
運動計測に基づく神経情報の計算

人は，他人の動作を外から観察して，その内部状態を
ある程度推測することができる．例えば，診察室におい
て神経内科医は，患者が診察室に入るときの歩行の具合
などを手掛かりに，神経系にどのような病変があるかを
大まかに推定することができる（ ）．このようなことが可
能なのは，運動系が，神経系の主要な出力チャネルであ
るからである（ ）．逆に，身体運動情報は，筋紡錘やゴル
ジ腱器官などの運動感覚器官により検知され，神経系へ
の入力になる（図 ）．これらの感覚器官からの情報は，
神経系において統合され，身体感覚（体性感覚）を形成
する（ ）．神経系モデルを構築し，人の神経系が行ってい
る身体運動情報を処理する過程をできるだけリアルに再
現することができれば，以下に挙げるような応用へつな
がる．

主観的な身体感覚を客観的に読み取ることができ
るヒューマンインタフェース
神経系の機能を身体運動から評価することが可能

な，運動性神経疾患の診断支援システム
身体運動が神経系に与える影響を検討することが
できる，トレーニング及びリハビリテーション支援
システム

これらの応用は，神経系シミュレータに，モーション
キャプチャ装置と筋骨格系モデルを組み合わせることに
より実現する．モーションキャプチャシステムにより計
測した人の運動を筋骨格モデルに写像することで，筋長
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図 神経系と筋骨格系の関係 神経系から筋骨格系へ運動司
令が送られる．逆に，筋骨格系から神経系へ運動感覚器官で検出
されたセンサ情報が送られる．
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や筋張力を計算で求めることができ（ ），市販の筋骨格系
モデルも存在する（ ）（ ）．そこで本研究では，筋骨格モデ
ルと接続することが可能な，筋運動情報を入出力とする
神経系シミュレータの開発を行う．特に，運動計測に基
づいて神経系の状態を推定する計算に焦点を当てる．

筋骨格系モデルと神経系シミュレータ

筋骨格系，神経系，及びこれらを複合した神経筋骨格
系モデルの従来研究について述べる．筋骨格系モデルは，
運動時の筋張力や消費エネルギー（ ），病気やけがのよう
な身体的要素の変化の影響等（ ）（ ），運動解析の研究に用
いられてきている．一方神経系シミュレータには，主と
してミクロスケールの解剖学及び生理学の知見をできる
だけ多く反映した生物学的なものと，神経の性質を抽象
化した人工ニューラルネットワークに基づくものとがあ
る．代表的な生物学的神経系シミュレータである
NEURON（ ）， GENESIS（ ）は，実験の検証や，実験結果
の予測（ ）のために，神経科学者に広く用いられている．
Grillner らは，ヤツメウナギの神経細胞ネットワークを
実験的に調べ上げた上で，筋骨格系を含む全身運動シ
ミュレーションを行った（ ）．人体モデルに人工ニュー
ラルネットワークを適用し，小脳（ ）や脊髄神経回路網（ ）

の情報処理機構について研究が行われている．しかしな
がら，身体運動にかかわる神経機構を末梢から中枢に向
かって順にたどり，情報処理される過程をシミュレー
ションする手法は明らかでなかった．本研究では，解剖
学の知見のみを考慮したマクロスケールの神経系モデル
から始めて，生理学の知見を少しずつ加えていき，ミク
ロスケールまで詳細化するアプローチを神経系シミュ
レータに対して取る．

脊髄と末梢神経の解剖学モデル

中枢神経系は脳と脊髄で構成され，顔面の筋を除く全
身の筋は脊髄を介して脳と接続している．脊髄は脊椎骨
のすき間と同じ数の節に分かれており，機構的あるいは
機能的に関連のある筋と結合する末梢神経が同一節の脊
髄とつながっている．脊髄から発して器官に結合する脊
髄神経は，人では 対が数えられる（図 （a））（ ）．筋
と結合する神経には，体の部位に応じた配置，すなわち
体性局在が見られる．脊髄節と支配筋との対応関係と体
性局在，各脊髄層から出た神経が筋骨格モデルを構成す

図 脳と脊髄で構成される中枢神経系と神経経路モデル

図 剣を斜めに振り下ろす袈裟斬り動作 モーションキャプチャシステム
により計測し，筋骨格モデルに写像したもの．
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る筋に至るまでの経路をモデル化した．完成した神経解
剖学モデルを図 （b）に示す．
以上のモデルに対し，運動時の筋運動情報を入力する
と，各脊髄節に到達する神経情報が断層画像の形で出力
される．図 の袈裟斬り動作（足を一歩踏み込みながら
剣を振りかぶり，斜めに大きく振り下ろす動作）を行っ
た際に，第五頸神経（C ）部分の脊髄に入力される筋
長を表す神経情報画像列を図 に示す．このように，神
経解剖学モデルを構成することにより，身体運動が脊髄
からどのように観測されるかを読み取ることができるよ
うになった．更に，脊髄節ごとの神経情報の相関を取る
ことで，神経系から観測される運動の特徴を抽出し，提
示する運動学習支援手法を提案した（ ）．

筋紡錘の生理学モデル

筋紡錘は筋の長さと伸長速度を感知して脊髄への入力
信号に変換するセンサの役割を果たす．求心性繊維（ a，
）を通じ，脊髄へと情報が伝えられる．同時に，脊髄
から筋紡錘へは遠心性繊維（ ）を介して検出感度を変
化させる信号が送られる．筋紡錘は核袋繊維と核鎖繊維

から成り，前者は筋伸長速度，後者は筋長を主として検
出する（図 ）．筋紡錘をバネマス系として近似するモ
デルを図 に示す．上半分は核袋繊維に対応し，下半分
は核鎖繊維に対応している．いずれも収縮性の部分と非
収縮性の部分を有する．非収縮部の伸展量に比例した頻
度で発火が起るとモデル化すると，生理実験の結果をよ
く表現することが知られている（ ）．この筋紡錘のモデ
ルを実装し，運動の計測データから得られた筋長の時系
列データを，筋紡錘から脊髄に入力される信号に変換で
きるようになった．ただし，感度が調節されているため，
感度信号の有無により定まる幅を持った解が得られる．

神経細胞の電気化学的モデル

運動計測に基づいて，神経系内部のより詳細な状態に
近づくため，神経細胞の電気化学的モデルを導入する．
神経細胞の状態変化を記述する微分方程式は，
Hodgkin Huxley（H H）方程式である（ ）．脊髄神経系の
中でも特に伸張反射経路は，筋紡錘から脊髄へフィード
バック信号を送る感覚ニューロンと，脊髄から筋へ司令
を送る運動ニューロンで構成される（図 ）（ ）．筋紡錘
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図 神経情報画像列 袈裟斬り動作を行った際に，第五頸神
経（C ）部分の脊髄に入力される筋長を表す．輝度が高いほど伸
長している．

図 筋紡錘の模式図 筋紡錘は核袋繊維と核鎖繊維から成り，
前者は筋伸長速度，後者は筋長を主として検出する．

図 筋紡錘のバネマスモデル 上半分は核袋繊維に対応し，
下半分は核鎖繊維に対応している．いずれも収縮性の部分と非収
縮性の部分を有する．非収縮部の伸展量とパルス密度が比例する．
文献（ ）を元に描く．



モデルにより，運動計測から計算される筋長から感覚
ニューロンのスパイク密度を求めることができる．スパ
イク密度をスパイク列に変換し，これを運動ニューロン
への入力とし， H H方程式を解くと，感覚入力に対す
る応答が得られる．
運動計測から得られた筋長データ（a）から得られる

感覚ニューロンのスパイク密度（b），スパイク列（c），
スパイク密度最大時におけるスパイク列（d）とその時
刻（ ）における運動ニューロンの膜電位（e），
ナトリウム活性化変数（f），ナトリウム不活性化変数（g），
カリウム活性化変数（h）を図 に示す．身体運動が，
神経細胞の電気化学的状態変化を引き起す過程をシミュ
レーションすることができた．

神経系シミュレーションプラットホームに
向けて

運動にかかわる神経系全体の詳細な状態を計算するた
めには，部位によって異なる神経細胞の性質をモデル化
し，これらを多数結合した，神経細胞ネットワークモデ
ルを構築する必要がある．個々の神経細胞の性質を論文
から一つずつモデリングするのでは時間がかかる．幸い
なことに，神経科学者により記述された神経系の部分モ
デルが，レビューされ，データベースに公開されてい

る（ ）（ ）．そこで，本来単体で動いていた部分モデルを
再構築し，全体として動くようにする並列計算技術を開
発している（ ）．神経科学の分野では，神経系全体の機
能を解明するために，研究成果を共有し，統合する必要
性が強く認識され，その機運が高まっている（ ）．今後
も新しいモデルが世界中で構築されていく動向を踏ま
え，最新の研究の知見を追加することができる神経系シ
ミュレーションプラットホームとして，まとめていく計
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図 単純反射経路 筋紡錘から脊髄へつながる感覚ニューロ
ンと，脊髄から筋へつながる運動ニューロンと，感覚運動ニュー
ロンの間の介在ニューロンで構成される．文献（ ）を元に描く．

図 運動計測に基づく神経情報 （a）運動計測で得られた筋長
データ，（b）（a）から得られる感覚ニューロンのスパイス密度，（c）
スパイク列，（d）スパイク密度最大時におけるスパイク列と（e）そ
の時刻（ ）における運動ニューロンの膜電位，（f）ナトリ
ウム活性化変数，（g）ナトリウム不活性化変数，（h）カリウム活性
化変数．



画である．その土台の上で，運動学習支援システムや
ヒューマンインタフェースを実現する手法を研究してい
きたい．
本研究は，科学技術振興機構戦略的創造研究推進事業
神経系の双方向マルチスケールシミュレータの開発の支
援を受けた．
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