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生体信号収録装置  ポリメイト



「どこでも安定して生体計測できるポリメイト」は未来へ続きます

感 性 工 学

建築 環 境 学

福 祉 工 学

食 品 科 学

人 間 工 学

経 営 工 学

心 理 学

　 機 械 工 学

国産第１号の脳波計を開発した優れた技術集団であった旧三栄測器(株)（合併

等の紆余曲折を経て、2001年その歴史を閉じる）の脳波計技術者が中心になり

同年デジテックス研究所で開発されたのがポリメイトです。

ポリメイトは、日本市場から強く求められた小型・バッテリ駆動でポータブルな

ポリグラフ計測をコンセプトに開発され、既に5機種をライナップし市場にお届け

し続けています。

2017年ポリメイトの開発・製造がミユキ技研に技術者を含め移管され、現在では

自社開発のアクティブ電極を搭載した「どこでも安定して計測できるポリメイト」

として信頼を得て、研究機関や多くの産業分野での製品開発に活用されています。



ポリメイトV AP5148

ポリメイトミニ AP108

ポリメイトシリーズ機能比較

機能比較表

開発用言語
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※1 : パッシブ電極アダプタ(AP-U050)が必要
※2 : 脳波キャップ(g.GAMMAcap2)とACT生体電極用ホルダ(AP-P117)必要
※3 : APモニタープロが必要
※4 : オプション
※5 : 無償

ポリメイトプロ MP6000

ポリメイトプロ MP6100

機能  \  機種

アンプの種類

アクティブ電極

パッシブ電極

ウェーブガード脳波キャップ

アクティブ脳波キャップ※2

生体電極入力数

トリガなど生体電極以外の入力数

バッテリ駆動時間(外部電池を使った場合)

PCとの接続方法

本体収録

パソコン収録

リモンタージュ

AP108

ACアンプ

◯

×

×

◯

8

2

4H(12H)

Bluetooth

×

◯

◯※3

AP5148

ACアンプ

◯

  ◯※1

  ◯※1

◯

32

16

4H(12H)

USB
Bluetooth(モニタのみ)

◯

◯(USB)

◯※3

MP6100

DCアンプ

◯

×

×

◯

21

3

4H(12H)

Wi-Fi
有線LAN

◯

◯

◯

MP6000

DCアンプ

◯

×

×

◯

13

11

4H(12H)

Wi-Fi
有線LAN

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

×

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

4

MATLAB API※4

Python※5

C言語※4



ポリメイトシリーズ
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生体信号収録装置

計測ソフトウェアと収録波形の表示ソフトウェアを標準付属しています。

計測ソフトウェア MP MonitorPro

■モンタージュ設定 ■収録条件設定
■被験者情報入力 ■リアルタイム波形表示
■インピーダンスチェック機能 ■収録形態設定

D C ア ン プ で 広 が る

生 体 計 測 の 可 能 性

ポリメイトプロ MP6000

MP6000付属ソフトウェア 

※キャップはオプションです
MP6000パネル

6

表示ソフトウェア MP ViewerPro

■波形再生表示(リモンタージュ、リフィルタ) ■被験者情報表示
■4チャネルのFFT解析 ■イベントログ作成
■外部ファイル出力(PSG共通フォーマット(Ver.1.10)、CSV)

生体信号収録装置

計測ソフトウェアと収録波形の表示ソフトウェアを標準付属しています。

計測ソフトウェア MP MonitorPro

■モンタージュ設定 ■収録条件設定
■被験者情報入力 ■リアルタイム波形表示
■インピーダンスチェック機能 ■収録形態設定

2 1 c h  D Cアンプ搭載アクティブ電極による

DC電位(緩電位)測定を実現！

ポリメイトプロ MP6100

MP6100付属ソフトウェア 

表示ソフトウェア MP ViewerPro

■波形再生表示(リモンタージュ、リフィルタ) ■被験者情報表示
■4チャネルのFFT解析 ■イベントログ作成
■外部ファイル出力(PSG共通フォーマット(Ver.1.10)、CSV)

入力チャネル

サンプリング周波数

電源

動作対応OS

入力チャネル

サンプリング周波数

電源

動作対応OS

生体電極

SENSOR　

AUX　

Pu l s e　

EXT　

最大2,000Hz

バッテリ /  ACアダプタ

Windows10(64bit)
Windows7 (64bit)

13 c h

 5 c h

 3 c h

 1 c h

 2 c h

生体電極

SENSOR

最大2,000Hz

バッテリ /  ACアダプタ

Windows10(64bit)
Windows7  (64bit)

21 c h

 3 c h

DCアンプで運動関連電位などの緩変動電位の測定ができ、

10-20の脳波記録が可能です。脳波・心電図・筋電図・眼球

運動などの多用途入力21ch、呼吸・いびき・脈波・SpO2・体位・

外部入力など、SENSOR 3ch入力に対応しています。

有線LAN、無線(Wi-Fi)、携帯型(本体メモリへ収録)と収録

形態が選択できます。

DCアンプで原波形を収録可能です。脳波・心電図・筋電図・

眼球運動・呼吸・いびき・脈波・SpO2・体位・外部入力など

最大24chのポリグラフ測定ができ、多種多様の使用に対応

できます。

有線LAN、無線(Wi-Fi)、携帯型(本体メモリへ収録)と収録

形態が選択できます。



小型アクティブ電極対応の生体アンプとBluetooth®を内蔵

したワイヤレス生体計測装置です。約80ｇの超軽量・小型で、

脳波・筋電図・心電図・眼球運動などの生体信号をBluetooth®

経由でPCに4時間以上リアルタイムモニタ・収録が可能です。

小型アクティブ電極が対環境性に優れた生体計測を実現します。

ポリメイトシリーズ
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ワイヤレス生体計測装置

モンタージュなどの計測条件設定や計測中の波形表示モニタができる計測ソフトウェアを標準付属しています。
(Viewerソフトウェアはオプションです)

計測ソフトウェア Mobile Acquisition Monitor

■モンタージュ設定 16パターン記憶 ■収録条件設定
■インピーダンスチェック機能 ■被験者情報入力
■リアルタイム波形表示 ■Bluetooth®無線設定

B l u e t o o t h®内臓
約80gの超軽量・小型モデル

ポリメイトミニ AP108

AP108付属ソフトウェア 

入力チャネル

サンプリング周波数

外部入力チャネル

電源

動作対応OS

8ch

500Hz  / 1000Hz*

2 c h

バッテリ

Windows10(64bit / 32bit)
Windows7 (64bit / 32bit)
Mobile Acquisition Monitorの
動作環境

*収録条件による*収録条件による

技術監修

waveguard、waveguard Connect
など、パッシブ電極を使用するための

DINコネクタ型パッシブ電極専用ヘッド

ボックスです。ポリメイトV AP5148

の標準ヘッドアンプ(アクティブ電極

専用)と入れ替えて使用します。

ヘッドボックスV AP-U050

生体信号収録装置

モンタージュなどの計測条件設定や計測中の波形表示モニタができる計測ソフトウェアと収録波形の表示ソフトウェア
を標準付属しています。

計測ソフトウェア AP Monitor

■モンタージュ設定 16パターン記憶 ■Bluetooth®無線設定
■インピーダンスチェック機能 ■被験者情報入力
■タイマー収録設定 ■リアルタイム波形表示 ■収録条件設定

最大48 c h生体信号の収録

32 c hのアクティブ電極または

パッシブ電極にも対応

ポリメイトV AP5148

AP5148付属ソフトウェア 

表示ソフトウェア AP Viewer

■波形再生表示 ■被験者情報表示 ■自動スクロール表示
■リフィルタリング ■4チャネルのFFT 4帯域含有率表示
■ページ単位の波形印刷 ■イベントログ作成
■指定区間データエクスポート(PSG共通フォーマット(V1.10),CSV)

入力チャネル

サンプリング周波数

電源

収録メディア容量

動作対応OS

48ch (生体電極32ch )

最大8,000Hz*

バッテリ /  ACアダプタ

最大32GB

Windows10(64bit)
Windows7  (64bit)

小型アクティブ電極を標準採用した、本体400gのアンプ

とBluetooth®を内蔵した生体信号収録装置です。

携帯可能な小型・軽量でありながら最大48chの生体信号

記録が可能で、各種生体信号をCFメモリカードに最長約12

時間以上の連続収録ができます。小型アクティブ電極が対環

境性に優れた生体計測を実現します。



誘発電位への応用

ポリメイトと組み合わせて各種誘発電位計測を行うことができます。

ポリメイトの種類により最大サンプリング周波数が異なるために測定できる項目が異なりますが、P300などの

事象関連電位の測定にはすべてのポリメイトで可能になります。事象関連電位の計測では音・画像・文字刺激

など多彩なタスク提示装置がラインアップされ、ここでは反応時間の計測も可能です。
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■Trigger Select Average
トリガ信号に同期した切り出しを
行い加算するプログラム

■ERP Analysis Viewer
トリガ識別加算ツール機能プロ
グラムで加算された脳波の目視に
よる再加算が行え、反応波にマーキ
ングして値を計測できます。

■EP Map Viewer
加算された誘発電位のマッピング
表示を行います

■EP Grand Average Viewer
複数の被験者の結果を加算する
ことができます。

刺激シーケンスプログラム
のるぷろライトシステム製

マルチトリガシステム
メディカルトライシステムズ製

オートマーキング機能で潜時と振幅を計算します

加算波形の表示や
タスク間の加減算が可能で
マッピング表示できます

タスク提示装置・プログラム ポリメイト 解析プログラム

MP6000

ERP

VEP

AEP

SEP

MEP

MP6100 AP5148 AP108

△ : 条件により測定可能

［ERP］事象関連電位  ［VEP］視覚誘発電位
［AEP］聴覚誘発電位  ［SEP］体性感覚誘発電位
［MEP］運動誘発電位

誘発電位対応表

△

△

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

△

△

△

△

複数人数同時測定の研究に

●個人の脳活動からは知りえない複数人との同期活動する脳の研究

●対面での会話において左下前頭皮質の同期活動の研究

●感情の表出や協調・共感を生む非言語的なコミュニケーション手段の研究

●実際に複数人で協調して行う際の脳活動の研究

Bio File Collection Toolプログラムで最大４ファイルまでの合成が可能

PSG共通フォーマット（Ver.1.10）ファイルを最大4ファイルまで、開始位置を合わせて1つの
ファイルに合成できます。また、オプションとして最大16ファイルまで対応可能です。

グループ作業時などの同時計測データの比較解析に

音楽鑑賞、複数人で操る人形操作、会議など同一環境下で収録された複数人のデータを1つに合成
して解析することができます。これにより、被験者間の生体情報の関連などを比較解析できます。

違う環境下で測定された複数データの比較解析に

室温18℃と30℃の環境下での測定データや異なるフレグランスが漂う室内での測定データなども、
1つのファイルに合成することで、環境の違いによる経時的変化の比較解析ができます。

EEG CDM（脳波CDM解析）プログラムで短い時間の出来事を解析可能

Complex Demodulation Method（CD法）で解析することで、短時間分解能の帯域周波数解析を
行うことができます。各被験者の短時間の変化の違いを観察できます。

ポリメイトプロ MP6000 / MP6100 ポリメイトミニ AP108ポリメイトV AP5148

ポリメイトは小型軽量で、ワイヤレスでもデータ収録ができるなど機動力に優れており、複数人同時測定

(ハイパースキャニング)の研究に適しており、以下のような応用が考えられます。

1

1

2

3

2 3

2名の音楽鑑賞中の脳波

被験者A,Bで同じ音楽を聴いている時の
周波数変化を時間周波数解析で表示 被

験
者
A

被
験
者
B

被験者A（C3)

被験者B（C3)

被験者A（O1)

被験者B（O2)



呼吸センサ×2  ストラップ×2組 PVDF式

心理実験でも活躍するポリメイト
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非観血式連続血圧計 赤外線酸素モニタ装置

医療機器認証番号 : 221AFBZX00122000

NIRO-200NX
指一本で、観血式と同等性能の非観血式連続血圧測定が可能

■血圧波形のアナログ出力

心理学分野では各種生理視標を計測することにより、心の変化を客観的に捉えるという目的からポリグラフ

計測が一般的な手法です。この際の生体計測では各種タスク提示に対する生体信号の反応を捉えて心理状態を

導きます。そのために刺激やタスクの作り方が重要になります。

ポリメイトでは心電図・脳波・筋電図・眼球運動・GSRなどのほか、センサやトランスデューサを用いて、体温・脈波・

呼吸・SpO2・血流なども測定できます。さらに非観血血圧計や近赤外血流計などと組み合わせてそれぞれが

時間軸の揃ったデータとして同一ファイルに保存できます。それらデータはテキスト形式で外部に取り出すこと

が可能で、研究者自身が作成したプログラムで解析が可能になります。

心理状態のデータ測定・解析にもポリメイトは最適です。 ※推奨ポリメイト / ポリメイトプロ MP6000

バイオトレンドプロ解析プログラム R-Rインターバル(CDM)解析プログラム

収録データを読み出してオフラインで振幅情報(平均、絶対値

平均、P-P 値、最小値、最大値)や脳波周波数解析値、HR解析値、

脈波解析値、呼吸解析値を計測し、トレンド表示とレポート出力

を行うプログラムです。

心電波形からR-Rインターバルを計測し、トレンド表示及び

心拍変動の周波数分析を行い自律神経機能を計測するプログ

ラムです。周波数解析には、Complex Demodulation法(CD法)

を使用して従来のFFT法やMemCalc法では困難であった瞬時

周波数振幅を計算し、LF値、HF値、LF/HF 値のトレンドを細か

い時間分解能で求めることができます。

体　

温

筋
血
流

脈　波

Sp
O2

呼
　
吸

G
S
R

SSR 非観血
血圧

脳
血
流

SSR 非観血
血圧

脳

ポ リ メ イ ト で
計 測 可 能 な
生 体 信 号

DC呼吸センサセット
AP-C034-013(S)  AP-C034-020(S)

体温アダプタ
AP-U019(A)

EDAユニット
AP-U030

皮膚電気活動(EDA)計測装置 米国精神生理学会
勧告回路を採用　 SCL、SCRの同時測定可能

接続にはケーブルMP-C001が必要

g.SpO2sensor 2041

脈派センサ
AP-C030(A)

3軸加速度センサユニット
AP-U166

無線トリガユニット
送信ユニット AP-U051  受信ユニット AP-U052

各種ポリメイトと接続可能。

心拍変動と血圧変動の計測

で、交感神経と副交感神経の

解析ができます。

また、脳波・眼振・心電図・筋

電図などのポリグラフ測定

も可能です。

生体に安全な近赤外光を用

いて組織の酸化状態を非侵

襲・連続的に測定することが

できる赤外線酸素モニタ装置

です。バッテリ搭載により、

研究現場で幅広く利用可

能です。タブレット本体

ビューフィー

呼吸ピックアップⅡキット
DIN(成人用)



EMSEによる解析 全ての脳波解析ができるData Edi tor

Consecutive (記録全体）

Event-locked (トリガ同期解析時間指定）　

Consecutive within Segment（指定したセグメント）

Current Screen Selection（画面で任意に指定）

Concecutive in event-based interval（トリガ同期周波数分解能指定）

複数の計測ファイルを自動解析し（加算・パワースペクトラム・
時間周波数）最後にグランドアベレージファイルを作成します。
解析結果をテキスト出力することもできます。

Time-Frequency Analysys テンプレート方式によるEOGアーチファクト除去

Event Pipelineで複数ファイルの自動実行 多才なFilter Pipeline処理

Power SpectrumとTime-Frequency Analysisは様々な条件で解析が行えます 解析結果の加減算機能

代表的な解析項目Averageと2次元マッピング

Power Spectrumと2次元マッピング

オートピーク検出と潜時・振幅･面積表の作成

モンタージュ作成

EOG除去

不良チャネルの補正

成分分析

チャネル名変更

フィルタリング

ベースライン補正

両波整流

GFP計算

移動平均

Filter Pipeline

Averaging

Compressed Trial Array

Moving Average Baseline

Outlier Rejection

Estimate Covariance

FTT

Coherence

Power Spectrum

Time-Frequency Analysis

Compressed Spectral Array

Spatial Component Analysis

Express Ocular Artifact Correction

Express Heart Artifact Correction

fMRI artifact correction

Find Similar Patterns

Epilepsy

Bipolar Montage

加算平均

周波数解析

FFT

Power Spectrum

Time-Frequency Analysis

Coherence

成分解析

ICA

PCA

EOG除去

ECG除去

除去後

除去前

name Channel latency amplitude Area start stop

N100

N100

N100

P300

P300

P300

Fz

Cz

Pz

Fz

Cz

Pz

0.252

0.252

0.282

0.376

0.366

0.356

3.11E-06

4.50E-06

8.33E-07

-7.61E-06

-1.07E-05

-5.54E-06

1.35E-07

1.14E-07

6.83E-09

-5.84E-07

-9.32E-07

-4.18E-07

0.24

0.24

0.24

0.29

0.29

0.29

0.31

0.31

0.31

0.44

0.44

0.44

ＥＭＳＥは米国Cortech Solutions社のマルチモーダル脳波（脳磁図）解析プログラムでData Editorは各種ポリメイト

データの解析が可能です。フィルタリング処理・波形加算・周波数解析・成分解析・マッピング表示のほかトリガ検出や

眼球運動除去などERP研究に必要な機能が含まれています。さらに多人数の自動解析機能を使うことにより解析の

省力化が期待できます。
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ポリメイトで測定された睡眠データは、ナイトアウルをはじめとする各種解析プログラムで研究用途に広く使用

されています。PSG検査では睡眠ステージと無呼吸検出が基本となる解析ですが、「のるぷろ」ではそれに加えて

様々な角度から睡眠の状態を計測するためのプログラムをラインアップしています。

睡眠ステージ・呼吸解析支援プログラム「ナイトアウルプロ」

ECG/EMG呼吸検出解析プログラム

横隔膜筋電図を記録したデータを読み出して、ECGに混入

する筋電成分あるいは横隔膜EMG成分から呼吸振幅を検出

しトレンド表示するプログラムです。

RWAヒストグラム解析プログラム

睡眠時の脳波データを読み出して、オトガイ筋活動の累積

ヒストグラムの曲線パターンからREM without Atonia

(RWA)の定量化を行い出力するプログラムです。

睡眠要素波解析プログラム

睡眠時の脳波データを読み出してオフラインでComplex 

Demodulation Method(CD法)で周波数解析を行いDSA(Density

Spectrum Array)表示された中から睡眠要素波（α, θ, Spindle, 

δなど）を検出し、その割合や分布を集計し出力するプログラムです。

RWA/NRA解析プログラム

睡眠時の脳波データを読み出して、オトガイ筋活動から

REM without Atonia(RWA)及びNREM Atonia(NRA)を

検出しトレンド表示し、割合を集計出力するプログラムです。

PLMsイベント解析プログラム

睡眠EMG/REMs解析プログラム

CAP解析プログラム

睡眠時の脳波データを読み出してオフラインでCyclic 

Alternating Pattern （CAP）を自動検出、マニュアル修正を

行ってレポートするプログラムです。

睡眠計測はポリメイト 睡眠解析に多彩な「のるぷろ解析プログラム」

ナイトアウルプロは、睡眠ステージ自動解析プログラム「Sleep Stage Analysis」とオート呼吸解析プログラム「Respiration 

Analysis」をセットにした睡眠解析支援プログラムです。自動で睡眠ステージのスコア判定及び呼吸解析を行いヒプノグラム

表示・睡眠変数レポート、呼吸レポートを作成します。

PVDF式
呼吸センサ×2  ストラップ×2組 

PVDF式

ポリメイトは睡眠状態を客観的に評価するPSG検査に適応しています。脳波・筋電図・呼吸・いびきといった睡眠段階を

計測するための生体電極と各種センサを豊富にラインアップし、睡眠中の生体情報を確実に計測できます。※

昨今、睡眠の質が問われていますが、睡眠時無呼吸に代表される睡眠障害は日中のパフォーマンス低下につながるため、

睡眠時の生体計測が重要視されています。ポリメイトで計測された生体情報は「睡眠解析プログラムナイトアウル」で

睡眠段階の経時変化や各種睡眠パラメータの解析やグラフ化ができ、睡眠障害の要因の特定につながります。

さらに呼吸解析のための「Respiration Analysis」ツールを付加することで睡眠時無呼吸解析を行うことが可能です。

※データは日本睡眠学会が提唱するデータフォーマットに準拠しています。

呼吸ピックアップⅡキット
DIN(成人用)

ディスポーザブル・
エアーフローセンサ

電池交換タイプ

体位センサ
AP-C033

SpO2用センサケーブル
MP-C001

g.SpO2sensor
2041

呼吸音センサ
AP-C032

アダプタケーブル付 接続にはケーブルMP-C001が必要

SpO2センサキット
AP-C020(A)

心電図や筋電図を記録した睡眠データを読み出してマニュアル

で指定されたイベント(PLMs

あるいは呼吸イベント)の前後

の各現象(HR,EEG,EMG)パ

ラメータを自動切り出し、イベ

ントタイプごとにレポートする

プログラムです。現象は心拍数

及び心拍のLF,HF変化及び

脳波絶対値振幅、脳波帯域周

波数の瞬時振幅を計測します。

睡眠時の脳波データを読み出してオフラインで筋活動及び急速眼球運動(REMs)を解析します。

オトガイ筋の活動から体動イベント（Twitch, Localized Movement, Gross Movement)を自動検出

（マニュアル修正）を行ってレポート出力します。眼球運動から急速眼球運動(REMs)を自動検出

（マニュアル修正）を行ってレポート出力します。体動イベントとREMsから相同性抑制を示す

Phasic Inhibition Index（PII)を算出することが可能です。
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ポリメイトとモーションキャプチャ

SKYCOM-CONNECT解析表示
SKYCOM-CONNECTにより動作―生体信号の同時解析が
でき、動作に伴う筋電図や脳波の活動部位の時系列変化や
強さを色で視覚的に表示することができます。

リハビリテーション分野への応用
手指訓練課題に対してTMS、tDCSなどを施行し、その前後の
筋電図、目的位置への速度、角度、加速度、軌道等を比較する
ことでその効果、改善を視覚的に、また数値として客観的に
評価できます。

モーションとEMG

モーションとEEG

左右の腕の逆回転時、

歩行中、訓練課題中など

の周波数マップを表示

できます。

モバイル生体アンプ ［EMG・EEG・EOG・ECG・RESP］

ポリメイトプロ
MP6000 / MP6100

ポリメイトミニ AP108

ポリメイトV AP5148

モーションキャプチャ

無線トリガユニット▶
受信機　

※筋活動部位表示、脳波周波数マップ表示はイメージで、実際とは異なります。

投球動作 肩筋電図 筋活動部位表示

脳波周波数マップ表示

刺激前後のカップの軌跡差

2chEMG

刺激前後のカップの
距離が、ある閾値を
超えるとカウントする

親指と人差し指の間隔

親指と人差し指の角度

カップの積算移動距離

動画

手指、カップに張り付けたマーカのキャプチャ画像

カップの移動した軌跡

前後のカップの距離

動作と生体情報の関連を研究するためにバイオモーションキャプチャが有用です。

そのために無線トリガユニットを用いてポリメイトとモーションキャプチャを有機的に結合し、時間軸を

合わせた同時収録が可能です。計測された生体信号はオフラインで動作解析ソフト(SKYCOM-CONNECT)に

取り込まれ、モーションと生体信号の相互関係を詳しく解析することができます。

◀無線トリガユニット
　送信機
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オフライン「のるぷろ解析プログラム」

脳波CDM解析プログラム トリガイベントトレンド解析プログラム

トリガ識別Pro加算ツール機能プログラム

CD法では短時間の時間周波数解析が可能でECoG記録の
HFO解析を行い、皮質上マップが可能です。

ECoG記録による皮質HFOマップ表示

CD法による時間周波数解析を行い、DSA表示をします。任意

でチャネルを拡大でき、指定の周波数範囲のPower値トレンド

グラフや指定時間のパワースペクトラム表示が可能です。

刺激に対する１試行ごとの波形を並べて表示し、自動ピーク検

出を行いピークの時間的変化をトレンドで表示するプログラ

ムです。1試行ごとの波形の細かなピークをマニュアル修正が可能

です。EDAユニットで刺激に対するGSR反応波形を計測・集計

するのに便利です。

収録された脳波から最大16種類（Pro）のトリガ信号に同期した

指定範囲を切り出しながら加算するプログラムで、あらゆる誘発

電位の研究に応用が可能です。切り出された波形は後から見直し

が可能で、１つ１つの切り出し波形を目視しながら加算対象波形を

再選択することができます。

切り出し波形は他のプログラムで利用でき潜時・振幅計測や加減算・

マッピング表示が可能になります。またテキストデータで外部に取り

出して他のプログラムで利用することもできます。

誘発マルチビューワープログラム

トリガセレクトアベレージプログラムで加算された

データの波形を読み出し表示する基本プログラム

です。読み出しファイルは、EP Multiで保存した

EPW形式ファイルの他に、テキスト型で保存された

データを読み出して表示・計測することが可能です。

複数の波形データを比較できるスタック/マルチ

表示機能や加減算機能、移動平均処理、潜時・振幅

計測が可能です。

また、以下のオプションソフトをアドインできます。

マップ表示や再加算機能をアドオンできます。
オプションソフト

■再加算　■マップ表示　■グランドアベレージ



脳波を確認しながら誘発電位のモニタや加算結果をリアルタイムに
確認できます。

ポリメイトを用いてリアルタイム加算を行うプログラムです。

電気刺激装置、パターン刺激装置、音刺激装置、磁気刺激装置な

どと組み合わせてリアルタイムに反応波形や加算結果を確認

できます。（組み合わせるポリメイトによりサンプリング周波数

が異なるために、計測できる項目が制限されます）

左右非対称性脳波モニタ リアルタイム加算モニタ

波形のモニタと同時に脳波の周波数成分をリアルタイムに

CD法による短時間分解能で解析し、左右差指標をリアルタ

イムで表示すると同時にトレンドで経過を表示することが

できます。

リアルタイム「のるぷろ解析プログラム」

トリガ毎のRaw波形を多才に表示

イーピートラベル

フィールドで事象関連電位を測定でき、ポリメイト1台とノートPCで計測と刺激

が行えます（画像の場合は外部モニタが必要）。リアルタイムERP計測で、その場で

結果を確認できると同時に、研究用にオフラインで再加算などの詳細な解析が

可能になります。

CDM-DSA リアルタイム解析モニタ画像収録ツールプログラム

波形のモニタと同時に脳波などの生体信号の周波数成分を

リアルタイムに短時間分解能で解析し、DSA 表示及び帯域

トレンドで表示します。 モニタアラームチャネル数は標準４

チャネル表示（オプションで16チャネルまで拡張）でき、それ

ぞれのチャネルごとにパラメータ及びトレンド表示が可能

です。オプション機能により、トリガイベント信号前後の周波

数成分変化をトリガ DSA 表示で可能になります。

簡易バイオアラームモニタ

波形のモニタと同時に心拍や血圧の最大最小値、規準化脈波

容積値(NP)及び振幅情報をリアルタイムで表示・監視し、設定

されたアラーム値を超えた場合にアラームを出すプログラム

です。 

ポリメイトと組み合わせて動画を長時間PC上で同期収録する

ためのプログラムです。

動画はWebカメラあるいはアナログ画像をUSBに変換する

コンバータを使用します。長時間の画像収録でも波形と同期が

ずれないようにJPEG形式の画像を独自フォーマットでファ

イル保存しています。収録した画像ファイルは、画像再生オプ

ションツール(Video Play Link Tool)で再生することができます。
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ポリメイト

TRIG OUT(2系統)

USB

AP-Monitor
Realtime P300 Test
Realtime CNV Test

収録PC

画像出力
セカンドモニタ



ポリメイト関連製品

オプション
センサ類

アクティブ電極類

パッシブ電極類 / その他

DC呼吸センサセット
AP-C034-013(S)
AP-C034-020(S)

呼吸ピックアップ(胸囲用)
AP-C021(A)

※1 ※2

※1※1

※1※1

※1 : ポリメイトV用　※2 : ポリメイトプロMP6000・ポリメイトV用　(詳細はご相談ください)

EDAユニット
AP-U030

体温アダプタ
AP-U019(A)

体温センサ(耳栓型)
AP-C052

SpO2センサキット
AP-C020(A)

脈派センサ
AP-C030(A)

呼吸センサ(鼻腔用3)
AP-C025

呼吸ピックアップⅡキット
DIN(成人用)

ディスポーザブル・
エアーフローセンサ

g.SpO2sensor 2041

パルテノン電極

無線トリガユニット
送信ユニット AP-U051
受信ユニット AP-U052

カーボン式  3.5Φプラグ  帯1.3m サーミスタ3点式  3.5Φプラグ PVDF式

皮膚電気活動(EDA)計測装置
米国精神生理学会勧告回路を採用
SCL、SCRの同時測定可能

ポリグラフ用ディスポ電極
PPS-EDA

小型ACT生体電極(D)
AP-C151(A)-015

生体電極(銀皿)
MA-C001-15

フォトセンサボックスセット
MG20-001

4bitレベルトリガーボックス
AP-U161

クリップ付きコード(DIN)
MA-C004-015

双極ACT生体電極
AP-C140-020

電極チップ(銀HAT型)
AP-P126

2個パック×25 / 袋  EDA用専用電極

接続にはケーブルMP-C001が必要

体位センサ
AP-C033

呼吸音センサ
AP-C032

3軸加速度センサユニット
AP-U166

電池交換タイプ

ケーブル長1.5m
角形コネクタ4極  5本入

小型クリップ  DIN型 1.5m 10本 / 組

ケーブル長 2.0m

Ag電極  コード長1.5m  10本 / 組
DIN型コネクタ 脳波アンプ用

AP-P130(A)-15  足長15mm
AP-P130(A)-08  足長8mm

装着例

呼吸センサ×2  ストラップ×2組
PVDF式

ウェーブガード
脳波キャップ電極

ウェーブガードコネクト
脳波キャップ電極

耳クリップ
AP-P118

アクティブ電極・生体電極共用

ブルーセンサ
NF-00-S / 12

12個 / 袋  100袋 / 箱

ケンドール電極 アルポ
H124

50個 / 袋  10袋入

ディスポ電極コード(ACT)
AP-C131-015

ケーブル長1.5m
角形コネクタ4極  5本入

SpO2用センサケーブル
MP-C001
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フォトセンサーボックスを使用することにより正確な画像提示
トリガを得ることができ、Power Pointなどで作成した画像提示
でも正確なトリガが可能

タスク画像を提示するとPhoto Sensorトリガ

信号が出力され、ついでLook Targetエリアに

視線が入るとLook Targetトリガが出力され

ます。この状態をCD法による時間周波数解析を行う

とそれぞれの状況に応じて変化する脳波の状態を

ms単位で解析することができます。

タブレット本体

AP108 EXT変換コード
AP-C044

体温アダプタAP-U019(A)用 アダプタケーブル付

Look Targetトリガ

ポリメイトと視線計測

心理学およびニューロマーケティング分野で応用が期待される視線と脳波などバイタルサインとの同時計測は、

本システムを用いることにより従来とは違った新しい研究が期待できます。

Look Target機能により、視線停留に伴う脳機能の解明が期待され、CDMを取り入れることにより視線と脳波の

変化が時系列で研究できます。また、神経科学分野では視線移動とニューロモジュレーションは今後の新しい

研究分野として期待されており、Look Target機能を使って視線停留時点でトリガとして各種の介入を行い、

視運動の解析を行うことができます。

Look Targetトリガ

Photo Sensorトリガ

Photo Sensorトリガ

Look Targetトリガ

脳波視線同期研究システム

GTS-100

ポリメイトミニ
AP108

トリガイベントCDM解析プログラム

非観血式連続血圧計

ビューフィー
携帯型近赤外線組織酸素モニタ装置

PocketNIRS Duo
多目的条件呈示システム

Multi Trigger System

AP-P130(A) -15
AP-P130(A)-08




