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本書は，ひとの生理反応にはどのようなものがあり，それらをどのような生理計測器で
測り，どのように解析すれば，なにがわかるか？…これらの疑問に答えるというコンセプ
トで企画された資料集である。
近年の健康，快適性向上や感性にマッチした商品開発ニーズの高まりに伴い，ひとの状
態や感情を正しく推定する技術が求められている。生理データからそれらを評価できれば，
リアルタイムなひとの反応の取得・ニーズに対応した製品やサービスの客観的効能検証・
エビデンス向上や新しい商品開発に応用可能と期待されている。近年のセンサやパソコン
の性能向上に伴い，誰でも比較的簡単に生理計測を行えるようになったものの，求める結
果を得るために如何に計画し，何を測り，得られたデータを如何に解析・評価するかにつ
いては専門的知見が必要である。また，対象がひとであることから，留意しなければなら
ないことも多い。
本書は，その手助けをすることを目的に日本人間工学会 PIE 研究部会編として刊行さ
れた。PIE とは 1993 年に設立された国際的研究組織の名称であり，Psychophysiology
in Ergonomics
（ 人間工学における心理生理学 ）の略記である。PIE は 1995 年に国際人間
工学連盟の技術委員会（ TC ）となり，活発な活動を続けていた。その一部はアンドレアッ
シの著書
「心理生理学」でも紹介されている
（ p.535 ）。PIE 研究部会は PIE の日本支部と
しての位置づけで，2015 年 4 月に日本人間工学会の研究部会として発足した。近年，
PIE の活動は停滞している感があるが，それは心理生理学の研究が停滞しているからで
はない。逆に，上述のように生理計測が比較的容易に行なえるようになり，あらゆる種類
の製造業において，製品評価にひとの生理反応を用いたいというニーズは高まる一方であ
り，実際にそのような研究は多く行なわれている。また製品開発のみならず，健康管理の
ための情報として，生理反応が有用であることは言うまでもない。それらの参考になる心
理生理学に関する著書はすでに多く刊行されており，本書でもそれらを引用しているので，
本書をそれらと併読して研究に役立てていただければ幸いである。
2017 年 2 月
日本人間工学会 PIE 研究部会長
産業医科大学
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こころとからだ

1 はじめに
我々のからだはさまざまな要因に対してさまざまな反応を示す。表 1 はこのようなからだ
の反応を表す表現のいくつかを列記したものである。これらは目に関するものが多いが，まさ
に「目は口ほどにものを言う」
ためであろう。これらの表現には表情に関するものもあるが，自
律神経系がかかわる反応に関するもの（ 瞳孔
（ 表中 2 ），発汗
（ 表中 12，13 ），末梢血流
（ 表中
14 〜 17，33 〜 35 ）
，心臓活動
（ 表中 23 〜 25 ），内臓活動
（ 表中 26 〜 29 ））
が多い。本稿では
これらの自律神経系活動および中枢神経系活動，内分泌・免疫系活動等について解説する。ま
ず，生体反応が最もはっきりと表出する fight or flight
（ 闘争か，逃走か ）
について紹介する。
表1

からだ見られるさまざまな反応の表現

1

目は口ほどにものを言う

12

手に汗握る

23

ドキドキする

2

恐怖に目を見開く

13

冷や汗がでる

24

胸がときめく

3

目が点になる

14

顔面蒼白

25

心がおどる

4

目は心の鏡（ 窓 ）

15

血の気が引く

26

はらわたが煮えくりかえる

5

目の色を変える

16

血も凍る

27

腹が立つ

6

目に角を立てる

17

青筋を立てる

28

腹の虫が治まらない

7

目を三角にする

18

武者ぶるい

29

断腸の思い

8

目を丸くする

19

脚がすくむ

30

鳥肌が立つ

9

白い目で見る（ 冷たい視線 ）

20

眉をひそめる

31

身の毛がよだつ

10

暖かい眼差し

21

口元がゆるむ

32

怒髪天を衝く

11

目頭が熱くなる

22

息を潜める（ 殺す ）

33

肝を冷やす

34

背筋がゾッとする

35

背筋が凍る

2 fight or flight（ 闘争か，逃走か ）
キャノンは「犬に吠えられた猫
（ 猫に吠える犬も同じ ）」のような，生体が情動興奮状態にあ
るときの反応を「fight or flight
（ 闘争か，逃走か ）」と名づけた。すなわち，生体が危険にさら
されると，全力をあげてそれに立ち向かうか，あるいは逃げ出そうとする反応であり，これに
は，瞳孔の散大，心拍数および心拍出量の増加，血圧
（ 特に最高血圧 ）の上昇，皮膚・内臓に
ゆく血管の収縮，手掌や足蹠の発汗などの変化が見られる。さらに，唾液および消化液の分泌
減少，消化管の蠕動停止，骨格筋にゆく血管の拡張，筋の収縮力および疲労回復能力の向上，
気管支内腔の拡張，赤血球および血小板の増加，血液凝固時間の短縮，血糖値の上昇などの反
応も見られる。fight or flight の状況では全身の筋肉を最大限に働かせねばならず，そのため
筋肉にゆく血管は拡張し，一方，皮膚や内臓の血管は収縮して，不用の部分から血液を動員す
る。また，当然予想される出血にそなえて赤血球が増し，さらに血小板が増加して凝固時間を

（電子試読版）
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短縮させる。瞳孔が散大するのは暗がりでも相手を見失わないためであり，手掌や足蹠の発汗
は滑って不覚をとらないためである。すなわち，前述のさまざまな生理現象は，相手に襲いか
かるか逃げだすかするための全身活動に即応する一連の変化であって，生存の目的にかなった
緊急反応とみなすことができる
（ 文献 1 p.43 の表現を変えて引用 ）1 ）。
fight or flight の反応の多くは非侵襲的に計測可能なものである。したがって，それらを計
測することによって「情動興奮状態」
にあるかどうかの判定ができる。といっても，我々が行な
うひとを対象とした実験では
「生体が危険にさらされる」
わけではないが，暗算などの精神作業
を行なう際には fight or flight の反応が生じる。そこでその情報を用いて，生体の状態を推定
するのが心理生理学
（ psychophysiology ）
である。

3 Psychophysiology
Andreassi2 ）は，心理生理学を
「精神と身体の間の関係の理解を促進するために，心理学的操
作とその結果として，生きた組織において測定される生理学的反応との関係の研究（ The
study of relations between psychological manipulations and resulting physiological
responses, measured in the living organism, to promote understanding of the relation
between mental and bodily process ）
と定義している
（ 翻訳版あり 3 ））。一方，生理学的心理学
（ physiological psychology ）は，脳刺激や脳削除といった生理的操作が学習や知覚の正確さに
及ぼす影響を検討するもので，独立変数が生理的，従属変数が心理的となる
（ 心理生理学では，
独立変数が心理的，従属変数が生理的 ）
。Psychophysiology も physiological psychology もこ
ころとからだの関係を調べようとするものであるが，両者の違いは上述のように独立変数と従
属変数の違いである。
人間工学領域での研究は psychophysiology であるが，psychophysiology を生理心理学と称
することもあり混乱しやすい。これらの表記については，藤澤らの記述 4 ）が参考になる。

4 情動と関連する身体変化
表 1 に示したもののうち，瞳孔，発汗，循環器系反応に関するものについては後の章で詳述
するので，ここでは，そのほかのいくつかの反応について概説する。
「鳥肌が立つ」のは，立毛筋により体毛を立てることにより，皮膚表面と外気との間の空気層
を厚くし，断熱効果を高めるためである。すなわち，寒いときの生存のための対処法である。
一方，
「身の毛がよだつ」のは，毛を立てることにより体を大きく見せ，fight or flight の状況
において相手を威圧するためである。体の大きい相手に対しては戦いを挑まないことにより，
両者とも生存率を高めることになる。
「はだかの猿」
といわれるひとにおいては，体毛は極めて
短いので鳥肌が立っても体が大きく見えるわけではない。しかし，いわゆるけもの
（ 獣 ）では，
fight or flight の状況では背中
（ 肩甲骨辺り ）の毛が立ち，確かに体高が高くなる。猫などはさ
らに背中をまるめて，体を大きく見せようとする。我が家の犬はよく吠えるが，そのとき背中
の毛が立っているか立っていないかで，威嚇状態で吠えているのか，そうでないのかの区別は
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容易にできる。このような立毛現象
（ piloelection ）は光
学的に計測可能である5 ）。さて，ひとにおける立毛現象
の最大のものは「怒髪天を衝く」
であろう。激しい怒りに
よって髪の毛が逆立つ様子を表現したもので，500 円切
手に描かれている伐折羅大将像
（ 新薬師寺 ）
（ 図 1 ）はそ
の例であり，形相もすさまじい。これも体を大きく見せ
るためであろう。鳥山明の漫画
「ドラゴンボール」
などコ
ミックの世界では，
「天を衝く」
髪の毛が怒りを表すもの
としてよく用いられている。
「背筋が凍る」のは，実際に背中の温度が下がり，それ
を冷気と感じるためである。Vianna と Carrive6 ）は，
「恐
怖およびある程度の覚醒は，ラットの尻尾と足に限定さ
れた強い皮膚血管収縮を引き起こす。この血流の局所的
な減少は，ラットの最も露出した部分が傷を受けたとき
の出血を減少させるための fight or flight の準備反応の
一部かもしれない」と述べており，小早川 7 ）はラットに，

図1

伐折羅大将像

仏像写真を元に筆者が C.G 作成

天敵であるへびの匂いをかがせると，背中の皮膚温が低
下（ 27℃→ 24℃）することを確かめ，体温を感知して獲
物を捕らえるへびに見つかりにくくする効果があることを示した（＝動物の生存本能，防衛本
能）
。
へびに睨まれたラットは死んだまねをするのであろうか？周囲に注意をしているときに危険
を察知し，不意に動かなくなる人間の反応
（ ほかの多くの動物にも見られる ）を注意不動
（ attentive immobility ）と呼び，直ちに fight or flight に移れる状態
（ 息を潜める ）である8 ）。
これは動かないことで捕食者に見つからないか，
あるいは動かない獲物は死んでいると判断し，
襲ってこないという捕食動物
（ predetor ）の特性に関わる生存上のメリットであり，このとき
に上述のように体温も下がる。これを凍結反応
（ fleezing ）と呼び，戦い
（ fight ）
も逃げ（ flight ）
もしない状態
（ ただし，上述のようにすぐにそれらの行動がとれる ）であり，生存のための 1
つの選択枝である。凍結反応時には徐脈が起き，これを恐怖徐脈（ fear bradycardia ）という。
Azevendoら8 ）は奇形や傷害のある人の写真を見せると，心拍の低下と体動
（ 重心動揺 ）の減少
が起きることを示した
（図 2）
。
「足がすくむ」凍結反応では体の動きが文字通り固まることを
示している。さて，損傷の激しい死体などを見たときは，上述のように恐怖徐脈が起きると考
えられるが，その生存上のメリットはなんであろうか？捕食動物に捕食された獲物
（ prey ）の
体が大きく損傷している様子を見たことによって心拍が下がるとすると，もしその捕食動物が
近くにいて自分が襲われても，出血が少なくて生存に有利になるのかもしれない。

（電子試読版）
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中性

立ちすくみと恐怖徐脈の例

不快
（ 奇形 ），中性
（ 家庭用品など ），快
（ スポーツ ）の写真を見せたときの生理反応（ 男性 44 名 ）。
左：重心動揺面積，右：心拍数．バーは標準誤差．不快写真では，ほかの写真を見たときに比べて
心拍数と重心動揺面積が有意に小さい。文献 8 ）の Fig.1 および Fig.3 をもとに筆者作図。

5 自律神経系
自 律 神 経 系 に は 前 述 の fight or flight の よ う に 身 体 活 動 を 活 性 化 す る 交 感 神 経 系
（ Sympathetic Nervous System: SNS ）と， 逆 に か ら だ を 鎮 静 化 さ せ る 副 交 感 神 経 系
（ Parasympathetic Nervous System: PNS ）の 2 つがあり，交感神経系はさらに血管収縮に関
わる α，心臓活動に関わる β1，血管拡張に関わる β2 がある。主な器官におけるこれらの自律
神経活動の作用を表 2 にまとめた9 ）10 ）。これを見ると心拍や瞳孔のように交感神経による作用
（ 心拍増加，瞳孔散大 ）と副交感神経による作用
（ 心拍低下，瞳孔縮瞳 ）が逆のものがある。し
たがって，交感神経系と副交感神経系は拮抗的（ reciprocity ）に働く，すなわち，シーソーの
ように片方が亢進すれば，もう片方は抑制されるといわれていた。しかし，心拍変動性指標等
による自律神経活動の評価
（ 第Ⅰ編第 2 章参照 ）により，交感神経と副交感神経は独立して動

表2

自律神経系の主な器官への作用
交感神経

器官

α

瞳孔

散大＋＋

心臓

小動脈

β2

副交感神経
縮瞳＋＋＋

心拍数

増加＋＋

減少＋＋＋

心房収縮力

増加＋＋

低下＋＋

心室収縮力

増加＋＋

皮膚

静脈
皮膚

β1

収縮＋＋＋
収縮

立毛筋

収縮＋＋

汗腺

発汗＋＋

拡張

文献 9 ）
の表 B-1 および文献 10 ）の Table8-1 から抜粋
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図3

錯視

自律神経の 2 次元モデル

図4

−1
0
1
交感神経（PEP 標準得点）→

2

暗算課題と錯視図形を見せたときの反応

8 方向の変化パターンがある．文献 11 ）
の Fig.4 を元に
筆者作図

文献 12 ）の Fig.2 を元に筆者作図

き，両者が同時に亢進したり，同時に抑制する場合
（ coactivity ）や，片方が不変で，もう片方
だけが亢進したり抑制される（ uncoupled ）ことがあると考えられている11 ）（ 図 3 ）。Berntson
ら12 ）は，収縮時相値の 1 つである前駆出期間
（ Pre Ejection Period: PEP ）（ 第Ⅰ編第 2 章 5 節
参 照 ）を 交 感 神 経 の 軸， 心 拍 変 動 性 ス ペ ク ト ル の 呼 吸 性 洞 性 不 整 脈
（ Respiratory
Sinusarrythmia: RSA ）を 副 交 感 神 経 の 軸 と す る 自 律 神 経 活 動 の 2 次 元 表 示
（ Autonomic
Space ）を提案し，たとえば，暗算時は自律神経活動が拮抗的に働き，交感神経活動の亢進と
副交感神経活動の抑制が起きるが，錯視図形を見させたときは，交感神経活動は不変で副交感
神経の亢進が起きることを示した
（図 4）
。また山下1 ）は交感神経活動と副交感神経活動の独立
性に関して表 3 のようにまとめ，交感神経活動と副交感神経活動の同時亢進および同時抑制
の例を示した。
自律神経活動が拮抗的に働くのであれば，交感神経または副交感神経のいずれかの活動が評
価できれば，もう片方の活動を推定することができる。しかし，両者が独立して活動するので
あれば，片方のみの評価では不十分であり，生体反応を正しく評価できない。また，自律神経
系の局所性により，自律神経活動の評価に
表3

用いる生理信号の由来が異なると，同じ交
感神経系の指標であっても，異なる反応
（ 亢進・抑制 ）を示すかもしれない。
本書では，できるだけ多くの自律神経系
指標（ および中枢神経系，内分泌・免疫系
指標 ）を紹介しているので，それら複数の

自律神経活動の 4 つのパターン1 ）
自律神経機能

情動の性情
1．驚愕，急性の恐怖，憤怒
2．持続的な不安，緊張，怒り，
興奮

交感神経
機能

副交感
神経機能

＋＋＋

－

＋＋

＋＋

指標を同時に用いて，多次元的に評価する

3．平安，休息

－

＋

ことが望ましい（ 第Ⅱ編第 4 章参照 ）
。

4．失望，抑鬱，悲哀，憂愁

－

－

（電子試読版）
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索─ 4
閲覧期間内における二次的利用は著作権法で定める場合を除いて禁じます。
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進化する運動科学の研究最前線
・2020年東京オリンピック開催で盛り上がる市民スポーツ発展のために、リーダー育成を科学の視点から支える
内容。
・運動を力学、生理学、栄養学の観点から分析解析し、競技力向上をサポート。
・人間の巧みな動きや動作を科学して、アンチエイジングとQOL向上に役立つ。
・運動指導に必須となる機能解剖、バイオメカニクス、栄養学、代謝など動きの基礎的な知見を専門家が分かり
やすく解説！
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序 論 これからの運動科学の使命
第 1 編 運動の基本
第 2 編 QOL 向上のための運動科学
第 3 編 オリンピックに向けて

睡眠マネジメント

〜産業衛生・疾病との係わりから最新改善対策まで〜
・睡眠の意義をこれまでにない安全衛生の側面からそ
の研究最新動向について解説。
・産業衛生の側面から最新の睡眠研究についてまとめ
た職場に必須の 1 冊！
・現代社会で大きく乱された睡眠を理解し、改善するた
めの課題解決に向けた最新睡眠研究を掲載。

序 論 睡眠研究の現在・過去・未来
第 1 編 産業衛生と睡眠研究
第 1 章 安全衛生のための睡眠研究動向
第 2 章 社会問題化する睡眠障害
第 3 章 交替勤務者と睡眠
第 4 章 日常生活における眠気対策
第 5 章 睡眠に関わる病態発症メカニズム
第 2 編 QOL 改善に向けた睡眠の応用研究
第 1 章 睡眠生理
第 2 章 物質による睡眠改善効果とその利用
第 3 章 睡眠検知システム開発
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感覚デバイス開発

〜機器が担うヒト感覚の生成・拡張・代替技術〜
・“ヒトの感覚” をセンシング・符号化し、感覚の再現または
伝達、さらに共有することを可能にする『感覚デバイス』
。
・あらゆる産業において、様々な新規デバイス・システム開
発や新規サービスを創り出すべく注目が集まっている。と
くにセンサー素子開発やセンサ・センシングシステムなど
の研究開発者の方、ロボット開発における感覚器代替分野
の研究者の方、関連業界の方々へ。
・機械が担う、ヒト感覚の拡張と代替の時代へ役立つ一冊！
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第1章
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第3章

感覚デバイスが拓く未来
感覚デバイス開発
視覚デバイス開発
聴覚デバイス開発
嗅覚デバイス開発
味覚デバイス開発
平衡覚デバイス開発
触圧覚デバイス開発
温・冷覚デバイス開発
感覚デバイスの融合
超臨場感
五感情報通信
クロスモーダルデザイニング
感覚デバイスが創る未来生活
福 祉
農業用マルチモーダルセンサの開発
コミュニケーション

パーソナル・ヘルスケア

〜ユビキタス、ウェアラブル医療実現に向けたエレクトロニクス研究最前線〜
ヘルスケア分野におけるモニタリングデバイス・
システムを中心に、個人に向けたヘルスケアシス
テム・サービスへの道を拓くエレクトロニクス技
術の研究動向を紹介する。
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第1編
第2編
第3編
第4編

パーソナル・ヘルスケアの動向と今後
ヘルスケア・エレクトロニクスを支える要素技術
モニタリングデバイス・システム研究開発の最前線
生体信号・情報処理と通信技術研究の最前線
ヘルスケア分野参入に向けた法規制動向と事例
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