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Functional near-infrared spectroscopy (fNIRS) is a technique that uses light in the near-infrared region to measure

changes in haemoglobin concentration. In this study, a method for evaluating teaching materials from brain

activity measured by fNIRS is being investigated with the aim of realising learning with optimal teaching materials

to improve learning efficiency. In this study, a method for understanding the differences in response according to

difficulty level from brain activity was investigated. The results suggest that Oxy-Hb and difference value analysis

can be used for difficulty discrimination.

1．はじめに
現在，学校教育では，選定された教材を用いて一様

に学習を行うことが主流である．しかし，習熟度など
の観点から，選定された教材が全学習者に最適な教材
であると評価することは容易ではない．各学習者が最
適な教材を用いた学習を行うことで，より短時間での
知識獲得が可能となり，学習効率の向上を期待できる．
最適な教材の評価には，一定時間の対象教材を用いた
学習の後にテストを実施，その結果から評価を行う方
法が考えられる．しかし，この方法では，学習やテス
トの実施に長時間を要することやテスト結果が学習者
の努力に影響されることが問題となる．一方で，対象
教材を用いた学習中の脳血流を計測，分析することで
教材を評価する場合，時間的問題や学習者の努力によ
る影響を考慮することが不要となることが考えられ
る．そこで，本研究では最適な教材を用いた学習の実
現を目指し，functional Near-Infrared Spectroscopy(以
下 fNIRS) を用いて脳血流の状態を分析することで，
学習者に適した教材であるかを評価する手法の検討を
行う．
本稿では，文章の難易度により脳血流の状態が変化

することの確認を目的として，難易度が異なる 2種類
の文章を読解した際の脳血流を fNIRS を用いて計測
し，データを分析することで難易度の判別を可能とす
る手法を提案する．
2．先行研究
2.1 脳血流計測に基づくプログラム理解行動の定量化
中川らの研究では，fNIRSを用いたプログラムの読

解力及び理解力の定量化について研究している. 実験
では，複雑さの異なる 2つのプログラムを用意し，プ

1:日大理工・学部・情報　　 2:日大理工・教員・情報

Figure 1. fNIRS measurement channel

ログラム理解中の人物の前頭前野の脳血流計測を行っ
ている. 結果として，簡単なプログラムに比べ複雑な
プログラムを理解するとき，前頭前野の酸化ヘモグロ
ビンが上昇することが確認され，プログラムの読解難
度及び読解時の負荷を脳血流計測により定量的に評価
可能であることが示唆されている [1].

以上より，プログラム理解という特殊かつ限定され
た分野における脳活動における難易度の違いを評価す
ることは可能であることが示唆されたため，本研究で
は，より一般的な分野における難易度別の脳活動変化
を評価する手法の提案を目的としている．
3．原理
3.1 fNIRS

fNIRSは近赤外光の高い生態透過性及び血液中の酸
化ヘモグロビンと脱酸化ヘモグロビンの異なる光吸
収特性を用いた計測を行う計測装置である. 本研究で
は，WOT-110(日立社製) を用いて全 16 チャンネルで
前頭前野における脳活動の計測を行った．Figure1 に
WOT-110のチャンネル配置を示す．
3.2 前処理

fNIRS により計測したデータには，体動及び脈拍，
外来光などによるノイズが含まれる. そこで，多重解
像度解析を用いて周期的に発生しているノイズを除
去する必要がある. 多重解像度解析は，離散ウェーブ
レット変換を用いて信号を階層構造に分解する解析方
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法である.

また fNIRSは計測開始時点からの相対変化量を計測
する手法であるため，開始時点が異なるデータの比較
をするために，多重解像度解析による解析結果に対し
て，平均 0，標準偏差 1となるように，式 (1)で標準化
を行い，Z-Scoreとする．

Z =
X −μ
σ (1)

ここで，X は解析信号，μは平均値，σは標準偏差で
ある．
4．実験方法
本稿では，文章の難易度の違いによって脳血流の状

態が変化すると仮定して，低難易度と高難易度の二
種類の書籍から適当な文章を提示し理解させるタス
クを，被験者 5名を対象に実施した．本タスクにおい
て，提示した文章は日本語の難易度測定ツールである
『帯』による難易度の評価に基づいて決定した. 低難易
度の文章として山崎総一郎『こども六法』(株式会社　
弘文堂)，高難易度の文章として田中久文『日本美を哲
学する　あはれ・幽玄・さび・いき』(小泉製本)内の文
章を採用した.それぞれの文章に対する『帯』の評価結
果は，『こども六法』では，中学 3年生レベル，『日本美
を哲学する　あはれ・幽玄・さび・いき』では，大学・
一般レベルとなった.

実験方法は，まず 60秒のレストを実施し、その後，
300 秒の読解タスク、120 秒のレストの流れを 2 回行
い，口頭試問による理解度の確認を実施した．これを
1 セットとして，先に低難易度，後に高難易度の順番
で各難易度 1 セットずつ実施した. 本稿において，レ
ストは閉眼状態で呼吸に意識を向けた状態，読解タス
クは，提示された文章を読むことを指す．
5．評価方法
本提案手法では，文章の難易度によってタスク中及

びレスト中の酸化ヘモグロビンの値関係が変化するこ
とを仮説とする．先行研究にて，タスクの難易度間に
微分値との有意な差を確認したことが報告されてい
る [2]. このことから，標準化により Z-Score 化した酸
化ヘモグロビンとそこから導出した微分値を評価に用
いる．先行研究より，難易度によってタスク中及びレ
スト中の微分値の変動が変化することが予測できるた
め，標準偏差の導出を行う．また，難易度による，タ
スク中及びレスト中における反応の変化を確認するた
め，Figure2 に被検者 3 の高難易度におけるチャンネ
ル 12 を例として示すようにタスク中及びレスト中そ
れぞれの酸化ヘモグロビンの Z-Score の絶対値平均，

Figure 2. Representative point on a 2D plane

微分値の絶対値平均からなる代表点をプロットし，θ
で示した角度を導出する．
6．結果
導出した微分値の標準偏差を求め，タスク中に比べ

レスト中の標準偏差が大きくなるチャンネル数をカウ
ントした結果，3名の被験者にて，低難易度に比べ，高
難易度においてチャンネル数が増加することを確認し
た．結果から，難易度により，タスク中及びレスト中
における微分値の標準偏差の大小関係が変化すると評
価できる．
各難易度にて全 16 チャンネルを対象に導出した角

度θの傾向を確認するため，0°から± 180°までの範
囲を 45°ごとに分割し，分割した範囲に角度θが属す
るチャンネル数をカウントした．この結果，3 名の被
験者において，難易度間で角度θの属するチャンネル
数が最多となる範囲が変化することを確認した．この
3名の被験者では，低難易度で角度θが 45°から 90°
の範囲が最多となり，高難易度で −90°から −135°
の範囲が最多となった．他 2名の被験者では，難易度
間で最多となる範囲の変化を確認できなかった．しか
し，全被験者において，低難易度で角度θが最多とな
る範囲が 45°から 90°で共通することを確認した
被検者による個人差の影響はあるものの，提案手法

による結果から，脳血流データを分析することで難易
度の判別を行える可能性を確認した．
7．まとめ
本稿では，脳血流による読解難易度の判別を目指し，

分析手法の検討を行った．提案手法を用いた結果，タ
スク及びレストにおける標準偏差の大小関係，タスク
及びレスト代表点の角度関係の変化を確認した．今後
は，サンプル数を増やす予定である．
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