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(57)【要約】
【課題】脳内の意思を高精度および高速度で解析して、
介助者に意思伝達できる装置及び方法を実現する。
【解決手段】刺激提示用の表示画面１と、利用者の頭部
に電極を装着したモバイル脳波計２と、脳波を解析する
処理装置３と、メッセージを表示する画面又はアバター
（自分の分身となるＣＧキャラクター）がメッセージを
人工音声で読み上げる装置４を備える意思伝達支援装置
を提供する。メッセージの構成要素を階層的にデータベ
ース化して蓄積し、刺激提示画面１により、該構成要素
を擬似ランダムにフラッシュして利用者に刺激提示する
。該刺激提示後の脳波を計測して、処理装置３により、
前記脳波データを解析し、認知課題である該構成要素の
１試行毎の意思決定に係わる脳内処理過程を推定する関
数により、特定の意思決定が脳内でなされたと判断し、
該構成要素を組み合わせたメッセージをアバターが音声
出力する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
刺激を提示する刺激提示装置と、該刺激提示装置による刺激提示後の脳波を計測する脳
波計と、該脳波計からの脳波データを処理する処理装置と、意思表示装置とを備える意思
伝達支援装置であって、
前記刺激提示装置は、メッセージの構成要素を階層的にデータベース化して蓄積された
該構成要素を、刺激として、各階層の選択場面で複数提示し、
前記脳波計は、ヘッドキャップに取り付けられた電極により頭皮上脳波を計測して、無
線通信により前記処理装置に脳波データを送信し、
前記処理装置は、前記脳波データを解析して、認知課題である該構成要素の１試行毎の

10

意思決定に係わる脳内処理過程を推定する関数により、特定の意思決定が脳内でなされた
と判断し、該判断の結果の構成要素を組み合わせてメッセージを作成して、前記意思表示
装置に出力し、
前記意思表示装置は、前記メッセージを表示又は音声出力することを特徴とする意思伝
達支援装置。
【請求項２】
前記刺激提示装置は、前記構成要素を擬似ランダムにフラッシュして提示する表示画面
を備え、前記処理装置からの、脳内意思決定がなされたという判断結果の出力を受けて、
フラッシュ刺激提示を打ち切ることを特徴とする請求項１記載の意思伝達支援装置。
【請求項３】
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前記脳内処理過程を推定する関数は、脳活動と意思決定の結果との関連を多変量解析の
手法を用いて意思決定を定量化する関数であることを特徴とする請求項１又は２記載の意
思伝達支援装置。
【請求項４】
前記意思表示装置は、利用者が登録したアバターが前記メッセージを音声出力すること
を特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項記載の意思伝達支援装置。
【請求項５】
メッセージの構成要素を階層的にデータベース化して蓄積し、
刺激提示装置により、該構成要素を刺激として、各階層の選択場面で複数提示し、
該刺激提示後の脳波を計測して、無線通信により脳波データを処理装置に送信し、
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該処理装置により、前記脳波データを解析して、認知課題である該構成要素の１試行毎
の意思決定に係わる脳内処理過程を推定する関数により、特定の意思決定が脳内でなされ
たと判断し、該判断の結果の該構成要素を組み合わせてメッセージを作成し、
前記メッセージを表示又は音声出力することを特徴とする意思伝達支援方法。
【請求項６】
前記刺激提示装置は、前記構成要素を擬似ランダムにフラッシュして提示し、前記処理
装置からの、脳内意思決定がなされたという判断結果の出力を受けて、フラッシュ刺激提
示を打ち切ることを特徴とする請求項５記載の意思伝達支援方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】

40

【０００１】
本発明は、発話や書字が困難な重度の運動障害者でも、脳活動により意思を伝達できる
意思伝達支援装置及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
現在、情報科学分野、医工学応用分野、脳活動による福祉機器制御の分野において、機
器の操作は、各種スイッチ、ジョイスティックやマウス等の手による入力操作が主である
。一方、介護福祉機器等の開発分野では、手足が不自由な操作者のために身体の他の部分
で操作できる機器が望まれている。
【０００３】
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従来から、文字盤あるいは絵カードなどの発話を補助するものがある。また、言語機能
や聴覚に障害を持つ利用者の会話を補助する機器に関する技術は、例えば特許文献１およ
び２に示されている。特許文献１には、五十音の文字盤の文字をブロックごとに順次点灯
して選択させる技術や身体ケアのリクエストを選ぶメッセージボードを用いる技術が示さ
れている。特許文献２には、携帯情報端末を用いるシンボル表示を選択するコミュニケー
ション支援システムが示されている。しかしながら、介護福祉機器の開発分野では、老人
や病人などの複雑な入力操作が不可能な操作者のために、操作を必要としないで直接的に
意思を伝えることができる機器が望まれている。また、発話障害のある患者や老人にとっ
て、基本的な身の回りの介護や気持ち等の意思を、より簡単に介助者に伝えることのでき
10

る機器が望まれている。
【０００４】
近年、脳科学の進歩により、人の思考や行動と脳活動との関係性について様々な研究が
なされている。脳活動などの生体信号に着目して外部機器を制御したり、他者に意思を伝
達したりするＢｒａｉｎ−Ｍａｃｈｉｎｅ

Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ（ＢＭＩ）技術が注目さ

れている。
【０００５】
例えば、脳波のリアルタイム計測によって一文字ずつアルファベットを選択するシステ
ムの開発に関する研究が知られている（非特許文献１参照）。
【０００６】
本発明者達は、動物の脳内に設置した電極による単一ニューロンの活動電位の細胞外記
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録という計測手法とニューロン集団活動のシミュレーションによって、複数の外部刺激（
実験条件）が脳内でどのような関係性があると表現されているかを低次元の空間情報とし
て推定できることを示した（非特許文献２参照）。しかしながら、脳活動についてはまだ
まだ未知な部分が多く、またその計測方法には制約がある。
【０００７】
また、本発明者達は、仮想意思決定関数を提案し、その計算方法を示した（非特許文献
３参照）。非特許文献３には、単一ニューロン活動を例にとって神経活動から二者択一の
行動予測方法を示している。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００４−２８６７６８号公報
【特許文献２】特開２００３−２５５８２５号公報
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】Ｌ．Ａ．Ｆａｒｗｅｌｌ他，
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Ｎｅｕｒｏｐｈｙｓｉｏｌｏｇｙ，７０（１９８８）ｐ５１０−５２３
【非特許文献２】松本有央、長谷川良平「前頭連合野ニューロン集団の単一試行活動に基
づく多次元意志決定の予測」Ｎｅｕｒｏｓｃｉｅｎｃｅ
８，Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
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手足等を使うことなく、できるだけ簡単な操作で意思を伝えることができる機器が望ま
れている。しかしながら、これらの目的で研究開発された新たな各種入力装置はそれぞれ
独自の入力方式や入力装置が必要であり、各種入力装置をそれぞれ購入しなければならず
、またそれぞれの操作を習得するのに時間がかかるという問題がある。
【００１１】
脳活動を機能的ＭＲＩ（ｆＭＲＩ）等の装置を使って調べる技術では、ＭＲＩ装置の中
で測定する必要があるので、入力操作をリアルタイムで行うことが不可能であり、大型の
装置を必要とする問題がある。
【００１２】
従来の意思伝達に関する研究で提案されている装置では、脳波等の生体情報を測定する
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には、ノイズが大きく、正解の確率が低く、判定まで時間がかかるという問題があった。
【００１３】
特に、従来の上記ＢＭＩ技術のコアとなるのが、脳内意思決定をリアルタイムで解読す
る技術である。しかし、Ｓ／Ｎ比の悪い頭皮上脳波記録、あるいは同時記録できる数の少
ないニューロン活動記録条件下では、正確かつ迅速に脳内意思決定を解読するのは極めて
困難である。例えば、パソコン画面上に選択肢となる視覚刺激を複数個提示し、それらを
疑似ランダムにフラッシュ（点灯）することによって得られる誘発脳波（刺激提示後３０
０ミリ秒後の陽性の電位変化等のＰ３００と呼ばれる事象関連脳波）の反応の強さによっ
て、操作者が選択した選択肢を予測又は推測する手法が用いられている。その際、提示回
数を増やすと予測精度が高くなる一方、時間がかかるという問題があり、リアルタイムで
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、脳内意思を解読することは困難であった。
【００１４】
また、従来の技術では、二択や三択など選択肢の数が少なく、多様なメッセージを伝達
することが困難であった。また、脳活動に着目した従来的な意思伝達は、多様性が無いか
、あるいはメッセージを一文字ずつ入力するために莫大な時間を要していた。
【００１５】
本発明は、これらの問題を解決しようとするものであり、重度ＡＬＳ患者等の発話障害
のある患者や老人等の利用者（被験者とも呼ぶ）の脳内意思を短時間で解析してメッセー
ジを伝達することを目的とする。また、利用者が、基本的な身の回りの介護や気持ち等の
意思を、より簡単に直接的に介助者に伝えることのできる装置及び方法を提供することを
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目的とする。また、利用者の多様なメッセージを伝達可能とし、特に重度運動機能障害者
の日常的な「生活の質」の向上と社会参加を促進させることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
本発明は、前記目的を達成するために、本発明者が開発した「仮想意思決定関数」とい
う、意思決定の脳内過程を定量化する手法により実現するものである。仮想意思決定関数
は、元来、脳内の意思決定機構を調べるために考案された基礎的研究のための解析手法で
あり、脳内設置電極によって記録されたニューロン活動のミリ秒単位の時間経過から、後
に観察される二者択一的意思決定の形成過程の推定に役立つものであった（非特許文献３
参照）。本発明では、この仮想意思決定関数の概念を大幅に拡張し、脳波計測による意思
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解析手法として活用したものである。また、本発明では、超小型のモバイル脳波計と、高
速・高精度の脳内意思解読アルゴリズムにより、意思伝達を支援するものである。特に、
発話や書字が困難な重度の運動障害者でも脳活動により意思を伝達できるようにするため
に、メッセージの構成要素を階層的に構築し、これらの組み合わせにより、最大５００種
類以上のメッセージが生成可能とし、アバター（自分の分身となるＣＧ：コンピューター
グラフィックス）がメッセージを人工音声で読み上げるものである。
【００１７】
本発明は、前記目的を達成するために、以下の特徴を有するものである。
【００１８】
本発明の装置は、刺激を提示する刺激提示装置と、該刺激提示装置による刺激提示後の
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脳波を計測する脳波計と、該脳波計からの脳波データを処理する処理装置と、意思表示装
置とを備える意思伝達支援装置であって、前記刺激提示装置は、メッセージの構成要素を
階層的にデータベース化して蓄積された該構成要素を、刺激として、各階層の選択場面で
複数提示し、前記脳波計は、ヘッドキャップに取り付けられた電極により頭皮上脳波を計
測して、無線通信により前記処理装置に脳波データを送信し、前記処理装置は、前記脳波
データを解析して、認知課題である該構成要素の１試行毎の意思決定に係わる脳内処理過
程を推定する関数により、特定の意思決定が脳内でなされたと判断し、該判断の結果の構
成要素を組み合わせてメッセージを作成して、前記意思表示装置に出力し、前記意思表示
装置は、前記メッセージを表示又は音声出力することを特徴とする。
【００１９】
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本発明の装置において、前記刺激提示装置は、前記構成要素を擬似ランダムにフラッシ
ュして提示する表示画面を備え、前記処理装置からの、脳内意思決定がなされたという判
断結果の出力を受けて、フラッシュ刺激提示を打ち切るようにするとよい。各階層の前記
選択場面は、各階層の選択のための表示画面に対応している。また、具体的には、前記脳
内処理過程を推定する関数は、脳活動と意思決定の結果との関連を多変量解析の手法を用
いて意思決定を定量化する関数である。また、本発明において、前記意思表示装置は、利
用者が登録したアバターが前記メッセージを音声出力することが好ましい。介助者は、誰
がメッセージを発しているのかを即理解することができる。
【００２０】
本発明の方法は、意思伝達支援方法であって、メッセージの構成要素を階層的にデータ
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ベース化して蓄積し、刺激提示装置により、該構成要素を刺激として、各階層の選択場面
で複数提示すると共に、脳波計により、該刺激提示後の脳波を計測して、無線通信により
脳波データを処理装置に送信し、該処理装置により、前記脳波データを解析して、認知課
題である該構成要素の１試行毎の意思決定に係わる脳内処理過程を推定する関数により、
特定の意思決定が脳内でなされたと判断し、該判断の結果の該構成要素を組み合わせてメ
ッセージを作成し、前記メッセージを表示又は音声出力することを特徴とする。本発明の
方法において、前記刺激提示装置は、前記構成要素を擬似ランダムにフラッシュして提示
し、前記処理装置からの、脳内意思決定がなされたという判断結果の出力を受けて、フラ
ッシュ刺激提示を打ち切ることが好ましい。
【発明の効果】
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【００２１】
本発明によれば、発話障害や書字が困難な患者等の重度の運動障害者でも脳活動により
意思を伝達できる。本発明によれば、超小型のモバイル脳波計と高速・高精度の脳内意思
解読アルゴリズムにより、操作性に優れる。本発明によれば、利用者は、脳波測定のため
の電極を固着するだけであり、例えば電極を備えるネットや帽子を装着する感覚であり、
該電極と入力装置とは無線で接続することにより、利用者の位置の自由度が高く小型化で
きる。さらに、本発明のように、脳波ヘッドキャップ一体型の超小型の８チャンネルの無
線脳波計を用いると、ケーブルがないため、ノイズレスで、安全でかつポータブルな脳波
計測、及び意思伝達が可能となる。
【００２２】
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本発明によれば、階層的にメッセージの要素を選択させるので、最大５００種類以上の
メッセージが生成可能である。また、アバター（自分の分身となるＣＧ：コンピューター
グラフィックス）がメッセージを人工音声で読み上げることにより、利用者の意思を伝え
ることができ、介助者等も各利用者の区別をしてメッセージを理解することができる。特
に、本発明は、意思伝達のための特殊な入力操作の習得を必要とすることがないから、発
話障害のある患者や老人が、基本的な身の回りの介護や気持ち等の意思を、より簡単に直
接的に介助者に伝えることができる。
【００２３】
本発明によれば、フラッシュ刺激提示の打ち切り処理を行うことによって、脳波データ
の取得に必要な時間が短縮できる。
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【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】第１の実施の形態を模式的に示す図
【発明を実施するための形態】
【００２５】
本発明の装置及び方法について、実施の形態により以下説明する。本発明は、超小型モ
バイル脳波計と、高速・高精度の脳内意思解読アルゴリズム、さらに効率的な意思伝達ア
プリケーションを統合した、実用的ブレイン−マシン−インターフェース（ＢＭＩ）シス
テムである。
【００２６】
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（第１の実施の形態）
本実施の形態について、図１を参照して以下説明する。図１は、本実施の形態による意
思伝達支援装置及び方法を模式的に示す図である。本実施例の意思伝達支援装置は、刺激
提示用の表示画面１と、被験者の頭部に電極を装着したモバイル脳波計２（例えばワイヤ
レスで電極からの脳波を計測する小型脳波計（図は一部省略したもの））、脳波を解析す
る処理装置３、メッセージを表示する画面又はアバター（自分の分身となるＣＧ：コンピ
ューターグラフィックス）がメッセージを人工音声で読み上げる装置４からなる。刺激提
示用の表示画面１を被験者に見せて、被験者の頭皮上脳波をワイヤレスで携帯可能な小型
脳波計で計測する。表示画面（モニター）１には、視覚刺激として、様々なメッセージ候
補の断片（構成要素）を含む複数のピクトグラムをフラッシュ提示する。伝えたいメッセ
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ージ断片（ターゲット）がフラッシュした際、脳内で「おやっ」と思った時に観察される
頭皮上の脳波（Ｐ３００）を検出する作業を複数回繰り返す。処理装置３により、伝えた
いメッセージ候補の断片（ターゲットの構成要素）を、脳内意思解読アルゴリズムにより
判別してメッセージを文章化する。該メッセージを、装置４により、アバター（分身とな
るＣＧキャラクター）によって読み上げて表出させる。図１の吹き出しは、アバターの読
み上げるメッセージを模式的に表している。
【００２７】
本発明において開発した脳波計は、モバイル性の高い脳波計であり、意思伝達支援が必
要な障害者が快適に装置を使ったり、外出先にも装置を持ち出したりすることができるも
のである。本実施例では、携帯電話の半分以下の大きさで、８チャンネルの頭皮上脳波を
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計測できる超小型無線脳波計を開発して用いた。従来の脳波計のようにケーブルが長いと
、視野を遮ったり首に絡まったりする危険があるほか、ノイズが乗りやすく脳波計の性能
が十分発揮されないという問題があった。本実施の形態の脳波計は、小型かつ無線方式で
あるので、ヘッドキャップに直接取り付けることができ、ユーザーの動きを制約せず、ノ
イズも乗りにくいという利点がある。従来の脳波計は大型で家庭用電源が必要であったが
、本モバイル脳波計はコイン電池で長時間稼働するため、外出先でも使用可能である。
【００２８】
前記脳波を解析する処理装置３は、高速・高精度の脳内意思解読アルゴリズムにより処
理を行うものである。脳波で文字や図形を１つずつ入力する従来のシステムでは、ＰＣ画
面上に並べて提示されている選択肢の属性（明るさや形など）を一瞬だけ変化させること
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を、擬似ランダムに何度か繰り返して、視覚刺激の変化によるＰ３００誘発脳波の反応の
強さの違いによってユーザーの選択を予測・推測するという手法をしばしば用いていた。
その際、提示回数を増やすと予測精度が高くなるが、時間がかかる。逆に提示回数を少な
くすると予測に要する時間が短くなるが、精度が悪くなるという問題があった。本実施の
形態では、脳内意思決定の時間的変化を定量化するために、本発明者が開発していた「仮
想意思決定関数」を活用し、高速かつ高精度で予測を行うことに成功した。１回の選択に
２〜３秒という早さで９０％以上の予測精度を実現している。
【００２９】
ここで、「仮想意思決定関数」とは、認知課題１試行ごとの意思決定にかかわる脳内処
理過程を推定する関数という。脳活動と意思決定の結果との関連を多変量解析の手法を組
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み合わせて分析し、意思決定がまだなされていない状態から何らかの意思決定がなされる
までの連続的な時間経過を視覚化することが可能である。仮想意思決定関数は、多変量解
析の関数であり、ロジスティック関数や線形判別分析関数等である。以下具体的に説明す
る。脳波生波形として得たＰ３００誘発脳波は、目標のシンボル表示（ターゲットシンボ
ル）であるときの脳波電位と、非目標のシンボル表示であるときの脳波電位とで、各チャ
ンネルと刺激後の経過時間によって、異なっている。仮想意思決定関数の例として、判別
分析法を用いる場合は、該脳波電位の、各チャンネルと刺激後の経過時間に応じて、判別
分析法の重み付け係数を求め、該重み付け係数を用いて、判別得点の計算をし、該判別得
点に基づき意思決定の状態を定量化することができる。また、判別得点のみであると、解
析結果にばらつきを生じることがあるので、１試行毎の成功率と判別得点とに基づき（例
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えば積）により意思決定の状態を定量化することができる。
【００３０】
また、本実施の形態では、効率的な意思伝達支援メニューを提供するものである。脳活
動に着目した従来の意思伝達装置は、メッセージの種類が少ないことや、メッセージを作
るまでの時間が長いなどの問題があった。本実施の形態では、少ない操作回数で多様なメ
ッセージを作成することができる、本発明者らが開発した「階層的メッセージ生成システ
ム」を用いる。このシステムでは、ユーザーは、画面に提示された８種類のピクトグラム
（さまざまな事象を単純な絵にした絵文字）の中から伝えたいメッセージと関連のあるも
のを１つ選ぶ、という作業を３回連続で行う。それら３つのピクトグラムの組み合わせ（
８の３乗）で最大５１２種類のメッセージを作成することができる。このシステムにおい
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て、選択肢のピクトグラムを擬似ランダムにフラッシュしてＰ３００（事象関連脳波と呼
ばれる、刺激提示後３００ミリ秒後の陽性の電位変化。）脳波を誘発する機能を追加して
利用する。ピクトグラムをフラッシュしてＰ３００を計測する方法は、着目しているシン
ボル表示が光った瞬間に脳波が増強される現象があることを利用するものである。ピクト
グラムを擬似ランダムフラッシュしてＰ３００を脳波計で計測し、該脳波を前記処理装置
で解析し、該解析結果により、装置４を用いて、メッセージを表示したり、又は、アバタ
ー（自分の分身となるＣＧ：コンピューターグラフィックス）がメッセージを人工音声で
読み上げるようにする。
【００３１】
本発明者らが開発した「階層的メッセージ生成システム」について具体的に説明する。
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例えば、利用者に、会話（メッセージ）の構成要素が複数個シンボル表示された表示選択
画面を提示する。第１階層のシンボル表示の例は、図１の刺激提示用の表示画面１にも表
示されているように、「飲食する」「移動する」「各種活動」「気持ち」「体のケア」「
時間」「遊ぶ」「テレビ」「人物」等のシンボル表示（ピクトグラム）である。中央の多
方向の矢印は、選択を指示する表示であるが、特定のシンボル表示でもよい。まず、利用
者は、伝えたいメッセージを第１階層の選択肢から選び意識すると、選択画面で選択した
シンボル表示がフラッシュした際に、脳内で「これ」と思った時に観察される頭皮上の脳
波（Ｐ３００）が検出可能となる。１つのシンボル表示（ターゲット）が選択されると、
その動作の対象となる第２階層が表示される次の表示画面に進む。例えば、第１階層で「
移動する」が選択されたとき、「移動する」の対象となる第２階層の選択肢として、「洗
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面所」「風呂場」「他の部屋」「他の階」「病院」「公共施設」「方角」「屋外」等が表
示される。利用者は、伝えたいメッセージの構成要素を第２階層の選択肢から選び意識す
ると、選択画面で伝えたいシンボル表示がフラッシュした際に、脳内で「これ」と思った
時に観察される頭皮上の脳波（Ｐ３００）が検出可能となる。第２階層の中の１つのシン
ボル表示が選択されると、動作の対象や目的などの会話の構成要素の詳細内容となる第３
階層が次の表示画面に表示される。例えば、第２階層で「洗面所」が選択されると、さら
にその動作の目的に関して第３階層が表示される。「トイレ」「手洗い」「洗顔」「歯磨
き」「化粧」「ひげそり」「整髪」等が表示される。利用者が第３階層の選択肢の中から
伝えたいものを選び、同様に、第３階層の中の１つのシンボル表示が選択されると、第１
、第２、第３の階層で選択された構成要素から１つのまとまりのあるメッセージが処理装
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置３により作成される。メッセージが作成されると、装置４の表示画面上の文字やスピー
カからの音声によってそのメッセージが出力される。表示画面上の、利用者毎に登録した
アバター（ＣＧキャラクター）が発声するよう音声出力するとよい。
【００３２】
なお、擬似ランダムとは、ランダム（乱数）のように見えるが、実際には一定の法則で
計算された数列をいう。例えば、１から８の数字を３、６、２、７、１、５、８、４の順
番で提示すると、一見、ランダムに数字が選ばれたように思わせることができるが、実際
には８種類の数字が１回ずつ提示されている。これを１ブロックとしてブロックごとに擬
似ランダムの順番で１回ずつ全種類を提示すると、５ブロック終わった段階では各数字が
５回ずつ提示されたことになる。ノイズが混入しやすい微弱な脳波データを解析するため
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には各実験条件（本実施の形態では、数字ではなく、８種類のピクトグラムである）を数
回繰り返す必要があり、擬似ランダムな刺激提示が効率良いデータの取得方法である。
【００３３】
１フラッシュの毎の脳波計測定により、認知課題１試行ごとの意思決定にかかわる脳内
処理過程を推定する関数を求め、８種類のピクトグラムの各関数のうちの１つが、複数回
ブロック行った結果、所定の値以上に達したり、他のピクトグラムの関数と対比して大で
あったりした場合に、該ピクトグラムが選択されたと、判断することができる。
【００３４】
本実施の形態では、予定した５ブロック全部の提示が終わった段階を待たずに、仮想意
思決定関数で表されるところの、脳内意思決定がなされたという解析結果の出力を受けて
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、フラッシュ刺激提示の打ち切り処理を行った。例えば３ブロックや４ブロックで刺激提
示を打ち切った。このように、予測確率が十分高まったところでフラッシュを打ち切って
、利用者の伝えたいシンボル表示（選びたい選択肢、目標）を高速高精度で検出すること
ができる。
【００３５】
図１では、表示画面１と、脳波を解析する処理装置３と、メッセージを表示する画面又
はアバターがメッセージを読み上げる装置４とが、別体の装置のように図示されているが
、これは模式的に図示したものであり、コンピュータ、モバイルコンピュータ、携帯端末
等の、処理部と表示部を備える装置であれば、適宜組み合わせたり又は一体の装置とした
りすることができる。
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【００３６】
上記実施の形態に示したようなシンボル表示（選択肢のピクトグラム）を、例えば場面
に応じた会話の構成要素を階層的に表示する内容にすると、各階層の選択画面で複数表示
して、各階層で選択された構成要素を組み合わせることにより、複雑な意思伝達に用いる
ことができる。多様なメッセージをたった数回の選択動作によって生成することができる
。たとえ数十文字からなるメッセージであっても、それを事前に、又は該メッセージの構
成要素をシンボル表示として登録しておけば、短い時間で選択できるので、より日常的な
コミュニケーションが実現できる。具体的には、８種類の選択肢から一つを選ぶ動作を３
回行う簡単な入力操作で、５１２種のメッセージから１つを選ぶことができるので、発話
が不十分でかつ細かな手の動作などの機能が不十分なユーザーでも利用することができる
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。また、５１２種のメッセージは、基本的な身の回りの介護や気持ち等の意思を伝えるの
に十分な数といえる。
【００３７】
実施の形態では、視覚刺激について説明したが、視覚刺激に代えて聴覚刺激等を与えて
対応する脳波を計測して解析するようにしてもよい。
【００３８】
なお、上記実施の形態等で示した例は、発明を理解しやすくするために記載したもので
あり、この形態に限定されるものではない。
【産業上の利用可能性】
【００３９】
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本発明によれば、重度運動障害の患者や老人が手足等を用いることなく、脳内の意思を
リアルタイムで、他者に伝達できる。また、福祉分野に限らず、新しいタイプのゲームや
ロボット制御技術、家庭での健康管理、マーケティング分野での感性評価などに、脳内意
思を伝達する技術として応用可能である
【符号の説明】
【００４０】
１

刺激提示画面

２

脳波計の一部

３

処理装置

４

ＣＧ表示画面

【図１】
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