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1 問題と目的

Freudは，望ましくない記憶 (unwanted memories)は無意識の下に抑圧 (repression)することで，

忘れることができるとした．この “抑圧” という現象の存在は，100年もの間，議論を呼んだ．なぜ

なら，その現象は厳密に統制された実験で実証することが難しかったからである．しかし近年，実

行系 (exective function)というものが注意の distractionを減少させたり (Chao & Knight, 1999)，記

憶の干渉効果を低減させたり (Smith & Jonides, 1999)，刺激に対する強化された行動を抑制させる

(Posner & Peterson, 1990)ことが，認知心理学・神経心理学の研究によって明らかになってきた．こ

の実行系の機能は，自発的な抑制のメカニズムに対しても示唆を与えてくれるだろう．本研究は，

think/no-thinkパラダイムというものを使って，この自発的な抑制の機能を明らかにすることを目

的とする．

2 実験１

2.1 被験者

32人の大学生．

2.2 刺激

単語対 50(うち 10はフィラーである）．それぞれの単語対は，対内で弱い意味的な連関を持って

いる一方で，他の対との関連性はほとんどない．単語対の左側の単語が手がかり語になり，右側が

反応すべき単語となる．

2.3 手続き

まず被験者は，手がかり語をみて，反応すべき単語（ターゲット語）を再生するトレーニングを

受けた．トレーニングは全単語対のうち，最低 50％の刺激が再生できるようになった時に終了し

た．次に，被験者は本課題である “think/no-think”課題を受けた．この課題では，被験者は実行機

能を用いて検索プロセスを制御することが要求される．
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具体的には，まずスクリーンに手がかり語が表示され，その単語が反応すべき単語 (反応ペア）

であれば対になっているターゲット語を再生し，抑制すべき単語（抑制ペア）であれば，そのター

ゲット語を考えないようにすることが被験者に求められた．特に抑制ペアに対しては，被験者に

対して “ターゲット語が記憶に入ってこないようにする (should not allow to enter)”ことが強調され

た．スクリーンに表示された手がかり語が反応ペアか抑制ペアかということは，本課題前の教示に

よって，被験者は学習していた．抑制ペアは 15対あり，被験者は本課題の前にそのペアが抑制ペ

アであることをしっかりと学習し，本課題で抑制ペアと反応ペアを間違えないように求められた．

本課題の実施前にはフィラー単語を用いて，この think/no-think課題の練習を行った．

反応ペアの場合，手がかり語がスクリーンに最大 4秒間呈示され，それまでに被験者はそのター

ゲット語をできるだけ早く再生することが求められた．被験者が反応をすると，すぐにスクリーン

上の単語は消失し，次の手がかり語が現れた．抑制ペアの場合，手がかり語がスクリーンに呈示さ

れている 4秒間の間，被験者はターゲット語を考えないようにすることが求められた．被験者が抑

制ペアに対して間違えて反応してしまった場合には，ブザー音が鳴った．被験者が実行系を用いて

検索プロセスを制御することを確かにするため，被験者には手がかり語が呈示されている 4秒間，

その手がかり語から目を逸らさないよう要求した．反応ペアと抑制ペアはランダムに呈示された．

被験者の反応/抑制が終了した後，400msのブランクがあり，そのあと 200msの注視点を示すクロ

スが表示され，次の手がかり語が表示された．

反応ペア，抑制ペアともに，think/no-think課題での呈示回数が操作された．すなわち，ペアに

よって呈示回数が，0回, 1回，8回，16回のいずれかであった．どの呈示回数にどの単語対を割り

当てるかは，被験者間でランダムであった．その結果，被験者は think/no-think課題で 377回の試

行を行うことになった．

think/no-think課題が行われた後，最後のセッションとしてテスト課題が実施された．このテスト

課題では，手がかり語を見て，被験者がターゲット語を再生することが求められた．被験者には，

本課題における抑制の教示は，もはや有効ではないということを強調して伝えた．

2.4 結果

再生率を Figure 1aに示す．呈示回数 0回というのは，think/no-think課題で呈示されていない単

語であり，ベースラインの役割を果たしている．図から明らかなように，反応単語は再生率が繰り

返し回数とともに増加している一方で，抑制単語は再生率が低下している．このことは，実行系を

用いて意図的に検索過程を制御することによって，一旦記憶した単語の活性化量を意図的に低下さ

せることができることを示している．

ただし，この想起率の低下には実行系による活性化量の低下以外にも，他の説明が可能である

(Figure 2)．１つは，被験者は他の記憶との連合を強めたため，相対的にターゲット語の想起率が1低

下したという解釈である (Figure 2の 1)．２つめは，被験者が手がかり語とターゲット語との連合

を弱めたという解釈である (Figure 2の 2)．いずれの解釈も，実行系によってターゲット語自身の

活性化量が抑制・低下したという解釈を必ずしも必要としないものである．

このような他の解釈可能性を排除するため，実は本研究では上に書いてある条件以外に，“inde-

pendent probe”条件というものを設けていた2．この条件では，テスト課題において，事前に訓練し

た手がかり語を呈示する代わりに，ターゲット語の属するカテゴリの単語と，ターゲット語の頭文

1一種のファン効果
2事後的で申し訳ありません．論文にそういう流れで書いてあり，その流れで読んだ方が驚きが増すと考え，このように

書きました
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字を呈示した．そして，被験者にターゲット語を再生するように求めた．もし上に述べた抑制以外

の解釈可能性が正しければ，この条件における再生率は低下しないはずである．なぜなら，この再

生条件では，手がかり語が一切用いられていないからである．結果を Figure 1bに示す．やはり抑

制単語の再生率が低下している．この結果は，ここで述べた２つの解釈可能性を除去し，実行系に

よりターゲット語の活性化量が低下したという抑制の仮説を支持するものである．そして，抑制と

いうものを制御するメカニズムが人間にはあるということを示唆する結果でもある．

3 実験２

実験１の結果は，被験者がテスト課題における教示をよく理解していなかった可能性がある．す

なわち，本課題で抑制の教示をしたものを，改めてテスト課題では想起させたために，被験者が混

乱した可能性がある．そのような可能性を排除するため，実験２では，テスト課題で正しく想起さ

れた単語１つにつき，25セントを与えるようにした．これによって，被験者はテスト課題におい

て，抑制ペアであっても想起に方向づけられることになる．

3.1 被験者

32人の大学生．

3.2 手続き

実験１と同一．但し，テスト課題において，正しく想起された単語１つにつき，被験者に 25セ

ントが与えられた．

3.3 結果

Figure 1cと Figure 1dに same probe条件（手がかり語が与えられる条件）と independent probe

条件の結果が示されている．やはり抑制の繰り返しによって，想起量は低下しており，この線形的

な低下は，実験１と違いはなかった (F < 1)．

4 実験３

実験１・２の結果は，被験者が実験者の実験目的を読み取り，その結果 complianceによって生

じたものかもしれない．そのような解釈可能性を除去するため，他のカバーストーリーを用意して

追試を行った．

4.1 被験者

32人の大学生．
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4.2 手続き

実験１・2と同一．但し，被験者のテスト課題での教示を以下のように変えた．“これまでの研究

で，人が何かについて考えないようにすると，皮肉にもそのことを多く考えてしまうことが示され

ています (Wegner, 1994)．例えば，夜に寝ることを考えないようにしようと思って，逆に寝ること

ばかりを考えてしまい，不眠症になってしまうような人の症例が良く報告されています．私たちは，

この実験で抑制ペアの単語の想起量が増大することを予測しています．なぜなら，本課題におい

て，抑制を求めたペアに対しては，逆にそのことを多く考えてしまうことが想定されるからです”．

4.3 結果

実験後の質問紙で，被験者がこの実験目的を信じていたことが示された (5件法で平均 4.2)．し

かし，実験結果は実験 1・2と同じであった (Figure 1e, 1f)．

5 実験 4

これまでの実験の結果は，抑制により記憶の活性化量が意図的に制御され，低下することを示し

ている．しかし，これまでの結果は，記憶の活性化量の低下ではなく，ターゲット語に対するmotor

responseが抑制された結果なのかもしれない．そこで，実験 4では，think/no-think課題を go/no-go

課題に変える．そして，motor responseをさせない（想起はさせる）場合に，想起量が低下するか

を検討する．

5.1 被験者

16人の大学生．

5.2 手続き

これまでの実験と同一．但し，反応ペアと抑制ペアを設けるのではなく，goと反応するペアと

no-goと反応するペアを設ける．そして，go/no-go課題では，手がかり語に対してターゲット語を

想起させ，そのターゲット語に関して goもしくは no-goと反応する3．被験者に，想起した単語を

発声させない (motor responseさせない）点がポイントである．

5.3 結果

Figure 3aと 3bに結果が示してある．たとえmotor responseをさせなかったとしても，その繰り

返しが想起量を低下させていない．このパターンは実験１～3をプールした結果 (Figure 1g)と有意

に違うものであった (p < .001)．従って，実験１～3の結果が，motor responseによるものだという

可能性は排除された．

3この goと no-goがボタンプレスなのか，その他の反応なのかなど，細かいことについては論文中に言及されていない
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6 考察

一連の実験の結果，意識的に記憶に単語が入ってくることを防ぐことによって，記憶量を低下

させるメカニズムが人間に存在することが示唆された．心理的なアムネジアの症例が示すように

(Freyd, 1996)，思い出したくない記憶の手がかりに繰り返し接することによって，その記憶のアク

セシビリティが低下するというパラドキシカルな結果が見出された．

本研究以外にも，エピソード記憶の抑制に関する認知心理学的な知見はある．例えば，Anderson

& Spellman(1995)のRetrieval-Induced Forgettingでは，ある単語を想起した場合，想起した単語と干

渉を起こすような（類似した）単語の記憶が抑制されることを示している．しかし，この研究では，

本研究のような意図的・方略的な記憶の抑制は扱っていない．また，指示忘却 (directed forgetting;

Bjork, 1989; Conway et al., 2000; Geiselman et al., 1983)の研究では，意図的な記憶の忘却を扱って

いる．しかし，その忘却は，忘却の教示をする直前の単語群に限られている．本研究ではよりフレ

キシブルなターゲット語の忘却を扱っている4．また，本研究は記憶の抑制によって，逆にその記

憶のアクセシビリティが高まるという一般的な考え (Wegner, 1994)を，少なくともエピソード記憶

の抑制については支持しなかった5．

冒頭で，実行系がさまざまな抑制のプロセスに関与しているという知見を取り上げた．この実

行系はこれまでの神経心理学の研究により，DLPFC(dorsolateral prefrontal cortex)や ACC(anterior

cingulate cortex)に関係していることが示されている．恐らく，この部位と，記憶を司る側頭葉内側

部位が共同して，この記憶抑制のメカニズムを担っているのだろう6．記憶の抑制は，もはや Freud

が言っているような心理的防衛機制だけで説明されるべきではない．実行系の能動的な活動の結果

を反映していると考えるべきではないだろうか．

4Geselman et al.,(1983)では，リスト語を半分まで呈示し，片方の群には “実は今までのは練習でした．次からが本番な
ので頑張って覚えてください”（忘却指示群）と教示し，残りの群では “ここでリスト語の半分です．残り半分も頑張って
覚えてください” と教示する．その結果，リスト語の前半に関しては，忘却指示群の再生率が低かった．一方，リスト語後
半では，忘却指示群の再生率が高くなっていた（多分頑張って覚えたから）．この研究を見る限りでは，筆者が指摘してい
るような違いよりも，他の解釈可能性の介入の余地の方が，本研究と先行研究との違いとして大きいような気がする．特
に，この場合，忘却指示群の想起率の低下は，リハーサルの低下による可能性を否定しきれない

5Andersonはこのあとの研究で，少なくとも記憶の侵入は抑制によって生じていると考えている．しかし，記憶の侵入
が多いほど，実行系の機能がその侵入を阻害するように活動し，結果的に記憶のアクセシビリティは低下すると考えてい
る (Anderson et al., 2004)．

6実際，Andersonは 2004年の Science誌において，この両者の活動が，記憶の抑制に関与していることを発表している
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