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脳波計測用キャンドル型微小針電極を用いた音声言語処理による
脳活動の観察
吉田有里†1 星野英一†1

皆川泰代†1

三木則尚†1

概要：当研究室で開発している前処理を必要としないキャンドル型微小針電極は，前処理を必要とする従来電極と比
較し，有毛部での低負荷かつ簡便な脳波計測を可能とする．本研究では，当電極を用いた脳波計測 NIRS を用いた oxyHb 濃度変化の同時計測により，人間の高次脳機能である音声言語処理による脳活動の観察を行った．
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Observation of Brain Activity in Speech Language Processing by
EEG Measured with Candle-like Dry Microneedle Electrodes
YURI YOSHIDA†1

EIICHI HOSHINO†1 YASUYO MINAGAWA†1
NORIHISA MIKI†1

Abstract: We developed candle-like dry microneedle electrodes, which can measure high-quality electroencephalogram (EEG)
from hairy parts without any pretreatment. In this work, we observed the brain activity in speech language processing by
simultaneous measurement of EEG with the developed electrodes and Oxy-Hb concentration with NIRS.
Keywords: EEG, microneedle electrodes, psychology, language processing, cognitive neuroscience, NIRS

1. 序論

*

1.1 脳波
脳波とは，脳内神経細胞間の情報伝達の際に生じる電気
的活動を頭皮上に配置した電極により記録する生体信号で
ある．脳波は，精神状態や感情，記憶，判断など様々な脳
活動により変動する．脳波判読により簡単に脳活動状態を
観察することができるため，高齢者の認知症やてんかんの
診断や治療経過のフォローアップ手段としての応用が期待
される．従来の脳波計測では，円盤形状をした皿電極が用
いられる．皿電極を用いる際，頭皮-電極間の接触インピー
ダンスを低減させる前処理が必要である．一般的には，研
磨剤を含んだジェルを用いて角質層を削って薄くしてから，
電解質ペーストを塗布した電極を装着する．長時間の脳波
計測では，時間の経過により電解質ペーストが乾いてしま
うため，電極のつけ直しが必要となる．また，使用後も頭
皮上に電解質ペーストが残るため，再び洗髪が必要となる．

Figure 1

Candle-like microneedle electrode.

これら一連の処理は，計測者にとっては手間を要し，被験
者にとっては痛みや不快感を伴うため，両者にとって大き

である．先端に 200 µm の微小針を有した 144 本のピラー

な負担となる．

を配置し，ピラーが毛髪を避け，微小針のみが直接角質層

1.2 キャンドル型微小針電極

を貫通する構造をしている．本電極は，前処理なく接触イ

皿電極の問題点を解決するために，当研究室ではキャン

ンピーダンスを低減することができる．先行研究により，

ドル型微小針電極を開発してきた（Fig.1）．本電極は，有毛

本電極を用いて計測された脳波から，被験者の精神状態を

部での低負荷かつ簡便な脳波計測を可能とするドライ電極

反映する自発電位と認知活動を反映する事象関連電位の検
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出に成功した[1][2]．したがって，本電極は脳波計測用電極

は分析再合成法により作成され，音韻・韻律のみが異なり，

としての有用性があることが示された．

音声の長さや強さは共通である[3]．各音声の長さは 372 ms

1.3 音声言語処理による脳活動

である．刺激に対し，脳波はミリ秒単位での瞬発的な反応，

本研究では，人間の認知処理，特に高次脳機能である言

Oxy-Hb 濃度は秒単位での緩速な反応である．したがって，

語処理による脳活動に着目する．一般的に，右利き成人は

両反応を検出するために，逸脱刺激の呈示間隔が十分であ

音声言語処理機能が左右半球で分化（側性化）している．

る必要がある．本課題では，標準刺激として/itta/を 22～24

音声言語を構成する音韻（母音や子音）の違いは左聴覚野，

回繰り返し呈示した後，逸脱刺激として/itte/もしくは/itta?/

韻律（イントネーション）の違いは右聴覚野有意に処理す

をランダムに 1 回呈示するブロックを 36 回繰り返した．

る．この言語処理機能は電位変動により発生する磁界を測

以上の課題により，被験者の音韻・韻律の違いに対する認

定する脳磁図（Magnetoencephalography： MEG）[3]や一過

知処理を促した．

性の血流変化を読み取る近赤外線分光法（Near infra-red

2.4 解析

spectroscopy：NIRS）[4]といった脳活動計測手法により研究

脳波は 0.01-30 Hz の帯域通過フィルタを使用した．各刺

されている． MEG は計測システムが大きく，NIRS は有毛

激の差が生じる第 2 音節開始時刻をトリガーとして，加算

部での計測準備が複雑であり，簡便に脳活動を計測するこ

平均波形を算出した．反応の左右差を評価するため，各被

とができない．

験者の側化指数（Laterality Index = (L-R) / (L+R)）を算出し

本研究では，キャンドル型微小針電極を用いた脳波計測

た．ここにおける L と R は，全被験者の加算平均波形から

により音声言語処理による脳活動の観察を簡便に行うこと

得られた総加算平均波形に出現する MMN と P300 のピー

を目的とする．本実験では，音声言語刺激負荷時の脳活動

ク潜時前後 5 ms 間における，T3 と T4 の平均振幅とした．

を，本電極による脳波計測と NIRS を用いた血流変化の計

側化指数は値が大きいほど左有意の反応であることを示す．

測の同時計測により，検討した．

NIRS によって得た Oxy-Hb 濃度は 0.01-0.8 Hz の帯域通過

2. 実験方法

フィルタを使用し，5 s 間で移動平均をとった．刺激開始時

2.1 実験概要

左右聴覚野近傍において Oxy-Hb の最大変化が見られたチ

刻をトリガーとし，加算平均波形を算出した．被験者毎に，

本実験では，音韻と韻律の異なる音声言語を用いたオド

ャンネルを抽出し，総加算平均波形を算出した．脳波同様，

ボール課題を被験者に負荷した．オドボール課題とは，呈

各被験者の側化指数を算出した．L と R は，総加算平均波

示頻度の異なる 2 種類以上の刺激を，被験者に連続に負荷
する刺激分類課題である．脳が低頻度刺激を認識すると，
脳波上にミスマッチ陰性電位（MMN：mismatch negativity）

形で得られた Oxy-Hb 濃度のピーク潜時前後 2 s 間におけ
る，平均変化量とした．

と P300 が出現する．MMN は刺激呈示後 100～200 ms 付近

3.

に出現する陰性の振れ，P300 は刺激呈示後 300 ms 付近に

3.1 総加算平均波形

実験結果および考察

出現する陽性の振れである．それぞれ脳の自動的な認知処

本実験により得られた総加算平均波形を Fig. 2，Fig. 3 に

理，P300 は意識化した認知処理を反映する．また，この認

示した．Fig. 2 より，T3，T4 ともにトリガー後 200 ms 付近

識により脳内血液中の酸素化ヘモグロビン（Oxy-Hb）濃度

に陰性の振れ，300-500 ms 付近に陽性の振れが観察できた．

が上昇する．本実験では，脳波において MMN と P300，

これらの振れは，極性および潜時，形状からそれぞれ MMN，

NIRS において Oxy-Hb の上昇を確認し，脳反応の左右差を

P300 であると考えられる．また Fig. 3 より，左右聴覚野近

評価した．

傍においてトリガー後 5-10 s 付近に Oxy-Hb 濃度の上昇が

2.2 計測

観察できた．以上の結果から，本実験において，音韻・韻

本実験は，右利きの成人男女 10 人（うち男子 7 人，女子

律の異なる音声言語処理による脳波指標と血流変化を観察

3 人）を対象とした（年齢 21～25，平均 22.9 歳）．脳波の

できたと考えられる．

計測箇所は拡張 10-20 法[5]により定義される T3（左側頭

3.2 側化指数

部），T4（右側頭部）とし，キャンドル型微小針電極を配置

本実験により得られた各被験者の側化指数を Fig. 4 に示

した．リファレンスおよびニュートラルは両耳朶連結で，

した．Fig. 4（a）より，10 人中 6 人の被験者において，Oxy-

A1 と A2 に皿電極を配置した．NIRS による計測は，左右

Hb 濃度の側化指数は，韻律処理と比較して音韻処理の方が

側頭部にそれぞれ照射・検知プローブを 3×5 の格子状に 3

大きく，音韻処理は左有意，抑揚処理は右有意であること

cm 間隔で配置し，44 チャンネルにより行った．

がわかった．しかし，Fig. 4（b），
（c）より，Oxy-Hb 濃度と

2.3 刺激課題

脳波指標の側化指数に相関関係がないことがわかる．した

本実験では，音韻と韻律の異なる 3 つの音声言語（/itta/，

がって，本実験において脳波指標の左右差の評価が行えな

/itte/，/itta?/）を用いて刺激課題を作成した．これらの音声

かった．原因として，NIRS と比較し脳波の空間分解能が低
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4. 結論
本研究では，キャンドル型微小針電極を用いた脳波計測
と NIRS を用いた oxy-Hb 濃度変化計測の同時計測により，
音声言語の音韻・韻律処理における脳活動を観察した．脳
波，oxy-Hb 濃度変化ともに音声言語刺激に対する認知処理
は確認できたが，側性化の傾向はみられなかった．
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Laterality index.

いこと，NIRS の結果において側性化の傾向が見られた被
験者が少なかったこと，脳波の結果において加算回数の不
足により MMN と P300 に対するノイズの影響が大きかっ
たことが挙げられる．通常，オドボール課題では 70 回ほど
の加算回数を要し，また P300 の振幅は．Fz や Cz，Pz にお
いて大きく出現する．本実験は，Oxy-Hb 濃度変化の速度に
合わせ，逸脱刺激の呈示頻度を低くしたことにより逸脱刺
激の呈示回数が十分でなかった．加算平均によって自発電
位とノイズを相殺しきれず，振幅の小さい MMN と P300 が
明確に出現しなかったと考えられる．したがって，刺激課
題の呈示頻度の改良，多チャンネルによる脳波計測により，
音声言語処理機能による脳波変動の検討の幅が広がると考
えられる．
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