大量の心拍変動データに基づく
自律神経機能と気象との関係
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概要
本研究では，著者らが先行研究で開発した，スマートフォンのカメラを用いた心拍変動解析システムを利用して，
約 20 万件の大量の心拍変動データから自律神経機能と気象との関係を調査した．
自律神経機能と気温との関係では，気温が高いほど自律神経の交感神経機能が有意に低下する傾向がみられた．
また，自律神経機能と気圧との関係では，気圧が高いほど，自律神経の交感神経機能が有意に上昇する傾向がみ
られた．これらの結果は，先行研究及び人間の生理現象とも一致する傾向がみられ，約 20 万件にも及ぶ自律神経
の測定データから統計的に裏付けることができた．
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背景と目的
現代はストレス社会と言われて久しいが，過度のス
トレスを長期間にわたって受け続けると，自律神経系
や副腎皮質ホルモンなどの内分泌系にも変調を来すこ
とが明らかになっている[1]．この自律神経系は，緊
張・興奮を司る交感神経活動と，リラックスを司る副
交感神経活動がバランスよく機能することで身体をコ
ントロールしていると言われている．そのため，自律
神経の状態を日常的に日々把握することは自己管理を
する上でも非常に重要であるといえる．
そこで先行研究で著者らは，一般に市販されている
スマートフォンを用い，端末のカメラに指先を約 30
秒強という短時間当てることで，血流の輝度変化から
脈波波形のピーク間隔を検出し，心拍変動解析を実施
することで，自律神経の傾向を日常的に簡便に測定で
きるシステムを開発した[2]．
当システムは，Apple Inc.の iPhone アプリ[3]及び，
Google Inc.の Android アプリ[4]として無料でリリース
しており，実用的に多くの方に利用されている．
本研究では，蓄積された約 20 万件の大量の心拍変動
データに基づき，自律神経機能と気象との関係につい
て調査した．
先行研究では，気象の一要素である気温と生体の関
連についての研究は比較的多い[5],[6]が，気圧の変動
が生体に及ぼす影響に関する研究は少ない．また，ど
れも対象の被験者が少なく，数十万件のビックデータ
を用いて，自律神経機能と気象との関係について調査
した論文は今までにないのが現状である．
そこで本研究では，53,800 名（男性：17,474 名，女
性：36,326）の全 241,185 の心拍変動データに基づき，
自律神経と日内変動との関係について分析した．

方法
本研究では，スマートフォンのカメラを用いた心拍
変動解析システム[2]を利用した．使用したシステムで
は，スマートフォンのカメラ部分に指先を当て，皮膚
の血流の輝度を連続的に取得することで，輝度の変化
から脈波波形を推定し，その脈波波形から検出された
ピーク間隔（RR 間隔に相当）のゆらぎを周波数解析
し，自律神経指標を算出している．

また，周波数解析手法は論文[7]の手順に則り，
0.04Hz～0.15Hz を低周波数成分(LF)，0.15Hz～0.4Hz
を高周波成分(HF)として算出している．LF/HF の値は
交感神経機能の指標として用いられ，緊張，興奮，ス
トレスを表す指標として用いられている[7]．
本論文では，
53,800 名
（男性：17,474 名，
女性：36,326）
による自律神経データに基づき分析をおこなった．
測定データの利用に関しては，WIN フロンティア株
式会社の倫理規定に基づき測定者の同意を得ている．
表 1 に，測定者の年代と性別を示す．本研究の統計
処理は，IBM SPSS Statics Version22 を使用した．また，
検定の有意水準は 5%とした．
表 1 測定者の年代と性別
年代

男性

女性

合計

10代

1,890

6,333

8,223

20代

2,530

8,746

11,276

30代

2,326

4,862

7,188

40代

4,584

8,723

13,307

50代

4,633

6,524

11,157

60代以上

1,511

1,138

2,649

17,474

36,326

53,800

合計

自律神経機能と気温との関係
本項では，自律神経機能と気温との関係を調査した．
平均気温データは気象庁の HP よりダウンロード[8]し，
測定日及び都道府県情報をキーに気象情報の測定値
（政令指定都市）の情報と付きあわせている．
ここでは，夏日[9]と呼ばれる 25 度を境に，25 度未
満と 25 度以上で測定データを分離した．気温毎の測定
データ数を表 2 に示す．
また，交感神経機能の指標である LF/HF を対数化す
ると，正規性が高まると言われているため[10]，各測
定データの LF/HF を対数変換（LnLF/HF）し，2 つの
母平均の差の検定をおこなった．結果を表 3 及び図 1
に示す．

表 2 気温毎の測定データ数
温度

男性

25度未満
25度以上
合計

表3

女性

合計

74,100 150,767 224,867
3,818

12,500

16,318

77,918 163,267 241,185

LnLF/HF と気温との T 検定結果

図 2 に示す．
その結果，気圧が高いほど交感神経機能が有意に上
昇する傾向がみられた（有意確率 < 有意水準 0.05）．
先行研究によると，天候不順に関連した低気圧下では，
徐脈，顆粒球減少，リンパ球増多，尿中アドレナリン
減少，など，副交感神経活動が高まり，体がだるく，
滅入った気分になり[12],[13]，良好な天気に関連した
高気圧は，線条体のドパミン放出亢進，末梢カテコー
ルアミン分泌亢進，顆粒球増多，など，交感神経活動
が高 まり，心地 よい気分になる という報告 がある
[12],[14]．
このように，本研究結果は先行研究の結果と同様な
傾向を示すことができ，約 20 万件にも及ぶ自律神経の
測定データから統計的に裏付けることができた．

表 4 気圧毎の測定データ数
気圧

男性

女性

合計

1013Hpa未満

40,984

87,558 128,542

1013Hpa以上

36,934

75,709 112,643

合計

77,918 163,267 241,185

表5

LnLF/HF と気圧との T 検定結果

図 1 LnLF/HF と気温との関係

その結果，気温が高いほど交感神経機能が有意に低下
する傾向がみられた（有意確率 < 有意水準 0.05）
．
一般的に，寒いときは交感神経の作用によって，血
管が収縮し，体温の放散を防ぎ，暑いときは副交感神
経の作用によって血管が拡張し，発汗を促して体温を
下げる働きをすると言われている[11]．
その為，本研究結果は人間の生理現象である自律神
経の対寒，対暑反応と同様な傾向がみられ，約 20 万件
にも及ぶ自律神経の測定データから統計的に裏付ける
ことができた．
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本項では，自律神経機能と気圧との関係を調査した．
平均気圧データは気象庁の HP よりダウンロード[8]し，
測定日及び都道府県情報をキーに気象情報の測定値
（政令指定都市）の情報と付きあわせている．
ここでは，1 気圧は 1013hPa を境に，1013Hpa 未満
と 1013Hpa 以上で測定データを分離した．気圧毎の測
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結論
本研究では，著者らが先行研究で開発した，スマー
トフォンのカメラを用いた心拍変動解析システムを利
用して[2]，約 20 万件の大量の心拍変動データから自
律神経機能と気象との関係を調査した．

自律神経機能と気温との関係では，気温が高いほど
自律神経の交感神経機能が有意に低下する傾向がみら
れた．また，自律神経機能と気圧との関係では，気圧
が高いほど，自律神経の交感神経機能が有意に上昇す
る傾向がみられた．
これらの結果は，先行研究及び人間の生理現象とも
一致する傾向がみられ，約 20 万件にも及ぶ自律神経の
測定データから統計的に裏付けることができた．
現在，スマートフォンのカメラを用いた心拍変動解
析システムを利用して[2]，日々数万件の自律神経デー
タが蓄積されている．そのため，今後の展開としては，
より詳細な項目における，日常の自律神経機能の評価
を進めたいと考えている．
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