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640Mb 

Nyquist frequency 

デジタルデータとは 

Target signal: 20,000Hz 

8000Hz 

44,000Hz 

+ 16 bit (2byte) 

88,000 byte /sec 

316.800 kbyte / h 

X 60 (min)  

317Mb/h  

(Stereo x 2) 

634Mb 
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EEG基本format 

Trigger EEG 
X1 

Trigger / Sampling rate / Visual stimuli 

Jitter of TTL and monitor 

17-22msec in Jitter 

Monitor 

BNC cable 

Cable box 

日本光電ファイルをMATLABへ 

1. 日本光電ファイルをEDFファイルに変換する。 

1. EDF Browser: install & startup 

2. 「Tools」-「Convert Nihon Koden to EDF+」を選ぶ。 

3. 「Select File」で拡張子がEEGのファイルを選択。 

 

2. EDFファイルをMATLABに読み込ませる。 

1. Matlab上で  edfread.m をインストールする。 

2. [例]  EDFファイル‘YJ02501M_1-1+.edf’を読み 
 

[hdr, record] = edfread(‘YJ02501M_1-1+.edf’); 
 

基本脳波解析tips 

EDF: European data format 
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edfRead.m 
https://jp.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/31900-edfread 

>> [hdr, record] = edfread('YJ02501M_1-1+.edf'); 

Step 1 of 2: Reading requested records. (This may take a few minutes.)... 

Step 2 of 2: Parsing data... 

hdr 

例えば、サンプリング周波数は 

Samplingrate = 
hdr.samples(1)/hdr.duration; 

で算出できる。 

NihonKodenの計測１単位長 

0.1秒内に50サンプル点(500Hz) 

ラベルと同じ数 



2017/11/22 

4 

record 

サンプリング値の時系列変化 

脳
波
チ
ャ
ン
ネ
ル
表
示 

record 24ch.の重ね書き 
plot(X,Y) 

plot(X,Y,LineSpec) 

plot(X1,Y1,...,Xn,Yn) 

plot(X1,Y1,LineSpec1,...,Xn,Yn,LineSpecn) 

plot(Y) 

plot(Y,LineSpec) 

plot 
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g-tecファイルをMatlab表示 

1. 拡張子matのファイルをMATLABのワークスペー
スにdrug & dropする。 

 

1. 読み込まれた変数名yには時間テーブル、チャ
ネル毎のEEG, トリガの時系列データが含まれる 

 

g-tecファイルは “name… .m”であり、変換操作は不要 

    (SIMLINK) 

g-tecファイルをMatlab表示 

Sampling  rate 1200Hz 

                     0.0008sec; 0.8msec 

読込データ 

時間テーブル 
トリガ 

データポイント 

ECoG 1Ch.(CCEP)  

テーブル 

時
間

 

データポイン
ト 

電
圧

 

直流成分も計測 
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http://www.yukisako.xyz/entry/fourier-transform 

Matlab 

高速フーリエ変換（FFT） 

(l=0,1,2, ･･･,N-1) 

(Δt = 1, Δω=2π/N) 

N=8 

計算回数を減らせる。 

“周期性を利用“ 
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Raw ECoG with reading task 

Time-frequency analysis 

(TFA) 
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175msec 

周波数解析: Morlet’s Wavelet 
analysis 
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絶対値（ベクトル和） 

位相 

π/2位相が異なるWaveletで信号をス
キャン 

Tallon-Baudry et al., J. Neurosci. 15, 722-734 (1997) 

振幅の影響が少ない 

位相同期画像化 

Support Vector Machine (SVM) 
Linear or non-linear classifier. 
ラグランジュの未定乗数法(Lagrange multipliers) 

 

Maximum-margin hyperplane  

High dimensional space 
Kernel trick 

Regularization(正則化) 
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SLR(Sparse Logistic Regression)  

 ロジスティック回帰は、ベルヌーイ分布に従う変数
の統計的回帰モデルの一種であり、以下のような
形式である。 

 

 

   ここでpiは0か1かの確率であり、 

  α やβ kは重みづけ係数である。 
 

   SLRとは、この重みづけ係数を少数 

   にして判別する。 

Sparse Logistic Regression 
toolbox  ダウンロード 

http://www.cns.atr.jp/~oyamashi2/SLR_WEB.html 



2017/11/22 

9 

SLR 

 Training 99.50%  Test 89.00% 

すべての機能を使うためには、ＭATLABに 

Optimization toolboxが必要である。 

UNIX基本コマンド 

ls –l; fileの詳細表示 
『読む』『書く』『実行する』 

所有者＝読み書き可、実行不可 

wheelグループに所属するユーザ＝読み書き実行全て不可 

wheelグループに所属しないユーザ＝読み可、書きこみと実行不可 

ユーザー名：whoami 

書き換え可能ユーザー； superuser “su” 

Pass word: “                      “ 重要 

ユーザー名：kamady 

         root 

 

属性、コマンド書き換えコマンド： chmod 

chmod    777      file name 

memo 
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File transfer コマンド 
ftp ICON: fftp,                  File zilla 

ftp: “user name” OR “server no. “ 
pwd: “……………….” 

ftp: pwd (どこにいるか) 

        cd ../../../(ディレクトリ上へ移動) 

   ls –l (ファイル表示) 

   bin (binary形式ファイルで転送) 

   mget /…/…/…/file name 

       mput /…/…/…/file name 

         ls –l 

         chmod 777 file name          

ping 172,43,222         ネットワークの接続チェック  

まとめ 

2、どのようにデータを処理前状態にもってくるか 

   Format, Convert 

1、どのような情報がほしいか？ 

3、どのような結果ｗお求めるか？ 

   FFT、時間周波数解析、逆問題解析 

5、基本コマンドとクセへの対処 

4、結果の判別関数はなにをえらぶべきか？ 


