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(57)【要約】
機能的近赤外分光法を用いて認知課題実行中の脳血流
データを計測し、計測した脳血流データに対してプリミ
ティブ解析を行った後、特徴抽出を行い、抽出された特
徴量と予め構築しておいた認知機能障害の判定に用いる
モデルにより、健常（ＮＣ）、軽度認知機能障害（ＭＣ
Ｉ）、アルツハイマー型認知症（ＡＤ）の臨床診断群を
自動判別する。これによって、多くの高齢者を対象とし
た早期スクリーニングに適した認知機能障害判別を行な
うことができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
脳を活動させるための課題を与えているときに測定された被験者の予め定められた脳部
位における生体信号データを取得するデータ取得部と、
前記データ取得部によって取得された生体信号データの特徴量を抽出する特徴量抽出部
と、
前記特徴量抽出部によって抽出された特徴量と、予め求めておいた認知機能障害の判定
に用いるデータとに基づいて、前記被験者の認知機能障害の程度を判別する判別部と、
を備える認知機能障害判別装置。
【請求項２】
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前記生体信号データは、前記予め定められた脳部位における血流を計測した脳血流デー
タである請求項１記載の認知機能障害判別装置。
【請求項３】
前記生体信号データは、前記予め定められた脳部位としての前頭前野、左側頭葉、右側
頭葉、左頭頂葉、及び右頭頂葉の各々においてＮＩＲＳ装置によりヘモグロビン流量を測
定した脳血流データである請求項１記載の認知機能障害判別装置。
【請求項４】
前記生体信号データは、前記予め定められた脳部位としての前頭前野における右領域、
中央領域、及び左領域、前記予め定められた脳部位としての左頭頂葉における所定領域、
及び左側頭葉における所定領域、並びに前記予め定められた脳部位としての右頭頂葉にお
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ける所定領域、及び右側頭葉における所定領域、の各々の領域においてＮＩＲＳ装置によ
りヘモグロビン流量を測定した脳血流データである請求項１記載の認知機能障害判別装置
。
【請求項５】
前記認知機能障害の程度が既知である複数の被験者に前記課題を与えているときに測定
された前記生体信号データを取得する既知データ取得部と、
前記既知データ取得部によって取得された生体信号データの前記特徴量を抽出する既知
データ特徴量抽出部と、
前記既知データ特徴量抽出部によって抽出された特徴量に基づいて、前記認知機能障害
の判定に用いるデータを生成する判定データ生成部と、
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を更に備える請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の認知機能障害判別装置。
【請求項６】
前記判定データ生成部は、
前記既知データ特徴量抽出部によって抽出された特徴量の中から、前記認知機能障害の
判定に用いる特徴量を選択する選択部と、
前記選択部によって選択された特徴量と当該特徴量が抽出された被験者の前記認知機能
障害の程度とを学習データとして用いて、前記判別部が前記特徴量に対応する前記認知機
能障害の程度を判定するためのモデルを構築する学習部と、
を備える請求項５に記載の認知機能障害判別装置。
【請求項７】
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複数の低域通過フィルタを用いて前記入力された生体信号データのノイズ除去を行なう
プリミティブ解析部を備え、
前記複数の低域通過フィルタは、環境光によるノイズを含むノイズを除去するのに用い
る第１のフィルタ、脳波及び血圧を含む変動成分を抽出するのに用いる第２のフィルタ、
及び、顎開閉及び眼球運動を含む運動によるノイズを除去するのに用いる第３のフィルタ
を含み、
前記データ特徴量抽出部は、
前記プリミティブ解析部が、前記第１のフィルタを用いてノイズ除去した前記生体信号
データにおける振幅の平均値、基本周波数、及び周波数重心と、前記第３のフィルタを用
いてノイズ除去した前記生体信号データにおける振幅の最大値、振幅の最小値、振幅の分
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散値、振幅の平均値、基本周波数、及び近似直線の傾きと、前記第１のフィルタを用いて
ノイズ除去した前記生体信号データと前記第３のフィルタを用いてノイズ除去した前記生
体信号データとの差分データの振幅の分散値、及び、前記第２のフィルタを用いてノイズ
除去した前記生体信号データと前記第３のフィルタを用いてノイズ除去した前記生体信号
データとの差分データの分散値を、前記生体信号データの特徴量として抽出し、
前記判別部は、前記データ特徴量抽出部によって抽出された特徴量を対象に前記被験者
の認知機能障害の程度の判別を行なう、
請求項１乃至請求項６のいずれか１項に記載の認知機能障害判別装置。
【請求項８】
認知機能障害の程度が既知である複数の被験者に脳を活動させるための課題を与えてい
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るときに測定された予め定められた脳部位における生体信号データを取得する既知データ
取得部、
前記既知データ取得部によって取得された生体信号データの特徴量を抽出する既知デー
タ特徴量抽出部、
及び、前記既知データ特徴量抽出部によって抽出された特徴量に基づいて、前記認知機
能障害の判定に用いるデータを生成する判定データ生成部、を含む判定データ生成装置と
、
前記課題を与えているときに測定された、前記認知機能障害の程度が未知である被験者
の前記予め定められた脳部位における生体信号データを取得するデータ取得部、
前記データ取得部によって取得された生体信号データの特徴量を抽出する特徴量抽出部
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、
及び、前記特徴量抽出部によって抽出された特徴量と前記判定データ生成装置によって
生成されたデータとに基づいて、前記認知機能障害の程度が未知である被験者の認知機能
障害の程度を判別する判別部、を含む認知機能障害判別装置と、
を備える認知機能障害判別システム。
【請求項９】
コンピュータを、
脳を活動させるための課題を与えているときに測定された、被験者の予め定められた脳
部位における生体信号データを取得するデータ取得部と、
前記データ取得部によって取得された生体信号データの特徴量を抽出する特徴量抽出部
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と、
前記特徴量抽出部で抽出された特徴量と、予め求めておいた認知機能障害の判定に用い
るデータとに基づいて、前記被験者の認知機能障害の程度を判別する判別部と、
として機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、認知機能障害判別装置、認知機能障害判別システム、およびプログラムに係
り、特に、脳の生体信号を用いて認知機能障害の判別を行う認知機能障害判別装置、認知
機能障害判別システム、およびプログラムに関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
現在、認知症のスクリーニングは、例えば「Katoh, S., Simogaki, H., Onodera, A.,
Ueda, H., Oikawa, K., Ikeda, K., Kosaka, K., Imai, Y., and Hasegawa, K.: Develop
ment of the revised version of Hasegawa's Dementia Scale (HDS‑R), Japanese Journ
al of Geriatric Psychiatry, Vol. 2, No. 11, pp. 1339−1347 (1991), (in Japanese)
」に記載のＨＤＳ−Ｒ（改訂長谷川式簡易知能評価スケール）、「Folstein, M. F., Fol
stein, S. E., and McHugh, P. R.:

Mini‑Mental State

: A practical method for g

rading the cognitive state of patients for the clinician, J. Psychiat. Res, Vol.
12, No. 3, pp. 189−198 (1975)」に記載のＭＭＳＥ（Mini‑MentalState Examination
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）、及び、「Morris, J. C.: The Clinical Dementia Rating (CDR): Current version a
nd scoring rules, Neurology, Vol. 43, No. 11, pp. 2412−2414 (1993)」に記載のＣ
ＤＲ（Clinical Dementia Rating）などがある。これらの認知症のスクリーニングは、「
Zhang, D., Wang, Y., Zhou, L., Yuan, H., Shen, D., and Alzheimer's Disease Neuro
imaging Initiative, the : Multimodal classification of Alzheimer's disease and m
ild cognitive impairment, Journal of Neuroimage, Vol. 55, No. 3, pp. 856−867 (2
011)」に記載のｆＭＲＩ（functionalMRI）、ＦＤＧ−ＰＥＴ、及びＣＳＦバイオマーカ
ーなどの神経生理学に基づくテストと同様に広く用いられている。
【０００３】
これらは一定のトレーニングを受けた医師、あるいは臨床心理士などにより、主として
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医療機関において実施されている。
【０００４】
しかしながら、日常の外来診療場面では、ＨＤＳ−Ｒなどの簡易検査であっても、医師
は、検査に５〜２０分程度の時間を要する。これによって、他の外来患者の診療に支障を
きたすとの指摘もあり、医師の負担の軽減が重要になると考えられる。
【０００５】
例えば、前述のｆＭＲＩ、ＦＤＧ−ＰＥＴ、ＣＳＦバイオマーカーなどの神経生理学に
基づくテストとしては、「Zhang, D., Wang, Y., Zhou, L., Yuan, H., Shen, D., and A
lzheimer's Disease Neuroimaging Initiative, the : Multimodal classification of A
lzheimer's disease and mild cognitive impairment, Journal of Neuroimage, Vol. 55
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, No. 3, pp. 856‑867 (2011)」が知られている。このテストは、非侵襲的ではあるが、
髄液採取の困難性、放射線被爆、大掛かりな測定装置、被験者の束縛など制約が多く、多
くの高齢者を対象とした早期スクリーニングには適さない。
【０００６】
より簡便で使用しやすく、かつ、従来のツールと同等以上の性能を有するツールを開発
することができれば、医師は、さらに広範にスクリーニングを実施することが可能となる
。これによって、認知症の早期診断に資することが可能になる。
【０００７】
発明者等は、先行研究（特開２０１１−２５５１０６号公報、及び「加藤昇平, 鈴木祐
太, 小林朗子, 小島敏昭, 伊藤英則,本間昭：高齢者音声韻律特徴を用いたHDS‑R スコア
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との相関分析‐音声を用いた認知症の早期スクリーニングをめざして‐, 人工知能学会論
文誌, Vol. 26, No. 2, pp. 347‑352 (2011)」）において、高齢者の発話音声に着目し、
音声韻律特徴を用いた認知機能障害のスクリーニングを研究してきた。この技術は、音声
情報のみを用いるため誰でも在宅・外出などで場所を問わず手軽に実施できる（１次スク
リーニング）長所を持つ。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
しかしながら、特開２０１１−２５５１０６号公報及び加藤昇平他「高齢者音声韻律特
徴を用いたHDS‑R スコアとの相関分析・・・」に記載の技術は、脳機能を直接測定するも
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のではないため、専門医療機関に直接誘導する２次スクリーニングとしては限界がある。
【０００９】
本発明は、上記の問題点を解決するためになされたもので、脳機能に関しての早期スク
リーニングに適した認知機能障害判別装置、認知機能障害判別システム、およびプログラ
ムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
上記目的を達成するため、本発明の第１の様態に係る認知機能障害判別装置は、脳を活
動させるための課題を与えているときに測定された被験者の予め定められた脳部位におけ
る生体信号データを取得するデータ取得部と、前記データ取得部によって取得された生体
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信号データの特徴量を抽出する特徴量抽出部と、前記特徴量抽出部によって抽出された特
徴量と、予め求めておいた認知機能障害の判定に用いるデータとに基づいて、前記被験者
の認知機能障害の程度を判別する判別部と、を備えている。
【００１１】
また、本発明の第２の様態に係る認知機能障害判別装置は、本発明の第１の様態に係る
認知機能障害判別装置において、前記生体信号データは、前記予め定められた脳部位にお
ける血流を計測した脳血流データである。
【００１２】
また、本発明の第３の様態に係る認知機能障害判別装置は、本発明の第１の様態に係る
認知機能障害判別装置において、前記生体信号データは、前記予め定められた脳部位とし
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ての前頭前野、左側頭葉、右側頭葉、左頭頂葉、及び右頭頂葉の各々においてＮＩＲＳ装
置によりヘモグロビン流量を測定した脳血流データである。
【００１３】
また、本発明の第４の様態に係る認知機能障害判別装置は、本発明の第１の様態に係る
認知機能障害判別装置において、前記生体信号データは、前記予め定められた脳部位とし
ての前頭前野における右領域、中央領域、及び左領域、前記予め定められた脳部位として
の左頭頂葉における所定領域、及び左側頭葉における所定領域、並びに前記予め定められ
た脳部位としての右頭頂葉における所定領域、及び右側頭葉における所定領域、の各々の
領域においてＮＩＲＳ装置によりヘモグロビン流量を測定した脳血流データである。
【００１４】
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また、本発明の第５の様態に係る認知機能障害判別装置は、本発明の第１乃至４のいず
れか１つの様態に係る認知機能障害判別装置において、前記認知機能障害の程度が既知で
ある複数の被験者に前記課題を与えているときに測定された前記生体信号データを取得す
る既知データ取得部と、前記既知データ取得部によって取得された生体信号データの前記
特徴量を抽出する既知データ特徴量抽出部と、前記既知データ特徴量抽出部によって抽出
された特徴量に基づいて、前記認知機能障害の判定に用いるデータを生成する判定データ
生成部と、を更に備える。
【００１５】
また、本発明の第６の様態に係る認知機能障害判別装置は、本発明の第５の様態に係る
認知機能障害判別装置において、前記判定データ生成部は、前記既知データ特徴量抽出部

30

によって抽出された特徴量の中から、前記認知機能障害の判定に用いる特徴量を選択する
選択部と、前記選択部によって選択された特徴量と当該特徴量が抽出された被験者の前記
認知機能障害の程度とを学習データとして用いて、前記判別部が前記特徴量に対応する前
記認知機能障害の程度を判定するためのモデルを構築する学習部と、を備える。
【００１６】
また、本発明の第７の様態に係る認知機能障害判別装置は、本発明の第１乃至第６の様
態のいずれか１つに係る認知機能障害判別装置において、複数の低域通過フィルタを用い
て前記入力された生体信号データのノイズ除去を行なうプリミティブ解析部を備え、前記
複数の低域通過フィルタは、環境光によるノイズを含むノイズを除去するのに用いる第１
のフィルタ、脳波及び血圧を含む変動成分を抽出するのに用いる第２のフィルタ、及び、
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顎開閉及び眼球運動を含む運動によるノイズを除去するのに用いる第３のフィルタを含み
、前記データ特徴量抽出部は、前記プリミティブ解析部が、前記第１のフィルタを用いて
ノイズ除去した前記生体信号データにおける振幅の平均値、基本周波数、及び周波数重心
と、前記第３のフィルタを用いてノイズ除去した前記生体信号データにおける振幅の最大
値、振幅の最小値、振幅の分散値、振幅の平均値、基本周波数、及び近似直線の傾きと、
前記第１のフィルタを用いてノイズ除去した前記生体信号データと前記第３のフィルタを
用いてノイズ除去した前記生体信号データとの差分データの振幅の分散値、及び、前記第
２のフィルタを用いてノイズ除去した前記生体信号データと前記第３のフィルタを用いて
ノイズ除去した前記生体信号データとの差分データの分散値を、前記生体信号データの特
徴量として抽出し、前記判別部は、前記データ特徴量抽出部によって抽出された特徴量を
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対象に前記被験者の認知機能障害の程度の判別を行なう。
【００１７】
また、本発明の第８の様態に係る認知機能障害判別システムは、認知機能障害の程度が
既知である複数の被験者に脳を活動させるための課題を与えているときに測定された予め
定められた脳部位における生体信号データを取得する既知データ取得部、前記既知データ
取得部によって取得された生体信号データの特徴量を抽出する既知データ特徴量抽出部、
及び、前記既知データ特徴量抽出部によって抽出された特徴量に基づいて、前記認知機能
障害の判定に用いるデータを生成する判定データ生成部、を含む判定データ生成装置と、
前記課題を与えているときに測定された、前記認知機能障害の程度が未知である被験者の
前記予め定められた脳部位における生体信号データを取得するデータ取得部、前記データ

10

取得部によって取得された生体信号データの特徴量を抽出する特徴量抽出部、及び、前記
特徴量抽出部によって抽出された特徴量と前記判定データ生成装置によって生成されたデ
ータとに基づいて、前記認知機能障害の程度が未知である被験者の認知機能障害の程度を
判別する判別部、を含む認知機能障害判別装置と、を備える。
【００１８】
また、本発明の第９の様態に係るプログラムは、コンピュータを、脳を活動させるため
の課題を与えているときに測定された、被験者の予め定められた脳部位における生体信号
データを取得するデータ取得部と、前記データ取得部によって取得された生体信号データ
の特徴量を抽出する特徴量抽出部と、前記特徴量抽出部で抽出された特徴量と、予め求め
ておいた認知機能障害の判定に用いるデータとに基づいて、前記被験者の認知機能障害の
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程度を判別する判別部と、として機能させるためのプログラムである。
【発明の効果】
【００１９】
以上説明したように、本発明によれば、認知課題実行中の被験者の脳の複数領域の生体
信号を取得して当該生体信号の特徴量を抽出し、この特徴量と、予め求めておいた認知機
能障害の判定に用いるデータとに基づいて、被験者の認知機能に障害があるかどうかを判
別することにより、脳機能に関しての早期スクリーニングが可能となる、という効果が得
られる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
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【図１】実施の形態に係る認知機能障害判別装置の構成を示すブロック図である。
【図２】図１におけるｆＮＩＲＳ測定装置による第１の測定箇所を示す説明図である。
【図３】図１におけるｆＮＩＲＳ測定装置による第２の測定箇所を示す説明図である。
【図４】図１におけるｆＮＩＲＳ測定装置による第３の測定箇所を示す説明図である。
【図５】実施の形態に係る認知機能障害判別装置による脳血流計測時に用いるブロックデ
ザインを示す説明図である。
【図６】図１におけるｆＮＩＲＳ測定装置による脳血流計測時に用いるシステム構成例を
示す説明図である。
【図７】図１におけるｆＮＩＲＳ測定装置による第１の脳血流計測結果例を示す説明図で
ある。
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【図８】図１におけるｆＮＩＲＳ測定装置による第２の脳血流計測結果例を示す説明図で
ある。
【図９】図１におけるｆＮＩＲＳ測定装置による第３の脳血流計測結果例を示す説明図で
ある。
【図１０】実施の形態に係る認知機能障害判別装置におけるベイジアン分類器の内部構成
を示すブロック図である。
【図１１】実施の形態に係る認知機能障害判別装置におけるプリミティブ解析部の内部構
成を示すブロック図である。
【図１２】図１１におけるプリミティブ解析部による処理例を示す説明図である。
【図１３】実施の形態に係る認知機能障害判別装置により実行される第１の処理の流れを
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示すフローチャートである。
【図１４】実施の形態に係る認知機能障害判別装置により実行される第２の処理の流れを
示すフローチャートである。
【図１５】実施の形態に係る認知機能障害判別装置により実行される第３の処理の流れを
示すフローチャートである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。なお、本実施の形態では
、特別な測定環境を必要とせず、自然な体勢で課題実行中の脳機能を測定できる、機能的
近赤外分光法（functional near‑infrared spectroscopy、以下、「ｆＮＩＲＳ」ともい
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う）から得られる生体信号に着目した。本実施の形態では、認知課題テスト実施中の高齢
者の脳機能計測データを用いて認知症スクリーニングを行なう際に、本発明を適用した場
合を例に説明する。
【００２２】
なお、ｆＮＩＲＳとは、近赤外光を用いて脳内のヘモグロビン流量を計測する公知の技
術であり、非侵襲かつ被測定者（以下、被験者ともいう）への拘束が少なく、測定環境を
選ばない比較的簡便な計測が可能である。
【００２３】
本実施の形態では、このような機能的近赤外分光法を用いて認知課題実行中の脳血流デ
ータを計測し、計測された脳血流データに基づいて、健常（ＮＣ）、軽度認知機能障害（
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ＭＣＩ）、及びアルツハイマー型認知症（ＡＤ）の臨床診断群を自動判別する。
【００２４】
図１に示すように、本実施の形態に係る認知機能障害判別装置１０は、機能的近赤外
分光法を用いて認知課題実行中の脳血流データを計測するｆＮＩＲＳ測定装置２０,２０
ａと、本発明に係る認知機能障害判別処理を実行するコンピュータにより構成される学習
装置３１、データ蓄積装置３２、及び判別装置３３と、判別装置３３の処理結果等を表示
する表示装置４０とを備えている。
【００２５】
学習装置３１、データ蓄積装置３２、及び判別装置３３は、各々、図示していないＣＰ
Ｕ（Central Processing Unit）、ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＲＡＭ（Random Access
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Memory）、及びＨＤＤ（Hard Disk Drive）を備える。ＨＤＤには、ＣＰＵが本発明に係
る認知機能障害判別処理を実行する際に用いるプログラムが記憶されている。
【００２６】
学習装置３１は、プログラムを実行して実現される処理機能として、特徴選択部３１ａ
、学習部３１ｂ、臨床データベース３１ｄ、及びモデル記憶部３１ｅを備えている。
【００２７】
データ蓄積装置３２は、プログラムを実行して実現される処理機能として、原波形信号
取得部３２ａ、プリミティブ解析部３２ｂ、特徴量抽出部３２ｃ、及び臨床データベース
３２ｄを備えている。
【００２８】
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判別装置３３は、プログラムを実行して実現される処理機能として、原波形信号取得部
３３ａ、プリミティブ解析部３３ｂ、特徴量抽出部３３ｃ、ベイジアン分類器３３ｄ、及
びモデル記憶部３３ｅを備えている。
【００２９】
本実施の形態では、データ蓄積装置３２と判別装置３３の各々は、原波形信号取得部３
２ａ，３３ａ、プリミティブ解析部３２ｂ，３３ｂ、及び特徴量抽出部３２ｃ,３３ｃを
備えた構成としている。データ蓄積装置３２と判別装置３３の各々を、同じコンピュータ
に備える構成とすることにより、原波形信号取得部３２ａ，３３ａのいずれか、プリミテ
ィブ解析部３２ｂ，３３ｂのいずれか、及び特徴量抽出部３２ｃ,３３ｃのいずれを共有
する構成としても良い。
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【００３０】
ｆＮＩＲＳ測定装置２０,２０ａは、生体信号として、被験者の脳血流データを計測す
る。脳血流の増加は、例えば「Villringer, A. and Firnafl, U.: Coupling of brain ac
tivity and cerebral blood flow: basis of functional nuroimaging, Cerebrovasc. Br
ain Metab. Rev., Vol. 7, pp. 240−276 (1995)」に記載のように、その脳部位の神経活
動の活発化を反映しており、脳血流の変化は、血液中の酸素化ヘモグロビン（ｏｘｙ−Ｈ
ｂ）量の変化を測定することで捉えることが可能である。そのため、ｆＮＩＲＳ測定装置
２０,２０ａで計測されたｏｘｙ−Ｈｂ量の変化を脳活動の指標と捉えることができる。
【００３１】
本実施の形態では、認知課題実行中の高齢者の脳活動計測として、多チャンネルのｆＮ
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ＩＲＳ測定装置２０,２０ａを用いている。具体的には、株式会社島津製作所（Ｒ）製の
近赤外光脳機能イメージング装置FOIRE‑3000を用いた。
【００３２】
このような多チャンネルのｆＮＩＲＳ測定装置２０，２０ａを用いて、本実施の形態で
は、図２〜図４に示すように、複数の箇所で被験者の脳血流データを計測する。なお、図
２〜図４において、白丸部分は発光器（illuminator）、黒丸部分は検出器（detector）
である。
【００３３】
ｆＮＩＲＳ測定装置２０，２０ａは、図２に示すように、前頭前野では、右領域Ｆｒ、
中央領域Ｆｃ、及び左領域Ｆｌにおける１〜２２の２２チャンネルの部位において脳血流
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を計測する。また、図３に示すように、ｆＮＩＲＳ測定装置２０，２０ａは、右側頭葉で
は、前方領域Ｒｆ及び後方領域Ｒｒにおける１〜１０の１０チャンネルの部位において脳
血流を計測する。また、図４に示すように、ｆＮＩＲＳ測定装置２０，２０ａは、左側頭
葉では、前方領域Ｌｆ及び後方領域Ｌｒにおける１〜１０の１０チャンネルの部位におい
て脳血流を計測する。このように、ｆＮＩＲＳ測定装置２０，２０ａは、合計４２チャン
ネルの部位において脳血流を計測する。
【００３４】
各プローブの装着位置については、脳波測定における国際１０−２０法の電極配置を参
考に、前頭前野のプローブセットは最下部中央がＦｐｚに重なるように水平に配置し、左
右側頭葉及び頭頂葉のプローブセットはＰ３，Ｔ３（Ｐ４，Ｔ４）の位置を基準に配置し
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た。
【００３５】
判別装置３３は、このようにして、ｆＮＩＲＳ測定装置２０により被験者から計測され
た複数部位の脳血流データを、原波形信号取得部３３ａにより取り込む。判別装置３３は
、取り込んだ複数部位の脳血流データに基づいて、プリミティブ解析部３３ｂにより、脳
の複数部位を複数に分割した複数領域の脳血流データを取得する。
【００３６】
さらに、判別装置３３は、特徴抽出部３３ｃにより、得られた脳血流データの特徴量を
抽出する。そして、判別装置３３は、ベイジアン分類器３３ｄにより、予め構築しておい
た認知機能障害の判定に用いるモデル（モデル記憶部３３ｅ）を用いて、被験者に対して
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、健常（ＮＣ）、軽度認知機能障害（ＭＣＩ）、及びアルツハイマー型認知症（ＡＤ）の
３種類（３群）のいずれに該当するかの判別を行う。
【００３７】
この判別結果は、判別装置３３から表示装置４０に出力され、表示装置４０において表
示される。
【００３８】
また、学習装置３１は、データ蓄積装置３２が予め蓄積した、認知機能に障害があるか
どうか、あればどの程度かが既知である被験者の認知課題実行中の脳の複数部位の脳血流
データおよび臨床診断結果を用いて、判別装置３３における上述の認知機能障害の判定に
用いるモデル（臨床モデル記憶部３１ｅ，３３ｅ）を構築する。
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【００３９】
データ蓄積装置３２は、原波形信号取得部３２ａにより、認知機能に障害があるかどう
か、あればどの程度かが既知である被験者の認知課題実行中の脳の複数部位の脳血流デー
タをｆＮＩＲＳ測定装置２０ａから取得すると共に、図示していない入力装置から入力さ
れる当該被検体者の臨床診断結果を収集して蓄積する。
【００４０】
そして、データ蓄積装置３２は、プリミティブ解析部３２ｂにより、蓄積した複数部位
の脳血流データに基づいて、脳の複数部位を複数に分割した複数領域の脳血流データを取
得する。次に、データ蓄積装置３２は、特徴抽出部３２ｃにより、得られた脳血流データ
の特徴量を抽出する。
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【００４１】
データ蓄積装置３２は、これらの処理を、認知機能に障害があるかどうか、あればどの
程度かが既知である複数の被験者に対して行い、複数の被験者の脳血流データ特徴量を得
て、各々を対応付けて、臨床データベース３２ｄにおいて蓄積する。
【００４２】
学習装置３１は、臨床データベース３１ｄにより、臨床データベース３２ｄにおいて蓄
積された情報と同じ情報を蓄積する。さらに、学習装置３１は、特徴選択部３１ａにより
、このようにして臨床データベース３１ｄにおいて得られた特徴量の中から判定に用いる
特徴量を選択する。そして、学習装置３１は、学習部３１ｂにより、この選択した特徴量
と抽出された特徴量とに基づき、認知機能障害を判別するためのモデルを構築する。
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【００４３】
以下、認知機能障害の判定に用いるモデルの構築について、より詳しく説明する。
【００４４】
本実施の形態では、認知機能に障害があるかどうか、あればどの程度かが既知である被
験者として、表１に示す５０名の高齢者（年齢６４〜９２歳、男性１８名、女性３２名）
を被験者とした。表１には、被験者の臨床診断群と年齢構成の内訳を示している。
【００４５】
表１中の括弧内の数値は、それぞれ順に、ＮＣ（健常）群，ＭＣＩ（軽度認知機能障害
）群，ＡＤ（アルツハイマー型認知症）群の人数を示している。なお、ここでは、ＭＣＩ
群は、「臨床認知症評価法」における「ＣＤＲ（Clinical Dementia Rating）」が０．５
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相当の患者を対象とし、また、ＡＤ群は、ＣＤＲ１相当の患者を対象とした。
【００４６】
【表１】
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【００４７】
なお、ＣＤＲ（Clinical Dementia Rating）は、世界中で広く用いられている行動観察
尺度（観察式）による臨床認知症基準であり、記憶、見識、判断力と問題解決、社会適応
、家族状況と趣味、及び、介護状況の６項目を５段階で評価する。本実施の形態では、中
等度や重度の認知症であるＣＤＲ２以上の被験者は対象群から除外した。また、課題実行
に立ち会ったオペレータによる観察及び課題の回答内容から被験者の態度を総合的に評価
し、認知課題の遂行自体に明らかな問題のある被験者についても対象群から除外した。
【００４８】
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本実施の形態では、ＨＤＳ−Ｒテストを含め様々な認知課題を実行中の高齢者の脳機能
を計測するために、図５に示すブロックデザインの課題を設計し、音声・ｆＮＩＲＳ同時
計測を行った。
【００４９】
図５に示すように、計測では、開始後の前半１０分間において、被験者の出身地や少年
時代の会話と長谷川式テストを実施し、後半の１２分間において、回想法（１．聴く、２
．話す、３．見る）ならびにワーキングメモリ課題（１．カテゴリ想起、２．リーディン
グスパンテスト、３．顔想起）の認知課題を実施した。また、当該計測においては、課題
に集中して取り組めるように、１課題の時間は６０秒とし、各認知課題の前後に６０秒の
１点注視休憩（レスト）を取らせた。
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【００５０】
具体的には、図６に示すシステム環境において、測定者は、被測定者（被験者）を課題
提示装置（ディスプレイ）の正面に座らせ、被測定者（被験者）の頭部にｆＮＩＲＳ測定
のためのプローブ（あるいは脳波ＥＥＧ・Electroencephalogram測定のための電極など）
を設置する。そして、測定者は、被測定者（被験者）に対して、ディスプレイ及び傍らの
スピーカから認知課題を提示する。
【００５１】
被測定者は、ディスプレイおよびスピーカからの指示に従い課題を実行し、測定者は、
課題実行中の脳活動状態を、ｆＮＩＲＳ測定器（あるいは脳波測定器など）から測定する
20

。
【００５２】
本実施の形態では、ｆＮＩＲＳ測定装置２０，２０ａを用いており、このｆＮＩＲＳ測
定器は、ｏｘｙ−Ｈｂ（酸素化ヘモグロビン量）、ｄｅｏｘｙ−Ｈｂ（脱酸素化ヘモグロ
ビン量）、及びｔｏｔａｌ−Ｈｂ（総ヘモグロビン量）を計測する。ここでは、ｏｘｙ−
Ｈｂの測定信号を用いた例を示す。
【００５３】
本実施の形態では、予備的調査として、ワーキングメモリ課題１「カテゴリ想起」の課
題実行中のｆＮＩＲＳデータ（ｏｘｙ−Ｈｂ）を用いて全チャンネル毎（３３ＣＨ,４１
ＣＨを除く）の３群（ＮＣ、ＭＣＩ、及びＡＤ）間の有意差検定を行った。検定方法は、
「t‑検定」を用いて、両側検定、有意水準Ｐ＜0.001、Bonferroni補正（１／４０）のも
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とで実施した。
【００５４】
図７乃至図９は、検定で有意差が確認されたチャンネルについて、t‑値に基づき１６階
調の濃淡でマッピングした例を示している。図７乃至図９では、t‑値が高く相互の差が大
きいほど、濃い色で示され、有意差ありとなる。
【００５５】
認知症患者は、認知機能の障害により、ワーキングメモリの機能が低下する。その結果
、前頭前野の脳血流において、健常群は疾病群と比較して有意に賦活することが確認でき
る（図７及び図８の左図における図２に示されるＦｒ、Ｆｃ及びＦｌ領域）。また、左右
側頭葉の脳血流についても、健常群は疾病群と比較して有意に賦活することが確認された
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（図７及び図８の中右図における図３，４で示されるＲｆ、Ｒｒ、Ｌｆ、及びＬｒ領域）
。加えて、図９に示すように、軽度の認知機能障害であるＭＣＩ群は、ＡＤ群に比べてこ
れらの脳血流が僅かながら有意に賦活することが確認できる。
【００５６】
すなわち、図７は、健常（ＮＣ）群と軽度認知機能障害（ＭＣＩ）群間での、有意差が
確認されたチャンネルを示す。図８は、健常（ＮＣ）群とアルツハイマー型認知症（ＡＤ
）群間での、有意差が確認されたチャンネルを示す。図９は、軽度認知機能障害（ＭＣＩ
）群とアルツハイマー型認知症（ＡＤ）群間での、有意差が確認されたチャンネルを示し
ている。
【００５７】

50

(11)

JP WO2012/165602 A1 2012.12.6

これらの図７〜図９の結果、特に、図８の結果から、健常（ＮＣ）群と疾病（ＡＤ）群
の間では、認知課題実行時の脳血流に有意な差が確認される。
【００５８】
これらのことは、認知課題実行中のｆＮＩＲＳデータを用いた認知症スクリーニングの
実現可能性を示唆している。なお、同課題実行直前のレスト区間のｆＮＩＲＳデータを用
いて３群に対する同様の検定を行なったところ、全てのチャンネルにおいて有意差は確認
されなかった。
【００５９】
従って、認知症のスクリーニングは、まず、認知機能の健常性を判断し、疑義がある場
合には、その程度に応じて軽度認知機能障害あるいは認知症であるかを判定するプロセス
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とする。
【００６０】
そこで、本実施の形態では、図１０に示すように、ベイジアン分類器３３ｄは、ベイジ
アン分類器（１）３３ｄ

とベイジアン分類器（１）３３ｄ

を備えている。このように

、ベイジアン分類器３３ｄは、二段階のNaive‑Bayes Classifierを用いて、ｆＮＩＲＳデ
ータからのＮＣ群、ＭＣＩ群、及びＡＤ群の３群を判別する。
【００６１】
次に、図１１及び図１２を用いて、プリミティブ解析部３２ｂ，３３ｂについて説明す
る。
【００６２】

20

プリミティブ解析部３２ｂ，３３ｂは、原波形信号取得部３２ａ，３３ａにより入力さ
れたｆＮＩＲＳ測定信号の原波形に対して、チャンネル（ＣＨ１〜ＣＨ４２）毎に、プリ
ミティブ解析を行う。プリミティブ解析では、低域通過フィルタ及び差分フィルタをかけ
てノイズが除去され、注目する領域内のチャネルの加算平均が行われる。
【００６３】
具体的には、プリミティブ解析部３２ｂ，３３ｂは、まず、図１１に示すように、各チ
ャンネルのｆＮＩＲＳ信号を３つの低域通過フィルタＦ１〜Ｆ３（いずれもバタワース特
性、次数５）に通して平滑化する。
【００６４】
ここで、低域通過フィルタＦ１の遮断周波数は１．９２Ｈｚ、低域通過フィルタＦ２の
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遮断周波数は０．９６Ｈｚ、及び、低域通過フィルタＦ３の遮断周波数は０．４８Ｈｚで
ある。
【００６５】
さらに、プリミティブ解析部３２ｂ，３３ｂは、図１２に示すように、これらの３つの
平滑化信号に、２つの差分データを加えて、１チャンネルあたり５個のｆＮＩＲＳ時系列
信号を生成する。図１２に示す５個のｆＮＩＲＳ時系列信号１２０１〜１２０５は次のも
のである。
【００６６】
ｆＮＩＲＳ時系列信号１２０１は、低域通過フィルタＦ１（遮断周波数１．９２Ｈｚ）
により、主に環境光によるノイズを除去した信号である。
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【００６７】
ｆＮＩＲＳ時系列信号１２０２は、低域通過フィルタＦ２（遮断周波数０．９６Ｈｚ）
により、脈波や血圧による変動成分（背景ノイズ）を抽出した信号である。
【００６８】
ｆＮＩＲＳ時系列信号１２０３は、低域通過フィルタＦ３（遮断周波数０．４８Ｈｚ）
により、主に額開閉、眼球運動、及び首前屈などの運動によるノイズを除去した信号であ
る。
【００６９】
ｆＮＩＲＳ時系列信号１２０４は、ｆＮＩＲＳ時系列信号１２０１からｆＮＩＲＳ時系
列信号１２０３を差分した信号系列で、変動に着目した信号である。
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【００７０】
ｆＮＩＲＳ時系列信号１２０５は、ｆＮＩＲＳ時系列信号１２０２からｆＮＩＲＳ時系
列信号１２０３を差分した信号系列で、変動に着目した信号である。
【００７１】
次に、プリミティブ解析部３２ｂ，３３ｂは、測定脳部位を以下の７つの領域に分割し
、各領域内のｆＮＩＲＳ時系列信号をそれぞれ加算平均する。具体的には、プリミティブ
解析部３２ｂ，３３ｂは、図１１における加算平均値Ｆｒ，Ｆｃ，Ｆｌ，Ｒｆ，Ｒｒ，Ｌ
ｆ，Ｌｒとして、頭部の７領域（前頭前野：３領域，左右側頭葉：各２領域）内のチャン
ネルについて、それぞれ上記の５系列信号を加算平均（Averaging）する。
【００７２】
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詳しくは、加算平均値Ｆｒは、前頭前野の右側７チャンネル（チャネル１,５，６，１
０，１４，１５，１９）について、上記の５系列信号を加算平均したものである。
【００７３】
加算平均値Ｆｃは、前頭前野の中央部８チャンネル（チャネル２，３，７，１１，１２
，１６，２０，２１）について、上記の５系列信号を加算平均したものである。
【００７４】
加算平均値Ｆｌは、前頭前野の左側７チャンネル（チャネル４，８，９，１３，１７，
１８，２２）について、上記の５系列信号を加算平均したものである。
【００７５】
加算平均値Ｒｆは、右頭頂葉の前方５チャンネル（チャネル２３，２４，２６，２７，
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３０）について、上記の５系列信号を加算平均したものである。
【００７６】
加算平均値Ｒｒは、右側頭葉の後方５チャンネル（チャネル２５，２８，２９，３１，
３２）について、上記の５系列信号を加算平均したものである。
【００７７】
加算平均値Ｌｆは、左頭頂葉の前方５チャンネル（チャネル３３，３４，３６，３７，
４０）について、上記の５系列信号を加算平均したものである。
【００７８】
加算平均値Ｌｒは、左側頭葉の後方５チャンネル（チャネル３５，３８，３９，４１，
４２）について、上記の５系列信号を加算平均したものである。
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【００７９】
プリミティブ解析部３２ｂ，３３ｂは、このようにして得た各領域毎の５つの系列信号
を加算平均した値を、特徴量抽出部３２ｃ，３３ｃに入力する。
【００８０】
特徴量抽出部３２ｃ，３３ｃは、プリミティブ解析部３２ｂ，３３ｂにより得られた各
領域毎の５つの系列から、以下の１１の特徴量を算出する特徴抽出を行う。具体的には、
特徴量抽出部３２ｃ，３３ｃは、脳血流変動の特徴を表す特徴量として、前記用意したｆ
ＮＩＲＳデータから、それぞれ表２に示す特徴量を計算し、被験者１課題について各領域
あたり１１個のｆＮＩＲＳ特徴量を算出する。
【００８１】
なお、認知機能障害の判別に有効なｆＮＩＲＳの特徴は未だ明らかではない。ｆＮＩＲ
Ｓの信号解析においても、例えば脳波におけるα、β、γ、δ、及びθなどの各波の周波
数帯域や、事象関連電位Ｎ１００，Ｐ３００のように確立された特徴量は見出されていな
い。そのため、本実施の形態では、試行錯誤的ではあるものの、データマイニングのアプ
ローチに着目した。前述の初期解析で除去できない程のアーチファクトや雑音による影響
が含まれるデータについては、目視によるｆＮＩＲＳ信号の判読により事前に除去した。
【００８２】
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【表２】
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【００８３】
表２においては、フィルタ番号として、フィルタ１（Ｆ１）、フィルタ３（Ｆ３）、フ
ィルタ１−３（Ｆ１−３）、フィルタ２−３（Ｆ２−３）が示され、各々に対応するｆＮ
ＩＲＳ特徴量が示されている。
【００８４】
フィルタ１（Ｆ１）は、遮断周波数１．９２Ｈｚの低域通過フィルタである。フィルタ
１（Ｆ１）を通過した信号は、主に環境光によるノイズが除去され、５つの信号系列中で
最も広い周波数成分を持つ。なお、フィルタ１（Ｆ１）は、フィルタ２（Ｆ２）の周波数
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成分を含む。
【００８５】
フィルタ２（Ｆ２）は、遮断周波数０．９６Ｈｚの低域通過フィルタである。フィルタ
２（Ｆ２）を通過した信号は、脈波や血圧による変動成分（背景ノイズ）が抽出されたも
ので、脳活動に直接関係しない自律神経系の生体信号成分であるため、特徴量は抽出しな
い。
【００８６】
フィルタ３（Ｆ３）は、遮断周波数０．４８Ｈｚの低域通過フィルタである。フィルタ
３（Ｆ３）を通過した信号は、主に額開閉、眼球運動、及び首前屈などの運動によるノイ
ズが除去され、５つの信号系列中で最も狭い周波数成分であり、認知機能との関連が比較
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的強いと考えられる。
【００８７】
フィルタ１−３（Ｆ１−３）は、フィルタ１（Ｆ１）を通過した信号からフィルタ３（
Ｆ３）を通過した信号を差分した信号系列であり、ここでは、その変動に着目する。
【００８８】
フィルタ２−３（Ｆ２−３）は、フィルタ１（Ｆ２）を通過した信号からフィルタ３（
Ｆ３）を通過した信号を差分した信号系列であり、ここでは、その変動に着目する。
【００８９】
ｆＮＩＲＳ特徴量としての振幅の平均値（mean）は、脳活動（賦活）の平均レベルを表
す。
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【００９０】
ｆＮＩＲＳ特徴量としての基本周波数（f0）は、脳活動（賦活）の振動回数（ピーク）
を表す。
【００９１】
ｆＮＩＲＳ特徴量としての周波数重心（fc）は、脳活動（賦活）の振動回数（重心）を
表す。
【００９２】
ｆＮＩＲＳ特徴量としての振幅の最大値（max）は、脳活動（賦活）の最大レベルを表
す。
【００９３】

10

ｆＮＩＲＳ特徴量としての振幅の最小値（min）は、脳活動（賦活）の最低レベルを表
す。
【００９４】
ｆＮＩＲＳ特徴量としての振幅の分散値（var）は、脳活動（賦活）の変動を表す。
【００９５】
ｆＮＩＲＳ特徴量としての振幅の平均値（mean）は、脳活動（賦活）の平均レベルを表
す。
【００９６】
ｆＮＩＲＳ特徴量としての近似直線の傾き（gr）は、脳活動（賦活）の傾向を表す。
【００９７】
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ｆＮＩＲＳ特徴量としての振幅の分散値（var）は、脳活動（賦活）の変動を表す。
【００９８】
特徴量抽出部３２ｃ，３３ｃは、以上の処理を施して、特徴量化した数値（７７次元）
を説明変数に格納する。そして、データ蓄積装置３２は、これに、臨床診断結果（ＮＣ：
健常、ＭＣＩ：軽度認知機能障害、ＡＤ：アルツハイマー型認知症）を目標属性として付
与したデータを臨床データベース３２ｄに格納する。
【００９９】
学習装置３１は、上述の処理で臨床データベース３２ｄに格納したデータを臨床データ
ベース３１ｄに蓄積し、このデータを用いて、モデルの構築を行う（Learning）。
【０１００】
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本実施の形態では、学習装置３１は、予め臨床データベース３２ｃに蓄積したデータ、
すなわち、５０人分（ＮＣ：２１人、ＭＣＩ：１９人、ＡＤ：１０人）のデータを用いて
、認知機能障害の有無および程度の判別結果を推定するモデルを構築する。
【０１０１】
具体的には、学習装置３１は、被験者のｆＮＩＲＳ測定データから抽出した７７個のｆ
ＮＩＲＳ特徴量を説明変数、臨床診断群を目標属性としてベイジアン・クラシファイアを
構築する。なお、クラシファイアモデルにはNaive‑Bayes Classifier を採用した。
【０１０２】
ここでは、学習装置３１は、認知機能に障害があるかどうかを推定する第１段階として
の判別器NBＮＣ／CI用のモデルと、障害が推定された場合にその程度を推定する第２段階
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の判別器ＮＢＭＣＩ／ＡＤ用のモデルとの２つの判別器用のモデルを構築してモデル記憶
部３１ｅに格納する。
【０１０３】
なお、上記のモデルを構築する際に、データから抽出した特徴量が多すぎると、その中
には認知機能障害の判別に無関係な特徴量が含まれる可能性があり、モデルの構築や判別
性能に悪影響を与えることが考えられる。
【０１０４】
そこで、本実施の形態では、学習装置３１は、特徴選択部３１ａにより、モデル構築の
事前に特徴選択を行う。しかしながら、現在のところ、高齢者の認知機能障害と因果関係
の高いｆＮＩＲＳ特徴は特定されておらず、特徴選択として有用な理論や事前の知識は存
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在しない。また、抽出した特徴量のすべての組合せを計算することは計算コストが高くな
る。
【０１０５】
そのため、ここでは、特徴選択部３１ａは、例えば、「Draper, N. and Smith, H.: Ap
plied Regression Analysis (3rd edition), John Wiley & Sons (1998)」に記載のよう
に、一般的に多用されている逐次選択法としてフォワードステップワイズ法を用いて特徴
選択を行う。
【０１０６】
フォワードステップワイズ法の特徴選択規準としては、各２群の推定正答率の平均値を
10

用いた。
【０１０７】
このフォワードステップワイズ法により、ベイジアン分類器（１）３３ｄ

において健

常者と認知機能障害の弁別を行う判別基準に有用な特徴量を自動的に選択するために、特
徴選択部３１ａは、ＮＣ群とＣＩ群（ＭＣＩ＋ＡＤ群）の２群を弁別するために準最適な
特徴量の組合せを求める。
【０１０８】
また、特徴選択部３１ａは、ベイジアン分類器（２）３３ｄ

において認知機能障害の

程度（軽度、認知症）を弁別する判別基準として有用な特徴量を自動的に選択するために
、ＭＣＩ群とＡＤ群を弁別するために準最適な特徴量の組合せを求める。
20

【０１０９】
表３は、ベイジアン分類器（１）３３ｄ

において健常者と認知機能障害の弁別を行う

判別基準に有用な特徴量として２つのものを選択した例を示す。また、表３は、ベイジア
ン分類器（２）３３ｄ

において認知機能障害の程度（軽度、認知症）を弁別する判別基

準として有用な特徴量として３つのものを選択した例を示している。
【０１１０】
【表３】
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【０１１１】
ここで、表３に示す特徴量について説明する。まず、ベイジアン分類器（１）３３ｄ
において健常者と認知機能障害の弁別を行う判別基準に有用な特徴量として、領域Ｆｒ（
前頭全野の右側７チャネル）におけるフィルタ３（Ｆ３）を通過した信号の振幅の最大値
（max）と、領域Ｌｒ（左側頭葉の後方５チャネル）におけるフィルタ１（Ｆ１）を通過
した信号の周波数重心（fc）とを用いている。
【０１１２】
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これは、例えば「Walhovd, K. B., Fjell, A. M., Dale, A. M., McEvoy, L. K., Brew
er, J., Karow, D. S., Salmon, D. P., Fennema‑Notestine, C., and the Alzheimer's
Disease Neuroimaging Initiative, : Multi‑modal imaging predicts memory performan
ce in normal aging and cognitive decline, Neurobiology of Aging, Vol. 31, No. 7,
pp. 1107−1121 (2010)」に記載のように、主にアルツハイマー型認知症において後帯状
回の脳部位における血流の低下が確認されており、また、認知機能の障害に伴いワーキン
グメモリの機能が低下することに着目したためである。実際に、本実施の形態における判
別結果から、前頭前野の血流が低下し、側頭後方領域の賦活周期が伸長すると認知機能障
害の疾病群として判別することが確認されている。
【０１１３】
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において認知機能障害の程度（軽度、認知症）

の弁別を行なう判断基準に有用な特徴量として、領域Ｆｒ（前頭全野の中央部８チャネル
）におけるフィルタ１，３（Ｆ１，Ｆ３）を通過した各々の信号の差分信号振幅の分散値
（var）、領域Ｌｆ（左頭頂葉の前方５チャネル）におけるフィルタ１（Ｆ１）を通過し
た信号の振幅の平均値（mean）、及び、領域Ｌｆ（左頭頂葉の前方５チャネル）における
フィルタ１，３（Ｆ１，Ｆ３）を通過した各々の信号の差分信号振幅の分散値（var）と
を用いている。
【０１１４】
これは、例えば、「Ishiwata 06 Ishiwata, A., Sakayori, O., Minoshima, S., Mizum
ura, S., Kitamura, S., and Katayama, Y.: Preclinical evidence of Alzheimer chang
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es in progressive mild cognitive impairment: a qualitative and quantitative SPEC
T study, Acta Neurologica Scandinavica;114(2):91‑6, 2006, Vol. 114, No. 2, pp. 9
1−96 (2006)」に記載のように、軽度認知機能障害からアルツハイマー型認知症へ進行し
た患者の脳における病態学的特徴として、後帯状回や楔前部における脳血流の低下が認め
られることに着目したためである。実際に、本実施の形態における判別結果から、頭頂領
域（左頭頂領域）の賦活の分散及び平均値が減少すると、軽度認知機能障害からアルツハ
イマー型認知症と分別することが確認されている。
【０１１５】
このように、本実施の形態では、特徴選択部３１ａは、表３に示すように、ベイジアン
分類器（１）３３ｄ

で健常者と認知機能障害の弁別を行う際に用いる２つの特徴量とし
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て、領域Ｆｒ（前頭全野の右側７チャネル）におけるフィルタ３（Ｆ３）を通過した信号
の振幅の最大値（max）と、領域Ｌｒ（左側頭葉の後方５チャネル）におけるフィルタ１
（Ｆ１）を通過した信号の周波数重心（fc）とを選択している。
【０１１６】
また、特徴選択部３１ａは、ベイジアン分類器（２）３３ｄ

で認知機能障害の程度（

軽度、認知症）を弁別する際に用いる３つの特徴量として、領域Ｆｒ（前頭全野の中央部
８チャネル）におけるフィルタ１，３（Ｆ１，Ｆ３）を通過した各々の信号の差分信号振
幅の分散値（var）、領域Ｌｆ（左頭頂葉の前方５チャネル）におけるフィルタ１（Ｆ１
）を通過した信号の振幅の平均値（mean）、及び、領域Ｌｆ（左頭頂葉の前方５チャネル
）におけるフィルタ１，３（Ｆ１，Ｆ３）を通過した各々の信号の差分信号振幅の分散値
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（var）を選択している。
【０１１７】
学習装置３１は、このようにして特徴選択部３１ａにより選択された特徴量と、臨床デ
ータベース３１ｄに蓄積されている特徴量とから、ベイジアン分類器３３ｄにおいて認知
機能障害を判別するためのモデルを構築してモデル記憶部３１ｅに格納する。
【０１１８】
具体的には、学習装置３１は、学習部３１ｂにより、臨床データベース３１ｄ、および
、特徴選択部３１ａにより絞り込まれた表３に示す特徴量のリストを用いて、各特徴量間
及び特徴量と判別目標との確率的な依存関係を計算する。これにより、学習装置３１は、
ベイジアン分類器３３ｄにおける分類機能のネットワーク構造およびパラメータ（条件付
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確率分布）を構築してモデル記憶部３１ｅに格納する。
【０１１９】
判別装置３３は、このようにして学習装置３１が構築したモデルを用いて、被験者に認
知機能に障害があるかどうかの判別を行う。以下、判別装置３３による、被験者に認知機
能に障害があるかどうかの判別を行う処理について説明する。
【０１２０】
この場合、認知機能の診断が未知の高齢者に、モデルを構築する際と同様にして、図５
に示す認知課題を実行させる。判別装置３３は、実行中の脳血流データから以下の処理を
経て、本人の認知機能レベルを判別する。
【０１２１】

50

(17)

JP WO2012/165602 A1 2012.12.6

すなわち、判別装置３３は、上記モデルを構築する場合と同様に、まず、ｆＮＩＲＳ測
定装置２０において計測された複数部位の脳血流データを、判別装置３３に備えられた原
波形信号取得部３３ａにより取り込む。
【０１２２】
次に、取り込んだ複数部位の脳血流データに対してプリミティブ解析部３３ｂが解析処
理を行う。そして、プリミティブ解析で得られた各領域毎の５つの系列から、特徴抽出部
３３ｃが、特徴量を算出する。そして、ベイジアン分類器３３ｄが、予め学習装置３１が
構築した、モデル記憶部３３ｅにおいた蓄積された認知機能障害の判定に用いるモデルに
より、当該被験者に対するＮＣ、ＭＣＩ、及びＡＤの判別を行う。
10

【０１２３】
この判別処理においては、判別装置３３は、図１０に示すように、まず、ベイジアン分
類器（１）３３ｄ

を用いて、健常（ＮＣ）であるか認知機能障害（ＣＩ）であるかを判

別する。
【０１２４】
具体的には、ベイジアン分類器（１）３３ｄ

は、選択された特徴量に該当する計算値

をノードにセットし、ＮＣ／ＣＩ分類処理を実行する。その出力として、ＮＣ群とＣＩ群
に分類される確率値が得られる。
【０１２５】
ここで、ＣＩ群に分類される確率が高いと推定された場合は、判別装置３３は、次に、
ベイジアン分類器（２）３３ｄ

を用いて、軽度認知機能障害（ＭＣＩ）であるかアルツ
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ハイマー型認知症（ＡＤ）であるかを判別して、認知機能障害の程度を推定する。
【０１２６】
この場合、上記ベイジアン分類器（１）３３ｄ
２）３３ｄ

の場合と同様に、ベイジアン分類器（

は、選択された特徴量に該当する計算値をノードにセットし、ＭＣＩ／ＡＤ

分類処理を実行する。その出力として、軽度認知機能障害（ＭＣＩ）群、アルツハイマー
型認知症（ＡＤ）群に分類される確率値が得られる。
【０１２７】
以下、本実施の形態に係る認知機能障害判別装置による判別処理の実験結果について説
明する。
30

【０１２８】
この実験結果は、表１で示した５０名の高齢者が実施した図５に示す認知課題のうち、
ワーキングメモリ課題１（カテゴリ想起）の終盤２０秒で実施された「果物の名前を出来
るだけ多く答える」課題に対する回答時のｆＮＩＲＳデータを用いて、ＮＣ／ＭＣＩ／Ａ
Ｄの判別実験を行った結果である。
【０１２９】
検証方法として、Leave‑one‑out交差検定を用いた。また、ベイジアン分類器（１）３
３ｄ

及びベイジアン分類器（２）３３ｄ

で採用されたｆＮＩＲＳ特徴量の一覧は表３

に示すものである。
【０１３０】
表４は、被験者５０名に対して本実施の形態に係る認知機能障害判別装置による判別処
理を行なった実験の交差検定結果を示している。
【０１３１】
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【表４】

10

【０１３２】
表４の結果は、アルツハイマー型認知症（ＡＤ）の判定正答率と、健常（ＮＣ）の判定
的中率とが共に９０％を超えていることを示している。このことから、本実施の形態に係
る認知機能障害判別装置は、アルツハイマー型認知症（ＡＤ）群に属する被験者が健常(
ＮＣ）であると誤判定することがなく、かつ、健常と判定された被験者をアルツハイマー
型認知症（ＡＤ）患者であると判別することがない（１名のみＭＣＩ患者であった）こと
がわかる。
【０１３３】
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この結果は、認知症スクリーニングが求められる仕様を鑑みて好ましい結果であると言
える。また、ＭＣＩの推定正答率も７３．７％であり、本実施の形態に係る認知機能障害
判別装置の性能は、許容できるものであるといえる．
【０１３４】
また、本実施の形態に係る認知機能障害判別装置では、誤判定された５名の８割が疾患
側（ＡＤ）に判定されていることも受け入れやすい結果である。
【０１３５】
次に、図１３乃至図１５を用いて、図１に示す学習装置３１、データ蓄積装置３２、及
び判別装置３３による、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体等に記憶されたプログラム
に基づく処理動作例を説明する。なお、プログラムを記憶するコンピュータ読み取り可能
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な記憶媒体は、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ−ＲＯＭ等の可搬
媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置である。
【０１３６】
図１３は、データ蓄積装置３２による処理動作例を示しており、データ蓄積装置３２は
、ステップ１３０１において、原波形信号取得部３２ａの機能により、ｆＮＩＲＳ測定デ
ータを取得する。
【０１３７】
ステップ１３０２において、データ蓄積装置３２は、プリミティブ解析部３２ｂの機能
により、ｆＮＩＲＳ測定データに対してフィルタリングするプリミティブ解析処理を行な
う。
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【０１３８】
ステップ１３０３において、データ蓄積装置３２は、特徴量抽出部３２ｃの機能により
、プリミティブ解析処理されたｆＮＩＲＳ測定データに対する特徴量の抽出処理を行なう
。
【０１３９】
ステップ１３０４において、データ蓄積装置３２は、特徴量抽出部３２ｃの機能により
抽出したｆＮＩＲＳ測定データに対する特徴量を臨床データベース３２ｄに格納する。
【０１４０】
図１４は、学習装置３１の処理動作例を示しており、学習装置３１は、ステップ１４０
１において、特徴選択部３１ａの機能により、臨床データベース３１ｄに格納されたｆＮ
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ＩＲＳ測定データに対する特徴量の内から、例えば前述の表３に示される特徴量を判別基
準として選択する。
【０１４１】
ステップ１４０２において、学習装置３１は、臨床データベース３１ｄから、特徴選択
部３１ａの機能により判別基準として選択された特徴量を抽出してリストアップし、ステ
ップ１４０３において、学習部３１ｂにより、リストアップした特徴量を学習データとし
て用いて、分類機能のネットワーク構造及びパラメータ（条件付確率分布）のモデル構築
を行ない、モデル記憶部３１ｅに格納する。
【０１４２】
図１５は、判別装置３３の処理動作例を示しており、判別装置３３は、ステップ１５０
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１において、原波形信号取得部３３ａの機能により、ｆＮＩＲＳ測定データを取得する。
【０１４３】
ステップ１５０２において、判別装置３３は、プリミティブ解析部３３ｂの機能により
、ｆＮＩＲＳ測定データに対してフィルタリング処理等をするプリミティブ解析処理を行
なう。
【０１４４】
ステップ１５０３において、判別装置３３は、特徴量抽出部３３ｃの機能により、プリ
ミティブ解析処理されたｆＮＩＲＳ測定データに対する特徴量の抽出処理を行なう。
【０１４５】
ステップ１５０４において、判別装置３３は、ベイジアン分類器３３ｄの機能により、
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モデル記憶部３３ｅにモデル記憶部３１ｅからコピーして格納されたデータを用いて、特
徴量抽出部３３ｃの機能により抽出したｆＮＩＲＳ測定データの特徴量に対応する診断結
果を判別する。
【０１４６】
以上、各図を用いて説明したように、本実施の形態の認知機能障害判別装置１０は、認
知課題実行中の被験者の脳の複数領域の生体信号としての脳血流データを取得すると、取
得した脳血流データ（生体信号）の特徴量を抽出し、抽出した特徴量と、予め用意された
認知機能障害の判定に用いるデータとに基づいて、被験者の認知機能に障害があるかどう
かを判別する。
【０１４７】
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なお、認知機能障害判別装置１０は、認知機能障害の判定に用いるデータを、予め認知
機能に障害があるかどうかが既知である複数の被験者の認知課題実行中の脳の複数領域の
生体信号を用いて、その特徴量を抽出し、抽出した特徴量に基づいて生成する。その際、
認知機能障害判別装置１０は、抽出した特徴量の中から判定に用いる特徴量を選択し、選
択した特徴量と抽出された特徴量とに基づき、判定に用いるデータとして認知機能障害を
判別するためのモデルを構築する。
【０１４８】
このように、本実施の形態の認知機能障害判別装置１０は、認知課題実行中の被験者の
脳の複数領域の生体信号を取得して当該生体信号の特徴量を抽出し、この特徴量と、予め
求めておいた認知機能障害の判定に用いるデータとに基づいて、被験者の認知機能に障害
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があるかどうかを判別しており、これにより、脳機能に関しての早期スクリーニングが可
能となる。
【０１４９】
なお、上記した実施形態では、認知機能障害判別装置において、認知機能障害を判別す
るためのモデルを構築する例を示したが、認知機能障害を判別するためのモデルを構築す
る装置（学習装置３１、及びデータ蓄積装置３２）を、認知機能障害判別装置とは別に設
置するようにしても良い。例えば、認知機能障害判別装置が複数ありそれぞれからネット
ワークを介してセンタ（認知機能障害を判別するためのモデルを構築する装置として機能
）にモデル構築のためのデータを送信し、センタ側にてそのようなデータを蓄積してモデ
ルを構築し、認知機能障害判別装置（判別装置３３）が認知機能障害判別を行うときに、
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センタからモデルを受信し、それに基づいて認知機能障害判別を行うようにして、認知機
能障害判別システムを構成することでも良い。
【０１５０】
また、本実施の形態では、脳の生体信号として、ｆＮＩＲＳ測定器で得られる脳血流デ
ータを用いるものを示したが、例えば、脳波測定器などで得られる脳波を用いるようにし
ても良い。また、本実施の形態では、株式会社島津製作所（Ｒ）製のｆＮＩＲＳ測定器を
用いたが、それに限らず他のＮＩＲＳ測定器を用いることでも良い。
【０１５１】
また、本実施の形態では、６４歳〜９２歳の高齢者５０名をまとめて被験者としている
が、被験者を予め複数のグループに分類して、認知症危険度の判別を行なうことも可能で
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ある。例えば、予め、高齢者から採取した脳血流データを、その類似性によって複数のグ
ループに分類しておく。そして、未知の判別対象者のデータとこれらのグループとの分布
の類似度に基づく重みを計算することで、判別対象者の判別に適した重み付き分布（個人
差適応型分布）を擬似的に計算し、この重み付き分布上で判別計算を実行する計算手法を
とる。このことにより、高齢者の脳血流データの個人差に適応した認知症危険度の判別が
可能となる。
【０１５２】
なお、上述の複数グループは、一般的には、採取した脳血流データの類似性に基づいて
適切な数のグループに分類する手段をとるが、それ以外にも、例えば、男女の２グループ
や、年齢（年代）に応じた数グループなどに固定することによっても性差や年齢差を吸収
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することが可能である。
【０１５３】
また、本実施の形態では、プリミティブ解析部３２ｂ，３３ｂは、測定脳部位を７つの
領域（前頭前野：３領域，左右側頭葉：各２領域）に分割した各領域内のｆＮＩＲＳ時系
列信号をそれぞれ加算平均している。しかし、例えば、主成分分析（ＰＣＡ）、独立成分
分析（ＩＣＡ）、特異値分解（ＳＶＤ）、及び非負行列因子分解（ＮＭＦ）などのブライ
ンド情報源分離の技術を適用して各領域内から認知機能障害の判別に有効な信号を分離・
抽出することでも良い。このような計算技術を用いることで、より高い性能が期待される
。
【０１５４】

30

また、本実施の形態では、学習装置３１は、特徴選択部３１ａによる特徴量の選択処理
動作において、一般的に多用されている逐次選択法としてフォワードステップワイズ法を
用いて特徴選択を行なっているが、これに限られるものではない。学習装置３１は、例え
ば、変数増加法、変数減少法、及び変数増減法等の逐次選択法や、ＥＭアルゴリズム、遺
伝的アルゴリズム（ＧＡ）、粒子群最適化（Particle Swarm Optimization，PSO）、なら
びに、Evolutionarily Stable Strategy（ＥＳＳ）やDifferential evolution（ＤＥ）な
どの進化的計算を用いた手法等の同時選択法を用いて特徴選択を行っても良い。
【０１５５】
また、本実施の形態では、判別装置３３は、認知機能障害を判別するために、クラシフ
ァイアモデルとしてNaive‑Bayes Classifierを採用しているが、これに限られるものでは
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ない。例えば、ベイジアンネットワーク、正準判別分析、線形判別分析、ニューラルネッ
トワーク、ナイーブベイズ法、及びサポートベクトルマシン（ＳＶＭ）などの分類型の推
定手法や、重回帰分析、リッジ回帰、サポートベクトル回帰（ＳＶ回帰）、及びカーネル
回帰分析などの数値型の推定手法を用いることでも良い。
【０１５６】
例えば、分類型の計算手法では、高齢者の音声データから、健常（ＮＣ）、認知症疑い
（ＭＣＩ）、認知症（ＡＤ）の３群のどれに分類されるかで認知症の危険度を判別する。
また、数値型の計算方法では、長谷川式スコアなど認知機能テストの点数（０〜３０）に
相当する数値を出力し、その数値の高低で認知症の危険度を判別する。
【０１５７】
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また、本発明のプログラムを、記憶媒体に格納して提供することも可能である。本発明
に係るコンピュータ読み取り可能な記録媒体は、コンピュータを、脳を活動させるための
課題を与えているときに測定された、被験者の予め定められた脳部位における生体信号デ
ータを取得するデータ取得部と、前記データ取得部によって取得された生体信号データの
特徴量を抽出する特徴量抽出部と、前記特徴量抽出部で抽出された特徴量と、予め求めて
おいた認知機能障害の判定に用いるデータとに基づいて、前記被験者の認知機能障害の程
度を判別する判別部と、として機能させるためのプログラムを記憶する。
【０１５８】
日本出願２０１１−１２１２４１の開示はその全体が参照により本明細書に取り込まれ
10

る。
【０１５９】
本明細書に記載された全ての文献、特許出願、及び技術規格は、個々の文献、特許出願
、及び技術規格が参照により取り込まれることが具体的かつ個々に記載された場合と同程
度に、本明細書中に参照により取り込まれる。
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【手続補正書】
【提出日】平成25年4月1日(2013.4.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
臨床診断結果で認知機能障害の程度が既知である複数の被験者に脳を活動させるための
課題を与えているときに測定された前記複数の被験者の予め定められた各脳部位における
生体信号データを取得する既知データ取得部と、
前記既知データ取得部によって取得された前記複数の被験者の各脳部位における生体信
号データの各々から、複数の生体特徴量を抽出する既知データ特徴量抽出部と、
前記既知データ特徴量抽出部によって抽出された前記複数の被験者の各脳部位の生体信
号データの各々の前記複数の生体特徴量と各被験者の臨床診断結果とに基づいて、認知機
能障害の程度の判別に用いる、脳部位と前記脳部位の生体信号データの生体特徴量との組
からなる判別特徴量を少なくとも１つ選択する選択部と
前記既知データ特徴量抽出部によって抽出された前記複数の被験者の各脳部位の生体信
号データの各々の前記複数の生体特徴量から得られる、前記複数の被験者の各々について
の前記選択された判別特徴量と、前記複数の被験者の各々の臨床診断結果の前記認知機能
障害の程度とを学習データとして用いて、前記判別特徴量に対応する前記認知機能障害の
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程度を判別するためのモデルを構築する学習部と、
前記課題を与えているときに測定された、前記認知機能障害の程度が未知である被験者
の前記予め定められた各脳部位における生体信号データを取得するデータ取得部と、
前記データ取得部によって取得された前記認知機能障害の程度が未知である被験者の生
体信号データの各々から、前記複数の生体特徴量を抽出する特徴量抽出部と、
前記特徴量抽出部によって抽出された前記被験者の各脳部位の生体信号データの各々の
前記複数の生体特徴量から得られる、前記特徴量選択部によって選択された判別特徴量と
、前記学習部によって予め構築されたモデルとに基づいて、前記認知機能障害の程度が未
知である被験者の認知機能障害の程度を判別する判別部と、
を備える認知機能障害判別装置。
【請求項２】
前記生体信号データは、前記予め定められた脳部位における血流を計測した脳血流デー
タである請求項１記載の認知機能障害判別装置。
【請求項３】
前記生体信号データは、前記予め定められた脳部位としての前頭前野、左側頭葉、右側
頭葉、左頭頂葉、及び右頭頂葉の各々においてＮＩＲＳ装置によりヘモグロビン流量を測
定した脳血流データである請求項１記載の認知機能障害判別装置。
【請求項４】
前記生体信号データは、前記予め定められた脳部位としての前頭前野における右領域、
中央領域、及び左領域、前記予め定められた脳部位としての左頭頂葉における所定領域、
及び左側頭葉における所定領域、並びに前記予め定められた脳部位としての右頭頂葉にお
ける所定領域、及び右側頭葉における所定領域、の各々の領域においてＮＩＲＳ装置によ
りヘモグロビン流量を測定した脳血流データである請求項１記載の認知機能障害判別装置
。
【請求項５】
前記判別部は、複数段階で前記認知機能障害の程度を判別する複数の判別部であって、
前記選択部は、前記複数の判別部の各々に対して、前記判別部での前記認知機能障害の
程度の段階の判別に用いる前記判別特徴量を少なくとも１つ選択し、
前記学習部は、前記複数の判別部の各々に対して、前記判別部での前記認知機能障害の
程度の段階の判別に用いる前記モデルを構築する、
請求項１記載の認知機能障害判別装置。
【請求項６】
（削除）
【請求項７】
複数の低域通過フィルタを用いて前記入力された生体信号データのノイズ除去を行なう
プリミティブ解析部を備え、
前記複数の低域通過フィルタは、環境光によるノイズを含むノイズを除去するのに用い
る第１のフィルタ、脳波及び血圧を含む変動成分を抽出するのに用いる第２のフィルタ、
及び、顎開閉及び眼球運動を含む運動によるノイズを除去するのに用いる第３のフィルタ
を含み、
前記既知データ特徴量抽出部および前記特徴量抽出部は、
前記プリミティブ解析部が、前記第１のフィルタを用いてノイズ除去した前記生体信号
データにおける振幅の平均値、基本周波数、及び周波数重心と、前記第３のフィルタを用
いてノイズ除去した前記生体信号データにおける振幅の最大値、振幅の最小値、振幅の分
散値、振幅の平均値、基本周波数、及び近似直線の傾きと、前記第１のフィルタを用いて
ノイズ除去した前記生体信号データと前記第３のフィルタを用いてノイズ除去した前記生
体信号データとの差分データの振幅の分散値、及び、前記第２のフィルタを用いてノイズ
除去した前記生体信号データと前記第３のフィルタを用いてノイズ除去した前記生体信号
データとの差分データの分散値を、前記生体信号データの特徴量として抽出し、
前記判別部は、前記データ特徴量抽出部によって抽出された特徴量を対象に前記被験者
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の認知機能障害の程度の判別を行なう、
請求項１乃至請求項５のいずれか１項に記載の認知機能障害判別装置。
【請求項８】
臨床診断結果で認知機能障害の程度が既知である複数の被験者に脳を活動させるための
課題を与えているときに測定された前記複数の被験者の予め定められた各脳部位における
生体信号データを取得する既知データ取得部、
前記既知データ取得部によって取得された前記複数の被験者の各脳部位における生体信
号データの各々から、複数の生体特徴量を抽出する既知データ特徴量抽出部、
前記既知データ特徴量抽出部によって抽出された前記複数の被験者の各脳部位の生体信
号データの各々の前記複数の生体特徴量と各被験者の臨床診断結果とに基づいて、認知機
能障害の程度の判別に用いる、脳部位と前記脳部位の生体信号データの生体特徴量との組
からなる判別特徴量を少なくとも１つ選択する選択部、
及び、前記既知データ特徴量抽出部によって抽出された前記複数の被験者の各脳部位の
生体信号データの各々の前記複数の生体特徴量から得られる、前記複数の被験者の各々に
ついての前記選択された判別特徴量と、前記複数の被験者の各々の臨床診断結果の前記認
知機能障害の程度とを学習データとして用いて、前記判別特徴量に対応する前記認知機能
障害の程度を判別するためのモデルを構築する学習部、を含む判定データ生成装置と、
前記課題を与えているときに測定された、前記認知機能障害の程度が未知である被験者
の前記予め定められた各脳部位における生体信号データを取得するデータ取得部、
前記データ取得部によって取得された前記認知機能障害の程度が未知である被験者の生
体信号データの各々から、前記複数の生体特徴量を抽出する特徴量抽出部、
及び、前記特徴量抽出部によって抽出された前記被験者の各脳部位の生体信号データの
各々の前記複数の生体特徴量から得られる、前記特徴量選択部によって選択された判別特
徴量と、前記学習部によって予め構築されたモデルとに基づいて、前記認知機能障害の程
度が未知である被験者の認知機能障害の程度を判別する判別部、を含む認知機能障害判別
装置と、
を備える認知機能障害判別システム。
【請求項９】
コンピュータを、
臨床診断結果で認知機能障害の程度が既知である複数の被験者に脳を活動させるための
課題を与えているときに測定された前記複数の被験者の予め定められた各脳部位における
生体信号データを取得する既知データ取得部と、
前記既知データ取得部によって取得された前記複数の被験者の各脳部位における生体信
号データの各々から、複数の生体特徴量を抽出する既知データ特徴量抽出部と、
前記既知データ特徴量抽出部によって抽出された前記複数の被験者の各脳部位の生体信
号データの各々の前記複数の生体特徴量と各被験者の臨床診断結果とに基づいて、認知機
能障害の程度の判別に用いる、脳部位と前記脳部位の生体信号データの生体特徴量との組
からなる判別特徴量を少なくとも１つ選択する選択部と、
前記既知データ特徴量抽出部によって抽出された前記複数の被験者の各脳部位の生体信
号データの各々の前記複数の生体特徴量から得られる、前記複数の被験者の各々について
の前記選択された判別特徴量と、前記複数の被験者の各々の臨床診断結果の前記認知機能
障害の程度とを学習データとして用いて、前記判別特徴量に対応する前記認知機能障害の
程度を判別するためのモデルを構築する学習部と、
前記課題を与えているときに測定された、前記認知機能障害の程度が未知である被験者
の前記予め定められた各脳部位における生体信号データを取得するデータ取得部と、
前記データ取得部によって取得された前記認知機能障害の程度が未知である被験者の生
体信号データの各々から、前記複数の生体特徴量を抽出する特徴量抽出部と、
前記特徴量抽出部によって抽出された前記被験者の各脳部位の生体信号データの各々の
前記複数の生体特徴量から得られる、前記特徴量選択部によって選択された判別特徴量と
、前記学習部によって予め構築されたモデルとに基づいて、前記認知機能障害の程度が未
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知である被験者の認知機能障害の程度を判別する判別部と、
として機能させるためのプログラム。
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