約 10 万件の大量の心拍変動データに基づく
自律神経機能と年齢，BMI との関係
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概要
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，他に類をみ
ない約 10 万件の大量の心拍変動データから，自律神経機能と年齢及び肥満度を示す BMI（Body Mass Index）との
関係を調査した．その結果，年齢及び BMI が上がるほど，自律神経の活動量であるトータルパワーが優位に下が
る傾向がみられ，専用のセンサを使用した先行研究の結果と同様な傾向が確認できた．
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背景と目的
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[1]，蓄
積された約 10 万件の大量の心拍変動データに基づき，
加齢および BMI（Body Mass Index）が，自律神経機能
に与える影響について検証を試みた．
先行研究では，専用の加速度脈波センサや小型心拍
センサを使用し，加齢になるほど自律神経の活動量で
あるトータルパワーが低下するといった報告[2],[3],[4]
や，BMI が高いほどトータルパワーが低下するといっ
た報告[5]がある．しかしながら，どの研究も被験者は
多くて数百人程度に留まっており，また，BMI とトー
タルパワーを検証した先行研究[5]では，更年期障害を
患った女性のみを対象としており，本研究のように，
一般の被験者を対象に，大量の測定データで分析した
例はない．
そこで本研究では，18,964 名（男性：4,964 名，女性：
14,000）の全 95,695 の心拍変動データに基づき，自律
神経機能と加齢及び，BMI 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[1]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[6]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 と HF の総和はトータルパワー（TP）と呼ば
れ，自律神経活動全体の指標とされている．この指標
は疲労と相関していると言われ，値が小さいほど疲労
が溜まっている状態を示すと言われている[7]．本研究
では，全 95,695 の心拍変動解析データを用いて，統計
処理の検定の有意水準は 1%とした．

との散布図を示す．回帰分析をおこなった結果，LnTP
と年齢との間に有意な負の相関（p<0.01）が認められ
た．

図 1 LnTP と年齢との散布図
図 2 に，各年代の LnTP の推移を示す．10 代未満か
ら 60 代以上の 7 グループに分類し，グループ間の差を
調べるために，Tukey-Kramer test の手法により多重比
較をおこなった．その結果，グループの年代が上昇す
るに伴い，LnTP の平均値が優位に低下していた．
（た
だし，
50 代と 60 代以上との間では有意差はなかった．
）
先行研究[2],[3],[4]でも，年齢が上がるほどトータル
パワーが下がる傾向がみられ，本研究でも同様な傾向
が確認でき，加齢になるほど自律神経の活動量機能が
低下することを示唆する結果となった．

自律神経機能と年齢との関係
本項では，自律神経機能と年齢との関係を調査した．
自律神経の活動指標であるトータルパワーを対数化す
ると，正規性が高まると言われているため[2]，各測定
データのトータルパワーを対数変換（LnTP）し，年齢
との間で相関分析をおこなった．図 1 に LnTP と年齢

図 2 各年代と LnTP との関係

自律神経機能と BMI との関係

結論

本項では，自律神経機能と BMI との関係を調査した．
BMI とは身長の二乗に対する体重の比で，人の肥満度
を表す体格指数である．また，BMI から論文[8]の基準
に則り，肥満度を算出している．BMI と肥満度との関
係を表 1 に示す．また，図 3 に LnTP と BMI との散布
図を示す．回帰分析をおこなった結果，LnTP と BMI
との間に有意な負の相関（p<0.01）が認められた．図
4 に，肥満度と LnTP との推移を示す．肥満度を 5 グ
ルー プに分類し ，グループ間の 差を調べる 為に ，
Tukey-Kramer test の手法により多重比較をおこなった．
その結果，肥満度が上昇するに伴い，LnTP の平均値
が優位に低下していた．
（ただし，肥満（2 度）と肥満
（3 度以上）との間では優位差はなかった．
）BMI とト
ータルパワーを検証した先行研究[5]では，更年期障害
を患った女性のみを対象として，BMI が高いほどトー
タルパワーが下がる傾向がみられているが，本研究で
は一般の被験者でも同様な傾向が確認できた．これは，
肥満度が高い人ほど，疲労が溜まっている傾向がある
ことを示唆する結果となった．

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[1]，約 10 万件の大量の心拍変動データから自
律神経機能と年齢及び，BMI との関係を調査した．
その結果，年齢及び BMI が上がるほど，自律神経の
活動量であるトータルパワーが優位に下がる傾向がみ
られ，専用のセンサを使用した先行研究の結果と同様
な傾向が確認できた．
本研究では，一般の被験者を対象として，他に類を
みない約 10 万件にのぼる大量の測定データから，上記
のような傾向がみられたことは非常に有益であると考
えられる．

表1

BMI と判定基準

18.5未満

低体重

18.5～25未満

標準

25～30未満

肥満（1度）

30～35未満

肥満（2度）

35～40未満

肥満（3度）

40以上

肥満（4度）

図3

LnTP と BMI との散布図

図 4 肥満度と LnTP との関係

今後の展開
今後の展開としては，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[1]にて，日々蓄積される自
律神経のビックデータを基に，以下の項目に関して研
究を進めていきたいと考えている．





自律神経機能と日内変動との関係
自律神経機能と季節変動との関係
自律神経機能と行動との関係
自律神経機能と地域性（住んでいる地域）との
関係
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