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読みにおける情報の再構成過程にワーキングメモリが果たす役割 

 

田中 哲平 

 

本博士論文では，文や文章の読みにおけるワーキングメモリ（以下 WM と略す）の役割

を明らかにする事を目的とし，特に読みにおける情報の再構成過程に WM が果たす役割を

検討する。 

論文の前半部分（第 1章から第 3章）では，これまでのWM研究の概括を述べ（第 1章），

言語性WM容量の個人差を測定するWM課題（リーディングスパンテスト: reading span 

test; 以下 RST と略す）を使用した実験を通じ，情報の再構成を促すと目される文の意味

表象が，ターゲット語（記銘が求められる単語）の再生に及ぼす影響を，再生成績から検

討する（第 2章）。更に言語性 WMの耐久性の個人差を測定する WM課題（リーディング

ピリオドテスト: reading period test; 以下 RPTと略す）を用いた実験を通して，文の意味

表象がターゲット語の再生に及ぼす影響を，ターゲット語の再生成績に加えターゲット語

が再生されるまでの時間から検討する（第 3章）。これらの実験を通じ，文の読みにおける

情報の再構成過程には WM が深く関わる事が示唆され，情報の再構成には文の意味表象が

重要な役割を果たす事が明らかとなった。 

論文の後半部分（第 4 章から第 6 章）では，前半部分で示された知見を，より日常的な

文章の読み場面へと発展させ，文章の読みにおける情報の再構成過程（特に文章の読み返

し過程）に WM が果たす役割を検討する。最初にこれまでの文章の読み返し研究の概括を

述べた上で（第 4章），文章の読みにおける読み返し場面を実験的に再現した課題（フーダ

ニット課題）を用いた実験を行い，課題遂行中の読者の眼球運動を分析する事で，情報の

再構成を支える表象の種類を明らかにし，情報の再構成過程に WM が果たす役割を検討す

る（第 5章）。更に読み返しがより容易なフーダニット課題を用いた実験を行い，課題遂行

中の眼球運動分析をする事で，文章の読みにおける情報の再構成を手助けする手法を検討

する（第 6章）。これらの実験を通じ，文章の読みにおける情報の再構成過程とWMの関連

が示唆され，特に読み返しを支える表象が明らかとなった。 

第 7章では，上記の章を総括した上で，文や文章の読みにおける情報の再構成過程にWM

が果たす役割をモデル化し，論文のまとめとする。 

以下に各章の概略を記述する。 

第 1章ではこれまでのWM研究の概括を述べる。WMとは認知活動中に情報を処理しな

がら情報を一時的に保持する記憶システムであり，情報の保持過程に重点を置いた短期記

憶の概念を発展させたものである（e.g., Baddeley & Hitch, 1974）。WMでは情報の処理過

程と保持過程が競合的であるという説（e.g., 資源共有仮説; Just & Carpenter, 1992）が，

処理課題と保持課題の二重課題の構造を持つ WM 課題を用いた実験を通じて，広く支持さ

れている（e.g., Saito & Miyake, 2004）。しかし近年，言語性WM課題である RST におい



て処理と保持は必ずしも競合的ではなく，刺激文の処理中に得られた表象が時にターゲッ

ト語の保持（再生）を助けるとする仮説（e.g., 再生再構成仮説; Towse, Cowan, Hitch, & 

Hotton, 2008）が提唱されている。そこで本論文の第 2 章，第 3 章では，再生再構成仮説

の検討を通じ，文の読みにおいて失われた情報がどのように再構成されるのかを WM 課題

を用いる事で WM の観点から検討し，また文の意味表象が情報の再構成を手助けするかを

議論する。 

第 2章では 4種類の RSTを作成し実験に用い，再生成績を検討する事で上記の目的を達

成する。RST（e.g., Daneman & Carpenter, 1980）では 1文ずつ呈示される刺激文セット

の音読が求められ，日本語版では文中の赤い下線が引かれた単語がターゲット語となり，

それらの記銘と再生が求められる WM 課題である（例えばセットサイズ 2 では，2 文が個

別に呈示され，2 つのターゲット語の再生が求められる）。再生再構成仮説が示唆するよう

に，文の意味表象が情報の再構成を手助けするのならば，文の意味表象が獲得しにくい RST

の場合処理する文の量が同程度であっても，意味表象が獲得しやすい RSTと比べて再生成

績が低下すると考えられる。しかし資源共有仮説が示唆するように，処理する文の量が同

程度であれば文の意味表象の獲得困難性に関わらず成績は同程度であると予測される。こ

れらを検証するため文の意味表象の獲得困難性を操作した RSTを作成した。文中に低頻度

語が含まれている場合，文の理解は低下すると考えられるため（e.g., Sheehan, Kostin, 

Futagi, & Flor, 2010），本章の実験では刺激文中の単語頻度を操作する事で文の意味表象の

獲得困難性を操作した。また再生再構成仮説の証拠として考えられているのがフォーカス

エフェクト（Osaka, Nishizaki, Komori, & Osaka, 2002）である。フォーカスエフェクト

とは RSTにおいてターゲット語が文理解の中心となる単語（フォーカス語）である場合と，

ターゲット語がフォーカス語でない場合を比較した時に，前者の成績が上昇するという効

果である。両者において文の表象量は同一であり，資源共有仮説が正しければ成績に違い

は認められないと考えられ，再生再構成仮説を支持する証拠の一つとして考えられている。

本章の実験では，前述した意味表象の獲得困難性の操作による再生再構成仮説の検討に加

え，フォーカスエフェクトの追試を行う。4 種の RST では文の意味表象の獲得困難性（容

易: 高頻度語を含む高頻度条件/ 困難: 低頻度語を含む低頻度条件）と，ターゲット語の属

性（フォーカス語がターゲット語: フォーカス条件/ フォーカス語以外の単語がターゲット

語: 非フォーカス条件）がそれぞれ独立に操作された。高頻度条件と低頻度条件は刺激文の

表象量や意味はほぼ同一であった。フォーカス条件と非フォーカス条件は文の表象量や意

味は同一であり，ターゲット語のみが異なっていた。4 種の RST の再生成績を比較した結

果，意味表象の獲得困難性の主効果が認められ，高頻度条件のRSTの方が低頻度条件のRST

よりも成績が上昇した。ターゲット語の属性の主効果も認められフォーカスエフェクトが

追試された。これらの結果は共に再生再構成仮説を支持し，WM が重要な役割を果たす文

の読みにおいて，情報の再構成の際には文の意味表象が有用な手がかりとなる事が示唆さ

れた。 



第 3 章では第 2 章とは異なる観点から再生再構成仮説の検討を通じ，文の読みにおいて

失われた情報がどのように再構成されるのかを WM の観点から検討し，文の意味表象が情

報の再構成を手助けするかを議論する。第 3 章では RPT（e.g., Towse, Hitch, Hamilton, 

Peacok, & Hutton, 2005）と呼ばれる言語性WM課題の日本語版を作成し実験を行い，タ

ーゲット語の再生成績に加えターゲット語が再生されるまでの時間を分析する。RST が「タ

ーゲット語を幾つ覚えられたか」というWM容量を測定するのに対し，RPTは「ターゲッ

ト語をどの程度の時間覚えていられるか」という WM の耐久性を測定すると考えられてい

る（Towse, et al., 2005）。例えば RSTではセットサイズが上昇すれば文の数とターゲット

語の数はともに増加する。その一方で RPTでは文とターゲット語が交互に呈示され，セッ

トサイズが上昇してもターゲット語の数は増加せず，代わりに文の数のみが増加する。セ

ットサイズが上昇すれば文を音読する時間（ターゲット語を保持する時間）が増加するた

め，RPTはターゲット語を保持する際のWMの時間への耐久性を測定していると考えられ

ている。またターゲット語は常に 3 個であるため，セットサイズが異なっていても異なる

系列位置で再生されたターゲット語の再生成績や再生までの時間の直接的な比較が可能な

WM課題である。本章の実験では RPTを用い，文の意味表象が情報の再構成を手助けする

かどうかを検討するために文とターゲット語の意味的関連性を操作した。関連条件では刺

激文とターゲット語の間に意味的関連性が強く存在するが，非関連条件では意味的関連性

が弱くなるように操作された。どちらの刺激文も同じ文が使用され単語のみが異なってい

た。この操作により再構成再構成仮説の検討を併せて行った。ターゲット語の再生成績の

分析の結果，関連条件の方が非関連条件よりも成績が高く，再生再構成仮説を支持する結

果となった。また 3 個のターゲット語のうち最初のターゲット語が再生されるまでの時間

を分析した結果，関連条件の方が非関連条件よりもその時間が増加した。これらの結果に

より，文の読みにおいて文の意味表象は情報の再構成を促し，その意味表象に時間をかけ

てアクセスしている事が示唆された。 

WM課題を用いた第 2章および第 3章の実験の結果から，WM内にはターゲット語その

ものの情報だけではなく，本来 WM 課題遂行には関係がない筈の刺激文の意味表象の様な

周辺情報も保持され，情報の再構成に有効に使用される事が示唆された。それではより日

常的な文章の読み場面では，情報の再構成はどのように行われているのだろうか。後半部

分（第 4 章から第 6 章）ではより日常的な文章の読みにおける情報の再構成過程（特に読

み返し過程）に WM が果たす役割を検討し，同時に情報の再構成過程を支える表象を明ら

かにする。 

第 4 章では文章読解における読み返し過程に関する研究の概括を述べる。文章の読みに

おいて読者は情報取得のために視線を留める停留，次の停留に素早く移る跳躍，前方の情

報を確認するために視線を戻す読み返しを行う事が眼球運動分析によって知られている

（e.g., Rayner, Juhasz, & Pollatsek, 2005）。更に読み返しは直前の文字や単語を確認する

ための短距離読み返しと，10 文字以上前の情報を確認するための長距離読み返しがあると



されている（e.g., Vitu & McConkie, 2000）。長距離読み返しは主に失われた情報を再構成

するために行われ，例えば意味の特定できない単語が文章中に出現した場合に生起すると

されている（e.g., Carpenter & Daneman, 1981）。また長距離読み返しをする際に読者は，

何らかの文章表象を手がかりにしている事が示唆されている。例えば文章の言語性（意味）

表象（e.g., Rawson & Miyake, 2002）や文章の空間性（位置）表象（e.g., Kennedy, Brooks, 

Flynn, & Prophet, 2003）がそれぞれ長距離読み返しの手がかりとなると考えられているだ

けでなく，文章の言語性表象と空間性表象がともに長距離読み返しに利用されているとも

考えられている（e.g., Weger & Inhoff, 2007）。そこで第 5章では長距離読み返しを支える

表象の種類を検討すると同時に，日常的な文章の読みにおける情報の再構成過程に WM が

果たす役割を検討する。 

第 5 章ではフーダニット課題という課題遂行中の眼球運動を分析し，併せて言語性 WM

課題（RST）と空間性WM課題（Maehara & Saito, 2007）を用い，長距離読み返しを支

える表象を明らかにする。フーダニット課題は読み中の読み返し過程を実験的に再現する

ために，本研究において独自に開発された課題である。350字程度の簡単な文章が PC一画

面上に呈示され，文章には 3 人の登場人物のそれぞれ 2 つずつの行動が記述され，それら

の 6 項目はターゲット候補となった。文章の音読後もとの文章が呈示されたまま，文章の

下に行動（ターゲット）の主体を問う質問文（例えば，「コーヒーを頼んだのは誰ですか？」）

が呈示され回答する事が要求された。質問回答中は呈示されているもとの文章に視線を戻

して良いと教示され，回答中の眼球運動が記録された。質問を読み終えて最初に文章中に

視線を停留させた位置と，回答となる人物の行動（ターゲット）の位置との距離が算出さ

れ，この距離が読み返しの正確性として定義された。分析の結果，ターゲットが文章の前

半にあるほど読み返しの正確性が低下し，時間が長く経過した表象の再構成は困難である

事が示唆され，一般的な WM の忘却の様子と一致していた。また読み返しの正確性は，言

語性 WM 容量および空間性 WM 容量と負の相関が認められ，WM 容量が小さい読者ほど

読み返しが不正確である事が示された。偏相関分析を行った結果，読み返しの正確性と各

WM容量との相関が消失したため，読み返しの正確性はWMの領域固有の性質ではなく領

域一般的な性質と相関している事が明らかになった。特に読者は言語性表象と空間性表象

を結び付けたものを手がかりとして WM 内に保持し，情報の再構成に利用している事が示

唆された。これらの結果はフーダニット課題の妥当性を示すとともに，情報を再構成する

能力がWM容量によって予測可能である事を示している。 

第 6 章では長距離読み返しを補助するための方法を検討する。第 5 章で示唆されたよう

に読者は WM 内に読み返しの手がかりを保持していると推測され，読み返しが正確でない

WM 容量の小さい読者はその保持が困難であると考えられる。そこで本章では文章中のタ

ーゲットを他の語とあらかじめ区別して明示し，長距離読み返しの正確性が向上するかを

検討する。フーダニット課題を用い 6 つのターゲットにハイライトを引いた状態にし，ど

のような内容の単語が重要でどの場所にあったかを外的に示す事で，言語的な手がかりや



空間的な手がかりを保持する際の WM への負荷を減少させた。単純な視覚探索課題となる

のを避けるため，回答中はこれらのハイライトは呈示されなかった。本章で用いた課題文

章や手続きは第 5 章で用いたものとほぼ同じであった。ハイライトが呈示される群（ハイ

ライト群）とハイライトが呈示されない群（ノーマル群）の読み返しの正確性を比較した

結果，ハイライト群ではノーマル群よりも読み返しの正確性が向上した。この結果から，

あらかじめハイライトを呈示する事で WM への負荷が減少し，情報の再構成過程である読

み返しが正確になる事が示された。これらの知見は読みの苦手な読者への読書指導や，教

育現場への応用が想定される。 

第 7章ではこれまでの実験を総括し，読みにおける情報の再構成過程にWMが果たす役

割をまとめモデル化し，本博士論文のまとめとする。 

 




