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　音響学は，本来物理学の一分野であり，17 世紀にはその最先端の学問分野

であった。その後，物理学の主流は量子論や宇宙論などに移り，音響学は，広

い裾野を持つ分野に変貌していった。音は人間にとって身近な現象であるた

め，心理的な側面からも音の研究が行われて，現代の音響学に至っている。さ

らに，近年の計算機関連技術の進展は，音響学にも多くの影響を及ぼした。日

本音響学会は，1977 年以来，音響工学講座全 8巻を刊行し，わが国の音響学

の発展に貢献してきたが，近年の急速な技術革新や分野の拡大に対しては，必

ずしも追従できていない。このような状況を鑑み，音響学講座全 10 巻を新た

に刊行するものである。

　さて，音響学に関する国際的な学会活動を概観すれば，音響学の物理／心理

的な側面で活発な活動を行っているのは，米国音響学会（Acoustical Society of 

America）であろう。しかしながら，同学会では，信号処理関係の技術ではど

ちらかというと手薄であり，この分野は IEEEが担っている。また，録音再生

の分野では，Audio Engineering Societyが活発に活動している。このように，

国際的には，複数の学会が分担して音響学を支えている状況である。これに対

し，日本音響学会は，単独で音響学全般を扱う特別な学会である。言い換えれ

ば，音響学全体を俯瞰し，これらを体系的に記述する書籍の発行は，日本音響

学会ならではの活動ということができよう。

　本講座を編集するにあたり，いくつか留意した点がある。前述のとおり本講

座は 10 巻で構成したが，このうち最初の 9巻は，教科書として利用できるよ

う，ある程度学説的に固まった内容を記述することとした。また，時代の流れ

に追従できるよう，分野ごとの巻の割り当てを見直した。旧音響工学講座で

は，共通する基礎の部分を除くと，6つの分野，すなわち電気音響，建築音

「音響学講座」発刊にあたって
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ii　　　「音響学講座」発刊にあたって　

響，騒音・振動，聴覚と音響心理，音声，超音波から成り立っていたが，その

うち，当時社会問題にもなっていた騒音・振動に 2つの巻を割いていた。本講

座では，昨今の日本音響学会における研究発表件数などを考慮し，騒音・振動

に関する記述を 1つの巻にまとめる代わりに，音声に 2つの巻を割り当てた。

さらに，音響工学講座では扱っていなかった音楽音響を新たに追加すると共

に，これからの展開が期待される分野をまとめた第 10 巻「音響学の展開」を

刊行することとし，新しい技術の紹介にも心がけた。

　本講座のような音響学を網羅・俯瞰する書籍は，国際的に見ても希有のもの

と思われる。本講座が，音響学を学ぶ諸氏の一助となり，また音響学の発展に

いささかなりとも貢献できることを，心から願う次第である。

　2019 年 1 月

 安藤彰男　

　「音響学講座」の全体構成は以下のようになっている。

　　 第 1巻　基礎音響学

　　 第 2巻　電気音響

　　 第 3巻　建築音響

　　 第 4巻　騒音・振動

　　 第 5巻　聴覚

　　 第 6巻　音声（上）

　　 第 7巻　音声（下）

　　 第 8巻　超音波

　　 第 9巻　音楽音響

　　 第 10 巻　音響学の展開
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　人間にとって聴覚とは，環境を把握し，コミュニケーションを成り立たせる

ために欠かせない情報処理機構であるとともに，感情に直結する感覚世界を構

成する重要な要素でもある。そのはたらきの背後には緻密な生理学的機構があ

る。音響学で扱われるさまざまな技術は，人間の聴覚特性を基準として設計・

評価される。このように，「聴覚」の意義は多面的で，その何を理解したいの

か（メカニズム，機能，現象，特性など）も人によってさまざまであろう。

　音響学講座を構成する一巻として，本書では，環境音や音声から有益な情報

を抽出する情報処理システムとして聴覚を見なし，おもに生理学・心理物理学

的な切り口でそれを理解しようとする立場をとる。聴覚を構成する特性のなか

で，特に基本的と思われる項目を 12 の章にわたって解説する。各章は，（一部

を除いて）異なる執筆者が担当しており，それぞれを個別に読んで理解するこ

とが可能である。一方，全章を相互に参照しながら読むことにより，現在の聴

覚研究全体に通底する基本的な考え方やパラダイムも理解できるように努め

た。聴覚システムを体系的に理解する一つの枠組みを提供するのが，本書の大

きな狙いである。

　本書ではまず，音響情報を表現・処理する「聴覚系の生理学・解剖学」を解

説したうえで（1章），システムとしての「周波数分析機能」を解説する（2

章）。これが聴覚を体系的に理解するための基礎となる。続く 3～ 6 章は，音

知覚の要素的な側面（3章「検出閾値・ラウドネス・強度弁別」，4章「時間情

報処理」，5章「空間知覚・両耳聴」，6章「ピッチ」）に関する解説である。分

析された音響情報は，それが統合・評価されて初めて人間にとって意味がある

ものとなるが，続く 7章「知覚体制化」では，まず，複雑な音環境から意味の

ある情報を抽出・構成するプロセスを解説する。さらに，音の意味を理解する

という，聴覚の役割を最も端的に表す「音色」（8章）および「音声知覚」（9

ま　え　が　き
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iv　　　ま え が き　

章）について解説する。この二つは，考慮すべき音情報とそれによって生じる

知覚がいずれも多次元の構造をもち，かつ，両者の対応が単純に関係付けられ

ない点で共通している。読者には，過去の研究者がこの困難な課題をどのよう

に整理し，知見を積み上げてきたかを，理解していただきたい。なお，音声知

覚については，やや工学的な立場から解説する本講座第 6巻「音声（上）」も

参照すると良いだろう。10 章は，聴覚の「注意」に関する研究上の取組みや

知見を紹介する。聴覚系が限られた認知資源で現実場面の複雑な音環境に対処

できているのは，音の特定の側面に注意を向けて，情報をうまく重み付けして

いるからである。「注意」に 1章分を割いて解説しているのは，ほかの教科書

には見られない本書の特徴である。11 章「感覚間相互作用」では，一歩下がっ

て，ほかの感覚（視覚，触覚）と相対化して聴覚を眺める。感覚間の相似性と

相違性，および情報統合の態様を理解することは，聴覚系の役割の本質的な理

解にもつながるはずである。最後の 12 章では，「聴覚異常・補償技術」を取り

扱う。聴覚の体系的理解がその力を発揮できるのがこの分野である。聴覚に関

する学術的理論を理解するうえでも，この章が解説する応用的な課題から学ぶ

べきことは多い。

　執筆分担は以下のとおりである。各領域で優れた実績をもつ方々に執筆を担

当していただけたことに，編者として感謝している。

　　　堀川順生　1章 入野俊夫　2章 鈴木陽一　3章

　　　古川茂人　3章，4章 飯田一博　5章 津崎　実　6章

　　　柏野牧夫　7章，9章 小澤賢司　8章 森　周司　10 章

　　　北川智利　11 章 日髙聡太　11 章 坂田俊文　12 章

　　　白石君男　12 章

　2021 年 2 月

 古川茂人　
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章 聴覚系の生理学・解剖学1

◆本章のテーマ

　本章の目的は，動物が音をどのように受容し，受容した信号から音の情報をどのよ
うに抽出して，音を検知し，知覚するかについて理解することにある。そのために
は，音の受容器官や聴覚神経系の構造に関する解剖学的な知識と，それらがどのよう
にはたらくのかという生理学的な知識が必要となる。そこで本章では，聴覚末梢（外
耳，中耳，内耳，聴神経）と聴覚中枢（蝸牛神経核から聴覚皮質まで）のそれぞれの
解剖学的および生理学的な機構について概述する。

◆本章の構成（キーワード）

1 .1　聴覚末梢
外耳，中耳，内耳，構造と機能，内耳における情報表現

1 .2　聴覚中枢
求心性経路，蝸牛神経核，上オリーブ核群，下丘，内側膝状体，聴覚皮
質，構造，解剖学，周波数，複合音，周期音，音源位置，言語の処理，機
能，生理学，遠心性経路，ACからの経路，IC からの経路，オリーブ蝸牛
経路 コ

ロ
ナ
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2　　　1 .　聴覚系の生理学・解剖学　

1 . 1 聴　覚　末　梢

1 .1 .1　外 耳 ・ 中 耳

　外耳から内耳の概観を図 1 .1に示す。

　耳に到来した音は，耳介の複雑な構造による反射音・直接音の干渉のため，

音のスペクトルに変化が生じる。このスペクトル変化は音源の空間的位置に依

存し，聴空間知覚，特に上下・前後方向の音源定位の知覚に重要な役割を果た

す1）†。外耳道を経た音は鼓膜を振動させ，ツチ骨，キヌタ骨，アブミ骨と呼

ばれる三つの耳小骨の連鎖を通じて内耳へと伝えられる。つぎの 1.1 .2 項で述

べるように，内耳はリンパ液で満たされている。リンパ液は空気と比較して音

響インピーダンスが高い。鼓膜とアブミ骨底（リンパ液との界面）と面積比，

ツチ骨・キヌタ骨によるてこ
4 4

の作用などによる昇圧によって，中耳は，空気の

振動である音をリンパ液振動へと伝達するためのインピーダンス整合器として

機能していると考えられる2）。

1 .1 .2　内　　　　　耳

　内耳は耳の奥の側頭骨のなかに埋まっている器官で，蝸牛と三半規管から構

†　肩付き数字は，各章末の引用・参考文献の番号を表す。

図 1 .1　外耳から内耳の概観

外耳 中耳 内耳
中枢神経系
と接続

外耳道

耳介

鼓膜

耳小骨（ツチ骨，キヌタ骨，
アブミ骨）

蝸牛

聴神経
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　1 . 1　聴　覚　末　梢　　　3

成される。音の受容を行うのは蝸牛である。ヒトの蝸牛は（2＋3/4）回転し

ている。蝸牛の内部は管状の構造をしていて，その全長にわたる基底膜とライ

スネル膜の二つの膜により中央階，前庭階，鼓室階の三つに分かれる。中央階

は基底膜（基底板ともいう），ライスネル膜，蝸牛壁に囲われ，前庭階はライ

スネル膜と蝸牛壁に，鼓室階は基底膜と蝸牛壁に囲われている。中央階は内リ

ンパ液に，前庭階と鼓室階は外リンパ液に満たされている。内リンパ液は，細

胞内液よりもカリウムイオン（K ）濃度が高く，ナトリウムイオン（Na ）

濃度が低い。外リンパ液は，細胞外液と同じく K 濃度が低く，Na 濃度が高

い。中央階の高 K 濃度は，中央階の蝸牛壁の部分に存在する血管条のイオン

ポンプにより作られる。内リンパと外リンパのイオン濃度差が，有毛細胞（後

述）による機械-電気変換時に K が流れるためのエネルギー（浸透圧）とな

る。

　中耳の耳小骨連鎖によって伝搬した音の機械振動は，蝸牛の卵円窓から前庭

階に伝わり，蝸牛内のリンパおよび基底膜を振動させ，蝸牛の先端部（頂部）

にある蝸牛孔を通り鼓室階に伝わり，正円窓に抜ける。

　基底膜の振動は蝸牛の基底部（入口）から頂部方向に伝わる進行波である。

基底膜の物理的性質（幅や硬さ）は一様でないため，正弦波入力に対する進行

波の振幅包絡のピークは，入力音の周波数に依存する。高周波音に対しては基

底部側に，低周波音は頂部側にピークがくる。入力音が複数の周波数成分を含

んでいる場合（成分間の周波数差が十分に大きいならば），高周波および低周

波のそれぞれの成分に対応して，基部側および先端部側に複数のピークが生じ

る。このように基底膜では，音のスペクトルが基底膜の場所（振動の分布）と

して表示される。

　基底膜にはコルチ器と呼ばれる器官が乗っていて，コルチ器内には有毛細胞

が存在する。有毛細胞は 2種類あり，蝸牛軸側に内有毛細胞が 1列に，蝸牛壁

側に外有毛細胞が 3～ 4列に並んでいる。内有毛細胞はヒトで 3 500 個，外有

毛細胞は 12 000 ～ 15 000 個ある3）, 4）。有毛細胞の上部は蓋膜で覆われ，外有毛

細胞の"毛"（不動毛：実際には毛ではない）は蓋膜に刺さっている。内有毛
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4　　　1 .　聴覚系の生理学・解剖学　

細胞の毛は刺さっていない。不動毛の振動は，外有毛細胞では基底膜と同期

し，内有毛細胞ではリンパの振動を介して位相が 90°ずれる。

　有毛細胞の不動毛は，短い毛の先端部と長い毛の先端付近がチップリンクと

呼ばれる細い繊維でつながれている。コルチ器の振動により不動毛が長い側に

曲がると，チップリンクの付け根部分に存在するカルシウムイオン（Ca ）

チャネルが開き，Ca と K が内有毛細胞内に流れ込み有毛細胞は脱分極し，

不動毛が短い側に曲がると，Ca チャネルが閉じ有毛細胞は過分極する。

　内有毛細胞は基底膜振動を中枢へと伝達する機能を担う。内有毛細胞には求

心性（末梢から中枢へ向かう）の聴神経がシナプス結合している。一つの内有

毛細胞には約 10 本の聴神経が接続する。内有毛細胞が脱分極すると，神経伝

達物質（グルタミン酸）を放出し，聴神経は伝達物質を受け取ると確率的なス

パイク放電（活動電位）を発生する。内有毛細胞の脱分極が，特定方向への屈

曲の場合にのみ生じることから，スパイク放電は音の特定の位相に同期して発

生することになる。この応答特性を，位相固定（phase-locking）または位相

同期（phase-synchronization）と呼ぶ。

　外有毛細胞の重要な特徴は，細胞膜電位の変化に伴って細胞自体が伸び縮み

することである。その伸縮は，100 kHzの電位変動に対しても十分に追随す

る5）。これには，prestinと呼ばれるタンパク質が寄与している6）。外有毛細胞

の不動毛は蓋膜と結合しているため，外有毛細胞の伸び縮みは機械的な力とし

て基底膜振動に影響を与える。つまり基底膜振動と外有毛細胞活動はフィード

バックループを形成し，これにより，基底膜振動は非線形な特性を示す。これ

には微弱な信号に対する基底膜のゲインを上昇させるとともに，基底膜での周

波数選択性（後述）を先鋭化させる機能がある（2.2 .3 項も参照）。なお，聴

神経は 95％が内有毛細胞に，5％が外有毛細胞に接続する。内有毛細胞に接続

する聴神経のほとんどが求心性であるのに対し，外有毛細胞に接続する聴神経

の多くは遠心性（中枢から末梢へ向かう）で，基底膜振動を制御する機能があ

ると考えられている。

　ここで，単一の内有毛細胞（そしてそれに接続する聴神経）がおかれている
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　1 . 1　聴　覚　末　梢　　　5

基底膜上のある一点に着目すると，その点はある特定の周波数範囲に同調し，

選択的に振動することになる。つまり，基底膜上の各点は，聴覚フィルタと呼

ばれる帯域通過フィルタとして機能する。基底膜に沿って，そして基底膜全体

は，通過中心周波数が連続的に変化する帯域通過フィルタ群（フィルタバン

ク）として見ることができる。聴神経の放電特性は，基底膜のフィルタ特性を

反映する。基準となる聴神経放電を生じさせる最小音圧レベル（閾値）を，そ

の刺激の周波数の関数としてプロットしたグラフを周波数同調曲線（あるいは

単に同調曲線）という。閾値が最小となる周波数を特徴周波数（characteristic 

frequency：CF）という。同調の鋭さは Q値（CFを周波数幅で割った値）で

示され，通常，最小閾値上 10 dBにおける値 Q が使われる。動物実験で観

測される聴神経の Q は 1～ 10 の範囲に分布し，CFが高くなるに従って大

きくなる傾向にある。

1 .1 .3　内耳における情報表現

　以上のような特性を考えると，音の振幅スペクトルは，基底膜上での聴神経

の反応強度分布として表現されるといえる。これは，後述する 2.4 .2 項の励起

パターン（または興奮パターン）の概念に通じる。一般に，聴神経の放電頻度

は音圧が上がると増大する。放電頻度の増大は単調増加（monotonic）特性を

もち，音圧-放電頻度曲線は S字形を描く。放電を生じる最小音圧（放電閾

値），ダイナミックレンジ（放電頻度の変化を引き起こす音圧レベルの範囲），

飽和音圧は聴神経ごとに異なる。聴神経の閾値は低いもの（弱い音でも反応）

から高いもの（大きな音のみ反応）まで存在する。ダイナミックレンジは通常

は 30 ～ 40 dBであるが，20 dBのもの（早く飽和）や 50 ～ 60 dBのもの（遅

く飽和）も存在する。同一の内有毛細胞に接続する聴神経であっても，それぞ

れの閾値やダイナミックレンジが異なる7）。有毛細胞から自発的に伝達物質が

放出されることにより，聴神経は音のないときでも一定の頻度で放電する（自

発放電と呼ばれる）。概して，自発放電頻度が高い聴神経は反応閾値音圧が低

く，ダイナミックレンジが広い傾向にあり，自発放電頻度が低い神経は，その
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