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１．はじめに
近年，家庭や職場において健康状態を常時チェックできるようにする目的で，多くの IT 企業がリ
ストバンドや腕時計のようなウェアラブルセンサを開発している。それらのほとんどは、光電脈波セ
ンサや加速度センサのような接触式センサによって、心拍数や活動度などの健康に関連する指標を得
るものである 1)。しかし、特別なセンサを常時身に付けることは煩わしく、毎日意識して機器を操作
する必要があるような健康管理法は習慣化しにくい。
そこでわれわれは、洗面所，脱衣所，あるいは化粧台にある鏡に着目した。鏡は、身だしなみを整
えたり化粧をする目的で、多くの人々がほぼ毎日利用するので都合がよい。本研究では、図 1 のよう
に、ビデオカメラとコンピュータを内蔵した鏡型ディスプレイの前に立つだけで、何のセンサも身に
着けず遠隔・非接触状態で、自律神経指標 2)-4)に基づいたその日の健康予報を使用者に直感的で分か
りやすく表示するツールとして、いわば「魔法の鏡」のような健康管理ディスプレイの実現を目指し
ている 5)。

図 1 健康管理ディスプレイ「魔法の鏡」のコンセプト
この研究は、文部科学省・（独）科学技術振興機構 平成 25 年度革新的イノベーション創出プログ
ラム「さりげないセンシングと日常人間ドックで実現する理想自己と家族の絆が導くモチベーション
向上社会創生拠点」のプロジェクトの一つである。このプログラム全体では、日常生活の中で、常時、
人間ドックのような健康診断ができるような革新的な環境を作り出すことを目指しており、
「魔法の鏡」
プロジェクトも、「鏡」という形態にとどまらず、パソコンやスマートフォンのカメラでいつでもどこ
でも健康状態をチェックしたり、自動車内のカメラで運転者の体調を監視することへの応用を想定し
ている。
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本システムの基本原理は、血液中のヘモグロビンが緑色をよく吸収するため、身体映像の緑色成分
の輝度平均値時系列から脈波信号が抽出できるというところにある 6)-9)。映像から得られる脈波信号
を「映像脈波」と呼んでいる。映像脈波は、指先や耳朶に取り付けた光センサから得られる光電脈波
信号と同等であるため、光電脈波信号から算出される従来の自律神経指標 2)を容易に得ることができ
る。
体調不良の原因の一つとして，自律神経機能の低下があり，脈波から得られる自律神経指標はそれ
を表すとされている．特に、不定愁訴（動悸，息ぎれ，発汗，めまい，頭痛，吐き気，食欲不振，不
眠，手足のしびれなどを訴えるもの）のような自律神経に関係する症状は、自覚することはできても
これを客観的に把握することは困難である。本システムを用いると、何のセンサも身に着けることな
く遠隔・非接触に，脈波情報に基づく自律神経指標を得ることができるほか、血圧情報 10), 11)や動的
な血液充満状態 5)を推定できる可能性がある。
本稿では、現在開発中の本システムについて紹介する。
２．映像脈波
2-1 ヘモグロビンの吸光特性
図 2 のように、血液中のヘモグロビンは、波長 620～750 nm の赤色から波長 750～1300 nm の赤
外の光をよく透過する(生体の光学窓)一方で、波長 495～570 nm の緑色の可視光をよく吸収する 12)。
図 3a)のように、指先や耳朶の一方から赤色光ないし赤外光を照射し、反対側の受光素子で透過光
量を計測すれば、脈波信号が得られる。これは心臓の拍動に応じて変化する末梢血管や組織中の血液
量変化を表し、容積脈波信号と呼ばれる。病院でよく使われるパルスオキシメータ（血中酸素飽和度
計）は、酸化ヘモグロビンと還元ヘモグロビンの吸収係数が 665nm の赤色光で差が大きく、800nm
の赤外光で等しいという性質を利用している 13)。
一方、図 3b)のように、周辺光が皮膚を照らすと、皮下の毛細血管において緑色成分がよく吸収さ
れるため、反射光の緑色成分の輝度は毛細血管中の血液の増減に応じて変化する。これが映像脈波信
号である 6)-9)。
酸化ヘモグロビン（HbO2）
還元ヘモグロビン（Hb）
水（H2O）
脂肪

緑：495~570nm

可視光
ヘモグロビンが
吸収

近赤外光
光が生体組織に
深く侵入

水が吸収

図 2 ヘモグロビンの吸光特性 12)
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b) ビデオカメラによる映像脈波計測

a) 光電脈波の計測

図 3 光電脈波と映像脈波
2-2 映像脈波
映像脈波信号をビデオ映像信号から得るには、次のような処理を行う。
(1)【関心領域の設定】 図 4 の例ように、身体を撮影したカラー映像のあるフレーム画像に対して関
心領域を設定する。設定は上下や左右の固定した領域とすることもできるし、マウスで選択するこ
ともできる。図 4 の a)および b)は、それぞれ心臓を基準とした近位部として頬を、遠位部として
掌を選んだ場合である。この例では、パソコン（SONY 製 VAIO Pro11）のフロントカメラ（ExmorR
for PC）を使用し、輝度階調が 8 ビット（0～255 階調）、画面全体が 640×480 画素、フレーム周
波数が f Frame  30 fps（フレーム周期 T  1 / f Frame  0.033 s）である。処理プログラムは Visual C++
と OpenCV を利用した。

a) 近位部

b) 遠位部

図 4 関心領域の例
(2) 【映像脈波の元信号】 各関心領域における各画素の映像信号（RGB 信号）のうちの G 信号（緑
色輝度）の値を、関心領域にわたって加算平均し、その値を各フレームで求める。すなわち、フレー
ム番号を k  1,2,3,  、関心領域の画素数を縦 I 個、横 J 個、第 i 行第 j 列の画素の G 信号値を X i , j ( k )
としたとき、

x(k )  255 
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の値を求める。最大階調 255 から加算平均値を引いている理由は、血圧脈波と同様に、心臓の収縮
期に値が増加し、拡張期に減少するように表示するためである。図 4 の例の場合、画素数は遠位部
で I  169, J  160 、近位部で I  178, J  249 であり、図 5 のような映像脈波信号が得られる。
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図 5 ①式に基づく映像脈波の例（図 4 の関心領域に対応）

(3) 【急激な基線動揺の除去】 通常、周辺光の変化に伴う自動感度調整（AGC）の影響で映像脈波
信号に急激な基線変動が生じる場合があり、これを除く必要がある。線形な低域通過フィルタでは
除去が困難なため、映像脈波信号のフレーム間差分を取った信号（差分信号 d ( k )  x( k  1)  x( k ) ）
に対して、適当な長さの時間窓 L [s]における統計的な飛び値除去操作（例えば標準偏差の何倍かを
越えるものを除外）を行い、 d (k ) をフレーム毎に累積する。すなわち、 x( k ) 

k

 d (n) とすること
n 1

で、急激な基線変動が少ない映像脈波信号を得る。図 4 の例の場合、時間窓は L  256 個× T =8.45
s である。
(4) 【照度変化や体動による雑音の除去】 映像脈波信号には、心臓の拍動には直接関係しない雑音
成分が含まれる。ひとつは周辺光に含まれる様々な周波数の照度変化による成分であり、もうひと
つは身体の動き（平行移動や回転）の成分（体動）である。これらの雑音を低減させるために、多
項式フィルタ（移動時間窓に対して多項式補間を行うもの）や帯域通過フィルタを施す。多項式フィ
ルタは高周波雑音を抑制しつつ、心拍間隔の基準となる極小値（拡張期と収縮期の境界）付近の波
形の角をできるだけ崩さないようにする効果がある。図 6 は、4 次の多項式フィルタとそれをかけ
た後の信号に、さらに 0.8Hz から 3Hz を通過帯域とする帯域通過フィルタ（データ長の 1/4 を次数
とする FIR ディジタルフィルタ）を施したときの例である。
(5) 【極小値時刻・心拍間隔】 拍番号を m  1,2,3,  で表す。図 6 のように、波形の極小値から次の
極小値までが 1 拍であり、第 m 拍目のその時間間隔（心拍間隔）を FFI (m) [s]で表すとき、各拍の
瞬時心拍数 HR(m) [bpm]を HR(m)  60 / FFI (m) のように求める。
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ただし、極小値を与える時刻はフレーム周期 T （本例の場合 33ms）毎の時間分解能しかない。
これを改善するために次のような処理を行う。極小値を与える時刻は波形が連続とみなしたときの
微分値が 0 となる時刻に等しいので、差分時系列は d (k )  0 を満たす。そこで、第 m 拍目で d (k ) の
符号が負から正に変わるときのフレーム番号を k m とし、負の値を d ( k m ) 、正の値を d ( k m  1) とし
たとき、時間分解能を高めた極小値を与える時刻 t Foot ( m) [s]を、②式のように線形補間により求め
る。

tFoot (m)  (k m  1)T 

k m d (km  1)  (k m  1)d (k m )
T
d (km  1)  d (k m )
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図 6 多項式フィルタと帯域通過フィルタの例（図 5 の掌に対応）

(6) 【脈波振幅】

図 6 のような、第 m 拍目の極大値と極小値の差（血圧脈波の場合は脈圧に対応）

を脈波振幅と呼び、これを PA(m) [相対値]で表して拍毎に求める。これは末梢血管中の血液の増減
に関係する量と考えられる。
(7) 【脈波伝搬時間差】 図 5 の例のように、映像脈波は近位部が先に遠位部が後に立ち上がる。こ
の時間差は心臓から末梢血管まで脈波が伝搬する時間である脈波伝搬時間(pulse transit time;
PTT)14)の差なので、脈波伝搬時間差(pulse transit time difference; PTTD)と呼ばれる。PTTD は血
圧に相関することがわかっている 15), 16)。第 m 拍目の遠位部と近位部における 2 つの映像脈波の極
Distal

Proximal

小値を与える時刻を tFoot (m), tFoot

(m) とするとき、それらの差を

Distal
Proximal
PTTD(m)  t Foot
(m)  t Foot
( m)

[s]

③

として求める。 PTTD (m) にはかなり大きな雑音が含まれているため、これを抑制するためにトリ
ム平均値フィルタを施す。本例の場合、移動データ窓の次数を 15 拍とし、これをソートした大小
25％を除去した残りの中央のデータの平均値を出力とするという処理を行った。
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(8) 【モザイク表示】

近位部および遠位部のそれぞれについて、 I × J 個の画素から成る関心領域

を、さらに縦 I mosaic 個、横 J mosaic 個の小領域（画素数 I / I mosaic × J / J mosaic ）に分割し、各小領域に
おいて時間窓 L [s] の中で ①式の映像脈波を計算し、上記(3)と(4)の処理を行う。さらに、この信
号を最小値が 0、最大値が 1 となるように規格化した後、I mosaic × J mosaic の小領域の集合に対して、
次数 nmedian の 2 次元メジアンフィルタをかける。これは 2 次元的な胡麻塩状の変動成分を低減する
ために行うものである。その結果に対して最小値が青、最大値が赤になるようなカラーマップ jet17)
を施して、リアルタイムに画面表示する 5), 18) 。その例を図 7a)、b)に示す。本例の場合、

I mosaic  J mosaic  35 個、 L  8.45 s、 nmedian  6 である。

h)
e)
b)
f)

g)

d)

a)

c)

図 7 「魔法の鏡」の画面表示例

(9) 【画面表示】 図 7 は「魔法の鏡」の画面表示例である 18)。同図 c)の２つの細線は、遠位部（掌）
と近位部（頬）の映像脈波であり、太線は上記(4)のフィルタ処理を行った後の映像脈波である。同
図 d)のインパルス状の線は、２つの映像脈波のパワースペクトルであり、映像脈波に混入する雑音
が少ないほど心拍周波数（1Hz 前後）付近で単一インパルスになるので、データが有効かどうかを
直観的に把握できる。また、このパワースペクトルの心拍周波数付近の成分を全帯域成分で割った
SN 比も同図 h)のように表示している。同図 e)は時間窓の長さ（この例では 8.45 秒）にわたる瞬時
心拍数の平均値（平均心拍数）であり、同図 f)は、③式で計算される脈波伝搬時間差 PTTD の平均
値の数値とその長さの棒グラフである。同図 g)は、上記(8)の処理を行った小領域の水平方向にわた
る平均値を縦方向にプロットしたものであり、血行状態の動きを直観的に把握できる 5)。
３．解析結果
3-1 呼吸停止に伴う映像脈波の変化
図 8a)は、
「魔法の鏡」の表示を終了させたときに自動的に出力される図 4 に対応する解析結果の一
例である。図 8a)の上段は掌と頬の映像脈波（元信号と多項式フィルタ後の信号）であり、同図下段
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は帯域通過フィルタ後の映像脈波、瞬時心拍数 HR 、および掌と頬の間の脈波伝搬時間差 PTTD であ
る。また、図 8b)は、図 8a)の下段の時間区間の一部を拡大したものである。
この例は、62 歳健常男性が 43℃の温水シャワーを 8 分間浴びた直後のデータであり、時刻 30 秒か
ら 10 秒間、呼吸停止と下腹部の力みを行った結果である。図 8a)上段の映像脈波の基線は、呼吸停止
後から増加し、呼吸再開後減少した。①式より、脈波の基線の増加は輝度レベルの減少に対応する。
これは皮下血中ヘモグロビンで吸収される光量の増加、すなわち呼吸停止による毛細血管での鬱血量
の増加を意味するものと思われる。また、頬よりも掌の上昇が大きいので、掌での鬱血が多いことを
示唆している。ただし、脈波振幅 PA は呼吸停止とともに減少する。この様子は図 8b)の映像脈波（帯
域通過フィルタ後）を時間軸方向に拡大した波形を見るとよくわかる。これは、鬱血量は増加するが
脈動は少なくなることを意味している。
一方、図 8a)下段の脈波伝搬時間差 PTTD は、呼吸停止後に数秒遅れて増大し、呼吸再開後数秒遅
れて元のレベルに戻っている。図 8b)の帯域通過フィルタ後の映像脈波では、極小値の時刻のときに
その値を強制的に 0 にして表示しているため、パルス状の波形が生まれる。頬のパルスに遅れて掌の
パルスが伴うことが確認でき、確かに両者に位相差があることがわかる。呼吸停止時における PTTD
の増加は血圧の上昇に対応していると思われる。しかし、心電図の R 波から指尖光電脈波の立ち上が
りまでの時間差としての脈波伝搬時間 PTT は多くの場合血圧と負の相関をするが 14)、文献 16)のよう
に、映像脈波から得られる脈波伝搬時間差 PTTD は血圧と正の相関をする。この理由として、血圧上
昇が細動脈と細静脈の収縮をもたらし、これが細動脈から皮下浅部毛細血管への伝達遅れを引き起こ
すという仮説を想定しているが、真の原因はまだ明らかとなっていない。

呼吸停止10秒間
（下腹部力み）
10000

a)

5000
映像脈波
[相対値]
‐5000

PTTD
[ms]

掌

頬

脈波伝搬時間差
PTTD

HR[bpm]

50

100
0

‐50

0

心拍数HR

Time[s]
呼吸停止10秒間（下腹部力み）

100
PTTD
[ms] 50

HR[bpm]
100

b)

0
掌

頬
Time[s]

図 8 映像脈波、瞬時心拍数 HR 、および掌と頬の間の脈波伝搬時間差 PTTD の表示例
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3-2

自律神経指標

図 9 は、図 8 と同じデータについての心拍間隔時系列 FFI (m) と脈波振幅時系列 PA(m) から算出さ
れる自律神経指標の表示例である。図 9a)は、約 25 秒の移動データ窓に対し、 FFI (m) のパワースペ
クトルを表示したものである。その 0.08Hz～0.15Hz の成分を LFFFI で表し、0.15Hz～1.5Hz までの
それを HFFFI で表したとき、 LFFFI / HFFFI で定義される指標は、副交感神経活動と交感神経活動のバ
ランスを表す指標とされている 2)。図 9b)は、横軸に副交感神経活動の指標である CVRR[%]（ FFI (m)
の平均値に対するその標準偏差の比の百分率）2)をとり、縦軸に  PA をとって表示したものである。こ
こで  PA とは、脈波振幅時系列 PA(m) に関して、LFFFI と HFFFI と同様に定義された周波数成分を LFPA
と HFPA で表したとき、  PA  ln( LFPA / HFPA ) で定義されるものである 3), 4)。文献 4)によると、年齢
が進むにつれて図 9b)が表す点は左下に向かうことがわかっている。同図では、呼吸停止とともに CVRR
と  PA がともに一旦増加し、呼吸再開後にともに減少したことを意味している。図 9b)における座標
位置を見ることにより、その時の自律神経の状態を把握できる可能性がある。

a)

b)

図 9 自律神経指標の表示例

４．おわりに
映像脈波の最大の課題は、体動と周辺光の照度変化をうまくキャンセルできるかどうかである。体
動のキャンセルは関心領域を肌色部分の移動に合わせてトラッキングすることである程度解決される。
照度変化については、脈波成分がない部分の照度変化で校正するなどの対策が考えられる。
ここで紹介した「魔法の鏡」は、ビデオカメラで撮影される映像に基づいてリアルタイムに映像脈
波を求め、各指標を表示する機能を実現している。そればかりではなく、既に取得した映像ファイル
を対象にしても同様なことを実行可能である。したがって、例えば交通事故で運転者が既に死亡して
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いても、運転者を撮影したドライブレコーダーの映像ファイルさえあれば、事故を起こす前の映像脈
波から体調を推定して事故原因を調査することもできるかもしれない。また、人間の体調を理解でき
るロボットへの応用やテレビ中継を行っている運動選手の体調予想など、幅広い応用が期待できる。
今後は、自律神経系が低下した患者のデータを解析するなどして、実際に健康予報ができるかどう
かを確かめなくてはならない。また、脈波伝搬時間差から血圧変動を推定するための、より精度のよ
い方法を検討する必要もある 10), 11)。
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