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1.はじめに
現在日本では, 心疾患による死亡者数が 20 万人に達し年々
増加傾向にある[1]. 心臓突然死がその大きな割合を占め, 正確
なリスク評価が求められている。従来 T 波オルタナンス[2]や
QT ディスパージョン[3]などの指標が提案されているがいずれ
も短時間心電図に基づいたものである. 長時間心電図日内変動
との関連についての研究は多くなく, リスク評価指標として確
立されていない.
本研究では, 重篤な心疾患を持つ高リスク患者, 高血圧また
は良性の不整脈を有する低リスク患者, 健常者の 3 グループに
対しダブルコサイナー法及びスプライン平滑化を用いて日内
変動分析を行いグループ間で差異が見られるか検証した.

2.日内変動分析方法
2.1 ダブルコサイナー法
ダブルコサイナー法とは, 周期 24 時間の正弦波に加え周期
12 時間の正弦波を当てはめ日内変動を解析する方法である. デ
(R)
ータ測定開始時刻を時間原点とした R 波生起時刻を{ t n }とす
るとき RRI 時系列をそれぞれ

 t (R)  tn( R1)  ( R ) ( R )
  tn  tn 1
RRI (tn )  RRI  n
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(1)

と定義する. 以後 RRI( t n を x(t ) と表記する. メーサーM,
振幅 A24 , A12 , ピーク時刻 t 24 , t12 を推定するため,
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と置き, 累積二乗誤差を最小とするパラメータを求める.

3.解析データ
重篤な心疾患を持つ, または過去に心疾患が原因で失神など
のイベントを起こしたことのある高リスク患者(High)11 例, 高
血圧または良性の不整脈を有する低リスク患者(Low)14 例, 健
常者(Nomal)25 例の 24 時間測定された心電図データを使用す
る.

4.結果
各グループの RRI に対して, ダブルコサイナー法を用いて
M(sec), 24 時間周期成分及び 12 時間周期成分それぞれの振幅
A24 (sec), A12 (sec), ピーク時刻 t 24 (hour), t12 (hour)を算出し,
同様にスプライン平滑化を用いて振幅 As (sec) ピーク時刻 t s
(hour)を算出した. 以下に平均値±標準偏差を表 1 に示す.
表 1:RRI における各グループの平均値±標準偏差
High(n=11)

Nomal(n=25)

M

0.909±0.137

0.896±0.149

0.878±0.104

A24

0.082±0.030***

0.110±0.049**

0.189±0.079

A12

0.045±0.034***

0.052±0.025**

0.097±0.047

t 24

2.329±5.139*

2.159±1.311***

4.706±2.143

t12
As

4.049±2.174*

3.197±1.538**

5.752±2.464

0.174±0.044***

0.248±0.072***

0.387±0.096

ts

4.444±3.385

3.195±2.232***

6.263±3.633

*:p<0.05, **:p<0.01, ***:p<0.001

2.2 スプライン平滑化
スプライン平滑化とはデータの各点を一つに繋ぐのではな
く, 隣り合う点に挟まれた各区間に対し, 個別の多項式で滑ら
かに繋ぐ方法で, 以下の式(3)より算出する.

d x
dt
2 
 dt 

  ( xn  s(tn ))2  (1   )  
n

Low(n=14)

2

(3)

スプライン平滑化はパラメータ ω の値によって各点への追
従度が決定し, ωの値は 0≦ω≦1 である. 今回はω=0.95 とし
た.

表 1 より, RRI 日内変動振幅 A24 , A12 及び As は有リスク群
(High 及び Low)と健常者の間で統計的有意差が認められた.

5.むすび
RRI 日内変動と突然死リスクの関連について述べた.各種指
標のうち, As は唯一 High と Low の間に有意差が認められた
ことから, リスク評価の有効な指標になりえるものと思われる.
t 24 と t12 において有リスク群と健常者の間に統計的有意差が
認められたが健常者の生活習慣による影響が強く表れたもの
であり, さらに検討が必要である.

参考文献
[1] 厚生労働省, 平成 24 年人口動態統計, 2013.[2] S. M. Marayan
et.al., Prog. Cardiovasc. Dis., Vol. 51, No. 2, pp. 118-127,2009. [3]
T. E. Cuddy et.al., Prev. Cardiol., Vol. 12, No. 1, pp. 27-33, 2009.
図 1. RRI データのシングル(一点鎖線), ダブルコサイナー(破
線)法,スプライン平滑化(実線)当てはめ例
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1.はじめに
現代において世界の糖尿病患者数, 日本の糖尿病患者数と
もに増加している. 日本の糖尿病の患者数は, 約 890 万人と
推計されており, 糖尿病の可能性のある糖尿病予備軍も数に
含めると, 約 2200 万人にもなる. 糖尿病は自律神経障害を引
き起こす場合があることからＱＴ間隔との関連が広く調べら
れているが[1]、長時間連続計測から得られる日内変動との関
連を調べた研究は多くない. 最近ＱＴ間隔の日内変動とイン
シュリン抵抗性との関連が報告され[2]、より詳細な研究が望
まれている. 本研究では QT 間隔と RR 間隔の相関性から糖尿
病患者のリスク評価を行う. 長時間計測した健常者と糖尿病
患者の心拍データを基に QT 間隔と RR 間隔の相関係数および
相互情報量を分析し, 健常者と糖尿病患者の有意差を検証す
る. また, 異なる解析データで比較したときに QT-RR の相関
性に差異があるか検証する.

(a) 健常者

(b) 糖尿病患者

図 2:QT-RR 間隔共変性

以下に相関係数, 相互情報量の beat,mean,median での平
均値および標準偏差をまとめたものを表 1, 表 2 に示す.

2.解析データ

表 1: QT-RR 間隔共変性(相関係数)

19 例の 2 型糖尿病患者(T2DM)と 25 例の健常者(Control)に
対して, それぞれホルター心電図を用いて 24 時間計測したデ
ータを使用する. 各被験者の 24 時間データを心拍毎に QT 間
隔,RR 間隔を計測後(原系列:beat), 100 拍毎の平均値(mean)
と中央値(median) をサンプル点として 1 日分のデータをそれ
ぞれ作成する.

平均標準偏差

beat

mean

median

control

0.855±0.054

0.948±0.017

0.930±0.022

T2DM

0.755±0.104*

0.927±0.046

0.905±0.049

*p<0.001
表 2: QT-RR 間隔共変性(相互情報量)

3.方法
相関性の検証には相関係数と相互情報量を用いた. 相互情報
量とは、相互依存の尺度を示す量で,ある２つの事象において,
一方を知ることによって他方が何であるのか, どの程度の情
報が得られるのかを表す数値的な量である. 以下に相互情報
量の式を示す.

I ( X , Y )   log 2
xX yY

p( x, y)
p( x, y) p( x, y )

(1)

4.結果
図 1 は, 健常者, 糖尿病患者 の QTI と RRI の原系列を日内
変動で表している. 相関係数, 相互情報量を健常者と糖尿病
患者で比較したものを図 2 に示す.

平均標準偏差

beat

mean

median

control

2.656±1.568

2.324±0.282

2.189±0.307

T2DM

0.752±0.237†

1.563±0.321††

1.503±0.332††

†p<0.00001

††p<0.000001

5.おわりに
本研究では原系列, 100 拍ごとの平均値および中央値からな
る 3 つの QT 間隔, RR 間隔の日内変動データを用いて, これ
らの相関性を比較しその有意差を検証した. QT 間隔と RR 間隔
は通常では依存関係があるとされているので,相関係数を分析
した場合その相関性は高い数値を示すとされている. 表 1 ,2
より, 糖尿病患者は健常者と比べて QT 間隔と RR 間隔の相関
係数が低いことから, 糖尿病患者の QT 間隔, RR 間隔の日内変
動には相関性が低い場合が考えられる. また、相互情報量では
より有意な差が確認できたことは、RR-QT の非線形性によるも
のだと考えられる。

参考文献
[1] R. Kumar et al., “Diabetes and the QT interval: Time for debate,”
British J. of Diabetes and Vasc. Dis., Vol. 4, No. 3, pp. 146-150,
2004.
(a) 健常者

(b) 糖尿病患者

図 1:24 時間 RR 及び QT インターバル系列の例

[2] K. Tanaka, T. Ono et al., The Autonomic Nervous System
(Official Journal of Japan Society of Neurovegetative Research),
Suppl., p. 220, 2010.
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1.はじめに

4. 二分類法の検証

心拍変動分析による自律神経の無侵襲的状態推定は標準的
な手法として定着し, 近年ではマンマシンインターフェースを
設計する上で緊張度や臨場感といった生理指標を定量化する
方法として用いられる.我々はこれまで相対心拍スペクトルを
用いた自律神経活動状態の分類法を提案し, 即時分類法に比べ
二分類法を用いた状態分類の精度が高いことを示した[1].
(Sensitivity: 0.749, Specificity: 0.954) しかし, Atropine-supine の
分類精度が他に比べ極端に低く, Atropine-supine を検証したと
ころ Double block として判別される割合が高かった. 本報告で
はこの点を改善した方法を提案する。

2.解析データ

4.1 最適指標の検証
二分類法の利点の 1 つに分類ごとに Base を変え, 最適な
Base を見つけることで分類精度を上昇させることができるの
は先行研究で検証済みである. 本稿では Atropine-supine の分類
精度が低かったということで, 3.方法で示したアルゴリズムの
Atropine-upright の分類時に着目している.
最適な指標の検証で, Wilcoxon 検定を用い有意差を求め
Atropine-upright と Doubleblock を分類する最適な指標をニュー
ラルネットワークに入力した. その結果 MF, LF/HF が最適な指
標となったので図 2 にボックスプロットを示す. 両者ともに中
央値に差が見られるので分類出来ていることがわかる. MF と
LF/HF を Base として全体の二分類法を用いた状態分類を検証
する.

14 名の成人男性(19 歳から 38 歳)を被験者として, 以下のよ
うに仰臥位(supine:S), 立位(upright:U)の 2 つの姿勢でそれぞれ
13 分間の心電図を記録する.
・基準となる control データ(以後状態 C と呼ぶ)を収集し,
propranolol 投与による交感神経遮断(以後状態 P と呼ぶ)
・基準となる control:C データを収集し, atropine 投与による副交
感神経遮断(以後状態 A と呼ぶ)
・基準となる control データを収集し, propranolol 投与及び
atropine 投与による両神経遮断(Double block:以後状態 D と呼ぶ)

3.方法

Fig:2

この心電図の RR 間隔から瞬時心拍を Berger 法により求め,
256 点の FFT(ハーフオーバーラップを用いた 8 回加算)を行い,
各状態のパワースペクトルから LF, LF/HF, HF, MF, 瞬時心拍
から分散, 平均心拍を算出し, ニューラルネットワークを用い
て状態の評価を試みる. 下記に新しい二分類法のアルゴリズム
を示す。

Boxplot of MF and LF/HF

4.2 検証結果
Table:1 Binary Decision scheme
CS
CU
PS
PU

AU

D

CS

1

0

0

0

0

0

CU

0.071

0.858

0

0

0.071

0

PS

0.143

0

0.857

0

0

0

PU

0.143

0

0.286

0.571

0

0

AU

0

0

0

D

0

0
0

1

0

0.118

0.882

5.考察
結果から sensitivity は 0.861, specificity は 0.970 となり
atropine-supine を分類した方法に比べ精度が高くなった.
副交感神経を遮断する Atropine 投与と副交感神経を優位にする
supine の姿勢の組み合わせは Double block のような交感神経,
副交感神経の両神経を遮断する状態と類似しているため, お
互い同じグループとして全体の精度を向上させることができ
たのではないかと考えられる.
参考文献

Fig:1

6 state classification algorithm

[1]S Kaneko, S Yamashita, K Yana(2013), “Individualized
Autonomic State Classification based on Changes in Heart
Rate Variability Indices”, 2013 IEEE EMBC Short Papers
No.3381
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生体電気信号中の交流雑音の除去と高次スペクトル解析
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1．はじめに
脳波 (EEG) や網膜電位図 (ERG)，筋電図 (EMG) といっ
た生体が発する電位を体表面上に装着した電極から記録し
たものは生体電気信号と呼ばれる．こうした生体電気信号
は体内の種々の情報を取得するための重要な手掛かりであ
り，医療のみでなく，人間−機械インターフェースの分野
においてもその活用が広がっており，今後もその応用が期
待されている．
本稿ではそうした生体電気信号の計測と解析に関して，
これまで筆者が取り組んで来た，外来雑音，特に商用交流
電源から混入する交流雑音の除去と，自発脳波の高次統計
解析について述べたい．

2. 生体電気信号中の交流雑音の除去

図 1: ERG への適用

有益な情報を含む生体電気信号であるが，極めて微弱で
あるため，周囲からの様々な外来雑音の影響を受ける．
特に，ERG は光刺激に対する網膜の活動電位を記録する

しかし，この方法では入力 d(k) に交流雑音が含まれて
いなくても，所望信号 (ここでは ERG)s(k) 自身を打ち消そ

弱であること，商用交流電源の基本周波数 (50/60[Hz]) と

うとする成分がフィルタ出力として
∞
∑
y(k) =
s(τ)2(1 − λ)λk−τ cos( f (k − τ))

十数個に及ぶ高調波をその周波数帯域に含むため，混入す

のように表れることが明らかとなった．これは交流雑音と

る交流雑音が大きな支障となる場合がある．また近年では

同じ周波数 f を持ち，アルゴリズムの忘却係数 λ によって

ものであり視機能の客観的な指標であるが，応答電位が微

(2)

τ=0

自発脳波や，誘発波においても上記交流雑音と重なる周波

減衰していく余弦波が s(k) に畳み込まれる事を意味してお

数帯での成分に関する議論も進められるようになってきた．

り，ERG のようなパルス状信号が加えられた場合，参照

筆者らのグループではこれまで，アルゴリズムとして，

信号中の交流雑音の位相に関わらず，信号開始時点を起点

LMS や RLS を含む一般的な枠組みである逐次的な最小二
乗法による適応フィルタ [1] によって所望信号に加わった

として位相の固定された余弦波が減算されるため，この成

交流雑音を除去する場合に，所望信号自体の存在を打ち消

ない．この成分を筆者らは自己除去成分と命名し，種々の

そうとする成分が交流雑音と同様の明確な振動成分となっ

場合についてその対処法を検討している．ERG や誘発波

て表れること，更にこの振動成分は同期加算平均処理では

など，パルス状の信号に対しては信号の持続する間，フィ

減少させられないという深刻な問題が生ずることを指摘し

ルタの動作は継続するが，相関及びフィルタ係数の更新を

てきた [2]．

行わないマスク処理を，脳波や ERG フリッカ検査などの

交流雑音の混入した測定信号を d(k)，商用交流電源から
参照信号として取得した交流雑音を u(k) とする．時刻 k に

分は同期加算平均処理では原理的に減少させることが出来

ような持続的な信号の場合に対しては，フィルタ係数の平
滑化 [3] を提案し，その実用化と，改良を進めている．

依存するフィルタ係数 hℓ (k), (ℓ ∈ {0, 1, · · · , q}) を持つ FIR

図 1(a) は交流雑音 (基本周波数 60[Hz]) が大きく混入す

フィルタを u(k) にかけ，d(k) から差し引く事で ERG の推

る環境下において， 50 代男性の角膜にコンタクトレンズ

定値 e(k) を

電極を装着し，暗順応下での強いフラッシュ光刺激 (時刻

e(k) = d(k) − y(k)
q
∑
hℓ (k)u(k − ℓ)
ここで y(k) =

(1)

ℓ=0

0[msec]) に対する応答電位をサンプリング周波数 1253Hz
で測定したものである．
この信号に対し，適応フィルタ (q = 21, λ = 0.996) に

のように求める．この時，e(k) の指数重み付き二乗和が最

よって交流雑音を除去した結果が (b) である．ERG の特徴

小となるようにフィルタ係数を逐次決定していく方法が適

である a 波，b 波，及び律動様小波が確認できるほど交流

応フィルタによる交流雑音の除去法である．

雑音は除かれ，その効果は大きいと考えられるが，応答の
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図 2: 閉眼安静時のバイコヒーレンス

図 3: 眠気誘発時のバイコヒーレンス 図 4: 位相結合のあるモデルのバイコヒーレンス

後も長く続く振動成分が認められる．フラッシュ光刺激パ

とする線形モデルを考える．

ルス時点から 200[msec] をマスク区間として持つ適応フィ

x(k) = −

ルタで交流雑音除去を試みた結果が (c) であり，(b) にあっ

ai x(k − i) + u(k)

(4)

i=1

た振動成分はなくなっている．この点を明確にするために，

(d) に (b) の信号から (c) を差し引いた信号を示した．(d) に
は，ERG が始まる時点から基本周波数 60[Hz] の振動が抽
出されており，これが提案したマスク処理によって分離除

p
∑

ここで u(k) = c n(k)+

9
∑

c j cos(Ω j (k)+θ j ), Ω j (k) = ω j k+α

k
∑

j=1

ε(l)

l

であり，n(k), ε は正規白色雑音，ω は角周波数，θ は位相
である．角周波数と位相は，それぞれ j = 3, 6, 9 の場合に

去された自己除去成分であると言える．
尚，ここでの提案方法は (有) メイヨーの誘発反応記録装

は ω j = ω j−2 + ω j−1 ，θ j = θ j−2 + θ j−1 の関係とする．

置 PuREC(認証番号:221AGBZX00232000) に採用して頂い

このモデルの出力から求められたバイコヒーレンスを図

ており，既に多数販売され，臨床上有用である事が報告さ

4 に示す．閉眼安静時の脳波は，周波数揺らぎを含む正弦
波と正規白色雑音の和からなる線形システムの出力とし
て解釈できる．一方，ここには示していないが，10[Hz]，

れている [4]．

3. 自発脳波の高次スペクトル解析

20[Hz] 周辺の周波数と，その和である 30[Hz] 周辺の相関

近年，覚醒の度合いを定量化するための種々の研究がな

を除いた場合には，眠気誘発時の推定結果に近い形状と

されている．自発脳波を用いた麻酔の深度のモニタリング

なった．筆者の知る限りでは，パワースペクトルもバイコ

に関しては高次スペクトルのうち三次の統計量であるバイ

ヒーレンスもいずれも表現する脳波モデルとしては初めて

スペクトルが有効であるとされている．筆者らは，計測し

のものである．

た脳波をバイコヒーレンスにより解析し，眠気誘発時の一
つの特徴を捉えた [5].

このモデルに従えば，眠気誘発時にはα波（10[Hz]），
β波（20[Hz]），γ波（30[Hz]）周辺の周波数間の相関が

バイコヒーレンスは，高次スペクトルのうち三次のスペ

弱くなると解釈でき，脳内にα，β，γ波の発生源がある

クトルであるバイスペクトルを，二次のスペクトルである

とすれば，眠気が襲って来るのは，それらの発生源の間の

パワースペクトルで規格化したもので，周波数間の相関の

何等かの結合が切れてしまう事で説明できる可能性が示唆

強さを示す指標となる．一般的な推定式として式 (3) が用

される．

いられる [6]．

d2 (ω , ω ) =
bic
1
2

b 1 , ω2 )
B(ω

参考文献

2

(3)

[1] 鈴木他訳，S. Heikin 著: “適応フィルタ理論”, 科学技術出版,
2000.

バイコヒーレンスを用いて脳波を解析することで，パ

[2] 戸田尚宏: “パルス状信号に混入する交流雑音の適応フィルタ
による除去法とそのフラッシュ光網膜電位図への適用”, 電子
情報通信学会論文誌，Vol.J94-D, No.10, pp.1685–1695, 2011.

b
P(ω1 )b
P(ω2 )b
P(ω1 + ω2 )

ワースペクトルのみによる解析では得ることのできなかっ
た新たな情報を得ることができる可能性がある．
成人男性の前頭部 (Fz) より計測した閉眼安静時（約 25
時間分）と眠気誘発時（約 2 時間分）の脳波のバイコヒー
レンスを解析した結果を図 2，3 に示す．図中の A，及び

B 付近に特徴的なピークが存在することから，10[Hz] 周辺
の α 波と 20[Hz] 周辺の β 波が強く含まれ，その周波数間
にも強い相関があることがわかる．また，閉眼安静時には，

C 付近に特徴的な成分があることから 30[Hz] 付近とも相
関があることがわかる．
ここで，次式のような正弦波と正規白色雑音の和を入力

[3] 村松慎也, 戸田尚宏: “ERG フリッカー検査における適応フィル
タ係数平滑化による交流雑音除去”,ME とバイオサイバネティ
ックス研究会（MBE）, 信学技報, vol. 112, no. 479, MBE201297, pp. 47-50, 2013.
[4] 大高康博他:“Pure reference power line noise reduction を用い
た皮膚電極 ERG の記録”, 眼科臨床紀要 4(11), pp/1064–1069,
2011.
[5] 兼弘光明，戸田尚宏: 眠気誘発時の脳波のバイコヒーレン
ス上での特徴とモデルによる解釈 , 電子情報通信学会論文
誌 D,Vol95-D,No2,pp. 323-330, 2012.
[6] C. L. Nikias etal., “Higher-Order Spectra Analysis - A Nonlinear
Signal ProcessingFramework-”, 1993.
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時間波形制御による皮質下線維の選択的動員に関する検討
上野彩子 1,2，片山統裕 1，辛島彰洋 1，中尾光之 1
1 東北大学大学院情報科学研究科

応用情報科学専攻

バイオモデリング論分野

2 日本学術振興会特別研究員（DC2)

1. あらまし
脳腫瘍摘出のための外科手術の際には，患
者の生活の質（Qualituy of Life, QOL）を維持
するために，脳の高次機能に関わる脳部位や
神経線維を傷つけないことが重要となる．その

で表現されるような波形（Double exponential
waveform）を考案した[3]．
2 A exp((t  t1 ) /  1 )  A exp((t  t1 ) /  2 ), t  t1 ,

I (t )   A,
t1  t  t1  T ,
0,
t1  T  t ,


ため，術前や術中に皮質・皮質下マッピングが

 2  2 1  T .

実施されることがある．皮質・皮質下マッピング

ここで，A, t1,t2 は指数関数の振幅および時定

は，脳表面から直接電気刺激を与えることによ

数，T は矩形波のパルス幅である．この刺激に

って，脳領域の機能や神経線維の位置を同定

対する線維応答を調べたところ，遠位にある線

する手法である[1]．しかし，従来の矩形波を用

維だけを選択的に動員できることが明らかにな

いた電気刺激法では電極―線維間距離選択

った．また，動員される線維の深さは，刺激の

的な刺激ができないため，皮質下の神経線維

振幅に依存して変化した．このことから，

の位置を正確に推定するのは非常に困難で

Double exponential waveform を用いた場合に

あるという問題がある．もし，刺激の時間波形

は，電極―線維間距離選択的な刺激が可能

を制御することで，皮質下の特定の深さにある

であり，かつ刺激に使用した振幅から電極―

神経線維のみを選択的に動員することができ

線維間距離を推定できることが示唆された．

れば，神経線維の興奮が生じるパラメータから
その深さを推定することが可能となり，脳外科

2. キーワード

手術の安全性向上に寄与するものと期待でき

皮質下マッピング，時間波形制御，有髄神経

る．

軸索応答，選択的神経軸索動員

本研究では，ヒト大脳皮質を模擬した三次元
容積導体中にヒト中枢神経有髄線維の数理モ
デル[2]を配置し，刺激電極により惹起される
線維応答をシミュレーションした．
まず，電極から双極矩形波刺激を与えた場
合には，近位の線維で興奮が生じ，遠位の線
維は閾値以下応答となった．したがって，双極
矩形波刺激によっては，電極―線維間距離選
択的な刺激はできないことが分かった．
そこで，次式のように指数関数を含んだ式

参考文献
[1] N. Sanai et al., “Intraoperative stimulation
techniques for functional pathway preservation
and glioma resection,” Neurosurg. Focus, vol.
28, no. 2, Feb. 2010.
[2] W. A. Wesselink et al., “A model of the
electrical behaviour of myelinated sensory
nerve fibres based on human data,” Med. Biol.
Eng. Comput., vol. 37, pp. 228–235, 1999.
[3] A. Ueno et al., “Development of
distance-selective nerve recruitment for
subcortical brain mapping by controlling
stimulation waveforms,” Proc of IEEE EMBC,
IEEE, pp. 912-915, 2012.
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内有毛細胞シナプスの短期可塑性機能が実装された
聴神経線維モデルでのスパイク応答特性
関東学院大学大学院 工学研究科 電気工学専攻

カムサ パーリチャット、 簑 弘幸

ス電流 300 回を繰り返し投与したときのスパイク応答をドッ
トで (中段)、ビン幅 0.1ms の Post Stimulus Time Histogram
（PSTH）(下段) をそれぞれ示している。

1 はじめに
内有毛細胞は、蝸牛のコルチ器に存在し、音響刺激による機
械的な振動を電気的な活動に変換する役割を果たす。内有毛
細胞シナプスでは、適切な大きさの音響刺激のとき、シナプス
前膜から小胞に包まれた化学伝達物質がシナプス後膜へ分泌
され、聴神経で活動電位が生ずる。しかしながら、過大な音響
刺激が持続するときには、活動電位の発火レートが時間の経
過とともに減少すること（順応）が知られている。Meddis[1]
は、このような時間とともに活動が減少する順応、すなわち、
短期的な可塑性を説明する数理モデルを提案している。これ
まで、音響刺激に対する聴神経線維モデルのスパイク応答特
性が調査されてきているが、短期的な可塑性の機能が組み込
まれた聴神経線維モデルでのスパイク応答については明らか
にされていない。本研究の目的は、内有毛細胞シナプスの短
期可塑性機能が実装された聴神経線維モデルにおいて、様々
な大きさの音響刺激に対するスパイク応答特性を調査するこ
とである。

2 方法
Meddis らによる一連の文献 [1], [2] で提案された数理モデ
ルは、より大きな振幅の音響刺激において顕著に観察される、
シナプス小胞分泌の短期可塑性を説明することができる。図

図2

時間長 50ms の音響刺激（50, 60, 70, 80dB）に対する

内有毛細胞シナプス小胞分泌物のレート (上段)、内有毛細
胞シナプス電流を 300 回繰り返し投与したときのスパイク
応答 (中段)、ビン幅 0.1ms の PSTH(下段)

図 2 のラスタープロット（中段）や聴神経線維モデルの PST
ヒストグラム（下段）で示されるように、音圧のレベルが増
加すると共にスパイクの発火レートも増加した。また、音圧
レベルが 50 と 60dB では順応を観測できなかったが、70 と
80dB の時には時間と共にスパイク応答が指数関数的に減少
する順応を顕著に観測することができた。

4 まとめ
日常会話時の音圧レベル 60dB の音響刺激の場合、内有毛
細胞シナプスでの化学伝達物質の補給が間に合うため順応が
観測されず、地下鉄の中のような騒々しい音圧レベル 80dB
の音響刺激の場合、化学伝達物質の補給が間に合わないため
順応が顕著に観測されたと考えられる。
過大な音響刺激に対するスパイク応答の順応は、時間微分
的な短期可塑性の作用を呈し、感覚器としての機能が不能と
なることを避けるうえで、大切な役割を果たしているかも知
れない。
図1

内有毛細胞シナプスでの神経伝達物質分泌/リサイク

ル・プロセスのブロック図

1 で、S(t) は音響刺激（入力）、h×c(t) は内有毛細胞シナプス
小胞分泌のレート（出力）を表している。計算機シミュレー
ションでは、螺旋神経節を持つ 40 のノードで構成される聴神
経線維モデル [3] を用いた。50、60、70、及び 80dB の音圧レ
ベルの 440Hz 正弦波で変調された平滑化非一様ポアソン過程
の内有毛細胞シナプス刺激電流を聴神経線維の 1 番目のノー
ドに与え、一方、聴神経線維モデルの 36 番目のノードで膜電
位（スパイク応答）を記録した。

3 結果
図は、時間長 50ms の 50, 60, 70, 80dB 音圧レベルでの内有
毛細胞シナプス小胞分泌のレート (上段)、内有毛細胞シナプ

参考文献
[1] R. Meddis, “Simulation of Mechanical to Neural Transduction in
the Auditory Receptor,” J Acoust Soc Am. Vol., 79, pp. 702-711,
1985.
[2] C.J. Summer, E.A. Lopez-Poveda, L.P. O’Mard and R. Meddis,
“Revised Model of the Inner-Haircell and Auditory-Nerve Complex,” J Acoust Soc Am., Vol. 111, pp. 2178-2188, 2002.
[3] H. Mino, “Encoding of Information Into Neural Spike Trains in
an Auditory Nerve Fiber Model With Electric Stimuli in the Presence of a Pseudospontaneous Activity,” IEEE Trans. on Biomed.
Eng., Vol.54, pp.360-369, 2007.
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前腹側蝸牛神経核の球型ブッシー細胞モデルでの
自発性発火レートが情報伝送に及ぼす影響
関東学院大学大学院電気工学専攻

新田

弘輝 簑

弘幸

一方、式 (2) において、NANF (t) は非一様ポアソン過程に
従う計数過程であり、その強度関数は次式で表される。

1 はじめに
前腹側蝸牛神経核の球型ブッシー細胞は、一次聴神経か
ら、両耳間時間差を検出する内側上オリーブ核に正確に情
報を提供する役割を果たしている。そのため一次聴神経繊
維から、球型ブッシー細胞へのシナプス結合は、シナプス
前膜での刺激が確実に興奮を惹起するように、Held 終末と
呼ばれる、細胞体を包み込むような特殊な構造で構成され
ている。この特殊な構造ゆえ、雑音上の揺らぎが存在する
余地はほとんどないと考えられている。しかし、一次聴神
経では、音刺激が投与されていないにも関わらず生じる自
発性の発火が観測されている [1]。この自発性発火活動が、
どのような役割を果たすのか、必ずしも自明ではない。本
研究の目的は、確率的なイオンチャネルが実装された球型
ブッシー神経細胞モデルを用いた計算機シミュレーション
によって、刺激が閾値下にも閾値上にもなりうる場合での、
自発性発火の情報伝達への影響を調査することである。

λANF (t) = λspon + λ̃sinsoid (t)
{
λc cos(2π f t) (λ̃sinusoid (t) > 0)
λ̃sinsoid (t) =
0
(otherwise)

(4)
(5)

また、活動電位の発火時刻列からスパイク間隔 T を計算し、
情報レート Irate bits/s を推定した。1 試行当たり 200ms の
測定を行い、異なる刺激波形を 30 種類を用いて、1 つの刺
激波形に対して 30 回、合計 900(30 × 30) 回行った。

3 結果

2 方法
本報告で用いられる球型ブッシー細胞のモデルは、通常
の Hodgkin-Huxley モデルとは異なり、ナトリウム (Na)、
低閾値カリウム (KLT)、高閾値カリウム (KHT)、陽イオン
(h) の 4 種類のイオンチャネルを含み [2]、各チャネルには
確率的なモデルを導入している。計算機シミュレーション
では、式 (1) に示される、微分方程式を Runge-Kutta 法で
数値的に解いて、神経細胞膜の内外の電位差を計算した。

Cm

dVm (t)
dt

+ 2(INa (t) + IKLT (t) + IKHT (t)
+ Ih (t) + IL ) = IANF (t)

(1)

∫ t
−∞

Gsyn (t − τ )(Vm (t) − Ee )dNANF (τ )

(2)

t
t
exp[1 − ]
τe
τe

(3)

Gsyn (t) = ḡe

自発性発火レートと情報レートの関係

自発性発火レートを変化させたときの情報レートが図

2 に描かれており、各値は 5 回の試行の平均によって求

このような Hodgkin-Huxley モデルに対して、一次聴神経
からの興奮性シナプス電流刺激 IANF (t) を投与する。電流
刺激は、周期的に変化する一次聴神経からの発火と、不規
則に変化する自発性発火を表現するため、非一様ポアソン
過程でモデル化された。また、平滑化されるシナプスコン
ダクタンス波形は式 (3) のような α 関数を用いた。

IANF (t) =

図2

められ、標準偏差をエラーバーとして示している。これを
FE=0.25,0.50,0.75,1.0 の 4 種類について調査した。どの場
合においても自発性発火レートの増加に伴い、情報レート
は上昇し、最大値に達し、下降する傾向が観測された。結
果として自発性発火レートに依存した一種の共振現象が観
測された。しかしながら FE の減少に伴って、曲線の凸の
度合いが下がるとともに、情報レートの値も小さくなった。

4 考察

こ こ で 時 定 数 τe = 0.1ms と 設 定 さ れ 、興 奮 性 シ
ナ プ ス コ ン ダ ク タ ン ス の 値 ḡe は 、Firing Efficiency(FE)=0.25,0.50,0.75(発 火 回 数/刺 激 提 示 回 数) と
なるように設定された。コンダクタンスの設定値は、FE
とシナプスコンダクタンスの関係を示した図 1 に基づく。

本 報 告 で は 、自 発 性 発 火 レ ー ト の 増 加 に 伴 い 、情
報 レ ー ト は 上 昇 し 、最 大 値 に 達 し 、下 降 す る 傾 向 が
FE=1.0,0.75,0.50,0.25 において観測された。しかしなが
ら、顕著な共振現象を観測できるのは FE=1.0 の時であり、
FE の減少に伴って、曲線の凸の度合いが下がっていくと
ともに、情報レートの値も小さくなった。以上のことか
ら、自発性の発火活動が最も効果を表すのは、FE=1.0 の時
であることが理解される。一方、Held 終末から球型ブッ
シー細胞へのシナプス伝達において、シナプス前刺激が閾
値上であるとともに、自発性の発火がみられることは、情
報理論的な意味でシナプス伝達の効率を最大化していると
解釈することができる。
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睡眠-覚醒状態に依存した大脳皮質シナプス可塑性
辛島彰洋、中村有孝、原田真伍、片山統裕、中尾光之
東北大学大学院情報科学研究科バイオモデリング論分野
【背景と目的】
睡眠は、脳神経回路の発達・維持・再編成に重要な役割を果たしていると考えられてきたが、この神経基盤とし
て Tononi らは、ニューロン間のつながり(シナプス結合強度)が、覚醒時には増強され、睡眠時には減弱されると
する仮説を 2006 年に発表した(Tononi and Cirelli, 2006)。発表された当時はその証拠はなかったが、その後の研
究により、覚醒時においてシナプス後膜に AMPA 型グルタミン酸受容体（以下 AMPA 受容体）が挿入されること
を暗示する結果がいくつか報告されている(Vyazovskiy et al., 2008, Lante et al., 2011)。AMPA 受容体は、脳
の中枢神経系に広く分布し、速い興奮性シナプス伝達の大部分を担っている。ほとんどの AMPA 受容体は Ca2+
を透過しないが、わずかに Ca2+を透過するタイプ(Ca2+透過性 AMPA 受容体)が存在すること、シナプス長期増強
時にこの Ca2+透過型 AMPA 受容体がシナプス後膜に挿入されその後速やかに非透過型に置換されることが最
近になって明らかになってきた(Shepherd, 2012)。以上の知見は、Ca2+透過型 AMPA 受容体がシナプス硬膜上に
存在するかどうかを調べることで、直前にシナプス長期増強が誘導されたかどうかを知ることができるということを
示している。本研究では、覚醒および睡眠中の動物から得た大脳皮質スライス標本において Ca2+透過型 AMPA
受容体が存在するかどうかを調べることで、覚醒時または睡眠時にシナプス増強が誘導されたかどうかを明らか
にする。

【方法】
本研究は、東北大学動物実験委員会の承認を得た方法により行われた。本研究では、まず実験に使用する動
物(SD ラット、オス 4～5 週齢) を明期 8:00-20:00/暗期 20:00-翌 8:00 という明暗サイクルに慣らした後、睡眠覚醒リズムや生体リズムを確認するために活動量および体温を計測した。この計測直後に断頭をして、0.3mm 厚
の大脳皮質スライス標本を作製した。断頭タイミングは、暗期が終了する 8:00、明期が終了する 20:00、または明
期開始 2 時間後である 10:00 のいずれかである。10:00 断頭の動物は、自然な睡眠をとっている動物(休息群)と、
実験者が働きかけることにより覚醒状態を維持する群(断眠群)の 2 グループに分けた。一方、8:00 および 20:00
断頭の動物には何も働きかけなかった。大脳皮質体性感覚野のⅣ層に刺激電極を配置し、Ⅱ/Ⅲ層の錐体細胞
にホールセルパッチをすることで、Ⅳ層からⅡ/Ⅲ層へのシナプス結合部における誘発興奮性シナプス後電流
(eEPSC)を記録した。

【結果と考察】
実験に使用したすべてのラットが実験室の明暗サイクルと同期した生体リズムを示していることが確認された。
すなわち、8:00-20:00 には体温が低く休息状態が多く占める一方、20:00-翌 8:00 には体温が高く、活動状態が
多く占めていた。in vivo 計測後に実施した in vitro ホールセルパッチクランプ記録により、i) 8:00 群および 10:00
断眠群の標本では、AMPA 受容体の入出力特性は内向き整流性を示すが、20:00 群および 10:00 休息群の標
本では入出力関係は線形である、ii) 8:00 群および 10:00 断眠群では Ca2+透過型 AMPA 受容体の拮抗薬
(Philanthotoxin74)の投与により eEPSC の振幅が小さくなるが、20:00 群および 10:00 休息群では拮抗薬を投与し
ても変化しない、ことを見出した。２つの結果は共通して、Ca2+透過型 AMPA 受容体が覚醒後には存在するが、
睡眠後には存在していないことを示しており、覚醒時にはシナプス後膜に AMPA 受容体が挿入されることでシナ
プス結合が増強されていることを強く示唆している。今後は、睡眠時にシナプス結合が減弱しているかどうかを調
べる予定である。
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