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1 Introduction

近年，心理学の発展と同時に，多くの計算機モデルが登場し，精緻化されている．このような

モデルの登場により，人間のメカニズムの理解は着実に進んでいる．しかし一方で，どのモデルも

データによいフィットをしてしまい，どのモデルがよいモデルなのかの判断も難しくなっている傾

向にある（e.g.,カテゴリ学習のモデル (Minda & Smith, 2002))．

本論文では，このような問題意識に基づき，複数の競合するモデルのよさを判断するための，１

つの手法を提案したい．それは “ landscaping” というものである．landscapingは，計算機モデルの

“弁別性 (distinguishability)”を，視覚的・量的に与えてくれる．また，このアプローチによって，実

験から得られた実証データの情報の大きさ (informativeness)というものも判断してくれる．

2 Retention data and models

本稿では，具体的なモデルとして，記憶の保持（忘却）曲線のモデルを扱う．記憶の忘却曲線が

どのような関数になっているのかに関しては，いくつかの提唱があり，近年ではそのレビューも掲

載されている (Rubin, Hinton, & Wenzel, 1999)．本節では，まず各モデルの概要，次にそのモデル

の注意点を述べる．Rubinらは，その論文のなかで自らが取ってきたデータとモデルのフィッティ

ングも報告しているが，そのデータを用いて再分析した適合度もあわせて示す．

2.1 Four models of retention

Rubinらの論文で，焦点が当てられた関数は次の 4つである．

2.1.1 exponential model(EX)

最も古典的なモデル．yを保持率，tを時間経過だとすると，

y = aexp(−bt) (1)
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これは一定の比率で，記憶が忘却されていくという関数である1．

2.1.2 power exponential model(PE)

EXモデルの改良版 (cf. Wickelgren, 1972)．

y = aexp(−btc) (2)

である (0 � c � 1)2．

2.1.3 hyperbolic model(HY)

記憶が，双曲線 (hyperbolic)の形で減衰することを仮定するモデルである．関数は，

y =
a

a + bt
(3)

である3．

2.1.4 sum of exponential model(SE)

Rubin et al. (1999)で提出されたモデル．

y = a1exp(−b1t) + a2exp(−b2t) + a3 (4)

a1, a2, a3の項はいずれも，それぞれ独立した記憶貯蔵モデルを意味している（WMと LTM など）．

2.2 Methodological issues

以下，本稿におけるデータの扱いについて留意点を記す．

• 保持の指標は，よく用いられる正保持率 (p(C)）を用いる．

• データフィットの指標は，r2が良く使われるが，ここでは分布のゆがみにより強い ln(ML)を

用いる4．

• データセットは Rubin et al. (1999)が用いたものに従う（Appendix A参照）．

1y = aexp(−bt) = ae−bt = a( 1
eb )t となり，時間とともに想起率が 1

eb になっている関数だと思われる．
2これを展開すると y = ( 1

eb )tc となる．すなわち，t が大きい場合には，t が小さい場合に比べて，記憶の保持率の低下に
歯止めがかかる式になっていると思われる (0 � c � 1なので）

3このモデルでは，時間とともに一定量の（似た）経験が蓄積し，それによって fan効果が生じて，想起成績が落ちるこ
とを想定したモデルだとどこかで読んだことがある．分母の部分が，時間の経過とともに蓄積された経験量である

4計算機モデルでは，データにフィットするようにパラメータを推定する．具体的には，尤度関数 (ML) を最大化するよ
うなパラメータを求めることが多い．このとき，最大化された尤度が大きいほど，データとのフィットがよいと考えること
ができる．したがって，尤度関数の指標 ln(ML)も，データとの適合の指標だと考えることができる．共分散構造分析では，
この最大化された尤度関数（正確には，尤度関数にマイナスの値をつけているので，“最小化された尤度関数” になる）は
χ二乗分布に従うことが知られている
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2.3 Fitting the models to data

以上のモデルに，Rubin et al.(1999)のデータを当てはめたものと，これまでのデータセットに当

てはめたものの結果が Table 1である．Rubin et al.(1999)のデータでは，SEモデルがややよいが，

そこまで違いがあるわけでもない．これまでのデータセットでは，EXモデルがやや悪いが，残り

の 3つには，大きな差がないと考えてよい値である．

3 Introduction to landscaping

この節では，私たちが提案する “landscaping”という考え方を紹介する．その前に，旧来の方法

の問題点を指摘する．

3.1 Data-fitting: A local model analysis

旧来，計算機モデルでは，実験で得られたデータと，そのモデルがどの程度フィットするかで評価

されていた．この考え方を LMA(local model analysis)と呼ぼう．LMA には，3つの問題点がある．

• データには多くのサンプリングエラーが存在しており，その誤差が，本当に認知的プロセスを
覆い隠しているかもしれない．従って，そのようなデータで，認知プロセスのモデルとフィッ

ティングさせることの意義が弱い．

• 実験データの中には，デザインが不十分なものも多い（今回の例で言うと，保持曲線の測定
されたタイムポイント数が少ないなど）．

• 心理学には似たようなモデルが多い．このこと自体は，複数の起源が違うモデルが，データ
を説明するために同一の方向を進んでいると言うことであり，科学の観点から考えて望まし

いことである．しかし，似たようなモデルが多いと，単にデータからのフィットだけでその

良し悪しを判断するのに限界が出てくる．LMA では “両方のモデルともにフィットがよかっ

た” というしかない．

3.2 Landscaping: A global model analysis

LMA に対置されるのが，私たちが提唱している GMA(global model analysis)である．このアプ

ローチでは，より全体的な視野に立って，モデルを捉える．例えば，私たちは先行研究で，モデ

ルの複雑性 (complexity)を表現するための指標を開発した (Myung, Balasubramanian, & Pitt, 2000;

Pitt, Myung, & Zhang, 2002など）．本稿では，新たに “landscaping”という考え方を提案する．

landscapingは，2つのモデルの関係や，そのモデルと実証データとの関係を，グラフィカルに示

す方法である．landscapingでは，１つのモデルから発生させた (generate)データを，そのモデル

自身と，もう１つのモデルにフィットさせ，その様子を図示する．モデル Aとモデル Bという 2つ

の架空モデルから作成された landscapingの具体例を Figure 1に示す．データは，x軸にあるモデ

ル（この場合，モデル A)から生成される．x軸は，そのデータと，モデル Aとのフィットであり，

y軸は，そのデータとモデル Bとのフィットである．y = xの直線が引かれているが (criterion line)，

発生されたデータが，2つのモデルに同じだけフィットしている場合，この直線の上にデータがプ

ロットされる．このような形でモデル Aとモデル Bの比較をした landscapeを以後 “B /A” のように
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表記することとする．各ドット (observation)が criterionからどの程度離れているかという距離は，

ln(MLA) − ln(MLB)で計算できるが，これをすべてのドットで平均した値を，landscapeB/A の，相

対的なフィットの程度の指標と考える．

4 Application of landscaping to retention models

この節では，landscapingを実際の EX, HY, PE, SEの 4つのモデルに適用する．最初に，適用の

方法について述べ，次に結果について記述する．

4.1 Performing the landscaping analysis

landscapingでは，あるモデルからデータを発生させ，それを 2つのモデルにフィットさせる．デー

タの発生には以下の 3つのステップを踏む．

1. モデルのパラメータの値を，Jeffrey(1961)の分布から抽出する

2. 得られたパラメータをもとに，従属変数を算出する（ちなみに従属変数は 2値データである）

3. 得られた従属変数の値に，ノイズを加える

このようにして発生したデータを，2つのモデルにフィットさせた．そして，そのときの適合度

（ln(ML)) を算出してプロットした．発生させたデータは 1000であった．

landscapingの図は，そのときの実験デザインがどのようなものであったかによって大きな影響

を受ける．今回の実験の場合，被験者数 (N)と，測定されたタイムポイントの数 (t)が，実験デザ

インの主な変数である．今回扱った 77のデータのうち，この Nと tの主な組み合わせは，25ある．

次節では，そのうち，最も典型的であったと考えられる Burtt & Dobell(1925)の N = 1160,t = 5で

landscapingを描くこととする．

4.2 An illustrative case: The Burtt and Dobell (1925) design

結果が Figure 2である．x軸がデータ発生モデル，y軸が競合モデルである．EXと HY の間の

弁別性は高いが，どのモデルも，PEもしくは SEとの弁別をつけるのは難しい．例えば，SE/HY,

HY/SEに注目をしてみると，HYで発生されたデータは，SEにフィットするが (mean log odds=4.5)，

SEで発生されたデータは HY に必ずしもフィットするとは限らない (mean log odds=23.53)という

ことがわかる．同じようなことは，EX/SE-SE/EX, EX/PE-PE/EXとの関係にもあてはまる．EXが

SEや PEにネストされたモデル（SEや PEの特殊例）であることを考えると当然の結果でもある．

4.3 Distinguishability as a function of design

実験デザインの値を変えると，landscapingがどのように変わるかについて，いくつかの実際の実

験デザインをもとにシミュレートしてみたのが Figure 3である．全体として，Nが大きくなると，

モデルの弁別性が高くなることが分かる．実際，mean log oddsと Nとの相関は 0.85であった．t

との相関は-.09であった．実験デザインごとのmean log oddsをプロットしたのが Figure 4である．

x軸は，Appendixにある実験デザイン番号である．比較するモデル対によって，弁別性がデザイン
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に影響を受けやすいものやそうでないものがあることが分かる．最も弁別性の高いデザインは Nが

400程度で，tが 13であったり，Nが 1000以上であったりしている．モデル間の優劣を決めるた

めには，このようなデザインの元で実験を行う必要があることが分かる．また，どのモデル間で比

較をするのか，予め決まっている場合には，その弁別に最適の実験デザインを得ることができる．

4.4 Applying the landscapes to empirical data

landscape上に，実際の実験で得られたデータをプロットすることもできる．Wixted & Ebbe-

sen(1991)のデータを左に，Peterson & Peterson(1959)を右にプロットしたのが Figure 5である．

landscapeは似ているが，実際のデータの位置は違っているのを見て取ることができるだろう．モ

デル間の弁別という意味では，右側の方がすぐれたデータである．同じデータであっても，比較す

るモデルによって，プロットの位置は変わってくる．Burtt & Dobell(1925)のデータを用いて，そ

のことを示したのが Figure 6である．このデータは，SEと EXを弁別するのに適したデータであ

ることが分かる5．

5 Representativeness analysis

5.1 Defining representativeness

代表性の分析 (representativeness analysis)とは，実験データが landscapeのどこに位置するかをみ

て，そのデータの代表性を確認するための分析である．たとえデータがあるモデルにフィットして

いたとしても，そのデータが landscapeの領域から離れていたならば，そのモデルは，そのデータ

のよい説明にならない．もしあるデータが landscapeの領域から外れていたならば，それは検討し

ようとしているモデルから見て，そのデータは典型的ではないということであり，その解釈には慎

重になる必要がある．

このような分析をするために有用なのは，2つのモデルの landscapingを同時に表現することで

ある (Figure 7)．より外れ値的なデータの発見を容易にするため（後に述べるように，この外れ値

的なデータには，大きな意味がある），分布の裾野は，かなり広げてある．

5.2 Representativeness analyses of retention data

Figure 7のような図に実験データをプロットするとき，実験データは以下の 3つのカテゴリに分

けられる．

• 両方のモデルの領域に乗っかっているデータ

• 片方のモデルの領域に乗っかっているデータ

• どちらのモデルの領域にも乗っていないデータ（外れ値的なデータ）

77個の先行研究のデータをプロットしたとき，70-81%が１つめのカテゴリに入った．このカテ

ゴリに入ったデータを，representativenessの程度（Figure 7における y軸．つまり確率密度）を x

軸，y軸にとってプロットしたのが Figure 8である．これらのデータは，基本的に両方のモデルに

5これらの考察は，別に landscapeを描かなくても，それぞれの適合度を算出すれば分かることのような気もするが，，，．
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とって代表的なものであり，このデータでモデルを弁別しようとするのは難しいことが分かる．た

だし，これらのグラフを見ても，EXはどのようなデータに対しても，残りの 3つのモデルに比べ

典型性が低いことから，EXモデルはモデルとして不適切である可能性が指摘できる．

2つ目のカテゴリに入った研究は 13個である．これらの研究データが，どのモデルに対して典

型性を示したのかを Table 2に示す．この表を見る限り，やはり EXモデルの不適切性 (inferiority)

が分かる．また，Table 2をより詳しく検討すると，S E� HY � PE � EXという順位が見えてく

る．しかし，そうでない箇所もあり，この順序が決定的なものであるとは限らない6．

3つ目のカテゴリに入るデータは，注目の値する．このデータは，ただのノイズで代表性を持っ

ていないのか，従来のモデルでは説明しきれないデータなのかのどちらかである．後者であった場

合は，より詳細な検討を行って，新たなモデルを探索していく必要があるだろう．

このような代表性分析を行うと，“どの実験データが，どのモデルに代表的なのか” ということ

が明らかになる．たった 1つのモデルにのみ代表的なデータなどを分析することによって，そのモ

デルが，どのような特徴を持っているかなどを明らかにすることができるだろう．

6 Landscaping as a design tool

以上，landscapingについての解説を行ってきた．landscapingという観点でモデルを見直すこと

によって，例えばあるモデルを支持したいときには，どのようなデータを得ればよいのかというこ

とに関する示唆を得ることができるだろう．このような方法は “科学的” ということはできないか

もしれない．しかし，そのようなことによって，モデル自体の理解も進み，メリットも大きいので

はないだろうか．

最後に，landscapingを，他のモデルに当てはめる具体例について述べる．１つは情報統合のモ

デルであり，もう１つはカテゴリ化のモデルである．

6.1 Information integration models

ここで扱うのは Oden & Massaro(1978)の Fuzzy Logic Model of Perception(FLMP)と Ander-

son(1981)の Linear Integration Model(LIM)である．これらのモデルは，ある人が書かれた文字

を読んでいるときの (視覚情報と聴覚情報が同時に呈示されたときの），その人の音韻知覚を扱っ

ている．(was it a/ba/ or a /da/?)．

視覚情報と聴覚情報をそれぞれ操作した 2× 8の実験計画で（n = 24，被験者内），landscaping

を描画したのが Figure 10の上側である．両者の重なりはかなり大きく，この実験デザインでは本

質的に２つのモデルを弁別できない部分があることが分かる．さらに悪いことに，LIM から発生

させたデータの 30%が，FLMPの領域に入っている．

ところが，ここで実験デザインに “片方のモダリティからの情報だけがある場合” という要因を

加えると，landscapingは Figure 10の下側になる．このようなデザインだと，2つのモデルを弁別

しやすいことが一目瞭然である．LIM から発生させたデータも 1%しか FLMPの領域に入ってい

ない．2つのモデルの重なりが大きいとき，モデルの複雑性（complexity; Pitt et al., 2002)の程度に

あわせて criterion lineを移動させるという方法もあるが，今回はそういった方法をとるより，実験

デザインを改善することの有用性が示された．モデルの複雑性を考慮した方法は，次の例で取り上

6ここでの議論の前提は，より多くのデータが “代表性” を示すモデルが，すぐれているというものである．しかし，な
ぜそのようなモデルがよりよいモデルであるのか，私個人の中では十分に消化できていない．
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げる．

6.2 Categorization models

最後に扱うのは，Nosofsky(1986)の Generalized Context Model(GCM)と，それの拡張版である

GCM-γ( Minda & Smith, 2002; Shin & Nosofsky, 1992)である．GCMでは，i という刺激が，カテ

ゴリ K に分類される確率 P(K|i)は，

p(K|i) =

∑

x∈K
Sik

∑

j

∑

y∈ j

Siy

(5)

となる．Si j は刺激 i と j の類似度である．7．

一方，GCM-γは以下の通りである．

p(K|i) =

(∑
x∈K

Sik

)γ

∑

j

(∑
y∈ j

Siy

)γ (6)

見て分かるように，γというパラメータが入り，GCMモデルはGCM-γモデルの特殊例となって

いる．

landscapingが Figure 11である．実線が criterion lineだが，criterion lineがこの位置にあると，

GCMから発生させたデータも，多くがGCM-γによりよくフィットしてしまう．後者の方が，モデ

ルのパラメタ数が多いので当然である．ここで，モデルの複雑性を考慮して criterion lineを定める．

その criterion lineが破線である．これによって，GCMモデルで発生させたデータも，67%はその

モデルで説明できるようになる．しかしそれだけでは，十分に補正がされ切れていない．GCMモ

デルとGCM-γモデルは，nestedな関係にあり，複雑性のパラメタだけで補正できそうな感じがす

るが，landscapingという手法を用いて分かるように，両者の関係はより複雑なものである．複雑

性のパラメタや nestedという言葉だけでは，十分に表現できない両者間の関係を，landscapingは

視覚的に分かりやすく示してくれている．

7 General discussion

landscapingの方法を紹介した．この方法は，モデル間の関係を視覚的に表現するだけでなく，こ

れまで得られた実証的データの評価を行うことができる．さらに，次の実験に対する筋道も与えて

くれる．現在，我々はこの landscapingを localist connectionist modelに適用する方法を開発中であ

る (Kim, Navarro, Pitt, & Myung, 2004)．

7分子に注意．i という刺激と，カテゴリ K に含まれる刺激との類似度の総和に比例して，i という刺激がカテゴリ K に
分類されるというモデルになっている．
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