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記憶研究の現在：
何のための努力か？

日心ワークショップ 04/09/12

漁田武雄

（静岡大学情報学部）
url:http://www.ia.inf.shizuoka.ac. jp/isarida/

　漁田と申します．

　今日は，太田先生の退官記念のワークショップにお呼びいただき，

大変光栄に思っております．

　今日は，私の研究の概要をのべ，研究の努力が積み重なる条件について述べさせ
ていただきます．

　ただし，時間の関係であまり詳しいお話はできません．

　私の研究の詳細については，私のホームページを参照していただけたらと思いま
す．
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報告の概要
１．はじめに

２．研究テーマ

３．文脈依存記憶の実験研究

　　　実験データの紹介

４．教育への応用研究

５．努力が積み重なるために

６．おわりに

今日お話しする内容の概略をお示しします．

　まず私自身の研究をレビューします．

　　実験データも照会します．

　それから，努力が積み重なるために関して，私なりの提言をさせていただきます．
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はじめに
「誰もまねできない実験」を目指し，　

誰でもまねできる実験方法・成果は，
　学問的・社会的貢献の源

多くの人にまねしてもらうため　
・誰でもできるわかりやすい実験

・誰でも入手できるクリアな結果

・多くの人の目に触れる雑誌に論文掲載

その結果「誰にもまねしてもらえない」

　私の先祖は刀鍛冶．代々職人の家系であり，私にも職人の血が流れています．

先祖は「いさりや」という屋号の刀鍛冶でした．名字帯刀を許されたとき，安易に，「田」の
字をつけて漁田にしたのです．

　決して，半農半漁ではありません．

　代々職人ということが関係しているのでしょうか．職人芸といわれるような，他者がまねで
きないような実験をしたいと常日頃から思っていました．

　一生懸命走ってみて，「誰もがまねできない」のではなく，「誰にもまねしてもらえない」
ということに気がつきました．

　それからは，多くの人にまねしてもらえるような実験を目指すようになりました．まねして
もらえない限り，学問的に貢献できない．簡単にまねできるような方法でない限り，技術化で
きないし，役立たないのです．

多くの人にまねしてもらうためには，

　　誰でもできるわかりやすい実験を行い

　　誰でも入手できるクリアな結果を得ること，

そして，多くの人の目に触れる雑誌に論文を掲載することが大切です．

この点において，現状では，学問的にも，社会的にも，まだとても貢献できているとはいえま
せん．

　そんな私が，こんなテーマでお話しするのは，大変場違いとおもいます．

　でも，このようなチャンスをいただいたのですから，私にできる限りのお話をさせていただ
きます．
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研究テーマ
記憶の文脈依存機構の解明

日常的物忘れ　　→通常存在する文脈を見失う

焦点要素 文
脈（ハサミ） 手がかり

経験したエピソードの記憶痕跡

エピソード内からの想起

エピソード外
からの想起

解離や多重人格　→特殊な文脈と連合した記憶

ハサミを思いつ
いた時に存在し
た物理的環境

ハサミを思
いついたと
きの状況を
思い浮か
べる

研究テーマは，記憶の文脈依存機構の解明です．　

　　

　経験したエピソードは，出来事に関する情報が一体化して記憶されます．

　　その中で，思い出そうとする情報が焦点要素（あるいはターゲット）といいます．

　　それ以外のすべての情報を文脈と呼びます．

　焦点要素を思い出す際には，同時に存在したその他の情報，すなわち文脈を手がかりとすることになりま
す．

次のような物忘れの例を考えてみましょう．

「１階の部屋にいて，ハサミが必要になる．ハサミは2階の部屋にあるので，ハサミを取りに2階ま
で行く．2階の部屋にはいると，壁のポスターか何かに気を取られてしまう．そのうち，はっとわ
れに帰った時，自分が何をしにこの部屋に来たのかわからなくなってしまう．

　しかたなく，もとの部屋にもどる．もとの部屋にもどったとたん，ハサミを取りに行ったことを
思い出す．」

　１階で切り抜きをしていて思いついたことを，２階でハサミを思い出そうとするのは，エピソード外からの想起
になります．文脈情報が心からなくなっていれば，それを思い出すのは困難です．

　さっき，何をしていたかを思い浮かべたりすることで，文脈を自力で復元しなくてはなりません．

　１階に戻ると思い出せるというのは，一端失われた文脈情報を取り戻すための（物理的）手がかりが豊富に
存在しているからです．エピソード内からの想起と同じ状態に近づきます．

　

日常的物忘れの場合，

　　エピソード外からの想起をする時に，通常存在する文脈を見失ってしまうことによります．

解離や多重人格の場合は，　交通事故のダメージ，精神的ショック（トラウマ）

　という日常的に体験することがないような文脈と結びついたため，

　容易に取り戻せなくなった記憶 という風に考えられます．
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文脈依存記憶の実験研究

複合的文脈操作　
　・複数の文脈要素の組み合わせ

　・場所＋実験者＋副課題

　　　　　　　　（符号化とともに行う課題）

エピソードの内側からの想起と
　外側からの想起の比較
　・日常場面で内外からの想起
　・内外で変化するエピソード記憶現象

私の実験研究では，

　複数の文脈要素を組み合わせて，複合的な文脈操作を行っています．

　これは，エピソード記憶を特長づけ，各エピソードの識別に使用される文脈情報

（エピソード定義文脈）の操作をしようとしているからです．

　実際には，符号化を行った場所，その時教示をした実験者，符号化の前後に行った課題（計算，豆つか
みなど）を組み合わせて操作しています．

　これによって，エピソードの内側から（文脈手がかりが存在する条件）の想起と，エピソードの外側から（文
脈手がかりが存在しない条件）の想起を比較しようとしています．

　これまでのエピソード記憶研究では，

　　学習とテストが同一セッションで行われるか，

　　長期遅延で一端実験室を出ても，また同じ実験室や実験者のもとでテストする条件で行われて
きました．

　これは，同じエピソードからの想起のみを調べてきたことになります．

　　でも，日常場面では，エピソードの外側からの想起が，少なくないのです．

　　　旅行先のエピソードを家族に話す．

　　　置き忘れた傘のありかを推測する．

⇒実際に，エピソードの内外で，記憶現象は変化するのです．
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エピソード記憶現象の内外比較
反復の分散効果（漁田・森井,1986）

VC：変化文脈

SP:同じ場所

NC:場所＋実験者

CB:場所＋実験者
＋副課題

学習において反復するとき，反復の間隔（これを分散間隔と呼びますが）

　が大きいほど，記憶成績が良くなることを，

　　反復の分散効果といいます．

　これまで，この現象は，学習とテストが同一セッションで行われるか，

　　長期遅延で一端実験室を出ても，また同じ実験室実験者のもとでテストする条件，

　すなわち，エピソード内からの想起のみで調べらてきました．

縦軸が再生率，横軸が分散間隔（１回目提示と２回目提示の間に何個単語が挟まっているか）

　Nは１回提示のみの単語

エピソード内で生じる分散効果がエピソード外では消失することがわかります．

　（見かけ上は，やや右上がりですが，統計的に差がありませんでした．）

　

この実験では，手がかりとなる文脈要素の数を変化させました．

　　場所のみ＜場所と実験者＜場所＋実験者＋課題

この後の実験操作を決めるきっかけになりました．

　　場所＋実験者＋課題
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リハーサル効果（漁田,1992）

IM:同文脈（直後）

SC:同文脈
（２４時間後）

DC:異文脈
（２４時間後）

エピソード内で

２４時間の差

エピソード
内外の差

暗記の際に自主的に行う反復（復唱）をリハーサルといいます．

このリハーサル回数と自由再生成績が相関することが報告されており，

　　リハーサル効果とよんでいます．

　これも，分散効果と同じで，エピソード内からの想起のみが調べられてきました．

横軸のModified number of rehearsals は，リハーサルの速さの個人差を修正した指標

　　IMとSCは，エピソード内からの想起　

　　　２４時間で再生率が全般的に落ちる，でも傾きはかわらない

　　SCとDCは，エピソード内外の比較

　　　DCはSCの半分の勾配　努力が半減する
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学習時間効果（漁田，１９８９）
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学習時間効果とは，　記憶成績が学習にかけた時間に比例する現象です．

　　　Ebbinghaus依頼確認されている基本中の基本の記憶現象です．　

エピソード内からの想起のみで調べられできたのは，これまでと同じです．

　　　DC（エピソード外からの想起）では，学習時間の効果が半減する

　　　　→リハーサル効果と同じ結果
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学習時間効果（漁田，１９８７）
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先ほどの学習時間効果の実験を，

　項目同士の連合（項目間連合）を抑制して実施しました．

　項目間連合が形成されると，１個再生されると，それを手がかりにしてさらに再生することが可能に
なります．

　そうすると，文脈の手がかり効果が不明確になります．

　項目間連合を押さえるため，項目提示の前後に計算課題を挿入しました．

　項目間連合を抑制すると，エピソード外からの想起では，学習時間効果が消失
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学習時間効果（メタ分析）

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2 3 4 5 6 7 8 9 10

P
ro

po
rt

io
n 

C
or

re
ct

Study Time

SC

DC

これまでに実施した実験で，

　場所＋実験者＋課題の文脈操作，２４時間後の自由再生テスト

　について，再生率をプロットしたら，

　先ほどの，項目間連合が押さえられていない実験結果と同じ結果
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新近性効果（漁田・漁田，1993）
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時間の関係で，詳細は省略しますが，

　系列位置効果の中の新近性効果も，エピソードの内外からの想起で

出たりでなかったりするという実験結果です．
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新近性効果（漁田・漁田，2003）

先ほどの結果を投稿した所，

　追試されていないので信用できないといわれた

　そこで，１０年後に追試を試み，成功しました．

２つ合わせて，投稿中です．
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さまざまな環境的文脈効果の比較

　背景色文脈

　　　再生への効果

　　　再認における効果

　BGM文脈

３つに分け
て論文化

現在審査中

→現在論文化準備中

その他，環境的文脈の単一要素の効果についても，かなり実験しています．

　時間の関係で省略します．

背景色文脈は，３種類の論文にしました．現在審査中です．

ＢＧＭは論文化している最中です．
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教育への応用研究

１.教育場面での文脈依存記憶

⇒学習当初はエピソード記憶

・試験における教室変更

・授業と休憩

・授業場面と自宅学習

教育場面でも，文脈依存記憶は観察されます．

　本来，教科学習で身につける知識は，学習時の文脈を手がかりとするエピソード記憶で
はなく，関連する知識を手がかりとする意味記憶であるはず．

　　でも，このような条件下で，文脈依存記憶が観察されました

　このことは，学習当初はエピソード記憶であることを示唆しています．

　これを本当の知識である意味記憶に転換させるにはどうしたらよいかということになります．
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２.エピソード記憶（思い出）から
意味記憶（知識）への転換

反復における文脈の多様性の効果

「多様な文脈下での反復による脱文脈化」

　と正反対の結果（同文脈反復＞異文脈反復）

⇒過去２回の実験および

　　今回のポスター発表（第３日目の午前）

　　　で一致した結果

「多様な文脈下での反復によって脱文脈化が生じ，エピソードから意味記憶への転換が生
じる．」　といわれています．

　でも，調べてみると，その根拠は非常に希薄でした．

　そこで，一連の実験を行っています．詳細は，時間の関係で省略します．

　　これについては，今回の日心の，３日目午前のポスターセッションに

　お越しいただければ，詳しく説明いたします．

　

　　以上，宣伝でした．

　　



16

努力が積み重なるために

研究データの信頼性を高めること

(1) 追試の重要性

　・教員の指導のあり方

　・投稿論文に対する審査者の態度

"one replication is worth a thousand tests" by Roediger

　・国内雑誌の字数制限の問題

　(2) メタ分析の重要性

研究データの信頼性を高めること

(1) 追試の重要性

　・教員の指導のあり方　　

　　　　学部時代に，追試は最低ランクの実験というすり込み

　　　　　他者の追試ばかりではそうかもしれない

　　　　また，他者に追試してもらうようになるのは大変

　　　　　自分で自分の追試を行う　自己追試は重要

　・投稿論文に対する審査者の態度

　　　　海外では，信頼できるデータかどうかを，非常に問題にする．

　　　　追試がないと，それだけでOUT

　　　"one replication is worth a thousand tests" by Roediger 

　　　　項目間連合を抑制した実験結果を投稿したときにいわれた．　

　　　　　→国内では，このような例に遭遇したことがない．

　・国内雑誌の字数宣言の問題

　　　自己追試をすると，論文を構成する実験数が多くなる．

　　　雑誌の字数制限（心研は８ページ以内）は，追試文化を阻害する．

　(2) メタ分析の重要性

　　国内誌では，メタ分析の論文をほとんど見ない．

　　　１つの実験結果だけでなく，

　　　　存在するデータ全体を問題とする態度は重要
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おわりに
良い研究，積み重なる研究をするには

　・長く続けることが一番

　・「年をとると研究できなくなる」は迷信

長く続けられる環境の整備が重要

　　特に基礎系

長く続ければ，それだけ実験も上手になり，連文も上手に書けるようになる．

　少なくとも私は，１０年前，20年前よりは進歩しています．

　　英語でも論文が書けるようになりました．

　　

　　昨日までは，パワーポイントを使って学会発表したことがない私でしたが，

　今日からは，パワーポイントを使って学会発表したことがある私になったわけです．　

長く続けられるような環境の整備が大切です．

　特に，基礎系を長く続けるのは大変です．

　　したがって，基礎系の環境整備が，とりわけ重要と思います．

以上で，私からの報告を終わります．

　ありがとうございました．

　


