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二人の自由会話における自発性瞬目の同期に関する検討
川口 港 1， 百瀬 桂子 2
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緒言
人が日常的・不随意的に行う瞬目のうち，反射や眼球
湿潤によらない機序で生起するものがあり自発性瞬目と
呼ばれている．近年ではその自発性瞬目が認知状態を
反映していることを示唆する報告がなされている．例えば，
同一の映像を複数の被験者に繰り返し提示したところ，
その映像における特定のタイミングで高頻度に瞬目が生
起するといったものである 1,2)．一方で健全な対人コミュ
ニケーションがどのように規定されているかを明らかにす
る試みが，会話分析と呼ばれる研究分野においてなされ
ている．会話分析の枠組において，対人コミュニケーショ
ンにおける参与者の振舞を記述するための手法が提案
されている．その様な枠組みにおいて，社会的に対等な
立場で自由会話を行うと，話者の交替が起こる前の特異
Figure. Joint probability distribution for
的なタイミングで視線の交差がしばしば生起することが
cIBI and Time around utterance onset.
報告されており 3)，互いに話者の発話の終了を予測しな
がら円滑な会話がなされていることを示唆されている．し
結果
かしながら，このような自由会話において参与者の瞬目
がどのように生起するのかについては未だ明らかではな
本稿では本研究の趣旨に同意を得た 4 組(8 名)の本
い．そこで本研究では，二人の自由会話において，特に 学学生に対して解析を行った結果を示す．いずれの組
話者交替に着目し，参与者の瞬目の生起が話者交替の においても，参与者間の瞬目生起時間差の分散は安静
生起時刻に依存するか否かを調査することを目的とした． 時に比べて自由会話時の方が小さくなることが確かめら
れた．話者の発話開始時刻Tu[s]の前後 1.5sにおいて話
者-傾聴者間の瞬目時間差cIBIのヒストグラムを求めたと
方法
実験において被験者は互いに知己である二人を一組 ころ，-0.36≦Tu<-0.11 において僅かに傾聴者が先行す
とし，幅 90cmのテーブルに向かい合うように着座し，約 る形(0.17≦cIBI<0.5)での瞬目同期が比較的集中する
10 分間の自由会話を行った．その際話題を「学生生活 傾向が観測された(Figure)．
について」「休暇の予定」等として，ある程度統制した．ま
た自由会話の前後に対話を行わない状態で 3 分ずつ
結言
時間を設け，これを安静状態とした．これらの状態にお
二人の自由会話の遂行中における瞬目生起時刻を検
いて 2ch生体アンプMEG-5200(日本光電)を用いて垂直 出し，話者と傾聴者間の瞬目時間差を求めたところ，参
眼電図vEOG(以下EOG)をサンプリング周波数 1kHzに 与者の発話に先立って瞬目の同期が集中する結果が観
て記録した．EOGに対し基線除去，移動平均フィルタを 測された．本結果は自発性瞬目が自由会話において参
かけ 1)，閾値処理によって瞬目生起時刻を検出した．ま 与者間で共有された話者交替の予測を反映することを
たEOGと同期をとりつつビデオカメラにて音声付映像を 示唆しているものの，引き続き参与者の発話開始時刻の
収録した．収録した映像から，会話分析における話者交 検出を進め，その傾向の頑健性を確認する必要がある．
替システムの枠組に則り，参与者の発話開始時刻(Tu=0) 円滑な自由会話は人の柔軟な認知情報処理機構によっ
およびその時刻をターンの開始として，それに対応する て支えられており，本研究を通じてその神経基盤の理解
ターン終了時刻を各 20 回ずつ特定した．映像から得ら の促進への寄与が期待される．
れた分析結果と参与者の瞬目生起時刻列を照合し，話
参考文献
者と傾聴者の各瞬目生起時刻列を構成した．そして両
[1]
T.
Nakano
et
al.,
Proc.
Biol. Sci., 276(1673), 3635-44,
者の隣接する瞬目生起時刻の時間差を，cross Inter2009.
blink interal(cIBI)として算出した．その算出方法から，
cIBI>0 であれば傾聴者が先行して瞬目が生起したこと [2] T. Nakano et al., Proc. Natl. Acad. Sci., 110(2), 702-6,
2013.
になる．全ての手続きは関東学院大学人に関する研究
[3] 榎本, 伝, 社会言語科学, 14(1), 97-109, 2011.
倫理員会の承認のもと実施した(承認番号：人 2014-4-3)．

日本生体医工学会 生体信号計測・解釈研究会 53-2

選好課題中の視線停留時間の検討
吉田 杏奈 1, 百瀬 桂子 2
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主観的評価を伴う選好判断では，眼球運動に特徴が
あることが指摘されている． Shimojo らは視線の位置
から画像を見ている尤度を求めることで，選択された
画像への視線の偏り（視線のカスケード現象）を明ら
かにした 1)．また高橋・渡邊は，対象に関心がある場
合，画像呈示初期にも視線の偏りが生じることを示し
た 2)．我々も対象に関心がある場合の眼球運動を測定
し，時間をかけて意思決定を行った場合(反応時間が 3
秒以上)において，画像呈示初期の視線の偏りを確認し
た．このことより，情報処理過程の違いによって反応
時間が変化することが示唆された 3)．一方， Glaholt
らは，画像ごとの視線停留時間を分析し，視線の偏り
を検討している 4)． 今回，既報 3)の眼球運動測定値に
ついて，視線停留時間の分析を行い，関心の高さと男
女差による影響を検討したので報告する．

とから最後の dwell が視線のカスケード現象に影響し
ていると考えられた（図１）．Last2 の停留時間は，
腕時計画像では男性の方が女性より長かった．女性の
Last2 の停留時間は，ウエディングドレス画像の方が
腕時計よりも長かった．これより，関心と男女差によ
る眼球運動の特徴は Last2 に現われることが示唆され
た．高橋・渡邊 2)および既報 3)では，画像への関心が
高い場合，画像呈示直後に視線が偏ることが示されて
いるが，今回 First，First1，First2 すべてにおいて，
選択された画像への視線停留時間が長いという傾向は
確認できなかった．既報 3)と同様に，早く意思決定を
行った場合(反応時間が 2 秒以内)と時間をかけて意思
決定を行った場合(反応時間が 3 秒以上)について分け，
同様に分析を行ったが，その場合も有意な差は得られ
なかった． このことから画像呈示直後の短時間の視線
の偏りは停留時間には現れないことが示唆された．

2.

4.

方法

実験方法については既報 3)に詳しく述べているため，
ここでは要点のみを示す．被験者は 20〜26 歳の男女各
13 名を対象にした．視覚刺激として，男性の方が関心
の高い男性用腕時計の画像と女性の方が関心の高いウ
エディングドレスの画像をそれぞれ 34 種類(17 組)用
いた．被験者には，左右の画像を自由に見比べてもら
い，より魅力的な画像を選択させた．その際，眼球運
動をサンプリング周波数 50Hz で記録した．
視線停留時間の分析については先行研究を参考に 4），
ある画像を注視し,視線がその画像から外れるまでの
注視のまとまりを一つの停留 (dwell)として扱った．
１試行の意思決定時点から遡って，最後の dwell を
Last，その 1 つ前を Last1，(共に全体で 3 dwell 以上
の場合)，さらに 1 つ前を Last2（全体で 4 dwell 以上
の場合）としそれぞれ停留時間を求めた. 画像呈示時
についても同様に，1 試行の最初の dwell を First， 2
番目を First1， 3 番目を First2 とし，それぞれ停留
時間を求めた．

3.

結果と考察

Last において刺激，性別に関わらず選択された画像
の方が選択されなかった画像よりも停留時間が有意に
長いことが分かった(F(1,87)=73.370 p<.01)．このこ

まとめ

選好判断終盤の視線の偏りが停留時間として現われ
る一方で，画像呈示直後の視線の偏りは停留時間とし
ては現れなかった．今後は停留よりも短時間の視線の
偏りが生じる原因をさらに検討していく必要がある．

(a)男性，腕時計
(b)女性，ドレス
図１ 視線停留時間の分析
参考文献
1)
2)

3)
4)
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高橋康介、渡邊克巳, “関心の強さが選好決定中の眼球運
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吉田杏奈，百瀬桂子, “選好判断中の眼球運動の特徴分析”
生体医工学シンポジウム 講演予稿集，30, 2015
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bias in visual decision tasks”，Visual Cognition, 17, 1228–
1243，2009.
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母子の概日リズムの同期性と母親の自覚症状との関係
－母子の身体活動量時系列データへの Empirical Mode Decomposition の適用－
清水悦子 1、中村 亨 1、金

鎭赫 1、吉内一浩 2、山本義春 1

東京大学大学院教育学研究科 1、東京大学医学部附属病院心療内科 2
日常生活下における乳児と母親の概日リズムの同期・非同期性が、産後うつの発症リスク
が高いとされる乳児育児中の母親の自覚症状（心理状態や身体症状）に及ぼす影響を検討
した。正期産の健康な乳児 20 名［7.0±2.2 ヵ月（3-11 ヵ月）
、男児 12 人］とその母親 20
名［33.7±4.4 歳（25-43 歳）
］を対象に、身体活動量と自覚症状の測定を行った（1～2 週
間）
。スマートフォンを用いた Ecological Momentary Assessment（EMA）により、日常
生活下における母親の自覚症状（不安感、抑うつ気分、疲労感、眠気、心理的ストレス）
の日内経時変化を計測した。母子の身体活動量の連続計測にはアクチグラフを用いた。育
児等による母子の物理的接触や生活リズムの相互作用等による母子の身体活動量への影響
を考慮し、Bivariate Empirical Mode Decomposition（bivariate-EMD）により身体活動量
時系列データを周波数帯域毎に分解し、概日リズムに相当する信号成分を同定した。ヒル
ベルト変換により同定成分から瞬時位相を導出し、母子間の概日リズムの位相差系列を得
た。EMA 時の瞬時位相差と母親の自覚症状との共変関係をマルチレベルモデルで解析した。
位相差の絶対値（母子間の概日リズムのずれ）が大きくなるほど、
「疲労感」
、
「心理的スト
レス」、
「抑うつ気分」、および「眠気」のスコアが有意（p＜0.05）に増加することが確認
された。母子の概日リズムの同期性が母親の自覚症状の日内変動と関連することが示唆さ
れた。
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非接触バイタルサイン計測技術を用いた検疫における
感染症発症者の早期検知*
孫光鎬（電気通信大学） 松井岳巳（首都大学東京）

概要

近年，高病原性鳥インフルエンザ（H5N1），SARS コロナウイルス等の新しい感染症（新
興感染症）の発生，麻疹等の大規模な流行が見られなくなった感染症（再興感染症）の再燃が
起こっている。本研究では，このような新興・再興感染症の早期診断および発生地域における
流行の最小化のために，バイタルサインデータ（心拍数・呼吸数・体温）に基づく感染症スク
リーニングを開発し，機能させることを目的とする。
2003 年の SARS 発生以来，空港や病院等では発熱した人間をすばやく検出する方法として
赤外線サーモグラフィが導入された。しかし，サーモグラフィを用いた体温計測（顔表面温
度）が，飲酒の有無や解熱薬等の影響で検出結果にバラツキがあり，正確に検出ができない
可能性が指摘されている。本研究グループでは，マイクロ波レーダー等のセンサーを用いて
非接触かつ短時間で体温・心拍数・呼吸数を計測し，これらの生体情報データを併用した高
精度の感染症スクリーニングシステムを開発した。本研究の独創的な点は，バイタルサイン
の変化を計測し，感染症のスクリーニングに応用しようとする点にある。従来の発熱チェッ
クの検疫に比べて，外乱要素となる環境温度の変化や解熱剤の服用などの影響を受けること
がなく，高精度での感染症の検出が可能になる。本報告では，複数の医療機関における感染
症スクリーニングシステムの臨床評価の結果について述べる。

キーワード: 非接触生体計測，マイクロ波レーダー，心拍数，呼吸数，感染症スクリーニング
関連文献:
1. Matsui T, Hakozaki Y, Suzuki S, Usui T, Kato T, Hasegawa K, Sugiyama Y, Sugamata M, Abe S. A novel screening method for influenza patients using a newly developed non-contact screening system. Journal
of Infection, 60(4):271-277, 2010.
2. Sun G, Matsui T, Hakozaki Y, Abe S. An infectious disease/fever screening radar system which stratifies
higher-risk patients within ten seconds using a neural network and the fuzzy grouping method. Journal of
Infection, 70(3):230-236, 2015.
3. Sun G, Akanuma M, Matsui T. Clinical Evaluation of the Newly Developed Infectious Disease/Fever
Screening Radar System Using the Neural Network and Fuzzy Grouping Method for Travellers with Suspected Infectious Diseases at Narita International Airport Clinic. Journal of Infection, in press, 2015.
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前腹側蝸牛神経核の球型ブッシー細胞モデルへのパルス状電気刺激に対する
スパイク応答
関谷 愛斗 1, 簑 弘幸 2
1 関東学院大学工学部,
2 関東学院大学理工学部
定された．また, Ipulse(t) は 40μs のパルス幅を持つ
1． はじめに
カソード，アノードの双極相で，1.5kHz のパルスレ
ートを持つパルス状波形である．位相固定性の評
難聴は，伝音性難聴と感音性難聴に大別される． 価には, スパイク応答の発火時刻から周期ヒストグ
前者は外耳，中耳が機能しない場合であり, 後者
ラムを生成し、Vector Strength(VS)[1]を用いた。
は内耳や聴神経が機能していない場合である. 内
耳に対する障害には人工内耳が有効とされるが,
3． 結果
これは正常な聴神経を仮定した治療法である. 聴
神経が機能しない場合には，聴性脳幹インプラント
変調深度 m に対する VS 値を図１に示した．
(ABI)の有効性が期待されている. ところが，聴神経 f=220Hz では VS を最大化する変調深度が存在し
に与えるべき刺激電流波形の選択については十
たが，一方 f=440Hz では一定値に漸近し，f=880Hz
分に調査されておらず, 音声信号を適切に伝送す
では波打つなど，傾向が定まらなかった。
る技術には改善の余地がある. 本研究では聴覚神
経系特有の性質である位相固定性に着目して,パ
ルス状電気刺激波形の変調深度が前腹側蝸牛神
経核の球型ブッシー細胞モデルのスパイク応答に
与える影響を，コンピュータシミュレーションを行っ
て調査した.
2． 方法
本研究で用いられる球型ブッシーモデルは単一
のコンパートモデルで表現される. また式(1)に示さ
れるような, ナトリウム(Na), 低閾値カリウム(KLT),
高閾値カリウム(KHT), 陽イオン(h)の四種類のイオ
ンチャネルで構成された Hodgkin-Huxley モデルを
用いた.

( )

*

( )

( )

( )+

( )

( )
( )

ここで各イオンチャネルは確率モデルに基づき，ま
た式(1)の細胞膜内外の電位差は Runge-Kutta 法
を用いて数値的に解かれた. なお，このモデルに対
し式(2)のような刺激電流が投与された:

図 1. 変調深度 m に対する VS 値
（f=220,440,880Hz）
4． 結論
本研究では，m-VS 曲線の傾向が音声コミュニ
ケーションに大切な 3 種類の変調周波数で異なる
ことが示されたが，今後，位相固定性が観測され
なくなる高い周波数帯まで拡張し，調査をすすめる
必要があると思われる．
参照文献

( )

( ){

}

( )

ここで, は変調深度であり,
の範囲で設定
され，ｆ は正弦波の周波数で，220,440,880Hz に設

[1] J.M. Goldberg and P.B. Brown, ``Response of binaural
neurons of dog superior olivary complex to dichotic tonal
stimuli: some physiological mechanisms of sound localization,’’
J.
Neurophysiol.,
Vol.32,
pp.613-636,
1969.
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皮質-視床モデルの伝達関数を用いた脳波解析
○山口郁博

東郷史治

岸哲史



中村亨 山本義春

（東京大学）

3. 解析例

1. はじめに
入眠過程における視床の役割の重要性が認識
されている。視床の機能変化を、頭皮脳波を使っ
て直接観ることは不可能ではあるが、脳波データ
を生理学的なモデルを用いて解析することによ
り視床の機能的な変化をある程度推定すること
は可能である。本発表では、皮質-視床系を記述
する神経集団モデルを用いて、頭皮脳波、特に覚
醒から睡眠に遷移する過程の脳波を解析する手
法と解析例を示す。

Fig.1 はある被験者の入眠過程において、c2 を(4)
を用いて 15 秒ごとに評価した時系列である。下
段にポリグラフから判定された睡眠ステージを
示す。C3 電極 (国際 10-20), Ts=1/128Hz, t0=80ms
and M=10 (Ts×M≒t0) を使っている。

2. 解析方法の概要
KimとRobinson によって提案されたコンパクト
モデルを用いる[1, 2]. このモデルの線形安定領域
における伝達関数は次式で記述される。
H 1  (te2 2  c1  c2 cost0 )  j(2te  c2 sin .t0 ) (1)

ここで c2 は皮質-視床間フィードバックルー
プの実効的な強さ、 t0 はループの伝達遅れ、c1 と
te は皮質の活動に関係したパラメータである。
c2 を他パラメータからできるだけ独立に脳波
から抽出するため、 (1) を次の様に変形する。

c2 

2
t0

d Im[H 1 ]
cos t0 d
 0
d
1

(2)

他方、伝達関数は Auto Regressive (AR) model を
使って次のようにも表すことができる。
M

1
H AR
  ame  jmTs

(3)

m 0

(2) の H in を HAR で置き換えることにより c2
の AR 係数による表現が以下のように得られる。
c2  

Ts
t0

M

a
m 1

m


2
2 
msinc[(mTs  t0 ) ]  sinc[(mTs  t0 ) ]
t
t0 
0


(4)

Figure 1. Estimated c2 time series during Wake-Sleep
transition.

c2 は入眠過程をうまくトラックしていること
が分かる。すなわち、覚醒から入眠へ移るにつれ
て、c2 は正の値から徐々減少し、入眠後はほぼゼ
ロの値に落ち着く。同様な挙動は他の被験者にお
いても見られた (n=52)。

REFERENCES
[1] Kim JW, Robinson PA “Compact dynamical
model of brain activity”, Physical Review E, 75, 3,
031907 (2007).
[2] Yamaguchi I, Ogawa Y, Nakao H, Jimbo Y,
Kotani K, “Linear Analysis of the Corticothalamic
Model with Time Delay”, Electronics and
Communications in Japan, 97(8), 32-44 (2014).
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側頭葉てんかんに対するコネクティビティ解析
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加藤 天美 3
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はじめに
難治性てんかんに対しては外科的治療が効果的であり
[1]，外科的治療を行う際にはてんかん焦点及び異常興
奮脳波伝播経路を正確に同定することが重要となる [2]．
これまでに我々は，脳波を計測したチャネル間の相互相
関関数の最大値とその遅れ時間を用いて，チャネル間の
コネクティビティ強度を定義し，これを辺長とする最小
木を構成することで，コネクティビティ形態を定量的に
視覚化する方法を提案して来た [3]．本報告では，2 チャ
ンネル間のコネクティビティ強度を定義する際に，他の
チャネルからの影響を排除するために，相互相関関数で
はなく，偏相関係数を用いて新たにコネクティビティ強
度を定義した．このように新たに定義したコネクティビ
ティ強度から最小木を構成し，従来法と本提案法よるコ
ネクティビティ形態の違いについての検討を行った．

1

使用データ
使用するデータは, 難治性てんかん患者の術前モニタ
リングのため硬膜下に電極を留置し慢性皮質脳波記録を
行ったものである (以後，皮質脳波)．前頭葉に 0 から 15
チャネル，側頭葉内側に 16 から 23 及び 40 から 44 チャ
ネル，24 チャネルから 39 チャネルは側頭葉外側に位置
している．

2

相互相関を用いた手法にて解析を行った結果を図 1 に，
偏相関を用いた手法にて解析したものを図 2 に示す．円
内の数字は計測チャネル番号を表しており，前頭葉のチャ
ネル群は薄いグレー，側頭葉内側のチャネル群はグレー，
側頭葉外側のチャネル群は最も濃いグレーとして色分
けしている．また，円を結ぶ各辺はコネクティビティ強
度が強い程太く表現している．チャネル間のコネクティ
ビティが最も強かったものを根として最小木を構成して
いる．
図 1，図 2 共に最も早く異常興奮脳波が観測される側
頭葉外側のチャネル間ではコネクティビティ強度が高い，
また側頭葉外側は，側頭葉内側の一部のチャネルとのコ
ネクティビティを持つとともに，前頭葉のチャネルへも
コネクティビティを持つ様子がわかる．このように両者
に大きな違いが見られなかった部位では，本てんかん患
者の異常興奮脳波伝播が海馬から側頭葉に向かって放射
状に伝播していることが推察され，皮質上に並んだ電極
間を伝播することは，比較的小さいと考えられる．

解析手法
∗
は以下のように定義
チャネル i, j 間の偏相関係数 rij
される．

3

∗
rij
= −√

rij
√

(1)

rii rjj

ここで，rij は相互相関行列 R = (rij ) の逆行列 R−1 =
(rij ) の i, j 要素である．偏相関を計算後，コネクティビ
ティ強度に影響しないよう統計的に有意でない偏相関を
無相関，すなわち 0 とした．次に，各チャネル間のコネ
クティビティ強度を以下の式を用いて求めた．
{ ∗ }
|τij |
dij = α(1 − max |rij | ) + (1 − α)

max {|τij |}

(2)

{ ∗ }
但し，max |rij
| はチャネル i, j 間の偏相関関数の最
大値，|τij | はそのときの遅れ時間であるが，本報告にお
いては，簡単のために遅れ時間を考慮せずに |τij | = 0
における偏相関関数値，すわなち偏相関係数を用いた.
したがって，本報告においては α = 1 である．最後に，
コネクティビティ強度 dij を辺長とする最小木を構成し，
チャネル間のコネクティビティ形態の推定を行った.
結果
解析区間を異常興奮脳波が脳全体に伝播している 1 秒
間として，ある難治性てんかん患者の皮質脳波に対して

4

図 1 コネクティビティ(相 図 2 コネクティビティ(偏
互相関を用いた手法)
相関を用いた手法)
参考文献
[1] S. Wiebe, W. T. Blume, J. P. Girvin,and M. Eliasziw.
“A Randomized, Controlled Trial of Surgery for
Temporal-Lobe Epilepsy” N. Engl. J. Med, Vol. 345,
no. 5, pp. 311-8, 2001.
[2] E. Niedermeyer, F. Lopes da Silva, “Electroencephalography” Baltimore, MD: Williams & Wikins, 1993.
[3] Yasuto Yoshioka, Hisashi Yoshida, Masaharu Miyauchi,
Nakano Naoki, Amami Kato. “Estimation of propagation structure during epileptic seizure in temporal lobe”
37 th Ann. Int. Conf. of the IEEE EMBS, 2015.
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Comparison of Dual and Single Frequency Checkerboard Stimulation
Performances for SSVEP-based BCI Application
Vincent RYNIK, Akihiro KARASHIMA*, Norihiro KATAYAMA, Mitsuyuki NAKAO
Graduate School Of Information Sciences, Tohoku University* Tohoku Institute of Technology
Introduction: Steady States Visual Evoked Potentials (SSVEP) (Regan, 1975) are widely used in the field of BrainComputer Interface (BCI) for its high performances (Chen et al., 2015). However, the number of stimulation frequency is
limited by the screen refresh rate. Moreover, some frequencies induce only a weak EED response (Herrmann, 2001) or
should be avoided for user comfort (Chen et al., 2013) and to reduce the risk of epileptic seizure (Wilkins et al., 2010).
Some solutions have been proposed like an approximation method of all the frequencies (Nakanishi, 2013) or the use of
Dual Frequency (DF) stimuli (Chen et al., 2001;Mukesh et al., 2006;Shyu et al., 2010;Hwang et al., 2013). It appears that
the SSVEP response to DF stimuli contains more information (besides the harmonics of the two frequencies, peaks at their
linear combination appear (Shyu et al., 2010)) than the one of single frequency (SF) which might be helpful for recognition
of target paid attention. However, no comparative study between DF and SF stimuli has been made in the context of BCI.
This research compared the performances of recognition between SF and DF checkerboard stimulations (Hwang et
al., 2010) for δ (1~5Hz) and α- low β range frequency (9~15Hz) and described which kind of DF combinations is optimal
for the situation in which 4 targets are displayed simultaneously.
Method: Experiments: The EEG of 10 subjects with the informed consent (male, 22~24years) was recorded on 6 scalp
positions (Pz, Oz, O1, O2, PO3, PO4), the reference was in A2 and ground in FPz. A checkerboard (5cm2) was displayed in
the middle of a 20inch LCD screen in 70cm front of the subject. Six Frequencies (3Hz, 3.3Hz, 4.3Hz, 10Hz, 12Hz, and
15Hz) were used and each of the 21 corresponding stimuli (6SF and 15DF) was displayed during 30sec, separated by 15sec
of rest.
Analysis: The Canonical Correlation Analysis (CCA) (Bin et al., 2009) and the Minimum Energy Method (MEC)
(Volosyak et al., 2010) were used as recognition methods. Mimicking 4 checkerboard stimuli, the target recognition was
done by using the EEG responses toward all the quadruple combinations of SF (15) and DF (1365). For each combination,
the two recognition methods were applied on a randomly selected four EEG responses out of the total sessions. Five
different lengths, from 1 to 5sec, of the EEG response were subject to the analysis, each of which and was band passed
(4~80Hz) and α band elimination filtered (10~11.5Hz) with a Butterworth filter of order 5. For CCA, the target detected
was the one with the highest correlation coefficient among the four possible targets, and for MEC, the one with the highest
Signal to Noise Ratio (SNR) (Volosyak et al., 2010) . The accuracy for each combination was defined as the number of the
correct detection on the number of trials (120 per combination and window length).
Results: A spectral analysis revealed that the most frequently emerging SSVEP components under the DF stimuli were f1,
2f1, f2, 2f2, f1+f2 and |f2-f1| (30 linear combinations or harmonics components were detected). Those for SF were f1, 2f1
and 4f1 (depending on the frequencies). Those frequencies were used to build a reference vector for each target, which was
commonly applied on the 2 recognition methods.
The CCA method had slightly better results than MEC for SF, and MEC was slightly better for DF. For an EEGlength of 5sec, the average accuracy of all the DF combinations was 76.63±18.8% (MEC) and for SF combinations
69.75±21.6% (CCA). Three subjects reached an averaged accuracy of 58.9±12.7% and the seven others 84.2±14.4% for DF
(MEC) and the same three subjects for SF reached 42.9±9% against 81.3±13.7% for the seven others (CCA), which was due
to the deviation of results. The best DF combination (3-10Hz, 3-12Hz, 3.3-12Hz and 4.3-12Hz) reached an accuracy of
94.7±8.1% and the best SF combination (3.3Hz, 4.3Hz, 10Hz and 12Hz) an accuracy of 72.2±22% (averaged on the 10
subjects). For the 7 best subjects, those combinations reached an accuracy of respectively 99.3±0.9% and 90.7±7.8%. The
best DF results were obtained mostly from combinations of δ and α band frequencies. The subjects said also preferring
those stimuli for eye comfort and some said it is easier to focus.
Conclusion: DF stimulation can reach better and more robust performances than SF, especially when the combination of
frequencies is well chosen. Three subjects had poor results in average (for both SF and DF) but reached an acceptable
accuracy in the best cases of DF combinations. The origin of those poor performances should be investigated.
DF with δ and α band frequencies obtained here the best results, but other cases of DF combinations need to be studied.
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運動錯視で知覚される運動方向の視覚誘発電位による検出
百瀬桂子† Alexandra Yakovleva††
†

Anthony M. Norcia††

早稲田大学，††Stanford University
結果・考察

はじめに
ある方向に運動する視覚刺激において，そのコ

顕著な SSVEP は主に後頭部で検出された．そ

ントラストを刺激パターンの運動と同期して反

れらの 0.86 Hz 成分（２つの patch の反転周波数

転させると，運動方向とは逆方向の運動が知覚さ

の差）の位相（Phasor）を Fig.1 に示す．Fig.1 に

れる．この反転運動は reversed-Phi と呼ばれ，そ

見られるとおり，Phi と rPhi1 間で位相が約 180

の 運 動 錯 視 は 運 動 エ ネ ル ギ ー モ デ ル （ motion

度異なる傾向が見られた． この 180 度の位相差

energy model）により説明できることが報告され

は，視覚野 (O1, Oz, O2) を含む後頭部と側頭部（T3,

ている[1]．我々は先に，この反転運動で知覚され

T4 付近）に見られた． この位相差は，運動エネ

る方向を，Steady-state 型視覚誘発電位（SSVEP）

ルギーモデルによる予測と一致しており，知覚さ

により他覚的に検出できることを確認した[2]．今

れた運動方向を反映したものと考えられる．しか

回，reverse Phi のコントラスト反転位置を変化さ

しながら，もう一方の rPhi2 と Phi 条件では，そ

せた場合について検討したので報告する．

の位相差は 90 度以下となっており，同様の傾向
が後頭部から側頭部にかけてみられた．rPhi1 と

方法

rPhi2 では，コントラスト反転させる patch の位置

健康成人 9 名を対象として，コントラスト反転

が異なっているため，今回確認された SSVEP 位

を伴う運動刺激（reversed-Phi）と伴わない刺激

相の特徴は，運動知覚における上下の非対称性を

（Phi）を提示したときの SSVEP を記録した．

示唆するものと考えられる．今後，左右方向の

視覚刺激は，上下方向に隣接する２つの正方形
（patch, 視角 1×1 度）の点滅（輝度変化）による

Phi，reversed Phi における SSVEP を評価し，運動
方向による影響を検討する必要がある．

仮現運動とした．これを刺激画面（視角 23×17 度）
内に一様に，33 個配置した．正方形の一方を 5.14

参考文献

Hz，もう一方を 6.00 Hz で輝度変化させて仮現運

[1] S.M. Anstis, B.J. Rogers, Vision Res., vol. 15, pp.957–961,
1975.
[2] K. Momose, A. Yakovleva, A.M. Norcia, VSS2014, 2014.
[3] J.M. Ales, A.M. Norcia, Journal of Vision, 9(7): 8, pp.1–13,
2009.

動を生じさせた．２つの patch を背景色（灰）か
ら白色に変化させる条件（Phi）と，下部の patch
のみを黒から白色にコントラスト反転させる条
件（rPhi1），上部の patch をコントラスト反転さ

0.5

せる条件（rPhi2）の 3 条件について検討した．
脳波は 128 チャンネルの高密度センサ脳波計測
システム（GES300,

0

Phi
rPhi1 (black bottom)
rPhi2 (white bottom)

Electrical Geodesics, Inc. 社

製）により記録し，0.1-50 Hz のバンドパスフィル

-0.5
-0.5

0

0.5

タを適用後，加算平均をし，0.86Hz 1 周期の
SSVEP を求めた．これらの SSVEP の位相[3]を，
3 条件間で比較・検討した．

Fig 1. 0.86 Hz harmonic phasor at occipital channel (81).

日本生体医工学会 生体信号計測・解釈研究会 53-10

効率的な長時間心拍変動記録のための標準フォーマットの提案
永井秀直 1 相原光希 1 八名和夫 1
Hidenao Nagai1

Mitsuki Aihara1 Kazuo Yana1

1 Graduate School of Science and Engineering Hosei University
はじめに

ノイズや期外収縮が計測された場合,既定のコード表を参照し

近年の健康志向から予測予防医療が注目され,日常的に健康

て対応するコードがアノテーション部に記録される.RRI部に

状態を把握したいという需要が高まっている.健康モニタリン

は検出されたR波とその一つ前のR波の間隔がRRI[ms]として記

グ手法としてはRRIによる心拍変動解析があり,ストレスチェ

録される.またHEADERのstarttimeには最初のR波生起時刻が記

ックや心臓突然死の予測が可能である.近い将来,ホルター心電

録されている為,RRIを累加することにより各R波生起時刻を復

計やウエアラブル端末で計測した生体信号をクラウド上で解

元することが可能となっている.

析し結果を出力するシステムが誕生すると期待されている.ビ

電極のはずれなどにより一定時間R波が検出されないことがあ

ッグデータとして生体信号を蓄積するためには効率的な記述

る.そのような場合はAnnotationに「Z」を入れ継続扱いとする.

規約が必要不可欠である.そこで本稿は効率的な心拍変動記録

例として二分間R波が検出されなかった場合を考える.RRI部が

のための標準フォーマットを提案する.

12bitのため最大4095msまで表現できる.二分間は120000msなの
で 4095ms × 29 + 1245ms と な る . 従 っ て Annotated RRI data

既存の記述規約

blockは図２のようになる.継続説明の図を図２に示す.

Medical waveform Format Encoding Rules(MFER)やInternational
Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology(ISHNE)など
が挙げられる.特にMFERは日本の医療関係者が中心となって
心電図・脳波など医用波形全般を記述できる標準化規格として

図2. 継続説明の図

開発されISO規格として採用された.

結論
記述規約概要
HEADER

ホルター心電図の新たな記述規約について提案した.
本提案により24時間分のバイナリ心電図データファイルは約

本 提 案 の HEADER は 「 CHECKSUM 」「 Fixed-size block 」

173KBになる.仮に人間の一生分である80年間を記録したとし

「 Variable-size block 」 の 3 つ の ブ ロ ッ ク で 構 成 さ れ て い る .

てもファイルサイズは約5GBである.またインターネットから

「CHECKSUM」には巡回冗長検査(CRC-CCITT)を使用する.こ

これらをダウンロードして利用する場合でも,100Mbpsの回線

れはデータ転送などに伴う偶発的な誤りの検出を目的として

を使用すれば約7分でダウンロードを完了することができる.本

いる.

提案によりクラウドによる分析システムの構築の加速,また効

「Fixed-size block」は既定の情報を記録する256Bytesの固定長
ブロックである.性別や年齢,サンプリング周波数などの情報を

率的な長時間心拍変動記録の標準化に寄与されることが望ま
れる.クラウドによる分析システムの概念図を図３に示す.

記録する.
「Variable-size block」は利用者が用途に応じて情報を自由に
記録できる可変長ブロックである.一例として計測場所や計測
場所の気象情報などが挙げられる.

Annotated RRI data block
R 波 の ア ノ テ ー シ ョ ン に 4bit,RRI に 12bit を 割 り 当 て 一 塊
2Bytesとして記録する. Annotated RRI dataの図を図１に示す.

図3. クラウドによる分析システムの概念図

参考文献
[1] Fabio Badilini, Ph.D., “The ISHNE Holter Standard Output File
Format”, A.N.E. July 1998, Vol. 3, No. 3, Part 1. pp.263-266.
図1. Annotated RRI data blockの図

[2] Hansen MM, Miron-Shatz T, Lau AY, Paton C., “Big data in
science and healthcare: a review of recent literature and perspectives”,
Year book Med Inform. 2014. 9(1). pp.21-26.
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重みづけスプライン平滑化による心拍変動解析
相原光希 永井秀直

八名和夫

Mitsuki Aihara
Hidenao Nagai
Kazuo Yana
Graduate School of Science and Engineering, Hosei University

1. はじめに

するとされている. LF 成分(0.04Hz～0.15Hz) は, 副交感神経に

現在日本では, 心疾患による死亡者数が約 20 万人であり,

も関係するが主に交感神経に関係しており, この値が増加する

年々増加傾向にある[1].また,心臓突然死の 3 人に 1 人が睡眠中

と, 緊張状態だと考えられる. また LF/HF はこれらのバランス

の突然死である.従って,ヘルスケアを目的とした心拍モニタリ

を示しており, 人間のストレス状態を把握することができる.

ングデバイスを開発する上で,睡眠覚醒状態の自動分類及び状
態ごとの生理指標をモニタする事が必要になると考えられる.
日内リズムを解析する手法として,コサイナー法などが存在す
る.しかし,急激な変動をともなう場合,非定常な部分のトレンド

5. 結果
提案手法により自動抽出された睡眠・覚醒時における被検者
5 名 A,B,C,D,E(平均年齢 21 歳)の LF/HF を表 1,図 1 に示す.

の推定が難しい.本研究では重みづけスプライン平滑化により

表 1 各状態における LF/HF

トレンドを正確に推定し,睡眠区間を自動抽出する方法を提案

覚醒時
5.198
5.322
4.846
4.533
3.646

A
B
C
D
E

する.また,推定された区間をもとに睡眠時と覚醒時の心拍変動
解析を行い比較した結果を示す.

2. 平滑化
2.1 スプライン平滑化

睡眠時
1.675
3.061
2.746
2.167
1.294

スプライン平滑化とは,観測列全体を区間毎に分割し,その区
間内における隣接する点を,スプライン平滑化関数を用いて滑
らかに平滑化する手法である.スプライン平滑化に用いる評価
関数を式(1)に示す.

𝑑 2 𝑠(𝑡) 2
𝑝 ∑ 𝑤𝑖 (𝑥𝑛 − 𝑠(𝑡𝑛 ))2 + (1 − 𝑝) ∫(
) 𝑑𝑡
𝑑𝑡 2

(1)

𝑛

スプライン平滑化関数は,式(1)が示す評価関数を最小化する
区分連続 3 次関数である.
図 1 睡眠・覚醒における LF/HF 値分布

2.2 重みづけ

統計的有意差あり.(𝑝 ≤ 0.01)

24 時間における RRI(R-R interval(ms))の時系列データを用い
る際, 5 分毎の RRI の平均値を取り, 𝑝 = 0.8 , 𝑤 = 1のパラメタ
でスプライン平滑化をし, 2 本の曲線の残差を算出した. その残
差から閾値を定め, 𝑤を決定した.

6. 考察
提案手法により睡眠覚醒区間を自動的に精度よく切り出す
ことができた.各状態で心拍変動解析を行った結果,睡眠時に

3. 睡眠時間,覚醒時間の切り出し

LF/HF は比較的小さな値を示し副交感神経優位となる合理的な

上記の手法を実際の RRI データにあてはめる.

結果が得られ区間推定の妥当性が示された.提案手法は突然死

睡眠時間は, 最大値 – 最小値の 70%を閾値とし,切り出した

リスク評価における状態別指標の自動抽出評価等に有効に応

信号の中央値から前後 2 時間とした.

用されるものと思われる.

覚醒時間は,睡眠時間終了の時間から 2 時間経過後,４時間と
した.

7. 参考文献
[1] 厚生労働省, 平成26年人口動態統計, 2015.

4. 心拍変動指標
RRI の逆数 IHR(Instantaneous Heart Rate(bpm/min))のデータを
高速フーリエ変換(FFT)し,パワースペクトルを計算し, パワー
を積算することにより,指標を得ることが可能になる.[2] HF 成
分(0.15Hz～0.40Hz) は, 呼吸の影響を受け, 副交感神経に関係

[2] Task Force of The European Society of Cardiology and The North
American Society of Pacing and Electrophysiology“ Heart rate
variability ”: Standards of measurement, physiological interpretation,
and clinical use ”European Heart Journal, vol17, 354:-381, 1996.
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相対スペクトルを用いた心拍変動状態の状態分類—分類木の最適化
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Toshiki Ito1 Takurou Mizutani2 Kazuo Yana1,2
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1.はじめに

5.結果

心拍変動分析による自律神経の無侵襲的状態推定は標準的
な手法として定着しているが個人差が大きく, いかに推定精度
を高めることが大きな課題となっている. 本稿では薬物投与に
より得られた明確に区別された自律神経活動状態を分類する
方法を検討し, 精度の高い分類が可能であることを示す.

図1の2分類法による分類結果をまとめた表を以下に示す.
表1 新2分類法を用いた分類結果

2.解析データ
14 名の成人男性 (19 歳から 38 歳)を被験者として, 基準とな
る Control データ, Propranolol 投与による交感神経遮断, Atropine
投与による副交感神経遮断, 及び両神経遮断(Double block), 仰
臥位(Supine), 立位(Upright)の二つの姿勢でそれぞれ 13 分間の
心電図を記録する.

3.状態推定の指標
状態推定の指標には心拍変動の周波数領域によるLF, HF,
LF/HF, MFや平均心拍や分散値を使用している.
心拍変動のパワースペクトルにおいて0.01~0.15[Hz]周波数帯域
をLF(Low Frequency), 0.15~0.6[Hz]周波数帯域をHF(High
Frequency), 0.04~0.1[Hz]周波数帯域をMF(Middle Frequency)と
呼んでいる. LF, HF, MFはそれぞれ交感神経, 副交感神経, 血
圧性変動成分に依存していることが知られている.

以前の2分類法の結果と比較するとPropranolol uprightの精
度が0.57から0.857まで上昇した. そのほかの精度に変化はなか
った. ここでPropranolol upright, Propranolol supine, control supine
とControl uprightのパワースペクトルを比較した図を以下に示
す. 相対的に見てMF領域とHF領域に若干の差が見受けられる.

4.二分類法方法
本稿で用いた2分類法のアルゴリズムの図を以下に示す.

図2 パワースペクトル比較図

6.考察

図1 2分類法のアルゴリズム

上図のアルゴリズムでは, まずatropineまたはdouble blockで
あるかどうかの判定を行う. Yesの場合, atropineかどうかの判定
を行う. Noだった場合, それはdouble blockであると判断され,
double blockの分類は終了する. Yseだった場合, supineであるか
どうかの判定を行い, Yseならsupine, Noならuprightであると判
断され, atropineの分類は終了する.
同様の流れでcontrol,propranololに対しても処理を行い, 最終
的に全状態へと分類してゆく.上図の中でひし形部分において
ニューラルネットを用いた分類を行っている.

今回, 以前から精度の低さが問題であったPropranolol upright
の精度向上のため2分類法のアルゴリズムの見直しを行った.
その結果, Propranolol uprightの精度は大きく向上し全体の感度
は0.91とい高い値を実現することができた. よってこのアルゴ
リズムは被験者の自律神経の活動状態を推定する手段として
有効なものであると考える.

7.参考文献
[1] Toshiki Ito, Shohei Yamashita, Student Members and Kazuo
Yana, Member, IEEE “Binary Autonomic State Classification
based on Basic Heart Rate Variability Indices”
[2] Saif Ahmad, Anjali Tejula et al.,"A review and analysis
of heart rate variability and the diagnosis and prognosis
of infection," Crinical Care,Vol 13,pp.232-238, 2009.
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マイクロ波レーダーを用いた睡眠段階推定の研究
香川正幸 1、鈴村和季 2、松井岳巳 2
1

首都大学東京システムデザイン学部、2 首都大学東京大学院システムデザイン研究科

はじめに
睡眠の質はその日のストレス、運動の状況に大
きく影響される。家庭で日々の睡眠状態を計測し
個人の状況に応じた改善策が求められる。
睡眠状態は R＆K 法に基づいて、覚醒、REM、
NREM1～4 の睡眠段階に分けられ、睡眠ポリソム
ノグラフィ(PSG: polysomnography)により計測で
きる。ところが PSG 検査は多くの電極を貼り付け
るため、普段どおりの睡眠状態が計測できない問
題がある。そのため家庭でも使える非接触かつ非
拘束な睡眠段階判定システムが望まれている。
先行研究で各睡眠段階において心拍数変動指標
(HRV: heart rate variability)に有意差があること
が報告されている。また、本研究グループではマ
イクロ波レーダーを用い体動および呼吸間隔ゆら
ぎから睡眠段階を推定することに成功している 1)。
本稿では、レーダー波形から抽出した脈波信号
に注目して睡眠段階推定を行うことを目的とする。
特に、高精度に心拍間隔を求めるために可変移動
平均法を考案した。そして、得られた HRV の睡眠
段階分別への影響度合いを検証した後、正準判別
分析を用いて睡眠段階推定を試行した。
2. 方法
健康な男子大学生 10 名を対象に、23 時から翌日
の 7 時まで図 1 のシステムで計測した。レーダー2
台はマットレスとベッドの間に設置した。電波防
護指針 1mW/cm2 以下に準拠した人体に安全な装置
である。同時に PSG 計測(日本光電工業㈱PSG1100）も行う。PSG データは，30 秒間を 1 エポッ
クとして、計測時間 8 時間の睡眠段階が出力され
る。なお、計測に先立ち、首都大学東京日野キャ
ンパスの研究安全倫理委員会の承認を得ている。
1.

図 1 計測システムの構成とレーダーの出力

3.

結果と考察
睡眠段階判定の指標として、心拍数、心拍間隔

の変動係数(CVRR)、さらに AR 法周波数解析によ
る HF(0.15～0.4Hz)、LF(0.04～0.15Hz)、LF/HF
を挙げ、判別性能を比較検討した。
3.1 HRV による睡眠段階の分別
LIGHT (NREM1, 2) と DEEP (NREM3, 4) にお
ける LF と LF/HF の散布図および ROC (Receiver
Operating Characteristic) 曲線の一例を図 2 に示
す。この図は LF/HF のみでも LIGHT と DEEP
を分別（感度 0.78、特異度 0.85）できることを示
している。LF よりも LF/HF の方が判別性が高い。
(a)

(b)

図2

（a）散布図
（b）ROC 曲線
LIGHT/DEEP 分別時の LF と LF/HF（t1）

10 名 平 均 の LF/HF AUC (Area Under the
Curve)は覚醒/睡眠分別 0.66、REM/NREM 分別
0.70、LIGHT/DEEP 分別 0.76 であった。このこ
とから、LF/HF は LIGHT/DEEP 分別により適して
いることが判明した。一方，HF については期待し
たほど判別性がなかった。
3.2 正準判別分析による睡眠段階推定の試み
使用する指標は HF，LF，LF/HF，心拍数，さ
らに CVRR である。推定する睡眠段階を「覚醒/睡
眠」、「覚醒/REM/NREM」、「覚醒/REM/
LIGHT/DEEP」の 3 種類とした。レーダーから推
定した 1 分毎の睡眠段階と PSG との一致率は、10
名平均で 2 段階 66%、3 段階 57%、4 段階 34%であ
った。
4．まとめ
非接触レーダー計測の心拍数と HRV から睡眠段
階推定の可能性が示された。LF、LF/HF は特に
LIGHT/DEEP 分別において高い分別力が示された。
今後は段階的な睡眠段階判定、さらに体動指標、
呼吸間隔ゆらぎ指標を組み合わせることにより睡
眠段階判別精度の向上を目指す。
参考文献
1)

佐々木紀幸・香川正幸・鈴村和季・松井岳巳：マイ
クロ波レーダを用いた体動と呼吸間隔ゆらぎ指標に
よる睡眠段階推定, 生体医工学, 53(4): 209-216, 2015.
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