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FFTによるインピーダンスの迅速測定法

豊田浄彦水・児島初男*

(平成5年 8刃10臼受理)

A Method of Measuring Impedance Fast using FFT 

。KiyohikoTOYODA and Hatsuo KOJIMA 

Abstract 

An imp日dancemeasuring system based on the fast Fourier transform(FFT) algorithm was 

constructed by application of only commercially available interfaces and C language available 
for an personal computer PC-9801. 

A modification of the sampling system is effective for reducing errors: the aliasing is much 

reduced bec且useof the Nyquist frequency being doubled by using a programmable anti-aliasing 

filter; the moving averaging and cumulative averaging also reduced the noisy variation. This 
modification enables us to acquire accuracy data and successful r巴sultsin the Bode diagram and 

the Cole-Cole plot for a tested dummy cell. The modified impedance m開 surementusing the 

FFT algorithem may be applicable to a plant cell and the measurement time to get frequency 
spectra may be made extremely short巴rthan with an impedance m日ter.

1.はじめに

農産物を含む植物、動物等の生体組織は、細胞構造を

持ち、更に細胞内にミトコンドリアや液脆等の器官を持

つという構造を有している。このような組織を対象に

弱々の操作を行う場合、その物理的、或いは生理的な情

報を得ることが必要となる。これに適した測定法のーっ

として電気インピーダンス測定がある。

電気インピーダンスの測定はColeらの研究以来、生

体情報の計測に用いられているが、刺激に対する神経線

胞膜の応答やイオン流れの解析など、生物学分野に限ら

れた研究に利用されてきた 2，7， 1 J)。しかし、最近では

医用工学分野において肺形状の捻定への応用判、農業分

野において青果物の品質評価:日や鮮度判定5)、物理的

損傷の検出への利用等¥2)が試みられ、応用範囲が徐々

に広がりつつある。

インピーダンスの測定は、一般に、インピーダンスメー

ターにより賂波数を掃引し、各局波数でのインピーダン

スを測定し行われることが多いが、この方法では加

熱!りや乾燥等の環境変化に伴う短時間の環象には、掃

引に望書する時間のため、iJllJ定速度の点でミ十分に対応で、き

* プロセス工学研究室

ない。そのため、 FFT(高速フーリエ変換法)を利用

した迅速なインピーダンス測定法が提案されている 8)。

ノイズ FFT法は FFTによる「多重化の利点

(multiplex advantage) Jを利用し、種々のj毒波数

の信号を個々に印加するのではなく、それらの合成信号

として白色雑音(ホワイトノイズ)を印加し、その応答

信号の周波数成分をFFTIこより求める方法であり、入

出力信号の演算により、各周波数のインピーダンス応答

を同時に求めるものである。本研究ではノイズFFTイ

ンピーダンス法による迅速な測定に適した①ハードウェ

アの檎築、および②データ処理アルゴリズムの凝立を目

的とした。

11.生体の電気インピーダンス特性

多細胞生物の締胞組織は、電気約には、脂質から成る

電気絶縁性の高い締胞膜により、細胞内外の電解質成分

が分離された組織と見倣すことができる。すなわち、電

解質一絶縁物(細胞膜)一電解質といった構造から、総

胞組織は細胞内外の抵抗成分と総胞膜の容量成分より成

る一種の電気回路と等価と見倣すことができ、特有の霞

気的性質を示すことが知られている ¥6) 。

この特性を利用して、細胞組織に主義穏を介して交流信

号を印加し、議気インピーダンスの周波数応答を測定、
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下方にあり、更に、③低周波側(j豆 1MHz)と高周波

側(f>lMHz)にそれぞれ円弧が現れることが挙げられ

る。

このうち、 Cole-Coleプロットの円弧状の周波数応

答は、 Haydenが仮定したように、細胞組織の電気的特

性が電解質一絶縁膜ー電解質の構造を持つことを示して

いる。また、 Haydenmodelで、は、円弧中心はZ'軸上

にあり、軌跡は半円となるので、上記の②とは異なるが、

これは緩織を構成する細胞の分布が影響したものと考え

られ 10) 、Haydenmodelの修正モデルとして、容量成

分が周波数依存性を持つモテソレ(図 1 (c) )により表

現できる 13) 。修正モデルのインピーダンスZの式を以

下に示す。

Z"， 

+Z"，) 

(∞sφ + j sinゆ〕

Cm .j 

ここで、 Z¥Z"は各々、複素インピーダンスZの実

部と虚部、 Zmは細胞膜の複素インピーダンス、 fは周

波数、 φはCole-Coleプロットの円弧の中心角であり、

1 /Ra+ 1 / (R， 

Z' + j • Z" 

Z 
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更に、細胞組織の等価回路モデルを用いて解析すること

により、細胞内外や細胞膜の物理的、或いは生理的状態

を知ることができる。等{沼田路としては図 iに示す

Hayden modelが知られている 3)。

Haydenらは細胞組織の等価回路として、細胞膜に電

気伝導性があることを考慮し、細胞外抵抗R，、細胞膜

容量Cm、膜抵抗Rm、細砲内抵抗R，の4つの素子からな

る回路を作成した。そして、一般にR"，がR，、R，に比

べて非常に大きいことから、 Rmを省略可能とし、図 l

(b)の単純化したモデルを得た。

電気インピーダンス特性の図示には、①インピーダン

スの絶対値の対数loglZIと印加電圧ー電流関の位梧角併

を、それぞれ周波数fの対数に対してプロットした線図

(一般に、制御工学分野で用いられる表現との類似性か

ら、 Bode線[玄!と呼ぶ)と②複素平面ょに複素インピーダ

ンスの濁波数応答軌跡を掲いた線図、所請、

Cole-Coleプロットとがある。 Bode線図とCole-Cole

プロットの植物細胞組織についての測定例を図21こ示す。

植物組織のインピーダンス特殺の特徴として、Q)

Cole-Coleプロットにおいて円孤状の周波数応答が見

られ、また、②円弧は半円状ではなく、中心がZ'紬の

Ra RaC::;> 
Rm 己~

Ra ; apoplasmic resistance， Rs ; symplasmic resistance， Rm ; membrane resistance， 
Cm ; membrane capacitance， 1jl ; constant-phase-angle，ω; frequency 

植物縮胞組織の等価回路モデル(Haydenmodel) 図 l
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植物組織の電気インピーダンス特性(Bode線開およびCole-Coleプロット〉

a. Bode di匂卵胞

図 2
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理想的な容量成分の場合、一 π/2となる。

また、高周波側の円弧は細胞内の膜を持つミトコンド

リアや液胞等の器官の構造により生じるものであり、二

言霊檎造モデル (doubleshell model)により説明でき

るとされている 17) 。

111.実験装霊および方法

トハードウェア構成(図 3) 

雑音発生部 (NG)において、 M系列信号(2値〉を

ローパスフィルターに通して、アナログ擬似雑音(1m "  

勾 20k司z)を作成する。更に、アッテネータ (ATT)

により、約ことO.5V ~こ信号を減衰し、ポテンショスタッ

ト(PS、5厚計測製NPOT-2501)を介して、測定対

象へ信号を印加する。測定対象に加えた電圧信号e( t ) 

と応答電流信号 i( t )はポテンショスタットの出力と

して得られるが、エリアジング (aliasing)を避けるた

め、プログラマブル・ローノfスフィルター (LPF2) 

に通し、帯域を制限する。ディジタル・オッシロスコー

プ (DOS、横河電気製DL1200E)により間待サンプリ

ングされた e( t )と i( t )の信号をGPIBを介してパ

ソコン (PC) ~こDMA転送する。サンプリング周波数

は擬似雑音とLPF2のカットオフ濁波数に対するナイ

キスト襟本化局波数を考慮し、 50kHzとした。パソコン

により、 FFT等の演算を行い、インピ…ダンス Zと佼

NG:noi認 gen釘芭tor

AIT:総tenuator
PN:戸eudc炉問is患

部:p<蕗錯tio晦 E

LP問 :1σwp鰯 filt.釘
OOS:dig拠i蹴 i怒鍛叙群

民;:per冨殴E畠1∞稲野ter

九一一 d脳間.ycell 

φ-揖

←王 52.8組

王国一
11.67nF 2.0凶3

d思nmycell 

Pむ

図 3 ハードウェア構成

相φのBode線図、 Cole-Coleプロット等を求め、ディ

スプレイに表示する。

なお、今回の実験では、測定方法の確立を自的として

いるため、測定対象として植物組織ではなく、再現性に

透したダミーセル(図 3)を用いた。なお、夕、ミーセル

の素子構成は等価回路モデルの図 1 (b)に穏当する。

2. 信号処理アルゴリズム(図4)

①測定した電圧・議流信号データ(2 12点x2)にハ

ニングウインドウを掛け、サンプワングデータの不透続

性による影響を抑制した 1) ②高速フーリエ変換によ

り、電圧・主義流信号を原波数領域に変換し、振幅スペク

トルE( f)、 1(f )を得た。獲に、 LPF2で設定し

た周波数以上(j>20kHz)の部分を除去した。また、

変動の大きい60Hz以下の領域も問様に除去した。③

E(f)、 1( 1 )より複素インピーダンスZと佼相世

を算出し、 Bode線図を作成した。その際、移動平均cl1

点)により、量子化誤差、雑音害事による変動を抑制した。

更に、 E寺院領域の10周期分について穣算平均を行い、測

定精度の向上を図った。④インピーダンスの複素平沼表

図4 信号処理アルゴリズム
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示 (Cole-Coleプロット〉を作成、表示した。 電圧信号e(t)は、一見意味を持たない波形に見えるも

これらデータのサンプリングやDMA転送等のDOSの のの、そのパワースペクトルから、ホワイトノイズと見

制御、 FFT演算6)およびグラフ表示のためのプログラ 倣せるほぼ平坦なスペクトルをもつことが確認された。

ムをQuick-C(MicroSoft社製、Ver.2.0)により作成、 一方、 Iぴjでは、低周波領域びく 5kHz)でダミーセルの

供試した。またデータ整理のため、オフライン処理によ コンデンサ一成分C，..Iこ由来する増加傾向が確認された。

りMacintoshSE/30上のMATLAB(Mathwork.Corp.，Ver. また、 EびjとIω共、 LPF2による帯域制限の効果が

3. 5)を使用した。 f> 20kHzの範留で確認された。

IZlのBode線図では周波数の増加に伴い、細胞外抵抗

3. ノイズFFTインピーダンス法の測定原浬引 に棺当するRa(ー52.8kQ)から細胞内抵抗R，(当

理解を助けるため、測定原理を以下に述べる。測定対 2.8kQ)に遷移する過程が確認できた。しかし、高層

象を線形、時間不変なシステムと仮定すると、印加信号 波側の平衡値(R，)は、測定上限周波数を20kHzに制限し

e(t)と応答信号i(t)との関係は線形応答理論から、イン たため、明確でない。また、位相ゅは、ダミーセルに対

パルス応答関数h(t)により記述できる。 応する周波数応答を示すが、周波数 2kHz0下では直線

L作)=h(t)本 e(t) (3) 

ただし、本は受込み積分 (convolution)を表わす。

これは、 h(t)をフーリエ変換して得られる伝達関数

Hぴjによっても表現される。

1 (f)=H(f) * E(f) (4) 

ここで、 1(f)、E(f)は、 i( t )、 e( t )をそれぞれ

フーリエ変換したものである。

いくつかの周波数に対する応答を測定したい場合、「多

重化の利点J を利用して、 E~加信号として、以下の様に

正弦波の重畳した信号を考える。

e ( t )口 tA， expU (2π f ，t+θk ) } (5) 

θkは各周波数に対する位相で、 θkが Oから 27lまで

ランダムに割り振られている時は白色雑音を表わす。

Akは各周波数に対する重みである。この応答は次式で

表わされる。

i (t)=5Ah H(f k)exp{j(2π f，t+e，) )(6) 

H(f ，)を求めるためフーリエ変換を行うと、

I(j，)=A，H(j，) ej e' =H(jk).E(j，)(7) 

H(f k)= 1 (f ，)・ E*(f ，)/ { E ( f k) 

的な変化を示す。このため、 Cole-Coleプロット上の

Z'> 8 kQの領域で理論値からの偏差が認められた。こ

れは主に、配線、測定部等における環境雑音の混入によ

るものと考えられ、{医局波側でその影響が大きく現れた

ものと，思われる。

今回は、データ処理の一部をオフラインで行ったため、

正確な計測所要時間は不明である。しかし、目安として、

サンプリンク1寺間約200ms、転送時間約500ms、 212点

FFT演算lls(Inte180286+ 80287使用時)であった。こ

のように、所要害時間はCPUの演算速度により大きく依

存するので、より高速なCPUの採用により、所要時間

の短縮が可能と考えられる。従来のインピーダンスメー

タ一等による方法との比較は容易でないが、従来法では、

周波数の掃引に 5~ 6minを要したのに対し、数秒単位

での測定が可能で、あることが示唆され、迅速な測定が十

分可能と判断される。

V.摘 要

• E* (f ，) ) (8) 1.供試した測定システムのハードウェア構成および信

ここで、 1(f，).Eぺf，)およびE(fk)・Eべf，)は相 号処理アルゴリズムにより、ノイズFFTインピ-

E相関関数 (cross-powerspectrum)および自己相 ダンス法によるインピーダンス測定が可能であり、

関関数 (auto-powerspectrum)である。これより、 ダミーセルに対応するBode線図、 Cole-Coleのプ

アドミッタンスはH (f ，)、インピーダンスはH(fk)-1とし ロットが得られることを確認した。

て各々表される。 2.信号処理に探して、アンチエリアジング・フィル夕、

移動平均、穣算平均などの方法がノイズの低減、測

IV.実験結果および考察 定精度の向上に大きく寄与することが分かった。

3. 本研究で示した汎用機器による計il!!Jシステムでも、

電圧信号e(t)と電流信号i(t)[図 5.a，b]、Eびjと 従来のインピーダンスメータ一等に比べて迅速な測

Iぴjのパワースペクトル[図 5.c，d]、インピー夕、ンス 定が可能であることが分かつた。

IZIと位相ゅのBode線図[図 5.e，f]、インピーダンスの 今回の実験では、ノイズ発生器の最高局波数、ポテン

Cole-Coleプロット[図 5.g]を図5に併せて示す。 ショス夕、yトの応答速度の制約から、総定上限局波数は
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