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High spatio-temporal resolution is necessary to investigate neural mechanisms of human brain functions, but
there are no methods that have sufficient resolution to measure the human brain activity patterns non-invasively.
To acquire and analyze human brain activity data at high spatio-temporal resolution, we have tried to combine
magnetoencephalography (MEG) and functional magnetic resonance imaging (fMRI), each of which has high resolution
in temporal and spatial domain, respectively. However, it is known that such methods have critical drawbacks in spatial
localization of informative neural activity, thus limiting an effective spatial resolution. Here, as complemental approach,
I studied a novel method to extract temporal information of dynamic neural activity only from fMRI measurement. For
this particular purpose, I used the ultra-high magnetic field whose magnitude was more than two times of conventional
systems. With the assistance of high signal-to-noise ratio of the ultra-high magnetic field scanner, we established a
method to acquire fMRI signals as fast as 125 ms, which is 16-24 times faster than the conventional method. We also
confirmed that brain activity patterns can be clearly identified even at such fast acquisition and stimulus information can
be decoded from the measured fMRI signals. These results suggest that fast acquisition of fMRI signals are feasible,
helping to increase effective temporal resolution to faster neural dynamics behind the acquired signals.
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研究経過
２０１８年８月３０日にアメリカ国立衛生研究所
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【課題１】超高磁場 fMRI を用いた高速脳活動信号
計測
NIH 附置の 7 T fMRI 装置を用いて、ヒト被験者が
８種類の物体画像を観察しているときの脳活動を高
速に計測する実験を実施した。計測信号としては、
標準的な BOLD（Blood-Oxygen-Level-Dependent）信
号を対象とすることにした。
fMRI 計測におけるサンプリングレートに対応す
る TR は、いくつかのテスト実験を重ねた結果、125
ms 程度とするのが、S/N 比の観点から打倒であるこ
とが分かったので、この条件で主として計測を行っ
た。従来の標準的な fMRI 実験では TR は約 2-3 秒程
度とすることが多いので、約 16-24 倍の高速計測が
達成できていることになる。
高速計測を達成した一方、計測できる空間範囲は
限定的であり、約 4.5 cm 程度の厚みの範囲のみをカ
バーする条件となった。ただし、今回の実験におい
て主として関わる脳部位である視覚野腹側部位の大
部分を計測範囲内に含めることはできたので、少な
くとも今回の実験における計測空間範囲としては十
分であると考えている。
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て計測した結果とほぼ同程度の結果が得られること
が確認された。この精度向上には、静磁場強度が 7 T
に高まっていることに加えて、高速計測により同一
実験条件下での計測データ点数が増加し、脳活動部
位同定において必要な統計検定における検定力が著
しく増加する効果があったのではないかと考えてい
る。
本課題の実施にあたっては、滞在先共同研究者で
ある Bandettini 博士の協力はもとより、Bandettini 博
士が主宰する研究チームの研究スタッフおよび技術
支援チームからの支援をうけ、fMRI 計測パラメータ
の調整、予備実験での信号品質の確認、ノイズ除去
のための生理信号計測などにおいて極めて効率的に
課題を遂行することができた。

【課題２】高速計測 fMRI 信号からの神経活動の時
間情報抽出
課題１で高速計測した fMRI 信号に対し、統計的
信号処理、機械学習の手法を適用することにより、
fMRI 信号に反映されている情報を高速に読み出す
ことを試みた。
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どうかの慎重な検討を進めている。
またこうした過程において、従来よりはるかに高
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