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 身の回りの電子機器の高機能化が進み，タブレット端末に用いられているタッチパネルのように一般の人でも直感

的に使うことのできるインタフェースの開発が進められてきた．一方で，このようなマンマシンインタフェースは，筋

萎縮性側索硬化症などの重度の身体障害者やディジタルデバインドと呼ばれる高齢者などには扱うことが難しいデバ

イスである場合が多い．そこで，新たなインタフェースとして注目されているのがブレインコンピュータインタフェー

ス(BCI: Brain Computer Interface)と呼ばれる脳波を用いたインタフェースである．本研究では SSVEP(steady state

 visual evoked potential)を使った BCI の研究を行った．SSVEP についての研究報告は様々あるが，提示する光刺激

の大きさやその輝度など，まだ不明な部分も多い．これらの特性を明らかにし，被験者ごとに最適な条件を設定するこ

とで BCIに使用される SSVEPの判別率を上げることに繋がると考えた．また，脳波測定は有線で行っており，BCIにお

いては使用者の行動を制限してしまうという問題がある．そこで，新たな BCI脳波測定システムを考案し，その性能を

明らかにした． 
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１．序論 

身の回りの電子機器の高機能化が進み，タブレット端末

に用いられているタッチパネルのように一般の人でも直

感的に使うことのできるインタフェースの開発が進めら

れてきた．一方で，このようなマンマシンインタフェース

は，筋萎縮性側索硬化症などの重度の身体障害者やディジ

タルバインドと呼ばれる高齢者などには扱うことが難し

いデバイスである場合が多い． 

そこで，新たなインタフェースとして注目されているの

がブレインコンピュータインタフェース(BCI：Brain   

Computer Interface)と呼ばれる脳波を用いたインタフェ

ースである．脳波とは，脳の微弱な電気活動を専用の電極

で測定した電位信号のことである．身体的な障害を持って

いる人に限らず，誰でも脳波は常に発生しているため，障

害者や健常者も簡単に扱うことのできるインタフェース

として広く研究されている． 

外部刺激により発生する脳波は事象関連電位と呼ばれ，

P300，運動想起，定常状態視覚誘発電位など様々な種類

が存在する．中でも我々が注目したのが定常状態視覚誘発

電位（SSVEP: Steady State Visual Evoked Potential）

を使ったインタフェースである．SSVEP とは，チェッカ

ーパターンを用いて視覚を刺激するパターンリバーサル

刺激という方法や，LED ライトなどを点滅させて視覚を

刺激するフラッシュ刺激によって誘発させる脳波のこと

である．点滅する光刺激と同じ周波数で脳波に現れるため，

フーリエ変換することによって簡単に確認することがで

きる．そのため，事前のトレーニングがほとんど必要無く，

脳波の測定方法が非侵襲であることから誰でも容易に使

うことのできるインタフェースとして広く研究が進めら

れている 1-2)． 

パターンリバーサル刺激を用いた BCI の研究をいくつ

か挙げると，拡張現実による SSVEP の誘発を検証した研

究 1)，SSVEP を使った車椅子の制御の研究 2)などがある．

これらの研究を含めた SSVEP を用いた BCI の研究にお

ける課題点として，SSVEP 誘発に使用されるパターンリ

バーサル刺激の詳しい特性が充分に明らかになっていな

いこと，有線の測定によって被験者の自由度が低下してし

まうことなどが挙げられる．SSVEP の特性の必要性とし

て，SSVEP の誘発電位の大きさが BCI の判別率に影響す

る．BCI に使われる SSVEP の誘発電位の大きさは輝度や

コントラストなどの刺激の強度によって左右され，これら

のパラメータの違いによってSSVEPの誘発は大きく変化

する．例えば，低頻度の刺激においてはコントラストによ

る影響を強くうけるが，色の違いによる影響はほとんど受
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けないなどの特性が明らかになっている 3)．しかし，輝度

や刺激に使用するチェッカーパターンの大きさなどにつ

いての詳しい研究は行われておらず，SSVEP を使った B

CI の研究報告でもそれらのパラメータについては詳しく

明記されていない場合が多い．また，SSVEP の測定は基

本的に有線による脳波測定の方法が用いられる場合がほ

とんどであり，先に述べた 2 つの研究も有線による測定で

SSVEP の計測を行っている．有線での測定は信頼性の高

いデータを得ることができるが，測定場所が固定されてし

まうという問題点がある．そのため装置はできるだけ小規

模で，配線は全く無いという測定システムが汎用のインタ

フェースとして好ましい． 

 そこで，本研究では BCI に使用する SSVEP の判別率

を上げることを目的として，SSVEP を誘発させる際の光

刺激の大きさの違いによる視界依存性，及び光刺激を提示

する画面の輝度の違いによる特性を明らかにした．また，

実際に現実世界で使用するインタフェースを想定した４

クラスの判別実験も行った．そして，被験者ごとに光刺激

の大きさと輝度の最適値を設定し，SSVEP の判別率を上

げることができることを示した．更に SSVEP を使用した

BCI の問題点である有線による脳波計測を，無線での脳波

測定に変えて BCI の自由度の改善を行った．その際，光

刺激の提示方法も変える必要があるためスマートグラス

を用いた．その結果，有線での測定よりは SSVEP の強度

が落ちるが，判別を行うには十分の強度で誘発させること

ができた． 

 

２．概要 
2.1 脳波  

脳を構成する神経細胞（ニューロン）は，刺激が入力さ

れると活動電位を発生させ，他の細胞へと電気信号を伝達

する．この時細胞が発する微弱な電気活動を,電極を使っ

て測定した信号が脳波である．脳波は，自発脳波と誘発脳

波に分けることができる 4)． 

自発脳波とは，何もせずとも常に発生している脳波のこ

とである．周波数によって呼び方があり，1~3Hz をデル

タ波，4~7Hz をシータ波，8~13Hz をアルファ波，14Hz

以上をベータ波と呼んでいる．周波数は活動状態によって

変化し，一般の健常者は覚醒時の安静時や閉眼時にはアル

ファ波が多く発生し，精神的活動すなわち注意を向けたり

集中したりするときにはベータ波が増加する．また，覚醒

状態から睡眠状態に入る傾眠時にはシータ波が増加し，深

い睡眠状態に入ると自発脳波は 50％以上をデルタ波が占

めるといわれている． 

 次に誘発脳波とは，なんらかの外部からの刺激によって

誘発される脳波のことである．誘発脳波は内因性誘発脳波

と外因性誘発脳波に分けることができる．内因性誘発脳波

とは，実験課題を被験者が能動的に処理を行う際に発生す

る脳波である．P300 や，運動想起などがこれに含まれる． 

図-1 定常状態視覚誘発電位（SSVEP） 

 

外因性誘発脳波とは，被験者に対して感覚刺激が与えられ

た時に受動的に脳が処理を行う際に発生する脳波である． 

これには，光を見た時に発生するのが視覚誘発電位，音を

聴いたときに発生するのが聴覚誘発電位，なにかに触れた

り触れられたりしたときに発生する体性感覚誘発電位が

ある． 

2.2 BCI   

脳波はこれまで，医学での臨床応用などで利用されるこ

とが主であり，てんかんなどの診断や治療で役立ってきた．

一方で，脳波を信号としてコンピュータに入力することで

ヒトと機械間の通信手段に利用しようとする研究が行わ

れている．脳波を使用したインタフェースということで，

これをブレインコンピュータインタフェース（BCI）と呼

んでいる．問題点として健常者であっても脳波に個人差が

あり，汎用的な BCI のシステムを作ることは難しいこと

や BCI の種類によっては訓練が必要なものもあることが

挙げられる．BCI の分類は，視覚や聴覚に提示される情報

への注意・非注意によるもの 5)，動作イメージによる自発

脳波の変化を利用したもの 6)，刺激の周波数に対応した誘

発脳波の変化を利用したものなどがある．本研究では，刺

激の周波数に対応した誘発脳波の変化を利用した BCI に

使用される，SSVEP についての研究を行っている．SSV

EPを用いたBCIの利点としては誘発が他の脳波よりも比

較的ロバストである点，事前訓練が必要ない点などが挙げ

られ，簡単に入力操作を行うことができる． 

2.3 定常状態視覚誘発電位   

誘発脳波のうち，視覚を刺激したときに誘発される電位

のことを視覚誘発電位(VEP: Visual Evoked Potential)

という．VEP の潜時は 300ms である．視覚刺激が 300m

s よりも短い間隔で与えられた場合，視覚誘発電位が発生

している間に再び視覚誘発電位が発生し，視覚刺激と同じ

周波数で誘発される．これを定常状態視覚誘発電位(SSV

EP)と呼ぶ．また，提示した視覚刺激の整数倍の周波数で

も同様にして SSVEP の高調波が誘発される．例えば 6Hz

で点滅する光刺激を注視した場合，図-1 に示すように基本

周波数の 6Hz に加え 12Hz，18Hz，24Hz という基本周波
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数(6Hz)の整数倍の高調波も誘発される．VEP の振幅は小

さいため，刺激を複数回与えそれらの脳波を加算平均しな

ければ確認することは難しい．しかし SSVEP ではこれが

必要無く，測定した脳波をフーリエ変換するだけで簡単に

確認することができる．また，視覚刺激への集中度を高め

ることで刺激に対する位相同期度及び振幅の大きさが増

加する 7)．そのため，信頼性のあるデータを得るためには

静かな暗室などで行うことが望ましい．更に，潜時が 300

ms であることから 3.3Hz 以下の提示間隔では SSVEP は

誘発されない 8)． 

2.4 光刺激の種類   

SSVEP を誘発させる光刺激の種類はフラッシュ刺激と，

パターンリバーサル刺激の 2 種類がある．フラッシュ刺激

は LED やカメラのフラッシュのように一瞬だけ光る光源

を用いた刺激方法である．この方法は簡単に刺激を用意す

ることができるためよく用いられるが，個々人だけでなく

同一個体でも再現性に問題があることが分かっている 6)．

そこで，新たに考案されたのがパターンリバーサル刺激で

ある．パターンリバーサル刺激は白と黒のチェッカーパタ

ーンを交互に反転させることで刺激を与える方法である．

これは，網膜に与える刺激が単一の刺激よりもコントラス

トのある刺激のほうがニューロンを強く刺激することを

利用した刺激方法である．パターンリバーサル刺激がフラ

ッシュ刺激よりも優れている理由として，人間の網膜にあ

る神経節細胞の構造が関係している 8)． 

人間の神経節細胞は図-2 に示すように同心円状の受容

野をもっている．内側と外側で反応する刺激が異なり，明

るい光を照射した時に興奮応答する ON 領域と暗い光を

照射した時に興奮応答する OFF 領域が常に拮抗している．

中心に明るい光で刺激を与えた時に反応を示す細胞を O

N 中心型受容野といい，中心に暗い光を当てた時に反応を

示す細胞を OFF 中心型受容野という．これらの構造的特

徴からフラッシュ刺激による一様な刺激は，ON 領域の反

応と OFF 領域の反応とで打ち消し合ってしまい結果的

に反応は弱くなってしまう．パターンリバーサル刺激は 

図-3 のようにこれら 2 つの領域を刺激することができる

ため，フラッシュ刺激に比べ大きな反応を得ることができ

る． 

2.5 線形判別分析   

線形判別分析とはデータの分離度を最も大きくするよ

うな部分空間に特徴空間を変換する方法である．以下に 2

クラスの判別の原理を説明する． 

 クラスの変動を表す行列 Si を以下のように定義する．

miはクラスの平均，x は特徴ベクトル，N は全てのデータ

数である． 

次に式(1)からクラス内変動行列 SW とクラス間変動行列

SBを式(2),(3)のように定義する． 

ni は i 番目のデータ数，�̅�は特徴ベクトル全体の平均であ

る．ここで，d 次元特徴空間を 1 次元空間へ変換する行列

をAとすると変換後のSWとSBは式(4),(5)のようになる． 

線形判別の考え方はこのSW̃をなるべく小さくし，SB̃をな

るべく大きくするような変換行列 A を求めることにある．

クラス内変動，クラス間変動比を Js(A)とすると式(6)が得

られる． 

式(6)をラグランジュ未定乗数法で解くと式(7)が得られる． 

こうして求まる，A によって変換された特徴空間に識別の

ための判別関数を定めることで，2 つのクラスの境界を決

定することができる． 

 

 Si = ∑ (𝑥 − 𝑚𝑖)(𝑥 − 𝑚𝑖)𝑡

𝑁

𝑥∈𝑋𝑖

 (1) 

 𝑆𝑊 = ∑ ∑ (𝑥 − 𝑚𝑖)(𝑥 − 𝑚𝑖)𝑡

𝑥∈𝑋𝑖𝑖=1,2

 (2) 

 𝑆𝐵 = ∑ 𝑛𝑖(𝑚𝑖 − �̅�)(𝑚𝑖 − �̅�)𝑡

𝑖=1,2

 (3) 

 SW̃ = 𝑨𝑡𝑆𝑊𝑨 (4) 

 SB̃ = 𝑨𝑡𝑆B𝑨 (5) 

 JS(𝑨) =
𝑨𝑡𝑆B𝑨

𝑨𝑡𝑆𝑊𝑨
 (6) 

 A ∝ 𝑆𝑊
−1(𝑚1 − 𝑚1) (7) 

ON 領域 

OFF 領域 

図- 3 神経節細胞の受容野 

図-2 パターンリバーサル刺激と受容野の関係 
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３．実験概要 

 本研究では，脳波測定において 2 つの測定方法を用いて

いる．1 つは有線による測定方法で，信頼性の高いデータ

を得ることを目的として用いた．主に視角や輝度の違いに

よる SSVEP の特性を調べ，4 クラスの判別分析を行う際

の学習データを得るために使用した．もう 1 つは無線によ

る測定方法である．これは BCI として使用することを考

え，有線による配線を無くすことで自由度を高めた．無線

による測定では，電極の違いや，装置の性能の違いによっ

て，有線の測定に比べデータの信頼性がわずかに低くなる． 

3.1 有線脳波測定方法   

有線による脳波測定は図-4 に示すブロック図の方法で

測定を行った．被験者は電極を装着し，光刺激を観察する．

測定中は当研究室で作製したシールドルーム 9)に入り測

定を行った．このシールドルームは暗室の役割も果たして

おり，周囲の明るさの条件を一定にし，明暗の違いが SS

VEP に影響しないようしている．大きさは大人が一人入

れる程度の広さで，奥行きが 2m，高さが 2m，幅が 1m

となっている． シールドルームの前面には 0.6m 四方の

視覚提示用スクリーンを用意し，プロジェクターによって

被験者へ光刺激を提示した．シールドルーム内での表示機

器の使用はノイズ源となる可能性があるためである． 

また，人間の筋肉の運動によって発生するアーティファ

クトと呼ばれるノイズも SSVEP の誘発を妨げ，解析を困

難にする．例えば，眼球運動や唾を飲み込むなどの行為が

アーティファクトの発生要因である．測定中は，被験者に

できるだけ唾を飲み込んだり身体を動かしたりしないよ

うに注意を促しアーティファクトを抑えた． 

電極の位置は国際 10-20 法 10)に従い配置した．国際 10

-20 法とは，鼻根と後頭結節，及び左右耳介前点を計測し

それぞれの中点からCzを求め，鼻根(Nasion)と後頭結節(I

nion)の間，左右耳介前点の間を 10%，20%，20%，20%，

20%，10%に分割し図-5 のように電極を配置した方法であ

る．さらに電極数を増やした図-6 に示す拡張 10-20 法 11)

もある．有線脳波測定では，使用した電極は 2 つ，それぞ

れ O1，O2 に配置した．O1，O2 は視覚を司る後頭葉に位

置する．また，GND 電極と参照電極をそれぞれ電位の変

動が少ない場所を取るため，右耳朶と左耳朶に配置した． 

 電極によって得られる細胞の活動電位は非常に小さい

ため，この電位を 8ch 生体アンプで増幅し，増幅された信

号は， NATIONAL INSTRUMENTS 社製の A/D コンバ

ータ（USB6218）を計測制御用ソフトウェアである Lab-

view で制御して，アナログ信号からデジタル信号に変換

し，USB 経由で測定用パソコンのハードディスクに記録

した． 

 

図-6 拡張国際 10-20 法 11) 図-5 国際 10-20 法 

図-4 有線脳波測定の流れ 
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3.2 8ch生体アンプ 

 今回信号を増幅するのに，Melon-Technos 社製の 8ch

生体アンプを用いた．生体アンプには接続されたアクティ

ブ電極の信号が入力される．今回は 1ch と 2ch にそれぞ

れ O1,O2 の電極を装着した．生体アンプの出力は O1,O2

電極とリファレンスとの電位差であり，これが脳波として

データに記録される．また，生体アンプは増幅率，時定数，

ローパスフィルタを設定することができ，それぞれ 2000

倍，0.16s，100Hz に設定し測定を行った． 

3.3 無線脳波測定方法   

無線による脳波測定は Emotiv Epoc(Emotiv 社製)で行

った．無線通信インタフェースによって PC へ測定データ

の送信を行っている．Emotiv に使用される電極は測定を

行う電極 14 個，基準電極に使用される OMS，DRL と呼

ばれる電極 2 個の計 16 個であり，図-6 の赤丸で示した電

極を測定に用いる 11)．これらは，国際 10-20 法を多チャ

ンネルに対応させた拡張 10-20 法に基づいて配置されて

いる．装着時は有線での測定のように電極と頭皮の間に導

電性のジェルを塗布する必要がなく，生理食塩水で湿らせ

たコットンを使用する．そのため，被験者の不快感を抑え

ることができる．Emotiv によるサンプリングレートは 1

28Hz で，50Hz と 60Hz のノッチフィルタを持っている

ため，有効な帯域幅は 0.2 から 45Hz となっている． 

光刺激の提示媒体にはスマートグラスの moverio(BT-2

00,EPSON 製)を用いた．moverio は，レンズに映像を投

影することで現実の風景と映像を重ねあわせることがで

きる AR デバイスである．そのため，周囲の状況を把握し

ながら BCI の操作を行うことが可能である．光刺激は有

線の測定で使用した光刺激を動画にしたものを moverio

で再生した．動画はスクリーン上を撮影し動画にするソフ

ト amarecco12)を使用し作成した．また，moverio は mp4

の動画ファイルしか再生することができないため，撮影し

た動画ファイルの変換を行った．無線脳波測定の様子を図

-7 に示す．有線による測定に比べ簡易になり，配線による

行動の阻害が無いため自由に移動することができる． 

４．実験方法 

 本研究では大きく分けて 4 つの実験を行った．実験 1，

2 では，SSVEP 誘発の強度を上げることが BCI の判別率

を向上させるためのひとつの要因であると考え，光刺激に

使用するパターンリバーサル刺激の視角及び輝度の変化

による SSVEP の特性を明らかにする実験を行った．実験

3 では，実際に使用することを想定したインタフェースを

用いて，実験 1，2 の結果から最適な条件で光刺激を提示

したときの判別率の比較を行った．実験 4 では，有線によ

る測定の問題点である使用者の自由度の低下を改善する

ための測定システムを考案し，実際に SSVEP を測定及び

判別を行った． 

 

4.1 実験 1   

パターンリバーサル刺激に使用するチェッカーパター

ンの最適な格子サイズを明らかにすることを目的として，

格子サイズを変化させ脳波測定を行った．格子サイズの大

きさは視角を基準に設定した．視角の算出には式(8)を用

いた．被験者から提示刺激までの距離が D[m]，チェッカ

ーパターンの１マスの大きさが S[m]，v[分]が視角である． 

 v = 2tan−1
𝑆

2𝐷
× 60    [分] (8) 

スマートグラス 

無線脳波測定装置 

図-7 無線脳波測定の様子 

0.35m 

0.35m 

図- 8 チェッカーパターン 

図-9 光刺激のブロックダイアグラム

(LabVIEW) 
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提示刺激は v を 6 分から 486 分の間で変化させる．使用

した格子サイズは 11 種類で 6 分,12 分,20 分,24 分,42 分, 

54 分, 78 分,88 分,120 分, 252 分,486 分の大きさを用意

した．光刺激の大きさは，0.35m×0.35m である．実際に

使用したチェッカーパターンを図-8 に示す．これらの刺激

を 14Hz で点滅させ，10 秒間隔で v を 486 分から 6 分へ

連続的に変化させるプログラムを LabVIEW で作成した．

ブロックダイアグラムを図-9 に示す．周波数は自由に変更

することができ，点滅させる画像も任意に設定することが

可能である．また，疲労による影響で後半の刺激に対する

反応が鈍くなると考え，v を 6 分から 486 分へ変化させた

場合の測定も行った．更に，測定と測定の間には 1 分間の

ブレイクタイムを設けることで，長時間の測定でも被験者

に負担がかからないようにした． 測定は 1 人の被験者に

3 回試行した．協力していただいた被験者は，健常な 20

代の男性 14人，健常な 20代の女性 1人の計15人である．

  

4.1.1 実験結果   

視角を変化させたときの SSVEPの強度のSN比を算出

しグラフ化した．SN 比に使用した SSVEP の強度は，11

0 秒の長さのデータを 10 秒間隔で FFT を行った際の，基

本周波数である 14Hz±0.5Hz と第二高調波である 28Hz±

0.5 の範囲で最も大きい値を用いた．ノイズは SSVEP が

誘発される周波数とその高調波が現れる周波数の±1Hz の

範囲及び FFT 時の直流成分と交流電源の 60Hz を除いた

値を加算平均したものを使用した．FFT のサンプリング

周波数は 1024Hz,点数は 8193 点である． 15 人のうち 2

人のグラフを図-10 と図-11 に示す．縦軸が SSVEP の SN

比，横軸が視角となっている．また，チェッカーパターン

の格子サイズを視角 486 分から 6 分へ減らした時が ‘☓’

印のグラフ，6 分から 486 分へ増やした時が‘＋’印のグラ

フである．全員のデータをグラフにした結果，被験者によ

ってピークを持つ場所が異なり視角 24 分から 88 分の間

でピークをもつ被験者が 11 人と多くを占めていた．また，

2 つの折れ線に違いが少ないことから疲労による影響は

ほとんど無かった．また，図-11 の被験者 B の視角 24 分

と 88 分のときの FFT 後の波形を図-12 に示す．14Hz の

パワースペクトルを見ると，視角が変わるだけで大きく値

が変化しているということが分かった．次に，全員分の S

SVEP の強度を視角ごとに平均したグラフを図-13 に示す．

このグラフからも視角 24 分から 88 分の間でピークを持

っており，この値で最適値となる被験者が多いことがわか

図-10 SSVEP の視角依存性(被験者 A) 図-11 SSVEP の視角依存性(被験者 B) 

図-12 被験者 B による視角の違いによる SSVEP の比較 
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った．  

4.1.2 考察   

視覚を変化させて SSVEP の強度を調べた結果，中視角

側(24 分から 88 分の間)で SSVEP を強く誘発している被

験者が最も多いという傾向が見られた．この理由として低

視覚側では格子サイズが小さすぎると刺激が弱くなりそ

の結果SSVEPの誘発も弱くなったということが考えられ

る．また，高視角側では格子サイズが大きくなるため，受

容野を一様に刺激するフラッシュ刺激に近い刺激となる．

その結果，SSVEP の誘発が弱くなったことが考えられる．

これらが，中視角側で最も強い SSVEP を誘発する被験者

が多かった理由であると考えている． 

4.2 実験 2   

視角を変化させた時の SSVEP の測定と平行して，提示

刺激の輝度の変化による特性を調べた．使用した輝度は，

プロジェクターの最大輝度の 80%，50%，20%である．輝

度の値については，照度計を用いて測定した．それぞれ 8

0%(235lx)，50%(119lx)，20%(75lx)である．視角はそれ

ぞれの輝度で 486 分から 6 分へ変化させた．また，実験 3.

1と同様に vを 6分から 486分へ変化させた場合の測定も

行い，疲労によって SSVEP に影響が無いかを確認した．

輝度 50%のときが実験 3.1 に相当する．被験者は実験 1

と同じ 15 名である． 

4.2.1 実験結果   

輝度を変化させたときの被験者AのSSVEPの強度のデ

ータを図-14 に示す．また，SSVEP の強度を平均し，も

っとも強い反応を示した輝度を被験者ごとに調べた．グラ

フからは輝度の違いによって大きな傾向は見られないが，

平均をとると 75lx の時の輝度で強い反応を示している被

験者が多いという結果が得られた． 

4.2.2 考察    

輝度を変化させる実験を行った結果，輝度 75lx の時に

最も SSVEP が強く誘発した.75lx というのは実験に用い

た輝度の中で最も小さい値であった．これは，おそらく周

囲の明るさや提示刺激との距離，画面の大きさなどが影響

していると考えられる．脳波の測定は暗室内で行われてお

り，内部は外部からの光をほとんど遮断している．そのた

め画面は見やすく，輝度を上げる必要がなかった．また，

提示刺激から被験者までの距離は 1.2m であり，更に画面

は 0.6m×0.6m の大画面であったため，やはり輝度を上げ

る必要が無い環境であった．このように輝度が必要ない環

境では，輝度を上げても良いSSVEPを得ることはできず，

見やすい範囲で輝度を低く設定した方が強いSSVEPを誘

発させることができることが分かった．また，屋外での使

用を目的とした SSVEP の特性も得る必要があるため，屋

外での実験も行う必要がある． 

4.3 実験 3   

SSVEP の特性を調べる実験から得たデータを元に BCI

を使い比較検証を行った．使用した BCI は実際に生活の

中で使用することを想定して作成した．実際に使用したイ

ンタフェースを図-15 に示す．画面上に，点滅する光刺激

を四隅に 4 つ配置した．提示する刺激の大きさは 0.09m

四方の正方形，互いに 0.29m の間隔を開けて配置した．

光刺激にはチェッカーパターンの格子サイズ及び輝度を

最適値に設定した場合と,白と黒の単一模様を反転させた

フラッシュ刺激の場合を用いた．使用した周波数は関連研

究を参考にした 13)．その周波数特性を図-16 に示す．縦軸

が SSVEP の平均電力を Z 検定により評価した値である．

5.6Hz～15.3Hz の間で強く SSVEP が誘発されるという

結果から，10Hz ,11Hz ,13Hz ,15Hz の 4 つの周波数を

用いた．インタフェースの使用方法は，いずれかの周波数

で点滅する光刺激を注視する．その際光刺激と同じ周波数

の SSVEP が誘発されるため，そのときの SSVEP を判別

分析によってどの周波数に属するか判別を行った．この実

験には，視角の特性として v が 24 分から 88 分でピーク

を持つ被験者の中から健常な 20 代の男性 2 人，健常な 2

0 代の女性 1 人の計 3 人に協力していただいた． 

図-13 SSVEP の視角依存性(全被験者の平均) 

図-14 輝度を変化させたときの 

SSVEP 視角依存性(被験者 A) 
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測定はそれぞれの周波数につき 20回，計 80回行った．

注視時間は 10 秒，疲労による影響を抑えるために周波数

を変える度にブレイクタイムを１分間入れた．これをチェ

ッカーパターンの場合とフラッシュ刺激の場合で行った

ため 1 人の被験者につき 160 回の測定を行った．  

 また，判別分析には LDA を用いた 14)．特徴量は点滅周

波数の 10Hz，11Hz，13Hz，15Hz に加えて，それぞれの

周波数の第 2 高調波である 20Hz，22Hz，26Hz，30Hz

の合計 8 つを用いた．また，脳波測定データは被験者への

負担を考慮しなければならないため多くは得ることがで

きない．そのため，少ない学習データでも判別の性能を下

げないために交差確認法 15)を用いた．交差確認法とは，n

個のデータを k個に分割し，分割したうちの１つを評価用

データ，残りを学習データとして使い判別率を出す．これ

をすべてのデータに対して行い，各判別率の平均を学習デ

ータに対する評価とする方法である．これにより見かけ上，

元データの n-1 倍の件数の学習データを用いたことにな

り，少ない測定データでも正確な判別率を出すことができ

る．この実験では最も精度の高い，分割の要素数を１にす

る 1 つ抜き法により判別率を出した．  

4.3.1 実験結果   

インタフェースを用いて脳波測定を行い，判別分析を行

った結果を図-16 に示す．被験者ごとに判別率を出し，棒

グラフにした．左の棒グラフが輝度を 119lx，光刺激にフ

ラッシュ刺激を用いた場合の判別率，右の棒グラフが最適

な輝度と格子サイズに設定した時の判別率である．被験者

図-15 ４クラス BCI の提示 

図-18 スマートグラスを用いた 

   SSVEP 測定の判別率 

図-17 ４クラス BCI の被験者ごとの判別率 

図-16 周波数による SSVEP 特性 13) 
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ごとの，最適な視角は 24 分(被験者 B),42 分(被験者 C),78

分(被験者 D)，最適な輝度は 235lx(被験者 B)，75lx(被験

者 C)，235lx(被験者 D)であった．このグラフから，全て

の被験者で最適値に設定した時に判別率が上がることが

分かった． 

4.3.2 考察   

実際に BCI を用いて脳波測定を行った結果，視角を最

適値に設定することで全ての被験者で判別率が上がった．

これは，視角の違いによる SSVEP の強さが大きく関係し

ていると考えられる．図-13 にも示したように，視角が変

化するだけで SSVEP の値は 10 倍近くの差が出ることが

明らかになっている．このことから視角及び輝度の最適値

を設定することで，SSVEP をより強く誘発させることが

でき，それによって SSVEP の判別率を上げることができ

たと考えられる． 

4.4 実験 4   

有線脳波測定装置による問題点を解決する方法として，

無線脳波測定装置 Emotiv Epoc による測定方法を使い S

SVEP の測定を行った．SSVEP の測定方法としては，ス

マートグラスとして使用した moverio に 2 種類の異なる

周波数で点滅する光刺激を投影し，どちらかの刺激を注視

することで SSVEP を誘発させる．使用した周波数は左が

10Hz，右が 14Hz である．また光刺激の提示領域はなる

べく小さい方が好ましいため，提示領域の面積を変化させ

て測定を行った．提示領域の面積は 3.2cm2，7.1cm2，16.

8cm2の 3 種類を用意した．測定秒数は 1 回の測定につき

15 秒，これを安静時，歩行時，会話時に分けてそれぞれ 1

0 回行った．更に，O1，O2 のデータを学習データとして

線形判別を行い，それぞれの動作で判別率を比較した．学

習データの数は O1，O2 で 40 個使用し，交差確認法を用

い 1 つ抜き法で判別率を出した． 

4.4.1 実験結果  

 SSVEP の測定を行った結果，強度は有線の測定に比べ

小さくなるが問題なく判別を行うことができた Emotiv 

Epoc と moverio による測定の判別結果を図-18 に示す．S

SVEP 動作の中では安静時の測定が最も高い判別率を出

し，提示領域が最大の時 92.5%であった．サイズが小さく

なるにつれ判別率は低下し，提示領域最小の時 67.5%であ

った．また動作においては，安静時が最も高い判別率を記

録し，会話，歩行時には判別率が低下した． 

4.4.2 考察  

 無線脳波測定装置での測定では，光刺激の提示領域が小

さくなるにつれ判別率が下がり，会話および歩行時にも判

別率が下がった．これらの理由として，提示領域が小さく

なることで刺激の強さが下がったこと，動作や顔の筋肉の

動きによって脳波測定用電極の接触が影響を受けたこと

が考えられる．また，光刺激の提示にスマートグラスを用

いた場合の問題点として，刺激を提示できる領域が狭いこ

とが挙げられる．現在は 2 クラスで行っているが，BCI

として使用するには最低3,4クラスのインタフェースが必

要になり，視界を遮らないためにも 1 つ 1 つの刺激を小さ

くしなければならない．そのため，小さい光刺激でも SS

VEP を出す方法，または解析の方法を工夫し SSVEP の

誘発が小さくても判別率が高くなるように検討する必要

がある． 

  

５．結論 
 本研究では，視角と輝度の違いによる SSVEP の特性を

明らかにする実験，無線脳波測定装置による SSVEP の測

定を行った．実験の結果，以下のようなことが明らかにし

た． 

(1) . 視角 24 分から 88 分の間で SSVEP が最大になる傾

向をもつ被験者が 11 人と最も多かった 

(2) . 75lx の時に SSVEP の強度が最も高くなる傾向の被

験者が 10 人と最も多かった 

(3) . 視角及び輝度を最適値に設定し SSVEP の判別を行

うと全ての被験者で判別率を上げることができ，最

大で 12%改善した 

(4) . 無線でのSSVEPの測定は有線に比べるとSSVEP強

度が下がるが問題無く誘発させることができ，2 クラ

スでの動作ごとの判別では安静時の提示領域が最大

の時で 92.5%の判別率を得た 

(1)，(2)では視角及び輝度の変化による特性が明らかに

なった．更にこれらの結果から本研究の目的の 1 つである，

提示刺激の最適な条件を設定しSSVEPの判別率を向上さ

せることができるか確かめるために，4 クラスでの SSVE

P 測定を行った．その結果(3)のように判別率を改善するこ

とができた．また，有線脳波測定で問題点となる自由度の

低下を改善するために無線脳波測定装置でのSSVEPの測

定を行った．その結果，2 クラスの判別ができることを示

した． 

本研究の実験結果から，SSVEP を用いた BCI では，有

線および無線脳波測定装置を用いた測定システムでの使

用方法を構築した．更に，提示する光刺激の条件を個人に

よって最適値に設定することで，判別率を向上することが

できることを明らかした． 
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