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概要

脳卒中や心筋梗塞を含む心血管疾患はしばしば致命的であり，一命を取り留めたとしても
身体麻痺や慢性心不全などの重篤な後遺症を生じうる．心血管疾患のリスクは生活習慣の
改善によって低下させることができる．そのためには心血管機能を測定し，心血管疾患発症
のリスクを評価することが有効である．しかし，それらの測定は医療機関 での大がかりな装置
により行われたり，持ち運 びが不便な家庭 用の医療機器によって行われたりするために，日
常生活において手軽に測定されていない．そのため心血管疾患発症のリスク評価が医療機
関にかかった際にしか実施されずに生活習慣の改善につながっていない場合が多い．
一方 で，安価 なセンサーで簡便に健康状 態を測定できる光電容積 脈波が近年 注目され
ている．光電容積脈波は身体測定部に存在する血流量の変化を光で測定したものである．
光電容積 脈波 で測定 される波形は心拍によって生じ，血管を伝わって末梢に到達 したもの
である．そのため光 電容積脈 波の波形 には心血 管の状態や循環器 ・自律神 経の機能 を反
映しており，これらを測定する医療機器も発売されている．
本研究では，このような光電容積脈波の性質に着目し，光電容積脈波による心血管機能
の推定を目的とした．光電容積脈波から心血管機能を推定するためには，その特徴量抽出
の方法が重要であるため，特徴量抽出に関する 2 つの研究も実施した．特徴量に関する 1
つ目のテーマではモバイル機器での光電容積脈波の利用を想定し，サンプリング周波数の
低下による特徴量への影響を調べた．2 つ目のテーマでは 1 拍の光電容積脈波の波形その
ものを特徴量とする手法を提案した．これらの光電容積脈波の特徴抽出に関する研究による
知見を利用して，収縮期血圧と Cardio ankle vascular index の 2 種類の心血管機能を取り
上 げ，光 電容積脈 波との関係 性を解析 した．これらの結果 ，本研 究の方 法によって光電 容
積脈波から心血管機能を測定できる可能性を示すことができた．
簡便な心血管機能の測定は人々の健康増進につながる．本研究の成果はその実現に進
歩を与えるものである．

Abstract
Cardiovascular diseases, including stroke and myocardial infarction, are often fatal or can
result in serious sequelae, such as paralysis or chronic heart failure. The risk of cardiovascul ar
diseases can be reduced by improving people’s lifestyle. Currently, the risk assessment of
cardiovascular disease development is performed by measuring cardiovascular function.
However, these measurements are performed using large-scale equipment at medical
institutions and methods that cause discomfort.
Recently, photoplethysmography that can be easily measured with inexpensive sensors have
attracted attention. Photoplethysmogram is a measurement of the change in blood flow in the
body site using light. The waveform measured by the photoplethysmogrphy sensor is
generated by the heartbeat and travels through the blood vessels to reach the periphery.
Therefore, the waveform reflects the cardiovascular function.
In this study, we focused on the properties of the above photoplethysmogram and aimed at
estimating cardiovascular functions using the photoplethysmogram. In order to estimate the
cardiovascular function from the photoplethysmogram, it is important to extract the features.
Therefore, two studies on feature extraction were conducted. In the first theme on features,
we assumed the use of photoplethysmograms on mobile devices, and examined the effect of
the decrease in sampling frequency on feature values. In the second theme on features, a
method was proposed in which the entire one beat photoplethysmographic waveform was used
as a feature, and its properties were examined. We selected systolic blood pressure and Cardio
ankle vascular index as the target cardiovascular functions and estimated them.
The results of this study will contribute to the advancement of simple and easy measurement
of cardiovascular function and contribute to the improvement of human health.
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第 1 章 序論

1.1 研究背景
World health organization の報告によると，2017 年の全世界の死因の約 70%が生活習
慣病と関係する病気 であると推 計されている[1]．生 活習慣 病は非感 染性疾 患とも呼 ばれ，
致 死的 なものとしては，がん，重度 の糖 尿病 ，心 血管 疾患 ，慢性 閉塞 性肺 疾患が含まれる．
一般的に，生活習慣病は時間をかけて進行し，最終的に重大な疾患に至る場合が多い[1]．
日常的に自らの心身の健康状態を把握することにより健康への意 識が芽生え，飲食，運動 ，
喫 煙などの生 活習 慣の改 善により生活 習慣 病の予防 または進行 の防 止が期 待できる [2,3]．
体温，体重，血圧などの生体情 報が健康状態を反 映することはよく知られている．現代では
測定できる生 体情報の種 類は数多くあるが，それぞれの生体情報の有用性においては，そ
の生体情報が重大な疾患の信頼性のあるリスク指標となりうるかが重要である．
生 活習 慣病の中 でも心血 管疾 患はしばしば致命 的であり，死亡に至らなくても重 篤な後
遺 症 で生活 の質が著 しく低 下することも多 い．そのため，心血管 疾患の予防という観点から，
心 血 管 機 能 を測 定 することは重 要 である．心 血 管 機 能 の測 定 または評 価 には血 圧 ，心 電
図，PWV，血液検査などがあり，これらの方法は長年の研究によってリスク指標としてのエビ
デンスと，信頼性の高い測定方法が確立されている．
しかしながら，心 血 管 機 能の測 定 には医 療 機 関の大 がかりな装 置 が必 要 であったり，採
血の侵襲性から日常で頻繁にこれらの測定をおこなうことは現実的 でない．しかも，これらの
測 定 には資 格を持った医 療 従事 者 が対 応 する必要 があり，手 軽に測 定 することが難 しい．
特に，少子高齢化が進行 している日本においては，医療従事者の不足かつ心血管疾 患患
者 数 の増 大 が生 じているため，医 療 機 関は顕 著 に混 雑 している状 況 である．また，精 度 の
良 い家 庭用 機 器が普 及しているカフ式血 圧測 定においても，カフの圧 迫による不快 感 ，連
続血圧モニタリングができないなど日常の測定においては欠点がある．
一方で，近年 心身の健康状態を把握するために生 体情報センサーを搭載したスマートフ
ォンやスマートウォッチなどのモバイル機器 の利 用が急 速 に拡大 している [4-10]．このような
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モバイル機器を利用した生体情報の測定および管理 の技術はモバイルヘルス[11]と呼ばれ，
多 くのスマートフォンアプリケーションが開 発 されるなど注 目 を集 めている [5,6]．モバイル機
器 によって測 定された生 体情 報は，利 用者 自 身の健 康 管理 だけでなく，多 くの利用 者から
収集した生体情報のビッグデータとしての活用も期待されている[12,13]．
モバイル機 器 で測 定 できる生 体 情 報 の中 で，特 に有 用 なものに光 電 容 積 脈 波
(photoplethysmogram，PPG)がある[14,15]．PPG は，測定部の皮膚を通して生体組織に存
在する血液量の変化を光で測定した信号である．そのため，PPG は心拍及びその脈動が伝
わり拡張収縮した血管の情報，すなわち心血管機能を反映する．PPG センサーは小型で，
指 先 ，手 首など測 定 部位 の自由 度が高 い．また非侵 襲 で測 定の違 和感 が小 さく，スマート
ウォッチでは装着したまま長時間の測定も可能である．
つまり，PPG を利用して心血管機能の測定することができれば，従 来の心血管機能測定
の不便さが解消され，日常的な測定が可能となり人々の健康増進につながると考えられる．
そこで，本研究の目的 を PPG によって心血管機能を推定 することとする．PPG と心血管
機 能の関連についての研 究はかねてより数多 くおこなわれてきた．それらの研究 では， PPG
から心血管機能を推定するために PPG を定量化する波形特徴量が提案された．本研究に
おいても，PPG の波形特徴量が重要と考え，これについての 2 つのテーマの研究がおこな
われる． PPG で推定する心血管機能として，リスク指標としてエビデンスがある収縮期血圧
[16]と心臓足首血管指数 (cardio ankle vascular index，CAVI)[17]による血管年齢を選択し
た．

1.2 本論文の研究テーマ

1.2.1 PPG のサンプリング周波数が波形特徴量の値に及ぼす影響の評価
モバイル機器における PPG の利用例としては，心拍数の測定や HRV による自律神経の
評価がある．これらの測定では，心電図(electrocardiogram，ECG)の R-R 間隔[18,19]に対
応した Pulse Interval (PI)が用いられる．PI は PPG の各拍の谷と谷の間隔であり，その決定
には 1 拍 PPG 波形の詳細な形状を必要としない．PI を利用した心拍数や自律神経機能に
関係する特徴量は，比較的低いサンプリング周波数の PPG からでも安定した抽出 が可能と
2

される[20]．
本来，PPG からは心拍数だけでなく，1 拍 PPG 波形の詳細な形状を利用して心血管機
能 に関する特 徴 量を抽出 することができる．血管 機能 に関する研 究 では，加 齢，血 管作 用
薬，動脈硬化や糖尿病などの疾患によって 1 拍 PPG 波形が変化することが報告されている
[21-23]．また波形特徴量を利用 したカフレス血圧 推 定の研究は現在も盛んにおこなわれて
いる．これらの研究では，PPG の波形特徴を得るために，PPG は専用のセンサーを用いて比
較的高いサンプリング周波数で測定され，計算資源の大きいコンピュータ上で処理された．
一方で，モバイルヘルスの分野では，低いサンプリング周波数での PPG 測定はいくつか
の有利な点を持つ．モバイルデバイスにおける低いサンプリング周波数での PPG 測定の利
点は，消費電力の低減，計算資源の節約がある．またモバイルヘルスにおける PPG データ
ベースの構築において，サーバー送信される PPG データの容量が小さくなれば，通信トラフ
ィックの軽減やデータストレージの節約が可能となる．しかし，サンプリング周波数の低下は，
PPG 信号の劣化につながるため，PPG の使用される目的に対して影響を与えない範囲でサ
ンプリング周波数を下げることが望 ましい．このテーマでは，従 来心血 管機能の推定に利用
されてきた波 形特 徴 量の値が，サンプリング周波 数の低 下によってどのよう影 響を受けるか
を確認し，サンプリング周波数の低下の影響を受けにくい特徴量を報告する．

1.2.2 1 拍 PPG 波形全体を特徴量とする方法とその解析
PPG のもつ心血管機能の情報を得るために，これまでにさまざまな PPG の特徴量抽出の
方法が提案されてきた．これらの方法は，1 拍 PPG 波形およびその微分波形から幾何学的
に抽出が可能なものと，PPG 信号全体を必要とする周波数解析 [24]によるものがある．また，
1 拍 PPG 波形の特徴量を用いるが，複数拍を含む信号全体でのそれらの統計量を用いる
方法[25]もある．一方で，PPG に求められるアプリケーションとして 1 拍毎の血圧推定がある．
このアプリケーションでは，周波数解析や複数拍による統計量を用いる方法は適用できない．
また，従来提案された 1 拍 PPG 波形の特徴量では，PPG のピークを利用するものが多かっ
た．しかしながら，PPG はそれほど豊富なピークを持たない．そこで，PPG の 2 次微分である
second derivative PPG (SDPPG)もよく利用される．1 拍 SDPPG 波形は 2 回の微分がなされ
ているため 1 拍 PPG 波形に比べて多くのピークを持つ．しかし，それらのピークのうち，一部
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のものは消失または不明瞭になる場合があり，そのピークによる特徴量の抽出が難しい場合
があることが報 告 されている[26,27]．したがって，ピークに基 づいて抽 出 される特 徴 量 は波
形の一部の情報しか利用できていないと考えられる．
一方で， Allen [28]は 1 拍 PPG 波形の時間幅と振幅を規格化する方法を提案した．こ
の研究では規格化された 1 拍 PPG 波形の観察結果が主であり，それを特徴量として利用
することはなかった．
このテーマでは， Allen の 1 拍 PPG 波形を規格化する方法に着目し，波形全体を特徴
量として解析する．時間 幅の規格化はスプライン補完を利用した．また，1 拍 PPG 波形に重
畳する心拍以外の成 分を除去する処理 も提案する．提案した特 徴量の従来の波 形特徴量
に対する代替可能性を評価する．

1.2.3 PPG によるカフレス血圧推定
このテーマでは，まず高 血 圧 の危 険 性 と，血 圧 測 定の重 要 さについて述 べる．普 及 して
いるカフ式 の血 圧 測 定 法 の欠 点 を克 服 するカフレス血 圧 推 定 手 法 を提 案 する．提 案 の手
法では，SDPPG から確実な抽 出が可能 で，血圧との相関があることが報告されている等高
線 ベース特 徴 量 を用 いた．また，等 高 線 ベース特徴 量 では特 徴 量 間 で強 い相 関 を持 つも
のがあるため，それに適した回帰手法として partial least squares 回帰(PLS 回帰)を用いた．
血圧の参照値はカフ式血圧計のものを用いた．また推定する血圧は心血管疾患に対するリ
スク指標として有効な収縮期血圧を採用した．実験では，従来の PPG のみによるカフレス血
圧推定手法に対する優位性を示すために血圧推定精度の比較をおこなった．

1.2.4 PPG による血管年齢推定
近年血管の硬さを物 理的に測 定し，それを血 管年 齢として表 示する医療機 器がある．血
管 年 齢 は実 年 齢 との比 較から健 康な人 にもなじみのある数 値 であり，健 康 管 理の目 標 とし
て有効である．このテーマでは PPG から多数の特徴量を抽出できる方法と，PLS 回帰を組
み合 わせて 血 管 年 齢 を推 定 した．血 管 年 齢 の参 照 値 は機 械 的 な血 管 の硬 さを測 定 する
CAVI による血管年齢を用いた．従来 提案された血 管機能に関連する特徴量による手法と
精度を比較し，提案手法の優位性を示した．また，より短時間の PPG 測定による提案手法
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と比較手法の精度の変化を調べた．

1.3 本論文の構成
本論文は全 7 章で構成される．第 1 章は序論である．第 2 章では PPG と心血管機能に
関する従来研究について述べる．第 3 章では「PPG のサンプリング周波数が波形特徴量の
値に及ぼす影響の評価」について論じる．第 4 章では「1 拍 PPG 波形全体を特徴量とする
方法とその解析」について論じる．第 5 章では「PPG によるカフレス血圧推 定」について論じ
る．第 6 章では「PPG による血管年齢推定」について論じる．第 7 章は結論であり，研究全
体を総括し結論を述べる．
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第 2 章 PPG と心血管機能に関する従来研究

この章では，まず心血管 機能とその測定 方法について述べる．その中 で本研 究の対象と
する血圧および血管機能の従来の測定方法について詳細に述べる．次に PPG とその測定
方法，従来の PPG と心血管機能に関する研究を述べる．

2.1 心血管機能
心 血管 機能 とは心 機能 と血 管機 能を合 わせたものである．心血 管機 能の低 下は心 血 管
疾 患の前 兆である．そのため，心血 管疾 患の予防およびリスク管 理のために心 血 管機 能を
測定することは重要である．
心臓の役割はその拍出によって身体の各部に血液を運搬することである．心機能は心筋
の収 縮 機 能 とそのリズムの調 整機 能 である．通 常心臓 はリズムをもって拍 動 している．運 動
負荷などで筋肉の酸素需要が高まると，筋肉に要求 される血液量も増 加するため心拍数が
増える．いくつかの原 因 で心拍 のリズムに異常が生じたのが不整脈 である． 不整 脈にはいく
つかの種 類 があり，心 拍 数 が異 常に少 なくなる徐 脈，運 動 がないにもかかわらず心 拍 数 が
異常に多くなる頻脈，脈がとぶような期外収縮がある．不整脈は先天性のものや，加齢，スト
レスによるものがある．ほとんどの不整 脈は良 性 で危険 なものではないが，一 部の不 整 脈は
心 停止 につながるものがあり注意が必要 である．不整 脈は一 般に，心 電図を用 いた検査 に
よって診断される．
不整脈は心臓のリズム調整機能の異 常であるが，心 臓の収縮と拡張能力 ，つまり心拍出
機 能 も重 要 である．健 康 な心 臓 は身 体 の安 静 や緊 張 ，運 動 などの状 況 によって適 切 な拍
出をおこなうことができる．しかし長 年の高血 圧や，心筋に血 液を供給 する冠 動脈の狭窄な
どの負荷に晒された心臓は肥大化 ，心筋の線 維化 によりその拍出をうまくできなくなる．この
ような状況 が慢 性 心不 全となる．また冠 動脈 の閉 塞により心 筋への血 液供 給が停止 した場
合，心筋 梗塞，つまり急性心不 全となる．心拍出に関連して，心臓の弁の働きも重 要である．
心臓の 4 つの心室および心房はすべて弁を持ち，血液を一定の方向に流す能力を持って
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いる．しかし先 天的 奇形や，加 齢などによりこれらの弁の働きが悪 くなることがあり，これは弁
膜症と呼ばれる．心臓の拍出に関 するいくつかの検 査がある．心電図は最 も一般的 であり，
狭 心 症などの心 不 全のとき特 有の心電 図波 形がみられることが分 かっている．超 音波 検 査
では心 臓 の形 と大 きさを画像 または映 像 にすることができ，心 筋 や弁 の動 きを確 認 できる．
近年の核磁気共鳴画像を用いた検査では，冠動脈の狭窄や心筋の線維化なども診断でき
る．一方で侵襲的 ではあるが，カテーテルを冠動脈や心室に挿入し造影剤を注入する検査
もおこなわれている．
血 管 は血 液 の流 路 として人 体 の恒 常 性 に対 する役割 は非 常 に大 きい．血 管 には大 きく
分けて 2 つの種類があり，それらは動脈と静脈である．体循環の場合，心拍出によって送り
出された血液はまず動脈を通り，毛細血管に到達し体内の各組織に運ばれる．その後血液
は毛細血管から静脈に流入し，心臓に還流する．動脈は心拍出の圧力を受けるので，静脈
に比べてその血管壁は厚く，伸展性がある．身体の各組織に不要な血圧の影響を及ぼさな
いために，動脈 は血圧 によって柔 軟に変 形 する必要 があるためである．この動 脈の伸 展 性
が失われた状態が動脈硬化 である．動脈硬化は動 脈の器質的な変化であるが一般に血管
機 能 の不 全 として扱 われる．動 脈 硬 化 が進 行 すると，動 脈 の狭 窄 または閉 塞 による虚 血 ，
血管壁の剥離による血栓症，血管抵抗として心臓への負荷の増大などにつながる．動脈硬
化の検査は ABI や PWV，CAVI などによって非侵襲におこなうことができる．
一部の血管は血圧や周辺の骨格筋による受 動的な変形以外にも，能動 的な変形をする
ことができる．特に大動 脈から分 岐 した細 動脈 では血 管 壁の平 滑 筋細 胞が発 達 し，収 縮 と
拡 張 の機 能 が顕 著 である．この血 管 自 身 の収 縮 と拡 張 によって血 圧 に関 わる血 管 抵 抗 を
調節している．この血管の収 縮と拡 張の機能に重 要 な役割を持つのが血 管内皮 である．血
管内皮を構 成する血 管内 皮細胞は血管の最 内層 に存在し，血 管の収縮 と拡張を引き起こ
す物質を分泌する．血管内 皮細胞はこれ以外にもさまざまな機能を持っており，それらは非
常 に重要 な血 管の機 能 である．血 管内 皮は血中 の糖 分 や脂質の過 剰 ，高 血 圧などによっ
て傷 つけられ，その機 能が低 下 する．血 管 内 皮 機能 の低 下は明 確な動 脈 硬 化に先んじて
生 じるといわれる．血 管 内皮 機 能は，駆 血 とその解除 による血 流の回 復を測 定 する方 法 で
測定される．この方法は非侵襲であるが駆血による痛みや不快感がある[29]．
採血によって血管機能を評価する方法もある．採血された血中の脂質や糖分の割合から
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血管機 能を評価 する．この方法は侵襲的 であるが，血管機 能以外 の健康 状態の評価が可
能という利点もある．
また，心 血 管 機 能 を総 合 的 に測 定 する方 法 もある．最 も一 般 的 なものは血 圧 である．動
脈 硬 化 による血 管の伸 展 性の低 下 は血 管 抵 抗を増 大 させ，血 圧 上 昇の原 因 となる．血 管
抵 抗 の増 大 は心 拍 出 の負 荷 となり，心 機 能 を低 下 させる．このように血 圧 は心 血 管 機 能 と
関連があり，また疾患リスク指標としての研究も数多くなされている．

2.1.1 血圧とその測定方法
血 圧 とは，心 拍 出 による血 流が大 動 脈 から細 動 脈，毛 細 血 管 へと流 れることによる各 所
の管 内 圧 力 である．血 圧 は，心 機 能 ，血 管 壁 の伸展 性 ，末 梢 血 管 の収 縮 (末 梢 血 管 抵 抗
の増加)，などを反映している．心 血管系の発 達した脊椎動物においては，心臓のポンプ作
用 で圧をかけて血液を血管 内に送 り出すことで末 梢の毛細 血管から酸素 ，水 ，電 解質 ，栄
養 素 ，ホルモンなどの物質 を細胞 に効 率的 に供給することができる．末 梢組 織 まで効 率 的
に必要な物質を輸送するためには細動脈の入り口付近まである程度高い圧が必 要である．
心臓が収縮 して血 液を拍出 する際の最も高い圧 力 を収縮期血 圧または最高血 圧，心臓が
拡張しその内 部に血液を貯留する際の最 も低い圧 力を拡張期 血圧 または最低 血圧と呼 ぶ．
血管および血液は身体のいたるところに存在 し，またその役割も多岐にわたるため，血圧
は非常に多くの要因による影響を受ける．それらのうちよく知られたものとして，年齢，体 格，
性 別 ，飲食 習 慣 ，服 薬 ，運 動 習慣 ，精 神的 ストレスがある．また，血 圧は時間 帯によって変
動 することが知 られている．正 常 な(高 血 圧 症 でない)人 の場 合 ，昼頃 の血 圧が日 内 で最 も
高く，夜に向かって下がり，就 寝中の深夜に日 内 で最も低 くなる．その後は起床に向かって
徐々に上がっていく．
血 圧 を理 解 するために，心 血 管 系 を機 械 的 モデルにしたものが存 在 する．最 も単 純なモ
デルは，血圧 ，心拍 出 量および血 管 抵抗 の関 係を直 流 回路 のオームの法 則に見 立てたも
のである．すなわち，血 圧 を電 圧 とすれば，電 圧は電 流 と電 気 抵 抗 の積 なので，血 圧 は心
拍 出量 と血管 抵抗の積 で表されるということである．このモデルは多くの心血 管系の単純 化
を含 む．例 えば，血 管 壁 はその内圧 である血 圧によって変 形 する弾 性 体 であり，血 流 の速
度 は心 拍 によって時 間 変 化 する． 心 血 管 系 のモデル化 として他 には Windkessel モデル
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[30,31]と Guyton モデル[32,33]が著名である．
血 圧 測 定 の方 法 血圧 測 定 には観 血 的 血圧 測 定 と，非 観 血 的 血 圧 測 定 がある．観 血 的
血圧測定では，直接 動脈管内の血圧を測定 できる．観血的血圧測定の測定 部位は，体表
面に近く比較的径の太い手首の橈骨動脈，大腿 動 脈，足の甲の足背動脈が一般的である．
観 血 的 血 圧 測 定 では，連 続的 に患 者の血 圧をモニタリングできるが，患 者の動 脈にカニュ
ーレまたはカテーテルと呼ばれる管の挿 入が必要 で感染症リスクがあり，また測定部 位の静
置 が必 要 である．観 血 的 血 圧 測 定 は原 理 上 侵 襲 的 であり，これは集 中 治 療 室 など管 理 さ
れた環境における限定的な方法 である．一 般 的に，非観血的な血圧の測定はカフまたはマ
ンシェットとも呼ばれる空気帯によっておこなわれている．上腕カフによる血圧測定は直接血
管内の圧力として血圧を測定 していないものの，観 血的血圧との較 差および疫学的な各種
心 血管 疾患 とのリスク研究が数多 くなされ，その臨床 的な価値が認められている[16]．上 腕
カフを用いる血圧測定には大きく分けて 2 種類があり，それは医療従事者によっておこなわ
れる触診法と聴診法の手動式，自動血圧計による自動式である．

・触診法
触診法では，上腕にカフを巻き，空 気注入によって橈骨脈が触知 できなくなった圧力より
20mmHg 程度高く加圧後，ゆっくりとカフ圧力を下げ，再び橈骨脈が触知できた時のカフ圧
力 を収 縮期 血 圧とする．この方法 はカフ式血 圧 計のみでおこなうことができるが，動 脈 の触
知 によるため収 縮期血 圧よりも低い拡張 期血 圧の測 定はできない．聴診 法はコロトコフ法 と
も呼 ばれ，手 動 で収 縮期 血圧 と拡張 期血 圧の測定ができる方法 である．この方 法 ではカフ
式血圧計のほかに聴診器が必要である．

・聴診法
聴 診 法 では，触診 法 と同 様に上 腕カフ圧 を上 げ，橈 骨 動 脈 の触知 ではなく肘内 側 動 脈
に聴診器をあてその音を聞く．触診法と同様に，上腕カフの圧力を下げていった時にはじめ
て聴診 器から音が聞 こえた時の血 圧が収 縮期 血圧となる．この時聞 こえ 始める音はコロトコ
フ音 と呼 ばれる．その後 上腕 カフ圧をゆっくりと下げ，コロトコフ音が聞こえなくなった時のカ
フ圧力が拡張期血圧となる．
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・自動オシロメトリック式
自 動 オシロメトリック式は，カフ圧 の振 動 変 化をとらえて，収 縮 期 血 圧 と拡 張 期 血 圧 を測
定 する．オシロメトリック式 では聴 診法 と同 様に，上腕 カフをある程度 まで加 圧 し，徐 々にそ
の圧 力 を下 げ，カフに伝 わる動 脈 からの振 動 の振幅 が急 激 に大 きくなった時のカフ圧 力 を
収 縮 期 血 圧 とする．その後 再 びカフ圧 を徐 々に下げ，振 幅 が急 激 に小 さくなった時 のカフ
圧力を拡張期血圧とする．

・自動コロトコフ式
自動コロトコフ式は，手動の聴診法におけるコロトコフ音の聴診をマイクに置き換えた自動
血圧計によって血圧を測定する．また近年では，オシロメトリック式と自動 コロトコフ式を組み
合わせた自動血圧計も販売されている．これらの自動血圧計は家 庭用血圧計として世界中
に広 く普 及 している．自 動 血 圧計 は各 国 のさまざまなメーカーが製 造 しているが，それぞれ
内 部の仕様 ，たとえばコロトコフ音の収 縮期 血圧 検出 時の振幅 しきい値などが異なるとされ
る．

2.1.2 血管機能とその測定方法
血 管機 能低下は，動 脈硬 化と血 管内 皮機 能に分類 できる．これらの危 険性は，いくつか
の致 命的な心 疾患 や脳 血 管疾 患の原因 となりうることである．たとえば，血 管壁 の肥 厚によ
る血流量低下 ，また剥離した血管壁による血 栓症がある．虚血が心 筋に血液を供給 する冠
動 脈に生 じれば，狭心 症となる．冠動脈 の閉塞 が生じればより重大な心 筋梗 塞となる．また
細動脈硬化の場合 ，血管壁がもろく破れやすいため，随伴する高 血圧を放置すると体 内で
の出血が起こる．この出 血が起こった場所が脳幹などの生命維持に重要な部位 である場合 ，
結果は致命的となる．また脳以外の部位でも動脈の閉塞が長時間解消 されなかった場合，
その動脈による組織への血液 供給がおこなわれないため，その組織が不 可逆な変化 ，すな
わち壊死を起こす．壊 死が脳 で発生 した場合 ，その脳内の部位によって麻痺 ，言 語障害が
生じうる．心筋梗塞の場合，心筋の壊死により心不全となりうる．
動脈硬化の危険因 子としては，年 齢，男性，喫煙 ，脂質異常 ，糖 尿病，飲食 習 慣などが
ある．動脈硬化には以下の 3 つの種類があることが分かっている[34-36]．
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・アテローム動脈硬化
粥状動脈硬化とも呼ばれる．大動脈など比較的太い動脈でよく発生する．このタイプの動
脈 硬 化の進 行を説明 する．まず，高 血糖 や高 血圧に晒された動 脈の最 も内側 の内 皮細 胞
が損 傷 する．このとき血 中の脂 肪 分 が高 いと，その脂 肪 分 が損 傷 部 に入 り込 み， 血 管 壁 を
肥 厚 させる．その脂肪 分を排 除するために，血 液中の白 血球 が侵入 し，マクロファージとな
る．マクロファージはこの脂肪 分を自 身に取り込 み，血 管 壁の中 で死ぬ [34]．このようにして
肥厚した動脈壁は伸展性を失い，動脈硬化の状態となる．

・細動脈硬化
脳や腎臓内の細い動脈 でよく発生する．このタイプの動脈硬化の直接的な原因は，高血
圧であるとされる．脳や腎臓 内部の細い動脈は，太 い動脈に比べると高い圧力に耐えること
が難しい．これらの細い動 脈が高血圧 に晒 されると，それに対 する反応として動脈が 肥厚 し
硬 化 する．細 動 脈 硬 化 を放 置 すると ，糸 球 体 などの腎 組 織 に損 傷 を与 え，重 症 の場 合 腎
不全となる[35]．

・メンケベルグ型動脈硬化
このタイプの動 脈 硬化 は，加 齢 による血 管の変 性 であるとされる [35]．動 脈の血 管 壁細 胞
の劣化による細胞死に伴い，その周囲に石灰化を生じ，結 果として動 脈硬化となる．また高
齢者では血管の石灰化を抑制する機能が低下していることも要因となる[36]．

いくつかの動脈 硬化検査 法は，測定結 果が数値 化されており，検査を受 けた患者の大規
模長期間の追跡により診断基準が定められているため，その有用性が認められている[71]．
動 脈 硬化の検 査には血 液 検査によるものと，血管機 能を測定 するものがある．血液 検査 に
よるものは，アテローム性 動脈 硬化 の発 生と血中 コレステロール値 の相 関が認 められている
ことから，これらの値から診断 基準と管 理目標を定めている[35]．血管機能によるものは，血
管の硬さ，血管の狭窄などの機能を測定する．
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・血液検査による方法
日本動脈硬化 学会の発表した動脈硬化 性疾患予 防ガイドライン[34]では，大規模な疫学
的 エビデンスから，動 脈 硬 化の要 因 として脂 質 異 常症 を挙 げている．血 液検 査 による脂 質
異常症の日本動脈硬化学会の定める脂質異常症の診断基準を表 2-1 に示す．

表 2-1．脂質異常症診断基準，動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017 年版[34]より
物質

基準値 (mg/dL)

診断

140 以上

高 LDL コレステロール血症

120～139

境界域高 LDL コレステロール血症

LDL コレステロール

HDL コレステロール
トリグリセライド

40 未満

低 HDL コレステロール血症

150 以上

高トリグリセライド血症

170 以上

高 non-HDL コレステロール血症

150～169

境界域高 non-HDL コレステロール血症

Non-HDL コレステロール

・Reactive hyperemia peripheral arterial tonometry (RHPAT) 検査
RHPAT は，指 尖の容積 脈波 を用 いる方法 である．この方法 では，健 康な人 では指 尖 部
の駆血すなわち血流の遮断の後，それを解 除すれば迅速に血管が拡張し血流が速やかに
回復されるが，血 管内皮 機能が低下 している場 合はその回復が遅くなることを利用 している
[29]．血管内皮は血管の収縮と拡張に貢献している．また血管内皮細胞の劣化または消失
はアテローム性動脈硬化の原因となる．この検査の手順を検査時に得られる容積脈波の波
形(図 2-1)を使って説明する．まず 5 分間の両手指尖容積脈波の測定(Phase 1)，次に 5 分
間の片手指尖部の駆血 (Phase 2)，駆血を解除し 5 分間両手指尖容積脈波の測定(Phase
3)である．このように測 定された各 Phase の脈 波の平均振幅を診 断に利用 する．診断は反
応性充血指数（reactive hyperemia index， RHI）から決定される．駆血側の Phase 1，Phase
3 における平均脈波振幅をそれぞれ𝐴𝑚𝑝 𝑡𝑒𝑠𝑡1 ，𝐴𝑚𝑝 𝑡𝑒𝑠𝑡3 ，駆血の無い反対側の Phase 1，
Phase 3 における平均脈波振幅をそれぞれ𝐴𝑚𝑝 𝑐𝑜𝑛𝑡1 ，𝐴𝑚𝑝 𝑐𝑜𝑛𝑡3 とすると，RHI は以下 の
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式で計算される．

𝐴𝑚𝑝 𝑡𝑒𝑠𝑡3
⁄𝐴𝑚𝑝 𝑡𝑒𝑠𝑡
1
𝑅𝐻𝐼 =
𝐴𝑚𝑝 𝑐𝑜𝑛𝑡3
⁄𝐴𝑚𝑝 𝑐𝑜𝑛𝑡
1

(2.1)

なお，駆血の無い側の振 幅を用いるのは，駆血によるストレス反 応で血管が収 縮する場合
があり，これを補正するためである．RHI の基準値として，Bonetti ら[29]は RHI が 1.35 未
満 で 80%の感 度でアテローム性 動脈硬 化の初 期段 階 である冠動脈 機能 不全のスクリーニ

Amplitude (a.u.)

ングが可能としている．

Phase1

Phase2

Phase3

Test

Avascularization

5min

5min

5min

Time (s)

Amplitude (a.u.)

(a)

Phase1

Phase2

Phase3

Control

Time (s)

(b)
図 2-1． RHPAT 検査で測定された脈波波形の例
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・脈波伝播速度による方法
心拍出によって，動脈には血流だけでなくその脈波も伝わる．脈波伝播速度(pulse wave
velocity，PWV)[37-40]を用いる方法 では， 硬化 した動脈ではそうでない動脈よりも脈波の
伝わる速度が大きくなることを利用する．PWV は対象動脈の離れた 2 カ所の脈波の到達時
間差を測定し，その測定部位間の距離で除して計算される(図 2-2)．PWV には測定部位に
よっていくつかの種類があり[37]，また PWV の欠点であった血圧の依存性を補正した CAVI
も開発されている．各種の PWV の特徴をまとめたものを表 2-2 に示す．
頸動脈-大腿動脈間 PWV (carotid-femoral PWV，cfPWV)では，測定対象である頸動脈
-大 腿動 脈 間の距離 の複 数の算定 方 法がいくつかあり，それに関 して基 準値 の議 論があっ
たが，現在 では各種疾患 との関連において 10m/s が有効とされている[36,40]．心臓-大腿
動脈間(heart-femoral PWV，hfPWV)も 10m/s が基準として推奨されている[36]．上腕-足首
間 PWV（brachial-ankle PWV，baPWV)は cfPWV と hfPWV は比較して測定が簡単である．
baPWV では測定部位に下肢の動脈の占める割合が大きい．下肢の動脈は大動脈に比較
して径が小 さく，かつ血管 壁に平滑 筋の発 達した筋性 動脈 である．そのため同一 被験 者 に
お い て baPWV は cfPWV ま た は hfPWV と 比 べ て 大 き な 値 と な る [36] ． 基 準 値 は
Framingham リスクスコア[41]と baPWV の相関から，14m/s で生活習慣の改善指導をおこ
なうことが推奨されている[36]．

表 2-2．PWV の種類と特徴，[39]より一部改変
haPWV （CAVI に応用）

cfPWV

hfPWV

胸部大動脈（不特定）
測定部位

大動脈弁口～足首

baPWV
腹部大動脈（不特定）

大動脈弁口～大腿
～大腿

～足首

対象の血管

弾性＋筋性動脈

弾性動脈

弾性動脈

主に筋性動脈

測定時間

4 ～ 5 分

5 ～ 10 分

10 ～ 20 分

3 ～ 4 分

測定手技

非常に易しい

やや難しい

やや難しい

非常に易しい

血圧の影響

非常に弱い

強い

非常に弱い

非常に強い

個体間比較

可能

不可能

可能

不可能

機器価格

中程度

中程度（日本未発売）

中程度（心電計に付属）

中程度
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Carotid
頸動脈
Heart
心臓

Brachium
上腕
Femora
大腿

Ankle
足首
図 2-2． 各種の PWV の測定部位

16

・足関節上腕血圧比による方法
足関節上腕 血圧比(ankle brachial index，ABI)[39]は，末梢動脈の機能 測定に用いられ
る．ABI はその名の通り上腕と足首(後脛骨動脈または足背動脈)の血圧の比である．上肢
に比べて下 肢の動脈 に閉 塞 や狭 窄 が多 くみられることから，このような変 化を発見 するため
に ABI 検査が用いられる．ABI 検査では，下肢動脈に閉塞や狭窄などがあった場合，下肢
の収 縮 期 血 圧が上 肢 の収縮 期 血 圧 に比べて低 くなることを利 用 する．下 肢動 脈 に閉 塞や
狭窄などが無い被験者では，動脈が末梢に向けて細くなる．足首のほうが上腕より大動脈よ
り遠 位 にあることから，下 肢 血 圧 は上 腕 血 圧 よりも高 くなる．そのため，健 康 な被 験 者 では
ABI が 1 を超える．ABI の基準値として，ABI が 0.90 以下または ABI が 0.90 未満が用い
られている[36]．また，糖 尿 病 患 者 や透 析 治 療 中 の患 者 では足 首 付 近 の著 しい動 脈 硬 化
により下肢血圧の測定がうまくいかず，下肢動脈の異常があるにも関わらず ABI が 1.40 を
超える場 合 もある[36]． ABI では下肢 及び上肢の血 圧を測定 できれば良いので，検査 装
置は血圧計である(図 2-3)．測定の簡便性から自動カフ式の血圧計が用いられることが多い
ようである．

図 2-3． ABI 検査
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2.2 PPG の測定と応用

2.2.1 PPG の測定原理
PPG は血液中の酸化ヘモグロビンと，その周辺組織に支配的に存在する水分の吸光特
性の違いを利用して測定される．酸化ヘモグロビンは波長 600nm から 800nm の赤色光を
吸収しづらい．動脈血が赤く見えることはこのためである．また赤色光は水を透過しやすい
ため，生体組織内で散乱した酸化ヘモグロビンのからの反射光の強度変化を PPG として測
定することができる．PPG はこの波長以外の，たとえば近赤外光や緑色光でも測定できる．
近赤外光では赤色光と同様に測定できるが，緑色光では赤色光とは逆に酸化ヘモグロビン
に吸収されやすいため，その反射光の強度も赤色光と逆の傾向となる．また緑色光は赤色
光や赤外光に比べ生体組織内で吸収されやすいため，緑色光の PPG は比較的皮膚表面
に近い組織を測定しているとされる．
PPG センサーは光源とその光源に対応した光センサーによって構成される．光源として発
光ダイオード，光センサーとしてフォトダイオードが良く用いられるが，これらの素子で構成さ
れるセンサーユニットは容易に小型化でき，一例として付け爪型の PPG センサーも開発され
ている．波長 660nm の光源でとフォトダイオードで測定 しカットオフ周波数 10Hz のローパス
フィルタを適用された PPG 波形を図 2-4 に示す．
PPG センサーには光源と光センサーの位置関係によって，反射型と透過型の 2 つの種
類がある(図 2-5)．図 2-5(b)のように反射型では光源と光センサーを同一面上に配置する．
2-5 図(c)のように透過型では光源と光センサーで生体組織をはさむように配置する．透過
型 PPG センサーは指尖部や耳朶部をはさむクリップ型がよく用いられる．最近のウェアラブ
ルデバイスでは構造上の自由度が高い反射型 PPG センサーが良く用いられている．
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Amplitude (a.u.)

Time (s)
図 2-4.

図 2-5.

PPG 波形の例

PPG センサー，(a)実際の PPG センサー，(b)反射型 PPG センサー，
(c)透過型 PPG センサー
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2.2.2 モバイル機器による PPG の測定
反射型 PPG センサーは光源と光センサーを同一面上に配置できるために実装上の自由
度は高く，スマートフォンの背面や，スマートウォッチに取り付けることも可能であり，実際にそ
のような製品が販売されている(図 2-6)．従来パーソナルコンピューターや携帯電話に接続
して使用する携帯型の PPG センサーも販売されていた．しかし最近のモバイル製品は通
話，インターネット接続など基本的に多機能であるため，健康を意識していない若年層の
人々も抵抗感を感じずに利用できる．また，スマートウォッチなどウェアラブ性を重視した機
器では，長時間の装着が苦痛にならず，睡眠時や運動などの活動中でも PPG を測定する
ことができる．また，携帯電話のカメラを光センサー，フラッシュライトを光源として PPG を測
定することもできる．これは携帯電話の動画撮影機能を利用して，画素の輝度変化を PPG
の信号としている．ただし，この方法ではカメラレンズとフラッシュライトがある程度近接してい
る必要がある．

(a)

(b)
図 2-6．PPG センサーを搭載した製品，

(a)Apple Inc. apple watch (https://www.cnet.com より引用)，
(b)富士通株式会社 F01-L (http://www.fmworld.net より引用)
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2.2.3 PPG と心血管機能についての従来研究
PPG から直接的に求めることができる量に心拍数と血中酸素飽和度がある．PPG は心拍
由来する波 形のためそこから心 拍数を算出 することは容易である．一 方で血 中酸素 飽和度
は 2 種類の波長の PPG を用い，それらの PPG の振幅比が血中酸素飽和度に比例すること
を利用している． PPG によって直接測定できない心血管機能の従来研究では，それらの機
能と PPG から得られる情報を関連付けておこなわれる．
PPG の波形を定量化し，目的の心血管機能を評価するために，さまざまな PPG 特徴量
が提案された[43-47]．それらは PPG 波形の変化をとらえることができ，PPG による心血管機
能の推定および評価を可能とさせる．
一般的に，図 2-7(a)のように PPG は DC 成分と AC 成分に分解される．PPG の DC 成分
は，被験者の呼吸周期を反映することが Allen[15]によって報告された．一方で，心血管機
能に対する評価のためには心拍による AC 成分がより重要である．この AC 成分の中に心
血管機能を反映する多くの情報が含まれる．一般的に，1 拍の PPG 波形には特徴的な 3
つの極値が含まれる．これらは systolic peak, dicrotic notch, diastolic peak と呼ばれる(図 27)[43]．PPG の特徴量は，これらのピークを利用するものが多い． PPG の特徴量として心血
管機能との関係が調べられたものを表 2-3 に示す．
Pulse interval (PI)は 1 拍の時間であるが，Poon ら[44]は振幅方向が規格化された 1 拍
PPG 波形でその 10％，30％，50％，70％および 90％振幅の PI に対する幅が 1 週間の運
動によって変化することを報告した．Wang ら[45]は 1 拍 PPG 波形を dicrotic notch で区切
った左右の面積比である Inflection point area ratio (IPAR)と心拍出量に 0.82 の強い相関
があることを報 告 し，PPG による心 拍 出 量 測 定 の可 能 性 を示 した．Alty ら[46]は systolic
peak と diastolic peak 間の時間 ΔT で被験者の身長を除した量と cfPWV に 0.65 の相関が
あり，1 拍 PPG 波形と大動脈の硬化の関連を示した．さらに，1 拍 PPG 波形の立ち上がり時
間である Crest time(CT)と ΔT および systolic peak と diastolic peak の振幅比 reflection
index(RI)を用いて cfPWV を推定し，誤差標準偏差が 2.13m/s であったと報告した．RI は
Augmentation index (AI)とも呼ばれ，Takazawa ら[47]は PPG の AI と大動脈の血圧である
中心血圧波形の AI との相関が 0.91 であることを報告した．
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表 2-3.

PPG 波形特徴量と心血管機能との関連

PPG characteristic

Function

Proposer

Sampling rate (Hz)

Pulse interval (PI)

Exercise effect

Poon et al. [44]

undescribed

Inflection point area ratio (IPAR)

Cardiac output

Wang et al. [45]

100

ΔT

Large artery stiffness

Alty et al. [46]

100

Crest time (CT)

Arterial stiffness

Alty et al. [46]

100

Augmentation index (AI)

Vascular aging

Takazawa et al. [47]

reflection index(RI)

Arterial stiffness

Alty et al. [46]

図 2-7.

1 拍の PPG 波形とその特徴量
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undescribed
100

1 拍の PPG 波形はそれほど多くのピークを持たない．そのため波形の特徴を際立たせる
ために PPG を 2 回微分した加速度脈波 (second derivative photoplethysmogram，SDPPG)
がよく利用される．佐野ら[48]は 1 拍 SDPPG 波形を観察し，その波形を 7 種類に分類した
(図 2-8)．心血管機能に問題のない若年者には A の波形が多く，高血圧などで心血管機
能が低下したと考えられる高齢者はより G に近い波形が多いと報告された．さらに，15 から
20 分程度のランニングをおこなった 5 分後の SDPPG 波形がランニング前より改善した例も
報告された．1 拍の SDPPG の 5 つのピークを利用して，SDPPG から特徴量を抽出すること
ができる．これらの 5 つのピークは前方からそれぞれ a 波，b 波，c 波，d 波，e 波と呼ばれる．
波高比特徴量は，同一拍内の a 波の高さでその他 4 つの高さを除した b/a，c/a，d/a，e/a の
4 つが一般的に用いられる(図 2-9(a))．波高比特 徴量についての研究を表 2-4 に示す．
ただし波高比特徴量では，c，d 波が明確でない SDPPG 波形(図 2-9(b))がしばしばあり，抽
出できない問題が指摘されている[26,27]．
Takazawa ら[47] は波高比特徴量と年齢の相関を調べ，b/a は年齢と正の相関 ，c/a，d/a，
および e/a は年齢と負の相関があることを報告した．そこで，Takazawa らは波高比特徴量を
組み合わせた次式の aging index を定義した：

−𝑏 + 𝑐 + 𝑑 + 𝑒
𝑎

𝑎𝑔𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 =

(2.2)

Takazawa らは aging index と年齢の相関係数が 0.80 であったことを報告した．また，同じ
年齢帯で糖尿病や高血圧などの疾患がある被験者の aging index はそれらの疾患がないも
のより有意に高いことも報告した．また，高沢らは[49]で aging index を変換し，血管年齢とし
て心血 管疾 患のリスク指 標に用いた．高 田ら[22]は波 高比 特徴 量と実年 齢を利 用し，動 脈
硬化と関係するいくつかの疾患のリスクを評価した．Imanaga ら[50]は SDPPG の b/a の値が
動脈の伸展性と相関があることを報告した．Hashimoto ら[51]は b/a の値による高血圧患者
のスクリーニングを提案した．Otsuka ら[52]は b/a が Framingham リスクスコアと相関があるこ
とを報告した．
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表 2-4.
SDPPG characteristic ratio

b/a

c/a

SDPPG 波形特徴量と心血管機能との関連
Function

Proposer

Sampling rate (Hz)

Arterial distensibility

Imanaga et al. [50]

undescribed

Hypertension

Hashimoto et al. [51]

undescribed

Framingham risk score

Otsuka et al. [52]

undescribed

Vasoactive agent effect

Takazawa et al. [47]

undescribed

図 2-8．SDPPG 波形の分類(佐野ら[33]，Fig.3 より引用)
Vascular aging

Baek et al. [26]

500

Vasoactive agent effect

Takazawa et al. [47]

undescribed

Hypertension

Hashimoto et al. [51]

undescribed

Vasoactive agent effect

Takazawa et al. [47]

undescribed

d/a

e/a

Amplitude (a.u.)

a
e

c

0

d
b
Time (s)
図 2-9. SDPPG の波高比特徴量
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第 3 章 PPG のサンプリング周波数が波形特徴量の値に及ぼす影響
の評価

3.1 モバイル機器による PPG の測定
近年のスマートフォンやスマートウォッチなどのモバイル機器で PPG が測定できるものが販売され
ている．このようなモバイル機器において，主に PPG は心拍数の測定や，心拍数や体動を利用し
た睡眠の質の評価に用いられている．しかし従来 PPG は心拍数よりも複雑なほかの心血管機能と
の関連も研究されてきた．従来の PPG に関する多くの研究では，PPG をデータロガーなどで記録
し，その処理をパーソナルコンピューターなど電源や記憶容量にほとんど制限のない機器で取り扱
ってきた．モバイル機器においては，バッテリー駆動であり，また記憶容量やデータを外部に送信
する際の通信料の節約という観点からは，PPG を測定する際にそのサンプリング周波数が低い方
がより望ましい．しかし，当然ながらサンプリング周波数の低下によって PPG は信号として劣化する．
Ban ら[50]は PPG と SDPPG の周波数解析をおこなった．その結果，PPG では 5Hz，SDPPG で
は 10Hz までで 99%のパワーが含まれていることを報告した．したがって，PPG と SDPPG にはそれ
ほど高い周波数の成分は含まれていない．
より低いサンプリング周波数で測定された PPG による波形特徴量が，従来の比較的高いサンプリ
ング周波数の特徴量に対して，その影響が許容できるものであれば，低いサンプリング周波数によ
って従来の PPG に関連する心血管機能の推定が可能となる．どの程度の影響が許容されるかに
ついてはアプリケーションやその推定の形式に依存するが，影響の大きさを知っていれば，アプリ
ケーションに対して適切な特徴量を選択することができる．このことから，サンプリング周波数の低
下による波形特徴量の影響を評価することは重要であると考える．

3.2 波形特徴量
まず，この研究テーマの対象とする特徴量を紹介する．PPG の波形が血圧や動脈硬化な
どの心血管機能と関連があることは知られている．また，SDPPG も同様に心血管機能との関
連が報告されているため，このテーマでは PPG と SDPPG で従来用いられている特徴量を対
25

象とする．なお，この章で単に「波形特徴量」と表記する場合は PPG と SDPPG 両方の特徴
量を表し，「PPG 特徴量」または「SDPPG 特徴量」の場合はそれぞれの特徴量を表すとする．

3.2.1

PPG 波形特徴量

このテーマで使用する PPG 波形特徴量は表 2-3 に示されたものである．PI 以外の PPG 波形特
徴量の抽出のためには，PPG 波形の systolic peak，dicrotic notch, diastolic peak を必要とする．し
かし，しばしば PPG 波形において systolic peak 以外は明確ではなく，dicrotic notch と diastolic
peak は加齢などの影響により消失する場合が多い．そのような PPG 波形から dicrotic notch と
diastolic peak に基づく波形特徴量を抽出する際，SDPPG が利用される(図 3-1(a))．明確な dicrotic
notch と diastolic peak を持たない PPG 波形では，それぞれの時間軸上の位置は図 3-2 のように
SDPPG のピークから決定される[43]．

図 3-1. (a) PPG 波形の例, (b) SDPPG 波形の例
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図 3-2. 明確な dicrotic notch と diastolic peak を持たない PPG 波形からそれらの位置を決定
する方法(Elgendi [43]， Fig. 15 より引用)

3.2.2 SDPPG 波形特徴量
SDPPG の 5 つの特徴的なピークについて，それとさまざまな心血管機能の関係が研究さ
れた．SDPPG でよく用いられる特徴量は各ピークのベースラインからの高さを，a 波の高さで
除した波高比特徴量である．このテーマで使用する SDPPG 特徴量は表 2-4 に示すもので
ある．

3.3 PPG の測定と波形特徴量抽出
本実験に用いた PPG センサーは，波長 660nm の赤色光源と分解能 16bit のフォトダイオ
ードを組み合わせたものである．SDPPG は PPG よりも 1 拍内の起伏が大きく，より高いサン
プリング周波数が要求される[53]．SDPPG に関する従来の研究では，Beak ら[26]は 500Hz
と比 較 的 高 いサンプリング周 波 数を採 用 しているが，中 矢 [54]らや Ban ら[53]はそれぞれ
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200Hz と 256Hz で SDPPG を取り扱っている．これらのことと，スマートフォンの動画撮影で
PPG が測定されることを想定して，動画フレームレートとして一般的な 30Hz と 60 Hz および
120 Hz を約数に持つ 240Hz をサンプリング周波数として選択した．
本研究に参加した被験者は健康な男性 63 名，年齢の平均と標準偏差はそれぞれ 38.6
歳と 12.2 歳であった．すべての被験者は，室温を 20℃に制御された部屋で，5 分間の安静
の後，着座姿勢で，左手人指し指先から 2 分間 PPG を測定された．元の PPG は 240Hz の
サンプリング周波数で測定された．PPG の平滑化処理のためにカットオフ周波数を 10Hz と
して設計されたローパスフィルタを使用した． PPG のダウンサンプリングによって，低 いサン
プリング周波数の PPG が得られる．これを 2 次微分し，低いサンプリング周波数の SDPPG
を得た．低サンプリング周波数の PPG は，240Hz で測定された PPG 信号からのダウンサン
プリングによって得 られる．このテーマでは，低 サンプリング周 波 数 の周 波 数 として 120Hz,
60Hz, 30Hz, 20Hz，10Hz の周波数を選択した．以下，ダウンサンプリングの方法を説明す
る．
まず低いサンプリング周波数 𝑓𝑙𝑜𝑤 によりダウンサンプリング点間隔 𝑑 が決められる．

𝑑=

240
𝑓𝑙𝑜𝑤

(3.1)

240Hz の PPG 信号の開始点から，𝑑点ごとに 1 つの点がサンプリングされる．このようにし
て，それぞれの低サンプリング周波数の PPG が得られる．SDPPG からも同様に低サンプリン
グ周波数の SDPPG を得る．
2 分間の測定による 1 つの PPG レコードには複数の拍が含まれ，それぞれの拍から特徴
量 が抽 出される．本研 究 では，被 験者 ごとに信 頼性の高い波形 特徴 量を得 るために，その
被験者のレコード内のすべての PPG，SDPPG 波形から抽出された特徴量を平均したものを
そのレコードの特徴量とした．もしレコード内のいくつかの拍である特徴量が欠損したときは，
欠 損 がないほかの拍から抽 出 された特徴 量を平均した．ある特徴 量 𝑓𝑣 が，周波 数 𝑓𝑠 のサ
ンプリング周 波数 のレコードから 𝐾拍 分 抽 出 されたとき，この特徴 量のレコード内 平 均 𝑎𝑣𝑓𝑠
は次のように計算される．
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𝐾

1
𝑎𝑣𝑓𝑠 = ∑ 𝑓𝑣𝑖
𝐾

(3.2)

𝑖=1

3.4 サンプリング周波数による波形特徴量値の変動の評価
本研究で測定された元の PPG のサンプリング周波数は 240Hz である．
サンプリング周波数が 240Hz の PPG を基準として，それぞれの低いサンプリング周波数
による波形特徴量の値がどのように変動するかを評価する．そのために，240Hz による特徴
量を基準として，低いサンプリング周波数による特徴量の値の変化率 𝑣𝑓𝑠 が計算される．

𝑣𝑓𝑠 % =

𝑎𝑣𝑓𝑠 − 𝑎𝑣240
× 100
𝑎𝑣240

本研究で用いられる特徴量について，この変動率 と，特徴量の値を箱ひげ図にプロットし，
評価をおこなった．10Hz の特徴量については箱ひげ図のみで使用した．

3.5 結果
前節で得られた各 特徴量の変動率を表 3-1 に，特 徴量を箱ひげ図にプロットしたものを
図 3-3 に示す．120Hz のサンプリング周波数では，ほとんどの PPG 特徴量は 240Hz の特徴
量と比較して 10%以下の変動率に収まった．ただし PPG 特徴量の AI では，比較的大きな
変動がみられた．評価対象の PPG 特徴量では IPAR と AI 以外は時間方向の特徴量であ
る ． AI は 振 幅 方 向 の 比 率 の 特 徴 量 で あ り ， 比 較 的 大 き な 変 動 が 生 じ た と 考 え ら れ る ．
SDPPG 特徴量では，b/a および d/a の変動が小さかったものの，c/a および e/a では変動が
非常に大きい結果となった．これは，b/a および d/a に対して，240Hz での c/a および e/a の
波高が低い傾向にあり，0 に近い値をとったため，変動率が大きくなったと考えられる．
60Hz のサンプリング周波数では，PI，CT，b/a の変動率は 10%以下に収まっている．その
他の特徴量ではいずれも変動が大きくなっている．120Hz において安定的であった IPAR や
ΔT も変動率が大きくなっており，dicrotic notch と diastolic peak のずれが大きくなったことが
考えられる．また b/a 以外の SDPPG 特徴量の変動率も大きくなっている．
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(3.3)

表 3-1. 240Hz を基準とした低いサンプリング周波数による波形特徴量の変動率
PI

IPAR
Mean

SD

Max

Min

Mean

SD

Max

Min

120 Hz

0.2

0.1

0.4

0.2

120 Hz

1.3

4.2

8.2

-14.0

60 Hz

-5.2

0.1

-4.7

-5.4

60 Hz

-4.7

14.5

24.3

-39.9

30 Hz

-1.4

0.3

-0.8

-1.9

30 Hz

-19.8

27.7

38.8

-72.2

20 Hz

-1.7

0.5

0.6

-2.5

20 Hz

-49.6

27.3

24.1

-81.6

ΔT

CT
Mean

SD

Max

Min

Mean

SD

Max

Min

120 Hz

-0.8

3.8

6.7

-13.0

120 Hz

1.7

0.4

2.6

0.7

60 Hz

-4.0

11.3

18.7

-47.1

60 Hz

-0.6

1.1

1.6

-2.6

30 Hz

10.7

16.4

55.6

-26.8

30 Hz

9.3

2.7

17.3

4.2

20 Hz

43.1

27.2

104.7

-42.2

20 Hz

15.1

4.1

26.6

6.9

AI

b/a
Mean

SD

Max

Min

Mean

SD

Max

Min

120 Hz

-0.8

11.2

67.9

-47.7

120 Hz

0.1

0.2

1.8

-0.1

60 Hz

-6.6

11.7

26.8

-42.2

60 Hz

0.5

1.1

6.4

-1.4

30 Hz

-18.5

21.3

59.3

-67.8

30 Hz

4.8

3.5

13.4

-2.8

20 Hz

-34.7

26.4

114.3

-62.9

20 Hz

11.9

5.5

25.6

2.5

c/a

d/a
Mean

SD

Max

120 Hz

-5.0

52.8

60 Hz

-16.6

30 Hz

-23.9

20 Hz

-47.9

Min

Mean
-1.6

SD

Max

112.7

-387.6

120 Hz

3.0

200.8

765.8

-1318.2

60 Hz

-7.5

363.9

1813.5

-2086.5

30 Hz

-10.5

348.2

1556.1

-1933.7

20 Hz

-15.7

29.5

Min

3.6

-13.6

11.3

8.6

-45.4

18.8

25.2

-57.3

29.4

-71.7

e/a
Mean
120 Hz

7.3

SD

Max

Min

51.6

408.1

-14.1

60 Hz

62.0

457.3

3629.3

-38.7

30 Hz

181.5

1256.1

9981.3

-51.9

20 Hz

615.7

4088.8

32515.9

-72.1

Unit: %
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IPAR (a.u.)

PI (s)

(b)

CT (s)

ΔT (s)

(a)

(c)

AI (a.u.)

b/a (a.u.)

(d)

(e)

c/a (a.u.)

d/a (a.u.)

(f)

(g)

e/a (a.u.)

(h)

(i)

図 3-3. 波形特徴量の値の箱ひげ図， (a) PI, (b) IPAR, (c) ΔT, (d) CT, (e) AI, (f) b/a, (g) c/a,
(h) d/a, (i) e/a
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30Hz および 20Hz のサンプリング周波数では，やはり PI，CT，b/a が安定しているが，ほ
かの特徴量の変動はいずれも大きい．PI について，PI は PPG の拍間の谷によって決定さ
れるため，低いサンプリング周波数においても時間 方向にサンプリング間隔に比べ大きな 幅
を持つため，比較的安定した抽出が可能であると考えられる．CT については PPG の 1 拍
波形内の最も明瞭な systolic peak に基づいて抽出されるため，低いサンプリング周波数に
おいても比較的安定した抽出が可能であると考えられる．また，b/a では，SDPPG の 1 拍波
形内の最も明瞭な負側の b 波によって抽出されるために，安定的であったと考えられる．

3.6 まとめ
このテーマでは，PPG および SDPPG の低いサンプリング周波数における特徴量の変動
率を評価した．その結果，一部の特徴量では 30Hz 程度の比較的低い周波数においても，
240Hz で測定された信号からの波形特徴量に比べて変動率が小さいことが分かった．その
他の一部の特徴量では，120Hz の比較的高いサンプリング周波数においても，変動が大き
いことも分かった．これらの結果から，モバイル機器 で低いサンプリング周波数の PPG を用
いる際に，過去の PPG に関する結果の利用の適不適の傾向がわかる．具体的に許容され
るアプリケーションの推 定値 (血 圧 や血 管 年齢 など)への影響は，アプリケーションや推 定 式
の形式によるものの，利用する特徴量を選択する際にこのテーマの結 果は 1 つの参考にな
ると考えられる．
また，本研究の制約として，PPG 測定のためのスマートフォンカメラの使用に言及する．近
年ではモバイルヘルスへの注目により，スマートフォンカメラによる PPG の測定もおこなわれ
ている．このテーマでは，スマートフォンのカメラからではなく，解像度 16bit の PPG センサー
を使用して PPG 信号を測定した．しかし，スマートフォンのカメラを PPG 測定に使用する場
合 ，解像 度が低いカメラセンサーを使用 する場合 がある．本 研究 では，サンプリング周 波 数
のみの低 下 による波 形 特 徴 量 の変 動の評 価 がなされたのであり，振 幅 方 向 の解 像 度 は考
慮されていない．そのため，スマートフォンカメラによる PPG の利用に際しては，その振幅方
向の解像度を考慮しなければならない．
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第 4 章 1 拍 PPG 波形全体を特徴量とする方法とその解析

4.1 はじめに
1 拍 PPG 波形は心血管機能を反映するが，従来の特徴量抽出の方法はその少数のピ
ークによるものが多く，そのピークが消失する場合もあって 1 拍 PPG 波形の情報を十分に利
用できなかったと考えられる．そこで，1 拍 PPG 波形全体の情報を利用できる，スプライン補
完で 1 拍 PPG 波形の時間幅を規格化する Allen ら[28]の手法に着目し，1 拍 PPG 波形全
体 を特 徴 量 とする方 法 を提 案 する．その際 に，波 形 の心 拍 以 外 の成 分 を除 去 する方 法 を
提 案 する．このようにして抽 出 された特 徴量 は高 次元 であり，そのまま取 り扱 うことは煩 雑 さ
があるため，提案する特徴量の主成分分析をおこなう．

4.2 提案手法
提案する PPG 波形特徴量抽出方法を説明する．

4.2.1 ベースライン処理
PPG 波形特徴量を抽出する際に，PPG のベースライン変動を持つものがある．ベースライ
ンとは，隣接する拍間の谷 -谷に結ばれる直線である．図 4-1 から，心拍の成分と心拍よりも

Amplitude (a.u.)

長 い周 期 の成 分 が重 畳 し，心 拍 のベースラインが変 動 していることがわかる．この成 分 は，

Time (s)

図 4-1．PPG 信号波形とベースラインの変動
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呼 吸 周 期 と自 律神 経 機 能を反 映 するとされる[15]．これらも重 要 な情 報 ではあるが，このテ
ーマでは 1 拍 PPG 波形から純粋な心拍による成分を抽出するためにベースライン変動の除
去をおこなう．
ベースライン変動を除去 のために，1 拍 PPG に対する直線式による減算をおこなう．一般
的に，1 拍に切り出されたベースライン変動によって PPG はその両端点の値が一致しない．
1 拍内のベースライン変動を直線とみなし，1 拍内の各点から以下によって求められた値を
減じて，ベースラインの処理をおこなう．
Step 1： 切り出された𝑛 点のデータの 1 拍 PPG は𝑃𝑖 ，(𝑖 = 1, … , 𝑛)と表される．すべての𝑃𝑖
から𝑃1 を減ずる．

𝑃́𝑖 = 𝑃𝑖 − 𝑃1

(4.1)

Step 2： 𝑃́1 と𝑃́𝑛 を通る直線の式は

𝑦𝑖 =

𝑃́𝑛
(𝑖 − 1)
𝑛−1

(4.2)

で表されるから， 𝑃́𝑖 からこの𝑦𝑖 を減ずる．
以上のように 1 拍の PPG を処理すれば，1 拍 PPG の始点と終点の値が一致し，ベースラ

y

y

y

インの成分を除去することができる(図 4-2)．

𝑃𝑛

𝑃́𝑛

𝑃1
1

Index

𝑛

1

Index

𝑛

図 4-2．PPG 波形のベースライン除去
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Index

4.2.2 波形の規格化
1 拍 PPG の時間幅に依存しない特徴量を抽出するために，3 次スプライン補完を用いて
信号の規格化をおこなう．補完後の 1 拍あたりのデータ点の数が 1000 になるように補完す
る．この 1000 点は本研究の PPG サンプリング周波数の 200Hz においては 5 秒間に相当す
るため，任意の 1 拍 PPG 波形の長さに対して十分な数と考えられる．このようにして，任意
の 1 拍 PPG は 1000 点の信号に規格化される．次に，抽出される特徴量が PPG の振幅ス
ケールによらないようにするために，1 拍 PPG の振幅方法を規格化する．この方法は単純で，
1 拍 PPG の各点をその最大値で除するのみである．
以上のようにして，測定された PPG 信号は，それに含まれる拍数を行数に，列数は 1000
のデータ行 列に変 換 される．このデータ行 列 の各 列を提 案 する特 徴 量とする．ただし，この
データの両端列(1 列目と 1000 列目)では値が常に 0 となるため，有効な特徴量はそれらを
除いた 998 次元である．

4.3 実験

4.3.1 PPG 測定
PPG データ測定の前に，被験者全員に本研究の趣旨と取得するデータについての同意
を得て，金井病院の倫理委員会による承認を受けた．本研究に参加した被験者は男性 23
名で，平均年齢と標準偏差はそれぞれ 45.3 歳と 18.7 歳であった．
被験者は室温を 20 度に制御された室内で 5 分間着座にて安静した後，PPG を測定され
た．PPG は被験者の左手人指し指先から，着座状態で 1 分間，サンプリング周波数 200Hz
で測定された．PPG センサーは LED 波長 660nm とフォトダイオードで構成された自作のも
のを使用した．

4.3.2 従来の特徴量に対する代替可能性の評価
提案特徴量の次元は 998 次元と大きいため，主成分分析を利用して次元の圧縮をおこ
なう．以下主成分分析について簡単に説明する．
大きさ𝑛 × 𝑝のデータ行列𝑿が得られたとする．𝑛はデータのサンプルの大きさであり，𝑝は特
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徴量の数である．まず𝑿のすべての列を標準化しておく．主成分分析によって𝑿は以下のよう
に変換される．
𝑻 = 𝑿𝑾

(4.3)

このとき，𝑾は大 きさ𝑝 × 𝑝の変 換行 列 ，𝑻は大 きさ𝑛 × 𝑝の主成 分行 列 である．𝑻の各列 は
互いに線形独立で，主成分と呼ばれる．つまり，元 の𝑿が変換行列𝑾によって各列が独立な
𝑻に変換されたといえる．𝑻の列のうち，もっともその分散が大きいものは第 1 主成分，続いて
分散の大きな順に第 2 主成分，第 3 主成分…と呼ばれる．全主成分の分散の合計に対す
るある主 成 分 の 分 散 は，元 のデータの変 動 をどの程 度 表 現 しているかを表 し，寄 与 率
(proportion of variance，POV)と呼ばれる．第 𝑘主成 分の分散を𝑉𝑎𝑟𝑘 としたとき，この主成分
の寄与率は以下の式で表される：

𝑃𝑂𝑉𝑘 % =

𝑉𝑎𝑟𝑘
× 100
∑𝑝1 𝑉𝑎𝑟𝑖

(4.4)

また，1 から𝑘番目までの寄与率の和は累積寄与率 (cumulative contribution rate，CCR)
と呼ばれ，以下の式で表される：

𝐶𝐶𝑅𝑘 % =

∑𝑘1 𝑉𝑎𝑟𝑖
× 100
∑𝑝1 𝑉𝑎𝑟𝑖

(4.5)

累 積 寄与 率は元のデータの変 動がどの程度 の主 成分 の数 で表 現 されるかを知るために有
効である．
こうして得られた提案 特徴 量による主 成分を説明 変数 ，従来 の特 徴量を目的 変 数とした
重回帰分析により，提案 特徴量の従 来の特徴量に対する代替可 能性を評価する．このとき
の説明変数として使用される主成分は，その分散が 1 を超えたものを使用する．評価項目
は，重回帰分析の決定係数 (𝑅2 )とする．ここで使用する従来の特徴量は，本論文の第 3 章
3.2.1 の表 2-3 のものである．また，従来の特徴量は 200Hz の PPG から抽出されたものを使
用する．
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4.3.3 サンプリング周波数による提案特徴量への影響
本研究では PPG をサンプリング周波数 200Hz で測定，1 拍 PPG を 1000 点にスプライン
補完したため，提案特徴量の次元が 998 次元と大きくなった．より低いサンプリング周波数
で同様の特徴量が得られれば計算負荷の低減につながるため，どの程度低い PPG のサン
プリング周波数まで提案特徴量の値が保たれるかを確認する．この確認はサンプリング周波
数 200Hz の提案特徴量の主成分とより低いサンプリング周波数による主成分の相関分析に
よっておこなわれる．また，より低いサンプリング周波数の PPG は 200Hz で測定された PPG
からの間引きによるダウンサンプリングで得られたものを使用する．ダウンサンプリングの周波
数は 100Hz，50 Hz，20 Hz とする．またそれぞれのサンプリング周波数での 1 拍 PPG のスプ
ライン補完の点数はそれぞれ 500 点，250 点，100 点とする．

4.4 結果
Before processing
After processing

Amplitude (a.u.)

4.4.1 提案手法の PPG ベースライン処理の結果
ある被験者の測定された PPG を提案手法のベースライン処理した結果の一部の拍のプ
ロットと，その規格化された波形を重ねてプロットしたものを図 4-3 に示す．

Time (s)

(a)

Amplitude (a.u.)

Amplitude (a.u.)

Before processing
After processing

Time (s)

Index

(a)

(b)

図 4-3．提案手法のベースライン処理と規格化，被験者 1，
Amplitude (a.u.)

(a) ベースライン処理前と処理後の PPG 波形，
(b) 規格化後の波形の重ねプロット
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Index

(b)

4.4.2 提案手法による特徴量の従来の特徴量に対する代替可能性の評価結果
まず，提案手法による特徴量 (998 次元)の主成分分析の第 10 主成分までの分散を表
4-1 に，累積寄与率を図 4-4 に示す．また，この主成分による従来の特徴量の重回帰分析
の回帰係数と決定係数を表 4-2 に示す．ここでの主成分は 200Hz の主成分分析において
分散が 1 を超えたものが 6 個であったため，第 6 主成分までを使用した．

表 4-1．主成分の分散
PC2

PC3

PC4

PC5

PC6

PC7

PC8

PC9

PC10

627.565

220.954

59.092

41.305

27.616

10.064

0.049

0.027

0.016

0.009

Cumulative contribution rate %

Variance

PC1

Number of principal components

図 4-4．主成分数による累積寄与率の変化

表 4-2．重回帰分析の回帰係数と決定係数
Feature

Intercept

PC1

PC2

PC3

PC4

PC5

PC6

𝑹𝟐

IPAR

2.141

-0.314

-0.002

0.069

0.009

-0.041

0.001

0.866

RI

2.169

-0.286

0.122

0.114

0.022

-0.051

-0.008

0.855

ΔT

0.206

-0.012

-0.012

0.020

-0.013

-0.016

-0.001

0.647

CT

0.215

0.018

0.002

0.016

-0.010

-0.010

-0.003

0.609

PI

0.805

0.005

-0.042

0.052

-0.036

-0.041

-0.002

0.587
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4.4.3 ダウンサンプリングによる提案特徴量への影響の評価結果
200Hz(スプライン補 完 で 1000 点 )の主 成 分 に対 する 20Hz(100 点 )，50Hz(250 点 )，
100Hz(500 点)のダウンサンプリングの主成分との相関係数を表 4-3 から 4-5 に示す．

表 4-3．20Hz 主成分と 200Hz 主成分の相関係数
200Hz

PC1

PC1

PC2

PC3

PC4

PC5

PC6

0.960

-0.068

0.001

-0.006

-0.040

-0.032

0.776

0.055

-0.002

-0.025

-0.056

0.797

0.132

-0.219

0.029

0.684

0.271

-0.018

0.541

0.171

PC2
PC3
20Hz
PC4
PC5
PC6

0.590

表 4-4．50Hz 主成分と 200Hz 主成分の相関係数
200Hz

PC1

PC1

PC2

PC3

PC4

0.992

0.029

0.004

-0.003

0.020

0.014

0.930

0.038

-0.022

-0.006

-0.040

0.833

0.012

0.148

-0.022

0.807

-0.122

0.005

0.700

-0.068

PC2
PC3
50Hz
PC4
PC5

PC5

PC6

0.799

PC6

表 4-5．100Hz 主成分と 200Hz 主成分の相関係数
200Hz

PC1
PC2

PC1

PC2

PC3

PC4

0.998

0.011

0.001

-0.002

0.007

0.009

0.979

0.015

-0.010

-0.001

-0.008

0.953

-0.076

0.093

0.001

0.926

-0.170

-0.012

0.858

-0.052

PC3
100Hz
PC4
PC5

PC5

PC6

0.910

PC6

39

4.5 考察
提案手法の PPG ベースライン処理では，ベースラインの変動を直線 の式で除去した単
純 なものであった．比較 的 ベースライン変 動の大きな信 号に対してその規格 化 波形 の重 ね
プロットを確認すると，dicrotic notch の付近で多少 のばらつきが見られるものの，そのほかの
部分ではよく重なっており，呼 吸など心 拍以外の成 分を除去することに対 して提案 したベー
スライン処理は有効であったと考えられる．
提案手法の特徴量と従来の PPG 波形特徴量との代替可能性を調べるために，提案手
法の特徴量の主成分を説明変数，従来の PPG 波形特徴量を目的変数とした重回帰分析
をおこなった．まず主成分分析の結果を見ると，998 次元であった特徴量が主成分に圧縮さ
れ，その分散が 1 を超えたものは 6 個にとどまった．これは 1 拍の PPG 波形の変動がそれ
ほど複 雑 ではないことを示 している．また重 回 帰 分析 の結 果 を見 ると，やはり振 幅 方向 から
抽出される IPA と RI の決定係数が高くなっている．IPA は dicrotic notch 前後 で 1 拍 PPG
波形を分割したときの面積比であり，また RI も systolic peak と diastolic peak の高さ比であ
るから，振幅 方向 で規格 化された提案 特徴 量の主成 分によって表現 できたと考えられる． 1
拍 PPG 波形の時間方向で抽出される 3 つの特徴量については，IPA と RI に比べて決定
係数が小さい値となった．提案手法の特徴量提案手法の特徴量は抽出の際に時間幅で規
格化されるためと考えられる．しかし，絶対 値としての時間方 向の情 報を失っているが，小さ
いながら ΔT では 0.65 程度の決定係数が見られる．時間幅を規格化されていない特徴量と
の相関を持つことは興味深い．両ピーク間時間である ΔT に関しては，systolic peak に対す
る diastolic peak の遅れの時間幅である．また，血管抵抗は単に血管壁の硬さだけでなく大
動脈からの分岐などにより，時間変動する心拍に対するインピーダンスとして理解されている
[36]．そのため，心拍数の変化は単に 1 拍 PPG の幅を変化させるのではなく，拍出に由来
する systolic peak と大動脈からの分岐部からの反射波に由来する diastolic peak の PPG
の 2 つのピークの相対的な位置関係にも影響を及ぼしている可能性がある．
ダウンサンプリングされた PPG から抽出された提案手法の主成分に対する影響では，第
1 主成分はサンプリング周波数 20Hz においても高い相関係数を保っており，波形の最も大
きな変動はある程度サンプリング周波数を下げても変化しないことがわかる．ただし 20Hz の
第 2 主成分は，200Hz の第 2 主成分との相関係数は 0.7 台に下がっており，200Hz での変
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動とは異なっている．サンプリング周波数 50Hz では，第 4 主成分まで 0.8 を超える高い相
関係数が見られる．サンプリング周波数 100Hz でも，第 6 主成分まで 0.8 を超える高い相関
係数が見られる．200Hz の主成分分析の累積寄与率が第 4 主成分で 95%を超えているこ
とを考慮すると，サンプリング周波数 50Hz，スプライン補完 250 点の条件においても，サンプ
リング周波数 200Hz，スプライン補完 1000 点の主成分と同様のものが得られることがわかる．

4.6 まとめ
1 拍 PPG 波形全体の情報を利用することを目指して，その心拍の成分のみを取り出す処
理として PPG ベースライン処理の方法を提案し，規 格化した波形そのものを特徴量とする方
法 と組 み合 わせ，その特 徴 量 いついて解 析 した．提 案 したベースライン処 理 では，比 較 的
ベースライン変動が大きい PPG に対しても，各拍を似通った 1 拍波形に処理することができ
た．この処理により，ベースライン変動の主要な原因である呼吸周期など心拍以外の変動を
効果的に除去できたと考えられる．提案した特徴量の主成分分析では，1 拍 PPG 波形の変
動 が比 較 的 少 数 の主 成 分 で表 現 され ることが 分 かった．また ，この 主 成 分 による 従 来 の
PPG 波形特徴量の重回帰分析によって代替可能性を評価した．振幅方向から抽出された
従 来の特徴 量 では代 替可 能性を示したものの，提案 した特徴 量は時間 方向の情報を失っ
ているため，時 間方 向の特 徴量を代替することはできないと考えられる．したがって，提 案 し
た特 徴量 を何 らかのアプリケーションで用 いる場 合には心 拍 数など時 間 方向 の情 報と組 み
合わせる必要がある．また，本研究では PPG 信号のローパスフィルタリングと 1 拍の波形切
り出しがバッチ処理 でおこなわれた．提 案手法のベースライン処理 および特徴 量抽出をリア
ルタイムで実行する場合は，リアルタイムのローパスフィルタリングとピーク検出による 1 拍切
り出しが可能な方法との組み合わせが必要である．
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第 5 章 PPG によるカフレス血圧推定

5.1 高血圧と血圧測定
高血圧は脳卒中，心筋梗塞などの重大な心血管病との相関がある．2010 年国民健康栄
養調査報告によれば，30 歳以上の日本人男性の 60％，女性の 45％が高血圧と診断され
た [55] ． こ こ で の 高 血 圧 の 定 義 で は ， 収 縮 期 血 圧 140mmHg 以 上 ま た は 拡 張 期 血 圧
90mmHg 以上，または降圧薬を服用している者を高血圧であるとする．また，高血圧の有病
率は，女性では低下傾向がみられるものの，男性の 50 歳代以上では上昇傾向である[55]．
高齢化に伴い，今後 日本の高血圧有 病者数はさらに増加することが予想される．高 血圧の
治療率(高血圧有病者のうち降圧薬服用者の割合）は，上昇を続けており，60 歳代男女で
50％以上，70 歳代男女で 60％以上であった．また高血圧の管理率（降圧薬服用者のうち
収縮期血圧 140mmHg かつ拡張期血圧 90mmHg 未満の者の割合）は高血圧治療が適切
におこなわれているかの指標となる．高血圧の管理率も 30 年間で上昇したものの，男性で
はおよそ 30％，女性ではおよそ 40％と未だ低い水準である[55]．さらに，高血圧の治療率と
管 理 率を考慮 すれば，すべての高血 圧 有病 者において適 切 に降圧 された者の割合はさら
に少なくなる．
高 血圧の治療 の重 要性は，高 血圧の放置 によって全身の血管 や腎 組織が劣化 ，損傷 し，
その結 果 さらに血 圧が上昇 ，という経 過から説 明される．そのため高血 圧の治 療には，でき
るだけ早期の開始と，治療の継続が求められる．高 血圧の診断，治療および管理には血圧
測 定が必 要なことは言うまでもない．また，家 庭 での血 圧 測定 の重 要性 が認 識されている．
高血圧の投薬などの治療が必要な患者も，ほとんどが入院を必要とせず外来で治療を進め
るケースが多 いからである．また，家 庭 で測 定 された血 圧 は正 常 値 であるにも関 わらず，外
来 や人 間 ドックなどの環 境 で測 定された血 圧が高 血圧 となる白 衣高 血圧 という現 象が報告
されている．そのため，日 常における自己 の血 圧測定 と管 理 が重要 になる．日 中の長 時 間
の血圧変動が脳卒中などの心血管イベント予測により有効とされる[16]．また就寝中の夜間
の血圧モニタリングによる血圧管理が心血管リスクの抑制に有効であるとの報告もある [34]．
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近 年 では安 価 で高性 能な自動カフ式 血圧計 が普及 している．しかしながら，家 庭 での連 続
血圧モニタリングができる機器は未だに普及していない．
このテーマでは PPG によるカフレス血圧測定を目指し，その前段階としてカフレス血圧推
定をおこない，精度を評価する．またこのテーマのカフレス血圧推定では簡便な方法を追求
し，PPG のみを使用 しその他の利用者 の属 性などの情報 (年齢 ，性別 ，健 康状 態，体格 な
ど)を使用しない．またカフ式血圧計などでの較正も不要な方法を提案する．

5.2 カフレス血圧推定
現在最 も普及 した血 圧計はカフ式 血圧計 である(図 5-1)．手動，自動を問わずカフ式血
圧 測 定 の原理 上 の欠 点 として，連 続的 な血圧 モニタリングに不 向 きなことである．カフ式 血
圧測定では血圧 測定時に一度カフを加圧し，測定 終了時にカフを減圧する必 要がある．ま
た自 動 コロトコフ式とオシロメトリック式 においては，非 測 定 者の身 体 への影響 と，正 確な血
圧測定のためにカフの加減圧を比較的ゆっくりとおこなう必要があり，測定 時間を短くするこ
とができない．自 宅療養などで血 圧を測 定，管理する必要のある人が利用 する装 着状 態 で
測 定が可 能な手 首カフ式 の血 圧計 も存在 する．しかしながら，このようなカフの圧 迫 は使 用
者の心理的ストレスや血流障害の原因になりうる．
また連続的にかつ非侵襲なトノメトリ法と呼ばれる血圧測定法がある．トノメトリ法は圧力セ
ンサーを主に橈 骨動 脈に押 し当て，平らになった橈骨 動脈 壁からの反力を血圧として測 定
するものである．トノメトリ法はカフを使用せず連続的 血圧測定が可 能である．しかしながら，
圧 力 センサーと橈 骨 動 脈 直 上 の皮 膚 との接 触 状 態 の繊 細 さと，測 定 システム全 体 が比 較
的大きな装置となることから，カフ式の血圧測定法と比較してあまり普及していない．
これらの従 来 の血 圧 測 定欠 点 を克 服 する技 術 として，カ フレス血 圧推 定 [56-65]がある．
カフレス血 圧推 定 にはいくつかの種類 がある．盛んに研 究が おこなわれているものは，PPG
と ECG による脈波伝達時間（pulse arrival time，PAT）を利用したものがある[57,62]．PAT と
血圧は負の相関関係が示されており[36]，これに基 づいて血圧推定がおこなわれる．しかし，
この方法によるカフレス血圧推定では，PPG と ECG の 2 種類のセンサーが必要であり，測
定機器のコストやセンサー配置の制約が生じる(図 5-1)．カフレス血圧推定において，もっと
も簡便な方法として PPG のみを用いたものと考えられる．PPG の信号のみを用いる方法は，
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Upper arm

Cuff

図 5-1. 上腕カフ式血圧計

図 5-2.

PPG センサーと ECG センサーを用いたカフレス血圧測定システム
(Espina et al.[64], Fig.1 より引用)

単一のセンサーのみを使用するため機器のコストが低く，センサー配置ともに自由 度が 高い．
本テーマも単一の PPG によるカフレス血圧推定を目指す．

5.3 波形特徴量
動脈管内の圧力波形との類似性から，血圧と PPG 波形の変化を関連付ける研究がおこ
なわれてきた．その発展として，PPG の波形を定量化した波形特徴量によるカフレス血圧推
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定の研究がおこなわれた．これらの研究 では，上腕 カフなどで測 定した血圧を参 照値 として，
それと同時に測定された PPG の特徴量によって血圧を推定する方法が一般的である．この
方法では，PPG 波形からどのような特徴量を抽出するか，および血圧 の参照値を教師信号
としてどのように血圧推定モデルを学習するかが重要である．
PPG の定量化のための波形特徴量は数多く提案されている．それらはカフレス血圧推定
を目的とした特徴量ではないものも，心血管機能を反映していると考えられるためカフレス血
圧推定モデルに使用することは有効である．

5.4 従来の血圧推定の推定手法
カフレス血圧推定の学習アルゴリズムもまた，PPG 波形特徴量と同様に数多くの手法が提
案されてきた．これらのアルゴリズムは一般的に，上腕カフ血圧などを教師信号とした教師あ
り学 習 である．これらはさらに，心血 管 の機 械 的 特性 に着 目 したモデルベースの手 法 と，モ
デルを考 慮せず単 に測 定された血 圧と脈 波から抽出 された特 徴量 の関 係を学習 する事 例
ベースの手法に分けられる．ただし，モデルベースの手法であっても，そのモデルのパラメー
タを波形特徴量から学習し決定する部分は事例ベースの学習と共通である．

5.4.1 モデルベースの血圧推定手法
モデルベースの手法の利点は，モデルのパラメータによって血圧の変動が定性的に説明される
ことである．心血管系は心臓のポンプと流体としての血液および流路の血管とみなされる．実際に
は血管系の分岐や局所的な分布は複雑で個人差も大きいため，それらのモデル化にはある程度
の単純化が必要である．

・Windkessel モデルによる手法
Choudhury[65]らは動脈血流の Windkessel モデル[30]を用いてカフレス血圧推定の研究
をおこなった．Windkessel モデルは大動脈管内圧力波形を動脈壁の伸展性と 1 拍の拍出
量の関係から説明するモデルである．大動脈は弾力性があり，収縮期 および大動脈弁閉鎖
後にも血液を末梢へ送る能力を持ち，これは Windkessel effect[30]と呼ばれている．2 要素
の Windkessel モデルでは，末梢血管抵抗と動脈壁の伸展性を表すパラメータが含まれる．
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この研究では，2 要素の Windkessel モデルに含まれる 2 つのパラメータを PPG 波形特徴量
の重回帰モデルから決定した．この研究では，振幅方向が規格化された PPG 波形の収縮
期時間𝑇s と拡張期時間𝑇d ，および 33%と 75%の高さにおける時間方向の幅𝐵33 を𝐵75 特徴量
としている(図 5-4)．

・Guyton の心血管モデルによる手法
Fukushima ら[25]は，Guyton のモデル[32,33]を用いて，カフレス血圧推定の研究をおこな

図 5-3.

PPG 波形特徴量(Choudhury ら[29], Fig.2 より引用)

った．Guyton モデルでは，血圧を決定する因子として最も影響の大きいものとして心拍出量
と血管抵抗をあげている．そのため Guyton モデルでは平均血圧が心拍出量と総血管抵抗
の積で表される．この研究では，心拍出量と総血管抵抗を，それぞれ PPG および SDPPG
の特 徴 量から独 立に重 回帰 モデルで推定 し，その積 により血 圧を推 定した．この研 究 で使
用された SDPPG の特徴量は，一般的な波高比特徴量とピーク間時間特徴量，PPG の周
波数解析による高周波 -低周波パワー比特徴量である(図 3-5)．この中で特筆すべきはパワ
ー比 特徴 量 であり，これは呼吸 および自 律 神経 機能 との関 連が示唆 される特 徴 量 である．
ただし，このパワー比特徴量は PPG 信号の周波数解析を必要とするため，この計算のため
にはある程度長時間の PPG 測定が必要である．
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図 5-4.

PPG のパワー比特徴量(Fukushima ら[30], Fig.3 より引用)

5.4.2 事例ベースの血圧推定手法
モデルベースの手法は血圧変動の理解の容易さや流体力学などの知見を利用できる利点があ
る一方，実際の非常に複雑な血圧の調整機構に対して過度の単純化がなされているという批判も
ある．そこでモデルを仮定せず，血圧と PPG から得られる情報(特徴量)に何らかの対応関係がある
として，統計的な手法を用いて血圧推定をおこなうのが事例ベースの手法である．

・人工ニューラルネットワークによる手法
Kurylyak ら[60]は，人 工ニューラルネットワークを用いてカフレス血圧 推定 の研 究をおこ
なった．この研究では，PPG 波形特徴量として，規格化された PPG1 拍中の systolic peak を
境として，いくつかの高 さにおける収縮期 時間と拡 張期時間 ，および隣接 した拍の systolic
peak の間隔を特徴量としている(図 5-5)．
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図 5-5.

PPG 波形特徴量(Kurylyak ら[24]，Figure.1 より引用)

・Support vector regression による手法
岸本ら[67]は，support vector regression (SVR)[68]を用いてカフレス血圧推定の研究をお
こなった．SVR の推定モデル学習アルゴリズムとしての特徴は，血圧と特徴量が互いに非線
形 の関係 であってもうまく推 定 モデルを学 習することができる点 である．この研 究 では， PPG
波形特徴量と SDPPG 波形特徴量が用いられた．PPG では，systolic，peak dicroic notch，
diastolic peak の各ピーク間時間幅，SDPPG では波高比特徴量および a 波を基準とした各
ピーク間時間幅である(図 5-6)．

図 5-6.

PPG と SDPPG 波形特徴量(岸本ら[67]，図 3 より引用)
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5.5 提案手法
提案手法の血 圧推 定 では，SDPPG から多数の特徴量が得られ，なおかつ血圧との相関が報
告されている等高線ベース特徴量[54]を利用する．心血管疾患のリスク指標として用いられている
血圧の種類には，収縮期血圧，拡張期血圧，脈圧，平均血圧がある．大規模なメタ研究により収
縮期血圧が最も重要とされる[16]．そのため上腕カフ血圧計で測定された収縮期血圧を参照値と
し，モデルを仮定しない事例ベースの方法で推定をおこなう．

5.5.1 SDPPG の等高線ベース特徴量
SDPPG の特徴量 として，最 も一 般的なものは波 高比特 徴量 [30,41,43]である．波高比特
徴量は，SDPPG の代表的な 5 つのピークから抽出される．ただし波高比特徴量では，c，d
波が明確でない SDPPG 波形(図 5-7(b))では抽出できない問題が指摘されている[42,43]．

Amplitude (a.u.)

a
e
c

d
b
Time (s)
(a)

Amplitude (a.u.)

a

e

b
Time (s)
(b)

図 5-7.

SDPPG 波形と特徴量，(a)波高比特徴量，(b)c 波と d 波の欠損
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そのため，提案手法ではどのような SDPPG 波形からも抽出が可能で，血圧との相関があ
ることが報告された波形特徴量である SDPPG の等高線ベース特徴量 [44]を用いる．以下，
等高線ベース特徴量の抽出方法を説明する．等高線ベース特徴量 は波形に等高線を引き，
その等高線が波形内部に存在する長さ，等高線と波形の交点の数，の 2 種類の特徴量か
らなる．(図 5-8)に SDPPG の波形の例を示し，これらをもとに等高線ベース特徴量 の抽出方
法を説明する．
Step 1 : SDPPG1 拍波形の正の最大振幅を 100%として，その波形の振幅方向に任意の
間隔で等高線を引く．
Step 2 : 引 かれた等 高線から特 徴 量を抽出 する．各 波 形と等 高線 との交点 の数 ，図 58(a)の黒丸の数を変化量と呼び．各波形の中に存在する等高線の長さの合計 ，図 5-8(b)の
太線の長さの合計を存在量と呼ぶ．
本論文では，等高線の間隔を中矢ら[44]にならい 5%とし，等高線の範囲は-100%から 95%
とした．

Amplitude (a.u.)

100%

0%
1

2

-30%

Time (s)
(a)

Amplitude (a.u.)

100%

0%
0.21s

0.08s

0.21s

Time (s)
(b)

図 5-8. 等高線ベース特徴量, (a)変化量, (b)存在量
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5.5.3 PLS 回帰
提案手法では，血圧推定モデル学習アルゴリズムとして PLS 回帰[]を用いる．等高線ベ
ース特徴量は SDPPG のピークの有無にかかわらず抽出が可能であるが，隣接した等高線
による特徴 量は似た傾向 となり，強い相関 が生 じる．そのため通 常の線形 重回 帰 では多 重
共線性が発生し，血圧推定精度の悪化の原因となる．そこでケモメトリクスの分野でよく用い
られる PLS 回帰を利用する．PLS 回帰では特徴量を互いに独立したスコアと呼ばれる変数
に変換し回帰をおこなう．またスコアは教師信号に対する回帰残差の説明力を増加させるよ
うに計算される．以下，PLS 回帰の計算を説明する．
Step 1 : 目 的 変 数 ベクトルを𝒚，特 徴 量 を列 とする行列 を𝑿，初 期 値 特 徴 量 行 列 を 𝑿0 =
𝑿，初期値重みベクトルを𝒘0 = 𝑿T 𝒚/‖𝑿T 𝒚‖とする．またスコア数を𝑘とする．
Step 2 : 重み𝒘1，スコア𝒕1 ，ベクトル𝒑1 ，スカラー 𝑞1 を求める．

𝒕1 =

𝑿0 𝒘0
‖𝑿0 𝒘0 ‖

(5.1)

𝒑1 = 𝑿0 T 𝒕1

(5.2)

𝑞1 = 𝒚T 𝒕1

(5.3)

Step 3: 𝑿0 と𝒘0を以下のように更新する．

𝑿1 = 𝑿0 − 𝑿0 𝒘0 𝒑1 T

(5.4)

𝒘1 = 𝑿1 T 𝒚

(5.5)

Step 4: 添え字を 1 ずつ増やして𝑘 に達するまで Step2，3 を繰り返す．
Step 5: 得られた𝒑𝑖 ，𝑞𝑖 ，𝒘𝑖 (𝑖 = 1 … 𝑘)によって回帰係数𝒃と切片𝑏0を計算する．
𝑷 = [ 𝒑1 … 𝒑𝑘 ]
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(5.6)

𝒒 = [ 𝑞1 … 𝑞𝑘 ]T

(5.7)

𝑾 = [ 𝒘1 … 𝒘𝑘 ]

(5.8)

𝒃 = 𝑾(𝑷T 𝑾)−1 𝒒

(5.9)

𝑏0 = 𝑞1 − 𝒑1 T 𝒃

(5.10)

これにより得られる PLS 回帰モデルは𝒃および𝑏0であり，あらたな特徴量ベクトル𝒙′ が得ら
れたときの推定値𝑦̂は次のように表される．

𝑦̂ = 𝒙′ 𝒃 + 𝑏0

(5.11)

PLS 回 帰 モデルの計 算にはスコア数を決定 する必要 がある．一般に大すぎるスコア数は
オーバーフィッティング，少 なすぎるスコア数 はアンダーフィッティングを起 こしやすく，推 定
精度悪化の原因となる．そのため与えられたデータに対して適切なスコア数を決定する必要
がある．スコア数の決定法にはいくつかの方法があるが，本論文では比較的少数のスコア数
を選 択 できるとされている Wold’s R 基 準 [65] でス コア数 を 決 定 した．以 下 に predictive
residual sum of squares(PRESS)[65]を用いた Wold’s R 基準によるスコア数の決定について
説明する．
学習データ数を𝑁とすると，スコア数𝑘個における𝑃𝑅𝐸𝑆𝑆𝑘 は次式で表される．

𝑁

1
𝑘 2
𝑃𝑅𝐸𝑆𝑆𝑘 = ∑(𝑦𝑖 − 𝑦̂(𝑖)
)
𝑁

(5.12)

𝑖=1

𝑘
ここで 𝑦𝑖 は𝑖番目の実測値，𝑦̂(𝑖)
がスコア数 𝑘 における 𝑖 番目のデータを除いた回帰モ

デルによる𝑖 番目のデータの推定値である．これは leave one out 交差確認法の推定値であ
る．このとき Wold’s R 基準値 𝑅𝑘 は次式で表される．
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𝑅𝑘 =

𝑃𝑅𝐸𝑆𝑆𝑘+1
𝑃𝑅𝐸𝑆𝑆𝑘

(5.13)

Wold’s R 基準では𝑅𝑘 > 1となる最初の𝑘，つまり𝑃𝑅𝐸𝑆𝑆𝑘 の最初の極小値を最適なスコア数
とする．

5.6 血圧推定実験

5.6.1 データの測定
実験には，265 名の被験者が参加した．被験者全員に実験の趣旨と取得するデータにつ
いての同意を得て，金井病院の倫理委員会による承認を受けた．被験者の統計 を表 5-1 に
示す．収縮期血圧はカフ式血圧計（UDEX-i，キャノン製）で測定された．PPG センサーは，
赤色波長 660nm とフォトダイオードで，サンプリング周波数 200Hz で測定された．被験者は，
5 分の安静の後，上腕カフで血圧を測定，その直後に PPG を 20 秒間測定した．また測定
された PPG は，ノイズの除去のためにカットオフ周波数 10Hz のローパスフィルタで処理され
た．

表 5-1．被験者の統計
Characteristic

Mean

Standard deviation

Systolic blood pressure (mmHg)

133.1

18.4

Age (year)

62.8

16.8

Height (cm)

157.3

7.1

weight (kg)

57.1

10.1

5.6.2 重回帰分析と波高比特徴量による方法との比較
血圧 推定実 験では，提 案手法の従来の波 高比および重回帰 モデルを用いた手法との精
度 比 較をする．比較 手法 (1)は波 高比 特徴 量と重回帰 モデル，比較 手法 (2)は等高 線ベー
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ス特徴量と重回帰モデルである．比較手法(2)において，等高線ベース特徴量数が合計 80
個 と多 量 であり，また特 徴 量 間 の相 関 も高 いため，収 縮 期 血 圧 との相 関 係 数 の絶 対 値 が
0.3 を超える等高線ベース特徴量 を選択し，これらで赤池情報量基準の変数増減法による
重回帰モデルの学習をおこなった．精度確認では，いずれの手法も 180 件のサンプルを学
習データとし，残りの 85 件をテストデータとした．

5.7 結果
提案手法の PLS 回帰モデルでは，学習データの leave one out 交差確認法で PRESS が
計算され，Wold’s R 基準により PLS 推定 モデルのスコア数は 6 となった．また比較手法(2)
で収縮期血圧との相関係数の絶対値が 0.3 を超えた等高線ベース特徴量 数は 20 個であ
り，ここから変数増減法によって最終的に 5 個の等高線特徴がモデルとして選択された．提
案手法および 2 つの比較手法による，上腕カフによる収縮期血圧と推定された収縮期血圧
の相関係数，それらの誤差の標準偏差を表 5-2 に示す．またそれらの散布図を図 5-9 に示
す．また，上腕カフによる収縮期血圧と推定された収縮期血圧の Bland-Altman 分析[72]の
結果を表 5-3 に示す．Bland-Altman 分析はある対象の 2 つの異なる測定方法(本実験の
場 合 ，上 腕 カフによる血 圧 と推 定 モデルによる血 圧推 定 値 )の一 致 度を評 価 する分 析 であ
る．この Bland-Altman プロットを図 5-10 に示す．
上 腕 カフによる収 縮期 血 圧と推 定 された収縮 期 血圧 の相関 係 数 ，および誤差 の標 準 偏
差では，提案手 法が最も良 い結果となった．また，Bland-Altman 分析 では，95%同意区間
表 5-2．収縮期血圧測定値と推定値の相関係数と誤差標準偏差
Method
R
Error SD (mmHg)
Proposed
0.78
9.09
Comparison 1 0.58
11.76
Comparison 2 0.62
11.20

表 5-3．Bland-Altman 分析の結果
Method
R
Mean (mmHg) SD × 1.96 (mmHg)
Proposed
-0.51
-0.28
17.92
Comparison 1 -0.72
-0.15
23.19
Comparison 2 -0.53
-1.21
22.10
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(誤差が正規 分布 すると仮定 した場合 ，95%の誤 差がこの区 間に収まる)の幅は，提案 手法
が最も狭い結果となった．

図 5-9． 収縮期血圧測定値と推定値の散布図，(a)提案手法，(b)比較手法(1)，
(c)比較手法(2)
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図 5-10． Bland-Altman プロット，(a)提案手法，(b)比較手法(1)，(c) 比較手法(2)
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5.8 他研究の手法との比較
前節では等高線ベース特徴量と PLS 回帰の組み合わせによる提案手法の優位性を確認したが，
カフレス血圧推定法としての優位性を示すために，提案手法と類似した 2 つの事例ベースの推
定手法との推定精度を比較する．比較対象は，Kurylyak ら[60]の手法と岸本ら[67]の手法
である．この 2 つの手法は PPG のみを使用し，生理学的または機械的モデルを仮定せず直
接血圧参照を教師信号として推定 する点で提案 手 法と類似している．本節の比較 では，提
案 手 法を含 むいずれの手法 においても実 験 で測 定したデータを使用 し，同 じランダム分割
されたデータによる 10 分割交差確認によって手法の精度を比較する．また提案法の PLS
回帰のスコア数は，交差確認の各学習データ内で leave one out 交差確認をしてそれによる
Wold’s R 基準でそれぞれ決定される．なお，ここでは Kurylyak らの手法を比較手法(3)，岸
本らの手法を比較手法 (4)とする．

・Kurylyak らの手法
Kurylyak らの方法は人工ニューラルネットワークによる血圧推定である．ネットワークの構
造は 21 入力，4 層(隠れ層 2)である．隠れ層のニューロン数はそれぞれ 35，と 20 である．
入力の特徴量は図 5-5 の特徴量に加え，その一部の特徴量の和と比である．以下の 21 個
である：
𝐶𝑃, 𝑆𝑈𝑇, 𝐷𝑇， 𝐷𝑊10, 𝑆𝑊10 + 𝐷𝑊10, 𝐷𝑊10/𝑆𝑊10， 𝐷𝑊25, 𝑆𝑊25 + 𝐷𝑊25, 𝐷𝑊25/
𝑆𝑊25， 𝐷𝑊33, 𝑆𝑊33 + 𝐷𝑊33, 𝐷𝑊33/𝑆𝑊33， 𝐷𝑊50, 𝑆𝑊50 + 𝐷𝑊50, 𝐷𝑊50/
𝑆𝑊50， 𝐷𝑊66, 𝑆𝑊66 + 𝐷𝑊66, 𝐷𝑊66/𝑆𝑊66， 𝐷𝑊75, 𝑆𝑊75 + 𝐷𝑊75, 𝐷𝑊75/𝑆𝑊75.

・岸本らの手法
岸本らの手法は，SVR による血圧推定である．使用する特徴量は図 5-6 の PPG の各ピ
ー ク 波 高 で あ る 𝑃𝑊， 𝑇𝑊， 𝐷𝑁， 𝐷𝑊 ， 規 格 化 し て い な い SDPPG の 各 ピ ー ク 波 高 で あ る
𝑎， 𝑏， 𝑐， 𝑑， 𝑒，PPG の PW からの各ピーク時間である𝑡1， 𝑡2， 𝑡3，SDPPG の a からの各ピーク
時間である𝑡𝑏， 𝑡𝑐， 𝑡𝑑， 𝑡𝑒，SDPPG の波高比である𝑏/𝑎， 𝑐/𝑎， 𝑑/𝑎， 𝑒/𝑎，および PPG 波形面
積の 21 個である．
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5.9 他研究の手法との比較結果
提案手法および 2 つの他研究の手法による，上腕カフによる収縮期 血圧と推定された収
縮期血圧の相関係数，それらの誤差の標準偏差を表 5-4 に示す．またそれらの散布図を図
5-11 に示 す．また，上腕カフによる収縮期 血圧 と推定 された収 縮期 血圧 の Bland-Altman
分析の結果を表 5-5 に示す．この Bland-Altman プロットを図 5-12 に示す．

表 5-4． 収縮期血圧測定値と推定値の相関係数と誤差標準偏差
Method
Proposed
Comparison 3
Comparison 4

R
0.81
0.72
0.73

Error SD (mmHg)
10.73
12.78
14.08

表 5-5．Bland-Altman 分析の結果
Method
Proposed
Comparison 3
Comparison 4

R
0.34
0.43
0.84

Mean (mmHg)
0.00
0.00
0.30

SD × 1.96 (mmHg)
21.03
25.05
27.60

上 腕カフによる収 縮期 血圧 と推定 された収縮 期血圧 の相 関係 数 ，および誤 差の標準 偏
差では，提案手 法が最も良 い結果となった．また，Bland-Altman 分析 では，95%同意区間
の幅は，提案手法が最も狭い結果となった．
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Estimated SBP (mmHg)

Measured SBP (mmHg)

Estimated SBP (mmHg)

(a)

Measured SBP (mmHg)

Estimated SBP (mmHg)

(b)

Measured SBP (mmHg)

(c)

図．5-11 収縮期血圧測定値と推定値の散布図，(a)提案手法，(b)比較手法(3)，
(c) 比較手法(4)
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Measured - Estimated SBP (mmHg)

21.03
0.00

Mean +1.96 SD
Mean

-21.03 Mean -1.96 SD

(Measured + Estimated SBP) / 2 (mmHg)

Measured - Estimated SBP (mmHg)

(a)

25.05
0.00

Mean +1.96 SD

Mean

-25.05 Mean -1.96 SD

(Measured + Estimated SBP) / 2 (mmHg)

Measured - Estimated SBP (mmHg)

(b)

27.90

Mean +1.96 SD

0.30 Mean

-27.30

Mean -1.96 SD

(Measured + Estimated SBP) / 2 (mmHg)

(c)

図．5-12 Bland-Altman プロット，(a)提案手法，(b)比較手法(3)，(c)比較手法(4)
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5.10 考察
提 案 手 法 が波 高 比 特 徴 量 と重 回 帰 分 析 の血 圧推 定 比 較 実 験 において最 も良 い結 果 と
なった理由を考察する．提案手法では Wold’s R 基準によりスコア数は 6 となったが，比較
手法(1)では波高比特徴量は 4 個，比較手法(2)では等高線特徴 5 個が選択された．提案
手 法のスコアはすべて線 形独 立 であるが，いずれの比 較 手法 も提案 手 法に比 べ特徴 量 数
が少なく，またモデル内 の特徴 量同 士が必 ずしも独立 でないため，提 案手 法のモデルの説
明力が高くなり精度が良くなったと考えられる．
提案手法の血圧推定精度を英国高血圧学会（BHS）の規格[73]で評価した．表 5-6 は，
BHS 血圧測定等級の要約である． BHS の規格では，聴診法による血圧値を基準血圧値
としているが，これを自動 オシロメトリック血圧計による収縮期血圧値で代用した．これを踏ま
えて，提案手法の収縮期血圧値の推定精度を BHS 規格に照らし合わせた．被験者に対し
て提案手法では，収縮期血圧値の絶対誤差が 5 mmHg 以内である被験者の累積割合は
38％，10 mm Hg で 78％，および 15 mm Hg 以内 で 91％であった．その結果，提案法の等
級は D である．したがって，提案した収縮期血圧値推定法は臨床用途には適していない．
比較手法(3)と(4)の比較では，精度 で提案手法が優った．Bland-Altman プロットを見ると，
提 案 手 法 と比 較 手 法 (3)では似た傾 向 となっている．しかし比 較 手 法 (4)では大 きな正 の相
関 がある．これは，測定 血圧の平均から離れた低いあるいは高い血圧の推定がうまくいって
いないことを意味 する．このような傾 向は，推 定 モデルが十 分 な複 雑 さを持 って学 習 できな
かった場合に生じる．比較実験においては比較手法(4)のハイパーパラメータは交差確認時
の学習データ内でおこなわれたが，そこで十分に複 雑なモデルを学 習できなかったと考えら
れる．比較手法(3)では 15000 件を超える規模のデータ(学習データはその 70%)を使用して
いる．また比較手法(4)では 691 件(学習データは 600 件)のデータでおこなわれた．

Grade
A
B
C
D

表 5-6．英国高血圧学会の血圧測定等級の規格
Absolute difference between standard and test device (%)
≤5 mmHg
≤10 mmHg
≤15 mmHg
60
85
95
50
75
90
40
65
80
Worse than C

62

いずれも今回の実験データの規模よりも大きい．したがって，提案手法の優位性を示すため
には，今後公開された大規模データによる検証が必要と考えられる．
提案手法のカフレス血圧推定研究の中での位置づけを説明するために，提案手法と従来
のカフレス血 圧 推定 法を比 較 する．まず提案 手法 の特 徴について述 べる． 提 案手 法 では，
血圧の推定前のキャリブレーションは不要であり，PPG 以外の情報は血圧の推定には不要
である． Shin ら[66]の血圧推定法では，血圧と，PPG 特徴量と被験者の身長の組み合わ
せである指 標との相関を解析した．そこで提案 された指標と収縮 期血圧の間の相関係 数は
0.826 であり，これは本テーマの提案 手法の結 果（0.78）よりも高い．しかしながら，この研究
では，相関分析は単一のデータセット内でおこなわれた．一方，本テーマの実験では，学習
データとテストデータを分 割 して精 度を確認 した．個人 ごとに血 圧 推定 モデルを構築 するカ
フレス血圧推定法が提案された[63]．ただし，この方 法では定期的なキャリブレーションが必
要である． Choudhury ら[65]は，Windkessel モデルに基づくカフレス血圧推定法 を提案し
た．この方法では，Windkessel モデルの 2 つのパラメータが PPG の特徴量を使って推定さ
れる．この方法で使用される PPG 波形特徴量の数は比較的少なく，4 つであった．PLS 回
帰を使用した本テーマの提案手法では，血圧に関連する 6 つのスコアが得られたが，他 の
手 法 で用 いられた特 徴 量 をモデルに導 入 することで提 案 手 法 の推 定 精 度 を改 善 できる可
能性がある．

5.11 まとめ
このテーマでは，簡便なカフレス血圧測定を実現するために，その前段階として PPG によ
る血圧推定法を提案した．この方法では，血圧との相関が報告された SDPPG の等高線ベ
ース特徴 量を用い，PLS 回 帰 で収 縮期 血 圧を推 定 する較正が不 要なモデルを学習 した．
本 手 法の推 定精 度と波高 比 と重回 帰によるモデルおよび等 高線 ベース特 徴量 と重 回帰 に
よるモデルの推 定 精 度を比 較 した．結 果 では，提 案手 法 が 比 較 手 法に優 る推定 精 度 を持
つことを確認した．提案した収 縮期血圧推 定法の精 度は英国高血圧学会の測定 機器に関
する規格に照合され，臨床用途に十分な精度には達していない結果となった．また，PPG の
みを用い，同じ事例ベースの血圧推定 をした従来手法との比較 でも，提案手法の精度が優
る結果となった．提案手法では PPG のみが使用され，他の利用者の属性は使用されなかっ
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たため，簡 便な方法といえる．これらのことから，このテーマの結果によって，カフレス血圧測
定の実現には至らなかったものの，一定の進 歩があったと考える．カフレス血圧測定の実現
のためには，医 療 機器 としてすでに認められるカフ式 血 圧 計と同程 度の精 度が必要 であろ
う．提案手法の精度を向上させるために，従来研究で提案された他の波形特徴量を利用す
ることや，プライバシーの保 護に留 意 して利用 者の属 性を推定 に利 用する ことが考えられる．
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第 6 章 PPG による血管年齢推定

6.1 はじめに
血 管 年 齢 は生 活 習 慣 病 と強 く関 係 しており重 大 な疾 病 のリスク指 標 の １つである．医 療
機関で測定される血管 機能の指標として PWV や CAVI がある．PWV はすでに多くの心血
管 疾 患 との関 連 が研 究 され，心 血 管 機 能 の指 標 としてゴールドスタンダードとなっている．
PWV は測定時の被験者の血圧によって変化するが，CAVI は血圧の影響を受けにくい指
標とされている．また CAVI ではその値を変換し血管年齢として表示することもできる．しかし
ながら PWV と CAVI の測定には病院での大がかりな装置が必要であり，手軽に測定できな
い．
これらの観点から，血管年 齢をスマートフォンなどのモバイル機 器で手軽に測 定できれば，
心血管機能の評価および管理に果たす役割は大きいと考えられる．そこでこのテーマでは，
スマートフォンの筐体に実装された PPG センサーを用いて，手軽に血管年齢を測定するた
めの推定法を提案する．推定の参照値として CAVI による血管年齢を用いる．

6.2 CAVI とその測定
脈波の伝搬速度である PWV は，測定時の血圧に依存して変化するために，動脈の硬さ
を正確に表せていなかった．それに対して CAVI は血圧への依存性が低く動脈の硬さを高
い再現性を持って測定できるとされる．また CAVI は動脈の硬さに関連する疾患との関係も
研究されており，血管の老化状態の指標として普及している．CAVI の測定では心電計，心
音計，上腕カフおよび足首カフを被 験者に装着し，心音，上腕脈波形および足首脈波形を
測定して心弁口部－足首間の脈 波伝播時間 𝑇を得る(図 6-1)．同時に上腕カフより収縮期
血圧𝑃s と拡張期血圧𝑃d を得る．心弁口部－足首間の距離 𝐿を𝑇で除して𝑃𝑊𝑉を得る．

𝑃𝑊𝑉 =
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𝐿
𝑇

(4.1)

また CAVI は血 管 固 有の硬 さを示すスティフネスパラメータ𝛽に基づく指標 である[17]．𝛽
は，血管 径を𝐷，心拍 出によるその最 大変化 量を∆𝐷とし，前述の血圧 𝑃s , 𝑃d を用いれば下記
のように表現される．

𝛽 = ln (

𝑃s
𝐷
)∙
𝑃d ∆𝐷

(4.2)

一方で𝑃𝑊𝑉は，血管 内容積を𝑉，心拍出 によるその最大 変化量を∆𝑉，血液密 度 𝜌，脈圧
∆𝑃 = 𝑃s − 𝑃d を用いて以下の式で表現される．

𝑃𝑊𝑉 2 =

Δ𝑃 𝑉
∙
𝜌 ∆𝑉

(4.3)

また管内容積𝑉の変化率と管径変化率 の関係式は，

∆𝑉 2∆𝐷
=
𝑉
𝐷

(4.4)

であり， (2)，(3) 式から管径変化率の逆数を求める．

𝐷
2𝜌
=
∙ 𝑃𝑊𝑉 2
∆𝐷 Δ𝑃

(4.5)

これを𝛽に代入し，係数𝑎と𝑏を用い従来の PWV と同じスケールになるように変換をして無
次元量の CAVI が求められる．
𝐶𝐴𝑉𝐼 = 𝑎 ∙ (

2𝜌
𝑃s
∙ ln ( ) ∙ 𝑃𝑊𝑉 2 ) + 𝑏
Δ𝑃
𝑃d
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(4.6)

上腕カフ…
脈波，拡張期血圧(𝑃s )，収縮期血圧測定(𝑃d )
足首カフ…脈波測定
c

a

心電図
心音マイク

a

c

T
L
𝑃𝑊𝑉 = 𝐿/𝑇
2𝜌
𝑃
𝐶𝐴𝑉𝐼 = 𝑎 ∙
∙ ln
∙ 𝑃𝑊𝑉 2 + 𝑏
Δ𝑃
𝑃
図 6-1．CAVI の測定

6.3 PPG と血管年齢
PPG と SDPPG は血 管 年 齢 をはじめとする心 血 管 機 能 の評 価 に広 く用 いられている．
SDPPG では b/a，c/a，d/a，e/a およびそれらの組み合わせが SDPPG の波高比特徴量として
利用されており，血管機能や血圧との関係性について研究されている．さらに SDPPG の各
ピーク間 時 間 を特 徴 量 として利 用 した研 究 も存 在 している [25,67]．しかし一部 の被 測 定 者
では，これらのピークのうち特に c と d のピークが消失する場合があり，それにより波高比特
徴量が抽出できない問題があった[26,27]．
この問 題 に対 応 するために，中 矢 らは等 高 線 ベース特 徴 量 を提 案 している [54]．この特
徴量は SDPPG のピークの存在によらず抽出できるため，ピークが消失したり明確でない波
形 からも特徴 量 が抽 出 できる．等高 線 ベース特 徴量 は中 矢らによって血 圧との相関 がある
ことが報告されたが，一般に血圧の上昇の要因 として動脈硬化などの血管機 能の低下があ
るため，血管年齢の推定にも有効であると考えた．このテーマでは日常的に使用するスマー
トフォンに搭載する血管 年齢推定 機 能を開発しているため，どのような利用 者でも確実に特
徴量が抽出できることが重要であり，このテーマでも等高線ベース特徴量を使用する．
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図 6-2．PPG とその微分波形，(a)PPG，(b)FDPPG，(c)SDPPG

6.4 提案手法
提案手法では，波形特徴量を説明変数とした PLS 回帰によって CAVI 血管年齢推定を
おこなう．なお本研究の PLS 回帰のアルゴリズムは本論文の第 5 章 5.5.3 のアルゴリズムと
同じであり，こちらを参照されたい．
提案手法 で使用する特徴量は PPG，FDPPG，SDPPG から抽出した等高 線ベース特徴
68

量である．このテーマではより多くの PPG の情報を活用するために，PPG，FDPPG，SDPPG
の 3 種類の波形(図 6-2)の等高線ベース特徴量を用いる．提案手法の性能比較のために
使用する特徴量は， SDPPG から抽出した波高 比 特徴量 である．以下 ，これらの特徴量を
説明する．

・等高線ベース特徴量
等 高 線 ベース特 徴 量 は波 形 に等 高 線 を引 き，その等 高 線 が波 形 内 部 に存 在 する長 さ
(存在量)，等高線と波形の交点の数 (変化量)，の 2 種類の特徴量からなる．等高線ベース
特徴量の抽出方法は 5.5.1 と同様である．ただし，このテーマでは，より多くの情報を得るた
めに抽出の対象として PPG，FDPPG，SDPPG3 種 類の波形を利用する．図 6-3 に PPG，
FDPPG，SDPPG の波形の例を示す．
等高線の間隔は中矢らにならい 5%とし，等高線の範囲は PPG では 0%から 95%，FDPPG
と SDPPG では-100%から 95%とした．これにより抽出される等高線ベース特徴量 の数の合
計は(20+40+40)×2 種類=200 個となる．なお，いずれの波形においても 100%における等高
線ベース特徴量は変化量で常に 1，存在量で常に 0 となるため，これらを使用しない．

・波高比特徴量
波高比特徴量は，a 波以外の各ピークの基線からの高さを a 波の高さで除した b/a，c/a，
d/a，e/a の 4 種類と，さらに各ピーク間時間も特徴量として利用 する．ピーク間時間の数は，
1 拍 SDPPG 波形内のピークが 5 種類あるとして 5 C 2 =10 種類である．このテーマではこれら
の 4+10=14 種類を波高比特徴量とする．
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図 6-3．等高線ベース特徴量，(a)PPG，(b)FDPPG，(c)SDPPG
6.5 CAVI 血管年齢推定実験
提案する等高線ベース特徴量を用いた PLS 回帰 による CAVI 値推定手法の精度を確認
するために実験をおこなった．比較する手法は，SDPPG の波高比特徴量を用いた PLS 回
帰による CAVI 値推定手法である．

6.5.1 被験者とデータ
実験に参加した被験者は 57 名（男性 33，女性 24）であった．被験者の年齢 の平均と標
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準偏差はそれぞれ 49.5 歳と 20.6 歳，CAVI 血管年 齢値の平均と標準偏差はそれぞれ 48.7
と 22.2 であった．事前に金井病院倫理委員会の許可を受け，被験者に実験の趣旨を説明
し，同意を得た後にデータを取得した．
本実験に使用した CAVI 測定装置は血圧脈波検査装置 VS-1500A（フクダ電子製）であ
る．被験者は水平な検査用ベッド上に仰臥位で 10 分間の安静の後，両上腕カフ，両足首
カフ，心電電極，心音マイクを装着して測定をおこなった．
PPG は実験用に製作したスマートフォン筐体を用いた反射型 PPG センサーであり，サン
プリング周波数 200Hz，分解能 16bit，光源は IR である．PPG 測定時の姿勢の例を図 6-4
に示す．PPG は CAVI 測定後，CAVI 測定器を取り外して 5 分間の安静座位経過後にお
いて，スマートフォンを胸の高さで保持し，左手の人指し指にて 30 秒間の測定をおこなった．
日常的な利用では測定時間が短い方が望ましいので，測定時間が 20 秒，10 秒の場合の
推定結果も確認する．そのための 20 秒および 10 秒の PPG データは 30 秒間のデータの開
始点からそれぞれの秒数切り出された．
各被験者において CAVI 値と PPG データが測定された．測定されたデータは 1 つの CAVI
値と複数の拍をからなる PPG レコードである．単一の CAVI 値と PPG レコードから抽出され
た複数の特徴量を対応させるために，複数の拍による特徴量を平均し，1 つのデータサンプ
ルとした．なお波高比特徴量について，抽出できない拍があった場合，同じ PPG レコード内
で抽出できた波高比特徴量のみで平均した．

Fingertip

Heart

図 6-4．スマートフォンによる PPG の測定姿勢
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6.5.2 PLS 回帰モデルの学習と精度評価指標
PLS 回 帰 モデルの学 習のため，得られたデータセットの特徴 量のうち，すべてのサンプル
で同じ値となったものを削除した．等高線ベース特徴量 では全 200 個のうち 57 個の特徴量
が削除され，計 143 個が使用された．波高比特 徴 量ではこのような特徴 量は無かった．提
案手法と比較手法のスコア数が 1 から 10 までの PRESS を図 6-5 に示す．Wold’s R 基準
により，提案手 法の PLS 回帰 モデルではスコア数 は 5 と決定された．同様に比較 手法の
PLS 回帰モデルではスコア数は 3 と決定された．
提案手法と比較手法による PLS 回帰モデルの Leave one out 交差確認法によって，各
データの CAVI 推定値が得られる．これと CAVI 測 定値を比較して，各手法の推定精度を
評価した．なお 20 秒および 10 秒のデータの Leave one out 交差確認では，PLS 回帰モデ
ルは 30 秒の PPG データで学習したものを使用し，テストデータに 20 秒および 10 秒の PPG
データを使用した．これは実用の場面より，学習済 みの PLS 回 帰モデルがあらかじめ機器
に実装されていることを想定したものである．
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図 6-5．スコア数による PRESS の変化

推定精度の評価指標は CAVI 測定値と CAVI 推 定値の重相関係数𝑅，およびその root
mean square error (𝑅𝑀𝑆𝐸)である．𝑦𝑖 と𝑦̂𝑖 を𝑖番目の測定値と推 定値，𝑦̅を測定値の平均とす
ると𝑅および𝑅𝑀𝑆𝐸は以下の式で表される．
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𝑅 = √1 −

∑𝑁
̂𝑖 )2
𝑖=1(𝑦𝑖 − 𝑦
∑𝑁
̅)2
𝑖=1(𝑦𝑖 − 𝑦

(4.7)

𝑁

1
𝑅𝑀𝑆𝐸 = √ ∑(𝑦𝑖 − 𝑦̂𝑖 )2
𝑁

(4.8)

𝑖=1

𝑅は高ければ推定精度が良いことを示し，𝑅𝑀𝑆𝐸は低ければ推定精度が良いことを示す．

6.6 結果
推定精度評価実験で得られた提案手法および比較手法の CAVI 測定値と推定値による
重相関係数𝑅と𝑅𝑀𝑆𝐸を表 6-1 に示す．また提案手法と比較手法の CAVI 測定値と推定値
の散布図を図 6-6，6-7 にそれぞれ示す．𝑅と𝑅𝑀𝑆𝐸はいずれの測定時間においても提案手
法 が良い結 果となった．PPG の測定 時 間の短縮 による推 定 精度 の変 化について，若 干 の
精 度悪 化があったものの，提 案手 法と比較手 法ともに大きな悪 化はみられなかった．ただし
比較手法の測定時間 10 秒による推定では，1 件の PPG レコードから計算された SDPPG に
おいて c および d 波が完全に欠損したため，このテストデータによる推定ができなかった．
測定時間 30 秒の結果の Bland-Altman 分析のプロットを図 6-8 に示す．これより提案手
法の誤差が比較手法に比べて小さいことが分かる．この Bland-Altman 分析の相関係数は
提案手法で𝑅=0.13，比較手法で𝑅=0.27 と大きくなく，誤差平均も 0 に近いため，双方のプ
ロットから比例誤差と固定誤差は確認 されなかった．

表 6-1．CAVI 測定値と推定値の相関係数と RMSE

Proposed method

Comparative method

Time (s)
30
20
10
30
20
10
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R
0.88
0.86
0.86
0.80
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0.77

RMSE (a.u.)
10.09
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10.89
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13.32
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図 6-6．提案手法の CAVI 測定値と推定値の散布図
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図 6-7．比較手法の CAVI 測定値と推定値の散布図
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図 6-8．提案手法と比較手法の 30 秒結果の Bland-Altman プロット
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6.7 考察
実験結果より提案手法が比較手法の精度を上回った原因を考察する．Wold’s R 基準で
選択された最適なスコア数は，提案手法で 5，比較手法で 3 であった．PLS 回帰において，
スコアは独 立 かつ以 前 の回 帰 残 差を説 明 するように選 ばれる．そのためスコア数 が多 い提
案手法が回帰の説明力が高く，推定精度が良くなったと考えられる．提案手法の PLS 回帰
で使用された等高線ベース特徴量 数は 143 個であり，比較手法の波高比特徴量は 14 個
であったため，等高線ベース特徴量 が独立しかつ回帰に有効な成分をより多く持っていたと
考えられる．
提 案 手 法 と比 較 手 法 の測定 時 間 短 縮 による顕 著な精 度 悪 化 がみられなかったことにつ
いて考察する．これは，本実験の PPG が被験者の安静，病院の検査室内での測定という整
った条件で測定され，各被験者の PPG 波形がレコード内で均一であったためと考えられる．
脈波波形特徴量は最低 1 拍の波形から抽出できるが，通常 PPG 波形は拍毎にばらつきを
持つため，複 数の拍の平均を用いることが安定 した推定には必要である．30 秒に比較 して
20 秒と 10 秒の推定精度はわずかであるが悪化がみられた．今後，実用上必要な精度と許
容できる測定時間を考慮して，適切な測定時間を決定する必要があるだろう．

6.8 まとめ
このテーマでは PPG による簡便な血管年齢の測定を目指し，再現性の高い血管の老化
状態の指標である CAVI 値を脈波の波形特徴量から推 定し，その精度を確認した．提案手
法では脈波波形によらず確実に抽出 が可能な等高線ベース特徴量 を使用した．
提案手法と比較手法の波高比特徴量での PLS 回 帰による CAVI 推定精度比較におい
ては，提案手法が良い結果となった．ただし提案手法の PLS 回帰計算には 143 個の特徴
量 を使 用 しており，モバイル機器 への実 装の際 には計 算 負荷 が大 きいと考えられる．また，
このテーマでは PLS 回帰を用いたが，被験者数を増やしていくことで非線 形の回帰手法の
方 が高い推定 精 度を得 られる場合 も考えられる．以上 より，回 帰に使用 する特 徴量 の削 減
と推定精度改善のための他手法の検討を今後の研究課題とする．
なおこのテーマで提 案 された血 管 年齢 推定 法は，特 別な手 技を持 たない使用 者 自身 に

77

よって測 定 がおこなわれることを想 定 し，その結 果により生 活 習 慣 の改 善 や医 療 機 関 への
受診を促すことを目的としたものである．
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第 7 章 結論

本研究の結果を総括し，結論を述べる．第 3 章「PPG のサンプリング周波数が波形特徴
量 の値に及ぼす影 響の評 価」の研究 では，サンプリング周 波数の影響を受けにくい特 徴 量
が確認され，これにより従来 有用性が示 されていた特徴量のモバイル機 器での利 用可能性
が示された．第 4 章「1 拍 PPG 波形全体を特徴量とする抽出方法とその解析」の研究では，
波形の一部の情報しか得られなかった従来の特徴量の問題を指摘し，心拍成分を取り出し
た後に波形 全体を特徴 量とする方法を提案 した．この特徴 量の主成 分分 析によって，PPG
の変 動 が比 較 的 少 数 の主 成 分 で説 明 されることと，この主 成 分 が一 部 の従 来 の特 徴 量 を
代替できる可能性が示 された．これにより PPG の利用方法が広がったと考えられる．「PPG
によるカフレス血圧 推定」では，PPG のみによる較 正不要なカフレス血圧 推定を提 案し，同
様の手法と比較して，より高精度に収縮期血圧を推定することを明らかにした．「PPG による
血管年齢推定」の研究では，心血管機能の指標としてエビデンスのある CAVI 血管年齢を
PPG から推定する研究がおこなわれた．従来大がかりな装置で測定されていた血管年齢の
測定を，PPG でおこなえる可能性を示した．以上のことから，本研究は PPG の利用の幅を
広げ，PPG による心血管機能測定の実現に進歩を与えたと結論する．
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