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t-SNE を用いた多元生体信号からの眠気検出方法の検討
野村 拓未１），加納 慎一郎２）
1) 芝浦工業大学 大学院理工学研究科電気電子情報工学専攻 2) 芝浦工業大学 工学部電子工学科

1.

はじめに
昨今，居眠り運転による交通事故が社会問題と

なっている．そのため，事故の発生前に眠気を検
出する方法が求められる．本研究では多元生体信
号 を t-SNE(t-distributed Stochastic Neighbor
Embedding)[1]を適用した生体信号から，被験者
の眠気を検出する方法を検討した．
2.

方法
健常被験者 1 名(22 歳)に対して，3 回計測実験

図 1 t-SNE 後の特徴量．黄色のプロットは事故
が起きた時刻．

を行った．各回の実験時間は 1 時間とした．Unity
を用いて作成したドライブシミュレータで，被験
者は模擬運転（決められたコースを一定の速度で
走る）するように求められた．その際の心電図，脳
波，眼電図を計測し，運転データ（運転軌跡，速
度，衝突や脱線した時刻）とともに記録した．
多元生体信号からα波強度などの特徴量を算出

図 2 t-SNE のパラメータ perplexity と SVM の学
習精度．

し，多次元ベクトルであらわされる特徴ベクトル
を t-SNE で二次元に次元縮小し，その時間変化を
視覚的に観察した(図１)．その結果，写像された点

比較し，前者では訓練データと検証データにラン

は時間経過と共に連続的に移動した後，離れた点

ダムに 7:3 に分けて学習を行う操作を 100 回繰り

に遷移するという経過を繰り返していることがわ

返した精度の平均値，後者では t-SNE のパラメー

かった．t-SNE は距離関係をなるべく保ちながら

タ perplexity を変化させたときの精度を算出した．

次元縮小を行うので，写像後も距離関係は保存さ

3.

結果と考察
イベントの生起時刻のみで学習した場合では，

れる．よって写像された点が近いことは元の多元
生体信号の状態が近いことを意味する．そのため，

精度は約 75%で，標準偏差は約 1%でほとんどが

二次元に次元縮小された特徴ベクトル の軌跡

平均値の精度であった．t-SNE 後での学習では，

(mapped point path)の遷移は，被験者の心理的状

精度が約 70%から 100%まで変化したが前者より

態の遷移であるとの仮説を立てた．

も高い精度であった(図 2)．
t-SNE による分類によって SVM での精度を上

この仮説に基づき，自動車の模擬運転中の事故，
コースアウトのイベントの生起時刻の二次元デー

げることができた．今後は別日の計測データでも

タが含まれている連続軌跡中のデータを運転上危

同様に学習できるのか検討していく．

険 な 状 態 の も の と 考 え ， SVM(Support Vector

文献

Machine)を用いてパターン分類を行った．

[1] van der Maaten, et al., ”Visualizing Data Using

イベントの生起時刻のみで学習した場合と，t-

t-SNE,” Journal of Machine Learning Research,

SNE で危険な状態を分類した後に学習した場合で

9:2579-2605.(2008).
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音脈分凝を用いた聴覚 BCI における脳波前処理手法の比較
小島 宰門(1)，加納 慎一郎(2,1)
(1) 芝浦工業大学 大学院理工学研究科機能制御システム専攻，(2) 芝浦工業大学 工学部電子工学科
1. 背景，目的
筋萎縮性側索硬化症（ALS）などの神経疾患により，脳と筋肉
の伝達経路が阻害され，意図を外界に伝達することが困難にな
った患者の有効なコミュニケーション手段として，脳波などの
脳活動信号からユーザの意図を抽出し機器を制御する，braincomputer interface (BCI) が研究されている．
これまでに我々は，周波数が異なる複数種類の音を交互に提
示することで，音列が複数の異なる音脈に分かれて聞こえる音
脈分凝(Auditory Stream Segregation) [1]と呼ばれる現象を用
い，複数のオドボール系列を同時に提示し，そのうちのひとつ
の音脈に対する選択的注意を検出する BCI システムを報告した
[2][3]．
本研究では，分凝知覚される 4 種類のオドボール系列のいずれ
かひとつに対する選択的注意を検出する聴覚 BCI システムにおい
て，脳波の前処理に用いる xDAWN 空間フィルタの算出手法による
分類精度への影響について検討した．
2.

図 1 提示刺激のタイムチャートの例
表 1 各条件におけるパターン分類精度
xDAWN フィルタを target 刺激への応答に対してのみ求めた場
合と，target, non-target 刺激への応答の両方に対して求めた場合
の分類精度．各列は分類に用いる主成分数を変化させた際の結
果．
Template
Number of Components
Class
1
2
3
4
5
6
Target only
0.77
0.80
0.80
0.80
0.81
0.80
Both
0.75
0.76
0.75
0.73
0.74
0.74

実験方法

3.

結果

2-1 提示刺激
表 1 に各条件におけるパターン分類精度を示す．分類に用いる
音 脈 𝑚𝑚 (𝑚𝑚 = 1,2,3,4) 内 の 標 準 刺 激 を 𝑆𝑆𝑚𝑚 , 特 異 刺 激 𝑛𝑛 (𝑛𝑛 =
主成分の数によらず，target 刺激への応答に対して空間フィル
1,2,3,4)を𝐷𝐷𝑛𝑛 とし，周波数を𝑆𝑆1 : 110𝐻𝐻𝐻𝐻 ，𝐷𝐷1 : 123.5𝐻𝐻𝐻𝐻, 𝑆𝑆2 : 415.3𝐻𝐻𝐻𝐻 ，
タを求めた場合のほうが，両方の刺激への応答に対して空間フ
𝐷𝐷2 : 466.2𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑆𝑆3 : 1568𝐻𝐻𝐻𝐻, 𝐷𝐷3 : 1760𝐻𝐻𝐻𝐻, 𝑆𝑆4 : 5920𝐻𝐻𝐻𝐻, 𝐷𝐷4 : 6645𝐻𝐻𝐻𝐻とし，
ィルタを求めた場合よりも分類精度が高かった．また，target
ヘッドホンを用い左耳に提示した（図 1）．
刺激への応答に対してのみ空間フィルタを求めた場合には，第 3
2-2 実験方法
主成分以降を分類に用いても精度に大きな差はなかった．
実験は 2 セッションで構成された．各セッションで 5 分間の計 target，non-target 刺激の両方への応答に対するフィルタを用
測を 4 回行った．被験者には 1,2,3,4 回目にそれぞれ，音脈 いた場合には，主成分数は 2 の場合が最も分類精度が高く，3 成
1,2,3,4 に選択的注意を向け，その音脈に含まれる特異刺激の出 分以上用いた場合には精度が低下した．
現回数を数えることを求めた．以降，選択的注意を向けた特異
刺激を target 刺激，選択的注意を向けていない特異刺激を non- 4. 考察とまとめ
音脈分凝を用いた聴覚 BCI システムでのパターン分類におい
target 刺激と呼ぶ．4 人の被験者で 64ch の脳波と 2ch（縦，横）
て，xDAWN 空間フィルタは target 刺激への応答のみから求める
の眼電図をサンプリング周波数 1000Hz にて計測した．
と，target，non-target 刺激両方への応答から求めるよりも分
2-3 前処理
類精度が高くなることが示された．
計測したデータに 1～40Hz のバンドパスフィルタ（4 次バタワ
また，分類に用いる主成分の数を変化させたとき，第 3 主成分
ース）を適用し，刺激提示開始時刻から 1s をエポックデータと 以降を加えても分類精度に大きな影響はなく，音脈分凝を用い
して抽出し，刺激提示開始時刻を基準として，-0.05s から 0s ま た BCI においては，第 2 主成分までを用いることで十分な精度が
での区間のデータの平均値を用いてベースライン補正を行った．得られる可能性が示された．
脳波と眼電図のエポックデータの振幅がそれぞれ，±200𝜇𝜇𝜇𝜇,
±500𝜇𝜇𝜇𝜇を超えた場合には，その試行の全データを棄却した．以 参考文献
降の解析には脳波チャネルのみを用いた．パターン分類結果は [1] A.S.Bregman, “Auditory Scene Analysis: The Perceptual
10 分割交差検証で評価した．
Organization of Sound,” The MIT Press (1990)
学習データに含まれるエポックデータを用い xDAWN フィルタを [2] S.Kanoh, K.Miyamoto and T.Toshinobu, “A Brain-Computer
求めた．xDAWN フィルタは，P300 をはじめとする事象関連電位の Interfaces (BCI) System Based on Auditory Stream Segregation,”
SN 比を最大化する空間フィルタである[4]．このとき，xDAWN フ Journal of Biomechanical Science and Engineering, 5, 1, pp.32-40
(2010)
ィルタによって得られる主成分数を 1 から 6 まで変化させた．
[3] S.Kanoh and S.Kojima, “Evaluation of auditory BCI system based
加えて，target 刺激への応答に対してのみフィルタを求めた場 on stream segregation,” Proc. 8th Graz Brain Computer Interface
合と， target, non-target 刺激への応答の両方に対してフィル Conference 2019, DOI: 10.3217/978-3-85125-682-6-44 (2019)
タを求めた場合の分類精度をそれぞれ求めた．
[4] B.Rivet, A.Souloumiac, V.Attina, and G.Gibert, “xDAWN algorithm
to enhance evoked potentials: application to brain-computer interface”,
2-4 パターン分類
IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 56, 8, pp.2035-2043
前処理が適用された各エポックデータの分散共分散行列を求 (2009)
め，それらの分散共分散行列の重心点をリーマン多様体上で， [5] A.Barachant and M.Congedo, “A Plug&Play P300 BCI Using
最急降下法を用いて求める．求めた重心点における接ベクトル Information Geometry”, arXiv, 1409.0107 (2014)
空間に各データを写像，ベクトル化しロジスティック回帰を用 [6] F.Yger, M.Berar and F.Lotte, “Riemannian approaches in BrainComputer Interfaces: a review”, IEEE Transactions on Neural Systems
いて分類を行った．
and Rehabilitation Engineering, 25, 10, pp. 1753 – 1762 (2017)
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fNIRS 信号の全身性成分と機能性成分の分離法の比較
稲垣 諒亮
吉田 久
近畿大学大学院 生物理工学研究科 生体システム工学専攻
ただし、R は s2 (n) の自己相関行列、P は s1 (n) と s2 (n) 相互相関ベク

1 はじめに

トル、h は赤池情報量基準 (AIC) によって最適な次元数に定めた Wiener

近赤外光脳機能イメージング装置 fNIRS は無侵襲に脳血流変化を観測

解である。

できる計測装置である。fMRI に比較して安価であり、被験者の拘束性が

4 結果

少ない。しかし fNIRS は頭皮上に送光および受光プローブを配置して脳
組織中の血流量変化を計測するため、皮質の血流変化である脳機能性成分

図 2 は、右手タッピング時の賦活部位の fNIRS 信号に脳血流動態分

だけではなく、頭皮上の血流量変化である全身性成分も同時に計測するこ

離法のみを適用し、その後加算平均をした結果である。赤線が酸化ヘ

とになる。fNIRS によって計測された血流量変化を脳機能成分と全身性

モグロビンの変化量 (∆OxyHb)、青線が脱酸化ヘモグロビンの変化量

成分に分離するための方法として、山田らの脳血流動態分離法がある [1]。
られているが [2]、血流動態分離法によってこれらの取り除くのは難しく、

(∆DeoxyHb) を表している。図 3 は脳血流動態分離法の前処理として提
案手法を適用した後、タスク 5 回分を加算平均した結果である。なお、レ
スト開始後 1 秒間のデータを基準に、各タスク時のデータを正規化して加

また実験のブロックデザインの周期と干渉しやすいこともあり単純なロー

算平均を行った。

脳血流動態には循環器系の変動に関連した低周波成分が含まれることが知

パスフィルタでも除去することもできない。そこで本研究では倍密度計測
フォルダを用いた皮膚血流データ計測を行い、これをリファレンス信号に
線形フィルタを用いて、fNIRS によって計測された血流変化から循環器系
由来の全身性成分を除去した後、山田らの脳血流動態分離を適用する方法
を提案し、従来の脳血流動態分離法を単体で用いた場合と比較した結果に
ついて報告する。

2 実験方法
2.1 実験機器
fNIRS 信号計測には島津製作所の研究用光脳機能イメージング装置
LABNIRS と倍密計測用プローブホルダを使用した。
2.2 実験手順
本実験では被験者 20 代の女性 1 名に倍密計測用プローブホルダを頭
頂一次運動野の位置に装着して計測を行った。プローブ間隔は 30mm と
15mm である。実験タスクとして座位安静状態で右手、あるいは左手によ
るタッピングを 20 秒間続けるように被験者に指示した。実験はレスト 20
秒、タスク 20 秒、リカバリー 20 秒とし、これを右手、左手タッピングと
交互に 5 回ずつ繰り返した。

図 2

脳血流動態分離法による

図3

提案手法による ∆OxyHb,

∆OxyHb, ∆DeoxyHb

∆DeoxyHb

図4

図5

3 提案方法
脳血流動態分離法は、神経活動によって酸素代謝が生じる脳組織内の毛
細血管で起きる血流動態と他の組織の血管でおきる血流動態をモデル化
することによって、脳機能活動に関わる血流変動と全身的な活動に関わる

態分離法適用後の ∆OxyHb(橙) と ∆DeoxyHb(赤) のパワースペクトルを

して、倍密計測用プローブホルダを利用して計測した皮膚血流をリファレ

プロットしたものである。同様に図 5 には提案手法によって得られた各信

ンス信号とする FIR 型のノイズキャンセラーを構成して、fNIRS 計測信

号のパワースペクトルを示したものである。図 4, 図 5 を比べると、提案手

号から皮膚血流に関する成分を除去する方法を提案する。図 1 にノイズ

法は 1.5Hz 付近の心拍、0.1Hz の Mayer wave, 0.2Hz の呼吸性変動など

キャンセラーのブロック線図を示した。プローブ間隔 30mm の計測信号を

が除去されていることがわかる。また図 3 から、提案手法では ∆OxyHb

s1 (n)、またこのプローブにもっとも近いプローブ間隔 15mm の計測信号
s2 (n) をリファレンス信号とする。s1 (n) から、FIR フィルタの出力を差
し引いた信号 e(n) を最小化するように正規方程式 2 によりフィルタ係数

がタスク開始時の 20 秒付近から上昇し始め、タスク終了時の 40 秒付近か
ら減少する様子がよくわかる。また ∆DeoxyHb は ∆OxyHb の変化と逆
相である。一方で脳血流動態分離法のみの分離結果はタスク開始以前から

を求めた。

e(n) = s1 (n) −

スペクトル解析結果：x 提案

手法

図 4 は単純加算平均時の ∆OxyHb のパワースペクトル (青)、脳血流動

血流変動を弁別する方法である。本研究では脳血流動態分離法の前処理と

T
∑

スペクトル解析結果：脳血流

動態分離法

∆OxyHb が上昇しはじめており、循環器系の変動成分による影響が考え
h(m)s2 (n − m)

(1)

られる。

(2)
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[1] Toru Yamada, Shinji Umeyama, and Keiji Matsuda, ”Separation
of fNIRS Signals into Functional and Systemic Components Based
on Diﬀerences in Hemodynamic Modalities”;, PLOS ONE, Vol..7,
Issue 11, e50271, 2012.
[2] Yunjie Tong, Lia M. Hocke and Blaise B. Frederick, ”Low Frequency
Systemic Hemodynamic n̈oiseı̈n Resting State BOLD fMRI: Characteristics, Causes, Implications, Mitigation Strategies, and Applications,” Frontiers in Neuroscience, Vol.13, 787, 2019.

図 1 FIR フィルタのブロック線図
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転移学習を用いた運動想起時脳波マッピングデータの判別
鈴木 広光

堀 潤一

新潟大学大学院

自然科学研究科

１． はじめに

0[s]とし，0～1,1～2[s]を解析区間とし，平均値を求めた．
この特徴量を用いて脳波マッピングデータを作成した．
頭部を模した円形に各電極を配置，特徴量を元にスプライ
ン補間を用いてマッピングした．等値線のあるものとない
ものをそれぞれ作成した（図 1）
．
作成した画像がどのクラスに属するかを，学習済みモデ
ル VGG19 にバッチノーマライゼーションを適用したモデル
によって判別した．学習データ：テストデータは 8：2（144：
36）
，epoch 数は 20 回，学習率は 0.001 とした．過学習を抑
制するため，学習データに対してドロップアウトを施した．

肢体不自由者のコミュニケーション支援手段としてブレ
インコンピュータインタフェース(BCI)が注目されている．
実現方法として，運動想起タスク遂行時アルファ帯域脳波
の振幅が抑制される特徴を利用した方法がある．このよう
な脳波の変化を判別することで，意思判別が可能となる．
近年，判別方法として畳み込みニューラルネットワーク
（CNN）における事前学習済みモデルを用いた転移学習が
提案されている 1)．学習データが少ない場合でも判別でき
る可能性があり，長時間のデータ取得による使用者への負
担が軽減される可能性がある．
しかし，転移学習に用いるデータの形状は，チャネル数，
幅，高さ＝（3,224,224）である必要がある．そのため，脳波
の特徴抽出手法である短時間フーリエ変換（STFT）や，ウ
ェーブレット変換等で得られた画像では，カラーの場合 1
電極分，グレースケールでは 3 電極分のデータしか用いる
ことができない．
そこで，本研究では，脳波データから振幅変化率を求め，
マッピングすることで計測に用いた全電極の振幅変化を画
像化したデータを用いることを提案する．舌・手の運動想
起，安静維持時のマッピングデータを作成し，学習済みモデ
ル VGG19 を用いて 3 クラスの判別を試みた．比較のため，
マッピングにおいて，等値線の有無による判別精度への影
響も調査した．

3．結果・考察
舌手安静運動想起の 3 クラス判別における被験者 5 名の
確度は等値線ありで 46.1±11.3[%]，等値線なしで 38.9±
13.9[%]となった．いずれもチャンスレベルを上回ったが，
十分な精度は得られなかった．運動想起が適切にできてい
ないと思われるデータがあり，学習が十分にできなかった
ことが考えられる．2 クラス判別では，被験者によって舌と
安静の判別精度が高い場合，手と安静の判別精度が高い場
合と個人差があった．
等値線のあるマッピングデータを用いた場合に精度が高
かったことについて，等値線のエッジ部分が特徴として抽
出され，判別に影響したと考えられる．有意差は無かった
が，被験者によっては等値線ありの方が大きく精度が向上
した．マッピングデータを作成する場合は，等値線を描画し
たデータを用いた方が良い精度を得ることができる可能性
がある．
今後，データの量や質が良いと考えられるオープンデー
タセットを用いて，この手法を検証していく予定である．同
時に，脳波の変化である事象関連同期/脱同期を発生しやす
い運動想起タスクの検討も進めていく予定である．

2．手法
本研究では，新潟大学倫理審査委員会の承認のもとで実
施した運動想起時の実験データを対象とした．被験者は 20
～21 歳の健常男性 5 名である．
タスク内容は，舌を右へ曲げる運動想起，右手を掌握する
運動想起，安静状態の維持の 3 種類とした．2 秒間に 2 回の
運動想起を 1 試行とし，30 試行（舌：10 回，手：10 回，安
静：10 回）を 1 セットとし，5 セット（計 150 試行）行っ
た．
被験者の両耳朶に貼付した電極(A1,A2)を基準電極とし，
国際 10-20 法に準拠した 19 電極の脳波を単極誘導で計測し
た．脳波は，多チャンネルデジタル脳波計(日本光電 EEG1100）を用いて，サンプリング周波数 500[Hz]，電極インピ
ーダンス 10[kΩ]以下で測定した．
取得した脳波信号を 1 試行ごとのデータに分割し，その
うち瞬目アーチファクトの重畳していない試行を解析の対
象とした．まず，脳波に対して，身体運動の事象関連同期/
脱同期(ERS/ERD)が観察されやすい通過帯域 8∼10[Hz]の 4
次バターワースバンドパスフィルタを施した 2)．次に絶対
値処理，100 ポイントで単純移動平均を行った．その後，全
試行におけるタスク前-2.5～-1.5[s]の平均振幅を基準と
して正規化した．
タスク遂行の有無や，どのタスクを実施したかを判別す
るため，試行ごとに特徴量を算出した．タスク開始時点を

参考文献
1)

2)

中山 英樹： ”深層畳み込みニューラルネットワークに
よる画像特徴抽出と転移学習” 信学技報, vol. 115, no.
146, SP2015-45, pp. 55-59, 2015
西川賢大，田中久弥：”舌運動想起時の事象関連同期・
脱同期計測”，信学技報, vol. 117, no. 324, MBE2017-50,
pp. 17-22, 2017

図１
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非定常生体信号の非ガウス性解析
野村 駿也 1，渡邊 英一 2，清野 健 1
1

大阪大学，2 藤田医科大学

心拍変動とは心臓の拍動リズムのゆらぎのことであり，その特性は自律神経機能や予後予測に用いられてき
た．心拍変動は複雑な特性を持つ非定常時系列であり，そのような特性の一つに間欠性がある．ここでいう間
欠性とは，時系列の分散の不均一性を言い，その確率分布は正規分布と比べ裾の厚い非ガウス分布になる．こ
の非ガウス性を表す指標の一つである λ2 は，交感神経機能との関連性が示唆されており，心不全患者の予後予
測に有用であることが示されている[1]．しかし，従来の非ガウス性解析手法（多重スケール確率分布解析）で
は，トレンド除去操作において非線形フィルタを用いており，時系列の確率分布を歪める可能性があった[2,3]．
そこで，本研究では移動多項式フィッテイングである Savitzky-Golay (SG) トレンド除去フィルタを用いた新
たな手法を提案する．さらに，心不全患者の心拍変動に応用することで，従来手法と比較した予後予測因子と
しての有用性を検討した．
多重スケール確率分布解析では，時系列の間欠性を特徴付けるために，様々なスケールで粗視化を行う．時
系列の粗視化は，局所的な平均化を意味し，実際には局所和を計算する．粗視化はそのスケール（加算するデ
ータ数）が大きくなるほど，トレンドを生むため，その除去が必要となる．従来の手法は，時系列を分割し，
各セグメント内で多項式をフィッテイングするものであった．一方，SG フィルタは移動多項式フィッテイン
グであり，その性質から時系列の分布を歪めない．これは，ホワイトガウスノイズに 2 つのフィルタを適用し
てもわかる（図 1）
．以上より，時系列の統計的性質を保ったまま粗視化した時系列から，粗視化スケール s に
依存した非ガウス指標 λ2(s)を算出し，間欠性を定量化する．
108 名のうっ血性心不全患者の心拍変動から，従来手法と SG フィルタの 2 通りでの λ2(s)を算出し，生存時
間解析を行なった．先行研究[1]を参考に，25 [sec] スケールの λ225s を用いて被験者群を層別化した結果を図 2
に示す．予後予測因子としての重要度を表すハザード比は，SG フィルタの手法が高く，生存時間関数からも
より良い判別が行えていることがわかる．これは，SG フィルタを用いることで，分布を歪めずに高精度に非
ガウス指標が推定された結果だと考えられる．講演では，解析手法と実験結果について詳細に述べる．

図１ ホワイトガウスノイズの粗視化時系列から推定された確率密度関数
非線形フィルタを用いた場合は，ガウス過程を粗視化しているのにも関
わらず，裾の厚い非ガウス分布が得られている．

参考文献

図 2 生存時間解析の結果
(a) 非線形フィルタを用いて算出される λ225s を用いて層別化
した場合．(b) SG フィルタを用いて算出される λ225s を用いて
層別化した場合．色付き範囲は標準偏差を表す．また，層別
化する際のカットオフ値は ROC 解析により決定した．

[1] Ken Kiyono, Zbigniew R Struzik, Naoko Aoyagi, and Yoshiharu Yamamoto. Multiscale probability density functionanalysis: non-gaussian and scale-invariant fluctuations of healthy
human heart rate.IEEE Transactions on BiomedicalEngineering, 53(1):95–102, 20
[2] Ken Kiyono, Junichiro Hayano, Eiichi Watanabe, Zbigniew R Struzik, and Yoshiharu Yamamoto. Non-gaussian heartrate as an independent predictor of mortality in patients with
chronic heart failure.Heart Rhythm, 5(2):261–268,2008.
[3] Ken Kiyono and Yutaka Tsujimoto.

Nonlinear filtering properties of detrended fluctuation analysis.Physica A:Statistical Mechanics and its Applications, 462:807–815, 2016
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バイナリ汎関数級数展開による Chromatic pupillography のモデル化の試み
佐藤諒弘（早稲田大学人間科学部），百瀬桂子（早稲田大学人間科学学術院）

色光刺激によって誘発される瞳孔変動を記録する Chromatic pupillography は．色応答特性が異なる視細胞や
光感受性神経節細胞の反応を反映することから，網膜や視神経の障害を評価する方法として注目され，その標
準化が試みられている[1]．特に縮瞳に関わるメラノプシンを含有する光感受性網膜神経節細胞（mRGC）が，新
たな光受容器として発見されて以降，この光受容特性の指標として，青色刺激に対する瞳孔反応の有用性が指
摘されている．本報告では，試みとして，この Chromatic pupillography をバイナリ汎関数級数展開で記述した結
果について報告する．バイナリ汎関数級数展開は，非線形システムを記述する方法の 1 つで，2 値の光入力に対
する視覚系応答を出力とするシステムの記述に活用されている（例えば[2]）．
健常大学生を対象として，色刺激に対する瞳孔変動を記録し，バイナリ核関数を算出した．色刺激はコンピュ
ータモニタ上に提示し，瞳孔径はアイトラッカー（Tobii T60/120）で記録した．赤もしくは青（DKL 空間座標 (0,0,1)，
(0,270,1)）と黒 (0,0,-1) の円形刺激を，灰色 (0,0,-0.5) 背景の下で 7 ビット M 系列に基づいて，クロック間隔 0.5
秒および 1 秒で点滅させて刺激とした．記録された瞳孔変動からバイナリ関数を算出したところ，2 次核振幅は 1
次核に比べて小さく，1 次核で分記述ができることが示唆された．しかしながら，刺激変化に対する持続的な瞳孔
変動の記述ができておらず，最適な刺激系列やクロック間隔を検討する必要があることが確認された．
参考文献
[1] Kelbsch, C., Strasser, T., Chen, Y., et al. (2019). Frontiers in Neurology, 10(February)
[2] Sutter, E. E. (2001). Vision Research, 41(10–11), 1241–1255.
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パーキンソン病における脳深部刺激療法でのパルス状波形の制御
鈴木

豪流 †, 森

亮介 †, 簑

弘幸 †

† 関東学院大学大学院 工学研究科
概要: パーキンソン病 (PD:Parkinson’s Disease) などの不随

去 1 秒間の膜電位における 12〜35 Hz の範囲のパワーを算出

意運動を伴う錐体外路系神経疾患の治療において，薬物療法

する事で得られた．DBS による β 振動パワーの抑制効果を評

の成績が芳しくない時，外科的手術を伴うが脳深部刺激療法

価する為，短時間フーリエ変換を用いた時間周波数表現が観

(DBS:Deep Brain Stimulation) という選択肢が残されている．
しかしながら，PD の症状を軽快させる DBS の電気刺激波形
を適切に設計する方法は，現段階で確立されているとは必ず
しも言えない．本研究では，錐体外路系ループの生物物理学
的モデルを用いた計算機シミュレーションによって，視床下
核 (STN) での PD 由来の β 振動のパワーを制御のためのマー
カーとして活用し，DBS のパルス状電気刺激波形の振幅を適
切に設定することによって，異常な β 振動を抑制できるかど
うかを調査する．

測された．

1

3

結果
図１は，15 sec のシミュレーションより得た STN におけ膜

電位 ΣVST N (t) と β 振動パワーの時間変化を表している．開始
後 2sec から PD 状態になるように設定された為，その後 β 振
動パワーの上昇が観測された。3 sec から記録と DBS 刺激が

1 sec おきに繰り返されており，刺激が投与されている間は β
振動パワーの減少が観測された．

はじめに
パーキンソン病 (PD:Parkinson’s Disease) は，不随意運動を

伴う神経疾患の１つであり，大脳基底核に障害が発生し，細
やかな運動制御が困難になる疾患である．PD に対する治療法
として，薬物療法の他に，脳深部刺激療法 (DBS:Deep Brain

Stimulation) がある．近年，DBS のパルス状電気刺激波形の振
幅を制御理論を用いて最適化する研究 [1] が遂行されている
ものの，その設計方法は確立されているとは必ずしも言えな
い．本研究の目的は，錐体外路系ループの生物物理学的モデ
ルを用いた計算機シミュレーションによって，埋め込まれた
DBS 電極を刺激のために用いるフェーズと記録のために用い
るフェーズを１秒ごとに切り替えながら，STN における β 振
動パワーを追従し，PI 制御による DBS の刺激波形の振幅の
適切な設定が PD 由来の異常な β 振動を抑制させられるかど
うか，検証することである．

2

図 1: PI 制御を用いた DBS を与えた際の STN における膜電位と β
振動パワーの変化．この時，DBS 周波数は 200 Hz とした．開始か
ら 1 秒間は正常状態，2 秒後以降は PD 状態に設定した．

4

方法

結論
計算機シミュレーションの結果から，PD 由来の異常な β 振

本研究で用いた錐体外路系，視床-皮質-基底核ループモデル

動のパワーに応じて DBS 振幅を PI 制御により適切に増減さ

は，視床 (T H)，視床下核 (ST N)，淡蒼球内節・外節 (GPi，GPe)，

せることによって，β 振動が抑制されることがわかった．

被殻 (PUTindr,dr )，大脳皮質 (CT Xe,i )，各領域 10 個のニューロ

これらの知見は，DBS の電気刺激装置の性能向上に，とりわ

ンモデルで構成されている．各ニューロンは，Hodgkin-Huxley

け，従来型の常時刺激方式に比べて消費電流を格段に削減で

型の生物物理学的モデルで表現され，各部のニューロンの膜

きる，オンデマンド型刺激方式による電気刺激波形の設計に，

電位の式は文献 [2] に従った．DBS のチャージバランスされ

貢献することが期待される．

た 2 相性パルス状電気刺激（パルス周波数 200 Hz，パルス幅

0.3 ms，チャージバランス 1:5）は STN に印加され，刺激振
幅 u(t) は STN の膜電位における β 振動パワー χ (t) を用いた

参考文献

PI 制御によって式 (1) のように設定される．

[1] C. Liu, et.al., “Closing the loop of DBS using the beta oscillations in cortex,” Cognitive Neurodynamics, 15, 1157 - 1167,
2021

u(t) = K p · e(t) + Ki
e(t) =

χ (t) − χ̄

∫ t
0

e(τ )d τ

(1)
(2)

[2] K. Kumaravelu, et al., “A biophysical model of the cortexbasal ganglia-thalamus network in the 6-OHDA lesioned rat
mode of Parkinson’s disease, ” J Comput Neurosci, 40(2):
207 – 229, 2016.

ここで，比例定数 K p ，積分定数 Ki ， STN の正常時平均 β 振
動パワー χ̄ は，それぞれ-1.2，-0.02，10 と設定された．STN
の β 振動パワーは，フーリエ変換によって，ある時刻から過
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振動共振による前腹側蝸牛神経核モデルでの閾値未満シナプス電流刺激の伝送強化
石川

直輝 †, 簑

弘幸 †

† 関東学院大学大学院 工学研究科
まれており、それぞれ次式で表現される。

概要: 本研究の目的は、振動共振 (Vibrational Resonance) の
枠組みにおいて、前腹側蝸牛神経核モデルでの閾値未満の不

INa (t) = γNa NNa (t)(Vm (t) − ENa )

規則なシナプス電流刺激の情報伝送が、高周波の決定論的正
弦波の印加によって強化されるかどうかを、計算機シミュレー

IKLT (t) = γKLT NKLT (t)(Vm (t) − EK )

ションで調査することである。また、印加される高周波の正

IKHT (t) = γKHT [0.85Nn (t) + 0.15N p (t)](Vm (t) − EK )

弦波の周波数によって、どのように情報伝送が影響を受ける

Ih (t) = γh Nh (t)(Vm (t) − Eh )

かについても、調査対象としている。ここでは、適切な周波

IL (t) = γL (Vm (t) − EL )

数に設定された高周波の正弦波が印加された時、その正弦波
の振幅の上昇にともなって、情報レートが増加し、そして最

なお、γNa =10.74[pS], ENa =55[mV], γKLT,KHT =48[pS], EK =-70[mV],

大値をとり、その後減少する、共振曲線が観測されたことを

γh =40[pS], Eh =-43[mV] γL =0.05[nS], EL =-65[mV], である。そ

報告する。これらの知見は、聴性脳幹インプラントの電気刺

の他、状態遷移比率などの値を詳細に示すことは、紙面の制

激波形の設計に貢献するかも知れない。

限故、他の機会に譲りたい。
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情報伝送を評価するための情報レートは、総エントロピーか

はじめに

ら雑音エントロピーを減じた相互情報量とスパイク発火レー

閾値を持つ非線形システムにおいて高周波の決定論的正弦

トとの積で推定される。実際、各エントロピーは、30 種類の

波の印加が閾値未満の低周波の正弦波検出を強化する現象は、

不規則シナプス電流刺激を、30 回繰り返し与えた時のスパイ

振動共振 (Vibrational Resonance, VR) として知られている。こ

ク応答間隔系列のヒストグラムより算出された。

の現象は 2000 年に Landa と McClintock らによって J. Phys.
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A に報告されており、それ以来、物理系だけでなく神経系に
おける VR の機能的役割も調査されている。本研究では、生
物物理学的モデルを用いた計算機シミュレーションによって、
前腹側蝸牛神経核モデルで VR が観測されるかどうかを調査
する。また、印加される高周波の決定論的正弦波の周波数を
変化させた時、VR 観測されるかどうか、そして観測される
ならどのような状況かを調査する。

2

結果
決定論的正弦波 ( fs =2500 Hz) を振幅 0.1 から 5.5 nA まで変

化させながら投与した時の情報レートの平均と標準偏差（エ
ラーバー）
（10 サンプル）が図 1 に示される。青、シアン、赤
の各曲線は、λc =200, 400, 600 s−1 のときの情報レートを表す。
各々の条件において、振幅の上昇に伴って、情報レートは上
昇、最大値をとり、下降することがわかる。 fs =500, 1000 Hz
でも同様な曲線が描かれるものの、情報レートの絶対値は、

方法

fs =2500 Hz のそれよりも減少傾向にあった。

本研究では、マルコフ連鎖に基づく確率的イオンチャネル
モデルが組み込まれた Hodgkin-Huxley 型の生物物理学的モデ

140

ルに従って、前腹側蝸牛神経核での膜電位 Vm (t) が次式のよ

120

Cm

dVm (t)
+ 2(INa (t) + IKLT (t) + IKHT (t) + Ih (t) + IL )
dt
= Isyn (t) + Istim (t)

Information Rate [bits/s]

うに表現される。

(1)

ここで、閾値未満の不規則なシナプス電流 Isyn (t) は、α関数で
平滑化される、55Hz の周期的な強度関数 (λc = 200, 400, 600s−1 )
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を持つ非一様ポアソン過程として生成され、次のように表現
される。
∫ t

Isyn (t) =

−∞

ge [

(t − τ )
(t − τ )
exp(1 −
)]dNsyn (τ )
τsyn
τsyn
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Amplitude of sinusoids[nA]

5

6

結論

(2)
これらの結果より、前腹側蝸牛神経核モデルにおいて、閾

ここで、ge =28 nS, τsyn = 0.1ms である。一方、Istim (t) は高周

値未満の不規則なシナプス電流刺激の情報伝送が高周波の決

波の決定論的正弦波を表す。また、本研究で用いられる生物

定論的正弦波の印加によって強化される、振動共振 VR が観

物理学的モデルには、Na 電流 INa (t)、低閾値 K 電流 IKLT (t)、

測されるとの結論に達した。聴性脳幹インプラントの電気刺

高閾値 K 電流 IKHT (t)、陽イオン電流 Ih (t)、漏れ電流 IL が含

激波形の設計にこれらの知見の貢献が期待されるであろう。
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ウェアラブル生体センサを用いた
女性労働者の長期モニタリングデータ分析
金子 美樹 1，清野 健 1
1 大阪大学大学院 基礎工学研究科

現在，日本の超少子高齢社会に伴う労働者不足が深刻化し，労働力拡大のため
の女性の社会進出に期待が高まっている．実際に，女性の就業率は年々増加傾向
にあり，結婚・出産後も働き続けたいと望む女性も増えつつある．しかし，この
ような労働力の量的拡大が進む一方で，これまで見落とされてきた女性ならで
はの健康問題や性別の違いにより生じる労働環境リスクが顕在化してきた．よ
り働きやすい職場環境の確立や健康支援を目指すためには，現場から新たな知
見を蓄積し，課題を発見することが重要となる．
そこで本研究では，ウェアラブル生体センサを用いて長期計測した労働者の
生体情報から，女性労働者が抱える健康問題や労働環境リスクを明らかにする．
本実験では，スマートウェアを用いて勤務中の作業者の計測を行った（男性：
3 名，女性：3 名）．スマートウェアの裏地には，導電繊維シートが左右 2 か所取
り付けられているため，肌着として着用することで心電位を計測することがで
きる．本研究では，生体情報として心拍数，加速度データ，衣服内温度を計測し
た．また，勤務中の体調変化と生体情報との関連性を検討するため，勤務前後で
体調に関するアンケートを実施した．
労働環境が性差に及ぼす影響を検討した結果，高温環境下の作業において男
性よりも女性の方が，作業強度に対する心拍応答が高い傾向を示すことがわか
った．このことから高温環境下の作業では，男性よりも女性の方が暑さの影響を
受けやすい可能性があることが示唆された．今後，被験者数を増やし，年齢や性
周期の影響についても検討することで，女性ならではの健康問題やこれまで見
落とされてきた職場環境リスクの発見に繋げたい．
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スマートウェアラブルデバイスを活用した職場の安全衛生管理
〇清野健（大阪大学），金子美樹（大阪大学），重松大輝（大阪大学）

近年，心拍数や身体活動量が計測可能な IoT 生体センサと情報端末を融合したスマ
ートウェアラブルデバイスが開発・販売されるようになっている．本講演では，そのよ
うなスマートウェアラブルデバイスを活用した職場の安全衛生管理システムを実現す
るために，以下の技術を提案する：(1) ヒト・モノ・データを統合したサイバーフィジ
カルシステム，(2) 個人特性の自動学習に基づく体調評価，(3) 人集団データを使った
リスク評価．これらの技術は，倉敷紡績株式会社が実装した安全衛生管理システム
Smartfit for work に導入されており，このシステムを利用している企業から，その有用
性が評価されている．
ヒト・モノ・データを統合したサイバーフィジカルシステムでは，職場の環境情報と
労働者の生体情報をリアルタイムで集積し，分析することができる．職場全体のデータ
を統合することで，生体センサを装着した個々の労働者に対してだけでなく，職場の潜
在的リスクなどを評価することが可能になる．個人特性の自動学習に基づく体調評価で
は，経時的に何日にもわたって計測された生体情報を活用し，個人特性（例えば心拍数
の変動）を予測する数理モデルを構築する．さらに，このモデルの予測値と生体センサ
の実測データの乖離を評価することで，普段の体調からの変化を評価することが可能に
なる．人集団データを使ったリスク評価では，同じ職場の複数人の平均心拍数をリアル
タイムで計算することで，職場環境に存在する負担を評価することが可能になる．例え
ば，暑い環境であれば，複数人の平均心拍数の上昇によって，暑熱負担を数値化するこ
とが可能である．
講演では，社会実装されているシステムにおいて計測された実際のデータを示し，こ
こで提案する方法の有用性を議論する．
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睡眠時無呼吸に伴う心拍数周期性変動は心房細動発生リスクを予測する：ALLSTAR 心拍変動
ビッグデータ解析
早野順一郎（株式会社ハートビートサイエンスラボ）、渡邉英一（藤田医科大学ばんたね病
院）
、湯田 恵美（東北大学データ駆動科学・AI 教育研究センター）
、木曽原昌也（名古屋市
立大学大学院医学研究科放射線医学分野）、植田典浩（名古屋市立大学大学院医学研究科医
学・医療教育学分野）
、児玉逸雄（名古屋大学）
[背景] 心房細動細動(AF)の検出は心源性脳梗塞の予防のための重要な課題であるが、AF は
しばしば無症候性でありかつ一過性に起きることも多い。AF 検出のための長期間のモニタ
リング法の開発が進んでいるが、効率的に AF を検出するには適切は対象の選択が必要であ
る。最近、睡眠時無呼吸と AF 発症リスクとの関連が指摘されているが睡眠時無呼吸の評価
自体も対象が限定される。そこで、心疾患で広く用いられている Holter 心電図から得られ
る睡眠時無呼吸指標、心拍数周期性変動(CVHR)の頻度(Fcv)の AF 発症リスクの層別化にお
ける有用性を検討した。
[方法] 24 時間 Holter 心電図の心拍変動 big data である Allostatic State Mapping by
Ambulatory ECG Repository (ALLSTAR)database の 629,430 例中の、時期を変えて 2 回以上
測定を行った 41,091 例の内、初回の検査が洞調律で、発作性の短い episode も含めて AF が
全く検出されなかった成人 20,389 例を対象に、2 回目以降の検査における AF の発現リスク
と Fcv を含む心電図および心拍変動所見との関連を分析した。AF の検出には R-R 間隔の
Lorenz plot の convolutional neural network による判別を用い、2 回以降の心電図で検
出された AF は、24 時間の総 AF 時間の割合によって、no AF (0%)、 brief AF (30%以下)、
transient AF(30-85%)、sustained AF(85%以上)に分類した。
[結果] 対象は男性 9,731 例(68±13 歳)、女性 10658 例(69±13 歳)で、初回と分析対象と
した 2 回目の検査の間隔は、
それぞれ 514±325 日、
513±326 日であった。
Brief、transient、
sustained AF は、それぞれ、4,190 例 (20.6%)、292 例 (1.43%)、284 例(1.39%)に検出さ
れ、15,623 例(76.6%)は no AF であった。ROC curve 解析の結果、Fcv の他に、期外収縮の
比率、
昼間の平均 NN 間隔、
rMSSD、
連則して増加または減少する NN 間隔の長さの逆数(IALS)、
超高周波数成分(VHF、>0.4 Hz)パワーが AF 発現リスクと関連し、brief を含めた AF の発現
には期外収縮頻度(AUC、0.68)、transient 以上の AF には期外修飾頻度と昼間の平均 NN 間
隔(ともに 0.66)、sustained 以上の AF には昼間の平均 NN 間隔（0.68）が最も強く関連し
た。Fcv の AUC は、0.59、0.61、0.61 であったが、これらの全指標と年齢、性別を含む多変
量 logistic model で、Fcv は transient 以上の AF の発症に対して他の指標とは独立した関
連を示した。
[結論] Holter 心電図から得られる睡眠時無呼吸指標 Fcv の単独での AF 発症リスクとの関
連は強くはないが、その関連は、期外収縮や徐脈、R-R 間隔の高周波数変動、heart rate
fragmentation とは独立である。
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