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Abstract   This paper propses a hypothesis that swaping roles between heart rate manipulation and vascular 
resistance manipulation can explain the reason why the cross-correlation between blood pressure and heart rate 
limited to Mayer-wave related frequency components varies with a transient change in the environment such as 
the postural change.     
 

1. はじめに 
 
生体循環系の簡単な制御工学的モデルとして，血圧を制

御量とし心拍数を操作量とするモデル[1],[2]や，これに呼

吸に関する変数を操作量として付加するモデル[3]が知ら

れている．一方，実際の循環系においては，血圧制御を行

う目的のために，心拍数による調節ばかりでなく血管抵抗

による調節が行われている[4]． 
著者ら[5]-[7]は先に，安静時において，0.1Hz 付近の

Mayer 波に対応する周波数領域における血圧-心拍数間の

線形相関性が強いのに対し，環境の過渡的変化の際には，

この線形相関性が弱くなることを見出している．この現象

は，安静時には主として心拍数調節が行われ，環境変化時

には心拍数調節ばかりでなく血管抵抗調節が行われると

いう，両者の役割分担の変化で説明できる可能性がある． 
本論文では，この仮説を検証するための予備的実験につ

いて報告する． 
 

2. 循環制御系に関する従来の簡単なモデル 
 
生体循環制御系の最も簡単なモデルは，Fig.1 のような

血圧を制御量として心拍数を操作量とするモデルである． 
砂川ら[8]のグループでは，動物実験において，このモ

デルにおける圧反射系C と心臓血管系Gのそれぞれのシ

ステム同定を行い，これらのシステムが約１Hz 以下の範

囲で線形な伝達関数で表されることを明らかにしている．

ただし，この場合は，操作量として心拍数ではなく交感神

経活動を仮定している． 
動物実験では，観血的にしかもフィードバックループを

切った開ループ状態を作れるので，精度の高いシステム同

定が可能である．一方，人間において閉ループ状態のまま

でシステム同定をすることは容易ではない．これに対して

Baselli ら[1]や Porta ら[2]は 2 変数 ARX モデルなどを使う

ことにより，閉ループ下でのシステム同定を試みている． 
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Fig. 1 循環制御系の最も簡単なモデル 

 

3. 循環制御系の線形定常性と maxρ  

3.1 循環制御系の線形相関性の変化 
 
これらは線形かつ定常なモデルであり，麻酔下や安静状

態では有効であると思われる．しかし，外部環境がある程

度変化する場合には，システムの線形相関性や定常性が低

下するため，同定精度が低下する可能性がある． 

  



 

実際，著者ら[5]-[7]は，安静状態のときにシステムの線

形相関性が高く，刺激を受けた状態のときに線形相関性が

低下するという循環制御系の性質を利用して，人間が受け

た情動反応や映像酔いを定量化する試みを行ってきた．こ

れは，0.1Hz 付近のいわゆる Mayer 波帯域の心拍数変動と

血圧変動の間の相互相関係数の最大値
maxρ を経時的に追

跡する方法である．
maxρ は心拍数変動と血圧変動の間の

0.1Hz 付近におけるコヒーレンス関数に対応する． 
この方法では，線形相関性の強さを表す

maxρ の低下が，

心拍数変動に混入する血圧由来でない雑音成分 ，また

は血圧変動に混入する心拍数由来でない雑音成分 の

増加によって生じると仮定している．特に，恐怖心などに

よって心拍数が変動するような情動反応が生じた場合に

は，心拍数変動に含まれる の成分が増加することが推

測される．一方，温冷刺激や姿勢の変化などでは，血管抵

抗の変化による血圧の過渡的変化が，血圧変動に含まれる

の成分を増加させると推測される． 
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3.2 心拍数調節と血管抵抗調節の役割分担の変化に関する

仮説 
 
そこで，次のような仮説が考えられる．すなわち，

「Mayer 波帯域における血圧-心拍数間の線形相関性が，

安静時に強く環境の過渡的変化時には弱くなるという現

象は，安静時に主として心拍数調節が行われ，環境変化時

には心拍数調節ばかりでなく血管抵抗調節も行われると

いう，両者の役割分担の変化で説明できる」というもので

ある． 
この仮説を検証するための予備的実験を以下のように

行った． 

4. 実験および解析方法 
4.1 実験方法  
 
被験者として健常男性 1 名（52 歳）に対し，Fig.2 のよ

うな仰臥位と立位の間の姿勢変化を行わせた．プロトコル

は次のとおりである． 
a)仰臥位(5 分) → b)立位(2 分) → c)仰臥位(3 分) 
→ d)立位(2 分) → e)仰臥位(3 分) 

このとき，容積補償型連続血圧計（Finapres 社 Portapres）
によって左手中指の血圧を，透過型光電脈波計（Envitec
社 Nellcor）によって人差し指の光電脈波を，心電計

（Biopack 社）によって心電図を計測し，1kHz で A/D 変

換してパソコンに記録した．このとき，姿勢変化があって

も左手は心臓の位置に保った． 

 
 

Fig.2 姿勢変化． 

4.2 解析方法 
 
 心電図信号からRR間隔を求めこの逆数に60を乗じて心拍

数HR [min-1]を求める．また，連続血圧からは拍内平均血圧

（以下では単に「血圧」と呼ぶ）BP [mmHg]，および，収縮

期血圧と拡張期血圧の差である圧較差（脈圧） BP∆ [mmHg]

を計算する．さらに，心電図のR波の時刻から光電脈波信号

の立ち上がりの時刻までの時間である脈波伝播時間

PTT [ms]を求める．血管が硬いとき， BP∆ は増大し，PTT は

減少する可能性がある． 

拍ごとに求めたBP とHRに 3 次のスプライン補間を施し

てから再サンプリングし，等間隔（469ms）のデータに変換

する．次に， BP とHRのそれぞれに対し，帯域通過ディジ

タルフィルタ（9 次のバターワース型）を通す．通過帯域と

しては 0.08Hz から 0.12Hz までのもの（以下，Mayer 波帯域

と呼ぶ）か，あるいは，0.02Hz から 0.08Hz までのもの（以

下，低周波帯域と呼ぶ）の 2 種類を用いる．ある時刻 t [s]
においてその前後 1 分間の合計 2 分間のBP とHRを切り出

し，ハミング窓をかけた後，BP と HR− の間の相互相関係数 
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を求める．ここで， は)(, τφ HRBP −
BP と HR− への相互相関関

数であり， )(, τφ BPBP
および )(, τφ HRHR はそれぞれBP とHRの

自己相関関数である．HRに負号を付けた理由は，HRを表

示する際，見かけ上BP とできるだけ同相になるようにする

ためである． BP と HR− の両方が狭帯域信号であるとき，

)(τρ は正弦波状になる．0[s] ≤≤τ 10[s]に対する )(τρ の最

大値を 

)(max
100max τρρ

τ≤≤
=    (2) 

のように求める．t を 1秒ずつずらしていくことにより，
maxρ

の 時 系 列 を 得 る ． 以 上 の 計 算 は 技 術 計 算 言 語

Matlab(Mathworks 社)の Signal Processing Toolbox の関数

群を用いて行い，相互相関関数は xcorr を使って離散的に求

めている． 

5. 結 果 
 
 実験全体（0 分から 15 分まで）の血圧BP ，心拍数HR，

圧較差 BP∆ ，脈波伝播時間PTT の時系列を Fig.3 に示し，

Fig.3 の 4 分から 9 分までを拡大したものを Fig.4 に示す． 
Fig.5 と Fig.6 は，それぞれ異なる通過帯域幅を持つ帯域通

過フィルタを施した後のBP と HR− の波形（2分から 9分ま

で）である．Fig.5 の通過域は Mayer 波帯域のものであり，

Fig.6 の通過域は低周波帯域のものである．ただし， BP と

HR− は，0 分から 15 分までの平均値が 0・分散が１になる

ように規格化して表示している． 

Fig.7 と Fig.8 は，血圧BP と心拍数 HR− の間の最大相互相

関係数
maxρ とラグτ [s]の経時的変化を示したものである．

Fig.7 は Mayer 波帯域のものであり，Fig.8 は低周波帯域のも

のである． 
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Fig.3 血圧BP ，心拍数HR，圧較差 BP∆ ，脈波伝播時間PTT

の時系列 
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Fig.4 血圧BP ，心拍数HR，圧較差 BP∆ ，脈波伝播時間PTT

の時系列．Fig.3 の 4 分から 9 分までを拡大表示し

たもの． 
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Fig.5  Mayer 波帯域（0.08Hz から 0.12Hz）を通過域とする

帯域通過フィルタに通した後の血圧 BP と心拍数

HR− ．それぞれは 0 分から 15 分までの平均値が 0・

分散が１になるように規格化されている． 
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Fig.6 低周波帯域（0.02Hz から 0.08Hz）を通過域とする帯

域通過フィルタに通した後の血圧BP と心拍数 HR− ．

それぞれは 0 分から 15 分までの平均値が 0・分散が

１になるように規格化されている． 
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Fig.7  Mayer波帯域（0.08Hzから 0.12Hz）における血圧BP

と心拍数 HR− の間の最大相互相関係数
maxρ とラグ

τ [s]の経時的変化． 
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Fig.8  低周波帯域（0.02Hz から 0.08Hz）における血圧BP

と心拍数 HR− の間の最大相互相関係数
maxρ とラグ

τ [s]の経時的変化． 

 
 
 

6. 考 察 
 

6.1 時間波形 
 

Fig.3a)の仰臥位における血圧BP ，心拍数HR，圧較差 BP∆ ，

脈波伝播時間PTT は，それらに含まれる Mayer 波と呼吸性

変動成分が定常的に見られる．Fig.3b)の立位直後ではBP が

一旦下降してから上昇し，オーバーシュートを経て漸増した．

HRは立位直後から上昇し， BP の上昇とともに下降し，そ

の後，a)の仰臥位のときよりも高い値でほぼ一定となった．  
仰臥位から立位へ姿勢が変化すると，重力の作用により血

液の主たる分布が上半身から下半身へ移動する．このため，

心臓の位置にある手の指先で計測した血圧は立位直後に下

降し，このとき，起立性反射が起こりHRが上昇したものと

思われる．ただし，図をよく見ると，HRの上昇は血圧が下

降する前から生じている．これは，今回の実験の立位動作が

随意的・能動的運動によるものであり，一般に行われるチル

ト試験のように受動的なものではないところから来ている

と思われる． 
一方，起立性反射は血圧を保つように血管の収縮ももたら

すと思われる．しかし，脈波伝播時間PTT は立位直後の血圧

下降に伴って一過性に伸展した．これは血圧低下により上半

身の血管が一時的に柔らかくなったためであると考えられ

る．もし下半身でPTT を計測していれば，血圧低下時に短縮

した可能性がある．その後，指先で計測したPTT は a)の仰臥

 



 

位の安静のレベルまで戻ってほぼ一定となった．PTT が安静

のレベルまで戻った理由は，直立姿勢を維持するため筋肉運

動が仰臥位より増える立位では，血流が増加したために血管

が拡張し，この血管の拡張と血圧の上昇とがバランスしたた

めであると考えられる． 
 Fig.3b)の立位から c)の仰臥位への姿勢変化では， BP ，

BP∆ ，およびPTT が低下し，HRが上昇している．BP が低

下した理由は，それまで収縮していた下半身の血管が仰臥位

により弛緩して，上半身の血液が下半身に移動したからであ

る可能性がある．また，HRの上昇は BP の低下を食い止め

るためであると推測される． 
一方， PTT の下降はBP の下降より数秒遅れているので，

これは上半身の血管を収縮させることによって BP の低下

を抑制するために生じたものと推測できる．さらに，7 分 30
秒以降，PTT が a)の仰臥位のレベルより若干伸展した後，

元に戻っている．このとき，HRはほぼ一定なので，上半身

の血管のゆっくりとした拡張と収縮によって BP の調整が

行われている可能性がある． 

6.2 帯域通過フィルタを施したときの時間波形 
 

Fig.5 の Mayer 波帯域の帯域通過フィルタを通過させた後

の BP とHRでは，a)の仰臥位において両者間の位相差が一

定であるのに対し，b)の立位では位相が乱れている．一方，

Fig.6 の低周波帯域の帯域通過フィルタを通過させた後の

BP とHRは，a)の仰臥位において振幅と位相が乱れている

のに対し，b)の立位おいて両者の振幅がよく似ており，位相

差が小さい．この理由は，b)の立位おいて血圧の低下が始ま

る前に心拍数の上昇が始まったことによるものと思われる．

すなわち，過渡状態において心拍数による予測制御が行われ

た結果であると推測される． 

6.3 線形相関性の推移 
 

Fig.7 の Mayer 波帯域の
maxρ は，a)の仰臥位において高い

値を示すが，b)の立位以降低下した．ラグは a)の仰臥位にお

いて 3 秒前後で一定していたが，b)の立位以降小さくなった．

これに対して，Fig.8 の低周波帯域の
maxρ は，b)の立位から

d)の立位までの間で高いが，a)と e)の仰臥位では低かった． 
このことは，安静状態においては Mayer 波帯域の制御が

行われ，血圧変動に対して一定の位相遅れを持って線形な心

拍数による血圧調節が行われているのに対し，仰臥位と立位

の間の大幅な姿勢変動があった場合，新しい環境に適応し動

作点をシフトするための血圧制御が，心拍数中心か，あるい

は心拍数と血管抵抗の両方を使って，0.02Hz から 0.08Hz の

低周波帯域において行われていることを意味する．このとき

のラグは小さいか負になるので，6.2 で述べたように，過渡

的には予測制御，あるいはフィードフォーワード制御に類す

る動作が行われているものと推測される．  

7. おわりに 
 
本研究では，「Mayer 波帯域における血圧-心拍数間の線形

相関性が，安静時に強く環境の過渡的変化時には弱くなると

いう現象は，安静時に主として心拍数調節が行われ，環境変

化時には心拍数調節ばかりでなく血管抵抗調節も行われる

という，両者の役割分担の変化で説明できる」という仮説を

提案し，これを検証するための予備的実験を行った． 
その結果，姿勢変化時の過渡状態には安静時とは異なる制

御モードが出現することが確かめられた．これは，姿勢変化

直後において血圧変動を予測した心拍数調節動作に関係す

るものある．このような現象が生じた原因は，被験者自身が

能動的に姿勢変化を行ったところにあると推測される．今後

は，受動的な姿勢変化を与えるチルト試験のときのデータと

の比較が必要であると思われる．  
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