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単一指尖容積脈波を用いた脈波伝搬速度の推定 

廣瀬玖実，清水淑葉，若林哲，八名和夫* 
法政大学大学院・理工学研究科

1. はじめに
動脈硬化は生まれたときから初期症状が見られ，加齢と

ともに進行することから万人に共通する病態であり，日常

的に動脈硬化度を測定することが望ましい．動脈硬化度を

測定する手法には，心臓から出た脈が動脈内を伝搬する速

度（PWV）から推定する方法，指先の血管の容積変化を 2

階微分して得られた加速度脈波（APW）を用いる方法があ

る．そこで加速度脈波から PWV を求める方法を考案した． 

2. 方法
baPWV は，上腕と足首で記録された PPG 波形複合体の時

間差を，被験者の身長で推定された血管の長さで割って測
定されている．体の左右の PWV を，臨床機器（血圧脈波
測定装置：BP-203RPEⅢ，フクダコーリン株式会社）で測
定した．

PPG の記録には，PPG，皮膚温度，3 軸加速度，気圧を測

定できるヘルスセンサープラットフォーム（MAX REFDES 
100＃，Maxim Integrated Co. Ltd.）を使用した．センサーと

指先の間の距離を保つために，10 度の傾斜がついたカバー

をセンサーに装着した．

図 1．測定風景 

加速度脈波の 5 つの極値 a, b, c, d, e と各極値の発生時刻

t1, t2, t3, t4, t5 から, T= t5 - t1, bd∆ = (d/a – b/a)/( t4 - t2)を求め

APW の新たなパラメータとした． 

図 2．加速度脈波の波形例 

3. 結果
左右の上腕と足首で PWV を求めたので，PWV の値も

左右それぞれの値が測定された．それに対して加速度脈波

は一本の指で測定した脈波から血管年齢を求めるので，

PWV の値と加速度脈波の関係性を検証する際に PWV の 

値は左右の平均値を使用した．推定には 21~75 歳の男女， 
120 件のデータを使用した． 
まず，T と bd∆ で baPWV を重回帰分析で推定した結果

を以下に示す． 

図 3．T と bd∆ から baPWV を推定した結果 

推定値と実測値の誤差の標準偏差は94.03[cm/s]であり，

修正 R2 は 0.320 であった．T と bd∆ それぞれで baPWV と

の相関を単回帰分析した結果，T が APW から PWV を推

定する際に影響があることがわかった．

図 4．T と baPWVの相関 

T と baPWV の単回帰分析の修正 R2 は 0.2005 であり，

顕著な相関が見られた．

4. 結び
APWから baPWVの推定がある程度可能であることが示

された。 また、APW の持続時間を表す指標Ｔと baPWV の

負相関が顕著であることから、APW で推定する血管年齢

にＴを指標として加え日常的に追跡することが、家庭での

健康モニタリングの手段になり得ることが示唆された．

5. 参考文献
[2] Kumi Hirose, Kengo Hama, Kazuo Yana, Satoshi Wakabayashi, ’On 
the Accurate Vessel Age Estimation based on the Second Derivative of
Photoplethysmogram’, IEEE EMBC2019, Berlin, Germany. July 24, 2019. 
https://events.infovaya.com/presentation?id=45539 
[3] Yuko Iketani, Toshiro Iketani, et al., ‘Second Derivative of
Photoplethysmogram in Children and Young People,’ Jpn Circ, Vol.64,
pp.110-116, 2000. 
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基底心拍数と急性心筋梗塞後死亡率

〇早野順一郎 1 、木曽原昌也 1、植田典浩 1、Robert M. Carney2 、James A. Blumenthal 3, 湯
田 恵美 4  
1 名古屋市立大学大学院医学研究科、2Washington University, St. Louis, MO, USA、3Duke 
University, Durham, NC, USA、4 東北大学大学院工学研究科 

【背景】日常生活中の生体信号モニタとして、反射型光電脈波計を内蔵したウェアラブル

センサが普及している。多くの機器はそこから得られる脈拍信号の解析によって、心拍変

動の代替となる情報が得られる可能性を謳っているが、実際には活動中の脈波記録から心

拍変動指標の解析に耐えるノイズの少ない信号を得ることは難しく、生理学的にも、脈拍

間隔には等容性収縮期や脈波伝搬速度の変動によって、心拍変動には存在しない変動が含

まれ得る事から、脈拍変動を心拍変動の代替として用いることには限界がある。それに対

して、ウェアラブルセンサの脈波でも、10 秒程度の時間窓の脈波信号から算出される平均

脈拍数に関しては、心電図から得られる平均心拍数と良く一致することが多くの研究で共

通して報告されている。したがって、一定の時間分解能で得られる平均心拍数から、健康

状態の評価に役立つ情報が得られれば、現在のウェアラブル脈拍モニタの有用性が増す。

そこで、本研究では、脈波センサからも評価が出来る可能性のある、自由行動下の低時間

分解能心拍数が、心疾患の生命予後に対して、どの程度の予測力を持つかを検討した。

【方法】解析対象は、米国の ENRICHD study で得られた急性心筋梗塞後に自由行動下ホル

ター心電図を記録した 766 例の内、夜間を含む 21 時間以上の洞調律の心電図が得られた 686
例(59±12 歳、女性 272 例)で、心電図記録後、中央値 25 か月間の追跡を行ったコホートの心

電図データである。追跡期間中に、44 例(64±11 歳、女性 20 例)が死亡し、残りの 642 例(59±12
歳、女性 252 例)は生存した。低時間分解能心拍数として、24 時間の R-R 間隔時系列データ

に、幅 30 秒の移動窓を走らせ、各窓中の R-R 間隔の中央値を抽出して、心拍数に変換した。

得られた低時間分解心拍数のヒストグラムを作成し、24 時間の 100、95、75、50、25、5、
0 パーセンタイル値を求めた。この内、100 パーセンタイルと 0 パーセンタイル値は、それ

ぞれ、最大心拍数および基底心拍数に対応する。また、比較のために通常の心拍変動指標

として、24 時間の洞調律 R-R 間隔の標準偏差（SDNN）、detrended fluctuation analysis (DFA)
による α1、deceleration capacity (DC)、超低周波数成分(LVF)パワーを標準的な方法で計算し、

死亡リスクの予測力を receiver-operating characteristic (ROC)曲線の area under the curve (AUC)
および比例ハザード回帰分析によって評価した。

【結果】低分解能心拍数の内、最大心拍数以外のパーセンタイル値は、死亡群で有意に高

値を示した。ROC 曲線解析では、心拍数はパーセンタイルの小さいものほど大きな AUC を

示し、基底心拍数の AUC が最も大きく 0.72 であった。この値は DC や VLF パワーの

AUC(0.801 および 0.796)よりは有意に小さかったが、SDNN の AUC (0.751)と同等で、DFA α1 
(AUC、0.681)より高かった。死亡までの期間を考慮したハザード比でも低分解能心拍数は

パーセンタイルの小さいものほど高い予測力を示し、基底心拍数は 1-SD (11 bpm)増加する

毎にハザード比が 1.92 (95%CI、1.50-2.46)倍になった。この予測力は SDNN や DFA α1 より

大きな χ2値を示した。 
【結論】幅 30 秒の移動窓内の中央値として求めた低時間分解能心拍数から得られる 24 時

間の基底心拍数は、急性心筋梗塞後の死亡リスクに対して、心拍変動の SDNN や DFA α1 と

同等もしくはそれ以上の予測力を持っている。この結果は、24 時間のウェアラブル脈波セ

ンサから得られる時間分解能の低い脈拍数情報からも、健康リスクに関する有用な情報が

得られる可能性を示している。

キーワード：acute myocardial infarction, basal heart rate, heart rate, heart rate variability, mortality,
nocturnal, prediction
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Title: Can A.I. Facilitate Automatic Auscultation? Machine Listening Technologies  
for Heart Sound Classification  

Authors: 〇Kun QIAN and Yoshiharu YAMAMOTO (Graduate School of Education, 
The University of Tokyo) 

Abstract: Cardiovascular diseases (CVD) is the leading cause of death, which occupies 
45% of all deaths in Europe annually. Auscultation, as a cheap, convenient, and 
efficient method, has been used to diagnose and monitor the subject’s heart status for a 
long time. Nonetheless, training less-experienced intern physicians to be experts in 
using stethoscope is expensive and time-consuming. On one hand, there are tremendous 
demands from the subjects (specifically for residents in remote villages) needing the 
quick and cheap auscultation service. On the other hand, the qualified physicians who 
can make an efficient diagnosis of heart conditions based on auscultation are extremely 
limited. Benefited from the fast development of internet of things (IoT) and artificial 
intelligence (AI), we can leverage the power of advanced technologies in signal 
processing and machine learning to automatically analyse the heart sounds collected by 
electronic stethoscopes. In this presentation, we firstly propose our recently released 
publicly accessible database, i.e., the Heart Sounds Shenzhen (HSS). Secondly, we 
present the benchmarks achieved by current experiments. Thirdly, a series of state-of-
the-art techniques applied successfully to heart sound classification (‘normal’, ‘mild’, 
and ‘moderate/severe’ annotated by experienced cardiologists with the help of 
Echocardiography) will be introduced. Finally, we conclude the findings and give the 
future perspectives of the study. 
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非定常生体信号にみられる長時間相互相関の検出 
中田 章夫，金子 美樹，重松 大輝，○清野 健 

大阪大学大学院 基礎工学研究科 
 

1. はじめに 
生体信号時系列の変動には，しばしば，1/fゆら

ぎと呼ばれる特性がみられる．1/f ゆらぎとは，時
系列のパワースペクトル密度が周波数 fに対して，
1/𝑓𝑓𝛽𝛽に比例する現象であり，生体信号時系列の場
合は，𝛽𝛽が 1に近い値をとることが多い．この特性
は，時系列の自己相関関数に長時間相関が存在す
ることを意味している．そのような振る舞いを再
現する数理モデルが提案されているものの，その
生理学的起源については十分に理解されていない．
近年，そのような自己相関関数の特徴に加えて，
２つの異なる生体信号間の相互相関にも長時間相
関が見られることが知られるようになった．ここ
では，そのような長時間相互相関の解析法として，
Savitzky-Golay トレンド除去フィルタを用いたス
ケーリング解析法を提案する． 
 
2. 相互相関のスケーリング解析 
 トレンド除去フィルタを用いたスケーリング解
析では，以下の手順によりスケーリング指数𝛼𝛼を推
定する．(1) ２変数時系列��𝑥𝑥(1)[𝑖𝑖],𝑥𝑥(2)[𝑖𝑖]��を積分
する．ここでは，積分時系列を��𝑦𝑦(1)[𝑖𝑖],𝑦𝑦(2)[𝑖𝑖]��と
する．(2) 各スケール s において以下を計算： 

𝐹𝐹12 (𝑠𝑠)  = �
1
𝑁𝑁 �
�∆𝑠𝑠𝑦𝑦(1)[𝑖𝑖] ∙ ∆𝑠𝑠𝑦𝑦(2)[𝑖𝑖]
𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

� 

ここで， 

∆𝑠𝑠𝑦𝑦(𝑙𝑙)[𝑖𝑖]  = �𝑤𝑤𝑠𝑠[𝑗𝑗] ∙ 𝑥𝑥(𝑙𝑙)[𝑖𝑖 + 𝑗𝑗]
𝑁𝑁

𝑗𝑗=1

   (𝑙𝑙 = 1, 2) 

である．ここは，詳細は省略するが，上式において
{𝑤𝑤𝑠𝑠[𝑗𝑗]}を適切に選択することで，Savitzky-Golay平
滑化フィルタを用いたトレンド除去が実現できる．
(3) 𝐹𝐹12(𝑠𝑠) ∝ 𝑠𝑠𝛼𝛼の関係が見られるとき，スケーリ

ング指数𝛼𝛼を推定する． 
��𝑥𝑥(1)[𝑖𝑖],𝑥𝑥(2)[𝑖𝑖]��の２変数間の相互相関関数が 

𝐶𝐶12(𝑘𝑘) ∝ 𝑘𝑘𝛾𝛾 
で与えられるとき， 

𝐹𝐹12(𝑠𝑠) = � 𝐶𝐶12(𝑘𝑘)𝐿𝐿(𝑘𝑘, 𝑠𝑠)
𝑠𝑠

𝑘𝑘=−𝑠𝑠

 

が成り立つ．ここで， 

𝐿𝐿(𝑘𝑘, 𝑠𝑠) = � 𝑤𝑤𝑠𝑠(𝑗𝑗)𝑤𝑤𝑠𝑠(𝑗𝑗 + |𝑘𝑘|)
𝑠𝑠−|𝑘𝑘|

𝑗𝑗=1

 

である．以上の関係式に基づき 
𝛼𝛼 = 1 − 𝛾𝛾/2 

の関係を導くことが可能である．この解析法を用
いて，２変数時系列に共通に含まれる長時間相関
ノイズの存在を検出することが可能である． 
 
3. まとめ 
 講演では，相互相関のスケーリング解析の方法
論，理論的基礎について解説し，生体信号の分析
例を紹介する． 
 
参考文献 
[1] C.-K. Peng, S. Havlin, H. E. Stanley, A. L. 

Goldberger, Quantification of scaling exponents 
and crossover phenomena in nonstationary 
heartbeat time series, Chaos 5 (1995) 82. 

[2] B. Podobnik, H. E. Stanley, Detrended cross-
correlation analysis: a new method for analyzing 
two nonstationary time series, Physical review 
letters 100 (2008) 084102. 

[3] L. Kristoufek, Detrending moving-average 
cross-correlation coefficient: Measuring cross-
correlations between non-stationary series, 
Physica A 406 (2014) 169. 
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事象関連電位 P300 を指標とした映像教材への注意配分量の検討 第２報 

松邑 祐亮 1，長濱 澄 2，森田 裕介 3，百瀬桂子 3 

1早稲田大学人間科学部，2東京工業大学教育革新センター，3早稲田大学人間科学学術院 

視聴覚課題への注意配分量を反映する指標として，プローブ刺激に対する事象関連電位の

P300 振幅の有用性が報告されている（入戸野 2006，杉本・片山 2014 など）．長濱ら(2018)は，

視聴速度を上げた映像教材を用い，標準・標的・非標的の 3 種類の振動刺激を用いて事象関連電

位を測定し，標的刺激における P300 振幅より，再生速度の高速化が注意配分量を増大させる可

能性を報告した．一方，非標的刺激に対する P300 振幅が，映像に対する注意をより反映すると

いう報告もある（重光ら 2008）．そこで，長濱ら（2018）が収録した脳波データの非標的 P300

にも着目し，分析を加え，標的 P300 と非標的 P300 のプローブ刺激に対する潜時と振幅のばら

つきを示し（松邑ら 2019），映像教材の高速化に対する認知負荷を検討している． 

長濱ら（2018）が収録した3種類の映像条件（映像無し，等倍速提示，2倍速提示）の下，それ

ぞれ200回以上の振動刺激（出現率は標的0.15，非標的0.15，標準0.70）を与え，標的にのみ反応

（ボタン押し）を求めて記録された脳波を対象とした． 

分析の結果，非標的P300と標的P300では各条件間で異なる結果を示した．非標的P300振幅は，

映像なし条件（Cz，全被験者加算平均の250～600ms間の最大値3.08 μV），2倍速条件（2.10 μ

V），等倍速条件（0.65 μV）の順で小さくなっていた．Czは注意を強く反映するとされ，等倍

速条件で最も映像に対して注意を向けていたと考えられる．一方，従来検討していた標的P300

振幅は，映像なし条件（Pz，7.83 μV），等倍速条件（2.96 μV），2倍速条件（2.38 μV）の順

で小さくなり，2倍速条件が最も小さかった．Pzは記憶・認知処理を強く反映するとされ，2倍速

条件で最も映像に対して記憶・認知処理を向けていたと考えられる． 
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聴覚 P300 を用いた多選択 BCI における、刺激音への音階情報の付与と弁別精度に関する検討 
白木晴子 1 , 柳南雄人 2 , 濱献吾 2 , 八名和夫 1,2, 堀潤一 3 

   1 法政大学・理工学部  2 法政大学院・理工学研究科  3新潟大学大学院自然科学研究科 

1. はじめに
EEG を用いた BCI(ブレインコンピュータインターフェー

ス)技術の発展に伴い，SSVEP や視覚 P300 によるスペリン
グシステムが多数提案されてきた．しかし視覚を用いた BCI
は，視線を動かせない完全閉じ込め症候群(CLIS)となった患
者が使用できない問題がある．聴覚を用いた BCI は，視覚を
用いた BCI と比較し，精度や情報伝達速度が小さいことが
知られている[1]．本稿では，スペリングシステムへの応用を
見据え，多選択肢の聴覚 P300 誘発実験に用いる刺激音に音
階情報の付与を行い，弁別精度を検討する．

2. 実験方法
2.1 実験環境 
被験者は 22-23 歳の男性 3 名，女性 1 名である．国際 10-

20 法に基づき，Cz と Pz に電極を配置した．脳波計のサンプ
リング周波数は 500 Hz とした．実験はシールドルームで行
った．被験者の前面に置かれた１つのスピーカーから刺激音
が提示された．実験は閉眼安静状態で行われた．
 全ての被験者は事前に純音を用いたオドボール課題によ
る実験に参加しており，P300 が正常に出現することが確認
されていた．この際，P300 波形の振幅がより大きく出た電極
位置について，本実験では解析を行った．本実験では全ての
被験者について Pz 電極が対象となった． 

2.2 刺激音のデザイン 
提示する音は，「あ，い，う，え，お，か，く」の 7 種類と

した．提示音は全て女性の声により録音された．録音後，音
編集ソフトウェアによりそれぞれの音のピッチ調整を行っ
た．全ての音が同じドの音の高さとなるように調整したもの
を Normal 刺激音とした．同様のピッチ調整により，それぞ
れの音の高さが異なるように調整したものを Scale 刺激音と
した．Normal 刺激音と Scale 刺激音について，ひらがな音と
それに対応する音の高さの対応を表 1 に示す． 

表 1 刺激音と音の高さの対応表 
上：Normal 刺激，下：Scale 刺激 

実験は Normal 刺激音と，音階情報を付与した Scale 刺激
音それぞれを用いて 1 回ずつ行った．被験者には 7 音のうち
1 音を選択し，脳内で標的の音をカウントするように指示を
した．ひとつの音の呈示時間は 0.2 s，音の間隔は 1 s とした．
音はランダムに提示された．7 音それぞれがほぼ等しい刺激
頻度となるよう調整され，それぞれの音が 30 回出現するよ
うに繰り返された．標的刺激の刺激頻度は約 15%であった． 

2.3 弁別精度の算出 
測定した脳波を 0.2 Hz-9 Hz のバンドパスフィルタに通

し，基線変動やα波による影響をカットした．7 音の刺激
音に対応した 30 回分の波形から，それぞれ 1 回の波形，5
回加算平均波形を 30 個，10 回加算平均波形を 30 個算出し
た．次に，刺激音の呈示開始前 0.2 秒間の平均振幅をベー
スラインとして，P300 振幅の大きさを決定した．7 音それ
ぞれから得た P300 振幅を評価し，最も振幅が大きくなっ
た音を選択音と判断した．これを実際の標的音と照らし合
わせ弁別正誤判断を行った．これらの操作から，正しい弁
別が行われた割合を弁別精度とした．

4. 結果
図 1，2，3 に，実験に用いた刺激音の種類別に，加算平均
回数別の弁別精度を示す．

図１ ひとつの波形による弁別精度

図２ 5 回加算平均波形による弁別精度 

図３ 10 回加算平均波形による弁別精度 

1 波形での弁別と 5 回加算平均波形での弁別において，
音階情報を付与した Scale 刺激音が Normal 刺激音の弁別
精度を上回った．

5. 結び
本実験では，聴覚 P300 を用いた BCI に，音の高さに差

異を持たせた刺激音を使用する有用性を検討した．Scale 刺
激を用いた場合，Normal 刺激音と比べ安定して高い弁別精
度が得られた．今後は被験者と 1 つの刺激音に対する刺激
の総回数を増やし，刺激音別の弁別精度と加算回数に関す
る検討をしていく. 

6. 参考文献
[1] A. Furdea, S. Halder, D. J. Krusienski, D. Bross, F. Nijboer, N.
Birbaumer, and A. Kübler. 2009. “An auditory oddball (P300) spelling
system for brain-computer interfaces”，Psychophysiology 46, 3 (2009),
617--625. 

Normal あ い う え お か く

音の高さ ド ド ド ド ド ド ド

Scale あ い う え お か く

音の高さ 下ド 下ミ 下ソ ド ミ ソ 上ド
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触覚刺激を用いたブレインコンピュータインタフェースの 

刺激継続時間を考慮した精度評価 

田村 花織, 堀 潤一 

新潟大学大学院自然科学研究科 

1. はじめに
脳の神経活動を基に機器を操るBrain-Computer

Interface(BCI)の実現法として事象関連電位を用い
た方法がある．我々は，触覚刺激による事象関連電
位を用いたBCIシステムを開発してきた．意思伝達
の精度は集中力に影響されることが示唆された1)．
本研究では触覚刺激を用いたBCIにおいてテストデ
ータ時間と集中力を考慮し精度を評価した． 

2. 方法

2.1触覚刺激 BCIシステム
事象関連電位は認知・識別を必要とする課題で誘

発され，一般的にオドボール課題が用いられる．オ
ドボール課題は2種類の頻度の異なる感覚刺激を提
示し，頻度の低い刺激でのみ所定の反応をさせる課
題である．低頻度刺激提示後300ms付近に陽性の電
位(P300)が観測される． 

本研究で構築したBCIシステムを図1に示す．触覚
刺激は，点字ディスプレイとして使用されているピ
エゾ式アクチュエータを用いて提示した．被験者に
脳波キャップを装着し，国際10-20法に基づく19電
極(基準電極は両耳朶)で脳波を測定した．被験者に
対して複数の触覚刺激をランダムに提示し，特定の
刺激に対してのみ注意を傾けることによって意思
の出力を決定するシステムを構築した．実験は新潟
大学倫理審査委員会の承認を得て実施した．健常な
成人男性14名が実験に参加した．

2.2実験タスク 

図2に両手示指に提示した刺激を示す．各刺激の
刺激頻度は，刺激A：B：C=1：1：3となるように提
示した．被験者には，刺激Aまたは刺激Bの提示回
数を数えるように指示した．これにより，注目刺激
と非注目刺激の提示頻度が1：4のオドボール課題と
なる．刺激提示時間を0.25s，休止区間を0.15，0.2，
0.25，0.3，0.35sの0.05s間隔をランダムで提示する 

刺激を実施した．どの刺激でP300が検出されるか
によって出力を決定した．刺激A1回，B1回，C3回
で1試行とし，5試行で1セット，10セットで1回（約
3分）とし，休憩をはさみ5回実施した．刺激提示時
点を基準とし，刺激後800msまでを解析区間とし，
ダウンサンプリングを施した．判別にはステップワ
イズ線形判別器を用いた2)．実験データ50セットの
うち，25セットをトレーニングデータ，１セットを
テストデータとし精度を算出した．

3. 結果・まとめ
図3に被験者14名の精度平均を示す．41セット以

降徐々にBCI精度が降下し，50セット目で上昇した．
実験開始後，徐々に触覚刺激に対する集中力が低下
したと考える．今回の結果から，触覚刺激時間を1

分30秒以上継続したデータをテストデータに用い
ると精度が降下することが示唆された．今後は，よ
り実験時間を短くし集中力保持可能なタスクを検
討する必要がある． 

参考文献 

1) 田村花織，堀潤一，“触覚刺激を用いたブレイ

ンコンピュータインタフェースに視覚情報が

与える影響”，日本生体医工学会大会，2019.

2) D. J. Krusienski, et al.: “Toward enhanced P300

speller performance”, Journal of Neuroscience

Methods, vol. 167, No. 1, pp. 15-21, 2008.

 

 

図3 精度の時間経過 
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手首の振動感覚の想起による脳波応答に関する検討 

井上 響 1)，加納 慎一郎 2,1)

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

四肢の運動想起（イメージ）に伴って生じる sensory-

motor rhythm（SMR)から，想起した体部位を推定する

BCI（Brain-Computer Interface）について研究が進めら

れている．これは，四肢麻痺患者等の身体が不自由な

人でも，想起をするだけで直感的な操作が可能である．

しかし運動想起は容易ではなく、また得られる応答の規

模や再現性も十分ではないという問題があった．  

そこで運動想起に比べて想起が容易であるものとし

て，手首の振動感覚の想起を考え，その BCI への応用

の可能性を検討した．本報告では，手首の振動感覚の

想起により生じる脳波から事象関連脱同期/同期

（ERD/ERS)[1]を算出し，その特性を評価した． 

2. 方法

被験者に対して国際 10-10 法に基づき，64 チャネル

の電極を頭皮上，参照電極を右耳朶，接地電極を左耳

朶に装着し，単極誘導法により脳波を測定した．被験者

には課題として，左手および右手で体性感覚の想起を

するよう求めた．想起内容は手首に振動刺激を提示さ

れるものとした．合図から 5秒間想起を行った後，8秒間

安静にすることを被験者に求めた．これを 1セッション左

右の腕でそれぞれ 10 試行ずつ行い，セッション間に休

憩を挟みながら 6 回行った． 

測定データに Laplacian 空間フィルタを適用した後，

課題遂行開始の 2.5 秒前から 7.5 秒後までの間のデー

タを抽出して解析を行った．振幅が±65μV を超えたデ

ータを含む試行は棄却した．課題遂行開始 2 秒前から

開始までの帯域強度の時間平均値を基準とし，この基

準から時間経過による帯域強度の変化率（ERD/ERS）

を算出して，時間-周波数解析 [2]を行った．さらに

Bootstrap 法を用いて検定（信頼区間 99%）を行った． 

3. 結果と考察

健常な被験者 10名に対して実験を行い，5人が両腕

で，2人が片腕で想起した腕に対し，対側および同側の

体性感覚野近傍で ERD が検出された．そのうち最も顕

著な応答を示した 1名の解析結果を図 1に示す．10~15，

21~26Hz の帯域において課題遂行期間で顕著な ERD

が検出された．これらの解析結果で示した C3，C4，CP3，

CP4 は体性感覚野の近傍であり，得られた応答はこの

領域の脳活動が反映されたものではないかと考えられ

る．今後は当該信号の信号源推定を行い，得られた応

答とその責任部位との関係を検討する予定である． 

文献 

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

EEG/MEG synchronization and desynchronization: 

basic principles, Clinical Neurophysiology, 110, 

pp.1842-1857 (1999) 

[2]. Andrej Stancak ，  Cortical oscillatory changes 

occurring during somatosensory and thermal 

stimulation ， Progress in Brain Research, 159, 

pp.243-258（2006） 

図 1. 被験者 Aによる振動感覚の想起をした際の対側部位

の脳波の時間周波数解析結果． (a)右手で想起したときの

FC3（上），C3(中)，CP3（下），および(b)左手で想起したとき

の FC4（上），C4(中)，CP4（下）における結果 
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(1) 

周波数変調された点滅刺激から誘発されるSSVEP の抽出方法の検討 

鈴木 章太 1)，加納 慎一郎 2),1)

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 

 Steady-state visual evoked potential（SSVEP）を計測

する際，視覚刺激を FM 変調することにより，得ら

れる SSVEP の周波数特性を FM被変調波と同様にす

ることができることが示されている[1]（以下，FM-

SSVEP）．SSVEP の周波数特性を複雑なものにするこ

とで，従来の単一周波数成分からなる SSVEP の場合

と比べて検出精度が向上する可能性がある． 

本研究では，正準相関分析 （canonical correlation 

analysis, CCA） [2]を FM-SSVEP に適用することによ

り S/N を向上させる方法の検討を行った．  

２．FM-SSVEP 誘導のための刺激生成法 

搬送波角周波数𝜔𝑐，変調波角周波数𝜔𝑚，変調度𝑚𝑓

で変調される FM-SSVEP を誘導するための視覚刺激

の状態𝑖𝑠𝐿𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔(𝑡): ℝ → ℤ2は，FM 被変調波𝑣(𝑡) =

cos(𝜔𝑐 + 𝑚𝑓 sin(𝜔𝑚𝑡))𝑡 から，式（1）で表される[1]．

𝑖𝑠𝐿𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔(𝑡) = {
1 if 𝑣(𝑡) ≥ 0.95

0 if 𝑣(𝑡) < 0.95

３． FM-SSVEP への CCA の適用 

 CCA とは，それぞれNx, Ny個のチャネルを持つ長

さNtのデータ𝑿 ∈ ℝNt×Nx，𝒀 ∈ ℝNt×Nyに対する相関を，

空間フィルタを用いて調べる操作である[2]．これを

𝑐𝑐𝑎(𝑿, 𝒀)と表すと，その出力は 

[𝑨, 𝑩, 𝝆, 𝑼, 𝑽] = 𝑐𝑐𝑎(𝑿, 𝒀) (2) 

より表される．ただし，出力数はNo = min(Nx, Ny)，

𝑿, 𝒀に対して適用される空間フィルタはそれぞれ𝑨 ∈

ℝNx×No，𝑩 ∈ ℝNy×No，𝝆 ∈ ℝNoは各出力に関する相関

係数である．𝑿および𝒀に対する出力波形𝑼 ∈ ℝNt×No，

𝑽 ∈ ℝNt×Noは以下のとおりである．

𝑼 = 𝑿𝑨，𝑽 = 𝒀𝑩 (3) 

 SSVEP の基本周波数成分，およびその第 1 高調波

成分のみを考慮して，脳波𝑿に CCA を適用する場合

を考える．単一周波数成分を持つ点滅刺激によって

誘発される SSVEPをCCAにより抽出するためには，

𝒀 = [sin 𝜔𝑠𝒕 , cos 𝜔𝑠𝒕 , sin 2𝜔𝑠𝒕 , cos 2𝜔𝑠𝒕]  とする[1]．

一方，FM-SSVEP を検出する場合は FM 被変調波の

スペクトルに含まれる上側波帯，下側波帯に注目し

て，前述の𝒀に  cos(𝜔𝑠 + 𝜔𝑚)𝒕， sin(𝜔𝑠 + 𝜔𝑚)𝒕，

cos(𝜔𝑠 − 𝜔𝑚)𝒕， sin(𝜔𝑠 − 𝜔𝑚)𝒕， cos(2𝜔𝑠 + 𝜔𝑚)𝒕，

sin(2𝜔𝑠 + 𝜔𝑚)𝒕，cos(2𝜔𝑠 − 𝜔𝑚)𝒕，sin(2𝜔𝑠 − 𝜔𝑚)𝒕 の

8 項を追加することを提案する． 

４．実験方法 

 視覚が正常な成人男性 2 名に対して FPz，T7，Cz，

T8，P3，Pz，P4，O1，Oz，O2 に Ag-AgCl 電極を設

置し，𝑓𝑠 = 8 Hz，𝑓𝑚 = 1 Hz，𝑚𝑓 = 1で作成した点滅

刺激によって誘発される FM-SSVEP の計測実験を行

った．提示した視覚刺激は式（1）に従って点滅する

面発光赤色 LED を用いた．  

 計測された脳波に対して CCA を適用し，FM-

SSVEP の抽出を行った．加算平均によって得られた

FM-SSVEP と最も相関の高い出力𝒖 ∈ 𝑼に対応する

𝒂𝒊 ∈ 𝑨，𝜌𝑖 ∈ 𝝆を特徴量として SVM に入力し，視覚

刺激の提示時・非提示時との分類精度を算出した． 

５．実験結果および考察 

 前節の手順に従って FM-SSVEP の分類精度を記し

た結果を表 1 に示す．真陽性率 TPR，真陰性率 TNR，

偽陽性率 FPR，偽陽性率 FNR，およびこれらから算

出 し た Accuracy = TPR + TNR ， Precision = TPR/

(TPR + FPR)，Recall = TPR/(TPR + NFR)を示した． 

正しく陽性・陰性の判定ができた割合を表す

Accuracy は 2 人の被験者共に 8 割前後の値を示し，

陽性の判定精度を表す Precision も共に 7 割以上の数

値を示した．更に，本来陽性のものを正しく陽性であ

ると判定できた割合を示す Recall も，被験者 1 では

74.69%の数値を示し，被験者 2では被験者 1を約 15%

上回る 89.94%が得られた． 

提案手法を用いて CCA を FM-SSVEP に適用する

ことで，高い情報検出精度が得られることが示され

た．本結果は，FM-SSVEP による新たな BCI の可能

性を示すものだと考えられる． FM-SSVEP が単一周

波数成分のみのSSVEPと比べてどのような優位性を

持つのかを今後検討する予定である．  

文献 

[1] 河村尚恭: 携帯型脳波テレメトリシステムの開発とそ

の BCI への応用に関する基礎研究，修士学位論文，東

北大学大学院医工学研究科, 2009.

[2] Lin et al.: Frequency recognition based on canonical

correlation analysis for SSVEP-based BCIs, IEEE Trans.

Biomed. Eng., 54 (6 Pt 2), pp. 1172-1176,2007.

表 1 FM-SSVEP の検出結果 

Subject TPR TNR FPR FNR Accuracy Precision Recall

Subject1 32.10% 46.71% 11.11% 10.88% 78.81% 74.29% 74.69%

Subject2 31.28% 53.29% 11.93% 03.50% 84.57% 72.39% 89.94%
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自己励起点過程による神経の不応期特性の推定
簑　弘幸 †,八名和夫 ‡

†関東学院大学理工学部, ‡法政大学理工学部

概要: 本研究では、神経細胞の情報処理に影響を与える内因
的な性質としての不応期特性を、1-メモリの自己励点過程の
ハザード関数を用いて推定できるかどうか調査する。とりわ

け、具体例として、聴神経線維モデルで生成された活動電位

の生起時刻列の観測から、絶対不応期と相対不応期の推定を

試み、推定法のパフォーマンスを吟味する。

1 はじめに

自己励起点過程は、不規則に発火する神経スパイクの生起

時刻を、不応期特性も加味したうえで表現する数理モデルの

有力な候補として知られている [1]。これまで、ハザード関数
を考慮した vonMises型 1-メモリ自己励起点過程モデルを特徴
づけるパラメータを、EMアルゴリズムに従って推定できる
かどうか、人工的に生成されたデータを用いた計算機シミュ

レーションによって検証されている。本研究の目的は、神経

生理学的知見に基づく聴神経線維モデルで生成される神経ス

パイクの生起時刻の観測から、絶対不応期と相対不応期の推

定を試み、提案されている推定法のパフォーマンスを調査す

ることである。

2 方法

本研究では、式 (1)で強度過程が記述される不規則点過程、
すなわち、von Mises型 1-メモリ自己励起点過程を考える。

λ (t) = Xexp(κcos(2π f t +µ))h(t −wN(t)) (1)

ここで wi(i = 1,2, ...,N(T ))（T は観測時間長）はスパイク発

火の生起時刻であり、h(t)は神経の不応期特性に由来したス

パイク発火生起後の影響を表現するハザード関数で、次式で

表現される。

h(τ) = (1− e−
τ−τabs

τrel ) (τ ≥ 0) (2)

τabsは絶対不応期、 τrel は相対不応期の時定数を特徴付ける。

特徴パラメータ θ = [X κ τrel ]
T を EMアルゴリズムに基づ

いて更新するための表現は、式 (3)-(5)に示される。

■ κ(new) ≈ (1.28−0.53 I2
1/0(κ))tan(0.5π I1/0(κ)) (3)

I1/0(κ) =

√
A2

c +A2
s +

∫ T
0 cos(2π f σ + µ̂)λ (old)

0 (σ)dσ

N(T )+
∫ T

0 λ (old)
0 (σ)dσ

µ̂ =−tan−1 As

Ac
, Ac =

N(T )

∑
i=1

cos2π f wi, As =
N(T )

∑
i=1

sin2π f wi

λ (old)
0 (t) = X (old)eκ(old)cos(2π f t+µ̂)(1−h(old)(σ −wN1(t)))

■ X (new) =
1

I0(κ(new))T
[N(T )+

∫ T

0
λ (old)

0 (σ)dσ ] (4)

■ τ(new)
rel =

1
L

L

∑
l=1

(l∆− τabs)ln[1−h(new)(l∆+ τabs)] (5)

h(new)(l∆) =
ISIH(l)

ISIH(l)+
∫ T

0 I[l∆,∞)(wN1(σ)+1 −wN1(σ))λ
(old)
0 (σ + l∆)dσ

ISIH(l) =
N(T )−1

∑
i=1

I[l∆,(l+1)∆)(ti)

ここで L = 10、IA(x) = 1 (x ∈ A)それ以外 0、ti = wi+1 −wi、

τabs = min(ti)、∆はスパイク間隔ヒストグラム (ISIH)のビン幅
0.05[ms]である。I0( )は 0次第 1種修正ベッセル関数である。

3 結果

確率的Hodgkin-Huxleyモデルを軸索のランビエ絞輪に組み
込んだ、螺旋神経節を持つ聴神経線維モデル [2]において、細
胞外電極より内有毛細胞側の末梢部位に周期的に変調された

パルス状電気刺激が繰り返し与えられ、蝸牛神経核側の中枢

部位のランビエ絞輪でスパイク発火が観測される場合を想定

した計算機シミュレーションが遂行された。そこでは、観測

時間長 T = 20[s]、モンテカルロラン 10に設定され、推定され
たパラメータの平均と標準偏差は、X=26.66± 2.45 (9.18%)、
κ=4.27± 0.10 (2.35%)、τabs=0.77± 0.01 (1.13%)、τrel=0.18
± 0.02 (10.58%)として計算された。一方、図 1に、周期ヒス
トグラム（左上）、ISIヒストグラム（左下）、推定されたハ
ザード関数（10標本重ね描き）（ノンパラメトリックな推定
法：右上）（提案された推定法：右 下）が各々描かれている

（赤線は平均値）。
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4 結論

これらの結果より、時間長 T = 20[s]の見本過程が観測され
た条件のもとで、1メモリ自己励起点過程のハザード関数を
用いて、神経の不応期特性を推定する方法の妥当性が示唆さ

れたであろう。

5 参考文献

[1] D. L. Snyder and M. I. Miller, Random Point Processes in Time and Space,
Second Edition, Springer-Verlag, New York, 1991.

[2] H. Mino, “Modeling of spike trains in auditory nerves with self-exciting point
processes of the von Mises type ,” Biol. Cybern. , Vol. 113, No. 3, pp.347-
356, 2019.
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内因性光信号イメージングに基づくマウス大脳皮質機能ネットワーク解析 

片山統裕，吉田侑冬，中尾光之 
東北大学 大学院情報科学研究科 バイオモデリング論研究室 

【背景】 脳の機能は多数の領域が連携することによって実現されている．その連携の強さ（functional 
connectivity; FC）は各領域の活動変動の同期性に現れると考えられている．これまで，機能的磁気共鳴画像
（fMRI）や多チャネル脳波に基づいて推定されたヒト脳の安静時機能的結合  (resting-state functional 
connectivity; rsFC)が，神経疾患や精神疾患，さらに認知機能との関連が報告されており，rsFC は脳機能のバ
イオマーカーとなりうると期待され研究が進められている．しかしながら，その神経基盤についてはいまだ不
明な点が多い．そこで，マウスを用いた rsFC の神経基盤が研究されているが，脳がヒトに比べて非常に小さ
いため，空間解像度などの問題があり fMRI のマウスへの適用は容易ではない．そこで fMRI と類似した信号
が得られ空間分解能に優れる内因性光信号画像（intrinsic optical signal imaging; IOSI）が注目されている．し
かし，IOSI を rsFC 解析に用いることの妥当性については十分明らかになっていない．本研究では，マウス大
脳皮質活動を反映する皮質血液量(cerebral blood volume，CBV)の内因性光信号の rsFC 解析への適用の妥当
性について検討した．さらに，rsFC 解析で用いられる単相関と偏相関の解析結果について検討した．
【方法】 本研究は東北大学動物実験専門委員会の承認を得て実施された．無麻酔安静状態のマウスの大脳皮
質に，酸素化・脱酸素化ヘモグロビンの等吸収波長である緑色光（525±5 nm）を経頭蓋的に照射し，散乱光
を CCD カメラで撮影した（28-40 fps）．これにより大脳皮質の血液量変動（IOSI-CBV）を経頭蓋的に計測し
た．IOSI-CBV に含まれる心拍，呼吸，体動等を反映する成分（グローバル信号，GS)を観測領域全体の平均
値によって推定し，主要な大脳皮質領域に設定した関心領域(region of interest, ROI)の信号を GS と無相関化
した．これにより，神経血管結合を反映すると考えられる局所的な血液量変動成分を推定した（GS 除去 CBV）．
各 ROI の GS 除去 CBV について単相関，および偏相関マトリクスを計算し rsFC を推定した．
【結果と考察】 GS は FC 周波数帯の心拍や呼吸ゆらぎと有意な相関を示すことが確認された．単相関解析に
よりGS除去CBVに基づく rsFCを推定した結果，従来法による報告[1-3]と良く一致することが確認された．
次に，単相関および偏相関解析に基づいた rsFC 推定結果を比較したところ，正の相関が推定された結合につ
いては両パラメータに一貫した傾向が確認された．しかしながら，単相関解析で負の相関が推定された結合に
ついては偏相関解析ではほぼ無相関と推定された．これらの結果は，従来の rsFC 解析法で推定された負の相
関(結合)の解釈について再検討する必要があることを示唆している．
【謝辞】 

本研究の一部は JSPS 科研費 15K01276, 16H06276, 19K12773 の助成を受けたものです． 
【参考文献】 

[1] White, B. R., Bauer, A. Q., Snyder, A. Z., Schlaggar, B. L., Lee, J. M., & Culver, J. P. (2011). Imaging of functional
connectivity in the mouse brain. PLoS ONE, 6(1), e16322. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0016322

[2] Bergonzi, K. M., Bauer, A. Q., Wright, P. W., & Culver, J. P. (2015). Mapping functional connectivity using cerebral
blood flow in the mouse brain. Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism, 35(3), 367–370.
https://doi.org/10.1038/jcbfm.2014.211

[3] Yoshida, Y., Nakao, M., Katayama (2018). Resting-state functional connectivity analysis of the mouse brain using
intrinsic optical signal imaging of cerebral blood volume dynamics. Physiological Measurement, 39(054003), 1–9.
https://doi.org/10.1088/1361-6579/aac033
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正漢字・偽漢字認識時のγ帯域脳波の同期現象について 

掛谷 達 1)，加納 慎一郎 2,1) 

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

ヒトの認知過程を脳波から観測する試みが長年行

われている．そのなかに，計測した脳波の周波数成

分のひとつであるγ波に着目したものがある．γ波は

ヒトの高次機能を反映しているといわれる周波数帯域

成分であり，認知や知覚状態を反映していることが示

唆されている．また，被験者に多義図形を視覚的に

提示して知覚交替課題を課したとき，γ波の成分が

脳内での離れた領域間で位相同期することが報告さ

れている[1]．この結果は，γ波の位相同期が脳の領

域間での情報統合に関与していることを示唆する結

果である． 

本研究では漢字認識時の脳における情報処理過

程を観察するため，正漢字と偽漢字（正漢字から一

部を編集して作成した正しくない漢字)の2種類の漢

字群を用いて，漢字の正偽の認知時に生じる脳波の

γ波成分の違いを検討した． 

2. 方法

健常被験者8名に正漢字と偽漢字の2種類の漢字

群からなる視覚刺激を1: 1の割合でランダムな順序

で被験者に提示した．被験者は，提示された漢字が

正漢字か偽漢字かをボタンの押下により回答するよう

に求められた．40試行を1セットとし，被験者ごとに5

セット実験を行った．課題中は脳波（37チャネル）を

0.1～100Hzに帯域制限をしてサンプリング周波数

1000Hzで AD変換し PC に記録した．

計測した脳波のうち，漢字が出現した時刻を基準

とした．−200～600msを解析対象とし，サンプリング

周波数250Hzにリサンプリングした後に複素ウェーブ

レット変換を行った．変換を行う周波数帯域はγ帯域

（30～55Hz ），マザーウェーブレットは Complex

Morlet Wavelet を用いた．変換した結果から位相情

報を抽出し，各被験者のγ波の位相の試行間変動

（Phase-locking index:PLI［2］）をの空間分布を評価

した．

3. 結果と考察

被験者 8 名中 6 名において，潜時100~300msで

γ帯において，正漢字群と偽漢字群に対する応答の

PLI の有意差が前頭から頭頂への領域で認められた

(α = 0.05)．被験者 1名の結果を図 1に示す．PLIで

定量化される位相同期現象は正漢字群，偽漢字群

のそれぞれに対する応答で，前頭から頭頂にかけて

認められたが，その値は正漢字の時の方が有意に大

きくなった．これは，正しい漢字を認知する際に，γ

帯域が位相同期した形で誘発されることを示す結果

であり，漢字認識とγ帯域脳波成分との関連を示唆

するものだと考えられる． 

文献 

[1] Eugenio Rodriguez ， Nathalie George ， Jean-

Philippe Lachaux ， Jacqes Martinerie ， Bernard

Renault &Francisco J ． Varela ， ’’Perception’s

Shadow： long distance synchronization of human

brain activity’’，NATURE，VOL397，430-433(1999)

[2] 成瀬 康，「脳波データの振動成分の信号解析」

シ ス テム /制御 /情報， Vol.59 ， No.9 ， pp.348-

352(2015)

(a)偽漢字 (b)正漢字

図 1漢字の種類による PLIの結果．（a）（b）チャネル

AFzにおける PLIの時間周波数解析結果．（c）（a）と

（b）に対して検定を行った時の結果．（d）200ms の

γ 帯域の有意水準の頭皮上分布．頭皮上分布は

赤いほど有意水準が高い

(c)検定結果 (d)トポグラフィー
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座圧分布を用いた電動車いす用インタフェースの制御法の検討 

石井拓弥 露木克望 堀潤一 

新潟大学大学院 自然科学研究科 

1. はじめに

車いすは高齢者や，交通事故等により歩行機能に障害

を持つ人にとって重要な移動手段となる．既存の電動車

いすでは操作インタフェースとしてジョイスティック等

が用いられている．しかし，上肢機能障害等の原因から，

これらが全ての使用者に適しているとは言えない[1]． 先

行研究では車いす座面に圧力センサシートを敷き，進行

方向へ上半身を傾斜することで生じる座圧分布の変化を

利用し，車いすの走行方向・速度の任意制御を可能とし

た[2]．本研究では走行制御の精度向上を目的とし，制御

の前処理である正規化法を改善した． 

2. 方法

本研究では，市販の電動車いす(ヤマハ発動機：JW1-

22B)の座面に圧力センサシート(NITTA：CONFORMat)を

敷くことで座圧分布を計測し．センサシートの各セルの

荷重値が PC へ送信され，圧力分布を時系列で計測でき

る．計測された座圧分布から姿勢変化を識別するため，

テンプレートマッチングを行った．通常姿勢，前傾，後

傾，左傾斜，右傾斜の座圧分布を予備入力より求め，テ

ンプレートとした．計測データとテンプレートの相関係

数より類似度を求めた．類似度の大きさは姿勢によって

異なる．走行方向，速度を制御するため類似度の最大値

𝐶𝑘 𝑚𝑎𝑥・最小値 𝐶𝑘 𝑚𝑖𝑛を用いて

�̂�𝑘 =
𝐶𝑘  −  𝐶𝑘 𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑘 𝑚𝑎𝑥  −  𝐶𝑘 𝑚𝑖𝑛
(1) 

より正規化を行った． 

右前方向への制御例を図 1に示す． 走行方向，速度は

それぞれ式(2)，(3)より制御した 

𝜃 = arctan (
�̂�𝑘1

�̂�𝑘2

) ∗
180

𝜋
(2) 

𝑣 =  √�̂�𝑘1
2

+ �̂�𝑘2
2 (3) 

ただし，�̂�𝑘1と�̂�𝑘2は隣接する 2 つの類似度の正規化し

た値を示す． 

図 1 走行方向・速度の制御イメージ 

 本研究では正規化に要する最大値・最小値の取得方法

を検討した．類似度の時間変化を考慮するため，予備入

力の時系列データを用いた方法．予備入力の動作を再度

行った場合の時系列データを用いた方法を検討した． 

3. 実験結果，考察

通常姿勢，前傾，後傾，左傾斜，右傾斜の 5 種類の姿

勢を想定し，座圧データより姿勢を判別した．結果，従

来の方法では正規化が適切に行われず誤動作が多く，ま

た，予備入力の時系列データを用いた方法は正規化が適

切に行われなかった．予備入力の動作を再度行った方法

では正規化が適切に行われ，姿勢判別の成功率が向上し

た．よって，適切な走行制御を行うためには再度姿勢を

入力する必要があることが確認された．今後は制御パラ

メータの更新法について検討を行う予定である．
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