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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体信号を含み得る入力信号を処理する生体信号処理装置であって、
　当該生体信号の発生の有無に係る１つ又は複数の予め設定された基準状態に該当する入
力信号から生成された特徴量に基づき、少なくとも当該生体信号が発生した状態及び当該
生体信号が発生していない状態を合わせた基準状態に係る単位空間を含む複数の単位空間
を設計する単位空間設計手段と、
　判定対象の入力信号から生成された特徴量に基づいて、当該判定対象の入力信号におけ
る当該複数の単位空間から離隔した度合いである複数の離隔度合いを算出する離隔度合い
算出手段と、
　算出された当該複数の離隔度合いに基づいて、当該判定対象の入力信号における当該生
体信号の発生を判定する信号発生判定手段と
を有することを特徴とする生体信号処理装置。
【請求項２】
　前記単位空間設計手段は、少なくとも、当該生体信号が発生した基準状態に係る単位空
間を設計することを特徴とする請求項１に記載の生体信号処理装置。
【請求項３】
　前記単位空間設計手段は、当該生体信号が発生していない基準状態に係る単位空間を更
に設計し、
　前記信号発生判定手段は、少なくとも、設計された３つの当該単位空間について算出さ
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れた３つの当該離隔度合いに基づいて当該生体信号の発生を判定する
ことを特徴とする請求項２に記載の生体信号処理装置。
【請求項４】
　前記信号発生判定手段は、当該生体信号が発生していない基準状態に係る単位空間から
の離隔度合いから、当該生体信号が発生した状態及び当該生体信号が発生していない状態
を合わせた基準状態に係る単位空間からの離隔度合いと、当該生体信号が発生した基準状
態に係る単位空間からの離隔度合いとを差し引いた量に基づいて、当該生体信号の発生を
判定することを特徴とする請求項３に記載の生体信号処理装置。
【請求項５】
　当該入力信号の振幅に係る成分及び当該入力信号の周期に係る成分のうちの両方又は一
方を含む特徴量を生成する特徴量生成手段を更に有することを特徴とする請求項１から４
のいずれか１項に記載の生体信号処理装置。
【請求項６】
　前記生体信号処理装置は、
　当該生体信号に係る周波数と主ノイズに係る周波数との間に遮断周波数を設定し、当該
主ノイズに係る周波数を含む遮断帯域によるフィルタ処理を当該入力信号に施すフィルタ
処理手段と、
　当該フィルタ処理を施された当該入力信号の特徴量を生成する特徴量生成手段と
を更に有し、
　前記単位空間設計手段は、当該フィルタ処理を施された当該入力信号の特徴量によって
複数の単位空間を設計し、
　前記離隔度合い算出手段は、当該フィルタ処理を施された当該判定対象の入力信号の特
徴量に基づいて、当該複数の離隔度合いを算出する
ことを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載の生体信号処理装置。
【請求項７】
　前記フィルタ処理手段は、遮断周波数が当該生体信号に係る周波数と当該主ノイズに係
る周波数との間となるように移動区間サンプル数を設定し、当該入力信号に対して移動平
均を用いたフィルタ処理を施すことを特徴とする請求項６に記載の生体信号処理装置。
【請求項８】
　前記生体信号処理装置は、当該生体信号が発生した回数を計数する生体信号計数手段を
更に有し、
　前記生体信号計数手段は、当該生体信号が発生したと判定された場合において、当該判
定対象の入力信号における当該離隔度合いが所定のヒステリシスを示した際に当該回数の
カウントを行う
ことを特徴とする請求項１から７のいずれか1項に記載の生体信号処理装置。
【請求項９】
　当該生体信号は、ユーザの頭部に付されたデバイスであって、リファレンス用電極が左
（又は右）の耳介周辺から頬近傍の１つの皮膚位置に接し、検出用電極が右（又は左）の
耳介周辺から頬近傍の１つの皮膚位置に接するような電極構成を有するデバイスによって
取得された信号であることを特徴とする請求項１から８のいずれか１項に記載の生体信号
処理装置。
【請求項１０】
　当該生体信号は、口角上げに係る筋肉に起因する筋電信号であることを特徴とする請求
項１から９のいずれか１項に記載の生体信号処理装置。
【請求項１１】
　前記単位空間設計手段及び前記離隔度合い算出手段は、それぞれ当該単位空間及び当該
離隔度合いとして、
　ＭＴ（Mahalanobis Taguchi）法における単位空間、及びマハラノビス距離から算出さ
れる値、
　ＭＴＡ（Mahalanobis-Taguchi Adjoint）法における単位空間、及びマハラノビス距離
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から算出される値、
　Ｔ法における単位空間、及び特性値から算出される値、又は
　ＲＴ（Recognition Taguchi）法における単位空間、及びＲＴ距離から算出される値
を採用することを特徴とする請求項１に記載の生体信号処理装置。
【請求項１２】
　生体信号を含み得る入力信号を処理する生体信号処理システムであって、
　当該生体信号に係る周波数と主ノイズに係る周波数との間に遮断周波数を設定し、当該
主ノイズに係る周波数を含む遮断帯域によるフィルタ処理を当該入力信号に施すフィルタ
処理手段を有する装置と、
　当該フィルタ処理を施された当該入力信号を処理する、請求項１から５のいずれか１項
に記載の生体信号処理装置と
を備えていることを特徴とする生体信号処理システム。
【請求項１３】
　生体信号を含み得る入力信号を処理する装置に搭載されたコンピュータを機能させるプ
ログラムであって、
　当該生体信号の発生の有無に係る１つ又は複数の予め設定された基準状態に該当する入
力信号から生成された特徴量に基づき、少なくとも当該生体信号が発生した状態及び当該
生体信号が発生していない状態を合わせた基準状態に係る単位空間を含む複数の単位空間
を設計する単位空間設計手段と、
　判定対象の入力信号から生成された特徴量に基づいて、当該判定対象の入力信号におけ
る当該複数の単位空間から離隔した度合いである複数の離隔度合いを算出する離隔度合い
算出手段と、
　算出された当該複数の離隔度合いに基づいて、当該判定対象の入力信号における当該生
体信号の発生を判定する信号発生判定手段と
してコンピュータを機能させることを特徴とする生体信号処理プログラム。
【請求項１４】
　生体信号を含み得る入力信号を処理する装置に搭載されたコンピュータによる生体信号
処理方法であって、
　当該生体信号の発生の有無に係る１つ又は複数の予め設定された基準状態に該当する入
力信号から生成された特徴量に基づき、少なくとも当該生体信号が発生した状態及び当該
生体信号が発生していない状態を合わせた基準状態に係る単位空間を含む複数の単位空間
を設計するステップと、
　判定対象の入力信号から生成された特徴量に基づいて、当該判定対象の入力信号におけ
る当該複数の単位空間から離隔した度合いである複数の離隔度合いを算出するステップと
、
　算出された当該複数の離隔度合いに基づいて、当該判定対象の入力信号における当該生
体信号の発生を判定するステップと
を有することを特徴とする生体信号処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、人の生体信号を検知する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、人間や動物の各種活動に起因する種々の生体信号をセンサによって検知し、信号
処理して得られる生体データを様々な場面で利用する技術が開発されている。ここで使用
されるセンサとしては、例えば、腕時計型脈拍センサ、イヤホン型脈拍センサや、ヘッド
バンド型脳波センサ等が挙げられる。また、これらのセンサによって検知された生体信号
は、例えばユーザに携帯されたスマートフォンによって処理・加工され、様々なアプリで
利用される。
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【０００３】
　このようなセンサを利用した具体的技術例として、特許文献１には、センサ付きイヤホ
ンによって、脳波、体温、動き加速度や、脈拍等に係る生体信号を検知するシステムが開
示されている。このシステムでは、イヤホンに装着されたセンサによって耳付近の生体信
号を検知し、その生体信号をユーザ所持の携帯電話機を介して外部装置へ伝送している。
【０００４】
　また、特許文献２及び３には、筋電センサ付きイヤホンやヘッドバンドで検知された筋
電信号に基づいて、表情を判定する筋活動診断装置が開示されている。この装置では、耳
付近の筋肉に係る筋電信号から、人の笑顔、咀嚼状態や、無表情が判別されている。さら
に、特許文献４には、脳波、心拍、瞳孔、視線等に係る生体情報や、動作、表情、ため息
等に係る行動情報から、ユーザの嗜好を判断するシステムが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－３１０５６号公報
【特許文献２】特開２０１２－０００２２８号公報
【特許文献３】特許５５７４４０７号公報
【特許文献４】特開２０１４－２１９９３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述した特許文献１～４に記載された技術のように、従来、生体信号を処理して生体に
関する情報を判定・推定する技術はたしかに存在する。しかしながら、生体信号は通常、
非常に微弱な信号である。一方で、センサから取得される信号には、対象となる生体部位
以外の部位に起因する信号や、外乱ノイズ、さらには皮膚上に付された電極のズレ等から
生じるノイズ等が混入していることが一般的である。その結果、生体信号の有無を誤って
判別してしまう場合が少なくない。
【０００７】
　1つの具体例として、口角上げに係る筋肉に起因する筋電信号（生体信号）を検知して
、顔表情の１つである「笑み」を判定することを考える。この場合、上述したような検知
対象外の生体信号や種々のノイズが邪魔をして、この微弱な筋電信号の有無の判定を誤っ
てしまう問題が生じてしまう。例えば、実際には表情が「笑み」ではないにもかかわらず
、ノイズを検知対象筋電信号であると判定して、「笑み」であると決定する可能性が生じ
るのである。
【０００８】
　さらに、障害となる種々のノイズを的確に除去し、検知対象となる微弱な生体信号だけ
を特定するためには、従来、ＦＦＴ（Fast Fourier Transform）等を利用した大きな計算
量を必要とする信号処理が必要となってきた。したがって、必然的に信号処理によって消
費される電力量が増大してしまう。その結果、電池で電力消費を賄うウェアブルデバイス
では、生体信号を例えば定常的に又は所定の期間継続して処理することが困難となってい
た。
【０００９】
　そこで、本発明は、信号処理の計算量の増大を抑制しつつ、検知対象である生体信号の
発生をより精度良く判定可能な生体信号処理装置、システム、プログラム及び方法を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明によれば、生体信号を含み得る入力信号を処理する生体信号処理装置であって、
　当該生体信号の発生の有無に係る１つ又は複数の予め設定された基準状態に該当する入
力信号から生成された特徴量に基づき、少なくとも当該生体信号が発生した状態及び当該
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生体信号が発生していない状態を合わせた基準状態に係る単位空間を含む複数の単位空間
を設計する単位空間設計手段と、
　判定対象の入力信号から生成された特徴量に基づいて、当該判定対象の入力信号におけ
る当該複数の単位空間から離隔した度合いである複数の離隔度合いを算出する離隔度合い
算出手段と、
　算出された当該複数の離隔度合いに基づいて、当該判定対象の入力信号における当該生
体信号の発生を判定する信号発生判定手段と
を有する生体信号処理装置が提供される。
【００１１】
　この本発明による生体信号処理装置の一実施形態として、単位空間設計手段は、少なく
とも、当該生体信号が発生した基準状態に係る単位空間を設計することも好ましい。さら
に、単位空間設計手段は、当該生体信号が発生していない基準状態に係る単位空間を更に
設計し、信号発生判定手段は、少なくとも、設計された３つの当該単位空間について算出
された３つの当該離隔度合いに基づいて当該生体信号の発生を判定することも好ましい。
【００１２】
　ここで、信号発生判定手段は、より具体的に、当該生体信号が発生していない基準状態
に係る単位空間からの離隔度合いから、当該生体信号が発生した状態及び当該生体信号が
発生していない状態を合わせた基準状態に係る単位空間からの離隔度合いと、当該生体信
号が発生した基準状態に係る単位空間からの離隔度合いとを差し引いた量に基づいて、当
該生体信号の発生を判定することも好ましい。
【００１３】
　また、本発明による生体信号処理装置において、本装置は、当該入力信号の振幅に係る
成分及び当該入力信号の周期に係る成分のうちの両方又は一方を含む特徴量を生成する特
徴量生成手段を更に有することも好ましい。
【００１４】
　さらに、本発明による生体信号処理装置の更なる他の実施形態として、本生体信号処理
装置は、
　当該生体信号に係る周波数と主ノイズに係る周波数との間に遮断周波数を設定し、当該
主ノイズに係る周波数を含む遮断帯域によるフィルタ処理を当該入力信号に施すフィルタ
処理手段と、
　当該フィルタ処理を施された当該入力信号の特徴量を生成する特徴量生成手段と
を更に有し、
　単位空間設計手段は、当該フィルタ処理を施された当該入力信号の特徴量によって１つ
又は複数の単位空間を設計し、
　離隔度合い算出手段は、当該フィルタ処理を施された当該判定対象の入力信号の特徴量
に基づいて、当該複数の離隔度合いを算出する
ことも好ましい。また、この実施形態において、フィルタ処理手段は、遮断周波数が当該
生体信号に係る周波数と当該主ノイズに係る周波数との間となるように移動区間サンプル
数を設定し、当該入力信号に対して移動平均を用いたフィルタ処理を施すことも好ましい
。
【００１５】
　さらに、本発明による生体信号処理装置の更なる他の実施形態として、本生体信号処理
装置は、当該生体信号が発生した回数を計数する生体信号計数手段を更に有し、
　生体信号計数手段は、当該生体信号が発生したと判定された場合において、当該判定対
象の入力信号における当該離隔度合いが所定のヒステリシスを示した際に当該回数のカウ
ントを行うことも好ましい。
【００１６】
　また、本発明による生体信号処理装置においては、具体的に、当該生体信号は、ユーザ
の頭部に付されたデバイスであって、リファレンス用電極が左（又は右）の耳介周辺から
頬近傍の１つの皮膚位置に接し、検出用電極が右（又は左）の耳介周辺から頬近傍の１つ
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の皮膚位置に接するような電極構成を有するデバイスによって取得された信号であること
も好ましい。また、当該生体信号は、口角上げに係る筋肉に起因する筋電信号であること
も好ましい。
【００１７】
　さらに、本発明による生体信号処理装置の単位空間設計手段及び離隔度合い算出手段は
、それぞれ当該単位空間及び当該離隔度合いとして、
　ＭＴ（Mahalanobis Taguchi）法における単位空間、及びマハラノビス距離から算出さ
れる値、
　ＭＴＡ（Mahalanobis-Taguchi Adjoint）法における単位空間、及びマハラノビス距離
から算出される値、
　Ｔ法における単位空間、及び特性値から算出される値、又は
　ＲＴ（Recognition Taguchi）法における単位空間、及びＲＴ距離から算出される値
を採用することも好ましい。
【００１８】
　本発明によれば、また、生体信号を含み得る入力信号を処理する生体信号処理システム
であって、
　当該生体信号に係る周波数と主ノイズに係る周波数との間に遮断周波数を設定し、当該
主ノイズに係る周波数を含む遮断帯域によるフィルタ処理を当該入力信号に施すフィルタ
処理手段を有する装置と、
　当該フィルタ処理を施された当該入力信号を処理する、上述した生体信号処理装置と
を備えている生体信号処理システムが提供される。
【００１９】
　本発明によれば、さらに、生体信号を含み得る入力信号を処理する装置に搭載されたコ
ンピュータを機能させるプログラムであって、
　当該生体信号の発生の有無に係る１つ又は複数の予め設定された基準状態に該当する入
力信号から生成された特徴量に基づき、少なくとも当該生体信号が発生した状態及び当該
生体信号が発生していない状態を合わせた基準状態に係る単位空間を含む複数の単位空間
を設計する単位空間設計手段と、
　判定対象の入力信号から生成された特徴量に基づいて、当該判定対象の入力信号におけ
る当該複数の単位空間から離隔した度合いである複数の離隔度合いを算出する離隔度合い
算出手段と、
　算出された当該複数の離隔度合いに基づいて、当該判定対象の入力信号における当該生
体信号の発生を判定する信号発生判定手段と
してコンピュータを機能させる生体信号処理プログラムが提供される。
【００２０】
　本発明によれば、さらにまた、生体信号を含み得る入力信号を処理する装置に搭載され
たコンピュータによる生体信号処理方法であって、
　当該生体信号の発生の有無に係る１つ又は複数の予め設定された基準状態に該当する入
力信号から生成された特徴量に基づき、少なくとも当該生体信号が発生した状態及び当該
生体信号が発生していない状態を合わせた基準状態に係る単位空間を含む複数の単位空間
を設計するステップと、
　判定対象の入力信号から生成された特徴量に基づいて、当該判定対象の入力信号におけ
る当該複数の単位空間から離隔した度合いである複数の離隔度合いを算出するステップと
、
　算出された当該複数の離隔度合いに基づいて、当該判定対象の入力信号における当該生
体信号の発生を判定するステップと
を有する生体信号処理方法が提供される。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明の生体信号処理装置、システム、プログラム及び方法によれば、信号処理の計算
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量の増大を抑制しつつ、検知対象である生体信号の発生をより精度良く判定することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明による生体信号処理装置を含む生体信号処理システムの一実施形態を示す
模式図である。
【図２】本発明による生体信号処理装置を含む生体信号処理システムの他の実施形態を示
す模式図である。
【図３】本発明による生体信号処理装置の一実施形態における機能構成を示す機能ブロッ
ク図である。
【図４】フィルタ処理部におけるＳＭＡフィルタ処理の実施例を示すグラフである。
【図５】口角上げに係る筋電信号を含む入力信号に対するＳＭＡフィルタ処理の実施例を
示すグラフである。
【図６】ＭＴ法及びＭＴＡ法を用いた単位空間の設計及び離隔度合いの算出を概略的に示
す模式図である。
【図７】Ｔ法及びＲＴ法を用いた単位空間の設計及び離隔度合いの算出を概略的に示す模
式図である。
【図８】ＭＴ法を用いた本発明による単位空間の設計及び離隔度合いの算出の一実施例を
示すグラフである。
【図９】ＭＴ法を用いた本発明による判定用距離算出及び信号発生判定処理の実施例を示
すグラフである
【図１０】ＭＴ法を用いた本発明による判定用距離算出及び信号発生判定処理の実施例を
示すグラフである
【図１１】ＭＴ法を用いた本発明による判定用距離算出及び信号発生判定処理の実施例を
示すグラフである
【図１２】ＭＴ法を用いた本発明による判定用距離算出及び信号発生判定処理の他の実施
例を示すグラフである。
【図１３】生体信号計数部における離隔度合いのヒステリシスを勘案した生体信号計数処
理を説明するためのグラフである。
【図１４】生体信号計数部における離隔度合いのヒステリシスを勘案した生体信号計数処
理の一実施例を示すグラフである。
【図１５】本発明による生体信号処理システムの更なる他の実施形態における機能構成を
示す機能ブロック図である。
【図１６】本発明による生体信号処理方法の一実施形態を概略的に示すフローチャートで
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下では、本発明の実施形態について、図面を用いて詳細に説明する。
【００２４】
［生体信号処理システム］
　図１は、本発明による生体信号処理装置を含む生体信号処理システムの一実施形態を示
す模式図である。また、図２は、同システムの他の実施形態を示す模式図である。
【００２５】
　図１（Ａ）に示した本実施形態の生体信号処理システムは、携帯端末２と、この携帯端
末２に連携するウェアラブルデバイス、特に頭部装着デバイスとしてのヘッドフォン１と
を含んでいる。本実施形態では、このヘッドフォン１が本発明に係る生体信号処理装置と
なっている。具体的に、ヘッドフォン１は、検知された生体信号としての筋電信号を含み
得る入力信号を処理し、所定の筋肉の作動の有無を判定して、この判定結果に係る情報、
本実施形態では顔表情「笑み」が生じたか否かに係る情報を、無線又は有線（ケーブル）
を介して携帯端末２に送信する。



(8) JP 6695817 B2 2020.5.20

10

20

30

40

50

【００２６】
　ここで、無線は、例えばBluetooth（登録商標）や、Wi-Fi（登録商標）等の無線ＬＡＮ
とすることができる。また、有線は、例えば携帯端末２のヘッドフォン・マイクロフォン
用アナログ音声入出力端子（ジャック）に接続されるものであってもよく、ＵＳＢ(Unive
rsal Serial Bus)で接続されるものであってもよい。いずれにしても、当該無線又は有線
を介し、携帯端末２からヘッドフォン１へ、例えばコンテンツの音声信号が伝送されると
ともに、ヘッドフォン１から携帯端末２へ、筋電センサによって検知された筋電信号に係
る判定結果情報が伝送される。なお、携帯端末２は、スマートフォン、携帯電話機、ＰＤ
Ａ(Personal Digital Assistant)、タブレット型コンピュータ等とすることができるが、
例えばパーソナルコンピュータ等の他の情報処理装置であってもよい。
【００２７】
　また、ヘッドフォン１は、左右の（スピーカを含む）イヤパッドに渡って筋電センサを
備えている。筋電センサは、計測対象となるユーザの筋肉の作動によって皮膚表面に発生
する電気的物理量を非侵襲的に計測可能なセンサであり、ヘッドフォン１がユーザの頭部
に装着された際、図１（Ｂ）に示すように、筋電センサの電極がユーザの耳前下方の頬近
傍におけるいずれか１点の皮膚表面に接触するように配置されている。これにより、大頬
骨筋等の作動を確実に捉え、顔表情の中でも特に「笑み」に係る判定を行うことが可能と
なる。ちなみに、ヘッドフォン１のイヤカップは、密閉型、オープンエア型、又はセミオ
ープンエア型等、種々の形式のものとすることができる。
【００２８】
　ここで、本実施形態において、１チャンネルの筋電センサは、「検出用＋（プラス）電
極」、「リファレンス用－（マイナス）電極」、及び「ＤＲＬ(Driven Right Leg)電極」
の３つの電極を有している。このうち、「検出用＋（プラス）電極」及び「リファレンス
用－（マイナス）電極」は、イヤパッドにおける顔の前向き前方且つ下方であって頬にで
きる限り近い位置に配置されることも好ましい。一方、「ＤＲＬ(Driven Right Leg)電極
」は、商用電源等に起因するコモンモードノイズを低減させるノイズキャンセル用電極で
あり、皮膚に接触するいずれかの位置に設けられる。また、これらの電極は、繰り返し使
用可能な乾式電極であり、皮膚との接触抵抗が小さく導電性の高い金属、例えば、銀‐塩
化銀やステンレススチール等で形成された鋲であってもよい。または、同様な性質を有す
る導電性ゴムの鋲とすることもできる。
【００２９】
　なお、筋電センサの電極の配置は、当然に上記の形態に限定されるものではない。例え
ば、オープンエア型のイヤカップやイヤパッドの無いヘッドフォンの場合、ヘッドフォン
を頭部に装着するため支持機構のうち耳周辺の皮膚に当接する面の中から頬に近い位置に
電極を配置してもよい。また、筋電センサ（の電極）は、図２に示すように、頭部装着デ
バイスとしてのイヤホン１’に備えられてもよい。このイヤホン１’も、本発明に係る生
体信号処理装置であり、検知された生体信号としての筋電信号を含み得る入力信号を処理
し、所定の筋肉の作動の有無を判定して、この判定結果に係る情報を、無線又は有線（ケ
ーブル）を介して携帯端末２に送信する。さらに、筋電センサ（の電極）を設置可能なデ
バイスとして、メガネ（グラス）型、腕時計型、カチューシャ型、リスト（腕）バンド型
等、身体の表面部分に面する部分を有する情報機器であれば様々な形式のデバイスが採用
可能である。
【００３０】
　いずれにしても、耳を含む位置に装着されるヘッドフォン１やイヤホン１’を用いて、
「笑み」を含む顔表情に係る筋電信号を検知することができる。ちなみに、このような筋
電信号は、ユーザの意識的反応による信号である場合、ユーザインタフェースとして利用
可能となる。一方、無意識的反応による信号ならば、ユーザの感情及びその推移の測定結
果として利用することができる。例えば、携帯端末２が再生中のコンテンツの音声をヘッ
ドフォン１に送信し、ヘッドフォン１を装着したユーザにおける音声体験中での筋電信号
を検知することによって、当該コンテンツに対してユーザの抱く感情に係る情報を取得す
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ることが可能となる。また、ユーザによるヘッドフォン１の装着／未装着も、筋電信号の
検知状況から判断可能となるのである。
【００３１】
　ちなみに、耳を含む位置に装着されるヘッドフォン１やイヤホン１’は、頭部内の筋肉
による筋電信号のみならず、耳付近の位置から検知可能な、体温、発汗、脈波、眼球運動
に係る筋電信号、眼電位信号や、さらには脳波といった生体信号を検出することも可能と
する。以下に説明するように、本発明は、筋電信号に限らず、このような様々な種別の生
体信号（例えば他にも心電信号や心音信号等）の処理を実施することも可能な発明となっ
ている。なお当然に、判定対象が耳付近の位置以外での筋電信号である場合でも、筋電セ
ンサの電極は、この筋電信号に係る筋肉を挟み込むように配置されることになる。
【００３２】
　ここで、入力信号から、障害となる種々のノイズを的確に除去し、通常、非常に微弱で
ある生体信号のみを特定するためには、従来、ＦＦＴ等を利用した大きな計算量を必要と
する信号処理が必要となっており、必然的に信号処理によって消費される電力量が増大す
る傾向にあった。その結果、電池で電力消費を賄うヘッドフォンのようなウェアブルデバ
イスでは、生体信号を例えば定常的に又は所定期間継続して処理することが困難となって
いた。
【００３３】
　このような問題に対し、本発明による生体信号処理装置としてのヘッドフォン１は、生
体信号を含み得る入力信号を処理可能であり、具体的に、
（Ａ）生体信号の発生の有無に係る１つ又は複数の予め設定された「基準状態」に該当す
る入力信号から生成された「特徴量」によって１つ又は複数の「単位空間」を設計（生成
）し、
（Ｂ）判定対象の入力信号から生成された「特徴量」に基づいて、判定対象の入力信号に
おける「単位空間」から離隔した度合いである１つ又は複数の「離隔度合い」を算出し、
（Ｃ）算出された「離隔度合い」に基づいて、判定対象の入力信号における生体信号の発
生（生体信号が発生したか否か）を判定する
ことを特徴としている。
【００３４】
　このように、ヘッドフォン１は、生体信号の発生の有無に係る「基準状態」に係る「単
位空間」からの「離隔度合い」に着目することによって、ＦＦＴやウェーブレット（wave
let）変換等を利用した大きな計算量を必要とする信号処理を用いずとも、また周期性の
分析に依ることなしに、生体信号の発生の有無を判定することを可能としている。また、
後に詳しく説明するが、この「単位空間」からの「離隔度合い」として、品質工学の分野
で実績のあるタグチメソッドの概念が採用可能となっている。このように、ヘッドフォン
１は、信号処理の計算量の増大を抑制しつつ、検知対象である生体信号の発生をより精度
良く判定することが可能となるのである。
【００３５】
［生体信号処理装置の構成］
　図３は、本発明による生体信号処理装置の一実施形態における機能構成を示す機能ブロ
ック図である。
【００３６】
　図３（Ａ）によれば、生体信号処理装置としてのヘッドフォン１は、筋電センサと、信
号変換部と、生体信号処理部３と、信号インタフェースと、音声変換部と、左右スピーカ
とを有する。ここで、装置の主要部である生体信号処理部３は、ヘッドフォン１に搭載さ
れたコンピュータを機能させるプログラムを実行することによって、生体信号処理機能を
実現させる。すなわち、ヘッドフォン１は、本発明による生体信号処理プログラムを搭載
したコンピュータを含むものとすることができる。
【００３７】
一方、携帯端末２は、様々なユーザエクスペリエンスを提供するアプリケーションを実行
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可能な装置とすることができる。携帯端末２から出力される音声信号は、通信インタフェ
ースを介して送信されて、ヘッドフォン１の信号インタフェースで受信され、音声変換部
においてアナログ信号に変換され増幅されて左右スピーカに出力され、これらの左右スピ
ーカで音声に変換されてユーザに提供される。
【００３８】
　ヘッドフォン１の生体信号処理部３は、図３（Ｂ）に示すように、計算区間設定部３１
１及び処理実行部３１２を含むフィルタ処理部３１と、特徴量生成部３２１、単位空間設
計部３２２、離隔度合い算出部３２３及び信号発生判定部３２４を含む信号判定部３２と
、信号強度算出部３３ａを含む生体信号計数部３３とを有する。ここで、図３（Ａ）及び
（Ｂ）に示された、各機能構成部を矢印で接続した処理の流れは、本発明による生体信号
処理方法の一実施形態としても理解される。
【００３９】
　なお、本発明による生体信号処理装置は当然に、上記の実施形態に限定されるものでは
ない。例えば、図３（Ｃ）に示すように、ヘッドフォン１から生体信号を含み得る信号を
入力し処理する携帯端末２とすることもできる。この場合、ヘッドフォン１は図３（Ａ）
の信号変換部を有し、筋電センサの電極から得られた生体信号を増幅しデジタル化した上
で携帯端末２に送信することも好ましい。
【００４０】
　一方で、ヘッドフォン１及び携帯端末２の信号インタフェースがアナログインタフェー
スの場合は、筋電センサによって検出された筋電信号をマイクレベルにまで増幅して携帯
端末２に送信することも好ましい。この際、筋電信号は人間の可聴範囲内に収まる周波数
特性を有しており周波数変換の必要は生じない。また、携帯端末２に受信された筋電信号
は、携帯端末２の信号変換部で、マイク入力による音声同様にアナログ／デジタル変換（
デジタル化）される。
【００４１】
　ここで、図３（Ｃ）の携帯端末２は、図３（Ａ）のヘッドフォン１と同じく生体信号処
理部３を有し、さらに、信号処理結果に係る情報を入力して、この情報を所定のアプリケ
ーション・プログラムで利用するためのＡＰ（アプリケーション）処理部２１も有してい
る。要するに、本発明に係る生体信号処理部３は、生体信号を取得する装置・デバイスに
備えられてもよく、当該装置とは別の装置に備えられてもよいのである。
【００４２】
　図３（Ａ）において、ヘッドフォン１の筋電センサ（及びその電極）は、図１を用いて
説明した実施形態のものとすることができる。すなわち、少なくともリファレンス用電極
が左（又は右）の耳介周辺から頬近傍の１つの皮膚位置に接し、検出用電極が右（又は左
）の耳介周辺から頬近傍の１つの皮膚位置に接するような電極構成を有するものであって
よい。ちなみに、この場合、検知され得る生体信号には、口角上げに係る筋肉（大頬骨筋
等）に起因する筋電信号が含まれる。
【００４３】
　また、信号変換部は、筋電センサとして、商用電源等に起因するコモンモードノイズを
軽減するＤＲＬ回路を有し、検出用電極とリファレンス電極との電位差の交流成分をＧＮ
Ｄとの差動増幅によって増幅し、このアナログの筋電計測結果を一定のサンプリング周波
数でデジタル化してもよい。これにより、例えば、プラスマイナス0.1～数百μＶの範囲
の皮膚電位検出が可能となる。なお、デジタル化の条件として、サンプリング周波数が50
0Hz以上であって量子化10bit以上でアナログ／デジタル（Ａ／Ｄ）変換を行うことも好ま
しい。なお、このような回路構成は、例えば、Neurosky社製のTGAM1等を利用して実現可
能となっている。
【００４４】
　信号変換部は、次いで、デジタル化された生体信号に対してウィンドウ分割処理を行う
ことも好ましい。実際、連続して時系列をなすセンサデータ（筋電センサ出力信号データ
）は、リアルタイムに逐次分析することによって、ユーザに対しリアルタイムにフィード
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バックを行うユーザインタフェースを実現可能とする。また、アプリケーションでの利用
も容易となる。このウィンドウ分割処理では、センサデータの波形を分析するために、予
めウィンドウ分析区間を設け、この分析区間をずらしながら逐次分析を行う。例えば、デ
ジタル化のサンプリング周波数が512Hzである場合、ウィンドウ分析区間を256サンプルと
し、時系列センサデータを0.5秒毎（256サンプル毎）に区切りながら、区切った区間毎に
、当該区間内のセンサデータの分析を行ってもよい。
【００４５】
　図３（Ｂ）において、生体信号処理部３のフィルタ処理部３１は、生体信号に係る周波
数と、主ノイズに係る周波数との間に遮断周波数を設定し、主ノイズに係る周波数を含む
遮断帯域によるフィルタ処理を、例えば所定時間毎に区分けしたウィンドウ毎の入力信号
に施す。ここで、本実施形態において、主ノイズは商用電源（国内では50Hz又は60HzのＡ
Ｃ電源）に起因するノイズとなっている。また、同じく本実施形態において、判定対象と
なる生体信号は、口角上げに係る筋肉（大頬骨筋等）に起因する筋電信号であり、この商
用電源の周波数未満の周波数（40Hz付近）に係る信号となっている。
【００４６】
　そこで具体的に、フィルタ処理部３１の計算区間設定部３１１は、遮断周波数が生体信
号に係る周波数（例えば40Hz付近）と主ノイズに係る周波数（例えば50Hz）との間となる
ように「移動区間サンプル数」を設定し、次いで、処理実行部３１２は、入力信号に対し
て単純移動平均（ＳＭＡ, Simple Moving Average）を用いたフィルタ処理を施すことが
できる。
【００４７】
　ここで、ＳＭＡフィルタは、周波数成分抽出を可能とするデジタルフィルタであるＦＩ
Ｒ（Finite Impulse Response）フィルタであって、ローパスフィルタの一種と捉えるこ
とができる。具体的には、移動区間（サンプル数）を単位時間区間として、その区間のＮ
倍（Ｎは自然数）の周期性を持つ信号に対してフィルタ効果を奏し、例えば、後述するよ
うに、商用電源ノイズのみならず、商用電源ノイズの倍数周波数ノイズをもフィルタリン
グすることを可能にするのである。
【００４８】
　実際、商用電源に起因する周期性を有する電磁誘導ノイズが、処理対象の信号に強く混
入する場合は少なくない。このような周期性の高いノイズを排除するため、従来、多くの
場面においてバンドエリミネーションフィルタ等が利用されてきた。しかしながら、この
ような高度なデジタルフィルタは一般に、多大な処理計算量を必要とし、バッテリー駆動
のモバイルデバイスには不適である。一方、上記の処理実行部３１２におけるＳＭＡフィ
ルタ処理は、それに比較して処理計算量を十分に抑制することができ、それ故、生体信号
を検知可能なモバイルデバイスでのフィルタ手段として非常に適しているのである。
【００４９】
　ここで、計算区間設定部３１１は、具体的に、デジタル化で使用されたサンプリング周
波数（例えば512Hz）と、商用電源（主ノイズ）に係る周波数（例えば50Hz）との比（例
えば10.24）に基づいて算出されるサンプル数（例えば10）のさらに整数分の１の値（例
えば5）に基づいて、1回のＳＭＡフィルタ処理の対象となるサンプルの数を算出し、移動
区間サンプル数（例えば5）を設定してもよい。これにより、主ノイズをフィルタリング
し、判定対象の生体信号（例えば口角上げに係る筋肉に起因する筋電信号）を特定するこ
とが可能となる。次に、このような移動区間サンプル数設定のメリットを、図４を用いて
具体的に説明する。
【００５０】
　図４は、フィルタ処理部３１におけるＳＭＡフィルタ処理の実施例を示すグラフである
。本実施例において、デジタル化で使用されたサンプリング周波数は512Hzであり、主ノ
イズの発生源とされる商用（ＡＣ）電源の周波数は50Hzである。
【００５１】
　図４（Ａ）に、移動区間サンプル数を10（約50Hzに相当）に設定したＳＭＡフィルタの
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特性（周波数依存性）を示す。同図によれば、遮断周波数（通過利得が3dB低下する周波
数）が約25Hzのローパスフィルタ（ＬＰＦ）が形成されており、商用電源及びその高調波
ノイズを大きくカットすることが可能となっている。すなわち、このＬＰＦでは、主ノイ
ズとしての商用電源ノイズの周波数を含む遮断帯域として、この主ノイズの高調波の周波
数をも含む遮断帯域が設定されている。しかしながら、口角上げに係る筋肉（大頬骨筋等
）に起因する（約40Hzでピークをなす）筋電信号を判定対象とする場合、このようなＬＰ
Ｆはパスバンド帯域が狭すぎるので、この対象の筋電信号をもカットしてしまう。
【００５２】
　これに対し、図４（Ｂ）に、移動区間サンプル数を5（約100Hzに相当）に設定したＳＭ
Ａフィルタの特性（周波数依存性）を示す。同図によれば、遮断周波数が50Hz弱のＬＰＦ
が形成されている。このＬＰＦによって、商用電源及びその高調波ノイズを大きくカット
し、且つ判定対象である口角上げに係る筋肉（大頬骨筋等）に起因する（約40Hzでピーク
をなす）筋電信号はパスさせることが可能となるのである。ちなみに、筋電信号の中でも
、例えば歯を食い縛る噛み締め動作に係る筋電信号は、より高い周波数である約80Hzでピ
ークを有する信号となっている。この場合、このＬＰＦは、この判定対象外の筋電信号を
もノイズとしてカットすることが可能となっている。
【００５３】
　すなわち、上記のＳＭＡフィルタ処理では、判定対象となっている生体信号に係る周波
数（例えば約40Hz）と、主ノイズに係る周波数（例えば50Hz）との間に遮断周波数が位置
するように移動区間サンプル数を設定することが重要となる。上記の実施例では、結局、
商用電源の周波数50Hzに相当する10サンプル分を周期としたノイズが入力信号に混入しや
すいのであり、この入力信号に対し、その半分（1／2）の5サンプル毎の平均を移動させ
ながら（ずらしながら）計算し、ＳＭＡフィルタ処理とするのである。
【００５４】
　図５は、口角上げに係る筋電信号を含む入力信号に対するＳＭＡフィルタ処理の実施例
を示すグラフである。
【００５５】
　図５（Ａ１）及び（Ａ２）にはそれぞれ、口角上げに係る筋肉（大頬骨筋等）に起因す
る筋電信号を含む入力信号の波形、及びその周波数特性が示されている。ちなみに、図５
（Ａ１）の筋電波形を表すグラフの横軸は、サンプリング周波数512Hzでデジタル化され
た入力信号サンプルのサンプル単位（サンプル・インデックス）であり、512個で１秒間
に相当する単位となっている。また、この横軸の範囲は、サンプル・インデックス0～255
の範囲、すなわち時間換算で0.5秒の範囲となっている。一方、縦軸は、信号強度であっ
て計測電圧となっている。すなわち、このグラフは、入力信号サンプルにおける電圧値の
時系列を表したグラフとなっている。
【００５６】
　この図５（Ａ１）及び（Ａ２）に示した入力信号に対し、移動区間サンプル数を5（約1
00Hzに相当）に設定したＳＭＡフィルタ処理を実施した結果（信号波形及び周波数特性）
を、図５（Ｂ１）及び（Ｂ２）に示す。これらの図によれば、この入力信号は、ローパス
フィルタ処理を施されており、特に、商用電源（50Hz）及びその高調波ノイズ（100Hz）
は減衰させられ、一方で、判定対象である40Hz付近でピークをなす口角上げに係る筋電信
号はパスしていることが分かる。
【００５７】
　ちなみに、以上に示した実施例とは異なり、サンプリング周波数が512Hzであって、商
用電源の周波数が60Hzである場合、その高調波を含むノイズを除去したい場合の移動区間
サンプル数は、両周波数の比（512／60＝8.53）からすると8又は9となる。しかしながら
、このような値に設定すると遮断周波数が低くなりすぎるため、移動区間サンプル数は、
例えば4（＝8／2）とすることになる。
【００５８】
　さらに、変更態様として、ＳＭＡによってハイパスフィルタ（ＨＰＦ）を形成し、主ノ
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イズに係る周波数よりも高い周波数に係る生体信号をパスさせ、主ノイズをカットするこ
とも可能である。例えば、歯を食い縛る噛み締め動作に係る筋電信号を判定対象とした場
合、この筋電信号に係る周波数（約80Hz）と、主ノイズである商用電源の周波数（50Hz）
との間に遮断周波数がくるようなＨＰＦを形成してもよい。ここで、ＳＭＡによるＨＰＦ
としては、例えば、ＳＭＡによって形成されたＬＰＦによる処理を入力信号に施した結果
を、当該入力信号から差し引く構成とすることができる。
【００５９】
　図３（Ｂ）に戻って、生体信号処理部３の信号判定部３２は、特徴量生成部３２１と、
単位空間設計部３２２と、離隔度合い算出部３２３と、信号発生判定部３２４とを有し、
例えば品質工学のタグチメソッドに基づき、予め設定した（生体信号の発生の有無に係る
）基準状態に係る単位空間を設計（生成）し、判定対象であるフィルタ処理を施された（
ウィンドウ毎の）入力信号から生成された特徴量に基づいて、この判定対象の入力信号に
おける単位空間からの離隔度合いを算出し、当該離隔度合いに基づいて、この判定対象の
入力信号における生体信号の発生を判定する。
【００６０】
　具体的に、信号判定部３２の特徴量生成部３２１は、
（ア）単位空間を設計するための（フィルタ処理を施された）入力信号の特徴量（単位空
間設計用サンプル）、及び
（イ）判定対象の（フィルタ処理を施された）入力信号の特徴量（判定対象信号サンプル
）
を生成する。このように生成される特徴量によって、判定対象となる生体信号と、ノイズ
及びその他の生体信号とを特徴付けて区別することが可能となる。
【００６１】
　ここで、本実施形態では、特徴量生成部３２１は、（フィルタ処理を施された）入力信
号の（ａ）振幅に係る成分、及び（ｂ）当該入力信号の周期に係る成分、のうちの両方又
は一方を項目として含む特徴量を生成する。具体的に、（ａ）振幅（の代表値）に係る特
徴量成分の項目としては、標準偏差、実効値、平均値、最頻値、絶対値の平均値、絶対値
の最頻値、中央値、最大値等、が挙げられる。このような項目の成分において情報量を残
す方法としては、例えば、振幅の大きさを所定の段階に区切ることによって度数分布を生
成し、当該分布の度数値を成分としてもよい。なお、区切りの分割幅は等間隔でなくても
よい。
【００６２】
　一方、（ｂ）周期（の代表値）に係る特徴量成分の項目としては、ゼロクロス数、ゼロ
クロス間の周期の標準偏差、ゼロクロス間の周期の平均値等、が挙げられる。このような
項目の成分において情報量を残す方法としては、例えば、ゼロクロス間の周期を所定の段
階に区切ることによって度数分布を生成し、当該分布の度数値を成分としてもよい。なお
、ここでも区切りの分割幅は等間隔でなくてもよい。
【００６３】
　なお、特徴量成分の項目として上記以外の他の項目、例えば振幅分布や周期分布等、を
採用してもよい。また、例えば複数の多種多様なセンサからの出力を項目とし、当該セン
サの出力値を特徴量成分とすることも可能である。さらに、入力信号の自己相関係数を算
出し、相関係数値の集合を特徴量とすることもできる。また、特徴量として、（フィルタ
処理を施された）入力信号の波形分析結果、例えば、微分波形や積分波形を生成して特徴
量化することも可能である。
【００６４】
　さらに、特徴量として、（フィルタ処理を施された）入力信号における、ある一定の信
号強度Icのラインを横切るクロス数Ncを計測し、IcとNcとの関係を示したヒストグラムを
採用することも可能である。また、下から上に横切る際のクロス点と上から下に横切る際
のクロス点との間のサンプル区間の長さの合計Lcを測定し、IcとLcとの関係を示したヒス
トグラムを特徴量に採用してもよい。
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【００６５】
　ちなみに、以上示したような特徴量は、ＳＶＭ等の分類器に入力されるような特徴量と
比較すると、周波数分析が不要であって、基本特徴量空間を作るために必要となるデータ
量も少なく済み、その分計算量も小さくなる。したがって、ヘッドフォン１のような装着
モバイルデバイスにも特徴量計算処理手段を組み込みやすい。なお、ある程度の処理計算
量の増大を許容するならば、例えば、入力信号のＦＦＴ処理の結果を所定の周波数範囲で
複数に分割し、各分割結果におけるパワー平均を成分とする特徴量を生成することも可能
である。この場合でも、分割のための周波数範囲は、特徴が出やすいように等間隔でなく
てもよい。
【００６６】
　次いで、上記（ア）の単位空間設計用の特徴量（単位空間設計用サンプルデータ群）の
生成手順、すなわちキャリブレーション方法を考える。例えば、生体信号として口角上げ
に係る筋肉に起因する筋電信号を対象とする場合、ユーザに対し、無表情の状態を１分程
度維持してもらい、次いで、弱い口角上げ状態から強い口角上げ状態までの顔表情を１分
程度の間作ってもらう指示を画面表示や音声によって行い、この指示中に取得された（さ
らにフィルタ処理された）入力信号から特徴量を算出して単位空間設計用の特徴量群に加
えてもよい。なお、この場合、無表情の状態でのノイズ及び口角上げの状態でのノイズに
ついても調査していることになる。また当然に、このような単位空間設計用の特徴量生成
は、単位空間をユーザの現状に適合したものに更新するため、適宜、使用開始時又は定期
的に実施されてもよい。
【００６７】
　さらに、ユーザが正しい顔の表情を作っているかどうかを確認するために、例えば、携
帯端末２の（図示されていない）インカメラによってユーザの顔画像を取得し、顔表情認
識技術を用いて無表情状態や口角上げ状態といった指示した表情状態にあるか否かを判定
し、指示した表情状態であると判定された時間区間における入力信号の特徴量を算出する
ことも好ましい。
【００６８】
　同じく図３（Ｂ）において、信号判定部３２の単位空間設計部３２２は、（フィルタ処
理を施された）生体信号の発生の有無に係る１つ又は複数の予め設定された基準状態に該
当する入力信号から生成された特徴量を、単位空間設計のために必要なサンプル数分だけ
集めることによって、１つ又は複数の「単位空間」を設計（生成）する。すなわち、設定
された基準状態毎に、生成された特徴量群に基づいて「単位空間」を設計し、記憶する。
【００６９】
　ここで、基準状態として、少なくとも、（ａ）生体信号が発生した基準状態が設定され
てこの基準状態に係る単位空間が設計されることも好ましい。またさらに、（ｂ）生体信
号が発生していない基準状態に係る単位空間と、（ｃ）生体信号が発生した状態及び生体
信号が発生していない状態を合わせた基準状態に係る単位空間とが更に設計されることも
好ましい。この場合、後に詳述するように、信号発生判定部３２４は、設計された３つの
単位空間について算出された３つの離隔度合いに基づいて生体信号の発生を判定すること
になる。
【００７０】
　同じく図３（Ｂ）において、信号判定部３２の離隔度合い算出部３２３は、単位空間が
設計されていれば、単位空間との「離隔度合い」を計算する。具体的には、「離隔度合い
」の判定対象である（フィルタ処理を施された）入力信号から生成された特徴量に基づい
て、判定対象の（フィルタ処理を施された）入力信号における「単位空間」から離隔した
度合いである１つ又は複数の「離隔度合い」を算出する。
【００７１】
　以上に説明した単位空間設計部３２２及び離隔度合い算出部３２３は、それぞれ「単位
空間」及び「離隔度合い」として、
（ａ）ＭＴ（Mahalanobis Taguchi）法における単位空間、及びマハラノビス距離から算
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出される値、
（ｂ）ＭＴＡ（Mahalanobis-Taguchi Adjoint）法における単位空間、及びマハラノビス
距離から算出される値、
（ｃ）Ｔ法における単位空間、及び特性値から算出される値、又は
（ｄ）ＲＴ（Recognition Taguchi）法における単位空間、及びＲＴ距離から算出される
値を採用することができる。ここで、（ａ）のＭＴ法、（ｂ）のＭＴＡ法、（ｃ）のＴ法
及び（ｄ）のＲＴ法はいずれも、品質工学のタグチメソッドの１つとなっている。以下、
これらの方法を用いた「単位空間」及び「離隔度合い」の設計（生成）・算出方法を具体
的に説明する。
【００７２】
　図６は、ＭＴ法及びＭＴＡ法を用いた単位空間の設計及び離隔度合いの算出を概略的に
示す模式図である。
【００７３】
　図６（Ａ）には、ＭＴ法を適用した場合が示されている。最初に、単位空間を設計する
ための信号サンプルi（i＝1, 2, ・・・, n）の項目j（j＝1, 2, ・・・, k；例えば振幅
標準偏差、ゼロクロス数等）についての観測された各信号サンプルから計算した特徴量の
値をxijとする。この信号サンプルxij（i＝1～n，j＝1～k）の相関行列Rは、次式
【数１】

のように表される。また、Rはk×kの正方行列であり、相関行列の各要素は各項目間（j＝
1～k）の相関係数であり、例えばr12＝Σn

i=1ui1・ui2／nで計算でき、r21＝r12である。
ここで、uijは、基準化サンプルuij＝(xij－mj)／σj（mj：xijのi（＝1～n）についての
平均、σj：xijのi（＝1～n）についての標準偏差）である。また、主対角線上の要素は
同一項目同士の相関係数であるため全て１となる。ＭＴ法では、この相関行列Rの逆行列R
-1と、mj及びσjとを算出することが、単位空間を設計（生成）することになる。
【００７４】
　次いで、判定対象の（フィルタ処理された１つのウィンドウ内の）1つの観測値として
の入力信号サンプルの項目j（j＝1～k）について、観測された各信号サンプルから計算し
た特徴量の値をyjとすると、ベクトルVとして、
　　（２）　VT＝[v1, v2, ・・・, vk]
とすることができる。ここで、vjは、基準化信号サンプルvj＝(yj－mj)／σj（mj：単位
空間で計算された平均，σj：単位空間で計算された標準偏差）である。このベクトルVで
表される判定対象の入力信号における、設計した単位空間との離隔度合いMDは、ＭＴ法に
おいて、次式
　　（３）　MD＝k-1・VT・R-1・V
を用いて算出される。ここで、この離隔度合いMDは、いわゆるマハラノビス距離の２乗値
をkで割り算した値となっている。
【００７５】
　次に、図６（Ｂ）には、ＭＴＡ法を適用した場合が示されている。ＭＴＡ法は、ＭＴ法
とは異なり、単位空間を構成するデータの項目に標準偏差σ＝０となる項目が存在してい
ても計算処理が可能な方法となっている。最初に、単位空間を設計するための信号サンプ
ルi（i＝1, 2, ・・・, n）の項目Dj（j＝1, 2, ・・・, k；例えば振幅標準偏差、ゼロ
クロス数等）について、観測された各信号サンプルから計算した特徴量の値をxiDjとする
。ちなみに、振幅標準偏差やゼロクロス数といった項目Djは、標準偏差σ≠0の項目とな
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る。ここで、このようなσ≠0の項目についてのxiDj（i＝1～n，j=1～k）について、次式
【数２】

で表される分散共分散行列Sを算出する。ここで、Sはk×kの正方行列であり、主対角線上
の行列要素は１つの項目の分散となっており、一方、主対角線上以外の行列要素は項目間
の共分散となっている。例えばs12は項目Dj=1と項目Dj=2との間の共分散であり、s12＝s2
1である。また、例えばs11は項目Dj=1の分散である。次いで、このSの余因子行列Bを算出
する。ＭＴＡ法では、このような余因子行列Bを算出することが、単位空間を設計（生成
）することになっている。一方、σ＝0となる項目a（a＝1, 2, ・・・, j）のxiaは、単
位空間では用いられないが、後述する信号空間で使用される。
【００７６】
　次いで、信号空間を設計するための（単位空間で使用したものとは別の）信号サンプル
i（i＝1～p）における単位空間でσ≠０であった項目Dj（j＝1～k）についての、観測さ
れた各信号サンプルから計算した信号空間における特徴量の値をyiDjとすると、ベクトル
Viとして、
　　（５）　Vi

T＝[viD1, viD2, ・・・, viDk]
とすることができる。ここで、viDjは、正規化された信号サンプルviDj＝yiDj－mDj（mDj
：単位空間で計算された平均）である。また、信号サンプルiには、信号真値Miが設定さ
れる。この信号真値Miについては、例えば、口角上げに係る筋肉に起因する筋電信号を判
定対象とした場合に、口角上げ状態の信号空間を形成する信号サンプルの信号真値Miを２
とし、無表情状態の信号真値が－１等に設定されるのに対して、判定したい状態の信号真
値をより大きな値に設定する。さらに、このベクトルViで表される入力信号における、設
計した単位空間との距離の２乗Di

2は、次式
　　（６）　Di

2＝k-1・Vi
T・B・Vi

を用いて算出される。
【００７７】
　次いで、設定された信号真値を用いて、ＭＴＡ法の有効除数r、線形式L0、全変動St0、
当てはまりの良さSβ0、当てはまりの悪さVe0、傾きβ0、及びＳＮ比η0を、下記の式に
よって算出する。
　　（７）　r＝Σp

i=1Mi
2

　　　　　　L0＝Σp
i=1(Mi・Di)

　　　　　　St0＝Σp
i=1(Di・Di)

　　　　　　Sβ0＝L0
2／r

　　　　　　Ve0＝(St0－Sβ0)／(p－1)
　　　　　　β0＝L0／r
　　　　　　η0＝ (Sβ0－Ve0)／(r・Ve0)
【００７８】
　また、単位空間を構成するデータの項目に標準偏差σ＝０の項目が存在する場合、この
ような項目a（a＝1～j）についての値をyiaとすると、正規化した信号サンプルviaは、vi
a＝yia－ma（ma：単位空間で計算された平均）となるが、これにより次式を用いて、標準
偏差σ＝０の項目毎の線形式La、全変動Sta、当てはまりの良さSβa、当てはまりの悪さV
ea、傾きβa、及びＳＮ比ηaを算出する。
　　（８）　La＝Σp

i=1(Mi・via)
　　　　　　Sta＝Σp

i=1(via・via)
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　　　　　　Sβa＝La
2／r

　　　　　　Vea＝(Sta－Sβa)／(p－1)
　　　　　　βa＝La／r
　　　　　　ηa＝ (Sβa－Vea)／(r・Vea)
【００７９】
　次いで、１つの観測値としての判定対象となるフィルタ処理された１つのウィンドウ内
より得られた入力信号サンプルから計算された各特徴量における単位空間でσ≠0であっ
た項目Dj（j＝1～k）についての値をzDjとすると、ベクトルWとして、
　　（９）　WT＝[wD1, wD2, ・・・, wDk]
とすることができる。ここで、wDjは、正規化信号サンプルwDj＝zDj－mDj（mDj：単位空
間で計算された平均）である。
【００８０】
　このベクトルWで表される判定対象の入力信号における、設計した単位空間との距離の
２乗D2は、ＭＴＡ法において、次式
　　（１０）　D2＝k-1・WT・B・W
を用いて算出される。ここで、このD2も、いわゆるマハラノビス距離の２乗値をkで割り
算した値となっている。このD2（D）を用いると、正規化信号サンプルwDjで表される判定
対象の入力信号における、単位空間との離隔度合い（予測信号真値）MPは、ＭＴＡ法にお
いて、次式
　　（１１ａ）　MP＝((η0・(D/β0)

2)0.5　（σ＝０の項目が無い場合)
　　（１１ｂ）　MP＝((η0・(D/β0)

2+Σj
a=1ηa・(wa/βa)

2)／Σj
a=0ηa)

0.5

　　　　　　　　　　　　　　(σ＝０の項目が有る場合)
で表すことができるのである。ここで、waは、１つの観測値としてのフィルタ処理された
１つのウィンドウ内の入力信号サンプルから計算された各特徴量における単位空間でσ＝
０であった項目a（a＝1～j）についての値をzaとすると、wa＝za－ma（ma：単位空間で計
算された平均）として算出される。ちなみに、本実施形態の信号判定部３２（図３）での
処理は、σ＝０の項目が無い場合である上式（１１ａ）を用いて実施される。
【００８１】
　図７は、Ｔ法及びＲＴ法を用いた単位空間の設計及び離隔度合いの算出を概略的に示す
模式図である。
【００８２】
　図７（Ａ）には、Ｔ法を適用した場合が示されている。最初に、単位空間を設計するた
めの観測された信号サンプルi（i＝1, 2, ・・・, n）について各信号サンプルから計算
された特徴量における項目j（j＝1, 2, ・・・, k；例えば振幅標準偏差、ゼロクロス数
等）についての値をxijとし、さらに、正規化サンプルuijを、uij＝xij－mj（mj：xijのi
（＝1～n）についての平均）とする。
【００８３】
　また、この信号サンプルiの特性値をXiとする。この特性値Xiについては、例えば、口
角上げに係る筋肉に起因する筋電信号を判定対象とした場合に、無表情状態の単位空間を
形成する信号サンプルの特性値Xを－１としてもよい。
【００８４】
　次いで、信号空間を設計するための観測された信号サンプルi（i＝1～p）について各信
号サンプルから計算された特徴量における項目j（j＝1～k）についての値をyijとし、さ
らに、正規化サンプルvijを、vij＝yij－mj（mj：各項目j（j＝1～k）について単位空間
で計算された平均）とする。また、この信号サンプルiの特性値をYiとする。この特性値Y

iについては、例えば、口角上げに係る筋肉に起因する筋電信号を判定対象とした場合に
、口角上げ状態の信号空間を形成する信号サンプルの特性値Yiを（単位空間での特性値Xi
＝－１に対し、より大きい値として）２とすることができる（なお、この場合、特性値Yi
を例えば２００にしても同様の結果が得られることが確認されている）。さらに、正規化
特性値Miとして、
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　　（１２）　Mi＝Yi－mx
を算出する。ここで、mxは単位空間のXiについての平均である。また、次式を用いて、有
効除数r、各項目に対する線形式Lj、全変動Stj及び誤差分散Veｊを算出する。
　　（１３）　r＝Σp

i=1Mi
2

　　　　　　　Lj＝Σp
i=1(Mi・vij)

　　　　　　　Stj＝Σp
i=1(vij・vij)

　　　　　　　Sβｊ＝Lｊ
2／r

　　　　　　　Vej＝(Stj－Sβj)／(p－1)
【００８５】
　次いで、判定対象の（フィルタ処理された１つのウィンドウ内の）１つの観測値として
の入力信号サンプルから計算された特徴量の項目j（j＝1～k）についての値をzjとした場
合に、正規化信号サンプルwjとして、wj＝zj－mj（mj：各項目j（j＝1～k）について単位
空間で計算された各項目の平均）を算出する。このような正規化信号サンプルwjで表され
る判定対象の入力信号における、単位空間との離隔度合い（特性値）Zは、Ｔ法において
、次式
　　（１４）　Z＝(Σk

ｊ=1ηj・(wｊ/βj))／(Σk
j=1ηj)＋XAV

を用いて算出されるのである。
【００８６】
　この上式（１４）において、ηjは、項目jのＳＮ比であり、次式
　　（１５）　ηj＝(r・Vej)

-1・(Sβj－Vej)
を用いて算出される。また、同じく上式（１４）において、βjは項目jの傾きであり、次
式
　　（１６）　βj＝Lj／r
によって算出される。なお、Ｔ法では、このようなＳＮ比ηjや傾きβjを算出することが
、単位空間及び単位空間と信号空間との関係を設計（生成）することになる。
【００８７】
　次に、図７（Ｂ）には、ＲＴ法を適用した場合が示されている。最初に、単位空間を設
計するための観測された信号サンプルi（i＝1, 2, ・・・, n）から計算された特徴量に
おける各項目j（j＝1, 2, ・・・, k；例えば振幅標準偏差、ゼロクロス数等）について
の値をxijとし、各項目データの平均（mj：m1～mk）を説明変数にし、単位空間のサンプ
ル（xi1～xik）を目的変数にして、標準ＳＮ比の概念に基づき次式を用いて傾きβi及び
誤差分散Veiを算出する。
　　（１７）　r＝Σk

j=1 mj
2

　　　　　　　Li＝Σk
j=1(mj・xij)

　　　　　　　βi＝Li／r
　　　　　　　Sti＝Σk

j=1(xij・xij)
　　　　　　　Sβi＝Li

2／r
　　　　　　　Vei＝(Sti－Sβi)／(k-1)
　　　　　　　ηi＝Vei

-1

　　　　　　　si＝Vei
0.5

ここで、mjは各項目の平均値であり、さらに、ｒは有効除数、Liは線形式、Stiは全変動
、Sβiは当てはまりの良さ、ηiはＳＮ比、及びsiは誤差分散の平方根である。さらに、
この単位空間サンプルxijのベクトルWiを、次式
　　（１８）　Wi

T＝[wi1, wi2]
　　　　　　　　wi1＝βi－βAV

　　　　　　　　wi2＝si－sAV
を用いて算出する。ここで、βAV及びsAVはそれぞれ、βi及びsiのi（＝1～n）について
の平均である。
【００８８】
　次いで、このベクトルWi（i＝1～n）について、(βi, si)の分散共分散行列Sを算出し
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、さらに、次式
【数３】

を用いてSの余因子行列Bを算出する。ここで、行列Bの各成分は、
　　（２０）　V11＝Σn

i=1(βi－βAV)
2／(n－1)

　　　　　　　V12＝V21＝Σn
i=1(βi－βAV)(si－sAV)／(n－1)

　　　　　　　V22＝Σn
i=1(si－sAV)

2／(n－1)
によって算出される。ＲＴ法では、この余因子行列BとβAV及びsAVとを算出することが、
単位空間を設計（生成）することになる。
【００８９】
　次いで、判定対象の（フィルタ処理された１つのウィンドウ内の）１つの入力信号サン
プルから計算された特徴量の各項目j（j＝1～k）についての値をzjとし、単位空間と同様
に単位空間の各項目データの平均（mj:m1～mk）を説明変数にし、観測信号空間のサンプ
ル（zj：z1～zk）を目的変数にして、標準ＳＮ比の概念に基づき次式を用いて傾きβ及び
誤差分散Veを算出する。
　　（２１）　L＝Σk

j=1(mj・zj)
　　　　　　　β＝L／r
　　　　　　　St＝Σk

j=1(zj・zj)
　　　　　　　Sβ＝L2／r
　　　　　　　Ve＝(St－Sβ)／(k-1)
　　　　　　　η＝Ve-1

　　　　　　　s＝Ve0.5

ここで、rは単位空間で求めた有効除数である。これにより、ベクトルWとして、
　　（２２）　WT＝[w1, w2]
　　　　　　　　w1＝β－βAV

　　　　　　　　w2＝s－sAV
を算出することができる。ここで、βAV及びsAVはそれぞれ、単位空間で計算されていた
同項目の平均である。このベクトルWiで表される判定対象の入力信号における、設計した
単位空間との離隔度合い（ＲＴ距離）Dは、次式
　　（２３）　D＝(0.5・WT・B・W)0.5

を用いて算出される。
【００９０】
　以上、図６及び７を用いて、単位空間設計部３２２及び離隔度合い算出部３２３は、品
質工学のタグチメソッドであるＭＴ法、ＭＴＡ法、Ｔ法及びＲＴ法のいずれを用いても、
「単位空間」及び「離隔度合い」を設計・算出することができることを示した。ちなみに
、ここでいう「単位空間」の設計（生成）とは、上述したように、相関行列の逆行列R-1

や、余因子行列B、さらには、単位空間（や信号空間）を構成するデータ群から求められ
る標準偏差σ、平均値m、傾きβや、ＳＮ比η等の値を算出することになっている。例え
ば、このような情報を予め記憶しておき、離隔度合いの算出に使用してもよい。
【００９１】
　また、これらの情報を予め記憶しておいて、適宜、離隔度合いを算出することも可能で
ある。以上のことから、「単位空間を設計（生成）する」とは、単位空間、すなわち入力
信号を比較する際の基準となるデータを特徴付ける量を生成・算出することと捉えること
ができる。
【００９２】
　次に、本発明の実施例として、口角上げに係る筋肉（大頬骨筋等）に起因する筋電信号
を、判定すべき生体信号とし、ＭＴ法を用いて単位空間の設計及び離隔度合いの算出を行
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い、生体信号発生の判定を行った結果を示す。
【００９３】
　図８は、ＭＴ法を用いた本発明による単位空間の設計及び離隔度合いの算出の一実施例
を示すグラフである。
【００９４】
　図８には、ＭＴ法を用いて３つの単位空間を設計し、判定対象入力信号において、これ
らの単位空間からの離隔度合いをそれぞれ距離１、距離２及び距離３として算出した結果
が示されている。
【００９５】
　これらの３つの単位空間は、基準状態として、
（ａ）無表情状態及び口角上げ状態（を合わせた状態群）
（ｂ）無表情状態
（ｃ）口角上げ状態
を設定した上で、それぞれの状態で観測される入力信号から特徴量化したデータサンプル
群から単位空間を設計したものである。ここで、ＭＴ法における、上記（ａ）状態の異常
状態は、ノイズの混入した状態であると捉えることができ、上記（ｂ）状態の異常状態は
、口角上げ状態又はノイズ混入状態であると捉えることができ、上記（ｃ）状態の異常状
態は、無表情状態又はノイズ混入状態であると捉えることができる。
【００９６】
　図８のグラフは、判定対象入力信号サンプルについて、これらの単位空間（ａ）、（ｂ
）及び（ｃ）からの離隔度合いを、それぞれ距離１、距離２及び距離３として上式（３）
（MD＝k-1・VT・R-1・V）を用いて算出した結果となっている。
【００９７】
　ここで、距離１は無表情状態及び口角上げ状態（を合わせた状態群）を基準としており
、それ以外の（すなわち想定していない）ノイズの発生のみに反応する量となっている。
また、距離２は無表情状態を基準としており、無表情状態以外の場合、すなわちノイズの
発生か、又は口角上げの状態かに反応する量となっている。さらに、距離３は口角上げ状
態を基準としており、口角上げ状態以外の場合、すなわち無表情の状態か、又はノイズの
発生に反応する量となっている。そこで、口角上げ状態か否か（口角上げに係る筋電信号
発生の有無）を判定するべく、口角上げに反応する距離２から、口角上げ時に反応しない
距離１を差し引いた量、すなわち、次式
　　（２４）　（判定用距離）＝(距離２)－(距離１)
を採用し、この判定用距離を用いて判定を行うことが可能である。しかしながら、さらに
、口角上げ状態でないものを当該状態であると誤判定する状況をより確実に排除するため
、無表情又はノイズに反応する距離３を用い、判定用距離として次式
　　（２５）　（判定用距離）＝(距離２)－(距離1)－(距離３)
を採用することがより好ましい。これにより判定精度がより向上することは、後に図９及
び図１２の実施例を用いて示される。
【００９８】
　なお、単位空間設計用の信号サンプルや、判定対象信号サンプルから生成する特徴量（
項目）の設定の仕方によっても、口角上げ状態か否かの判定結果の精度が大きな影響を受
けることが本願発明者等によって確認されている。この確認実験の結果も、後に図９～１
１の実施例を用いて示される。
【００９９】
　図３に戻って、信号発生判定部３２４は、上述したように、算出された離隔度合い（上
記の例では距離１、距離２及び距離３）に基づいて、判定対象の入力信号における生体信
号（ここでは口角上げに係る筋電信号）の発生を判定する。
【０１００】
　ここで、好適な実施形態（上式（２５））として、信号発生判定部３２４は、
（ａ）生体信号が発生していない基準状態に係る単位空間からの離隔度合いから、
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（ｂ）生体信号が発生した状態及び生体信号が発生していない状態を合わせた基準状態に
係る単位空間からの離隔度合いと、
（ｃ）生体信号が発生した基準状態に係る単位空間からの離隔度合いと
を差し引いた量に基づいて、生体信号の発生を判定することができる。
【０１０１】
　ちなみに、その有無を判定すべき生体信号が２種、例えば口角上げの筋電信号及び食い
縛りの筋電信号、又はそれ以上設定される場合、基準状態としては、例えば（ａ）口角上
げ状態、（ｂ）食い縛り状態、（ｃ）無表情状態、（ｄ）口角上げ状態及び無表情状態を
合わせた状態、並びに（ｅ）食い縛り状態及び無表情状態を合わせた状態、といったよう
に、それらの生体信号発生状態と無発生状態との組合せを含む複数の状態が設定可能とな
る。また、この場合、それらの複数の基準状態に対応した複数の単位空間が設計され、さ
らに、それらの複数の単位空間からの複数の離隔度合いが算出されるのである。
【０１０２】
　図９、図１０及び図１１は、ＭＴ法を用いた本発明による判定用距離算出及び信号発生
判定処理の実施例を示すグラフである。
【０１０３】
　ここで、図９、図１０及び図１１の実施例では、特徴量（項目）としてそれぞれ、
　　｛(振幅の標準偏差), (振幅のゼロクロス数)｝、
　　｛(振幅加速度の標準偏差), (振幅加速度のゼロクロス数)｝、及び
　　｛(振幅の標準偏差), (振幅のゼロクロス数), (振幅加速度の標準偏差), (振幅加速
度のゼロクロス数)｝
を採用している。
【０１０４】
　ここで、ウィンドウ分割されてＳＭＡフィルタ処理を施された信号やノイズは、振幅が
ゼロラインを中心にしてプラス及びマイナス方向へ変化することによって、例えば図５（
Ｂ１）に示すように、山型や谷型の波が幾重にも重なって連続した波形を示す。このよう
な振幅の波形において、上記の「振幅のゼロクロス数」は、離散振幅値の変化の軌跡が分
析ウィンドウ内においてゼロラインと交差した回数のことである。また、上記の「振幅の
標準偏差」は、分析ウィンドウ内における離散振幅値について算出される標準偏差となる
。さらに、上記の「振幅加速度のゼロクロス数」及び「振幅加速度の標準偏差」について
も、振幅加速度の波形（離散振幅加速度値の変化の軌跡）において同様に定義される。
【０１０５】
　これらの実施例の各々について、上記の３つの単位空間（ａ）～（ｃ）を設計し、それ
ぞれに対応する距離１～３を算出して、上式（２５）の判定用距離（＝(距離２)－(距離1
)－(距離３)）を算出した結果が、図９～１１のグラフとなっている。なお、いずれの実
施例においても、入力信号サンプルは、ＳＭＡフィルタ処理後のサンプルであり、また、
各図に示したように、無表情状態が正解であるサンプル群と、口角上げ状態が正解である
サンプル群と、無表情状態又はノイズ発生が正解であるサンプル群とがこの順で時間的に
並んだものとなっている。
【０１０６】
　これらのグラフにおいては、判定用距離が所定閾値よりも大きい（サンプル・インデッ
クスの）サンプルにおいて、口角上げ（に係る筋電信号）が発生したと判定している。ち
なみに、ＭＴ法の特徴として、単位空間からの距離は単位空間を設計した際の項目数を自
由度とするχ２乗分布を示すことが知られている。そこで、図９～１１の実施例では、上
記の判定用の所定閾値として、用いる項目数（２又は４）を自由度とするχ２乗分布にお
ける外側５％の位置を採用している。
【０１０７】
　具体的に、図９の実施例では、口角上げであるとの判定が正しいサンプル・インデック
ス区間における判定精度を表す正判定率（当該区間の全サンプル数に対する口角上げ判定
されたサンプル数の割合）が８５.１％であって、図１０の実施例での正判定率（７７.６
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％）及び図１０の実施例での正判定率（８３.６％）と比較してより良好な結果となって
いる。ちなみに、この区間以外の区間で口角上げとの誤判定を行う誤判定率は、いずれの
実施例でも０.０％及び２％台であって、同程度に低い値となっている。したがって、こ
の場合、特徴量としては、図９の実施例で採用された
　　｛(振幅の標準偏差), (振幅のゼロクロス数)｝
が最も好適であることが理解される。もちろん、その他の（図１０や図１１で採用された
）特徴量をもってしても十分に高い判定精度が得られることは上述した通りである。
【０１０８】
　　図１２は、ＭＴ法を用いた本発明による判定用距離算出及び信号発生判定処理の他の
実施例を示すグラフである。
【０１０９】
　図１２に示した実施例は、図９に示した実施例と比較して、判定用距離として距離３、
すなわち、
　　（２６）　（判定用距離）＝(距離３)
を採用しているが、この点以外は、特徴量の設定を含めて同様の条件で判定を行っている
。
【０１１０】
　また、本実施例では、判定に用いる所定閾値として、
（ａ）χ２乗分布における外側５％の位置、
（ｂ）χ２乗分布における外側５％の位置から見て０.３ポイントだけ低い位置、及び
（ｃ）χ２乗分布における外側５％の位置から見て０.８ポイントだけ低い位置
の各々を用い、判定用距離が当該所定閾値未満となった（サンプル・インデックスの）サ
ンプルにおいて、口角上げ（に係る筋電信号）が発生したと判定している。
【０１１１】
　ここで、上記の所定閾値（ａ）を採用した場合、口角上げとの判定が正しいサンプル・
インデックス区間における正判定率は、９３.３％となり非常に良好ではあるが、一方で
、無表情又はノイズ発生との判定が正しい区間で口角上げとの誤判定を行う誤判定率は、
１８.２％であって非常に高くなってしまう。また、これより低い所定閾値（ｂ）を採用
した場合でも、正判定率（８５.１％）は図９の実施例と同等となるが、誤判定率が５.５
％であって、なお高い値になってしまう。
【０１１２】
　さらに、より低い所定閾値（ｃ）を採用した場合には、誤判定率は２.６％であり、図
９の実施例と同等の低い値となるが、一方で、正判定率は６７.２％まで低下してしまう
。したがって、判定用距離として距離３を採用することは十分に可能であって高い判定精
度を実現できるように調整可能ではあるが、やはり、判定用距離としては、図９の実施例
（上式（２５））のように、(距離２)－(距離1)－(距離３)を採用することがより好まし
いことが理解される。
【０１１３】
　以上、ＭＴ法による生体信号発生の判定処理の実施例について説明したが、本願発明者
等は、さらに、
（ａ）ＭＴＡ法を用い、上式（１１ａ）によって算出した離隔度合いを用いた判定処理、
（ｂ）Ｔ法を用い、上式（１４）によって算出した離隔度合いを用いた判定処理、及び
（ｃ）ＲＴ法を用い、上式（２３）によって算出した離隔度合いを用いた判定処理
のいずれをも実施した。
【０１１４】
　ここで、ＲＴ法を用いた上記実施例（ｃ）では、以上に説明したＭＴ法と同様、上述し
た３つの単位空間（ａ）～（ｃ）を設計し、対応する３つの距離（離隔度合い）によって
判定を行った。これに対し、ＭＴＡ法を用いた上記実施例（ａ）、及びＴ法を用いた上記
実施例（ｂ）では、無表情状態を基準状態として単位空間を設計し、さらに、口角上げの
状態に係る信号空間を設計して判定を行った。
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【０１１５】
　その結果、最も判定精度の高い結果となったのが上述したＭＴ法による判定であった。
また、このＭＴ法の結果と同程度の判定精度が得られたのが、ＭＴＡ法による判定であっ
た。一方、Ｔ法及びＲＴ法による判定精度は、これらに次ぐ高さであることが分かった。
このような実験結果から、ＭＴ法を用い、上述した３つの単位空間（ａ）～（ｃ）を設計
して、対応する３つの距離（離隔度合い）によって判定を行う手法が、判定精度の点でよ
り優れていることが理解される。
【０１１６】
　図３（Ｂ）に戻って、生体信号計数部３３は、信号判定部３２（信号発生判定部３２４
）において判定対象の生体信号が発生したと判定したその判定回数を計数する。判定対象
が大頬骨筋等の口角を上げる筋肉に起因する筋電信号である場合は、ユーザが「笑み（微
笑）」状態にあると判定された回数がカウントされることになる。また、変更態様として
、生体信号における「離隔度合い」のヒステリシスを勘案して当該回数をカウントするこ
とも好ましい。この場合、生体信号計数部３３は、信号判定部３２で当該生体信号が発生
したと判定された場合において、当該生体信号における離隔度合いが所定のヒステリシス
を示した際に回数のカウントを行ってもよい。
【０１１７】
　図１３は、生体信号計数部３３における離隔度合いのヒステリシスを勘案した生体信号
計数処理を説明するためのグラフである。
【０１１８】
　図１３のグラフでは、「笑み」に係る判定を行った時刻毎の判定用距離（＝(距離２)－
(距離1)－(距離３)）の推移が折れ線で示されている。同グラフでは、２つのノイズ判定
期間（「笑み」状態ではないとの判定がなされた期間）に挟まれる形で、「笑み」判定期
間（「笑み」状態であるとの判定がなされた期間）が存在している。
【０１１９】
　生体信号計数部３３は、この「笑み」判定期間において、
（ａ）判定用距離（の推移を示す折れ線）が閾値Thhのラインを下（距離の小さい方）か
ら横切って上（距離の大きい方）に向かう点（丸印）をカウント開始点とし、
（ｂ）判定用距離（の推移を示す折れ線）が閾値Thl（＜Thh）のラインを上（距離の大き
い方）から横切って下（距離の小さい方）に向かう点（三角印）をカウント終了点として
、
これらのカウント開始点とそれに次ぐカウント終了点との組毎に１だけカウントを増分す
る。図１３の実施例では、この組が４つ存在しているので、これらの４つの組がグラフに
現出した（グラフで決定された）段階で、「笑み」の回数が４回であるとカウントされる
ことになる。
【０１２０】
　さらに、生体信号計数部３３は、カウント開始点を決定してから所定の時間閾値Tmaxだ
け時間が経過してもカウント終了点が現出しない（決定されない）場合、このカウント開
始点からその時点までで1回をカウントした上で、この時間閾値Tmax経過後は、判定用距
離が閾値Thlを下回るまでノイズ判定期間とする。したがって、図１３の実施例では、結
局、この「笑み」判定期間における「笑み」の回数は５回であるとカウントされることに
なる。
【０１２１】
　図１４は、生体信号計数部３３における離隔度合いのヒステリシスを勘案した生体信号
計数処理の一実施例を示すグラフである。
【０１２２】
　図１４には、図９に示した実施例における判定用距離（＝(距離２)－(距離1)－(距離３
)）の推移が示されている。本実施例では、この判定用距離におけるヒステリシスを用い
て、口角上げ（笑み）の回数をカウントしている。ここで、閾値Thhは、図９の閾値より
も外側となるχ２乗分布の外側１％の位置であり、一方、閾値Thlは、（判定用距離）＝
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０の位置となっている。
【０１２３】
　このようなヒステリシスを考慮した判定の結果、ノイズを口角上げとする誤判定が若干
増えてはいるものの、口角上げ（笑み）との正判定の精度（正判定率）が９１.８％に達
し、図９の実施例に比べて＋６.７％向上した。
【０１２４】
　以上説明したように、離隔度合いのヒステリシスを勘案して回数のカウントを行うこと
によって、判定精度の向上を期することができる。また、意に反して回数カウントが進ん
でしまうチャタリング現象も軽減可能となるのである。なお当然に、チャタリングを回避
すべく離隔度合いを考慮する実施形態は、以上に述べたものに限定されるものではない。
例えば、離隔度合いのヒステリシスの代わりに、「笑み」判定期間における離隔度合い又
は信号強度の総和を筋肉活動量として採用し、この筋肉活動量に応じてカウントを行うこ
とも可能である。
【０１２５】
　なお、生体信号計数部３３は、算出された離隔度合い及び判定用距離や、信号判定部３
２での判定結果、さらには、上述したような計数（カウント）処理結果を、時系列情報と
して記憶（バッファリング）することも好ましい。このように離隔度合い（判定用距離）
もバッファリングすることによって、前後の判定結果も勘案して、対象とする生体信号の
発生の判定をより確実に行うことが可能になる。例えば、前後の一定サンプル数の区間に
おいて口角上げの判定がなされていて、一時的に（例えば１サンプルだけ）口角上げでは
ないと判定された場合、これを口角上げであると判定し直すことも可能となる。
【０１２６】
　また、算出される離隔度合いとは直接的には関係しない信号強度を、信号強度算出部３
３ａで算出し、同様にバッファリングすることも好ましい。「微笑」と判定した区間の信
号強度を記憶しておくこともできる。この信号強度の大きさ又はヒステリシスに基づいて
判定回数をカウントすることも可能である。なお、この信号強度は、公知の種々の方法に
よって算出可能であるが、例えば信号振幅（電圧）の二乗平均に基づく一般的なパワー計
算式で算出されてもよい。
【０１２７】
　さらに、これらの情報をログとして記録してもよく、これらの情報を、信号インタフェ
ースを介し（好ましくはデジタル情報として）、携帯端末２等の外部の情報処理装置に送
信して活用させてもよい。また、これらの情報を（例えば携帯端末２の）ディスプレイに
表示させることも好ましい。この際、単位時間（１時間や１日等）当たりの信号発生回数
（例えば「笑み」の起こった回数）や生体活動量（例えば「笑み」に係る筋肉の収縮活動
の量）に換算して表示してもよく、時系列のグラフとして表示することも好ましい。
【０１２８】
［生体信号処理システムの他形態］
　図１５は、本発明による生体信号処理システムの更なる他の実施形態における機能構成
を示す機能ブロック図である。
【０１２９】
　図１５によれば、本実施形態の生体信号処理システムは、
（ａ）生体信号に係る周波数と主ノイズに係る周波数との間に遮断周波数を設定し、主ノ
イズに係る周波数を含む遮断帯域によるフィルタ処理を入力信号に施すフィルタ処理部３
１を有するヘッドフォン１と、
（ｂ）フィルタ処理を施された入力信号を処理する（図３（Ｂ）に示したものと同等の）
信号判定部３２を備えた携帯端末２と
を備えている。なお、本実施形態では、携帯端末２は、生体信号計数部３３及びＡＰ処理
部２１も有している。
【０１３０】
　このように、本実施形態では、フィルタ処理部３１を、生体信号の測定に係るモバイル



(25) JP 6695817 B2 2020.5.20

10

20

30

40

50

デバイスに持たせ、一方、このフィルタ処理後の情報を、信号判定部３２を備えたユーザ
端末に送信して、当該ユーザ端末で生体信号判定処理を行うのである。これにより、ヘッ
ドフォン１等のモバイルデバイスにおける処理計算量が低減可能となるので、当該モバイ
ルデバイスへの実装を容易にすることができる。また、測定された生体信号をモバイルデ
バイス側で予めフィルタ処理するので、携帯端末２等のユーザ端末へ送信する処理信号デ
ータ量を低減させることも可能となるのである。
【０１３１】
　さらに、フィルタ処理部３１においてＳＭＡによるＬＰＦを採用する場合、高い周波数
成分は不要になるので、サンプリング周波数を間引くデシメーションフィルタを用いて、
通信するデータ量をより低減させることも可能となる。この際、例えば５サンプルを１つ
のサンプルにして、周波数を102.4（＝512／5）Hzに落としてもよい。
【０１３２】
［生体信号処理方法］
　図１６は、本発明による生体信号処理方法の一実施形態を概略的に示すフローチャート
である。ここで、本実施形態では、判定すべき生体信号は、大頬骨筋等の口角上げに係る
筋肉に起因する筋電信号となっている。
【０１３３】
（Ｓ１０１）最初に、信号変換部において、ヘッドフォン１の筋電センサからのセンサ出
力信号を、差動増幅しデジタル化した上でバッファに保存する。
（Ｓ１０２）信号変換部において、バッファに保存された時系列（離散サンプルの列）の
センサ出力信号に対し、ウィンドウ分割処理を行い、当該信号列をウィンドウに分割する
。
（Ｓ１０３）フィルタ処理部３１において、ウィンドウ毎に、ＳＭＡフィルタ処理を実行
する。
（Ｓ１０４）信号判定部３２において、フィルタ処理されたウィンドウ毎の判定対象の信
号について、予め設定された項目に係る特徴量を算出する。
【０１３４】
（Ｓ１０５）信号判定部３２において、算出された特徴量から、設定された基準状態に対
応させて予め設計された３つの単位空間からの離隔度合いを算出し、判定用距離（＝(距
離２)－(距離1)－(距離３)）を算出する。
（Ｓ１０６）信号判定部３２において、算出した判定用距離が、所定閾値を超えているか
否かを判定する。ここで、真の判定（判定用距離が所定閾値よりも大きいとの判定）が行
われた場合、ステップＳ１０７ａに移行する。
（Ｓ１０７ｂ）一方、ステップＳ１０６で偽の判定が行われた場合、判定対象の筋電信号
は発生していないと判定し、ステップＳ１０８に移行する。
【０１３５】
（Ｓ１０７ａ）信号判定部３２において、（ステップＳ１０６で真の判定が行われた場合
であるので）判定対象の筋電信号が発生したとの判定を行う。
（Ｓ１０８）ステップＳ１０７ａ及び１０７ｂで判定（決定）された対象筋電信号発生の
有無、及び判定用距離（のヒステリシス）に基づいて、対象生体現象である「笑み」の発
生した回数がカウントされる。
　ちなみに、上記のステップＳ１０３～Ｓ１０８のフローは、例えばウィンドウ毎に繰り
返され、ステップＳ１０８で順次カウント処理が進むことも好ましい。
【０１３６】
　以上詳細に説明したように、本発明によれば、一般に処理の容易でない微弱な信号であ
る生体信号を、ＦＦＴやウェーブレット変換等を利用した大きな計算量を必要とする信号
処理を用いずとも、確実に処理することができる。その結果、信号処理の計算量の増大を
抑制しつつ、検知対象である生体信号の発生をより精度良く判定することが可能となるの
である。
【０１３７】
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　これにより、例えば、生体信号として大頬骨筋等の口角上げに係る筋肉に起因する筋電
信号を判定対象とした場合、本発明を利用して「笑み」を定量的に計測し、例えばお笑い
電子コンテンツの面白さを、笑み回数や口角上げ活動量から定量化することができる。ま
た、ユーザの口角上げ動作をトリガとするユーザからのコマンド指示、例えばカメラのシ
ャッタ動作やズーミング等、さらには視聴中コンテンツのお気に入り登録等を実行可能に
する。さらには、「笑み」の定量計測を定常的に実施し、ユーザが健全な生活を送ってい
るのかどうかを定量化することも可能となる。
【０１３８】
　さらに、本発明は、上記の筋電信号以外にも様々な生体信号を特定し、その生体信号に
係る生体現象の発生を判定することもできる。したがって、これらの判定結果や発生回数
計測結果を、様々なタイプのコンテンツ等の評価、意志による生体現象のユーザインタフ
ェース化、さらには身体状態や感情・精神状態の定量化等に生かすことも可能にするので
ある。
【０１３９】
　以上に述べた本発明の種々の実施形態について、本発明の技術思想及び見地の範囲の種
々の変更、修正及び省略は、当業者によれば容易に行うことができる。前述の説明はあく
まで例であって、何ら制約しようとするものではない。本発明は、特許請求の範囲及びそ
の均等物として限定するものにのみ制約される。
【符号の説明】
【０１４０】
　１　ヘッドフォン
　１’　イヤホン
　２　携帯端末
　２１　ＡＰ処理部
　３　生体信号処理部
　３１　フィルタ処理部
　３１１　計算区間設定部
　３１２　処理実行部
　３２　信号判定部
　３２１　特徴量生成部
　３２２　単位空間設計部
　３２３　離隔度合い算出部
　３２４　信号発生判定部
　３３　生体信号計数部
　３３ａ　信号強度算出部



(27) JP 6695817 B2 2020.5.20

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(28) JP 6695817 B2 2020.5.20

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】

【図９】



(29) JP 6695817 B2 2020.5.20

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】 【図１４】



(30) JP 6695817 B2 2020.5.20

【図１５】 【図１６】



(31) JP 6695817 B2 2020.5.20

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２０１１－０１０７７５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１１－００５０２６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－１３９８６３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１７－０１８２３６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－３１６８２７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１７－０２９３２３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１１－１２９９９７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１２－１８５６５７（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２００３／０２３３１９８（ＵＳ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｂ　　　５／００－５／２２


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

