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音声情報処理特論
第１部
第２回

株式会社 国際電気通信基礎技術研究所(ATR)
株式会社 ATR-Promotions

正木 信夫

２００７年１０月１６日

シラバスより

本講義では, 音について基礎理論から, 最先
端の音の認識技術とその応用に ついて学ぶ.

第１部では, 音の基礎理論と音声の生成機構お
よび聴覚機構について述べる. 音の物理特性を
明らかにし, 音声生成の理論（ソース・フィルタ理
論）の理解に つなげる. 聴覚機構については, カ
テゴリカル・パーセプションを取り上げる. さらに近

年の脳研究から明らかになりつつある人間の音
声情報処理に関連した成果を紹介する.

第３回： 正木信夫
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主にfMRIによる音声・聴覚の研究について紹介

MRIの原理

脳活動イメージング手法におけるfMRIの位置づけ

fMRIの原理

fMRI実験入門

fMRIを用いた音声・聴覚の実験

MRI・fMRIを用いる研究のトレンド

MRIとは

2003年のノーベル医学・生理学賞

Paul C. Lauterbur教授

（米イリノイ大学）
Peter Mansfield名誉教授

（英ノッティンガム大学）

・磁気共鳴画像法（MRI: Magnetic Resonance Imaging）
の実用化に関する研究（1970年代）
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MRIとは

MRI技術の確立

1973：Lauterburのspatial gradients 法
1977：Mansfieldのecho-planer imaging 法
1977：Damadianによる人の輪切り撮像成功

1982：GEのMRI（1.5T）の商用販売開始

(spin warp法)
1985：FDA認可

MRIの原理
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MRIの構造

(1) 非常に強い磁石（超伝導磁石で1.5テスラ)
(2) 電波を出すアンテナ
(3) 磁石の強さを変えるための電磁石

(4) 電波を受けるアンテナ

MRIの原理

(1)非常に強い磁石
（超伝導磁石で1.5テスラ = 地磁気の3万倍くらい）

・強い磁石の中でプロトンは「コマの首振り運動」をする。
・首振り運動の「周波数」は磁束密度（テスラ）に比例。

MRIの原理



5

(2) 電波を出すアンテナ

・アンテナから電波を出す

MRIの原理

(2) 電波を出すアンテナ

・アンテナから電波を出す
・首振りが大きくなる（これが共鳴現象！）

MRIの原理
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(4) 電波を受けるアンテナ

・プロトンは電波をだす。
・首振りが元に戻る。

MRIの原理

しかし、これでは「体全体のプロトンの量」を測ってしまう。

場所によってプロトンの量は違う。
それがわからなければ「画像」にならない！

何か忘れてる！

MRIの原理
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MRIの構造

(1) 非常に強い磁石（超伝導磁石で1.5テスラ)
(2) 電波を出すアンテナ
(3) 磁石の強さを変えるための電磁石

(4) 電波を受けるアンテナ

忘
れ
ち
ゃ
困
る
よ
！

MRIの原理

(3) 磁石の強さを変えるための電磁石
・磁石の強さを場所によって変える。
・首振りの周波数が場所によって変わる。
・場所によって違うプロトンの量を知ることができる

磁束密度（テスラ）は右の方が強い（首振りの周波数が高い）

MRIの原理
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MRIによる静止画撮像MRIによる静止画撮像

RFパルス発生

MRI 制御部

傾斜磁場制御

RF信号収集

MRIの原理
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MRIの原理
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脂肪が白く写る写し方
（T1強調）

水が白く写る写し方
（T2強調）

MRIの原理

身近なものを見てみよう

X線写真
ボヤっとしている

X線CT
種が白く見える

MRI
果肉の繊維が見える

「りんご」を縦に切る

(資料提供：奈良県放射線技師会)

MRIの原理
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身近なものを見てみよう
これは何かな？

MRI(T1強調） MRI(T2強調）

(資料提供：奈良県放射線技師会)

MRIの原理

目次

MRIの原理

脳活動イメージング手法におけるfMRIの位置づけ

fMRIの原理

fMRI実験入門

fMRIを用いた音声・聴覚の実験

MRI・fMRIを用いる研究のトレンド
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電気生理の観測 血液・代謝の観測
時間分解能に優れる 空間分解能に優れる

電磁ノイズを受け難い

EEG（脳波）

MEG（脳磁図）

fMRI（機能的磁気共鳴画像法）

PET（陽電子放射断層撮像法）

OT（光トポグラフィー）

非侵襲的ヒト脳機能イメージング技術

電気生理の観測：
EEG (electroencephalography) 脳波測定

・事象関連電位測定
・信号源推定の難しさ

非侵襲的ヒト脳機能イメージング技術
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電気生理の観測：
MEG (magnetoencephalography) 脳磁図

・信号源推定が必要

非侵襲的ヒト脳機能イメージング技術

電気生理の観測：
MEG (magnetoencephalography) 脳磁図

非侵襲的ヒト脳機能イメージング技術

ATRに設置されているものと同型のMEG

製品名：横河電機製MEG vision(PQ1400R)
センサ(SQUID)性能：一次微分軸型グラジオメータ
チャンネル数：208チャンネル
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電気生理の観測 血液・代謝の観測
時間分解能に優れる 空間分解能に優れる

電磁ノイズを受け難い

EEG（脳波）

MEG（脳磁図）

fMRI（機能的磁気共鳴画像法）

PET（陽電子放射断層撮像法）

OT（光トポグラフィー）

非侵襲的ヒト脳機能イメージング技術

血液・代謝の観測 機能的MRI
fMRI (Functional MRI)

視覚刺激 聴覚刺激 音声生成 右手の運動

非侵襲的ヒト脳機能イメージング技術



14

血液・代謝の観測 陽電子断層撮像法
PET (positron emission tomography)

・注射や被曝など被験者に負担

非侵襲的ヒト脳機能イメージング技術

電気生理の観測 血液・代謝の観測
時間分解能に優れる 空間分解能に優れる

電磁ノイズを受け難い

EEG（脳波）

MEG（脳磁図）

fMRI（機能的磁気共鳴画像法）

PET（陽電子放射断層撮像法）

OT（光トポグラフィー）

非侵襲的ヒト脳機能イメージング技術
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血液・代謝の観測
OT (optical topography) 光トポグラフィー

非侵襲的ヒト脳機能イメージング技術

・時間分解能は血液動態に依存
・空間分解能は光の散乱に依存

非侵襲的ヒト脳機能イメージング技術

ミリ秒 秒 分 （時間分解能）

mm

cm

（空間分解能）

PETfMRI

MEG(脳磁図)

EEG(脳波)

光トポグラフィー
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研究者は

・測定原理（電気生理/血液・代謝）
・時間分解能(EEG・MEGが有利)
・空間分解能(fMRIが有利)
・被験者への負担
・実験内容に伴う制約

を考慮し、特徴を生かし、欠点を補い
手法を選択する。

非侵襲的ヒト脳機能イメージング技術

目次

MRIの原理

脳活動イメージング手法におけるfMRIの位置づけ

fMRIの原理

fMRI実験入門

fMRIを用いた音声・聴覚の実験

MRI・fMRIを用いる研究のトレンド
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fMRIの原理

機能的MRI (fMRI)の確立

1990：blood oxygenation level dependent
（BOLD)効果の発見（ラット）

1990年代：人間の高次脳機能研究に応用

fMRIの原理

BOLD（Blood Oxygenation Level Dependent） 効果を利用

血液 酸素の濃度 依存する

(1) 脳がはたらいて酸素が使われる。
(2) 酸素を補うために血流が増える。
(3) 結果としてMRIの画像の明るさが変わる。
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fMRIの原理
2003年の日本国際賞 （国際科学技術財団）

「医学における視覚化技術」分野

・機能的MRI（fMRI）の原理となるblood oxygenation 
level dependent (BOLD)効果の研究（1990年代）

小川誠二博士
（濱野生命科学研究財団小川脳機能研究所所長 ）

fMRIの原理
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機材

fMRI実験入門

MRI装置
(島津マルコーニ製 ECLIPSE 1.5T)

視覚刺激提示

聴覚刺激提示

fMRI実験入門
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被験者反応採取

被験者モニター

fMRI実験入門

fMRIを用いた音声・聴覚の実験における注意

通常のスピーカ・ヘッドホンは利用不可（強磁場）

ピエゾ式の発音体をもつヘッドホン

MRI自体の強磁場を利用するヘッドホン

骨伝導スピーカ

MRI特有の騒音（SPLは100dB以上）がある

MRI自体の改良

アクティブ・ノイズ・キャンセルの利用

fMRIのパルス・シーケンスの工夫

fMRI実験入門
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ピエゾ式の発音体をもつヘッドホン

(株)日立アドバンストシステムズ

Ｆ特性 ：50～40kHz
音圧過度：90dB/V

(1ｋＨｚ）
最大音圧レベル：110dB
遮音特性：30dB以上

（１ｋＨｚ）

fMRI実験入門

MRI自体の強磁場を利用するヘッドホン

fMRI実験入門

Ｆ特性 ： 200Hz -35kHz(±6dB)
遮音特性：45 dB  
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骨伝導スピーカ

振動子

fMRI実験入門

fMRI実験入門

ヘッドホン

MRIノイズ

マイク

シミュレーション
↓

SPLで32～45dB
減衰
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目次
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fMRIを用いた音声・聴覚の実験
SPL (dB)

様々な音圧レベルの300Hz純音を聴取したときの脳活動（被験者３名）

A.R. Palmer et. al.: New fMRI methods for hearing and speech
AST., 27.3, 2006(5).
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fMRIを用いた音声・聴覚の実験

音の高さの弁別 音の大きさの弁別
左半球上側頭回 右半球中前頭回

川島隆太：高次機能のブレインイメージング, 医学書院, 2002

目次

MRIの原理

脳活動イメージング手法におけるfMRIの位置づけ

fMRIの原理

fMRI実験入門

fMRIを用いた音声・聴覚の実験

MRI・fMRIを用いる研究のトレンド
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高速撮像（実時間撮像）

高磁場(3T, 4T, 7T)による高精細高感度fMRI
fMRI + MEGによる観測手法の確立

実時間fMRI からBrain Machine Interface へ
脳イメージング研究関連の情報公開への動き

ニューロ・インフォーマティクス・プラットフォーム構
築に向けた活動

MRI・fMRIを用いる研究のトレンド

ありがとうございました


