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メタ記憶と社会・文化

Moises Kirk de Carvalho Filho・ 楠見孝

第 1節 メタ記憶に対する社会・文化的アプローチの意義

人間の心の重要な側面の 1つに， 自分自身の内面に目を向け，そのプロセス自体を

思考の対象として考える生得的な能力，すなわち内省的 (reflective) な性質がある。

こうした人間の心の内省的性質は，メタ認知という用語で研究されてきた。

一方，メタ記樟は，メタ認知の一部であり， 自らの記憶をモニターすることで生じ

るものである (Flavell,1971 ; 楠見 ・高橋， 1992; Leonesio & Nelson, 1990)。これ

は通常，記憶に関する認知 (Wellman,1983), 具体的には，個人の記憶能力に関す

る知識および，記憶を助ける方略に関する知識 (Shimamura,1994) と定義される。

ここで重要なのは，メタ認知と同じように，メタ記憶も，まずは認知であり，すべて

の認知に影聰を及ぽすのと同じ法則によ って左右されることである (Jostet al., 

1998)。したがって，メタ記憶は，①文脈のなかで発逹する，②他の認知的要索と結

合しながら記憶に貯蔵される，③知識活性化の原理 (Higgins& Kruglanski, 1996) 

および，自動的処理や意識的にコントロールされた処理 (Bargh,1984)の対象とな

る，④推論や判断に対し意識的，無意識的な影響を及ほし得る (Uleman& Bargh, 

1989) と同時に，自分のメタ認知的スキルや記憶をモニターする際に取り込む社会的

情報など，内的，外的要因の影響を受けることがある (Carvalho& Yuzawa, 2001a)。

可謬性 (fallibility), すなわち，誤る可能性があることも，記憶プロセスの特徴で

ある。メタ記憶が記憶成績を向上させるのに有効だとしても，他の記憶プロセスと同

様，常に信頼できるわけではない。たとえば，自信過剰な学生が，試験範囲をすべて

習得したと思い込み，勉強を早めに切りあげてしまったために，いざ試験が始まって



みると解答が思い出せないことがある。同様に，自信のない学生の場合，すでに覚え

た個所を何度もくり返し勉強し，ついには残りの試験範囲を勉強する時間がなくなっ

てしまうこともある。

メタ記憶に関する従来の研究の大半は，おもに，実験室場面における個人の記惚パ

フォーマンスのモニタリングやコントロールに焦点を当ててきた。しかし記憶プロセ

スには社会的な性質があることは以前から指摘されており (Delay,1950を参照），メ

タ記憶の社会的側面について研究することは当然ともいえる。多くの日常的学習は社

会的場面で行なわれることを考えると，前述したメタ記憶の不正確さなどは，個人の

内的な要因以外に，社会・文化的な要因によっても引き起こされると考えられる。言

い換えると，メタ記I意のモニタリングは，他者との意識的，無意識的な社会的比較に

よって歪む可能性がある。

メタ記憶は，社会心理学的視点からみると，社会の大多数あるいは比較的狭い社会

集団（特定の職業や科学的コミュニティなど）に所属する人々のもつ，記憶に関する

一般的信念に結びついていると考えられる。メタ記憶に対する社会的影評は，行動，

態度，判断の全般に対する社会的影響と類似するものと仮定できる。

一方，認知発達的視点から考えると，メタ記憶はまた，文化的に共有された社会的

表象（ステレオタイプや先入観など）の発達やそれぞれの文化で効率が良いとされる

認知的実践（記憶術や勉強法）にも結びついていると考えられる。

以上のような視点から，メタ記憶を概念化する際には，記億は（再）構成的側面を

もち，記憶モニタリングと後続のコントロールが単に個人内のプロセスであるだけで

なく，社会的文脈とのダイナミックな相互作用によって特徴づけられるものであるこ

とを考應する必要がある。

認知プロセスが社会・文化的文脈のなかで発達するという考え方は，現在，広く受

け入れられている (Vygotsky,1978)。個人のメタ記憶は，他の認知プロセスやスキ

ルと同様，社会・文化的な枠組みの内部で生じ，発逹する。本章では，メタ認知プロ

セスの社会・文化的な側面に注目し，メタ記憶がどのように，また，どの程度，社

会・文化的な要因によって形成されるのかを議論する。さらに， 日常生活や学習場面

における記憶とメタ記憶プロセスを取りあげ，そこでの社会・文化的要因の役割につ

いて述べる。



第 2節 メタ記憶プロセスの多面性

メタ記協は，多面的な概念である。メタ記憶が記憶活動において果たす役割や，そ

の社会 ・文化的な影響について理解するためには，多面的に検討することが必要であ

る。

これまでの研究 (Baker& Brown, 1984; Cavanaugh & Green, 1990; Hertzog & 

Dixon, 1986, 1994; Hertzog et al., 1990; I-Iultsch et al., 1988; Lovelace, 1990; 

Wellman, 1985) は，メタ記憶概念を 3つの側面に分けている。①メタ認知的知識は

記憶プロセスや記憶課題に関する宣言的知識から構成される。これは，記憶の機能の

仕方に関する知識および，課題に応じた記憶方略の有効性に関する知識である。②記

憶モニタリングは自らの記憶、システムの状態に関する認知的評価である。たとえば，

自分自身の既知感 (feelingof knowing : FOK)の判断，理解の困難さの評価などで

ある。③記憶に関する自己参照信念は，自分は必要に応じて記l意をうまく使えるかど

うかに関する記述的，規範的な信念である。

図 8-1に示すように，これらの側面は相互依存していて，これらを統合的に利用す

ることがメタ記憶プロセスの効率にとって重要である。たとえば，さまざまな状況に

応用可能な記憶方略を知っているというだけで，それらを適切に用いたり，記憶を正
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0図8-1 メタ記憶の社会・文化的モデル（楠見，準備中）
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確にモニタリングしたりすることができないのであれば，記憶成績は低い。同様に，

記憶モニタリングの実行は，記憶に関して自己卑下的な規範信念をもつことで阻害さ

れる傾向にある (Levy& Langer, 1994)。メタ記憶に対する社会 ・文化的な影響は，

社会 ・文化的な文脈が，自らの記憶プロセスやそのコントロールの仕方について人々

が知っていることだけではなく，記憶はいかに働くべきかという人々の信念までをも

制約するときに， よりいっそう明らかとなる。

以下の節では，社会 ・文化的要因と前述のメタ記憶プロセスの 3側面の関連につい

て検討する。

1 . 記憶 に関するメタ認知的知識の社会 ・文化的要因

メタ記憶の第 1の側面は，記億に関するメタ認知的知識である。ここでは， (1)

記憶プロセスや機能に関する知識と， (2)記憶のプロセスや課題に応じた記憶方略

の有効性に関する知識に分けて述べる。こうした一般の人がもつ記憶についての知識

を，記憶の索人理論あるいは暗黙の記憶観，個人的記憶モデルとよ ぷ (e.g.,

Roediger, 1979)。図 8-1に示すように，これらの知識は，学校や日常生活などの社

会 ・文化的実践のなかで獲得され，記憶モニタリングと記憶に関する自己参照信念に

影響を及ぼしている。

記憶に関する一般の人の知識を解明する方法には，メタ記憶質問紙法（第 3章第 2

節参照）がある。ここでは楠見 (1991, 1992, 1995など）の一連の研究とそれと対

比する欧米の研究に基づいて紹介する。

(1)記憶プロセスや機能に関する知識

一般の人がもつ記憶に関する知識を明 らかにするために，まず，大学生 276人に対

して，日常生活における記憶にかかわる経験のリストアップを求めた（楠見，準備

中）。その結果を KJ法で分類したところ，閲 8-2の 1行目のように大きく 3つに分

類できた。第 1は，重要なことを思い出せなかった経験（テスト ，人名，暗証番号な

ど）であり，意味記憶の検索困難にかかわる。第 2は，重要なことを忘れて後で気づ

いた経験（テスト，予定 ・約束，買い物など）であり，意味記憶と展望記憶の忘却と

ポップアップがかかわる。第 3が，頭から離れない記憶（怪我 ・自己，失敗，試合，

恋愛などの）の感情を伴うエピソード記憶である。これらに基づいて，30項目の日

常場面における記憶経験（能力）に関する 30項目を作成し， 199名の大学生に対し

て評定を求め，因子分析を行なった結果， 3因子が得られた。 「検索困難 ・意固的想

起失敗の因子」（例：テストのとき，覚えたことが思い出せなくて，困ることがあ

る）， 「物忘れ ・無意図的忘却，展望記憶想起失敗の因子」（例：買う予定であったも
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のが思い出せないことがある），「頭から離れない記憶，囮想的想起，無意図的想起」

（例：見た絵画などのイメージが忘れられない）であった（楠見・高橋， 1992)。さら

に，清水ら (2006) は，この 30項目について 860人に評定を求め因子分析をした結

果， 3因子に加えて「人名の想起困難」（例：知人の名前が思い出せないことがある）

を抽出している。以上の結果は，一般の人の記憶にかかわる典型的場面に関する知識

と考えられる。さらに，これらの 4因子に加えて，代表的なメタ記憶質問紙の EMQ

(Everyday Memory Questionnaire; Sunderland et al., 1984) とCFQ(Cognitive 

Failure Questionnaire; Broadbent et al., 1982)の因子分析結果に基づいて，高次因

子分析を行ない，「回想的記憶」「展望記憶」「人名記憶」の 3因子を見いだしている。

EMQとCFQは記路理論や臨床診断に基づいて項目作成したものであるため，因子

は心理学的な記憶のプロセスや機能，課題とも対応している。なお， EMQとCFQ

は，英国と日本において項目評定に甚づく因子構造は対応しており，メタ記億質問紙

の評定における記憶プロセスや機能に関する文化差は小さいと考えられる。

一般の人が記憶をどのように考えているか調べる第 2の方法として，記憶に関する

比喩（たとえ）を生成させて調べる方法がある。楠見 (1991) は，大学生・社会人

171名に対して，「記憶は（ ）のようだ。なぜなら（ ）だからだ」という形式で，

比喩の生成を求めた。その結果，図 8-2の 3行目のように，大きく 3つにわかれた。

第 1は，「容器（空間）比喩」であり，「タンス，引き出し，整理箱，倉庫」などのよ



うに記磁の機能を貯蔵庫，情報の入出カプロセスをものの出し入れととらえ，符号

化方略の重要性や検索困難を 「引き出しにしまう，間かない／見つからない」などと

表現する。また，記憶容最の限界を「一杯になる，溢れる」と表現する。これらは認

知心理学の記憶の貯蔵庫モデルとも一部対応する。第 2は，「外部記憶比喩」である。

「コンピュータ，ノート，メモ」などは，「記録する， 書きとめる」といった機能を表

わしていた。「辞書，本」は，意昧記I應（知識）の内容，「H記，写真，映画」などは

エピソード（自伝的）記憶の内容およびその鮮明な状態を表わしていた。第 3は，

「自然物比喩」であり，記憶の滅衰を「泡，水」で示す比喩が多く，つづいて記憶が

浮かんだり沈んだりする状態を「雲，蜃気楼」の比喩で表現するなど，おもに記憶の

状態やプロセスを示すものである。これらの 3つの主要な比喩は，図 8-2に示すよう

に，入れ物比喩は「検索困難」因子，自然物比喩は「物忘れ」因子，外部記憶補助比

喩は「頭から離れない記憶」囚子に対応する。

ここで，記憶を，容器や外部記憶でたとえる場合，これらの人工物は文化・社会の

影態を受ける。特に，さらに外部記憶補助は，技術の進歩に応じて，古代ギリシア時

代の蝋石板から，写真，蓄音器，コンピュータに変化してきた (Draaisma,1995)。

第3節でも述べるように，技術革新による外部記障補助の進歩は，記憶の比喩を変化

させるとともに，われわれの記憶に関する理解や記憶そのものの機能を変化させ（楠

見， 1992), さらに，記憶のモデルや理論を変化させている (Roediger,1980)。

(2)記憶方略の有効性に関する知識

記憶方略の有効性に関する知識は，社会 ・文化的活動の実践のなかで獲得されるた

め，文化差がある。楠見 (1991) が「テストのために覚えるとき」に用いる方略につ

いて，日本人大学生 146人にリストアップを求めたときに，出現率が高かったのは

「何回も書く」 (56%), 次は「声に出して読む」 (38%), 「語呂合わせ」 (8%), 「イ

メージを目に焼き付ける」 (7%) であった。一方，巽なる調査方法ではあるが，ア

メリカの大学生 Ontons-Peterson& Fournier, 1986) においては，「何回も書く」方

略は現われていないことを，仲 (2001) は指摘している。くり返し書くことによって

覚えるという記罠方略は， H本の学校文化においては，漢字学習において頻繁に用い

られる方略であり，それは，英語のスペルを覚えるときにも用いられている。一方，

アメリカの学校では，英語のスペルはくり返し書くよりもフラッシュカードを用いて，

何度も見て覚える方法が使われている。一方，日本では「イメージを目に焼き付け

る」方略は書くことに比べると利用頻度は低い。仲は一連の研究 (Nairn, 1998; 

Naka & Naoi, 1995) において， 日本単語，英単語，文字風の図形を用いて， 日本人

の大学生，小学校 1, 3, 5年生において， 書いて覚える方が見て党えるよりも成績



が良いことを見いだしている。さらにアメリカ人大学生においても文字風の図形の記

憶において，日本人と同様の結果を見いだしている。書いて党えることは「内的にイ

メージを表象し，筋運動を制御する」ことが「書いた文字を見て覚える」ことに加わ

る分，記憶成紺が向上すると考えられる。書いて覚える方略は， 小学校 6年間で

1000字を学習しなければならない，漢字文化に根ざした効率的な学習法といえる。

また， 日本人は記憶術のなかで，数字，記号，頭文字を語呂合わせによって覚える

方法をよく用いている。その理由は，日本語の数字には複数の読み方があり（例： 3 

はサン，サ， ミッツ， ミッ， ミ），同音異義語が多いため語呂が作りやすいという理

由が考えられる。そのことが，語呂合わせで縁起を担いだり，意味を作り出す習慣

（国家予算領で語呂合わせを作る）がある。さらに，参考書などの学校文化において，

年号（例 ：1192=いいくに）や元索記号 (H, He, Li, Be, B, C, N, 0, F, 

Ne=水兵， リーベ，僕の船）の語呂合わせが使われている。

また，表 8-1は，英国の Harris(1982) と日本の大学生 （楠見・高橋， 1992)の

記憶方略利用頻度に関する質間紙調査データを比較したものである。外部装置に頼る

方略が比べて，内的方略の利用頻度が低いこと，メモを使う頻度が高い一方で，物語

0表8-1 記憶方略の使用率の日英大学生の比較

記憶方略
記憶方略の週1回以上の利用率(%)

日本 Cn=199)' 英国 Cn=30)'

外部記憶補助

メモ 74 43 
カレンダー 68 10 
特別の場所に置く 61 40 
買物リスト 36 13 
日記 26 43 
アラーム 20 7 
人に合図を頼む 18 37 
手［こ書く 5 20 

内的方略

リI¥ーサル 60 23 
リズム 15 

゜場所法 12 7 
頭文字 10 3 
アルファベット (50音）探索 9 3 
物語法 4 

゜ベグ法

゜注 1)日本の大学生の選択肢は「利用無し，年2回，月 1回，週 1回，迫2
回，団日」であつだ（楠貝 • 高橋，1992)。なおベグ法は日本では

馴染みがないだめ，項目に含めなガった。

注 2)英国の大学生の選択肢は「まつだく使わない，最近6ヶ月で2回どま

り，最近4週間で2回以下，最近2週間で2回以下，最近2遺間で3
-5回，最近2追間で6-10回，最近2週間で11回以上」であった

(Harris. 1982)。



法などの記憶術の頻度が低いことは共通していた。評定のカテゴリーが巽なるため直

接比較はできないか，全体として 日本の方が，利用頻度が高い。日本の大学生が英国

の大学生に比べて，内的方略の利用頻度がやや高いことは受験勉強などの学校文化を

通して獲得したことが考えられる。大学受験直後の大学生に受験勉強の効用について

アンケート調査をしたところ， 自分に適した記憶方法を選択し，記憶状態をモニター

するなど，膨大な知識を樅得し管理するためのメタ記槌能力の獲得したことをあげる

学生が多かった（楠見， 1995)。

このように，言語の特質と文化が有効でよく利用される記憶方略を規定し，それが

社会的に共有された記憶方略に関する知識となることが考えられる。

2. 記憶モニタリングに関連する社会 ・文化的要因

メタ記憶の第 2の側面は，自らの記憶システムのモニタリングであり ，これは知識

の獲得や認知的資源の効率的な調整のために重要である。記臨モニタリングは認知シ

ステムに対し，その現在の状態，不足，必要な知識といった情報を提供する (Artzt

& Armour-Thomas, 1992; Baker, 1989; Karabenick, 1996; Morris, 1990; Nelson & 

Narens, 1990)。言い換えれば，メタ記憶は，後続する学習の自己コントロールが準

拠する基本的情報を提供するのである。

NelsonとNarens(1990)の枠組みによると，メタ記協は，記憶システムを常に

皿想的（自信判断など）かつ展望的にモニターしている。展望的な判断はさらに，学

習容易性 (easeof learning : EOL)判断，学習判断 (judgmentof learning : JOL), 

既知感 (feelingof knowing : FOK)判断の 3つのカテゴリーに分類される（第 3章

第 1節参照）。

メタ記憶モニタリングの背後にある主要な仮定とは，メタ記憶が，自らの記憶システ

ムヘのアクセスに甚づいて実行される個人的な経験であるということである。しかし，

たとえそれが明らかに個人的な経験であるとしても，モニタリングにおいては社会的

要因もある一定の役割を果たしていることを示す証拠がある (Carvalho& Yuzawa, 

2001a)。 しかしながら，従来の研究はこの点にほとんど注目してこなかった。たと

えば Grunebergら (1997) は既知感に影評しうる要因の 1つとして社会的望ましさ

をあげているが，この仮説が実証的に裏づけられたのは最近のことである。

(1)メタ記憶判断に対する社会的手がかり情報

社会的 ・物理的な環境が，認知的，メタ認知的プロセスに対して大きな影響を及ぼ

すことを多くの研究が示している (Carvalho& Yuzawa, 2001a, 2001b; Como, 1986; 

Monteil, 1988, 1991; Newman & Goldin, 1990など）。また，実験参加者の学生に課し



た活動や，その環境における社会認知的役割も，自己コントロール・プロセスに影響

する (Herrenkohl& Wertsch, 1999など）。

参加者の学生らをある特定の社会的役割に割り当てたり，社会的比較 (Chambres,

1996; Monteil, 1988, 1991など）をうながす活動をさせることは，彼らの認知的プロ

セスだけでなく，メタ記憶や理解判断にも影聾を与えるため，結果として彼らの学習

の自己コントロールにも作用する可能性がある。実際，学生は通常，社会的場面（教

室，小グループ，近年増加傾向にあるコンピュータを媒介した環境など）で学ぶため，

そうした社会的場面から得られる社会的情報は，彼らのメタ記憶判断に対して大きな

影靱力をもつと考えられる。

社会心理学では，これまで，少なくとも規範的影響と情報的影態の 2種類の社会的

情報があるとされてきた。規範的（あるいは動機的）影評とは集団圧力によって，多

数者側に同調することであり，情報的影薯とは主観的な基準がないとき，多数者から

提供された明示的，暗示的情報に信頼を置くことである (Deutsch& Gerard, 1955)。

後者は，個人が自らの判断，態度，価値観および行動に自信がもてないときに生じる

傾向にある。この考え方は，人は自らの判浙に自信がもてない状況に置かれると社会

的影蒋を受けやすくなるという ，Festinger(1954)の社会的比較理論の考えと対応

するものである。

CarvalhoとYuzawa(2001a) は，後述する社会的手がかり情報が， 3つの展望

的判断，すなわち，学習容易性判断，学習判断，および既知感判断に影聘するかどう

かを調べている。この研究の仮説は，「大学生は，他者の成績情報との社会的比較や，

そこから生じる期待に，少なくとも一部基づいてメタ記憶判斯を行なうが，その社会

的影評の大きさは，彼らのメタ認知能力（高 vs.低）によって異なるだろう」という

ものであった。言い換えると，メタ認知が高い学生は，メタ認知が低い学生に比べて，

社会的手がかりの影懇を受けにくいだろうと予想された。

この仮説を検証するために， CarvalhoとYuzawa(2001a) は，大学生をメタ認

知能力の高低によって 2つのグループに分け，彼らに 2種類の関連語対（関連性の高

い易しい単語対と関連性の低い難しい単語対）を用いた記樟課題を実施した。実験は，

次の 6段階からなる。第 1は学習容易性判浙で，画面に提示された単語対をどの程度

筒単に記憶できると思、うかを参加者に判断させた。第 2ば学習セクションで，できる

だけ多くの単語対を学習，記憶させた。第 3は学習判断であり，各単語対をどの程度

記憶（学習）できたと思うかを判断させた。第 4は再生保持テストで，最初の単語だ

けを提示して，その対となる単語を答えさせた。第 5は既知感判断で，再生できなか

った単語について， もし対の単語を含む 10語のリストを示された場合， もう 1つの
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単語を再認できると思う程度を判断させた。最後に再生できなかった単語それぞれに

ついて， 10語のなかからの強制的選択再認テス トを受けさせた。

参加者は，こうした 3つのメタ記憶判断課題を，社会的手がかりの有無という 2つ

の条件下で行なった。社会的手がかりとしては，以前に同様の課題を与えられた大学

生の成績という架空の情報が用いられた。この架空の成績情報は，各単語対における

正答率（％）として提示された。なお，この情報は，参加者がメタ記憶判断を行なっ

ている間，モニター画面に表示された。

結果として，社会的手がかりは，メタ認知判断に影響を及ぼすことがわかった。た

とえば社会的手がかりである “正答率”が高いとき ，これはメタ記憶判断の値を高め
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0図8-3 学習容易性判断と学習判断に及ぽす社会的手がかり（“正答率”の商低）とメタ認知能
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る役目を果たした。一方，社会的手がかりの“正答率”が参加者の実際の記憶成績よ

りもかなり低く，各単語対の記憶しやすさといわば対照的であった場合（易しい単語

対での低い"正答率"), この手がかりは参加者の記憶能力に対する自信を失わせ，メ

タ記憶判断の値を低下させた。さらに，低メタ認知能力の学生は高メタ認知能力の学

生に比べ， とりわけ学習容易性判断と学習判断において，社会的情報の影響を受けた

（図 8-3)。

低いメタ認知能力の学生が，社会的情報に大きな信頼を寄せたことに対する 1つの

説明は，メタ認知能力の高低によるモニタリング処理の違いに焦点を当てるものだっ

た。高い水準のメタ認知的知識は，自分の判断の助けとなる可能性をもつ外的要因を，

正確に取捨選択するのに不可欠と考えられる。

この研究で指摘された興味深い事実の 1つは，実験で提示された社会的情報が，ど

ちらのメタ認知グループの記憶成績にも影響しなかったことである。結果によると，

低メタ認知能力の学生のメタ記憶判浙は社会的手がかりの影響を受けやすかったが，

彼らの記憶成紹は，必ずしも低くなかった。

(2)メタ記憶判断に対する社会的状況

社会的状況も， 学生のメタ記憾モニタ リングにポジティブな影響を及ほすことがあ

る。 Carvalho(2006) は，現実の授業場面を取りあげ，学生の回想的なメタ記憶モ

ニタリングを測定した。この研究のおもな目的は，大学の一学期間を通じて，学生の

メタ認知スキルの高低，テスト形式（多肢選択式 vs.論述式），テストの実施方法

（個別 vs.協同）が，彼らのテスト成績，自信判断および，これらの判断の正確さに

対して与える影響を調べることであった。結果をみると，全体として，学生のテスト

成績と自信の程度は， 2人組でテストを受けた協同テスト条件において，有意な増加

を示した。 Carvalho(2006) は，低メタ認知能力の学生が協同テストで最も利益を

受けており，成績や自信が向上しただけでなく，判断の正確さも向上したことを指摘

している。

こうした学習者のメタ記憶判断の正確さは，学業成績に重大な影響をもつ。たとえ

学習者のメタ記憶判断が，学習を調整する基盤としての役目を果たしているとしても，

その調整の有効性は，判断の正確さにかかっているのである (Carvalho& Yuzawa, 

2001b)。

個別テストの分析結果でみられたように，低メタ認知能力の学生は通常，高メタ認

知能力の学生よりもテスト成績が低い。ところが協同テストにおいては，低メタ認知

能力の 2人組の正確さが向上したため，モニタリングやコントロール行動の有効性が

増加した。その結果，協同テストでは，低メタ認知能力の 2人組と高メタ認知能力の
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2人組の間に成頼の違いがみられなかった。

モニタリングの正確さやコントロールが向上した理由の 1つとして，協同テストが，

個別テストでは存在しなかったメタ認知的思考を実行する機会を提供した可能性が考

えられる。たとえば，グループで協同して取り組む機会は， 自己モニタリングを高め，

テスト中でさえも継続的な自己評価を促進する。テストの回答について話しあうとき，

学生は，パートナーの意見の論理性や一貫性だけでなく， 自らの理解度についてもモ

ニターしなければならない。こうした協同テストの状況は，高メタ認知能力の学生で

は内在化され，すでに実行されているメタ認知的，調整的活動を外在化 して，低メタ

認知能力の学生に提供しているものと考えられる。別の言い方をすると，協同テスト

のパートナーは，ある意味，実際のエージェントの外側に存在する，メタ認知エージ

ェン トとしての役割を果たす。こうした外的なメタ認知エージェントの存在は，特に

低メタ認知能力の学生にとって，このような状況でなければ行なわれないメタ認知的，

調整的な実践を行なわせるため，非常に有益であるといえる。

この研究で得られた結果は，適切な条件をそろえれば，モニタリングの正確さを向

上させることが可能である ことを示している。教育者は，学習者のメタ認知の発達を

促進するような教育実践を行なうことが重要である。多くの学生， とりわけメタ認知

スキルが低い学生の場合，学習をコントロールするのに意識的な自己モニタ リングが

いかに重要か，気づいていないのかもしれない。そのため，教師が協同テストを行な

うとか，学生にテス トの回答に対する自信を評価するよう求めない限り，彼らはメタ

認知的モニタ リングを実行しないのである。

3. 記憶の自己参照信念に関連する社会・文化的要因

メタ記憶概念の 3つめの側面は，記憶を要する状況において，記憶を効果的に利用

する自らの能力に関する記述的，規範的な信念である。自分の記憶能力やそれが多様

な状況でいかに働くかに関する信念は，実際の学習や成績に重大な結果をもたらす。

たとえば，先行研究によると，個人を取り巻く状況要因だけでなく，その人の性格的

な要因も，メタ記憶判断に対する社会的影騨を左右する重要な役割を担うことが指摘

されている。

(1)自己効力感に関する1言念

自己効力感 (self-efficacy) に関する信念は，人々がどの程度動機づけられるか，

また，どの程度メタ認知的方略を計画的に選択，遂行できるかを決定する (Bandura,

1991; Ferrari, 1996)。たとえば，自己効力感やメタ認知的スキルの低い人は，挑戦や

失敗を前に意欲を失いやすく，目標達成のために適切な自己コン トロール方略を適用



しない傾向がある (Bandura,1991; Carvalho & Yuzawa, 2001b)。

先行研究 (Nelson,1992; Strack & Bless, 1994) は，メタ記憶のコントロールにお

いて，領域固有な自己効力感に関する持続的な信念が，メタ記憶判断とほぼ同程度に

重要であることを示している。たとえば，自分は記憶力が悪いと思っている人は，記

臆力が良いと思っている人に比べて，記憶痕跡がないということによって，その事実

がなかったことを意味する， ということに確信をもちにくいという。そのため，彼ら

は，他者からもたらされた周囲の手がかり（すなわち，情報的影評）などの，別の推

論的方略に頼る傾向が強い。

(2)ステレオタイプに関する信念

記憶に関する個人単位の信念と同じく ，集団単位のステレオタイプを自己に適用し

た場合も，メタ記憶のコントロールに影響を及ぼすことが知られている。たとえば，

LevyとLanger(1994) によると，ある文化に特有な信念として，加齢による記憶

カの低下は避けられない， というものがあるが，そのような信念は高齢者の予想だけ

でなく，実際の記憶成績にも影靱を及ぼすことで，メタ認知的規範として機能すると
ヽ

しヽ つ。

加齢のステレオタ イプ研究として， LevyとLanger(1994) は，中国，アメリカ

の聴覚障害者，アメリカの健聴者という 3つの文化集団の若年者と高齢者を対象に，

4つの非言語的な記憶課題を実施した。その結果，高齢者は記憶が劣ると信じている

人々 ，すなわちアメリカの健聴者の間では，実際に加齢による記憶の低下がみられた。

対照的に，そうした信念を認めていない人々，すなわち中国人とアメリカの聴覚障害

者の間では，記憶の低下はみられなかった。さらに，パス解析の結果，高齢者の間で

は，記憶成績に対する文化の影響は，加齢の見方によって媒介されていた（図 8-4)。

以上の知見をふまえて，LevyとLanger(1994) は，中国の高齢者や聴覚障害をも

つアメリカの高齢者にみられる優れた記憶スキルは，加齢に対する彼らのポジティプ

な文化的信念のせいであると述べている。

関連研究として， Hessら (2004) は，若年者と高齢者の記憶成績に対する，加齢

ステレオタイプの潜在的プライミングと顕在的プライミングの効果を調べている。結

果として，高齢者の記憶成績では，潜在的プライミングと顕在的プライミングの両条

件が有意な効果を示したのに対して，若年者ではいずれの提示条件も有意なプライミ

ング効果を示さなかった。たとえば，高齢者の記憶成績は，ポジティブな潜在的条件

よりもネガティプな条件で有意に低下した。また，ポジティブなプライムの場合は年

齢差が有意に縮小し，若年者と高齢者の成績がほぽ同一水準となった。こうした結果

のパターンから，観察された潜在的効果は，ステレオタイプが自分にかかわる場合に
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特有であることが示唆される。一方，加齢と成績との間に明臼なつながりが作られた

り，加齢ステレオタイプのプライムが顕在的であったりすると，高齢者の記脳成績は

ネガティブな影響を受ける傾向にあった。

記憶における男女差の信念もまた，メタ記憶に影響する集団単位のステレオタイプ

の例である。日常のi肯報を記憶に留めておく能力の男女差に関するメタ記憶信念の研

究において， Crawfordら (1989) は， 自らの記臆能力に関する男女の信念には違い

があり，それが男女全般の記憶能力に関する彼らの信念と一致することをみつけた。

彼らは，男女に質問紙調査を実施し， 日常記憶に関する情報，たとえば， 一度だけ行

ったことのある場所への道順，一週間前に片付けた物の岡き場所， 買い物リストには

ないが店で買ってくる必要のある品物などを忘れた頻度を答えさせた。また，一般の

男女が忘れるであろう頻度も見積もってもらった。その結果，女性は男性よりも人物

や物の名前，買い物リスト，子どもの行事をよく覚えており，男性は女性よりも道順

をよく覚えていると信じられていた。

さらに， Herrmannら (1992) は， Crawfordら (1989) で示されたメタ記憶にお

ける男女差が，実際の日常記憶の成績にも反映されるかどうかを検討した。結果は，

Crawfordら (1989) で明らかとなった男女差のステレオタイプ（女性は男性よりも

買い物リストを多く再生し，男性は女性よりも道順を多く再生する）と一致した。以

上の結果について， Herrmannら (1992) は，男性性・女性性のジェンダー役割に

かかわる課題では，メタ記憶信念が自分のジェンダー役割にかかわる課題への努力を

増加させるため，課題成績を促進する可能性があると指摘している。

このほかにも，人々の認知的，メタ認知的能力を区別するステレオタイプにはさま



ざまなものがあるが，人種のステレオタイプもその 1つである。たとえば， Steele

とAronson(1995) は，人種に関するステレオタイプ的信念が， 言語能カテス トに

おいて，実際の成績や自信判断に影靱を及ぽすことを明らかにしている。彼らは，ア

フリカ系アメリカ人の学生を対象に，難易度の高い言語テストを実施し，このテスト

が彼らの能力を診断するものだと告げた場合に（アフリカ系アメリカ人の知的劣等性

に関するステレオタイプが誘発され），彼らの成績がヨーロッパ系アメリカ人よりも

低くなることを見いだした。一方，このテストが彼らの能力を診断するものではない

と告げたときには， ヨーロッパ系アメリカ人と同等の成頼を示したという。また，診

断条件のアフリカ系アメリカ人は，非診断条件のアフリカ系アメリカ人に比べ，成績

に対する自信を有意に低く示したが，ヨーロッパ系アメリカ人の自信判断は，条件の

違いにより差を示さなかった。

その関連研究として， DutrevisとCroizet(2005) は，大学生を対象に，ステレオ

タイプの信念が記憶効率を損なうかどうかを調べている。彼らは，学力に関してあま

り評判のよくない学科の学生らを対象に難易度の闇いテストを実施し，それが記憶力

を診断するものだと告げた場合は，そう告げなかったときに比べ，学生らが確かに低

い成績をとることを示した。能力診断テストであるといって記憶課題を課すことによ

り，ステレオタイプ的信念は課題の解決と競合し，結果として成績を低下させるもの

と考えられる。先行研究 (Schmader,2004; Schmader & Johns, 2003)が明らかにし

ているように，ステレオタイプ的信念は，課題の遂行に必要な認知的資源を消耗する

ため，ワーキングメモリの効率に影響を与えるのである。

以上の研究結果は，全体として，社会的文脈や集団ベースのメタ記憶信念が，個人

の認知的プロセスに対して広範な影響力をもつことを示している。今後のメタ認知研

究では，社会・文化的な要因がメタ認知プロセスの構成にどの程度貢献し，また，結

果としてどの程度学習に影響するのかについて焦点を当てていくことが重要である。

第 3節社会・文化の変化とメタ記憶の今後

社会 ・文化の発逹と人間の記憶には深いつながりがある。昨今の科学技術の発展は，

家庭，学校，職場において，人が記憶に対処する方法を変革している。中村 (1980)

や消水 (2005) は，科学技術の発展により，人間の甚本的な記樟能力が徐々に害され

ていく可能性を替告している。たとえば清水 (2005) は，われわれは現在，携帯電話，

コンピュータ，ビデオカメラ，電子辞書など，さまざまな外部記憶装置をもつにいた



ったが，そのことが文化迫産の保設や継承の仕方のみならず，他者とのコミュニケ

ションや学習のあり方まで変えたことを指摘する。そして，こうした変化は，

人間の記憶活動の機能面における質的変化を生じさせることもあり得るとしている。

外部記憶補助の発達により，人々が自らの甚本的な記憶能力を向上させる必要性は

低下したかもしれない（たとえば，携帯電話の普及によって，人は電話番号を覚えて

おく必要がなくなった）。しかし，そうした効果はメタ記憶には及ばないかもしれな

い。それどころか，こうした外部記陪補助の発達は，効率的な記協パフォーマンスを

発揮するために，メタ記樟プロセスを用いることの必要性をますます増加させる。そ

の理由は，図 8-1に示すように，人は自らの記憶過程だけでなく，外部記憶装證を通

して得られる情報をもモニターし，コントロールしなければならないからである。

こうした多様な外部記憶システムのモニタリングをさらに難しくしているのは，今

日，われわれはどこにいても簡単に情報ヘアクセスができるようになったので，知識

をもっていることと，単に情報へのアクセスをもっていることとの質的な違いを十分

に理解しておかなければならなくなったことである。さまざまな社会・文化的文脈

（家庭，学校，職場など）におけるメタ記憶プロセスの重要性は，これら 2つの質的

に奥なる記億内容の区別に基づいて，自分の知的行動をどのようにコントロールすれ

ばよいかを判断する必要によって，さらに強まる。いいかえると，人はいつ， 自分の

知識に頼ることができるのか，頼るべきなのか，また，いつ外部記憶の情報を利用で

きるのか，利用すべきなのかを知っていなければならない。

われわれにとって， 自らの記憶過程や外部記憶をモニタリングし，コン トロ ールす

るというメタ記憶プロセスは，新しい外部記憶技術を効果的に使用するためにさらに

重要になる。また，教育者にとっては，学習者が外部記憶を適切に活用するメタ記憶

の能力を高め，学習を促進することが新たな課題になってくる。そして研究者は，外

部記憶技術の進歩が人の記憶プロセスにどのように影響を及ほすのか，どのような外

部記憶技術が人の認知活動にとって望ましいのかを解明することが今後の課題である。
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