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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　眼の周辺に装着した少なくとも３点以上の複数の電極によって検出される電位を、適宜
組み合わせてその差電圧を取り出し、
　取り出された複数の差電位の情報を用いて、眼球を電池とみなしたモデルで眼球の網膜
側から角膜側に流れる電流密度もしくは網膜と角膜に帯電しているとみなされる電荷の大
きさと、眼球位置と、電極の貼付された位置と、眼球の大きさとを推定し、
　該推定した電極貼付位置と眼球半径を利用して、その後に取り出された電位差に基づき
、
　前記眼球位置の推定と前記電流密度の推定とを、複数の時間サイクルにわたって交互に
繰り返すＥＭ（Expectation and Maximization）アルゴリズム手法を用いて、前記眼球位
置と前記電流密度もしくは網膜と角膜に帯電しているとみなされる電荷の大きさの推定を
行う
　ことを特徴とする眼球位置計測方法。
【請求項２】
　前記計測された電位から求められた電位差をデジタル信号として送信し、これを受信し
た受信回路に接続されたプロセッサ及びデータ処理回路において、前記眼球位置の推定と
前記電流密度の推定のための計算が行われることを特徴とする請求項１に記載の眼球位置
計測方法。
【請求項３】
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　眼の周辺に装着した少なくとも３点以上の複数の電極と、
　該電極間の任意の組み合わせから複数の電極間の電位差を検出する信号変換回路と、
　前記信号変換回路から抽出される電位差から、電極貼付位置と眼球を電池とみなしたモ
デルで眼球の網膜側から角膜側に流れる電流密度もしくは網膜と角膜に帯電しているとみ
なされる電荷の大きさと眼球位置とを繰り返し計算によって推定するプロセッサ及びデー
タ処理回路とを備え、
　前記データ処理回路の計算において、ＥＭ（Expectation and Maximization）アルゴリ
ズム手法によって、前記眼球位置の推定と、電流密度の推定とを複数サイクルにわたって
計算して求める
　ことを特徴とする眼球位置計測装置。
【請求項４】
　前記計測された電位から求められた電位差をデジタル信号に変換して送信する送信回路
と、該送信回路から有線または無線にて送られた信号を受信する受信回路とをさらに備え
た請求項３に記載の眼球位置計測装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、眼球位置すなわち眼球位置の計測方法とその装置、特に、３点以上の電極
を用いて眼の周辺電位の分布を測定し、眼球位置を推定する眼球位置計測方法及び眼球位
置計測装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　人間の眼球は、網膜神経細胞がもつイオンポンプの働きにより、その内部において網膜
側から角膜側に電流が流れるため、角膜側がプラス極（＋）で網膜側がマイナス極（－）
の電池モデルとして考えられる。すなわち、眼球は、角膜側がプラスの電荷、網膜側がマ
イナスの電荷を帯びた電気双極子として振る舞い、そのため、眼球を左右上下に動かすと
、それに応じて眼球周辺の電位分布に変化が生じる。例えば、眼が右側を向けば、眼の右
側周辺の電位は左側周辺の電位に比べて高くなるため、眼の右側と左側の皮膚表面電位を
比較すると右側の方が高くなる。
　このように、眼球が電荷を帯びていることを利用して、眼の左右あるいは上下に貼付し
た一対の電極の電位差を用いて水平方向あるいは垂直方向の眼球の位置を推定する方法は
、特に医学臨床分野において、眼電位図（ＥＯＧ：Electro-oculogram）手法として、主
に眼振の特性を調べる手段として多く用いられている。
【０００３】
　この眼球を電池とみなしたモデルから予測される電位と、観測した眼電位図から得られ
た電位とを比較し、電池モデルの有効性を検証した論文には、非特許文献１がある。この
論文では、眼球をその正面を中心として左右交互に衝動運動をさせたときの、眼球の外側
近傍の電位を測定している。そして、眼球を動かしたときの電位の変化分をＥＯＧ電位と
して導出し、眼球周辺の位置の違いによる電位変化を解析している。
【０００４】
　また、眼球の有効視野範囲を計測する装置であって、眼球の左右、上下に１個ずつ電極
をつけて眼球の電位を測る方法も提案されている。（例えば、特許文献１参照）。
　この特許文献１に記載された眼球電位計測の手法は、眼球の水平方向及び垂直方向の各
眼球位置変化分を電位差として測定し、これら水平及び垂直方向の変化分出力から高速眼
球運動成分を抽出している。そして、この高速眼球運動の回数を計測して、視野位置別に
計数比較を行い、高速眼球運動が１回以下で検出できる目標刺激の位置を求めることによ
って、有効視野範囲を計測するようにしている。
【０００５】
【非特許文献１】伊月、久保、白石、西川、三村「眼球常存電位解析のための眼球の電池
モデル」日眼学会　９９巻　９号　1012頁～1016頁
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【特許文献１】特開平９－３８０３７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　一般のＥＯＧ手法は、原理的には一対の電極間の電位差と眼球位置の間の相関関係（広
い範囲で直線関係が成立する）を利用して、事前に数箇所の眼球位置に対応する電位差を
測定して直線回帰式（キャリブレーション）を求めておき、そして、この回帰式を用いて
電位差から眼球位置を推定する手法である。このＥＯＧ手法は、その簡便さ、有用性は認
識されているものの、測定精度の問題、測定環境・条件、個人差などの不安定要素のため
に眼球位置を計測する手法として十分に活用できるところまでには至っていない。
【０００７】
　その原因は、この直線関係を示す回帰式が、時間とともに眼球の電流密度（あるいは電
荷）が変化するドリフト現象によって時間的にその直線関係の傾きが変化するために、長
期的に安定した眼球位置の推定ができない点にある。ドリフト現象の原因は、網膜神経細
胞のイオンポンプの働きの変化によるもので、その大きさは眼に入る光の強度に依存して
いると考えられるが、その変化を事前に求めることは不可能であり、結果として、ドリフ
ト現象を補償することが困難であった。
　そのため、眼球位置計測手法としては、例えば眼の動きを観察できる位置にビデオカメ
ラ等を配置し、これによって、眼の動きそのものや眼に移った光源の虚像の動きを観察す
る角膜反射法や眼球画像解析法などや、眼に光を当てその反射光の強度変化を観察する強
膜反射法などの方法が採られる。
　しかしながら、このような手法による場合、計測対象者の眼前に設置された光学系やビ
デオカメラが視野を遮ること、また、頭部に光学系や信号処理回路などを搭載する必要が
あることなど、計測対象者の物理的、心理的負担が大きい。また、通常は、これらの装置
からケーブルを通じて外部の主体装置に接続して信号処理を行うが、この際に、信号伝送
中にノイズの影響を受けることや、計測対象者の動きを束縛することなどの問題がある。
したがって、これらの手法は、実験室以外での計測、例えば、長時間の計測、計測対象者
の身体が動く環境や就寝時の計測では、頭部搭載の装置が邪魔になるなどから使い難いと
いう問題があった。
【０００８】
　非特許文献１に記載のＥＯＧ手法は、従来の相関主義に基づくデータ解析法、一対の電
極間の電位差と眼球位置の間の相関関係（広い範囲で直線関係が成立する）を土台とした
ものではなく、モデルベーストな考え方、すなわち眼球を電池モデルとして捉え、電極位
置、眼球の大きさ、眼球位置、及び電流密度と眼の周辺の皮膚電位との間の因果関係に基
づいて眼電位を解析するものであり、従来のＥＯＧ手法が系統的な形に改良されたもので
ある。しかしながら、この方法においても、ドリフト現象に関する補償がなされていない
という上述したものと同様の問題を有する。
【０００９】
　また、特許文献１に記載のものは、目標刺激を検出できる有効視野範囲を視野位置上で
求めるものであり、この例においても、眼球の左右あるいは上下に電極をつけて電位測定
を行う方法である点で、上述したＥＯＧ手法と同様に、時間とともに電位が変化するドリ
フト現象により、安定した測定ができないという問題がある。
【００１０】
　本発明は、電池モデルにおける電流密度の大きさを動的に推定することによりドリフト
現象の影響を効果的に抑制し、高い精度をもって、更に、計測対象者の身体の動きに制約
を与えることなく、かつ視野を遮ることがなく行なうことができるようにした眼球運動計
測方法及び眼球計測装置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】
【００１１】
　上記課題を解決し本発明の目的を達成するため、本発明の眼球位置計測方法は、眼（目
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）の周辺に装着した少なくとも３点以上の複数の電極によって検出される電位を、適宜組
み合わせてその差電圧を取り出し、取り出された複数の差電位の情報を用いて、眼球を電
池とみなしたモデルで眼球の網膜側から角膜側に流れる電流密度もしくは網膜と角膜に帯
電しているとみなされる電荷の大きさと、眼球位置と、電極の貼付された位置と、眼球の
大きさ（眼球半径）とを推定し、該推定した電極貼付位置と眼球半径を利用して、その後
に取り出された電位差に基づき、前記眼球位置の推定と前記電流密度の推定とを、複数の
時間サイクルにわたって交互に繰り返すＥＭ（Expectation and Maximization）アルゴリ
ズム手法を用いて、前記眼球位置と前記電流密度もしくは網膜と角膜に帯電しているとみ
なされる電荷の大きさの推定を行うことを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明による眼球位置計測装置は、眼の周辺に装着した少なくとも３点以上の複
数の電極と、該電極間の任意の組み合わせから複数の電極間の電位差を検出する信号変換
回路と、前記信号変換回路から抽出される電位差から、電極貼付位置と眼球を電池とみな
したモデルで眼球の網膜側から角膜側に流れる電流密度もしくは網膜と角膜に帯電してい
るとみなされる電荷の大きさと眼球位置とを繰り返し計算によって推定するプロセッサ及
びデータ処理回路とを備え、前記データ処理回路の計算において、ＥＭ（Expectation an
d Maximization）アルゴリズム手法によって、前記眼球位置の推定と、電流密度の推定と
を複数サイクルにわたって計算して求めることを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明の好ましい形態の眼球計測装置は、前記計測された電位から求められた電
位差をデジタル信号に変換して送信する送信回路と、該送信回路から有線または無線にて
送られた信号を受信する受信回路とをさらに備える。
【００１４】
　本発明の眼球計測装置及び眼球運動計測方法によれば、眼の周辺に装着した３点以上の
電極から得られた電位信号を元にして、眼球位置（眼の向き）と電流密度を推定し、ＥＭ
アルゴリズムを用いてこれを所定時間の間、所定回数繰り返して行っているので、電流密
度の時間的な変化に追従することが可能となり、その結果、正確な眼球位置を推定するこ
とが可能となっている。元来、ＥＯＧ手法は眼球周辺に電極を貼付するだけで計測が可能
であるため、計測対象者の視野を遮ったり頭部に光学系を搭載したりする必要がない。
　また、好ましい眼球計測装置にあっては、観測された電位信号をデジタル無線等を用い
て遠隔地の受信装置に送ってデータ処理を行うことができるので、計測対象者がどこにい
ても、また測定の時間に制約されることがなく測定することができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の眼球位置計測方法及び眼球位置計測装置によれば、眼の周辺に装着した３点以
上の電極から得られた電位信号を元にして、眼球位置（眼の向き）と電流密度を推定し、
ＥＭアルゴリズムを用いてこれを所定時間の間、所定回数繰り返して行っているので、電
流密度の時間的な変化に追従することが可能となり、その結果、正確な眼球位置を推定す
ることが可能となっている。
　また、ＥＯＧ手法は眼球周辺に電極を貼付するだけで計測が可能であるため、計測対象
者の視野を遮ったり頭部に光学系を搭載したりする必要がないほか、観測された電位信号
をデジタル無線等を用いて遠隔地の受信装置に送ってデータ処理を行うことができるので
、計測対象者がどこにいても、また測定の時間に制約されることがなく測定することがで
きる。
【００１６】
　また、本発明の好ましい形態の眼球運動計測装置は、遠隔地からの測定を可能とするた
め、計測された電位から求められた電位差をデジタル信号に変換して送信する送信回路と
この送信回路から有線または無線にて送られた信号を受信する受信回路とをさらに備えて
いる。
【００１７】
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　また、本発明によれば、眼の周囲に電極を貼り付けるなど装着するだけで眼球位置の測
定ができるので、計測対象者に与える制約を最小限にすることができるとともに、ＥＯＧ
手法において問題とされていたドリフト現象による影響を抑制することが可能となる。
【００１８】
　また、本発明では、ＥＭアルゴリズムが用いられているので、眼球電流密度ないしは眼
球電荷量に加えて、電極貼付位置などの未知のパラメータをオンラインで推定することも
可能であり、その結果計測時のキャリブレーション作業をなくすことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　本発明は、人の眼球を電池モデルとみなして眼球を回転させたときに生じる眼の周辺の
皮膚電位の変化によって眼球の回転位置、すなわち瞳位置を検出する眼球位置計測方法及
び眼球位置計測装置であるが、まず、本発明の実施形態例の説明に先立って眼球の電池モ
デルについて説明する。
【００２０】
　図１は眼球の電池モデル図である。
　人の眼球２１を球形モデルとして、眼球回転中心をＯ、角膜中心点をＡ、網膜中心点を
Ｂ、眼の周辺の皮膚上に配置した電極位置をＭとし、電極位置Ｍから角膜中心位置Ａまで
の距離をｒ、電極位置Ｍから網膜中心位置Ｂまでの距離をｒ’とする。
　図１に示すように、眼球内部では、電流Ｉが網膜から角膜側へ流れているとする。この
とき、点Ｍの電位ＶＭは、下記（数１）式で表すことができる。ここで、眼球は電気伝導
度σの均質な周辺組織でみたされているものとする。
【００２１】
【数１】

【００２２】
　図２は、各軸、各角度等の設定の説明図である。図２に示すように、半径ａの眼球２１
の回転中心、すなわち瞳の回転中心をＯとするとき、後頭部から顔面に突き抜ける軸をｘ
、この軸ｘと直交する水平軸をｙ、垂直軸をｚとする。更に、眼球がｚ軸に対して回転運
動する角度を水平方向角度θdegとし、ｙ軸に対して回転運動する角度を垂直方向角度ξd
egとする。そのとき、点Ｍの座標をｘ=（ｘ、ｙ、ｚ）、眼球の向きを（θ、ξ）とする
と、距離ｒ、ｒ´は、下記(数２) と表すことができる。
【００２３】
【数２】

【００２４】
　更に、電流密度（Ｉ／４πσ）を簡単にＩとすると前記（数１）は、（数３）と表すこ
とができる。
【００２５】

【数３】
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　ここで、ｒ、ｒ’が、電極貼付位置ｘ=(ｘ、ｙ、ｚ)と眼球半径ａ及び眼球位置θ、ξ
の関数であることから、この電位は、電極位置、眼球半径、電流密度と眼球位置の関数で
あることがわかる。
【００２６】
　ここで、実際においては、上記電流密度Ｉが時々刻々と変化し、電位ＶＭが変動するド
リフト現象が生じる。
　本発明においては、上述した電池モデルを用いて、ＥＭ（Expectation and  Maximizat
ion）アルゴリズムによって眼球位置を推定する。
【００２７】
　本発明においては、眼球位置を推定することが目的であるが、そのためには、これに先
だって電極位置と眼球半径と電流密度とを推定する必要がある。しかし、これらはいずれ
も直接求めることができないため、以下に述べる方法により、これらの未知数を同時に推
定する。
【００２８】
　未知数が１種類の場合と２種類の場合では推定方法が異なる。１種類の未知数を推定す
る場合、多点電極から得られた計測眼電位と眼球の電池モデルに基づく眼電位の二乗誤差
を最小化する未知数を探索することにより、未知数を推定する（最小二乗推定）。一方、
２種類の未知数を推定する場合、多点電極から得られた眼電位と眼球の電池モデルに基づ
く眼電位を用いて、ＥＭアルゴリズムの原理に基づき、つまり最小自乗法を繰り返す反復
計算により２種類の未知数の推定値を同時に求めるようにする。
【００２９】
　本発明のモデルでは推定する値を、眼球位置、電流密度と、電極位置、眼球半径に分類
する。これらのうち後者の電極位置と眼球半径は、計測をいったん開始すればほとんど変
化しない定数であり、したがって、計測開始時に一度だけ推定すればよい（ただし、これ
は計測中の再度の推定を否定するものではない）。一方、前者の眼球位置と電流密度はい
ずれも時間とともに変化するために、時々刻々と推定を繰り返す必要がある。
　前者のうち、眼球位置はミリ秒単位で変化する変数であるのに対し（特に、サッカード
と呼ばれる眼球運動の高速な眼球位置変位が起きると最大速度は５００ｄｅｇ～６００ｄ
ｅｇ／秒を超えることもある。例えば、特許文献１参照。）、電流密度の時間変化は秒オ
ーダーの時間スケールで生じる（こちらは網膜のイオンポンプの変化が巨視的に現れたも
のと考えられる）ため、両者の推定方法は異なる。すなわち、眼球位置はミリ秒から十ミ
リ秒のオーダーで推定を更新する必要がある一方、電流密度は秒から十秒のオーダーで推
定を更新すれはよい。そのため、実際に眼球位置を測定する場合、電流密度はその値がほ
ぼ一定とみなせる時間区間に含まれる複数のデータに基づいて推定を行ない、その推定さ
れた電流密度を用いてその区間の眼球位置を推定する。
【００３０】
　最初に、電極貼付位置と眼球半径の推定方法について述べる。これらの未知数はキャリ
ブレーション作業なしでオンラインによる推定をすることも可能であるが、ここでは、指
標を用いてキャリブレーションを行なう場合の方法を説明する。図２及び図１０（ｂ）は
その設定条件の説明図である。
　いま、Ｍ個の電極の貼付位置をそれぞれＸｍ=（ｘｍ、ｙｍ、ｚｍ）（ｍ＝１、…、Ｍ
）とする。そして、多点電極の電極間のＮ個の電位差をＫ個所の参照点ごとに得た値、Δ
Ｖｎｋ（ｎ＝１、２…、Ｎ、ｋ＝１、２…、Ｋ）と眼球の電池モデルで計算したΔＶｎｋ

´の二乗誤差が最小になる値を求める。電池モデルから計算される電位差は、電極位置、
眼球半径、電流密度、及び眼球位置の関数であるが、このうち、眼球位置は計測対象者が
注視する参照点の位置から計算で求めることができるので、残りの、電極位置、眼球半径
、及び電流密度が未知数である。そこで、最小二乗推定の考え方に基づき、下記（数４）
式のＥ({Ｘｍ}、ａ、Ｉ)最小にする({Ｘｍ}、ａ、Ｉ)を求め、これを電極位置、眼球半径
、及び電流密度の推定値とする。
【００３１】
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【数４】

　なお、この推定を行なうためには、複数の参照点を注視することが必要である。また、
複数の電極があらかじめ一つのパッケージ上に装着されていてそれらの相互位置が限定さ
れている場合には、電極位置を表す変数を個々の電極に対して独立して定める必要はなく
、電極の構造に応じて推定すべき未知数を適切に定めればよい。
【００３２】
　次に、眼球位置と電流密度の同時推定法について説明する。前述したように、電流密度
の値は秒のオーダーで時間的に変化していくが、その変化のオーダーは眼球位置の変化（
眼球運動）のオーダーに比べて十分に長い。眼球位置推定はミリ秒単位の周期で行なう必
要があるが、この推定を行なう一定の時間区間において電流密度は一定であるとみなすこ
とができる。本装置では、この時間区間をおよそ１秒から数十秒程度にとり、その区間ご
とに電流密度の推定を行ないながら、その区間内での眼球位置推定に利用する。そして、
この二種類の未知数を同時並行的に求めるためにＥＭアルゴリズムを利用する。
【００３３】
　いま、前段の操作により、電極位置と眼球半径はすでに正しく推定されているとする。
そして、繰り返し計算に用いる電流密度の初期値を適当に定め、これをＩＢＵＦと表す。
　眼球の電池モデルの基づく電位差ΔＶｎ´は、電極位置、眼球半径、電流密度と眼球位
置の関数であるが、電極位置と眼球半径の値はすでにわかっており、また、電流密度の値
として先に定めた初期値を用いれば、電位差は眼球位置だけの関数になる。そこで、電極
から観測された電位差ΔＶｎ（ｎ＝１、２…、Ｎ）と眼球の電池モデルで計算したΔＶｎ

’の二乗誤差が最小になるような眼球位置θ、ξを探索することによって、眼球位置の推
定値を得ることができる（数５）。すなわち、計測区間の中にＮｉ個の計測データがあれ
ば、同じことを各データに対して繰り返すことにより、Ｎｉ組の眼球位置推定値（θｉ、
ξｉ）（ｉ＝１、２、…、Ｎｉ）が得られる。
【００３４】

【数５】

　しかし、このようにして得られたＮｉ組の眼球位置推定値は、適当に定めた電流密度の
初期値ＩＢＵＦに依存したものであって、一般に真の眼球位置と一致しない。したがって
、正しい眼球位置推定値を得るためには、正しい電流密度の値を知らなければならない。
　ＥＭアルゴリズムでは、電流密度の値を推定するために、先のステップで仮に推定され
たＮｉ個の眼球位置推定値を利用する。
　繰り返しになるが、眼球の電池モデルの基づく電位差ΔＶｎ´は、電極位置、眼球半径
、電流密度と眼球位置の関数であり、電極位置と眼球半径の値はすでにわかっている。こ
こで、前のステップで得られた眼球位置推定値（θｉ、ξｉ）として、これを正しい眼球
位置であるとみなせば、電位差ΔＶｎ´は電流密度だけの関数になる。そこで、今度は、
電流密度が未知数であると考えて、電極から観測された電位差ΔＶｎｉ（ｎ＝１、２…、
Ｎ、ｉ＝１、２、…、Ｎｉ）と眼球の電池モデルで計算したΔＶｎｉ’の２乗誤差が最小
になるような電流密度Ｉを求め、これを電流密度の推定値とする（数６）。このとき、Ｎ

ｉ個の観測区間では電流密度は一定であると仮定しているので、誤差の計算には、Ｎｉ個
の観測データΔＶｎｉと眼球位置推定値（θｉ、ξｉ）をすべて利用する。
【００３５】
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【数６】

　このようにして新しい電流密度の推定値Ｉを得ることができた。次のステップでは、こ
うして得られた推定値を再び電流密度の初期値ＩＢＵＦとしてみなして、上記の計算を繰
り返す。そして、電流密度の推定値や眼球位置の推定値の繰り返しによる変動が十分に小
さくなった段階で繰り返し計算を打ち切り、その時点で得られた眼球位置推定値を最終的
な眼球位置推定値として出力する。
　このような繰り返し計算の結果得られる推定値が常に真の値と一致することは理論的に
は保証されていないが、十分な数のデータと真の値に近い初期値から計算を始めれば、多
くの場合十分によい精度で未知数を推定することができる。特に、本装置の場合は、未知
数である電流密度のおおよその値は経験的にわかっていることから、繰り返し計算は十分
によい初期値から出発することができる。また、いったん計測がはじまれば、連続する計
測区間のあいだで電流密度の変動は小さいと考えられるので、前計測区間で得られた電流
推定値を当該計測区間の電流推定値の初期値として用いることにより、少ない繰り返し回
数で正しい推定値が得られるものと期待される。
【００３６】
　上述したアルゴリズムによる眼球位置推定が原理的に可能であるかどうか、どの程度の
誤差で眼球位置を推定できるのか、また、どのような電極配置が眼球位置推定に適してい
るのかを調べるために数値実験を行った。
【００３７】
　この数値実験では、眼球の半径１２ｍｍとし、簡単のため、この値はすでに推定されて
いるものとした。また、図３（１）～（６）に電極配置関係を模式的に示すように、眼（
目）２３の周辺に配置する電極２１の数は３個、４個、５個とし、電極２２の配置条件は
眼２３の下に水平に並べた場合とＬ字型に並べた場合との２パターンを用意した。これに
加え、電極に加わる電気的ノイズや測定誤差を模すために、電極において測定される電位
値には、眼球電池モデルから計算される値に平均０ｍＶで、標準偏差０．０１～０．１ｍ
Ｖ（分散０．０００１～０．０１ｍＶ２）のガウス性ノイズを加えた値を用いた。
【００３８】
　最初の実験では、まず眼球位置以外の変数がすべてわかっている条件で眼球位置を推定
した。実験では、水平方向の眼球位置(θ)は－２０ｄｅｇから２０ｄｅｇまで２ｄｅｇお
きに、垂直方向の眼球位置（ξ）は－５ｄｅｇから５ｄｅｇまで０．５ｄｅｇおきに設定
して、それぞれの位置における推定値を求めた。
【００３９】
　図４は図３の６種類の電極配置に対する平均推定誤差を示す図である。この結果からわ
かるように、水平方向、垂直方向ともに位置推定誤差は電極配置に依存して若干変わるも
のの、ノイズの標準偏差が０．０３ｍＶ（分散が０．００１ｍＶ）程度であるときには、
水平、垂直いずれの方向においても推定誤差０．１ｄｅｇ程度で眼球位置を推定できる。
　上述したように、眼球位置が原理的に推定できることわかった。
【００４０】
　次に、眼球位置がわかっている条件で、電流密度と電極位置とを同時に推定する実験を
行なった（計測開始時の作業に相当する）。
【００４１】
　ここでは、電流密度の真の値を、Ｉ＝２５Ａｍ／Ｓとしたとして、視線方向（θ、ξ）
が、（－１５、０）、（０、０）、（０、１５）、（－５、０）、（５、０）である５箇
所の条件において電位を計測して、電流密度と電極位置の同時推定を行った。図５はその
結果の推定誤差を示す図である。
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　この図からわかるように、ノイズの標準偏差が０．０３ｍＶ程度の条件では、電極数が
４の場合には、ｘ、ｙ、ｚ座標それぞれについて０．１ｍｍ程度の推定誤差で推定できて
いる。一方、電流密度については０．２Ａｍ／Ｓ程度の誤差で推定できている。
　上述したように、眼球位置がわかっている条件で電極位置と電流密度を推定できること
を原理的に示すことができた。
【００４２】
　最後に、電極位置がわかっている条件において、眼球位置と電流密度を同時に推定する
実験を行なった。この実験においても、電流密度の真の値はＩ＝２５Ａｍ／Ｓとし、眼球
位置は（θ、ξ）＝（－１５、０）、（０、０）、（０、１５）、（－５、０）、（５、
０）の５箇所の値をとったものとした。電流密度の初期値はＩ＝２０Ａｍ／ＳとＩ＝３０
Ａｍ／Ｓの場合で行った。
　図６は繰り返し計算における電流密度の推定値の変化を表わすグラフである。このグラ
フからわかるように、数回の繰り返し計算で、電流密度の推定値がいずれの初期値から出
発しても真の値に向かって変化していることがわかる。今回の計算では、眼球位置の推定
値を求める際に、眼球位置の刻み幅０．０１ｄｅｇの離散値に設定したために、繰り返し
計算の途中で電流密度の値が変化しなくなってしまい真の値に到達していないが、推定す
る眼球位置を連続値に変数として推定を行なうことにより、より良い推定値が得られるも
のと考えられる。
　上述したように、電極位置がわかっている条件で、眼球位置と電流密度を推定できるこ
とを原理的に示すことができた。
【００４３】
　次に、本発明の実施の形態例を説明するが、本発明は、この実施の形態例に限定される
ものではない。
　まず、本発明による眼球位置計測方法を実施する眼球位置計測装置の一実施形態例を説
明する。
　図７は、本発明を実施する上で必要なハードウエアの構成要素の関係を示したブロック
図である。本発明を実施する上では、３個以上の電極が必要であるが、図７に示す例では
５個の電極２（２ａ～２ｅ）を用いている。電極２ａ～２ｅは、計測対象者の一方の眼（
目）１の付近、例えば下部または上部に配列して取り付けられる。
　この電極２ａ～２ｅは信号変換回路３に接続され、この信号変換回路３は、データ処理
回路４と接続される。
【００４４】
　本発明の実施形態例の全体の演算及び制御は中央処理装置（ＣＰＵ）５によって行われ
る。ＣＰＵ５は電極２ａ～２ｅで検出された信号を記憶するＲＡＭ７と、前述したＥＭア
ルゴリズムを実行するための種々のプログラムを記憶するＲＯＭ８を備えている。また、
本発明の計測を所定のサイクルで行うため時間を計測するタイマー６と、眼球電位の変化
や推定電流を表示するための表示装置９を備えている。計測者は表示装置９を見て、計測
対象者の眼球位置を推定することができる。
【００４５】
　図７に示すブロック図において、まず、眼球１が左右又は上下に移動すると、電極２ａ
～２ｅで検出される電位はさまざまに変化する。それぞれの電極２ａ～２ｅから得られた
電位信号は、信号変換回路３に送られ、ここで、各電極間の電位差（電圧）が取り出され
る。これらの電位差は、後述するようにデータ処理回路４において、ＣＰＵ５の制御の下
で、データ処理されてその結果が表示装置９に表示される。また、処理されたデータはＲ
ＡＭ７に記憶される。
【００４６】
　図８は、本発明の他の実施形態例を示したブロック図である。図７と同じ構成部分につ
いては同一符号を付し、説明は省略する。この図８に示すように、本例においては、信号
変換回路３からの各電極間の電圧信号は、送信回路１１に送られ、例えば無線等の伝送手
段を通じて受信回路１２に送られる。この図８では記載されていないが、受信回路は図７
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のコンピュータシステムに結合されており、同じくＣＰＵ５（図７参照）の制御下でデー
タ処理回路４において、同様なデータ処理が行われる。
【００４７】
　次に、本発明による眼球位置すなわち眼球位置の計測方法の一実施形態例を説明する。
［眼球位置計測方法の第１の実施形態例］
　この計測はＥＭアルゴリズムによってなされる。図９は、この実施の形態例のフローチ
ャートであり、図１０（ａ）は、その初期値を得るキャリブレーション工程Ａにおけるフ
ローチャート、同図（ｂ）はそのための説明図である。また、図１１は、この眼球位置（
眼球位置）計測の一連の工程を模式的に示したタイムチャートである。この眼球位置の計
測は、前述したように複数の電極を計測対象者の眼の周囲に３個以上（図７及び図８にお
いては５個の例が示されている）の電極が貼着等によって装着されてなされる。
【００４８】
　そして、この眼球位置の計測は、図１１のタイムチャートで示すように、複数の計測区
間Ｅ（Ｅ１、Ｅ２、Ｅ３……）においてなされるが、これら区間は、前述の電流密度がほ
ぼ一定であると認め得る時間長の区間の例えば１秒～数十秒程度に選定する。そして、こ
の時間内でも眼球位置は変化するものである。
　また、装着された電極位置Ｘ及び眼球半径ａについては、全計測区間Ｅに関して変化し
ないものとする。
【００４９】
　本発明の第１の実施形態例の動作を図９のフローチャートに従って説明する。
　最初に、初期化動作（キャリブレーション）として、電極位置と眼球半径を推定し（ス
テップＳ１）、電流密度の初期値ＩＢＵＦを設定する（ステップＳ２）。このキャリブレ
ーション工程の詳細について図１０（ａ）に基づいて説明する。
　図１０（ａ）（８ｂ）示されるように、先ず、計測対象者の周囲に上述したように３個
以上の電極を装着する（ステップＳ２０）。
　一方、計測対象者の眼球正面に正対する座標面（ｘ－ｙ座標面とする）による参照面３
０を設け、この参照面３０に直交し、計測対象者の眼球中心ｅＯを通る軸ｚと、x、ｙ両
軸の交叉点を原点として、この参照面３０に×印をもって示す複数（Ｋ個）の参照点ｐｋ

を座標点（ｒｘｋ、ｒｙｋ）（ｋは参照点の番号）に配置する（ステップＳ２１）。
　そして、これらの参照点ｐｋを注視したときの眼球位置の、参照面３０の原点を通るｚ
軸に対するｘ軸方向成分の角度θｋと、ｙ方向成分の角度ξｋを下記（数７）によって計
算する（ステップＳ２２）。
【００５０】
【数７】

　（ここで、Ｄは眼球中心ｅＯから特定された参照面３０までの距離である。）
【００５１】
　次に、計測対象者にＫ個の参照点ｐｋを順次注視させ（ステップＳ２３）、参照点ｐｋ

ごとに各電極から電位差ΔＶnｋ（ｎ＝１、２…、Ｎ、ｋ＝１、２…、Ｋ）を取得する（
ステップＳ２４）。なお、この計測作業中の眼球内電流密度を一定に保つために、計測対
象者の眼に入射する光の条件が一定に保たれるように配慮する。
　続いて、このＫ個の計測中は電極位置、眼球半径、電流密度が一定であるという仮定の
下で、最小二乗推定の考え方に基づき、評価関数Ｅ（｛Ｘ｝、ａ、Ｉ）（数４）の値を最
小にする電極位置ｘ、眼球半径ａ、及び電流密度Ｉの値、すなわちargmin Ｅ({Ｘ}、ａ、
Ｉ）を得る（ステップＳ２５）。
　このようにして、計測中一定であるみなせる電極位置、眼球半径の推定が行なわれる。
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また、以降の推定で利用する電流密度の初期値も同時に得られる（ステップＳ２６）。
　以上が図９におけるキャリブレーション工程、すなわち、電極位置、眼球半径推定（ス
テップＳ１）と電流密度推定値ＩＢＵＦを電流初期値とする設定である。（ステップＳ２
）。
【００５２】
　再び図９に戻り、次に、初期リセットすなわち演算がなされるタイマー６をリセットす
る。（ステップＳ３）。すなわち、タイマー６の時刻Ｔを‘０’とする。
　そして、図１１に示す第１の計測区間Ｅ１の眼球位置計測を行う。この眼球位置計測で
は、ステップＳ３で設定した時刻Ｔをタイマー時刻ｔにセットするとともに、不図示のカ
ウンタを初期値１にセットする（ステップＳ４）。そして、時刻ｔにおける計測対象者に
装着された各電極から電位差ΔＶｎを取得し、これをΔＶｎiとおく（ステップＳ５）。
この取得した電位差ΔＶｎと、前記工程Ａのキャリブレーションで得た推定電流密度ＩＢ

ＵＦを用いて、評価関数Ｅ（θ、ξ；ＩＢＵＦ）を最小化する最小二乗推定値θ、ξ、す
なわちargminＥ（θ、ξ；ＩＢＵＦ）を得る（数５）（ステップＳ６）。これにより時刻
ｔ（カウンタ値ｉ）における眼球位置（θｉ、ξｉ）を推定する。また、得られたθｉ、
ξｉをバッファのｉ番目にθＢＵＦ

ｉ、ξＢＵＦ
ｉとして格納する（ステップＳ７）。こ

れらステップを工程Ｂとする。
【００５３】
　次に、時刻ｔがｔ＋Δｔになるのを待って（ステップＳ８）、カウンタをインクリメン
トし（ｉに１を加えたｉ＋１を代入する）（ステップＳ９）、測定回数ｉが所要数Ｎｉに
達しているか否かを判断する（判断ステップＳ１０）。このステップＳ５からステップＳ
１０までのステップが、計測回数ｉがＮｉに達するまで繰り返される。
　そして、計測回数ｉがｉ≧Ｎｉとなったとき、バッファに格納されていたＮｉ個の推定
値θＢＵＦ

ｉ、ξＢＵＦ
ｉ（ｉ＝１、…Ｎｉ）を用いて、最小自乗法の考え方に基づき、

評価関数Ｅ（Ｉ；{θＢＵＦ
ｉ}、{ξＢＵＦ

ｉ}）を最小化する電流密度Ｉすなわち、argm
inＥ（Ｉ；{θＢＵＦ

ｉ}、{ξＢＵＦ
ｉ}）が計算される（数６）（ステップＳ１１）。こ

の計算によって得られた電流密度の推定値ＩをＩＢＵＦとしてバッファに格納する（ステ
ップ１２）。この工程を工程Ｃとする。
【００５４】
　上記工程Ｂ及びＣは、図１１で破線によって模式的に示されている。上述したｉ＜Ｎｉ

の間、ステップＳ５からステップＳ１０の繰り返しが、図１１で示す区間Ｆ１で行われる
。
【００５５】
　続いて、カウンタ値ｉにおける眼球位置θ、ξの各推定値θＢＵＦ

ｉ、ξＢＵＦ
ｉと、

推定電流密度ＩＢＵＦが収束したかどうかを判定し（ステップＳ１３）、これらが収束し
たと判断されるまで、ステップＳ４からステップＳ１３の工程Ｄが、図１１に示される区
間Ｆ２、Ｆ３……の間続けられる。ステップＳ１３で、θＢＵＦ

ｉ、ξＢＵＦ
ｉ、ＩＢＵ

Ｆの収束がなされたと判定されると、上述した図１１における区間Ｅ１における眼球位置
の計測が終了され、その際にバッファに残っていたθＢＵＦ

ｉ、ξＢＵＦ
ｉが眼球位置の

最終的な推定値として出力される。
　そして、開始時刻Ｔ＋ΔＴが設定されて（ステップ１４）、ステップＳ４に戻り、新た
なΔＴ区間（図１１の区間Ｅ２）の測定が開始される。なお、電流密度の初期値は、前述
したキャリブレーションによる初期値ではなく、この区間Ｅ２の前段の区間Ｅ１において
得られたＩＢＵＦが用いられる。電流密度の時間的変化が小さい状況では、前段区間にお
いて得られた推定値を初期値として用いることにより、繰り返し計算が収束するまでの繰
り返し回数が大幅に低減されるものと期待される。このようにして、順次Ｅ３、Ｅ４……
の計測が実行され、眼球位置の推定量が求められる。
【００５６】
　上述した本発明による眼球位置計測の第１の実施の形態例においては、図１１で示した
ように、区間Ｅ１以降の区間Ｅ２、Ｅ３、……において、前段の区間で収束された推定量
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θＢＵＦ
ｉ、ξＢＵＦ

ｉ、ＩＢＵＦを初期値として用いる構成としたものであるが、眼球
位置の計測は、上記とは異なる変則的なＥＭアルゴリズムによってその計測を行うことも
できる。この場合の実施の形態例を説明する。
【００５７】
［眼球位置計測方法の第２の実施形態例］
　図１２は、この第２の実施形態例を説明するための変則的なＥＭアルゴリズムを示すフ
ローチャートである。
　この場合の、上述した第１の実施の形態例において図７と対応するステップには、同一
符号を付して重複説明を省略する。この実施の形態例においても、前述した同様のキャリ
ブレーション工程Ａによって電極位置、眼球半径の推定、電流密度初期値ＩＢＵＦの設定
がなされる。
　この第２の実施の形態例が第１の実施形態例と異なる点は、それぞれの眼球位置計測工
程Ｅ（Ｅ１、Ｅ２、Ｅ３、……）において、その行程内で処理が閉じているのではなく、
前段の工程Ｅで収束された電流推定値ＩＢＵＦを利用して当該行程の眼球位置を推定する
点である。このようなアルゴリズムの妥当性は、そもそも電流密度の変化はゆっくりとし
たものであって、連続する２区間のあいだでは電流密度の大きさは大して変わらないこと
に依る。すなわち、前段の行程での電位を用いて推定された電流密度は、当該段の行程に
おける電流密度とほぼ同じであるという前提の下で、当該段の眼球位置の推定に前段行程
から推定された電流密度を利用するのである。
【００５８】
　キャリブレーションのＡ工程は、図９に示すものと同じであるが、時刻ｔには最初‘０
’が導入され、ステップＳ５において電極で観測した電位差信号を取得し、ステップＳ６
において、前段の区間から得られた電流推定値ＩＢＵＦと計測された電位を組み合わせて
、最小二乗推定の考えに基づき、評価関数Ｅ（θ、ξ；ＩＢＵＦ）を最小化するθ、ξを
求め、それをバッファのｉ番目の値θＢＵＦ

ｉ、ξＢＵＦ
ｉとして格納する（ステップＳ

７）。この値が、その時刻における眼球位置推定値になる。そのあと、タイマーの出力に
基づいてΔｔだけ待ったあと（ステップＳ８）、カウンタ値をインクリメントし（ステッ
プＳ９）、それが既定回数Ｎｉを越えていないかどうかを判断する（ステップＳ１０）。
カウンタ値ｉがＮｉ以下であるときは、ステップＳ５にもどり、ステップＳ５からステッ
プＳ１０が繰り返される。カウンタ値ｉがＮｉを越えたときは、それまでに得られたＮｉ

個の推定値θＢＵＦ
ｉ、ξＢＵＦ

ｉと、そのときの電位差値を組み合わせて、評価関数Ｅ
（Ｉ；{θＢＵＦ

ｉ}、{ξＢＵＦ
ｉ}）を最小化する電流密度Ｉの最小二乗推定値が計算さ

れ（ステップＳ１１）、電流密度の推定値ＩＢＵＦが得られる（ステップ１２）。このよ
うに電流密度の推定値が得られると、カウンタｉをリセットし（‘０’とする）、再び、
ステップＳ５に戻る。このことからわかるように、この繰り返し計算の中で得られた電流
密度の推定値ＩＢＵＦが、次のサイクルにおける眼球位置推定に利用される。この点が、
電流密度、眼球位置のいずれもが同一区間のデータに基づいて推定される最初の実施例と
異なる部分である。先にのべたように、第２の実施例の妥当性は、連続する区間のあいだ
で電流密度の大きさがほとんど変化しないという事実に立脚している。
【００５９】
　上述した本発明による眼球計測方法によれば、計測対象者は、参照点の注視のみを行い
、その後は、電極が装着された状態のみで計測が可能であり、冒頭に述べたように、眼球
を計測するためのビデオカメラや光学系の付帯等が回避されることによって、運動が阻害
されたり視野が阻害されたりするなどの計測対象者の、肉体的、精神的負担が著しく軽減
されるのみならず、多様の計測目的への適用が可能となる。
　そして、このようにビデオカメラあるいは光照射装置などの眼球観測装置による計測が
なされないＥＯＧ法によるにも関わらず、この場合の例えば眼球の電流密度の変動等によ
るセンサデータすなわち電極からの電位差におけるドリフトによる不安定性が回避される
。
　すなわち、本発明においては、ドリフトの変動の時間スケールが、眼球位置の変化に比
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可能以外の量について、収束された推定量を取得して眼球位置（眼球位置）の計測を行な
うものであることから精度の高い測定ができるものである。
【００６０】
　また、眼球付近に貼り付けた複数の電極で計測した電位差を、電気信号としてその場で
増幅してデジタル信号に変換してから伝送できるので、ノイズの影響を受けにくい計測装
置を提供することができる。そして、好ましい形態としては、無線伝送技術を利用するこ
とができるので、計測対象者の動きに全く制約されない眼球運動計測装置を提供すること
ができる。
　特に、信号伝送に無線を利用した場合には、計測対象者の動きは完全に自由であり、電
源さえ供給できれば２４時間対象者の眼球運動を計測することも可能である。したがって
、眼球位置の移動によって得た電気的出力によって、例えば介護機械の制御など、多くの
利用が可能となるものでその社会的、工業的貢献は多大である。
【００６１】
　なお、本発明は上記実施形態例に限らず、特許請求の範囲に記載した本発明の要旨を逸
脱しない限り、種種の形態が含まれることはいうまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】眼球の電池モデルを示す図である。
【図２】眼球位置の設定条件を示す図である。
【図３】電極の配置条件の説明図である。
【図４】電極配置条件と視線方向推定の誤差との関係を示す図である。
【図５】電極配置パターンと電流密度及び電極位置の同時推定の誤差との関係を示す図で
ある。
【図６】視線方向と電流密度同時推定の説明図である。
【図７】本発明の実施の形態例を示すブロック構成図である。
【図８】本発明の他の実施の形態例（変形例）を示すブロック構成図である。
【図９】本発明の実施形態例のフローチャートである。
【図１０】本発明の実施形態例における初期値作業（キャリブレーション）を説明するた
めのフローチャートである。
【図１１】本発明の実施形態例の全体動作を説明するためのタイムチャートである。
【図１２】本発明の他の実施形態例の作業を説明するためのタイムチャートである。
【符号の説明】
【００６３】
　１・・・眼、２、２２・・・電極、３・・・信号変換回路、４・・・データ処理回路、
５・・・中央処理装置（ＣＰＵ）、６・・・タイマー、７・・・ＲＡＭ、８・・・ＲＯＭ
、９・・・モニター、１１・・・送信回路、１２・・・受信回路、２１・・・眼球、２３
・・・眼
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