聴覚空間的選択的注意の機構の EEG および fMRI による解析
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り時間各 10 ms を含む）の基本刺激（1 kHz の

１．はじめに
聴覚における空間的選択的注意とは、特定の

純音）と、長さが 50 ms の逸脱刺激（1 kHz の

方向からの音に選択的に注意を向けることを

純音）を用いた。基本刺激は片耳 80 個（頻度

いう。空間選択的注意を働かせると、その音に

80%）、逸脱刺激は片耳 20 個とし（頻度 20%）、

対する処理が優先され、別の方向から聞こえて

1 セクションあたり両耳合計 200 個の音を与え

くる他の音に対する処理は無視される。この現

た。基本刺激と逸脱刺激の順番をランダムにし、

象の脳機構については、これまでにいくつかの

刺激音の間隔は左右耳を含めて 800 ms から

研究があるが[1, 2]、まだ充分には解明されてい

1200 ms の間でランダムに設定した。

ない。我々はこれまで、脳波（EEG）および脳

被験者は逸脱刺激の個数を数える課題を、

磁図（MEG）を計測することにより、聴覚空

（１）左耳に注意、
（２）右耳に注意、
（３）両

間選択的注意の脳機構について解析を行って

耳に注意、（４）非注意（暗算、大きな整数か

きた[1, 3, 4]。今回はこれらの結果に加え、さ

ら 7 を引き続ける）の４条件下で行った。それ

らに fMRI を用いて解析した結果について報告

ぞれの注意条件で行う課題セクションを 2 回、

する。

すなわち合計 8 セクションの計測を行った。1
セクション毎に集中度や数えた標的刺激の回

２．実験方法

数を調べるためにアンケートをとり、4 セクシ

実験は豊橋技術科学大学安全衛生委員会お

ョン毎に休憩を挟んだ。

よび日本大学松戸歯学部倫理委員会の承認を

EEG 測定では、BioSemi 社製 Active Two

得て行われた。被験者は EEG では９名の成人

32ch システムを使用した。脳波は 0.16〜100

男性（学生、平均年齢 21.7

1.0 歳、右利き）、

Hz の帯域通過フィルタを通して 2048 Hz、16

fMRI では１名の成人男性（学生、年齢 22 歳、

bit でサンプリングした。このとき被験者には

左利き）である。被験者には、音の長さの違い

ヘッドフォンを通して刺激音を提示した。
fMRI 計測では、被験者に与える音刺激列は、

を検出するオドボール課題を与えた。オドボー
ル課題の刺激音は、長さ 100 ms（立上り立下

6 つの音刺激ブロック（20 s）と、ブロックの
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注意あるいは非注意刺激に対する ERP の 3D トポグラフィ （９名の平均）
左耳注意時に左耳に与えた注意基本刺激に対する ERP、刺激後 300 ms
右耳注意時に左耳に与えた非注意基本刺激に対する ERP、刺激後 240 ms
両耳注意時に左耳に与えた逸脱刺激に対する ERP、刺激後 240 ms
右耳注意時に左耳に与えた非注意基本刺激に対する ERP、刺激後 600 ms

d

間の刺激がなく何もさせない安静時間（20 s）

EEG の結果と fMRI の結果を比較すると、

で構成される。刺激ブロックは、音の長さの違

注意時に前頭部で現れる N300 の増大は、前島

いを検出するオドボール課題（基本刺激：500

の活動を反映していると考えられる。前島は先

ms、80 %、逸脱刺激：250 ms、20 %、立ち

行研究から、注意の割り当てに関わることが示

上がり、立下り時間 各 10 ms を含む）を使用

唆されている。

した。刺激間間隔（ISI）が、400 ms〜700 ms

今回の研究結果は、両耳分離聴オドボール刺

の単一刺激列を作り、半分をランダムに左耳に、

激による空間選択的注意の機構として、非注意

もう半分を右耳に振り分けて与えた。

耳が刺激されたときに、注意耳の対側の半球
（注意半球、刺激同側）の活動を抑制するプロ

３．結果と考察

セスと、注意耳の同側の半球（非注意半球、刺

図 1 に EEG 事象関連電位（ERP）のトポグ

激対側）の活動を抑制するプロセスの二つがあ

ラフィを示す。注意基本刺激に対して、ERP

ることを示唆する。非注意刺激で現われる

の N300 成分（刺激後 300 ms に現われる陰性

P200 成分は、注意半球での非注意刺激に対す

電位）が、両側の前頭極部で陰性方向に増大し

る活動の抑制に関わり、P600 成分の陽性シフ

た（図 1a）。注意逸脱刺激に対して、N300 は

トは、非注意半球での非注意刺激の抑制に関わ

注意基本刺激と同様の変化を示すが、陰性方向

ると考えられる。これらの結果の一部は日本音

への増大はさらに前頭部後方まで広がった。

響学会聴覚研究会で発表した[4]。

非注意基本刺激に対する ERP では、刺激後
200 ms 付近で刺激同側前頭部を中心に、陽性
成分（P200）が現われた（図 1b）。両耳注意
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図２ 左耳注意時（a）と非注意時（b） の fMRI 画像
注意時には前島の活動が増大する。さらに上前頭回、上頭頂小葉、および聴覚皮質を含む左右上側頭皮質の活動
が増大する。

