温熱性発汗は視床下部前方の体温調整中枢に支配され，精神性発汗は扁桃体

や海馬，大脳辺縁系に支配されているとされており，いずれの発汗現象も神経系の機能評価に有用

とされている．発汗の計測にはミノール法に代表される定性的な測定や，換気カプセル法に代表さ

れる定量的な測定法がある．一方で，発汗は汗腺より汗が漏出する現象であり，個々の汗腺活動が

観察できればより詳細な神経活動の評価が可能と考えられる．汗腺から漏出する汗の挙動は顕微鏡

下にて可視光で観察できる．しかしながら，この方法では皮膚と汗のコントラスト比が低いため，

ごく限られた範囲の汗腺活動の観察は可能であるが，より広い範囲で多数の汗腺活動を観察するこ

とが困難である．そこで，汗の水分における光の散乱特性に着目し，偏光光学系を用いた観察系を

用いて汗腺活動の観察を行った．その結果，通常の可視光と比較してより広範囲で多数の汗腺活動

の変化を観察できる可能性が示唆された． 
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密閉カプセルによる皮膚蒸散水分測定 

小松聖汰*, 小野伸幸** 

*長野高専専攻科環境システム専攻，**長野高専電子制御工学科 

Measurement of transepidermal water loss using closed capsule 

 

皮下水分量の測定は，皮膚の保湿状態の評価や保湿剤の特性評価において重要である．また，皮

膚から蒸散する水分量の測定は，角質層のバリア機能も含めた保湿剤等の有効性において重要な指

標となる．皮膚から蒸散する水分量は経表皮水分蒸発量(TEWL)と呼ばれ，発汗等と区別されること

が多い．TEWLの測定は，皮膚表面に円筒状管を装着し，一方を皮膚に装着してパイプ内の数か所に

取り付けた湿度センサにて蒸気分圧の勾配を測定し，その勾配から経表皮水分蒸発量を測定する．

この方法では皮膚と対向する面が大気開放であるため，周辺気流の影響を受けやすいという課題が

ある．また，発汗も同時に測定されるため，純粋な水分蒸発量を求めることは困難である．そこで，

発汗水分も含めた皮膚から蒸散する水分量を測定するため，皮膚装着部のみ開口してその対向面に

温湿度センサを取り付けた密閉カプセルを使用し，樹脂によりラミネートしたろ紙からなる皮膚モ

デルを使用してその応答特性を評価した．その結果，皮膚モデルにカプセルを装着直後からカプセ

ル内の湿度変化は Fick の法則に基づき変化し，その積分値から蒸散水分量が測定できること，ま

た，皮膚モデルからの蒸発量と測定される蒸散水分量の間には線形の関係があり，密閉カプセルで

も良好に蒸散水分量が測定できる可能性が示唆された． 
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