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1.

部へ血液が駆出されると，その弾性管的特性のために縦波が

近年，不規則な食生活や生活習慣が原因で起こる生活習慣

発生し，これが脈波として末梢方向へすべての動脈分岐に波

病が問題となっている．疾病全体に占める生活習慣病の割合
について見ると，医療費では約 3 割 1) ，死亡原因では約 6 割 2)

及する．大動脈基始部で脈波が発生してから末梢部位に脈波

を占めており，健康に対する大きな脅威である．循環器機能

(pulse transit time: PTT) と呼び，血圧との間に負の相関がある
ことが知られている 6) ．これは，血圧の変動により，血管系

と生活習慣病の関係は深く，心拍数や血圧などの循環系に関

が到達するまでには時間がかかる．この時間を脈波伝播時間

する生体指標の定量的な評価は生活習慣病の予防や早期発見
においてきわめて重要である 3, 4) ．医療機関においては専用

のコンプライアンスが変化し，脈波の伝達特性が変化するた

の装置を用いて高精度な計測診断が可能であるが，早期発見

く血管の形状や，血管壁，血液の物理的特性にも依存する．

のためには家庭で手軽に測定できるデバイスが必要となる．
この点，スマートフォンやパソコンなどに付属するビデオ

めである．また，脈波の波形や伝播時間は，血圧だけではな

PTT は，大動脈基始部から脈波を計測する部位までの血管
の長さによって変化する 7) ．PTT の取得には心電図と PPG の両

カメラは安価で身近なデバイスであり，ビデオカメラで撮影

方，あるいは異なる 2 箇所の部位における PPG が必要である．

した映像を画像処理することによって，心拍数を検出する方
法が提案されつつある 5) ．映像から心拍情報を取得する原理

2.2

は，光電容積脈波 (PhotoPlethysmoGraphy: PPG) を取得する原

す．ビデオカメラは，被写体で反射した光を，光の原色（赤・

理に類似している．すなわち，皮膚血流の増減によって血中

緑・青）の波長ごとにフィルタで分光し，各色の光の強度を

ヘモグロビンの吸収帯である映像信号の緑色成分が増減する

輝度値として記録する．血中ヘモグロビンの吸光特性に着目

ことを利用している．

すると緑色の波長帯域 (520〜600 nm) に高いピークを持ってお

一方 PPG 信号には，心拍情報ばかりでなく１拍ごとの血圧
情報が含まれている 6) ．従来，1 拍ごとの血圧計測には連続

り，これとビデオカメラの緑フィルターが高感度となる波長

血圧計が用いられるが，装置が大型で高価であるという欠点

て生じる脈波が全身に伝播する際に，体表面を含めて血流量

をもつ．これに対して光電容積脈波計は小型・安価であるが，

が全身で周期的に増減する．末梢部位での血流量が増加する

装置で皮膚が圧迫され不快であり，長時間の計測には向かな
い 5) ．したがって何のデバイスも装着せずに遠隔的に，非接

と血中ヘモグロビンの相対量も増加するため，皮膚表面では

触で血圧情報が得られることが望ましい．

ヘモグロビンの相対量が増加しているときには映像中の皮膚

そこで本研究では，PPG 信号からの血圧変動の推定法に基
づき，ビデオカメラを用いた非接触での血圧情報取得手法を
提案する．校正信号なしで映像のみから血圧の絶対値を取得

ビデオ映像からの脈波情報の取得

人の皮膚の映像から脈波情報を取得できる原理を以下に示

帯域 (500〜570 nm) が重なっている．また，心臓の拍動によっ

環境光のうち緑色光を吸収しやすくなる．したがって，血中
表面における緑の輝度値が低下する．このような性質を用い
ることで映像から脈波情報を取得できる．
本研究ではビデオカメラのみで血圧の変動を推定するこ

することは困難であるため，血圧の変動成分を取得すること

とを目的としているため，異なる 2 箇所の部位における脈波

を目的とし，この手法の有効性を検討した．

情報を映像から取得した．今回は，ビデオカメラによって比

原理

2.
2.1

脈波伝播時間

脈波 (pulse wave) は，心臓のポンプ作用によって生じる動脈
系圧波動の伝播である．心収縮ごとに左心室から大動脈基始

較的安定して脈波情報を取得できる領域である頬と額の領
域に着目した．この 2 領域の脈波情報から瞬時位相差 (phase

difference: PD) を計算し，その信号を脈波伝播時間の代わりと
して用いた．
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各信号の波形の例．

解析手法の概略図．

方法

3.
3.1

解析手法

以下の手順によって映像から PD を取得する．また，Fig. 1
に解析手法の概略図を示す．

(1) 関心領域の設定
撮影した映像の最初のフレームから，長方形の関心領域を
手動で設定する．ここで設定した関心領域は以降のフレーム

Fig. 3

実験環境．

でも利用する．目鼻や毛を含まず，領域内がすべて皮膚領域
となるように関心領域を設定する．今回は頬と額の 2 箇所を
関心領域とする．また，平滑化を行うためにフレームごとに

5 × 5 pixel のメディアンフィルタをかける．

計で測定された血圧の拍内最大値の時系列であり，PTT は心
電図R波の発生する時刻を基準として，同時に測定されたPPG
信号立ち上がり点までの時間差として計算する．Fig. 2 に各
信号の波形の例を示す．

(2) 輝度平均値の計算
設定した領域内全画素の緑信号の輝度値の平均値を算出す

3.2

実験方法・評価方法

る．これを各動画フレームごとに計算することで，緑信号の

安静座位において 3 分間のビデオ映像，心電図（フクダ電

輝度平均値の時間変化を取得する．ここで得られた信号には

子 社 エ ー カ ー ク リップ ），連 続 血 圧（TNO-TPD Biomedical

体動や呼吸性変動などが含まれているためフィルタリング処

Instrumentation 社 PORTA PRES），PPG 信号（COVIDIEN. 社 近

理を行い，心拍成分以外の信号を除去する．本研究では 0.7〜

2.0 Hz の周波数帯を通過する 5 次のバタワースフィルタを使
用する．

赤外線透過型指尖脈波計: Nellcor DS-100A）を計測した．Fig.

3 に実験環境のビデオカメラ，スタンドライト，あご台の写真
を示す．ビデオ映像は産業用イーサネットカメラの Baumer 社

TGX02c を用いて，あご台で固定した顔全体を含むように撮
(3) 瞬時位相の計算
(2) によって得られた輝度信号にヒルベルト変換を適用し，

影して取得した．ビデオカメラと顔の距離は 50 cm である．ビ
デオ映像は 480 × 360 pixel，120 fps，無圧縮 avi 形式で録画し，

解析信号を計算する．解析信号の位相成分から瞬時位相の計

その他の信号はサンプリング周波数 1 kHz で計測した．撮影

算を行う．

時はカメラ脇に設置したスタンドライトのみを光源としてお

(4) 瞬時位相差 (PD) 計算

り，皮膚表面付近での照度は 1,000 lux 程度である．被験者に

(1) で関心領域として設定した，頬と額の 2 領域それぞれに

は，3 分間のうち計測開始から 60 秒後に呼吸停止，その他の

ついて (3) の瞬時位相を計算する．この 2 つの瞬時位相の差を

時間帯は自由呼吸を行うよう指示した．呼吸停止は，息を吐

瞬時位相差 (PD) として計算する．PD は 2 領域の脈波信号が伝

き切った状態で開始し，被験者本人が限界だと感じた時点で

播する時間差を示していると考えられる．

自由呼吸に移行するように指示した．被験者ごとに呼吸停止

PD の有効性を評価するために，収縮期血圧 (systolic blood
pressure: SBP) と PTT との相関性を検討した．SBP は連続血圧

の時間長は異なるため，呼吸停止時と自由呼吸時の 2 つの状
態に分けて解析を行った．被験者は男性 6 名（22.5 ± 1.0 歳）

である．また，このうち 1 名の被験者は白衣性高血圧症であ

(a) ⿕㦂⪅䛤䛸䛾 fc = 0.45 Hz పᇦ㏻㐣
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ることが判明したため，解析の対象から除いた．被験者 1 名
に対して 1 回の実験を行った．PD，PTT と SBP の相関係数を計
算し，評価を行った．

4.

結果および考察
Table 1に3分間全体のSBP，PD，PTTの相互の相関係数の5名

の被験者の平均値を示す．ただし，高周波数領域での変動成分
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を除くため，各信号に 2 種類のカットオフ周波数 (fc = 0.45 Hz
または 0.15 Hz) を持つ 5 次のバタワース低域通過フィルタを施
した後の信号間の相関係数も示した．Table 1 より，SBP-PTT
の相関はどの場合でも負のやや強い相関となっており，これ
は先行研究の報告 6) と同様の結果である．
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るために，周辺光の変化や体動などの環境ノイズによって PD
に高周波の変動が含まれてしまうからであると考えられる．
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Fig. 4 各被験者の低域通過フィルタリング後の SBP-PD 間お
よびSBP-PTT間の相関係数．(a)fc = 0.45 Hz，(b)fc = 0.15 Hz．

一方で，フィルタリング前の信号の SBP-PD の相関は弱い．
この理由は，皮膚血流変化に伴う輝度変化が非常に微弱であ
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血圧変動には，心拍動に伴う変動成分 (約 1 Hz)，呼吸運動に
伴う変動成分 (0.15〜0.45 Hz)，Mayer 波と呼ばれる変動 (0.04〜

0.15 Hz) などのゆらぎの成分の主として 3 つの成分が存在する
ことが知られている 8) ．上記のカットオフ周波数 f を 2 種類
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に設定した理由は，呼吸変動成分と Mayer 波の両方を含む低
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うとしたためである．

ϯ

ϱ

^WͲW

Fig. 5 カットオフ周波数 fc ごとにおける SBP-PD の被験者ご
との相関係数と 5 名の平均値．
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くなったことを示している．したがって，PD を用いることに

䢸

より，拍ごとの血圧変動までは推定できないが，その低周波

䢶

成分であればある程度推定できる可能性があることがわかる．
Table 1 SBP，PD，PTT の相関係数．
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なし
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−0.49 ± 0.26
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−0.76 ± 0.16

䢯䢸
䢢
䢲

྾Ṇ

䢴䢲

䢶䢲

䢸䢲

䢺䢲 䢳䢲䢲
䣖䣫䣯䣧䢢䣝䣵䣟

䢳䢴䢲

䢳䢶䢲

䢳䢸䢲

䢸
䢶

通過フィルタを適用した SBP-PD および SBP-PTT の相関係数を

䢴

被験者ごとに示したものである．同図から，被験者 3 と 4 のよ

䢲

うに，SBP-PTT の相関が強い被験者であっても SBP-PD の相関

䢯䢴

が強いとは限らないことがわかる．これは，これらの被験者

䢯䢶

表面の毛細血管の 2 か所で生じる血流増減の時間差とが異な
る情報であるということを意味する．ただし，被験者 1，2 お
よび 5 では SBP-PD の相関係数の絶対値が 0.6〜0.8 であるので，
被験者によっては PD に血圧情報が含まれていることは確かで
ある．
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Fig. 4 は，各信号に (a)fc = 0.45 Hz，(b)fc = 0.15 Hz の低域

では，透過型光電指尖脈波で計測された脈波伝搬時間と，顔

䢢

䢲

LPF cut-off freq.

fc = 0.45 Hz
fc = 0.15 Hz

⿕㦂⪅
⿕㦂⪅ᖹᆒ್
┦㛵ಀᩘ

Ϯ

ϰ

Table 1 は，フィルタリングによって SBP-PD の相関がやや強

相関係数
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周波成分 (0.45 Hz 以下) と，主として Mayer 波だけを含む低周
波成分 (0.15 Hz 以下) のそれぞれについて相関係数を計算しよ
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Fig. 6 低域通過フィルタリング（fc = 0.45 Hz）後の SBP と
PD の時間波形．(a) SBP-PD 間の相関が最も低い被験者 3，(b)
SBP-PD 間の相関が最も高い被験者 5．

Fig. 5 にカットオフ周波数 fc ごとにおける SBP-PD の被験者

Fig. 6 に，(a) SBP-PD 間の相関が最も低い被験者 3，およ

ごとの相関係数と 5 名の平均値を示す．同図からカットオフ

び，(b) それが最も高い被験者 5 の，低域通過フィルタ（fc =

周波数を下げるにつれて SBP との相関が強くなることが確認

0.45 Hz）を適用した後の SBP および PD の波形を示す．両者と

できる．

(b) ⿕㦂⪅5䛾䝣䜱䝹䝍䝸䞁䜾ᚋ
SBP-PD ┦㛵ሺfc = 0.45 Hzሻ
r = 㸫0.75

(a) ⿕㦂⪅3䛾䝣䜱䝹䝍䝸䞁䜾ᚋ
SBP-PD ┦㛵ሺfc = 0.45 Hzሻ
r = 㸫0.16
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げられる．

5.

おわりに
本研究では，ビデオカメラの映像信号から得られる異なる
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波情報に影響があるかといった点がこの方法の課題として挙
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皮膚温度や姿勢の変化によってビデオ映像から取得できる脈

2 箇所の皮膚の輝度変化から瞬時位相差を計算し，血圧変動
を推定する手法を提案した．その結果，瞬時位相差 (PD) と最
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Fig. 7 低域通過フィルタリング（fc = 0.45 Hz）後のSBP-PD間
の相関図．(a) SBP-PD間の相関が最も低い被験者3，(b) SBP-PD
間の相関が最も高い被験者 5．

大血圧 (SBP) は，1 拍ごとの信号の相関は弱いものの，低域通
過フィルタリングを施すことで相関が強くなった．すなわち，
被験者 5 名中 2 名の相関係数の絶対値が 0.8 を越えた．したがっ
て，被験者によっては，PD を使うことによって低周波領域の
血圧変動を推定できることが示唆された．

(a) 㛫య䛾^WͲW䛾┦㛵ಀᩘ (b) ྾Ṇ^W䛾┦ᑐ್
⮬⏤྾^W䜢ϭϬϬ䛸䛩䜛




(c) ྾ṆW䛾┦ᑐ್
⮬⏤྾W䜢ϭϬϬ䛸䛩䜛


血圧情報取得に最適な部位を探すこと，PTT では少ない個人
差が PD ではなぜ生じるかを解明すること，および，2 次元的






な面情報を利用した脈波伝播時間の推定手法の考案などで




ある．








今後の課題は，今回対象とした頬と額の領域に限定せずに
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