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非侵襲自律神経疾患計測のための外乱に強い電子瞳孔計の開発
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Autonomic Nerve Quantification
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あらまし 自律神経の働きを評価することにより，うつ病やアルツハイマー病らの病勢定量の可能性が示唆さ
れている．自律神経機能を定量的に評価する手法として瞳孔反応検査法は，高い精度と信頼のおける被侵襲な手
法として臨床応用されている．しかし，現在この検査で用いる瞳孔計は，瞳孔部の抽出を手動しきい値処理のみ
により行っているため，測定中の患者の瞬きなどの要因により，瞳孔面積の正確な推移の計測が困難になる場合
がある．そこで本研究では，赤外線カメラらから構成される瞳孔撮影デバイス及び瞳孔部の面積計測アルゴリズ
ムを開発した．この手法はまばたきなどの影響により瞳孔の輪郭が欠損する場合に備え，瞳孔の輪郭候補点の推
定を基とした楕円推定による補完処理を行うことにより，外乱にロバストな瞳孔面積計測を可能とするものであ
る．開発した瞳孔撮影デバイスにより撮影された動画 35 編，総フレーム数 9,714 枚を用いた瞳孔抽出性能の評
価の結果，平均抽出精度 96.9%，再現率 96.8%を実現し，瞳孔の一部がまぶたに覆われている状態においても平
均抽出精度 95.2%，再現度 95.1%を実現した．また，臨床で用いられている瞳孔反射パラメータの推定実験にお
いても平均誤差率 1.6～4.8%と良好な結果が得られた．
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1. ま え が き

人間の各臓器の機能を制御する自律神経機能の評価

を行うことにより，うつ病やアルツハイマー病などの

病勢を定量評価することが期待できる．Elmstahl ら

は呼吸時における心拍反応からアルツハイマー病と自

律神経系の関係性を調べている [1]．Jarrettらは自律

神経のバランスを調べることでうつ病疾患と過敏性症

候群の関係性を調べている [2]．自律神経機能の評価法

は大別して，自律神経の活動を直接的に計測するマイ

クロニューログラフィー法 [3] と，自律神経系によっ

て支配されている器官から活動を間接的に評価する方

法 [4]～[9]の二つに分類することができる．マイクロ

ニューログラフィー法は侵襲的な検査を行うため，被

験者に大きな負担を与えるのに対し，後者は非侵襲的

検査を行うことができ，比較的容易に機能評価を行え
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るため，心拍変動を解析する方法が広く利用されてき

た [4]～[6]．

瞳孔反応検査法 [7]～[13]は，自律神経系によって支

配されている瞳孔の様子を電子瞳孔計を用いて計測す

る方法である．電子瞳孔計を用いた研究として，瞳孔

の動きを調べることで眼球運動の不随運動を評価する

もの [7], [8]と，本研究で取り上げる瞳孔部に光刺激を

与えた際に起きる瞳孔の対光反射を評価する研究 [9]～

[12] がある．眼球運動を評価する研究として，清水

ら [8]は精神疾患患者に対し，眼振検査を行い緩徐相，

急速相の症状を見つけることにより，精神科的疾患と

めまいとの関連について検討を行った．また，瞳孔反

射を評価する研究として，Stergiouら [12]は，アルツ

ハイマー病などの認識機能障害やパーキンソン病につ

いて光刺激による瞳孔反応から定量評価を試みた．

瞳孔反射に関して瞳孔は，瞳孔散瞳筋と瞳孔括約筋

の 2 種類の平滑筋によってコントロールされている．

前者は交感神経により支配され，瞳孔の散瞳を起こし，

後者は副交感神経により支配され，瞳孔の縮瞳を起こ

している．電子瞳孔計は瞳孔反応の推移を計測するこ
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とにより，相反する二つの神経系の活動を評価する．

瞳孔反応検査法は，従来広く利用されている心拍計測

に比べて，検査時間が短く済むという利点がある [13]．

しかし，現在実用化している瞳孔計では，手動でのし

きい値設定による背景との分離しか行っておらず，瞬

きや，まぶた，まつ毛などの影響が大きく正確な瞳孔

面積推移を計測することが困難であった．

上記の問題を解決するため，これまで幾つかの手法

が提案されてきている [14]～[17]．坂下らの手法 [14]

は，抽出された瞳孔に対し楕円に内接する平行四辺形

の成立条件を用いた楕円推定を行うものであり，高速

な楕円抽出を行うことを可能としている．しかし瞬

き時に 35%以上輪郭情報が欠損した場合，正確な楕

円推定が行えない問題が存在する．また，森山らの手

法 [15]は，目の各部分に対応したアイモデルを作成し，

瞳孔部との位置合せを行うことで，まばたきやまぶた

の影響を受けた瞳孔部でも正確に瞳孔領域の抽出を可

能にした．しかしながら，初期作業としてアイモデル

と瞳孔部の位置合せや，まぶたなどの各個人パターン

にあった形状の作成を行わなければならない．そこで

我々は，計測精度の低下の主な要因である，まぶた，

まつ毛，照明光などの外乱に強く，高速で，精度の高

い瞳孔面積計測手法を試作した [17]．本論文では，開

発した瞳孔計測器にて複数の被験者の瞳孔反射の動画

を撮影し，異なる種類の外乱の影響下における瞳孔抽

出能を定量的に検証した．また，臨床で用いられてい

る瞳孔反射パラメータの推定及びその評価を行った．

2. 瞳孔反応計測器と撮影した動画

本研究では，正確に瞳孔反応を計測するために，図 1

のような瞳孔反応計測器を作成した．本装置は，赤外

線カメラ及び撮影のための赤外線照明，照明光源のス

図 1 開発した瞳孔計測器
Fig. 1 Developed oculography scope.

ポットノイズを低減する偏光フィルタ，光刺激用の白

色 LEDにより構成され，光刺激の期間を含む一定期

間の瞳孔反応の動画を撮影する．その際，照明として

使用する赤外光が瞳孔に与える影響を考慮し，既に臨

床現場で実用化されている瞳孔計と比べて，作成した

計測器の発する赤外線の単位面積当りの放射照度が十

分低い 7.32 W/m2（およそ 1/8 に相当）であること

を確認した．計測器で撮影された瞳孔反応の動画は，

USB接続されたコンピュータ上で動作する瞳孔領域計

測アルゴリズムによってフレームごとに瞳孔領域の抽

出が行われ，それらを集計することで，光刺激に対す

る瞳孔の経時的な応答を計測する．本実験では瞳孔領

域の抽出能の評価を，上記の装置で取得された健常成

人 8名の瞳孔動画計 35編，計 9,714フレームの瞳孔

画像を用いて行った．また瞳孔反射パラメータの推定

及び評価のために，別途暗順応を行った健常成人 2名

の動画計 10 編，計 2,890 フレームの瞳孔画像を用い

た．なお撮影データは 640 × 480 pixel，8 bit グレー

スケール，フレームレートは 20 fpsである．

3. 瞳孔面積計測アルゴリズム

撮影された瞳孔反応の動画から，フレームごとに瞳

孔部分を抽出する処理の概要を図 2に示す．提案アル

ゴリズムは (1) 瞳孔領域仮抽出過程，(2) 欠損領域補

完過程，(3)抽出領域検証過程の三つの過程から構成

される．なお，図 2の左側にある数値はその過程を説

明する章番号である．瞳孔反応を計測する際，従来臨

図 2 提案する瞳孔面積計測アルゴリズムの概要
Fig. 2 Overview of the proposed pupil area measurement

algorithm.
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床で用いられている眼振計で行われている単純しきい

値処理のみでは，被験者のまばたき，まつ毛，撮影に

用いる赤外照明光スポットなどが画像上で瞳孔部に影

響を及ぼし，正確な瞳孔面積計測を阻害していた．提

案アルゴリズムではこれらの問題を解決するため，動

的輪郭モデル (snakes) [18]を用いることにより，まつ

毛らによる瞳孔誤抽出を低減し (3.2.1)，考案した瞳

孔の輪郭構成点選択アルゴリズムを用いることで，ま

ばたき，照明光の問題への対応を行った (3.2.2)．ま

た必要に応じて，前フレームとの比較を行うことによ

り，まばたきにより瞳孔部が非常に小さくなる場合に

対処した (3.3)．以下に各過程の詳細を示す．

3. 1 瞳孔領域仮抽出過程

瞳孔反応の推移を計測する際に用いる赤外線照明は，

撮影対象に光スポットを発生させてしまうため，抽出

精度に悪影響を及ぼす場合がある．本研究では，赤外

線カメラに偏光フィルタをつけて撮影を行うことでそ

の影響を軽減した．この場合，偏光フィルタの影響で

画像全体が暗くなりコントラストが低下するため，ガ

ンマ補正 (γ=1.7)を行った．その後，しきい値 θによ

る処理により瞳孔部と背景の分離を行う．領域抽出を

行った画像に対し，ラベリング処理を用いて画像の中

央付近 (ROI) で最も面積の大きい領域を瞳孔の仮領

域とした（図 3）．

図 3 (a) 取得したフレーム画像及び (b) 領域抽出の結果
Fig. 3 (a) Obtained image frame and (b) Result of

initial extraction.

図 4 欠損領域補完過程
Fig. 4 Interpolation phase.

3. 2 欠損領域補完過程

単純しきい値処理で仮抽出された瞳孔部分には，上

記のように発生した赤外線スポットや，まばたきの影

響で瞳孔部分の欠損，マスカラの影響などで瞳孔部で

ない部分の誤抽出をしている場合がある．欠損領域補

完過程では，以下の 3段階の処理により，適切な瞳孔

部の抽出を行う．本過程は計測アルゴリズムの最も重

要な部分であり，以下図 4 を用いて説明する．ただ

し各図において左上の端点を原点とし，横軸を x 軸，

縦軸を y 軸として，右，下方向をそれぞれ正の方向と

する．

3. 2. 1 瞳孔輪郭候補の推定段階

まつ毛と特にマスカラは，赤外光をよく吸収するた

め単純しきい値処理を行うと，しばしば瞳孔部分とし

て誤抽出される．また，瞬きをしている過程では，瞳孔

部分はまぶたにより上部が欠けている．これらの問題

に対応するため，本段階では，しきい値処理により仮

抽出された瞳孔に対して動的輪郭モデル（snakes）[18]

を用いることで，正しい瞳孔の輪郭候補の推定を行う

（図 4 (a)）．動的輪郭モデルとは輪郭抽出法の一つで

あり，画像上の対象物体の近傍に閉曲線を配置し，そ

れを物体のエッジ情報，閉曲線の滑らかさ，画像の濃

度値を参照にしながら変形することにより，対象物体

の形状を抽出する方法である．本論文では動的輪郭モ

デルのエネルギー Esnakes を以下の式 (1)のように定

義し，これが最小値になるように，輪郭候補 s を逐次

移動させることで輪郭を決定した．このとき，v(s)は

s の位置を表す．

Esnakes =

∫
Ω

Eint(v(s)) + Eimage(v(s))ds (1)

このとき，Ωは対象となる画像領域全体であり，
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Eint(v(s)) =
1

2
α(s)|vs(s)|2 + β(s)|vss(s)|2 (2)

Eimage(v(s)) = −ω(s)|∇(v(s))| (3)

である．

Eint(v(s)) は内部エネルギー，Eimage(v(s)) は画

像エネルギーを表す．vs(s)，vss(s) はそれぞれ位置

v(s)の一次及び二次微分（差分）を表すため，それら

の積分（合計）はそれぞれ輪郭全体の長さと滑らかさ

に相当する．∇(v(s)) は v(s) の濃度こう配の大きさ

を表すため，s 近傍のエッジ強度に相当する．α(s)，

β(s)，ω(s) は各エネルギーの重みパラメータである．

また本実験では，予備実験により輪郭を構成する輪郭

点 s の数を 40とした．

3. 2. 2 有効輪郭点選択段階

前段階で得られた，輪郭候補点（図 4 (a)）には誤っ

た点が含まれている場合がある．ここでは，輪郭候補

点の中から適切な「有効輪郭点」を選択する．この段

階の説明を（図 4 (b)）に示し，以下に説明する．

［step1］ 前段階にて抽出された全輪郭候補点の凸包

を求める．

［step2］ 左半円における輪郭候補点 pi(1 ≤ i ≤ n：

ただし，i = 1を最上部，i = nを最下部とする)に着

目し，step1で求めた凸包の右半分において pi と同じ

y 座標上の点 qi を定義する．また，全ての pi，qi に

対し，2点の重心 ci : (xi, yi)を算出する（図 4 (b)）．

［step3］ step2で求めた輪郭点の重心の水平方向（x

方向）の偏りの調査を行う．すなわち，ci と隣接する

ci+1 との x座標の重心のずれが，δ をしきい値として

| xi − xi+1 |> δ であった場合（図 4 (c)），i + 1番目

の輪郭候補点が不適切であるとみなし，輪郭点 pi+1及

び qi+1 を候補点から除外する．この調査を全重心点

について行い，残ったものを有効輪郭点とした．

この処理は隣接する重心点同士をペアとして考え，

それらの位置の差を順次チェックしていくため，瞳孔

上部の輪郭候補点が誤って検出され，得られた重心位

置が不適切な場合でも，その検出誤りの影響が連鎖的

には伝わらない．

3. 2. 3 最小二乗法による楕円推定段階

有効輪郭点として選択された輪郭点から最小二乗法に

より，楕円近似を行い瞳孔部分の決定を行う（図 4 (d)）．

楕円推定により決定される楕円パラメータは，瞳孔の

中心位置 (x0, y0)，長径 a，短径 b 及び楕円の傾きの

角度 φである．

提案手法は，精度の高い楕円近似実現のため傾き φ

を想定しているが，実際に計測される瞳孔部の傾きは

大きくないため，3.2.2の「有効輪郭点の選択」にお

いて，その影響を無視できることを確認している．

3. 3 抽出領域検証過程

前過程までの処理により，ほとんどのフレームで適

切に瞳孔領域の抽出が可能であることを予備実験に

て確認した．しかしながら，まぶたの影響により瞳孔

領域が大きく隠れてしまった際に，正確な面積を推定

できないフレームが存在する．そこで本過程では，瞳

孔抽出後に抽出精度を検証し，不適切とみなされたフ

レームを検出した場合，前フレーム情報を用いて再度

抽出処理を行う．以下にその詳細を説明する．

3. 3. 1 抽出精度の検証段階

対象フレーム (t=t0) とその複数の前フレーム

(t=t0 − i; i = 1, 2, 3 · · ·) において抽出された瞳孔
の長径と短径の関係を調査し，以下の式 (4), (5)の両

方を前 5 フレーム中 3 回以上満たしたとき，このフ

レーム t0 の抽出を不適切とみなす．∣∣∣∣ rS(t0)

rL(t0)
− rS(t0 − i)

rL(t0 − i)

∣∣∣∣ ≥ rdiff (4)

|rL(t0) − rL(t0 − i)| ≥ ldiff (5)

このとき，rS(t)，rL(t)はそれぞれフレーム tの瞳

孔の短径と長径であり，rdiff , ldiff はしきい値である．

3. 3. 2 瞳孔再抽出段階

抽出が不適切とみなされたフレーム tE を検出した

場合，Kim の手法 [16] を用いて瞳孔の中心位置を推

定し，その位置に前フレーム tE−1 の瞳孔抽出結果を

重ねることで，フレーム tE の抽出結果とする．詳細

は以下のとおりである．

［step1］ フレーム tE の瞳孔の最下部の座標 (xB ,yB)

を検出する

［step2］ 前フレーム tE−1 の瞳孔抽出結果から瞳孔の

長軸 rL(tE−1)を求める

［step3]］ フレーム tE の瞳孔の中心点 (gx,gy)=(xB ,

yB − rL(tE−1)/2)を新たに算出する

［step4］ 中心点 (gx,gy)に前フレーム tE−1 の抽出結

果をコピーする

4. 実 験

本研究は，瞬きなどの影響により瞳孔部分が欠損す

る場合においても正確に瞳孔面積を計測し，それを基

にして臨床で用いられる瞳孔反射パラメータを正確に

求めることを目的としている．表 1 に，提案する瞳孔
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表 1 瞳孔面積計測アルゴリズムのパラメータ
Table 1 Parameters of pupil area measurement algorithm.

parameter value † section

θ 30 3.1

α(s) 1.0 3.2.1

β(s) 1.25

ω(s) 1.0

δ 2 (pixel) 3.2.2

rdiff 0.05 3.3.1

ldiff L/120

† L: width of the image frame.

面積計測アルゴリズムで用いたパラメータの一覧を示

す．提案手法の精度を検証するために，以下の二つの

評価実験を行った．

4. 1 瞳孔部抽出能の評価

作成した瞳孔反応計測器を用いて撮影された計 35編

の動画の各画像フレームを，まぶた (eyelid)，まつげ

(eyelash) の影響を受けたもの，それら以外 (others)

のカテゴリーに分けて瞳孔抽出能の評価を行った．定

量評価のために，各フレームごとに手動で瞳孔領域を

選択したものを gold standardとし，評価尺度として

以下に示す precision（精度）と recall（再現度）を用

いた．また比較対象として，坂下らの手法 [14] 及び，

既存の瞳孔計と同等である単純しきい値処理も実装し，

同様に評価した．

precision =
TP

TP + FP
× 100 (%) (6)

recall =
TP

TP + FN
× 100 (%) (7)

ここで，TP，FP，FN は，それぞれ true posi-

tive，false positive，false negativeを指す．precision

と recall は相反する尺度のため，以下で定義される

F-measure を用いて全体的な抽出能の評価を行った．

F-measure は [0,1] のスコアで表され，1 に近い値ほ

ど優れた抽出結果であることを示す．

F − measure = 2 × precision × recall

precision + recall
(8)

4. 2 瞳孔反射パラメータの推定と評価

作成した瞳孔計を用いて，対光反射時の瞳孔収縮パ

ラメータを推定した．被験者には暗室状況下で 5 分

間の静止姿勢を保ってもらい，暗順応を行った．その

後，右眼瞳孔部に対し，約 5分間隔おきに計 5回の光

刺激を与えた．撮影された瞳孔部の動画から瞳孔面積

の推移を求め，一般的に用いられている瞳孔反射パラ

メータ [19]の中から図 5で示された四つのパラメータ

図 5 瞳孔反射パラメータ
Fig. 5 Pupillary reflex parameters.

（CR, T1, T3及び T5）を算出し，手動計測による瞳

孔の面積推移から算出されたパラメータとの比較を行

い検証した．

5. 結 果

5. 1 瞳孔部抽出能の評価

実験に用いた計 35 編，全 9,714 フレームの瞳孔画

像を，それぞれ，影響を受けている外乱のタイプごと

に分類を行った結果，まぶた 1,384フレーム (eyelid)，

まつ毛 795フレーム (eyelash)，その他照明光などの影

響 7,535フレーム (others)となった．照明光のノイズ

は全フレームに存在するため，まぶた，まつ毛以外の

フレームは全てその他と分類した．また，図 6 に，本

計測アルゴリズムの主要部である欠損領域補完過程の

動作説明及び瞳孔領域の検出例を示す．図 7 に，(a,b)

照明光の影響，(c,d)まつ毛の影響及び，(e,f)瞬きの

影響がある状態での検出例を示す．図 8に，(a)提案手

法，坂下らの手法の抽出結果 [14]及び，gold standard

を用いて得た瞳孔面積推移のグラフ例と，(b)提案手

法，坂下らの手法 [14]の誤差を示す．

表 2 に各手法の各外乱要因ごとの F-measure の平

均を，図 9 に一定値以上の F-measureを達成したフ

レームの割合を外乱要因ごとに示した (a：全体，b：

まぶた，c：まつ毛，d：その他)．

図 6 を用いて，アルゴリズムの動作を説明する．こ

の画像は，まつ毛と，まぶたによる瞳孔部分の欠損が

あるフレームであり，これまでの単純しきい値処理を

行う眼振計では，正しく抽出が行えない．3.2.1の輪

郭候補の推定処理によって，まつげの影響を排除して

いるが，まぶたによって一部欠損した瞳孔の輪郭を検

出している（図 6 (a)）．その中から 3.2.2の有効候補

点選択によって，輪郭候補点の重心 (同 b’)を算出し，
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図 6 欠損領域補完過程の実行例
Fig. 6 Explanatory example of interpolation phase.

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

図 7 瞳孔領域の推定例
Fig. 7 Examples of pupil area estimation.

有効輪郭点 (同 b)を決定している．こうして得られた

有効輪郭点を用い，楕円推定により決定された瞳孔の

輪郭部分を瞳孔部分として抽出している (同 c)．

図 7 (f)は抽出領域検証過程で不適切と判定され，瞳

孔再抽出段階を経て抽出された瞳孔部である．瞳孔部

分がまぶたによって大きく覆われている場合でも適切

に抽出できていることが確認できる．

本手法を用いて推定を行うことによって全

図 8 （a:上）推定された瞳孔反射の推移グラフ及び
（b:下）その推定誤差

Fig. 8 (a:upper) Traced transition of pupil reflex and

(b:bottom) it’s estimation error.

表 2 F-measure を用いた瞳孔面積の抽出能の比較
Table 2 Comparison of pupil area detection performance

in F-measure.

Method / noise category eyelid eyelash others

Proposed 0.951 0.964 0.971

overall: F, (precision, recall) 0.968, (96.9%, 96.8%)

Sakashita et al. [14] 0.890 0.938 0.967

overall: F, (precision, recall) 0.954, (96.5%,94.8%)

thresholding 0.875 0.932 0.938

overall: F, (precision, recall) 0.926, (97.9%, 88.2%)

9,714フレームに対し平均で，precision=96.9%，re-

call=96.8%，F-measure=0.968の抽出能を実現した．

また図 9 (a)より F-measure=0.95以上を実現したフ

レームは全体の約 86%を占めた．特に，最も瞳孔計

に悪影響を与える，まばたき，まぶたの影響を受けた

フレームに対する評価では，提案する手法が他の手法

より大幅に優れていることが確認できる（図 9 (b)）．

瞳孔部の抽出に要する時間は，Panasonic Let’s Note

S9 notebook PC (Intel Core i5-520M processor)を

用いて平均約 0.09秒/フレーム (=11 fps)であった．

5. 2 瞳孔反射パラメータの評価

表 3に，算出された瞳孔反射パラメータを示すとと

もに，手動計測による瞳孔面積の推移から求められた

パラメータを gold standardとしたときの推定誤差を

示す．各パラメータの 1段目の est.は計測により得ら

れた推定値，2段目の targetは gold standard，3段
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図 9 F-measure に対する達成フレーム数の割合の比較
Fig. 9 Statistics of pupil extraction accuracy.

表 3 瞳孔の対光反射パラメータの推定
Table 3 Estimated pupillary light-reflex parameters.

volunteer 1 volunteer 2

parameter 1st. 2nd. 3rd. 4th. 5th. 1st. 2nd. 3rd. 4th. 5th. E[|err|]†
CR (%) est. 60.25 64.06 67.34 70.70 68.78 30.36 33.87 39.09 42.92 40.33

target 62.48 66.84 68.96 70.76 69.50 30.24 33.65 39.00 42.35 41.23 0.93%

err(%) −3.56 −4.16 −2.36 −0.09 −1.03 0.40 0.67 0.25 1.34 −2.20 1.60%

T1 (sec) est. 0.20 0.35 0.45 0.25 0.60 0.40 0.50 0.60 0.60 0.45

target 0.25 0.35 0.45 0.25 0.60 0.40 0.50 0.60 0.60 0.45 0.01 sec

err(%) −20.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 %

T3 (sec) est. 0.60 1.00 1.45 0.65 1.10 0.55 0.55 0.45 1.35 0.65

target 0.65 1.00 1.45 0.55 1.10 0.55 0.50 0.45 1.30 0.65 0.03 sec

err(%) −7.69 0.00 0.00 18.18 0.00 0.00 10.00 0.00 3.85 0.00 3.97 %

T5 (sec) est. 1.30 1.15 1.00 0.70 1.15 1.70 1.85 2.50 1.15 1.85

target 1.30 1.20 1.05 0.85 1.10 1.75 1.95 2.55 1.10 1.90 0.06 sec

err(%) 0.00 −4.17 −4.76 −17.65 4.55 −2.86 −5.13 −1.96 4.55 −2.63 4.82%
†:Average of absolute error.

目にある err(%) は，各試行におけるパラメータの推

定誤差率を表す．最も右側の列 E[|err|]は各パラメー
タに対し，上段が絶対誤差の平均値，下段は前述の推

定誤差率の平均値を表す．

6. 考 察

瞳孔抽出評価において提案手法は，様々なノイズの

影響を受けたフレームに対しても高い抽出精度をも

つことが確認できた．まぶたによる瞳孔部欠損がある

場合，提案手法の検出率は平均 F-measure=0.951で

あり，坂下らの手法 (F=0.890) 及び従来の瞳孔計と

同等の単純しきい値処理 (F=0.875) を上回っており，

図 9 (b)からも同様の傾向が確認できる．これは主に，

3.2の欠損領域補完過程において，まぶたに遮へいさ

れていない瞳孔の輪郭点を選択することで，適切な補

完処理を行えているためと考えられる．まぶたによる

瞳孔の遮へいは，計測時に多く見られるものであり

（この実験におけるフレーム全体の約 14.2%），実用的

873



電子情報通信学会論文誌 2013/4 Vol. J96–D No. 4

な計測システムのためにはまぶたの影響に対するロバ

スト性は不可欠である．

瞳孔反射パラメータの推定において，CRについては

推定値の平均絶対誤差が約 1%(誤差率にすると 1.6%)

であり，T1，T3及び T5における推定パラメータの

平均絶対誤差は 0.01から 0.06秒 (同 2.0～4.8%)と良

好であった．一方で T1, T3及び T5では高い誤差率

を示した結果 (約 17～20%)があることが読み取れる．

T1 の誤差が大きく現れる要因として，実験に使用し

た赤外線ビデオカメラが 20 fpsまでしか安定したキャ

プチャを実現できないことが挙げられる．T1 の期間

は大変短いため，1フレームの長さに相当する 0.05秒

の誤差が場合によって誤差率 20%にもなってしまう．

時間分解能の制約は今回の評価に大きく影響を及ぼし

ているが，この問題はより時間分解能の高いカメラを

用いることで回避することができると考えられる．

また提案手法では，フレームごとに楕円近似を用い

ることで瞳孔面積の計測を行っているため，類似した

瞳孔部に対しても近似される楕円形状の差により，計

測される瞳孔面積にも差が発生する．その結果，図 8

のように，瞳孔面積の推移は微小な振動をもって計測

される．本実験では，T3, T5 を求めるために瞳孔面

積が最小になるタイミングを機械的に求めているが，

今回のように計測結果の推移に振動があると，最小値

となるタイミングがずれ，推定パラメータの誤差につ

ながる．これが本実験における T3, T5パラメータ推

定において 1フレームの長さ（0.05秒）を超える誤差

の原因となっている．また T5については，散瞳中及

び，安定時と呼ばれる散瞳後しばらく経過したときで

あっても瞳孔面積に変動があり，特定の時点で基準と

する瞳孔面積の決定が難しくなっているため，誤差率

が大きくなっていることも要因として挙げられる．

これらの問題に対し，アルゴリズム改善による根本

的な解決が望ましいが，各フレームの瞳孔面積計測が

良好に実現できているため，フレームレートを向上さ

せた後，医学的に要求される時間分解能を考慮しなが

ら時間方向にフィルタ処理をかける，あるいは近似曲

線を求めるなどの後処理を施した後，瞳孔反射パラ

メータを求めることも検討したい．

瞳孔反射パラメータの正確な推定には，今後ハード

ウェアも含めた改善が必要であるが，本手法を用いる

ことで，瞳孔反射パラメータを正確に推定できる可能

性が示唆された．

7. む す び

本研究では，非侵襲の自律神経活動の定量的な計測

を目的とした瞳孔面積計測器及びアルゴリズムを開発

した．開発した手法は現行の瞳孔計で課題となってい

た，まぶたなどによる瞳孔部欠損に対してロバストで，

こうした外乱の影響下でも高い精度で瞳孔面積測定を

行えることを確認した．また瞳孔面積の推移から推定

された瞳孔反射パラメータはハードウェアに依存する

制約で時間分解能に改善を要するが，適切に計測でき

る可能性を十分有することが明らかになった．今後は，

考案したアルゴリズムを用いて，臨床環境において疾

患と瞳孔反応の関係性を調べていく．
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尾川 浩一 （正員）

昭 55 慶大・工・電気卒．昭 57 同大大
学院修士課程了．同年同大医学部助手．平
2 同大・医・講師．平 3 法政大・工・助教
授．平 10 同大・工・教授．平 20 同大・理
工・教授．画像処理，放射線計測の研究に
従事．工博．平元日本医用画像工学会論文

賞，平 3 日本核医学会賞各受賞．IEEE，SNM，日本医学物理
学会，日本医用画像工学会，日本核医学会等各会員．
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