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2  Biopac Student Lab 

Biopac Student Lab へようこそ! 
このチュートリアルはユニークで、パワフルな Biopac Student Lab システムの基本的コンセプトと、データ計測、および

解析の重要な機能の操作方法を詳細に説明しています。Sample Data ファイルを使い、Biopac Student Lab のいろい

ろな機能を試しながら楽しく操作方法を学んでください。さらなる詳細はソフトウェアガイドをご参照ください。 

Biopac Student Lab システム 
Biopac Student Lab システムはライフサイエンスのためのデータ集録 & 解析を行うソフトウェアとハードウェアの総合

システムです。 

 

MP45：  
チャンネル 1（CH 1）と 
チャンネル 2（CH 2）のみ 

MP ユニットへの信号入力は、チャンネルを通して行われ

ます。チャンネル入力ポートは MP ユニットの前パネルに

あり、CH 1, CH 2, CH 3, CH 4 と表示されています。 

出力ポートは MP ユニットの裏パネルにあり、ヘッドフォン

などの機器にシグナルを増幅して送り出します。なお、

MP36 ユニットには低電圧刺激機能が内蔵されています。 

Biopac Student Lab ソフトウェア 

トランスデューサ 

MP3X ユニット 

Biopac Student Lab ハードウェア 

ソフトウェア Biopac Student Lab ソフトウェアは 18 レッスンと、上級者向け解析機能がついた BSL PRO オプシ

ョンからなります。各レッスンは、ボタンやテキストメッセージを使いながら、対話形式で進めて行きま

す。データの保存や検証も簡単に行えるようになっています。  
ハードウェア MP ユニット（MP36、MP35、または MP45）、接続ケーブル、電源、トランスデューサ、電極リード線、

電極、ヘッドフォン、その他のアクセサリを指します。 

BIOPAC STUDENT LAB の仕組み 
Biopac Student Lab の仕組みを理解する 1 つの方法として、ビデオカメラがコンピュータに接続され、コンピュータの画面

で内容を見ていると考えてください。一般に、ビデオカメラは映像（外部の情報）を記録し、その映像は電子化またはデジタ

ル化されて、コンピュータへと送られます。そしてその映像はコンピュータに保存され、後ほど再生することができます。 
Biopac Student Lab は、情報の種類こそ異なりますが、ビデオカメラのように外部の情報を記録します。ビデオカメラは

視覚での情報を記録しますが、Biopac Student Lab は皮膚の温度、心拍数、腕の筋肉の動きなど、生理学上の信号を

記録します。 
計測したい生理信号の種類によってトランスデューサは異なりますが、これらの信号は、ケーブルを通して被験者から

Biopac Student Lab へと転送されます。 
信号は、Biopac Student Lab にたどり着くと、デジタル形式に変換され、画面に表示されます。 
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センサーが信号を取り上げ、それがコンピュータ画面に表示されるのに約 1/1,000 秒かかります。これらの信号はコン

ピュータの内部メモリに保存されるので、ビデオカメラでデジタル映像を繰り返して見るのと同じように、繰り返して見るこ

とができ、編集も可能です。 
Biopac Student Lab ソフトウェアによって波形としてコンピュータ画面に表示される信号は、MP チャンネル（振幅はボ

ルトで表示）からの電気信号を直接反映したもの、または MP ユニットに入ってきた何らかの信号をもとに形成されたも

のです。 
• 例）MP3X へ入ってくる電気信号は ECG の信号ですが、ソフトウェアはこれを変換し、BPM（心拍）の波形として表

示します。 

生体の電気信号 
ほとんどの人々は、身体に流れる電気について考える場合、電気うなぎのようなユニークな動物や、稲妻に打たれるよ

うなまれな出来事を思い浮かべます。反対に、ほとんどの人々が気づいていないことは、電気は、考えたり、運動をした

り、睡眠をとるなど、私たちの身体が行うあらゆる事の一部でもあるということです。 

実際に、1700 年代後半にアレッサンドロ・ヴォルタ（Count Alessandro Giuseppe 
Antonio Anastasio Volta）とルイジ・ガルヴァーニ（Luigi Galvani）によって行われ

た各分野での先駆的業績のように、生理学と電気には共通の歴史があります。ヴ

ォルタは電池の発明者であり、電圧/電位をあらわす単位である V（ボルト）はその

発明を記念して彼の名前から付けられました。彼らは “動物電気” を研究し、分離

された動物の筋肉に電気信号を触れさせると筋肉がけいれんすることを認識した

初の研究者たちです。今日でも、多くの授業でヴォルタと同様の方法を用いてど

のように筋肉は電気的に刺激されるかを実証しています。  
今回、Biopac Student Lab を使ってのラボでの作業を通し、筋肉を動かすなど特

定のことを行っている間にどのようにあなたの身体が電気を生じるのか、または心

臓の鼓動が規則正しいパターンで電気的な線を描くことなどを見ることができま

す。このマニュアルでカバーされているレッスンの多くは生体から生じる電気信号

を計測します。電気信号とは何かを完全に理解するには、電気物理学の基礎的な

理解（電圧のコンセプトに関する知識）と、ここでは載せきれないたくさんの資料を

必要とします。従って、ここでポイントだけをあげると、電気は常にあなたの身体の

中に流れているということです。そしてそれは負電荷から正電荷へと流れます。 
この電気の流れをセンサーが捕らえ、モニターします。ボルトは瞬時の電気的活動

を計る単位です。私たちが電気信号（または、単に信号）について話す時、それは

時間にともなう電圧の変化のことを指します。  
考えたり、運動したり、睡眠をとるなど、電気

は身体が行うあらゆる事の一部です 
生体の電気信号はトランスデューサと電極によって検知され、MP ユニットへケーブルを通して送られます。信号は、時

にはマイクロボルト（1/1,000,000 ボルト）という大変微小な振幅のため、MP ユニットでこれらの信号を増幅し、フィルタ

ーで不要な電気ノイズや妨害になっている信号を取り除き、コンピュータが読むことのできる数字のセットに変換します。

そしてそれを Biopac Student Lab ソフトウェアがコンピュータ画面に波形として表示します。 
 

波形の概念 
画面上の波形が何を表しているかについての基礎的な理解は、レッスンを行う上で大変役立ちます。 
振幅は MP に入力される信号の種類に基づき、BSL システムによって決定されます。単位は垂直軸スケールエリアに

表示されます。下記の例での単位はボルト（Volts）です。 
時間は計測が始まった時点を 0 として表示されます。単位は波形下の水平軸スケールエリアに表示され、下記の例で

の単位はミリ秒（1/1,000 秒）です。 
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では、ここで波形が一体何を表しているのか、もう少し詳しく説明します。実際にはあなたは直線で結ばれたデータポイ

ントをみています。これらのデータポイントは、Biopac Student Lab ハードウェアがシグナル入力を定期的な時間間隔で

サンプリングすることによって形成されます。データポイントはポイント、サンプル、またはデータとも呼ばれます。 
この時間間隔は BSL ハードウェアのサンプリングレート、すなわちハードウェアが時間単位ごと（通常、秒または分単

位）に収集するデータポイントの数によって決定されます。BSL ソフトウェアは、これらの振幅値を一連の数として記憶し、

データのサンプリングレートも保存することによって波形の復元を行います。 
• データのサンプリングは、デジタルカメラが特定の時間間隔で映像のスナップショットをとり、記録するのに大変

似ています。ビデオを再生する時、記録された映像が素早く連続的に表示されるように、データも私たちの目に

はポイントや直線ではなく、波形として見えます。 
Biopac Student Lab レッスンプログラムは、画面上の全てのチャンネルに常に同じサンプリングレートを適用するので

水平軸（時間）の目盛りは全チャンネル共通です。しかし、垂直軸の目盛りの単位はボルト、ミリボルト、または華氏など、

各チャンネルによって異なります。ベースライン（基線）は波形の高さ、または深さ（振幅）に対して基準になる直線です。 

 

• ベースラインより上の振幅値は “ピーク” と
して現れ、ポジティブ（+）と見なされます。 

• ベースラインより下の振幅値は “谷” として

現れ、ネガティブ（−）と見なされます。 
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サンプルデータファイル 
このチュートリアルは、サンプルデータを使って Biopac Student Lab ハードウェアをコンピュータに接続せずに進めて行

くことができるので教室やラボ以外の場所、例えば図書館、コンピュータラボ、または、自宅などで行えます（これらのオ

プションはデータ解析時も同様です）。 
次の手順で｢Gail-L02｣サンプルファイルを開いて下さい。 

1. コンピュータの電源を入れてくだ

さい。 
2. デスクトップにあるアイコンか、

Windows の「スタート」メニュー

から「BIOPAC Student Lab 
4.1」を選択してください。 

Mac: アプリケーション > Biopac 
Student Lab 4.1 からプログラム

アイコンをクリックしてください。 

プログラムを起動するには、デスクトップアイコンをクリックするか、 

 
Windows® のスタートメニューからすべてのプログラムをクリックし、Biopac 
Student lab 4.1 を選択してください。 

 
3. スタートアップウィザードでは

｢BIOPAC レッスンの計測または

解析｣がデフォルトで選択されて

います。 
4. ｢レッスン選択｣から｢保存データ

をレビュー｣を選択して OK をクリ

ックしてください。 
5. Sample Lesson Data フォルダ

を検索してください。 
6. ｢Gail-L02｣ファイルを選択して 

OK をクリックしてください。 
レッスンアプリケーションが開いてい

る時は｢ファイル > 開く｣、またはレッ

スンメニューから Sample Data フォ

ルダへアクセスすることができます。 
 

 
Windows のデフォルトの Sample Lesson Data フォルダの場所:  
ドライブ: ¥Program Files (x86)¥BIOPAC Systems, Inc¥Biopac Student Lab 
4.1¥Sample Data¥Japanese-ja¥Sample Lesson Data 
Mac のデフォルトの Sample Lesson Data フォルダの場所: 
アプリケーション¥Biopac Student Lab 4.1¥Sample Data¥Japanese-
ja¥Sample Lesson Data 

メモ： 「ファイル > スタートアップ

ウィザードを開く」を選択すると

スタートアップウィザードへ戻る

ことができます。 
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BSL 画面 
画面にはデータウィンドウとジャーナルウィンドウが表示されます。これらは一緒に 1 つのファイルに保存されています。 

• データウィンドウには、計測された波形が表示され、ここでメジャメントの測定や解析を行います。 
• ジャーナルには、文字入力ができます。データウィンドウから情報をジャーナルに抜き出し、後で他のプログラ

ムなどにエクスポートできます。 
Biopac Student Lab ソフトウェアには、軸スケールの調節、チャンネル非表示、波形の拡大、グリッド線表示など、デー

タの表示方法が変更できる色々なディスプレイツールが付いており、データの一部分に興味がある場合や、詳しく調べた

い時などに大変便利です。 

7. 画面上でデータウィンドウとジャ

ーナルがどこなのか確認してくだ

さい。 
• データウィンドウは｢グラフ

ウィンドウ｣とも呼ばれ、計

測中と計測後に波形を表示

します。 高 8 波形まで同

時に表示することができま

す。 
• ジャーナルは、計測につい

てのメモ入力や、計測値の

記録など、ワードプロセッサ

と同じ様な役割を果たしま

す。テキストは保存、印刷、

また他のドキュメントへコピ

ーすることができます。 
• レッスン実行時には各レッ

スンのヘルプメニューから

「はじめに」、｢実習手順｣、

および「解析手順」の PDF 
ファイルにアクセスできま

す。レッスン終了後、ジャー

ナルサマリーと「報告」は画

面上で入力でき、印刷した

り、電子メールの添付ファイ

ルとして送信できます（管理

者によって電子メールオプ

ションが有効になっていな

ければなりません）。 

Gail-L02 ファイルは下記のように表示されます。 

Biopac Student Lab 画面 

画面の表示について（上から下へ）： 
 タイトルバー（BSL プログラム名とファイル名） 
 メニューバー（ファイル、編集、表示、レッスン） 
 ツールバー（重複, 分割など、レッスンに必要なボタン） 
 メジャメントエリア（チャンネル選択、タイプ、結果ボックス） 
 チャンネルボックスとチャンネルラベル 
 イベントマーカーエリア（マーカー、テキスト、メニュー） 
 データウィンドウ — 波形表示 
 データウィンドウ用の水平軸スクロール 
 ディスプレイツール（水平軸の右横） — 矢印、I-ビーム、 

ズーム、注釈アイコン 
 ジャーナルツールバー（時間、日付、書式アイコン) 
 ジャーナル 
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ディスプレイツール 
BSL はデータをビューア表示するための幅広い柔軟性を持ち合わせています。従来のチャートレコーダではデータ表示

の変更はできませんが、BSL では視覚上のデータ解析に役立つ拡張、圧縮ができます。データウィンドウ表示の調節を

可能にすることにより、データの表示、および解析をより容易にしています。 
• 複数のチャンネルの表示/非表示を切り替えられます。 
• 波形の一部をズームして値の測定や変化を観察することができます。 
• 波形全体を一度に見ることができるので、波形の動向や不規則な変化などが一目でわかります。 

編集・選択ツール 
8. 編集・選択ツールはデータウィン

ドウの右横にあります。 

編集・選択ツールには矢印、Ｉ-ビーム、ズーム、注釈テキストツールがあり、デー

タウィンドウの右横にあります。 
これらのツールを選択するには、マウスで使いたいアイコンをクリックし

てください。選択されたアイコンは、くぼんだように表示されます。 
選択された各ツールは、データウィンドウ上で次のように変わります： 

 矢印  I-ビーム 

 ズーム  注釈テキスト 
メモ: このチュートリアルを行う時は既定のグラフ表示を拡大して見やすくするよ

うにズームツール  を使うことをお勧めします。ズームツールの使い方： 
• ズームツールをクリックしてください。 

• ズームツールのポインタ  で拡大したい部分をクリック & ドラッグで四

角に囲んでからマウスボタンをはなしてください（例： データの 初から

計測 2 を開始するあたりまで）。 

• グラフは下のように拡大されて表示されるはずです。（詳細は 11 ページ

のズームをご参照ください。） 

アクティブチャンネル 
9. CH 41 ボックスをクリックして CH 

41 を「アクティブチャンネル」にし

てください。 
• アクティブチャンネルのボック

スは、くぼんだように表示さ

れ、波形が表示されているチ

ャンネルの左端についている

ラベルがハイライトされます。 
• このチャンネルラベルをクリッ

クしてもチャンネルを有効に

することができます。 
10. CH 41 ボックスのラベルが変わっ

たことを確認して下さい。 
 
 
 
 
 
 
 

CH 1 非表示, CH 40 アクティブチャンネ

ル（データチャンネルの左端にあるラベ

ル｢積分 EMG｣も含めて色が変わる）、

CH 41 表示  

  
CH 1 非表示, CH 40 表示、 
CH 41 アクティブチャンネル（｢握力｣） 

チャンネルボックスは、データウィンドウの上

のツールバーにあり、どのチャンネルが有効

なのかを確認したり、チャンネルの表示/非表

示に使います。必要なチャンネルだけに集中

したい時や、印刷する波形を設定する場合な

どに便利です。 
1 チャンネル、または、それ以上のデータチャ

ンネルが同時に表示出来ますが、有効にで

きるのは 1 チャンネルのみです。有効になっ

たチャンネルボックスはくぼんだように表示さ

れます。 
アクティブチャンネルのラベルは、チャンネル

ボックスの右側に表示され、そのデータチャ

ンネルはハイライトされます。 
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チャンネル表示/非表示 
11. このサンプルデータでは、デフォ

ルトで CH 1 が非表示になってい

ます。チャンネルを表示、非表示

にするには｢Alt｣キーを押したま

ま、チャンネルボックスをクリック

してください。 
a. CH 1 を表示してください。 
b. CH 1 を非表示にしてくださ

い。 
c. CH 40 を非表示にしてくださ

い。 
d. CH 40 を表示してください。 
• チャンネルを非表示から表示

にしても、そのチャンネルは

有効にはなりません。 

• アクティブチャンネルを非表

示にすると、表示されている

チャンネルの 1 つがアクティ

ブチャンネルになります。 

チャンネルを非表示にしても、データは失われません。ただ単にそのチャンネ

ルを隠すだけなので、表示されているチャンネルに集中することができます。

隠れているチャンネルは、いつでも再表示できます。チャンネルを非表示にし

ている時は、そのチャンネルボックスに “スラッシュ” が入ります。 

      

グリッド表示/非表示 
12. メニューバーの下にあるグリッド表

示/非表示ボタンを使って切り替え

ることができます。 

その他の便利な機能として、グリッドの表示、非表示があります。グリッドとは、

いくつかの水平線と垂直線からなり、それらの線をもとにデータの位置を特定し

やすくします。 

 
13. グリッド非表示をクリックしてグリッ

ド線を非表示にしてください。 
14. グリッドが表示されていないことを

確認してください。 

メモ: グリッド表示/非表示ボタンは

｢保存データをレビュー｣モード使用

時のみに利用できます。レッスン実

行時にグリッドを表示するにはファイ

ル > レッスン設定 > グリッドでキャ

リブレーションをおこなう前に設定し

てください（レッスン 2、11、11A にこ

の設定はありません）。 

 
このグリッド機能は非表示になっているチャンネルも含めて全チャンネルに実行

されます。 
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15. グリッド表示をクリックしてグリッド

線を表示してください。 

 

 
グリッド線の調節はスケール＆グリッドをご参照ください。 

スクロール – 水平軸 
16. 水平軸スクロールバー（時間軸）は

ディスプレイウィンドウの一番下に

あります。 
17. 水平軸スクロールを使ってデータを

移動させてください。 
• 水平軸スクロールは全チャン

ネルをコントロールするように

設定されているので両方の波

形が動きます。 
 
 
 
 
 

水平軸スクロールバーを使用することによって、データの異なる位置へ移動（ス

クロール）することができます。水平軸スケールは、全チャンネルに適用されてい

るので、全波形が同時に動きます。 
スクロールバーは、波形の一部分が表示されている場合に使用可能になりま

す。スクロールボックスを左右にドラッグするか、両端にある矢印をクリックすると

スクロールします。連続的にスクロールを行う場合は、マウスの左クリックで矢印

を押し続けてください。 

 
波形全体が表示されている場合、スクロールバーは暗く表示されます。 

 

 
このサンプルファイルでは、水平軸スケールの時間の単位を｢秒｣で表示してい

ます。各レッスンでは、その内容により も適切な時間表示が設定されていま

す。 
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水平軸スケールの表示範囲は、データの位置によって変わります。 

スクロール  – 垂直軸 
18. 垂直軸スクロールバーはディスプ

レイウィンドウの右端にあります。 

 

垂直軸スクロールバーは垂直軸スケールの隣にあり、アク

ティブチャンネルの波形の位置を変更することができます。

垂直軸スクロールバーはディスプレイウィンドウ右端の上下

全体に伸びていますがアクティブチャンネルのみに適用され

ます。 
垂直軸スケールの表示範囲は、アクティブチャンネルの波形

の位置によって変わります。 
 

19. 垂直軸スクロールを使って CH 41 
｢握力｣の波形を移動させてくださ

い。 
• 垂直軸スケールは各チャン

ネルで独立しているので CH 
40 ｢積分 EMG｣ の波形は動

きません。 

 

     

20. 表示メニューから、水平軸の自動

スケールを選択して波形全体をデ

ータウィンドウに表示させてくださ

い。 

 
表示 > 水平軸の自動スケールは水平軸スケール（計測の開始から終了）を調

節して波形全体をデータウィンドウにすばやく表示させます。スケール間隔は必

ず偶数とは限りませんが、値の調整ができます。 
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21. 表示メニューから、波形の自動ス

ケールを選択して波形をデータウ

ィンドウの中央に表示させてくださ

い。 

メモ — 表示メニューから水平軸の

自動スケールを選択した後、波形

の自動スケールを選択するのが一

番はやく、簡単に波形全体をみる

一般的な方法です。 

   

表示 > 波形の自動スケールは、波形を一番良い位置に表示するため、各チャ

ンネルの垂直軸のスケール（目盛り）と中間点を調節し、波形が垂直軸スケー

ルの約 3 分の 2 を占めるようになる位置に持って行きます。自動スケール後、

目盛りが偶数表示とは限りませんが、手動で調節できます。 

ズーム 

22. ズーム  アイコンをクリックして

ください。 

ズーム  アイコンは、データウィンドウの右上にあります。この機能は波形を

詳しく見るのに大変便利です。 
 

23. ポインタを CH 41 ｢握力｣ 波形の

約 10 秒の位置に持って行き、マウ

スを左クリックしたまま約 12 秒の

位置までドラッグし、領域を選択し

てください。選択された部分は四角

で囲まれます。 

拡大したい波形データの正確な領域がわかっている場合、ズームツールを使っ

てその領域を四角で囲んでください。 

 
24. マウスボタンをはなし、結果を確認

して下さい。 
• 水平軸と垂直軸スケールも 

この領域によって変わります。 

マウスボタンをはなすと、選択された領域がデータウィンドウいっぱいに拡大され

ます。 
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垂直軸スケールは、アクティブチャンネルのみ変わりますが、水平軸スケールは

時間軸のため、全チャンネルが同じ様に変わります。 

25. 表示メニューから、ズームバックを

クリックしてズームを取り消してくだ

さい。 
 

波形の選択された領域を拡大後、表示 > ズームバックで、ズームを取り消し、拡

大する前のスケール設定（水平軸と垂直軸）に戻ることができます。 
ズームバック機能では複数回のズーム操作を取り消すことができます（キーボー

ドショートカット： Ctrl+-）。 
 

軸 & グリッド コントロール 
スケール調節 
26. 水平軸スケールのどこか一部をク

リックして、スケール調節を行うダ

イアログボックスを表示してくださ

い。 
• 軸の範囲とグリッド設定を確

認してください。 
27. 垂直軸スケールのどこか一部をク

リックして、スケール調節を行うダ

イアログボックスを表示してくださ

い。 
 
メモ：垂直軸スケールは各チャンネ
ルで独立しています。 
• 軸の範囲とグリッド設定を確

認してください。 

スケールエリア（水平軸または垂直軸）のどこか一部をクリックすると、スケール

設定ダイアログが表示されます。水平軸または垂直軸の表示変更は、保存され

ているデータ自体を変更したりしません（スケール設定変更によってデータを失

うことはありません）。 
垂直軸は、各チャンネルで独立しているので、スケール設定変更を行いたいチャ

ンネルの垂直軸スケールをクリックしてください。 
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開始/終了（水平軸）と上限/下限（垂直軸）： 表示範囲を設定して、表示したい波

形部分をデータウィンドウに表示させることができます。例： 
• シグナルの周期が毎 2 秒ごと繰り返される場合、水平軸の範囲を 0 から 8 

秒で設定すると画面に 4 周期表示できます。 
• シグナルが -2 から 2 ボルトで変化する場合、垂直軸の範囲をそれに合っ

た値に設定すると 大限表示できます。 
精度： 軸の領域に表示される桁数を設定します。桁数はプルダウンメニューか

ら選択できます。 
グローバルグリッド設定： 全チャンネルに適用されるマスターグリッドの設定ダイ

アログを開きます。 
チャンネルグリッド設定： 1 つかそれ以上のチャンネルに適用するグリッド設定

ダイアログを開きます。 
グリッド： メジャーグリッドは、グリッド線の区間を設定します（例： 水平軸ライン

を 2 秒ごとに入れる、垂直軸ラインを 5 Kg ごとにいれるなど）。 初のグリッド

ラインは、どの値をもとにグリッド線を引き始めるかを設定します。この設定をも

とに、メジャーグリッドで設定された区間ごとにグリッド線を設定します。マイナー

グリッドも 初のグリッドラインをもとに設定されます。これはレッスンがマイナー

部も表示するように設定されている場合のみ表示されます。 
全チャンネル適用： データウィンドウ全てに同じ垂直軸スケールを設定します。

全チャンネルが同じタイプのデータの場合に便利です（例： 2、3 チャンネルの 
ECG データなど）。ボックスをクリックするとオン/オフの切り替えができます。 
OK： ｢OK｣をクリックすると設定が決定されます。 
キャンセル： 変更を希望しない場合は｢キャンセル｣をクリックしてください。 

メジャメント 
メジャメント（測定値）は迅速、正確、そして自動的に更新されます。メジャメントツールは、波形から特定の情報を取り出

すために使われます。各レッスンのデータ解析に使われるので基本的な使い方は必ず理解してください。 
例えば、EMG データで 2 度目に握ったときの握力の増加を知りたいとします。垂直軸スケールでの振幅のピークを見

比べ大体の値の予想をしたり、1 度目と 2 度目のピークを測り、自分で計算して値を出したりもできますが、Biopac 
Student Lab の｢∆（デルタ）｣メジャメントを使うと、簡単に、しかも正確に値を知ることができます。また、編集メニューを

使ってメジャメントデータをジャーナルに貼り付けたり、波形データを Excel など他のプログラムで更に解析するためにコ

ピーすることもできます。 
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メジャメントツール 
28. チャンネル選択、メジャメントタイ

プ、結果の各ボックスがメジャメン

トエリアのどこにあるか確認してく

ださい。 

 
メジャメントエリア: チャンネル選択､メジャメントタイプ、 結果ボックス 
チャンネル選択ボックスのプルダウンメ

ニューには、表示/非表示に関係なく、

そのレッスンで使われている全チャンネ

ルの番号と、｢SC （選択チャンネル）｣

が表示されます。｢SC｣を選択すると、

アクティブチャンネルからのメジャメント

を得ることができ、複数のチャンネルか

ら同じ領域の値を素早く比べる時など

に便利です。SC から他のチャンネルに

切り替えるには、プルダウンメニューか

ら希望するチャンネルをクリックする

か、矢印ツールで、希望するチャンネル

のデータ内をクリックし、そのチャンネ

ルを有効にしてください。 

 
チャネル選択オプション 
メジャメントタイプボックスとは、各チャ

ンネル選択ボックスの隣にあるプルダ

ウンメニューを指します。35 タイプのメ

ジャメント機能からなり、ここから希望

する機能（または「無し」）が選択できま

す。 
メジャメント結果には、計算された値が

表示されます。 

 
メジャメントタイプ 

オプション  
29. 右のメジャメントツールについて読

んで下さい。 
メジャメントツールを使用するには、次のことを行ってください。 

a) チャンネル選択ボックスに測定したいチャンネル番号を設定。 
b) プルダウンメニューから、メジャメントタイプを選択。 
c) 測定したい範囲を選択。 

メモ： 以上の手順は入れ替わってもかまいませんが、有効な測定値を得るには、

これらの 3 つが必ず設定されていなくてはなりません。 
メジャメントについての 2 つの重要点： 
1. 測定値はユーザーが選択した範囲からのデータです。 
2. メジャメントオプションは、基本的なツールとして各レッスンに含まれています。

レッスンによっては、これを使用しない場合もあります。 

選択範囲 
30. 右の選択範囲について読んでくだ

さい。 

メジャメントでの「選択範囲」とは I-ビームツールで選択された範囲を指します（終

点を含む）。 
メモ： マウスボタンが 初に押された場所が「I-ビーム」の始点でボタンがはなされ

た場所がその選択範囲の終点です。 
• 選択範囲とはシングルポイント、範囲、または選択範囲の終点の場合があり

ます。 
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 • もし、画面でポイントが選ばれていなかったり、範囲がハイライトされていな

い場合、メジャメントの結果は意味をなしません。 
• 結果に **** が表示された場合は、選択された場所が適当ではないか、また

は十分でないかを意味します。 
• ポイントや範囲は自動的に選択されません。I-ビームを使って各自で行ってく

ださい。 
シングルポイント選択 

31. I-ビーム  アイコンをクリックして

ください。 

 
32. ポインタをデータ上へ移動させてく

ださい。 
ポインタはデータ上へ移動すると｢I｣に変わります。 

33. マウスボタンをクリックしてくださ

い。 
ポインタの位置に点滅したラインが
現れます。 

1 データポイントが選択されている場合はラインが点滅します。もしラインが点滅し

ていない場合は、マウスボタンが押されたままポインタが移動され、1 データポイン

ト以上が選択されたことを意味します。データの別の場所をクリックすると取り消す

ことができます。 

34. 矢印ツールアイコンをクリックして

選択ポイントを無効にしてください。 
メジャメント結果を得た後、選択ポイントのラインを消したい場合は矢印ツールアイ

コンをクリックしてください。 

範囲選択 （複数ポイント） 

35. I-ビーム  アイコンをクリックして

ください。 
36. ポインタをデータ上へ移動させてく

ださい。 
37. マウスの左ボタンを押したまま、右

へドラッグしてください。 
38. ボタンをはなしてください。 

• 選択された範囲はハイライトさ

れます。 

 
選択範囲はハイライトされて表示 

39. マウスでデータの別の場所をクリッ

クした後、矢印ツールアイコンをク

リックして選択範囲を無効にしてく

ださい。 

メジャメント結果を得た後、選択範囲のハイライトを消したい場合はマウスでデータ

の別の場所をクリック（ワンポイント選択、点滅したラインが現れる）、そしてその後

矢印ツールアイコンをクリックしてください。 
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40. CH 41 握力で ∆（デルタ）を設定

してください。  

41. I-ビーム  アイコンをクリックし

てください。 
42. 握力チャンネルで I-ビームを使っ

て基線から握力のピークまでを選

択してください。 
43. 結果を確認してください。 

• この例では、29.00 Kg の増

加が表示されています。（結

果値はデータによって異なり

ます。） 

I-ビーム  アイコンをクリックして、 I-ビームを有効にしてください。 

 
｢I-ビーム｣の選択範囲によって異なる結果を表示します。 
結果はチャンネルや選択範囲を変更すると自動的に更新されます。 
 

44. 編集メニューのデータウィンドウ

オプションを使って、メジャメントを

別のプログラムにコピーすること

ができます。  
 
メジャメントのコピー — メジャメント値を、データウィンドウから Word ドキュメント

などの別のプログラムへコピーする時に使用します。 
∆ =  8.841378  kg 平均値 =  0.028210  mV-秒 値 =  9.033203  kg 
∆ Ｔ =  0.672000  秒  

波形データのコピー — 波形データの値を、数値のセットとしてコピーする時に使

用します。このコピーに含まれるデータは、I-ビームによって選択された範囲の全

波形データです（非表示波形を含む）。 
秒 握力 EMG 積分 EMG 
4.526 0.0507694 -0.0258789 0.0121948 
4.528 0.0507694 -0.0224609 0.0123364 
4.53 0.0507694 -0.0141602 0.0124744 
4.532 0.0507694 -0.00268555 0.0124585 
4.534 0.0507694 -0.0090332 0.0124524 

グラフのコピー — 波形のグラフをコピーし、別のプログラムに挿入する時に使

用します。範囲が選択されている場合はその範囲のグラフをコピーし、シングル

ポイント選択がされている場合、もしくは範囲が選択されていない場合は波形全

体のグラフをコピーします。メジャメントエリアの上にあるグラフのコピーボタンで

も同じ操作ができます。 
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イベントサマリーのコピー — グラフにあるイベントをクリップボードへコピーしま

す。コピーするイベントを条件で選ぶこともできます。（詳細はイベントとマーカー

をご参照ください。） 

45. 編集メニューのジャーナルオプシ

ョンを使って、メジャメントやその

他のデータを BSL ジャーナルへ

コピーすることができます。  
詳細は、ジャーナルセクションをご参照ください。 

 
メジャメントツール 説明 

面積 面積は下記の図解説明にあるように選択領域の端点間に直線を引き積算用のベースライ

ンとして使い、波形とベースライン間の合計面積（塗りつぶされている部分）を表したもので

す。振幅単位 × 水平軸単位で表されます。 

 
BPM BPM（Beats Per Minute）メジャメントは、 初と 後のポイント間の時間的な差を計算し、

ΔT （ 初の選択ポイントと 後にサンプリングされたポイントの時間差）と 60 で掛けたもの

の逆数を計算することによって BPM を表したものです。既に述べたように、基本的には Δ 
時間及び周波数メジャメントと同じ結果を示し、（（1/ΔT）*60）の式を使うと結果は同じになり

ます。  
メモ: 正確な BPM 値を得るにはI-ビームを使って 1 つの完全な beat-to-beat 区間を選

択してください。方法の 1 つとして、R 波のピークから次の R 波のピークまでを選択するな

どがあります（R-R インターバル）。 
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メジャメントツール 説明 
演算 演算は平均圧力を平均流量で割るなど、他のメジャメント結果を使用した計算を行うときに

使います。 

 
結果ボックスは演算が処理され結果がでるまで｢オフ｣が表示されます。選択範囲を変更す

ると演算結果も自動的に更新されます。 
演算を行うにはメジャメントタイプボックスの右横の青い感嘆符マークをクリックして｢演算メ

ジャメント｣ダイアログを表示させてください。 

 
プルダウンメニューからソースと演算子を設定してください。 

  
メジャメントはそれらの位置でメジャメント表示グリッドにリストされています（例： 一番上の

左のメジャメントは｢行 A: 列 1｣です）。 
ソースメニューには、選択可能なアクティブチャンネルのみ表示されます。他の演算の結果

を用いて演算を実行することはできないため、計算したメジャメントチャンネルはソースメニ

ューで使用できません。 
演算表プルダウンメニュー： 加算、減算、乗算、除算、べき乗 
定数入力ボックスはソースに｢K, 定数｣が選択されると有効になります。 
OK をクリックして演算メジャメントボックスの結果を確認してください。 

相関 相関は選択範囲上にピアソンの積率相関係数があり、2 つのデータセット間の直線関係の

範囲を反映します：  ― 横軸の値、および ix ( )ixf  ― 曲線（縦軸）の値 

データの 2 つの範囲が一緒に動くかどうか判断する為に相関を使用することが可能です。 
関連  相関  
大きい値と大きい値  正相関 
小さい値と大きい値  逆相関 
無関係  ゼロに近い相関 

相関は、選択範囲に対して統計的な相関性（水平軸に関する）を表します。 

相関 = 
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メジャメントツール 説明 
Δ Δ （デルタ振幅）は選択範囲の端点と端点の振幅値の差を表します。ベースラインが 0 （ゼ

ロ）ではなくても、正確で素早く結果が得られるので、ECG データ解析などに役立ちます。 

デルタ  ( ) ( )1xfxf n −=  

Δ S Δ S（デルタサンプル）は選択範囲の端点と端点のサンプルポイント間の差を表します。 

Δ T Δ T（デルタタイム）は選択範囲の端点と端点の時間の差を表します。 

イベント発生振幅値 イベントが定義された時点のメジャメントチャンネル値を検出します。メジャメント結果には単

位がありません。（詳細は BSL PRO マニュアルの 197 ページを参照。） 
振幅値は常にメジャメントチャンネルから取得されます。対象のイベントが定義されているチ

ャンネルと異なっていても良いです。 
イベント振幅は、選択した区間内で T 波の高さの平均などの情報を検出するのに有用な場

合があります。 

イベント数 選択範囲内でイベント数を評価します。メジャメント結果には単位がありません。イベントタ

イプと場所を指定します。（詳細は BSL PRO マニュアルの 198 ページを参照。） 

イベント発生時刻 イベント定義時の時間情報を検出します。メジャメント結果には横軸の単位を使用します。

イベントタイプ、場所、対象を指定します。（詳細は BSL PRO マニュアルの 198 ページを

参照。） 

数式演算 数式演算ダイアログ（BSL PRO マニュアルの 133 ページを参照）を作成し、再帰的な式

（例： X サンプル前の値を求めた式の結果）を構築するために「SC」選択チャンネルの代わ

りに「MC」メジャメントチャンネルを使用できます。選択範囲内のデータは変更されません。 

周波数 周波数メジャメントは、選択範囲の水平軸上（時間軸上）の端点と端点を cycles/sec の周

波数に変換します。周波数メジャメントはその範囲内のΔT の逆数を計算することにより、選

択範囲の端点間の周波数を Hz で出します。 
選択範囲に 1 つ以上の周期が含まれている場合、正確な周波数が出せないので周期の端

点と端点は慎重に選択してください。 
メモ: このメジャメントは水平軸（時間軸）スケールを使用するため全チャンネルに適応さ

れます。 

積分値 積分値は領域選択の 終ポイントまでの間のサンプルデータの積分値を表します。本質的

にはデータを加算していくのと同じす。振幅単位 × 水平軸単位で表されます。 

グレーの部分が結果です。 
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メジャメントツール 説明 
尖度 尖度は頻度分布内の鋭さを示します。（例： 分布の “尾部” のサイズ） 

中央に鋭いピークがある分布は、正の尖度を有しており、平坦な分布は負の尖度を有して

います。正規分布は 0 の尖度です。以下の式は尖度を計算するのに使用されます。 
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n 点を含む信号（x）からの場所： 

線形回帰 線形回帰は、不規則な回帰係数を返し、水平軸の X の単位変化による垂直軸の値である 
Y における単位の変化を説明したものです。ノイズの多い不安定なデータの傾きを出す場

合に良い方法です。 
領域が選択されている場合は選択された全てのデータポイントに対して も適した線の直線

回帰を計算します。 

大値 選択範囲の 終ポイントまでの間のサンプルの 大振幅値を表示します（ 終ポイントを含

む）。 

中央値 中央値は、選択された領域の中央値を表示します。 
メモ: 中央値演算は CPU 負荷が大きいため、演算に時間がかかります。演算を行う直

前までメジャメントボックスは｢無し｣を設定してください。 

平均値 平均値は、選択範囲の 終ポイントまでの間のサンプルデータの平均値を表示します。 

小値 小値は、選択範囲の 終ポイントまでの間の 小振幅値を表示します（ 終ポイントを含

む）。 

モーメント 中心モーメントは、中央分散および選択範囲内でデータの高次モーメントを計算するのに使

用することができる汎用の統計的計算です。（一般的な）整数としての順序を指定します。

中心モーメントは以下の式を用いて計算されます。 

( )

n

xx
mn

i
i

m

∑
=

−
= 1μ  

x — 信号 
n — 時点 
m — 順序 

無し 無しを選択するとメジャメントを表示しません。これは、表示されている複数のメジャメントの

うち、1 つか 2 つだけをクリップボードやジャーナルへコピーしたい場合に便利です。 

P-P P-P （Peak-to-Peak） は選択範囲内の 大振幅値と 小振幅値の差を表示します。 

レート_平均値 選択範囲内でレート出力の平均値を表示します。 

レート_中央値 選択範囲内でレート出力の中央値を表示します。 

レート_標準偏差 選択範囲内でレート出力の標準偏差を表示します。 

サンプル サンプルは、選択された波形でカーソルが位置したポイントの正確なサンプル番号を表示し

ます。サンプリングレートは Biopac Student Lab に自動的に設定されるため、このメジャメ

ントは基本的な解析にはあまり使われません。 

尖度   = 
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メジャメントツール 説明 
歪度 歪度は（通常のガウス分布から離れている）分布内での非対称性を示す統計的尺度です。

（例： 分布が均一に加重されるもしくは先端の方へ向く場合） 
• 正規分布は 0 の歪度です。 
• 著しい左尾部がある分布は負の歪度を有しています。 
• 著しい右尾部がある分布は正の歪度を有しています。 

以下の式は歪度を計算するのに用いられます： 
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n 点を含む信号（x）の場所 

傾き 傾きは、X（水平軸）の単位変化あたりの Y（垂直軸の値）の単位変化を表す偏回帰係数

（非標準化係数）を返します。傾きは次の公式を使用して、選択エリアの終点と始点と交差

する傾きを計算します。「n」は終点のサンプルポイントの値で、「1」は始点のサンプルポイン

トの値を示しています。 

傾き = 
( ) ( )

1

1

xx
xfxf

n

n

−
−

 

この値は通常、水平軸の X の単位変化による垂直軸の値である Y における単位の変化を

説明したものです。サンプリングレートが高い場合、それが傾きの値に影響を与えてしまう

ため、この値は、通常 1 秒当たりの単位（サンプルポイントではなく時間）の変化で表されま

す。水平軸に周波数または任意の単位が表示される場合、傾きは垂直軸の値に応じた単

位変化で表されます。 
参考： ノイズの多い不安定なデータの傾きを出す場合には、線回帰による計測が良い方法

です。傾きはどちらかのカーソル側における 2 サンプル間に引かれた線の傾きを計算しま

す。領域が選択されている時、傾きは選択領域のエンドポイント（始点と終点）と交わる直線

の傾きを計算します。 

標準偏差 標準偏差は、選択範囲の 終ポイントまでの間のサンプルデータの標準偏差値を計算しま

す。 
標準偏差の利点は極端な値やアーチファクトが過度にメジャメントに影響を与えません。 

合計 「合計」メジャメント： 選択範囲から全てのサンプルの振幅値を数学的に合計した値を表示

します。この合計は、より複雑な式の構成要素として使用することが可能です。 

大 Ｔ 大 Ｔ（時間） は、選択範囲の 終ポイントまでの間でのサンプル 大値の水平軸上での

時間を表示します。 

中央値 Ｔ 中央値 Ｔ は、選択された領域の中間値の水平軸上での時間を表示します。 

小 Ｔ 小 Ｔ は、選択範囲の 終ポイントまでの間の 小値の水平軸上での時間を表示します。 

X 軸: Ｔ 
(時間) 

X 軸: Ｔ は水平軸の時間の値を表示します。選択波形上でカーソルが位置するポイントの

正確な値を表示します。領域が選択されている時は、カーソルが 後に置かれた位置の時

間を表示します。 

値 値は I-ビームポインタが位置するポイントの正確な振幅値を表示します。領域が選択されて

いる場合は、ポインタが 後に置かれた位置の値を表示します。 

歪度  = 
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イベント & マーカー 
46. 右のイベントとマーカーについて読

んでください。 
イベントとマーカーは、データの重要な位置を参照するために使用されます。 
基本的なマーカーは次の 2 種類です： 

 追加イベントマーカー — ダイアモンド型で、マーカーテキストボックスの下に

現れ、選択時は赤色になります。このマーカーは、新しい計測を開始すると同時

に時間と共に自動挿入されます。 

 
イベントマーカー — 逆三角形で、マーカーテキストボックスの下に現れ、選択時

は赤色になります。このマーカーは計測中または計測後に手動で挿入できます。

いくつかのレッスンでは予めプログラムされています。 

 
マーカーテキストボックスには、選択されているマーカー（赤色）のラベルが表示

されます。 

イベントを加える 
47. 矢印ツールで、マーカーエリアにあ

る 初の追加イベントマーカーの

右隣をクリックして新しいイベントを

挿入してください。 
48. 挿入したイベントマーカーを選択

し、テキストボックスのカーソルが

点滅しているところへ｢テストマーカ

ー｣と入力してください。 

データを計測後にマーカーエリアでマウスを右クリックして「新しいイベントの挿

入」を選択するとイベントマーカーを挿入することができます。 

 

イベントの選択 
• マーカーテキストエリアの右端

にあるイベント矢印を使うと別

のマーカーを選択することがで

きます。 

   
イベントマーカーを右クリックすると編集、削除、イベントサマリーの貼り付けを行

うことが可能です。 

 
49. 右矢印をクリックしてください。 右矢印をクリックして、現在選択されているマーカーから次のマーカーへ移動して

ください。マーカーラベルとデータの位置も変わります。 
50. 左矢印をクリックしてください。 左矢印マーカーツールをクリックして、選択されているマーカーの 1 つ手前のマ

ーカーへ移動してください。マーカーラベルとデータの位置も変わります。 
51. イベントの 1 つで右クリックをして

イベント編集を選択してください。 
右クリックをしてイベント編集を選択するとイベントパレットが表示されます。この

ダイアログでイベントの編集や、その他いろいろな操作が行えます。 
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52. イベントパレットにある｢検索…｣ボ

タンをクリックしてください。 
53. ｢含まれるテキスト｣のチェックボッ

クスをチェックして｢ 大｣と入力し

てください。 
54. OK をクリックしてください。入力さ

れたテキストを含むイベントマーカ

ーが有効になります。 

ここに検索したいマーカーの詳細を入力してください。 

 
イベントパレットの｢次を検索｣をクリックすると同じ条件を含む次のマーカーへ

移動します。 
55. もしそれ以上同じ条件のマーカー

がない場合は右のダイアログが表

示されます。 

 
56. ステップ 48 で挿入した｢テストマー

カー｣を右クリックしてイベント削除

オプションを選択してイベントを削

除してください。 

｢イベント削除｣機能は元に戻せません。使用する場合はくれぐれも注意してくだ

さい。 

57. イベントの 1 つで右クリックを行い

イベントサマリーをジャーナルへ貼

り付けるオプションを選択してくだ

さい。 

これは、インデックス、時間、種類、ラベルなど、マーカー情報をジャーナルへ貼

り付けます。 

 
58. イベントの 1 つをマウスで右クリッ

クし、イベント編集を選択してイベ

ントパレットを開いてください。 

メモ: イベントパレットには、イベントを編集およびラベリングするための高度な

機能が含まれています。 
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メニュー オプション 
59. ファイルメニューを表示し、どのよ

うなオプションがあるのか確認して

ください。 

名前を付けて保存: 研究室以外の場所か

らでもアクセスできる学校のネットワーク

やその他のアクセス可能なメディアにファ

イルを保存することができます。 
スタートアップウィザードを開く: アプリケー

ションを終了することなくスタートアップウィ

ザードを起動させることができます。 
Dropbox から開く: BSL がインストールさ

れているコンピュータから、Dropbox アカ

ウントに保存されているレッスンファイルに

アクセスすることができます。  
60. 編集メニューを表示し、サブメニュ

ーも含め、どのようなオプションが

あるのか確認してください。 
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61. 表示メニューを表示し、どのような

オプションがあるのか確認してくだ

さい。 

メモ: 水平軸の自動スケールを使用した

後、波形の自動スケールを使用するとデ

ータ全体を画面に表示できます（ 初にデ

ータを開いた時と同じデータ表示ができま

す）。 
  

62. レッスンメニューを表示し、どのよう

なオプションがあるのか確認してく

ださい。 
 

注： MP45 ハードウェアを使用

する場合、レッスン 7, 8, 9, 11, 
11A, 14, 15 および 20 は利用

できません（右参照）。 

 
MP36/35 レッスンメニュー 

 
MP45 レッスンメニュー 

 
BSL PRO ノート — 
サンプルデータファイルをスタートアップ

ウィザードの｢グラフを開く｣オプションで

開いた場合はメニューに更なる解析が

出来る PRO オプションが含まれます。 
機能についての詳細は管理者にた

ずねるか、BSL PRO マニュアルを

ご参照ください。 

 
BSL 解析モード 

 
 

 
BSL PRO 解析モード 
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• ヘルプメニューは変わりません。 
• 変換と解析メニューは PRO モード

のみ表示されます。 
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ジャーナル 
63. 右のジャーナルについて読んでく

ださい。 
｢保存データをレビュー｣モードにはジャーナルが組み込まれており、ノート代わり

に文字を入力したり、メジャメント値やデータの貼り付けができます。 

64. ジャーナルウィンドウのどこか一部

をクリックして、ウィンドウを有効に

してください。 
65. データウィンドウとジャーナルウィ

ンドウの境界線をマウスで左クリッ

クしたままドラッグして、ジャーナル

ウィンドウのサイズを変えてくださ

い。 

 
ジャーナルの書式と編集 
66. 書式のコントロールはジャーナル

ウィンドウの上部にあるジャーナル

ツールバーのボタンを使用して行

えます。テキストの印刷もプリンタ

のアイコンで行えます。 
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67. ジャーナルへの表の挿入や書式

設定は表ツールを使用してくださ

い。 
 

68. 編集 > ジャーナルオプションを使

用すると、選択されたメジャメント

値や、波形データ、グラフのスクリ

ーンショット、およびイベントサマリ

ーをジャーナルへ貼り付けること

ができます。 

 
もし、ある特定のチャンネルのメジャメント値をジャーナルへ貼り付けたくない

場合はそのチャンネルのメジャメントのプルダウンメニューから｢無し｣を選択し

てください。 

時刻と日付の挿入 

 
69. ジャーナルの文字入力の 後でマ

ウスポインタをクリックして位置を

決定した後、タイムスタンプアイコ

ンをクリックして時刻を挿入してくだ

さい。 

ジャーナルにはレポート作成時などに便利な時刻と日付挿入機能がついてい

ます。 
 
タイムスタンプアイコンは “時計” の図で、ジャーナルウィンドウの左上にあり

ます。これをクリックすると、ジャーナル上のマウスポインタで決定された位置

に現在の時刻（コンピュータに内蔵されている時計を利用）が挿入されます。 

 10:36:20 AM （PC の設定によって表記が変わります。） 

70. マウスポインタをクリックして位置

を決定した後、日付スタンプアイコ

ンをクリックして日付を挿入してくだ

さい。 

日付スタンプアイコンは “カレンダー” の図でタイムスタンプアイコンの右隣に

あります。これをクリックすると、ジャーナル上のマウスポインタで決定された

位置に現在の日付（コンピュータに内蔵されているカレンダーを利用）が挿入

されます。 

 2012 年 2 月 29 日 水曜日 （PC の設定によって表記が変わります。） 
文字入力 
71. 文字を入力したい位置をマウスポ

インタで決定し、キーボードを使っ

て文字を入力してください。 

文字を直接ジャーナルへ入力できます。入力位置が決定したら文字を入力し

て下さい。 

 
ジャーナルへメジャメントを貼り付ける 
72. 右のメジャメントの貼り付け機能に

ついて読んでください。 

メジャメントの貼り付け機能  を使うと、メジャメントの種類や値がジャーナ

ルへ貼り付けられます。 
メモ メジャメント値をジャーナルへ貼り付けたくない場合はそのチャンネルの

メジャメントのプルダウンメニューで｢無し｣を選択してください。 
メジャメントの貼り付け方法: 
1. 測定に使用したいチャンネルを矢印ツールでクリックしてチャンネルを有

効にするか、メジャメントチャンネル選択ボックスでチャンネルを設定して

ください。 
2. メジャメントタイプをプルダウンメニューから選択してください。 
3. I-ビームツールを使用して測定したい波形範囲を選択してください。メジ

ャメント結果の値は、I-ビームツールで選択された範囲からの値です。選

択範囲が変更になると値も自動的に更新されます。 
• 例えば、P-P を選択した場合、この値は選択された波形範囲から

の P-P 値です。 大値を選択した場合は選択された波形範囲か

らの 大値となります。 

4.  ボタンか、編集メニューからジャーナル > メジャメントの貼り付けを選

択してジャーナルへメジャメントを貼り付けてください。またはショートカッ

トキー｢Ctrl+M｣でも可能です。 
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73. データウィンドウでチャンネル 41 
を選択してください。 

矢印ツールを使って、選択したいチャンネルをクリックするか、メジャメントエリ

アのチャンネル選択ボックスにチャンネルを設定してください。 

74. メジャメントエリアの 初のプルダ

ウンで CH 41、平均値を設定して

ください。 
75. 次のプルダウンで CH 40、平均値

を設定してください。 
76. I-ビームを使って 初の平らなピー

ク部分を選択してください。 
77. 編集メニューからジャーナル > メ

ジャメントの貼り付けを選択してく

ださい。 
78. ジャーナルに貼り付けられた内容

を確認してください。 

 
 

 

ジャーナルへ波形データを貼り付ける 
79. 右の波形データの貼り付け機能に

ついて読んでください。 

波形データの貼り付けは、選択された波形範囲の全データポイントをジャーナ

ルへ貼り付けます。 
メモ この機能は、多量のデータを大変簡単にジャーナルへ貼り付けます。例

えば、サンプリングレート 200 Hz で計測された１秒間の波形の場合、

200 のサンプルポイントがジャーナルへ貼り付けられます。 
波形データの貼り付け方法: 

a. 選択したいチャンネルを矢印ツールでクリックして有効にするか、メジャメ

ントチャンネル選択ボックスでチャンネルを設定してください。 
b. I-ビームツールを使用して波形範囲を選択してください。 
c. 編集メニューからジャーナル > 波形データの貼り付けを選択してくださ

い。またはショートカットキー｢Ctrl+/｣でも可能です。 

80. I-ビームツールを使用して波形範

囲を選択してください。 
81. 編集メニューからジャーナル > 波

形データの貼り付けを選択してくだ

さい。 
82. ジャーナルに貼り付けられた内容

を確認してください。 

 

 
ジャーナルへグラフを貼り付ける グラフの貼り付けオプションは現在のグラフのスクリーンショットをジャーナル

へ貼り付けます。 

ジャーナルへイベントサマリーを貼り付
ける 

イベントサマリーの貼り付けはイベント全て、または条件に合う一部のイベン

トを計測が行われた時間インデックスと共にジャーナルへ貼り付けます。 

83. ジャーナルファイルはエクスポート

することができます。 
ジャーナルテキストまたはデータを別のプログラムにエクスポートする方法: 
a. BSL ファイルを開いてください。 
b. 希望するジャーナルテキストを選択してください。 
c. 編集 > コピーでジャーナルテキストをコピーしてください。 
d. 使用したい別のプログラムを開いてください。 
e. 編集 > 貼り付けでコピーしたデータを貼り付けてください。 
メモ スプレッドシートにデータを貼り付ける前に、ジャーナルに入力されて

いるコメントなどを削除し、数字の行と列のみのコピーをおすすめしま

す。 
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ジャーナル表計算ツール ジャーナルに表が含まれている場合は表計算ツールが使えます。メジャメント

の値や数値データを簡単に表に挿入でき、それらを基本的な数式を使って計

算することができるので、他の表計算ソフトなどへエクスポートする必要はあり

ません。 

 
表のセルの中でマウスを右クリックしてメジャメントの値を挿入してください。

「行統計」や「列統計」を使って簡単な計算を行い、結果を空のセルに貼り付け

てください。 
ジャーナル上の表で実行できる操作: 

 単一メジャメントの値の挿入 
 全てのメジャメントの値の挿入 
 全てのメジャメントの値をヘッダーと共に挿入 
 表の行と列への合計、平均値および標準偏差 
 数式評価 数式演算の実行 

データ保存  
84. 右の保存機能について読んでくだ

さい。 
各生徒の計測データは各レッスンの終わりに自動的に保存されます。データ

が大幅に変更、もしくは保存データレビューモードの間にジャーナルへの変更

が行われない限り、ファイルを再保存する必要はありません。 
 
保存データレビューモードでは、データ表示ウィンドウの変更、またはジャーナ

ルへ更に情報を入力することが可能です。データウィンドウへの変更を行う

際、どのように画面にデータを表示するのかのみ変更します（元のデータは変

更されません）。変更を保存してもデータを削除することはありません。 

85. ファイルメニューには保存オプショ

ンとして次の 2 つがあります。 
• 上書き保存 
• 名前を付けて保存（新しい名

前、または新しい場所に保存） 
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 上書き保存 
レッスンファイルに適切な名前が付けられ、適切な場所に確実に保存するには

このオプションを推奨します（現在使用しているファイル名で同じ場所に保存さ

れます）。 
名前を付けて保存 
データを家に持ち帰って解析する場合などはこれを選択してください。 
オリジナルファイルのコピーを作成し、保存先を指定できます（フラッシュドライ

ブ、ネットワーク、その他のメディアなど）。 
86. ファイルメニューから上書き保存を

選択してください。 
ファイルは自動的に保存され、確認のダイアログなどは表示されません。 

87. ファイルメニューから名前を付けて

保存を選択してください。 
次のダイアログボックスが表示され、「フォルダの選択」ボタンで保存場所を決

定することができます。 

 

印刷 
88. 右の印刷について読んでください。 

メモ: 印刷する前にファイルは必ず

保存してください。 
 
 
重要！  
印刷機能を使用する時点でデータ

ウィンドウに表示されている波形の

み印刷されます。波形全体が自動

的に印刷されるわけではありませ

ん。 
 

印刷する前に、どのようにデータを印刷するか、画面上で調整できます。全

ての印刷に関するオプションは、データウィンドウにその時表示されている

波形に適応されます。例えば、拡大や、スケールの変更、チャンネルの非

表示などがされている場合、それらの状態のままで印刷されます。これは

データの一部のみを印刷したい時に非常に役立ちます。 
ファイル > 印刷を選択し、使用するプリンタを選択後に「印刷」ボタンをクリ

ックすると、どのようにデータを印刷したいか選択できるダイアログボックス

が表示されます。 
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 印刷ダイアログボックスはプリンタの種類やオペレーションシステムによっ

て異なります。この例では印刷オプションが含まれており、印刷するデータ

の量やページ数が設定できます。 

• 印刷オプション 印刷 ___ プロット/ページ 
データウィンドウに表示されているグラフを、各ページにいくつに分けて

載せるかを設定します。 
• 例えば、「4」を入力すると各ページにグラフの図面が 4 分割され

て印刷されます。 
もし、プリンタがグラフを均等に分割する調節を行った場合、データの

時間スケールは画面での表示とは異なって印刷されます。 
合計 ___ ページ 

画面に表示されているデータを何ページにまたがって印刷するかを設

定します。 
• 例えば、「2」を入力するとデータウィンドウに表示されているグラフ

が均一に 2 ページにわたって印刷されます。 初の左半分のデー

タが 1 ページ目に、残りの右半分が 2 ページ目に印刷されます。 

• 自動調節 印刷する前にソフトウェアによって次の調節が行われるため、画面に表示

されているデータと印刷されたデータとでは多少異なる場合があります。 
• 垂直軸スケール — データウィンドウの垂直軸スケールが奇数の

場合、スケールを調節して偶数にしてから印刷します。 
• イベントマーカー — 関連するイベントテキストと共にイベントマーカ

ーが画面に表示された時、マーカーの真上にあるテキストデータが

印刷され、イベントの正確な時点を示す垂直破線も印刷されます。

もしデータが圧縮（時間間隔が長い）されている場合は、イベントや

イベントテキストが重複、もしくは非表示になる可能性があります。

選択したイベントを印刷するための十分なスペースを確保するに

は時間スケールを拡張してください。 

89. データファイル全体を印刷してくだ

さい。 
a. データウィンドウのどこか一部

をクリックして、データウィンドウ

を有効にしてください。 
b. 表示 > 水平軸の自動スケール

を選択してください。 
c. 表示 > 波形の自動スケールを

選択してください。 
d. ファイル > 印刷...を選択し、印

刷ダイアログの印刷ボタンをク

リックしてください。 
e. プロット数と合計を設定してくだ

さい。 
f. OK をクリックしてください。 

 

90. 印刷された内容を確認してくださ

い。 
 

• ジャーナル印刷 
ジャーナルは、ジャーナルツールバーにある印刷アイコン  で印刷で

きます。 

ジャーナルのページ設定は  アイコンからアクセスできます。 



基本チュートリアル  33 

BSL 終了 
91. ファイルメニューから終了をクリッ

クしてください。 
レッスン実行中は、不注意でアプリケーションを閉じてしまうのを防止

するため、グラフ右上にある  アイコンは使用できません。 
アプリケーションを終了するには、ファイルメニューから終了を選択して

ください。 

 
92. 変更保存のメッセージが表示され

た場合は「はい」または「いいえ」の

どちらかをクリックしてください。 
93. ファイルを閉じ、プログラムを終了

してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

データファイル、またはジャーナルファイルを変更した場合は次のメッ

セージが表示されます。 

 
 
「はい」を選択した場合： 

「名前を付けて保存しますか?」ダイアログが表示されますのでファ

イル保存場所、ファイル名、そしてファイルの種類を選択して「保

存」をクリックしてください。 

 
 
「いいえ」を選択した場合： アプリケーションを閉じます。 

 
その他のデータ保存方法はデータ保存をご参照ください。 
 

 



34  Biopac Student Lab 

レッスン実行 
BSL レッスンを実行するには MP3X ユニットが接続されていなくてはなりません。BSL ソフトウェアがインストールされて

いて、ハードウェアオプションで MP3X ユニットが接続されている場合はコンピュータ画面のメッセージに従ってください。

ここから先はレッスン実行について簡単に説明します。 
重要 — 個人のコンピュータで解析をおこなうための Biopac Student Lab Analysis ソフトウェア

は無料でダウンロードできます。データファイルの閲覧や解析にはハードウェア接続の必要はあり

ません。BSL Analysis ソフトウェアのダウンロードの詳細は www.biopac.com をご覧ください。 
実験セクションの主な目的は、良いデータが得られるようにサポートすることで、解析セクションの主な目的はデータの理

解と、それによって生理学のコンセプトが理解できるようにサポートすることです。各レッスンは、計測がすぐに開始できる

ように設定されおり、解析は計測終了直後、または自宅など、コンピュータのある別の場所でも行えます。 

各ステップの簡易説明 
レッスンマニュアルの左側（水色の部分）は

各ステップの基本的な説明です。 

各ステップの詳細説明 
右側はステップの詳細、コンセプトの説明、またはそれら

に関連するグラフや図が表示されています。 

レッスンは 低 3 人のグループで行うことをおすすめします。レッスン開始前にグループ内から指示者、実験者、被験者

を決めてください。 

指示者 指示者はレッスン実習手順を把握し、実験者と被験者に指示を与えて下さい。また、計測の制限時間にも注意

を払ってください。 

実験者 実験者はデータ計測中に必要に応じてイベントマーカーを挿入してください（PC： F9 キー、Mac： Esc キー）。

マーカーラベルの入力と変更は計測後でも行えます。 

被験者 被験者からはデータを取ります。指示者の指示に従ってタスクを実行してください。心拍数に影響を与えるバイ

オフィードバック現象を防ぐため、データ計測中はなるべくコンピュータ画面を見ないようにしてください。 

1. コンピュータの電源を入れてくださ

い。 
2. デスクトップにあるアイコンか、

Windows のスタートメニュー から

｢BIOPAC Student Lab 4.1｣を選

択してください。 

レッスンを実行するにはコンピュータと MP ユニットが接続されていなくてはな

りません。 
プログラムを起動するには、デスクトップアイコンをクリックするか、 

 
Windows® のスタートメニューからすべてのプログラムをクリックし、Biopac 
Student lab 4.1 を選択してください。 

 
 

 

http://www.biopac.com/
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3. スタートアップウィザードから

｢BIOPAC レッスンの計測または解

析｣オプションを選択し、リストからレ

ッスンを選択してください。 
• ｢保存データをレビュー｣を選択

すると｢開く｣ダイアログを表示し

ます。解析の場合はここでファイ

ルを選ぶことができます。 

 
メモ： MP45 ハードウェアを使用する場合、レッスン 7, 8, 9, 11, 11A, 14, 
15 および 20 は利用できないためリストに表示されません。 
ハードウェアが接続されていない場合、次のメッセージが表示されます。レ

ッスンを実行するには電源、MP ユニットとの接続などをもう一度確認して

から｢再試行｣をクリックしてください。 
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4. ファイル名を入力してください。 ファイル名は他の人と同じにならないよう、ユニークな名前にしてください。

（例： 学生証番号や名前と数字の組み合わせなど。） 

 
ファイル名を入力した後､｢OK｣をクリックするとコンピュータの｢Biopac 
Student Lab｣フォルダの中にある｢Data Files｣（または管理者が設定した

別の場所）にフォルダが作成されます。 
レッスンを実行する時は、毎回同じ名前を使用することをおすすめします。 

他のレッスンを行う時にも同じファイル名を使用するとそれらは同じフォル

ダの中に保存されます。 
同じファイル名は各レッスン 10 回まで使えますが、もしたくさんの生徒と同

じコンピュータを共有していて、同じ名前が既に使用されている場合は、確

認のメッセージが表示されます。 

 
もし、既存のフォルダが自分のものだとわかっている場合は「既存のフォル

ダ」を選択してください。これが全ての個人レッスンファイルを 1 つのフォル

ダに確実に納める方法です。もし、フォルダ名を変更する場合は、使用して

いたフォルダ名に一文字を加えるなどしてください（例： ｢鈴木｣を｢鈴木 2｣

など）。 
同じレッスンで同じファイル名を 11 回目に使用しようとすると、違う名前の

選択を促すメッセージが表示されます。 

 
レッスンの 後に｢終了｣をクリックして計測を終了すると、データには自動

的にレッスンナンバーを識別する拡張子が付けられ、ファイル名をもとに

Data Files フォルダにある各自のフォルダの中に保存されます。拡張子

は｢保存データをレビュー｣モード時に、レッスンによって異なるツールを開

く大変重要な役割を果たします。 
自分のフォルダに入っているファイルは、一般のファイルと同じように移動

やコピーができますが、ファイルはソフトウェアによって自動的に保存される

ので違うフォルダへ移動させたりする場合は、細心の注意を払ってくださ

い。詳細は管理者にたずねて下さい。 
自分の計測データファイル以外のファイルやフォルダは絶対に移動させな

いようにしてください。また、不必要なファイルやフォルダは Biopac 
Student Lab フォルダに入れないようにしてください。 
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5. レッスンマニュアル、およびジャーナ

ルウィンドウ、または管理者の指示

に従ってレッスン計測を行ってくださ

い。 
 
 
 
 
 
 

メモ: 管理者によって計測設定が

異なる場合がありますので不必要

な部分は無視してください。 
 

計測セクションには HTML 形式のジャーナルがあり、詳細が含まれていま

す。ハードウェア設定やデータのサンプルが表示され、タブやビデオを使っ

ての説明でレッスン実行中に時間的なプレッシャーなどを感じても意味の

あるデータが計測できるように工夫されてあります。そして、その後の解析

セクションでデータを解析し、重要なコンセプトが理解できるようになってい

ます。 
通常、各レッスンでは異なるタスクを計測中、または計測の合間に行い、

いくつかのデータを計測します。各計測を開始する前にマニュアルを読

み、どのようなタスクを行わなければいけないか理解しておくことが重要で

す。 

6. レッスンマニュアルまたは管理者の

指示に従ってレッスンを進めてくだ

さい。 

 

レッスンを開始するには｢校正｣をクリックしてください。キャリブレーション

行程でレッスンで計測されるシグナルが も良い条件で計測できるように 
BSL システムを 適化します。 
• オシロスコープなどの計測器を使用する場合、良いシグナルを計測す

るためには管理者がゲインや振幅設定などの調節を各被験者ごとに

行わないといけませんが、Biopac Student Lab では｢校正｣ボタンをク

リックすることで必要な調節が自動的に行えます。 

もし、指示されたハードウェアが接続されていない場合、下のようなメッセ

ージが表示されます。 

 

 
 

 
 

キャリブレーションは自動的に終了します。 
もし、データがスクリーンショットの例のようでない場合は「再校正」をクリッ

クしてキャリブレーションをやり直してください（データは上書きされます）。 
もし、データが例と同じようなら｢次へ」をクリックして 初の計測へ進んでく

ださい。｢次へ」はキャリブレーションが終了した時と各計測で｢一時停止｣を

クリックした後に現れます。 

 
｢次へ」をクリック後、「計測」をクリックしてデータ計測を開始してください。 

 タスクが完了したら｢一時停止｣をクリックしてください。 
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計測されたデータの確認 ｢一時停止｣をクリックした後、次の計測へ進む前にズームツールで特定の

領域を拡大したり、メジャメントで値の測定をしたり、グリッドを表示させたり

してデータを確認することができます。また、次の計測についての準備を再

度確認してください。 

    
 計測中、矢印、I-ビーム、ズームツールは使用できませんが、計測の合間で

は使用できます（使用できない時はグレーで表示されます）。表示メニュー

の機能は計測中も使用できます。 

 
 
 
 

計測をやり直す場合は｢再計測｣をクリックしてください（先ほど計測したデー

タは消えてしまいます）。 
• この｢再計測｣機能はもし何かが上手く行かなかった場合や、手順を間

違った場合などに大変便利です。 
全ての計測が終了した場合は｢終了｣をクリックしてください。 

7. 計測を終了してください。 

 

｢終了｣をクリックすると、次に何をするかをたずねるダイアログボックスが表

示されます。 

 
別の被験者を計測： 同じレッスンの 初の画面に戻ります。必要なセット

アップを行い、新しい被験者の名前を入力し、全計測を繰り返してくださ

い。レッスンによってキャリブレーションを省く場合があります。 
現在のデータファイルを解析： ｢保存データをレビュー｣モードに切り替わ

り、現在のデータが自動的に解析モードで表示されます。 
他のデータファイルを解析： ｢保存データをレビュー｣モードに切り替わり、

「開く」ダイアログから解析したいデータファイルを開くことができます。 
他のレッスン計測： レッスン選択メニューが表示され、他のレッスンが選択

できます。 
別の場所へコピー： 保存場所を指定するダイアログが表示されます （ファ

イル名の変更はできません）。 
Dropbox へコピー： オンラインの Dropbox アカウントへ直接ファイルを保

存できるダイアログを開きます。 
スタートアップウィザードを開く： ファイルを閉じ、スタートアップウィザードを

開きます。 
終了： レッスンウィンドウを閉じ、BSL プログラムを終了します。 
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 各生徒の計測データは各レッスンの 後に自動的に保存されます。 
メモ： ｢保存データをレビュー｣モード中にデータウィンドウの設定やジャーナル

の変更などを行った場合は、プログラムを終了する時に変更を保存するかを

たずねるメッセージが表示されます。 

 
データ解析 - ｢保存データをレビュー｣モー
ド 

ここで計測されたデータを使ってメジャメント値などを解析し、「はじめに」で 
説明されているコンセプトを再確認してください。計測を終了直後、または別の

コンピュータを使ってオフラインでも行えます（ハードウェアの接続不要）。 
各レッスンの「実習手順」の解析セクションで得たメジャメント値は報告セクショ

ンに記入、またはジャーナルウィンドウに貼り付けて保存、印刷などができま

す。報告セクションに記入しなければならないメジャメント値は、 アイコンに 
よってどの項目へ記入するかが示されています。 

レッスンのボタンについて 
レッスンによって、メニューバーの下に次のようなボタンが表示される場合があります。 

 
｢停止｣ボタンはレッスン 1 と 2 のみで、データ計測終了後、EMG の音を聞く

オプションの前に表示されます。 

 ｢聞く｣ボタンはオーディオ出力にヘッドフォンが接続されている場合に EMG 
の音を聞くことができます。 

  ｢重複｣と｢分割｣ボタンはデータウィンドウにあるチャンネルを重ねたり元に戻

したりします。 

 
重複モード 

 
分割モード 
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   ｢グリッド表示｣と｢グリッド非表示｣ボタンはグリッド表示の切り替えをします

（解析モードのみ）。 

 ｢グラフのコピー｣ボタンは波形データを画像としてコピーし、他のプログラム

に貼り付けることができます（解析モードのみ）。 

 

 

｢基線調節｣ボタンはレッスン 5 のみで表示されます。このボタンをクリックす

ると「上へ」と「下へ」ボタンが現れ、波形を少しずつ上下に移動させることが

でき、ベースラインをゼロに合わせることができます。正確な幅振値を測定す

るのには必要ありませんが、波形の印刷が必要な時やグリッドを使用する時

などに役立ちます。「戻る」ボタンをクリックするとこのオプションを閉じて波形

表示に戻ります。 

 
「-」と｢+｣ボタンはグラフウィンドウの大きさを調節します。 

   

 

「固定間隔」と「ランダム間隔」ボタンはレッスン 11 と 11A で追加のレッスン

を行う時に表示され、刺激提示間隔の切り替えを行います。レッスン 11A で
は「強度変更」ボタンも表示され視覚 LED 刺激装置の明るさ/暗さの調節が

できます（「追加のレッスン」実行時のみ）。 
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