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スパイク時系列の潜時を補正して時間ヒストグラムを最適化する方法
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Abstract—In neurophysiological studies, peristim-
ulus time hitograms (PSTHs) are widely used to quan-
tify a time-dependent spike rate of a single neuron.
The PSTHs are constructed from multiple spike se-
quences with each sequence obtained under the same
experimental condition. Their construction is based
on a naive assumption: the underlying spike rate dur-
ing each trial is identical. The underlying rate, how-
ever, may vary across trials. We here investigate the
variability in the onset of the response spike sequences
across trials (latency variability). Combined with our
previously reported recipe for bin size selection, we
provide a method to optimize a PSTH by realigning
the sequences so that the resultant PSTH best repre-
sents the unknown ‘latency-free’ underlying rate.
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1 序論

電気神経生理学の動物実験では感覚刺激・行動・注

意等と神経細胞の発火頻度（レート）との相関関係を

調べるために, 同一条件下で行われた複数回の試行のス
パイク時系列の平均発火頻度をヒストグラムで表示す

るPeristimulus Time Histogram (PSTH)がよく使われ
る. PSTHの形状は分割する区間の時間幅（ビン幅）に
大きく依存するが, 最適なビン幅の選択方法は島崎・篠
本によって提案された（補遺及び参考文献 [1]参照）.

PSTHの作成は背後のスパイク生成率が試行毎に同
一であるという素朴な仮定の下に成り立っている. しか
し, 実際の実験では背後のスパイク生成率が同一である
保証はなく, 試行毎に異なることが考えられる. ここで
はスパイク生成率の開始時刻（潜時）が試行毎に変動す

る場合 (latency variability)を考え, 潜時を補正して正
しいヒストグラムを作成する方法を示す.

2 方法

2.1 Peristimulus Time Histogramの作成

まず試行変動がない場合に, スパイク生成率 λt に従

うスパイク時系列から通常の PSTHを作成する方法を

要約する. 観測時間 T [s] の n 個のスパイク時系列を

幅∆の l = bT/∆c個の区間にわける. 簡単のため区間
[0, ∆]を考え, この区間に入るスパイクの総数を kとす

れば, ヒストグラムの高さは θ̂ = k/n∆で与えられる.
ここで推定量 θ̂は λt の区間内の平均スパイク生成率

θ =
1
∆

∫ ∆

0

λt dt

の不偏推定量になっている. ヒストグラムの最適なビン
幅を求める方法は補遺に示した [1].

2.2 スパイク生成率が試行毎に変動する場合

スパイク時系列が試行毎に異なるスパイク生成率 λε
t

に従って生成される場合を考える（潜時に変動がある場

合は λε
t = λt−ε）. 区間 [0, ∆]の平均スパイク生成率は

θε =
1
∆

∫ ∆

0

λε
t dt.

区間内の（一試行の）スパイクの個数を kとすれば, θ̂ =
k/∆は θε の不偏推定量である (Ek |{λε

t}θ̂ = θε, ただし
E ·|· は条件付き確率による期待値の意). θεの試行平均 θ̄

(E{λε
t}|{λt}θ

ε ≡ θ̄)を用いて, θεの平均二乗誤差 (Mean
Squred Error, MSE)を分散とバイアスに分けて表すと

E{λε
t}|{λt} (θε − θ)2 = E{λε

t}|{λt}
(
θε − θ̄

)2 +
(
θ − θ̄

)2
.

潜時に変動がある場合, 変動平均 θ̄は真の値 θに一致せ

ずバイアスが生じる. バイアスを伴う試行変動はスパイ
ク時系列の適切な変換により排除できる.

2.2.1 平均積分二乗誤差による評価

ヒストグラム λ̂tのスパイク生成率 λtに対する適合度

は平均積分二乗誤差 (Mean Integrated Squared Error)
で評価する:

MISE =
1
T

∫ T

0

E{ki}|{λt}(λ̂t − λt)2 dt.

ここでE{ki}|{λt}は区間 [0, T ]にわたるスパイク生成率
λt が与えられた下で各ビンに生じるスパイクの個数 ki

(i = 1, · · · , l)で期待値をとること表す. l個の区間によ

る平均を 〈 · 〉で表し, MISEを次のように分ける.

MISE = E{ki}|{λt}〈(θ̂ − θ)2〉+
1
∆

∫ ∆

0

〈(λt − θ)2〉 dt.



第二項は棒型ヒストグラムと背後のスパイク生成率との

系統誤差を表す. 系統誤差は試行変動に依らないので,
以下では第一項の推定量 θ̂のMSEに注目する.

2.2.2 推定量の平均二乗誤差の評価

推定量 θ̂のMSEを分散とバイアスに分けると

E{ki}|{λt}〈(θ̂ − θ)2〉 = E{ki}|{λt}〈(θ̂ − θ̄)2〉+〈(θ̄ − θ)2〉.
第一項の推定量の分散は試行変動による揺らぎとポイン

トプロセスによる揺らぎの和であり, 可観測量 (observ-
able)である. 第二項は試行変動により生じるバイアス
である. スパイク時系列を適切に変換しバイアス項を消
去することで θ̂のMSEが評価できる.
次に第一項の推定量の分散を次のように分割する.

E{ki}|{λt}〈(θ̂ − θ̄)2〉 = E{λε
t}|{λt}E{ki}|{λε

t}〈(θ̂ − θε)2〉
+ E{λε

t}|{λt}
〈
(θε − θ̄)2

〉
.

第一項は試行変動の除去に伴う変換に依らず一定であ

る. 第二項は試行変動の分散であるから, 変換によって
試行変動の分散が除去されたときに, 推定量の分散は最
小になる. 第一項が一定なのは, スパイク生成の揺らぎ
の区間平均が試行変動に依らないことによる：

E{ki}|{λε
t}

〈
(θ̂ − θε)2

〉
∼ E{ki}|{λt}

〈
(θ̂ − θ)2

〉
.

上式の近似がよく成り立つためには, ヒストグラムの開
始と終わりの両端が定常であるとよい.
以上より, 変換によって試行変動のMSE（分散及び

バイアス）が除去されたとき, 推定量の分散は最小にな
り, その値は推定量 θ̂の平均二乗誤差 (MSE)と一致す
る. 従って, 推定量の分散の区間平均が最小となるよう
な変換を探せば, MISEの基準において最適なヒストグ
ラムを得ることができる. 以下に潜時を補正し最適な
PSTHを得る手順をまとめる.

潜時を補正して最適 PSTHを作成する方法¶ ³

(i)「PSTHの最適ビン幅の決定方法」（補遺）に従
い最適ビン幅を求め, 最適 PSTHを作成する.
(ii) j番目の試行を εj [s]だけ移動する. j番目の試

行の i番目のビンのスパイクの個数を kj(i), i番目

のビンのすべての試行の総和を k(i) =
∑n

j=1 kj(i)
とする. スパイク数の各ビン毎の不偏分散の平均

1
l

l∑

i=1

1
n− 1

n∑

j=1

(kj(i)− k(i)/n)2

を計算する.
(iii) iiを εj を変えて繰り返す. 上式が最小となる
ε∗j を求める. j 番目の試行を ε∗j [s]だけ移動する.
(iv) ii-iiiを j = 1から nまで逐次的に行う.
(v) i-ivを {ε∗i }が収束するまで繰り返す.
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図 1: 試行毎の潜時を補正して最適な PSTHを作成す
る. a: スパイク生成率. b: (Raw Data)試行毎に開始時
刻（潜時）が異なるスパイク時系列. (Corrected Data)
潜時変動の補正を行ったスパイク時系列. c: 補正前後
のデータに対する最適 PSTH.

3 結果

図１に潜時変動のあるスパイク時系列と潜時を補正し

たスパイク時系列を示す. 潜時変動がある場合, ヒスト
グラムの最適ビン幅は大きくなり, スパイク生成率の時
間変動を捉えられない. 潜時の補正後は最適ビン幅が小
さくなり, より細かな発火率の時間変動を評価できる.

補遺: PSTHの最適ビン幅の決定方法 [1]

(i) 観測時間 T , 試行回数 nのスパイク時系列を区間幅

∆で l = bT/∆c個に分割する. i番目の区間に入るスパ

イクの総数を k(i)とする.
(ii) スパイク数の標本平均 k̄ = 1

l

∑l
i=1 k(i), 及び不偏

分散 s2 = 1
l−1

∑l
i=1

(
k(i)− k̄

)2
を計算する.

(iii) スパイク統計量 k̄, s2 から次のコスト関数を計算

する:

C (∆) =
2k̄ − s2

(n∆)2
.

(iv) 異なる ∆に対して (i)から (iii)を繰り返しコスト
関数の最小値を与える∆を探す.
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