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自己組織化マップを用いた加速度脈波の分類と可視化
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容積脈波は指先センサを使うことによってストレスなく，また短時間で検出することができる．特
に，容積脈波の加速度波形を評価することにより血管硬化の程度を予測することが可能である点は非
常に興味深い．さらに，その加速度脈波は容積脈波を 2 次微分することにより簡単に得ることができ
る．我々は，この加速度脈波を用い，Self-Organizing Map（SOM）における健康度の分類と可視化
を試みた．しかし，加速度脈波が SOM で直接処理される限り，十分な結果を得ることはできなかっ
た．本研究では，SOM を用いた加速度脈波の学習や評価における，2 つの新しい前処理法を提案す
る．1 つの手法は，新しい評価基準を設けることにより加速度脈波を大きく 2 つに分類し，その分類
に従って 2 つの SOM を作成する．もう 1 つは，加速度脈波の変曲点を基準に対して調整する方法
である．これにより，類似性の点から見て波形を評価することが可能になる．これらの前処理方法は，
実験で 279 人分の容積脈波データを使用して評価する．

Classification and Visualization of Acceleration Plethysmogram
Using Self-organizing Maps
Shinya Urase,† Nobuaki Nousou,† Yoshio Maniwa,††
Kikuo Fujimura,††† Isao Nakanishi††† and Yutaka Fukui†††
The plethysmogram can be detected without stress in a short time by using a ﬁnger tip sensor. Above all, it is very interesting that the degree of sclerosis can be predicted by evaluating
the waveform of the acceleration of the plethysmogram. In addition, the acceleration of the
plethysmogram is easily derived by calculating the second-order derivative of the waveform.
We tried to categorize and visualize our health condition on a Self-Organizing Map (SOM)
using the acceleration of the plethysmogram. However, we never obtained suﬃcient results
whenever the acceleration data were directly processed with SOM. In this paper, we introduce
two new pre-processing methods to learn and evaluate the acceleration with SOM. One is to
divide waveforms of the acceleration of plethysmogram into two rough categories using a new
criterion, when two SOMs are created according to the categories. The other is to adjust
inﬂection points of the input acceleration to the reference points. This makes it possible to
evaluate the waveforms in terms of similarity. We conﬁrmed the eﬀect of these pre-processing
methods by making experiments with 279 plethysmogram data.

1. は じ め に

病変の危険性が高まる．また，このような器質的な病

酸素や栄養を体内に運ぶ血管は，健康なときは血液

緊張により，一時的な機能性の収縮も臨床的に観察さ

の圧力に耐えられる弾力としなやかさを持つ．しか

れる．問題は，これらの進行による自覚症状がほとん

し，喫煙や肥満，ストレス，生活習慣の乱れなど，危

どないことである．一方，現在は高齢者の世紀と呼ば

変だけでなく，ストレスなどを起因とした交感神経の

険因子が加わることにより器質的な動脈硬化が進み，

れ，2015 年には 65 歳以上人口は 26%になると予想

血管は狭くなり，結果，脳梗塞や心筋梗塞などの血管

されており，今後 20 年間の高齢者数の増加は現在の
東京都人口にも匹敵する規模である．これらすべての
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高齢者を医療機関で対応することは難しく，日頃から
の健康管理がますます重要になってくる．
そこで本研究では指先脈波に注目する．指先脈波は，
全身の血管状態に関する情報を含んでおり，ストレス
が少なく短時間で測定可能なため，血管状態を簡易に
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検査する方法として利用可能である．実際に，指先脈
波を利用して健康的か循環不全の可能性があるかを分
類する指針も提案されている1)〜4) ．しかし，これを用
いて実際に分類を行うには医師のような熟練した技術
が必要であり，家庭などで簡易に精度良く血管状態を
自動分類するような器具はなかった．また，指先脈波
に含まれる情報には，血管硬化状態以外の要因も含ま

図 1 指先脈波
Fig. 1 Pulse waves of finger tip.

れている可能性があり，そうした要因を含めて，指先
脈波に内在する情報を抽出する手法が求められていた．
我々のグループでは，指先脈波に内在する情報を抽出
するため，自己組織化マップ（SOM: Self-Organizing

Map）を用いる研究を行ってきた．しかし，波形をそ
のまま SOM に入力しただけでは，医師の分類に対
応するようなクラスタが生成されず，指先脈波の情報
に内在する構造が適切に抽出できていなかった5),6) ．

SOM でも正しく分類できるような適切な前処理法が
あれば，医師の分類に対しての教師つき学習や，血管
硬化状態以外の分類などにおいても有効である．

図 2 加速度脈波の変曲点
Fig. 2 Inflection points of acceleration plethysmogram.

強度変化から血流の容積変化をとらえる．センサから

そこで，本論文では，SOM における適切な指先脈

直接測定されるこの波形変化を容積脈波と呼ぶ7) ．た

波の可視化を実現するための 2 種類の前処理法を提案

だし，この容積脈波は基線に対して安定せず，また波

する．第 1 の方法は，健康な波形と循環不全の可能性

形の起伏に乏しく，変曲点を観察することが困難であ

を持つ波形を 2 つに分類し，それぞれ別の SOM を作

る．そこで波形を微分，さらには 2 次微分し，その波

成する．結果的に 2 つの SOM ができるが，波形に加

形を評価する方法が提案された1),2),8) ．図 1 に容積脈

える操作が少なく，より自然な波形分類方法が得られ

波とそれを 1 次微分した速度脈波，2 次微分した加速

る．第 2 の方法は，波形の変曲点を一致させる正規化

度脈波を示す．波形の変化にとぼしい容積脈波に対し

により時間軸に依存しない波形比較を行う．データ処

て，加速度脈波は波形の変化が強調され，波形の観察

理は複雑になるが，1 つの SOM 上での脈波波形の分

が容易である．医師はこれらの変曲点の位置により目

類が可能となる．

視1)〜3) もしくは血管年齢算出式4) により脈波の評価

これらの方法により生成されるマップには，従来の
分類基準と対応する構造があり，前処理により指先脈
波に内在する構造を適切に学習し，抽出できるように
なることが示唆される．また，後者の方法は，SOM

分析を行っている．

2.2 脈波波形に内在する情報
本研究においても，波形特徴が大きく表れる加速度
脈波を用いる．以降，その特徴を説明しやすくするた

のパラメータ設定によっては未知の波形分類を表すク

め，図 2 に示すように変曲点に a から d と名前をつ

ラスタが生成されることから，従来の分類方法では知

ける．

られていない何らかの情報が指先脈波から得られる可
能性を示唆する．

2. 指 先 脈 波

佐野，高田らの報告1)〜3) によると，加速度脈波波
形は，変曲点 a の高さに対する変曲点 b，c，d の高さ
の様相に注目すると，たとえば図 3 に示すように「健
康的な A 型」から「循環不全の可能性がある G 型」

2.1 指先脈波とは

の 7 グループに分類される．この分類で注目すべきと

指先脈波は中枢から末梢にいたる血管動態に関する

ころは，振幅が極小の点（b，d 点）の高さ関係であ

多くの情報を含んでいる．心臓から送り出された血流

る．つまり，d 点より b 点が低い位置にあるものがよ

が波動として末梢に伝播する過程において，心拍動，

り健康的な波形であり，反対に，b 点が d 点より高い

血行動態，細動脈系の性状変化などの生理的条件に

位置にあるものほど循環不全の可能性がある．また，

よって，波形にゆがみが生じる．本研究では，血液中

C 型，D 型のように b 点，d 点がほぼ同じ高さである

に含まれるヘモグロビンが近赤外光をよく吸収する

場合，c 点が高いほうが良いとされる1)〜3) ．

特徴を利用し，指先に近赤外光を当て，その透過光の
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図 3 加速度脈波の波形による分類例（佐野・小山内法）
Fig. 3 Example of classification of acceleration
plethysmogram.

図 5 Self-Organizing Maps（SOM）の構造例
Fig. 5 Structure of Self-Organizing Maps (SOM).

期化する．

(2)
(3)

入力ベクトルを，SOM に入力する．
入力ベクトルに特徴が最も似ているノード（最
整合ノード）を探す．

(4)

最整合ノードとその近傍のノードの参照ベクト
ルを，後述する更新式により更新し，入力ベク
トルの特徴を学習する．

(5)
図 4 脈波測定装置の外観
Fig. 4 Devices for detecting plethysmogram.

参照ベクトルが収束するまで ( 2 ) から ( 4 ) の
処理を繰り返す．

競合層上でノードの数が l 個あり，各ノードには 1
から順に番号が与えられているものとする．選ばれた

2.3 実験用データの取得
ここでは，以降で用いる脈波データの取得方法に

入力ベクトルが x = [ξ1 , ξ2 , ..., ξn ] ∈ n のとき，競

ついて説明しておく．脈波測定装置の概観を図 4 に

ル mi = [μi1 , μi2 , ..., μin ]T ∈ n で表される．この

示す．用いたセンサは日本光電社製フィンガープロー

とき，最整合ノード c は次式で定義される．

ブ（MODEL: TL-201T）で，検出された脈波信号は

合層上のすべてのノード i = 1, 2, ..., l は参照ベクト

|x − mc | = min |x − mi |

社製の PC カード型 A/D コンバータ（MODEL:

(1)

i

インタフェースボックスにより増幅され，RATOC

また，参照ベクトルの更新式は以下のように定義さ

REX5054U/B）を用いてコンピュータに取り込まれ
る．また，検出される波形は容積脈波であるため，そ

れる．

の一次微分，二次微分の演算や，csv 形式での出力など

ここで t = 0, 1, 2, ... は離散時間系である．hci (t) は

は複雑系応用技術研究所製のソフトウエア SalusAPG

近傍関数またはカーネル関数と呼ばれ，次式で定義さ

を用いた．

れる．

3. 自己組織化マップ
3.1 自己組織化マップのアルゴリズム
自己組織化マップ（SOM: Self-Organizing Maps）9)
とは，Helsinki 工科大学のコホネンが考案した，入力
層と競合層からなる教師なし競合学習モデルである．

SOM はクラスタリングと可視化が同時に実現できる
のが特徴であり，マップという言葉がつくゆえんであ
る．その有用性から今日多くの分野で応用されてい
る10),11) ．
図 5 にそのネットワークの構造を示す．

SOM は入力データ空間 n からノードの 2 次元配
列を定義し，マップ化を行う．また，各ノードには参
照ベクトルが割り振られている．SOM アルゴリズム
は次の 5 ステップからなる．

(1)

すべての参照ベクトルの要素を任意の数値に初

mi (t + 1) = mi (t) + hci (t)[x(t) − mi (t)] (2)



d2 (rc , ri )
hci (t) = α(t) · exp −
2σ 2 (t)


(3)

α(t) は学習率係数と呼ばれノードの活性度を示す．初
期値は 0 から 1 の間にとり，学習回数に対して減少関
数である．σ(t) は近傍半径の幅（カーネル幅）を示し，
これも学習回数に対して減少関数である．rc ∈ 2 ，

ri ∈ 2 はそれぞれのノード c と i の位置ベクトルで
あり，d(rc , ri ) は rc と ri の間の距離である．
入力ベクトルが SOM に次々と提示され，学習は続
く．学習回数とともに更新される参照ベクトルの領域
も縮小され，最終的に最整合ノードだけが学習される．
これにより，学習は収束していき，競合層上でベクト
ルの揃った領域ができる．

3.2 SOM の U-Matrix 法による表示
SOM による学習後，隣接するノード間の類似性/非
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図 6 多次元入力データ例
Fig. 6 An example of input vector.
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図 8 Rate の計算：(a) b 点が最小の場合，(b) d 点が最小の場合
Fig. 8 Calculation of Rate.

4.1 最小点到達時間への注目
まず加速度脈波の最小点に注目する．2.2 節で，振幅
値に関して健康的な波形は b 点，循環不全の可能性を
持つ波形は d 点が最小となることを示したが，これら
の特徴を自己組織化マップによる分類に反映させるた
め，以下に提示されるような Rate を導入する13)〜16) ．
図 7 SOM による分類例
Fig. 7 An example of classification with SOM.

Rate =

ΔT
T

(4)

ここで，T は脈波の 1 周期であり，ΔT は a 点から最
類似性を視覚的に確認するため，一般に U-Matrix 法

小点までの到達時間を表す．すなわち Rate は，振幅

を用いる．U-Matrix とは “Uniﬁed distance Matrix”

最大の点から最小の点までの到達時間の 1 周期におけ

の略であり，隣り合うノード間のベクトル値が大きく

る割合を表す．ただし，図 8 に示すように b 点が最

異なる（ユークリッド距離が遠い）ほど，ユニットの

小の場合：(a) と，d 点が最小の場合：(b) で ΔT の

色が濃くなる12) ．

扱いが異なる．これらの比較から明らかなように，b

ここで，SOM が多次元入力データを 2 次元平面上

点が最小の場合に比べて d 点が最小であるときの方

へどのように分類するかを，例を用いて示す．図 6 は

が Rate の値が大きくなる．これは，d 点が最小の場

動物の特徴を 16 項目で表したものである．各属性を

合，最大の a 点との間に他の変曲点 b，c を含むから

持てば 1 を，持たなければ 0，場合によっては 0.5 とす

である．

る．これを基に作成した SOM を図 7 に示す．学習の

4.2 Rate 値の分布

条件は，学習回数：百万回，学習率係数：0.5，近傍半

次に，実際に兵庫県の診療所において医師の指導

径：30，マップサイズ：15 × 10，近傍関数：gaussian
とした．これらの値はデータの数や特徴から経験的に

の下採取した 279 人分の加速度脈波データを用いて
Rate 値がどのような分布を示すか調べた．座位で安静

決定する．初期値は一般的に乱数により設定する．

にした後，指の高さを心臓と同じ位置とし測定を行っ

図 7 からも分かるように U-Matrix 法によって，鳥

た．被験者は，健康な若い者から，特定の疾患を有す

類，草食動物，肉食動物，雑食動物と似た特性を持つ

る者が含まれる中高年者までである．図 9 に結果を

ものが近くに表示され，2 次元平面上でクラスタを形

示す．横軸は Rate 値で，小数点第 3 位を四捨五入し

成している．

た 0 から 1 の値をとり，縦軸はその分布を 0.01 ごと

4. Rate 値の導入による SOM 作成手法

にヒストグラムにしたものである．6 秒間の脈波測定
において，1 人あたり平均 6 周期のデータが採取され

本研究では，基本的に脈波波形データを SOM に入

たため，脈波の総数は約 1,700 である．なお，これら

力するのであるが，これまでの研究において直接波形

のデータには，外乱ノイズの影響により脈波波形が明

データを入力しても，図 3 に対応したクラスタを形成

確でないものや，重度の循環不全により脈波の形をし

する SOM が得られないことを確認していた5),6) ．そ

ていないものも含まれていたため，それらは対象外と

こで今回，前処理を導入することを提案する．

した．
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図 11 STG 分布に含まれる波形の例
Fig. 11 Wave examples in STG group.
図 9 Rate の分布
Fig. 9 Distribution of Rate.

図 10 FTG 分布に含まれる波形の例
Fig. 10 Wave examples in FTG group.

図 12 FTG 分布に対する入力ベクトルの抽出
Fig. 12 Extraction of input vector in FTG group.

図 9 からも明らかなように Rate 値が 0.2 を閾値と
して，2 つの分布に分けることができる．この場合，分

ら，標本化点ごとのユークリッド距離は 1 周期にわ

離率は 99.3%であった．Rate 値は最小点までの到達時

たって足し合わせると値が大きくなるからである．し

間とも考えることができるので，左側の分布を「Fast

かし，Rate 値によりあらかじめ大きく 2 つの分布に

Time Group」（以下，FTG），右側の分布を「Slow
Time Group」（以下，STG）と呼ぶことにする．
これらの波形を調べたところ，測定条件によるノイ

分け，次節で示すようにそれぞれの波形特徴に合わせ

ズの影響が大きいものや，重度の循環不全のもの（加

形分類に適合するクラスタを有する SOM を作成する

速度脈波の波形パターンから大きく変形しているもの）

ことができる．

た入力ベクトルの抽出を行うことで，波形の特徴比較
の部分が限定され，結果として，佐野・小山内法の波

小のもの）が，STG の分布の中には循環不全の可能

4.3 入力ベクトルの抽出
次に，入力ベクトルの抽出方法を示す．まず，FTG

性を持つ波形（d 点が最小のもの）が含まれることを

分布に含まれる脈波に対しては，波形の振幅値に対

確認した．

する正規化を行った後に，図 12 に示すように変曲点

を除くと，FTG の分布には健康的な波形（b 点が最

そこで，本論文の目的は脈波波形の分類と可視化で

a，b 間の時間軸の距離を 15 等分する．この幅 1 つ

あることから，Rate 値による大分類結果を生かすた

分を 1 dim とし，変曲点 a から 50 dim 分，等間隔に

め，FTG，STG それぞれの分布に対する 2 つの SOM

脈波の振幅値を抽出し，それを入力ベクトルとする．

を作成することにした．このことは以下に述べる変曲

一方，STG についても同様に，振幅の正規化を行っ

点探索処理も容易にする．すなわち，FTG 分布に含

た後，図 13 に示すように変曲点 a，d 間の時間軸の

まれる波形は図 10 に示すように b 点が必ず最小点で

距離に注目し，40 等分する．次に，この幅 1 つ分を

あり，したがって，波形の比較は次の最小点 d がそれ

1 dim とし，変曲点 a から等間隔に 50 dim 分を入力

と比べて高い位置にあるか否かに注目すればよいこと

ベクトルとする．

になる．一方，STG 分布に関しても同様で，図 11 に
示すように d 点が必ず最小点であるので，波形比較は

なお，1 dim を決定する間隔は，実験を重ねること
により経験的に得た値である．

b 点がそれに比べて高い位置にあるかどうかに注目す

4.4 FTG，STG 分布に基づく SOM

ればよい．

前節で抽出した入力ベクトルを用いて，FTG 分布，

本来，SOM はユークリッド距離の計算によりパター

STG 分布それぞれに対する SOM を作成した．マップ

ンマッチングを行っており，波形のような連続的な変

サイズは 60 × 40 である．ここで，学習の成否はマッ

化を持つデータを分類することには適さない．なぜな

プサイズに依存せず，可視化の分解能に応じて自由に
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図 13 STG 分布に対する入力ベクトルの抽出
Fig. 13 Extraction of input vector in STG group.
図 15 図 14 の分類結果に対応させた脈波波形
Fig. 15 Variation of waveforms in Fig.14.

図 14 Rate 値の分布別 SOM
Fig. 14 SOMs based on Rate.

図 16 医師による境界を加えた SOM
Fig. 16 SOMs with boundaries by doctor guidance.

設定可能である．ただし，一般に，SOM の主軸と副
軸の大きさは同じでないほうが良いとされている．学

次に，図 14 のマップにおいて一定間隔で抜き出し，

習は 2 段階学習を行った．具体的には，1 度目は学習

そのデータに対応する波形データを示したのが図 15

率係数と近傍半径を大きく，それぞれ 0.9，30 とし，

である．上下左右に隣接する波形の形状が似ており，

少ない回数で荒く学習した．2 度目は学習率係数，近

連続性があることが確かめられる．

傍半径をともに小さく 0.01，6 とし，学習回数を多く

また，医師による指導の下で図 15 に示す脈波波形

してきめ細かに学習を行った．1 度目の学習回数は数

の形状を比較しながら，佐野・小山内法による 7 分類

千回程度で，2 度目はその十倍であった．これらの学

に対応する境界を手作業により描いたものが図 16 で

習条件は経験的に決定したものである．なお，学習条

ある．この境界は医師により少し変動することもある．

件により学習ができなくなるということはないが，作

しかしながら，そのような境界作成は，佐野・小山内

成されたマップが健康度合の判別に適するかといった

法に対応した 7 段階の視覚的区切り（目安）を与える

面には影響する．そのほか，初期値は乱数により設定

ものでしかなく，波形分類の性能は SOM の学習にお

し，近傍関数は gaussian とした．

いて決まる．

学習後の U-matrix を図 14 に示す．図 3 の A か

FTG 分布に含まれるデータで作成した SOM は健

ら G の 7 種類の波形は連続的に変化しているため，

康的な A 型から中間群の D 型まで，一方，STG 分

図 14 で示す U-matrix 表示では各波形のクラスに対

布に含まれるデータで作成した SOM は中間群の D

応するクラスタとそれらの間の境界は発生していな

型から循環不全の可能性を持つ G 型まで連続的にク

い．このように連続分布に相当するデータの場合には

ラスタを形成している．ただし，D 型の領域は両方の

U-matrix 表示では境界は発生しにくい．図 14 の場

SOM に含まれる結果となった．これは，図 9 の閾値

合，黒くなっている部分はデータの頻度が少ないこと

0.2 をまたぐ位置に D 型が含まれ，完全に分離されな
いからである．しかしながら，Rate により処理を分

を意味する．
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図 18 脈波波形の例，(a)：波形が安定している場合，(b)：波形
が不安定な場合
Fig. 18 Waveform examples, (a): Stable case, (b):
Unstable case.

図 17 Rate を用いた SOM による評価
Fig. 17 Evaluation results by SOMs based on Rate.

けることで，脈波波形がその血管の硬化度合いに応じ
て分類され，7 段階の解析結果を視覚的な位置関係と
して理解できるようになった．

4.5 サンプルデータによるテスト
次に，学習した SOM をテストした．テスト用のサ
ンプルデータとしては，学習時とは異なる，あらかじ
め医師により健常，動脈硬化，重度の動脈硬化と診断
された 3 例 4 周期分の波形を用いた．結果を図 17 に
示す．
●は健常の場合，★は動脈硬化の場合，▲は重度の
動脈硬化の場合の分類・可視化結果である．なお，参考

図 19 SOM による脈波波形の安定性比較：●は図 18 (a) の場合，
★は図 18 (b) の場合
Fig. 19 Comparison results in waveform stability, ●:
Stable case, ★: Unstable case.

のためにテストに用いた波形を図中に示す．★の例で
バラツキが大きい理由は，波形形状が 1 周期ごとに変

不安定性の指標として利用することを現在検討中で

形していることが原因である．健常な波形は「B 型」，

ある．

動脈硬化の波形は「E 型」，重度の動脈硬化は「G 型」
のクラスタへそれぞれ表示され，佐野・小山内法と同
様の分類結果が得られた．なお，今回の 3 例の結果は

5. 変曲点の一致による SOM 作成手法
4 章で述べたように，Rate 値を用いた閾値分類で

あくまで一部の例であり，それ以外の波形での分類・

は，完全には FTG と STG に 2 分することができな

可視化が可能であることは確認している．

いため，両方の SOM に同じ D 型の領域が存在する

4.6 脈波が不安定な場合
本節では，脈波 1 周期ごと対する波形形状の不安定

な箇所が発生するという問題があった．また，SOM

性に関して考察する．図 18 には安定した波形と不安

分類において医師と協議を進めるうちに，佐野・小山

定な波形をそれぞれ (a)，(b) に示す．また，その評価

内法に基づく医師による診断との間に異なる点がある

結果を図 19 に示す．安定した波形の場合は分類結果

ことが見出された．そこで，佐野・小山内法による分

が一致しているが，不安定な波形の場合は図 19 (a) に

類結果により近付けるため，変曲点一致による前処理

おけるすべての領域に評価結果が表示されている．こ

法を導入することを提案する．

のような不安定な波形が観測されることはまれである
は必ず生じる．このような不安定さを解消するには，

5.1 医師による診断との違い
佐野・小山内法に基づく医師による診断と 4 章で
得られた SOM による処理の違いを示すため，図 20，

処理する周期の数を増やして平均したり，多数決法を

図 21 を用いて説明する．なお，2 つの (a) もしくは

導入したりすることが考えられるが，一方で，医師や

(b) の波形は同じものであることに注意していただき

専門家にその判断を委ねることも必要である．我々も，

たい．

が，脈波は決して安定したものではなく，多少の変動

ばらついた処理結果の座標から分散値を求め，脈波の

ことになり，結果として，SOM 分類において不連続

まずは医師による場合についてである．図 20 を見

Vol. 48

No. 11

3595

自己組織化マップを用いた加速度脈波の分類と可視化

図 20 医師による波形評価
Fig. 20 Evaluation of waveforms by the doctor.

図 23 入力ベクトルの抽出
Fig. 23 Extraction of input vector.

では波形の最小点である変曲点 b を時間軸に対して一
致させ，(d) では残りの変曲点 d を一致させている．
ただし，変曲点 d が最小となる波形の場合は，先に d
点を一致させた後に b 点を一致させ，同様な処理を行
う．このように，変曲点の最小が b か d かで前処理方
図 21 SOM による波形評価
Fig. 21 Evaluation of waveforms by SOM.

法が変わるため，ここでも Rate 値の計算と閾値 0.2
を用いた分類は必要となる．以上により，医師と同様
にそれぞれの変曲点における振幅の高さの違いに注目
した比較が可能となる．

5.3 入力ベクトルの抽出
このような前処理を行った後に，図 23 で定義する
新たな抽出基準により SOM への入力ベクトルを作成
する．
図 23 の (a) は変曲点 b，(b) は変曲点 d を最小点に

1 変曲点 a–b
持つ波形の場合である．どちらもまず，
2 変曲点 b–d 間を 25 等分，
3 変曲点
間を 15 等分，
図 22 変曲点に注目した前処理
Fig. 22 Preprocessing based on matched inflection points.

4
a–d 間を 40 等分する標本化間隔を求める．また，
変曲点 d 以降は，基線に復帰するまでのデータを取
3 で示す標本化間隔で 10 点分を定義す
得するため，

はなく，変曲点の高さの位置で相対的な波形の比較を

1 ，
2 ，
3 ，
4 を求めた後，
1
る．以上のようにして
2 の 25 点，
4 の 10 点における，計 50 点
の 15 点，

行っている．その場合，変曲点に注目すると (a) の高

分の振幅データを取得し，それを SOM 作成に用いる

さが一致している 2 つの波形の方が，(b) の時間軸に

入力ベクトルとする．

て分かるように，医師は波形の時間軸に注目するので

対して一致している場合より似ていると判断される．

5.4 境界の自動作成のための評価式

一方，これまでの SOM では図 21 に示すように時間

4 章で示した方法では SOM の学習後，手作業によ

軸に注目し，一定間隔で標本化した振幅を基にユーク

る境界作成が必要であった．そこで，本節では境界を

リッド距離を計算し，相違度合を算出している．その

自動作成する方法に関して検討する．まず評価式 Bod

ため，(a) に示す 2 つの波形は異なるものと判断され，

を新たに定義する．

(b) に示す 2 つの波形の方が似ていると判断される．

Bod = −P b + P d +

P c
2

(5)

5.2 変曲点の位置合わせのための前処理
このような比較方法の違いを解消するため，変曲
点 b，d の 2 点に注目した新たな前処理を導入する．

P b，P c，P d はそれぞれ脈波波形の変曲点 b，c，d
の振幅値である．これまでにも示したように，P b は

図 22 を見ていただきたい．(a) は波形の特徴は同じ

できるだけ小さい方が良いために負の符号を，逆に，

であるにもかかわらず，時間軸上での同一時刻におけ

P d は大きいものが良いため，正の符号を付すること

る振幅の大きさは大きく異なるものを示す．そこで，

にした．また，P c は高い方が良いが，変曲点 b，d

まず (b) に示すように振幅の正規化を行う．次に (c)

よりはその優先順位が低いため，重み係数 1/2 を掛け
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表 1 評価式 Bod の閾値設定
Table 1 Thresholds for evaluation of Bod.
評価

評価式 Bod の計算結果

A+
A
B+
B
C+
C
D+
D
E+
E
F+
F
G+
G

60 < Bod
47 < Bod <= 60
35 < Bod <= 47
24 < Bod <= 35
14 < Bod <= 24
4 < Bod <= 14
−4 < Bod <= 4
−10 < Bod <= −4
−12 < Bod <= −10
−15 < Bod <= −12
−18 < Bod <= −15
−23 < Bod <= −18
−26 < Bod <= −23
Bod <= −26

図 25 近傍半径を大きく設定した場合の SOM と波形例
Fig. 25 SOM based on matched inflection points using a
large neighborhood radius and examples of the
mapped waveform.

図 24 評価式 Bod の計算，(a)：b 点が最小の場合，(b)：d 点
が最小の場合
Fig. 24 Calculation of Bod, (a): b: minimum, (b): d:
minimum.

て加えた．
また，各境界の閾値を表 1 に示す．今回，図 3 の
説明に用いた 7 分類に加えて，同じ分類の中でも評価

図 26 近傍半径を小さく設定した場合の SOM
Fig. 26 SOM based on matched inflection points using a
small neighborhood radius.

がさらに良いものには “＋” という印を付け，倍の 14
分類とした．これらの値は，4 章で作成した SOM に

G 型までのクラスタが 1 枚の SOM 上に連続的に並ん

マップされた代表的な波形が，佐野・小山内法による

でいる．また，同図 (b) にはマップ上に分類された代

分類に一致するように試行錯誤により設定したもので

表的波形を示す．これより自動作成されたクラスタが

ある．当然，表 1 を利用して 4 章の SOM に境界作成

佐野・小山内法による分類にほぼ対応していることが

した結果は，手作業での境界作成の結果（図 16）とほ

確認できる．

ぼ同じになる．この境界作成法の妥当性については，
今後様々なデータを用いて評価する必要がある．

次に近傍半径を小さく設定し学習させてみた．結果
を図 26 に示す．先程と同様な結果が得られたが，A

たとえば，図 24 に示すように加速度脈波の振幅値

型の領域に特異点が生じた．これは佐野・小山内法で

を 0 から 100 に正規化すると，b 点が振幅最小のもの

の分類にはないものである．このような特異点は，近

は評価式 Bod の値が高く，d が振幅最小のものは評

傍半径を小さく設定したときに発生する傾向が見られ

価式 Bod の値が低くなる仕組みになっている．

た．この特異点の領域に分類された脈波を調べたとこ

5.5 極値 2 点へ注目した SOM

ろ，図 27 に示すように変曲点 c，d 点の判別がつか

以上のような処理を行った脈波に対して学習回数，

ないという特徴が見られた．

学習率係数，近傍半径の条件を変えながら SOM を作

分類の滑らかさや佐野・小山内法との一致を重視す

成した．まず，近傍半径を大きく設定し学習したとこ

るのであれば特異点の発生していない図 25 の SOM

ろ図 25 の (a) のような SOM が得られた．A 型から

の方が良い．しかしながら，この特異点は閾値設定，
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できることを示し，それぞれ別の SOM を作成するこ
とで脈波分類を行った．2 つの SOM が形成されるた
め，SOM 上に不連続な部分が発生するが，波形に加
える操作が少なく，より自然な波形分類方法が得られ
た．一方，分類方法において医師と SOM の間に相違
図 27 変曲点 c，d 点が判別できない脈波の例
Fig. 27 An example of waveform with unclear inflection
points.

点があることを見出し，それを解決するため，時間軸
に依存しない波形比較法の導入を行った．結果として，

1 つの SOM 上での脈波波形の分類が可能になった．
さらに，SOM 上の境界を自動生成するための評価式
についても提案した．ただし，波形の時間軸に対する
操作が加わることにより，時間に関する情報を失って
いる可能性がある．
今後は，医師の指導の下，多くの事例データによる
検証を通して，今回提案した 2 つの手法の評価を行っ
ていく必要がある．また，波形が不安定な場合や変曲
点が明確でない場合における分類・可視化結果の取扱

図 28 評価式 Bod で作成した SOM による処理結果
Fig. 28 Evaluation results by SOM based on matched
inflection points.

いについても今後の検討課題である．
謝辞 本研究を行うにあたり平成 16 年度修了生の
松下大輔氏，平成 17 年度修了生の田中淳氏に多大な
る協力をいただいた．ここに感謝の意を示す．

SOM アルゴリズムの特性により自然に発生したもの
であり，このことはとても興味深い．この領域を健康
度合いの評価に利用するか否かは，図 27 のような特
徴を持つ波形の取り扱いも含めて，今後，医学的見地
から検討していく必要がある．

5.6 サンプルデータによるテスト
4.5 節と同様に，あらかじめ医師により健常，動脈
硬化，重度の動脈硬化と診断されたサンプルデータ（3
例 4 周期分の波形）を用い，学習した SOM をテスト
した．ここで，特異点のない図 25 の SOM を使って
テストするが，脈波の分類・可視化に関しては図 26
の SOM と本質的な違いはない．結果は図 28 に示す．
●は健常の場合，★は動脈硬化の場合，▲は重度の
動脈硬化の場合であり，図中の波形はテストに用いた
ものである．健常な波形は「A + 型」，動脈硬化の波
形は「D，E + 型」，重度の動脈硬化は「G 型」のと
ころへそれぞれ表示され，佐野・小山内法と同様の分
類結果が得られた．また，4.5 節と同様の分類結果を
得ることができた．

6. お わ り に
本研究では，指先脈波から加速度脈波波形を算出し，
それを自己組織化マップにより処理することで血管硬
化度のパターン分類とそのクラスタの可視化を試みた．

Rate 値の導入により健康な波形の FTG 分布と循環
不全の可能性を持つ STG 分布に大きく分けることが
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