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Problems ofretrievaトinduced brgetting

Ⅵ1ko Suzukiand HiroyukiKaibo（みs若宮ね‘お好物cゐog噸誹挽才γβ作物〆乃αゐα弛乃〟ゐ紺∂α3αト

β5符，拗α乃）

It has been suggested that tbe retrievalof someitems たom studiedlists reduces the

probability of recalling tbe remainlngitems．This phenomenonis rekrred

b瑠etting（RIF）．Firstly we discuss the retrievaトinhibition pbenomena of

interference and RIE Secondly，itis suggested tbat RIFis caused by

rather tban by reductionsin associative strength．Thirdl沸itis argued

mechanismincluding
both semantic memory and episodic memory．Finally，

is aだected by severalfactors，SuCb as tbe presence

Ofretrieval，and the population．

Key word＄：retrievaトinduced forgettlng，retrieval，

episodic memory

ばじめに

検索誘導忘却（retrievaトinduced女）rgetting）と

は，ある項目を検索した結果，その項目に関連する

項目の再生成績が低下する現象のことである．

記憶研究において，テスト効果（Thompson，

Ⅶenger＆Bartling，1978）のようにある項目の事

前の検索がその項目自身や関連項目の後の検索を促

進する効果があることはよく知られている．一方，

これとは逆に検索が後の検索を低下させる検索抑制

（retrievalinhibition）に関する研究も行われてきた．

検索誘導忘却は，これまでの検索抑制の研究手法で

混在していた学習と再生による影響を除いて，検索

による影響のみを検討できるよう工夫したパラダイ

ムである．

本論文では，3つの観点から検索誘導忘却に関す

るこれまでの研究をレビューする．第1では，検索

誘導忘却以外の検索抑制について知見を整理する．

第2では，検索誘導忘却の基本的パラダイム，現在

Or absence of retrieval，

to as retrievaトinduced

part－Set Cuelng，Output

representation－inhibition，

that RIFis a complex

itis concluded that RIF

tbe quality and quantity

inhibition，repreSentation，Semantic memor沸

仮定されている発生メカニズム，及び今後の研究が

期待される問題点について述べる．第3では検索誘

導忘却に関わる実験的諸要因の効果について吟味す

る．

第1 検索抑制研究の知見

1】1ParヒーSeモCuing抑制

ある項目の検索が他項目の後からの検索を低下さ

せる現象は，検索抑制として研究されてきた．

ParトSetCuing抑制はそのひとつである（レビュー

として，Nickerson，1984）．

まず，Slamecka（1968）による払rトSet Cuing抑

制の実験を説明する．被験者はいくつかのカテゴ

リーに属する項目リストを学習した後，カテゴリー

ごとの再生テストを行った．テストの際，実験群は

学習した項目のいくつかを手がかりとして与えられ

残りの項目を再生するように教示された．統制群は

手がかりなしで学習したすべての項目を再生するよ
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うに教示された．

手がかりとして用いられなかった項目について再

生成績を比較した．その結果，実験群の再生成績が

統制群のものより低かった．この成績低下をParト

set cuing抑制と呼ぶ．

この払rトSetCuing抑制について，Rundus（1973）

は連合強度説を提唱した．学習した項目同士が，学

習リスト全体に対する表象（Rundusによれば，

セット）との連合を分け合っていると仮定する．学

習した項目リストの一部を手がかりとして先に提示

すると，手がかり項目とセットとの連合は強化され

る．手がかりとして与えなかった項目とセットとの

連合はその分低下する．手がかり項目を提示した場

合の手がかりとして与えなかった項目は，連合が弱

くなっているために手がかり項目を全く提示しない

場合より検索しにくくなると主張された．

また，手がかりとして与える項目数が増えるにつ

れて残りの項目を再生する確率が低くなることも示

されている（Roedig叫1973）．この結果もRundus

の連合強度説によってうまく説明される．手がかり

項目が増えるほど辛がかりとして提示されない項目

の連合強度が低下するため，再生成績が低下すると

考えることができる．

以上のように，払rトSetCuing抑制は検索時に手

がかり項目の提示が手がかり項目の連合強度を増大

させ，再生すべき項目の連合強度を低下させるため

に，再生すべき項目の再生が低下する現象であると

解釈された．

1．2 出力干渉

出力干渉とは，再生テストにおいてテストされる

位置が系列的に後ろにある項目ほど再生成績が低い

という現象である．例えば7つのカテゴリーについ

てそれぞれ7事例ずつ学習し，カテゴリー名を手が

かりとしてその事例を再生させる（カテゴリ｝順は

ランダム）．この時，1番目にテストしたカテゴ

リーの再生成績は70％だったのに対して，7番目に

テストしたカテゴリーの再生成績は45％であった

（A．D．Smith，1971）．

出力干渉の実験では複数のカテゴリー名を検索手

がかりとして用いたが，再生する系列位置のみによ

る成績低下がみられた．これは，一つのカテゴリー

名を検索辛がかりとして用い，そのカテゴリーに属

する項目の成績低下が見られるParトSetCueing抑制

とは異なる．よってこの出力干渉から，先行する検

索過程そのものが検索手がかりを共有しない項目に

関しても影響を与えることが示唆された．

1．3 検索誘導忘却の利点

払rトSetCueing抑制と出力干渉という検索抑制研

究に続いて検索誘導忘却の実験パラダイムが考案さ

れた．

ParトSet
Cuing抑制の実験手続きは検索時に辛が

かり項目を提示するものである．そのため，托rt－

set cuing抑制が検索によって引き起こされるのか，
検索時に手がかり項目についての短い学習が起きて

引き起こされるのかを分離できない．よって，検索

時における連合強度の増大という学習の働きを取り

入れた解釈である連合強度説を厳密に吟味すること

ができない．また，出力干渉の実験手続きは検索を

行って直後に回答するというものである．そのた

め，出力干渉が検索によって起こるのか，テストで

口述したり記述したりするという出力によって起こ

るのかが検討できないままである．

これらを解決するために，検索による影響のみを

検討できるよう考案されたのが検索誘導忘却パラダ

イムである．このパラダイムを用いることで，これ

までの検索抑制に関する知見を再検討し，検索の影

響のみを吟味する試みが可能となった．検索誘導忘

却について第2・第3で詳しく説明する．

第2 検索誘導忘却

2－1 検索誘導忘却

検索誘導忘却とは，先行する検索経験によって学

習した項目のうち，検索した項目と関連する項目の

再生成績が低下する現象である（M．C．Anderson，

均ork＆Bjork，1994）．

まず，M．C．Andersonら（1994）による検索誘導

忘却の基本的な実験パラダイムと現象を説明する．

実験は学習・検索練習・テストの3つの段階から構

成された（Rg．1）．

学習段階で，被験者は8カテゴリーに属するそれ

ぞれ6つずつの有意味語を学習した．学習の形式は

カテゴリー名と項目名を並べて学習するという対連

合学習の形式であった（例：くだもの－オレンジ，

くだもの－バナナ，飲み物－バーボン，飲み物…ス

コッチ）．1ページに1ペアを印刷した冊子を用い

て1ページを5秒間ずつ学習させた．

検索練習段階でほ，学習した8カテゴリーの半分

である4カテゴリーに属する，半分の項目である3

項目についてのみ検索練習を行った．検索練習の形

式は，カテゴリー名＋項目の語頭を検索手がかり

とする手がかり再生であった（例：くだもの－

オw）．1ページに1ペアを印刷した冊子を用い，

学習段階で学習した項目を思い出して答えるよう数
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学習段階（対連合学習）

くだもの 飲み物
オレンジ，バナナ，パイナップル， バーボン，スコッチ，テキーラ，

レモン，ネクタリン，メロン ブランディ，ジン，ラム

凰
検索練習段階 （カテゴリー名＋語頭手がかり再生テスト）

オー

くだもの

ノミ ノヽ

3回

テスト段階 （カテゴリー名手がかり再生テスト）

くだもの

オレンジ，バナナ，パイナップル（Rp＋）
レモン，ネクタリン，メロン（Rp・）

飲み物
バーボン，スコッチ，テキーラ，

ブランディ，ジン，ラム（Nrp）

Fig．1検索誘導忘却の実験手続き

示して1ページにつき10秒間を与え回答させた．検

索練習は3回繰り返した．

このとき，検索練習を行った項目をRp十

（Retrievalpractice十；オレンジ），Rp＋と同じカテ

ゴリーに属するが検索練習を行わなかった項目を

Rp－（Retrievalpractice仙；バナナ），カテゴリーの

どの項目も検索練習を行わなかった項目をNrp

（No retrievalpractice；バーボン，スコッチ）とし
た．

20分間の無関係な課題による遅延後，テスト段階

として，学習した全ての項目についてカテゴリー名

を辛がかりとした手かがり再生課題を行った．各カ

テゴリー名を検索辛がかりとして与え，実験で出

会った全ての項目を再生するように教示した．1カ

テゴリーにつき30秒間を与えた．

再生テストの結果，検索練習を行ったRp＋は

べ｝スラインであるNrpより再生成績が高かった．

これはRp十を多く練習した練習効果による成績上

昇である．一方，Rp…はNrpより再生成績が低

かった．この成績低下が検索誘導忘却（retrievaト

inducedforgetting）と名づけられた．

2．2 表象抑制説

Rp＋の再生成績が上昇し，Rp－の再生成績が低

下するという検索誘導忘却が起こるメカニズムにつ

いて，M．C．Andersonら（1994）がカテゴリーの強

事例と弱事例を用いた実験によって検討した．

強事例とはカテゴリーにおける頻出度が高い事例

であり，弱事例とはその道で頻出度が低い事例であ

る．例えばくだものカテゴリーなら，強事例はオレ

ンジ・バナナなど，弱事例はグァバ・マンゴーなど

である．

Rp＋とRp叩に強事例と弱事例を配置することに

よって，強一強・強一弱・弱…強・弱…弱の4つの条件

が作られた．この4条件によって検索誘導忘却に関

する3つの仮説が吟味された．

第1の説は，検索手がかりとターゲット表象間の

連合強度が変化すると考える連合強度説である．つ

まり，カテゴリー名と事例の連合強度が変化すると

いう説である．この説は，托rt－Set Cueing抑制に関

するRundusの説と同じである．学習回数の増加や

学習深度の増大と同じく，検索練習は連合強度を強

化すると仮定する．連合強度説によれば，くだもの…

オレンジの検索練習を行った結果，くだもの－オレ

ンジの連合強度が増大し，その分くだもの－バナナ

の連合強度が低下すると説明される．

具体的な数倍でこのモデルを表現する．例えばく

だもの－オレンジが0．6，くだもの－バナナが0．5の

強度で結合しているとする．この時，くだもの－オ

レンジの検索練習によって，くだもの－オレンジの

連合強度は0．2増加して0．8になり，くだもの－バナ

ナの連合強度が0．2減少して0．3になったと考えれ
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ば，オレンジの再生成績が上昇しバナナの再生成績

が低下したことを説明できる．

Rp＋が強事例・弱事例のどちらであっても，検

索練習による連合強度の増加量は同じであり，その

同じ大きさだけRp－の連合強度が低下すると考え

られる．よって連合強度説からは，実験結果は

Rp＋とRp－の組み合わせの強…強・強一弱・弱一強・

弱…弱のどの条件においても同じであると予測され

た．

第2は側抑制説である．側抑制説は，ある神経細

胞が活性化するとその近隣の神経細胞は抑制性介在

ニューロンを介して抑制されるという神経心理学に

おける知見からのアナロジーである．側抑制という

しくみには，ある神経細胞への情報の入力差が強調

されて次の神経細胞へ出力され，情報の弁別性が高

まるというメリットがある．入力が入る神経細胞の

活性が大きければ大きいほど，近隣の神経細胞が抑

制される力は大きくなる．

側抑制説によればRp…に与える抑制の大きさは

Rp＋の強さに依存すると考えられる．よって側抑

制説からは，実験結果はRp＋が強である強¶強群・

強一弱群において検索誘導忘却が大きく見られると

予測された．

第3は表象抑制説である．検索練習によるRp＋

の再生率の増加とは独立に，検索練習時に検索され

る必要のないRp－が干渉するのを防ぐため，Rp－

の表象そのものが抑制されるという説である．表象

抑制説の結果予測は，Rp－の抑制の大きさはRp…

の強さのみに依存するので，Rp…が強である強一強

群・弱一強群において検索誘導忘却が大きく見られ

るであろうというものであった．

実験の結果，検索による抑制が起こったのは

Rp＋とRp－の組み合わせが強w強・弱一強の場合，

つまりRp－が強事例の場合であった．この実験結

果から，検索誘導忘却の発生メカニズムとして

Rp－の表象そのものが抑制される表象抑制説が最

も適切であると考察された（この他，検索抑制につ

いての理論をまとめたものとしてM．C．Anderson

＆Bjork（1994）を参照のこと）．つまり検索の際，

検索対象を干渉する項目は抑制され，その項目はそ

の後検索しにくくなるという現象が見出された．

ただし，この「抑制される項目」がどのような項

目であるのかは明らかになっていない．考えられる

のは，実験時に提示された検索手がかりをRp＋と

共有する項目，Rp＋と意味的に関連する項目すべ

て，検索辛がかりをRp十と共有し，かつ意味的に

関連する項目，実験時に提示されたうち意味的に関

連する項目，などである．今後，どの項目が抑制さ

れるのかを明らかにする研究が望まれる．

M．C．Anderson＆Spellman（1995）は，さらに

表象抑制説を検討し，かつ「抑制される項目」に重

要な示唆を与える実験を行った．この実験について

2．3で説明する．

213 表象抑制説のさらなる検討

M．C．Anderson＆Spellman（1995）は，検索手

がかりとして明示的に与えないが，事例同士が共通

に含まれるカテゴリー（彼らは潜在カテゴリーと呼

んだ）を操作した．例えば，緑カテゴリーのレタス

とスープカテゴリーのマッシュルームは，共に野菜

という潜在カテゴリーに含まれる（ng．2）．実験

にはRp－とNrpがこのような潜在力テゴリー共有

構造をもつ関連条件と，Rp…とNrpが潜在カテゴ

リー共有構造を持たない無関連条件の2条件が設け

られた．どちらの条件も検索練習時には学習時に使

用したカテゴリー名を検索手がかりとして用い，潜

在カゴ1ノー名は示さずにRp＋の検索練習を行った．

テスト時には潜在カテゴリー名を検索辛がかりとし

関連条件

／緑
スープ

／ ＼
エメラルド レタス マッシュルーム 鶏肉

（Rp＋） （Rp－） （N叩） （Nrp）

無関連条件（典型的な検索誘導忘却）

／ノやかましし＼サイレン 手相弾

（Rp＋） （Rp－）

／スープ＼マッシュルーム 鶏肉

（Nrp） （Nrp）

ng・2 M．C．Anderson＆Spellman（1995）の潜在カテゴリー構造



鈴木祐子・海保博之：検索誘導忘却をめぐる諸問題 73

て用いた．

テストの結果，関連条件と無関連条件のどちらの

Rp…も成績低下し，検索誘導忘却を示した．また，

関連条件のRp…と同じ潜在カテゴリーに含まれる

Nrp事例は検索誘導忘却を示した．一方，無関連条

件のRp－と同じ潜在力テゴリーに含まれないNrp

事例は検索誘導忘却を示さなかった．

検索練習時に使用した検索手がかりとテスト時に

使用した検索手がかかりは異なっていた．にもかか

わらず，Rp－が検索誘導忘却を示した．このこと

から，検索誘導忘却が検索手がかりと事例との連合

強度の変化によるものではなく，表象そのものが抑

制されることで起きることがさらに示唆された．

また，Rp－と同じ潜在力テゴリーに含まれるNrp

事例がRp－と同様に成績低下した．つまり，検索

手がかりを共有する項目と共に，実験場面で提示さ

れたRp仙と意味的に関連する項目が抑制された．

このことは先ほど2．2で述べた，どの項目が抑制

されるのかという疑問に手がかりを与える．検索誘

導忘却は，被験者の既有知識である意味記憶に基づ

いて「関連する」項目をも抑制していることが明ら

かになった．

よって，検索誘導忘却は単純な学習項目数の増大

による干渉の増大だけでは説明できないと言える．

つまり，意味的なつながりによるなんらかのメカニ

ズムが関与していると考えられる．そこで検索時の

干渉に関して2．4で，意味的なメカニズムに関わ

る抑制に関して2．5で検討する．さらに，意味的

なつながりをもたない検索誘導忘却について2．6

で述べる．

2．4 統合学習による干渉の解決

M．C．Anderson＆McCu110Cb（1999）は，検索誘

導忘却はフアン効果と同じく複数の項目から1つの

項目を選択する際の干渉によって引き起こされると

考えた．

フアン効果実験とは，「主語＋述語」という命題

形式の文（sentence）を材料とした記憶実験である

（例えば，J．R．Anderson，1976）．具体的な材料を用

いて説明すると，例えば「ヒッピーが公園にいる」

「ヒッピーが教会にいる」「ヒッピーが銀行にいる」

「弁護士が教会にいる」といった文がある．ヒッ

ピーに関する文は3つありフアン3，弁護士に関す

る文は1つでフアン1と呼ぶ．フアン3では，フア

ン1より，検索時の干渉が大であると考えられる．

これらの文を学習した後，その文があったか，な

かったかという質問に答える真偽判定課題の反応時

間を測定する．この時，フアン3であるヒッピーに

関する文は，フアン1である弁護士に関する文より

反応時間が遅くなる．この反応時間の増大がフアン

効果である．

E．E．Smith，Adams＆Schorr（1978）は，学習の

際に命題同士が意味的に関連付けられる条件（統合

条件）と意味的に関連付けられない条件（非統合条

件）を設けてフアン効果実験を行った．統合条件

は，第1文と第2文が第3文によって同じ場面の記

述であると被験者が理解できるようになっているも

のであった．非統合条件は，第1文・第2文・第3

文が，異なる場面に関する記述であった．

実験の結果，非統合条件では通常通りフアン3が

フアン2より反応時間が長かった．これに対し，統

合条件ではフアン3とフアン2の反応時間に差は見

られなかった．つまり，学習時の統合によってフア

ンが多いことによる大きな干渉が解決されたといえ

た．

ところで，ある事象についての多量の情報を得る

ことは干渉の増大が予想されるが，現実には多量の

情報を保持しているほど目的の情報の検索が容易で

ある．これはエキスパートのパラドックスと呼ばれ

る．E．E．Smithら（1978）の実験は，情報の統合が

エキスパートのパラドックスを説明できる可能性を

示しているだろう．

以上のように学習時の統合手続きがフアン効果を

消失させたことを受けて，M．C．Anderson＆

McCullocb（1999）は，統合手続きによって検索誘

導忘却も消失するかどうか実験した．カテゴリーと

事例の対を学習するように教示し1度だけ学習する

1度標準群，標準学習した後，各項目を学習する度

に「同じカテゴリーのその時点までに学習した全て

の事例を思い出すように」という教示を与えてもう

1度学習する統合群，2度標準学習する2度標準群

を設けた．実験の結果，1度標準群と2度標準群で

は検索誘導忘却が見られたが，統合群では検索誘導

忘却が見られなかった．

またM．C．Anderson＆Bell（2001）も，命題を

材料として統合手続きが検索誘導忘却に与える効果

を検討した．テスト後の質問紙における統合の程度

によって高低2群に分けて分析した結果，低統合者

では検索誘導忘却が見られたが，高統合着では見ら

れなかった．つまり，統合手続きをとった場合検索

誘導忘却は消失した．この結果について「検索の成

功には項目群による干渉の解決が必要である．検索

誘導忘却は検索時の競合を低減させるメカニズムの

一部なのではないか」と考察された．

このように，学習時の統合手続きによって検索時

の干渉が低減され，検索誘導忘却が消失することが
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考えられた．

2，5 意味的なメカニズムに関わる検索誘導忘却

学習時の意味的な処理の方法によって検索誘導忘

却が消失する場合がある．R．E．Smith＆Hunt

（2000）は差異性と共通性に基づいた学習を用いた．

学習時にカテゴリー事例同士の異なる点を挙げる差

異性判断群，共通する点を挙げる共通性判断群，通

常の手続きと同様に対連合学習を行う標準群を比較

した．その結果，共通性判断群と標準群では検索誘

導抑制が見られたが，差異性判断群でほ見られな

かった．

さらに実験2では，対連合学習を行う標準群，同

じカテゴリーのその時点までに学習した全ての事例

を思い出すようにという教示を与える統合群，統合

手続きに加えて共通性判断を行う統合共通性判断群

の3群を設けて実験した．その結果，統合群では検

索誘導忘却が見られず，標準群と統合共通性判断群

では見られた．つまり，統合手続きが検索誘導忘却

を消失させることが再現され，共通性判断は統合手

続きを行った場合でも検索誘導忘却を増加させるこ

とが示された．

R．E．Smith＆Hunt（2000）の結果を詳細に検討

するために，学習手続きではなく材料の操作によっ

て，項目同士の意味的なつながりが検索誘導忘却学

習に与える影響をみる実験が行われた（M．C．

Anderson，Green＆McCu110Ch，2000）．実験には

Rp＋とRp…が類似している（Rp＋とRp…が同じ下

位カテゴリー）ターゲットー競合条件と，Rp仙と

Rp…が類似している（Rp…同士が同じ下位カテゴ

リー）競合…競合条件が設けられた．

ターゲットー競合条件では異なる下位カテゴリー

に属する2事例を同時に提示し，競合】競合条件で

は同じ下位カテゴリーに属する2事例を同時に提示

し，その2事例について類似度評定をさせて学習さ

せた．その後，ターゲットの検索練習をさせ，下位

カテゴリー名を手がかりにして再生テストを行っ

た．その結果，競合…競合条件では検索誘導忘却が

見られたが，ターゲッ ト競合条件では見られな

かった．

実験2では類似度評定ではなく，2事例の独自性

を評定させる独自度評定を行わせた．その結果，

ターゲット競合条件，競合…競合条件の両方で検索

誘導忘却が見られた．

この結果についてパターンサプレッションモデル

を用いた説明が試みられた。パターンサプレッショ

ンモデルでは，それぞれの事例がさまざまな特徴を

持つ素性（ねature）から構成されていると仮定す

る．Rp＋が検索練習によって促進されるとき，

Rp＋とRp－との間に共有する素性がある場合，

Rp…においてもその素性は促進されると考える．

Rp－のRp＋と共有しない素性のみが抑制される．

よって，Rp＋とRp…が共有する素性が多い場合，

つまりRp＋とRp－が似ている場合にはRp－の抑制

は強く，道に共有する素性が少ない，つまり似てい

ない場合にはRp－の抑制が弱くなると説明した．

パターンサブレツショ ンモデルは，M．C．

Andersonら（2000）の実験で類似度評定のみで検

索誘導忘却が見られたことをうまく説明した．類似

度評定は共通する素性に注目させた共通性処理，独

自度評定は共通させない素性に注目した差異性処理

とみなすことができ，R．E．Smith＆Hunt（2000）

の実験結果にもあてはまる．

2．4で説明した統合手続きは，一般的には学習

する事例をその時点までに学習した関連する事例と

関連付けるように教示して学習させるものである．

統合手続きが，学習事例同士の共通性に注目して学

習する共通性処理，または差異性に注目して学習す

る差異性処理のどちらかと同じメカニズムであるの

か，もしくは別のメカニズムであり同時に生起する

こともあるのかを検討する研究が望まれる．パター

ンサブレッションモデルは提案されたばかりであ

り，さらに多くの研究によって検証されることが必

要であろう．

2．6 意味的なつながりをもたない検索誘導忘却

Ciranni＆Shimamura（1999）は，有意味語では

なく図形と色という被験者にとって意味的なつなが

りを持たない実験材料を用いて，検索誘導忘却を示

した．

3つの図形をカテゴリーとし，12種類の色を組み

合わせて赤い四角や青い円を記銘項目として実験し

た結果，Rp…の成績低下が見られた．このことは，

検索誘導忘却が意味的なつながりが存在しなくても

発生することを示した．

この意味的なつながりを持たず，実験上で実験者

が設定した被験者にとって初見のつながりを与えら

れた項目リストは，エピソード記憶として記憶され

ると考えられる．

2．5で述べた，意味的なつながりによる発生メ

カニズムであるパターンサブレッションモデルは検

索誘導忘却をうまく説明した．しかし，Ciranni＆

Shimamura（1999）の実験結果は説明できない．

Ciranni＆Shimamura（1999）の結果から，検索誘

導忘却は，意味を持たない任意に学習させた項目リ

ストの検索についても発生するメカニズムであると
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考えられる．このように，検索誘導忘却は意味記憶

とエピソード記憶が混在する複雑なメカニズムであ

る可能性があり，今後この点を明らかにしていくこ

とが，検索誘導忘却研究の最も期待される部分であ

る．

この点に関連する研究として，検索誘導忘却の意

味記憶とエピソード記憶とのつながりを示すB独ml

（2002）の実験がある．実験は，項目リストの学習

後，カテゴリー名と項目の語頭2文字を手がかりと

して同じカテゴリーではあるが学習していない項目

を生成する生成群と，学習時と同様にカテゴリー名

と項目名を提示して生成群と同じ項目を記憶する提

示群の2群を設け，再生成績を比較するというもの

だった．実験の結果，提示群では検索誘導忘却がみ

られなかったが，生成群では検索誘導忘却が見られ

た．

B畠umlはこの現象を検索誘導忘却ではなく，生成

誘導忘却（generation－inducedforgetting）と呼ん

だ．しかし，検索誘導忘却と生成誘導忘却は同じメ

カニズムによって生起しているとみなすことは可能

であろう．

検索練習手続きの場合，学習段階で作られたエピ

ソード記憶表象において検索の影響で検索誘導忘却

が発生しているといえる．一方生成手続きの場合，

学習時とは異なるエピソード記憶表象の生成によっ

て生成誘導忘却が発生していると考えられる．

B畠umlの実験によって，学習時とは異なる生成時の

エピソード記憶表象の影響によって，学習リストの

関連項目の再生成績が低下する現象が示された．

このことから，検索誘導忘却（および生成誘導忘

却）は，検索（または生成）に関するエピソード記

憶が関連するカテゴリー事例という意味記憶に影響

を与えるメカニズムの一部である可能性が考えられ

る．今後，エピソード記憶と意味記憶との関連にお

いて検索誘導忘却が研究されることが期待される．

第3 検索誘導忘却に関わる諸要因

第3では検索誘導忘却の検索手続きと被験者とい

う実験的要因について吟味する．

3．1 検索手続きの重要性

検索誘導忘却は検索に伴って起こる現象である．

検索練習の替わりにさらなる付加的な学習を行った

場合には検索誘導忘却は見られないことが示されて

いる．

M．C．Anderson，Bjork＆Bjork（2000）は，学習

材料であるカテゴリー名と事例との対（くだもの－

オレンジ）のリストを学習させた後，カテゴリー名

を手がかりにして事例名を検索させる条件（くだも

の－オ＿）と，事例名を手がかりにしてカテゴ

リー名を検索させることで事例は検索させず提示の

みを行う条件（く＿－オレンジ）の2条件を設け

て練習をさせ，その後再生テストを行わせた．その

結果，事例名を検索させた条件は検索誘導忘却を示

したが，提示のみ条件では検索誘導忘却を示さな

かった．

提示のみの条件は，提示した項目の連合強度の増

大を促すと考えられる．提示のみの条件で検索誘導

忘却が見られなかったことから，検索誘導忘却が検

索練習によってRp＋と検索手がかりとの連合強度

が強化されることによって引き起こされるのではな

いと考えることが可能であろう．

同様にCiranni＆Sbimamura（1999）の実験6に

おいても，検索練習を行う検索練習群と提示のみの

付加的提示群を設けたところ，検索練習群のみで検

索誘導忘却が見られた．

またM．C．Anderson＆Bell（2001）の実験4で

は，「主語＋述語」という命題形式を用い，検索練

習条件と付加的学習条件を設けて検索誘導忘却実験

を行った．検索練習条件は辛がかりを提示し学習し

た命題を再生させる課題であった．付加的学習条件

は命題全体の提示であった．実験の結果，練習条件

による再生成績の差は見られなかった．しかし，テ

スト後に行った質問紙に基づいて，付加的学習条件

における被験者を自発的な検索の程度で高低2群に

分けてさらに分析を行った．その結果，自発的検索

高評では検索誘導忘却がみられたが，自発的検索低

群では検索誘導忘却がみられなかった．この結果か

らも，検索誘導忘却には検索が不可欠な要因である

と考察さズtた．

では，検索の量は検索誘導忘却の効果量に影響を

与えるのだろうか．その点を検討したのがMacrae

＆MacLeod（1999）である．彼らは，検索練習回

数を1回・3回・6回の3条件に操作した．検索時

間は150秒で統一されていた．実験の結果，Rp＋の

練習効果と検索誘導忘却という検索練習要因の効果

のみがみられた．Rp＋の練習効果は検索回数要因

による差が見られ，1回条件の増加量より6回条件

の増加量のほうが大きかった．しかし，Rp…とN叩

の再生率の差である検索誘導忘却の量に差は見られ

なかった．

この実験からも，Rp＋の再生成績の増加量と

Rp－の再生成績の低下は独立であることが示唆さ

れた．ただし，Macrae＆MacLeod（1999）の実験

は検索時間そのものは一定であったため，検索回数
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が多いほど1桓Iあたりの検索の処理が浅くなってい

た可能性が考えられる．この点に関しては今後の検

証が望まれる．

さらにMacLeod＆Macrae（2001）がより詳しく

検索の重要性を示した．彼らの実験1では，学習と

検索練習から最終テストまでの時間が操作された．

5分群と24時間群を設けた結果，5弁群では検索誘
導忘却が見られたが，24時間群では検索誘導忘却は

見られなかった．

さらに彼らは実験2において，学習後から検索練

習までの時間を5分群と24時間群に操作した．テス

トはどちらの群においても検索練習の直後に行われ

た．この場合，5分群，24時間群ともに検索誘導忘

却が見られた．彼らの実験によって，検索誘導忘却

が検索練習後，24時間までのある一定の時間までし

か影響しないことが示された．

3，2 材料。被験者

検索誘導忘却は，意味的カテゴリーにおける有意

味語だけでなく，他の材料を用いてもおこることが

示されている．意味的な言語材料である，曖昧語

（Shivde＆M．C．Anderson，2002），命 題（M．C．

Anderson＆Bell，2001；Macrae＆MacLeod，1999）

に加えて，四角形・三角形・星型などの図形と色を

組み合わせた視覚空間事象（Ciranni＆

Shimamura，1999）でも検索誘導忘却が起こること

が示されている．

さらに社会心理学的な応用も見られ，人物名とそ

の性格的特徴，架空の島とその地理的特徴

（Macrae＆MacLeod，1999），偽 の 目 撃 証 言

（Saunders ＆ Maclead，2002；Shaw，Bjork ＆

Handal，1995）といった材料を用いた場合でも検索

誘導忘却が起こることが示されており，日常生活の

忘却における検索誘導忘却の役割の検討が進められ

ている．
倦

また被験者の要因を操作して，加齢や器質性疾患

による認知的能力の低下が検索誘導忘却に与える影

響が研究されている．

青年と高齢者を比較した実験では，高齢者の方が

大きな検索誘導忘却を示した（M．C．Anderson，

Abousleman＆Burke，1993）．また，エピソード記

憶の再生能力が低いとされるアルツハイマー症患者

も検索誘導忘却を示した（Moulin，Pergect，

Conw・a沸North，Jones＆James，2002）．このことか

ら，検索誘導忘却に関する能力は認知的能力が低下

した被験者にも存在する基盤的な能力であることが

推察される．

ぁわりに

以上，検索誘導忘却に関わる諸問題を論じた．今

後は検索の促進と抑制という機能の多彩さを包括的

に検索条件や検索目的との関係から整理することが

1つの課題になるであろう．

もう1つの課題は，検索誘導忘却の適応的な意義

を見出すことである．前述したようにこの現象が基

盤的な認知能力だとすると，そこには何らかの適応

的な意義があると想定されるからである．

カテゴリー事例関係の中でこの現象が見られるこ

とから，検索事例とそれによって抑制される未検索

事例との差別化がねらいであることが考えられる．

カテゴリーが検索辛がかりとして有効なことはよく

知られているが，それが有効な機能を果たすために

は，それに属するすべての事例が引き出されてし

まっては困る．そこで，事例間に過去の検索に基づ

いて利用可能性に関して差別化しておくのである．

こうした考察を支える一つの事実として、カテゴ

リー事例にみられる，事例の典型性がある（例え

ば，E．E．Smith，Shoben＆払ps，1974）．

検索誘導忘却を含めたメカニズムによって，エピ

ソード体験を通して，意味記憶としてのカテゴリー

と事例関係が形成されていく可能性が考えられ，こ

の点が今後研究され検討されることを期待する．
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