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メディカルトライシステム 

 

学術研究用 



 

機能 & 特長 Multi Trigger System 
 

● 事象関連電位(CNV，P-300)などの視聴覚実験にともなう画像や音声

刺激をコンピュータの画面，スピーカから発生させます。 
 ♪ ♪ ?  ?  ♪ ♪ 

 
 

● 音声(発生させる音声刺激)の波形

の種類，周期，振幅などを指定する

ことにより、容易に音声の作成がで

きます。 

作成した音声は WAV ファイルとして

保存されます。 

 

 

 

 

● 画像，音声の表示順序(刺激の発生パターン)を任意に指定すること

ができます。発生パターンは条件ファイルとして保存されます。 

画像は BMP 及び JPEG ファイル，音声は WAV ファイルです。そのた

め別途入手した BMP及び JPEGファイルや WAVファイルも使用する

ことができます。 

また、刺激に使用する画像および音声は最大 500種類(ファイル)を登

録でき、出力間隔や出力順序など細かい設定ができます。 

 

 



 

● 特定の画像や音声に対して被験者に手押しスイッチを押させることに

より、反応速度の判定および判定結果のヒストグラム表示ができます。

 
 

 
 

● 画像，音声と同期したトリガー出力が行えます。誘発検査機器に接続

し反応波形の加算平均を求めるなど幅広い実験、研究に対応するこ

とができます。 
 

トリガー信号 

多用途脳波計または 
誘発電位測定装置 

Multi Trigger   
System 

記録紙 

 
 

▼ 刺激課題例 

 
 



PC AT互換機 
誘発電位測定装置 

または誘発反応検査装置 

光刺激装置 

電気刺激装置 

トリガー入出力 
※装置によっては、トリガー信号の発信・受信が 

できない場合があります。 

I/O Box 

 

システム構成例 Multi Trigger System
 

1. パッケージ構成 

■Multi Trigger システム (画像・音声刺激システム) ［MTS0410］ 
● 多目的刺激トリガー制御ソフト 

● 音声アンプ・トリガー入出力 BOX（入出力各 10CH） 

● デジタル入出力ボード 

● サウンドボード 

● 手押しスイッチ 

● ヘッドホン 

● 多目的刺激トリガー制御装置 

 

■Multi Trigger システム (画像刺激システム) ［MTS0411V / MTS0412V］ 
● 多目的刺激トリガー制御ソフト 

● トリガー入出力 BOX（MＴS0411：入出力各 10CH、MＴS0412：入出力各 4CH） 

● デジタル入出力ボード 

● 手押しスイッチ 

● 多目的刺激トリガー制御装置 

 

 

2. システム構成例 

 

 

 



 

仕様 Multi Trigger System 
1. 基本システム 

OS Windows XP / Windows 7 (32bit) 

PC 本体：PC/AT互換機 

CPU：PentiumⅢ以上推奨 

RAM：１２８MB 以上 

※PCIスロット・PCI Express１スロット、各１スロットが必要 

ビデオボード VRAM：16MB 以上 
 

2. 入出力 
トリガー入力 10ｃｈ (MTS0412は 4CH) 

トリガー出力 10ｃｈ (MTS0412は 4CH) 
 

3. 測定条件 
取扱い画像ファイル フルカラー BMP、JPEG 最大解像度 1024×768 ﾄﾞｯﾄ 

取扱い音声ファイル WAV ファイル  ※時間制限無し 

画像・音声の混在 可能 

登録ファイル数 最大 500 ファイル 

測定回数 最大 3000回 

呈示周波数（画像） 最大 150Hz（約 7msec）  ※PCの性能に依存 

刺激時間設定 予告刺激時間，命令刺激時間 

予告－命令刺激時間，繰り返し刺激時間 

予告刺激 画像および音声で可能 

ランダム時系列設定 可能 

測定モード マニュアル，内部設定，外部トリガー 
 

4. 測定項目 
反応スイッチ 最大８系統   

反応時間 刺激に対するスイッチの反応時間 (精度 1msec) 

判定項目 正反応，非選択反応，誤反応 

無反応，尚早反応 

反応経過時間 折れ線グラフにて表示 

度数ヒストグラム 反応時間に対するヒストグラム 

正反応時間平均 正反応における反応時間の平均 

標準偏差 反応時間の標準偏差 
 

5.ファイル操作 
測定データ 保存・読み込み可能 

刺激条件 保存・読み込み可能 

デフォルト条件 設定可能 
 

6.印刷 
印刷項目 コメント，刺激条件，測定結果，ヒストグラム 

 

※オプションの MB-SW使用時。標準は４系統。 

※MB-73Lの場合、最大４系統。標準は１系統。 



入出力 BOXによる仕様比較 

Multi Trigger System 

型名 MULTI STIM BOX(トリガー入出力 BOX) 

型番 MB-71P+ MB-72 MB-73L 

制御・表示 

装置 

サポートＯＳ Windows XP / Windows 7 (32bit) 

メインＲＡＭ 512MB以上必須、1GB以上を推奨 

ビデオＲＡＭ 16MB以上必須、32MB以上を推奨、表示分解能(640×400～1280×1024) 

使用スロット数 ２スロット(DI/O、Sound)、画像のみの場合 DI/O用１スロットにて可能 

表示切り替え グラフィックス スキーム機能設定もしくは分配機により切り替え可能 

音圧ボリューム 
40db～110dB 

付属ヘッドホンにて規定 
-- 

入出力 

トリガー入力 10ch 4ch 

トリガー出力 

(同時出力可能) 

10ch(任意チャネルへ同時出力可能) 

Mon.Out、Lev.Out 

4ch 

Mon.Out、Lev.Out 

検査者 SW･IN 1ch 1ch 1ch 

被検査者 SW･IN 2ch、4chスィッチ 1ch 1ch 

被検査者 SW･OUT 2ch、4ch Lev.Out 1ch -- 

測定条件 

取扱画像ファイル BMP、JPEGファイル、文字フォント(任意サイズ可能) 

取扱音声ファイル WAVEファイル 

登録ファイル数 画像、音ともに最大５００ファイル 

測定回数 最大 3000回 

刺激時間設定 

刺激持続時間(100～10000msec) 

刺激間隔時間(100～99999±999msec)  ランダム設定可能 

繰り返し刺激時間(500～99999±999msec)   ランダム設定可能 

連結刺激 トレイン機能により最大５つの連続刺激可能 

ランダム時系列 指定比率により自動シャッフルが可能、手動により任意入れ替えも可能 

測定モード マニュアル、内部設定、外部トリガ 

スケジュール ５つの条件ファイル、測定保存ファイル指定可能 

測定項目 

反応時間 刺激に対するスイッチの反応時間 (msec) 

判定時間 正反応、非選択反応、誤反応、無反応、尚早反応 

反応経過時間 折れ線グラフにて表示 

度数ヒストグラム 正反応時間のヒストグラム表示 

正反応時間平均 正反応時間の平均 

標準偏差 正反応時間の標準偏差 

ファイル操作 

測定データ 保存・読み込み可能 

測定条件 保存・読み込み可能 

デフォルト条件 設定可能 

印刷 印刷項目 コメント、測定条件、測定結果、ヒストグラム 

外形寸法(BNC突起、ゴム足を含む) 320(W)×340(D)×97(H) 320(W)×340(D)×97(H) 220(W)×162(D)×97(H) 

質量 5.8Kg 4.8Kg 2.1Kg 

電源 AC100V±10% 50/60Hz 

 

※ Microsoft，Windowsは、米国 Microsoft社の米国および、その他の国における登録商標です。 

※ その他の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。                              #20150302 
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