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In this research, we focused on near-infrared spectroscopy 
(NIRS) as an alternative technique for mental state analysis, and 
compared its performance with other conventional techniques 
such as electroencephalography (EEG), heart rate variability 
(HRV), and peripheral arterial tonometry (PAT) during stress and 
healing task. In our experiment, we measured biological signals 
during stress or healing simultaneously with those techniques for 
comparison (Fig.1).  

Our NIRS results showed that the amount of total hemoglobin 
(totalHb/Mb) in the frontal cortex was increased during stress task, 
and that it decreased during healing task.  

Conventional physiological analysis techniques such as EEG 
and HRV, however, showed inconsistent results during tasks. Fig.2 
(a) and Fig.2 (b) show the result in HRV analysis. As can be seen, 
there were no significant common features among the data. Only 
PAT gave the consistent results in many of subjects (Fig.2 (c)).  

Our results suggested that NIRS and PAT might have 
correlation to mental stress, and can be useful to analyze stress 
condition.  
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Fig. 2.  Change in LF/HF (a), mean value (b) and 
standard deviation (c) of pulse wave amplitude. 
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Fig. 1.  (a) NIRS recording points. (b) EEG electrode 
placement. (c) Piezo-electric pulse transducer for pulse 
wave recording. 
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1. はじめに 

ストレスを軽減して健康増進を図ることは，我が国だけ

でなく全世界的に重要な課題である。そのためストレスを

評価する工学的システムの開発には意義があり，これまで

にもストレスを評価する手法や装置が数多く提案されてい

る。例えば，ストレス量が唾液中のアミラーゼ分泌量に影

響を与えるという知見を用いてストレスを定量化する手法

が提案され，この知見にもとづいて既に製品が市販されて

いる(1)～(3)。またストレスを自律神経活動と関連づけて心拍

変動（Heart rate variability: HRV）を解析した研究が数多く行

われ，現在では心拍変動解析に関する様々な装置が開発さ

れて研究や臨床の場で利用されている(4)～(6)。また心拍変動

と同様，心臓血管系の生理学的指標である指尖脈波

（Peripheral arterial tonometry: PAT）もストレスと相関がある

ことが知られており，心身の緊張による交感神経活動の賦

活は末梢血管の収縮を生じさせ，脈波の振幅の減少となっ

て表れることが報告されている(6)。 
大脳の神経活動とストレスとの相関に関する報告も数多

くある。例えば，脳波（Electroencephalography: EEG）は長

年研究されてきた指標の一つであり，暗算問題など注意や

集中を要する精神作業中に，Fmθ（前頭正中部シータ律動）

と呼ばれる 6～7Hz の脳波が大振幅で出現することや，開眼

やストレス課題時に 8～13Hz のα波が消失するαブロック

という現象が知られ，注意・集中・ストレス・不安などの

心理状態と脳波の関連について数多くの研究が行われてい
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る(7)(8)。古くから臨床の場で用いられている脳波に加えて，

近年，新たな脳機能解析手法として，非侵襲的に局所的な

脳血液量変化を測定する近赤外分光法（Near-infrared 
spectroscopy: NIRS）もストレスの測定手法として注目され

ており，Stroop 課題をストレッサとして与えて，前頭前野

の活動が有意に変化することを示した研究が報告されて

いる(9)～(11)。 
このように様々な計測手法が提案されているが，どの手

法がストレス計測に適しているのかは研究者ごとに主張が

異なる。それは実験ごとにストレッサの種類が異なり，各

手法が客観的かつ定性的・定量的に比較されていないこと

が理由として挙げられる。そこで本研究では，同一課題に

対して異なる測定手法でデータを得ることを目的に，最も

ストレスが無いと考えられる閉眼安静時のデータをコント

ロールとして，開眼で遠くにいる人を大声で呼ぶことを想

像する課題と，画面に表示される乗算問題を暗算する課題

の 2 つを精神集中課題のストレッサとして選び，NIRS，
EEG，HRV，PAT を用いて各生理学的指標を同時に測定し，

課題と各指標の関係を調べ比較したので，報告する。 

2. 実  験 

〈2･1〉 実験装置  被験者がリラックスして実験に参

加できるように，外光が入り空調が効く 16 畳ほどの大きさ

の居室にて実験を実施した。実験中，被験者には適度な硬

さのソファに腰を掛けさせ，アーチファクト軽減のために

計測中は身体と目の動きを極力控えさせた（Fig.1）。 
NIRS，EEG，HRV，PAT の計測の概要は以下のとおりで

ある。まず NIRS の計測には島津製作所製 NIRStation 
OMM-3000 を使用した。この装置では，送光ファイバから 3
種類の波長（780nm, 805nm, 830nm）の近赤外光を頭皮上か

ら脳内へ向けて照射し，受光ファイバで脳内からの散乱光

を検出する。脳内から検出された散乱光に含まれる 3 種類

の波長から 3 波長吸光度演算法により，酸素化ヘモグロビ

ン量（oxyHb），脱酸素化ヘモグロビン量（deoxyHb），およ

びそれらの合計量である総ヘモグロビン量（totalHb）の，

初期値からの相対変化量をそれぞれ推定することができ

る。本実験では送光ファイバ，受光ファイバをそれぞれ 4
個ずつ前頭前野直上の頭皮に設置し，6 箇所の脳血液量変化

を測定した（Fig.2(a)）。サンプリング周期は 0.21 秒（3 点移

動平均あり）とした。 
EEG を計測する場合，以前はハムノイズなどの外来雑音

の影響が問題となっていた。しかし近年は電極の直上で信

号を増幅する「アクティブ電極」方式の脳波計が市販され

るようになり，測定の自由度が格段に向上している。そこ

で本研究では，EEG の測定にアクティブ電極を備えた生体

信号収録装置（TEAC 社製 Polymate II）を用い，NIRS との

同時計測を行った。Fig.2(b)に示すように電極の配置は国際

10-20 法に従い，頭頂付近に記録電極 9 個，耳朶にリファレ

ンス電極１個，頭頂部（Fz と Cz の間）にアース電極 1 個を

貼付し，単極誘導により測定した。また角膜網膜電位（EOG）

を測定するために一対の電極を左右のこめかみに貼付して

双極誘導で眼電位を測定し，測定した眼電位は眼球運動に

よるノイズを含むデータを除外するときの指標として用い

た。EEG・EOG 共にサンプリング周波数は 1kHz，増幅率は

それぞれ 20,000 倍，10 倍，そして EEG には 4～30Hz のバ

ンドパスフィルタ，EOG には 50Hz をカットオフ周波数と

するローパスフィルタを用いて計測した（実験実施場所の

電源周波数は 60Hz）。 
HRV による評価では，市販の銀/塩化銀電極を両上腕部に

取り付け，第Ⅰ誘導によって心電図を測定し，R-R 間隔を抽

出して，心拍周期を求め，HRV の時系列データを得た。な

お心電図測定には 50Hz のローパスフィルタを用い，サンプ

リング周波数を 1kHz とした。また HRV のリサンプリング

周波数は 100Hz で，補間は 5 次のラグランジュ補間法を用

いた。そして同データをフーリエ変換して得られたパワー

スペクトルを解析に用いた。課題時間は被験者毎に異なる

ため，このとき用いたフーリエ変換のデータ点数も被験者

ごとに異なるが，少なくとも 5,000 点のデータ点数を持つの

で解析には十分と判断した。 
PAT の計測では，容積脈波と圧脈波のどちらを測定するか

 

Fig. 1.  Experimental setup. 

  

Fig. 2.  (a) NIRS recording points. (b) EEG electrode 

placement. (c) Piezo-electric pulse transducer for pulse wave 

recording. 
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によって光電素子型センサか圧電素子型センサの選択があ

り，測定場所も指尖や耳朶が考えられる。そこで事前に予

備実験を行い，良好な結果が得られた圧電素子型の指尖圧

脈波センサを用いて PAT を計測し，その振幅を解析に用い

ることにした（Fig.2(c)）。 
〈2･2〉 実験課題  生理心理学の分野では精神集中課

題およびリラックス課題として様々なものが提案されてい

る(7)。それらの知見に従い，本研究では次に示す課題を用意

した。 
［閉眼安静課題］目を閉じて何もせず安静にする（3 分間）。 
［精神集中課題#1］目を開け，遠くにいる人を大声で呼ぶ

ことを想像する（2 分間）。 
［精神集中課題#2］目を開け，画面に提示される乗算問題

を暗算する（2 分間）。 
［リラックス課題］目を開け，ヒーリング効果があるとう

たわれている視聴覚コンテンツ（清流が流れる山中の風景

を川のせせらぎの音と共に長時間にわたって録画したも

の）を視聴する（10 分間）。 
［閉眼安静課題］再び閉眼安静課題を行う（3 分間）。 
以上の各課題を実施している間を通して，連続して NIRS，
EEG，ECG，脈波，HRV のデータを計測し記録した。 
〈2･3〉 そ の 他  実験の実施にあたり，理化学研究

所・和光研究所研究倫理第三委員会において実験内容およ

び実験実施場所について承認を受けた。被験者の負担を考

えて，実験は原則として 1 日の測定を午前あるいは午後の 1
回に限定し，実験時間は 1 回あたり 30 分の準備時間を含め

て約 1 時間とした。今回のストレス課題による被験者への

精神的，心理的負担は少ないと思われるが，万が一，被験

者が気分を悪くした場合は直ちに実験を中止することとし

た。なお各課題において薬物使用や物理的な侵襲は行わな

かった。 

3. 実験結果 

被験者は男性健常者 7 名（年齢 23 歳～49 歳，全員右利き）

である。実験前に各被験者にインフォームドコンセントを

行い，実験参加同意書への記入で同意を確認して実験を実

施し，以下のような結果を得た。 
〈3･1〉 NIRS  NIRS を用いて閉眼安静時から精神集

中課題#1（あるいは#2），そしてリラックス課題を行う際の，

被験者の前頭前野における脳血液量変化を測定したとこ

ろ，全ての被験者において精神集中課題中に totalHb 値が上

昇し，リラックス課題中にそれが減少することが判明した。

Fig.3 は今回得られた実験結果の典型的な例である，前頭前

野における血液量の時間変化を示したトポグラフィカルマ

ップである。図中の色は脳血液量の変化量を表しており，6
箇所の測定点間は補完されている。また Fig.4 は，閉眼安静

時の totalHb 値に対して，精神集中課題#1 とリラックス課題

時の totalHb 値がそれぞれどの程度増加したかを示したもの

である（背側前頭前野は分散値が大きく，平均を求めるの

に適さなかったので，前部前頭前野の 3 箇所の平均を用い

た）。これらのデータを見る限りでは，totalHb 値の上昇が明

らかに見られたのは被験者#1 と#2 の 2 名のみであり，その

うち被験者#1 についてはリラックス課題時の上昇は 2％程

度と低かった。fMRI を用いた各種認知課題における前頭前

 

 

Fig. 3.  Typical Result of Topographical map by NIRS. (Subject: No.2, Place: frontal cortex, Color: totalHb) 
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野の反応を調べた従来研究によると，ルール学習時に前部

前頭前野（Anterior Prefrontal Cortex: APFC）が顕著に活動す

ること(12)，また APFC および背外側前頭前野（Dorsolateral 
Prefrontal Cortex: DPFC）が長期記憶に関連して活動するこ

と(13)，が明らかになっている。本研究における NIRS の測定

ではプローブを APFC と DPFC の境界近傍に取り付けてお

り，得られた各時刻のトポロジカルマップを見る限りでは

上下方向に差が生じているものもある。したがって今回得

られた結果は従来研究にある程度一致しているといえる。

しかし NIRS を用いた従来研究で指摘されていた，精神集中

課題時に前頭前野に現れる脳波や脳血液量変化の左右差に

ついては，観察することができなかった(8)(14)。 
〈3･2〉 EEG  電極 Pz（後頭頭頂部）からのデータの

一例を Fig.5 に示す。同図は横軸を時間，縦軸を周波数とし

た平面上に，波形のエネルギ分布を示したスペクトログラ

ムである。測定波形に対してハミング窓（データ点数 1,024
点）を適用し，オーバーラップ点数を 1,000 点とした短時間

フーリエ変換を行い，スペクトログラムを得ている。通常，

閉眼時やリラックスしている状態ではα波領域（8～13Hz）
のパワーが大きく，覚醒状態に近づくほどそのパワーは小

さくなることが知られている。ところが我々の実験では，

おそらくアーチファクトの影響で精神集中課題時に20Hz以
上の高周波領域でパワーが大きかったケース 1 例（Fig.5(a)，
図中の丸囲い部分）を除いて，すべての被験者において精

神集中課題時とリラックス課題時で違いは見られず，リラ

 

 

Fig. 6.  EEG spectrogram (Subject 7 X-axis: Time, Y-axis: Frequency). 
 

 

 

Fig. 5.  EEG spectrogram ((a): Subject 1, (b): Subject 4, X-axis: Time, Y-axis: Frequency). 

 

 

Fig. 4.  Changes in percentage of totalHb. 
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Fig. 7.  Changes in power of alpha wave. 

 

ックス課題においてもα波領域のパワーは小さかった

（Fig.5(b)，図中の丸囲い部分）。これは閉眼安静課題（図示

はしていないが精神集中課題前に挿入）から精神集中課題

に移行した際に生じたαブロックが，そのまま引き続きリ

ラックス課題でも生じていると思われ，α波が観測されな

かったのだと考えられる。なお Fig.6 に示すように，精神集

中課題とリラックス課題の間に閉眼安静課題を挿入する

と，リラックス課題が始まって間もなくしてα波が出現す

ることがあった（図中の丸囲い部分）。そこでリラックス課

題を前半と後半に分割しα波領域のパワーの積分値を比較

したが，被験者#7 では後半にα波の増加が見られるものの，

他の被験者では顕著な差が見られなかった（Fig.7）。したが

って今回，リラックス課題に用いた視聴覚コンテンツとα

波には関連がないことが示唆された。 
〈3･3〉 HRV  心拍変動の解析のため，LF/HF 比（LF: 

0.04-0.15Hz, HF: 0.15-0.4Hz）に着目した。LF/HF 比は拮抗的

に働く交感神経と副交感神経のいずれが優位かを表す指標

で，値が大きいほど交感神経が優位であることが知られて

いる。解析前の予想では，精神集中課題からリラックス課

題に移り変わるときに副交感神経が優位になり，LF/HF 比

の値が減少すると考えていた。ところが Fig.8(a)に示すよう

に LF/HF 比の値が減少したのは 7 名中 3 名であった。 
〈3･4〉 PAT  健康な生体から得られるデータはゆら

ぎを持ち，不健康になるとそれが規則的で機械的になる(15)。

この知見を応用し，ストレスの増加によって脈波のゆらぎ

が減少すると予想される。そこで脈波の評価指標として，

得られた脈波の振幅を求め，その平均値，及び変動係数（標

準偏差を平均値で除したもの）を各課題区間ごとに求めた

（Fig.8(b), Fig.8(c)）。その結果，7 名中 5 名でリラックス課題

時に精神集中課題時よりも振幅の平均値が増加した。また，

変動係数の増加は 6 名で観察でき，その増加率も大きかっ

た（増加した被験者の増加率の平均，振幅の平均値：1.28, 振
幅の変動係数：1.67）。そして精神集中課題時とリラックス

課題後の閉眼安静課題時を比較すると，平均値では全被験

者に共通する傾向は見られなかったが，変動係数は 7 名中 6
名で増加していた。加えて，この指標は振幅平均値と異な

り，リラックス課題で上昇した値が下がりにくい傾向を有

していることが明らかになった（この要因については精査

中であるが，原因はよくわかっていない）。 

4. 考  察 

先行研究(14)において，暗算などの精神集中課題時に前頭

前野で脳血液量の増加が観測されることが判明しており，

今回の NIRS の実験結果はそれに一致する。また本実験で用

いた視聴覚コンテンツは，上昇した脳血液量を減少させる

効果があることが NIRS の実験結果から明らかになった。し

かし，NIRS における前頭前野での totalHb の上昇はストレ

ス以外の課題でも生じることが知られているため，今回の

実験結果とストレスが相関関係にあるか否かは，今後さら

に検証する必要がある。EEG に関しては，リラックスと相

関があるとされているα波が，今回実施したリラックス課

題中に確認された場合もあったが，被験者によるばらつき

が大きかった。同様に，HRV の LF/HF 比でもデータにばら

 

(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Fig. 8.  Change in LF/HF (a), mean value (b) and standard 

deviation (c) of pulse wave amplitude. 
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つきが大きく，予想していたような結果が得られなかった。

この原因として，HRV は次に述べる PAT ほどストレス刺激

などに対して鋭敏に反応しないため，被験者に与えたスト

レスの強度が心拍周期に変化をもたらす程度まで達してい

なかった可能性が考えられる。一方，PAT については，振幅

の平均値と変動係数に精神集中・リラックス課題間で差が

あった。指尖容積脈波については特定条件下で振幅が増減

することが報告されているため(16)，今回注目した指尖圧脈

波についても同様の傾向があるのかもしれない。なお本研

究で用いた指尖圧脈波の振幅の変動係数は，振幅の平均値

よりも精神集中・リラックス課題間で大きく変化するため，

ストレス評価の指標になる可能性がある。 

以上のように生理学的指標によっては被験者間で結果が

大きくばらついたが，このような状況は既に従来研究から

指摘されており(7)，依然としてストレスと生理学的指標との

関係は十分には解明されていない。またタスクのわずかな

違いで被験者は異なる応答を示すため，開発された機器に

関する信頼性も評価が定まっていない。それらの原因は，

測定の手技，対象選択，状況因子などが複雑に絡み合った

結果にあると考えられている(7)。さらに，ストレス診断の基

準が研究者間で異なることも原因の一つである。米国精神

医学会（American Psychiatric Association）は精神障害の診断

と分類の手引き（Diagnostic Statistical Manual: DSM）を統一

基準として刊行している(17)。しかしこれらは精神障害者を

対象とした診断基準であり，健常者を対象としたストレス

の生理心理学的研究には必ずしも当てはまらない。そのた

め，客観的ストレス指標を開発するためには，従来研究か

らコントロールデータを引用するのではなく，今回の実験

のように評価指標とコントロール指標を同時に計測する必

要があると思われる。 
今回用いた生理学的指標のうち，脳波は脳神経細胞の電

気的活動を反映したものであるのに対して，NIRS，心拍変

動，脈波は（部位の違いはあるが）血液量に関連した指標

である。血液量が心拍や血管収縮などの自律神経活動と密

接に関連していることを考えれば，NIRS，心拍変動，脈波

は脳波よりもストレス評価の優れた指標になり得る。心拍

変動や脈波については膨大な数の従来研究があるため意義

や特長についての詳細を省略するが，NIRS については歴史

が浅く，装置の改良を含めて改善の余地が大きいため，計

測手法としての評価が定まっていない。例えば，NIRS は脳

血流や脳酸素代謝の情報を得られるとされているが，我々

が使用した装置も含めて現在市販されている装置は，連続

光を用いて Lambert-Beer 則により神経賦活時の血管内ヘモ

グロビン（Hb）濃度変化を計測しており，安静時の Hb 濃度

の絶対値を測定できない欠点を有する。さらに頭皮，頭蓋

骨などの脳外組織の影響を排除することは困難である。ま

た 1 点照射・1 点受光で計測し，測定対象が光学的にほぼ均

一と見做してデータ解析を行うため，精度が悪い(18)。精度

向上には当該分野の発展を待つ必要があるが，光路長を実

測することにより，神経活動時の Hb 濃度変化を定量的に計

測して頭皮や頭蓋の影響を低減し，脳組織の血液量の測定

精度を向上させる試みが行われているので(19)，今後は本研

究においても同測定手法の導入を検討する。 
なお本実験で用いた精神集中課題のうち，「遠くにいる

人を大声で呼ぶことを想像する」（精神集中課題#1）という

課題は，暗算などのように従来から用いられている一般的

なストレッサとは異なる。そこで課題の効果を確認するた

め，実験後，どの程度ストレスを感じたかを問うアンケー

トを行ったところ，6 名中 5 名で精神集中課題時にストレス

を感じたという回答が得られた。詳細な検証は今後も必要

であるが，ある程度，ストレスを誘発する精神集中課題と

しての効果があったと考えられる。 

5. おわりに 

従来より，精神集中課題・リラックス課題時における生

体反応を生理学的指標で評価する研究は数多く行われてい

るが，NIRS，脳波，心拍変動，脈波を用いて多角的に検証

した例は少なく，その意味で本論文は意義があると我々は

考えている。今回実施した実験では，EEG や HRV では被験

者ごとあるいは課題ごとに予想と異なる結果が得られ，精

神集中課題との相関を見ることは困難であった。しかし

NIRS では 2 つの精神集中課題どちらに対しても血液量の増

加が，そしてリラックス課題では血液量の減少が観察され

た。また PAT についても平均値および変動係数に課題によ

る差異が見られた。今回の結果から NIRS や PAT がストレ

ス評価に適していると断定はできないが，脳波計測では評

価できない一面を明らかにできる可能性はある。そこで今

後は，脳血流や脳酸素代謝などの生体情報にも注目し，測

定手法の改良，実験課題の変更，ならびにデータ分析手法

の再検討を行い，より信頼性の高いストレス評価の指標の

探索，および同指標を応用した工学的システムの開発を目

指す。 
（平成 21 年 2 月 20 日受付，平成 21 年 7 月 22 日再受付） 
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