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光学式ワイヤレスマウス
インターフェイス：USB
電波周波数：27MHz帯
サイズ：58.2(幅)×98.4(奥)×35.4(高)mm
通信距離：1m

通信方式：Bluetooth(2.4GHz)
通信距離：21.3m
サイズ：36(幅)×35(奥)×23(高)
ボーレート：9600baud
サンプリング周波数：50Hz

脈波データ送信部

光電脈波センサモジュールを用いたユビキタス体調管理システムの開発 
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[はじめに] LED とフォトダイオードを用いた光電

容積脈波センサは、小型・無侵襲で脈波を測定出

来るため、現在応用研究が進められている。（図 1）
我々は測定器を小型化し、無拘束・無侵襲で光電

容積脈波を測定し、そのデータを無線伝送して脈

拍等の生体指標を算出・管理するシステムを開発

している。今回、PC マウスにセンサを組み込んで、

普段の日常動作において“ありのまま”の健康状

態を測定・解析・管理するシステムを目指したの

で報告する。 
 
[センサモジュール開発] 体調管理は日々の生活の

中で習慣化するのが非常に重要となり、操作性・

拘束性が大きく関係してくる。本研究では、PC マ

ウスにセンサを組み込んで通常操作時に脈波を測

定する点に着目し、まず株式会社シンフォディ

ア・フィル製の小型多層基板を用いた組み込み無

線モジュールと、光電容積脈波センサ（LED、PD、

アンプ、フィルタ）基板とを 35mm 角四方に実装

した。通信方式は Bluetooth を採用し、USB ケーブ

ル経由で充電可能な Li イオンバッテリーを搭載し

た。以上の光電脈波センサモジュールを、市販の

光学式無線マウス（微弱無線 27MHz 帯）内のスペ

ースに組み込んだ。図２に主要なスペックと脈拍

マウスの概観を示す。スペックは以下の通りであ

る。 
・ 脈波データ伝送方式：Bluetooth 
・ ボーレート 9600 baut 
・ Li イオン充電池駆動 
・ 通信可能距離 20m 程度 

[生体指標の算出と体調管理アプリ開発]血管の容

積変化による容積脈波は心臓の拍動 1 回に相当し、

脈拍数(回／分)を算出することができる。また、脈

波波形からは RI(Reflection Index)値＝血管堅さの

指標や呼吸数、連続血圧変化との相関などが得ら

れる。まずは脈拍を算出・表示・管理出来るソフ

トウェアを開発した。ノイズ除去には、フィルタ

（ハード）と信号処理（ソフト）の両面から対処

した。またアプリケーション開発では、マウスに

おける測定を意識させないような、アンケート形

式や簡単なゲーム形式のアプリケーションを開発

した。実際に測定および伝送実験を行い、動作の

確認実証を行った。今後は、より多くの指標を算

出し利用すると共に、無意識計測・計測管理アプ

リケーション等をさらに発展させた「センサ・エ

ージェントシステム」として開発していく予定で

ある。 
 
[まとめ] 光電脈波センサと無線モジュールを組み

込んだマウスとアプリケーション開発により、日

常のＰＣ操作中に同時進行的に、測定を意識させ

ずに“普段の”生体信号を測定・解析しアドバイ

スを送るシステムを目指した。今後は携帯電話や

３Ｄゲーム機などにも拡張し、脈拍以外にも連続

血圧変化や３Ｄ映像酔いなどの各種生体指標を通

常動作時に取得し解析・管理するシステムを目指

していく。 
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Fig.1 Finger plethysmograph sensor      Fig.2 Specification of Pulse Sensor mouse 



1.はじめに

日常生活で自然に触れる物（PCマウス、スマートフォン）などに

小型・無侵襲で脈波を測定できる光電容積脈波センサを組み込み、
計測を意識することなく、“普段の”生体情報を取得し、

日々の健康管理ができるようなシステムの開発を目指す

近年、増加傾向にある生活習慣病を予防するためには、
日頃の健康管理が重要
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2.光電容積脈波センサモジュールの設計

LED光を指の血管に照射し、血管内のヘモグロビンからの反射光を

フォトトランジスタで受光し、受光量の変化により光電容積脈波を測定

後段の回路で、増幅・ノイズ除去などで波形整形



3.健康管理エージェントシステム
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ユーザOutput
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健康管理エージェント

アドバイス
データ表示

データの取得
センサ管理データ伝送

・データ処理
・データ管理
・センサへの指示
・ユーザへのアドバイス

健康管理エージェント
健康管理をする上での一連の流れを
ユーザの代理として行ってくれるもの

計測を意識させずに、手軽に健康管理

4.当研究室の実装モジュールの推移

小型化

小型化

無拘束化
無意識計測化

・指サックセンサ式
腕時計型測定器

（データ伝送：Bluetooth)

・箱型測定器
（データ伝送：微弱無線）

マウス

スマートフォンガジェット

・指サックセンサ式
腕装着型測定器（データ伝送：有線）

・身近な物にセンサを内蔵
（データ伝送：Bluetooth)

システム実現のために、回路・バッテリー・センサ・基板を小型化



5.ハードウェア実装

実装

センサ

センサ

センサは自然に親指が
触れる位置に配置マウス（市販）、ガジェット（共同開発※）に

センサ（市販）、増幅・ノイズ除去回路（設計）、
マイコン基板（共同開発※）、バッテリー（市販）を実装

8-bit Microcontrollers
メーカー：Silicon Laboratories
最高クロック周波数：25MHz
ROMサイズ：64KB
RAMサイズ：4.25KB
A/Dビットサイズ：10bit

6.ハードウェア仕様
マウススペック

ガジェットスペック

光学式ワイヤレスマウス
インターフェイス：USB
電波周波数：27MHz帯
サイズ：58.2(幅)×98.4(奥)×35.4(高)mm
通信距離：1m

サイズ：75～85(幅)×125(奥)×23(高)mm
素材：シリコンゴム

受光素子：フォトトランジスタ
感度波長：700～1200nm(最大800nm)
発光素子：赤外発光ダイオード
最大発光波長：950nm

光電容積脈波センサスペック

マイコン基板スペック

送信スペック
通信方式：Bluetooth(2.4GHz)
通信距離：21.3m
サイズ：36(幅)×35(奥)×8(高)mm
ボーレート：9600baud
サンプリング周波数：50Hz

改良点
1 通信方式 微弱無線 ⇒ Bluetooth
2 通信距離 5m               ⇒ 21.3m
3 バッテリー 単3電池 ⇒ リチウムイオンバッテリー

充電可能・連続4時間使用可能



7.ソフトウェア開発

常駐計測アプリケーションのアルゴリズム
・アプリケーションの開始と共にバックグラウンドで計測処理
・得られたデータより、脈拍数を算出
・算出されたデータはテキストファイルとして保存
・ノイズ対策のためマウスの動きを検知して取得するデータを選別
・光電容積脈波センサに指が当たっているかをcdsセンサによって検知

ユーザ表示アプリケーション

・蓄積したデータをグラフ表示
・選択した日付の一日分のデータを閲覧可能

左図：一日分のデータ表示例
（横軸：時間、 縦軸：脈拍数）

上図：スマートフォン版
ユーザ表示
アプリケーション
（main画面）

マウス版アプリケーション
開発環境：Visual Studio 2008
言語：C#
スマートフォン版アプリケーション
開発環境：Eclips Ver3.7 Indigo
言語：java

8.エージェントシステムのクラウド化

エージェントシステムのデータの共有化・管理
いつでもどこからでも蓄積・閲覧できる

脈拍
数



9.オンラインストレージを用いたデータ共有システム

マウス・スマートフォンで得られたデータを結合し、共有化
※疑似サーバアプリケーション：一定時間ごとに今まで得られたすべてのデータを結合

計測・データ処理
↓

保存
（オンラインストレージ:

Dropbox）

↓
データ更新

↓
表示（蓄積データ）

10.まとめ

測定を意識させずに“普段の”生体情報を

測定・解析しアドバイスを送るシステムを目指した

光電容積脈波センサと無線モジュールを
日常生活の中で自然に

触れるもの（PCマウス、スマートフォンガジェット）に内蔵

＋
健康管理エージェントシステム

今後は・・・

・3Dゲーム機など他のデバイスにも拡張
・脈拍以外にも血圧変化や3D映像酔いなどの各種生体指標を
通常動作時に取得し、解析・管理できるシステムの構築

・健康管理エージェントシステムのための
専用DBの構築・セキュリティ面の強化

※共同研究：(株)シンフォディア・フィル
(有)テクノコーポレーション


