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家庭用赤外線リモコンを用いた福祉機器操作のための基礎的検討 
村上 肇，西山 健一郎，田澤 裕介，伊藤 建一 

新潟工科大学 情報電子工学科 

Fundamental study on the Operation of Environmental Control Systems 
by using an Infrared Remote Controller 

Hajime Murakami,  Ken- itirou Nisiyama,  Yusuke Tazawa,  and   Ken- ichi Itoh 

Department of Information and Electronics Engineering, Niigata Institute of Technology 

 

1. はじめに 

近年，福祉工学の観点から，環境制御機器[1]のよ

うな生活支援機器が開発され，実用に供されている．

我々は生活支援機器と電動車椅子とを通信系で接

続し，車椅子の標準的な入力装置であるジョイステ

ィックによって機器を操作することを提案し，基礎

実験を行ってきている[2]．それとあわせて，使用者

を限定しないために，家庭に広く普及しているテレ

ビ用の赤外線リモコンを入力装置とする福祉機器

操作システムについて検討している．本研究ではそ

の第一段階として，主にリモコン信号の復号を中心

としたシステムを試作し，本手法の原理的な実現可

能性を確認したので報告する． 

 

2. 受信信号の認識 

2.1. 受信信号の復号処理 

テレビ用の赤外線リモコンは，メーカや機器によ

ってさまざまなデータフォーマットがあるが，バー

スト波のパルス幅は 400μ～800μs 程度である[3]．

そこで受信信号のパルス列を 100μs でサンプリン

グしてパルス幅を計測し，それをベクトル表現する

ことで受信データとする． 

本システムでは予め，赤外線リモコンの各機器コ

ード・各機能ボタンの信号を登録しておく．登録デ

ータは次式のように表す． 

 Xij = (N1, N2, N3, ．．．, Nm) 

式中の i は機器コードの種類（例：東芝=101），j

は機能ボタンの種類（電源，音量ダウン等），N は

パルス幅を 100μs 単位で表した数である．なおベ

クトルの次元 m は，機器コードによって異なる． 

システムを操作する際には，受信信号ベクトル R

と最も近い登録データ Xij を検索する．具体的には，

まずRの次元と一致するmを有するXijを絞り込み，

それらのうちで，R とのなす角の余弦が最大となる

Xij を探す．そして，それが示す機器コード i，機能

ボタン j をもって，復号結果とする． 

2.2. 認識率の測定 

前節で述べた復号処理の認識率を求めた．赤外線

リモコンとして，さまざまな機器に対応するオーム

電機製 ORC- 18BS 汎用リモコンを用いて，表 1 に

示す機器コード 27 種を模擬し，表 2 に示す機能ボ

タン 20 種について，データを蓄積した．処理は，

シャープ製 IS1U60 受光素子で受信信号を電圧に変

換した上で，パーソナルコンピュータ上で行った． 

 

表 1 機器コード（*，**，***は本文参照） 

メーカ名 機器コード 
松下 111, 171, 231 
ソニー 081, 241 
東芝 101 
日立 151 
三菱 181 
サンヨー 031*, 051*, 061* 
ビクター 001, 011, 021 
シャープ 041, 071**, 301** 
NEC 121 
ゼネラル 091 
パイオニア 131 
フナイ 141, 161, 211***, 251***
アイワ 281 
サムソン 261 
ダイウ 271 
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全ての登録が終わった後，各機器コード・各機能

ボタンの信号を 3 回ずつ送信し，その認識率を求め

た．結果を表 3 に示す．機器コード（i），機能ボタ

ン（j）とも一致したのは 80%程度であった．不一

致の原因の 1 つは，同様の送信信号にも関わらず，

異なる機器コードを割り当ててある場合である．そ

れらについて，表 1 の該当欄に*，**，***を付した．

よって機器コードを無視することで，認識率は「ビ

デオ切換等」を除き 100%となった．「ビデオ切換

等」については，183 回中 3 回に誤認識が生じたが，

これは「テレビ／ビデオ切換」ボタンと「テレビ／

ビデオ／BS 切換」ボタン相互の誤りであった．よ

ってこの機能分類で同一の動作をするように規定

すれば，この誤認識は問題とならない． 

 

3. システムの試作 

赤外線リモコンを操作することで外部機器への

信号を生成するシステムを試作した．これは，前章

で述べた処理によって復号された機能（j）に基づ

き，2 チャネルのアナログ信号，4 ビットのディジ

タル信号を出力する．本研究では，環境制御機器を

模擬する回路を製作し，システムの動作を確認した．  

 

表 2 機能ボタンの分類 

機能分類 該当ボタン 
電源 電源 
ダイレクトチャンネル 1～12 
ビデオ切換等 テレビ／ビデオ切換，

テレビ／ビデオ／BS 切

換，消音 
チャンネルアップダウ

ン 
チャンネルアップ，チ

ャンネルダウン 
音量アップダウン 音量アップ，音量ダウ

ン 

 

表 3 機器コード（i），機能ボタン（j）に関する認

識率（%） 

機能分類 i，j とも一致 j の一致

電源 85.2 100.0
ダイレクトチャンネル 84.6 100.0
ビデオ切換等 86.9 98.4
チャンネルアップダウン 88.9 100.0
音量アップダウン 86.4 100.0

機能ボタンによる動作を表 4 に示す．4 ビットのデ

ィジタル信号の内容は 7 セグメント LED によって

表示される．また 2 つのアナログ信号で，モータと

リレーを動作させる． 

リモコンによる操作実験を行い，押下ボタンに対

応した LED の点灯・モータの回転・リレーの駆動

を得ることができ，本システムの動作を確認した． 

 

4. まとめ 

本研究では，テレビ用の赤外線リモコンを用いた

福祉機器操作を目的として，受信信号の復号と外部

機器制御信号の生成を行うシステムを試作し，その

動作確認を通して，基本的な実現可能性を確認した． 

今後は，本システムを具体化する上で，多様なリ

モコン機器による動作確認を行うとともに，実用的

な制御対象機器とのインタフェースを設計する必

要がある． 

 

参考文献 

[1]寺山・他（編）：テクニカルエイド，pp.209- 214, 

三輪書店，東京 (1994) 

[2]村上・他：電動車椅子の入力装置による環境制御

機器の操作に関する基礎的検討，電子情報通信学会

技術研究報告，MBE2002- 25, pp.41- 44 (2002) 

[3]久保：サウンド学習型赤外線リモコンの実験，ト

ランジスタ技術，vol.39, no.6, pp.266- 268 (2001) 

 

表 4 機能ボタンによる回路動作 

機能分類 動作 
電源 7 セグメント LED 点灯・

消灯（トグル動作）； 
点灯状態の論理出力 

ダイレクトチャンネル 7 セグメント LED 点灯

（チャンネル表示） 
ビデオ切換等 システム終了（いずれの

ボタンでも） 
チャンネルアップダウ

ン 
アナログ第 1 チャネル 
アップ．．．増加 
ダウン．．．減少 

音量アップダウン アナログ第 2 チャネル 
アップ．．．増加 
ダウン．．．減少 
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電極挿入型ハイパーサーミアの加温領域の拡大法について 
○渡辺 秀人*，斉藤 義明**，堀 潤一** 

*新潟大学大学院自然科学研究科，**新潟大学工学部福祉人間工学科 

Extension of Heating Range of Hyperthermia Using Interstitial Electrode 

Hideto watanabe*，Yoshiaki Saitoh**，Junichi Hori** 

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

1. はじめに 

今日，RF 加温法は温熱治療法の手段として様々

な研究がされている．RF 波を用いる温熱療法とし

て，外部 RF 加温法と腔内 RF 加温法がある．外部

RF 加温法は，体表面に装着した電極より高周波を

印加し加温する方法で，人体を傷つけないため，臨

床応用が容易だが，加温部位の特定が困難であり体

表面近傍しか加温できない．一方，腔内 RF 加温法

は，電極を体内に挿入し直接高周波を印加し加温す

る方法で，患部のみを選択的に加温できるが加温範

囲が狭いという特徴を持つ．この 2つの加温法を組

み合わせて用いることにより加温部位をより広げ

られると考えられる．著者等は，この 2つの加温法

を組み合わせて用いて，あらかじめ生体全体を加温

することにより，加温領域を拡大する方法は 2001

年ハイパーサーミア学会誌 1月号で発表した[1]．本

研究では，更に 2種類の場合について検討した．ア

ドヘヤ糊を用いた加温実験の結果，外部 RF 加温法

により被加温体の初期温度を高くすることで 1)挿

入電極を対極板電極の中央からずらしても加温さ

れる事を示した．このとき，左右の対極板に流れる

電流の大きい方に加温領域が拡大された．2)左右の

対極板を非平行に設置しても平行に設置した場合

と比べてほぼ同等の加温範囲になることを示した． 

2. 方法 

 Ｆig1に本研究で使用する加温システムの構成
を示す．印加する高周波の周波数は，工業用に許

可された周波数，13.56MHzとした．システムの
高周波源は，不平衡であり，対極板は平衡なので，

高周波伝送路平衡－不平衡変換のためにバラン

を使用した．高周波源とバランとの整合をとるた

めにインピーダンス整合器を使用した．対極板は

銅板を使用した．左右の対極板と電極に流れる電

流量を測るため高周波電流計を使用した．被加温

体には，アドヘヤ糊を使用した．これは，40℃
付近になると初期の透明色から白濁色に変化す

る性質を持つ．挿入電極は直径 2mm，長さ 40mm
の導線を使用した． 
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Ｆig1：加温システム構成 

増幅器

. 実験 

まず，水槽内のアドヘヤ糊を生体の標準体温より

い 39℃または 41℃になるまで加温する．その後，

)バランのアースと接続した挿入電極を水槽内の

央からずらして挿入し，左右の対極板に流れる電

量を調節しながら加温を行った（Ｆig2）．2)左右

対極板を非平行に設置して，左右の対極板の中心

ら互いに距離の等しい場所に挿入電極を挿入し，

右の対極板に流れる電流量を調節しながら加温

行った（Ｆig3）． 

 周波発振器 
インピーダンス整合器 

Ａ 

Ａ 

アドヘヤ糊 

 

バラン 
増幅器

Ｆig2：挿入電極の位置をずらし
アース
た場合の加温システ
対極板
Ａ 

ム構成
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4. 考察 

 挿入電極を水槽内の中央に挿入した場合と比

較すると，1）挿入電極を水槽内の中央からずら
して挿入した場合，ほぼ同等の結果が得られた

（Fig4，Fig5）．このことから，挿入電極が対極
板からの距離にかかわらず加温されることが確

認できた．左右の対極版を平行に設置した場合と

比較すると，2）左右の対極板を非平行に設置し
て，左右の対極板の中心から互いに距離の等しい

場所に挿入電極を挿入した場合，非平行に設置し

た対極板へ引っ張られる形で加温領域が広がっ

た（Fig6，Fig7）．また 1），2）いずれの場合も
外部 RF 加温法により水槽内の初期温度を高く
することで加温領域が広がることを確認できた． 
 

5. 結論 

電流計の値により，加温部位の調整ができた．対

極板の向き，距離にかかわらず挿入電極を加温する

ことができた．また，水槽内の初期温度を高くする

ことで加温領域を拡大することができた． 

 

 

参考文献 

[1] YOSHIAKI SAITOH & JUNICHI HORI  

Fundamental Study of a Combined Hyperthermia 

System with RF Capacitive Heating and Interstitial 

Heating，Japanese Journal of Hyperthermic Oncology，

Vol.17，No.4．December，2001 
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 高周波発振器 

増幅器 

インピーダンス整合器 バラン

アース 
対極板

アドヘヤ糊 

Ｆig3：左右の対極板を非平行に設置した場合 

の加温システム構成 

Ａ 29mm 

Ａ 

Ａ

左の電流値＞右の電流値 左の電流値＝右の電流値 左の電流値＜右の電流値 

Fig4：左に 50mmずらした場合の結果（初期水槽内温度 39度） 

33mm 32mm 31mm 

左の電流値＝右の電流値 左の電流値＞右の電流値 左の電流値＜右の電流値 

Fig5：左に 50mmずらした場合の結果（初期水槽内温度 41度）

29mm 28mm 28mm 

左の電流値＝右の電流値 左の電流値＞右の電流値 左の電流値＜右の電流値 

Fig6：対極板を非平行にした場合の結果（初期水槽内温度 39度）

31mm 32mm 32mm 

左の電流値＝右の電流値 左の電流値＞右の電流値 左の電流値＜右の電流値 

Fig7：対極板を非平行にした場合の結果（初期水槽内温度 41度）
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青葉アルデヒド及び青葉アルコールは抗ストレス作用をもつ可能性がある 
佐々木和男、川元康治、青木孝徳、石橋 賢 

富山大学工学部電気電子システム工学科 

Plausible anti-stress action of green leaf aldehyde and green leaf alcohol examined in rats  
Kazuo Sasaki, Koji Kawamoto, Takanori Aoki and Masaru Ishibashi 

Div. of Bio-Information Eng., Fac. of Eng., Toyama Univ., Toyama, 930-8555, Japan 

 

1. はじめに 

青葉アルデヒド（hexenal）及び青葉アルコール

（hexenol）はみどりの香りの主成分である。本研究

では、これら成分に抗ストレス作用があるか否かを

ストレス下動物の脳内セロトニン（5-HT）及びドー

パミン（DA）代謝並びに摂食量につき検討するこ

とにより調べた。 

２． 方 法 

実験には 8 週齢のウイスター系雄ラットを使用

した。ラットは 12時間:12時間の明暗環境下で飼育

した。明期は 06:00 から 18:00 まで、暗期は 18:00

から 06:00までである。拘束は四肢をボードに固定

して行い、拘束時間は 200分（14:20から 18:00）で

あった。麻酔下で In vivo マイクロディアリーシス

プローブを摂食中枢に植え込み、約 1週間の回復後

潅流を開始した。拘束前 200分間を対照期とし、拘

束後の 200分間を含め、計 600分間潅流を行った。

回収液は高速クロマトグラフィ（HPLC）に流し、

5-HT,DA及びそれらの代謝産物量を測定した。摂食

量は 18:00 から 21:00 までの 3 時間量、夜間量、1

日量を測定した。青葉アルデヒド及び青葉アルコー

ルの吸入は拘束中のみ行った。 

３.  結 果 

拘束ストレスにより、5-HTは一過性に増加した。

一方、5-HT の代謝産物である 5-HIAA は拘束開始後

次第に増加した。増加は拘束終了後も続いた。DA

には変化がなかったが、DA の代謝産物である DOPAC 

及び HVA は拘束開始後次第に増加し、拘束終了後次

第に減少した。青葉アルデヒドの吸入は拘束開始及

び終了後の5-HT及び5-HIAAの増加を有意に減少し

たが（図 1A 及び B）、DA の代謝産物の増加には効果

がなかった。青葉アルコールも 5-HT 及び 5-HIAA の

増加を抑制したが、5-HIAA は拘束終了後次第に増

加した。DA の代謝産物にはほとんど効果がなかっ

た。摂食量に対し、拘束ストレスは 3 時間、夜間、

1日量のいずれも抑制した。一方、青葉アルデヒド

及び青葉アルコール吸入は 3 時間摂食量の抑制を

有意に減弱した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 青葉アルデヒドと 5-HT 代謝 

 
 
 
 
 
 
 
 

図２ 青葉ア

３． まとめ 

 青葉アルデヒド及び

の増加を抑制すると共

復した。5-HT代謝は
ことから、5-HT代謝
トレス効果につながる

青葉アルデヒド及び青

作用をもつと考えられ

効である可能性が示唆

 5 
ルデヒドと摂食量 

青葉アルコールは5-HT代謝
に 3 時間摂食量の抑制を回
他のストレス下でも増加する

の増加を抑制することが抗ス

と考えられる。したがって、

葉アルコールは抗ストレス

、ヒトのアロマセラピーに有

される。 
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X線医療画像におけるブレ画像の抽出と復元線医療画像におけるブレ画像の抽出と復元線医療画像におけるブレ画像の抽出と復元線医療画像におけるブレ画像の抽出と復元 
平林 章広*，堀 潤一**，斉藤 義明**，木竜 徹*，岡本 浩一郎*** 

*新潟大学大学院自然科学研究科，**新潟大学工学部，***新潟大学医学部 

Extraction and Restoration of Blurred X-ray Images 
Akihiro Hirabayashi*, Junichi Hori**, Yoshiaki Saitoh**, Tohru Kiryu*, Kouichirou Okamoto*** 

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

 ***Department of Radiology, Niigata University School of Medicine 

1. はじめにはじめにはじめにはじめに 

Ｘ線画像を撮影する際，様々な原因によりぶれが

生じる．例えば，胸部 X線撮影では呼吸により血管

像がぶれてしまう．また，乳幼児を対象とした場合，

静止させたまま撮影するのは困難である．しかし、

再撮影となると被験者への被曝量の増加が懸念さ

れる．そこでＸ線画像により正確な診断･解析を行

うためには，観測されたブレ画像から元の画像を復

元する必要がある． 

画像全体が一様にぶれた画像は帯域抑制付復元フ

ィルタを用いて復元することが可能であるが，画像

の一部がぶれたものは復元できない．本研究では，

ウェーブレット変換を用いて画像をいくつかの周

波数帯域に分割し，画像の一部がぶれたものからブ

レ領域を抽出することを試みた． 

2. 復元の流れ復元の流れ復元の流れ復元の流れ    

画像復元の流れを Fig.1 に示す．撮影された画像

にぶれが生じた場合，画像全体が一様にぶれている

か，画像の一部のみがぶれているかを判定し，後者

の場合はブレ領域を抽出する．ブレ画像を帯域抑制

付復元フィルタにより復元することができる．帯域

抑制付復元フィルタの詳細は文献[1]ですでに報告

している．以下では，ブレ領域の抽出法について説

明する． 

3. ブレ領域の抽出法ブレ領域の抽出法ブレ領域の抽出法ブレ領域の抽出法    

3.1.  撮影方法 

ブレの種類，角度，度合いの情報を得るために，

直径 3 mmの鉛球を参照点として使用する．撮影前，

被験者の関節付近とそれに付随した骨に対応する

位置の皮膚表面に参照点を貼付し，この状態で撮影

した． 

3.2.  ぶれ抽出の流れ 

(a) ぶれ角度の推定 

観測画像から輪郭線の長さ，形状を基に参照点と

判別されたものを抽出し，参照点の輪郭の長径の傾

きから，ぶれの角度を求める． 

(b) 画像の回転 

ブレ画像が縦方向になるように参照点より推定

したブレ角度分だけ画像全体を回転する．回転した

画像から再び参照点を抽出し，参照点のみの画像を

作る．後述の参照点のブレ領域抽出のため輪郭線情

報を一時保管する． 

(c) ウェーブレット変換による参照点のぶれの抽

出 

ぶれを生じていない画像（原画像）と平行移動に

よるブレ画像の横断面を比較すると，ぶれを生じて

いない参照点は輪郭が鋭く高周波成分があるのに

対し，ぶれを生じた参照点の輪郭は滑らかで，高周

波成分が減少している（Fig.2）．そこで，ウェーブ

レット変換により画像をいくつかの周波数帯域にFig.1 The flow chart of restoration. 

Restoration  
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Extraction of  

Blurred part 

Start 

Input  

Blur 
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分割することにより，ブレ領域の抽出を試みる．画

像のウェーブレット変換を行うと低周波数成分の

みのLL画像と観測画像とLL画像信号の垂直方向差

分 HL 画像，水平方向差分 LH 画像，高周波成分のみ

の HH 画像に分割して表現できる．HL 画像には縦に

ぶれた参照点が現れ，LH 画像には横にぶれた参照

点が現れる．ぶれを生じていない参照点は全ての帯

域に現れる． 

参照点のぶれを抽出するため，縦にぶれた参照点

が出現しないという特性をもった LH 画像と，先に

求めた参照点の輪郭線情報を比較する．これにより，

横にぶれた参照点とぶれを生じていない参照点の

みが残るので，それ以外の輪郭線情報から縦にぶれ

た参照点が抽出される．横にぶれた参照点の抽出は

HL 画像を用いて同様に処理する． 

(d) ブレ領域の抽出 

ぶれを生じた参照点に挟まれた骨領域を推定し

切り取り，ブレ領域が抽出される． 

4. 結結結結    果果果果    

肘を軸に橈骨，尺骨がぶれて上腕骨はぶれていな

い画像を対象として復元を行った(Fig.3(a))．3.2

の処理を行い参照点を抽出した結果をFig.3(b)に，

ブレ領域を抽出した結果を Fig.3(c)に示す． 

抽出結果を復元した画像を Fig.4(c)に示す．同

条件で撮影された，ぶれていない原画像 Fig.4(a)

と比較すると，原画像と復元画像の相対誤差は

0.11300 であった． 

5. まとめまとめまとめまとめ    

Ｘ線医療画像のぶれを復元する目的のため，ウェ

ーブレット変換を施すことで，ブレ領域のみを抽出

することが可能となり，部分的なぶれにも対応でき

るようになった． 

今後の課題として，複雑にぶれた場合も抽出でき

るようにすること，参照点を使用せずに抽出できる

ようにすることなどが挙げられる． 

参考文献参考文献参考文献参考文献    

1) J. Hori, Y. Saitoh, T. Kiryu, K. Okamoto & 

K. Sakai: Band-suppressed restoration of X-ray 

images blurred by body movement, Method Inform 

Med, 39393939, 130/133 (2000) 

(b) Extraction of 
blurred reference 

points 

(a) Observed image 

(c) Extracted result 
Fig.3 Extraction of blurred region. 

(b) Extracted blurred 
image 

(a) Original image 

(c) Restoration image 
Fig.4 Restoration result. 

(a) Original image (b) Blurred image 

(c) Cross section of original 

image 

coordinate 

(d) Cross section of blurred 

image 

coordinate 

Fig.2 Original and blurred image. 

density density 
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顔と視線の移動を許容するリアルタイム電子瞳孔計の開発 

坂井 孝光†   中村 清実‡ 

†‡富山県立大学大学院工学研究科 〒939-0398 富山県射水郡小杉町黒河 5180 
E-mail:  †tamano@neu.pu-toyama.ac.jp,  ‡nakamura@pu-toyama.ac.jp 

Development of Real-time Electronic Pupillometer 

Allowing Face and Eye Movement 

Takamitsu SAKAI†   Kiyomi NAKAMURA‡ 

†‡Toyama Prefectural University, 5180 Kurokawa, Kosugi-town, Toyama 939-0398, Japan 

E-mail: †tamano@neu.pu-toyama.ac.jp,  ‡nakamura@pu-toyama.ac.jp 

 

1. はじめに 
眼球運動に関する研究として, 従来から視線検出装

置や瞳孔径及び瞳孔面積を求める電子瞳孔計の開発

が行われている[1][2][3][4]. また, 眼球運動計測装置

により、精神活動や自律反応の計測実験も盛んに行わ

れている[4][5][6]. しかし, 従来研究ではオフラインで

編集及び処理する場合が多く, 頭部移動補正や眼球

の回転補正が必要なため, 顔面固定や一点を注視して

実験を行う場合が多い. また, 現在市販されているこれ

らの装置は非常に高価である. 本研究では, 安価で, 
顔面固定や一点注視を行わずにカメラより取り込んだ

目の画像から虹彩と瞳孔を検出及び追跡し, 瞳孔径と

瞳孔面積をリアルタイムで求める電子瞳孔計の開発を

行った. 
2. 眼球運動計測法 

人間の眼球運動を記録する従来法として,角膜反射

法,眼球電位法（E.O.G）, ビデオ計測法の３つの方法が

挙げられる. 角膜反射法は, アイカメラを頭部に固定す

るなど, 強力な頭部位置補正が必要である. 眼球電位

法は, 電極を被験体に固定しなければならないなどの

問題がある. ビデオ計測法では, 頭部位置補正を比較

的簡単に行うことができる. 本研究ではビデオ計測法を

使用し, 頭部位置補正や注視を必要としない瞳孔計の

開発を行った. また, テンプレートマッチング法などに

比べ , 比較的演算時間の短い LLS (Longest line 
scanning)法を使用することにより, 15 フレーム/秒でのリ

アルタイムの瞳孔計測を可能とした. 
3. 虹彩追跡システム 

本研究では LLS 法で検出した虹彩の中心位置を次

回の LLS 法の開始位置とした. これにより, LLS 法の開

始位置が虹彩の内部に存在すれば良いことから,虹彩

径は約 11mm であるので, 移動速度として虹彩の半径

(約 5.5mm)/フレームまでの虹彩追跡が可能である  
(図 1). 本システムは 15 フレーム/秒で動作するため, 約

82.5mm/秒での虹彩追跡が可能である. 

 

 

図 1 虹彩追跡限界 

4. 瞳孔実サイズの算出法 
生理学的知見より虹彩径がほぼ一定であることから, 

虹彩の計測サイズ Ri (pixel)と瞳孔の計測サイズ Rp 
(pixel)をそれぞれ求め, それらのサイズを比較すること

によって瞳孔の実サイズ Dp (mm)を (1) 式によって求

めた. (1)式では虹彩径を 11mm としている. また, 瞳孔

面積 Sp は (2) 式により求めた (図 2). これによりカメラ

と眼球の距離や角度に関係無く, 瞳孔の実サイズを得

ることが可能である. 

11Dp = × (      (1) )RiRp
14.3Sp = × (     (2) )22Dp

 

図 2 瞳孔の実サイズ検出法 
 8

日本エム・イー学会甲信越支部・北陸支部合同大会 (Aug. 2002)



5. 開発環境 
5.1 システム構成 
本研究では入力装置としてデジタルビデオカメラ

(SSC-M420, ソニー)と, 画像入力ボード (MTPCI-DM
ボード, マイクロテクニカ), そして, 画像データのアクセ

スに DLL (Dynamic link library) (MTPCI-DC/DM ボー

ドライブラリ, マイクロテクニカ)を使用した (図 3). また, 
CPU は Celeron 566MHz (インテル),システム開発ソフト

ウェアは Visual C++ (マイクロソフト)を使用した.  

 
図 3 実験システムの概略図 

6 実験 
本システムの有効性を評価するために以下の実験１

～3 を行った. 実験は暗室内の白熱光照明下で行った. 
また, 被験者にはカメラ付近を見るように頼んだが, 特

に頭部の固定等はしなかった. 
6.1 実験 1 
実験 1 では本システムの虹彩追跡性能を調べるため

に, 直径 11mm の円形の形をした黒色物体を糸で吊る

し, 最高速度が 82.5mm/s となるように左右に振り, 黒

色物体の追跡を行った. 

 
図 4 追跡性能テスト 

図 4 に示すように,計測値はほぼ一定の値を示した. 
これにより, 本システムは 82.5 mm/s の黒色物体(虹彩)
の移動に対して追跡が可能であることが示された. 

6.2 実験 2 
実験 2 では, 視線とカメラとの角度の変化による計測

値への影響を調べるために計測の途中で被験者に正

面から左右に視線を移動してもらった.  

 

図 5 眼球回転の計測への影響 

図 5 に示すように,瞳孔計測値と虹彩計測値には視線

移動時に変化が見られたが, 瞳孔面積値では特に大き

な変化は見られず, ほぼ一定の値を示した. 
6.3 実験 3 
実験 3 では LED 発光装置を用いた. 発光装置は計

測開始 2 秒後に発光した. また, 持続時間は 0.2 秒とし, 
瞳孔反射潜時より短いフィードバックの働かない開ルー

プ条件下に設定した.  

 

図 6 瞳孔のフラッシュ応答 
図 6 に示すように, フラッシュ光による瞳孔の対光反

射が計測された. 
7. まとめ 
本システムにより, 瞳孔径及び瞳孔面積のリアルタイ

ム計測が, 頭部及び視線の移動やディジタルカメラのズ

ーム機能に依存することなくできることが示された. 本シ

ステムの特徴は瞳孔追跡に LLS 法を用い，瞳孔径を虹

彩径と比較して, 瞳孔径を相対的に算出することである. 
これにより，瞳孔面積の変化を連続的に測定できた. ま

た，発光装置を用いることにより瞳孔の対光反射を測定

できた. しかし, 問題点として, 瞬目時の補正がなされ

てないことや, 眼球に映る反射光などの画像ノイズに脆

弱であることが示された.  
今後の課題として, アルゴリズムの改善によるノイズ対

策や, より多くの実験によるデータ解析により本システム

の計測精度を明らかにすることなどが挙げられる. 
文   献 

[1] K.-N. Kim and R.S. Ramakrishna, “Vision-baced 
eye-gaze tracking for human computer interface”, IEEE 
Int. Conf. Sys., Man, Cybern., Tokyo, Japan, Vol II, 
pp.324-329, 1999. 

[2] 川戸慎二郎,鉄谷信二, “アイカメラへの目位置出力を目
的とした目の検出と追跡”, 信学技報, PRMU2001-153, 
pp.1-6, 2001. 

[3] 松田圭司,永見武司,山根茂, “視線位置計測システムの
開発”,信学技報, TL2000-2, pp.9-16, 2000. 

[4] 朝比奈成年,堺浩之,山地一禎,石康雄,臼井支朗, “瞳
孔反応・眼球運動(水平・垂直・回旋)・焦点調節の両眼
同 時 計 測 装 置 の 開 発 と そ の 評 価 ”, 信 学 技 報 , 
MBE2000-110, pp.67-73, 2000. 

[5] 山地一禎,平田豊,臼井支朗, “瞳孔フラッシュ応答による
自律神経系活動モニタ法の改良”,信学論文誌 D-Ⅱ, 
Vol.J82-DⅡ, pp.2152-2159, 1999. 

[6] 中山実,清水康敬, “瞬目時における瞳孔面積の推定と
テレビ番組評価への適用”, 信学論文誌 A, 
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母体体表面より誘導する胎児心電図測定の検討 
○鈴木 愛*，斉藤 義明**，堀 潤一** 

*新潟大学大学院自然科学研究科，**新潟大学工学部福祉人間工学科 

A Study on Fetal Electrocardiogram Measurement Induced from Maternal Body Surface 
Ai Suzuki*, Yoshiaki Saitoh**, Junichi Hori** 

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

1. はじめに 3. 胎児心電図測定用プリアンプ 

通常，患者の疾患の有無を判断する指標の 1つと

して心電図が挙げられるが，これは胎児についても

同様のことが言える．胎児の心電図を測定し，得ら

れた波形から疾患の有無を判断，また早期の治療が

可能になる．明瞭な胎児心電図の測定方法としては，

妊婦の腹壁を切開し胎児の頭部に直接電極を装着

する児頭誘導があるが，これは母体に対する負担が

非常に大きく，常に使用できる方法ではない．母体

への負担を軽くするためには，非侵襲的でかつ容易

に心電図測定を行えるものであることが望ましい． 

雑音を抑制し，かつ信号の増幅を行うために，低

雑音アンプ（INA103KP，Burr-Brown）を用いた増

幅回路，並びに HPF，LPFを作成して胎児心電図測

定用プリアンプを構築した．更にこの装置を用いて，

擬似的な胎児心電図測定を行った． 

3.1. 擬似的な胎児心電図測定 

まず，周期が異なる 2 つの発振器を作成する．1

つは周期 0.8sに設定し，この出力信号を母体の心電

図信号に相当すると想定する．もう 1つは周期 0.6s

に設定し，この出力信号を胎児の心電図に相当する

と想定する．2つの信号をファントム内に埋め込む．

更にファントム表面に電極を貼付し，検出される信

号を胎児心電図測定用プリアンプに入力して増幅，

その出力を心電計で測定した（Fig2）． 

そこで，本研究では，非侵襲的な腹壁誘導を用い

て明瞭な胎児心電図信号の検出を可能にするため

の測定方法について検討していく． 

2. 最良な電極位置の導出 
  胎児心電図を取り出すには，同時に検出される被

験者（母体）自身の心電図成分が出来るだけ小さい

方が望ましい．そこで妊娠していない被験者に対し

て電極を貼付し，その位置を少しずつ変化させて被

験者自身の心電図が小さくなるような電極位置を

探す実験を行った．その結果，心臓から臍にかけて

の延長線上に電極対を配置した時が最も心電図が

小さくなり，最良な電極位置であることがわかった

（Fig1）．また，この電極位置を実際に妊婦に適用

して心電図測定を行ったところ，同じように母体の

心電図の減衰が見られた．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1mV 

0.4s

（a）アンプを用いない場合 

0.4s

1mV 1mV 

0.4s 

（b）10 倍に増幅した波形 

1mV 

0.4s 

1.0s 

0.5mV 

 

 

（d）100 倍に増幅した波形 （c）40 倍に増幅した波形 

印：擬似胎児心電位 
（b）電極位置変化後 （a）電極位置変化前 

 
Fig.2 擬似胎児心電図の測定結果 Fig.1 電極位置の変化による R波の推移 
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3.2. 擬似母体心電図の減衰 

先に述べた擬似的な心電図測定において，母体の

心電図に相当する信号を減衰させる方法を考える．

ファントム上の 2箇所から信号を検出し，その差動

を取ることによって母体心電図の減衰を試みた

（Fig3）． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 相殺後の擬似母体心電図 

 

3.1. 人体における心電図の減衰 

ファントムを用いたシミュレーション実験と同

様に，実際に人体の 2 箇所から信号を検出し,その

差動を取ることによって心電図の減衰を試みた．ま

た，電極位置を変化させることによって減衰の割合

がどれだけ変化するかを確認した（Fig4）．この結

果から，実際に妊婦の測定を行う際に 2信号の差動

を取り，母体心電図成分を減衰させることが可能に

なると予想される． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. まとめ 

腹壁に貼付する電極位置を変化させることによ

り，母体心電図の減衰が可能になることを確認した． 

しかし胎児そのものの心電図は極めて小さく，正確

な波形の識別を行うためには更なる信号の増幅と，

それに伴って生じる雑音の抑制が必要とされた．そ

こで，胎児心電図測定用プリアンプを作成し，その

有用性について確認するためファントムと 2 つの

発振器を用いて擬似心電図測定を行った．結果，作

成した装置を用いることにより微弱な胎児心電図

信号を識別できる可能性を示すことが出来た．更に，

体の異なる 2箇所から検出し，その差動を取ること

で母体の心電図成分を相殺し，減衰させることがで

きた． （b）正＝負 （ｃ）正＜負 （a）正＞負 

 今後の予定としては，胎児心電図用プリアンプを

用いて，実際に妊婦を対象とした胎児心電図測定を

行うことと，それによりシミュレーション実験の結

果とどのような差異が生じるかを確認することが

あげられる． 

 

参考文献 

[1] 高嶋史路，“ME 計測機器”，コロナ社，1986 

[2] 嶋津秀昭，“入門医用工学”，菜根出版，1996 

[3]  Steven L.Horner and William M.Holls ，

“ Ultra-Low-Noise Instrumentation and 

Computer-Based Data Acquisition and 

Processing System for Obtaining a 

Noninvasive and Intrauterine Catheter Fetal  

Electrocardiogram ”， Critical Review in 

Biomedical Engineering28(1&2): 

165-175(2000) 

[4] Ali Khamene，and Shahriar Negahdaripour，

“A New Method for the Extraction of Fetal 

ECG from the Composite Abdominal Signal”，
（c）電極位置（b）電極位置 （a） 置 

変化後②  変化後①

 

電極位
変化前
  

Fig.4 相殺後の心電図波形 
IEEE TRANSACTIONS ON  BIOMEDICAL 

ENGINEERING，VOL.47，NO.4，APRIL 2000，
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信号と雑音の統計的性質を考慮した空間逆フィルタによる信号と雑音の統計的性質を考慮した空間逆フィルタによる信号と雑音の統計的性質を考慮した空間逆フィルタによる信号と雑音の統計的性質を考慮した空間逆フィルタによる 
脳内ダイポールイメージング脳内ダイポールイメージング脳内ダイポールイメージング脳内ダイポールイメージング 

大類 稔*，堀 潤一**，斉藤義明**, Bin He*** 

*新潟大学大学院自然科学研究科，**新潟大学工学部, ***イリノイ大学シカゴ校 

Cortical Dipole Imaging by Means of Spatial Inverse Filter with Signal and Noise Information 
Minoru Ohrui*，Junichi Hori**，Yosiaki Saitou** Bin He*** 

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

***Dept.of Bioengineering, University of Illinois at Chicago 

1. はじめにはじめにはじめにはじめに 

非侵襲的に脳の空間的な電気活動を把握するこ
とができる脳内ダイポールイメージングは，脳疾患
部位の特定や，脳内情報処理機構の推定，および情
緒活動の解明などを実現する方法として注目を浴
びている．しかし，脳波の時間分解能は臨床応用上
十分満足しているのに対し，空間分解能は電極数が
制限されていることや頭蓋骨などの電導特性が低
いことが影響し，頭皮電位そのものから信号源を推
定するには不十分であった．この問題を解決するた
め，空間逆フィルタを用いて分解能を改善する種々
の方法が提案されてきた[1]-[6]．特に，脳内ダイポ
ールイメージング法は，脳内に仮想的に設置した等
価ダイポール層によって信号源を表現する方法で，
信号源の個数，方向などの性質に依存せずに逆問題
を解くことができるという利点がある[6]．これまで
に，このダイポールイメージング法の逆問題に用い
られるフィルタとして，ノイズの統計的情報を組み
込んだパラメトリック射影フィルタが提案されて
いる[7]．本研究では，このダイポールイメージング
による逆問題に，信号と雑音の統計的情報を取り入
れることにより，頭皮上で非侵襲的に計測された多
チャンネル脳波電位から高精度に脳内活動電位分
布を推定し，空間分解能を上げることを目的とする． 

 

2. 方方方方    法法法法 

ダイポールイメージングを実現するために，まず
頭部を不均質３層同心球によりモデル化する．この
頭部モデルの脳内に仮想的にダイポール層を設置
し，このダイポール層から頭皮電位までの伝達関数
を求める(順問題)．頭皮で計測された電位は，頭蓋
骨などの低電導率の影響により劣化を受け，さらに
電極インピーダンスなどの影響による雑音が重畳
する．頭皮電位からこのダイポール層の強度を推定
するためには，伝達関数の逆関数を求めることにな
る(逆問題)． 

従来は，ティコノフ正則化や TSVD(Trancated 
singuler value decomposition)など，一様に分布した白
色雑音を想定した逆フィルタが用いられてきた．し
かし，実際の臨床応用を踏まえ推定精度を改善する
ためには，電極インピーダンスのばらつきや，測定
環境の影響を考慮しなければならない．そこで，統
計的ノイズ情報，統計的信号情報を取り入れ，非一
様ノイズに対応可能な射影フィルタやウィーナー
フィルタの概念を用いることによって，復元能力を
向上させる[7]-[10]．  
頭皮で観測される頭皮電位 g は次のように定義
される．（順問題） 

g=Af + n               (1) 
 

ここで，f は真のダイポール層の強度分布ベクト
ル,  nは付加されるノイズベクトルである．Aはダ
イポール層から頭皮への伝達関数である．逆問題は
次のように定義される． 

fo=Bg                   (2) 
 

Bは復元フィルタ，foは推定されたダイポール層の
強度分布である． 
パラメトリックウィーナーフィルタ(PWF)は，(2)
の逆問題を解決する方法として提案された[13]-[14]．
これは，信号とノイズの共分散行列を用いて復元精
度を向上させるフィルタである．PWF は次のよう
に定義される． 

1** )( −+= QARARAB γ     (3) 

A*は A の転置行列，γは正則化パラメータであ
る．Rと Qは，信号の集合とノイズの集合から計算
される信号とノイズの共分散行列 E[ff*]， E[nn*]で
ある．もし，R=I ならば(1)は，パラメトリック射
影フィルタ (PPF)となり，これは，ノイズの情報だ
けを考慮した逆フィルタとなる[7]．もし，R=Q=I 
ならば(1)は，ティコノフ 0 次の正則化フィルタ
(TKNV)となる． 
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実際の臨床では，ノイズ共分散行列 Q は，誘発電
位以前，つまり刺激前，複数個の観測頭皮電位を用
いて生成する[11]． 信号の共分散行列 R は，刺激
後誘発電位である観測頭皮電位を複数個用いるこ
とで生成する [8]．パラメータγは，再帰的手続き
により決定される[7]．これは PPF, PWF, TKNV等の
パラメトリックな逆フィルタに適用可能である． 
 

3. 結結結結    果果果果 

中央部に位置する放射方向に向かう二つの信号
源を，深さ(離心率)0.4～0.7まで変化させシミュレ
ーションを行った．Fig１は，真のダイポール層と，
推定されたダイポール層との相対誤差を表す．ダイ
ポール層の離心率は 0.8とする．様々なノイズ分布
状況を考慮し，均一なガウシアン白色ノイズ , 不
均質なエッジノイズ, センターノイズ,サイドノイ
ズを用いた．ノイズレベル は 0.2 とした．信号源
が深い位置にある場合，PPFと TKNVの推定精度
が優れていた．しかし，信号とノイズの情報を組み
込んだ PWFの推定精度は，信号源が浅くなる（ダ
イポール層に近づく）につれて他のフィルタより精
度が良くなることが確認された． 

 

4. まとめまとめまとめまとめ 

信号源とダイポール層との距離が離れている場
合，ダイポール層上の強度分布はぼけたものになり，
また信号源とダイポール層との距離が近い場合，ダ
イポール層上の強度分布は先鋭化される．つまり，
強度分布が先鋭化されている（高周波成分が多い）
ときは PWFを，強度分布がぼけている（高周波成
分が少ない）ときは PPFを用いることによって精度
が増すことが確認できた．以上より，PPF と PWF
をうまく使い分けることができれば，ダイポール層
強度分布の推定精度を向上させることができると
考えられる． 
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Fig.1  Relative error between actual and estimated 
dipole layer distributions  in various eccentricity 
configurations. (NL=0.2) The scalp potentials were 
contaminated with (a)Center-, (b)edge-, (c)GWN, (d)one 
side-concentrated nonuniform  noise 
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端末間直接通信を用いたセルラ方式におけるチャネル再利用と通信トラヒック特性 

に関する考察 
趙 偉強*，中野 敬介**，仙石 正和** 

*新潟大学大学院自然科学研究科，**新潟大学工学部 
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Communication  

Weiqiang Zhao*，Keisuke Nakano** and Masakazu Sengoku**   

*Graduate School of Science and Technology, Niigata University 

**Faculty of Engineering, Niigata University 

 

1. まえがき 

新しい無線ネットワークの形態であるアドホッ

クネットワーク[1]が盛んに研究されている．緊急災

害時の医療情報共有のためにアドホックネットワ

ークを応用することも検討されている[2]．アドホッ

クネットワーク技術により端末同士が直接通信で

きる．セルラ方式に、アドホックネットワーク技術

を応用することも提案されている[3]．このようなシ

ステムでは、基地局経由通信では 2 回線が必要であ

るが、直接通信は 1 回線だけを用いればよく、セル

内の周波数利用効率を向上させることができる．本

稿ではこのようなシステムで、更に周波数を有効に

利用するため、同一セル内で、干渉が充分小さい所

で同一チャネルを再利用することを考える．また、

再配置接続を適用することも考え，通信トラヒック

を評価する． 

2. 仮定とチャネル割当 

 ポアソン到着，指数保留時間である呼を仮定し、

到着率をλ、終了率をμとする．端末の通信範囲の

大きさを dとして，2つの端末の距離 xが x<d なら

ば直接通信、x>dならば基地局経由通信を行う．x<d、

かつ干渉が起こらない場合には、端末間直接通信で

用いられているチャネルを同一セル内で再利用す

る．この場合、セルラ方式におけるチャネルの再利

用のように再利用可能距離を Yとする．再配置接続

方法[4]を用いることができると考えられる．Vi は

直接通信を行う端末対または、基地局経由で通信を

行う端末と基地局を表す．V1 は新着呼を表す.干渉

呼であれば呼と呼の間に枝で結ぶ.A,B,C,D は使用

しているチャネルを表す．図 1を考える．VIに割当

てることができるチャネルが存在しないため、再配

置接続を行う．図 2 に再配置接続[4]の例を示す．

例えば、再配置の候補とするチャネル B を選ぶ．B

は V5 で使われているので、V5 に別のチャネルを割

当てる．V5と隣接しているノードに Cが割当てられ

ていないので、V5に C を割当てることができる．そ

の結果 V1に対して、チャネル B を割当てることが

できる． 

V5 V2 V1V1V5 V2

CDC

BAC 

CDC

B A

V4V3 V6 V3 V4 V6

図 2 図 1 

 

3. シミュレーション結果 

3.1. チャネル再利用の効果 

チャネル数を 10、d を 10～100 で変化させて、到

着率λ=15、処理率μ=8，Y=d としてシミュレーシ

ョンを行った結果を図 3 に示す．ここでは、通信は

セル内の 2 つの端末間で行われることとする．d=10

のときは、直接通信とチャネル再利用の条件を満足

 14
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できる呼数も少ないため、直接通信の効果がほとん

どないが，半径 d が増大するにつれて、呼損率の改

善の割合もよくなることがわかる．また、この場合

には，再配置接続の効果があまりなく，端末間通信

を導入することだけでトラヒック特性が改善され

ることがわかる． 

次に、到着率が大きい場合として、λ=30 の場合

の結果を図 4に示す．この場合には、呼損率は再配

置接続方法により改善されている．このことから、

呼量が小さいときには、チャネル再利用を導入する

ことで，十分にトラヒック特性が改善されるが，呼

量が大きくなるに従い、チャネル再利用だけでは不

十分であり，再配置接続の効果があることがわかる． 

3.2. 他のセルとの通信のための呼量による影響 

 ここでは、セル内の 2 つの端末同士だけではな

く、他のセルの端末との通信も考える．この場合、

チャネルは 1 つだけ使われる．合計の呼の到着率λ

は 7.2 であり、チャネル数を 30 とする．d=50 と 100

の場合を考える．ここでは再配置接続は考えない．

他セルとの通信の呼の到着率λbを 0～7.2 で変化さ

せて、処理率μ=1/1.5 としてシミュレーションを行

った結果を図 5 に示す．λb=0 のとき、すべての通

信がセル内の 2 つの端末間の通信であることを意

味する．図 5 の縦軸は直接通信とチャネル再利用を

用いたときに運ばれた呼量と直接通信とチャネル

再利用を用いない場合に運ばれた呼量の比率であ

る．d=50 の場合、直接通信だけでは，λbはほぼ 0

のときにだけ，この比率が約 1.03 以上になる．一

方チャネル再利用を用いた場合にλb は 1.5 以下の

とき、比率が 1.03 以上になる．λb が増加するにつ

れて，直接通信の効果が小さくなるが，チャネル再

利用を用いることで，直接通信の効果があるλb の

範囲が広がることがわかる．d=100 の場合、この範

囲は更に広がることがわかる． 

図3:端末間の通信範囲と呼損率(λ=15)

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0.035

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

d

B
lo

c
ki

n
g 

P
ro

b
ab

ili
ty 直接通信なし

直接通信

直接通信+チャネル
再利用

直接通信+チャネル
再利用+再配置

4. まとめ 

 端末間直接通信とチャネル再利用を導入したセ

ル内のトラヒック特性は改善できることを示した．

再配置接続方法により呼量が大きい場合は呼損率

を下げることができることがわかった．他のセルと

通信の呼量が小さいとき、チャネル再利用に効果が

あることがわかった． 
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図5：呼量と到着率
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客観的聴覚評価のための聴性脳幹反応（客観的聴覚評価のための聴性脳幹反応（客観的聴覚評価のための聴性脳幹反応（客観的聴覚評価のための聴性脳幹反応（ABR）の自動解析の検討）の自動解析の検討）の自動解析の検討）の自動解析の検討 
桑原 由希*，堀 潤一**，斉藤 義明** 

*新潟大学大学院自然科学研究科，**新潟大学工学部 

Automatic Analysis of ABR for Objective Auditory Evaluation 
Yuki KUWABARA*，Junichi HORI**，Yoshiaki SAITOH** 

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

1. はじめにはじめにはじめにはじめに 

補聴器を快適に使用するためには，十分なフィッ

ティングが必要である．フィッティングは装用者の

使用環境などに合わせて補聴器をメンテナンスし

ていく一連の作業のことをいう．これには聴覚検査

も含まれており，装用者による主観的評価や最近で

は脳波解析による客観的評価も行われている．しか

し，実際に脳波を分析しているのは医師であり，客

観性に欠けるのが現状である．そのため，本研究で

は，聴性誘発反応（AER：auditory evoked response）

として最もよく用いられる聴性脳幹反応（ABR：

auditory brainstem evoked response）の自動解析法を

検討したので，その結果を報告する． 

2. 方方方方    法法法法 

2.1. ABRの測定の測定の測定の測定 

誘発反応は，感覚刺激によって引き起こされる神

経系の一過性の電位変動である．通常この反応は非

常に小さいため，頭皮上で記録するとはるかに振幅

の大きい背景脳波に埋もれて検出できない．しかし，

同じ刺激を反復して与え，各刺激の開始時間をトリ

ガとしてその直後の脳波を加算平均する方法を用

いることにより，刺激と直接関与しない雑音は平均

化されて減少し，その刺激に関与した信号のみを検

出できる．ABR は誘発反応の一種であり，音刺激

を与えてから 10msec以内に認められる 5～7つの反

応成分から構成される．潜時の短い順にこの成分は

Ⅰ～Ⅶ波と区別される[1]． 

本研究では，刺激音は純音である正弦波を用いた．

約 10回/secの頻度で 10msec間刺激音を生成するも

のとし，その動作を 2,000 回繰り返す構成の wave

ファイルを作成した．刺激の前後に 400Hzの刺激音

を開始音・終了音として 100msec間挿入した．刺激

音のサンプリング周波数は 44.1kHz，周波数を 1kHz，

音圧を 60dB，脳波計のサンプリング周波数を 10kHz，

低周波フィルタ 10Hz，高周波フィルタ 3kHzとし，

被験者を仰臥位閉眼状態にして両耳刺激により測

定を行った．電極位置は国際式 10/20法(テン/トゥ

エンティ法) [2]に基づき貼付した． ABR の計測を

行うため，頭頂部(Cz)，耳朶(A1，A2)，正中中心(Z)

と基準電極として頭頂から左右 7cm の部位に電極

(C3，C4)を装着した． 

2.2. 解析法解析法解析法解析法 

ABR 波形を得るため，測定した脳波に対し開始

音をトリガとして 2,000回の加算平均処理を行う．   

求めた ABR 波形から各波のピーク候補の探索を

行う．得られた波形の刺激時のデータと各データを

つなぐ直線の傾きを求める．直線の傾きが両側の傾

きよりも大きい値を持つ個所を選出し，反応の候補

として取り出す． 

本研究では取り出した候補の中からⅠ～Ⅴ波の

ピークの検出を試みる．過去の潜時の統計情報から

Ⅰ波を 0.5～2.0msec，Ⅱ波を 2.0～3.5msec，Ⅲ波を

3.5～4.5msec，Ⅳ波を 4.5～5.5msec，Ⅴ波を 5.5～

7.0msec と区間を推定し，その区間内で最大である

候補を反応と決定する． 

3. 結果・考察結果・考察結果・考察結果・考察 

 Fig.1に加算平均処理によって得られたABR波形

を示す．  

Fig.2 にピーク候補の探索処理を行い，選出個所

をマーキングした波形を示す．急峻で大きなピーク

を持つ個所はほぼ検出されていることが確認でき

る．しかし，小さなピークの場合は検出されている

個所とされていない個所が見られる．これは傾きが

両側の傾きよりも大きい値を持つ個所だけを取り
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出したため，小さなピークの直後に大きなピークが

重なると，ピーク同士が結合し，検出できなくなっ

ためであると考えられる． 
 Fig.3 に各波の区間内でピークと判断した個所の

潜時を示す．Ⅰ～Ⅴ波までのピークが検出できたこ

とが確認できる．しかし，被験者によりピーク潜時

は異なってくるため，推定した区間が間違っていれ

ば正しいピークが検出されない場合もある．そのた

め，検出した各ピークの適否判断をする処理を加え

る必要がある． 

4. まとめまとめまとめまとめ 

本研究では，誘発反応の一種である ABR の測定

を行い，ABR 成分の自動検出について検討した．

結果として，各ピークを検出することに成功したが

まだ不完全な処理であり，ピーク候補の選出法の改

善を行うと共にピークの適否判断を行うプログラ

ムに改良する必要がある． 

5.    参考文献参考文献参考文献参考文献 

[1]渡邉千晴：脳誘発電位測定ハンドブック，メディ

カルシステム研修所，8/39 (1999) 

[2]吉永和栄：最新脳波標準テキスト，メディカルシ

ステム研修所，18/20 (2001) 

(a) 

(b) 

Fig.1．ABR波形 (a)A1を基準とした ABR波形 

(b)A2を基準とした ABR波形 

 
(a) 

 
(b) 

Fig.2．選出個所のマーキング (a) 基準 A1 (b) 基準 A2 

 

(a) 

(b) 

Fig.3．各波のピーク潜時 (a) 基準 A1 (b) 基準 A2 
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セントラルモーメントを用いたアルツハイマー型痴呆自動診断の可能性 
金子 智之*，児玉 直樹*，歸山 智治* 福本 一朗

 

*長岡技術科学大学 工学部 

The possibility of Alzheimer-type dementia automatic diagnosis using the central moment 
Tomoyuki KANEKO, Naoki KODAMA, Tomoharu KAERIYAMA, Ichiro FUKUMOTO 

Institute of Biomedical Engineering, Nagaoka University of Technology 

           

1. はじめに 式（１）によりセントラルモーメントの特徴量を

求めた 3）． アルツハイマー型痴呆（ATD：Alzheimer-type 

dementia）は，老年期に見られる痴呆疾患の代表的

な疾患の一つである．ATD の診断は除外診断に基

づいて行われており，医師の能力や経験に依存して

いる 1）．そこで，本研究では AD の客観的診断を行

うため，アルツハイマー型痴呆の MR 画像を対象と

し，テクスチャ解析の一つであるセントラルモーメ

ントを用いて ATD の自動診断の可能性について検

討したので報告する． 

 

  
 

 

 

 

 

 

Fig.1 原画像         2. 方法と対象 
 

 （医）川瀬神経内科クリニックを受診した 56 名

を対象とし，ATD 患者 28 名（77.8±6.1 歳、男性

18 名／女性 10 名），健常高齢者（EC：Elderly control）

28 名（74.6±6.3 歳，男性 17 名／女性 11 名）であ

った． 

 

 

 

 

 
MR 画像は，Siemens 社製 Magnetom P8 plus(0.2T)

にて撮影された T1 強調（3D 法，TR50ms，TE12ms，

Flip angle 40°）冠状断画像は 3mm 厚スライスのも

のを用いた． 

 

 

Fig.2 脳実質抽出画像 

 

3. 結 果 
原画像（Fig.1）の画素値の平均を求め，それを閾

値として 2 値画化像を作成した．作成した 2 値化画

像に対し収縮処理，ラベリング，最大面積抽出処理，

膨張処理を施し，脳実質画像（Fig.2）を作成した 2）． 

Figure3 に M(2,0)の結果を，Fig.4 に M(0,2)の結果

を示す．Figure3,4 より M(2,0)，M(0,2)は EC 群に比

べて ATD 患者群の方が有意に高い値をとった（p

＝0.038，p＝0.005）．セントラルモーメントが注目

しているのは，重心からどれだけ離れて行列が分布

しているかであるので，これは ATD 患者の輪郭形

状が EC に比べて複雑になっていることを示してい

る 4）．また，それ以外の特徴量では有意な差は認め

られなかった． 

セントラルモーメントの式を式（１）に示す．こ

こで|S|は画像（x,y）の集合体，(Xg,Yg)は重心であ

る． 

∑
∈

−−=
Syx

nm
nm YgYXgX

S
M

),(
, )()(1

 （１） 

1>+ nm ，           3, ≤nm
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         P=0.038 

 

 

 

 

    ATD   EC 

Fig.3 M(2.0)モーメントの結果 

 

p=0.005 

 

 

 

 

 

 

    ATD   EC 

Fig.4 M(0,2)モーメントの結果 

 

有意な差が認められたモーメント特徴量 M(0,2)，

M(2,0)を用いて判別分析を行った．なお，判別分析

にはマハラノビスの汎距離を用いた．判別分析の結

果，感度 60.7％，特異度 57.1％，正判別率は 58.9％

となった（Table.1）． 

 

Table.1 判別分析の結果 

人数 AD EC 

AD 17 11 

EC 12 16 

 

 

4． 考察 

現在，ATD の画像診断では，側頭葉内側部の構

造物である海馬や内嗅野に着目したものが多い．そ

の多くは，線分測定，面積測定，体積測定などを用

いており，セントラルモーメントなどのテクスチャ

解析を行っているものは少ない 5）．本研究では，そ

れらの手法ではなく，テクスチャ解析の一つである

セントラルモーメントを用いた．セントラルモーメ

ントは，対象図形の輪郭形状，つまり，脳実質の輪

郭形状に注目している．本実験の結果より，ATD

と EC との間に有意な差が認められた．ATD と EC

の輪郭形状の違いは，ATD において特異的に萎縮

すると言われている側頭葉内側部と脳室の拡大に

よる輪郭の変化によるものであると考えられる．し

かし，正判別率は 58.9%と良い結果は得られなかっ

た．この正判別率では ATD の自動診断に用いるこ

とができないため，判別率の向上の方法を考える必

要がある．その方法として，セントラルモーメント

から求めることのできる図形の主軸方位を用いよ

うと考えている．主軸方位は，対称図形の分散を最

大にする方位と定義すると，行列の最大固有値に対

する固有ベクトルの示す方向として与えられるも

のである 3）．ATD と EC の方向に大きな違いがある

のならば，セントラルモーメントは ATD の自動診

断に用いることができる可能性があると考えられ

る． 

4．参考文献 

1） 児玉直樹，島田哲雄，福本一朗，他：MR 画

像に基づいたアルツハイマー型痴呆客観的

診断システムの基礎研究．日本放射線技師会

雑誌第 49 巻 4 号：360－366．2002 

2） 高木幹雄，下田陽久 監修：画像解析ハンド

ブック．東京大学出版会：581，1991 

3） 河村洋子，横田康成，亀谷謙，他：正常者と

性同一性障害者の脳梁の MRI 正中矢状断の

性差．日本 ME 学会 第 39 巻第 1 号：56－

65，2001 

4） 斎藤剛史，金子豊久：花と草による野草の自

動認識．電子情報通信学会D‐Ⅱ Vol.J84-D-

Ⅱ No.7：1419－1429 

5） 児玉直樹，樋渡圭，小林嘉雄，他：頭部 MR

画像を用いたアルツハイマー型痴呆客観的

診断法の基礎研究．信学技法 MBE2000－

55：17－22，2000 
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Hough 変換を用いた肺野輪郭自動抽出 ‐肺野外側，縦隔および肺尖部の抽出‐ 
田中 啓之，島田 哲雄，児玉 直樹，石田 卓也，暉 和彦，福本一朗 

長岡技術科学大学工学部 医用生体工学教室 

Automated extraction of lung outline using Hough transform: Extraction of a lung outside，  
a mediastinum and apex of lung 

Hiroyuki TANAKA， Tetsuo SIMADA， Naoki KODAMA， Kazuhiko TERU and Ichiro FUKUMOTO 

Institute of Biomedical Engineering， Nagaoka University of Technology 

 

3.2 両肺野外側輪郭の抽出 1. はじめに 
3.2.1 最高輝度点による境界の検出 

近年，肺癌による死亡者数は増加傾向にあり，そ

の処置には早期発見が重要であるといわれている．

しかし，集団検診後のスクリーニング検査では医師

の読影枚数が多いため，医師の負担は大きい．これ

を補助するため，コンピュータ支援診断（CAD：

Computer Aided Diagnosis）が試みられている．しか

し，それらの CAD の多くは偽陽性候補（FP：False 

Positive）を含んでいるため医師の判断の精度に悪

影響を及ぼすことが知られている．しかし，肺野領

域のみを処理対象に限定することで FP の大幅な削

減が可能となると考えられる．本研究では，胸部単

純 X 線写真における肺野輪郭の自動抽出を目的と

する． 

Figure1 に示す正中線に垂直な線上の輝度は Fig.2

のようになる．Figure2 に矢印で示す肺野境界を最

高輝度値によって求めた． 

Fig.1 最高輝度点抽出   Fig.2 横方向輝度値 

3.2.2 肺野外側境界の抽出 

3.2.1 で抽出した点を基準とし，正中線の角度で

上部，下部へと最高輝度値を探していくことで，点

の集合として両肺野外側輪郭の抽出を行った．しか

し，鎖骨の輝度値が高いために，輪郭抽出は不完全

であった．そのため，抽出した点と直前に抽出した

点の距離が 4pixel 以上離れたとき鎖骨に干渉した

として，輪郭の抽出を中断した．また，下部におい

ては肋横角の下端を 20pixel 上の点と横方向に

10pixel 離れた点として輪郭抽出を行った． 

2. 対 象 

(社)日本放射線技術学会画像分析会データベース

班によって作成された画像からランダムに 22 枚選

んだ画像を用いた． 

3.  方法 

3.1  正中線および両肺野外側角度の検出 

原画像のコントラストをヒストグラム平坦化に

よって強調し，差分フィルタ処理を行って差分画像

を作成した．この差分画像を Hough 変換すること

で正中線および両肺野外側角度を求めた．Hough 変

換の式は以下で表される．1) 

3.3 肺尖部の抽出 

 肺尖部は他の部位に比べコントラストが低く，輪

郭を抽出困難であるため，肺尖部抽出時のみ

Hueckel オペレータによりエッジ強調をしてから抽

出を行った．肺尖部の抽出には濃度勾配の最も小さ

い点を輪郭として抽出した． 
ρ =Xcosθ＋Ysinθ         （１） 

ただし ρ，θ：ρθ空間における極座標 
3.4 縦隔の検出 （径と角度） 

Figure2 を見ると，縦隔から肺野にかけて勾配の

変化は小さく，勾配による縦隔境界の抽出は困難で

     X，Y：原画像における座標 
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あると判断した．そのため、縦隔の範囲での最高輝

度値と肺野の範囲での最小輝度値の差をとり，縦隔

中で最高輝度を持つ点から肺野の最低輝度の点に

向けて順に輝度の値を調べたとき，ある点での輝度

が，その差のある一定の割合を下回った点を縦隔境

界として抽出した． 

4.  結 果 

 抽出した肺野を放射線技師 2 名により評価した．

評価は最もよく抽出できたものを 5 とし、最も抽出

が悪かったものを 1 とし，5 段階評価で行った．2

名の放射線技師による画像の評価の結果を Table.1

に示す．放射線技師 A によって評価 5 とされたの

は 1 例，放射線技師 B によって評価 5 とされたのは

3 例であった．Figure3，4 に抽出結果の例を示す． 

  Table.1 放射線技師 2 名による評価 

評価 放射線技師A 放射線技師B 
5 1 3 
4 3 4 
3 2 6 
2 5 8 
1 11 1 

合計 22 22 

Fig.3 評価 1 の例   Fig.4 評価 5 の例 

5. 考察・まとめ 

 放射線技師 2 名による評価は 1，2 に集中し，低

い結果となった．評価が低くなった原因として挙げ

られるのは，肋骨および鎖骨につられて肺尖部の輪

郭抽出ができていないこと，縦隔の抽出ができてい

ないことである．肺尖部の輪郭抽出ができていない

例では，肺尖部抽出の前処理である Hueckel オペレ

ータによる強調で肺尖部の他に，肋骨辺縁も強調さ

れてしまうことによると考えられる．これを改善す

るには，差分フィルタ処理画像において，肋骨部分

は肺野辺縁に比べ輝度値が低いので，Hueckel オペ

レータ処理するとき差分フィルタ処理画像の同一

座標の pixel を調べ，その値がある閾値以上の点に

のみHueckelオペレータ処理をすれば肋骨辺縁を強

調せずに肺野輪郭を強調できると考えられる．この

方法で肺野境界を特異的に強調できれば肺尖部の

抽出は可能になると考えられる． 

 次に，肺野輪郭外側が途切れた例については現行

の手法では肋横角を検出するのに 20pixel 上の画素

と横軸の差の絶対値が 10pixel を超えた点を肋横角

の下端として認識しているため，全体的に肺野が傾

いている胸部単純 X 線写真では肋横角下端でない

点でも条件を満し，輪郭抽出が終了した．これは，

差分を見るのではなく点と点の角度を計算し，角度

が急激に変化する点を肋横角下端とすることで改

善が可能であると考えられる． 

 次に，縦隔が抽出できなかったものの多くは心臓

と左肺の境界面であった．本手法で用いるパラメー

タは縦隔中の最高輝度点，肺野中の最小輝度点およ

び縦方向の座標に依存し，画素の値を調べる範囲は

縦隔中の最高輝度値点から左右に 128pixel とした．

したがって，縦隔中の最高輝度値点が左右のどちら

かに寄ってしまうと肺野境界まで値を調べないこ

とになる．こうなると縦隔の輪郭をとることが出来

ない．また，縦隔中の最高輝度点と肺野中の最小輝

度点の差が小さかったことで，抽出条件を満たせず

境界面を認識できなかったことも考えられる． 

 本研究では 2名の放射線技師共に評価 5を得たの

は 1 例のみであり，肺野の抽出能は低いといえる．

しかし，以上のような点を考慮に入れ再検討するこ

とで，より良い肺野輪郭自動抽出ができると考えら

れる． 

6. 参考文献 

１）酒井幸市，ディジタル画像処理入門．株式会社 

コロナ社，pp52-67，1997 

２）島田哲雄，児玉直樹，佐藤英哉，中川真一，樋

渡圭，石田卓也，福本一朗，“Directional Eye 

Shaped Filter を用いた胸部 X 線画像における腫

瘤性陰影抽出システムの基礎研究”，信学技報，

vol.100，no.330, pp.73-78, 2000 
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義手用人工筋肉の再考 

○子上真毅*，宝田潤*,西田淳*,鎌滝正男*，三宅仁** 

*長岡技術科学大学工学部 **同 体育・保健センター 

 

Reconsideration of Artificial Muscle for Artificial Arm    
Masaki NEGAMI, Jun HOUDA, Jun NISHIDA, Masao KAMATAKI,  

Hirotoshi KODAMA, and Hitoshi MIYAKE 

Nagaoka University of Technology 

 

1. はじめに 

  現在，一般的に用いられている義手というもの

は，錘あるいは体の外見上のバランスをとることが

目的であり，動作することを目的としてはいない。

この研究は自分の意思で自由に動かせる義手の開発

を最終目的とし，ヒトの腕の完全な機能の再現を目

指すものであることを初めに述べておく。今回はそ

の基礎研究として様々な文献あるいは過去の研究デ

ータを元に，今後の研究・開発で人工筋肉とする素

材を再検討した。素材は当研究室で以前（昭和６２

年～平成９年度）に介護用アームスレイブの開発で

人工筋肉として用いていた Shape Memory Alloys

（SMA），NASA で探査機のワイパーに用いるなど

様々な研究が行われている Electroactive Polymer

（EAP），最近多くの分野で注目を集めている

Conducting Polymer（CDP）等から選定する。 

 

2. 素材の選定方法 

 様々な素材の出力，効率，制御性（応答性を含む）

に注目し人工筋肉に最も適する素材を選定する。

Table1 は HP[11]
の内容を一部抜粋し文献

[1] ~ [9]
並び

に過去の研究データ
[10]

を参考に示した。また，ペー

ジの都合上 Piezoelectric，Electromagnetic 等は割愛す

る。 
 

Table1: Comparison of candidate artificial muscle technologies with natural muscle

Actuator Type 
(specific example) 

Maximum 
Strain 
(%) 

Maximum 
Pressure 
(MPa) 

Specific 
Elastic Energy 

Density  
(J/g) 

Elastic  
Energy 
Density  
(J/cm3)

Maximum 
Efficiency 

(%) 

Relative 
Speed  

(full cycle) 

Electroactive Polymer [1] 
Acrylic 
Silicon (CF19-2186) 

 
215 
63 

 
16.2 
3.0 

 
3.4 

0.75 

 
3.4 

0.75 

 
60 ~ 80 

90 

 
Medium 

Fast 

Electrostrictor Polymer [2] 4 15 0.17 0.3 - Fast 

Electrostatic Devices [3] 50 0.03 0.0015 0.0015 90 ~ Fast 

Shape Memory Alloy (TiNi) [5][10]  ~ 8 200 ~ 15 ~ 100 ~ ~ 10 Slow 

Shape Memory Polymer [6] 100 4 2 2 ~ 10 Slow 
Conducting Polymer 
(Polyaniline) [7] 

 
10 

 
450 

 
23 

 
23 

 
~ 1 

 
Slow 

Natural Muscle 
(Human Skeletal) [9] 

 
40 ~ 

 
0.35 

 
0.07 

 
0.07 

 
35 ~ 

 
Medium 
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３．まとめ 

（１） Table1 からヒトの筋肉と比較して，同様あ

るいは優れた数値を示したのは，EAP，SMA，SMP，

CDP である。 

（２） 最大出力，質量あたりのエネルギー効率，

体積あたりのエネルギー効率に注目すれば SMA，

CDP が非常に優れているが，どちらも応答性が悪

く，SMA は変位量も少ない。また効率も悪い。SMA

の変位量については以前の研究成果から，変位増幅

機構を組み込むことで改善が可能であるが，応答性

の改善には失敗した。
[10] 要因として SMA は熱量

を加えることで変位を生じるため，外的要因に左右

されることもあり，応答性を上げるために加える熱

量を大きくすれば，対人性
[ⅰ]

に欠ける結果になる

ことがあげられる。 

（３） EAP の各パラメータはヒトの筋肉より全体

的に優れた数値を示している。EAP は，SMA と異

なり，制御にパルス電流を用い，直接的な駆動が可

能であることから応答性が良く，制御機構も簡易で

あることから制御性に優れているといえる。動作電

圧も低く，安全面でも問題は無いと言える。 

 

よって人工筋肉は構造の小型・単純化が容易であ

ることや，メンテナンス性や対人性
[ⅰ]

に優れてい

ることを考慮に入れると EAP が適切であると結論

付けられる。 

しかし，ヒトの腕の動きを完全に再現することは

非常に困難であり，要因として以下のことが挙げら

れる。また，完全な機能の再現にはこの問題の改善

が必要不可欠である。 

１．感覚を再現するために用いる素子の大きさなど

の制限から，感覚の再現が困難であること 

２．上記の理由から生じる感覚の欠如と，それに付

随するフィードバックの欠如， 

３．感覚のフィードバックが欠如しているため微妙

な力加減の再現が困難であること。 
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（http://ndeaa.jpl.nasa.gov/nasande/lommas/eap/actuato

rs-comp.pdf） 

 

５．定義 

[ⅰ] 対人性：安全面，衛生面などその機構がヒ

トに対して及ぼすであろう影響（臭い，感触も含

む）の度合いを示すものとする。 
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筋電図測定による間接飛翔筋型昆虫の飛翔筋収縮周波数測定 
○西田 淳*，宝田 潤*，鎌滝 正男*, 子上 真毅*, 正 三宅仁** 

*長岡技術科学大学工学部 **同 体育・保健センター 

Contraction frequency FFT analysis of the Indirect-Flight Muscle Type Insect’s Muscle by EMG 
Atsushi NISHIDA, Jun HOUDA, Masao KAMATAKI, Masaki NEGAMI, Hitoshi MIYAKE 

Nagaoka University of Technology 

1. 緒 言 

昆虫の飛翔形態は直接飛翔筋型のものと間接飛

翔筋型のものとに大別される｡Pringle1)によると間

接飛翔筋型の昆虫は飛翔筋の収縮周波数に比べ翅

が極めて高い一定の周波数で振動しているとされ､

多くの研究者達がそれに基づいて研究を進めてき

た｡ 

また､その飛行メカニズムは非常に効率的である

ことから､飛行型のマイクロマシン等､様々な応用

が期待されているがその原理は未だ解明されては

いないのが現状である｡ 

我々はこのメカニズムを解明するため､まず間接

飛翔筋型昆虫であるセイヨウミツバチについて翅

や胸部外骨格背板の振動測定を行った｡2)、3)その結

果とPringleの結果から､間接飛翔筋型昆虫の胸部に

は次のような関係が存在する事が判明した｡ 

 

fm < ft ≒ fw 

fm : 飛翔筋の収縮周波数(20－30hz) 

ft  : 胸部外骨格背版の周波数(約 120Hz) 

fw : 翅のはばたき周波数(約 130Hz) 

 

 しかし､ここでの飛翔筋の収縮周波数はPringleの

結果の引用であり､我々が直接測定したわけではな

い｡また､Pringle の著書では収縮周波数をどのよう

に測定したのかも書かれてはおらず､また我々と同

じセイヨウミツバチについて測定したのかも定か

ではない。そこで､我々自身の手で実際にセイヨウ

ミツバチの飛翔筋の収縮周波数を測定する必要が

ある｡ 

 

 

2. 測 定 

 西村 4)らによりセイヨウミツバチ胸部の飛翔筋構

造は明らかにされた(Fig.1)｡これに基づき､背部縦

走筋､背腹筋それぞれの筋電図を用いて測定する｡      

次にそれを FFT 解析する事により 2 種類の飛翔筋

の収縮周波数をそれぞれ測定した｡ 

2.1. 測定装置 

測定装置の概略を(Fig.2)に示す｡筋電図の測定に

は日本光電製のポリグラフシステム RM-6000 を使

用した｡また､筋電図測定のための針電極として､針

灸用の針(直径 0.16mm)を用いた｡ 

2.2. 測定方法 

まず､対象のミツバチを固定し､胸部外骨格から

目的とする飛翔筋に針電極を挿入する｡今回は背部

縦走筋(DLM)と背腹筋(DVM)の２種類の飛翔筋に

対してそれぞれ測定を行った｡  

2.3. 解析 

得られた筋電図のグラフを取り込み､FFT 解析を

行う事により飛翔筋の収縮周波数を測定した｡ 

 

3. 結 果 

 セイヨウミツバチの飛翔筋における筋電図の一

例を(Fig. 3)に､その FFT 解析結果を(Fig. 4)にそれぞ

れ示す｡個体差によりばらつきはあるが､セイヨウ

ミツバチの飛翔筋の収縮周波数は約 17～32Hz であ

り､胸部外骨格背板及び翅の羽ばたき周波数に比べ

はるかに小さく､かつて我々が実証した緒言で述べ

た関係を裏付ける結果となった｡ 
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4. まとめ 

今回の実験結果から間接飛翔筋型昆虫の飛翔筋

の収縮周波数が判明し､我々の理論が正しかった事

が証明されたが､やはり飛翔メカニズムの解明にま

では至らなかった｡今後は今回判明した飛翔筋に関

する事柄を踏まえた上で各飛翔筋や胸部外骨格と

の相互作用やそのモデル化など更なる研究を行う

必要がある｡ 

 

5. 参考文献 

1) J.W.S.PRINGLE：INSECT FLIGHT 、 1957 

2) Hitoshi MIYAKE : Approaches to the Indirect 

Flight Mechanism、Proc.1st In.t. Symposium on 

Aqua Bio- Mechanisms、239-244、2000 

3) 三宅 仁:間接駆動型人工翅の基礎研究、人工臓

器、29(1)、271-275、2000 

4) 西村他：間接飛翔筋型昆虫における胸部構造の

飛翔メカニズムへの影響､日本機械学界第 11 回

バイオエンジニアリング学術講演会、

No00-26,242,2000. 
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       Fig. 3 飛翔筋筋電図の一例 
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Fig. 4 飛翔筋収縮周波数の FFT 解析結果の一例 

 Fig.1 セイヨウミツバチの飛翔筋の構造  
a:背部縦走筋(DLM)  b:背腹筋(DVM) 

b 

ａ

固定台

PCカード 

PC ポリグラフシ

ステム 

RM-6000 

針電極 

Fig.2 実験装置概略図 
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間接飛翔筋型昆虫の新たなモデル検討 
鎌滝 正男*，西田 淳*，宝田 潤*，子上 真毅*，三宅 仁** 

*長岡技術科学大学 工学部 **同体育・保健センター 

New Model of Indirect Flight Muscle Type Insects 
Masao KAMATAKI, Atsushi NISHIDA, Jun HOUDA, Masaki NEGAMI, and Hitoshi MIYAKE 

Nagaoka University of Technology 

 

1. 研究背景 

年の研究により、間接飛翔筋型昆虫の特徴である

飛翔筋の収縮振動数に比べて明らかに翅のはばた

き振動数が大きい 1)と言う現象について解明が進ん

でいる。佐藤らの研究 2)によって、この現象の発生

が飛翔筋から外骨格に至る過程において起きてい

ることが明らかになった。これに伴い、過去に提案

されたモデルとは前提条件が変わっている。そこで

今回新たなモデルを考案し検討を行った。 

Fig.1 胸部簡易モデル 

 

2. モデルの検討と製作 

0

0 50 100

Frequency[Hz]

従来のモデル(Fig.1) 3)では、駆動力を与えるバネ

の収縮と両端の質量が同期して振動する。これは翅

の羽ばたき振動数が飛翔筋の収縮振動数よりはる

かに大きいと言う前提を満たしていない。 

そこで今回は佐藤の結果を踏まえて、外骨格背板

を外骨格胸部に両端固定された弦に見立て、飛翔筋

の役割を間欠運動機構に置き換えた。弦を弾いてパ

ルス入力を与える振動モデルを考えた(Fig.2)。 

モデルを評価するため簡易モデルを製作した。機

構は駆動軸に直接ピックアップを固定し、弦を弾く

仕組みとなっている。弦は鋼のワイヤで直径約

1mm、弦長 0.40m、線密度は 2g/m であった。 

 

3. 測定と結果 

レーザ変位計を用いて弦の振動を測定し FFT 解析

を行った。今回のモデルでは間欠運動が約 18Hz に

対して約 125Hz の弦振動が計測された(Fig.3)。弦の

張力は計算から約 80N と求まった。 

 

4. まとめと考察 

今回モデルの評価にあたり簡易モデルを製作し

た。結果として駆動力に対する振動の増幅現象を確

認できた。今後は、翅に相当する部品を弦に取りつ

けた場合の挙動を測定することで、3 次元モデル製

作の実現を目指す。 

 

5. 参考文献 

1)  J.W.S.PRINGLE : INSECT FLIGHT、1957 

2) 佐藤他 : ハチ胸部の簡易モデルの試作、第 11

回バイオエンジニアリング学術講演会･秋季セミナ

ー論文集、161-162、2000 

3) 三宅、大倉 : 間接飛翔筋飛行のバイオメカニ

クス、カンファレンス講演論文集、82/83,1995 
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Fig.2 弦と間欠運動機構によるモデル 
17.8Hz 124Hz 

Fig.3 モデルの測定結果 
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パラメトリック射影フィルタを用いた時空間脳内ダイポールイメージング 
相場 雅彰*，堀 潤一**，斉藤 義明**，Bin He*** 

*新潟大学大学院自然科学研究科，**新潟大学工学部福祉人間工学科，***イリノイ大学シカゴ校 

Spatiotemporal Cortical Dipole Imaging by Means of Parametric Projection Filter 
Masaaki Aiba*，Junichi Hori**，Yoshiaki Saitoh**，Bin He*** 

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

***Dept.of Bioengineering, University of Illinois at Chicago 

本研究では統計的ノイズを積極的に取り入れ，非

一様なノイズに対応可能なパラメトリック射影フ

ィルタを用いる[1]-[3]．これは，ノイズの空間分

布に関する統計情報が既知であるときに，その情報

からノイズの共分散行列を算出し，それを組み込ん

だ空間逆フィルタである．また正則化パラメータを

導入することにより，復元精度と雑音抑制の程度を

調節できる． 

1. はじめに 

頭皮表面の電位分布から脳内の仮想表面上ダイ

ポール強度分布を推定する脳機能イメージング(脳
波マッピング)に関する研究が進められている．こ
の方法によれば，脳内に発生する信号源は，脳内の

仮想表面上の複数のダイポールによって等価的に

表現できる．このダイポールの強度分布を求める際

に，従来から提案されている空間逆フィルタによる

方法では，誘発脳波などのある一時点における脳波

マッピングを推定していた[1]-[3]．しかし，実際

の脳波は時系列データであるため，より詳細に脳機

能を解明するためには時空間解析が必要となる．脳

波を測定する際には，たえず電極インピーダンスな

どの影響による雑音が発生する．また，時空間解析

を行う際には，瞬目運動(まばたき)によるノイズの
ような時変性ノイズが問題となる．著者等は，時変

性ノイズを考慮した時空間逆フィルタを開発し，シ

ミュレーションによって瞬目アーチファクトを低

減できる可能性を示した[4]． 

 本研究は，時空間逆フィルタを構成するため，パ

ラメトリック射影フィルタを時変性へ拡張する．つ

まり，各々の時点で得られる頭皮電位に対して最適

な正則化パラメータとノイズ共分散行列を推定し

たパラメトリック射影フィルタを適用する． 

  

3. 実 験 

 視覚刺激による誘発脳波から頭皮電位の時空間

分布を求め，ダイポールイメージングにおける信号

強度分布の推定を行った．視覚刺激による誘発脳波

を Fig．1 に示す．視覚刺激として，ディスプレイ
の左半分のチェッカーフラッグを反転させた映像

を使用した．Fig．1 は 400 回の視覚刺激を与えた
ときの誘発脳波を加算平均した結果である．電極数

は 94，サンプリング周波数は 1kHz である．この
脳波データから各時刻における空間分布を求め，脳

内のダイポール強度分布を推定した．ダイポール層

は離心率 0.8の位置に設置し，1280個のダイポール

で構成した．結果を Fig．2に示す． 

 本研究では，視覚刺激によって得られる誘発脳波

に時空間逆フィルタを適用し，その有効性を確認す

る． 
 

2. 方 法 

 脳内のダイポール強度分布を推定するために，ま

ず頭部を不均質 3層同心球によりモデル化する．こ
の頭部モデルの脳内に仮想的にダイポール層を設

置し，このダイポール層から頭皮表面までの伝達関

数を求める(順問題)．頭皮電位からこのダイポール
強度分布を推定するためには伝達関数の逆関数を

求めることになる(逆問題)． 

人間は視覚刺激に対し，約 100ms 後に脳波に反
応が現れ，左視覚刺激に対し後頭部右側，右視覚刺

激に対し後頭部左側が活性化する(P100)．推定結果
はいずれも頭皮電位に比べて後頭部右側に強い信

 27 
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号強度のピークが局所化されて現れた．正則化パラ

メータが一定の場合と各時刻で変化させた場合と

の明確な違いは確認できなかった．  
 
4． まとめ 
 視覚刺激による誘発脳波から頭皮電位の空間分

布を求め，ダイポールイメージングにおける信号強

度分布の推定を行い，時空間解析の可能性を示した． 
 今後の課題として，ノイズ共分散行列と正則化パ

ラメータの推定方法の検討があげられる． 
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１． はじめに 

現在、悪性腫瘍や疣贅に対し行われている治

療として、冷凍手術がある。冷凍手術とは、局

所組織に極低温を作用させ、その組織を破壊す

ることを目的とした治療方法で、一般に－20～
－196℃の範囲で行われる。冷凍源として液体

窒素や笑気ガス、ドライアイスなどを用い、綿

球などに含ませ 2～３回圧抵する方法が一般的

である。 
しかしながらこれらの冷凍減を使用した場

合には温度制御が困難であため、標的細胞の破

壊が行えず、正常組織の損傷が発生する可能性

もある。 
そこで電流の供給量で温度制御が可能なペル

チェ素子を用い、マウスの肝臓に対し冷凍と融

解を行い、細胞への影響を評価し検討した。 
 

２． 方 法 
ペルチェ素子を用いマウス（ICR・雄・６週

齢・直腸温 32.9±0.8 ℃）の肝臓（外側左葉）

に対し行った。 
①急速凍結－急速融解、②急速凍結－緩速融

解、③緩速凍結－急速融解、④緩速凍結－緩速

融解の４条件で凍結－融解実験を行い、急速凍

結はペルチェ素子に定格電力（3.4V・３A）を

供給し安定した状態で凍結を行い、緩速凍結は

電力を徐々に供給することにより５℃/min で

凍結を行った。急速融解は100℃/minで融解し、

緩速融解は電力を徐々に減少させて５℃/min
で融解を行った。凍結は温度が一定となった時

に終了とし、融解は＋５℃で終了とした。凍結

－融解を１回のみの施行とし、実験後のマウス

は直後と 3 日後に屠殺した。 
その後ホルマリン固定し、薄切切片を作製し

て HE（ヘマトキシリン・エオジン）染色を行

い顕微鏡標本を作り、光学顕微鏡で観察し比較

検討した。 
 
    

３． 結 果 

急速凍結では０℃付近までは急激に温度が低下

しており、その後緩やかな温度勾配となっていた。 
急速融解は０℃付近までは急速に温度上昇が観察

され、その後緩やか上昇していた（Fig.1）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig1. 凍結－融解温度の経時変化 

HE 染色後の標本を観察したところ、コントロー

ルには細胞の解離・核濃縮・うっ血が観察されず正

常組織であった（Fig.2）。 
実験直後に①急速凍結－急速融解の条件では、核

濃縮・うっ血・細胞の解離・染色性の低下が観察さ

れ、②急速凍結－緩速融解の条件では核濃縮・うっ

血・細胞の解離・染色性の低下が観察された。③緩

速凍結－急速融解の条件においては細胞中にうっ

血・細胞の解離・染色性の低下が観察され、同様に

④緩速凍結－緩速融解においてもうっ血・細胞の解

離・染色性の低下が観察された（Fig.３～６） 
３日後に屠殺したものは核の脱落・細胞の解離が

全てにおいて観察された（Fig.7）。 

    Fig.2  コントロール 
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   Fig3.  急速凍結－急速融解 

      Fig4.  急速凍結－緩速融解 

   Fig5.  緩速凍結－急速融解 

Fig6.  緩速凍結－緩速融解 

Fig7.  ３日後の急速凍結－緩速融解 

５． 考察・まとめ 
   急速凍結－急速融解には、うっ血・核濃縮・

染色性の低下・細胞の解離が観察された。うっ

血により細胞に損害が与えられており、核濃縮

は急速凍結により細胞質内に微小氷晶が多数形

成され、核の脱水が起こったために生じたと考

えられる。染色性の低下は急激な温度低下によ

る温度ショックが起こり、アポリポ蛋白の変性

やイオン濃度の異常濃縮により生じ、細胞の解

離は脱水による細胞質の縮小で物理的破壊を生

じたと考えられる。 
   急速凍結－緩速融解も同様の様相が観察され

た。細胞の解離は脱水により生じるが、緩速融

解の場合、凍結した水分が再結晶を形成し氷晶

が大きくなったため、さらに障害が進んだと考

えられる。 
   緩速凍結－急速融解、緩速凍結－緩速融解に

は核濃縮は観られず、その他のうっ血・細胞の

解離・染色性の低下が観察された。 
   従ってペルチェ素子を用い能動的に温度制御

をした急速凍結－緩速融解の条件で最も効果的

に細胞壊死が起こっていたため、この条件が細

胞破壊に有用であると考えられる。」 
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1. はじめに 

近年、音声の韻律的特徴を分析し、音声の規則合

成システムへの応用を図る研究が盛んに行われて

いる。しかし、一般に合成音声はその元となる音声

からの変形が大きくなると品質が悪化しやすいこ

とが知られている[1],[2]。このような問題を解決す
るためには、音声が持つ韻律的特徴の分析だけでな

く、それに対して実際に聞き手が感じる聞き易さと

の関係についても明らかにすることが必要になっ

てくる。 
本研究では、人間の自然な発話における話し方の

変化と韻律的特徴の関連について探る。そして、韻

律的特徴と音声の聞き易さとの間の関係を調べる。 
 

2. 話し方のバリエーション 

 我々が日常的に使っている話し方に着目した。普

通に発話した音声を基準とし、声の高さ、発話速度、

アクセントを変えた計 11 種類の話し方のバリエー
ションを定義した。声の高さに関してはやや高い、

高い、やや低い、低いの 4種類、発話速度に関して
はやや速い、速い、やや遅い、遅いの 4種類、アク
セントに関しては強い、弱いの 2種類用意した。 
 
2.1. 音声資料 
 話者は男性 1 名（話者 T）で、「私は現在、新潟
大学で音声に関する研究を行っています」という文

章を用いた。11 種類の話し方でそれぞれ 7 回ずつ
発話した音声を、DAT を用いてサンプリング周波
数 48kHzで録音した後に、20kHzにダウンサンプリ
ングした。 
 

3. 韻律的特徴の分析 

韻律的特徴として基本周波数、パワー、発話速度

に関する分析を行った。基本周波数とパワーの抽出

には STRAIGHT分析合成方式[3]を用いた。発話速
度に関しては、パワー変動から発話長とポーズ長を

求め、全モーラ数を発話長で割ることにより、1秒
当たりのモーラ数として計算した。 
表 1 に 11 種類の話し方の韻律的特徴に関する分

析結果を示す。表の数値はそれぞれ 7回の発話の平
均値となっている。 
 

表 1 11種類の話し方の韻律的特徴 
基本周波数  

 
 

平均 
[Hz] 

標準偏差
[Hz] 

 
パワー
平均[dB] 

 
発話速度 

[mora/s] 
普通 104.9 19.2 62.3 8.17 
やや高い 117.5 26.7 61.4 8.93 
高い 134.2 31.0 63.1 8.95 
やや低い 104.4 22.7 62.5 8.51 
低い 91.0 14.6 60.9 8.16 
やや速い 112.2 23.5 61.2 9.96 
速い 116.8 23.1 61.7 11.30 
やや遅い 104.2 20.1 60.4 7.95 
遅い 102.6 18.3 60.0 6.42 
アクセン
ト（強） 

131.7 31.9 64.0 7.09 

アクセン
ト（弱） 

100.1 14.3 61.6 7.77 

韻律特徴

話し方 

 

4. 評価実験 

 話し方のバリエーションと聞き手が感じる聞き

易さとの関係を定量化するために、主観評価実験を

行った。被験者は 20代前半の男女 5名で、実験回
数は 5回とした。被験者には、普通に発話した音声、
話し方を変えた音声の順で呈示した。ただし、10
種類の話し方に相当する 10 通りの組み合わせはラ
ンダムとした。被験者には、普通に発話した音声と

話し方を変えた音声との聞き易さの差を 7 段階（0
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～6の評点）で評価してもらった。その際、数字の
3を基準とし、普通に発話した音声と比較して、聞
きにくく感じるほど評点は 0に、また聞き易く感じ
るほど評点は 6 に近くなるにように判断してもら
った。 
 
4.1. 実験結果 
 主観評価実験の結果、話し方のバリエーションと

聞き易さとの関係は図 1のようになった。普通の発
話と比べて話し方を変えた場合、全体的には評点が

3点未満となっているものが多いことから、聞き易
さが悪くなってしまうという傾向が見られたが、

「やや低い」と「やや遅い」という話し方では聞き

易いという傾向が見られた。また、「アクセント

（強）」と「普通」との間には差がなかった。 
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5. 考察 

話し方のバリエーションと韻律的特徴との関係

を図 2に示す。図 1で評点の平均値が 3以上になっ
ている話し方は、図 2では①の周辺に分布している
ことがわかる。このことから、聞き易い音声は普通

の発話と比べて韻律的特徴の変化が小さい図中の

[Ⅰ]の部分に分布することが予想される。一方、評
点の平均値が低い話し方は、①から離れた場所（図

中の[Ⅱ],[Ⅲ]）に分布していることがわかる。この
韻律的特徴における分布の偏りは、音声の聞き易さ

に対する指標として利用できる可能性がある。 
また、発話速度と基本周波数の標準偏差の変化の

間には、小さいながらも正の相関が見られる。これ

は、人間が発話したような自然な音声を合成するた

めの制約条件として利用できると考えられる。 
 

6. まとめ 

声の高さ、発話速度、アクセントを変えた 11 種
類の話し方のバリエーションを用意し、それぞれの

話し方の韻律的特徴と聞き易さの関係について調

べた。その結果、普通の発話と比べて韻律的特徴の

変化が小さい話し方は聞き易く、韻律的特徴の変化

が大きくなるほど、聞き易さが損なわれてしまうと

いう傾向が見られた。 
今後の課題としては話者数、音声資料数、被験者

数を増やすことがあげられる。さらに個人性も考慮

に入れ、話し方のバリエーションと聞き易さの関係

についてより詳細な分析を行い、発話音声の聞き易

さに対する指標を提案することが考えられる。 

図 1 主観評価実験の結果 
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図 2 話し方の変化と韻律的特徴との関係 
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1. まえがき 
音声スペクトル包絡は音声の特徴を表す重要な
パラメータである．人間の音声のスペクトル包絡は，
周波数軸上において複数のピークにより音韻を表
現しており，また時間軸上においては緩やかに変化
するという性質を持つ．このように音声の情報は時
間-周波数的に分布しているが，その本質的な情報
は少数の特徴点に集約して表すことができると考
えられる．そこで本研究では，スペクトル包絡を周
波数軸と時間軸の両方に対してWavelet変換するこ
とでこの特徴を抽出する手法を提案する．また，こ
の特徴抽出を用いてスペクトル包絡の近似と補間
を行い，データ量削減への応用を試みた． 

2. スペクトル包絡の特徴抽出 

 本手法におけるスペクトル包絡の特徴抽出の流
れを図 1に示す．本手法はスペクトルの周波数構造
解析とスペクトルピークの時間的推移の解析から
なる． 

2.1. スペクトルの周波数構造解析 
まず，対数振幅スペクトル包絡時系列 p0(f, t)を

STRAIGHT分析系[1]によって得る．この p0(f, t)から
各時間 tに対して周波数 f軸上で回帰直線を引いて
減算し，さらに回帰直線よりも低い値の平均値引き 
p(f, t)とする．この p(f, t)に対して式(1)により Gabor
関数を基本 Waveletとした Wavelet変換を周波数軸
に対して行う[2]． 
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そして，p(f, t)の極大を与える fnについて|r(s, f, t)|

を最大とする snを探索し，得られた fn，sn，|p(fn, t)|
をスペクトルの周波数構造解析によって得られた
スペクトルピークの特徴パラメータとした． 

2.2. スペクトルピークの時間的推移の解析 
2.1 で得られた p(f, t)に対して式(3)により時間軸

に対してWavelet変換を行う． 

( )( )∫
∞

∞−
−= tdstttfp

s
tfsq ˆˆ)ˆ,(1),,( 21 ψ  (3) 

これにより得られた arg(q(s, f, t))を，sを定数に固
定して fに関して偏微分を行い，これを Q0(f, t)とす
る． 
 ここで，スイープ純音のスペクトル包絡として
式(4)のインパルスを入力すると，Q0(f, t)は式(5)とな
る．a はスイープ純音の開始周波数，b はスイープ
の速度である． 

(( )btaftfp +−= )δ),(   (4) 

bs
tfQ

4
),(0

π−=    (5) 

式(5)においてｓは定数であるため，Q0(f, t)を計算
することでパラメータ b，つまり，特定の時間と周
波数におけるスペクトルピークのスイープの速度
と方向を推測することができる．|1/ Q0(f, t)|が小さ
ければピークの推移は小さく，大きければピークの
推移が急であると言える．そこで|1/ Q0(f, t)|を p(f, t)
を用いて重み付けをし，f に関して合計したものを
Q(t)とする．そして，Q(t)の極小値を取る時点と，
Q(t)が Q(t)の平均値と交差する時点とを時間的特徴
点 Tn とする．また，音声のパワーが音声のパワー
の平均値と交差する時点も時間的特徴点 Tnとする．
さらに，Tnと Tn+1の間で Q(t)が最大となる時点をピ
ーク推移特徴点 T’nとする． 

3. 特徴点からのスペクトルの復元による音声デ
ータ削減法 

抽出した特徴を用いてスペクトル包絡を復元す
る．ここでは，時間的特徴点 Tn におけるスペクト
ル包絡を特徴パラメータから近似的に再構成し，時
間的特徴点間を補間することによって，スペクトル
包絡全体を復元する．前章の特徴抽出と併せること
によって，これは音声データ削減法となる． 

音声スペクトル包絡 p(f, t) 

スペクトルピークの 
特徴パラメータ 
fn, sn, p(fn, Tn) 

時間的特徴点 Tn
ピーク推移特徴点 T’n 

スペクトルの 
周波数構造解析 

スペクトルピークの 
時間的推移の解析 

図 1 特徴抽出の流れ 

3.1. スペクトルの近似法 
2.1 で得られたスペクトルピークの特徴パラメー

タを元に複数の Gabor関数を併せ，回帰直線を加算
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「浅い」
「赤い」
「甘い」
「祝う」
「痛い」
「少々～」
平均値 

することでスペクトルを近似･再構成する． 

3.2. スペクトルの補間法 
2.2で求めた時間的特徴点 Tnにおけるスペクトル
包絡の間を補間する際に T’nから得られるスペクト
ルピークの推移情報を参照する．ここでは，周波数
X におけるスペクトルピークのスイープ方向は
Q0(X, T’n)の正負から得られることを利用する．もし
下降スイープだったときには，Tnにおいて Xより低
くかつ最も近い周波数のピークと，Tn+1において X
より高くかつ最も近い周波数のピークを結ぶ．逆に
上昇スイープだったときは，Tnにおいて Xより高く
かつ最も近いピークと，Tn+1において Xより低くか
つ最も近いピークを結ぶ．結ばれたピークのパラメ
ータは線形補間し，結ばれなかったピークはそれぞ
れフェードインまたはフェードアウトさせる． 

4. 近似・補間実験 
以上の方法を用いて音声スペクトル包絡の近似･
補間実験を行った．使用した音声は ATR 音声デー
タベースより，それぞれ異なる子音を持つ単語とし
て「浅い」「赤い」「甘い」「祝う」「痛い」の 5つと，
短文として「少々お待ちください」と発話した音声
を用いた．サンプリング周波数は 20kHzであり，ス
ペクトル包絡を求めるための音声分析には
STRAIGHT を使用した．窓長は 51.2msec，フレー
ムシフト長は 5msec である．この条件下において，
STRAIGHT によるスペクトル包絡は 1 フレームあ
たり 513 点である．また，時間的特徴点 Tnにおけ
るフレームを基準フレームと呼ぶことにする． 

4.1. 結果 
それぞれの音声における 1 フレームあたりのピ
ーク数，基準フレーム数(Tn数)と総フレーム数(Frm
数)，近似処理後の平均スペクトル歪み(SD)と補間
処理後での平均スペクトル歪み，そしてそれぞれの
値の平均を表 1に示す． また，「浅い」の原スペク
トル包絡と補間処理後のスペクトル包絡を図 2 に
示す． 

4.2. 考察 
近似と補間によるデータ削減量とそれによって

生じるスペクトル歪み量について考察する． 
本近似・補間実験では，近似操作を行うことによ

り，スペクトル包絡を 1 フレームあたり平均で約
18 本のスペクトルピーク及び，回帰直線の切片と
傾きによって表現することができた．1本のスペク
トルピークは fn，sn，|p(fn, t)|の 3つのパラメータで
成り立つため，1フレームあたり 513点のデータが
必要だったスペクトル包絡を約 56 個のデータで表
現できることになり，この時点でのデータ量は約
89.1％削減できた．さらに補間操作では約 5フレー
ムにつき 1 つの基準フレームが抽出されたことが
表 1 の基準フレーム数と総フレーム数よりわかる．
よって，補間を行うことで平均 80%のデータを削減
することができたことになる．以上より全体では
97.8％のデータを削減することができた． 

また，
トル包絡
を生じて
の差異は
ペクトル
みが生じ
の間に聴
とから，
では音声
クトルの
わせでは
可能性が

5. むす

Wavel
声スペク
この手法
約 98%の
今後は
で本手法
ある． 

6. 参考
[1] 河原

VOCODE
pp.521-52

[2] 坂口
ルを用い
演論文集
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表 1 それぞれの音声の実験結果 

ピーク数 Tn数 
/ Frm数 

近似での
SD[dB] 

補間での
SD[dB] 

 17.7 23 / 130 5.99 7.04 
 17.4 23 / 140 5.86 6.94 
 17.1 19 / 120 5.52 6.64 
 18.4 24 / 115 5.95 7.10 
 20.1 20 / 125 6.17 7.21 

 19.3 45 / 228 6.20 7.36 
18.3 26 / 143 5.95 7.05 
近似処理直後のスペクトル包絡は原スペク
に対して平均で 5.95dB のスペクトル歪み
いるが，再合成された音においては聴感上
感じられなかった．一方，補間処理後のス
包絡にはそれに加えて平均で約1.1dBの歪
ており，それから合成した音には原音声と
感上の差異がわずかに感じられた．このこ
スペクトルピークの特徴パラメータの抽出
特徴を取り込めているが，今回用いたスペ
時間的特徴点の抽出法と補間法の組み合
必要な情報を十分には再現できていない
ある． 

び 
et 変換による構造解析を利用することで音
トル包絡の特徴を抽出する手法を示した．
を音声スペクトル補間に応用することで
データ量を削減することができた． 
近似･補間の精度を他手法と比較すること
の特徴抽出の能力を検討していく予定で

文献 
英紀, “聴覚の情景分析が生み出した高品質

R：STRAIGHT”, 日本音響学誌, 54 巻 7 号, 
6, 1998. 
伯文, 赤木正人, “スペクトルピーク追跡モデ
たスペクトルの予測・追跡”, 日本音響学会講
, 1-8-14, 1998-3 

ペクトル包絡(上)と補間処理後のスペクトル
包絡(下)(○は基準フレーム) 

               300                600 
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ＶＥＰの倍周波数成分位相安定度を用いた注視光源の検出 

○新美 真紀*，米澤 義道*，伊東一典*，橋本昌巳*，荒井 善昭**，牛山喜久*** 

*信州大学工学部情報工学科，**近畿大学工業高等専門学校，***信州大学医療技術短期大学部 

The gazed light source detection by phase stability of VEP harmonic component. 

Masanori NIIMI*, Yoshimichi YONEZAWA*, Kazunori ITOH*, 

 Masami HASHIMOTO* Yoshiaki ARAI** and Yoshihisa USHIYAMA*** 

*Department of Information, Engineering Faculty of Engineering, Shinshu University 

**Department of Electrical and Information Engineering, Kinki University Technical College 

***Department of Physiology, School of Allied Medical Sciences, Shinshu University 

 

ＶＥＰの出現は 10Ｈｚを中心とする±数Ｈｚの

狭いバンドである．しかし，光刺激を方形波とする

と図２に示すスペクトルのように比較的雑音の少

ない２倍の周波数帯にＶＥＰ成分が現れる．このた

め光源の点滅モードは 9～11Ｈｚとした．よって抽

出周波数帯は 18～22Ｈｚである． 

1. はじめに 

肢体不自由者の入力系インターフェイスとして，

ＶＥＰ（視覚誘発脳波）を利用する方式の検討を行

っている．ＶＥＰは同一視野中にある光源の中で視

野の中心に位置する光源即ち注視光源の時間点滅

モードを比較的顕著に含むために原理的にはＶＥ

Ｐの解析から注視光源が特定できる．しかしＶＥＰ

の発生周波数帯が他の原因で発生する高レベルの

脳波成分と重なりレベル的に不安定なＶＥＰしか

得られないため特定の正解率は低くインターフェ

イスへの応用が難しい． 

光源は，高輝度赤色ＬＥＤ（波長 660nm）として，

十分離れた視野角１２度間隔に別光源を配置した． 

図１ システム図 

我々は，この周波数帯を避けるためにＶＥＰの第

二高調波を利用し，且つ従来のレベル識別に代えて

位相安定度を用いた識別特性を検討し，その可能性

を明らかにしたので報告する． 

 

2. 方 法 

本方式では図１のように被験者の後頭部から得

られたＶＥＰを信号点滅光源の種数だけの狭いバ

ンドパスフィルタを並列に通過させ，それぞれ光源

のドライブ信号の倍周波数信号との位相差を調べ

る．注視光源の周波数のフィルタ出力であれば，そ

の成分は潜時(刺激からＶＥＰ出現までの時間)によ

る位相遅れがあるだけで位相差は安定しているが，

他のチャンネルに得られる周波数成分のようにＶ

ＥＰに起因しない雑音であればドライブ信号との

位相差は時間的に安定しないので前者との識別が

できる． 

 

図２ VEPの周波数スペクトル 
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3. 結 果 

 出力例として 9,10,11Hz の光源が点滅している
中で 11Ｈz の光源を注視したとき倍周波数成分の
バンドパスフィルタ出力（図３,4,５），位相差信号
（図 6,7,8），位相差微分信号（図 9,10,11）をそれ
ぞれ示す．倍周波数成分であってもレベルは時間的

にさまざまな変化を見せ時にはゼロレベルまで減

少する状態は各周波数成分で区別がつかない．しか

し，位相差の信号では安定度が違うことが見えてき

ており，さらにこれを微分した最後の信号ではその

差は顕著となり 11Ｈｚ成分に起因した 22Ｈｚ位相
差変化微分の値が一番小さいことから注視光源は

11Ｈｚ点滅光源であると特定できる．この差は数秒
でも現れており比較的短時間での注視光源特定の

可能性を示している． 
 

4. まとめ 

ＶＥＰの倍周波数成分とドライブ信号の倍周波

数信号との位相差安定度の検出により，注視光源を

特定する方式についてその可能性を示した．今後特

定時間の短縮，他の特定手法との組み合わせによる

特定精度の向上などはかり，本方式の一般性化を図

りたい． 
 

 
 

図３ 18HzBPF出力 
 

図４ 20HzBPF出力 
 

図５ 22HzBPF出力 
 
 
 
 
 
 

 
 

図６ 18Hz成分位相差 
 

図７ 20Hz成分位相差 
 

図８ 22Hz成分位相差 
 
 
 
 
 
 

 
 

図９ 18Hz位相差微分 
 

図 10 20Hz位相差微分 
 

図 11 22Hz位相差微分 
 
 
 
 
 
 

 36



臨床応用を目的とした投球動作解析システムの設計と試作 

○加藤 直*，中村 康雄**，中村 真里***， 
林 豊彦**，信原 克哉*** 

*新潟大学大学院自然科学研究科，**新潟大学工学部福祉人間工学科，***信原病院・バイオメカニクス研究所 

Basic Design and Initial Implementation of Baseball-Pitching Analysis System  
aimed at Clinical Application 

○Nao Kato*, Yasuo Nakamura**, Mari Nakamura***, 
Toyohiko Hayashi**, Katsuya Nobuhara*** 

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

***Nobuhara Hospital and Institute of Biomechanics, Hyogo 

1. はじめに  
野球投手の肩と肘は，障害を起こしやすい部位で

ある．そのため臨床現場では，障害の予防，リハビ

リテーションプログラムの評価，練習の最適化等が

求められている．これまでにも，投球動作中の肩・

肘関節運動の運動学的・動力学的解析が行われてき

た 1,2)．しかし，従来の測定・解析システムは，臨

床現場にて，容易に利用できるものは少なかった．

そこで我々は，診療やリハビリテーションを支援す

るために，臨床現場で利用可能な投球動作解析シス

テムを開発している． 
本研究では，臨床応用を目的とした投球動作解析

システムの概略設計と，その試作システムについて

報告する． 
 

2. 投球動作解析システムの要件  
臨床現場で投球動作解析システムを利用するに

は，次に示す 4 つの要件を満たす必要がある． 
第一の要件は，臨床的に理解しやすい投球動作の

定量的な評価である．投球動作の解析結果は，工学

的な座標系から，臨床的に利用されている座標系
3)

に変換する必要がある． 
第二の要件は，解析結果の効果的な可視化である．

そこで，コンピュータ・グラフィックスを用い，任

意時点の姿勢を表示し，これと同期して解析結果を

可視化する．この利点は，任意の視点から，投球動

作を観察できることである． 
第三の要件は，操作の簡便性である．投球動作解

析システムを，臨床現場で利用するためには，解析

者の負担を可能な限り低減する必要がある． 
第四の要件は，測定データ，被験者の身体パラメ

ータ 5)，解析結果の管理である．リハビリテーショ

ンの効果を評価する場合，同一被験者の投球動作を

経過日数ごとに比較する必要がある．このように過

去の測定データを解析・比較する場合，データベー

スの利用が非常に有効である． 
 

3. 投球動作解析システム  
本システムの概略図を図 1 に示す．本システムは，

計測部，解析・表示部，データ管理部の３つから構

成される．本報告では，試作した計測部と解析・表

示部について述べる． 
3.1. 計測部  
投球動作は，モーションキャプチャ・システム

(ProReflexTM  MCU-500, モンテシステム) を用い

て計測する．赤外光撮影のため野外では測定できな

いことから，室内に公式球場と同サイズの投球マウ

ンドを設置した．このマウンドを囲むように，7 台

の CCD カメラを配置した．被験者の体表には，両

面テープを用い，合計 34 個の反射マーカを貼付し

た．マーカの貼付位置は，解剖学的な骨特徴点上と

した 6)．これら 34 個の反射マーカの位置を，モー

ションキャプチャ・システムを用いサンプリング周

波数 500[Hz]で記録する．測定データのノイズ除去

には，Savitzky-Golay 法 4)を用いた． 
3.2. 解析・表示部  
解析部は，測定した投球動作を解析するサブシス

テムである．投球動作を解析するために，被験者体

表のマーカ位置から，全身に 15 個の座標系を設置

し，各体分節を剛体リンクでモデル化した．投球動

作の解析パラメータは，マーカ位置・速度・加速度，

関節角度，体節間力，体節間モーメントである 7)．

体節間力・モーメント算出時に必要となる身体部分

の質量・重心位置・慣性モーメントは，先行研究 5,8)

を参考にした． 
表示部は，コンピュータ・グラフィックスを用い

て解析結果を表示するサブシステムである．表示部

の画面設計を図 2 に示す．3D 表示部は，任意の時
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点における投球姿勢をボックス・モデル用いて表示

できる．これと同期して，解析データ表示部には，

任意の解析データを時系列表示できる．  
表示部のユーザ・インターフェースは，測定デー

タ読み込み，3D 表示法 (スティック，ボックス) の
選択，表示する解析結果の選択を行う．投球姿勢は，

任意の時点を選択，もしくはアニメーション表示で

きる．これらの操作は，マウス操作と簡単なキー入

力で実現できるよう設計した(図 2)． 
 

4. 実験・結果  
試作した解析システムを用いて，実際に投球動作

を計測・解析した．被験者は，肩関節に異常のない

健常男性 1 名(年齢：22 歳，投球側：右側，投球フ

ォーム：オーバースロー)とした．図 3 は，投球動

作時に，右肩に加わる体節間力を示している．その

解析結果は，任意の注目時点において，投球姿勢と

対応して表示でき，利用者が直感的に理解しやすい

ものであった．また，システムは，マウス操作で簡

便に使用できることを確認した． 
 

5. まとめ  
臨床応用を目的とした投球動作解析システムを

試作した．実験から，システムが，単純化した人体

モデルとグラフ表示を組み合わせ，効果的に解析結

果を表示できること確認した．また，それらは，マ

ウス操作により簡便に操作できた． 

今後の課題は，データ管理サブシステムの開発，

解析ツールの拡張，人体や骨格モデルの追加である． 
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図 1 システムの概略図 
 

 
操作部 ３Ｄ表示 

解析データ表示 
数値出力 

 
図 2 表示部の画面設計 

 
   

 
 

図 3 右肩にかかる体節間力と投球姿勢 
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眼球の固視運動を用いたアルツハイマー型痴呆診断システムの基礎研究

陶永暉*,川上祐子*,郭怡*,内山尚志*,福本一朗*

*長岡科学技術大学工学部医用生体工学教室

A diagnostic system of Alzheimer’s disease using fixation eye movement

Yonghui Tao, Yuko Kawakami, Yi Guo, Hisashi Uchiyama&Ichiro Fukumoto

Institute of Biomedical Engineering, Nagaoka University of Technology

1.　はじめに

高齢社会の到来とともに、痴呆症患者の数も年々

ふえつつある、痴呆症は、脳血管性痴呆とアルツ

ハイマー型痴呆に大別され、前者は脳血管性疾患

の病歴があれば、診断がよりつきやすいが、アル

ツハイマー型痴呆の原因はまだ不明であるため、

診断は困難である。そのため、診断は臨床症状、

神経学的検査や画像診断から行われる除外診断が

なされている。そこで、本研究ではアルツハイマ

ー型痴呆患者における視空間認知機能低下に着目

し、提示指標に対する眼の固視運動を解析するこ

とで、実行可能なアルツハイマー型痴呆自動診断

システムの開発を目的とした。

2.　方　法

2.1  被験者

　被験者は、通院患者のアルツハイマー型痴呆

（AD）と診断された患者 6 名と老人施設入居者の  

健常高齢者（EC）10 名であった(表 1)。

表 1.　被験者

被験者 人数 平均年齢 HDS-R MMSE

　 (男/女) (歳) (点) (点)

EC 10(1/9） 79.4±4.2 29.0±1.0 28.7±1.3

AD 6(0/6） 80.1±3.5 17.6±2.5 21.2±2.3

2.2　計測手順

　眼球運動計測システムは図 1 に示す眼鏡型計測

機と画像処理機から構成されている。眼鏡型計測

機内には小型ディスプレと CCD カメラが備えられ

ている。ディスプレ上に指標が提示され、それを

見つめる眼の様子が CCD カメラで撮像され、画像

処理機に送られる。画像処理機には，眼の形状と

動きをモニターするスクリーンとタッチパネルの

操作画面がある。得られたデータをメモリカード

に記録し、コンピュータ上で解析した。         

　　　　　　図 1　計測装置の外観

　被験者が眼鏡計測機を装着した後、２値化の閾

値を設定し、計測を行った。提示指標の形状はモ

ニタースクリーン上で ”×”印で示される。本実験

では、指標の運動パターンに固視現象を用いた。

固視とは、視線を動かすことなく、静止指標をじ

っと見つめることで、指標位置は最初に中央、そ

れから左、最後右の順番で出現する。各位置で５

回ずつ計測し、合計 15 回の計測を行った。

　固視では、 AD 患者において指標位置と注視点

が大きく離れることがあるため、これら２点間の
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標準偏差を評価パラメータ（固視運動標準偏差）

として用いた。

3.　結　果

　固視運動準偏差は中央位置で EC は 2.8pixel、AD

は 3.2pixel であった。左位置で EC は 3.8pixel、AD

は 14.3pixel であった。右位置で EC は 4.2pixel、AD

は 5.4pixel であった。Student-T-test 検定の結果、危

険率は中央位置で P=0.132、左位置で P＝0.013、右

位置で P= 0.224 であり、左位置の時のみ、AD と

EC の間に有意差が得られた。中央位置と右位置に

おいては AD と EC の間に有意差が見られなかっ

たが、AD の固視運動標準偏差は EC に比べ大きく

なる傾向が見られた(図 2,3,4)。
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   　　 図 2　固視運動（中央）標準偏差
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図 3　固視運動（左）標準偏差
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　　　　図 4　固視運動（右）標準偏差

4. 考　察

　本研究では、眼球運動を用いたアルツハイマー

型痴呆の診断方法を新たに提案した。 AD の固視

運動標準偏差は EC より大きいことは、AD のほう

は、指標位置と注視点の間のばらつきは大きく、

一点を見続けることは困難であると考えられる。

そのため、固視運動標準偏差（中央と右）におい

て、有意差が認められなかったが、固視運動標準

偏差（左）においては、AD と EC の間に有意差が

認められた。 AD の固視能力が低下していること

が分かった。これらの結果から、本研究で用いら

れたパラメータは AD と EC の判別に有用である

ことが示唆され、アルツハイマー型痴呆診断シス

テムの有効性を指示していると考えられる。本実

験では、 AD 患者数が少なく、６名であたったた

め、今後は被験者数をさらに増やし、計測精度向

上を目指し、データ処理方法に改良を行う。また、

他の有用なパラメータを考案し、実用性のある痴

呆診断システムの構築を目指す。 　
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コンピュータ・シミュレーションによるセメントレス人工股関節の力学的評価 
中村 祐敬，井手 隆俊，浜田 良機 

山梨医科大学 整形外科学教室 

Biomechanical evaluation using computer simulationon various cementless total hip systems 
Masahiro Nakamura , Takatoshi Ide M.D. , Yoshiki Hamada M.D. 

Yamanashi Medical Univ.Department of Orthopedic Surgery. 

 

1. はじめに 3. 結 果 

 解析結果より各種セ THA の応力分布が導かれた

(Fig.1)。ソケット側では多くの機種で外側 2/3 を

中心に圧縮応力が分布し、ソケットは外方に開く方

向に移動しようとする傾向を示した。ステム側では

全ての機種で内側中枢弯曲部と末梢外側部に圧縮

応力がみられたが、ステムの形状によっては末梢外

側部の圧縮応力が他より大きいものがあった。また

カラーのあるものでは見られないが、カラーのない

ものでは末梢内側部にも圧縮応力が集中する傾向

にあった。これらよりステム側の移動しようとする

方向は一定でないことが明らかにされた。 

 セメントレス人工股関節（以下セ THA）にはさ

まざまなデザインがあり、これが骨との境界面にお

ける応力分布の違いなどが成績を左右する要因の

ひとつと考えられる。そこで川井の剛体－バネモデ

ル(Rigid-Body Spring Model1)2):以下 RBSM ) に

よる computer simulation を用いて､力学的な側面

から各種セ THA の特徴を検討した。 

2. 方 法 

 股関節の前額面における断面から骨盤、大腿骨、

人工臼蓋、人工骨頭の二次元データを作成した。こ

の４要素を剛体と仮定して、力学モデルを設定、各

要素間は圧縮バネならびに剪断バネで連結されて

いるものとした。従って、力の伝達はこれらのバネ

を介して行なわれる。この圧縮バネは引っ張りの力

が加わると、力の伝達は行なわれずちぎれる性質を

有する。また剪断バネは境界面の摩擦力に対応する

ものである。これらの圧縮バネならびに剪断バネを

人工関節と骨との境界面に沿って 1mm 毎に設置し、

エネルギー保存則に基づく収束計算を行なった。 

また外転筋群として大転子と腸骨の最外縁を結ぶ

線上、ならびに大転子と腸骨の内縁を結ぶ線上にお

いて、引っ張りのみに抵抗する強力な２本のバネを

配置した。大腿骨は力学的に固定し､60kg の体重負

荷を体軸上の第 5 腰椎中央より重力方向に加えた。

なお重心位置は骨盤側では第 5腰椎中央、大腿骨側

は骨幹部の中央として、片脚起立を想定した本モデ

ルの静的解析を行なった 3)-6)。 

 

Fig.1：左からＹ２型、VerSys、AML-Plus、MTS、Secur-fit、Synerdy。
黒い部分が圧縮応力のかかっている部分。 

骨との界面における応力集中、すなわち圧縮応力

は解析の結果、ソケット側の最大値はＹ2型で 2.51

×107N/m2 と最も小さく、他の製品では 10.0 ×

107N/m2 以上を示した。またステム側では VerSys

が最も小さく 0.77 ×107N/m2 で、次いで Y2、

AML-Plus の順であった。カラーレスの Secur-fit

と Synerdy では 5.0 ×107N/m2以上と高い値を示し

た(Fig.2)。 
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Fig.2 
 

各種ステムの回転変位をみると、Ⅰ型：内・外側

方向への移動が起りにくいもの（Y2 型、MTS）、Ⅱ

型：内側方向への移動傾向を示すもの（Secur-fit、

Synerdy）、Ⅲ型：外側方向へ移動傾向を示すもの

（VerSys，AML-Plus）の３群に分けることができる。

この回転変位に関与する因子は主として沈下防止

用カラーの形状、有無、角度などにあると推定した。

特にⅡ型に属する Secur-fit，Synerdy の２機種は

カラーレスタイプであり、この２機種は回転変位が

大きかった(Fig.3)。 

Fig.3 
 

セ THA システム全体としての力学的安定性の総

合的指標として、固定力指数と名付けた値を算出し

て比較検討した 6)。Y2 型の値を 100 として算出し

たが、その値が小さいものほど力学的に安定してい

ることを意味している。その結果、最も力学的に安

定しているのは Y2 型であり、次いで MTS，VerSys

の順であった(Fig.4)｡ 

Fig.4 
4. 考察 

解析の結果、セメントレス人工関節ではその形状

が、界面における応力に大きく影響することを知っ

た。Ｙ２型は圧縮応力の最大値ではソケット側で有

意に小さな値を示し、ステム側でも VerSys に次い

で小さい値であった。また各種ステムの回転変位に

おいてもＭＴＳと並んで回転変位が起きにくいこ

とが解った。そしてこれらを総合した固定力指数に

おいて、Ｙ２型が力学的に最も安定したシステムで

あることが明らかとなった。またその他の機種では

力学的安定性に問題があると推定されるものもあ

った。今後は今回の結果を臨床成績と比較し、セメ

ントレス人工関節の固定性の向上に役立てていく

ことが重要と考えられる。 

5. まとめ 

１．computer simulation の結果、Y2 型が力学的に

最も安定していた。 

２．Y2 型とほぼ同等の力学的特性を示したのは MTS

であり、その他の機種では力学的安定性に問題があ

ると推定した。 
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Enhancement of cytotoxic effects of anti-cancer drugs with

 laser-induced multiple stress waves in vitro

Y. Miyamoto, Y. Umebayashi, M. Wakita, T.Nishisaka

*Japan Advanced Institute of Science and Technology, **New Energy and Industrial Development Organization

1. 

Electrochemotherapy

Stress waves: SW

Cisplatin

Bleomycin

2. 

HeLa 24-well

(3820-024, IWAKI, Tokyo, Japan) 2

105cells/well 10% FBS F-10

12 3 MPa

dehydrogenase LDH

Anti-cancer drug

cis-Diammine-dichloroplatinum (II) (CDDP) (Wako

Pure Chemical) Bleomycin A2, hydrochloride

(BLM) (Calbiochem) 10

ng/ml 100 µg/ml

24 MTT viability assay

3. 

LDH

10

CDDP BLM

viability

p<0.001 BLM

35%

BLM

BLM

0.1%

Electrochemotherapy

Permeabilization

4. 
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無侵襲筋粘弾性連続計測システムによる筋疲労評価の検討 
常塚 了温，野川 雅道，岡本 明男，田中 志信，山越 憲一 

金沢大学工学部 

Evaluation of muscle fatigue using a noninvasive and real-time measurement system 
for dynamic viscoelastic properties in the subcutaneous muscle  

Ryouon TSUNEZUKA, Masamichi NOGAWA, Akio OKAMOTOShinobu TANAKA and Ken-ichi YAMAKOSHI 

Faculty of Engineering, Kanazawa University 

 

１．緒言１．緒言１．緒言１．緒言 

 我々は生体組織の物理特性計測として、体表面加

振法による無侵襲筋粘弾性動的特性の連続・実時間

計測の可能なシステムの開発研究を行なってきた。

今回新たに開発した初期変位一定型加振器を用い

た無侵襲筋粘弾性動的特性連続計測システムによ

り、連続運動下での粘弾性動的特性の計測が可能で

あることを確認した。そこでこのシステムの応用と

して、本システムを用いた粘弾性計測法による客観

的筋疲労評価について検討を行なった。 

２．計測原理２．計測原理２．計測原理２．計測原理 

 表在組織を図１に示すフォークトモデルと仮定

する。加振器を用い体表面より微小強制振動を与え、

変位・力応答及び位相差の関係から、粘弾性動的特

性を連続計測する。図において次の運動方程式が成

り立つ。 

(4)sin(3)cos

)2()1(
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図 1．表在組織フォークトモデル 

ただし m：表在組織及び加振部の質量、e：弾性定

数、r：粘性定数、A：変位振幅、C：力振幅である。

よってωを変化させて A､C及びφを計測し、(3)式

より弾性定数 eを､(4)式より粘性定数 rを算出する

ことができる。 

３．実験方法３．実験方法３．実験方法３．実験方法    

３３３３....１１１１    計測システム計測システム計測システム計測システム    

初期変位一定型加振器の形状を図２に示す。この

加振器は直流モータによりカムを回転させ、加振ロ

ッドの上端がカムの変位曲線をなぞることにより、

垂直方向に変位を発生させる機構となっている。カ

ムは最大振幅 0.3mm、４周波数（15Hz、30Hz、45Hz、

60Hz）の正弦波の合成波が発生するように設計され

ている。変位信号は発光ダイオードと反射板により

構成される変位検出器により反射光強度から検出

し、力信号はロードセルを用いて検出する。この信

号をサンプリング周波数 5kHz で A/D 変換後、PC

上でディジタルフィルタにより各周波数帯に分解

し、粘弾性特性を解析する。 

    

図２．小型加振器形状 

３３３３....２２２２    粘弾性特性計測実験粘弾性特性計測実験粘弾性特性計測実験粘弾性特性計測実験    

本システムを用いて、等張性運動による局所筋疲

労発生実験を行ない、疲労に伴う粘弾性特性変化を

計測した。計測部位は総指伸筋を対象とし、前腕に

加振器を装着し、予め被験者の最大握力値をもとに

60%MVC（maximum voluntary contraction：最大随意

筋収縮）の重量に調節した重りを持ち上げ、限界ま
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で握力を保持し、負荷開始から負荷解除までの粘弾

性特性を計測した。その際に主観的に疲労の度合を

“普通”“疲労”“極疲労”の３段階で申告してもら

った。また参考文献１）に基づき、客観的疲労評価

の比較指標として筋電位計測も同時に行ない、筋電

図整流積分値の割合（100%MVC 発生時を 100%と

する）及び周波数領域における広周波数域（300Hz

以下）に対する低周波数域（100Hz以下）のパワー

スペクトル（PS）の割合の経時変化を示した。これ

により本システムを用いた粘弾性特性計測による

筋疲労評価の有効性を検討した。実験概要を図３に

示す。 

 
図 3．実験概要 

４．実験結果及び考察４．実験結果及び考察４．実験結果及び考察４．実験結果及び考察    
 実験結果の例を図４に示す（n=10）。筋電位計測

の結果について、負荷開始と同時に積分値、PS と

も増加を見せ、その後緩やかな増加傾向を示し、「疲

労なし」から「疲労」へ移行する箇所において積分

値、PSともに正のピーク値を示している。その後、

積分値、PS 共にほぼ一定値で安定している。この

結果は文献の報告と同様であり１）、この実験におい

て疲労が発生していることが客観的に認められる。

粘弾性特性について、「疲労なし」と「極疲労」を

比較すると、弾性定数については減少、粘性定数に

ついては増加が見られる（両値共に有意水準１％で

有意差あり）。よってこれは疲労を表す粘弾性の特

徴的変化と考えられる。また「疲労なし」と「疲労」

を比較すると、粘性定数の減少、「疲労」と「極疲

労」を比較すると、弾性定数の減少がそれぞれ認め

られる。これらについても疲労の進行を表す変化で

ある可能性が示唆される。 

以上の結果より、本システムにおいて疲労の発生と

極疲労への移行に対応する粘弾性の変化が確認で

きたことから、本システムを用いた粘弾性計測によ

る客観的筋疲労評価の可能性が示唆される。 

図４．実験結果 

５．結言５．結言５．結言５．結言 

    今回の実験により、本システムによる粘弾性計測

が等張性運動に伴う筋疲労を解析するのに有効で

あることが認められた。 

 また筋繊維の収縮の際に発生する圧波の一種で

ある筋音図（Mechanomyogram；MMG）２）による

疲労の解析についての研究の行われていることか

ら、今後は筋音図計測による筋疲労の解析も検討し

たい。 

【参考文献】 

１）長田晟：「筋放電スペクトルによる筋疲労の解

析」臨床脳波 vol.43,No.3,2001 

２）伊藤保志，赤滝久美，三田勝巳：「疲労に至る

持続性筋収縮における筋活動様式の変化」人間

工学 vol.33,No.3,1997 
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Drug Delivery System

       

Development of novel drug-delivery system by using a pulsed laser with microspheres ( )

Y. Umebayashi, Y. Miyamoto, M. Wakita and T. Nishisaka

Japan Advanced Institute of Science and Technology
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聴空間認識における体位条件依存性解析のための三次元音響実験装置の開発 
二口 聡*,**，中村 清実** 

*金沢星稜大学，**富山県立大学 

Development of three-D acoustic stimulator for the investigation of body positional effect 
on auditory spatial recognition 

Satoshi FUTAKUCHI*,**, Kiyomi NAKAMURA** 

*Kanazawa Seiryo University, **Toyama Prefectural University  

 

1. はじめに 

ヒトは自己と対象物の空間的な位置関係を正確

に認識することができる。空間認識において特に重

要となる感覚として視覚、聴覚、平衡感覚がある。

視覚と聴覚または視覚と平衡感覚の交互作用につ

いては幾つかの報告がされているが、聴覚と平衡感

覚に関しては十分な研究がなされていない。また、

聴覚空間認識実験の多くは、音源位置を被験者の水

平面内や前面に限定しており[1]、被験者の上下・左

右・前後を含む三次元的な空間認識能がどのように

変化するかについては示されていない。 

本研究では、平衡感覚が方向識別能と音源方向記

憶能に及ぼす影響を詳細に解析可能な三次元音響

実験装置の開発を行った。具体的には、被験者の体

位を調整し、平衡感覚や体性感覚の影響を解析可能

な実験装置とした。開発した実験装置と課題につい

て性能評価を行い、装置の有用性を検討した。 

 

2. 実験課題 

遅延見本合わせ課題のタイムシーケンスを図 1

に示す。遅延見本合わせ課題は、第 1 刺激(記憶刺

激)を記憶した後に第 2 刺激(比較刺激)を識別する

という課題であり、ヒト及び動物の空間認識能力に

ついて詳しく解明できると考えられる[2]。第 1 音が

任意の方向から呈示され、一定期間の遅延後、第 2

音が同一方向(一致試行)または異なる方向(不一致

試行)から呈示される。一致試行と不一致試行をラ

ンダムに取り混ぜた試行を繰り返し行う。この課題

において、被験者は遅延期間の間、第 1 音の音源方

向を記憶し、第 2 音と比較する。 

 

図 1. 遅延見本合わせ課題のタイムシーケンス 

3. 三次元音響実験装置 

図 2 に三次元音響実験装置の概略図を示す。実験

装置は刺激音の呈示を行う音刺激呈示装置(図左)と

実験制御を行う制御装置(図右)から成る。音刺激呈

示装置は、主にスピーカ、スピーカ取り付けフレー

ムおよびリクライニングシートから構成される。ま

た、制御装置は、主にノート PC(MN-390-X26、

SHARP)、デジタル I/Oボード(PIO-24W、I・O DATA)、

外部回路ボックス、およびテンキーから構成される。 

音刺激呈示装置には、被験者の周囲 12 箇所にス

ピーカを配置した。スピーカをフレームに取り付け、

上下の正六角形の各辺の中央になるように配置し

た。下平面のスピーカに被験者の右斜め前から反時

計回りに S1～S6、上平面のスピーカに S7～S12 と

番号を付けた。各スピーカにアンプを取り付け、刺

激音の音圧が全てのスピーカで一定となるように

調整可能とした。被験者の頭部が 12 個のスピーカ

の中心に位置する様、各スピーカをすべて被験者の

頭部に向けた。被験者は 12 個のスピーカの中央の

椅子に座り、S2～S8 間の中央を注視するという環

境下で実験を行う。被験者の使用する椅子は背もた

れの角度を 0～90°の間で段階的に変えることがで

き、スピーカを取り付けたフレーム全体もそれに伴

って回転する(図 2)。 
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図 2. 実験装置概要 

4. 制御プログラム 

制御プログラムは Object Pascal 言語である

Boland 社の Delphi で作成し、OS には Microsoft 

Windows 98 を用いた。このため Windows の標準音

声データ形式である wav 形式の音声データ、MIDI

形式の音声データ等を呈示刺激として使用可能で、

Windows 上での容易な実験制御が可能である。制御

プログラムは主に呈示するスピーカの決定、スピー

カへの出力、テンキーからの入力受付、実験データ

の表示と保存を行う。設定ウィンドウから、刺激音

の Beep 音・マルチメディアデータの選択、Beep 音

の周波数選択、呈示時間と遅延時間の設定、実験デ

ータの出力先の設定等を行うことが可能である。 

 

5. 性能評価 

三次元音響実験装置を用い、実際の被験者に対し

実験を行った。10 代から 20 代の健常男女 10 名に

ついて遅延見本合わせ課題を行った。体位条件は

90°とし、刺激音として 100Hz から 6000Hz の広帯

域雑音(白色雑音)を用いた。刺激音の呈示時間は

300ms とし、遅延期間は 2000ms とした。実験前に

個々のスピーカの音の大きさを音圧計で測定し、そ

れぞれ 82.0±1.0dB に調整した。 

全ての実験セッションにおいて、装置の制御とデ

ータの保存および解析が正常に行われた。被験者

10 名の基礎解析項目を平均した結果を図 3 に示す。

一致試行・不一致試行の識別率はそれぞれ 95.6％、

97.3％であり、高い値となった。また、両音識別率

は 63.6％となった。結果より、90°の体位条件では

被験者が音源方向の一致・不一致を容易に識別でき

ること、見本刺激と比較刺激の両方の音源方向を

60％以上の正答率で識別できることが示された。 

上記の他、数名の被験者に対し 45°、0°の体位条

件で遅延見本合わせ課題を行った。これらの実験に

おいても、全ての実験セッションで、装置の制御と

データの保存および解析が正常に行われた。 

 
図 3. 評価実験結果 

6. まとめと今後の課題 

本研究では、体位条件が音源方向識別能と音源方

向記憶能に及ぼす影響を解析可能な三次元音響実

験装置の開発を行った。開発した実験装置と課題に

ついて、体位条件 90°で遅延見本合わせ課題実験を

行った。その結果、実験セッションの制御とデータ

の保存・解析が正常に行われ、ヒトの聴覚空間認識

能を測定および解析可能であることが示された。 

今後の課題として、開発された装置を用い、ヒト

の聴覚空間認識能について詳細な解析を行うこと

がある。特に、被験者の体位条件を正座位(90°)から

仰臥位(0°)の間で段階的に変化させ、平衡感覚や体

性感覚情報の影響を解析することが必要である。 

 

参考文献 
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カラー画像における色欠落の補正 

中込 道也，大木 真，橋口 住久 

山梨大学工学部 

A Compensation method of the Color Lack in Color Images 

Michiya NAKAGOMI，Makoto OHKI and Sumihisa HASHIGUCHI 

Faculty of Engineering，Yamanashi University 

 

1． はじめに 

  近年，様々な用途でカラー画像を表示するディス

プレイが使われている．しかしこれらの機器では，

まれに液晶ディスプレイのドット欠けに見られる

ように，全ての色を表示できない画素が生じる現象

が起こることがある．これを以下では色欠落と呼ぶ． 
本研究では，色欠落する画素に対して信号を補正

することで，色欠落を視覚的に目立たなくする方法

を検討する． 
2．色欠落 

 色欠落とは特定の画素だけ特定の色が表示でき

なくなる現象である．これには次のような原因が考

えられる．R(赤)，G(緑)，B(青)の三つの色信号の中

で， 

(1) 特定の信号が最大値 255(常に点灯)，または最

小値 0(常に消灯)で固定される 
(2) 複数の信号が混合して，信号の値が常に同じに

なる 
 本発表では(1)の最大値で固定された場合につい

て検討する． 

3．補正の方法 

 図 1 に色欠落の補正のブロック図を示す． 
 色欠落した信号の補正は，まず補正，欠落後の色

信号 z と，本来の色信号 x の誤差を取り，評価関

数を用いて色の違いを評価し，その評価関数が最小

になるように補正を行う． 

  
                                  x 
                 出力   ＋ 

              c        z  － 
                                 e 
    

           

図 1．色欠落の補正の流れ 

 ここで人間の視覚は輝度に敏感であるという特

性を利用して，色の誤差の評価関数は輝度が本来の

画素にできるだけ近くなるようにする．ただし輝度

のみを本来の画素に近づけるとかえって目立つこ

ともある．そこで，輝度に対して補正を行った後，

色に関する補正も行う． 
本来の色信号 x と，補正，欠落後の色信号 z の

誤差 e をカラーテレビの信号伝送に用いられてい

る輝度信号 Y と色差信号 I,Q による YIQ 信号 
e  に変換する．変換式は次のとおりである 1)． 

[ ]TBGR xxx=x [ ]TBGR zzz=z

[ ]T
BGR eee=e =z-x             (1) 

 

ee

















−

−−=
















=

312.0523.0211.0

322.0274.0596.0

114.0587.0299.0

Q

I

Y

e

e

e
 (2) 

 変換後，まず輝度信号の誤差 Ye  の二乗を最小

にする．このとき誤差の最小値が 0 になる場合とな

らない場合があるのでそれぞれの場合について検

討する．例として xR=178,xG=66,xB=80 の画素を， 
(a) zB=255 (0 になる場合) 
(b) zG=255 (0 にならない場合) 
でそれぞれ欠落させたものを用いる． 
3.1．誤差の最小値が0 になる場合 

(a)の画素について zR，zG の値における輝度信号

の誤差 Ye  の分布を図 2 に示す．また， Ye  が 0

の等高線を太線で示す． 

     100
      80
      60
      40
      20
       1

-200

-100

0

100

200

-200 -100 0 100 200
 

図 2．xR=178,xG=66,xB=80 を zB=255 で欠落させた

画素の zG，zR の各値に対する Ye の分布 

 その等高線が zR，zG の取る範囲(0～255)である

第一象限をとおるので Ye  が 0 になる． 

 次にその等高線の第一象限の中で，色差信号の誤

差 QI ee ,  によるユークリッドノルム EIQ ができ

るだけ小さいものを選ぶ．EIQ は次のとおりである． 
22

QIIQ eeE +=  (3) 

 

色欠落 

色の誤差の評価関数 最小化 

x 
本来の色信号 

 補正 
zG 

zR 

60 
40 

1 

 49

日本エム・イー学会甲信越支部・北陸支部合同大会 (Aug. 2002)



3.2．誤差の最小値が 0 にならない場合 
 (b)の画素について zR，zB の値における輝度信号

の誤差 Ye  の分布を図 3 に示す．また， Ye  が 0

の等高線を太線で示す． 
     100
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0
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200

-200 -100 0 100 200
 

図 3．xR=178,xG=66,xB=80 を zG=255 で欠落させた

画素の zR,zB の各値における Ye  の分布 

 この場合等高線が zR，zB の取る範囲(0～255)で

ある第一象限を通らないので Ye  は0にならない．

Ye  が最小になるのは図 3 より zR=0，zB=0 のとき

である． 

 しかしこのようにして輝度誤差 Ye  を無理矢理

最小にすると色の違いが大きくなり逆に欠落が目

立つので，図 3 に点線の矢印で示したように輝度誤

差 Ye  をとって，色の違いを少なくする． 

4．補正の定式化 
 先に示した補正の方針に基づき定式化する．zR，

zG，zB のうち一つは欠落により固定されているの

で変数は二つである．例として zR が最大値 255 で

欠落している場合について考えると，式(1)，(2)よ
り，輝度についての式を求め，変形し， 

587.0
)(

587.0

114.0
)(

587.0

299.0 Y
GBBRRG

e
xxzxzz ++−−−−=   (4) 

とおく． 
 EIQ が極小(このとき最小)のときの zB を導出す

るために式(4)を式(3)に代入し，zB で微分して =0 
とおく．求めた zG，zB は次のようになる． 





+=

+−+=

YBB

YRGG

exz

exxz 51.1795.129509.0
      

 zG が最大値で欠落した場合は，
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exxz
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344.2928.342345.1
   (6) 

zB が最大値で欠落した場合は， 





+−+=

+=

YBGG

YRR

exxz

exz

194.152.49194.0
     (7) 

と表される． 
 しかし，これらの定式で補正を行うと，EIQ を最

小にする際にどちらかの色信号の値が負になる場

合がある．その場合は，例えば図 2の○の位置が EIQ 
最小であるときには，矢印で示すようにそこから最

も近い第一象限の値をとる． 

5．周囲の輝度を考慮した補正 
 ここまでは欠落した画素と，その本来の画素を比

較した検討を行った．しかし補正された画素は本来

の色に近い色になっても，周囲の画素と比較すると

かえって目立つ可能性がある．そこで本項では周囲

の画素も考慮する補正を検討する．補正の方法は次

のとおりである．本来の画素とその周囲の八つの画

素の合計九つの画素の中から，輝度が大きいもの，

小さいものをそれぞれ二つずつ取り除いた五つの

画素の平均値を取る．これを本来の画素と考えて補

正を行う． 
6．実験と結果 
 実際に画像を用いて補正と欠落の実験を行った．

使用した画像は，aerial の画像の右側 (本来は 
xR=154，xG=173，xB=160 の明るい画像)と，couple の
画像の背景部分(本来は xR=74,xG=62,xB=64 の暗い

画像)である．欠落は zR，zG，zB をそれぞれ最大値

255で欠落させたものである．例として図 4に aerial 
の画像の一点を zG=255 で欠落させ，欠落部分を拡

大した画像を示す．ほかの図は発表時に示す． 

           
   (a)             (b)            (c) 
図 4．aerial の画像の一点を zG=255 で欠落 

(a)本来の画像,(b)欠落した画像,(c)補正した画像 

7．考察 
aerial の画像については，青と赤が欠落した場合

は補正した画像のほうが補正前よりも目立たなく

なる．しかし，aerial の画像を緑で欠落させた場合

と couple の画像は目立たなくならない．緑が欠落

した場合はほかの色の欠落に比べて輝度の誤差が

大きくなることが原因で，couple のような暗い画素

では輝度を下げる余地がないことが原因である． 

 周囲の画素を考慮した場合は，画像によってはさ

らに目立たなくなる．しかし周囲の画素が変化しな

い画像では効果が無い． 

8．おわりに 
 欠落した画素を以上の方法で補正を行ったとこ

ろ，明るい画素であれば青や赤で欠落した場合は目

立たなくなるが，緑が欠落した場合や暗い画素では

目立たなくならない． 

今後はあらゆる画像に対応する補正の方法を考

えていく．また，信号が混合する場合の欠落につい

ても補正を行う．さらに，動画に対する補正を行い，

またパソコンのモニターのドライバに欠落の補正

のプログラムを直接組み込み，実際に欠落が補正で

きるようにする． 

文        献 

1)日下秀夫：カラー画像工学，121/122，オーム社，

東京(1997) 
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ＢＭＥコースにおける実習教育のための簡易型汎用生体信号計測システム 
島田 洋一*，Wiliam Weiner** ,  Jameel Ahmed**  and  Lee  Waite** 

*金沢工業大学，**ローズハルマン工科大学 

Handy and Versatile Biological Signal Instrumentation System for Educational Lab of BME Course 
Yoichi Shimada*，Wiliam Weiner** ,  Jameel Ahmed**  and  Lee  Waite** 

*Kanazawa Institute of Technology，**Rose-Hulman Institute of Technology. 

 

（３） ＵＳＢケーブルでコンピュータと接続 1. はじめに 
（４） 筐体前面には入力端子および出力端子の

み存在し，増幅器の利得調節は固定またはプ

ログラムで設定 

医歯薬系，理工系のＢＭＥ分野，看護系や心理学

系の大学教育に於いて生理学関連の実習が不可欠

であるが，日本国内では研究用の機材の流用や高価

な実習専用セットの導入，或いは様々な汎用機材を

組み合わせて対応しているのが実情である．アメリ

カではこの分野の教育に力が入れられており，多数

のメーカから各種の教育キットが提供されている．

今回アメリカの大学でＢＭＥ教育用実習教材の開

発に携わる機会を得たので，生理学実習用教育キッ

ト１および研究用機材としての応用について報告す

る． 

（５） １２ビットのＤＡ変換器を内蔵しており，

±５Ｖまでの任意の刺激電圧波形をユーザ

が設定しアイソレーション端子から出力 

（６） 外部への±５Ｖの電源を供給出来る２チ

ャンネルのＤＩＮコネクタ入力端子を持ち，

ユーザが自作した増幅器などの様々な周辺

装置を接続可能 

（７） 外部からのトリガ端子（ＴＴＬ）を持ち，

外部機器との同期を取った実験が可能 
2. 生理学実習用教育キット 

（８） 電源は１２Ｖであり，バッテリ駆動によ

るフィ－ルドでの利用も可能  今回使用した生理学実習用教育キットは大学の

学部レベルを対象としたものでコンピュータイン

タフェース，各種のセンサやトランスデューサおよ

びソフトウェアから構成され，一つのケースに収め

られる非常にコンパクト(AHK/214,CB Science Inc.)

なものである．特に教育目的のために様々な工夫が

凝らされ，極めて有用なシステムである． 

（９） フィルタの特性は計測対象に合わせてプ

ログラムで設定 

2.2. センサおよびトランスデューサの種類 

このキットには予め多数のセンサやトランスデ

ューサが用意され，それらは動物実験用と人間

を対象にしたものに大別される． 

2.1. コンピュータインタフェース 標本や動物実験を対象にしたものには酸素分

圧測定用電極，ガラス微小電極用プローブ，張

力検出器，変位検出器，神経線維束用チャンバ

ー，温度センサなどが用意されている． 

このインタフェースの容積は 172(W)63(H)276(D) 

(単位はｍｍ)で，重量は約 1.4 Kgと比較的小型で

堅牢な筐体に納めてある．ハードウエアとしては以

下の特徴を持つ． 人間を対象にしたものではプレスチモグラフ

用センサ，血圧測定用カフ，呼吸流量用スパイ

ロメータ，握力計用トランスデューサ等がある．

また脳波，心電図，筋電図などの生体電気信号

用にアイソレーション型増幅器に接続する２チ

ャンネル用電極ケーブルが用意されている． 

（１） サンプリング周波数の最大が１００ｋＨ

ｚの１６ビットのＡＤ変換器を内蔵 

（２） 入力は４チャンネルで，その内２チャン

ネルは光学素子を用いた１０００倍のアイ

ソレーション増幅器として使用可能 
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2.3. ソフトウェア(LabScribe, CB Science Inc.) 

このキットには取り込んだ波形表示や各種の演

算処理機能などを持った極めて使いやすいソフト

ウエアが標準で添付されており，基本的なデータ処

理はこのプログラムだけで行える．しかも画面上に

示されるダイアログボックスの内容から目的の処

理機能を選択するだけで実行できる極めて強力な

ソフトウエアである．動作環境は Pentium レベルが

動作するＰＣ上で Windows 98,ME,2000 のもとで

RAMは 32MB 以上，HDは 10MBの空き容量が必

要である．その主な機能は， 

（１） スクリーン上に取込波形を表示し，１本

あるいは２本の垂直カーソルを用いて各デ

ータ点の計測が容易 

（２） 用意されているウィンドウは，メイン，

解析用，ジャーナル，マーク用，プレビュー

用の５種類 

（３） 表示波形の時間軸に関する拡大・縮小を

アイコンの選択で簡単に実行 

（４） 解析用ウィンドウでは波形の反転，周期

の算出，積分，微分，心電図の解析および呼

吸の流量を求める関数等をマウスで選択し，

その演算処理結果を別のチャンネルにオン

ラインあるいはオフラインで表示 

（５） 記録データの保存，および波形データの

紙への印刷または各データの値を ASCII コ

ードまたは画像データのファイルして出力 

（６） ユーザがサンプリング周波数や各チャン

ネルの入力条件などを自由に設定 

（７） 内蔵の刺激装置からの波形は一定振幅の

連続あるいはバースト状のパルス列で極性

はユニポーラまたはバイポーラが選択可能

で，更に刺激電圧がステップ状または直流の

刺激波形をユーザが自由に設定 

（８） 外部トリガまたは取込信号波形によりス

コープモードで速い現象の観測が可能 

2.4. 実習教材および実習課題の内容 

このキットには印刷された実習指導書が添付さ

れ，しかもプログラム実行中にスクリーン上で参照

できるようになっている．またウェブ上に実習の補

足的な関連情報がリンクされていて指導書の足ら

ない分を補うなどの便宜を図っている． 

取り上げている実習課題は，動物実験主体にした

もの (AK/214)および人間を対象にしたもの

(HK/214,PK/214)があり，その項目には水生動物の

酸素消費量測定，ミトコンドリアの代謝，静止膜電

位と細胞外液のイオン組成，カエル座骨神経の興奮

伝導，反射と反応時間，カエルの骨格筋と心筋，ラ

ットの子宮筋，尿量調節および浸透圧調節，心電図，

心音，脈波，血圧，末梢循環量の測定，筋電図，脳

波，皮膚電気反射，皮膚温，自律神経の影響，呼吸

流量の計測など多岐にわたる． 

3. 研究用システムとしての応用 

 このキットにはガラス微小電極用プローブが付

属しており，静止膜電位の測定に関する実験指導マ

ニュアルも用意され電極抵抗の測定も簡単に行え

る．しかし細胞内に通電による色素の注入や活動電

位の詳細な解析には機能が不足している．そこで，

２台の負性容量増幅器型のガラス微小電極用前置

増幅器(M-3100,A-M Systems Inc.)２を用いて外部の

刺激装置からの制御信号にによるスコープモード

で２チャンネルの細胞内電位記録を行い，２つの神

経細胞の関係を調べる細胞内活動電位記録解析シ

ステムをこのキットで構築した． 

4. まとめ 

今回対象とした生理学実習教育用キットはハー

ドウェアの機能は最小限の計測用に必要なものを

組み込んであり，利得やフィルタの特性をソフトウ

エアで設定するので学生達が誤操作する心配はな

い．また付属のソフトウエアも様々な処理機能が盛

り込まれており，実習を進めながらレポート作成も

同時に行えるよう配慮してあり，基本的な生理学実

習教育の目的には十分であり，また研究目的にもあ

る程度対応が可能であると考えられる． 

 

5. 関連サイト 

1. http://www.iworx.com 

2. http://www.a-msystems.com  
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電気的インピーダンス心拍出量計測における最適スポット電極配置と精度評価 
○中西 基*、野川雅道*、田中志信*、山越憲一*、岡本明男* 
丸山美知郎**、高田重男**,中川原実***、諸江輝義*** 

*金沢大学工学部、**金沢大学医学部、*** (株)メディセンス) 
A feasibility study on quantitative measurement of cardiac output by the electrical impedance 

cardiography using a new spot-electrode array 
Moto NAKANISHI*, Masamichi NOGAWA*, Shinobu TANAKA*, Ken-ichi YAMAKOSHI*, Akio OKAMOTO* 

Michirou MRUYAMA**,Shigeo TAKADA** 
Minoru NAKAGAWARA***,Teruyoshi MOROE*** 

*Faculty of Engineering Kanazawa University,**Faculty of Medicine Kanazawa University, ***Medisense Corp 
 

1．．．． 緒言緒言緒言緒言 

電気的インピーダンス(あるいはアドミタンス)法
を用いた心拍出量計測は、非侵襲的かつ連続計測可

能な手法として、実計測においては一般的にテープ

電極による四電極法が用いられる。しかし、テープ

電極装着のわずらわしさ、電極装着に対する被検者

の不快感等や絶対値計測に関する問題を有してお

り、このような問題を解決すべく最適かつ、簡便な

電極配置法の確立が望まれている。 
そこで我々は、胸部でのインピーダンスマップを

観測することにより最適スポット電極配置につい

て検討を行った。更に、このスポット四電極法にお

ける電気的インピーダンス CO 計測法と侵襲的 CO

計測法の中でも比較的精度が良いとされる色素希

釈法との同時比較実験を行い、本法による COの絶

対値計測の信頼性に関して評価を行った。 

2．．．． 体表面電流分布計測実験体表面電流分布計測実験体表面電流分布計測実験体表面電流分布計測実験 

従来のテープ電極法及び我々が過去に提案してき

たスポット電極配置により通電を行い、そのとき電流分

布計測システムから得られる胸部での Z０マップ及び

ΔZマップの観測（8×4電極）を行った（図１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結果・考察結果・考察結果・考察結果・考察 

 

図１ マッピングシステム概要 
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図２ 胸部体表面における Zo及びΔZマップ計測例 
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図３A 理想 Zoマップ 

 

デルとの対応を評価す

が等間隔に並ぶ理

電用電極配置を検

れた部位に装着すれ

得られることがわかっ

あり、比較的装着が

ト電極を配置した（図

図３C スポット電極
図３B Kubiceket.al(1970)法 
による Zoマップ 

r=0.96 
r=0.95 

（理想 Zo マップとの相関係数：ｒ） 
るために、水平線に平行

想的な Zo マップを想定し、

討した結果、胸部から十

ば、胸部にて均一な電流

た。胸部から十分に離れ

容易である額と左膝関節

３C） 

法による Zoマップ 
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図５ ΔZマップと肺との解剖学的位置 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΔZマップ（図４）の計測からは血液駆出期におい

て正中近傍の鎖骨中央から剣状突起にかけて(図４点

線内)比較的一様な電流分布が得られた以外では、心

周期中において胸郭全体に対する円筒モデルの適用

が可能とみなせる一様な電流分布は得られなかっ

た。従来、心拍出量計測には体幹全体に対して円筒

モデルを適用しているが（図５上）、肺への血液循

環の影響を考慮すると肺への血液循環の影響を含

まない正中近傍における局所円筒モデル（図５下）

の適用が理想的なΔZマップとの比較、相関係数か
らも妥当であり、これを実現する為に、スポット電

極法を用いた正中近傍における計測が望ましいと

判断した。    
３３３３....心拍出量比較実験心拍出量比較実験心拍出量比較実験心拍出量比較実験    
心拍出量（CO）計測は色素希釈法（DDG アナライ

ザ (DDG-２００１ （株）日本光電製)と電気的インピーダン

ス心拍出量計にてスポット四電極法を用いて順次

計測し、両 CO計測値の比較を行った。被験者は健
常な男子学生とし、仰外位においてエルゴメータに

よる運動負荷時(25W、50W、75W)、及び負荷前後
安静時での比較計測を行った。 
結果・考察結果・考察結果・考察結果・考察    
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図４ ΔZマップ計測例 

（ｒ：理想ΔZマップとの相関係数±SD） 
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図８ 比較実験結果
胸郭全体ｒ=0.63±0.07 
ront Back 
プ電極法ともに相関係数が高い値が得

電気的インピーダンス法心拍出量計測

化への追従性が良いことが確認され、更

極法においては回帰係数も過去に報告
正中近傍ｒ=0.93±0.03 
Front Ba
プ電極法よりも高い値が得られたことよ

ピーダンス法心拍出量計測法による絶

いても大幅に改善された結果が得られ

な被験者に対して測定精度の確認を行

 

: 電気的インピーダンス法による循環諸量計測法 
と諸問題 , 循環器科 , 12(2) ,99-115 , 1982 
山越憲一：電流分布計測に基づいた電気的イン 
ピーダンス心拍出量計測用スポット電極配置、 
医用電子と生体工学、38(3)、238/245、2000 
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視覚系の明るさ順応に基づく高ダイナミックレンジ圧縮法 
蔵 幸子*，塚田 章*，佐々木和男** 

*富山商船高等専門学校，**富山大学 

High Dynamic Range Compression based on Light Adaptation in Visual System 
Sachiko ZO*, Akira TSUKADA*, Kazuo SASAKI** 

*Toyama National College of Maritime Technology, **Toyama University 

 

1. はじめに 

3 対数単位あるいはそれ以上に及ぶ高ダイナミッ
クレンジのシーンを 2対数単位程度のダイナミック
レンジをもつ CRTディスプレイに表示する場合，圧
縮せずにそのまま表示すれば明か暗のどちらかの領

域が飽和し，白とびや黒つぶれが生じる．線形変換

により圧縮すると明暗領域の飽和はなくなるが，全

体的にコントラストが低下し不鮮明になる． 
神経経路が伝送可能な情報量は CRT ディスプレ
イ同様 2 対数単位程度である 1)ことから，視覚系は

シーンの輝度情報を高ダイナミックレンジのまま大

脳へ送ることは不可能である．しかし，ヒトはこの

ようなシーンを比較的良好に見ることができる．こ

れには，視覚系における 1次ニューロンである網膜
錐体の明るさ順応機能が重要な役割を果たしている

ものと考えられる． 
本報告で我々は，視覚系における順応機能を模擬

したダイナミックレンジ圧縮法を提案する． 

2. 順 応 

順応とは，入射する光の強さに応じて感度（順応

レベル）が変化する現象である．本方法では次の３

種の順応を考慮する． 

(1)蛍光灯を注視した後，視線をそらすとその部分だ
け黒っぽく見える“残像”が生じる．これは網膜に

おいて，蛍光灯の光が入射した部分の感度が低下し

たことを意味する．この種の順応は局所的に生じる

順応といえる．以降，これを局所順応と呼ぶ． 
(2)照明された部屋でテレビを見ている時に照明が
消えると，テレビのブラウン管の輝度は変化しない

にもかからず，映像をより明るく感じる．これは周

囲が暗くなったことにより，映像が入射している部

分の感度が上がったことを意味する．つまり，視野

全体の平均的な明るさに対しても順応が生じると考

えられる．以降，これを平均順応と呼ぶ． 

(3)我々は心理物理実験により，明と暗の２つの領域
の境界付近の感度が，その他の部分と異なることを

報告した 2)．このことはある点の感度が周囲の明る

さの影響を受けて変化することを意味する．これを

周辺順応と呼ぶ． 

また，生理実験によれば，錐体の光応答特性は S
字型の特性曲線となる 3)．特性曲線のダイナミック

レンジは２対数程度であるが，動作点を移動するこ

と（順応レベルを変化させること）で見かけ上７対

数単位の光に応答することができる．我々は，各錐

体の順応レベルが上述の 3種の順応により変化する
ものと考えている． 

3. 処理手順 

まず，高ダイナミックレンジの画像 I(x, y)を作成
する．ディジタルカメラ(Fujifilm, DS-560)の EV値を
3 あるいは 4 ステップで変化させて撮影した複数枚
の画像をコンピュータ(Gateway, GX-550)に取り込み
合成した． 
錐体の光応答特性は，横軸が光強度の対数で S字

特性となる．そこで，Iを対数変換する． 

),(log),( 10 yxIyxL =   (1) 

各画素の順応レベルσ(x, y)を次式により求める． 

AvrAvryxFyxLwyx +−⊗= )),(),((),(σ  (2) 

ここで，w は局所順応と平均順応の影響の割合い
に関する定数，F は周辺順応を考慮するためのフィ
ルタ，Avrは画像全体にわたる Lの平均値， ⊗ はた
たみ込みを表す． 

S字型の特性曲線は，次の Naka-Rushtonの式 4)で

近似できるので，各画素の輝度値（対数）L と順応
レベルσを代入して，各画素の応答 Mを求める． 

),(),(

),(

1010
10),( yxyxL

yxL

yxM ασα

α

+
=  (3) 

ここで，αは特性曲線の傾きあるいはダイナミッ

クレンジに 関する定数である．αが大きいと特性曲
線の傾きが大きく，ダイナミックレンジは狭くなる．

生理実験によれば，αの値は 0.7から 1.0程度の値を
もつ．  
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Mは 0～1の値をとるが，シーンによっては Mの
最小値 Mmin，最大値 Mmaxはそれぞれ 0，1になると
は限らない．これを考慮して，最後に出力 Rをディ
スプレイの階調値 0～255に対応付けるため，線形変
換する． 

255),(),(
minmax

min

MM
MyxMyxR

−
−=  (4) 

4. 結 果 

 図１は実際のシーンの処理例を示す．室内から窓

越しに晴れた日の戸外を見る場合，室内の輝度は数

10cd/m2であるのに対して，窓の外は数万 cd/m2と

1000から10000倍の輝度比をもつ．図1(a)～(c)は，
それぞれ同じシーンを EV値 12.5，15.5，18.5で撮
影した画像を示す．絞りを固定した場合，(a)と(c)
のシャッター速度の比は 64倍に相当する． 
 図 1(d)，(e)は本方法による処理例を示す．フィル
タは，次のガウシアンフィルタを用いた． 

)40/)(exp()40/(1),( 2222 yxyxF +−= π  (5) 
中心から 40 ピクセルはなれたところの係数は，中
心の値の 0.368倍の広がりをもつ．また，α=1.0と
した．図 1(d)は平均順応を優先した場合（w=0.5）
で，室内と戸外のコントラストが高い．図 1(f)は局
所順応と周辺順応を優先した場合（w=0.9）で，室
内と戸外のコントラストは低い．図 1(e)はその中間

（w=0.7）である．ともに(a)～(c)で生じた白とび，
黒つぶれはほとんどない． 
5. まとめ 

本報告で我々は，局所順応，平均順応，周辺順応

の３種の順応機能と錐体が S字型の光応答特性をも
つことを考慮して，高ダイナミックレンジ画像のレ

ンジ圧縮を試みた． 
今後，ヒトが実際にそのシーンを見た場合をどの

程度模擬できているのか，また，パラメータの検討

などを心理物理学的な手法を用いて，客観的に評価

する必要がある． 

6. 参考文献 
1) Barlow HB: Critical Limiting Factors in the Design 

of the Eye and Visual Cortex. Proc. R. Soc. Lond., 
B212: 1-34, 1981 

2) 名畑久典，塚田 章，馬場欣哉，佐々木和男：
明暗順応の空間的特性に関する心理物理学的研
究．第 16回生体･生理工学シンポジウム論文集，
85-88, 2001 

3) Valeton JM, van Norren D: Light adaptation of 
primate cones: an analysis based on extracellular 
data. Vision Res., 23: 1539-1547, 1983 

4) Naka KI, Rushton WAH: S-potentials from 
luminosity units in the retina of fish (Cyprinidae).  
J. Physiol., 185: 587-599, 1966 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)EV=12.5で撮影した画像．   (b) EV=15.5で撮影した画像．    (c) EV=18.5で撮影した画像． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(d) w=0.5．           (e) w=0.7．           (f) w=0.9． 
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図 1 撮影画像(a)～(c)と本手法によるレンジ圧縮画像(d)～(f)．(d)～(f)は，すべて(5)式のガウシアンフィル
タを用い，α=1.0とした． 



日本エム・イー学会甲信越支部・北陸支部合同大会 (Aug. 2002) 

 57

ヒドラを用いたバイオアッセイのためのヒドラ触手長の算出 

毛利信浩*，塚田章*，竹山幸治**，花井一光***，佐々木和男** 

*富山商船高等専門学校 **富山大学 ***京都府立医科大学 

 
Calculation of Tentacle Length for Hydra Bioassay 

Nobuhiro Mouri* Akira Tukada* Kouji Takeyama** Kazumitu Hanao***, Kazuo Sasaki** 

*Toyama National College of Maritime Technology, **Toyama University, *** Kyoto Prefectural University of Medicine 

   

 

1. はじめに 

生理活性物質の微量定量や、水中の化学物質の毒

性評価などに腔腸動物ヒドラの形態変化を用いた

バイオアッセイが行われている 1）。画像処理技術を

応用してヒドラの形態変化を自動識別することが

できれば、簡便で客観的な計測を行うことができる。

我々はヒドラの形態変化を画像処理技術によって

自動的に判別するシステムの検討を進めてきた 2)。 

ヒドラの触手長は形態変化を判別するための重

要な特徴量である。これまでヒドラの細線化画像を

用いて触手長を算出していたが 1 部の触手が重な

っている場合触手長は実際の長さより短くなる傾

向があった。今日、我々は触手の重なりを考慮した

触手長を算出する手法について検討を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

     （a）          (b)  

  

 

 

 

 

 

(c)           (d) 

図 1 ヒドラの触手算出手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2(触手の算出法) 

数字はラベルする数を表している 

 

2. 方 法 

図１はこれまでの触手算出手順を示す。図 1(a)は

原画像。1(b)は 2 値化し細線化した画像。図 1(c)は

胴体部抽出処理後の画像である。従来は赤のピクセ

ル数をカウントして触手長としていた。図 1(d) に

おいて緑丸は触手の端点、黄丸は触手が重なる分岐

点を示す。黄丸から胴体までの部分は実際は触手が

複数本あるのにもかかわらず 1 本分しかカウント

されない。 

図 2 は触手の算出法を説明する模式図である。算

出法はまず、端点からスタートして、分岐点(三叉

路)が見つかるまで 1 をラベルする。この手順をす

べての端点において行う。 

次に三叉路の分岐点において、2 本がラベルされ

て（L1,L2）残りの 1 本がラベルされていない場合、
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残りの 1 本に L1+L2 をラベルする。これをすべて

の分岐点について行う。 

最後にラベルされている数をすべてたした値を触

手長とする。 

 

3. 結 果 

 

  
(a) 原画像 

 触手長：409 ピクセル 
  

 
(b) 細線化画像（従来法） 

 触手長：306 ピクセル 

 
(c) 本研究の画像 

 触手長：409 ピクセル 

 図 3 処理例 

 

図 3 はヒドラ画像に本報告の手法を用いた処理

例である。図 3(a)は目視により人が触手に沿って赤

い線を描いたもので、触手長は 409 ピクセルとなる。

この値を真値とする。図 3(b)は重なりを無視し触手

を求めた場合で触手長は 306 ピクセルとなる。図

3(c)は重なりを考慮した本手法で触手長は 409 ピク

セルとなり、真値と一致した。 

   

      表 1 算出法の比較 

 

表１は 30 枚のヒドラ画像に対し実行した結果を

示す。左側の従来の手法では 82.0％、重なりを考慮

した手法では 96.0%と、より真値に近い値となった。 

4. まとめ 

正確な触手長を得るために、触手の重なりを考慮

した触手長算出法の検討を行い、従来行っていた重

なりを考慮しない手法より真値に近い値になった。 

5. 参考文献 

1) Manabe Y, Yamazaki H, Fukuda C, Imoue K, 

Fushiki T, Hanai K: Suppression of 

S-methylglutathione-induced tentacle ball 

formation by peptides and nullification of the 

suppression by TGF-beta in Hydra. Chemical 

Senses, 25: 173-180, 2000 

2) 竹山幸治，塚田 章，馬場欣哉，佐々木和男，

花井一光：直接像及び鏡像を利用した線状物体

の3次元形状復元 .2001年電子情報通信学会総

合大会, 114, 2001 
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骨芽細胞様細胞に与える重力負荷の影響

山下敦*，宮本裕一*,**，二宮禎*，伊藤卓*，脇田政嘉*，西坂 剛*

*北陸先端科学技術大学院大学，**新エネルギー・産業技術総合開発機構

Influence of Hypergravity on Osteoblast-like Cells

Atsushi YAMASHITA*, Yuuichi MIYAMOTO***, Tadashi NINOMIYA*,

Taku ITO*, Masayoshi WAKITA*, Tuyoshi NISHISAKA*

* School of Materials Science, Japan Advanced Institute of Science and Technology ( JAIST ) ,** New Energy and Industrial

Technology Development Organization ( NEDO )

 

1. 　　　　ははははじじじじめめめめにににに

　スペースフライトや長期の寝たきりによる骨組織

への荷重負荷の減少は，著しい骨量の低下を誘発し，

逆に軽度の運動による骨組織への荷重負荷は，骨形

成を促進する[1]．In vitro においても，骨芽細胞様

細胞に対する重力負荷は，骨基質タンパクである

Type1collagen の合成および骨型 ALP 活性を上昇さ

せ，骨形成に対して有効に作用することが報告され

ている．しかし，骨形成過程の最終段階である石灰

化を指標とした重力負荷の評価は報告されていない

[2]．本研究では，骨形成において主な働きを担っ

ている骨芽細胞に，力学的刺激因子としての重力を

負荷した際の応答を，石灰化基質の産生の観点から

評価することを目的とした．

2. 　　　　方方方方　　　　法法法法

　骨芽細胞様細胞は，4 週齢の SD 種ラットの大腿

骨骨髄より採取した未分化間葉系細胞を分化させた

ものを使用した[3]．抽出した骨髄内の未分化間葉

系細胞を 5 日間初期培養することで骨芽細胞様細胞

に分化させ，6穴プレート(Iwaki)に 0.5×105 cells/well

播種した．骨芽細胞様細胞の播種後 48 時間より，

重力負荷を開始した．遠心分離機(Sakuma/RSL-05A)

のチャンバー内温度は常に 37℃を保った． 20G，

40G，80G の 3 段階における重力負荷を 10 日間(4

時間 /日 )継続した後，X 線分析顕微鏡 (XGT-

2000V/Horiba)により Ca および P の分布観察を行っ

た．また，ICP 発光分光分析法により Ca および P

の濃度を定量的に測定した．

3. 　　　　結結結結　　　　果果果果

　重力を負荷した骨芽細胞様細胞の増殖率は

Control 群のそれの約 24~40%に低下した．しかし，

重力負荷群の Caおよび Pの分布量は，Control群に

比して有意に高いものとなった．また，ICP 発光

分光分析法による測定から，重力負荷群における培

養 dish 底面の Ca および P の濃度は Control 群のそ

れの約 20~26倍に増加した．

4. 　　　　ままままととととめめめめ

　重力負荷は，ラットの骨髄由来の骨芽細胞様細胞

の増殖を抑制するものの石灰化基質の産生量を著し

く増加させた．こうした結果は，従来，各種酵素活

性および Type1collagen などのタンパク発現を促す

とされてきた高重力環境が，最終的な骨基質の形成

に対しても有効に作用することを示すと考えられる．

5.　　　　参参参参考考考考文文文文献献献献

[1] A. W. Goode, P. C. Rambaut.

　　Nature, 317 : 204-205,1985

[2] J Gebken, B Luders, H Notbohm,et al

   J Biochem, 126 : 676-682, 1999

[3] C Maniatopoulos, J Sodek, A H Melcher

   Cell Tissue Res, 254 : 317-330, 1988
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上肢運動中の高周波加速度成分              
○瀧澤正樹*  米澤義道* 青木朗**  伊東一典*  橋本昌巳*  

*信州大学工学部情報工学科  **信州大学医療技術短期大学部 

        The higher frequency acceleration component in the movement of an upper limb 
Masaki TAKIZAWA*, Yoshimichi YONEZAWA *, Akira AOKI**, Kazunori ITOH*,Masami HASIMOTO*  

*Department of Information Engineering, Faculty of Engineering, Shinshu University         

**Department of physiology , School of Allied Medical Sciences, Shinshu University 

1. はじめに 

 障害者のリハビリテーションにおける運動機

能の評価は，触診や視診が中心に行われており定

量的な動作機能分析は十分に行われていない． 
 我々は上肢についての評価方法のひとつであ

るＳＴＥＦに準拠して、運動中の加速度からの新

しい評価法を検討していたところ、基本運動成分

の他に、比較的高周波の加速度成分の存在を見出

した。これを運動の滑らかさの評価指標として捉

え、今回は健康人の運動機能の左右差の評価に適

用した結果を報告する。 
 

2. 実験方法 

運動は手の横直線移動に限定した。被験者は図

1に示すようにアルミレール上をスムーズに動く

小型の台を握り左右に移動を繰り返す。台には小

型加速度センサー（ ANALOG DEVICES：

ADXL202）が複数取り付けてあり限定された運

動方向及びこれと直交する方向の加速度を計測

する。データはパソコンに取り込み、加速度信号

を基本に演算処理を行った。 

図 1運動制限レール 

3. 実験と結果 

図２にある被験者（右利き）の左右運動における

加速度波形を右手、左手について一往復を示した。

波形の中央部は折り返し時点である。左右の極性の

違いは運動の起動方向が異なるためである。波形は

双方ともに基本的な往復運動にともなう加速度成

分の他に高周波数成分が含まれていることがわか

る。この成分はレールの摩擦や引っ掛かりによるも

のでないことを確認している。 

-10

-5

0

5

10

15

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
time[s]

加
速

度
[m

/s
2 ]

右手

左手

図 2:加速度の波形 

図 3 a,bは両者の波形のＦＦＴスペクトルで
ある。これよりこの左腕の運動には右に比べて

より多くの高周波数成分が含まれていること

がわかる。この傾向は数十人についての計測で

も同様の周波数帯に見られた。 
上記スペクトルから得られる加速度信号の

周波数帯を１０Ｈｚ以下と１０Ｈｚ以上４０

Ｈｚまでに分けてその実効値を左右について

比較してみた。図４は１０Ｈｚ以下即ちほぼ左

右運動の基本運動成分の加速度実効値（1.8秒
平均）についての左右の結果である。被験者は

a~dが右利き、e,f が左利きである。この情報
では運動速度がそのまま加速度レベルに影響

する可能性もあり左右差の解析は難しい。 
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図 3.a加速度の FFT解析(右手) 
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図 3.b加速度の FFT解析(左手) 
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図 4運動中の加速度の実効値 

図 5 は同一の加速度信号の１０～４０Ｈｚ帯の
加速度成分の左右比較である。またこの結果を左右

成分について基本成分割合としたものを比で表す

と図 6のようになる。これでは、被験者個々につい
て非利き手についての値が利き手に比べて加速度

成分が大きく現れており、このことは、非利き手の

運動が利き手の運動よりスムーズさに欠ける事を

示している。この傾向は他の数十人についても同様

でありその平均値は(非利き手／利き手)は 2.1dbで
あった。 
この成分は基本運動の加速度の１０～２０％の

振幅で且つ１０Ｈｚ付近に中心を持つために運動

中眼では観察されない 
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図 5運動中の高周波加速度の実効値 
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図6右手高周波数成分に対する左手高周波数成分 

 

まとめ 

上肢の運動中に観察された高周波加速度成分は

視覚的に認められない運動のぎこちなさを表して

いるものと思われ、それが利き手、非利き手の左右

差として現れたことは今後の運動の評価に寄与で

きそうである。 

通常リハビリテーションの目標は健常なもう片

方の機能であるが、機能の左右差はこの場合知って

おく必要がある。見いだされた高周波加速度成分が

この指標や機能回復過程の評価項目になり得るか

発生の原因追求とともに今後検討していきたい。 
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Bone formation by pulsed-laser irradiation in unloading rats

 under vitamin K2 and 1α-hydroxyvitamin D3 supplements

Taku Ito, Atsushi Yamashita, Tadashi Ninomiya, Masayoshi Wakita, Tsuyoshi Nishisaka

Japan Advanced Institute of Science and Technology
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ＡＳＳＥＴを用いた頭部ＭＲＤＳＡの高速化に関する検討 
中田安浩*，松本敬子*，安達木綿子*，堀 正明**，大久保 敏之***，熊谷 博司***，荒木 力*  

*山梨医科大学放射線科，**山梨県立中央病院放射線科，***山梨医科大学放射線部  

Time-Resolved MR Digital Subtraction Angiography of the Head Using ASSET 
Yasuhiro Nakata1, Keiko Matsumoto1, Yuko Adachi1, Masaaki Hori2 , Toshiyuki Okubo1 , Hiroshi Kumagai1, Tsutomu Araki1       

1 Department of Radiology, Yamanashi Medical University, 2 Department of Radiology, Yamanashi Prefectural Central Hospital  

 

 

1. はじめに 

 ASSET (=Array Spatial Sensitivity Encoding 

Technique) は、位相エンコードを複数の受信コイル

で分割し k-space の充填を高速化する撮像方法．従

来のシーケンスのさらなる高速化の方法の一つと

して，期待されている．頭部では，循環時間が短い

ため，造影MR angiographyである 2D MRDSAでは

高時間分解能を必要とする．そのさらなる高速化の

ため，この撮像法に ASSETを応用することに際し，

プレスキャン等の基礎的検討を行った． 

2. 方法 

使用装置は，SIGNA MR/i CV/NV ver 8.3 1.5T 
SR150(GEYMS )で，撮像シークエンスは
asset-mrdsa，使用コイルは Cardiac phased 
array Coil， 
撮像パラメータは以下のものを使用した．

TR/TE/FA : 5.8/1.6/60゜ , FOV: 28cm, RBW: 
62.5kHz, Matrix: 512x192, slice 
Thickness:50mm．得られた画像を Advantage  
Workstation ver 3.1 に転送し、subtractionを
行った．Injectorは，根本杏林堂のソニックショ
ット５０を用い，20 倍に希釈した Gd キレート
剤をチューブ（直径 1.2mm）に充填，subtraction
前の画像から ROIを取り計測した． 
 以下の項目に従って検討した． 
1.受信コイル配置による信号変化と分布測定 
 1-1 Cardiac phased array Coil (4ch)使用時の
画像不均一性 
2.reference scanの適正化 

 2-1 Scan Plane と  reference scan encode 
directionの適正化 
 2-2 reference scan での slice thickness/gap 
の適正化 
 2-3 matrix , NEXの適正化 
3. reduction  factor : 1~ 0.25 での SNRの測
定 

3. 結果 

Cardiac Coilの使用によって HEAD Coilと同等な

FOVが得られた． 

reference scan は折返しのアーチファクト対策と

して直行方向に撮像を行う必要があった． 

reference scan の matrix数， slice厚は減じても問

題なかった． 

reduction factor が 0.25の場合，折返し対策として

FOVを２倍にする必要があった． 

直行方向の scan に近い幾何学的設定再構成時エ

ラーの低減に寄与した． 

4. 結語 

ＡＳＳＥＴを使用することで，SNR をある程度

保った頭部 2D MRDSAの時間分解能の向上が可能

であった． 
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無侵襲局所組織代謝計測法の開発無侵襲局所組織代謝計測法の開発無侵襲局所組織代謝計測法の開発無侵襲局所組織代謝計測法の開発無侵襲局所組織代謝計測法の開発 ----- 近赤外光を用いた血中酸素飽和度計測近赤外光を用いた血中酸素飽和度計測近赤外光を用いた血中酸素飽和度計測近赤外光を用いた血中酸素飽和度計測近赤外光を用いた血中酸素飽和度計測 -----

　人間の生命活動には酸素が必要不可欠である。し

かし、酸素は生体内における蓄積がほとんど不可能

なため、生体組織への酸素供給は一刻も欠かすこと

はできない。そのため、組織酸素濃度の連続測定は

医療上重要な意味を持ち、他の測定値と組み合わせ

ることで、より多くの生体情報を導出することがで

きる。また現在、無侵襲的な方法で、動脈血酸素飽

和度計測には吸光光度法を用いたパスルオキシメー

タが認められているが、組織の活動などを考慮する

際には、動脈血酸素飽和度計測だけでは不十分とい

える。そこで、静脈血酸素飽和度計測と組み合わせ

ることができれば、組織の活動状態を知るパラメー

タが計測可能になると考えられる。我々はこれらを

背景に代謝計測実現を目的とし、組織を下図のよう

なモデルと仮定。そこに Fick の式を適用させた。

1 .1 .1 .1 .1 . 緒 言緒 言緒 言緒 言緒 言

また別の指標としての代謝率も考慮し、この式に含

まれる各パラメータ、特に動・静脈血酸素飽和度計

測実現を目指す。
組織血流量 q

VO2
・

酸素消費量

組織

・

・

　　酸素流入量

 q・k・[Hb]・SaO2

　酸素流出量 

q・k・[Hb]・SvO2

DO2

・

図 1. 組織モデル図

V
•

O2 : 組織酸素代謝量 (ml/min/100g)

組織血流量 (ml/min/100g)q :
k : 1.34(ml/g)

[Hb]: ヘモグロビン濃度 (g/ml)

SaO2 : 動脈血酸素飽和度

SvO2 :静脈血酸素飽和度

VO2 
・

DO2 
・

==
q ⋅ k ⋅ [Hb]⋅ (SaO2 − SvO2)

q ⋅ k ⋅ [Hb]⋅SaO2 SaO2

SvO21 −

Fickの式 V
•

O2 = q ⋅ k ⋅ [Hb]⋅ (SaO2 − SvO2)
酸素代謝量:

酸素代謝率:

2 .2 .2 .2 .2 . 光拡散理論によるシミュレーション光拡散理論によるシミュレーション光拡散理論によるシミュレーション光拡散理論によるシミュレーション光拡散理論によるシミュレーション

図 2. 光拡散理論

本研究では図２で示されるような光拡散理論を用い

て測定された反射光強度より動、静脈血の酸素飽和

度を計測する。

　図2の様に、ある一様な光学特性値(吸収係数μ
a
、

等価散乱係数μ
s
’)を持つ半無限媒質の表面一点に連

続的に光を入射し、距離ρだけ離れた同じ半無限媒

質の表面にて散乱光を検出する事を考える。図2の

モデルにおいて、光拡散方程式の解より、距離ρに

おける散乱反射光強度�:�I
ref

(ρ)が次式にて得られる。

また、Z
0
,Z

b
は光学的に求められる係数である。

µ µ µeff a s= 3 '
r z1 0

2 2= + ρ r z zb2 0
2 22= + +( ) ρ

I z
r

e

r
z z

r

e

rref eff

r

b eff

reff eff

( ) ( )( )ρ
π

µ µ
µ µ

= +








 + + +
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1
2

1
0

1 1
2 0

2 2
2

1 2

-�(1)

　一方、酸素飽和度(SO
2
)計測には、脈波成分(又は

静脈血の変動成分)を利用し、二波長を用いることに

より、各波長の吸収係数μ
a
を上式(1)から算出し二

波長分光法にて求める事ができる。

式(1)を用いて、LEDからの距離、組織内血液存在比、
動、静脈血存在比、散乱係数などの変数を持たせ、酸
素飽和度変化における吸収係数の変化を考慮した校
正曲線のシミュレーションを行った。その結果及び
センサの小型化、散乱係数による影響を考慮し、試
みた中で最適と思われる波長の組み合わせ（750/
830nm)及びLEDとPDの距離（約5mm)を決定した。
以上のように設定、配置したセンサと駆動回路を製
作し、シミュレーションによる理論校正曲線の評価
実験を行った。

3 .3 .3 .3 .3 . 理論校正曲線評価実験理論校正曲線評価実験理論校正曲線評価実験理論校正曲線評価実験理論校正曲線評価実験

3.1 実験プロトコル　実験は健常男性５名(21 ～ 24

歳)を被験者とし、指尖部に動脈酸素飽和度の真値を

する Ohmeda 社製パルスオキシメータと本センサ

を取り付けて行った。静脈酸素飽和度は手首近辺の

静脈から留置針により動脈酸素飽和度値が安定した

時点で採血し、血液分析器 OSM3(ラジオメータメ

ディカル A/S 社製）により計測した。

川崎寛一　野川雅道　岡本明男　田中志信　山越憲一
　金沢大学　工学部

µ µ µλ λ λ
a aHbO aHbSO SO1 1

2
1

22
1= ⋅ + ⋅ −( )

µ µ µλ λ λ
a aHbO aHbSO SO2 2

2
2

22
1= ⋅ + ⋅ −( )

照射光
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PD : Photo Diode
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Development of a noninvasive tissue oxygen consumption measurement method

 based on the near--infrared spectroscopy

Hirokazu�Kawasaki�,�Nogawa�Masamichi�,�Okamoto�Akio�,�Shinobu�Tanaka�and�Ken-ichi�Yamakoshi

Faculty�of�Engineering�,�Kanazawa�University
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また低濃度酸素（FiO
2
:10,15%)を吸引することによ

り酸素飽和度を変化させた。

本センサ : λ1 =750、λ2=830nm

LED-PD間距離 : 5mm

パルスオキシメータ(Ohmeda社製)

採血

センサ
駆動回路

tHb
HbO2 SAT
HbCO
MetHb
O2ct

               　　OSM3 

ラジオメータメディカルA/S社製

図3.in�vivoによる評価実験プロトコル

3.2結果及び考察　実験結果を次の図4(a)(b)に示す。
グラフの丸プロットが実験データを表している。図
４において、動、静脈血酸素飽和度計測値が理論校
正曲線に収束する傾向がる結果となった。また、グ
ラフ中の破線にてBeer-Lambert法による理論曲線を
示したが、実験と光拡散理論とは異なる結果となっ
た。以上の結果より、光拡散理論に基づくシミュ
レーションによって校正曲線が予想され、動、静脈
血の酸素飽和度計測が可能である事が示唆された。
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図 4(a). シミュレーション及び実験結果

図 4(b). シミュレーション及び実験結果

4 .4 .4 .4 .4 . 酸素代謝計測実験酸素代謝計測実験酸素代謝計測実験酸素代謝計測実験酸素代謝計測実験
4.1　実験プロトコル　実験は座位にて、前腕部に

本センサと組織血流量計測装置RSG(ラバーストレ

インゲージプレチスモグラフ:EC5R�PLETHYS-

MOGRAPH�Hokanson 社製)を装着して行った。

また酸素代謝量を変化させる為にハンドグリップ

(10,15kgf)を用いて運動負荷を与えて行った。被験

者は健常男性 6 名(21 ～ 24 歳)について行った。

4.2　結果および考察　　全被験者の平均値を図 6

に示す。グラフの縦軸は、酸素代謝量VO
2
(ml/min/

100g)、代謝率 VO
2
/DO

2
(%)で、横軸が %MVC

(Maximam�Voluntary�Contraction:�最大随意筋収

縮)を表す。

図6.全被験者の結果(平均値)

　実験結果から、50%MVCの負荷において、安静時

と比べ有意差が認められる。(p=0.05)どちらのパラ

メ ー タ も 増 加 し て い る 結 果 と な っ た 。 一 方

30%MVC�の負荷においては酸素代謝率が有意差が

認められず(p=0.7)、ほとんど変化していない結果と

なった。それに対して、酸素代謝量は増加の傾向が

みられ、循環生理学で報告される、30%MVC程度の

弱い負荷では血流量が増加し、酸素飽和度にはほと

んど変化が見られず、50%MVC 程度の強い負荷で

は、血流量の増加と、酸素飽和度の減少が見られる

という傾向を捉えている結果だと思われる。

5 .5 .5 .5 .5 . 結 言結 言結 言結 言結 言

　単一センサにて動・静脈血酸素飽和度計測が可能

であることが示唆され、それにより組織活動の指標

の一つである酸素代謝量および代謝率が計測可能で

あることが示唆された。

　以上より今後は計測回路の精度向上、そして新し

い局所血流量計測原理考案が上げられる。
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5-aminolevulinic acid Zinc protoporphyrin IX
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Zinc ion delivery into cells by laser induced stress waves
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 体内植込み型装置における共振型通信方式 
―受信プローブと検出方法の改良― 

三上信弘*，牧野秀夫**，佐藤栄一***，前田義信**，石井郁夫* 
*新潟大学大学院自然科学研究科，**新潟大学工学部，***新潟工科大学情報電子工学科 

 
１． はじめに 
 近年の医療技術の進歩，LSI 技術の発展によるマ
イクロチップの開発により，今後，情報機器を生体
内で使用することが多くなると考えられる．このよ
うな情報機器は体内に植込まれるため，メンテナン
ス，動作確認，プログラム変更を行うための低消費

電力通信機能が必要となる ． )3~1

上記通信機能を実現する為の一方法として，我々
は体内外に LC 共振回路を配置し，体内共振回路に
おける特性変化を体外共振回路で検出する共振型通
信方式の研究を進めてきた．その結果，現在までに
縦方向距離 65mm，横方向距離 53mm の範囲で双方
向通信が可能となっている ．しかし，人工関節，
人工感覚器，人工義肢など様々な医用機器に本通信
方式を採用するにはさらに広い通信範囲が必要であ
る．そこで今回は，通信可能範囲 100mm を目標と
して，従来，一つであった信号受信用体外共振回路
を二つ使用した場合の受信感度変化を基礎実験によ
って確認し，通信範囲拡大の可能性について検討し
た．ここでは実験結果の概要を述べる． 

)5,4

２． 方法 
２．１ 共振型通信方式 
 体外通信部（受信プローブ）は搬送波出力用送信
コイルと体内共振回路の特性変化を検出する体外共
振回路から構成される．一方，体内通信部は，体内
共振回路とアナログスイッチから構成される．変調
方式は，雑音や生体での減衰を考慮した場合 PSK方
式や FSK方式が有効であるが，内部装置の部品点数
を減らす事による低消費電力化から回路構成が簡易
な ASK方式を採用する． 
通信方式の概要を図 2に示す．まず，体外装置か
ら体内装置へキャリア信号を送信する．このとき，
体内装置側のアナログスイッチが導通状態（以下，
ON）の場合は，装置内部の共振回路は短絡され，体
外側の受信コイルに誘起される電圧はほとんど変化
しない．次にアナログスイッチが開放状態（以下，
OFF）の場合，内部の共振回路が作動して，体外と
体内とのコイル間相互インダクタンスにより体内コ
イルに電圧が誘起される．そのため，体外からの送
信エネルギが体内で吸収される形となり，結果的に
体外側の受信コイル電圧が減少する．この ON，OFF
時の電位差を検出する事により体外装置側では体内
装置からの送信データを取得する事が可能となる． 
２．２ 受信コイル配置 
従来，体外装置側のプローブでは受信コイル一つ
を使用し電位差の検出を行ってきた．しかし，通信
距離が長くなると搬送波成分に比較して電位差が非
常に小さくなり，電位差検出が困難となる．そこで
今回は差動トランスの原理を用い，送信コイルから
等距離の位置に受信コイルを二つ設置し各受信コイ

ルの差分を用いて電位差検出を行う 6)．この方法で
は体内共振回路が OFF の場合は各受信コイルには
搬送波成分のみが誘起されるため，その差分出力は
ゼロとなり，ON の場合は体内共振回路からの距離
に応じて各受信コイル間に電位差が生じ，その差分
出力は結果的に搬送波成分の無い信号電位差のみと
なる． 

 
図 1 共振型通信方式の概要 

２．３ 実験方法 
1）電位差測定 
実験回路を図 2 に示す．まず，送信コイルから

23mm 離して上下対象に受信コイルを設置する．次
に体内装置のアナログスイッチに擬似データとして
2.5KHzの矩形波を入力する．搬送波周波数を 84KHz
～107KHz まで変化させた時に差動増幅回路より出
力される矩形波の電位差を計測し，最大値を記録す
る．次に，受信コイルと体内コイル間の距離を徐々
に離し，出力される矩形波の最大電位差を計測する．
実験に使用したコイル，コンデンサのパラメータを
表 1に示す． 
2）心電図転送 
 図 2の差動増幅回路の出力をパーソナルコンピュ
ータへ入力する．次に，体内装置のアナログスイッ
チ制御端子に ECGデータをA/D変換して入力する．
そして，体外送信コイルに入力する搬送波周波数と
コンパレータ閾値を手動で変化させながら，通信が
可能である，最大コイル間距離を計測する． 

 
図 2 実験回路図 

 
表 1 使用したコイルパラメータ 

コイル L[mH] N[turn] r[mm] Φ[mm] C[pF] f[kHz]

送信コイル 8.8µH 10 80×80 2     

受信コイル 1 34.2 600 28×53 0.115 71 98.7 

受信コイル 2 35.4 600 28×53 0.115 68 98.3 

体内コイル 3.4 200 28×53 0.115 820 96 
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３． 結果 
電位差測定結果を図 3に示す．また，図 4，5及び

6にコイル間距離 13mm，搬送波周波数 97KHz時の
受信コイル，絶対値回路，LPFの波形をそれぞれ示
し，擬似データと差分回路後の波形を図 8に示す．
図 3の横軸は受信コイルと体内コイルの距離，縦軸
は最大電位差である．また，図 4，5，6，7は上段が
受信コイル 1，下段は受信コイル 2の波形である． 
図 3に示すようにコイル間距離が離れるにつれ最
大電位差も減少している事がわかる．電位差が最大
となったのはコイル間距離が 17mmの場合で 4.2 
Vp-pであった．また，コイル間距離 100mmの場合
の最大電位差は 0.15Vp-pであった． 
次にコイル間距離 100mm時の心電図転送結果を
図 8に示す．1）が A/D変換器に入力した ECG信号
であり，2）がパーソナルコンピュータからの出力信
号である．エラーの無い通信が可能であった最大コ
イル間距離は 110mmであった． 
４． まとめ 
 共振型通信方式における通信範囲を拡大させ，コ
イル間距離 100mm での通信を可能にする事を目的
に，差動トランスの原理を応用し，従来一つであっ
た体外受信コイルを二つ使用した場合の，通信範囲
拡大について検討を行った．その結果，コイル間距
離 100mmの場合においても 0.15 Vp-pのシリアル信
号出力を得る事ができ，心電図転送実験によりコイ
ル間距離 110mm において，エラーの無い安定した
通信が可能である事を確認した． 
 今後の課題は通信に最適な搬送波周波数及びコン
パレータ閾値の自動決定方法について検討を行う事
である． 
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図 3 コイル間距離と最大電位差の関係 

 
図 4 受信コイル出力信号 

  （上段：受信コイル１，下段：受信コイル２） 

 
図 5 絶対値回路通過後の信号 

 
図 6 LPF通過後の信号 

 
図 7 擬似データと差分信号 

 
1）A/D変換器に入力した ECG信号 

 
2）パーソナルコンピュータの出力波形 
図 8 心電図転送における入出力波形 
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開放型 MRI を用いた上腕骨と肩甲骨の任意の位置・姿勢の推定 
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1. はじめに 

肩関節は，ヒトの体で最も可動域が広い．また，

その構造も複雑である．そのため，肩関節には，ス

ポーツによる障害が発生しやすい．その障害による

疼痛は，安静時ではなく，ある特定の姿勢や運動中

の負荷により発症することが多い．障害の診断には，

X 線による 2 次元画像や，X 線 CT や MR 装置など

の 3 次元画像が用いられている．しかし，X 線 CT
や MR 装置は，機器の制約により測定可能な肢位に

制限がある．そこで近年，様々な肢位で肩関節を計

測できる開放型 MR 装置を用いて，診断が行われて

いる．しかし，比較的新しい方法であるため，肩関

節における 3 次元運動評価法が確立されていない

という問題がある． 
そこで，本研究では，肩関節に関する診断を支援

するために，開放型 MR 装置を用いた肩関節の 3
次元的運動評価法の開発を目指している．本研究の

目的は，レジストレーション法 1-3)を用いて，上腕

骨と肩甲骨の胸部に対する位置と姿勢を推定する

ことである． 
 

2. 肩関節運動の推定 

2.1. 3 次元骨形状データの構築 
開放型 MR 装置を用いて，任意の姿勢における，

肩甲骨関節窩周囲と上腕骨頭の断面像を撮影する．

この断面像から上腕骨と肩甲骨の輪郭を抽出し，骨

の 3 次元輪郭形状を再構成する．n 個の異なる肢位

で，開放型 MR 装置で上腕骨と肩甲骨を計測し，骨

形状を再構成する．各肢位における上腕骨と肩甲骨

の形状データを運動データと呼び，それぞれ Mh,i，

Ms,i (i=1,2,...,n)で表す． 
開放型 MR 装置の撮像領域の制限から，上腕骨と

肩甲骨の形状全体を，一度に測定することは困難で

ある．そこで，X 線 CT を用い，肩甲骨と上腕骨を

計測し，基準形状データを作成した．この上腕骨と

肩甲骨の基準形状データをそれぞれRh，Rsで表す． 
任意の肢位における，胸部の位置は，X 線 CT と

MR で撮像可能な胸部マーカを用いて決定する．基

準形状データ，運動データ共に，胸部マーカ位置を

骨と同様に再構成する． 
2.2. 座標系の設定と座標変換 
胸部に対する上腕骨と肩甲骨の位置と姿勢を推

定するために，次の 4 つの座標系を設定する．1)CT
座標系，2)MR 座標系，3)胸部座標系，4)骨座標系． 

CT 座標系ΣCTと MR座標系ΣMRは，それぞれ CT
画像，MR 画像上に設定する．胸部座標系は，基準

形状データと運動データの胸部マーカ位置に設定

し，それぞれΣ

動データにおける胸部位置Σ’
t,i を基準形状データ

の胸部位置Σt へ，レジストレーション法 1-3)を用い

て一致させる．上腕骨と肩甲骨の骨座標系は，共に

基準形状データの骨特徴点を用いて設定し，それぞ

れΣh，Σsで表す(図 2, 図 3(a))．  
図 2 に設定した座標系と座標変換を示す．胸部に

対する上腕骨と肩甲骨の位置と姿勢は，それぞれ以

下の座標変換の合成で求めることができる． 
 T’

h = T’
h,h・Th・I   (1) 

 T’
s = T’

s,s・Ts・I   (2) 
ただし，I は恒等変換を表している．T’

h,h，T’
s,sは，

基本形状データと運動データからレジストレーシ

ョン法を用いて推定できる． 
 

3. 実験 

被験者は，肩関節に異常のない健常男性 1 名(年
齢:22 歳)とした．胸部の位置を検出するために，X
線 CT と MR 装置で撮影可能な長方形状のマーカ 
(ゲルマーカ，アルケア(株))を，第 7 頚椎棘突起，

胸骨上切痕に貼付した．運動データの計測には，開

放型 MR 装置(Magnetom Open, Siemens, Germany)を
用いて，被験者の右肩を計測した．測定時の姿勢は
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仰臥位とし，撮像面は横断面，スライス間隔は

1.17mm とした．測定した姿勢は，安静時下垂位と，

側方への 90°挙上の 2 つとした．基準形状データ

の計測には，X線 CT 装置(SOMATOM plus4, Siemens, 
Germany)を用いた．撮像断面は横断面，スライス間

隔は 2.5mm とした． 
骨形状の抽出，運動解析ソフトウエアは，Matlab

（The MathWorks, Inc., USA）を用いて開発した． 
 

4. 結果 

安静下垂位と外転角 90°のときの上腕骨と肩甲

骨の姿勢を表 1 に表す．上腕骨座標系Σh の x 軸，y
軸，z 軸に対して右回りの回転を，後方挙上，外転，

内旋とした．肩甲骨座標系Σsの x 軸，y 軸，z 軸に

対して右回りの回転を前傾，上方回旋，水平内転と

した．  
表 1 推定した上腕骨と肩甲骨の姿勢 

 

5. 考察・まとめ 

開放型 MR 装置を用いて，胸部に対する上腕骨と

肩甲骨の位置と姿勢を 6 自由度推定する方法を開

発した．実験から推定された上腕骨と肩甲骨の姿勢

は，従来の報告 5)と比較して妥当な値であった．肩

甲骨の運動を胸部に対して評価するには，胸部座標

系の設定が不可欠である．しかし，本研究では開放

型 MR 装置の撮像範囲の制約から，胸部を完全に撮

影することができなかった．そこで，CT と MR 装

置の両方で撮影可能なマーカを用い，胸部の位置を

決定した．これにより，胸部に対する，上腕骨と肩

甲骨の位置関係が推定可能となった． 
今後の課題は，レジストレーション法により推定

された位置と姿勢の定量的誤差評価と，肩甲骨面上

の挙上運動の測定・解析，接触域推定である． 
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図 1 胸部座標系の設定方法 

 

 
図 2 胸部に対する上腕骨と肩甲骨の位置と姿勢 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3 マーカ貼付位置とOpen MRIによる計測風景 
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VEPを用いた光源間位置情報入力方式 
○ 岡島 正和*，米澤 義道*，伊東一典*，橋本昌巳*，荒井 善昭**，牛山喜久*** 

*信州大学工学部情報工学科，**近畿大学工業高等専門学校，***信州大学医療技術短期大学部  

A gazed position data input method using VEP. 

Masakazu OKAJIMA *, Yoshimichi YONEZAWA*, Kazunori ITOH*, 

 Masami HASHIMOTO* Yoshiaki ARAI** and Yoshihisa USHIYAMA*** 

*Department of Information, Engineering Faculty of Engineering, Shinshu University 

**Department of Electrical and Information Engineering, Kinki University Technical College 

***Department of Physiology, School of Allied Medical Sciences, Shinshu University 

 

1. はじめに 

肢体不自由者のコミュニケーション手段として

ＶＥＰ（視覚誘発脳波）を利用する希望メニュー特

定システムを検討している。従来の方式ではメニュ

ーの数だけの光源をそれぞれ異なった連続点滅モ

ードで駆動する必要があった。しかしメニュー数が

多くなるとメニュー面は明るくなりＶＥＰの雑音

レベルが上昇し、特定精度も低下する問題があった。

そこで刺激点が視野の中心から離れるにしたがっ

てＶＥＰが単調に低下する特性を用いて、二個の光

源間の任意位置を注視することによって得られる

ＶＥＰの解析から、同位置を算出する方式を試み、

この手法によるメニューボードの可能性を示した。 

 

2. 実験方法 

実験は暗室シールドルーム内で行った。光刺激パ

ルスはＬＥＤによって作成した。ＶＥＰの計測は比

較的大きな VEP 出力が安定に得られる後頭部の中

心部に設置した単一電極で行った。得られた単一パ

ルスの応答をパソコンに入力して複数回加算平均

してその傾向を捕らえた。 

 

3. 実験結果 

図１に RGBと白色ＬＥＤ刺激による単一パルス
光に対するＶＥＰ応答の典型例を示す。応答は２０

回の加算平均によるものである。眼の位置でのいず

れの光源の等価照度も 0.5lux程度である。 
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各色により、それぞれ反応が異なることがわかる。

中でも白色 LEDによる VEP応答は潜時(刺激から
応答までの時間)が比較的短く、反応が 0.5 秒以下
と比較的短いことから白色 LEDを用いることとし
た。 
図２は光源を注視状態から徐々に右へ視線をそ

らしていった場合のＶＥＰ出力レベルの変化であ

る。図の点線は雑音レベルを示している。ＶＥＰ出

力の低下は視野中心刺激時を最大として中心から

１５度付近まで単調な低下を見せるが、それ以上外

側では雑音レベルに埋もれてしまう。ここでの

VEP 応答は図 1 における負ピークから正ピークま
でのレベル差とした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2 VEP応答の視線そらし角度依存性 

 
前図の結果を基に、眼の前方の正面から左右 6度
づつ離れた位置に LED 光源を置き、視線方向と 2
つの光源による VEP応答を測定した。図 3は右の
LEDによるVEP応答レベルによる左の同レベルの
比を視線方向の関数として示したものである。これ

から視線方向と VEPレベル比が一義的に定まり、
注視方向の推定が可能である。 

 

4. まとめ 

光源間の視線方向を VEP 応答のレベル比から求

め、推定する手法の可能性を示した。しかしＶＥＰ

反応のレベルの不安定性から光源間に多数のメニ

ューを設定するまでには至っていない。また計測も

多数回のＶＥＰ反応の加算平均を取っており時間

を要する段階である。今後安定したＶＥＰレベル比

の計測手法と高速化を課題としたい。 

 

5. 参考文献 
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不快感を及ぼす区間での映像の動きベクトルの時間周波数解析 
南保 洋子*，木竜 徹*，板東 武彦**，小林 直樹*** 

*新潟大学大学院 自然科学研究科，**新潟大学大学院 医歯学総合研究科，***NTT東日本 

Time-Frequency Representation of Motion Vectors during a Section where Images induced 
Discomfortable Feeling 

Yoko NAMBO*, Tohru KIRYU*, Takehiko BANDO**, Naoki KOBAYASI*** 

*Graduate School of Science and Technology, Niigata University 
**Graduate School of Medical & Dental Sciences, Niigata University, ***NTT east 

 

1. はじめに 

今日，様々なサイズ，分解能，フレームレートの

映像が氾濫し，不快感のある映像を目にする機会が

急速に増加した．本研究では，大画面映像視聴時の

多変量生体信号と映像の動きベクトルとの相関関

係を調べ，さらに，動きベクトルの時間周波数解析

を行い，映像の特性について動きの観点から定量的

に表現する方法を試みた． 

2. 方 法 

2.1. 実 験 

被験者は，50-71 歳の生活習慣病（高血圧，糖尿

病等）の男性 5名，女性 1名と 52-71歳の健康な男

性 5名である．被験者には大画面の映像を視聴して

もらい，同時に心電図，血圧，呼吸，発汗，血流を

計測した[1]．映像刺激として，動きの激しい乗り物

に搭載されたカメラで撮影した体感映像を用いた． 

2.2. 解 析 

心電図，血圧，呼吸を主成分分析し，さらに主成

分得点時系列の時間周波数解析を行い,自律神経系

に関連がある周波数帯域（0.03-0.15Hz）を調べた[1]． 

一方，映像の特徴として画像圧縮の際に用いる動

きベクトルに着目した．画面内の部分的な動きを表

すローカルな動きベクトル[1]と画面全体（カメラ）

の動きを表すグローバルな動きベクトルを用いた．

グローバルな動きベクトル（ズーム，パン，チルト）

はボトムアップ的なアプローチ[2]から算出した． 

さらに，各生体信号の時系列と動きベクトル成分

時系列との相関係数 r の時間変化を求めた.ここで,

区間長 900 point，シフト長 1 point とした.さらに,

特徴のみられた区間について動きベクトルの時間

周波数解析（Wavelet変換）を行った． 

3. 結果・考察 

マウンテンバイクの映像視聴時の血圧と主成分

得点に自律神経系と関連があると思われる0.1Hzの

周波数成分を観測し,ローカルな動きベクトルと相

関があることを過去に報告した[1].今回は，被験者

が気持ち悪さを感じ，さらに発汗の増加がみられた

マウンテンバイク，バイクレース，ボブスレーの映

像について解析を行った． 

生体信号と動きベクトルの相関係数とその区間

における動きベクトルの時間周波数解析結果を示

す．Fig.1はグローバルな動きベクトル，Fig.2はロ

ーカルな動きベクトルである．グローバルな動きベ

クトルは 0.5以上の相関係数を示し，特にズームは

3 つの映像すべてにおいて相関が強かった．一方，

ローカルな動きベクトルでは，映像によりばらつき

はあるものの，左右より上下の動きの方が相関の強

いセグメントが多かった．また，中心より遠景周辺

部分の相関が強かった．このことから，映像の遠景

部分と上下成分が強く生体に影響を与えていると

考えられる．また，グローバルな動きベクトルから

映像と生体の関係をおおむね判断することができ

るが，ボブスレーのように映像によってはローカル

な動きベクトルを用いる必要がある．さらに，時間

周波数解析結果から，8-14Hz の激しい振動から急

に 0.5-2Hzのゆっくりとした振動に変化したときに

相関が強くなっている．また，2-4Hzの成分が観測

されたときにも相関が強くなっている．このことか
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ら，急激な周波数の切り替えと特定の低い周波数成

分が生体に影響を与えている可能性がある．さらに，

この区間の映像はカーブシーンなどであったこと

から，予測に反して急に映像が変化したため,視覚

情報と体性感覚情報との間にミスマッチが起こり，

不快感が生じたものと考えられる[3]． 
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Fig. 1. グローバルな動きベクトル（ズーム）の  
時間周波数解析結果 

4. まとめ 

大画面映像視聴時の多変量生体信号と映像の動

きベクトルとの相関関係を調べ，相関が強い区間の

動きベクトルの時間周波数解析を行った．その結果，

相関が強い区間での動きベクトルの周波数成分は，

8-14Hz から 0.5-2Hz への変化，または 2-4Hz の成

分を含んでいた．このことから，動きベクトルの特

定の周波数成分が生体に影響を与える可能性があ

る． 
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Fig. 2. ローカルな動きベクトルの時間周波数  
解析結果 

6. 参考文献 

[1] 南保洋子，小林直樹，伊藤尚人，木竜 徹，板

東武彦,“映像の動きベクトルと多変量生体信号と

の関係”, 信学技報，MBE2001-75, Oct. 2001. 

[2] 秦泉寺久美，石橋 聡，小林直樹,“カメラモー

ション抽出によるスプライト自動生成”，電子情報

通信学会論文誌(D-Ⅱ)，J82-D-Ⅱ, 6，pp.1018-1030, 

1999. 

[3] 中川千鶴, 大須賀美恵子,“VE 酔い研究および

関連分野における研究の現状”，日本バーチャルリ

アリティ学会論文誌, vol.3, no.2, pp.31-39, 1998. 



日本エム・イー学会甲信越支部・北陸支部合同大会 (Aug. 2002) 

無線 LANを用いたフィールド実験支援システムによる 
スキー運動のスナップショット評価 

坂橋 伸吉*，木竜 徹*，牛山 幸彦**，守屋 貴於***，水野 康文*** 

*新潟大学大学院自然科学研究科，**新潟大学教育人間科学部，***ヤマハ発動機 

Snapshot Assessment of Skiing by the Field Experiment Support System using Wireless LAN 
Shinkichi SAKAHASHI*, Tohru KIRYU*, Yukihiko USHIYAMA**, Takao MORIYA***, Yasuhumi MIZUNO*** 

*Graduate School of Science and Technology, Niigata University 

**Faculty of Education and Human Science, Niigata University 

***Yamaha Motor Co., Ltd. 

1. はじめに 

長時間の繰り返し運動では様々な時間スケール

の生体機能が存在している．この点を考慮し，限ら

れた時間幅での計測データからその時点での運動

機能を知るには，筋活動，自律神経活動等をスナッ

プショット的に評価する方法が好ましい．そこで,

無拘束でいつでもどこでも計測できるような無線

方式で制御される計測装置，様々な時間スケールの

運動機能を考慮するためのイベントに関連した計

測と評価，短時間の計測データからその時点での状

態を評価するための多変量信号の取り扱い等につ

いて検討した. 

 

2. フィールド実験 

スキー運動実験は妙高高原池の平温泉スキー場

で行った．ゲレンデの全長は 1364m である．対象

としたスキー運動は 1 日の中で連続的にトライア

ルを行う繰り返し運動である．ひとつのトライアル

は約 10分のリフト搭乗（休息），約 5分のスキー運

動（準備と運動とを含む）の合計約 15分からなる．

1日の実験で午前中に約 7回のトライアル，約 1時

間半の昼食休憩をはさみ，午後に約 7回のトライア

ルを行った． 

その際，リフト搭乗時では，搭乗後から 10 分間

の心電図を計測した．スキー運動中では，運動開始

前の 1分間，スキー運動時の 3分間，運動終了後の

1分間での計 5分間の表面筋電図および心電図を計

測した．なお，被験筋は左右前脛骨筋と外側広筋で

ある [1]． 

 

3. フィールド実験支援システム 

IEEE802.11b規格の転送速度 11Mbps無線 LANを

用いたフィールド実験支援システムの概念を図 1

に示す． 

Wireless LAN

database

evaluation
analysis

measurement

Internet Camera

無線アクセスポイント

Field Experiment Support Center

データ転送

カメラ映像

解析データ

 
図 1 フィールド実験支援システムの概要 

 

3.1. 計測装置 

被験者にストレスを与えずにいつでもどこでも

生体信号を計測するため，無線制御方式の計測装置

を開発した．計測装置は最大 6chの無線制御生体信

号増幅器，トランシーバ，バッテリ，A/D 変換 PC

カード(DAQCard-700，National Instruments 製)，ノ

ートブック PC(LibrettoSS1010，東芝製)からなる．

被験者はこれらの装置をリュックサックに入れ，ス

キー運動を行った．ここで，計測開始のトリガ信号

を無線により送信することで計測が開始する様に

し,被験者の精神的負担を軽減した．  
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3.2. Field Experiment Support Center (FESC) 

スキー運動終了後に無線 LAN を用いて計測した

データを約 80m離れている験者側のノート PCで受

信し，さらに図 2 のような LAN 接続された PC で

迅速に解析を行えるようにした．これによって，1

回のトライアルが終了するたびに解析結果を求め

ることができ,さらにデータベース化された過去の

実験データとの比較を行いながらフィールド実験

を進めることができた．また，インターネット接続

可能なカメラ（WebCam，富士通製）を用いること

で，スキー運動中の被験者の活動を確認した． 

 

図 2 Field Experiment Support Center 

 

4. 結果と考察 

スキー運動終了後に，計測装置から 17.5MBの計

測データを約 5分で被験者側のノート PCに転送し

た．その後，リフト搭乗中の 10 分間に FESC 上で

評価指標を推定することで，計測データの確認，被

験者の運動機能の変化などを迅速に把握できた． 

ここでは，受信計測データを従来の方法[1]を用い

て解析し，個々のターンでの短い時間スケールの筋

活動関連情報と，トライアル毎に求めた比較的長い

時間スケールの自律神経系関連情報との関係につ

いて探った． 

フィールド実験として 1 日にわたるスキー運動

をスナップショット的に評価するため，スキー運動

時においてスキー運動開始から 60sec付近での筋活

動に注目した．スキー運動開始から 60sec付近は斜

面が緩斜面から急斜面に変わる場面であり，この時

点をイベントとして,心拍変動，筋活動を多面的に

評価した．例えば,図 3 のように筋活動の指標であ

る表面筋電図の瞬時周波数（IMPF）と運動開始か

ら 60±10sec 間での自律神経系の指標αLFとの散布

図をトライアル毎に随時作成した．これによって，

トライアルが進行する毎にαLFは上昇し，IMPFは低

周波数帯域に集中が明らかとなった．これは疲労の

特徴を示していると考えられる [1]． 

 

図 3 各トライアルでのαLFと IMPFとの散布図 

 

このようにひとつのトライアル終了毎に計測デ

ータを解析し，表示することで随時被験者の運動機

能の状態を把握でき，さらに表示方法を変えること

で様々な運動に対応できることが可能となった． 

 

5. まとめ 

無線 LAN を用いたフィールド実験支援システム

を構築し，迅速にフィールドで計測されたデータの

解析を行った．この支援システムを用い，解析結果

をトライアル毎に随時表示することで円滑にフィ

ールド実験を行うことができると考えられる． 
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A Flexible Distributed Computing System and Its Application for

Selecting A Suitable Artificial Neural Network

Zhihui WANG, Tohru KIRYU, Keisuke SHIBAI, and Shinkichi SAKAHASHI

Graduated School of Science and Technology, Niigata University

 

1. Introduction

This study is an Internet-based programming and computing

solution that is designed to solve a number of problems

occurred in current signal processing technology field. Some

signal processing problems take too long time to obtain results

and can’t be used in real-time application conveniently.

Moreover, some signal processing problems, such as

Multivariate-Time Scale signal processing, are not convenient

to be analyzed in one local computer. We studied distributed

computing technology to solve these problems, and proposed a

flexible distributed computing (FDC) system by which it is

very easy to add needed computing components at anytime.

In this paper, we bring forward the FDC system that

sets arbitrary numbers of distributed objects to help

solving signal processing problems. All distributed

objects take the real computing tasks. Every distributed

object can have common and different attributes that are

various with each other. Distributed computing

technology coupled with a powerful communications

infrastructure divides today's still monolithic

client/server applications into self-managing

components, or objects, that can interoperate across

disparate networks and operating systems.

2. Methods

The proposed system used a three-tier Client/Server

architecture as its infrastructure. Multitiered structure can be

used to solve some problems of client- and server-side

processing that make system upgrades hardly [1]. Three tiers

are composed of a front-end tier, a middle tier, and a back-end

tier. Like typical multitiered structures, the front-end tier is a

client application tier and resides on the end-user computers.

The middle tier is the Central Server and consists of the web

servers to serve up static contents and the application servers

to serve up dynamic contents. Unlike typical multitiered

structures, the back-end tier is a distributed object server, not a

database server. This system doesn’t use any database, but

only realized a little data storage application.

We have developed the FDC system that mainly uses

Java-based technologies. In this system, actual computing is

operated in the distributed object server tier. It is responsibility

for the distributed object server that guarantees the validity

and quality of computing method. The Central Server takes

charge of receiving and transmitting user data, logic analysis,

and dealing with querying results. The distributed object

server can be implemented by different organizations. In this

way, the FDC system gains great flexibility. Figure 1 presents

implementation that supports the details for the FDC system.

Figure 1. FDC System implementation

Central server provides several services, which are at the

bottom level of the FDC system, to deal with higher-level

concepts, such as searching, computing, and upgrading. It is

easy to join others services to the Central Server developed by

other organizations.

The information of the Central Server and all the distributed

object servers, which is designed by XML language preserved

in an information library of Central Server. There are two

kinds of information in this information library: Public

Information and Private information. Public Information is
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used for multi distributed computing and is visible for all the

distributed object servers. Private Information, on the other

hand, is only visible for the specific object server, which

provide this information. In order to accommodate with this

kind of information design, the upgrading service in the

Central Server provides two upgrading methods: upgrading

Public Information that named Whole System Upgrade and

Upgrading Private information that named Individual Object

Upgrade. Especially, Individual Object Upgrade realizes

automation in the Central Server side and also gives sufficient

extensibility to each distributed object server for enhancing

the process ability.

3. Experiments and Results

To evaluate the effectiveness of the FDC system, we have

accomplished one experiment that was using a Neural

Network computing to analyze electromyogram and heart rate

time-series. The experiment was conducted on the intranet of

our research laboratory, which has 100 Base-T Ethernet

connections.

The aim of Artificial Neural Network (ANN) computing

experiment is trying to select a suitable “Neural Network”

from 25 structures for estimating the rating of perceived

execution (RPE) by ANN [2]. Figure 2 illustrates an example

of this actual implementation.

)n(
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)n(HR
)n(WL
)n(WL∆ m

ANN
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……
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Input
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Figure 2. Actual implementation method for
test of Neural Network.

We have taken two kinds of test schemes. One was

computing in one local computer that just as a normal way.

This computer was an advanced computer with high

computing performance (CPU Clock 1.7GHZ, Memory 1GB)

and named as <PRE>. The other one used the FDC system

that used several generic computers (CPU Clock

400MHZ-500MHZ, Memory 128-256MB) to perform

computing tasks.

Figure 3 shows the comparison of elapsed time of the two

test schemas. For the test schema by the FDC system, we have

carried out two experiments that were computing with 3

computers and computing with 4 computers. In Figure 3, the

middle curve is the result by using <PRE>, which was the

advanced computer. Obviously, it was faster than using

<PRE> when we use 4 computers together. We can imagine

that the computing speed will be improved much more by

adding more distributed object servers to help us computing.
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Figure 3. Results comparison of
Neural Network computing experiment.

4. Conclusions

With the rapid development of Internet, the way to make good

use of it for better works becomes a significant problem. This

study shows great ability to analyze long-time or

Multivariate-Time Scale signals by using the flexible

distributed computing (FDC) technology and taking the

Internet as transmitting structure. The FDC system could be

suitable for almost all the kinds of signal processing

algorithms. Furthermore, our proposed FDC system provides

flexibility and platform independent ability.
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皮膚水分モニター型痛み計の開発 
坂口正雄＊，西脇 稔＊＊，中島浩二＊＊，水野敏子＊＊＊，大橋俊夫＊＊＊＊ 
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Development of skin moisture monitor type visual analogue scale  
SAKAGUCHI Masao＊，NISHIWAKI Minoru＊＊，NAKASHIMA Kohji＊＊，MIZUNO Toshiko＊＊＊，OHHASHI Toshio＊＊＊＊ 

＊Nagano National College of Technology，＊＊SKINOS Co.Ltd.，＊＊＊Aichi Kokusai Hospital，＊＊＊＊Shinshu University School of 

Medicine  

 

１．はじめに  痛みの客観的定量化の試みは古く

から検討されてきた。痛みの程度を数量的に表現

する方法に視覚表現スケール (visual analogue 

scale VAS)が用いられている。VASは左端を痛み

無しの０、右端を 10 とした 10cm 長のスケールで

ある。VASによる痛みの数量化は世界中で使用さ

れ、信頼性、正確性、再現性に優れているといわ

れる(1)。我々は、10cm の長さの物差しに 0.5mm 間

隔で櫛形に電極を形成し、指先の皮膚による電極

短絡からその位置を数値表示するとともに皮膚抵

抗(皮膚水分)を表示する VASを開発した。 

２．皮膚水分モニター型痛み計   我々が開発した

痛み計のブロック図を図 1 に示す。金メッキ加工

した 5mm 間隔、長さ 10cm の櫛形 20 対の電極を

2ms 間隔でスキャンし、電位の大小比較を行い、

常に最高電位の電極位置を検出し、電極番号を

LCDに表示する。さらに、電極間が導通時を 100、

開放時を０として電極間を短絡する皮膚抵抗(皮

膚水分)を LCDモニターできるようにした。 

＋ V c cR

櫛 形 電 極

マルチプレクサ

A / D

マイクロ
コンピュ
ー タ

L C D

EPROM

図 １　痛み計ブロック図

０

10

３．動作特性  本装置は、単 4 乾電池(×2)を電源

とし、ポケットサイズで携帯が可能である。0～10

のスケールのきざみは 0.5、電極間の短絡時に流れ

る電流は 5μA である。0～100 の抵抗表示値 (単位

は％とした)と皮膚水分との関係を調べた (図 2)。

実験は、スケール値 5.5 の個所に様々な湿分状態

の右拇指指腹を当て、抵抗表示値を求めるととも

に、我々が開発した光学的皮膚水分計(2)を用いて

抵抗表示ごとに指腹の皮膚水分量を測定した。そ

の結果、図 2 に示すような回帰直線が得られ、抵

抗表示値は皮膚水分を反映していると思われる。 

４．まとめ  皮膚水分をモニター可能な新しい

VASを開発した。これによれば「冷や汗が出てい

る痛み」を表示できると思われる。今後、本装置

を看護士に提供し、実用試験を行う予定である。 
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