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Abstract 

Electroencephalogram (EEG) which has a chaotic fluctuation is difficult to analyze. However, quantitative analysis is 

sufficiently possible since EEG behavior is deterministic dynamics. Our method identifies EEG model parameters 

experimentally in consideration of chaotic dynamics of EEG. The purpose of this study is to examine the specific characteristics 

of model parameters. Validation of the method and investigation of characteristics of model parameters were conducted based 

on alpha frequency EEG data in the relax state and stress state. The results of the parameter identification with the time sliding 

window for 1 second, the nonlinear mathematical model is shown to produce outputs that can closely match the complicated 

experimental EEG data. Further, the results showed that the existence of nonlinear term in the EEG analysis is important and 

the linearity parameter shows a certain tendency as the nonlinearity increases. Furthermore, the activities of EEG become linear 

on the mathematical model when suddenly changing from the relax state to the stress state. Therefore, it is the effective analysis 

method that can calculate the degree of concentrate from the dynamics of EEG signal directly. The results suggest that our 

method may provide useful information in various field including the quantification of human mental or psychological state, 

diagnosis of brain disease such as epilepsy and design of brain machine interface. 
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1. 緒   言 

非周期的な挙動であるカオスは，自然物や人工物を問わず広く非線形系に生じる現象である．1976年に，1自

由度の単純な非線形差分方程式でカオス的挙動の発生が確認されて以来，決定論的であると立証された(May, 

1976)．このような決定論的振る舞いから時系列データをもとにした解析が注目され，特に，脳神経学分野の生体

システムにおける非線形ダイナミクスの研究が盛んに行われてきた．1987 年には Degn らによって，脳の基本構

成要素であるニューロンがカオス応答を示すことが明らかにされた(Degn et al., 1987)．その後，ニューロンの活動

をマクロレベルで観察できる脳波もカオス的応答を示す可能性が期待され多くの研究が進められてきた．その結

果ヒトの様々な生理状態下やてんかんなどの病態時における脳波がカオス性を持つこと，さらにその強度が異な

ることが明らかとなった(Freeman, 1988), (Mayer-kress et al., 1988)．これらの研究成果は，脳の活動が確率的なノイ

ズなどによって強制されているものではなく，決定論的カオスを示唆するものであり，脳波のようなカオス的挙

動を示す系の定量化にあたっては，従来用いられていたフーリエ解析，自己回帰モデルを使用した線形理論に基

づく統計的な信号処理ではなく，カオス性を考慮した非線形理論に基づく手法が必要であるという事を意味して

いる(Stam, 2005), (Ghorbanian et al., 2013)． 
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カオス解析で用いられていたフラクタル，リアプノス指数等を用いて脳波解析を行う際には，一般的に，得ら

れたアトラクタに対して相関積分と呼ばれる方法を用いて相関次元を算出する(Yan et al.，2018)．計算自体が簡単

なため，従来の脳波解析手法に多く使用されていたが，データ数，スケーリング確保などの問題があり，リアル

タイムで脳波解析を行うことができない．更に，系に適したデータ数以外で解析を行うと偽の相関値が推定され

るため，脳波の定量化が上手くいかない例が報告されている(Theiler, 1986)．カオス性を有する脳波は不規則的な

挙動を示すため解析が困難であるが，決定論的なダイナミクスに従って変動しているため，時系列データのある

臨界時間以下であれば定量的な解析が十分可能であると考えられる． 

このようなカオスに従う非線形システムを数学的に記述しようとしたときに問題となるのは，ダイナミクスを

記述することのできる臨界時間の把握と，いくつの自由度および変数が必要であるのかということである．リア

ルタイム解析の実現を目指した場合，最小限の変数でシステムをモデル化したいので，我々はこれまで，1 自由

度かつ必要最小限の線形，非線形パラメータを導入した非線形振動子を用いて狭帯域脳波の解析を行ってきた．

非線形振動子内の各モデルパラメータを，時系列データである実験値の解析時間窓毎に同定するという手法によ

り，てんかん性異常脳波や精神負荷度合いの異なる脳波データを調査してきた．解析時間窓を約 1秒と設定し，

最小二乗法に基づきモデルパラメータを同定すると，てんかん性異常脳波の場合，振動子の持つ非線形性が大き

く低下したこと(Murakami et al., 2014)や，集中度合いが増すと振動子内の線形項に含まれるパラメータが上昇す

ること (Miyago et al.，2016)，また，視覚および聴覚刺激によるヒトの集中度合いの調査や，脳波解析に適した脳

波測定箇所などの検討(Miyago et al.，2017)を実施し，モデルパラメータの時間的な変動で，脳波に生じる異常性

の判別や，集中度の評価が行える解析手法であることを確認した．さらに，てんかん性異常脳波に限っては，モ

デルパラメータ特性の解明を図るため，評価関数を最小二乗法から，実測値を用いた直接的な二乗誤差に変更し，

再度パラメータ同定を行った．その結果，脳波の細かい挙動を模擬するようなパラメータ値を得ることができ，

カオス性を含む脳波の状態を定量的に評価できる解析手法であることを確認した(Saito et al., 2017)．これまでの成

果により，脳波の異常性と非線形性の関係はある程度明らかになったが，通常時におけるモデルパラメータと生

理学的特徴の具体的指標は調べられていない． 

そこで本研究では，脳波解析に用いる非線形振動子内のモデルパラメータ特性の調査を目的とし,統計処理に

基づきヒトの精神的な状態の考察を行う．脳波データは，ヒトの安静時および集中時のデータである．実データ

の機微な変動をも正確に表現できるパラメータを実験的に同定するため，実験値とモデルによるシミュレーショ

ン値の誤差を最小とするような評価関数を用いて定める．同定後は，各パラメータ同士の相関を比較し安静時お

よび集中時の精神的状態の変動を調査する． 

 

2. 脳波解析手法 

 脳波解析に関しては，図 1のようにヒト脳波信号 EEGを非線形ダイナミクスととらえ，一自由度の一階常微分

方程式としてモデル化をおこなう．計測される脳波の振動自体は，周辺脳波との重ね合わせで出力される非線形

振動であるため，式(1)に示すような非自立系の非線形振動子とする． 

tPtPCxBx
dt

dx
A

dt

xd
 sincos 21

3

2

2

+=+++       (1) 

式(1)の左辺は，計測箇所の脳波自体の持つ内部のダイナミクスを仮定する．第 1項から第 3項は一般的な減衰振

動を表す調和振動子に対応した形であり，第 4項が系の非線形項である．右辺の項は周辺脳波から受ける影響を

考慮した外部入力項であり，三角関数の和で表現した非線形項である．各パラメータ P1，P2，および は，それ

ぞれ余弦，正弦波の振動振幅，および角周波数である．外部入力項の取り扱う周波数に関しては，解析する実験

データの持つ周波数に応じて範囲を決定する． 

カオス性を有する脳波データが式(1)に示した非線形振動子に従い変動すると仮定し，式中のモデルパラメータ

A，B，C，P1，P2， を実験的に定める．脳波データは非常に複雑な挙動を示すが，以上の決定論的なダイナミ

クスに従って変動するとなると，ある臨界時間以下での定量的な解析は十分に可能であると考えられる． 
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Fig. 1  Modeling of Electroencephalogram (EEG). EEG signal has been modeled as first order ordinary differential equation with 

one degree of freedom. This equation is known as Duffing oscillator, which is a type of nonlinear oscillator. Where x is 

the position of the oscillator. Parameter A is the linear viscosity, parameter B is stiffness coefficient, and parameter C is the 

nonlinear stiffness coefficient. the influence of external EEG is expressed as periodic excitation P1cost + P2sint. The 

parameter P1 is the amplitude of cosine wave, P2 is the amplitude of sine wave, and  is the angular frequency. Parameter 

identification procedure is required to discuss characteristics of human EEG. 

 

そこで，実験によって取得された脳波の時刻歴応答に対して，ある解析時間窓内において，式(2)に示す評価関数

Errorを最小にする際のモデルパラメータを同定する． 

Error = ( )
2

1

exp1

=

−
N

i

sim

ii xx
N

        (2) 

ここで，
exp

ix ，
sim

ix はそれぞれ実験値と式(1)より得られるシミュレーション値である．評価関数により計算され

る値は，実験値とシミュレーション値の二乗誤差の総和を解析時間窓のデータ数で割るため，平均値である．本

研究では解析時間窓を 1 秒として設定し，データ点数 N に関しては，実験値のサンプリングに従うものとし，1

秒間のデータ数を用いる．すなわち，解析時間窓 1秒の間で，(1)式中のモデルパラメータ A，B，C，P1，P2，

の組み合わせが一つ決定することになる． 

 

3. 脳波取得実験 

同定されるモデルパラメータの値とヒトの精神状態の変化の対応を確認するため，安静時および集中時の脳波

データを取得するための実験を行う．なお，本実験は，本学機械工学科人間工学実施前チェック委員会の審査に

より，倫理的に問題無いことが認められ，人間工学実験計画書による審査申請は不要と判断されている．図 2，

図 3 に本実験の流れおよび実験の様子を示す．被験者は，脳波データの安定性を保つため計測開始直前の 60 秒

間は目を閉じ瞑想を行った．その後，刺激のない風景画を 120秒眺め，直後に 100マス計算を 120秒間行った．

前者の行動では安静状態を，後者の行動では集中状態を想定したものである．被験者には，実験の前日から過度

なカフェインの摂取を控えてもらった．脳波計測には，株式会社ミユキ技研の生体信号収録装置 Polymate II

（AP216，株式会社ミユキ技研，日本）を用いた．脳波取得の際には，サンプリング 2 msec，電極と頭皮間にお

けるインピーダンスを 20 Ω以下に調整し，正確に取得した．電極設置位置は，瞬きによるノイズの混入を防ぐこ

とを目的に，国際的な電極設置位置である 10-20法に従って後頭部の視覚野である O1に設置した． 

 

 
Fig. 2  Experimental condition. Before measurement start, both eyes were closed as meditation to stabilize the mental condition. 

After meditation, two different tasks were conducted for 120 seconds to get different types of EEG data. Firstly, to achieve 

relax state, subjects are instructed to watch non-stimulating landscape. Secondly, to achieve stress state, subjects are 

instructed to do 100-cell calculation.  
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Fig. 3  Schematic of experiment. Polymate II (AP216, Miyuki Giken Co., Ltd., Japan) was used for EEG measurement with 500 

Hz sampling. To prevent noise from blinking, the electrode was installed in the visual area O1 which is the international 

electrode location determined by 10-20 method. Subjects are healthy and under no medical condition. Subjects were asked 

to refrain from taking caffeine from the day before the experiment. Non-stimulating landscape picture to be a relax state 

and 100-cell calculation to be a stress state were used in this study. 

 

 

Fig. 4  Time history data for use in EEG analysis and its processing. The waveform at the upper left figure is an EEG waveform 

including all frequency bands in both relax state and stress state. Time frequency analysis was performed to confirm the 

mental state. The width of rectangular window for FFT analysis was set to 4.096 seconds, and the 75% overlap was set. 

The result of FFT shows the stress state has larger amplitude value in four frequency bands compared to the relax state. 

The narrowband EEG data of alpha waves (8Hz – 13Hz) were used since analysis of EEG including the entire band is 

extremely difficult． 

 

Table 1 Comparison of average value of content rate of EEG frequency band using FFT. The absolute value of each frequency 

band in the stress state is bigger compared to relax state. The alpha waves and the beta waves increase about 1.9 times and 

about 4.1 times in the stress state, respectively.  

 Delta Theta Alpha Beta 

Relax 21.1 6.26 17.6 17.3 

Stress 29.4 20.5 32.5 70.2 
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ここで，実験結果を図 4に示す．実際には図 2に示した条件の実験サイクルを 5回実施し，脳波を取得してい

るが，脳波解析に膨大な時間を有するため，高速フーリエ変換（FFT）の結果をもとに，解析するに値する優良な

データの選択を行っている．図 4の左上に示した波形は，安静時および集中時の全ての周波数帯域を含んだ脳波

波形である．安静時および集中時の精神的状態の把握のため，脳波データに対して FFT 処理を行い，時間周波数

解析を実施した．ここで周波数解析用時間窓を 4.096 秒に設定し，オーバーラップは 75%とした．図 4 の右側に

示した時間周波数解析結果をみると，安静時に比べ集中時の方が，各周波数帯域ごとのパワーの増加が確認され

る．表 1に，FFT 処理を行った後の周波数解析結果を表 1に示す．表 1は，安静時および集中時の各周波数帯域

ごとのパワーの平均値を算出している．図 4および表 1の結果から，計測開始 120秒後より各周波数帯域の絶対

数が増加しており，集中時に多く出現されるといわれるアルファ波およびベータ波が，それぞれ約 1.9 倍および

約 4.1 倍となっており，集中時の脳波を取得することができていると考えられる．脳波解析は，脳波データの全

帯域を考慮すると，非常に困難であることからフィルタリング処理を施した狭帯域脳波データを使用する．今回

は，8-13 Hzのバンドパスフィルタを通し，アルファ波帯域を抽出し検討する．アルファ波は，外的な刺激の混入

に係わらず自発的に発生する脳波 (Naruse et al., 2015)であることが知られており，安静時および集中時と日常的

な活動において深く関わりのある帯域である． 

以上の実験データをもとに，式(1)中のモデルパラメータの同定を行う．右辺の外部入力項の角周波数 に関し

てはアルファ波の周波数帯域である 8 Hzから 13 Hzの範囲内のみを考慮しパラメータの同定を行った． 

 

   

(a) Parameter A, B and C (b) Parameter P1, P2 and  (c) Error value 

Fig. 5  Results of parameter identification using experimental data at relax state of 100 seconds. Parameter identification was 

carried out every second. Identified parameter A, B, C as shown (a) are in the left hand side of equation (1) while the other 

parameter P1, P2 and  as shown (b) are in the right. Graph of (c) shows the error value of equation (2) using numerical 

simulation with identified parameters. 

 

   

(a) Parameter A, B and C (b) Parameter P1, P2 and  (c) Error value 

Fig. 6  (a), (b) Results of parameter identification using experimental data at stress state of 100 seconds. (c) Error value. 
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(a) Relax state (b) Stress state 

Fig. 7  Comparison between the experiment and simulation. The black line and the red line show the experiment and simulation 

respectively. (a) and (b) are an example of the comparison data both in relax and stress state. The simulation value almost 

agree with the vibration cycle and sudden amplitude fluctuation in experimental value. 

 

4. パラメータ同定結果 

実験によって得られた安静時および集中時脳波データの解析する範囲を，それぞれ計測開始後および 140秒後

からの 100秒間とする．図 4より集中時初期の 120秒付近の実験データには，大きなノイズが混入していたた

め，集中時は 140秒からとした．以上の解析範囲の内，解析時間窓を 1秒として定め，式(1)中のモデルパラメ

ータの同定を行った．図 5および図 6に，安静時および集中時のパラメータ同定結果を示す．(a)および(b)はそ

れぞれ，式(1)中の数学モデルの左辺のパラメータ A，B，Cおよび右辺のパラメータ P1，P2，wを示してい

る． 6つのパラメータ値の同定は実験データに対して 1秒毎にされるが，このグラフでは時間を無視し，各パ

ラメータの軸をもつ 3次元平面上に表した．(c)は，1秒ごとに評価関数を計算した際の誤差値である．100秒分

の安静時および集中時の実験データを用いたパラメータ同定結果の評価関数の平均値はそれぞれ 0.582および

2.02であった．集中時の誤差値が安静時に比較して 3.5倍程度大きかった理由として，集中時の方が計測される

脳波の振幅が大きくかつ周期が短いことにより実験的にパラメータを同定することが困難であったためである．

ここで図 7に評価関数の値の参考として，安静時および集中時の実験データおよび同定されたパラメータを用い

たシミュレーション結果の一例を示す．安静時は 63秒からの 2秒間であり，集中時は，216秒からの 2秒間で

ある． 評価関数による誤差値は，安静時で 63秒からそれぞれ 0.588，0.532であり，集中時は 216秒からそれぞ

れ 1.78，2.21と各状態の評価関数の平均値に近い値を例題として取り上げた．それぞれの例より，評価関数の値

は異なるが，黒で示した実験値と赤で示したシミュレーション値の振動周期や，急な振幅の変動がほぼ一致して

いることが確認される．このことは，脳波のもつ複雑な変動を模擬できることを示しているため，1秒間の解析

時間窓毎に同定したパラメータ値が，安静時および集中時のようなヒトの精神状態の変化の特徴を定量的に評価

できるものであることを示している． 

 

5. モデルパラメータの統計処理による脳波解析の考察 

脳波解析に用いるモデルパラメータ特性の調査をするため，図 5および図 6に示した安静時および集中時のモ

デルパラメータ同定結果に対して統計処理を行う．ここでパラメータの統計処理として，図 8および図 9に，安

静時および集中時の各パラメータ間の相関の散布図を下三角行列形式で示す．各セルは行列成分の二つのパラメ

ータ値の軸を持つ散布図を示しており，ピアソンの相関係数 r を同時に求めた．全体の中で相関係数の絶対値が

0.2以上の比較的高い値のものに関しては，グラフ背景を黄色でカラーリングした．また，対角のセルでは，それ

ぞれのパラメータ値の頻度を示すヒストグラムを配置し，同時に正規分布曲線も記載した．上三角行列の値は，

下三角行列成分と同値であるため，各行列成分に対応する相関係数のみを 3Dグラフで表示した．これらのグラ 
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Fig. 8  Results of statistical processing of identified parameters in relax state include a pearson correlation coefficient. The graph 

background was colored in yellow if the absolute value of the correlation coefficient r is 0.2 or more. the correlation 

coefficient between B and C is remarkably high. Then, the correlation coefficient of A – C, P1 – C have also high values. 

Almost all the identified parameters have a normal distribution spread around the average. The angular frequency has 

random distribution. 

 

フは図 5および図 6に示したグラフと同様に時間的要素を無視している．さらに，表 2に安静時および集中時の

同定されたパラメータの平均値と標準偏差を示す．各パラメータは一定のばらつきが確認されるが，図 8および

図 9の各ヒストグラムに示されるように，安静時および集中時のどちらの状態も表 2に示した平均値を中心に集

中し，正規分布的な広がりをもつことが確認された．しかしながら外部入力項の角周波数に関しては，ばらつく

範囲が広く，この限りでないことが確認された．ここで，安静時および集中時の 6つの各パラメータ間の相関を

確認すると，共通して，式(1)左辺の非線形項に含まれるパラメータ Cと，脳波活動の 1次およびその時間微分で

ある線形項に含まれるパラメータ A および B との間でそれぞれ，弱い正の相関および強い負の相関が確認され

た．すなわち，安静時や集中時に係わらず，カオス性を表す非線形項のパラメータ Cが増加する場合，各線形項

に含まれるパラメータに影響をおよぼすということを示唆しており，パラメータ Aでは若干の増加，パラメータ

Bでは大きな減少が生じるという結果になった．しかしながら，線形項のパラメータ Aおよび B間での相関は見

られなかった．以上の結果から数学モデルを用いた脳波解析においては，非線形項の存在が重要であることを示

している．  

またこれら同定されたパラメータ結果は，先行研究において最小二乗法を用いて計算された場合と同様な傾向

を示した(Miyago et al.，2016)．しかし，今回の結果に関しては，実験値とシミュレーション値の誤差を直接的に

最小にするものであるため，複雑な脳波の挙動の定量的な評価を，これまでの結果と比べより詳細に行うことが

可能であると考えられる．ここで，表 2の各状態のパラメータの平均値より，集中した際の線形項のパラメータ

Bおよび非線形項のパラメータCの値がそれぞれ1.37倍の増加および絶対値換算で30.2倍の減少が確認される．

よってこれらパラメータ値の増減は，リラックスしている状態から急激に集中度が高まると，これまでカオス的 
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Fig. 9  Results of statistical processing of identified parameters in relax state include a pearson correlation coefficient same as 

figure 8. Most of the parameters have no correlation. However, the correlation coefficient between B and C is remarkably 

high. Then, the correlation coefficient between A and C has also high values. This is common tendency for both relax 

state and stress state. 

 

に複雑な挙動を示していた脳波の波形が，線形的に活動するようになることを示している．すなわち，何も考え

ていない状態からある特定な課題を与え何か考えている状態へとさせた場合，ゆらぎが小さくなり脳波の活動は

周期的な挙動になることを示している．一方で，その他のパラメータの変化率に関しては，ほとんど同様な値で

あった．パラメータ Bと Cに関しては，安静時および集中時の相関値も非常に高いことから，これら値がヒトの

精神的状態の指標となる可能性が示唆された．ヒト毎の個人差を考慮するために，複数のデータを解析する必要

があるが，脳波信号のダイナミクスから直接的に集中度を算出することのできる有効な脳波解析手法であると考

えられる． 

ここで，ヒトの精神状態の変化の傾向を考察するために，図 10に安静時および集中時の相関係数の差を示す．

この相関値の差が低ければ，異なった精神状態下においてもパラメータの傾向が変わらないことを示す．これら

結果を確認すると，式(1)の右辺の外力項に含まれる余弦，正弦波の振動振幅を表すパラメータ P1および P2に関

係するパラメータ値の相関の差が絶対量で 0.2 以上のものが多く，安静時と集中時で傾向が全く異なるという結

果になった．これらパラメータに関しては，左辺に含まれるパラメータ A，B，Cとの相関もほとんどなく，精神

的状態との関係を測ることが非常に困難であった．また，角周波数に関しても，図 8，図 9 の結果より，正規分

的な広がりを持たないことから，右辺の入力項においては精神状態の変化の傾向を判断する材料とすることが困

難であった．左辺の 3つのパラメータ A，B，Cは，計測箇所の脳波自体の持つ内部のダイナミクスを仮定してい

るが，右辺の項は周辺脳波から受ける影響を前提としているため，ヒトの精神的状態と直接的に結びつける必要

性がない可能性がある．しかしながら，これらの値は，評価関数の誤差値や，各パラメータの値に大きな影響を

およぼすためヒトの精神的状態ではなく，各パラメータとの関係性の調査が必要であると考えられる．今回は，
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角振動数に関して，アルファ波帯域の振動数に対応するようにパラメータ同定を行ったので，今後はそれ以外

での帯域を含め検討することや，詳細な調査のために角周波数成分を増加させたモデルの修正などの検討が必要

であると考えられる． 

今回報告したモデルパラメータの実験的な同定結果に関しては，複雑な脳波のダイナミクスを数式で表現するた

めの重要なデータの一つであり，ヒトの精神状態の変化とそれに対応したモデルパラメータの値が得られたため，

今後の脳波解析のあらゆる指標に役に立つものであると考えられる．すなわち，ヒト毎の精神的および心理的状

態の定量化や誤診率の大きなてんかんなどの脳疾患診断だけではなく，ブレインマシンインターフェースの設計

などあらゆる側面において利用することが可能であり，高い有用性を持つ脳波解析のアプローチであると考えら

れる． 

 

Table 2 Comparison of parameter`s average and standard deviation between relax and stress state. 

 Relax Stress 

 Average Standard deviation Average Standard deviation 

A 14.1 6.3 15.5 4.1 

B 4649.0 1737.6 6351.2 4490.3 

C 148.1 579.3 -4.9 483.6 

P1 727.5 1855.7 627.4 3029.3 

P2 1309.0 1657.8 1262.6 3755.2 

 66.7 6.5 67.9 7.0 

 

 

Fig. 10  3D scatter plots show the difference in correlation coefficient between relax state and stress state. The red numbers inside 

the plots are label. Color-mapping is introduced to these plots based on the Z value. This figure can be use to examine 

the tendency of the changes in human’s mental state. If the difference between the correlation values is low, the 

tendency of the parameter does not change under different mental conditions. These results show that the absolute 

value of the difference in correlation between most of the parameter values related to the parameters P1 and P2 is 

0.2 or more. 
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6. 結   言 

 本研究では，脳波解析に用いる非線形振動子内のモデルパラメータ特性の調査を目的とし,統計処理に基づき

ヒトの精神状態の変化に伴うモデルパラメータ値の考察を行った．脳波解析に関しては，精神状態の異なる安静

時および集中時のデータを用いて，モデルパラメータを実験的に定めた．同定後，数学モデルの妥当性の検討お

よび各パラメータ同士の相関を比較し安静時および集中時の精神的変化を調査した結果，以下のことが分かった． 

 

⚫ 1 秒間の解析時間窓では十分に実験値を模擬できるモデルパラメータを同定することができ，角周波数以外

のすべてのモデルパラメータに関しては，平均値を中心に正規分布的な広がりを持つことがわかった． 

⚫ 安静時や集中時に係わらず，カオス性を表す非線形項のパラメータ Cが増加する場合，線形項に含まれるパ

ラメータ A，Bに影響をおよぼすということがわかった．また，パラメータ Aでは若干の増加，パラメータ

Bでは大きな減少が生じることがわかった． 

⚫ 外力項に含まれる余弦，正弦波の振動振幅を表すパラメータ P1および P2は，左辺に含まれるパラメータ A，

B，Cとの相関もほとんどなく，精神的状態との関係を測ることが非常に困難であることがわかった． 

 

 

References 

Degn, H., Holden, A. V. and Olsen, L. F., Chaos in Biological Systems, Plenum Press, N.Y. (1987). 

Freeman, W. J., Strange attractors that govern mammalian brain dynamics shown by trajectories of electroencephalographic 

(EEG) potential, IEEE Transactions on Circuits and Systems, Vol.35, No.7 (1988), pp.781-783. 

Ghorbanian, P., Ramakrishnan, S., Simon, A. J. and Ashrafiuon, H., Stochastic dynamic modeling of the human brain EEG 

signal, Proceedings of the ASME 2013 Dynamic System and Control Conference DSCC2013 (2013), DSCC2013-3881. 

May, R. M., Simple mathematical models with very complicated dynamics, Nature, Vol.61 (1976), pp.459-467. 

Mayer-Kress, G., Yates, F. E., Benton, L., Keidel, M., Tirsch, W., Pöppl, S. J. and Geist, K, Dimensional analysis of nonlinear 

oscillations in brain, heart, and muscle. Mathematical Biosciences, No.90 (1988), pp.155-182. 

Miyago, K., Uehara, K. and Saito, T., Examination of correlation between arousal level and auditory environmental change 

using rock and classic music, Proceedings of the ASME 2017 International Mechanical Engineering Congress & 

Exposition IMECE2017, IMECE2017-71361 (2017), pp.V04AT05A048. 

Miyago, K., Uehara, K., Mori, K. and Saito, T., Research on evaluation of mental stress level using a modified duffing 

oscillator, Proceedings of the ASME 2016 International Mechanical Engineering Congress & Exposition IMECE2016, 

IMECE2016-66215 (2016), pp.V003T04A062. 

Murakami, T., Ukida, Y., Fujii, M., Suzuki, M. and Saito, T., Study on detection of epileptic discharges based on a Duffing 

oscillator model, Proceedings of the ASME 2014 International Mechanical Engineering Congress & Exposition 

IMECE2014, IMECE2014-38107 (2014), pp.V003T03A083. 

Naruse, Y., Takiyama, K., Okada, M. and Murata, T., Inference in alpha rhythm phase and amplitude modeled on Markov 

random field using belief propagation from electroencephalograms, Physical review E, Vol.82 (2010), pp.011912-1-

011912-1-11. 

Saito, T., Ogawa, T., Yoshida, T., Uehara, K., Kadowaki, H. and Mori, K., Proposal of indexes to support of epilepsy system 

using a duffing oscillator, Proceedings of the ASME 2017 International Mechanical Engineering Congress & Exposition 

IMECE2017, IMECE2017-70745 (2017), pp.V003T04A091. 

Stam, C. J., Nonlinear dynamics analysis of EEG and MEG: review of an emerging field, Clinical Neurophysiology, Vol.116 

(2005), pp.2366-2301. 

Theiler, J., Spurious dimension from correlation algorithms applied to limited time-series data, Physical review A, 34. 3 

(1986), pp.2427-2432. 

Yan, M., Wenbin, S., Chung-Kang, P. and Albert, C. Y., Nonlinear dynamics analysis of sleep electroencephalography using 

fractal and entropy approaches, Sleep Medicine Review, Vol.37 (2018), pp.85-93. 

10




