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運動訓練のための実時間脈波検出と
装着型提示デバイスへの応用
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概要：本稿では，運動時に安定して脈波を計測・提示する装着型脈拍提示デバイスとそれを実現する脈拍検
出技術を提案する．ここでは，脈拍数や HBV といった生理指標を脈波信号から算出し，光提示を行う，光
電脈波センサおよび腕輪型のデバイスをについて述べる．一般に運動時は，体動アーチファクトの混入や
信号の欠落といった課題があり，適切に脈拍を抽出することは難しい．そこで，適応型テンプレートマッ
チングと線形予測法に基づく，実時間脈拍検出・推定法を提案する．まず，理想的な脈波信号パターンを
規範とし，光電脈波センサからの信号に対してテンプレートマッチングを行うとともに，カルマンフィル
タを用いた線形予測法および脈拍補完を組み合わせることで，脈拍以外の周期的なノイズの除去と欠落し
た脈拍の推定を行う．トレッドミルを用いた評価実験で，一定の速度と一定間隔で速度が変わる歩行課題
を行った結果，従来手法よりも F 値，脈波間隔の検出において提案手法が効果的であることを示した．ま
た，日常生活動作中に，HBV を実時間で算出する可能性を示し，提案するアルゴリズムを実装した装着型
機器を用いた遊びの場面を想定した検証実験を実施し，開発したデバイスにより運動中においても頑健に
脈拍を抽出し，かつ可視化できることを確認した．
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Abstract: In this study, we investigate a method for heat-beat pulse detection, estimation and visualization
by means of a wearable device for community sport. We were developed a bracelet-type device wired to
an photoplethysmographic (PPG) sensor. Heartbeat rhythm is visualized by illuminating LEDs based on
physiological parameters such as heartbeat rate and HBV (heart beat variability). Practically, it is diﬃcult
to separate pulse from noise signals, since the signal is severely corrupted through daily activity due to
movement artifacts on the sensing location. We therefore propose a real-time pulse detection and estimation
algorithm based on adaptive template matching and linear prediction. The algorithm consists of template
matching with ideal PPG pulse for reliability and linear prediction that attenuates the other noise and interpolates missing pulse. In experiments, participants were asked to perform continues and intermittent running
on a treadmill to verify the proposed method. F-measure and Bland-Altman plot based results showed that
the proposed algorithm is more eﬀective than the traditional method. Additionally, the proposed method
has the capability of calculating HBV during activity in real-time; we tested the device with the proposed
algorithm in tag game, and it was able to illuminate the heartbeat according to pulsation data in an eﬃcient
manner.
Keywords: photoplethysmography (PPG), pattern matching, Kalman ﬁlter, Wearable device, Biofeedback.

c 2013 Information Processing Society of Japan


1480

情報処理学会論文誌

Vol.54 No.4 1480–1488 (Apr. 2013)

1. はじめに
近年，人の行動に起因して発生する生体情報を計測し，
それらを利用し自然な動作に基づくインタラクションを実
現しようとする研究が広く行われている．その中でも，特
に心拍・脈拍の情報を利用した研究は，健康の維持・管理
という観点から複数の試みが進められてきた．たとえば，
運動強度と関連のある心拍数をシステムの入力として利用
し，運動プログラムを変更することで人の運動量を誘発・
制御する試みがある [1], [2]．一方，日常生活中における生
理計測は，健康管理を目的とし，簡便な心拍数計測や万歩
計，カロリカウンタを使った運動機能の計測のみにとど
まっている．

図 1

運動を考慮した生体計測と可視化の概念図

Fig. 1 Conceptual image of physiological sensing and visualize
in ADL.

一般に，装着に衣服の着脱を必要とせずに脈拍を計測す

形をノイズから分別する手法として，テンプレートマッチ

る簡便な手法として光電脈波計測がある．これにより指先

ングとクラスタリングの併用 [10] が提案され，効果的であ

や耳たぶなどにセンサを装着し，脈波を計測することが可

るとされている．

能である．しかしながら，運動中や日常動作中における実

ここで述べた，脈波の計測手法における実時間での体動

時間の脈波計測は，体動によって生じる基線揺れや，計測

アーチファクトの除去の困難性を解決することにより，簡

部位とセンサの物理的なノイズとしてのアーチファクトが

便に運動中でも安定して脈拍を計測することが可能とな

生じる．これらは周波数帯域でも心拍に同期し [4]，周波数

り，信号計測の簡便性と安定性の確保を両立させることに

フィルタにより除去することは難しい．近年，千明らが面

より，運動中の脈拍計測に基づき光や音，振動などを通じ

計測手法 [5] を開発し，より簡便な光電脈波計測手法を提

て実時間提示する手法による新たなインタラクションの創

案しているが，従来の計測手法と同様体動アーチファクト

出が期待される．

に対する課題があると述べられている．

そこで本稿では，従来の脈波・心電図計測とノイズ処理

そこで脈拍数を適切に推定する手法として，体動を加速

に関する現状をふまえ，装着者が運動中に実時間で脈拍を

度センサにより計測し，その結果から周波数フィルタを生

知覚可能にすることを目標とし，実時間での脈拍検出およ

成し体動アーチファクトを除去する手法 [6], [7] が提案され

び体動アーチファクトによる脈拍の欠落に対応した推定手

ている．しかしながら，このような時間平均に基づく脈拍

法を提案し，それに基づく装着型機器による新たな脈波可

数計測では，心拍・脈拍の間隔から算出できることが知ら

視化手法を提案する．これにより，図 1 のように装着型機

れている自律神経評価 [8] やストレス状態の評価に用いら

器により心拍に起因する生体信号に含まれる身体的，心理

れる重要な指標である LF/HF 値を算出するのに十分であ

的な情報を直接的に体表上で提示し，複数人が共同で行う

るとはいえない．そこで加速度センサの併用および重回帰

コミュニティスポーツの場面において運動の促進，および

分析を用いた信号処理により，脈拍の各拍動を計測する手

周囲の人間の他者の運動・心肺機能の理解を導くことで，

法 [9] が提案されている．これは体動による影響に対しあ

新たなインタラクション誘発を目指す．たとえば，心疾患

る程度の有効性が示されているが，突発的な動作によるノ

患者が長期継続的に健康管理を実施する場合には，日常生

イズに対応できないなど，実時間処理には適用が困難であ

活での適切な運動訓練が必要であり継続的な運動訓練を行

る．また一方，ホルター心電図を対象とし，心電図の 1 波

うためのモチベーションの維持が大きな課題である．さら
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でリハビリテーションを行うことが効果的であるといわれ
ている [11]．これより，運動中においても簡便に脈拍計測
を実現し可視化をすることで，継続的かつ適切な運動訓練
が必要な場面での応用を目指す．

2. 装着型実時間脈波提示デバイス
2.1 装着型デバイスの概要
図 2 (a)，(b) に，装着型脈波提示デバイスの概要と作成
したデバイスを示す．ここでは装着が容易であり，かつ計
測した脈拍を体表上で提示することにより，装着者も視認
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可能である腕（手首）部装着型とした．従来の脈波計測は，

60 bpm 以下で青，60〜80 bpm で緑，80 bpm 以上で赤色と

主に脈拍数などの数値を用いた提示が行われてきた．ここ

なる LED を脈拍に同期した点滅をさせた様子を示す．

では，信号処理によって脈拍検出を行い，これをもとに複
数の色からなる発光パターンに変換して提示を行う．光提
示では検出した脈拍と同期した点滅パターンの提示や，脈

3. 体動による影響を考慮した脈波計測
3.1 体動によるアーチファクトの影響

拍数からあらかじめ設定した運動強度に応じて色を変化さ

一般に，運動中の光電脈波計測における主な課題は，脈

せることで運動強度の提示，さらに自律神経の活動を表す

波信号と体動によるアーチファクトの重畳と，センサずれ

指標である LF/HF 値を輝度で提示することでの装着者の

による波形の欠落が大きな課題である [4]．耳たぶに装着

やる気を提示することが可能となる．これにより，デバイ

する光電脈波センサを通じた計測時に，頭部を上下させた

スの装着者だけでなく周囲の指導者・観察者にも実時間で

場合におけるアーチファクト混入の例を図 4 に示す．ここ

の装着者の運動強度や生理的情報を直感的に伝達すること

では，約 3.5 s と 4 s 付近にピークが見られるが，約 3.5 s の

が可能となる．

ものが脈波であり，4 s のピークは体動アーチファクトであ

2.1.1 計測部

ると考えられる．一般に脈拍検出で用いられるゼロクロス

脈波計測には，光電脈波センサ（COMBI エアロバイク

法 [12] による閾値処理では，この 2 つのピークを区別し，

用イヤーセンサ）を用いる．これは発光器と受光器を備え

体動によるアーチファクトを除去することは難しい．さら

たクリップ形状を有しており，耳たぶに装着する．センサ

に，約 4〜8 s ではセンサずれによる脈波信号の欠落が確認

の付け外しは，心電計のように衣服の着脱や複数の電極や

できる．脈拍数計算を維持するためには当該区間を考慮せ

電極配置といった専門知識は必要がなく，簡便であるこ

ずに求めることで対応できるが，実時間提示を行ったり，

とが特徴である．計測した脈波信号は，1.5 Hz のハイパス

脈拍間隔の変動に基づく LF/HF 値を求めたりするために

フィルタと，50 Hz のノッチフィルタによるフィルタ処理

は，これらのようなアーチファクトの混入や欠落を考慮に

を施し，増幅した後，マイクロコントローラ（Microchip

入れて脈波を検出する必要がある．そこで本研究では，理

社製 dsPIC33FJ128GP802）により 12 ビット，120 Hz で

想的な脈波信号を用いた適応型テンプレートマッチングと，

離散化した信号として取得する．この計測信号をもとに脈

脈拍間隔を考慮した線形予測を組み合わせて利用すること

拍検出を実現する．また，光電脈波センサは腕部装着部分

でこれらの問題を解決するとともに，組み込み機器に実装

とステレオミニジャックにより接続する．

可能であり実時間で動作するアルゴリズムを提案する．

2.1.2 提示部
開発した装着型デバイスは，運動下においても脈拍と同
期した発光パターンにより光提示を行うとともに，脈拍
数を色情報に変換し提示するものである．図 3 に脈拍数

3.2 脈拍検出・推定アルゴリズム
3.2.1 概要
図 5 に脈拍検出と推定アルゴリズムのフローチャートを
示す．ここで脈拍信号とは，計測する信号のピークに基づ
き得られる脈拍の発生時刻からなるパルス信号を表す．計
測開始と同時に適応型テンプレートマッチングに必要な脈
波基本テンプレートを作成する．計測時には，取得する信
号が一定の信号強度を持つと判断される閾値を超え，かつ
脈拍が検出されると予測する時刻の付近で，あらかじめ定
めた時間窓を用いてテンプレートマッチングを行い，脈拍

図 2

(a) 装着型光提示デバイスの概要図 (b) 作成した提案デバイス

Fig. 2 (a) System overview of the wearable device (b) Development of the wearable device.

図 3 発光している装着型デバイスの様子

図 4 頭部を上下動した際の光電脈波信号

Fig. 3 The wearable device during illuminating in activity.

Fig. 4 Photoplethysmographic signal during head motion.
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脈拍数は運動に応じて変化するため，テンプレートの τs
を適応的に変化させる必要がある．そこで相関係数 M (τs )
が閾値 α（0 ≤ α ≤ 1）以下の場合，使用している I(τs ) の
信頼性が低下していると考え，そこで τs と隣り合う τs+ ，

τs− に応じたテンプレートを用いて相関値 M p+ ，M p− 以
下によりテンプレートの更新を行うこととする．

図 5 提案アルゴリズムのフローチャート

Fig. 5 Flowchart of proposed algorithm.

I ← I(t; j) j = argmaxτs {M (τs− ), M (τs ), M (τs+ )}
(4)
ここで，相関値 M が高い値をとるセンサ値周辺に現れ
る立ち上がりが脈拍信号による情報である確率が高くな
る．これにより，ピーク値付近で生じる体動によるアーチ
ファクトの除去を行うことが可能となる．

3.2.4 カルマンフィルタを用いた線形予測

図 6 脈拍数 100 bpm のテンプレートの例

脈拍信号の周期的な信号と相関がない，もしくは位相の

Fig. 6 Example of the 100 [bpm] template.

ずれた周期的な体動アーチファクトの混入や，センサずれ
を検出する．この処理により，体動によって混入するアー
チファクトの除去を行う．これに加え，脈拍信号の欠落に
対応するため，線形予測による脈拍推定を用いる．以下に
テンプレートの作成とテンプレートマッチング，線形予測，
脈波推定について詳しく述べる．

列 I(t) を以下のように定める．

(1)
(2)

g(t) は脈波の立ち上がりと立ち下がりの時間を考慮した矩形
派とする．そして I(t; τs ) = {I(t − nτ )|n = 0, · · · , N − 1 }
を，現在の脈拍数に応じて 1/τ [Hz] で離散化したテンプ
レートとし，N は離散化したテンプレートの時間窓幅と
する．なお，あらかじめ信号を平均値を 0，分散を 1 で正
規化するとともに，脈拍の周期的性質を利用できるよう
に，N を 2 つ以上の脈拍ピークを持つ時間幅を持つ大きさ
の時間窓幅に設定する．図 6 に 1/τ [Hz] = 120 で離散化
し N = 240 と設定した，脈拍数 100 bpm のテンプレート

I(t; 0.6) の例を示す．
時刻 t において，光電センサから得られる時系列脈波信
号 s(t) を 1/τ [Hz] で離散化し，平均値を 0，分散を 1 に正
規化したものを P (t) = {P (t − nτ )|i = 0, · · · , N − 1} とす
る．ここで I と P の相関係数 M (τs )（0 ≤ M ≤ 1）を求め
ることでマッチングを行う．

1
N

I(t − nτ )P (t − nτ )

を除去する．本手法では，τc が正規分布に従うと仮定し，
刻 tm で検出する脈拍を m 回目の検出とし，それぞれ m，

m − 1 回目の推定脈拍間隔 τˆc (m) と τˆc (m − 1) の変化より
τˆc (m + 1) を推定する．
τˆc (m + 1) = τˆc (m) + γ(τˆc (m) − τˆc (m − 1))
(0 < γ ≤ 1)

(5)

上記の差分方程式をモデルとし，これをカルマンフィル
タに適用する．

3.2.5 脈拍検出と欠落した脈拍の推定
脈拍は揺らぎ成分を持つ周期信号であるため，線形予測に
よる推定時刻 tm + τˆc (m+1) は，厳密に次の脈拍を予測でき
るとは限らない．そこで実際に脈拍が観測された時刻 tm+1
と予測時刻 tm + τc (m) の差を δt として，tm + τˆc − (m + 1)
から tm + τˆc − (m + 1) + δt の時間でテンプレートマッチン
グを用いたピーク検出を行い，脈拍検出を行う．また，テ

3.2.3 適応型テンプレートマッチング

M (τs ) =

を検出した時刻 t から次の脈拍が現れると予想される時刻

カルマンフィルタを用いた線形予測を行う．ここでは，時

τs (b) [s] = 60/b，τp [s] は 0 < τp < τs を満たす時定数とし，

N
−1


脈拍の周期性を利用した脈拍間隔の線形予測を行い，脈拍

とにより，体動によって発生する不規則なアーチファクト

まず，脈拍数を b [bpm] としたときの理想的な脈拍信号

I(t + τs ) = I(t)

フィルタを用いた線形予測フィルタを用いる．ここでは，

t + τc を予測し，この間の信号では脈拍推定を行わないこ

3.2.2 脈波基本テンプレート作成

⎧
⎨g(t) (0 < t < τ )
p
I(t) =
⎩0
(τp ≤ t < τs )

により波形が欠落していた場合に対応するため，カルマン

ンプレートマッチングによる相関値 M が高い値にありな
がら，δt [s] 後までに取得する信号が一定の信号強度を超え
ない場合には，脈波信号の欠落が考えられる．そこで，す
でに脈拍があると仮定して，時刻 tm + τˆc (m + 1) + δt の時
点で脈拍を補完することとする．これにより，相関値を考
慮することで，体動によって失われた可能性のある脈拍を

(3)

実時間で補完する．

n=0

c 2013 Information Processing Society of Japan
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運動）の 2 種類を設定し，それぞれ約 11 分間行う．これ

4. 評価実験

により想定する実環境に耐えうる実用性があるか検証を行

4.1 脈拍検出・推定アルゴリズムの検出実験

う．なお，前述の脈拍検出実験と同様に，心電図と光電脈

提案手法による検出例を示すため実験を行う．ここでは
同様に，心電図計測を行い挙動を比較する．光電脈波は

A/D ボード（ADLINK 社製 PCI-9111），心電図は第 2 次
誘導を心電計アンプ（原田電子工業社製 ECG-500）によ
り，これらを同期し 120 Hz で計測する．光電脈波センサ
は，装着型デバイスと同様のセンサを用いる．表 1 に本計
測での主なパラメータを示す．脈拍数に応じた基本脈波の
テンプレートは，50 bpm から 150 bpm まで 10 bpm ごと
の 11 個を準備した．図 7 に，頭部を上下動した際の光電
脈波計測時に，実時間でピーク検出を行った結果を示す．
図 7 に示されるとおり，アーチファクトの混入していない
区間はすべてにおいて脈拍が検出され，約 4 s 付近の体動
アーチファクトは検出していないことが分かる．また，脈
波信号が欠落していた区間においても，心電図から見てと
れる R 波の間に 1 拍ずつ適切に補完が行われ，アルゴリズ
ムが有効に動作していることが確認できる．

波との計測を同時に行う．

4.2.1 脈拍検出数評価
まず，心電図から得られる R 波のピーク値を真値とし
て，信号に対し閾値処理のみを適用したものと，一般に脈
波ピーク検出に用いられる加速度脈波と脈拍間隔を利用す
る基準手法により脈拍を実時間で検出する際の脈拍検出数
から光電脈波に含まれる体動アーチファクトとデータ欠損
の評価を行う．なお，基準手法では m 回目の脈拍検出後の

λτi (m) [s] 間は検出を行わないこととし，脈拍間隔 τc (m)
を用いて以下により τi (m) を更新する．

τi (m + 1) = min{τc (m + 1), ρτi (m)}
τ

(6)

ここでは，これらと提案手法を比較することで脈拍検出
の体動に対する頑健性を評価する．脈拍検出は，体動アー
チファクトによる脈拍の過検出と，検出漏れに相当する未
検出がある．そのため適合率と再現率に加え，適合率と再
現率の調和平均として表される F 値を用いて評価を行う．
ここでの真値は心電図の R 波のピークとし，心電図の R-R

4.2 評価実験
提案アルゴリズムによる脈拍検出・推定を用いて，運動
時における検出精度の評価実験を行う．被験者は健康な

20 代男性 6 名（21〜25 歳）とし，走行速度を制御可能な
トレッドミル（Bertec 社製）上で歩行課題を行わせる．耳
たぶを計測部位とする場合における体動アーチファクトの
混入は，頭部動作が主な原因である．ここではまず，開始

30 s 間の安静立位の後，(1) インターバル運動（1.5 m/s の
早歩き運動と 2.0 m/s のジョギング運動を 20 s ずつ交互に
行う）と (2) コンスタント運動（常時 2.0 m/s の速度での

間隔中に脈拍の検出が 1 つ以上行われていた場合はその区
間に正しい検出が 1 つあったと見なし，その他の脈拍検出
は過検出とする．一方，心電図の R-R 間隔中に 1 つも脈
拍を検出しなかった場合は未検出とする．3 つの手法によ
る脈拍検出に対し，6 名の被験者について 2 種類の動作を
通じた適合率，再現率と F 値，および安静立位時における
適合率と再現率の結果を図 8 に示す．また，基準手法と閾
値処理とでは安静立位時に適合率，再現率ともに良好な結
果を与えるパラメータを経験的に選択する．基準手法では

λ = 0.8，ρ = 1.3 とし，閾値処理では各被験者ごとに異な
る閾値を設定した．

表 1 実験で使用した主なパラメータ

4.2.2 考察

Table 1 Experimental parameters.

結果より，安静立位時には良好であった 2 つの手法は，
Parameter

τp

1/τ

N

α

γ

Value

0.175 [s]

120 [Hz]

240

0.3

0.8

運動中では基準手法の脈拍検出では適合率が高く，閾値処
理では再現率が高い値となった．また，体動アーチファク
トやデータ欠損の発生タイミングについては，安静時より

図 7

頭部を上下動した際の提案手法によるピーク検出結果

Fig. 7 The result of pulsation peaks using proposed method
during head motion.
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図 8

基準手法と閾値処理，提案手法による脈波検出の適合率，再現
率，F 値の平均値

Fig. 8 Mean detection rate of precision, recall and F-measure.
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図 9 コンスタント運動での基準手法と閾値処理，提案手法による脈
波検出の適合率

Fig. 9 Precision of pulsation peaks in constant exercise.
図 11 Bland-Altman Plot (a.1) 被験者 A：提案手法 (a.2) 被験者

A：閾値処理 (a.3) 被験者 A：基準手法 (b.1) 被験者 B：提
案手法 (b.2) 被験者 B：閾値処理 (b.3) 被験者 B：基準手法

Fig. 11 Bland-Altman Plot (a.1) A: proposed method,
(a.2) A: thoreshold method, (a.3) A: basic method,
(b.1) B: proposed method, (b.2) B: threshold method,
(b.3) B: basic method.

4.2.3 脈波検出間隔評価
さらに，提案手法により得られた脈拍間隔の精度評価
を行う．提案手法では脈波の検出と推定を行っているた
め，検出個数は改善したものの，実際の脈拍とは異なる
図 10 コンスタント運動での基準手法，閾値処理と提案手法による
脈波検出の再現率

Fig. 10 Recall of pulsation peaks in constant exercise.

時刻で検出することが予想される．そのために心電図と，
提案手法，基準手法および閾値処理による Bland-Altman

Plot [13] による検出間隔の評価を行う．ここで，検出する
脈拍間隔は不等間隔であるため，脈拍検出時刻と脈拍間隔

心拍数に大きな変化がみられる際に発生する傾向がみられ

に基づきスプライン補間法を用いて 8 Hz に等間隔の離散

た．これらから脈波信号の性質に応じて提案手法の性能を

化 [5] を施す．また，心電図の R 波による R-R 間隔でも同

評価する．基準手法は適合率が高いことからアーチファク

様の処理を行い Bland-Altman Plot を作成し，提案手法と

トの混入に対して頑健である一方，データ欠損による未検

比較する．例として，被験者 A，B のインターバル運動に

出への対応は考慮されていないため再現率が 0.80 と低下

おける提案手法と心電図の結果を図 11 (a.1)，(b.1)，閾値

している．つまり，この未検出はデータ欠損が主たる要因

処理と心電図の結果を図 11 (a.2)，(b.2)，基準手法と心電

であると考えられる．一方，閾値処理ではアーチファクト

図の結果を図 11 (a.3)，(b.3) に示す．

も脈拍と検出してしまうため，過検出が多くなり適合率の

4.2.4 考察

0.60 は，体動アーチファクトが混入している程度を示して

図 11 に示す Bland-Altman Plot は，心電図による R-R

いる．提案手法では，図 8，図 9，図 10 に示すとおり，

間隔と脈拍間隔の差と平均値をそれぞれ縦軸，横軸とす

より激しい運動であったコンスタント運動であっても基

る散布図であり，差の平均と標準偏差を赤線で示す．被

準手法の適合率，閾値処理の再現率と同程度の結果となっ

験者 6 名の各 2 種類の運動の計 12 データから差の平均

た．これより，提案手法では体動下でも脈拍を検出・推定

と標準偏差を算出した結果，差の平均は，提案手法では

していることが示された．その結果，F 値は，基準手法が

0.0408 s±0.0859，閾値処理は −0.0329 s±0.139，基準手法

0.844，閾値処理が 0.722，提案手法が 0.921 となり，改善

は −0.110 s±0.197 となり，提案手法の平均は 0 s に近く，

が確認された．従来の他のセンサ系を併用して脈拍判定す

他の 2 手法に比べても標準偏差は小さく，アーチファクト

る手法 [9] では，運動速度変化に対して 60〜95%程度の脈

が混入している中でも心電図に対する誤差が少ないことが

拍数検出が報告されているが，他のセンサを必要とせず光

分かる．また，図 11 (a.2)，(b.2) から確認されるように，

電脈波信号のみを用いる提案手法においても同等程度以上

閾値処理では誤検出により算出される脈拍間隔が R-R 間隔

の性能であるといえる．

よりも短くなるため差は大きく，また平均値は小さくなる
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ため，点群がグラフ左上に多く分布していることが見てと
れる．同様に，基準手法による図 11 (a.3)，(b.3) からは，
未検出により脈拍間隔が R-R 間隔よりも長くなり，その

LF/HF 値の算出にも十分可能であることを示している．

5. 遊びと装着型デバイスの適用実験

差は負値になり，平均値は大きくなってしまうことが分か

実際の遊びの中でデバイスを装着し，脈拍と運動強度に

る．一方，提案手法では，差の平均値は 0 に近く標準偏差

関連のある脈拍数の状態の提示を実時間で光提示により得

は小さくなり，運動中であっても脈拍間隔の検出と推定が

る適用実験を行う．運動は中〜高強度運動である長距離の

良好であることが確認できる．これにより，運動下でも脈

走運動（鬼ごっこ）を 160 s とする．装着型デバイスの発

拍を拍子のように光や音を通じて実時間で提示するインタ

光のタイミングは脈拍検出・推定時と同期させ，発光色は

ラクティブシステムの構築が可能になる．

検出した過去 5 回の脈拍間隔の平均脈拍数が 90 bpm 以下

4.2.5 LF/HF の算出と結果

で青，90〜120 bpm で緑，120 bpm 以上で赤色と設定する．

脈拍間隔が提案手法によって検出できていることから，

なお，このときの検出もしくは推定により補完された脈拍

さらに提案手法から得られた脈拍間隔を用いて，自律神経

の時刻をデータロガー（T&D 社製 VR-71）を用いて 50 Hz

の活動を表す指標の 1 つといわれる LF/HF 値の算出がで

で計測をする．

きるか検証する．LF/HF 値は不等間隔である脈拍間隔の変

図 13 に実験の様子を，図 14 に実験時 40〜70 s での発

動を等間隔に離散化を施した後，周波数スペクトルを算出

光時刻と脈拍数，および発光色を示す．これより，脈拍の

する．そして，このスペクトルの 0.06〜0.15 Hz を LF 帯，

提示と脈拍数を基準とした発光の変化が確認され，開発し

0.15〜0.5 Hz を HF 帯とし，これらの区間におけるパワー

たデバイスにおいて中〜高強度運動中でも脈拍数だけでは

比を求めることで LF/HF 値を得る．等間隔の離散化には，

なく，脈拍間隔に応じて実時間で脈拍検出，推定，および

前述のスプライン補間法により 8 Hz とする．スペクトル

発光パターンの制御を行うことができることが確認され

生成には，低周波域での周波数帯であることを考慮して，

た．また，図 14 より，鬼役は逃げ役よりも脈拍数が低い

自己回帰スペクトルを作成する．なお，この自己回帰スペ

ことから，鬼役の方が運動量が少なく自分のペースで追い

クトルは，1〜20 次の自己回帰モデルの中から AIC [14] の

かけているという生理的特性が，遊びの中で簡単に把握す

値が最小となる次数を選択して生成する．

ることが可能であった．このように，運動中に自分や相手

図 12 に，被験者 A のインターバル運動の計測結果に対
し 3 分間（1,440 サンプル）のデータから，ハニング窓を
用いて不連続性を除去したうえで，LF/HF 値を算出した
結果を示す．

4.2.6 考察
提案手法と心電図による LF/HF 値の比較より絶対誤差
の最大値は 1 を下回り，一方で閾値処理と心電図，基準手
法と心電図とでは 1 を上回る結果となった．LF/HF 値は
日常生活動作やストレスによって 3〜5 程度変化するとい
われており [15]，提案手法による脈拍間隔計測の精度向上

図 13 屋外での鬼ごっこ中の心拍情報提示

により，大まかな生理状態の変化がとらえられる可能性が

Fig. 13 Heartbeat visual feedback using the wearable device

あることを示唆している．また今回は，約 11 分間のジョ

during playing tag outdoors.

ギング運動を対象としているため，運動による脈拍数の上
昇による変化が自律神経の活動による要因より大きいとも
いえるが，運動時における提案手法の脈波間隔の精度は，

図 14 屋外での鬼ごっこ中の心拍間隔と脈拍数提示（上：逃げ役，
図 12 インターバル運動での LF/HF 値の時間変化

Fig. 12 LF/HF in changing time during interval exercise.
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下：鬼役）

Fig. 14 Heartbeat visual feedback during playing.
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の脈拍，脈拍数の状態を直感的に知覚できることで，遊び

参考文献

の中で互いに運動強度を調整するといった生理的特性を含

[1]

めたインタラクションを誘発できることや，運動指導者が
簡便かつ適切に運動を指示できる可能性を示している．

[2]

6. おわりに
本研究では，心拍・脈拍に含まれる情報を直接的に体表
上で提示し，複数人が共同で行うコミュニティスポーツの

[3]

場面において，運動の促進や他者の運動・心肺機能および
心理状態の理解を導くことによる，新たなインタラクショ
ンの誘発を目指し，実時間での生理状態の変化を知覚可能

[4]

にする装着型デバイスの提案を行った．また，運動時に課
題となっている光電脈波信号の体動アーチファクトを除去
する実時間脈拍検出アルゴリズムを提案し，実環境での利

[5]

用可能性を検証した．その結果，脈拍数検出における，適
合率は向上し，体動のアーチファクトによる過検出を低減

[6]

させ，F 値が向上したため，提案手法が精度向上に対して
有効であることを示した．さらに，脈拍検出間隔と心電図
から得られる R-R 間隔とを Bland-Altman plot を用いた

[7]

評価を行い良好な結果を得た．
遊びの中での装着型デバイスの適用実験から，脈拍から

[8]

得られる情報を光提示することで，装着者・観察者が同時
に情報を知覚可能であり，それによって運動量を調整する

[9]

ことや，指導者が運動を指示できる可能性を示した．なお，
適用実験にて，追いかけている際は相手の心拍は意識する
ことなく見られたことや，自分の脈波の発光は立ち止まっ

[10]

たときにしか見なかったという行動に関する知見が得られ
た．今後は，加速度センサを併用することで運動状態を把
握し，テンプレート更新の実行や生理信号の信頼性計測を

[11]

行うことで，精度の向上を検討する．さらに，脈拍を拍子
のように音響に提示したり，2 人以上で用いることで視覚

[12]

的に脈拍が同期しているかを把握したりすることができ
るなど，脈拍数ではなく脈拍のタイミングをフィードバッ
クすることが可能になり，新しいインタラクションの手法
が広がると考えている．また，装着性の向上のために手先

[13]

や手首での計測や，不整脈を考慮するためのテンプレート
マッチングの信頼性を利用した，脈拍補完時の提示手法に
ついてもあわせて検討する．また，提案した装着型デバイ

[14]

スを，運動強度を管理する必要のある運動訓練や，コミュ
ニティスポーツやリハビリテーションの現場での実証実験
を予定している．さらに，提案手法により運動訓練中のバ
イタルサインに加え，ストレス指標といった心理的な指標
も表示するようなシステムの構築を検討している．このよ

[15]

益子 宗，星野准一：心拍数制御を用いた運動支援ゲー
ムの提案，芸術科学会論文誌，Vol.6, No.3, pp.136–144
(2007).
Ueno, A., Miyashita, O., Yoshida, T., et al.: A wearable ECG-HR detector and its application to automatic
assist-mode selection of an electrically assisted bicycle,
Proc. Annual International Conference of the IEEE
EMBS (EMBC 2011 ), pp.6903–6906 (2011).
植野彰規，古沢洋一，星野 洋，石山陽事：布を介した
電極からの容量性結合に基づく心電図導出，電気学会
論文誌 C，電子・情報・システム部門誌，Vol.124, No.9,
pp.1664–1671 (2004).
木村禎祐，大崎理江，岩田 彰：ウェアラブル脈波センサ
と心拍数検出アルゴリズム，電子情報通信学会技術研究
報告 MBE，ME とバイオサイバネティックス，Vol.100,
No.350, pp.43–49 (2000).
千明 裕，前田篤彦，小林 稔：容積脈波を取得可能な
面センシング手法の実装と評価，情報処理学会論文誌，
Vol.53, No.4, pp.1229–1237 (2012).
近藤 豊，本田克行，津端佳介：セイコーパルスグラフ
の開発（センサー編），電子情報通信学会技術研究報告
MBE，ME とバイオサイバネティックス，Vol.100, No.350,
pp.43–49 (2000).
小須田司，青島一郎：体動アーチファクトに強い脈拍計
測技術の開発，マイクロメカトロニクス，Vol.48, No.3,
pp.42–51 (2004).
清澤 旬，四方裕夫：指尖血流脈波のゆらぎ解析による交
感神経活動の評価とその応用，金沢医科大学雑誌，Vol.31,
No.3, pp.194–201 (2006).
今井文吾，塩澤成弘，牧川方昭：光電脈波計測における加
速度センサを用いた体動アーチファクトの除去，生体医
工学：日本エム・イー学会誌，Vol.44, No.1, pp.148–155
(2006).
露梨真史，小栗宏次，松尾啓志，岩田 彰：クラスタリン
グを用いたホルター心電図波形分類，電子情報通信学会
技術研究報告 MBE，ME とバイオサイバネティックス，
Vol.103, No.489, pp.23–28 (2003).
Galioto, F.M. and Tomassoni, T.L.: Cardiac Rehabilitation for Children with Heart Disease, Medicine, Exercise,
Nutrition and Health, Vol.1, pp.272–280 (1992).
Yan, Y.S. and Zhang, Y.T.: A model-based artifact reduction method for the non-invasive estimation of blood
oxygen saturation, Proc. IEEE International Workshop
on Computer Architectures for Machine Perception,
pp.90–92 (2004).
Bland, M.J. and Altman, D.G.: Statistical methods
for assessing agreement between two methods of clinical
measurement, The Lancet, Vol.327, No.8476, pp.307–310
(1986).
Akaike, H.: Information theory and an extension of the
maximum likelihood principle, 2nd International Symposium on Information Theory, pp.610–624 (1992).
Kobayashi, T., Nishikido, N., Kageyama, T. and
Kashiwazaki, H.: Sympathetic predominance in young
male white-collar workers with mild to moderate hypertension, Industrial Health, Vol.39, No.2, pp.199–205
(2001).

うに，生理状態の提示による複数人の新たな社会的交流の
誘発や，運動者のモチベーション維持・向上への寄与など
を目指したい．

c 2013 Information Processing Society of Japan


1487

情報処理学会論文誌

Vol.54 No.4 1480–1488 (Apr. 2013)

下柿元 智也 （学生会員）
2010 年筑波大学工学システム学類早
期卒業．2012 年同大学大学院システ
ム情報工学博士前期課程修了．同大学
院システム情報工学研究科博士後期
課程在籍．生体信号を利用した次世代
ヒューマンインタフェースの研究に従
事．IEEE 学生会員．

鮎澤 聡
1986 年筑波大学医学専門学群卒業．
1998 年同大学大学院博士課程医学研
究科修了．医師，脳神経外科専門医，
博士（医学）．機能的脳神経外科診療
に従事．2005 年より筑波大学大学院
人間総合科学研究科講師，2012 年よ
り筑波技術大学保健科学部准教授，筑波大学附属病院臨床
教授（病院）
．2007 年よりグローバル COE プログラム「サ
イバニクス：人・機械・情報系の融合複合」に参加．

鈴木 健嗣 （正会員）
1997 年早稲田大学理工学部物理学科
卒業．2000 年日本学術振興会特別研
究員，2003 年早稲田大学大学院理工
学研究科物理学及応用物理学専攻博士
課程修了．博士（工学）．同大学理工
学部助手を経て 2005 年より筑波大学
講師，2012 年より同大学准教授，現在に至る．1998 年伊・
ジェノヴァ大学工学部，2009 年仏・カレッジ・ド・フラン
ス客員研究員．IEEE，ACM，日本ロボット学会，人工知
能学会等各会員．

c 2013 Information Processing Society of Japan


1488

