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1. はじめに 

 ニューロフィードバックトレーニング (NFT：

NeuroFeedback Training)とは，自分の脳活動をコントロー

ルするための訓練である．一般的には，脳活動を測定し，

測定値に応じて，音や映像を被験者に示す(フィードバッ

ク)．被験者は，フィードバックをもとに，脳活動を望ま

しい状態へと変更していくよう思考における試行錯誤

を何度も繰り返し，訓練を行う．現在，NFTの効果の実

例として，てんかんや ADHD(注意欠陥障害)等の症状の

緩和が可能であり，実際の医療現場でも利用されている

[1][2]．その他に，視覚刺激の判別能力[3]や，短期記憶

力[4]の向上等への効果も報告されている．脳活動を測定

する方法には，脳に直接電極を刺すことで計測を行う侵

襲脳活動計測法と，測定の際に外科手術を伴わない，非

侵襲脳機能計測法がある．非侵襲脳機能計測法には、大

型な機械を必要とする fMRI(functional Magnetic Reso-

nance Imaging：機能的磁気共鳴画像)等もあるが，実際に

NFT を 行 う と き は ， よ り 手 軽 な 脳 波 (EEG ：

Electroencephalography)が多く使われる． 

 脳波の周波数による分類は国際脳波学会によって，大

きく 4つに分類されており，δ波，θ波，α波，β波が

ある[5]．α波は，安静・閉眼・覚醒ときに後頭で優位に

発現する周波数帯である．NFTではα波をフィードバッ

クする研究が複数存在し，Nan らの研究[4]もそのうちの

一つである．Nanらの研究では，ディジットスパンテス

トの結果を短期記憶力の評価値とし，NFTを行ったチー

ムでは，行わなかったチームの結果と比べて，評価値の

増加率が有意に高いことを示した．また，同時に被験者

が訓練中に何を思い浮かべたときに，よりα波が増大す

るかを調査し，ポジティブな事柄を思い浮かべたとき，

相対的に良い評価を得た． 

 NFTはこのように，疾患を緩和する目的で有用である

ことが示されているものの，NFTによって訓練しても脳

波を望ましい状態へと変化させることができない被験

者が少なからず存在することがわかっている[6]．NFT自

体なぜ脳波をコントロールできるかが明らかでないの

で，なぜできない人がいるのか不明である． 

一方で，二者が相互作用しているときに二者の脳波が

同期することが知られている[7]．我々は，この二者の相

互作用による同期によって，NFTができない被験者の脳

波を NFT が可能である被験者に引き込ませることによ

って可能となるのではないかと考えた．しかし，二者の

被験者が協力して NFTを行った例はなく，本稿において

は，二者による NFTの実験の枠組みを提案し，二者によ

る NFTが可能であるかどうかを検証した．提案する二者

による NFTを協力型 NFTとする． 

 

 

 

 
図１．脳波測定器における測定チャネル箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 2．実行画面のキャプチャー画像 

 

2. 提案手法 

2.1 脳波測定 

脳活動の測定には， Emotiv 社の脳波測定器 EPOC

を使用する．この機器は，鼻根～後頭結節と左右両耳介

前点間を定められた間隔で分割する国際 10-20 法(モン

トリオール法・ジャスパー法)を参考にした，14 の電極

の配置をしている．参照電極は左右の耳の裏に位置する

乳様突起に設置した．測定を行う電極は， Kawasaki

らの実験[6]で側頭部において同期がおきたので、後側頭

に位置する P7(図 1参照)に設置した．当機器は電源をバ

ッテリから確保し，測定値は無線で通信するため，外部

接続からのノイズは少ない．サンプリング周波数は

128Hzである．  

 

2.2 実験計画 

実験は一人で NFTを実施する単独型 NFT と，二人で

NFT を実施する協力型 NFT で行う．被験者を実験 1と

実験 2に分け，実験 2は二人一組のペアとする．実験 2

は協力型 NFT の被験グループとなる．なお，実験 2 の

ペアは実験終了まで固定で，途中で被験者の交替はない．

二者間における協力型ニューロフィードバックトレーニング 
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実験 1 は，他の研究で示されている NFT の効果が本実

験の設定でも得られることを確認する．実験 2では実験

1 と同様の条件下で，二者の脳波によるフィードバック

を与え，二者によるNFTが可能であることを確認する． 

実験は大きく分けて三部ある．第一部を Pre-NFT 部，

第二部を NFT 部，第三部を Post-NFT 部とする(図 3)．

Pre-NFT部では，両実験共，単独型 NFTを 2 セッション

行う．NFT部は実験 1 の被験者が単独型 NFT，実験 2の

被験者が協力型 NFT により訓練を行う．実験は全部で

11 セッション行う．Post-NFT 部では，実験 2 のみ単独

型 NFTを行う．セッション間は必ず 1分以上空け，3~4

セッションを一日当たりの実験とし，一度行うと 15 時

間以上の時間を空ける．さらに全行程で 5日以上期間を

空けない点に留意した．なお，セッションは休憩付きの

試行を 10 回で，構成する．休憩は 10 秒間，試行は 30

秒間である．Nan らの実験[4]での試行合計時間は 60 分

で，α波帯に有意な増加が確認された．よって，本実験

では合計試行時間を 65分とした． 

本実験ではα波の変化を図 2に示すように棒グラフに

してディスプレイに表示させることで被験者へのフィ

ードバックを行う．棒グラフの高さは式(1)に示す相対的

なα波帯域のパワーに従って変化する． 

 

𝑝𝑖 =
𝐴𝑙𝑝ℎ𝑎 𝐵𝑎𝑛𝑑 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒

𝐸𝐸𝐺 𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒
  (1) 

𝑝𝑖  ：被験者 iのパラメータ 

Alpha Band Amplitude：α波帯域のパワー 

EEG Amplitude：総脳波周波数帯域のパワー 

 ただし， 𝑝𝑖  の値は，直近 2 秒分のデータを用いて 1

秒ごとに算出し，1秒ごとに棒グラフの表示を更新する． 

単独型 NFT では被験者自身のα波帯域のパワーをフ

ィードバックする．協力型 NFTでは，被験者 1のα波帯

域のパワーと被験者 2のα波帯域のパワーの積をフィー

ドバックする．協力型 NFTを積で表すのは，互いのα波

が同期して大きくなったとき，より大きな値が示される

ようにするためである． 

実行画面における罫線は，トレーニングときの参考の

ため，等間隔に設置する．Trial は試行回数を，interval

は休憩時間の残り秒数を示し，実験時の参考とする．実

験時，被験者は互いに背を向けた状態で行い，同型のデ

ィスプレイを用いる．ディスプレイの位置は，机の端か

らの距離を統一し，被験者間で違いが出ないように配慮

した．また被験者から周りの状況が見えないようパーテ

ーションで目隠しをした(図 4)．  

 

2.3 被験者 

被験者は NFTの経験がない男性 3人とする．平均年齢

は 23 歳であった．また被験者は，全員右利きであり，

健康状況は良好，過去に大きな手術や疾患はない．被験

者には以下の事項を事前に説明した． 

・一日で行うセッション数 

・総セッション数 

・セッションの構成 

・試行中は極力動かないこと．特に，唾を飲む，過剰

なまばたき，歯をかみしめる等，顔の筋肉運動には十

分に注意すること． 

・試行中はできるだけ棒グラフを高くすること．棒グ

ラフを高くするために頭で色々イメージすること． 

 
  図 3．実験手順 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4．実験環境 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5．Pre-NFT と Post-NFT の比較 

 

・(単独型 NFT)棒グラフは被験者自身の脳活動が反映

される． 

・(協力型 NFT)棒グラフは被験者自身の脳活動と，も

う一人の被験者との協力度合いが反映される． 

・実験中，気分が悪くなったり，眠気を覚えたりした

場合はただちに実験者に申し出ること． 

 

さらに，一日の実験が終わるたびに，以下に内容を示

すアンケートを行った． 

問1． 今回の実験は前回と比べてどうだったか． 

問2． (単独型 NFT)今回の実験で棒グラフはどれく

らい自分の思い通りに動いたか．  

  (協力型 NFT)今回の実験でどれくらい相手と

協力して成果を出せたと思うか． 
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問3． 実験を通して何を考えたときにより棒グラフ

が増加したか， 

問 1 と問 2 では，5 段階評価(問 1：とてもよかった・

少しよかった・変わらない・少し悪かった・とても悪か

った，問 2：90%以上・70%以上・50%前後・30%以下・

10%以下から近いものを選択)，問 3 は記述式で問うた．

問 1 や問 2 は，実験で得られた結果が，偶発的でなく，

NFT による効果を検証する．問 3 は，Nan らの実験[4]

で示した傾向の確認を目的とする．実験中にα波を上げ

るために何を考えるかに関する方策のことを，Mental 

Strategies という． 

 

 

3. 結果 

3.1 NFT 
図5に単独型NFTと協力型NFTを行った結果のNFT

効果を示している．実験 1 の被験者が S1，実験 2 の被

験者が M1，M2である．グラフは各被験者の Post-NFT

部の平均値をPre-NFT部の平均値で割ったものである．

実験 1 では Post-NFT 部で実験を行わなかったので、

NFT 部の後ろから 2 セッションの平均を取り，

Post-NFT部の値とした．NFT の効果はα波帯域のパワ

ーにおいて実験前と実験後に差があったかでわかる．値

が 1を超したとき、効果が出たといえる．図 5から，S1

と M2 において効果が出た一方，M1 では効果がでなか

ったことがわかる． 

図 6は実験 1，実験 2におけるNFT部の比較を示す．

縦軸は，各セッションで得られたα波帯のパワーの変化

を一次曲線で近似すると実験 1の傾きは 0.0219であり，

実験 2では 0.0038であった．どちらも，わずかに NFT

の訓練効果があったが，実験 2 は実験 1 に比べて NFT

がかかりにくいことがわかる．図 7にセッション中に計

測されたM1とM2のα波の変化及びその時の棒グラフ

の値の平方根を示す（単独 NFT での棒グラフの表示量

に相当）．これにより，実験の進行状況がわかる．図 8

に実験 2のセッションごとのペア間のα波の変動の相関

係数を示す．相関係数は低く，かつセッションを通して

大きく異なる． 実験 2 において引き込み現象は確認さ

れない．しかし，相関値の絶対値は大きくなっている可

能性があり，今後 被験者を増やし，検証する． 

3.2 アンケート 

アンケート問 1では，いずれの被験者も初回には“少

し悪かった”を選んだが，最終回には“少し良かった”

を選んだ．被験者間で違いはない．初回のアンケート問

2は，実験 1の被験者は“30%以下”，実験 2の被験者は

いずれも“10%以下”を選んだ．実験 2は実験 1に比べ

てとっつきにくい傾向がある．最終回のアンケート問 2

では，S1，M2は“70%以上”を選んだが、M1は“50%

前後”を選んだ．70％を選んだ二人の被験者は NFT 効

果が見られ，かつ自覚もある．M1は NFT の効果が見ら

れなかった．アンケート問 3は，始めのうちはどの被験

者も Nan らの研究における，ポジティブな事柄を挙げ

た(好きな音楽，食べ物，スポーツ等)が，最終的に，S1，

M2は棒グラフの増加を意識した．S1，M2は同じMental 

Strategiesを選ぶことで NFT の効果を得た． 

   

 

 

 

 
図 6．実験 1と実験 2の比較 

 

 
図 7．M1と M2のセッション 

 

 
図 8．セッションごとのペアの相関 

 

4. 考察 

4.1 実験 1の結果 

実験 1では，図 5より NFTによってα波帯域のパワーは

増加した．また，アンケートより，被験者はα波帯域 

のパワーの増加をしている．実験 1 は，他の研究でも同

様の結果が得られる．実験 1 の結果は，本実験での実験

設定やフィードバックが NFT に適していることを示し

ている． 

4.2 実験 2の結果 

 実験 2では，ペアのα波帯域のパワーの平均値(棒グラ

フの動向とほぼ同値)は，セッション数と相関があり，ペ

アに対する効果はあった．しかし，被験者ごとにみると，
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図 5 から，M1に効果はなかった． NFT部でのセッショ

ン数との相関はなく，よって M1 と M2 は互いに影響し

合わず，脳波の同期は，起こらなかった． 

 M1 に NFT が起きなかった理由は実験の結果以下の 3

つ考えられる． 

(1) 不適切なフィードバックパラメータ 

(2) 被験者の不適切な Mental Strategies 

(3) NFTの効果がない被験者の可能性 

 図 6を見ると理由(1)の可能性が考えられる．訓練の前

半では，M1 は M2 より，良いα波帯域のパワーを出し

ている．しかし，本実験では二者のパラメータの積をフ

ィードバックに使用しているので，被験者自身が自身パ

ラメータ 

を認知するのは困難である．さらに自身の動向もわから

ず，ペアとなる相手の動向が自分だと思うと NFTの効果

は表れない．例えば，M1から見ると 6セッションから 9

セッションにかけて，棒グラフが増大する一方，M1 の 

値は減少する．このフィードバックを見ていると，被験

者自身のパラメータは増大していると認識する．その結

果，M2 は NFT の効果が得られなかったと考えられる．

他の方法を考えたとき(a)二者の結果を同時に出す方式

と，(b)二者の結果を同時に出さない方式がある．(a)の方

式で，今回用いた積でない方法は，一つの棒グラフに和

を表示させる方法や二つの独立の棒グラフを表示させ

る方法が考えられる．和を用いた場合は今回と同様の問

題が起こるため，協力の意味を出せなくなる．二つの棒

グラフを表示させる方法は，被験者自身の値が明確にわ

かる点と他者の値がわかることでより高みを目指せる

点でメリットがある．しかし，独立に表示させている分

一人で行う NFTと変わらなくなってしまい，同期が起き

る可能性が低くなる．(b)の方式では，二者の結果を同時

に出さないので，他者のパラメータを見続ける方法しか

ない．この方法では，自分の状態が全く分からないので，

α波帯域のパワーを増加させる方法を見つけるのは非

常に困難を極める．しかし，NFTの目的を相手の棒グラ

フを増大させることとする．すると，相手のパラメータ

が変化したとき，増加減少などに合わせて特定の Mental 

Strategies を用いる等の行動をとったとき，脳波で同期が

起こる可能性がある．今後は以上に挙げた方式から，各

欠点と長所を理解した上で再度実験を行うこととする． 

アンケートの結果を見ると，理由(2)の可能性が考えら

れる．被験者には，実験前毎に，棒グラフを増大させよ

うとする際，色々なイメージを思い浮かべ(多様な Mental 

Strategies を使用 )，よりよい効果を得られる Mental 

Strategies を探すよう促した．NFTの結果を得た S1，M2

では最終的に同じ Mental Strategies に達し，S1，M2が選

択した Mental Strategies は一般的に NFTの効果を得やす

いものである可能性が高い．一方で，M1 は Mental 

Strategies の選択は残りの被験者とは違うもので，以上よ

り，M1 の選択は失敗した可能性が高い．追加実験によ

りこの可能性を検証することにする．また，Nanらの研

究でポジティブな Mental Strategies を選んだとき，良い

効果が出たが，本実験で NFT の効果を出した被験者は中

立的な Mental Strategies を選択した．今後被験者を増や

し，NFTの効果を出した被験者が最終的に選んだ Mental 

Strategies を調査し続け，Nanらの結果が普遍的でないこ

とを証明できる． 

最後に考えられる理由として(3)があげられる．これは

Nan らの研究[7]で述べられており，NFTはすべての被験

者に効果的に表れるものではない．α波帯域のパワーの

うち上方のα波帯域のパワーを用いたとき，効果が表れ

なかった被験者は 21.4%や 50％と研究によってばらつき

がある．本実験では被験者は 3 人のみであり，M1 がう

まくいかなかった理由は上記(1)，(2)の可能性もあること

から断定はできない．よって M1 に対して，実験 1を実

施し，効果が表れないタイプかそれ以外かを判断する必

要がある． 

 

5. おわりに 
本実験では脳波の同期が起きなかった．提案手法の

NFT でも二人同時に NFT の効果を得ることはできなか

った．しかし，提案手法で一人の被験者に効果を示す場

合があることを示せた．今後，考察で述べた追実験を踏

まえ，さらなる改良を目指す． 
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