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●研究論文●

　読書時の身体情報による熱中度変化の記述

布山 美慕・日高 昇平　

In reading, we are often engaged to the book, lose our self-awareness, transport our-

selves into the narrative world, and have deep empathy for the characters in the books.

These “absorption” phenomena have been characterized and classified based on reader’s

introspective report using the questionnaires. However this methodology relying on in-

trospective reports alone may not be accurately enough to study the absorption: the

readers in the absorption cannot reliably report their experiences, as they lose their

self-awareness to some degree by definition. This motivates this study to build an al-

ternative measures of absorption, which we can evaluate its reliability by its consistency

across multiple subjective and objective measures of reader’s states.

We conducted two experiments by employing the first author as a subject in a natural

and reader friendly situation. In the first experiment, we analyzed the cross correlation

between reader’s absorption ratings and statistics, CVR-R and fractal dimension, esti-

mated from reader’s heart rates. In the second experiment, we analyzed the relation-

ship between reader’s absorption ratings and bodily movements using the classification

tree technique. The results of these two experiments suggest that the CVR-R and the

fractal dimension estimated from heart rates, and the bodily movement can be used as

alternative measures indicating the level of reader’s absorption.
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1. はじめに

1.1 読書時の熱中現象
誰しも本を読んで物語に熱中した経験はあるだろ
う．読者は熱中すると，周囲への注意が減少し，物
語に入り込み，登場人物になり，読書する自身が消
え，また入り込んだ物語の予想外の展開に衝撃を受
ける．
このような読書時の熱中状態は，物語への移入

（Transportation）(Green & Brock, 2000; Green

& Carpenter, 2011)，登場人物への同一化（Iden-

tification）(Cohen, 2001; De Graaf, Hoeken,

Sanders, & Beentjes, 2012)，没入傾向（Trait Ab-

Describing Temporal Changes of Absorption with
Reader’s Physical Measures, by Miho Fuyama (Keio
University), and Shohei Hidaka (Japan Advanced In-

stitute of Science and Technology).

sorption）(Tellegen & Atkinson, 1974) などいく
つかの類型を軸に研究されてきた．読書体験に関す
る質問紙への回答の分析を根拠として，これらの熱
中状態の性質は調べられてきた．

1つの共通認識として，熱中状態では，周囲への
注意や自身への気づきが減少すると考えられてい
る．一方で，前述の熱中状態の類型は，読者自身の
熱中状態の報告に基づくため，まさに熱中している
はずの読者が自身を明確にモニタリングできるこ
とを前提としている．したがって，内観報告で熱中
状態を調べる手法は，仮に読者が十分高い信頼性を
もって自身の主観を報告できた場合，報告される内
容は真の熱中状態であるはずはないという自己言及
的なジレンマを抱えている．
こうした内観報告の信頼性の問題は，内観報告に

加えて，それと独立に取得可能で熱中状態に関連す
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る複数の指標を相補的に分析することによって緩和
できる．既に述べた読書時の熱中状態は，フロー状
態 (Csikszentmihalyi, 1990) と類似の特徴を有し
ており (Green & Brock, 2002)，近年のフロー状態
の生理指標による特徴付けの研究は読書時の熱中状
態と関連性があると考えられる．

Csikszentmihalyi (1990)によれば，フローとは，
能動的かつ適応的に課題に取り組む際の高揚感を
伴った体験である．典型的なフロー状態は，連続的
なフィードバックと適度に高い負荷のある課題にお
いて，高い集中とパフォーマンスを伴うと考えられ
ている. 近年，こういった操作的な定義を超えて，
相互に比較可能で客観的な記述を目指し生理指標に
よる特徴付けの研究が行われている．具体的にはフ
ロー状態は課題の難易度や成績，行為者の心的負荷
が反映される心拍数やホルモン濃度などの生理指標
から推定できると考えられ，これらを体験者の報告
によらない熱中状態の尺度とみなした分析が報告さ
れている (Keller, Bless, Blomann, & Kleinböhl,

2011; Gaggioli, Cipresso, Serino, & Riva, 2013;

Peifer, Schulz, Schächinger, Baumann, &Antoni,

2014)．
読書時の熱中状態はいまのところ質問紙調査に
よる名義的な定義や分類が中心であるため，フロー
状態と比較することが難しく，両者の包含等の関係
は明らかではない．しかし，読書時の熱中状態とフ
ロー状態は自身への気づきが減少する点は類似して
いる．よって，筆者らは読書時の熱中状態を特徴付
けるために，フロー研究における内観報告と他の関
連指標を相補的に用いて状態を記述する取り組みは
一つの参考になると考える．
こうしたフローの研究では，生理指標そのものを
直接フロー状態と解釈できないため，課題後の被験
者の報告と併せて生理指標の分析を行う．この場合，
生理指標の分析の粒度は被験者の報告の時間的・空
間的な粒度に制限される．多くの先行研究では，1

つの課題に対して少数の熱中状態に関する報告の
みを調べているため，生理指標が熱中状態の性質や
時間変化に関して潜在的に持つ情報を活用できてい
ない．
読書中の熱中状態を調べる観点からは，生理指標
を併用する既存手法には時間的粒度および指標の
粒度に関して問題がある．読書における熱中状態
を引き起こす 1 つの要因は物語の展開と考えられ

(Green & Brock, 2002; Cohen, 2001)，熱中状態
を同定・分類するためには，特定の指標を物語の進
展と対応づける必要がある．したがって，1つの課
題全体に対して少数の報告しか分析しない先行研究
では，時間的粒度が不足している．
また，先行研究では，熱中状態の変化ではなく，

熱中可能性を妨害課題によって統制し，熱中状態か
否かの差異のみに着目しているため，これは粗い
熱中状態の分類とみなせる． 具体的には，Keller

et al. (2011), Peifer et al. (2014) らの研究では研
究者が課題の難易度を統制し，フロー状態へ入りや
すさの異なる条件における内観報告や生理指標の比
較をしていた．この方法により，フロー状態を妨害
する要因は検討できるが，フロー状態の度合いやそ
の状態変化と関連する要因を検討する事は難しい．
したがって，読書中の物語の進展に伴う読者の連続
的な状態変化を調べる方法としては適さない.

これらの指標の時間的粒度や特徴づけの粗さは，
生理指標と併せて内観報告の時間的粒度を密にす
ることで改善できる．そのためには，熱中状態を作
品全体に対して報告するのではなく，内観報告の手
がかりになる情報を利用して，より時間的に密な
熱中状態の報告を得れば良い．たとえば，D’Mello,

Chipman, and Graesser (2007) は熱中時/非熱中
時それぞれに姿勢の特徴があることを報告してい
る．こういった身体動作が持つ熱中状態の情報を内
観報告の手がかりとして読後に提示し，この手がか
りを単位として報告を行えば，動作や姿勢変化の時
間的粒度で熱中状態の内観報告を得る事ができる．

1.2 アプローチ
以上の議論を踏まえて，本研究は，内観報告も生

理指標も単独では読書時の熱中状態を特徴づけるの
に十分な指標ではないと考える．両者が十分な時間
的分解能を持って観測され，その間に一貫した関係
性が確認された場合にはじめて，それらのデータが
熱中状態のある側面を反映した指標であると相補的
に判断できる．本研究はこの立場のもとに，有効な
指標を見つけ，読書時の熱中状態を特徴づけること
を目的として実験を行う．したがって，具体的には，
単独の指標内で信頼性の向上を目指すのではなく，
熱中状態に関係しうる内観報告や生理指標などの複
数指標の時間変化の関係性から，それらの一貫性を
分析する．こうした相互一貫性に基づき，熱中状態
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の指標としての有効性を調べることが本研究の目的
である．

1.1で述べたように，熱中状態は質問紙によって
種々の類型化が行われてきた．しかし，本研究では
一旦それらの分類をおき，移入，同一化，没入傾向
などを包含する状態としての熱中状態を扱う．本研
究によって複数指標の関係性から状態を議論できる
ようになれば，これらの類型化が質問紙のみによる
よりも高い一貫性をもって行えるようになる．この
点に関しては 4.総合議論で改めて論じる．
この熱中状態に対する各指標の有効性を，複数指
標間の相互一貫性から調べるという目的を踏まえ
て，以下に述べる 3つの条件を満たす熱中状態の記
述方法の構築を本研究の目標として設定する．
( 1 ) 熱中可能性の最大化：被験者が読書に熱中で

きる条件をできる限り整える
( 2 ) 時間変化の分析可能性：物語の進展によって

熱中状態が時間変化しうる長さのテキスト
を読み，その状態変化を検出できるほど密に
データをとる

( 3 ) 複数指標間の一貫性：内観報告と熱中状態に
関連する可能性のある生理指標を併せて観測
し，その一貫性により熱中状態を特徴づける

本研究で最も基本的な必要条件は，(1)「熱中可
能性の最大化」である．熱中状態を記述するには，
被験者が実験中に読書に熱中できることが最低限
必要となる．読者の熱中状態は研究者が操作的に作
り出すことも，被験者が随意的に起こすことも難し
い．このため，本研究では被験者が普段読書に熱中
している自然な条件を可能な限り再現し，被験者の
熱中の可能性を最大化する．

(2) は，1.1 で議論した通り，物語の進展に伴う
熱中状態の時間変化の情報を活かし，熱中状態の相
補的な複数指標を見出すための条件である．読者の
熱中状態が時間変化すれば，熱中状態に関連する指
標も対応して時間変化すると予想される．したがっ
て，熱中状態に関連する可能性の高い複数指標の時
間変化の間に一貫した関係があれば，遡及的にその
変化は熱中状態の一側面を観測していると推定で
きる．

(3)は，複数の指標を分析する事で，その一貫性
により熱中状態の記述の客観性を高め，また異なる
種類の熱中状態に関する詳細な分析が可能になると
考えられる．複数指標の一貫性は，(2)の時間変化

を分析する事で検討する．
実験 1 ではこの 3 条件を満たすように，被験者

が自室で長編小説を読み，その際の映像，心拍数，
胸部加速度を観測した．加えて，読書後に被験者が
自身の身体動作ごとに熱中度を評価した．これらの
データから，心拍数・胸部加速度の分析結果と熱中
度の相関分析を行った．
実験 1では，先行研究 D’Mello et al. (2007) か

ら身体動作が熱中度と関連すると考えられるため，
身体動作を手がかりに熱中度の評定を行った．この
方法は，熱中度が身体動作を単位として変化する事
を仮定するため，身体動作そのものと熱中度との関
連性は分析できない．したがって，実験 2では身体
動作と熱中度を独立な指標として，それらの関連性
を分析した．
第一の要件である熱中可能性を最大化するため，

本研究では実験 1 と 2 いずれにおいても被験者は
第 1著者 1名とした．当然ながら，熱中できない条
件下での実験や，被験者が読書に不慣れで熱中しな
い場合，読者の熱中状態を観測できない．また，現
時点では熱中体験は個人間で類似した現象の体験か
不明であり，複数人の内観報告やその際の生理指標
を平均化して扱うよりも，1人の一貫した熱中状態
のデータを多く集めて分析することが読書時の熱中
状態について知るために有効だと考えた．したがっ
て，被験者負担が軽い単純化した実験を複数人で行
うのではなく，著者 1名を被験者に限定し読書に熱
中するために最適な条件で実験を行った．

2. 実験 1：熱中度と心拍数の相関

2.1 実験の目的と概要
実験 1 の目的は，読者の熱中状態の度合いに関

する内観報告と心拍数の時間変化の関係を調べるこ
とである．被験者は熱中しやすい自然な条件で読書
し，その読書時の被験者の映像と心拍数を記録，さ
らに読後に内観報告による熱中度評価を行う．その
後，熱中度と心拍数分析結果の相関を分析する．
本研究では，1.2の 3条件を踏まえて，内観報告

に加え，読者の熱中を阻害せずに観測できる指標と
して心拍数を選んだ．フロー状態では被験者は適度
なストレス状態にあるとされ，これが心拍数や唾液
中のコルチゾールで調べられてきた (Keller et al.,

2011; Gaggioli etal., 2013; Peifer etal., 2014)．そ
の結果Keller et al. (2011), Gaggioli et al. (2013),
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Peifer et al. (2014)らはフロー状態で心拍数の変動
が交感神経優位を示すと報告している．本論も，読者
も熱中時には類似した自律神経の変化を起こすと予
想し，また連続的な観測に適する心拍数を採用した．
内観報告による熱中度評価に記憶以外の参照項を
設け，かつ物語の進展と比較可能な時間的粒度で取
得するために，被験者の身体動作を単位として熱中
度の評価を行った．1.1で議論したように，被験者
の熱中に関する内観報告は単体では信頼性が十分で
なく，行為中の多くの時点で取得することが難しい．
そこで本研究では被験者の熱中度が姿勢や動作にあ
らわれることに注目した．D’Mello et al. (2007)は
熱中時の姿勢には前のめりや静止といった特徴があ
ることを報告しており，布山・諏訪 (2013)の実験
でも熱中時/非熱中時の読者はそれぞれ特徴的な姿
勢や動作を持つことを報告している．そこで，本研
究では，被験者自身がこういった熱中/非熱中時の
身体的特徴を踏まえ，録画された自分の各姿勢・動
作を手がかりとして熱中度を 5件法で評価した．身
体動作を手がかりとして熱中度評価を行うことで，
評価の時間的粒度を高めることができる．本実験で
行った評定方法の前提となる身体動作と熱中度の関
連性については，実験 2で別途検討する．なお，実
験 2 では記憶に依拠したページごとの熱中度評価
を行うが，こういった記憶とは別の特徴を持つ身体
動作を参照することで，より多様な複数指標間の関
係の一貫性を調べることができる．

2.2 実験方法
2.2.1 被験者
1.2 節で述べた理由により，被験者を第 1著者 1

名とした．第 1著者の母語は日本語で，月 10冊程
度の読書の習慣があり，しばしば読書に熱中した経
験があった．

2.2.2 読書対象
本実験では，芥川賞や直木賞など著名な文学賞の
受賞作家の長編作品で，被験者にとって初読の作品
を読書対象として選んだ．本実験で使用した日本語
の長編小説 9作品を表 1に示す．

2.2.3 読書環境
被験者の部屋で普段読書に使用している椅子と
机を用いて読書を行った．被験者は普段から椅子に

坐って読書をしており，これを再現した．椅子に坐
るという条件以外は椅子を回したり足を椅子の上で
組むなどの姿勢変化や動作も制限しなかった．飲食
や休憩も自由にとり，できるだけ被験者にとって自
然な読書の条件に近づけた．

2.2.4 読書時に取得したデータ
全ての実験で読書時の心拍数と映像，また No.7，

8，9 の実験では胸部加速度も観測した．心拍数は
Polar社製コードレス心拍計RS800CXで心拍R-R

間隔を測定した．心拍 R-R間隔とは心拍のピーク
からピークまでの時間間隔をさす．映像は小型のカ
メラ 2 台を被験者の右前と左前に設置し上半身を
中心に録画した．カメラは広角 120 度で被験者が
読書時に多少動いてもフレーム内に納まっていた．
胸部加速度はユニオンツール社製ウェアラブルセン
サー myBeat で測定した．心拍計と加速度計は胸
部に取りつける小型のセンサーであり，カメラも小
型であって，いずれも読書中に気にならず自然な読
書を妨げなかった．

2.2.5 熱中度の評価方法
姿勢や動作を手がかりに熱中度の評価づけをする

ため，映像から以下のような被験者の姿勢と動作を
書き出した．以降，簡単のため，姿勢と動作を併せ
て身体動作と呼ぶ．こういった身体動作が被験者の
熱中度を反映しており，また同一種類の身体動作に
対して類似の熱中度の傾向があると考えた．
身体動作は，右手動作，左手動作，姿勢変化，足

の位置の変化，本の位置，感情が現れている身体的
変化（表情など）を書き出した．例えば，「右手，頬
杖をつく」「姿勢，前のめり」などを書き出した．身
体動作の書き出しと評価は，実験 No.1～No.5（旧
方法）と No.6～No.9（新方法）で 2種類あり，新
方法の方が詳しい書き出し・評価になっている．2

つの方法が混在しているのは，身体動作に対する熱
中度評価には確立した既存の手法が無く，実験・分
析を行いながら構成的に手法を改良したためであ
る．ただし，2.4.1 で議論するが，本研究において
は旧方法と新方法で結論に差はない．具体的には，
新方法では，継続時間によって熱中度が変わると考
え，30 秒以上継続した身体動作を状態とし，それ
以下をイベントとして身体動作を区別した．その上
で，上述した 6つの変数（身体部位や本の位置）は
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表 1 実験 1作品情報と取得データまとめ．
No.1～No.7は 2013年，No.8・No.9は 2014年に実験を行った．

No. 実験日 書籍名 書籍情報 ページ数 読書時間 心拍数
データ

加速度
データ

動作種類
/動作数

1
2013/

10/19
季節の記憶 保坂和志，1996，

講談社 316 8 時～12 時半 有り 無し 134/760

2 11/11 永遠の出口 森絵都，2003，
集英社 313 8 時～11 時半 有り 無し 144/735

3 11/20 ほかならぬ人へ 白石一文，2009，
祥伝社 295 8 時～11 時半 有り 無し 114/620

4 11/25 書楼弔堂 京極夏彦，2013，
集英社 498 8 時～14 時 有り 無し 160/1306

5 12/2 孤独の歌声 天童荒太，1994，
新潮社 312 8 時～12 時半 有り 無し 138/656

6 12/5 猫を抱いて象と泳ぐ 小川洋子，2009，
文藝春秋 359 8 時～12 時半 有り 無し 170/1181

7 12/8 ルート 225
藤野千夜，2002，
理論社 282 9 時～10 時半 有り 有り 110/644

8
2014/

2/5
やさしい訴え 小川洋子，1996，

文藝春秋 260 8 時半～12 時 有り 有り 154/792

9 4/9 ブラフマンの埋葬 小川洋子，2004，
講談社 146 8 時半～10 時 有り 有り 100/356

必ず何らかの状態を持ち，これに加えてイベントが
起こるとした．
身体動作書き出し後，被験者である第 1著者が，
各動作に熱中度の点数づけを (−2,−1, 0, +1, +2)

の 5件法で行った．点数が高いほど熱中度が高い．
熱中度の点数づけは，基本的には D’Mello et al.

(2007) を参考に行った．D’Mello et al. (2007) の
研究は学習時のフロー状態の実験で，熱中時には細
かい動きが減って静止が増え，前傾姿勢が増えると
報告している．布山・諏訪 (2013)はD’Mello et al.

(2007) と類似の傾向が読書時の熱中でも見られる
ことを報告した．読書時の熱中時にはほお杖や前傾
姿勢などの静止する身体動作が多くなり，非熱中時
には髪をひっぱったり手でリズムをとるなど細かい
動きが増えていた．これらの先行する知見を元に，
細かく身体に触るなど気がちっているような身体動
作には低い熱中度 (−2～− 1)を，前傾姿勢やほお
杖など静止動作には高い熱中度 (+1～+2)を，ペー
ジを捲るなどどちらとも判断できない身体動作には
熱中度 0点をつけた．−2か −1かなど絶対値の差
は主観的に評価づけした．

1つの作品を読書中の同じ身体動作には同じ点数
をつけた．しかし作品間では全体として熱中した
作品と，退屈した作品の差があった．そこで，同じ
身体動作でも作品によって熱中度に違いがあると考

え，作品全体に対する熱中度合いから点数を微調
節した．例えば，身体動作「前のめり」は基本的に
は+2の熱中度だが，ほとんど熱中しなかった作品
では+1にするような調整を被験者が主観的に行っ
た．さらに，基本的な評価基準では評価できない身
体動作の場合は，読書時の映像や当該箇所の内容を
確認し前後の身体動作や記憶から点数づけした．表
2に実験 No.6での身体動作の熱中度評価ルールの
一例を示した．出現頻度が高かった身体動作上位 5

位を記している．
以上の点数づけの後，旧方法では直近に起こった

身体動作の点数をその時点の熱中度とした．新方
法では，各部位の状態とイベントそれぞれの熱中度
を，状態とイベントの寄与が等しくなるようにそれ
ぞれの平均値で割ったのち合計した．本研究では，
こういった一連の熱中度評価手法の有効性は生理指
標との関係で評価される．ただし，身体動作と熱中
度に関係があるか否かは実験 2で再度確認を行い，
蓋然性を高める．
本研究では研究者と被験者が同一人物である．身

体動作の書き出しは研究者として行い，熱中度評価
は読書時の記憶に一部依拠するため被験者として
行った．ただし，身体動作の書き出しは，書き出し
のルールの一貫性を担保すれば，研究者でも被験者
でも可能である．
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表 2 動作に対する熱中度評評価ルールの例
（No.6 データ分析の抜粋）：各熱中度に対
し出現頻度上位 1位から 5位の身体動作を
順に掲載した．動作内容に（状態）と記載
があるものは 30 秒以上継続した読者の状
態を示す．

　　　　動作内容
部位，動作（状態か否か）　

出現回数

熱中度=2

姿勢，前のめり（状態） 23

右手，頬杖（状態） 16

右手，胸の前（状態） 13

右手，口に触れて頬杖（状態） 5

感情，泣く（状態） 4

熱中度=1

本，立てかける（状態） 16

右手，口 5

左手，いじる 4

右手，胸の前 3

左手，口 3

熱中度=0

右手，本（状態） 48

姿勢，傾き無し（状態） 27

感情，平常（状態） 18

本，前のページに戻る 15

本，元のページに戻る 14

熱中度=-1

本，持ち上げる（状態） 18

右手，肘掛け 7

本，中断（状態） 7

視線，加速度計 5

姿勢，椅子の向きを変える 4

熱中度=-2

右手，膝掛け 44

姿勢，坐り直す 41

右手，髪 36

左手，膝掛け 28

右手，顔 26

2.3 分析方法
2.3.1 生理指標の算出・推定方法
心拍数データから心拍変動係数の算出とフラクタ
ル次元の推定を行い，その時間変化を分析した．
心拍変動係数（Coefficient of Variation for R-R

interval，以下図中では CVR-Rと記す）は心拍数
のゆらぎの程度であり，自律神経の働きを示し，高
いほど副交感神経優位，低いほど交感神経優位とさ

れる．熱中状態がフロー状態に類似していれば交感
神経優位を示すので，熱中時には心拍変動係数は減
少することになる．算出式は次の通りである．

心拍変動係数
100

=
心拍 R − R 間隔 100 点間標準偏差
心拍 R − R 間隔 100 点間平均値

心拍変動係数が線形分析なのに対し，非線形分析
として，心拍 R-R間隔のフラクタル次元を Hidaka

and Kashyap (2013, 2014)の方法で推定した．生
体の制御系の特性は本来非線形であって線形分析
には限界があるとの主張もあり (大塚・久保・堀田,

2007)，心拍数データの持つ時間情報をより活用す
るために非線形分析を併用した．非線形系は長期
的にはアトラクターと呼ばれる状態空間上の固有
のパタンを描き，このアトラクターは固有のフラク
タル次元により特徴づけられる（たとえば，Kantz

and Schreiber (1997)）. したがって，フラクタル
次元の時間変化は系の変化を表す．我々は熱中/非
熱中状態の差異がこの種の変化と対応づけられると
期待して分析を行った．心拍の非線形分析はいくつ
かの手法が提案されており，フラクタル次元として
は相関次元や容量次元の計算が行われてきた (大塚
他, 2007). しかし，相関次元や容量次元の推定は，
ノイズに対する堅牢性が低い (Hidaka & Kashyap,

2013, 2014)．筆者らの計算方法を用いることで，各
時点のフラクタル次元（点次元と呼ばれる）を推定
することが可能となった（推定方法の概略は付録も
参考にされたい）．
加えて，胸部加速度の 3軸の 2乗平均和を読者の

動作量として算出した．本実験では熱中度を身体動
作に対して点数づけしており，かつ心拍数も身体動
作によって変化するため，この 2つの分析結果の間
の相関が熱中度ではなく身体動作に起因する疑似相
関の可能性があった．これを検証するために動作量
を分析した．この分析の詳細は 2.4.2で議論する．

2.3.2 指標間の関係性の分析
読書時の心拍数に基づいて算出した心拍変動係数

やフラクタル次元と，読者の熱中度の時間変化の関
係を調べるために，これらの指標の相関を分析した．
心拍を含む生体のリズム（呼吸器系，循環器系，

神経系）は非線形だと考えられており，身体運動や
認知的負荷，あるいは性格などの要因による，心拍
数のリズム変化の検出に対する非線形時系列解析
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図 1 熱中度と心拍変動係数，熱中度と次元の交差相関分析結果の各 9作品の平均．上段が休憩
時間中のデータを除いた分析結果．下段が休憩時間中および休憩前後 60秒間のデータを除
いた分析結果．太い点線はサロゲートデータと交差相関分析した場合の相関係数の最大・
最小値を示す．この点線よりも大きな絶対値の相関は有意と考えられる．細い点線は相関
係数=0を示す．

の有効性が示されている（たとえば，Voss, Schulz,

Schroeder, Baumert, and Caminal (2009)）．し
たがって，熱中状態が身体に何らかの影響を及ぼす
ならば，心拍の異なる特徴として表れ，それが非線
形時系列解析により抽出可能であると期待できる．
非線形系は長期的にはアトラクターと呼ばれる状態
空間上の固有のパタンを描き，その特徴量の一つと
して，本研究ではフラクタル次元を分析した．本研
究では熱中状態の変化は，時間変化をするフラクタ
ル次元によって捉えられると考え，その変化を推定
できる Hidaka and Kashyap (2013)の分析方法を
用いた．
心拍数の変化や熱中度の変化はそれぞれ異なる時
間スケールで起こる可能性がある．したがって，そ
の時間スケールの差を考慮し，交差相関係数の分析
を行った．この交差相関分析によって，複数指標の
時間変化が無相関，あるいは特定の時間遅れを伴っ
た同期性を持つか判断する．
また，本分析で算出される相関係数に対しては，

補完したデータとの相関をとっており正規性を満た
さないため，p値による判定をせず，得られたデー
タとそれを無作為にシャッフルした疑似データとを
比較するサロゲート法 (Kantz & Schreiber, 1997)

を採用し, 有意性を判断した．
以上の分析に加えて，指標の交絡関係による擬似

相関の可能性を調べるため，心拍数に直接的な関係
のある身体動作量を含めた重回帰分析を行った．具
体的には，身体動作量として胸部の加速度を計測し
た．この身体動作の加速度をデータに加えて，熱中
度を目的変数，心拍変動係数，フラクタル次元，加
速度を説明変数とし，AIC（Akaike’s Information

Criterion）(Akaike, 1974) によるモデル選択と重
回帰分析を行い，熱中度を説明するのに最適な変数
を調べた．仮に心拍数そのものではなく，身体動作
を仲介して熱中度と心拍数が擬似的に相関していた
場合，このモデル選択により心拍数に由来する指標
よりも動作量が選択されると考えられる．また，も
う 1つの潜在的な交絡因子として，読書と休憩の切
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り替えに伴う相関が考えられる．この可能性を排除
するために， 大きな動作をする休憩時前後のデー
タを除いて改めて交差相関の分析を行い，元データ
の場合と比較し，動作の影響を調べた．

2.4 結　果
2.4.1 熱中度と心拍数分析結果の相関
書き出した身体動作の数とその種類を表 1 に記
した．動作種類とは同じ内容の身体動作を 1つとカ
ウントした場合の身体動作の数を示す．動作数の分
だけ熱中度が評価されるので，1回の読書で 356～
1306点で熱中度が評価されたことを示す．
まず，熱中度と心拍変動係数，熱中度とフラクタ
ル次元の間に，時間遅れも含め相関があるのか交差
相関分析を行った．非熱中時には動作が多い傾向が
あるため，これによる標本数の偏りを避けるため，
心拍を単位としてデータを抽出した．これに対し
て，熱中度を次の動作変化が起こるまで継続すると
して補完して心拍数と対応するデータとみなし，相
関係数を算出した．また，休憩時のデータは除き読
書中のデータのみを分析した．
交差相関の分析では，熱中度に対して心拍変動係
数やフラクタル次元のデータを時間的に順次ずらし
て対応させ，相関係数を計算する．例えば，10 点
分過去の心拍変動係数を対応させて相関係数を計算
し，これが時間遅れ（グラフ上で横軸）−10の時点
の値となる．図 1は熱中度に対して，心拍変動係数
とフラクタル次元をそれぞれ最大前後 1000点ずら
した場合の交差相関を示している．データの 1 点
が 1心拍数に対応するため，約 1秒である1)．した
がって，1000点分は約 17分であり，最大で 17分
前/後のデータとの相関を分析していることになる．
作品に共通する相関傾向を見るため，9作品の分
析結果を平均化し，図 1 の上段に示した．心拍変
動係数と熱中度は時間遅れ+9の時点で負の相関の
最小値，フラクタル次元と熱中度は時間遅れ−3の
時点で正の相関の最大値を持った．また，いずれも
この極値を中心としたほぼ山型の分布を示し，前後
1000点分でこの極値と同程度の相関は確認できな
かった．この結果から，作品間の極値をとる時点の
揺らぎを考慮すると，熱中度と心拍変動係数・フラ
クタル次元はそれぞれ負の相関および正の相関をほ
ぼ時間遅れ無く持つ事が示唆された．

1) 休憩を挟んだ場合例外的に大きな時間があく

次にこれらの相関の有意性をサロゲート法を用い
て検討する．具体的には，各作品で，心拍変動係数
とフラクタル次元のデータをランダムに順序を入れ
替えてサロゲートデータを作成し，このサロゲート
データと熱中度で同様に交差相関分析を行って，こ
の結果を同様に 9 作品分平均化し有意検定の基準
とした．サロゲートデータの場合，全範囲で，心拍
変動係数との相関値は −0.026～0.013，フラクタル
次元との相関値は −0.017～0.018 であった．この
結果を図 1 の全グラフに点線で示した（薄い点線
は相関 0の地点を示す）．この範囲よりも絶対値が
大きい相関は有意と考えることができる．したがっ
て，心拍変動係数と熱中度，フラクタル次元と熱中
度の極値での相関は十分有意であると判断できる．
改めて交差相関の結果をみると，心拍変動係数と

熱中度の交差相関の結果は原点に対して非対称であ
り，負値の部分（過去の心拍変動係数）で相関が比
較的大きいことから，内観の熱中度が変化するより
も早く心拍変動係数が変化している可能性がある．
ただし，時間遅れ約 500点程度の部分に小さなピー
クがあるなど，サロゲートデータを基準とした場
合，原点以外でも有意な相関が確認できる．500点
はほぼ 8分程度に相当し，この部分のピークは熱中
度が 8 分後の心拍変動係数と相関していることに
なる．この結果は現時点では何か意味があるのか，
9 作品の揺らぎなのか判断できない．したがって，
負値の部分の相関が大きいこともデータのゆらぎに
起因する可能性がある．
フラクタル次元と熱中度の交差相関の結果は原点

にほぼ対称であり，心拍変動係数と比べて相関係数
の減衰が遅いことがわかる．フラクタル次元と熱中
度の 1 点はどちらもおなじ心拍数 1 拍に相当する
ため，この結果は心拍変動係数よりもフラクタル次
元の方が，熱中度の変化に事前・事後ともに長期間
影響することを示唆する．
交差相関の結果から心拍変動係数，フラクタル次

元ともにほぼ時間遅れ無しで最大の相関を持つ事が
示唆されたため，各作品の時間遅れ無しの相関係数
を確認した．時間遅れ無しの相関係数は，熱中度と
心拍変動係数が −0.23～ − 0.09 で負の相関，熱中
度とフラクタル次元が 0.07～0.25 で正の相関，心
拍変動係数とフラクタル次元が −0.40～ − 0.24で
負の相関であった．それぞれ 9作品で一貫した相関
傾向であり，交差相関分析で平均化した結果とも一
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図 2 主観的熱中度と心拍変動係数の時系列変化．
灰色の期間は休憩中を示す．負の相関が確
認できる．

図 3 主観的熱中度とフラクタル次元の時系列変
化．灰色の期間は休憩中を示す．正の相関
が確認できる．

貫する．相関係数の絶対値の低い作品のデータでも
時間変化を確認すると相関傾向が確認できた．例と
して，実験 No.6の各データ間の相関関係を図 2と
図 3で示す．
また，図 2，3などの各データの時系列変化のグ
ラフから，休憩時（グラフ中の灰色の部分）前後で
心拍変動係数やフラクタル次元，熱中度が大きく変
化していることが読み取れた．ここで，休憩とは読
書中に 20秒以上読書を中断した期間を示し，1作
品で 3回～14回の休憩期間があった．これらの変
化が物語の進展と関係する可能性も否定できないが
(たとえば物語が一段落すると休憩したくなるなど)，
物語の進展とは無関係に休憩というイベントによっ
て各値が変化している可能性がある．したがって，
もし休憩前後の値によって有意な相関があるように
見えているならば，真に物語の進展に伴う相関とは

言い切れない．この可能性を確認するため，休憩時
間前後 60秒を除いたデータを用いて交差相関分析
を行った．この結果を図 1の下段に記す．これらの
グラフから，休憩前後を除いても，心拍変動係数，
フラクタル次元ともに原点付近で有意な相関の極値
が確認できる．ただし，休憩前後を除かない上段と
比べ，極値の絶対値が小さくなり，心拍変動係数の
ピークが不明瞭になることがわかった．これらの結
果は，休憩時間中の影響で相関が大きくなるか，も
しくは休憩時間前後に相関を大きくする別の要因が
あることを示唆する．以上から，読者の休憩は交差
相関分析の結果に影響を与えているが，この影響を
除いても熱中度と心拍変動係数およびフラクタル次
元間には有意な相関があることが確認された．
最後に，熱中度の評価方法の新旧で相関の傾向

に違いがないことを確かめた．2.2.5 で述べたよう
に，本実験では熱中度の評価方法を No.6以降改良
した．この改良前後で相関傾向に変化があるか調
べるため，No.6 のデータで新旧両方の方法で熱中
度の評価づけをし，それぞれ心拍変動係数やフラク
タル次元との相関係数を求めた．この新旧の相関係
数を表 3の No.6に併記した．新方法での時間遅れ
無しの相関係数は熱中度と心拍変動係数で −0.05，
熱中度とフラクタル次元で 0.15 に対して，旧方法
での相関係数はそれぞれ −0.07と 0.11であり，絶
対値が多少変化するものの，相関の傾向に違いは無
く，本分析ではどちらの熱中度評価方法でも同様の
結果であると言える．

2.4.2 動作量による相関の検討
2.4.1 で熱中度と心拍変動係数およびフラクタル

次元間に相関があることが示唆された．しかし，本
実験では熱中度を身体動作に対して評価づけして
おり，また心拍数も大きな動作に影響されて変化す
る．そのため，これらの相関の要因が，主として熱
中状態の変化による可能性の他に，主として動作の
量による可能性が考えられた．
これを調べるため，胸部加速度データの絶対値を

動作量と見なし，熱中度を目的変数，心拍変動係数，
フラクタル次元，胸部加速度の 3変数を説明変数と
した回帰モデルについて，AICによるモデル選択
と，重回帰分析を行い，熱中度を最も良く説明する
変数を調べた．
分析には加速度データを観測した No.7～No.9の
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表 3 熱中度・心拍変動係数・フラクタル次元間の相関係数．サロゲートデータとの相関係数の
絶対値の最大値以上の相関係数に ∗をづけた．No.6の各相関係数値の括弧内に主観的熱中
度を旧評価方法で計算した場合の結果を併記した．旧評価方法と新評価方法で相関傾向に
違いが無いことが確認できる．

実験 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

データ点数 12530 8481 8125 14599 12650 13114 6295 9944 4501
　熱中度と CVR-R

の相関係数 −0.22* −0.04* −0.23* −0.12* −0.09*
−0.05*

(−0.07*)
−0.16* −0.22* −0.18*

熱中度と次元
の相関係数 0.09* 0.07* 0.25* 0.10* 0.18*

0.15*
(0.11*)

0.23* 0.12* 0.11*

CVR-Rと次元
の相関係数 −0.40 −0.29 −0.35 −0.35 −0.39 −0.24 −0.29 −0.36 −0.26

実験データを用いた．まず，AIC でどの説明変数
のセットを用いた回帰モデルが良いかモデル選択を
行った．AICは値が小さいほど良いモデルと見なさ
れる．AICは，あるモデルの最大対数尤度を logL，
パラメータ数を kとすると，次のように表せる．

AIC = −2(log L − k)

AIC を解釈する場合には，複数のモデルの相対
的な差（パラメータ数で調整された対数尤度）に
のみ意味がある．具体的には本分析では AIC =

n × log (残差の 2乗和/n) + 2 × (モデルのパラメ
ータ数)，n =データ数，を計算した．

AIC の計算結果を表 4 に記した．No.7 と No.9

では 3 つ全ての説明変数を採用するモデルが最適
とされ，No.8では加速度を除き，心拍変動係数と
フラクタル次元を説明変数とするモデルが最適とさ
れた．No.7 と No.8 でも 2 番目に適したモデルは
加速度を説明変数から除いたものであり，心拍変動
係数とフラクタル次元の方が，加速度よりも熱中度
を良く説明することを示唆する．
次に，AICの分析で最適とされたモデルで重回
帰分析を行った．結果を表 5に記した．定数項以外
の p値は全て 0.0001 未満だったため，表中には t

値のみ記した．No.7～No.9のいずれも加速度の寄
与が最も小さくなり，No.7ではフラクタル次元が，
No.8と 9では心拍変動係数の寄与が最も大きかっ
た．この結果も，AICの結果と同様に，心拍変動
係数とフラクタル次元の方が，加速度よりも熱中度
を良く説明することを示唆する．
以上から，動作による相関への影響はあるもの
の，熱中度をよりよく説明する変数は，動作量では
なく，心拍変動係数とフラクタル次元であることが

表 4 AICによるモデル選択の結果：各データセッ
トに対してAIC最小のモデルを ∗で示した．

　変数
セット
/AIC

CVR-R
+次元

+加速度

CVR-R
+次元

CVR-R
+加速度

次元
+加速度

No.7 5191.9* 5225.4 5427.5 5228.8

No.8 5931.5 5929.7* 5950.7 6301.0

No.9 5978.9* 5993.2 5999.8 6092.0

表 5 3データの重回帰分析結果（t値のみ）：定数
項以外の p値は全て p < .0001．No.8では
AICによるモデル選択の結果，加速度を説
明変数に採用せず，表中「未使用」と記載．

定数項 CVR-R 次元 加速度
No.7 t 値 −16.59 −6.24 15.57 5.96

No.8 t 値 −0.42 −19.46 4.58 未使用
No.9 t 値 −3.43 −10.37 3.73 2.71

示唆された．

2.5 議　論
実験 1の結果，身体動作に対する熱中度評価値と

心拍変動係数が負の相関を，フラクタル次元が正の
相関を持つことがわかった．また，交差相関分析か
ら，心拍変動係数もフラクタル次元も熱中度評価の
変化に対してほぼ時間遅れなく変化しており，また
相関は有意であることが示唆された．AIC による
モデル選択，重回帰分析，休憩前後のデータを除い
た分析結果から，熱中度と心拍数の相関が動作量の
みに起因する相関でないことが示された．
熱中度と心拍変動係数の負の相関は，熱中度が高

まると交感神経優位になることを示す．先行するフ
ロー研究ではフロー状態で交感神経優位になると報
告されており (Keller et al., 2011; Gaggioli et al.,
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2013; Peifer et al., 2014)，本実験結果もこれと合
致する．また，交差相関の結果，時間に非対称な相
関傾向や，約 8分後にも有意な相関が確認された．
これらの特徴が，熱中状態に対して心拍変動係数が
持つ情報なのか，あるいはデータの揺らぎに起因す
る雑音なのか判断するには，さらに多くの実験デー
タが必要である．
心拍数のフラクタル次元は，心拍変動係数と一貫
して負の相関（表 3）を示すことから，心拍変動係
数と同様に交感/副交感神経と関連している可能性
がある．したがって，心拍数のフラクタル次元と熱
中度の相関は，読者のリラックス/緊張状態の切り
替わりを反映しているのではないかと推察される．
また，フラクタル次元は，交差相関分析から心拍変
動係数よりも安定した相関が確認できた．この結果
は，心拍変動係数が熱中状態以外の要因で不安定に
変化している可能性と，フラクタル次元が熱中に関
係なく起こる心拍数変化の雑音に堅牢であることを
示唆する．
心拍変動係数とフラクタル次元は相関している
が，交差相関で見られるような違いがあり，AICを
用いたモデル選定でも両方ともに説明変数として採
用されている．これらのことからそれぞれが熱中状
態に関して別の情報を持つ可能性がある．
また，熱中度，心拍変動係数，フラクタル次元が
物語のどういった箇所で大きく変化するのか No.8

と No.9のデータで調べると，物語に大きな展開が
ある箇所で熱中度が高まり，心拍変動係数やフラク
タル次元も変化していることがわかった．例えば，
No.8の中盤で物語の中で重要とされていたアイテ
ムが破壊されるシーンでは，そのシーンが継続して
いる間は熱中度とフラクタル次元は高く心拍変動係
数は低くなり，そのシーンが終わりに近づくと熱中
度・フラクタル次元は減少し心拍変動係数は増加す
る．こういった変化は，物語の内容の進展に伴って
各指標が変化していることを示唆し，物語の読書に
伴う読者の認知の変化を捉えていると考えることが
できる．
以上から，身体動作に対する熱中度報告，心拍変
動係数，心拍数から推定したフラクタル次元は，熱
中状態を特徴づける複数指標であることが示唆さ
れた．

3. 実験 2：身体動作と熱中度の関係

3.1 実験の目的と概要
普段，私たちは読書をしている人が熱中してい

るか否かを読者の姿勢や動作，表情から判断して
いる．この直観は，読者の身体的な特徴が熱中状態
の情報を持っていることを示唆している．実際に，
D’Mello et al. (2007)や布山・諏訪 (2013)は，熱中
時の姿勢や動作に特徴があることを報告している．
これらの日常生活での直観や先行研究に基づき，実
験 1 では身体動作に対して熱中度の点数づけをし
た．したがって，実験 1では身体動作と熱中度との
関連性は検討の対象ではなかった．しかしもし身体
動作が熱中状態の情報を十分持っているならば，本
論が探求している熱中状態を記述する複数指標の 1

つになり得る．これを受け，実験 2では身体動作が
どの程度熱中度の情報を持つか調べた．
実験 2 では，実験 1 とは異なり身体動作とは独

立に，読書時の熱中度を読後に 2ページごとに内観
報告によって点数づけし，その熱中度を目的変数，
映像から書き出した身体動作を説明変数として分類
木の作成を行った．分類木の分類の正答率がチャン
スレベルより有意に高ければ，身体動作は熱中度の
分類に寄与できる程度に熱中状態の情報を持つと考
えられる．

3.2 実験と分析
読書時の身体動作のデータは実験 1 の No.6 と

No.7 のデータを用いた．No.6，7のデータを選ん
だのは，実験 2 実施時に取得済みの，身体動作を
状態と動作に区別して書き出したデータであったた
めである（身体動作の新方法の書き出し．2.2.5 参
照）．本分析では，後述のように，身体動作のうち
30秒以上継続した状態のみを扱うため，新方法で書
き出したデータが適していた．被験者は，No.6と
No.7の読書に対して，読書後に各書籍を読み直し
ながら 2ページごとに主観的に初読時（実験 1の読
書時．No.6は 2013年 12月 5日，No.7は同年 12

月 8日．表 1参照）の熱中度を (−2,−1, 0, +1, +2)

の 5 件法で思い出し点数づけした．熱中度の点数
づけは実験 1 の分析後に行ったため，初読時から
約 100 日後（No.6は 2014年 3月 21日，No.7は
同年 3月 22日）に物語内容を手がかりとして記憶
を元に行った．評価時には初読時の映像は見ておら
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表 6 実験 No.6で書き出した動作および熱中度評価の一例：ページ数と身体動作のどれかが変化
した時点ごとの状態を，実験開始からの経過時間と合わせ記載した．例えば 1行目は，実
験開始後 13395秒時点でページ数が 318，右手と左手が本に触れており，姿勢は右後ろに
傾き，足は下に降ろされ，感情は平常，この時の熱中度評価値は 1であることを示す．2行
目は姿勢が変化し，3行目では感情が変化している．

時間 (秒) ページ数 右手 左手 姿勢 足 本の位置 感情
熱中度評価
（目的変数）

13395 318 本 本 右後ろ 下 立てかける 平 1

13445 322 本 本 前のめり 下 立てかける 平 2

13494 322 本 本 前のめり 下 立てかける 泣く 2

13531 324 胸の前 本 前のめり 下 立てかける 泣く 2

ず，初読時の自分の動作は記憶していないので，身
体動作とは独立の評価となる．
実験 2における熱中度評価は，再読時に主に作品
の文脈を手がかりに行われた．この過程は実験結果
の 3.3.1に報告する．この熱中度評価づけは初読時
から 100 日後のため，初読直後に行う評価とは実
質的に異なる可能性が高い．しかし，本研究の目的
に照らして，これは問題とならないと考えられる．
本研究の目的は，主観的な熱中度報告自体の信頼性
を高めることではなく，複数の指標との一貫した関
連性をもって，熱中度評価の妥当性を検討できる方
法論の構築である．この点で，読書直後とは異なる
可能性の高い 100 日後の再読による評価と，初読
直後に得た身体動作の指標が関連性を持つならば，
むしろ方法論の妥当性を補強すると考えられる．こ
れは，初読直後であれば，読者自身が熱中したペー
ジとそのときの身体動作を記憶していて，あるいは
偽記憶によりそう思い込んで，2つの指標の相関を
作り出す可能性も考えられるが，100日後の独立し
た評定であればその可能性がより低く，2つの指標
の相関をより強い証拠とみなすことができるためで
ある．
この身体動作と熱中度のデータを用いて，熱中度
データを目的変数とし，身体動作を説明変数として
分類木を作成した．回帰木ではなく分類木を用いた
理由は，熱中度は順序尺度，身体動作は 2値化し名
義尺度として扱うのが適当と考えたためである．説
明変数として具体的には実験 1 の 6 つの変数，右
手，左手，姿勢，足，本の位置，感情を用いた．た
だし，オーバーフィッティングを避けるため，身体
動作のうち 30秒以上継続した“状態”のみ説明変
数に用いた．表 6にデータの一例を示した．いずれ

かの説明変数が変化する度に 1 行分のデータが書
き足され，各行を 1データセットとして扱った．
分類木による分析は，表 6に示した身体各部位の

組み合わせによって熱中度を分類することに対応す
る．例えば，「泣いておらず」「姿勢が前のめり」「足
が上にある」ときに「熱中度=0」のように，分類
木の 1つの葉が複数身体部位の状態の組み合わせを
表し，熱中度と対応づけられる（図 4参照）．もし
身体動作が熱中度と高い関連性を持つならば，各分
岐条件が有意義な分類条件となるので，簡潔な分類
木で熱中度を分類できる．分析にはジニ係数を用い
た．分類の良さをジニ係数で評価していることにな
る．分岐の条件を増やせば末端の数が増えて正答率
は高まるが，分岐の数が多すぎるとオーバーフィッ
ティングとなる．これを防ぐために，n重交差確認
で n=10とし枝を剪定した．

3.3 実験結果と議論
3.3.1 熱中度評価
本実験では，被験者は再読しつつ初読時の熱中の

程度を 2ページごと 5件法で評価した．この 5件法
による熱中度評価結果の分布を表 7に記した．被験
者にとって，No.6が比較的全体的に熱中を感じた
作品で，No.7 があまり熱中を感じなかった作品で
あったため，熱中度評価の分布が偏った結果となっ
たと考えられる．
被験者が，そもそも 100 日前の評価づけに困難

を感じる可能性があったが，被験者は主に物語の文
脈，特に印象的なシーンや文章を手がかりに初読時
の想起を試みて評価を行い，5件法の評価には困難
を感じなかったと報告した．
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図 4 No.6 の分類木分析結果の一部．ハイフンの前はそれぞれ，右手，左手，姿勢，感情を示
す身体状態の変化，本の位置のうち，どの対象の状態なのかを示し，ハイフンの後がどの
ような状態なのかを示す．例えば，「姿勢-前のめり」は姿勢が前のめりであることを示す．
分岐の右側が分岐の内容に合致する（例えば感情-泣くの右側は読者が泣いていることを示
す）．木の全体は紙面のスペースの都合上掲載できないため，寄与率が高い順に 20個の分
岐までの木構造を載せた．

表 7 実験No.6とNo.7の 2ページごとの熱中度
評価結果の分布．−2 (非熱中)～+2 (熱中)

の評価値の数を記載．

熱中度 −2 −1 0 +1 +2

No.6 0 0 48 86 44

No.7 21 51 45 23 0

表 8 熱中度を目的変数，身体動作を説明変数と
した分類木の分析結果．分類正答率の有意
検定には p < .05の結果に*を付した．

実験 No 6 7

分類正答率 0.729 0.551

分類正答率検定 p値 < .000* < .000*

3.3.2 分類木分析
分類木の正答率は 2回の実験でそれぞれ 72.9%と

55.1%であった（表 8参照）．本研究での分類木分
析は，身体動作から熱中度を高い確率で推定できる
ルールを作ることが目的ではなく，この 2つの変数
間に有意な関係があるか調べることが目的である．
そのため，正答率の絶対値の大小を議論するのでは
なく， この分類木の正答率が，最も頻度が高く回

答された熱中度の確率（チャンスレベル）に比べて
有意に高いか，2項検定で調べた．その結果，2回
ともチャンスレベルに比べ分類木の正答率が有意に
高い結果（p値＜.0001)となった．したがって，身
体的な特徴が熱中度に関し情報を持つことが示唆さ
れた．
図 4でNo.7を例に分類木の結果を詳しく見ると，

1 つめの分岐は「感情-泣く」であり，被験者が泣
くほど強く感情を動かしていることを示す．各分岐
は右側がその状態であることを示すので，その右側
（泣いている状態）の熱中度は高いことが予想され
る．さらに，次の左側の分岐は「姿勢-前のめり」で
あり，読書にのめり込むように前傾姿勢を取ってい
ることを示し，前のめり側の熱中度が高いことが予
想される．実際に，図 4はスペースの都合上分岐数
20 までの木構造のみ示しているが，分析結果の木
全体ではこの 2つの分岐の右側の熱中度の+2（高
い熱中状態）の割合は 28%，左側の熱中度+2の割
合は 19%と差があり，この結果は経験的な予想や
D’Mello et al. (2007)，布山・諏訪 (2013) と合致
する．また，分類木の構造として，感情の高ぶりや
基本的な姿勢変化が上部の分岐として表われている
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ことも D’Mello et al. (2007)，布山・諏訪 (2013)

の結果に妥当である．
以上の結果から，身体動作は熱中状態の情報を，
熱中度を有意に分類できる程度持つ事が示された．
したがって，熱中状態を特徴づける指標の1つとし
て身体動作が有効であることが示唆された．また，
この結果は，先行研究に加えて，実験 1の熱中度評
価の方法の妥当性を担保すると言える．

4. 総合議論

4.1 まとめ
本研究は読書時の熱中状態の特徴づけを視野に入
れ，複数の相補的な指標で一貫性を評価し，物語の
進展と比較可能な時間特性をもった熱中状態の記述
方法の構築を目的として実験を行った．その結果，
事後的に得た読書への熱中度と読書時の心拍数の
時間相関が示された．これに加えて，実験 2では，
身体動作が熱中度を有意に予測できる程度の情報を
持つ事が示唆された．以上の結果は，読書時の熱中
状態の変化の 1側面が，互いに異なる性質を持つ，
被験者の内観報告，心拍数および身体動作に共通し
て表われる事を示唆している．言い換えれば，心拍
変動係数，心拍数のフラクタル次元および身体動作
は，相補的に熱中度に関連する指標であると考えら
れる．したがって，これらの指標の時間変化を内観
報告と併用することで，本研究の目的とする熱中状
態のより定量的で一貫性の高い記述ができると言え
るだろう．
実験 1では，熱中度と心拍変動係数が負の相関，
熱中度とフラクタル次元が正の相関を持った．この
結果は，先行研究のような操作的に熱中状態を阻
害した熱中/非熱中の 2値条件下での比較ではなく，
物語の進展に関係する時間軸上で複数指標の相関を
確認しており，熱中状態の特徴づけを目指す上で価
値がある．実際に，意味的な作品の切れ目で熱中度，
心拍変動係数，フラクタル次元が変化しており，物
語の進展に関係して指標が変化することが示唆され
た．また，交差相関の分析から，心拍変動係数の時
間分解能は 150 秒程度，フラクタル次元の時間分
解能は 300秒程度であると推定された．さらに，交
差相関の結果からフラクタル次元は心拍変動係数に
比べて熱中状態と関係のない心拍数の変化に対して
堅牢であることが示唆された．
実験 2では，身体動作は熱中度の情報を持ってお

り，身体動作自体が熱中度の1つの指標になりえる
ことが示唆された．また，分類木の結果は，実験 1

の熱中度評価づけと一貫性があった．
加えて，熱中度と心拍変動係数および身体動作と

の間には，フロー研究で報告されてきた関係と類似
の関係が確認された．すなわち，フロー時には心拍
変動係数が低下し交感神経優位な状態であり，前傾
姿勢や静止動作が増えるとされるが，これらの特徴
が読書時の熱中状態でも共通して確認された．この
ことは，読書時の熱中状態の少なくともある側面は
フロー状態に類似することを示唆する．

4.2 熱中に関連する現象の切り分け
先行研究では移入や同一化，没入傾向などがそれ

ぞれ固有の特徴をもった熱中体験として類型化され
て研究されてきた．1章で論じたように，これらの
現象は質問紙に対する被験者の回答のみで切り分け
ることは原理的に難しい．本研究の方法は，この現
象の切り分けの可能性を示している．具体的には，
本研究では被験者は熱中度を評価したが，これを特
定の体験，例えば「登場人物になりきった」や「自
己への気づきが薄くなった」などの体験の程度の評
価づけに変え，心拍数や他の生理指標を併せて取得
して同様に実験と時間相関の分析を行うことがで
きる．もし，ある体験は特定の指標と一貫した関係
を持つが，別の体験は持たない，という結果が出れ
ば，その 2 つの体験は別の現象として切り分ける
ことが妥当だと見なせる．このように主観的な体験
の評価項目を変更し，生理指標を増やしていけば，
現象を根拠のある形で切り分けていくことが可能だ
と考えられる．熱中状態をこのように切り分けてい
くことができれば，それぞれ固有の特徴をもつ現象
として，フロー状態の一種としての読書時の熱中状
態，物語への移入状態，登場人物への共感状態，読
書時の忘我，など規定できるだろう．

4.3 文章理解の認知処理と熱中状態
我々は，前節で論じた熱中に関連する現象の切り

分けは，体験と生理指標に加えて，読者の認知処理
の質的な違いの分離の観点を併せて考えることで，
読書時の情報処理の観点で意味のある現象の切り分
けになると考えている．ここで，読書時の認知処理
のうち重要な要因の 1 つは文章理解の認知処理で
ある．
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読者の熱中状態は書物の文章理解から引き起こさ
れるため，熱中状態と文章理解の認知処理には関係
があると考えられる．我々は，本研究で調べた熱中
度，およびストレスや情動と関連する身体的な指標
に加え，さらに文章理解の認知処理とこれらの指標
の関係を調べれば，物語を構築する読書の認知処理
を加えたより多様な観点から読者の熱中状態を特徴
づけ，分類できると期待する．
読書の認知処理のモデルとしては，Kintsch

(1988) の Construction-Integration モデルをはじ
めとして，Zwaan, Langston, and Graesser (1995)

のEvent-Indexingモデル，Gernsbacher (1997)の
Structure Building モデルなどがある．このうち
Structure Buildingモデルでは，物語の文脈によっ
て，読み初めは心的表象の基礎を作るFoundation-

laying，その後その基礎と一貫性のある内容を読む
際は新情報を基礎に付置する Mapping，物語に展
開があるなど一貫性の無い内容を読む際は新しく基
礎を構築する Shifting と 3つの認知処理のプロセ
スを仮定する．こういった物語の文脈に依存した認
知処理の変化は，同じく文脈に依存する熱中度の変
化と関係する可能性がある．実際に，布山・日高・
諏訪 (2015)は読者の読解処理時間の分析から，熱
中度の変化と認知処理の質的変化が時間相関を持つ
ことを示した．
読書の起点となる文章理解を観点に加えることで，
どのように読者の熱中状態が引き起こされるのかメ
カニズムへの示唆を得られる可能性もあるだろう．

4.4 被験者数と作品数の拡充
本研究では，熱中可能性を最大化するため，また
個人差について不明な点が多い熱中状態の指標を定
量的に分析するために，被験者を 1名に限定した．
我々は，今後，本研究結果を踏まえて，必要な要素
を抽出して実験を簡略化し，被験者負担の少ない実
験方法を構築することで，多くの被験者で実験が可
能になると考える．被験者を増やすことで本研究結
果の蓋然性を高めるとともに，被験者の読書習慣や
読解能力などの個人差による各指標の変化の差を分
析でき，各指標の有する熱中状態の情報をより詳し
く調べられるだろう．実際に，既に布山他 (2015)

では簡易化した熱中度評価方法を用いて，6名の被
験者で実験を行い，熱中度と読解処理の関係を示し
た．さらに，実験 1の心拍変動係数の交差相関分析

結果で議論したように，作品数を増やして分析する
ことも，本結果をさらに詳しく調べるために有効で
ある．また，作品の特徴の差，たとえばサスペンス
なのか純文学なのかといったジャンルの違いによる
指標の変化を分析することで，熱中状態のより詳細
な分類が期待できる．

4.5 読書行為時の熱中の機能
最後に，類似する熱中やフロー状態が他の行為で

も見られるなかで，筆者らが特に読書における熱中
状態に注目した理由を述べる．読書の一つの特徴は，
人が受け取る情報が，ほぼ言語という抽象的な記号
のみであるということである．筆者らはこういった
抽象的な記号の処理だけで人が様々な体験をし，あ
まつさえ現実の世界を一時的に忘れて（現実の情報
への注意が減少して）抽象的な記号の世界に熱中す
る現象が興味深い．
これに対して，没入感について盛んに研究されて

いるバーチャルリアリティの多くは，五感への刺激
を再現し，インタラクションを含めて現実の模倣を
目指し，深い没入を起こそうとする．抽象的な記号
処理を行う読書は，こういった現実の直接的な模倣
とは異なる方向の思想であり，さらに，そのために，
テクストの可能な解釈が多様になり，読者は読みに
あたって積極的な創造行為を必要とする（こういっ
た解釈可能性の多様化は，Eco (1967) の「作品の
開かれ」に該当する）．こういった読書行為の特質
自体が，読書時の熱中を他の対象の熱中と異なるも
のにしている可能性があるだろう．
加えて，Green and Brock (2002)が一般の Flow

との違いとしても主張するように，読書時の熱中状
態は信念変化と関係するなど，読書後の多様な認知
に影響する機能を有する可能性がある．この機能は，
現実の模倣ではない記号の処理が，熱中状態を伴う
場合に，現実世界の情報処理に強く影響を及ぼすこ
とを示唆しており，筆者らはこの点からも，読書時
の熱中状態は研究対象として興味深いと考える．
本研究は，物語の進展と対応可能な時間的粒度で

の熱中度変化を指向しつつ，他の対象にも応用可能
な身体状態の変化によって読書時の熱中状態の特徴
付けを行った．今後は，4.3で議論した文章理解な
ど，読書行為時の認知の特質に注目した熱中状態の
指標の探索を行い，本研究で見出した身体指標と関
連づけることで，読書という対象における熱中状態
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についてさらに理解を深めたい．
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　付　録

A. 次元推定法

本節では，フラクタル次元の一種である点次元
(Young, 1982)についての補足説明および，データ
からのその推定方法について述べる． Hidaka &

Kashyap (2013, 2014) は点次元を推定する新たな
手法として，従来の方法論とは異なり，混合分布の
統計的推論による方法を提案している．これを以
下，点次元推定法と呼ぶ．技術的な詳細は (Hidaka

& Kashyap, 2013)を参照していただきたい．
点次元 dは，空間上のある点 xの半径 rの近傍の

測度B(x, r)で以下のように定義される次元である：

d = lim
r→0

log B(x, r)

log r

この点次元の数学的に厳密な定義は，無限小の極限
を要するため，直接計算することはできない．従っ
て，データから何らかの近似・推定をする必要があ
る．点次元推定法では，データの各点の十分に大き
い近傍内において，一定の密度で（観察されていな
い）点が分布すると仮定する．この仮定から，密度
λ，次元 dの空間上の各点 xに対し最も近い点まで
のユークリッド距離を rx とし，最近傍距離が混合
Weibull-gamma分布 (Hidaka, 2013)

P (rx|n, d, λ) =
dλnrnd−1

x

(n − 1)!
exp

(
−λrd

x

)

に従うことが示される (Hidaka & Kashyap, 2013)．
従って，この分布のパラメータ d, λを n-近傍距離
データから最尤法により推定し，推定されたパラ
メータ d を次元とみなすのが筆者らの次元推定法
の基本的なアプローチである．この発展形として，
混合Weibull-gamma分布を用いることで，データ
に混合する複数の異なる次元成分を検出できる．こ
の場合，モデル選択基準 AIC (Akaike, 1974)を用
いて最適な混合分布の数M およびパラメータの集
合 (d1, λ1), . . . , (dM , λM )を推定した．
本研究の分析では，得られた心拍数の時系列

データ (x1, x2, . . . , xT ) に対して，遅延座標系
(xt, xt+τ , xt+2τ , . . . , xt+nτ ) を状態空間とみなし，
上記の点次元推定法を適用し，各状態に推定された
次元 d̂t を報告した．多くのデータセットにおいて，
遅延パラメータ τ および埋め込み次元 n は，パラ
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メータを τ − 1, τ + 1や n− 1, n + 1と設定して推
定される次元との差が小さくパラメータに対しての
変動が少ない事を基準に，すべての分析において，

遅延パラメータは τ = 50（心拍を単位として，50

拍に相当）で，埋め込み次元は n = 6と設定した．


