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あらまし 非接触心拍検出法として, ドップラーレーダを用いた方法が注目を集めている. しかし, ドップラーレーダ
の受信信号に含まれる心拍成分は非常に微弱であるため，呼吸および体動によって検出精度が著しく劣化する. 本稿
では, ロバストスパース適応アルゴリズムに基づき, 高精度に心拍検出を達成する手法を提案する. 提案法は, 適応ア
ルゴリズムの目的関数の勾配の逆方向に沿って回帰誤差を低減すると共に, 心拍スペクトルのスパース性を利用して
正確な再構成スペクトルを得ることによって, 微弱な心拍成分を検出する. また, 提案法は, 回帰誤差の更新を量子化
し, 安定的なスパーススペクトル再構成を実現する. 5人の被験者に対し, 着席静止およびラップトップ PCでタイピ
ング時の実験を行い, 提案法は従来法と比較して心拍検出精度を改善することを確認した.
キーワード 非接触心拍検出, ドップラーレーダ, スパーススペクトル再構成, 確率的勾配, 適応フィルタ
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Abstract The development of non-contact monitoring technique has a great influence on the heartbeat moni-
toring, such as, for drivers and burned patients. In particular, the heartbeat detection with Doppler radar has
drawn extensive attentions. However, since the heartbeat signal contained in received radar signals is quite weak,
the detection accuracy obviously deteriorates in the presence of respiration and body motion. In this report, a
robust heartbeat detection algorithm is proposed, based on the spectrum reconstruction method termed stochastic
gradient. Through correcting the gradient of cost function constructed by recursion error, and utilizing the sparse
characteristics of heartbeat spectrum, the weak heartbeat component is extracted by the reconstructed spectrum
with minimum deviation. Furthermore, the proposed algorithm realizes more stable sparse spectrum reconstruction
(SSR), by quantizing the updating of recursion error. Under the sitting still and typing with a laptop for five
subjects, the proposed method is validated to improve the detection accuracies over the conventional method.
Key words Non-contact heartbeat detection, Doppler radar, sparse spectrum reconstruction (SSR), stochastic
gradient, adaptive filter

1. ま え が き

近年, 情報通信技術 (ICT: Information and Communication
Technology) に基づくスマートヘルスケアの実現が期待されて
いる [1]. 特に, 心拍数 (HR: Heart Rate) の変動は, 健康状態お

よび精神状態を評価するための指標として用いられている [2].
HRモニタリングは, 心血管疾患や高血圧の初期検出をはじめ
とする様々な分野で需要が高まっている [3]. その際, 装着型セ
ンサによる心拍検出はユーザへの負担が大きいため, 心拍変動
指標 (HRV: Heart-Rate Variability) をセンサを装着せずに検
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出することが望ましい. そのため, ドップラーレーダを用いた
非接触心拍検出法が注目されている [4]. ドップラーレーダを用
いた非接触心拍検出では, 呼吸や体動の動きの影響の低減が主
な課題として挙げられる. 一般に, 呼吸による胸壁の変位は心
拍による変位と比べて著しく大きいため, 呼吸の影響により心
拍の検出精度が劣化する [5].
従来, 心拍と呼吸の周波数の違いに着目し, 時間または周波

数解析を用いて心拍を検出する方法が報告されている [2, 4, 6].
非接触心拍検出法は 3つに大別される． (i) 高速フーリエ変換
(FFT: Fast Fourier Transform) に基づく方法 [2, 7]; (ii) 連続
ウェーブレット変換 (CWT: Continuous Wavelet Transform)
に基づく方法 [6, 8]; (iii) Arctangent復調, EEMD (Ensemble
empirical mode decomposition), およびスパーススペクトル再
構成 (SSR: Sparse Spectrum Reconstruction) といった比較的
新しい信号処理技術に基づく方法である [4]. ドップラーレーダ
を用いた非接触心拍検出法は, 被験者が着席静止状態といった
体動がない場合に, その有効性が確認されている. しかし, 多く
の手法では体動による雑音が受信レーダ信号に含まれる場合に,
精度が下がる. また, 体動による雑音の影響を含む受信信号に対
して適応的なパラメータ調整が要求される. 低ロバスト性と厳
密なパラメータ調整のため, 体動が頻繁に発生する場合, これら
の方法で高精度に心拍を検出することは困難である [2–4,6–9].
本稿では, 呼吸や体動に起因する雑音を抑圧し高精度な心拍

検出を実現するため, ロバストスパース適応アルゴリズムを提
案する. 提案法は, 心拍信号が周波数領域でスパースであるこ
とに着目し, 雑音から成るパワーの小さいスペクトル成分を零
にすることで, 正確な心拍スペクトルを得る. また, 確率的勾配
降下法 (SGD: Stochastic Gradient Descent) [10] に基づき従
来 ZA-LMS (Zero-attracting least-mean-square) アルゴリズ
ム [11] の目的関数の勾配を量子化することで, よりロバストな
スパース適応アルゴリズム ZA-SLMS (ZA sign LMS) を提案
する.

5人の被験者に対し, 着席静止時およびラップトップ PCで
タイピング時の実験を行い, ドップラーレーダおよび ECG
(Electrocardiograph) を用いて心拍を計測した． 従来スペク
トログラム法 [2] と比較し, 提案法がより正確な心拍推定結果
を得ることを確認した. 特に, タイピング時のように体動があ
る場合でも, 提案法による HR推定値の平均絶対値誤差 (AAE:
Average Absolute Error) は, 従来スペクトログラム法による
AAEより, 約 7 BPM (Bests per minute) 改善された.
本稿の構成は以下のとおりである. 第 2章では, ドップラー

レーダシステムを紹介する. 第 3章では, 関連研究をまとめる.
第 4章で提案法を詳説し, 第 5章で実験結果を示す. 第 6章で
結論を述べる.

2. ドップラーレーダ

本章ではドップラーレーダの仕組みを述べる. 図 1 に, 代表
的な連続波 (CW: Continuous Wave) ドップラーレーダのシス
テムを示す. 非変調信号

図 1 ドップラーレーダのシステム

Fig. 1 System structure of Doppler radar

T (t) = cos [2πft + Ψ(t)] (1)

を発信器 (Tx) から被験者の胸に向けて送信する. ここで, f は

搬送波周波数であり, 本研究では 24 GHzのドップラーレーダ
を使用する. Ψ(t) は位相雑音である. そして, 被験者とドップ
ラーレーダの相対距離変化 x(t) により伝送信号の位相が変調さ
れる. ここで, 振幅変化の大きさを省略したレーダ受信器 (Rx)
の受信信号を (2) 式に示す.

R(t) ≈ cos
[

2πft − 4πd0

λf
− 4πx(t)

λf
+ Ψ

(
t − 2d0

c

)]
(2)

ここで, c は光速, λf は搬送波の波長である. R(t) から T (t)
を引くことで,

I(t) = R(t) − T (t) = cos
[

θ + 4πx(t)
λf

+ ∆Ψ(t)
]

(3)

を得る. ここで, θ は被験者とドップラーレーダ間の距離 d0 と

胸表面の反射で決まる値であり, ∆Ψ(t) は位相雑音を表す. 直
交乗算器を用いて復調することで, 2 つの直交位相を持つ出力
信号 I(t) および Q(t) が得られる.

Q(t) = sin
[

θ + 4πx(t)
λf

+ ∆Ψ(t)
]

. (4)

一般に, I(t) および Q(t) を結合し, 複素数ドップラーレーダ信
号 C(t) = I(t) + iQ(t) を受信レーダ信号とする.

3. 関 連 研 究

本章では, ドップラーレーダを用いた非接触心拍検出法の関
連研究をまとめる. また, 提案手法では PPG (Photoplethys-
mographic) センサを用いた心拍検出法を応用するため, これ
についても概略を述べる. ドップラーレーダを用いた非接触心
拍検出法は, FFT に基づく方法, CWT に基づく方法, および
Arctangent復調や EEMDといった信号処理技術に基づく方法
に大別される. 文献 [2, 7] では, FFTに基づく方法が提案され
ている. これらの方法では, 心拍検出のため, ドップラーレーダ
信号に対して FFTをかけ, 心拍成分に相当する周波数領域のパ
ワースペクトルから心拍を推定する. 文献 [7] では, 複数の時間
窓による高速な心拍検出法を提案している. 文献 [2] では, 受信
レーダ信号のスペクトログラムを計算し, 心拍成分の現れる周
波数帯のパワースペクトルの積分値を求め, スペクトルピーク
を検出することにより, 心拍の R-R間隔 (RRI: R-R Interval)
を推定する方法を提案している. 文献 [6, 8] では, 高い時間–周
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波数解像度を達成する CWT に基づく方法が提案されている.
受信レーダ信号に CWTを適用し, 低周波数帯域の解像度を高
め, 検出精度を改善している. CWTに基づく方法は, 適切なス
ケールファクタの選択が必要である. 文献 [6] では, 各スケール
ファクタにより算出したウェーブレット係数の隣接ピーク間隔

の差に基づき, 適応的にスケールファクタを選択する手法を提
案している.
近年, 検出性能を向上するため, 比較的新しい信号処理技術

を受信レーダ信号に適用する手法が提案されている. 例えば,
Arctangent復調および EEMDを受信レーダ信号に適用する手
法が提案されている [4]. 正確な位相復調のため, Arctangent復
調は Q(t) と I(t) の比率により位相角を算出する. また, 原信
号のスペクトル分離を実現するため, 雑音成分を用いた EEMD
により心拍成分を分離する.
また, ドップラーレーダでなく PPG センサを用いた手法に

ついても説明する. トロイカと呼ばれる PPG信号による心拍
検出法は, 雑音除去用の特異スペクトル分析 (SSA: Singular
Spectrum Analysis) [12] による信号分解, 心拍スペクトルの再
構成のための SSR処理, 心拍推定, の各ステップから成る [9].
特に, SSRは高解像度スペクトルを再構成すると共に, 正則化
関数を用いてスペクトルの振幅のスパース性を高める. トロ
イカでは, RM-FOCUSS (Regularized multiple-measurement-
vectors focal underdetermined system solver) [13] と呼ばれ
る改良型 FOCUSSアルゴリズムが心拍スペクトル再構成に用
いられている [9]. しかし, FOCUSS 系のアルゴリズムは雑音
に敏感なため, 非接触検出の場合, 正確な心拍スペクトル再構成
が困難だと予想される. SSRに ZA-LMSアルゴリズムを適用
することで, 被験者がタイピング時にも, ドップラーレーダ信号
により心拍を測定できることを確認した [14]. しかし, 目的関
数の勾配は雑音の強さに影響されやすいため, 勾配の更新制限
が SSRの安定性に対して重要である.

FFT, CWT, および多くの比較的新しい信号処理技術に基づ
く従来手法では, 被験者が静止している状態を想定しており, 体
動を含むような, より一般的な状態で高い推定精度を得られる
非接触心拍検出法が求められている.

4. 提 案 法

本稿では, 図 2 に示したフローチャートに基づき, 呼吸や体
動による雑音の影響を低減する目的で, 従来 ZA-LMSアルゴリ
ズムの目的関数の勾配を改良した雑音にロバストな ZA-SLMS
を用いた非接触心拍検出法を提案する.

4. 1 フローチャート

提案法は, 信号分解, SSR, およびスペクトルピーク追跡の主
に 3つのステップから構成される.
まず, 受信信号 C(t) を, 125 Hz にダウンサンプリングす

る [9]. これにより, 以下の信号処理の計算量を低減する. 文
献 [9] を参照し, 窓幅を 8 sとして受信信号を切り出し, 心拍成
分の含まれる約 1.0–1.7 Hz を含むように 0.4–5.0 Hzのバンド
パスフィルタを適用する. 次に，SSA [12] を適用し, 呼吸と体動
による雑音を分離し, 心拍成分を抽出する. そして, 非周期雑音

図 2 提案法のフローチャート

Fig. 2 Flowchart of the proposed method

を抑えるため, 心拍成分を含む信号を微分する. SSR後のスペ
クトルピーク追跡には, 20 BPMのスペクトル探索範囲で HR
を推定する. 次に, 2つの連続時間窓の HR値の差は小さい [9]
ことに基づき, HRの探索範囲を [Nprev − δ, · · · , Nprev + δ] に
設定する. ここで, Nprev は前回の HR推定値で, 雑音の影響を
考慮して δ = 10 BPMを設定する. そして, 各ウィンドウ内で
最大のパワースペクトルを持つピークを心拍成分として検出す

る． そのときの心拍間隔を Ncur とする. 最後に, 連続時間窓
の HR値は大きく変化しないため, |Nprev − Ncur| > 6 BPMの
場合, Ncur の代わりに Nprev を出力する.
更に, 高精度な推定値を得るため, 心拍スペクトルのスパース
性を利用する. そのために, SSRと呼ばれるスパース信号成分
再構築法 [10] を適用する. SSRでは周波数ビン数を増やし, 小
さなパワースペクトル値を持つ成分を雑音とみなし, 除去する.
SSRアルゴリズムの 1つとして, RM-FOCUSSが提案されて
いる [10]. SSR用の辞書行列 Φ は (5) 式で定義される.

Φm,k = ei 2π
N

mk, m = 0, · · · , M −1; k = 0, · · · , N −1. (5)

本研究では, M = 1000, N = 4096 である. しかし, 信号対雑音
電力比 (SNR: Signal-to-Noise Power Ratio) が低い場合, 心拍
スペクトルを誤検出する可能性が高い [13]. そこで, 低 SNRで
も, 呼吸や体動による雑音を抑圧するように, SGDに基づくロ
バストな ZA-SLMSアルゴリズムを提案する.

4. 2 適応フィルタによる SSR
ZA-SLMSアルゴリズムを説明する前に, 適応フィルタ [15]
に基づく SSRについて説明する. 図 3(a) に, ダウンサンプリ
ングされたレーダ信号 y および辞書行列 Φ により s(n) を更新
し, 心拍スペクトルを求めるという SSR問題を示す. y は (6)
式で表される.

y = [y1, y2, . . . , yM ]T (6)

ここで, M は y の要素数であり, 記号 (·)T は転置操作を示す.
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図 3 SSR の実現のための適応フィルタ (a) SSR 問題 (b) 未知インパルス応答と適応フィルタ
Fig. 3 Adaptive filter to solve SSR problem. (a) SSR problem. (b) Unknown impulse

response and adaptive filter

表 1 SSR 問題と適応フィルタのパラメータ対応
SSR 問題 適応フィルタ

ϕj mT(n)
s(n) h(n)
yj d(n)

要素 |sk(n)|2, k ∈ {1, · · · , N} を含んだ再構成スペクトルに対
して, 心拍成分の選択が行われる.

SSRを達成するため, 図 3(b)に, 未知インパルス応答を推定
用の適応フィルタを示す. 適応フィルタの回帰誤差は以下の式
で定義される.

e(n) = d(n) − mT(n)h(n) (7)

ここで, d(n) = mT(n)h+z(n) は未知インパルス応答への入力
信号 m(n) = [m(n), m(n − 1), . . . , m(n − N + 1)]T とインパ
ルス応答 hの内積, および付加的な雑音 z(n)によって構成され
ている. 適応フィルタでは, h(n) = [h1(n), h2(n), . . . , hN (n)]T

は n 回目の回帰時のフィルタ係数である. 通常, e(n) で構成さ
れる適応アルゴリズムの目標関数を最小化することで, インパ
ルス応答を推定する.
表 1 に SSR 問題と適応フィルタのパラメータ対応を示す.

そのパラメータ対応に基づき, SSR問題を適応フィルタフレー
ムワークの信号再構成問題へ変換できるため, 文献 [9] で示
されているように, 適応アルゴリズムによりスペクトル未知
解を求められる. SSR を達成するため, Φ の各行ベクトル
ϕj , j ∈ {1, · · · , M} と対応する y の要素を繰り返し用いる.

4. 3 ZA-SLMS アルゴリズム
図 3(b)に示した適応フィルタに基づき, 提案適応アルゴリズ

ム ZA-SLMSを説明する. 提案法は, 従来 ZA-LMSアルゴリズ
ムの目的関数の勾配を改良し得られる. スパース制約の適用に
より信号のスパース性を利用できること [10, 11] を考慮し, ス
パース適応アルゴリズム ZA-LMSの目的関数を以下の式で定
義する.

GZA−LMS = e2(n) + λ∥h(n)∥1 (8)

ここで, λ は勾配修正項とスパース制約項をバランスする制御

図 4 LMS アルゴリズムによる勾配降下
Fig. 4 LMS algorithm-induced gradient descent

図 5 インパルス雑音の場合, 一般の勾配降下と誤差が制限された勾配
降下の比較

Fig. 5 The comparisons of general gradient descent and restricted
error-based gradient descent, under impulsive interference

パラメータである. (8) 式の勾配 ∇GZA−LMS により, ZA-LMS
アルゴリズムの更新方程式が得られる.

h(n + 1) = h(n) + µe(n)m(n) − γsgn(h(n)) (9)

ここで, µ は収束と定常状態を制御するステップサイズ, zero
attraction factor γ = µλ である. sgn(·) はサイン関数で, (10)
式で定義される.

sgn(x) =

{ x

|x| , if x |= 0,

0, otherwise.
(10)
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方法 1 SSRのための ZA-SLMSアルゴリズム
入力: Φ および y
出力: s(n)

1: n = 1, s(1) = 0 と初期化し, 実験的に適切な µ, λ を設定する.
2: while n < C (C は最大回帰数) do
3: mT(n) = ϕj ,
4: d(n) = yj

5: ここで, j = mod(n, M), mod(·) という modulo 関数は除法の
法数を求めること.

6: SLMS により s(n) の勾配修正を行う.
7: s(n + 1) = s(n) + µsgn(e(n))m(n).
8: ℓ1-ノルムにより s(n) にスパース制約を行う.
9: s(n + 1) = s(n + 1) − γsgn(s(n)).

10: n = n + 1.
11: end while

図 6 ℓ1-ノルム制約を持つスパース適応アルゴリズム
Fig. 6 Sparse adaptive algorithm with ℓ1-norm penalty

図 4 に, LMS アルゴリズムに基づく勾配降下によるフィルタ
係数 h(n) の更新過程を示す.
多くの生体に起因する雑音はインパルス性を持つ [16]. その

ような雑音は, SSR 実現のための ZA-LMS アルゴリズムの適
用を困難にする [14]. 近年, 勾配に回帰誤差の更新制限を加え
ることで, 一定のインパルス雑音を抑制できることが報告され
ている [17]. 提案法では, サイン関数を ZA-LMSアルゴリズム
の更新方程式に適用する更新方程式は定義される.

h(n + 1) = h(n) + µsgn(e(n))m(n) − γsgn(h(n)). (11)

図 5 に, インパルス雑音があるときの, 一般の勾配降下および
誤差が制限された勾配降下をそれぞれ示す. 図 6 に, SLMS部
分の勾配修正と共に, ℓ1-ノルムによるスパース制約を適用した
SSR 過程を示す. 方法 1 に, SSR のための ZA-SLMS アルゴ
リズムをまとめる.

5. 特 性 評 価

5人の被験者に対し, ECG信号およびドップラーレーダを用
いて，心拍推定精度を評価する. 24 GHzの搬送波周波数および
送信電力は 1 mW, CWによるドップラーレーダを用いる. 着
席状態の被験者に対して, 正面約 1 mで, 高さ約 80 cmの机に
レーダを設置した. また, 実際の心拍値を測定するために装着
型 ECGを取り付けた. 被験者は着席静止およびラップトップ
PCでタイピングしてもらい, 2分間の計測をそれぞれ 2回行っ
た. 表 2 に, 実験諸元を示す.

表 2 実 験 諸 元

項目 値

変調方式 無変調連続波

搬送波周波数 24 GHz
サンプリング周波数 1000 Hz
送信電力 1 mW
レーダ設置高 80 cm
被験者数 5 人

被験者の行動
1) 着席静止

2) ラップトップ PC でタイピング

測定距離
1) 30 cm
2) 80 cm

観測時間 2 分
計測回数 2 回

図 7 被験者 2 がタイピング時の心拍変動例
Fig. 7 Estimated HR results of Subject 2 in typing

心拍値の推定精度を評価するため, 平均絶対値誤差 (AAE:
Average Absolute Error) と平均絶対値誤差率 (AAEP: AAE
Percentage) を算出する. i 番目の時間窓で, ECGによって測
定した心拍値を BPMtrue(i), 推定した心拍値を BPMest(i) と
したとき, AAEは以下の式で定義される.

AAE = 1
W

W∑
i=1

|BPMest(i) − BPMtrue(i)| (12)

ここで, W は観測時間内の時間窓の総数である. 2つ目のAAEP
は以下の式で定義される.

AAEP = 1
W

W∑
i=1

|BPMest(i) − BPMtrue(i)|
BPMtrue(i) . (13)

比較のために, 従来法として, スペクトログラム法 [2], およ
び ZA-SLMSの代わりに RM-FOCUSS [13] を適用した方法の
結果も示す. 従来法のパラメータは文献 [2] および [9] をもと
に設定し, RM-FOCUSS におけるノルム p = 0.8 であり, 制
御パラメータ λRMF = 0.1 である. 提案 ZA-SLMS アルゴリ
ズムのパラメータについて, ステップサイズは µ = 1 × 10−5

であり, 最大回帰数は C = 5 × 103, zero attraction factorは
γ = 2 × 10−6 である.
図 7 に, タイピング時の心拍変動例を示す. 2つの従来法に
よる HR推定値より, ZA-SLMSを適用する提案法による推定
結果は実際の心拍変化に近く, 一番良い検出精度を展示した. 表
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表 3 HR 推定値の平均絶対値誤差 (AAE) [BPM]
(a) 着席静止

被験者 1 被験者 2 被験者 3 被験者 4 被験者 5 平均値

Spectrogram 4.34 9.38 10.38 6.99 12.61 8.74
RM-FOCUSS 5.14 3.79 3.72 3.22 5.07 4.18
ZA-SLMS 3.21 3.63 3.09 2.98 4.94 3.57

(b) タイピング

被験者 1 被験者 2 被験者 3 被験者 4 被験者 5 平均値

Spectrogram 12.80 10.06 8.60 12.14 13.33 11.39
RM-FOCUSS 3.12 5.08 2.93 7.18 4.45 4.55
ZA-SLMS 3.11 3.26 2.68 6.20 5.07 4.06

表 4 HR 推定値の平均絶対値誤差率 (AAEP)
(a) 着席静止

被験者 1 被験者 2 被験者 3 被験者 4 被験者 5 平均値

Spectrogram 5.8% 12.1% 14.5% 9.9% 14.5% 11.4%
RM-FOCUSS 6.9% 4.8% 5.3% 4.6% 5.8% 5.5%
ZA-SLMS 4.3% 4.6% 4.4% 4.2% 5.6% 4.6%

(b) タイピング

被験者 1 被験者 2 被験者 3 被験者 4 被験者 5 平均値

Spectrogram 16.5% 14.1% 11.5% 15.5% 15.4% 14.6%
RM-FOCUSS 4.0% 7.2% 3.8% 9.5% 5.1% 5.9%
ZA-SLMS 4.0% 4.6% 3.5% 8.1% 5.8% 5.2%

3 と表 4 に着席静止およびタイピング時の AAEおよび AAEP
をそれぞれ示す. これらの結果から, 着席静止時, 従来のスペ
クトログラム法および RM-FOCUSSを適用した手法と比較し,
ZA-SLMSを適用する提案法によりAAEとAAEPが改善され
ることがわかる. 具体的に, 提案法によって, スペクトログラム
法より約 5 BPM, RM-FOCUSSより約 0.6 BPMそれぞれ改
善された. タイピング時にも, ZA-SLMS を適用する提案法は
呼吸や体動による雑音の影響を低減し, 従来法よりも高精度で
検出できたと考えられる.

6. ま と め

本稿では, 被験者の体動があっても, 高精度にドップラーレー
ダによる非接触心拍検出を達成するため, ロバストスパース適
応アルゴリズム ZA-SLMS (Zero-attracting sign least-mean-
square) を提案した. 5人の被験者による実験の結果により, 提
案法はスペクトログラム法および RM-FOCUSS (Regularized
multiple-measurement-vectors focal underdetermined system
solver) 法と比較し, 高い推定精度を得ることを確認した. 特に,
タイピング時のような体動がある場合でも, 提案法により, 5人
の被験者に対し, 平均約 4 BPMの誤差で心拍推定できること
を明らかにした.
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