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１． はじめに

Bluetooth で PC に送信される. Python3.5 でプロ

ブレイン・コンピュータ・インタフェース(BCI)

グラムを作成し, マウス・キーボード操作ライブ

とは, 脳とコンピュータ・機械をつなぐ技術であ

ラリである pyautogui 0.9.48 を用いて, Web ブラ

る. 脳内の神経活動や脳波(EEG)を用いて, コン

ウザのスクロールを行う.

ピュータやロボットの操作などを行う[1][2]. 情
報技術の発達により, スマートフォンやカーナビ
などの操作時に, 手や目が離せない場面が多くな
り， BCI 技術はそのような場面で有効であると考
えられる.
一方，スティーブ・ジョブズは 2001 年の NHK 単
独インタビューで「Apple はテクノロジーとヒュー
マニティ（人間の感性）の交点でありたい」と述べ

図 1 システム全体図

た[3]. その後, iPod, iTunes, iPhone などを発
表し, 人間の感性に訴えかける様々なアプリケー

３．脳波を用いた Web スクロール操作

ションが生まれた. 人間の感性を最もよく表現す

脳波計 Mindwave mobile2 を用いて、10/20 法に

るのは脳(脳波)であり, 脳波による心理状態・感

おける左前頭極 Fp1 に位置する 1 点を計測する.

性を付加情報として, コンピュータへのフィード

集中度(Attention Level)は, ある 1 点を見つめる

バックを脳波計で実現することが考えられる.

こ と で 制 御 で き ， リ ラ ッ ク ス 度 (Meditation

本研究では, BCI によるコンピュータ操作や感

Level)は, 目を閉じ, 深呼吸することで制御でき

性フィードバックの実現を目的とし，頭皮上から

る. 集中度, リラックス度に閾値を設け[5], そ

計測する非侵襲式の簡易脳波計を用いて, 手を使

れを超えると Web ブラウザのスクロールを行うこ

わずに直感的に操作できる Web ブラウザ操作シス

とを考える. 集中度とリラックス度は, NeuroSky

テムの開発を行った.

社独自の，β 波や α 波を中心とした脳波の変化
量からリアルタイムで測定するアルゴリズムで計

２．使用機器, 開発環境およびシステム概要

算される[4].

システムの概要を説明し, 図 1 にシステム全体
図を 示 す. 脳波 計 は , NeuroSky 社 の Mindwave
mobile2[4] を 用 い て 計 測 す る . 脳 波 デ ー タ は ,

４．実験結果
閾値を決定するために，疲労状態による集中度

の変化を実験で確認した. 初めに, 通常時の Web
スクロールを行った. 次に, 疲労状態を作るため
にタイピングを 5 分間行い, 疲労時の Web スクロ
ールを行った. 図 2 に通常時と疲労時の平均値比
較を示す. 通常時と疲労時では集中度のレベルが
異なることが分かり，閾値を工夫する必要性が確
認された.
閾値の問題の解決のため, 集中度の相加平均値
をもとに決定することとし, 平均値+20 を閾値と
した. 図 3 に脳波データと閾値を示す. 閾値(橙

図 4 Web スクロール時の脳波リラックス度

色線)を上回 ったと き 下 方向 ス クロー ルを 行う .
実験の結果，集中度を高める必要があり時間差が
生じるが，ほぼ意図したスクロール操作ができた．

５．まとめ
本研究では, BCI の技術を用いて, 手を使わず

また，リラックス度による Web ブラウザの上方

に直感的に操作できるインターフェースの開発を

向スクロールを行った. リラックス度は, 疲労状

目的とし, まずは簡易脳波計を用いて Web ブラウ

態に左右されず, 脳波の反応が良いため, 閾値を

ザを操作するシステムの開発を行った. 具体的に

90 に固定した. 図 4 に脳波データと閾値のグラフ

は，集中度・リラックス度を用いた Web ブラウザ

を示す. 閾値(緑色線)を上回ったとき上方向スク

の上下方向スクロールを実現した. 今後，Web ブ

ロールを行う. 実験の結果，下方向の場合よりも

ラウザやパソコンの操作として，スクリーンショ

スムーズに，上方向スクロールの操作ができた．

ットや画面の明るさ・音量の調整などを考えてい
る. また今回は，集中度が疲労状態に左右される
ため, 相加平均値をもとに閾値を決めたが, 意図
した操作を実現するために, より即応性の高い閾
値設定方法を検討したい．
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