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生体音響学の創生
阿岸鉄三



生体の発する音は、
適切に扱えば有力な情報



(血管）雑音とは

雑音とは、音の意味を知らないこと

雑音？ 音楽だって、興味がなければ、ただの雑音
癒しの音楽とは？
近代音楽とは？

雑草？ 食料と意味づけすれば、山菜
薬効を知れば、薬草
名もない草花は、名を知らないだけ

雑木？ 建材として使えない？
照葉落葉樹 保水力・燃料源

食料源（果実・種子）：栗・ドングリ

雑念？ 意味のない思念はない筈

雑草
山菜
蕗の薹



聴診：
利点；
簡単
有用な情報収集

欠点；
聴覚は主観的
再現不能
情報伝達不能
すなわち、非科学的

客観的に表現
図式化で再現可能
伝達可能
すなわち、科学的

音とは？
空気が振える
振動数
時間的変動

CGS(cm/gram/second)
で“科学的”表現可能



（０２９－０２２－Ｉ） 科学は、数に依存

• 17世紀は現在知られている近代科学の誕生の世紀。。。
この科学は，実験と観測によって自然と直接向かいあうこ
とを基礎にした新しいものであった。

• この新しい科学の特色は，数への依存，つまり実際経験
の実数への依存であった。

• （I.B.Cohen:The Triumph of Numbers(寺嶋英志訳：数が世界をつくった：p40、青土社、東京、2007年））





音情報を、科学的に扱うため、
数字化する



方法
中央電子（株）製 Bio Sound Analyzerを使用しバスキュラーアクセス音の
周波数解析を行う。

Bio Sound AnalyzerBio Sound Analyzer（薬事法未承認品）（薬事法未承認品）
44点まで同時測定・ポータブルでベッドサイド点まで同時測定・ポータブルでベッドサイド

でのデータ収集・リアルタイムでの測定結果でのデータ収集・リアルタイムでの測定結果
表示・評価が可能。表示・評価が可能。

心音センサ



周波数成分の振幅
青＝小さい～赤＝大きい

周波数解析結果画面

上段：バスキュラーアクセス音信号
下段：ウェーブレット変換による解析

結果



症例１.内シャント患者

血管造影・PTA3週間前

症例１.内シャント患者

血管造影・PTA2週間前

①



症例１.内シャント患者

血管造影・PTA直前

症例１.内シャント患者

血管造影・PTA直後

①





• 得られたウェーブレット波形から上図のようにピーク値から減衰して
いく時間T70、T50、T30を求め、各波形の音の連続性（減衰度）を検討

することによって血管音を数値化した。

： T



○木 △子様
測定日：２０１０年３月３日
肺雑音ピーク時

CH１：感度３

CH２：感度５ CH３：感度４

２０秒間のデータを解析



肺雑音ピーク時 肺雑音軽快時

CH１：感度３

CH２：感度５

CH１：感度３

CH２：感度５

低周波数成分から高周波数成分にわたって分布 高周波数成分が減少

呼吸音間に雑音が存在 低周波数成分から高周波数成分にわたって分布
呼吸音間の雑音が減少



たん吸引、特養で解禁
（朝日新聞2010年3月26日14版38頁）



呼吸音を数字化

コメディカルスタッフが、
口腔内・気管内吸引する時期を明示する



生体は、
音に影響され、反応する



リズムを強調する舞踏・音楽などは、多くの神秘主義的集団

によって礼拝のなかに取り入れられてきた。

こうしたやり方が、人間の意識に驚くべき変化をもたらす

ことは、経験的に明らかになっている。しかし、どのように

して、なぜそうなるのかは、まだほとんどわかっていない。

ex. シャーマンのドラムとがらがら・ロカビリー・ロック音楽・和太鼓

（Walsh R:The spirit of shamanism(シャーマニズムの精神人類学：安藤治・高岡よし子訳、p228、春秋社、東京、1996)）

Ref :穏やかな、繰り返しのメロデーが宗教心を呼び起こす。

ex. ゴスペル・聖歌・御詠歌・お経

リズミックな刺激（音楽・歌・踊り）は

変性意識状態に導く 001-014



音による意識の変容

打楽器とガラガラの音は、意識を変容するために昔から
用いられた伝統的な方法であり、麻酔または鎮痛剤的な
効果を持つとされている。ドルーリーはいう。「瞑想状態で
は、太鼓の音はこうしてシャーマンが集中していくための
道具として役立つ。それは集中とを解決を導く雰囲気を作
りだし、彼が霊的な内なる旅を始めるとき、トランス状態に
深く入り込むのを助ける」。いくつかの生理学的な事実が
この点で音の役割を支持している。

Jeanne Achterberg : Imagery in Healing,Shambhala Pub, Inc.,Boston,1985（井上哲彰
訳：自己治癒力－イメージのサイエンス－、p48、日本教文社、東京、1991）

Ref :ゴスペル・声明・お経・念仏



音のイメージによる生理学的変化

瞑想の研究によると、聴覚刺激は必ずしも外から来る必
要はなく、イメージされただけでも著しい生理学的変化が
もたらされることがわかった。超越瞑想、リラクセーション
反応、改良されたラージャ・ヨーガにおいては言葉や音（マ
ントラ）を繰り返しイメージする。イメージﾉよる詠唱とも呼
べるだろう。生理的変化の面では、心拍数、血圧・筋肉の
緊張が減り、脳波の面では、アルファー波とシータ波の活
動が増えた。こうした方法は、ストレスをコントロールし、か
らだに快適かつ健康的で、恒常的なバランスを取り戻すこ
とができる「覚醒した低代謝状態」を生み出せる重要な方
法として評価されている。

Jeanne Achterberg : Imagery in Healing,Shambhala Pub, Inc.,Boston,1985（井上哲彰
訳：自己治癒力－イメージのサイエンス－、p51、日本教文社、東京、1991）



音刺激とGate Control Theory

メルザックとウォールは、痛みのメッセージは細くて伝達速
度の遅い神経繊維を伝わるので、苦痛の知覚は、もっと
伝達速度の速い線維を伝わる別の入力刺激によって効果
的にブロックできるのではないかと、提案した（Gate 
Control Theory）。鍼治療・皮膚を通しての穏やかな電気刺
激・マッサージなどの苦痛緩和効果を説明するためにこの
モデルが使われた。これが正しければ、脳の中枢すべて
を起動する力を持つ太鼓などの強烈な音は、さらに速く効
果的に他の入力をブロックできるのではないかと思われる。

Jeanne Achterberg : Imagery in Healing,Shambhala Pub, Inc.,Boston,1985（井上哲彰
訳：自己治癒力－イメージのサイエンス－、p48、日本教文社、東京、1991）



言語に影響される生体

言語も、音情報
なぜ、人間は音情報である言語によって

行動が制約されるのか？
ref : ママがダメって。。。

先行する道徳律・倫理観・宗教的戒律など合意的トラ
ンス・集合的無意識・マインドコントロール・常識がレセ
プターとして必要

ref : アヴァロンの狼少年



植物も、音に影響される



013ｰ015 音楽と植物
• 植物は音楽を知覚できるか？
音楽は，植物の成長・健康に影響を持つか？

TCN Singh：音楽を聞いた実験植物が速く成長し，
はるかにたくましいことを確認。開花期が早められる。

D Retallack：植物が1番好む音楽は東洋音楽，とくに弦楽器で演奏
される「ラルゴｌａｒｇｏ」は植物の成長速度を2倍に。第2位はクラシック
音楽でバッハが好まれ，その後にジャズ。ロックその他のハード
ミュージックは取り返しのつかない病変を生じる。
バッハのバイオリン協奏曲イ短調は，植物の生長を促進，
ヴェルディ（歌劇オテロ）のアベマリアは開花を早め，
メンデルスゾーンの結婚行進曲は発芽期に勧められる。
植物は実際に音楽に感受性・知覚力を持つと主張できる。

ref : 東南アジアは、植物密生地帯
（Jean-Marie Pelt：植物たちの秘密の言葉、ベカエール直美訳，p1８４、工作舎、東京、1997）



音楽の近代化とは、
音のdigital表現



(０２２－００9) 音楽における近代化
jazzyでないJulliard Music Schoolのジャズ
「現代音楽はピアノで表される音階・音程で成り立っていて、バッハのころから。。。」

ピアノによる音発生は分析的（限られた本数の弦の一定の場所をたたく）

周波数のそろった音

再現性・普遍性・客観性、科学的の特性と類似
数学のdigital表示に対応する思考
cf.それでも、個性のある芸術性が表現される不思議
cf.自然にある音（風・鳥など）は連続移行性analogical
ヨハン・セバスチャン・バッハ（1685－1750年）：近代音楽の父
近代化とは，digitalな音程・音階で表現すること？
現在では、五線譜上のそれぞれの音に特有の振動数が確定
cf.五線譜に乗らない日本の民謡
アイザック・ニュートン（1642－1727年）：
分光実験でスペクトル発見。スペクトルと音階とを対比。

ユング（1875－1961年）:スイス人精神医学者・心理学者、共時性・気に興味
cf. digitalでない数学？円周率π・虚数



（音の）リズムは、音の時間的変動。

銀河系惑星上の生体（機能）が、
なぜ、リズムを持つのか？



生体リズム 011-013

生体リズム：

1）潮の干満による潮汐リズム，2）地球の自転に合わせた概日リズム，
3）月の公転による概月リズム，4）地球の公転による概年リズムなど

概日リズム：

1）睡眠覚醒リズム，2)深部体温（脳の温度に近い）リズム

生体リズムが整然と同期している状態が健康。生体リズムと自律神
経機能は同調して機能。人は400万年の間，暗くなったら眠り，明る
くなったら活動する生活を続けて。。。

電気の普及により現代人の生活は著しく変化，昼夜逆転傾向。

生活リズムの食い違いが生活リズムの変調をきたし，現代病として
の心身の不調が顕在化。

（三池輝久：生体リズムと不登校（不出社）。生体リズムと健康，p39，学会センター関西，大阪，1999）



下：心臓副交感神経活動
（心拍変動Ｈ Ｆ成分）の864
秒ごと168時間の連続記録。
明瞭な概日変動と約1週間
の周期性をうかがわせる
変動。上：地磁気の変動に
も概日周期が観察され，約
1週間の周期性も観察され
る。地磁気の概日変動が
不明瞭になっている後半部
に一致して，心臓交感神経
活動の概日リズムにも乱
れ。

（大塚邦明ら：生体リズムと心臓病。
体リズムと健康，p85，

学会センター関西，大阪，1999）

地磁気の変動
と心臓副交感
神経 011-014



変わってゆく一日の長さ 008008
( 浜田隆士：地質的過去の時間：時間、p167、東京大学出版会、1980)



1年400日の世界 008009

化石サンゴの外骨格に刻まれた成長輪（シワ）によると4億年前には

1年400日の世界。
1年の日数は，太陽を一回りする間の地球自転回数。自転回数が多い←自転スピード

が速い。逆に言えば，1日が短く23時間+α。日食の古記録と遡った日時にも誤差

地球自転スピードが一定不変でないことに原因。

原因：月の引力で地球上の潮が干満し，地球の回転にブレーキ。月は1年に2cmずつ
地球から遠ざかって行く。角運動量保存則により，月・地球の自転も遅れる（100
年後）。その後、太陽の引力の影響が効いて，逆に月がまた近寄ってくるので

地球の自転が早くなる。しかし，そのころは太陽が大きく巨星となり，太陽の半径
の中に地球も月も呑み込まれて溶けてしまう（さらにまた100億年先の未来）。

( 浜田隆士：地質的過去の時間：時間、p167、東京大学出版会、1980)



生体のリズムは、
遺伝子に組み込まれている



体内時計刻む”三本目の針” 011-009

1日の生活周期は体内時計によって支配されている。
ショウジョウバエ：クロック/ピリオドという

2つの遺伝子が体内時計の主役。
まず，クロックタンパク→ピリオドタンパクの生産を促す。

ピリオドタンパクが一定量になると，クロックタンパクの働き
を抑える。結果的にクロックタンパクの量がへっていく。し
かし、ピリオドは、３０～４０％しかクロックの働きを抑えな
い。
第３の遺伝子クリプトクローム（Ｃ Ｒ Ｙ）：クロックのブレーキ。

ＣＲＹの働かないマウスは昼夜の区別なく活動。
人間の体は約24時間（25時間？）周期：毎日修正して時計
の針をリセットするのが太陽光。
人の生活習慣が遺伝子から説明できるかもしれない。

（川崎晃一：生体リズムと健康。生体リズムと健康，p2，日本学会事務センター，1999。



光のメラトニン分泌抑制 011-018

（大川匡子ほか：生体リズムとメラトニン。生体リズムと健康、p155,学会センター関西、１９９９）



ヒトの体内時計 003043 地下実験室で寝起きすると、活動は
25時間周期

（富岡憲治：生物時計、時間と時、 広中平祐ら編、p149、学会出版センター、東京、2002）



時間は、
絶対（物理的）時間だけではない



心理学的時間 008012

• 物理学的には同一の長さの時間も，その時々の心理状態によって，

心理的にはいろいろ異なって感ぜられる。。。

「同一の長さの時間も年をとるに従って次第に短く感じられる」

（ウィリアム・ジェイムズ：心理学）

十分な意味で心理学的時間といわれるためには，そのような心的

事実を，それを含まれる要素に分析し，それを量化し，その量的関係

通じてある法則的関係を打ち立て。。。

「ある人の生涯の，ある時期における一定時間の心理的長さは，

その人のその時までの生涯の長さの逆数に比例する」

（ジャネーの法則）

(伊藤俊太郎：存在の時間と意識の時間：時間、p30、東京大学出版会、1980)



生死観に関連する宗教的時間観 003026

4つの類型

1.円環する時間：一方向的・不可逆的に流れ去るのではなく、原点に回
帰する、あるいは螺旋的に循環する時間。生も死も何度も継起し、
限界は曖昧、消失。Ex.年中行事・輪廻転生

2.文節化時間：等質・等速で経過するのではなく、質を異にし対照的・
両分的に成立し、速度にも変化のみられる時間。Ex.危急存亡の
「時」と平穏無事な「間」・通過儀礼は「俗」から「聖」への移行。

3.線分的時間：始まりがあり終わりがある時間。宇宙万物に創成と終
滅を見る世界観から帰結。Ex.宇宙起源/破滅神話・誕生は始/死亡
を終。

4.微分的時間：点としてみる時間。Ex.時々刻々・一瞬一瞬・一瞬一刹那。
（脇本平也：宗教からみた死、時間と時、広中平祐ら編、p49、学会出版センター、東京、2002）



自然界に３つの天文学的周期

1.日の出・日の入り（地球の自転）による一日

2.月の満ち欠け（月が地球の周りを公転）による一月

3.季節・星座の一巡（太陽の周りを地球が公転）による一年

暦が複雑なのは、日・月・年に公約数がないから

暦は、自然界の周期に基づき周期性

（金子務：科学と歴史における「時の矢」の意義、時間と時、

広中平祐ら編、p121、学会出版センター、東京、2002）

暦時間の周期性 003040



日本文化で重視する「間」

時間的・空間的な間の取り方の重要性

定性的に論じるばかり

定量的な追求がない

人工環境では間への配慮がなく快適でない

間の一般的法則性を数量的に追求出来るか

（中村敏枝：間の感性、時間と時、 広中平祐ら編、p302、学会出版センター、東京、2002）

日本文化の間 003047



間が日本文化において重要になった背景＝間を必要

日本語のリズムの特徴

a.強弱のアクセントがない。

b.各音節を発音するのに要する時間がほぼ等しい。

日本伝統音楽に重要な間

音の長短より間の長短が問題

会話・スピーチにおける間の取り方が大切

ref :日本的絵画で重視する空間的間

→時間的間と空間的間→宇宙 不可分統合体

（中村敏枝：間の感性、時間と時、 広中平祐ら編、p303、学会出版センター、東京、2002）

「 間」に対する感受性 003048



• cf.伝統芸能における間とは、機械的に計れるものでも、

数量に換算できるものでもない（生田）

cf.理屈に合わない、割り切れないからこそ間（川口）

西洋音楽・日本伝統音楽・スピーチ：

丁度よいと感じる間は、0.35秒・0.7秒・1.4秒
（1.4秒の約数≒半呼吸の長さ）

音楽聴取時の呼吸の平均長さ：約3秒

演奏者における間と呼吸が同期する傾向

演奏を聴く聴取者の呼吸が演奏者に同期

各個人が良いと感じる間の長さは、

基準値を中心に「ゆらぎ」⇨芸術的・絶妙な間の要因

( 中村敏枝：間の感性、時間と時、 広中平祐ら編、p307、学会出版センター、東京、2002）

「 間」の科学 003049



生体音響学Biosonicsの創生


