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The Role of reminder in memory research.

記憶研究における想起誘導作因の役割り
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学習された情報が, 何等かの処置によって取り出せな く なるこ とがある。 例えば, 情報を習得し

てから時間が経過するにしたがって, その情報は思い出されに く くなるし(Ebbinghaus,1885 : 宇津

木保訳, 1978) , あるいは, 情報が習得された直後に, 神経系が一過性に極端な変調を引き起こされ

ること, 例えば全身性の痙摯を伴う頭部への電撃 (electroconvulsiveshock : E CS) 等の呈示は,

情報ゐ把持の阻害を引き起こすことが報告されてきた(Duncan, 1949) 。 と ころが, これらの情報が

一旦取 り出されにく く な りながら, 後に利用が可能になることがある。 それを実験的に示した一ご=)

の例が, 想起誘導処置実験であった。 学習が形成された後の, 何等かの処置によって, 後のテス ト

おける把持成績が低下したとき, 標準的にはテス ト直前に, 何等かの刺激を経験させることによっ

て, 成績の上昇を引き起こすこ とができる。 この, 記憶を回復させることを期待してテス ト前に与

えられる処置を, 想起誘導処置という。 本論文ではにこの想起誘導処置手続きを用いたこれまでの

研究によって, 記憶のどのよ うな側面が明らかされてきたかを検討する。

1. 健忘作因による忘却と記憶の回復

記憶の固定 (長期記憶の形成) とは, 神経系に当該の情報に対応する新たな構造的回路が形成さ

れること と考えられてお り, そのためには, 蛋白質の合成が活発に行われることが必要であるとす

る仮説が提唱されてきた (Flexner, Flexner, Stenar, delaHaba, & Roberts, 1962) 。 これが正し

いとすれば, 記憶の固定時期に脳内蛋白質が合成されなければ, 長期記憶が形成されないことにな

る。 このことは, 習得された記憶情報が短期記憶として維持されている時に, 蛋白質合成が阻害さ

れてしま う と長期記憶化しないこ とを示し, 結果と して, この情報は永久的に失われてしま う こと

を示すものと考えられてきた。 この仮説を支持する事実は, Flexner等 (1962) が, 蛋白質合成抑

制剤であるピューロマイシソを用いた健忘誘発実験を行って以来, 数多く報告されてきた (例えば,

lt happenssometimesthat acquired informationcannotrecalledby sometreatment. For eχample, acertain

period of time after acquiring an information may make it di伍cult to recall the information. M oreover, the

treatment causing drastic dysfunction of the brain immediately after acquisition is followed by impairment of

retrieval of theinformation. H owever, some informationswhich wereseemingly lost can recover. Reminder is

oneof thetreatmentswhichstimulatetorecall thelostinformatiOnand hasusedtoinvestigatethemechanism

of memory. ln thispaper, the effect of reminder treatment on retrieval isdiscussed.

ShuzoOHI
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総説については, Davis& Squire, 1984 : 大井, 1983参照) 。

しかし, 1970年代に入 り, QuartermainandMcEwen (1970) が, 蛋白質合成抑制剤であるシク

ロヘキシ ミ ド (cycloheximide: CXM) を訓練前に投与すること (すなわち, 訓練中の蛋白質合成を

抑制すること) によって, 訓練の24時間後のテス トでは健忘現象を引き起こし, その一方で, 48時

間後のテス トではその健忘からの自発的な回復が生じることを観察した。 この事実は, 24時間後の

健忘現象が, 学習情報の永久消失の結果ではな く , 情報は長期記憶化して保持されてはいたが, 何

等かの想起の妨害によって取 り出せな く なっていたことを示すものと考えられた。 同様の現象は,

そのほかにもい くつか報告されている。 もちろん, CXM を用いた健忘誘発実験では, そのよ うな

記憶の回復を示さないものも多く報告されている (大井, 1985) 。 ( これらの自発的な記憶の回復現

象と, 脳内の蛋白質合成抑制が記憶の固定を阻害するとい う仮説との議論については, 別の論文(大

井, 1983, 1985) を参照のこと。)

2。 記憶の固定阻害と想起誘導処置

2 . 1 想起 誘導処置 に よ る記憶 の回復

記憶の固定を障害し, 永久的に消失させたと思われていた情報が, 時間の経過に伴って, 自発的

な回復を示す実験が報告されたことによって, 健忘作因にょ って障害を受けた記憶機構は, 長期記

憶の形成ではな く , 情報の取 り出しではないかとい う疑問が出されてきた。 そ うであれば, 健忘処

置を受けて利用できな く なっている情報は, 長期貯蔵庫に存在するはずであり, 何等かのきっかけ

があれば取 り出せるのではないかと考えられる。

頻繁に用いられてきた健忘作因の一つである ECS は, 短期記憶の維持を阻害し, 結果として短

期貯蔵された情報の長期記憶化を阻害すると考えられている。 Lewis, Misanin, andMiller ( 1968)

は, 上記の疑問に対して次のよ うに考えた。 長期記憶の形成は情報の入手の数秒以内に確立してし

ま うのであ り, ECS による逆行性健忘は, 情報の取 り出しの妨害である。

Lewis等の考えが正しいとすれば, 健忘状態にある記憶情報を回復させる手だてがあるはずであ

る。 彼らは, ラ ッ トを初験体とし, 1試行のプラ ッ トフ ォーム型の受動的回避課題を訓練してこれ

を検証した。 プラ ッ トフォームに置かれたラ ッ トは, 床のグ リッ ドに下りた途端に電撃 (足電撃)

を受け, その直後に両耳に取 り付けられた電極を通して, ECSを与えられた。 その20時間後に, 被

験体は訓練時と同じようにプラ ッ トフ ォームに置かれ, 床へ下りるまでの潜時を測定する把持テス

トを受けた。 このテス トで, ECSを受けなかったラ ッ トは, いつまでも床へ下 りることはなかった

が, ECS を受けたラ ッ トは, す ぐにプラ ッ トフ ォームから下 りて しまった。 この現象は, ECS に

よって標準的に引き起こされる逆行性健忘である。

そこで Lewis等は, このテス トの4時間後に, 訓練事態とは無関係な状況下で, 訓練時に罰とし

て用いられた足電撃を被験体に呈示した(想起誘導処置)。 そしてその20時間後に再テス トを行った

ところ, 想起誘導処置を受けた群は, 受けなかった群よりも有意に高い把持成績の改善を示した。

これは, 一旦利用不能となっていた情報を, 訓練時に経験した刺激をテス ト前に再経験させるこ と

で, 再び利用可能にさせるこ とができることを示す最初の報告であった。

その後, Quartermain, McEwen, andAzmitia (1970) は, 健忘現象が誘発された後で, 記憶が

想起誘導作因によって回復することを検討しよう として, 健忘作因の異なる二つの実験を行った。

第一の実験では, ラ ッ トを被験体と し, 明るい部屋に入れられた被験体が, 小さい入口を通過して

暗い部屋へ入り込んだ直後に, 足電撃 (1.6mA, 最大 2秒) を受けるという, 1試行の踏み込み型受

動的回避課題が訓練された。 被験体の一部は, 訓練 1秒後に ECS 処置を受けた。 これらの被験体
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は24時間後に最初のテス トを受けたが, ECSを受けた動物では, この時には明白な健忘現象が観察

された。 そこで, このテス トの 1時間後に, 訓練事態には随伴しない足電撃の呈示である想起誘導

処置を経験させたと ころ, その24時間後の再テス トにおいて, た とえ以前に ECS を受けていた と

しても, 把持を回復させることができた。 訓練なしの想起誘導処置だけでは, いかなる回避反応も

示されなかった。 これは Lewis等 (1968) の結果と同じである。

第二の実験では, 蛋白質合成抑制剤である CXM を健忘作因として用い, その健忘に対する想起

誘導処置の効果を検討した。 すなわち, 不安定な記憶から安定した記憶へと移行すると きに, 脳内

の蛋白質合成を抑制することによって生じる逆行性健忘から, 想起誘導処置によって記憶情報を回

復させられるか否かを検討した。 被験体としてのマウスに, 上述と同じ課題で訓練とテス トを行っ

た。 ただし, 足電撃の強度はO。16mAであった。 この強度は, 1. 6mAを用いた場合には, 訓練の24時間

後のテス トで示された CXM による逆行性健忘が, 48時間後のテス トでは自発的に回復したのに対

して, 0. 16mAの強度では, 訓練後48時間を過ぎても, 記憶情報の自発的回復が観察されなかったこ

とから選択された。 この実験の結果, CXM の訓練前投与が, 訓練24時間後の把持テス トで, 逆行

性健忘を引き起こすこ とが示された。

そこで, この逆行性健忘を示した被験体に, テス ト 1時間後に非随伴性の足電撃とい う想起誘導

処置を呈示して, その3時間後に再テス トを したところ, 把持の回復が観察された。 これらのこと

は, 蛋白質合成抑制剤によって引き起こされた逆行性健忘であっても, 想起誘導作因は有効に記憶

情報を回復させることができることを示している。 一方この事態で, 第一把持テス トが行われずに

想起誘導処置のみが与えられた り, 想起誘導処置が第一テス トの23時間後に実施された場合には,

第ニテス トにおいて想起誘導現象は観察されなかった。 このことは, 第一テス トと想起誘導処置と

の間に相互作用の関係が存在することを示唆している。

2 . 2 健忘作因に よ る健忘誘発 と想起誘導処置

記憶に対する種々の健忘作因のm害効果が, 情報習得後いつの時期に与えられるかによって異な

るこ とは, よ く知られている。 この阻害効果の時間依存性は, これらの作因が記憶痕跡の固定過程

の特定の段階を妨害するためであると考えられてきた。 この仮説にしたがえば, 記憶は, 習得直後

では様々な作因による破壊を受け易い不安定な状態にあり, その後の時間経過に伴って破壊に対す

る抵抗を増し, 最終的に影響を受けない固定 (長期記憶の確立) と言われる段階にいたる。 健忘作

因による逆行性健忘は, この初期の不安定な記憶を, 安定した記憶 (長期記憶) へ移行させる過程

を阻害するために生じると考えられた。 この考えにしたがえば逆行性健忘が生じるときには, 情報

の消失は不可逆的である (Luttges& McGaugh, 1967) 。

これに対して, Quartermain, McEwen, andAzmitia ( 1972) は, 記憶が取 り出せないとい う事

実は, 記憶情報が失われてしまったために, 取 り出し不能七あるということを必ずしも意味してい

るわけではないと主張して, 健忘作因による記憶の固定阻害仮説に対しての1つの反証を, 健忘記

憶の自発的回復 と と も に (Miller, 1968 ; Quartermain & McEwen, 1970 ; Zinkin & Miller,

1967) , 次の実験で提供しよ う とした。

彼らは, Quartermain等 (1970) の実験と同様に, 被験体には, ECSによる健忘実験ではラ ッ ト

を, CXM による健忘実験ではマウスを用いて 6実験を行った。 全ての実験で, 1試行の踏み込み

型受動的回避課題を訓練した。足電撃は被験体がラ ッ トの場合には1. 6mA, マウスが被験体の場合に

は, 0. 16mAであった。 想起誘導作因には, 非随伴性の足電撃のほかに, 訓練手続が随伴しない訓練

装置の再経験も用いられた。

その結果, 次の事が明らかとなった。 訓練装置の再経験による想起誘導処置は, それだけで記憶
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を回復させるのに十分であった。 これに対して, 足への電撃による想起誘導処置は, 装置への再経

験の前後に与えられる時にのみ想起を促進したが, これを単独で呈示しても, その後の把持テス ト

での記憶の回復を生じさせなかった。 また, 想起誘導処置によって回復した記憶は, 健忘作因を受

けなかった記憶と同じ く らい, 永続性があるこ とも示された。 これは, Ridde11(1969) によって報

告された, ECSによる健忘現象の後の自発的に回復した記憶が弱々し く , 急速に消滅していく とい

う現象と, 著しい対照を示している。

ECS を用いた同様の実験は, GordonandMowrer (1980) によって も, 実施された。 彼らは,

ECSによる逆行性健忘が記憶の固定阻害によるのであれば, 想起誘導処置による記憶の回復は, 再

学習によって新たに記憶情報を習得した とい う可能性もあ・ると考えた。 すなわち, 想起誘導処置が,

明白な再訓練とはならないにしても, なんらかの新たな習得の機会を提供したのかもしれない。 さ

らに, 多く の研究で用いられてきた ECS の強度が, 比較的弱かったために, 完全な健忘を引き起

こすにはいたらなかったこともあり うる。 そして, 想起誘導による記憶の回復は, 以上の二つの要

因の組合せによって生じた という可能性も考えられよ う。 しばしば訓練事態と想起誘導事態とが似

ているために, 想起誘導処置によって獲得された情報は, 訓練で習得された情報と類似のものとな

ることもあるはずである。 この情報が, 訓練時に獲得された情報に, 正の転移をするとすれば, 把

持が回復しても合理的である (Gold& King, 1974) 。

これが正しいとすれば, 訓練時に習得された情報と措抗する情報を含む想起誘導処置 (消去) を

受けた場合には, 記憶が回復することはないはずである。 そしてこれが示されれば, 想起誘導処置

が ECS によって引き起こされた貯蔵の減退を補完することによって, 記憶を回復させたことを示

すこ とになる。

この仮説を検討するために, 彼らは次のよ うな実験を行った。 ラ ッ トを被験体とし, 白(出発箱)

と黒の箱 (安全箱) が接続されて 2室から構成されている装置によって, 一方向型回避課題を訓練

した。 学習規準は, 30試行以内に 3回連続正反応をするこ とであった。 一部の被験体は, 訓練を受

ける代わりに, 訓練装置とは別の白箱で, 逃避不能な電撃を受けた。 ECSは最終訓練試行の10秒以

内に与えられた。 想起誘導処置は, 回避装置の白箱に60秒間拘束するこ とであ り, この間に電撃が

呈示されることはない。 この処置は, 訓練の72時間後に行われた把持テス トの16分前に与えられた。

把持テス トは, 5試行の再学習法で行われた。

その結果, 訓練を受けた動物のうち, ECSを受け, さ らに想起誘導処置を受けたものは, 記憶を

回復させたが, 逃避不能の足電撃を受けた動物では, ECSを受けず, 想起誘導処置を受けたものの

みが好成績を示した。 もちろん, 訓練- ECS一無想起誘導処置の動物では, 成績の回復は見られな

かった。 一方, 訓練を受けたが ECS を受けなかった動物では, 想起誘導処置は, 把持成績を低下

させた。 これらの結果から, GordonandMowrer (1980) は, 想起誘導処置が消去の手続きになっ

ていると考えた。 そして, その消去手続きによっても, ECSによる健忘からの回復が観察されたこ

とから, 想起誘導処置は, 再学習によるものではな く , 何等かの情報の取 り出しに関わっていると

結論している。

ECSや蛋白質合成抑制剤以外に, 異常体温を引き起こしてやることによっても, 健忘現象を引き

起こすことができる。 しかし, 異常体温であっても高体温による健忘誘発は, あま り うま く は示さ

れていなかった。 Mactutus, Ferek, andRiccio ( 1980) は, 高体温によって健忘現象が誘発 される

ことを示すとともに, 体温異常によって引き起こされる健忘現象の性質を明らかにするために以下

のよ うな実験を行った○・ ■㎜

ラ ッ トを被験体とし, 白 (出発箱) 黒二室からなる装置を用いて, 1試行の踏み込み型受動的回

避課題を訓練した。 訓練後様々な時間に, 高体温処置 (45±1℃の湯温中へ, 。体の痙旱が生じるか,
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10分経過するまで入浴させるこ と) が与えられた。 テス トは, 処置の24時間後に行われた。 想起誘

導処置は, 訓練事態とは別の事態で与えられる足電撃であり, 健忘処置の24時間後に与えられた。

この場合, テス トは想起誘導処置の24時間後に行われた。 その結果, 訓練後60分までに与えられる

高体温処置は, 顕著な健忘現象を引き起こしたが, 24時間後の処置は, 健忘効果を示さなかった。

このよ うに, 高体温処置も適切な時期に, 適切な強度で呈示されれば, 健忘現象を誘発することが

できることが示された。しかし, この健忘現象も, 訓練の24時間後に与えられる想起誘導処置によっ

て消滅し, 把持の改善が生じた。

一方彼らは, 低体温と高体温によって引き起こされる健忘の性質の違いを検討するために, 上述

の実験と同じ被験体・課題によって実験を行った。 1 日に 1試行の訓練 (テス ト) ・処置が4 日間繰

り返された。 毎日の訓練の直後に, 高体温か低体温 ( 3 ̃ 5℃の冷水中に浸される (体温が21℃以

下になる) こ と) のどち らかの処置が行われた。 この結果, 試行を繰 り返すと, 低体温処置では記

憶が回復してきたが, 高体温処置では, そのよ うな回復がみられないこ とを示した。

以上の2実験から, Mactutus等は, 高体温によって健忘を誘発するためには, 環境の温度上昇に

伴う体温の上昇が, 痙摯を引き起こすまでにならなければならないこ とを示唆した。 この痙旱は,

ECSや極端な低体温症が健忘現象を引き起こす ときにも, 典型的に見られるものである。 また彼ら

は, 異常体温にともなって生じる健忘作因と同じよ うに, 情報の取 り出しの失敗によって引き起こ

された ものである と主張している。

2 . 3 健 忘作因 は情報の取 り出 し を妨害 した のか

上述された想起誘導作因による記憶の回復は, ECSや蛋白質合成抑制剤などの健忘作因によって

引き起こされた健忘現象が, これらの作因による情報の取り出しの妨害によるのであって, これら

の作因が記憶の固定を妨害し, したがって情報を消失させたためではないとい う主張を支持してい

るよ うに思われる。 このよ うな見方に対して, Davis, Rosenzweig, Bennett, andOrme (1978) は,

蛋白質合成抑制剤によって引き起こされる健忘現象では, 想起誘導作因によってその記憶情報が回

復するこ とと, 健忘作因が記憶の固定を阻害するこ ととは矛盾しないと主張した。 このことを示す

ために, 次のよ うな実験を行った。

マウスを被験体とし, 1試行の踏み込み型受動的回避課題を訓練した。 健忘作因である蛋白質合

成抑制剤のアエソマイシソは, 訓練の20分前に 1mgか7mgが投与された。 把持テス トは, 1, 7,

21日後から開始され, 1 日1試行で 4 日間 (電撃は与えられない) からなっていた。 想起誘導作因

は, 訓練事態とは別の状況で呈示される足への電撃であり, 第一テス トの1時間後に呈示された。

この結果, 短い把持間隔では, アニソマイシソの投与量には関係なく , 想起誘導処置が記憶を回

復させた。 しかし, 把持間隔が長く なるにつれて, 高投与量では, 想起誘導処置による記憶の回復

が見られなく なった。 すなわち, 蛋白質合成の抑制がより完全である場合には, 想起誘導作因は記

憶を回復させることができなかった。 また, 低投与量において, テス トの2 日目から 4 日目にかけ

て記憶の回復が観察されたが, これは, 訓練事態と同じ状況下で, テス トが繰 り返し行われるとい

う本実験で採用されたテス ト手続きが, その訓練事態を再経験させるという, 想起誘導処置として

の機能を果た したことを示すものと考えられる。

この実験結果からいえることは, 想起誘導現象の基礎には記憶痕跡の強さがあるのであり, その

強さの程度がアユソマイシソによって決定されていた とい うこ とである。 そして, 記憶情報が取 り

出されて利用可能になるためには, この痕跡の強さが行動闘以上にならなければならない。 想起誘

導処置が実施されない場合に見られる健忘現象は, 健忘作因によって記憶痕跡の強さが閥下に押え

込まれたことを意味している。一方, 想起誘導作因の記憶回覆効果は, 記憶痕跡の強さの上に, 想
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起誘導処置による情報取り出し効果が積算されたものであり, その結果が閥上になれば行動が出現

し, 閥下であれば, 出現しないと考えると合理的のよ うに思われる。

さ らに, 健忘作因が引き起こす健忘現象が, 記憶の固定を阻害したためではないとい う主張が解

決しなければならない問題が, まだ残されているよ うに思われる。一つには, ECSが健忘現象を引

き起こす時には, 訓練の終了後比較的短時間内に, それを経験させられなければならない。 Quar-

termain等 ( 1972) や GordonandMowrer (1980) が主張するよ うに, ECSが記憶の固定ではな

く , 記憶情報の取 り出しを阻害したのであれば, ECSを経験する前に記憶の固定が生じていたこと

になる。 このよ うな主張は, 同時に, これほど短時間に記憶の固定が生じるための機構がどのよ う

なものであるかを, 示さなければならないであろ う。

また, 蛋白質合成抑制剤による健忘誘発が, 記憶の固定の妨害によらないのであれば, 記憶の固

定には蛋白質合成が必要ではないことにな り, やはり長期記憶の貯蔵方法がどのよ うなものである

かが, 示される必要がある。 その一方で, 蛋白質合成抑制剤や ECS は, どの様な機構によって記

憶情報の取 り出しを妨害したのか, その機構も不明のままである。

3。 その他の記憶 ・忘却現象と想起誘導処置

3 . 1 短期 記憶 情報の消失 と想起誘導処置

想起誘導処置による記憶の回復の現象は, 健忘作因によって強制的に引き起こされた忘却以外で

も示されてきている。 この一つは, 取 り出しにく く なっている短期記憶情報の再利用に関するもの

である。

すなわち, 記憶情報の再利用の失敗が情報の取 り出しの障害であるとすれば, これまで述べられ

てきた長期記憶の取 り出しばかりでな く , 短期把持の障害にもこのことがいえるのかも しれないと

い う考えである。 Feldman andGordon (1979) は, ラ ッ トでの遅延交替学習課題でこの点を検討

した。 T 迷路によるこの訓練は, 第一走行で一方の腕部への強制走行を行い, 第二走行でどち らへ

も行ける選択走行事態下で, 第一走行と逆方向へ行く ことを学習させるものである。 強化は餌報酬

であった。 この時, 第一走行と第二走行とが90秒以上離れると, 学習成績が著し く悪 く なった。 し

かし, 第二走行の直前に装置の第一走行側を経験させると, 走行間隔が90秒以上離れても, 成績の

低下は生じなかった。

また, 強制走行を 2回行わせ, それぞれでの目標腕部を交替させて経験させた後に, 第三走行で

第二強制走行と逆側へ行かせる選択走行を訓練するという, 別の遅延交替学習実験を行ったところ,

第一と第二の強制走行の走行間隔が120秒以内の場合には, 選択走行での学習成績が, それほど改善

させられることは,なかった。さ らに120秒以上離れている場合でも, 第二の強制走行直前に第一強制

走行側を経験させる場合には, 成績はやはり悪かった (Gordon& Feldman, 1978) 。 すなわち, 想

起誘導作因が, 第二強制走行の直前に第一強制走行の情報を引き出すことによって, 第三走行での

第二強制走行の情報の利用を妨害したのである。 これと同じ結果は, Kasprow (1987) によっても

得られている。

これらのことは, 短期把持の場合の時間経過に伴う記憶情報の消失から, 想起誘導処置が情報を

回復させるこ とができることを示している。 この短期把持の自然的忘却と想起誘導処置による記憶

の回復の現象を説明するために, Grant( 1986) は次のよ うに考えた。 記憶情報は, 短期把持間隔中

ではリハーサルを されなければ維持されない。 しかし, 長期の把持間隔はそのリハーサルを阻害す

る。 そして, 想起誘導処置はリハーサル機能を再度活性化するのである。 しかし, これらの実験で

の想起誘導処置である強制走行側の目標箱への拘束が, 新しい空間情報の学習を促したのではない
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かとい う疑問 (Grant & Marshal, 1985) も残っている。

3 . 2 記憶 に果た す刺激文脈(1)の役割 り と想起誘導処置

一方, 記憶情報の取 り出しの失敗の最も一船的に見られる現象は, 時間経過に伴 う情報の利用効

率の低下であろ う。 この現象は, 記憶の最初の科学的研究を行った Ebbinghaus(1885) によって示

された。 この低下は, なぜ生じるのであろ うか。 他方で, 把持間隔が長く なると, 多 くの場合にテ

ス ト成績が悪く なるけれども, その低下は, 第一試行のみで, 第二試行からは回復することがよく

みられている (Sara, Davis-Remacle, & Lefevre, 1975 ; Sara, Davis-Remacle, Weyers, &

Giurgea, 1979) 。

Spear( 1973) によれば, 情報を習得してから再利用するまでの間隔が長 く なるにつれて, そ0 間

に様々な こ とを経験するこ とになる。 そ して, それらの経験が逆行抑制を引き起こす結果として,

時間経過に伴 う単純な忘却 ( 自然的忘却) が生じるのである。 すなわち, これらの訓練事態とは無

関係な経験は, 訓練時に経験された訓練事態の刺激文脈を, テス ト時までに変化させてしま う。

このこ とは, 自然的忘却は, 記憶情報を取 り出すための文脈が整備されていないために生じるこ

とを意味する。 したがって, テス ト前に文脈を整備してやれば, そのような把持の低下は生じない

はずである。 情報取り出しにおける文脈の重要性は, ヒ トにおいて確認されており (Tulving &

Thomson, 1973) , ヒ ト以外の動物においても, 文脈手がかりが記憶情報の取り出しに重要な役割を

担っているこ とが示されている (Spear, 1973 ; Tomie, 1976) 。

Deweer, Sara, and Hars ( 1980) は, こ の Spear ( 1973) の主張を検討す るため に, 自然的忘却

からの情報の回復に及ぼす文脈刺激のテス ト前呈示の効果を調べた。 ラ ッ トを被験体とし, 餌報酬

を強化体 として, 4単位のT 迷路で左右弁別課題を訓練した。訓練は1日に 1試行で, 5 日間行わ

れた。 テス トは, 再学習法で, 訓練終了の25日後から 2 日間実施された。 想起誘導処置は出発箱を

90秒間経験することであり, テス ト前に与えられた。 動物の一部は, 把持間隔中に14日間にわた り,

1 日に 1度想起誘導処置を経験した (想起誘導処置の効果を消去するため)。

この結果, 訓練後に想起誘導処置のみを受けた動物は, 最初のテス トで訓練最終成績と同じ成績

を示した。しかし, 把持間隔中に繰り返し想起誘導処置を受けた動物は, 想起誘導処置を受けなかっ

た動物と同様に, 把持成績が悪かった。 ところが, この後者の動物も, 2 日目のテス トでは想起誘

導処置のみの動物と変わりない成績を示した。

このテ ス ト 2 日目の好成績は, 2 日間の学習によるのかもしれない。 そこで彼らは, 訓練を受け

る動物と受けない動物に, テス ト直前に想起誘導処置を施し, 数日のテス トを行った。 訓練とテス

ト手続きは前実験と同じであった。 その結果, 訓練を受けた動物では, 前実験と同じ結果が得られ

たが, 訓練を受けなかった動物での繰り返しテス トでは, 2 日目になっても把持成績は余り上昇し

なかった。 すなわち, テス ト 1 日目の成績が悪く , テス ト 2 日目で成績がよ く なるのは, テス ト 1

日目で学習が進行したためではな く , warmupができていなかったためであった。 したがって, 自

然的忘却は, 情報の取 り出しの失敗によるのであり, 想起誘導処置は, warmup機能を持つのであ

ると結論 している。

さ らに, 25日の把持間隔後に見られる自然的忘却が, テス ト前の90秒の出発箱経験 (想起誘導処

置) によ って軽減させられたが, DeweerandSara (1984) は, この軽減効果を最も うまく引き出

すための, 想起誘導処置とテス トとの間隔や, 文脈手がかりへの接触の長さの条件を明らかにしよ

うとした。 実験方法は前実験とほぽ同じであるが, 想起誘導処置は, テス ト直前, 1時間前, 24時
. i 。 ● - , ’ 陶 。

一

田 “文脈” とい う用語は, 用いられる刺激が必ずしも学習課題に随伴していることをさすのではな く , 学習状況

に時空的に関係して存在したとい う意味で用いられる。
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間前のどこかで与えられ, また想起誘導処置を経験する時間間隔が様々であった。

その結果, テス ト 1 日目の成績では, テス ト直前に想起誘導処置を受けた動物が最もよかった。

しかし, 1時間前と24時間前に想起誘導処置を受けた動物も, 直前に受けた動物ほどではないけれ

ども, 想起誘導処置を全く受けなかった動物よ りも, よい成績を示した。 また, 想起誘導処置を経

験させる間隔の長さの果たす役割については, 経験期間が90秒の時に最も想起誘導効果が大きく ,

それよ りも長 く なっても, また短 く なっても効果が低下するとい う逆 U 字型の効果勾配を示した。

以上のよ うに, 自然的忘却は, 想起誘導処置によって記憶の改善を図ることができるが, この想

起誘導処置の与えられ方によって, 効果が異なることに注目しておかなければならない。 ところで,

ここで明らかとなった, 想起誘導処置- テス ト間隔や, 想起誘導処置を経験する長さによって, 同

じ想起誘導処置であっても効果が異なるとい う現象は, 健忘誘発作因によって引き起こされた健忘

現象からの, 想起誘導処置による記憶の回復にも当てはまるのであろ うか。 今後の課題である。

3 . 3 記憶 に果 たす睡眠の役割 り と想起誘導処 置

記憶情報を獲得してから, その情報を再生するまでの把持間隔での経験の質が, 把持成績の程度

を決定することは, 逆行抑制の現象によって示されてきた。 そして, テス ト時に把持の低下を最も

小さ く抑えるには, 把持期間に情報の習得を経験しないことであり√このためには睡眠が最も効果

的であるこ とが, JenkinsandDallenbach ( 1924) によって示された。 しかし, 睡眠がどの記憶機

構と深く関わっているのか, 基本的な記憶固定過程なのか, それとも以後の効率的な記憶の取 り出

しにも関わっているのかは興味のあるところである。 前者の場合には, 学習後の睡眠剥奪は, 回復

不能の記憶障害をもたらすはずであり, 後者の場合には, 睡眠に代わる, 取り出し機能を促進させ

る処置によって, 回復が可能となるはずである。

Hars and Hennevin ( 1983) は, ラ ッ ト を 被 験体 と し , 餌 を 報酬 とす る 6 単位 の T 迷路で , 1

日1試行, 5 日間の訓練を行った。 毎日の訓練後, 被験体は以下のどれかの処置を受けた。 睡眠の

許される群, 睡眠の許されない群, 睡眠は許されないが, 各試行前に実験事態を90秒間経験する群,

それに睡眠も想起誘導処置も与えられる群である。 想起誘導処置は, 訓練時の背景刺激を経験する

ことであり, 2 日目以後の訓練前に与えられた。 断眠は, 水タンク方式で行われた。 この結果, 睡

眠を許されたか, 想起誘導処置を受けたかした 3群の把持成績はほとんど変わりがなかったが, ど

ち らも経験しなかったラ ッ トは, 把持の障害を示した。 このことは, 想起誘導処置が, 働眠による

健忘現象に対して, 措抗的な効果を持つことを示してお り, 断眠は, 記憶情報の取 り出しを阻害し

ていることを示す ものである。

ところで, 近年の睡眠の生理学的研究によって, 睡眠には徐波睡眠と REM 睡眠の2つの型があ

ることが分かっている。 この分類が確立されて以来, 睡眠の耐忘却効果がどちらの型の睡眠と関係

があるのかに関心が集まってきた。 学習後では REM 睡眠が増大するという事実が, い くつかの実

験で報告されているし (Fishbein, Kastanitotis, & Chattman, 1974 ; Lucer0, 1970 ; Smith, Kita-

hama, Valatx, & Jouvet, 1974) , REM 睡眠の剥奪が, 課題の複雑性に依存して, 把持成績を低下

させるとい う こ と も示されている (Leconte, Hennevin, & Bloch, 1974 ; Rideout, 1979) 。 また,

REM 睡眠中に想起誘導処置を与えると, その後の把持成績が上昇することも示されてきた (Hars,

Hennevin, & Pasques, 1985) 。 これらのことは, REM 睡眠が記憶情報処理に重要な役割を果たし

ていることを示唆している。 しかし, REM 睡眠と記憶との密接な関係が示されて く る一方で, 徐波

睡眠と記憶との関係は, あま り明らかにはされていない。

Hars and Hennevin ( 1987) は, REM 睡眠 中 に呈示 さ れ る こ と に よ っ て把 持 を 改善 さ せ る こ と

ができる想起誘導処置を, 徐波睡眠中に呈示した場合にも, 想起誘導効果があるのかを明らかにし
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よ う と した。ラ ッ トを被験体とし, 双方向シャ トル型回避課題で 1 日20試行連続 3 日間の訓練を行っ

た。 条件刺激には, 耳への軽電撃が用いられ, 耳電撃を受け始めてから10秒以内に, 走路の対側に

走り込めなかったら, 足電撃を呈示された。 毎日の訓練終了後, 4時間の睡眠を与え, この間に出

現する徐波睡眠中に, 耳軽電撃による想起誘導処置が与えられた。 そして, 徐波睡眠中に呈示され

た想起誘導処置は, その後の把持成績を改善させることはなく , むしろ低下させたという結果が得

られた。すなわち, 徐波睡眠中の想起誘導処置は, 想起を誘導するのではな く , REM 睡眠の場合と

は逆に想起を阻害したのである。

しかし このことは, 想起誘導処置である耳軽電撃が, 睡眠を妨害したために生じたのかもしれな

い。 そこで次に, 耳軽電撃を条件刺激と しては用いず, 徐波睡眠中に呈示される想起誘導処置とし

てのみ用いて, 同様の実験を行った ところ, 訓練文脈にはない耳軽電撃は, 把持の低下を起こすよ

うなこ とはなかった。 このこ とは, 条件刺激として用いられた耳軽電撃が把持の低下を引き起こし

たのは, 睡眠を妨害したためではないこ とを示している。 そして, 徐波睡眠中に受ける文脈的手が

かりは, 情報の取 り出しを妨げることを示している。

ヒ トの研究においても, 学習直前, 直後の短期徐波睡眠が把持を阻害することが報告されている

(直前 : Ekstrand, Barrett, West, & Maier, 1977 ; 直後 : Portnoff, Bakeland, Goodenough,

& Shapir0, 1966) 。 また, REM 睡眠中であれば, 覚醒中と同じ く らい容易に学習が成立するが,

徐波睡眠中にぱ成立しないことも報告されている ( ラ ッ ト : Maho& Bloch, 1983) 。 これらの事実

は, 学習成立直後や想起誘導処置などで, 記憶が活性状態にある時に生じる徐波睡眠は, 把持にとっ

て不適切であることを示している。 この徐波睡眠が把持を阻害するメ カニズムの解明については,

今後の課題である。

以上のよ うに, 想起誘導処置を用いたいくつかの記憶に関する実験研究を概観してきた。 上で紹

介してきた実験は, 記憶に関してこれまでに提唱されてきたいくつかの理論が, 再検討を迫られる

よ うな事実を報告している。 しかし一方で, 想起誘導処置を用いて, 想起を研究してきた多くの研

究者が主張しているよ うな, 健忘作因や種々の処置による把持成績の低下が, 記憶の固定の阻害で

はな く , 記憶情報の取 り出しの失敗であるとする主張は, まだいくつもの疑問に答えなければなら

ないよ うに思われる。 それでも, 記憶情報の習得時と取 り出し時の文脈の問題は, 記憶情報の効率

的な再生を検討していく上で, 貴重な情報を提供して くれるように思われる。 また, 老人性痴呆に

典型的にみられる記憶障害の問題を解決して行く ときに, この想起誘導処置手続きはノ 有力な手が

かりを提供するよ うに思われる。 想起誘導処置による研究の成果は, 今後に期待される。
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