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　 NIRS is an instrument that can measure cerebral blood flow in the frontal lobe. Two subjects were subjected to a mem-

orization task and a remenber task; one subject had mastered the memorization technique and the other subject was in the

process of mastering the memory technique. The fNIRS was also used to measure cerebral blood flow during the experiment.

　
1. はじめに
近年，記憶力が向上する記憶術を学ぶことが可能となっ
ている．記憶力を高めることで学習効率の向上及び物忘
れの防止が期待できる．また，記憶と前頭葉の働きは深
く関わっており，ワーキングメモリ課題または短期記憶
課題を用いて前頭葉の反応を確認する研究が行われてい
る [1].記憶を行う時，前頭葉背外側の賦活が先行研究によ
り確認されている.しかし，記憶力を高めるとされる記憶
術を習得することによって記憶力が変化した状態での脳
活動変化については十分に解明されていない.
そこで，本研究では記憶術習得者および記憶術習得中
の被験者に対して，fNIRS を用いて記銘中及び想起中の
脳活動を観察し，記憶術習得による前頭葉の血流の変化
を考察する.
2. 原理
2.1. fNIRS

fNIRS はヘモグロビンが近赤外光を吸収することを活
用し，Hb量を測定する技術である．本研究では，株式会
社 NeUが提供しているWOT-220を頭部に装着して測定
を行う.WOT-220の計測チャンネル (以下，CH)を Figure
1に示す．WOT-220によって得られる測定データは，酸
化ヘモグロビン (以下，Oxy-Hb)，脱酸化ヘモグロビン (以
下，Deoxy-Hb)及びそれらを合わせた Total-Hbの 3種類
である．Oxy-Hb及び Deoxy-Hbが変化した場合，脳活動
による代謝や脳活動量の変化が推察できる. 本研究では，
Oxy-Hbを用いて脳活動の解析を行う.

3. 実験デザイン
3.1. 実験手順
測定対象者は記憶術によって記憶を行っている被験者

A，Bの 2名とした.被験者 Aは記憶術習得者であり，被
験者 Bは，記憶術を習得途中である.
実験デザインを Figure 2に示す.初めに 1分のレストを
行った後，記銘及び想起を 2 回行い，最後に 1 分のレス
トを行う.レスト時は閉眼安静を指示し，記銘時は 2桁の
数字を可能な限り記憶するタスクを行い，想起時は記憶
した 1桁の数字を解答するタスクを行った.また，記銘と
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Figure 1. fNIRS measurement channnel

Figure 2. Experimental procedure

想起の間に 2 分間のレストを行った. 本研究では. 実験開
始から実験終了まで常に WOT-220 を装着し.fNIRS によ
る測定を行った.

3.2. データの前処理
fNIRS は蛍光灯などの外的な光の影響及び体動による
ノイズによって測定値が変動する．そこで，脳活動動態
分離法及び多重解像度解析を用いてノイズの除去を行う．
脳活動動態分離法は，ノイズ低減手法の一つであり，脳活
動に起因しない頭皮での血流変化に関する測定値を測定
データから除外する手法である [2].多重解像度解析は，信
号を周波数成分に分解し，目的の時間・周波数成分を抽出
する技術である．

fNIRS による測定データは，測定開始時からの Hb 量
の変化を計測する．そのため，異なるタイミングで開始
した測定で得られたデータは比較することが困難である．
そこで，測定データの標準化を行った．本研究では脳活
動動態分離法及び多重解像度解析による解析後に，実験 1
セット全体のデータで標準化を行い，Z-Scoreとした．
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4. 結果
2 名の被験者に 3.1 に示す手順で実験をそれぞれ 1 回
行った.被験者 Aの想起タスク結果は，1回目が解答数 92
問中 84問となり,想起 2回目が 128問中 115問となった.
被験者 Bの想起タスク結果は，1回目が解答数 20問中 18
問となり，2回目が解答数 23問中 20問となった.先行研
究より，記憶時には前頭葉背外側の賦活が確認されてい
るため，測定データから前頭葉背外側に近い 4CH～7CH
及び 16CH～19CHの記銘タスク及び想起タスク，レスト
中の Oxy-Hb 量について分析を行った．なお，被験者 A
の計測時，センサのずれにより CH12 の正確な測定が行
えていないため，CH12付近のデータは分析対象から除外
した.また，被験者 Aの想起タスク 2回目の開始時に機器
のトラブルが発生したため，2回目想起開始時の測定デー
タを分析対象から除外した.
記銘タスク時の CHごとの Z-Scoreを比較するため，1
回目及び 2回目の記銘タスク時の Z-Scoreの平均値を CH
ごとに求めた．1 回目記銘タスク時の結果を Figure 3，2
回目記銘タスク時の結果を Figure 4 に示す．Figure 3 よ
り，被験者 Aの Z-Scoreは全ての CHにおいて被験者 B
より低くなった．また，Figure 4より，2回目の記銘タス
ク時においても同様の傾向が確認された．被験者 Aより
被験者 Bの方が賦活量が大きくなった理由としては，被験
者 Aは記憶術を習得しているため，記銘する際の負担が
被験者 B より少ないためと考えられる．次に，想起タス
ク時の CHごとの Z-Scoreを比較するため，1回目の想起
タスク時の Z-Scoreの平均値を CHごとに求めた．なお，
被験者 Bは想起タスク開始から 60秒程度で記銘した数字
の解答を終えていたため，想起タスク開始から 40秒後ま
での Z-Scoreの平均値とした．1回目想起タスク時の結果
を Figure 5に示す．Figure 5より，CH7以外は被験者 A
の方が Z-Score量が低い結果となり，CH7及び CH16は
それ以外の CH と比較して両被験者間の Oxy-Hb 量の差
が少ない結果となった．記憶の想起に大きく関連してい
る部位として前頭葉背外側及び側頭葉が挙げられ，前頭
葉背外側は CH4～CH7 付近から左側及び CH16～CH19
付近から右側となる．よって前頭葉背外側に近い CH4～
CH6 及び CH17～CH19 において両被験者間で差が確認
されたことから，記憶術の習得によって前頭葉背外側の
賦活量が変化した可能性がある．
記銘タスク及び想起タスクで最も大きな差が確認され
た CH19 の Z-Score の時間変化を確認した．Z-Score 記
銘タスク 1 回目開始時から想起タスク 2 回目終了時まで
の両被験者の Z-Scoreの変化を Figure 6に示す．Figure 6
より，被験者 Aの Z-Scoreは記銘タスク終了後から減少
している．しかし，被験者 B の Z-Score は想起タスク開
始後から常に高い値となっている．よって，記憶術の習

Figure 3. Z-Score per channel(1st memorization task)

Figure 4. Z-Score per channel(2nd memorization task)

Figure 5. Z-Score per channel(recall task)

Figure 6. Time-series change in Z-Score

得により記銘時及び想起時の脳活動量が減少した。
5. まとめ
記憶術習得度合いによる前頭葉の脳活動変化を確認す
るため，2名の被験者を対象に数字を覚えた後に思い出さ
せるタスクを行い．記銘時及び想起時の前頭葉付近の脳
の賦活量の差異を確認した．その結果.数字の記銘時及び
想起において記憶術を習得した被験者は習得途中の被験
者よりも脳の賦活が小さい結果となった．また，記憶術
を習得した被験者は記銘後のレストにおいて賦活量の減
少が認められた．今後はさらに同被験者による実験及び
記憶術未習得者による実験を行うことで，より正確に記
憶術習得による変化を確認できると考える.
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