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【要約】読書行為は読者とテキスト間での知識共創過程であり，読書中の熱中状態では活発な知識共創

が行われていると考えられる．本研究は読書中の熱中状態の客観的・連続的な観測手法構築を目的とし

て，読者の映像と心拍データを取得し，主観的な熱中度合いと心拍 R-R間隔および心拍の時系列データ
から推定したフラクタル次元との相関を分析した．その結果，主観的熱中度合いと心拍 R-R間隔の間に
負の相関があり，いくつかの熱中時に読者が緊張状態であることが示唆された．さらに，心拍 R-R間隔
とは別作品で，主観的熱中度合いと心拍のフラクタル次元の間に正の相関があり，フラクタル次元も別

の熱中状態の指標となりうることが示された． 
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1. 背景	 
1.1.物語読書における知識共創と熱中過程	 
小説など物語を対象とする読書行為は，読者がテキストから情報を受け取り，読者の有する記憶・知

識を参照しつつ，読者固有の物語世界の記憶・知識を創り上げていく過程だと考えることができる．つ

まり読者とテキスト間で起こる知識共創の過程だと捉えられる．ここで知識とは記憶の中でも意味関係

によって構造化され色々な状況に応じて適切に利用できる情報のことを指す（安西，2011）. 
読者は，読み初めには読書前の記憶や知識を多用しながらテキスト情報を処理して内容理解等を行う

が，読み進めるにつれて物語世界についての記憶・知識を構築し、これを参照することでより円滑にテ

キスト情報を処理していく(1)．図１はこの過程を表す．読み初めの段階では，読者は入力されたテキス
ト情報を既存の記憶や知識を利用して処理し，その結果イメージや内容理解，感情等が意識される（図

中上段）．この際利用された記憶や知識はテキスト情報に対応する想起パターンに従って再構成され，

物語世界に関する記憶・知識として構築されていく（図中の about this narrativeの領域）．読み進めるに
つれて，読書以前の読者の記憶・知識に加え，この物語世界に関する記憶・知識も参照される（図中中

段）．やがて，読書以前の記憶・知識の利用が減り，主として物語世界の記憶・知識の参照に移行する

（図中下段）．このように物語世界の知識は読み進めるに従って徐々に構築・利用されていく． 
この時構築される物語世界の知識は物語内での論理・動機・事象について一貫性を持ち，“narrative 

realism”として判定されることで現実感の要因となるとされる(Busselle & Bilandzic，2008)．“Narrative 
realism”の考え方は，“external realism”と呼ばれる「物語内容がどの程度現実世界と矛盾しないか」の
判定基準と対比して考えられ，読者が現実世界の生活で用いている知識とは異なる知識に基づいて物語

を経験していることを示唆する．さらに，読書による多様な経験は，読者の読書外での日常生活の事象

に対するものの見方をも変えうる．例えば，他者の行動に対する理解が深まったり，現実世界で用いる

推論過程が変化したり，出来事に対して抱く感情が変化する．これは共創した新しい知識体系を読者が

物語外でも用いていることを示しているのではないだろうか．読書とはこのように，読者がテキストと

その度ごとに新しい知識体系を編み，自らの知識体系を多様化させていく過程だと考えることができる．

特に本研究が読書対象を物語に限定する理由は，説明文や論文など論理的理解のみで処理可能な対象よ

りも，読者側の積極的創造行為が必要とされ，多様な共創が起こると考えるからである．さらに，物語

読書は，読者自身とは異なる登場人物等の視点で物語世界を構築することで，読者既存の知識体系をい

ったん棚上げし，より制約の少ない状態で共創が行われる可能性を持つ． 
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本論では，読書過程における読者の熱中状態に注目する．なぜなら，読者は熱中状態においてより活

発に知識共創を行うと考えることができ，熱中状態がどのような状態で，どのように変化するのかを調

べることで，読者が物語世界の知識を共創しながら多様な経験をする過程の解明に繋がると考えるから

である．読者が熱中状態において活発な知識共創を行うと考える理由は次の通りである．上述のように

読者が徐々に物語世界の知識や記憶を構築し，読み進む際にその情報を参照するにつれて，読者の注意

は物語世界に集中する．さらに参照対象の情報が物語固有のものになることから，意識にあらわれる感

情やイメージ，内容理解が読書時以外とは異質なものに感じられることが予想される．つまり，読者に

読書特有の没入感や強い感情の喚起が起こる．この現象は一般的に読書への熱中として感じられる状態

と考えられる．また，先行研究によって熱中の多寡とその後の読者の信念の変化に相関があるともされ

ており(Green & Brock，2000)，知識体系が読書によって変化する程度が熱中状態と関連がある可能性が
ある．つまり，熱中状態において，読者の意識状態が変化するとともに，読者とテキスト間でより活発

な知識共創が行われ，読者自身の知識体系を変えうる経験となっていることが示唆される．従って，読

書時に次第に起こる熱中状態は，読者の物語世界の知識の連続的な変化に伴うものと考えられ，この熱

中状態の連続的な変化の過程を明らかにすることが読者の知識共創過程の解明に繋がりうる(2)．本研究
では，この課題を達成するために熱中状態の客観的・連続的な観測手法の確立を目指す． 
 
1.2.先行研究とその課題  
	 これまで読書への熱中を扱った先行研究では，主として質問紙を用いた読者の主観的体験の評価が行

われてきた．例えば Greenらは，熱中状態を物語への感情的な没入感や周囲への注意への減少，鮮明な
イメージなどとして捉え，これらを質問項目として作成し読書後に 7件法で測定している(Green & Brock, 
2000)．読者の主観的経験を質問紙によって捉える手法は有用であるが，質問紙の項目が研究者達の主観
的な経験によって作成されており客観的観測手法としては偏りがある可能性がある．また，質問紙を用

いた手法では，多くとも読書前後や中断時のいくつかのタイミングでしか観測を行うことができず，読

者の熱中状態の変化を連続的に測定することはできない． 
	 読書中の読者の状態をより客観的な手法で観測した研究としては Nellの読書中の筋電位や心拍，皮膚
電位，呼吸数の生体計測を行った実験がある(Nell,1988)．生体計測という客観的観測によって読書状態
を分析している点は興味深いが，この実験は熱中状態に注目したものではなく読書中とそれ以外での読

者の状態比較にとどまっている．また実験室での短いテキストを用いた実験のため，熱中状態の変化は

測定されていないと考えられる． 
	 以上から，現在熱中状態の変化を客観的・連続的に捉えることのできる観測手法は存在せず，この確

立が必要である． 
 

図  1：読書中の知識の変化  
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2.本研究のアプローチ 
2.1.本研究のアプローチ 
	 本研究は読書中の読者の熱中状態を客観的・連続的に観測する方法の構築を目的とする． 
	 本研究では，読書中の読者の主観的経験と身体状態の関係を図 2のように考える．読者が熱中してい
ると感じる感覚は図 2中の主観的経験の熱中感・忘我感としてあらわれる．先行研究では，この主観的
経験である熱中感・忘我感を，同じく主観的経験であるイメージや内容理解，感情等の状態と関係があ

るとしてこれを質問紙で測定してきた．本論では，主観的経験と相関関係が推測される客観的に測定可

能な身体状態の変数に注目し，これらと主観的な熱中感覚との相関を分析する．これによって主観的な

熱中感覚に相関する客観的な指標を選出・構成する． 
	 また，読書中の熱中状態の変化を測定するためにはある程度長さのある物語を読書する必要がある．

さらに，熱中状態は微妙な条件で変化する可能性があることから，出来る限り実験条件を日常的な読書

条件に近づけることが望ましい． 
	 これらの要請を考慮し，本研究では，被験者が長編作品を自室で読むという自然な読書条件に近い条

件下で，読み初めから読み終りまで読者の状態を観測する．具体的には，映像，心拍数，加速度の記録

を行う．映像から動作を書き出して各時点での主観的熱中度合いを動作内容を根拠に評価し，それ以外

の客観的データとの相関を分析することで，熱中状態の客観的観測手法の構築を試みる．本論では加速

度は 1作品のデータのみ取得し心拍数分析の補助に用いたため，以下では映像と心拍数について述べる． 
	 客観的データとして映像と心拍数を選んだ理由は 3つある．１つめは，映像と心拍数から読書中の連
続的な情報を得ることができるからである．これによって読書状態の変化を捉えることができ，また各

データ間の相関を分析して，各指標を解釈することが可能となる．２つめは，これらのデータは簡易な

装置によって，読者の自然な読書状態にほとんど影響することなく取得できることである．変化しやす

いことが懸念される熱中状態を客観的指標によって捉えるための第一歩としてこの条件は必須である． 
3 つめは，以下に示すように，これらのデータから複数の分析を行うことで読者についての豊富な情報
を取得しうることである．まず映像データには動作や表情，外乱となる周囲の音などの状況が記録され

る．これらは読書後に読書体験を想起して主観的な熱中度合いを評価するのに最も有効なデータである．

具体的な分析方法としては，映像から主な動作内容（手や足の動きや本の位置など）を書き出し読者の

主観的熱中度合いと関連させて解釈を行う．布山らは以前の研究において主観的熱中度合いと動作の関

連性について予備的な結果を得ており，これと齟齬の無い形で解釈を行うことが可能である（布山 ＆ 
諏訪，2013）．次に心拍数データは，一般的にその心拍 R-R間隔のゆらぎが自律神経の働きを反映する
とされている．ここで R-R間隔とは心拍のピークから次のピークまでの時間のことをさす．つまり心拍
数の分析から読者の緊張/リラックス状態の変化を連続的に測定することができる．さらに，上記の自律
神経の働きを求めるためには線形分析が行われるが，本研究ではこれに加えて心拍 R-R間隔の非線形分
析も行う．ゆらぎ成分のうち超低周波と呼ばれる周期 25 秒以上のゆらぎについては線形分析では解釈
できない．しかし本研究で扱う熱中状態は物語知識の構築に伴うものであり，25秒よりも長期にわたる
変化にも状態が反映されることが予想される．非線形分析はこの超低周波成分のゆらぎや線形では見出

図  2：読書中における熱中状態を含む主観的経験と身体状態の関係  
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せない心拍データが有する生体情報の分析を目的とする．具体的には，非線形分析として日高ら（Hidaka 
& Kashyap，2013）の計算方法を用いて，心拍 R-R 間隔のフラクタル次元推定を行う．生体が有するカ
オスの重要性についてはホメオカオスなどとして主張されており（金子 & 津田，1996），先の超低周
波成分を含む心拍のカオス性も多くの先行研究で確認されている．例えば，若年者に比べ高齢者では，

脈拍のカオス性が弱くなり，周期的なパターンを示すとされる（青柳，2005）．ただし，フラクタル次
元は，一般的に系の複雑性を示すと解釈できるが，読書中の心拍時系列の次元の変化がどのような生体

活動の複雑性を示しているのかは不明である．日高らの計算方法を用いれば，次元の時系列データを得

ることができるので，このデータと他の取得データとの相関から解釈を行う．つまり心拍の分析からは

自律神経の働きに加えて種々の読者の心的・身体的状態の情報を得られる可能性がある．  
 さらに，本研究は被験者を第１著者１名とする．この理由は，まず，熱中状態を経験していた被験者
本人が客観的データの分析や相関の考察を行うことで，熱中状態という客観的には捉えにくい状態を反

映した観測手法の確立が容易になる．つまり，構成的に観測手法を確立する上では，被験者本人の主観

と分析者の客観を１人が兼ねることが効率的である．ただし，無論客観的データの分析や相関分析自体

の客観性・再現性は確保して行う．また，読書行為は人によって様々であるため，分析段階で第２，第

３著者および他の研究者との議論を重ね，第１著者に限定された熱中状態の定義・観測方法とならない

ように注意する．さらに，具体的な実験方法に関連して，主観的熱中度合いの評価を被験者自身が行う

必要があり，その負荷が大きいことも実際的な理由である．今後本研究によって観測手法の提示を行っ

た後には，実験方法を工夫し著者以外での複数人を被験者とした実験によって手法の有効性確認も検討

する． 
 
 

3.実験・分析方法 
3.1.被験者 
	 被験者は第１著者１名とした．理由は 2.1.に述べた通りである． 
	 

3.2.読書対象 
	 日本の現代の長編（300 ページ前後）の 7 作品を読書対象とした．芥川賞もしくは直木賞受賞作家の
作品を選んだ（表 1参照）． 

 
 
3.3.読書方法 
	 被験者の自室で，普段読書をしているのと同じ環境（机，椅子）で読書を行った．飲食を含む休憩も

自由にとり行動は制限しなかった．ただし，１日に 1つの作品を午前中から読み初めお昼過ぎに読み終
わるようにした．これは測定する心拍数に概日周期がありこの影響を少なくするためである．読書時間

は表 1の通りである．	 
	 

データ No	 書名	 書籍情報	 ページ数	 読書日	 読書を行った時間	 

1	 季節の記憶	 保坂和志，1996，講談社	 316	 2013/10/19	 8 時〜12 時半	 

2	 永遠の出口	 森絵都，2003，集英社	 313	 2013/11/11	 8 時半〜11 時半	 

3	 
ほかならぬ人

へ	 
白石一文，2009，祥伝社	 295	 2013/11/20	 8 時半〜11 時半	 

4	 鐘楼弔堂	 京極夏彦，2013，集英社	 498	 2013/11/25	 8 時半〜14 時	 

5	 孤独の歌声	 天童荒太，1994，新潮社	 312	 2013/12/2	 8 時半〜12 時半	 

6	 
猫を抱いて象

と泳ぐ	 
小川洋子，2009，文藝春秋	 359	 2013/12/5	 8 時半〜12 時半	 

7	 ルート 225	 藤野千夜，2002，理論社	 282	 2013/12/8	 9 時〜10 時半	 

表 1：読書対象の文学作品と読書日時	 
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3.4.データ取得方法 
3.4.1.読書映像 
	 Webカメラ２台をそれぞれ被験者の左前と右前に設置した．カメラは広角 120度であり，被験者が読
書中に向きを変えるなど多少動いても，２台のカメラによって被験者の上半身を撮影することができた．

また近距離から撮影しており被験者の表情も確認可能であった（図３参照）．カメラは小型のため被験

者が読書中に気になることはなく，自然な読書を妨げることはなかった． 
 
3.4.2.心拍 R-R間隔 
	 Polar社製コードレス心拍計 RS800CXを用いて心拍 R-R間隔を測定した．胸に巻き付けたバンド上に
小型センサを設置して測定するものであり，被験者が読書中に気になることはなく，自然な読書を妨げ

ることはなかった． 
 
3.4.3.加速度 
	 ユニオンツール社製ウェアラブルセンサmyBeatを用いて加速度を測定した．測定装置は左胸に付け，
被験者が読書中に気になることはなく，自然な読書を妨げることはなかった．測定範囲は X，Y，Z 軸
それぞれ±4G，精度は静止状態の 3軸合計絶対値に対して±0.1Gである． 
	 

3.5.分析方法 
3.5.1.読書映像に基づく主観的熱中度合いの評価方法 
	 読書映像をもとに，読書中各時点での主観的熱中度合いを評価する． 
	 まず，映像から被験者の読書中の動作を状態とイベントに分けて書き出す．動作の状態とは，例えば

「本を立てかけている」「足を組んでいる」などの 30 秒以上維持された身体状態のことを指す．動作
のイベントとは，例えば「右手が頬に触れた」などの 30 秒以下で終了する動作事象を指す．これら動
作内容を全読書期間にわたって調べ，個別場面ではなく読書中読者が行った動作内容に対して，熱中度

合いの評価を （-2,-1,0,+1,+2）の 5 件法で行う．例えば「右手が頬に触れた」という動作内容の熱中度
合いを 5件法で+1と点数付けした場合，「右手が頬に触れた」というイベントが起こっていた時点の熱
中度合いは全て＋1 と評価されることになる．評価は映像や読んでいた内容を確認し読書時の内観を思
い出しながら被験者が行う．この評価方法によって，読書中の各時点に熱中していたか否かの主観的評

価を映像中の動作内容に関連づけて行い，主観的評価に動作内容という一定の根拠を持たせることがで

きる．この手法は熱中していたという主観的体験を完全に反映するものではないが，そもそも主観的体

験を完全に外化することはできないため，現時点での妥当な評価として扱う．また，この評価は，布山

らの，読む速度の安定性変化と動作内容の関係から熱中時に起こりやすい動作を調べた先行研究と齟齬

の無いものとしている（布山 & 諏訪，2013）．ただし本論中ではデータ No.1〜No.5の分析は主観的熱
中度合いの評価を動作状態と動作イベントを区別しない簡易形式で行った．これはより簡易な評価方法

であるが，No.6 と No.7 で両分析結果を比較したところ，齟齬が無かったため本論では同等の評価とし
て扱う． 
 
 

	 	 

図 3：2 台のカメラ映像のキャプチャ	 
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3.5.2.心拍 R-R間隔の分析方法 
	 心拍 R-R間隔データは，心拍 R-R間隔変動係数とフラクタル次元推定の２つの方法で分析を行った． 
	 １つめの心拍 R-R間隔変動係数（Coefficient of Variation for the R-R Interval，以下 CVR-Rとする）は
心拍 R-R間隔のゆらぎの大きさを算出する．算出式は式（3-1）の通りである． 
         

            

析は、本論で扱うデータ分析の解釈がある程度固まっ
た段階で行う。

5.5.2 心拍R-R間隔
心拍 R-R間隔データは次の２つの方法で分析した。
１つめの方法では、心拍 R-R 間隔変動係数（以下

CV）と呼ばれる値の算出を行い、その変動を分析す
る。CVの算出式は次の通りである。

CV R−R =
(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)

×100

(1)
この CVがあらわしているのは、心拍のゆらぎの大

きさである。一般的にゆらぎが大きい程、副交感神経
の働きが強くなり、リラックスしているとされ、小さい
程、交感神経の働きが強くなり、緊張状態にあるとさ
れる。この値の変化を調べることで、読書中の自律神
経の働きの変化を調べることができる。但し、CVは、
大きな動きをする（読書中に立ち上がる）などの身体
動作でも大きく増加する。よって、このような大きな
動作要因の CVの変化は除いて考察する必要がある。

２つめの方法では、心拍R-R間隔データの非線形力学
系の理論による、ハウスドルフ点次元推定を行う。心拍
データの非線形分析はこれまでもいくつかの手法が行わ
れ、フラクタル次元の計算方法として、相関次元や容量
次元の計算が行われてきた [日本自律神経学会編 2007]。
しかしながら、これらの計算手法の適用にはいくつか
条件があり、また力学的不変量の分析としては十分で
はない [日高 2013]。
本研究の分析では、この課題を解決した計算手法と

して、第二著者らが開発したハウスドルフ点次元の推
定法を用いる（計算手法の詳細は (Hidaka＆ Kashyap,
in preparation）を参照）。この分析によって、読書中
の状態が、不変量としての次元で、何らかの形で反映
されて提示される。先行研究では、心拍から計算され
た相関次元は、加齢とともに減少し、概日変動があっ
て夜間に大きく、副交感神経をアトロピンの急速静脈
投与によって遮断したときに小さくなる、などの結果
が報告されている [日本自律神経学会編 2007]（もっと
具体的な先行研究を探した方が良い）。容量次元の結
果も、副交感神経の遮断による減少以外は、ほぼ同様
である。この結果から、まず、推定次元が自律神経を
反映することが考えられる。また、加齢による減少が
見られることは、生体としてのカオス性が減少し、周
期的な状態への移行を示していると解釈することもで
きる [金子 2013]。つまり、次元は生体の種々の情報処
理の複雑性と見ることもでき、自律神経系に限定せず、

読書中の思考や感情の働きの大きさや複雑性を反映す
る可能性がある。
本研究で算出するハウスドルフ点次元は、このよう

に、いくつかの解釈可能性があるため、単独で解釈す
るのではなく、同時計測した他の変数や内観データと
併せて解釈を定め、その変化をもって分析に用いる（他
データとの相関を見ることによって、推定された次元
の意味を定めてから、次元の変化を見る）。

5.5.3 加速度
３軸で算出された加速度の絶対値を計算し、動きの

量として扱う。心拍が変動した要因が、身体の動きに
あるのか、読書中の感情の動きや思考など、内的な変
化にあるのか、分析する。つまり、心拍の分析に補助
的に使用することができる。
また、映像では見ることのできない微小な体の動き

を分析することで、思考や感情の動きを反映した身体
状態を見ることができる可能性がある（この分析方法
は未定。まだ試みていない）。

6 現時点での結果
まず、読書中の動作の熱中度合い評価結果、心拍R-R

間隔 CV、心拍データの推定ハウスドルフ点次元、加
速度、それぞれの分析結果の、現在わかっている関係
について述べる。その後、各仮説について、現時点で
の結果を述べる。

6.1 各変数の関係性
現在の結果では、長期的な変動において、心拍R-R間

隔CVと推定次元の間には負の相関があることがわかっ
ている（相関係数はそれぞれ次の通り。データ No1：-
0.33、No2：-0.26、No3：-0.40）。また、CVと加速度
の間には正の相関（送付 PDF2ページ参照、相関係数
未計算、時間がずれている場合はどのようにすれば良
いでしょう？）があることがわかっている。さらに、熱
中度合いの評定を 20区間で平均化した結果と CV（同
3～8枚目）、および加速度には負の相関（同 9枚目）、
次元（同 10～12枚目）は正の相関がある（相関関数未
計算。加速度については 0のときに熱中度合いが高く、
値が大きくなると熱中度合いが小さい）。これらの結
果を表１にまとめた。正の相関には＋を、負の相関に
は－を記載してある（表１は斜め対称なので半分だけ
見れば良い）。
しかしながら、これらの結果は、加速度との相関に

ついて考えると、次のような自明な内容で説明できて
しまう。まず、熱中度合いが高と評価される動作は動

  式（3-1） 
	  
	 CVR-Rは心拍のゆらぎの大きさであり，一般的にゆらぎが大きいほど副交感神経の働きが強くなりリ
ラックスしているとされ，小さいほど交感神経の働きが強くなり緊張状態にあるとされる．CVR-Rと主
観的熱中度合いの相関を分析することで，読者の自律神経の変化と熱中状態の関係を調べる． 
	 ２つめのフラクタル次元の推定は日高らの計算方法で行う（Hidaka & Kashyap，2013）．心拍数のカ
オス性とその解釈の可能性については 2.1.本研究のアプローチで述べた通りである．心拍データの非線
形分析はいくつかの手法が提案されており，フラクタル次元の計算方法としては相関次元や容量次元の

計算が行われてきた（日本自律神経学会編，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）．日高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る．したがって，その他の取得データと時系

列の相関を分析することができ，読者の状態変化の解釈に使用できる可能性がある． 
 
3.5.3.加速度データの計算方法 
	 加速度データは心拍 R-R間隔分析時に補助的に使用する． 
	 3軸で取得された加速度データの絶対値（２乗和平方根）を計算し動作量とする．  
	 

4.実験結果 
4.1.主観的熱中度合い・CVR-R・フラクタル次元間の相関係数 
	 動作内容をもとに評価した主観的熱中度合い，心拍 R-R間隔変動係数(CVR-R)，フラクタル次元の推
定結果の 3つの時系列データ間の相関係数を算出した．結果は表 2の通りである．主観的熱中度合いは
心拍をもとにした他 2データよりもデータ数が少なかったため（主観的熱中度合いのデータ数は 1作品
に 620〜1,306点，心拍 R-R間隔およびフラクタル次元のデータ数は 8,125〜12,650点．表２のデータ点
数参照），次の評価対象の動作が行われるまではその熱中度合いが継続するものとして補完した．また，

心拍データは休憩時も連続して取得しており，心拍をもとにした 2データは算出過程の都合上休憩時の
データを含めて算出したのち，休憩時のデータを除去し，読書期間における各相関係数を計算した．相

関係数の絶対値が 0.2以上のときに相関有りと判断すると，熱中度合いと CVR-Rの間では 2作品のデー

書籍名	 
季節の記

憶	 

永遠の出

口	 

ほかなら

ぬ人へ	 
書楼弔堂	 

孤独の歌

声	 

猫を抱い

て象と泳

ぐ	 

ルート

225	 

データ No.	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 

データ点数（心拍

R-R 間隔・フラクタ

ル次元）	 

12,530	 8,481	 8,125	 14,599	 12,650	 13,114	 6,295	 

熱中度合いとCVR-R

の相関係数	 
-0.220	 -0.044	 -0.231	 -0.118	 -0.093	 -0.052	 -0.155	 

熱中度合いとフラ

クタル次元の相関

係数	 

0.093	 0.074	 0.249	 0.099	 0.179	 0.152	 0.234	 

CVR-Rとフラクタル

次元の相関係数	 
-0.406	 -0.286	 -0.347	 -0.347	 -0.390	 -0.237	 -0.287	 

表２：各分析結果間の相関係数	 
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タで負の相関，熱中度合いとフラクタル次元間では 2作品のデータで正の相関，CVR-Rとフラクタル次
元間では全作品のデータで負の相関が見られた．相関係数の絶対値が 0.2 以上のデータについては表 2
上で赤く背景色を付けている．各データ間の相関の詳細について 4.2.〜4.4.で述べる． 
  
4.2.主観的熱中度合いと CVR-Rの相関関係 
	 動作内容をもとに評価した主観的熱中度合いと CVR-R の間には負の相関関係が見られた．-0.2 以下
の相関は 2作品のデータでのみ見られたが，その他の作品のデータでもグラフ上で負の相関傾向が確認
できた．代表としてデータ No.6 書籍名『猫を抱いて象と泳ぐ』のデータを図 4 に示す．グラフ上でグ
レーに抜かれている期間は休憩時を示し，以降のグラフでも同様である．このデータにおける熱中度合

いと CVR-R間の相関係数は-0.052と絶対値は大きくないが，グラフを見ると片方のデータが増加する際
にもう片方のデータが減少していく傾向が見られる．データの細かい揺れのために相関係数の絶対値が

小さいものの，全体として負の相関があることが確認できる． 
 
4.3.主観的熱中度合いとフラクタル次元の相関関係 
	 動作内容をもとにした主観的熱中度合いとフラクタル次元の推定結果の間には正の相関が見られた．

0.2 以上の相関は 2 作品のデータでのみ見られたが，その他の作品のデータでもグラフ上で正の相関傾
向が確認できた．代表としてデータ No.6 書籍名『猫を抱いて象と泳ぐ』のデータを図 5 に示す．この
データにおける熱中度合いとフラクタル次元間の相関係数は 0.152 と絶対値は大きくないが，グラフを
見ると片方のデータが増加する際にもう片方のデータも増加する傾向が見られる．データの細かい揺れ

のために相関係数の絶対値が小さいものの，全体として正の相関が確認できる． 
 
4.4.CVR-Rとフラクタル次元の相関関係 
	 CVR-R とフラクタル次元の間には負の相関関係が見られた．これは 4.2.，4.3.の結果からも示唆され
ることであるが，全作品のデータ間で-0.2以下の負の相関が確認された．代表としてデータ No.6書籍名
『猫を抱いて象と泳ぐ』のデータを図 6に示す．休憩時に大きく値が変動するためわかりにくいが，負
の相関が確認できる．	 	 

	 

4.5.加速度データと心拍データの相関 
	 CVR-Rとフラクタル次元のデータが，立ち上がる等の大きな動作をしている休憩時に大きく変動して
おり，動作によって心拍数が変化したために CVR-R とフラクタル次元に影響を与えたことが示唆され
た．さらに，本論の主観的熱中度合いの評価は動作内容に基づいており，主観的熱中度合いと心拍数の

分析結果の相関が，熱中状態の変化ではなく動作量の変化に基づく可能性が考えられた．そこで読者の

動作量と CVR-Rおよびフラクタル次元の関係を調べるため，データ No.7の実験時に被験者の胸に加速
度計をつけ身体動作の大きさを測定した．その結果，読書中の動作量の急増が心拍数に影響し，CVR-R
やフラクタル次元の大きな変化に影響していることがわかった．図 7 は加速度と CVR-R の関係を示し
ている．休憩以外の読書時にも大きな動作と同タイミングで CVR-R が変動していることがわかる．一
方動作量の増減と無関係な CVR-R の変化も見られ，心拍数データの変化の全てが動作量由来ではない
ことが確認された． 
 
 
5.議論 
5.1.考察 
	 測定した客観的データである心拍数の 2種類の分析結果と主観的熱中度合いの間には相関が見られた．
1つめの分析結果の CVR-Rは副交感神経の働きをあらわす指標であるから，主観的熱中度合いとの間の
弱い負の相関は熱中時に交感神経が優位であり，読者が緊張状態の傾向にあることを示唆する．CVR-R
とフラクタル次元間の強い負の相関はフラクタル次元が反対に交感神経の働きを反映していることを

示唆し，熱中状態とフラクタル次元間の正の相関は，3 者間の関係から明らかであるが，やはり熱中時
に交感神経優位であることを示す． 
	 さらに，CVR-Rとフラクタル次元，どちらがより主観的熱中度合いを反映しているか検討すると，作
品によって２つの指標と熱中度合い間の相関係数の絶対値やグラフの相関傾向が異なることがわかる．
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これは，同じ心拍数の分析結果であっても CVR-R とフラクタル次元が異なる情報を有していることを
示唆し，もしこの違いが熱中状態に関係しているならば，熱中状態の内容が作品によって異なる可能性

を意味する． 
	 また，動作量と心拍数の変化間にも相関があることがわかったため，今後は加速度の心拍数への影響

を見積もり，CVR-Rやフラクタル次元の変動のうち動作量に依存するものをできるだけ区別して分析す
る必要がある． 
	 以上をまとめると，本研究によって，これまで数点でしか測定できなかった主観的熱中度合いを連続

的に測定することが可能となり，客観的に観測可能な心拍数の分析結果との相関を見出し，熱中状態の

客観的・連続的な観測手法の構築方法を示した．読者の動作量に依存して変動している部分はあるが，

主観的熱中度合いと CVR-R，フラクタル次元の間には有意な相関関係が存在し，CVR-R とフラクタル
次元はともに熱中状態の客観的指標となりうる可能性が高い。さらにこの 2つの変数は熱中状態の別の
側面の指標である可能性を有する．また，現状の分析で CVR-R と主観的熱中度合いが負の相関傾向を
有することから，少なくともある熱中状態では読者が緊張状態にあることが示唆された． 
 
5.2.今後の課題 
	 5.1.の考察を踏まえ次の 2つの課題が考えられる． 
	 1つめは，熱中状態の内容の分類である．考察の結果，熱中状態の内容が作品ごとに違い，それがCVR-R
とフラクタル次元に異なる形で現れている可能性があった．現在の主観的な熱中度合いの評価にはそれ

が「どのような」熱中状態であったのかという情報は含まれない．例えば，恐怖のような強い感情を感

じるような熱中状態であったのか，早く次が知りたいと思うような熱中状態であったのかで読者の身体

的状態は異なりうるが，現在の評価方法ではこの熱中内容の違いは主観的熱中度合いの評価値にはあら

われない．もし CVR-R とフラクタル次元がそれぞれ別の熱中内容を反映している部分があるならば，
CVR-Rとフラクタル次元はそれぞれ別の熱中状態の指標となりうるだろう．この熱中内容の種類の違い
については，図 2の読書モデルにおいて，感情・イメージ・内容理解から物語世界の構築が行われ，そ
れが熱中状態に繋がるとしているが，この感情・イメージ・内容理解の部分が作品ごとに異なるためで

あると解釈できる．これを検証するためには，読書中の感情・イメージ・内容理解の外化を行い各種変

数との関係を分析することが有用だと考えられる．外化手法としては，例えば，読書後に再読し発話プ

ロトコル法を用いることができる（推論過程については（Trabasso & Magliano，1996）などが参考にな
る）．より簡易的には，作品データのテキスト内容を分析し，特定の感情やイメージを喚起すると考え

られる単語とこれらデータ間の相関関係を調べることも可能である．この熱中状態の分類は次の 2つめ
の課題であるCVR-Rとフラクタル次元以外の変数による熱中状態の観測を検討する際にも必要となる． 
	 2 つめは，心拍数以外の客観的に観測可能な変数の観測を行い，熱中状態の別の側面を明らかにする
ことである．本論によって，主観的熱中状態を時系列で捉え，それ以外の客観的指標と比較する手法の

有効性が示された．心拍数の分析はその一つであるが，現在はこの分析からは自律神経の働き以外につ

いては言及できない．さらに熱中状態についての仮説を立てた上で，対応する客観的に測定可能な別の

変数の測定を行って，熱中状態の別の指標を見つけ，徐々に熱中状態がどのような心的・身体的状態な

のか明らかにすることが必要である．また，熱中度合いと相関があるとわかったフラクタル次元につい

ては，その解釈を明確にするため他のデータの測定結果と総合して考察をすすめることが有用である．

現在，熱中状態に関連する変数を見付ける為に，我々は動作パターンや体表面温度の測定，加速度の微

細な変化の分析を検討している．客観的に観測・解釈可能な複数の変数を観測し，主観的熱中度合いを

含めそれらの間の相関を分析することで，熱中状態の側面をより明らかにすることが可能となるであろ

う．  
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図  3：データ No.6 主観的熱中度合いと CVR-Rの相関	 

	 

 
図  4：データ No.6 主観的熱中度合いとフラクタル次元の相関	 

	 

 
図  5：データ No.6 CVR-Rとフラクタル次元の相関	 
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図  6：データ No.7 CVR-Rと加速度の相関	 

	 
  
 
注	 
 (1) ただし，ここでテキスト情報の処理として扱っているのは単語や統語構造の処理を含まない．文章理解能力が十分
な読者では，これらの処理に用いる知識は読書以前と以降で変化することはほとんど無いと考えられる． 
 (2) 徐々にではなく 1 ページ目からのめりこむような熱中状態も存在する．これはその書物の読書以前に有する他の物
語読書の際に得た知識の利用などによって物語世界に一気に没入するものであると考えられるが本論では扱わない． 
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