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【論文題目】児童期における想起のコントロールの発達：“だいたい”と“正確”の教示を用いて 

 
第 1 章 序論 
 
目撃証言や供述をはじめとする想起過程の研究で

は，想起者が正確に答えようとするために，あえて

曖昧に答えたり，逆に，ごく僅かな確実な情報だけ

を答えたりすることを示唆している。つまり，想起

者は想起をもとめる人 (実験者，面接者) の期待に

応じて，回答する情報の質 (詳細さ，正確さ) と量

とをコントロールしていると考えられる。しかし，

これまでの想起研究では，想起に影響を及ぼす外的

要因の検討と，それらの要因を考慮し，正確で詳細

な想起を促す司法面接の研究・開発が主流であった。

そのため，想起者が外的要因をいかに処理し，報告

内容を決定しているのかといった，想起のコントロ

ールメカニズムは解明されていない部分が多い。 
このような問題から，Koriat & Goldsmith (1994, 

1996) は，回答の保留に関する想起のコントロール

モデルを，Goldsmith, Koriat, & Weinberg-Eliezer 
(2002) は，詳細な回答と粗い回答の報告に関わるコ

ントロールモデルを提唱している（Figure1）。この

モデルでは，質問が入力されると，はじめに長期記

憶から回答が検索される。そして，その回答が確か

らしいかの判断（確信度判断）が行われる。その後，

状況に応じて設定された反応閾値と確信度が比較さ

れ，もし，確信度が反応閾値を上回れば詳細な回答

の報告が，確信度が反応閾値を下回れば粗い回答の

報告や回答の保留が行われる。 
Koriat らは，大学生を対象とした一連の実験によ

りこのモデルの妥当性を明らかにしている。また，

同様の研究において，児童であっても，不確かな回

答を保留できることが明らかとなっている (Koriat, 
Goldsmith, Schneider, & Nakash-Dura, 2001)。しかし，

児童対象の研究では，回答の保留に関する検討が多

く，回答の詳細さのコントロールについては検討が

行われていない。また，想起のコントロール能力が

他の認知機能と関わりながら，いかに発生するのか

は明らかとされていない。そこで，本研究では，児

童を対象に，想起のコントロールに関わる認知的要

因を発達的に検討した。これにより，想起過程およ

び認知発達への理論的貢献，司法面接という応用的

分野への実務的貢献を目指す。 
 
第 2 章  研究１：異なる詳細さで報告するスキル

の発達 
 
研究 1 では，児童はそもそも異なる詳細さで報告

できるのかを検討した。実験では，“だいたいでよい

ので教えて下さい”と“できるだけ正確に教えて下さ

い”という教示を設定した。実験 1 では両教示を参加

者間で，実験 2 では参加者内で実施した。 
 
実験 1 

参加者  1 年生 39 名，4 年生 36 名が参加した。

それぞれ，概ね群，正確群，統制群に振り分けた。 
課題  以下の 4 課題を実施した。(1) 個数：4 色の

丸が描かれた図を見せ，それぞれ何個あるかを報告

してもらった。(2) 長さ：身長の異なる動物が描か

れた図を見せ，身長は何 cmかを報告してもらった。

(3) 色：異なる色の服を着た動物が描かれた図を見

せ，服の色が何色かを報告してもらった。(4) 場所：

部屋の中に果物が置かれた図を見せ，果物がどこに

あるかを報告してもらった。個数，長さは数課題，

色，場所は言葉課題である。 
方法  個別面接である。すべてビデオカメラで録

画した。参加者には，図版中の丸の数，服の色，果

物の場所，動物の身長を確認するように教示した。

また，1 分後にそれらに関する質問を行うことを教

示した。図版を 1 分間提示した後，概ね群では，“赤
い丸は何個ありましたか”などの基本となる質問に，

“だいたいでよいので教えて下さい”，正確群では“で
きるだけ正確に教えて下さい”と付け，再生を求めた。 

結果  全ての報告を書き起こし，詳細さの観点か

ら以下のカテゴリに分類した。（数課題）(a) 詳細な

回答，(b) 粗い回答，(c) 無回答。（言葉課題）(a) 詳
細な回答，(b) 中程度の回答，(c) 粗い回答。 
課題ごとに各カテゴリの回答数を算出し，学年×

群の分散分析を行った。その結果，個数で教示の主

効果が有意で，粗い回答は概ね群＞正確群，統制群

だった。また，個数，長さの学年の主効果が有意で，

粗い回答は 4 年生＞1 年生だった。しかし，言葉課

題では全てに有意差はなく，全体的に中程度の回答

が多かった。 
 
実験 2 

実験 1 では，言葉課題に有意差が見られなかった。

しかし，教示を対比することで，意味が明確化し，

異なる詳細さの報告が促進されるかもしれない。 
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参加者  1 年生 23 名，4 年生 22 名が参加した。正

確→概ねの順で尋ねる正確先群と，概ね→正確の順

で尋ねる概ね先群を設定した。 
課題  実験 1 と同じである。 
方法  正確先群では，まず正確教示で回答を得た。

その後，同じ課題について概ね教示で回答を得た。

概ね先群では，概ね－正確の順で回答を得た。その

他は実験 1 に準ずる。 
結果  課題別，カテゴリごとに群×学年×教示の分

散分析を行った。その結果，個数で教示の主効果が

有意で，詳細な回答は正確教示＞概ね教示，粗い回

答は概ね教示＞正確教示だった。また，色課題では，

教示の主効果が有意で，詳細な回答は正確教示＞概

ね教示だった。さらに，交互作用が有意で，詳細な

回答は，4 年生で概ね先群＞正確先群（群×学年），

正確教示で正確先群＞概ね先群（群×教示），正確教

示で 4 年生＞1 年生（学年×教示）だった（Figure 2）。
場所課題も，色課題と同様の主効果，交互作用が有

意であった。 
 

 
     (a) 群×学年の交互作用 

 
     (b) 群×教示の交互作用 

 
     (c) 学年×教示の交互作用 

     Figure 2 色課題の詳細な回答数の平均値 
 
考察 
実験 1 では，個数の概ね教示で粗い回答が多かっ

た。また，実験 2 では，個数の効果が引き続き認め

られたのに加え，言葉課題の正確教示で詳細な回答

が多かった。特にこれは，4 年生や概ね先群で顕著

だった。このことから，異なる詳細さで報告するス

キルには，年齢による認知的な要因と，教示の在り

方や課題の性質といった文脈が関係することが示唆

される。 
 
 
 

第 3 章  研究 2：“正確”“だいたい”の教示に

おける報告内容の正確さ 
 
Goldsmith et al. (2002) では，詳細に報告すると誤

りやすく，正確さを重視すると曖昧になるという，

正確さと詳細さのトレードオフ関係が指摘されてい

る。研究 2 では，研究 1 のデータを用い，“だいた

い”“正確”で得られた異なる詳細さの回答が，どの程

度正確であるのかを主に検討する。また，大学生も

対象とし，大人と児童の報告の違いを調査する。 
 
実験 1 

参加者  研究 1・実験 1 の小学生と，大学生 34 名

である。概ね群，正確群，統制群に群分けした。 
課題・手続き  研究 1 の実験 1 に準ずる。 
結果  回答は全て書き起こし，正確さの観点をふ

まえ，(a) 詳細な正答，(b) 粗い正答，(c) 誤答の 3
つに分類した。 
課題別，カテゴリごとに年齢×群の分散分析を行

った。その結果，個数で教示の主効果が有意で，粗

い正答は概ね群＞正確群，統制群だった。また，長

さ課題でも，粗い正答は概ね群＞統制群だった，言

葉課題では，教示の主効果は有意でなかった。 
 
実験 2 

研究 1 では教示の対比があると，4 年生の異なる

詳細さの報告が促進された。実験 2 では，対比によ

り詳細さのコントロールが促進されたとき，正確さ

はどのようにコントロールされているのかを検討す

る。 
参加者  研究 1・実験 2 の小学生と，大学生 25 名

である。正確先群，概ね先群に振り分けた。 
課題・手続き  研究 1 の実験 2 に準ずる。 
結果  群×年齢×教示の分散分析を行った。その結

果，個数では教示の主効果が有意で，詳細な正答は

正確教示＞概ね教示であり，概ね正答は概ね教示＞

正確教示だった。また，長さでは，年齢×教示の交

互作用が有意で，誤答は大学生で，正確教示＞概ね

教示だった（Figure 3）。 

 
Figure 3 長さ課題の誤答の平均値 

 
色では，教示の主効果が有意で，詳細な正答は正

確教示＞概ね教示，粗い正答は概ね教示＞正確教示

だった。また，群×教示の交互作用が有意で，詳細

な正答は概ね先群でのみ，正確教示＞概ね教示であ

った。場所課題でも教示の主効果が有意で，詳細な

正答は正確教示＞概ね教示，粗い正答は概ね教示＞

正確教示だった。また，年齢×教示の交互作用が有

意で，4 年生と大学生でのみ教示の効果が有意だっ

た（Figure 4）。 

0

2

4

1年生 4年生 

詳
細
な
回
答
数

 

正確先群 概ね先群 

0

2

4

正確条件 概ね条件 

詳
細
な
回
答
数

 

正確先群 概ね先群 

0

2

4

正確条件 概ね条件 

詳
細
な
回
答
数

 

1年生 4年生 

0

2

4

6

1年生 4年生 大学生 

誤
答
 

正確教示 概ね教示 

2 
 



 

 
Figure 4 場所課題の詳細な回答の平均値 

 
考察 
実験 1，実験 2 を通し，数課題では概ね教示で粗

い正答が多かった。また，実験 2 の言葉課題でも概

ね教示で粗い正答が多かった。このことから，児童，

大学生は，概ね教示に対して単に粗い表現を報告す

るだけでなく，正確さを維持した状態で粗い回答を

報告することが示唆される。 
また実験 2 では，全課題を通じて，正確教示で詳

細な正答が多かった。ただし，言葉課題では交互作

用があり，概ね先群，4 年生，大学生でその効果は

顕著であった。さらに長さでは，大学生は正確教示

において誤答を多く報告した。このことから，教示

が対比されると，特に大学生は，詳細で具体的な報

告をするように想起をコントロールすると言える。

しかし，課題の特性により，報告内容の正確さには

違いが生じることが示唆される。 
 
第 4 章  研究 3：文章再生課題における想起のコ

ントロール 
 
研究 1，2 では，特定の項目について報告を求めた。

研究 3 では，出来事全体の報告に対する想起のコン

トロールを検討する。なお，教示は“だいたい”と“正
確”を用い，実験 1 は参加者間，実験 2 は参加者内要

因で実験を行う。 
 
実験 1 

参加者  1 年生 39 名，4 年生 36 名，大学生 34 名

が参加した。概ね群，正確群，統制群に振り分けた。 
課題  小学生が書いた運動会の作文をもとに実験

者が作成した。文字数は 461 文字である。 
手続き  参加者に，お話を聞いてもらうこと，そ

の後，それに関する質問をすることを教示し，はじ

めに実験者が文章を読み上げた。その後，概ね群で

は“お話について覚えていることを，だいたいでよい

ので教えてください”，正確群では“お話について覚

えていることを，できるだけ正確に教えてください”，
統制群では“お話について覚えていることを教えて

下さい”と教示し，再生を求めた。 
結果  事前に 4 名の評定者に，文章中の 30 の情報

項目について重要度を評価してもらった。得点の高

い順に 10 項目ずつ，重要度高項目，中項目，低項目

とした。 
得られた報告は全て書き起こし，文章中の情報項

目に言及しているか否かを以下の 4 つのカテゴリで

判断した。(a) 逐語的正答，(b) 粗い正答，(c) 誤答，

(d) 作話。 

重要度別，カテゴリごとに，年齢×群の分散分析

を実施した。その結果，重要度低の逐語的正答で，

正確群・統制群＞概ね群だった。交互作用も有意で，

大学生，4 年生の概ね群で逐語的正答は少なかった

（Figure 5）。また，重要度高の粗い正答で正確群＞

統制群だった。 
 

 
Figure 5 重要度低の逐語的正答の平均値 

 
実験 2 

参加者  1 年生 23 名，4 年生 22 名，大学生 26 名

が参加した。概ね先群，正確先群を設定した。 
課題・手続き  実験 1 に準ずる。 
結果  重要度別，カテゴリごとに群×年齢×教示の

分散分析を実施した。その結果，実験 1 と同様，重

要度低の逐語的正答で正確教示＞概ね教示だった。

また，三次の交互作用が有意で，正確先群の大学生

で教示の効果は顕著だった。 
以下，実験 1 とは異なる 3 点を述べる。まず，重

要度中の逐語的正答が，正確教示＞概ね教示であっ

た。年齢×教示も有意で，大学生で正確教示＞概ね

教示であった（Figure 6）。さらに，重要度低の誤答

で，年齢×教示の交互作用が有意であった。誤答は，

大学生で正確教示＞概ね教示であった（Figure 7）。
また，重要度高の逐語的正答は，正確教示＞概ね教

示であった。 

 
Figure 6 重要度中の逐語的正答の平均値 

 
Figure 6 重要度低の誤答の平均値 

 
考察 

実験 1 では，概ね教示では重要度低項目を控え，

正確教示では重要度高項目を詳細でなくても報告し

ていた。つまり，単独での教示は情報量のコントロ

ールに影響を及ぼすことが示唆される。 
実験 2 では，大学生は概ね教示において，重要度

中項目も控えるようになった。また，正確教示では，

重要度高項目を逐語的に報告する一方で，重要度低
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項目の誤答が増加した。教示の対比により，量のコ

ントロールが促進したのに加え，逐語的に報告する

ように詳細さがコントロールされたと言える。ただ

し，情報の重要度により，正確さには違いが生じる

ことが示唆される。 
 
第 5 章  研究 4：教示の理解，メタ認知活動，表

象レベルの回答構築が異なる詳細さで報告するス

キルに及ぼす影響 
 
研究 1～3 では，児童の異なる詳細さで報告するス

キルを検討した。研究 4 では，想起のコントロール

に関わると予測される要因として，(1) 表象レベル

で詳細さを操作する能力，(2) 概ね・正確の教示の

理解程度，(3) 教示を意識化し，想起に適用するメ

タ認知活動の要因を取り上げる。研究 4 では，これ

らの要因と想起のコントロールとの関連性，および

その発達的変化を明らかにする。なお，表象レベル

の操作は質問紙で，教示の理解，メタ認知活動は，

課題後のインタビューで測定する。 
方法 

参加者  1 年生 32 名，4 年生 33 名，6 年生 19 名

である。学年ごとに正確先群と概ね先群を設定した。 
課題  (1) 言語報告課題  研究 1 で用いた 4 課題

を使用した。教示，質問の手順も研究 1 に準ずる。 
(2) 表象報告課題  課題ごとに質問紙を作成した。

各課題では，質問紙に丸をつけることで回答を求め

た。(a) 個数，長さ：1～40 までの数字が数直線上に

記載された質問紙を作成した。(b) 色：縦 19，横 20
マスで構成される色スペクトル状の質問紙を作成し

た。(c) 場所課題：課題図版から果物を取り除いた

質問紙を作成した。 
手続き  個別実験である。はじめに研究 1 と同様

の手続きで言語報告課題を実施した。その後，質問

紙を提示し，表象報告課題を実施した。 
全課題が終了した後，回答中のメタ認知を調査す

る質問を行った。ここでは，「だいたいと正確の聞き

方で答え方を変えたか」を尋ね，“変えた”と答えた

場合，「どのように変えたか」を尋ねた。その後，教

示の理解を調査する質問を実施した。質問は，概ね

教示，正確教示の意味を問う質問，概ね教示，正確

教示の使用場面を問う質問である。 
結果と考察 

分析方法  (1) 言語報告  研究 1 と同様のカテゴ

リで分類を行った。 
(2) 表象報告  (a) 個数，長さ：各質問で丸をつけ

た数字の合計個数を数え，その平均個数を得点とし

た。(b) 色：各質問で丸をつけたマス目数を数え，

その平均マス目数を得点とした。(c) 場所：得点化

にあたり質問紙を縦 21，横 30 マスに分割した。こ

れをもとに，各質問で丸をつけたマス目数を数え，

その平均マス目数を得点とた。 
(3) メタ認知活動  “答え方を変えたか”の質問

では，“変えた”と回答した児童と，それ以外の児童

にわけ，人数を求めた。また，“どのように変えたか”

の質問では，以下の 3 つのレベルを設定し，得点を

与えた。0 点：未回答，教示に関する報告方法に関

係のない回答。1 点：教示の意味の違いには言及し

ていないが，具体的な報告の違いに言及した回答。2
点：教示の意味の違いに言及し，具体的な報告内容

にも触れている回答。 
(4) 教示の理解  意味を問う問題では，各教示の

理解の程度に応じて以下の 3 つのレベルを設定し，

得点を与えた。（概ね教示）0 点：未回答や関係のな

い回答。1 点：正確さを考慮せず，単に回答を粗く

するものだと捉えている回答。2 点：回答の正確さ

を保ちつつ，回答を粗くするものだと捉えている回

答。（正確教示）0 点：未回答や関係のない回答。1
点：動機づけに関わる回答や，正確さを考慮せず，

単に回答を詳細にするものだと捉えている回答。2
点：教示の意味の違いに言及し，具体的な報告内容

にも触れている回答。 
使用場面を問う質問では，各教示の使用方法とし

て正しいかどうかを判定し，正しい場合には 1 点を

与えた。全ての合計得点を教示の理解得点とした。 
言語報告のコントロール  研究 1 と同様に，分散

分析を行った。その結果，研究 1・実験 2 とほぼ同

様の結果が得られた。 
表象報告のコントロール  課題ごとに群×学年×

教示の分散分析を行った。その結果，長さ，色，場

所で，教示の主効果が有意で，概ね教示＞正確教示

だった。学年差はなかったことから，1 年生であっ

ても教示に応じて，表象レベルの操作を行えると考

えられる。 
メタ認知得点  “答え方を変えたか”の質問に対

し，課題ごとにχ²検定を行った。その結果，全てに

有意差は認められなかった。 
また，メタ認知得点について，課題ごとに群×学

年の分散分析を行った。その結果，全てに学年の主

効果が有意で，6 年生のメタ認知得点が高かった。

さらに，長さ，場所では群×学年の交互作用が有意

だった。長さは，4 年生で概ね先群＞正確先群，場

所は，6 年生で概ね先群＞正確先群だった。このこ

とから概ね先群では，メタ認知活動を促進する可能

性が示唆される。また，言語報告の結果をふまえる

と，概ね先群ではメタ認知活動が活性化した結果，

教示に応じた言語報告がなされたと考えられる。 
教示理解得点  群×学年の分散分析を行った。そ

の結果，概ね，正確とも学年の主効果のみが有意で，

6 年生＞4 年生，1 年生だった。学年差に対し，群間

差はなかった。このことから，概ね先群と正確先群

では教示の理解に差はないと言える。群間の報告の

差は，教示の理解よりも，メタ認知活動によるもの

だと考えられる。 
モデルの構築と検討 

以下では，共分散構造分析を用い，3 つの要因と

想起のコントロールの関連を検討する。 
指標の整理  共分散構造分析を実施するにあたり，

以下の指標を設定した。(a) 言語コントロール：質

問ごとに，正確教示で概ね教示よりも詳細な回答を

した場合に 1 点を与えた。全課題の合計得点を言語

コントロール得点とした。(b) 表象コントロール：

先の分析で用いた各課題の平均回答数の合計を得点

とした。(c) 教示理解：各教示の理解得点の合計を
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指標とした。(d) メタ認知活動：各課題のメタ認知

得点の合計を指標とした。 
モデルを構築にあたり，各指標について月齢を統

制した偏相関分析を行った (Table 3)。その結果，言

語コントロールと表象コントロールの間に正の相関

が認められた。また，言語コントロールと，教示の

理解およびメタ認知活動の間に正の相関が認められ

た。さらに，表象コントロールとメタ認知活動，お

よび教示の理解の間に正の相関が認められた。これ

らをふまえ，仮説モデルを作成した（Figure 7参照）。 
 

Table 3  各得点の月齢を統制した偏相関 
 表象 教示 メタ 
言語 .442** .308** .475** 
表象  .248* .357** 
教示   .222† 

†p < .10，*p < .05，**p < .01 
 

次に，学年ごとに共分散構造分析を実施し，仮説

モデルの適合度を検討した。その結果，6 年生を除

き良い適合を得た。また，パス係数の有意差検定を

行った。その結果，1 年生と 4 年生のメタ認知活動

－言語コントロールのパスに有意差があった。最終

モデルの確定を目指し，パスの制約なし，制約あり，

メタ－言語のみ制約なしの 3 モデルの適合度を比較

した。その結果，メタ－言語のみ制約なしのモデル

で最も良い適合が示された（Figure 7）。 
 

 
Figure7 最終モデルにおける学年毎のパス係数 

（1 年生/4 年生/6 年生） 
 
以上の分析より，異なる詳細さで報告するスキル

の学年差は，メタ認知活動が影響していると言える。

特に，メタ認知活動は，4 年生において影響力が強

かった。これに対し，1 年生では，表象コントロー

ルから言語コントロールに向かう影響力が強かった。

言語コントロールに及ぼす (1) 表象操作，(2) 教示

の理解，(3) メタ認知活動の影響力は，年齢ととも

に変化すると考えられる。本研究の結果から，想起

のコントロールの発達は，表象操作が大きな影響を

及ぼす段階から，メタ認知活動が影響を及ぼす段階

へ移行し，その後，メタ認知活動の影響力が再び小

さくなる段階へ移行する様相が示された。 
 
第 6 章  研究 5：想起のコントロールにおける実

行機能と領域固有のメタ認知活動の影響   
 
研究 4 で取り上げた 3 つの要因は，主に報告時に

影響を及ぼす領域固有の要因であると考えられる。

そこで研究 5 では，児童期を通じて発達する領域普

遍的な要因として，実行機能と言語能力の要因を取

り上げ，想起のコントロールとの関連を検討する。 

方法 

参加者  研究 4 に参加した小学が参加した。 
課題  (1) 言語報告，表象報告，メタ認知活動，

教示の理解に関する課題  研究 4 に準ずる。 
(2) 実行機能課題  以下の 3 課題を行った。(a) 言

語流暢性課題(WF)：実行機能のうち，思考の柔軟性

を測定する課題である。4 つのお題を 1 分ごとに提

示し，それに合う単語を多く思い出す用教示した。

参加者が思い出した単語数を得点とした。(b) スト

ループ課題(SL)：抑制機能を測定する課題である。

正答数を得点とした。(c) 単語逆唱スパン課題

(WM)：ワーキングメモリを測定する課題である。複

数の単語を呈示し，それらを逆順で再生するよう求

めた。正答した最大の単語数を得点とした。 
(3) 言語能力課題（LA）：WISC-Ⅲの単語課題，類

似課題を用いた。両課題の合計得点を分析に用いた。 
手続き 

言語報告，表象報告，教示の理解，メタ認知活動

に関する手続きは，研究 4 に準じる。実行機能及び，

言語能力の課題は，研究 4 の課題が終了した約 1 週

間後に行った。 
結果と考察 

全得点を用いて，月齢を統制した偏相関分析を行

った（Table 4）。その結果，言語能力は全ての得点と

有意な相関がみられた。メタ認知活動，教示の理解

との間にも有意な相関があったことから，言語能力

は，メタ認知活動，教示の理解を促進すると考えら

れる。 
実行機能では，言語流暢性課題と表象コントロー

ルの間に相関があった。また，有意傾向ではあるが，

言語流暢性課題と言語コントロール，ストループ課

題と言語コントロールの間に相関があった。このこ

とから，思考の柔軟性は表象レベルおよび言語レベ

ルのコントロールと，抑制機能は言語レベルのコン

トロールと関連すると考えられる。これに対し，実

行機能とメタ認知活動の間には，相関がなかった。

実行機能とメタ認知活動は，ある程度独立に機能す

るものであることが示唆される。 
 

Table4 各得点の月齢を統制した偏相関 
 表象 教示 メタ WF SL WM LA 
言語 .442* .308* .475* .194† .211† .051 .366* 
表象  .248* .357* .403* .061 .029 .270* 
教示   .222† .440* .132 .136 .490* 
メタ    .125 -.005 .003 .238* 
WF     .459* .098 .592* 
SL      .133 .350* 
WM       .313* 

†p < .10，*p < .05，**p < .01 
 
モデルの構築と検討  以上を踏まえ，仮説モデル

を構築した。モデルでは，言語能力が，教示の理解，

メタ認知活動を促進する過程，抑制機能，思考の柔

軟性の発達が，表象コントロール，言語コントロー

ルを促進する過程をふまえた（Figure 8 参照）。この

モデルについて，一連の手続きで共分散構造分析を

行った。その結果，Figure 8 のモデルで最も良い適

合が得られた。このモデルでは，実行機能の内，思

教示 

表象 

メタ 

言語 

.39*/.11*/.08* 

.23*/.21*/.11* 

.15*/.50*/.36* 

-.04/.60*/.23 

.37*/.11*/.17* 
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考の柔軟性が表象レベルのコントロールに，また，

抑制機能が言語レベルのコントロールに影響を及ぼ

すことを示している。また，パスの有意性検定から，

両実行機能の影響は，6 年生で影響力が大きかった。

また，4 年生ではメタ認知活動の影響が強いことが

再確認された。1 年生では，表象レベルが言語コン

トロールと強く関連していた。 
これらの結果から，想起のコントロール過程は，

領域固有な認知活動が強く影響を及ぼす段階から，

領域普遍的な認知活動が強く影響を及ぼす段階へと，

年齢とともに変化することが示唆される。特に，こ

の変化は，メタ認知能力が発達途上にある児童期中

盤から，メタ認知能力がほぼ成人と同等になる児童

期後半にかけて現れると言える。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 8  最終モデルにおける学年毎のパス係数 
 
第 7 章  総合考察 
 
想起のコントロールに影響を及ぼす要因とそのモ

デル化  本研究では想起のコントロールに関わる要

因として，(a) 質問の順序や課題に含まれる文脈（研

究 1～3），(b) 課題遂行時に意識化される領域固有の

メタ認知活動（研究 4，5），(c) 実行機能という領域

普遍的な認知能力（研究 5）の影響を明らかとした。 
これらをふまえ，Koriat らが提唱した想起のコン

トロールに 3 つの修正を加えた（Figure9）。 
まず第 1 に，長期記憶の検索，および反応閾値の

設定の前段階として，文脈の意識化・宣言化のプロ

セスを組み込んだ。これは，本研究の結果から，想

起者は，文脈に含まれる情報を多面的に解釈してい

ること，とりわけその背景には報告時のメタ認知活

動が影響を及ぼしていることが示唆された。 
第 2 に，研究 5 の結果から，長期記憶から異なる

レベルの回答を検索，構築する能力として，思考の

柔軟性の機能を組み込んだ。様々な詳細さの回答を

検索・構築する基礎的能力として，思考の柔軟性が

大きな役割を担っていると言える。 
第 3 に，回答の決定段階に，抑制機能の要因を組

み込んだ。研究 5 では，言語レベルのコントロール

と抑制機能の関連性が明らかとなった。文脈の要請

にあう回答を報告するため，優位な回答を抑制する

能力が重要なのであろう。 
想起のコントロール過程の発達  研究 4より，児

童期初期では，長期記憶から様々な詳細さの回答を

検索，構築する能力が発達することが示唆される。

ただし，表象レベルのコントロールが，言語レベル

にそのまま結びつくわけではない。文脈を意識化す

るメタ認知活動に未熟さから，言語レベルのコント

ロールには困難がある。 
児童期中期では，メタ認知活動の発達に支えられ，

文脈を意識的に宣言化する能力が発達する。これに

より，言語レベルでのコントロールが可能となる。

ただし，課題の性質によっては，文脈の宣言化に多

少の差異がある。4 年生の文脈を宣言化する能力は，

まだ発達途上にあることが示唆される。 
児童期後期にかけて，文脈を宣言化する能力が熟

達する。それに伴い，文脈の宣言化過程が手続き化

され，むしろ領域普遍的な実行機能の比重が高まる

と言える。 
司法面接への応用的示唆  司法面接でははじめに

面接の目的と，面接での約束事が述べられる。この

手続きは，面接の文脈を提示する手続きだと言える。

本研究から，児童期中期であれば，この文脈を宣言

化でき，それに基づき，想起をコントロールできる

と考えられる。また，児童期初期では文脈の意識化

が熟達していないことから，様々な回答を構築する

ように検索を支援することが効果的かもしれない。 
また，司法面接では，オープン質問の後に，正確

教示が提示されることが多い。このような提示方法

は，本研究で用いた教示の対比と類似する。本研究

より，児童期中期であれば，この手続きにより文脈

の宣言化をより効果的に行い，それにより想起のコ

ントロールを促進することが確認できたと言える。 
今後の課題  本研究では，児童期は文脈を宣言化

するメタ認知活動の熟達化が想起のコントロールに

大きな影響を及ぼすことを明らかにした。今後の研

究では，文脈の宣言化の熟達過程と，児童期以降の

発達を明らかにする必要がある。 
また，本研究では特定の想起場面を設定せずに想

起を求めた。どのような回答が正確で詳細であるか

は，その想起場面や対象に依存すると考えられる。

想起場面に応じた評価基準を設定することで，本研

究の基準では捉えきれなかった，日常事態に即した

想起のコントロール過程を捉えることができるだろ

う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

教示 

表象 

メタ 

言語 

SL 

WF 

LA 

.36*/ .54*/ .61* 

.34*/ .09*/ .08* 

-.05/ .61*/ .22 

.13*/ .43*/ .32* 

.55*/ .17/ .58* 

.29/ .11/ 
 .38* .38*/ .12* 

/ .17* 

検索  モニタリング  コントロール  パフォーマンス 

Fgure9. 想起のコントロールの修正モデル 

質問 

回答 確信度 

長期

記憶 

確信度 ＞閾

値？ 

反応閾値の

設定 

文脈／社会的要因 

（YES） 
報告 

（NO） 
保留 

外的要因 

内的認知過

程 

文脈の意識化・宣言化 
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抑
制
機
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