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研究成果の概要（和文）： GABA 摂取により抗ストレス効果は、メカニズムとして中枢神経系あるいは自律神経
系が関与することが報告されている。これらの神経系がどのように連関しながら働いているかどうかは明らかで
はない。本研究では相互相関解析を用いてGABA の中枢神経活動と自律神経活動の相互の神経生理メカニズムを
解明することを目的とする。その結果、GABA摂取による中枢神経活動(デルタ活動は前頭部、アルファ活動は中
心部・頭頂部・側頭部、ベータ活動は後頭部)と自律神経活動（心電図）との相互の神経生理メカニズムを示す
ことができた。

研究成果の概要（英文）： It has been reported that a mechanism of anti-stress effect induced by GABA
 intake is involved central nervous and autonomic nervous systems. A mutual mechanism of these 
nervous systems is not clear. The purpose of this study is to clarify the mutual mechanism of these 
nervous systems using cross-correlation and coherence analysis. The results suggest that there is an
 intimate association between central nervous (delta activity in the frontal area: alpha activity in
 the central, parietal and temporal areas: beta activity in the occipital area) and autonomic 
nervous systems (ECG) after intake of GABA.

研究分野： 複合領域

キーワード： GABA　機能性食品　自律神経活動　中枢神経活動
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
人間のホメオスタシスは、体内の活動が相

互に連関しているという事実を示している。
例えば、食事を摂取するという行動の効果は、
食事による脳の直接の影響と胃腸での消化
吸収活動という二つの経路があり、これらは
相互に関連している。近年、都市化社会での
ストレスの影響による精神疾患の増加が新
たな社会的問題となっており、またこのこと
は、日常生活を営む上でのクオリティオブラ
イフにも大きな問題となり、生活科学上もそ
の解決が望まれる問題である。従って、これ
まで以上にストレスの低減は重要な課題と
なる。γ－アミノ酪酸(GABA)は、グルタミ
ン酸から生成され、脳の中枢神経系で抑制神
経伝達物質として知られている。一方、食品
中に含まれる GABA は、動物及びヒトでリ
ラックス効果、ストレス低減、血圧の低下作
用、自律神経活動の調節などの抗ストレス効
果に関わっていることが報告されている。こ
れまでのヒトでの一連の神経生理作用は、単
一生理計測からの結果(中枢神経及び自律神
経活動が別々に報告)のみであり、相互の神経
生理メカニズムの時間的および空間的な特 
性、即ち中枢あるいは自律神経のどの神経生
理メカニズムが最初に働き、次に続く神経生
理メカニズムは何かといったことは未解明
のままである。従って、この神経生理メカニ
ズムの相互的な時間的空間的特性を明らか
にすることは、現代人がかかえるストレスに
よる健康問題の解決について示唆が得られ
る可能性がある。 
 
２．研究の目的 
本研究では、GABA を含む食品によるヒト

の神経基盤の神経生理メカニズムを解明す
るための新たな試みとして、GABA を含む食
品が自律神経及び中枢神経活動に及ぼす影
響を相互相関解析で評価し、GABA の中枢神
経と自律神経活動の相互の神経生理メカニ
ズムを解明することを目的とする。 
それに伴い、下記の（1）～（3）を明らかに
する。 
（1）先行研究で報告されたヒトの中枢神経
活動又は自律神経活動に影響を及ぼす機能
性成分を含む GABA 食品を用いて、ヒト実
験において中枢神経活動及び自律神経活動
を同時に計測し、各種生体計測された生理デ
ータの時間・周波数変化について相互に詳細
に調べる。 
（2）異なる物理量(生体信号)の中枢神経活動
(脳波信号)及び自律神経活動(心拍変動性又
は胃電図の信号)から適切な生体信号モデル
を作成し、その生体信号モデルと実際の生理
計測データとの適合度の評価を行う。 
（3）GABA を含む食品と生体信号モデル及
び生体信号処理による時間－周波数解析手
法を併用して異なる物理量(生体信号)の中枢
神経活動(脳波信号)及び自律神経活動(心拍
変動性の信号又は胃電図の信号)の相互の時

空間的応答特性の変化を調べることで、
GABA を含む食品のヒトの脳の高次機能及
び自律神経機能に関わる神経基盤の神経生
理メカニズムを明らかにする。 
 
３．研究の方法 
 
（１）神経生理学的指標の測定・解析システ
ム装置の開発 

GABA 摂取前後の心電図、胃電図、脈波、
脳波などの神経生理学的指標を同時に測
定・解析するためのシステム装置を開発する。 
 
（２）被験者 
被験者は、禁煙者で、行動異常やアルコー

ル・薬の常用習慣がなく、さらに糖尿病など
の臨床症状がない、健常者である。インフォ
ームドコンセントは、全被験者から得た。こ
のヒトを用いた実験手順及び内容は、ヘルシ
ンキ宣言に基づいた静岡大学のヒト倫理委
員会から承認を得ている。 
 

（３）試験食品 
 GABA を含む野菜・果物、GABA 食品、澱粉、
白米、おかゆ、天然水を用いた。 
 
（４）実験手順  
全被験者は、無作為化クロスオーバーデザ

インで臨床試験に従って2回の実験に参加し
た。すなわち、1 回目の実験の時に、被験者
は GABA 摂取グループ又はプラセボ摂取グル
ープの2つのグループのどちらか一方のグル
ープに無作為に分けられた。次に 2回目の実
験の時に、被験者は最初の実験の時に GABA
摂取グループの場合はプラセボ摂取グルー
プとなり、プラセボ摂取グループの場合は
GABA 摂取グループとなった。実験室の温度は
24-26 ℃、湿度は約 42 %であった。 被験者
は、実験室に入室した後にすぐに左腕に血圧
を測るマンシェット（腕帯）を巻き、左手の
人差し指の先端に脈拍センサーを取り付け、
胸部上に CM5 形式で心電図のセンサー、脳波
センサーを取り付けた。次に被験者は、安楽
椅子で少なくとも一時間の休憩時間をとっ
た。 
 
（５）精神的ストレス負荷 
 精神的ストレス負荷として内田クレペリ
ンに類似した検査方法でコンピュータを用
いて 15 分間行った。 
 

４．研究成果 
平成 25 年度 
GABA 実験を行う前に、神経生理学的指標の

測定・解析システム装置の開発を行った。 
 ヒトの自律神経活動は、食品中に含まれる
エネルギー量や機能性成分によって影響を
及ぼすことがよく知られている。自律神経活
動を調べる方法として、機能性成分を含む食
品摂取による影響を調べる上で簡易な心拍



計測からのスペクトル解析法がよく報告さ
れている。このスペクトル解析法には、主に
高速フーリエ変換法が用いられており、周波
数分解能を向上させるために数分間のデー
タを必要とするが、被験者が数分間の定常状
態を保つことは非常に難しい。この問題点の
解決法として、フィルタ処理とヒルベルト変
換を組み合わせた瞬時振幅を求める信号処
理方法を提案した。この提案した方法を用い
て食事パターンに対する自律神経活動の瞬
時振幅値の変化について調べた。自律神経活
動の瞬時振幅値を用いて体動成分の影響を
除去することが十分に可能であった。提案し
た瞬時振幅値を用いて食事パターンによる
自律神経活動の影響を正確に評価できた。 
次に、機能性食品の神経生理学的影響を正

確に評価する上でズーミング・インタフェー
スによる自律神経活動簡易評価ソフトウェ
アの開発を行った。心電図(ECG)と脈波(PTG)
の計測を行い、ユーザ・インタフェース(ズ
ーミング・インタフェース)による各波形成
分の可視化と簡便な操作性を実現する自律
神経活動簡易評価ソフトウェアを開発した。
ズーミング・インタフェースとは、ズーム（拡
大と縮小）によって、複合的な情報を拡大率
という一つの軸上に表現するという、ユー
ザ・インタフェースの一形態である。これに
より、自律神経活動に関わる生理評価指標の
グラフと波形そのものをシームレスに横断
的に把握することを実現し、機能性食品にお
ける自律神経活動に関わる生理指標の時間
的変化に対する理解を助けることを可能と
した。 
 

平成 26 年度 
GABA 実験を行う前に、実験中に生じる体動

及び筋電図の影響を考慮した神経生理学的
指標(心電図)の測定・解析システム装置の開
発を行った。ヒトの自律神経活動の測定方法
は、主に心電図からの R-R 間隔を抽出した心
拍変動性 (HRV:heart rate variability)が
よく用いられている。また心電図の成分であ
る QT 間隔は、心臓病に繋がる先天性・後天
性 QT 延長症候群のみでなく、ヒトの性ホル
モンの影響にも密接に関係している。自律神
経活動とヒト性ホルモンレベルが密接に関
連していることより、一拍毎の詳細な心電図
波形の解析と R-R 間隔のみならず他の QT 間
隔などの影響も同時に正確に調べる必要性
がある。 
 心拍変動性の周波数解析には、高速フーリ
エ変換法が主に使用されている。しかしなが
ら、FFT 法は、周波数分解能を向上させるた
めには数分間～数十分間の安定したデータ
長を必要とするため、その間、被験者は、デ
ータの解析区間に体動、筋電図、不安定な呼
吸等が生じないように安静(安定)状態を維
持する問題点がある。さらに、被験者の体動
や筋電図等のデータが解析対象とするHRVデ
ータに重畳した場合は、これを後で除去する

ことができない。このような問題点を解決す
るために、我々は、市販のシステム開発ソフ
トウェアを用いて、新たな心電図(心拍変動
指標)の計測・解析システムの開発を行った。
この新たな心電図解析の主な特徴は、フィル
タ設計とウェーブレット変換を組み合わせ
て、心電図データから体動･筋電図の除去、
一拍毎の心電図の波形成分の抽出、HRV デー
タからの線形･非線形信号解析等である。新
しく開発した高機能な心電図の計測・解析シ
ステムは、ユーザの操作性を高め、心電図に
重畳された筋電図・体動成分の影響を除去後、
一拍毎の心電図の波形成分を正確に抽出し、
HRV の信号解析等の一連の操作をスムーズに
実行可能であった。 
 
平成 27 年度 
GABA 実験を行う前に、実験中に生じる体動

及び筋電図の影響を考慮した神経生理学的
指標(心電図･胃電図)の測定・解析システム
装置の開発を行った。ヒト自律神経活動 
(ANA: Autonomic nerve activity )の影響を
調べるための測定方法には、主に心電図測定
が用いられており、心電図と胃電図の同時計
測・解析はほとんど行われていない。また心
電図の成分には QT 間隔の影響もあり、その
間隔データには、ヒトの性ホルモンの影響と
も密接に関係があることが報告されている。
一方、心電図・胃電図から ANA の影響を同時
に調べるには、主に高速フーリエ変換法
(FFT: Fourier transform method)が主に使
用されている。しかしながら、FFT 法の信号
解析では、周波数分解能を向上させるために
数分間～数十分間の安定したデータ長を必
要とするため、その間、被験者には、データ
の解析対象区間に体動、筋電図、呼吸変動等
が生じないように安静状態を維持すること
が要求され、被験者のこのような負担による
大きな問題点がある。さらに、被験者の体動
や筋電図等のデータが解析対象とする心拍
変動性・胃の運動に関連したデータに重畳し
た場合は、これらの影響を後で除去すること
も非常に難しい。そこで我々は、システム開
発ソフトウェアを用いて、新たな多チャンネ
ルによる心電図(心拍変動指標)・胃電図の同
時計測及び解析システムの開発を行った。今
回開発した装置を用いて食品の摂取前後の
ANA の影響について調べた。その結果、新し
く開発した心電図・胃電図の同時計測及び解
析システムは、ユーザの操作性を高め、心電
図・胃電図に重畳された筋電図・体動成分の
影響を除去後、心電図・胃電図の信号解析等
の一連の操作をスムーズに実行することが
可能であった。以上より新しく開発した心電
図・胃電図の同時計測及び解析システムは、
心電図・胃電図の相互の信号解析により、食
品のヒトへの自律神経活動の影響をより正
確に検討することが可能となった。 
次にダイナミック疑似心電図の生体シミ

ュレーションソフトウェアの開発の試みを



行った。本開発したソフトウェアは、３つの
連立常微分方程式からなる疑似心電図モデ
ル(PQRST サイクル形態を含む)を使用して任
意の心電図波形の生成、既知の HRV リズムを
パワースペクトル特性から信号生成、さらに
疑似心電図波形と心拍変動性リズムを組み
合わせてシミュレーションすることにより、
心臓の疾病・異常及び自律神経活動の影響を
検討することが可能であった。HRV の機能に
は、呼吸洞性不整脈(RSA : Respiratory Sinus 
Arrhythmia)の影響を含めた高周波成分(HF : 
High Frequency)及びメイヤー波(10秒周期の
ゆらぎ成分)の影響を含めた低周波成分(LF : 
Low Frequency)に対して任意のパラメータ設
定により、これらの全成分による自律神経活
動の影響も検討することが可能である。この
ダイナミック疑似心電図モデルによる生体
シミュレーションソフトウェアは、GABA 等の
機能性食品における自律神経活動の影響を
調べるために、最適な生体信号処理による方
法を検討する上で重要なツールとなった。 
次に、GABA 摂取前後の自律神経活動(心拍

変動性信号)から適切な生体信号モデルを作
成し、その生体信号モデルと実際の生理計測
データとの適合度の評価を行った。自己回帰
モデルによるスペクトル推定方法には、生体
信号モデルとして赤池最終予測誤差（FPE：
Final Prediction Error）規準（Akaike 1969）、
赤池情報量規準（AIC：Akaike Information 
criterion）（Akaike 1974）、Parzen の AR 変
換関数（CAT： Criterion Autoregressive 
Transfer function）規準（Parzen 1975）、
Rissanen の最小記述長（RIS：Rissanen’s 
minimum description length method ）
（Rissanen 1984）を用いた。その結果、HRV
シミュレーション結果より、振幅に時間変動
を与えた周波数 0.05Hz と 0.2Hz で構成され
た擬似信号に対して、情報量規準 FPE、 AIC、 
CAT、 RIS で求めた解析区間毎に対する最適
次数では適切なスペクトル推定は得られな
かった。最適次数から求められるヒストグラ
ムを利用して決定したピーク次数と最大次
を併用することで適切なスペクトル推定に
繋がることが分かった。実験結果より、プラ
セボ摂取時(澱粉)および GABA 食品摂取時の
HRV から求められる LF 成分、HF 成分、LF/HF
比おいて、次数決定方法による生体モデルを
適切に選択しなければ自律神経活動による
神経生理学的な解釈に影響を与える可能性
があることが示唆された。 
 

平成 28 年度 
天然食品（GABA 含有）摂取時の急性期の血

漿 GABA 濃度と自律神経活動との時間的関係
について調べた。今報告では数人の症例報告
を行った。被験者は、仰臥位にて少なくとも
一時間の休憩時間をとった。心拍が安定して
から実験を開始した。天然 GABA 食品摂取前
後の自律神経活動を連続的に測定し、それと
同時に一定時間ごとに採血した。採取した血

液は、直ちに遠心分離することにより血漿サ
ンプルを得て、凍結保存後、血漿 GABA 濃度
を測定した。自律神経活動を評価する手法と
して、心拍変動（心電図 R-R 間隔の経時変化）
を用いた。その結果、天然食品（GABA 含有）
摂取後、血漿 GABA 濃度が上昇する被験者と
あまり変化しない被験者がおり、血漿 GABA
濃度の現れ方に違いがあることが分かった。
また自律神経活動の結果においては、採血に
よる痛みの影響も強くあり、さらに生体信号
解析方法を含めて再検討する必要性があっ
た。 
次に相互相関解析を用いて GABA の中枢神

経活動と自律神経活動の相互の神経生理メ
カニズムを調べた。平成 25-27 年度で計測さ
れた中枢・自律神経活動による生理データを
使用し、異なる物理量の各種生体信号の周波
数－位相特性の特徴を調べ、その生体信号の
特徴よりモデル同定を行った。生理データを
解析する上で適切なモデル同定を行うこと
で、より正確なスペクトルを得ることができ
た。 
最終年度は、食品（GABA）を用いて急性期

の精神ストレス負荷実験を実施した。具体的
には、食品（GABA）のヒト実験における中枢
神経活動及び自律神経活動を同時計測し、各
種生体計測された生理データの時間－周波
数変化について相互の影響を調べた。中枢神
経活動(脳波:EEG)の脳部位は主に前頭極、前
頭部、中心部、頭頂部、後頭部、側頭部であ
り、自律神経活動は心電図(ECG)を用いた。
脳波の周波数帯域は、デルタ波、シータ波、
アルファ波、ベータ波、ガンマ波、それ以外
の周波数帯域を用いた。その結果、GABA 摂取
による中枢神経活動(デルタ活動は前頭部、
アルファ活動は中心部・頭頂部・側頭部、ベ
ータ活動は後頭部)と自律神経活動（心電図）
との相互の神経生理メカニズムを示すこと
ができた。 
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