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ヘブライ文字黙読課題における N170 と P250*
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【要旨】子音文字の視覚情報処理に関する基礎実験として、4 名のヘブライ語母語話
者に表 2 の視覚刺激を呈示し、それらを黙読する指示を与えて事象関連電位を測定し
た。N170 に着目した予備実験（池田ほか 2014）の結果は部分的にしか再現しなかっ
たが、N170 と P250 の電位差に着目したところ、母音記号を付した刺激の方が付さな
いものよりも一貫して電位差が大きく、1 ユニットからなる刺激の方が 2 ユニットの
ものより一貫して電位差が大きいという興味深い特徴が確認された。今回の実験結果
から、ヘブライ文字の場合、N170 と P250 の電位差が母音記号の有無という物理量、
およびユニット数という認知量を反映している可能性が示唆される。
キーワード：子音文字、ヘブライ語、ERP、N170、P250

1.

はじめに
文字の類型については諸説あり、中でも難しいのが子音文字の位置付けである。狭義のアルファ

ベットが子音と母音を含むすべての単音を表記するのに対し、子音のみを表記する「アルファベッ
ト」が子音文字で、アブジャド（abjad）とも呼ばれる。I. J. Gelb はこれが母音を特定しない音節文
字だと主張したが、支持を集めるには至らず、子音文字は母音字のないアルファベットとみなされ
ることが多い。しかし、狭義のアルファベットとのちがいは単に母音字を欠くという量的なものに
とどまらない。たとえば、ヘブライ語碑文に現れる （ברכתךbrktk）の母音は正確には分からないが、
（ברכbrk）が「祝福する」という意の語根と、（תt）が「私が」という接辞、（ךk）が「あなたを」
という接辞を表しているため、全体として「私はあなたを祝福する」を意味することが分かる。多
くの単語が 3 子音からなる語根をもとに構成されるセム語において、子音文字は主として語根（基
本的に 3 文字）や接辞等（多くは 1 文字）の形態論的単位を書き記すのに使われ、表音は二次的な
用途とも考えられる（福盛・池田 2002 参照）。
筆者は、文字が大脳における視覚情報処理系の営みによって認知、理解されるプロセスを観察し、
上記の問題に関して脳科学的な知見を得る目的で、1 名のヘブライ語母語話者を被験者として予備
実験を実施した（池田ほか 2014）。この実験では、同一の文字列を 1 ユニットの語（1U）、2 ユニッ
トの語（2U）としてそれぞれ黙読するタスク、この文字列に（語によって異なる）母音記号（Pointing、
以下、本文中では P とする）を打ったものを黙読するタスクを課し、それぞれのタスクを行う際の
脳波の特徴をボトムアップ式に探索し、次の結果を得た。なお、池田ほか (2014:8) でも述べたよう
に、N170 は前語彙的過程であり、被験者がこの段階で読みや意味まで意識しているとは考えにくい。
ここでは、文字認知の早い段階でなんらかの前語彙的な切り分けがなされていると想定し、そのよ
*
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うな文字認知単位を仮にユニットと呼ぶことにする。
①

P を付した刺激は P なしの刺激よりも N170 の電位が高い。

②

同一の文字列を 1 ユニットの語として読む場合と 2 ユニットの語として読む場合を比べると、
前者よりも後者の方が N170 の電位が高い。
このうち①については、P を付した刺激の方が形状的に複雑で、より多くの情報を処理する必要

があるためだと考えられる。他方、刺激 1 と刺激 4 は同一の文字列で、唯一の違いはユニットの数
である。したがって、施行Ⅰと施行Ⅳの電位差 (上記②) は視覚刺激を構成するユニット数を反映
すると考えるのが自然であろう。これは、子音文字が語根や接辞等の形態論的単位を書き記す文字
であるという仮説を支持する結果だと言える。

2.

目的
複数の被験者を対象として上記の予備実験と同様のパラダイムの実験を実施し、N170 の電位を

計測することにより、上記の結果が個人差を越えて再現するかどうかを検証するのが本実験の目的
である。

3.

方法

3.1

実験日および被験者

被験者および実験日は表 1 の通りである。
表 1：被験者および実験日

3.2

実験日

2013/07/11

2013/10/10

2013/11/14

2013/11/14

出身地

イスラエル

イスラエル

イスラエル

イスラエル

言語形成地

イスラエル

イスラエル

イスラエル

イスラエル

性別

男性

男性

女性

男性

利き手

右手

右手

右手

右手

年齢（実験時）

33 歳

33 歳

31 歳

34 歳

収録機器

筑波大学人文社会学系棟 B613 音声実験室に設置されている機材を使用して実験をおこなった。
装置の配置は図 1 の通りである。増幅器 (生体アンプ) は NEC 社製 BIOTOP 6R12 型生体アンプで、
フィルタ 0.5Hz〜60Hz、感度 50μV/fs に設定した。加算器 (取込用ソフト) はキッセイコムテック
社製 EPLYZERⅡを使用した。上記の生体アンプから、コンピュータに CONTEC 社製アナログ入力
用 BNC 端 子 台 ATP-32F 、 同 社 製 バ ッ フ ァ ア ン プ ATBA-32F 、 同 社 製 ア ナ ロ グ 入 力 ユ ニ ッ ト
AIO-163202FX-USB を介した取り込みをおこなった。標本化 500Hz、プレトリガ-100ms、取込時間
-100〜1200ms、基線算出区間-100〜0ms、加算回数は各 40 回に設定した。
電極の配置は、国際 10-20 法に従った F3、F4、C3、C4、P3、P4、O1、O2、F7、F8、T5、T6、Fz、
Cz、Pz の 15 チャンネルを採択した (図 2 参照)。電極の装着は、Electro-Cap International 社製エレ
クトロキャップ E1-L を被験者の頭部にかぶせ、同社製 electro-gel を注入しておこなった。
刺激発生装置として Cedrus 社製 Super Lab Pro ver. 2.0.4 を使用し、ナナオ社製 FlexScan ディスプ
レイ (型番 SX2761W/サイズ、27 インチ、リフレッシュレート 60.0Hz) を介して被験者に呈示した。

66

ヘブライ文字黙読課題における N170 と P250

図 2：本実験用の電極配置図 1

図 1：本実験における装置配置図
3.3

刺激

今回の実験では、上記①、②の結果に関与しない「読みの母 2」を含むもの（前回の刺激 5, 6）を
除外した。また、個別の刺激に依存しない結果を得るために、同じパラダイムの実験に適した刺激
を一組（B1〜B4）追加した。これにともない、前回の刺激 1〜4 を A1〜A4 と呼び変えた。
刺激には白の背景に黒の文字列 (表 2 の刺激欄参照) を用いた。文字列は Lucida Grande フォント
の 500 ポイントで表示した。
表 2：視覚刺激一覧

A1 と A4 および B1 と B4 の視覚刺激はそれぞれ同一であるが、ユニット数が異なる。A1 と B1
は意味のある単位にこれ以上分割することができないが、A4 は /a/ (1 人称単数主格) と /ges/ (動詞
の語幹)、B4 は /ye/ (1 人称単数主格) と /ʃev/ (動詞の語幹)という 2 つのユニットによって構成され
る。
3.4
3.4.1

手順
指示

シールドルームに入室した被験者を安楽椅子に着席させ、エレクトロキャップを装着した。その
後、実験中はリラックスした状態を保つこと、まばたきはまとめてすることの 2 点を伝えたうえで、
施行内容に応じて次のような指示を与えた。

1

Fpz はボディーアース、A1・A2 は耳朶による基準電極。
読みの母とは、母音の音色を大まかに示すのに転用された子音字である。詳しくは、池田ほか (2013) の注 11
を参照。
2
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 施行Ⅰ (刺激 A1)：画面に現れる文字を /agas/ “pear” として黙読してください。
 施行Ⅱ (刺激 A2)：画面に現れる文字を /agas/ “pear” として黙読してください。
 施行Ⅲ (刺激 A3)：画面に現れる文字を /ages/ “I make … rude” として黙読してください。
 施行Ⅳ (刺激 A4)：画面に現れる文字を /ages/ “I make … rude” として黙読してください。
 施行Ⅴ (刺激 B1)：画面に現れる文字を /yaʃav/ “I sat” として黙読してください。
 施行Ⅵ (刺激 B2)：画面に現れる文字を /yaʃav/ “I sat” として黙読してください。
 施行Ⅶ (刺激 B3)：画面に現れる文字を /yeʃev/ “I will sit” として黙読してください。
 施行Ⅷ (刺激 B4)：画面に現れる文字を /yeʃev/ “I will sit” として黙読してください。
各施行では、上記の指示を伝えた後、被験者に対して刺激の呈示をおこなった。また、各施行の
間には休憩を目的とした小休止をはさんだ。
3.4.2

施行時間

1460ms の fixation の後 254ms3の interval を経て 1000ms の刺激を呈示した。1 回の施行につきこ
の計 2714ms のサイクルを 40 回繰り返した。1 回あたりの収録時間は約 1 分 49 秒であった。エレ
クトロキャップの装着や施行内容の指示などの準備時間および施行間の休憩時間を加えた所用時間
は、約 30 分となる。
3.4.3

刺激の呈示方法

被験者との距離が 200cm となる位置からナナオ社製 FlexScan ディスプレイ (3.2 節参照) を用い
て全視野刺激を両眼呈示した。
3.4.4

解析方法

解析にはキッセイコムテック社製ソフトウェア EPLYZERⅡ-A を使用した。収録した脳波から筋
電や瞬目によるアーチファクトおよびノイズを波形の目視によって除去し、波形の再加算を行った。
そのうえで、N170 の山 (陰性ピーク) と VPP の谷 (陽性ピーク) の電位を計測した。また、4 名分
の再加算データの総加算平均（GA）も算出した。

4.

結果
N170 の電位について、次の 2 点が確認された。まず、P の有無に着目すると、左後頭葉から左側

頭葉にかけての電極において、P を付した刺激の方が P なしの刺激よりも電位が高いことが分かる
（図 3, 4）。次に、視覚刺激のユニット数に着目すると、図 5 の O2 で 1 ユニットより 2 ユニットの
電位がわずかに高いものの、それ以外ではむしろ 1 ユニットの電位の方が高かった（図 5, 6）。

3 Interval が 254ms 挿入されているのは、trigger の設定および器材のタイムラグを調整した結果である。タイムラ
グの調整にあたり、株式会社イデアラボの澤井大樹氏の助力を受けた。
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表 3：N170 のピーク電位 (μV)

1 ユニット母音記号なし
（1U）
1 ユニット母音記号あり
（1UP）
2 ユニット母音記号なし
（2U）
2 ユニット母音記号あり
（2UP）

5.

O1

O2

T5

T6

-2.88

-3.07

-2.88

-3.11

-4.94

-4.75

-3.91

-3.09

-2.37

-3.42

-2.61

-2.64

-3.78

-3.43

-3.72

-2.26

図 3：N170 成分の電位 (GA)

図 4：N170 成分の電位 (GA)

図 5：N170 成分の電位 (GA)

図 6：N170 成分の電位 (GA)

考察
まず、図 3, 4 を見ると、P を付した刺激よりも P なしの刺激の方が電位の高い電極や両者の間に

ほとんど差がない電極もあったが、少なくとも O1 と T5 では P を付した刺激の方が P なしの刺激よ
りも N170 の電位が一貫して高かった。他方、図 5, 6 を見ると、図 5 の O2 を除くすべての電極で逆
に 1 ユニットの電位の方が高い結果となった。従って、①（P を付した刺激の方が P なしの刺激よ
りも N170 の電位が高い）は部分的に再現したが、②（同一の文字列を 1 ユニットの語として読む
場合と 2 ユニットの語として読む場合を比べると、前者よりも後者の方が N170 の電位が高い）に
ついては再現性が確認できなかったことになる。
そこで、N170 以外の成分にも目を向け、1 ユニット P なし（1U）のデータ（施行Ⅰ、Ⅴ）、2 ユ
ニット P なし（2U）のデータ（施行Ⅳ、Ⅷ）、1 ユニット P あり（1UP）のデータ（施行Ⅱ、Ⅵ）、2
ユニット P あり（2UP）のデータ（施行Ⅲ、Ⅶ）の GA を算出した。そのうえで、P の有無の影響
を調べるために 1U と 1UP（図 7）、2U と 2UP（図 8）の波形を重ね書きし、ユニット数の影響を調
べるために 1U と 2U（図 9）、1UP と 2UP（図 10）の波形を重ね書きしてみた。
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図 7： GA の波形 (黒が 1U、赤が 1UP)

図 8：GA の波形 (黒が 2U、赤が 2UP)

図 9：GA の波形 (黒が 1U、赤が 2U)

図 10：GA の波形 (黒が 1UP、赤が 2UP)

N170 ないし P250 をそれぞれ単独で見ても、一定の特徴は見られないが、両者をセットで見ると、
一定の特徴が現れる。例えば、図 7 と図 8 の N170 の電位は常に P ありの方が P なしより高いわけ
ではない。ところが、N170 の電位が高くない図 8 の O2 や T6 を見ると、P250 の電位が高くなって
おり、N170 から P250 までの振幅を全体として見れば、P ありの方が P なしより一貫して電位差が
大きいように見受けられる。同様に、図 9 と図 10 の P250 の電位は常に 1 ユニットの方が 2 ユニッ
トより高いわけではない。ところが、P250 の電位が高くない図 10 の O1 や O2 を見ると、N170 の
電位が高くなっており、N170 から P250 までの振幅を全体として見れば、1 ユニットの方が 2 ユニ
ットより一貫して電位差が大きいように見える。
上記の目視結果を定量的に検証するために、まず P250 の電位を算出した。この数値をグラフ化
してみると、確かに P の有無によっても、ユニット数によっても、一貫した電位の特徴は見られな
い（図 11-13）。
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表 4：P250 のピーク電位 (μV)

O1

1 ユニット母音記号なし
（1U）
1 ユニット母音記号あり
（1UP）
2 ユニット母音記号なし
（2U）
2 ユニット母音記号あり
（2UP）

O2

T5

T6

7.75

8.29

6.12

4.92

7.95

7.56

5.58

5.35

6.75

6.41

4.96

4.78

8.4

8.43

5.66

6.18

図 11：P250 成分の電位 (GA)

図 12：P250 成分の電位 (GA)

図 13：P250 成分の電位 (GA)

図 14：P250 成分の電位 (GA)

次に、表 3 と表 4 をもとに両者の電位差を算出したところ、P ありの方が P なしより一貫して電
位差が大きいこと（図 15, 16）、1 ユニットの方が 2 ユニットより一貫して電位差が大きいこと（図
17, 18）が確認された。
表 5：N170 と P250 の電位差 (μV)

1 ユニット母音記号なし
（1U）
1 ユニット母音記号あり
（1UP）
2 ユニット母音記号なし
（2U）
2 ユニット母音記号あり
（2UP）
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O1

O2

T5

T6

10.63

11.36

9.00

8.03

12.89

12.31

9.49

8.44

9.12

9.83

7.57

7.42

12.18

11.86

9.38

8.44
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図 15：N170 と P250 の電位差 (GA)

図 16：N170 と P250 の電位差 (GA)

図 17：N170 と P250 の電位差 (GA)

図 18：N170 と P250 の電位差 (GA)

この結果は、福盛（2014）が指摘するように、N170 成分が聴覚刺激における N100（N1）に類似
したものだと考えるとうまく説明がつく。福盛によれば、聴覚認知では N100 が刺激探知に相当し、
その後 250ms あたりまでで物理量の違い（分節音における子音や母音の音響的特徴の違い）を識別
するという。文字認知においても、N1 から P2 のあたりで刺激の物理量の違いを識別しているので
はないだろうか。
なお、先に述べたように、刺激の A1 と A4 および B1 と B4 の視覚刺激はそれぞれ同一であるが、
ユニット数が異なる。従って、図 17 では、物理量が同一の刺激を見て、これ以上分割することがで
きない刺激（A1 と B1）として認知した場合と、2 つのユニットによって構成される刺激（A4 と B4）
として認知した場合の違いが N170 と P250 の電位差に現れていることになる。ここで興味深いのは、
電位差がユニット数に比例して大きくなるのではなく、ユニット数が大きくなると反転して電位差
が小さくなっている点である。N170 と P250 の電位差は、反転的にユニット数という認知量を反映
しているのではないだろうか。
以上の議論から、ヘブライ文字の場合、N170 と P250 の電位差が母音記号の有無という物理量、
およびユニット数という認知量を反映している可能性が示唆される。

6.

おわりに
筆者はこれまでもっぱら N170 に着目してきたが、②の仮説が揺らいだため、N170 以外の成分に

も目を向けた。その結果、N170 と P250 の電位差が P の有無とユニットの数を反映しているという
新たな仮説を得ることができたのは、大きな前進だと言える。ただし、P250 の電位については、な
ぜユニットが少ない方が電位が高いのか、また、なぜ P があると電位差が小さくなるのかなど、不
明の点も少なくない。これらについては、今後の検討課題としたい。
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N170 and P250 Evoked by Silent Reading Tasks in Hebrew
Jun IKEDA†, Mai KIRIKOSHI†† & Takahide KAWABE†††
To investigate the visual processing of the abjad writing, event-related potentials (ERPs) were recorded
while four native speakers of Hebrew silently read the eight stimuli in Table 2. The results of our preliminary
experiment (Ikeda et al. 2014) focusing on the potential of N170 were replicated only partially in this experiment, but we found that the stimuli with vowel points produced a larger potential difference between
N170 and P250 than the ones without vowel points and that stimuli consisting of a single graphic unit produced a larger potential difference between N170 and P250 than the ones containing two units. These findings suggest that the potential difference between N170 and P250 reflects a physical quantity (with or without vowel points) and a cognitive quantity (the number of units) of a visual stimulus.
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