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イメージと視覚の機能的非等価性について 1

―ワーキングメモリが視空間イメージの保持にどのようにかかわっているのか？―
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頭の中で生み出される「視覚イメージ」と外部から
知覚入力する「視覚情報」は，ワーキングメモリシス
テムにある同じコンポーネントで保持されるのだろう
か。ワーキングメモリとは，心的表象を一時的に保ち
ながら操作するための構造や過程を指す構成概念であ
る。最も有名なワーキングメモリのモデルは，複数成
分モデル（Baddeley, 1986; Shah & Miyake, 1999）で
ある。このモデルでは，心的表象の操作機能を有する
中央実行系ならびに一時的な保持 “ のみ ” を行うコン
ポーネントから構成されている。音韻表象の一時的な
保持を担うコンポーネントを音韻ループ，視空間表象
の一時的な保持を担うコンポーネントを視空間スケッ
チパッドという。近年では，エピソードバッファとい
う新たな保持コンポーネントが加えられている。エピ
ソードバッファとは，長期記憶を含めた複数の情報源
からの情報を統合し，その心的表象を操作および保持
するコンポーネントである（Baddeley, 2000）。これら
の保持コンポーネントは中央実行系の制御を受けてい
る。中央実行系，音韻ループ，視空間スケッチパッド
はそれぞれ有限の認知資源を持つと考えられている。
一方，長期記憶と中央実行系のインターフェースの役
割を担うエピソードバッファは，独自の認知資源を有
することはなく，中央実行系の認知資源に依存するコ
ンポーネントであると想定されている。
ここで疑問に思うことは，心的に生成された視覚イ
メージの保持も外部から知覚入力された視覚情報と同
様に視空間スケッチパッドで保持されるのかである。
数多くの先行研究によって，視覚情報（無意味図形な
ど）の記銘時および保持時に音韻ループ機能を妨害す
る構音抑制を求めても視覚情報の保持に妨害しないこ
とが報告されている。ゆえに，視覚情報の保持には視
空間スケッチパッドが関与していると考えられる。で
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は，心的に生成された視覚イメージはどうであろう
か？視覚表象として保持するならば，視空間スケッチ
パッドが関与すると考えられる。しかしながら，たと
えば，継時呈示される複数の視覚情報を心的に組み合
わせて無意味な統合図形（視覚イメージ）を維持する
ことが求められるとしよう。心的に生成されたもので
あるから，パーツを心的に結合し続けるための操作や
イメージのサイズを一定に保ち続けるための操作を
行っている可能性がある。一方，知覚入力する視覚情
報に心的操作を加えることが要求されない場合は，知
覚入力したそのままの形状と大きさで保持すればよい
であろう。頭の中で生成された視覚イメージを再生ま
での間に継続的に操作しているならば，視空間スケッ
チパッドという貯蔵庫ではなく，中央実行系が強く関
与しているのではないだろうか。中央実行系は保持機
能を有しないことから，エピソードバッファで保持さ
れている可能性がある。心的に生成される視覚イメー
ジがエピソードバッファで保持されるのか否かについ
てはこれまで検討されていない。
どのように検証する？
実験参加者（大学生）には，主課題として “ イメー
ジ統合課題 ” の遂行を求めた。この課題では，視覚イ
メージの生成と操作が必要であり，その操作結果の保
持を彼らは描画再生した。検証実験 1 と 4 では，知覚
入力したバー刺激を継時呈示され，彼らはルールに
従ってそれらを統合して無意味図形（視覚イメージ）
。
の描画再生を行った（Figure 1 を参照）
まずは，イメージ統合課題で生成される視覚イメー
ジが言語化されるものではないことを確かめる必要が
ある。なぜなら生成した視覚イメージの言語化が可能
な場合，いずれの保持コンポーネントが視覚イメージ
の保持を主として担っているのかが不明確となってし
まうからである。
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に生成される視覚表象 (さらには音韻表象など)
がエピソードバッファで保持されるのかについて
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は，さらなる検討が必要であろう。
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periment 1 and 4: 実験 1 では，同じ色を頭の中で重ねて

実験 1 では，同じ色を頭の中で重ねて統合する（最大 8 本）。

統合する
(最大 8 本)。実験参加者は，バー刺激呈示間に具
実験参加者は，バー刺激呈示間に具象性判断あるいはイ

メージ操作課題を遂行した。統制条件の場合はブランク画

象性判断あるいはイメージ操作課題を遂行した。
統制条件
面を注視し続けることが求められた。構音抑制は試行開始

－3－

から再生合図があるまで求められた。実験 4 のイメージ統
の場合はブランク画面を注視し続けることが求められた。
合課題では，バー刺激間に妨害課題の遂行は求められず，
統合後から再生までの保持期間（11 秒）に乱数生成あるい
構音抑制は試行開始から再生合図があるまで求められた。
は空間タッピングが求められた。具象性判断とイメージ操
作の難度は予備実験で統制した。
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中央実行系に負荷となる課題は視覚イメージ保持を妨
害する？
上記の実験では，視覚イメージの心的操作が保持に
妨害することを示した。心的操作は中央実行系の機能
であると考えられるので，視覚イメージ保持は中央実
行系の資源を利用しているのではないだろうか。
もし，視覚イメージと視覚情報が異なるコンポーネ
ント（つまり，エピソードバッファと視空間スケッチ
パッド）でそれぞれが保持されるならば，中央実行系
資源を必要とする課題を視覚イメージと視覚情報の保
持期間に遂行するとき，視覚イメージの保持には強い
妨害効果を示すことになる。
ここでは，イメージ統合課題で生成した視覚イメー
ジあるいは知覚入力した無意味図形（視覚情報）の保
持時に乱数生成（中央実行系課題：1 から 9 の数字を
できる限りランダムな順に生成して発生する課題）が
求められた。なお，ここでも構音抑制条件を設けた
（Figure 2 を参照）
。
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実験の結果は，乱数生成は視覚イメージの保持に強
く妨害することを示した。視覚イメージと視覚情報が
同一のコンポーネントで保持されるならば，乱数生成
実験 4 のイメージ統合課題では，バー刺激間に妨害課題の
の妨害効果に差は認められないはずであった。この結
遂行は求められず，統合後から再生までの保持期間 (11
果は，視覚イメージの保持には視空間スケッチパッド
秒) に乱数生成あるいは空間タッピングが求められた。具
ではなく，エピソードバッファが関与するという可能
性を示している。
象性判断とイメージ操作の難度は予備実験で統制した。
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イメージ統合課題で生成・保持される視覚イメージは
言語化が可能？
ここでは，イメージ統合課題だけではなく，音韻
ループを妨害する構音抑制，長期記憶の知識ベースに
アクセスが必要な具象性判断，あるいは視覚イメージ
の操作が必要なイメージ操作を実験参加者に求めた。
生成した視覚イメージの保持に音韻ループが関与する
ならば，構音抑制および具象性判断によって妨害を受
けると考えられる。
実験の結果は，イメージ操作のみが視覚イメージの
保持に妨害することを示した。ゆえに，イメージ統合
課題で生成される視覚イメージは言語化されていな
かったと考えられる。この実験以降，イメージ統合課
題で生成される視覚イメージの保持に中央実行系資源
で支えられているエピソードバッファあるいは独自の
資源を有する視空間スケッチパッドのいずれが関与し
ているのかを検証した。

イメージ操作・保持

描画再⽣

Figure 2 I maging task and interference tasks in
Figure 2 Imaging task and interference tasks in exexperiment 2 and 3
periment 2 and 3: 心的に統合する部分を白丸で表す
心的に統合する部分を白丸で表す
（最大で 8 本）。実験 2 (最

の実験参加者は，統合後から再生までの保持期間（11 秒）
大で 8 本)。実験 2 の実験参加者は，統合後から再生まで
に乱数生成を遂行した。統制条件の場合は画面を注視し続
けることが求められた。構音抑制は試行開始から再生合図
の保持期間 (11 秒) に乱数生成を遂行した。統制条件の場
があるまで求められた。実験 3 の実験参加者は，無関連画
合は画面を注視し続けることが求められた。
構音抑制は試
像
（視覚ノイズ）を保持期間に注視あるいは空間タッピン
グを遂行した。統制条件の場合はブランク画面を注視し続
行開始から再生合図があるまで求められた。実験 3 の実験
けることが求められた。

参加者は，無関連画像 (視覚ノイズ) を保持期間に注視あ
るいは空間タッピングを遂行した。統制条件の場合はブラ
ンク画面を注視し続けることが求められた。
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行開始から再生合図があるまで求められた。実験 3 の実験
参加者は，無関連画像 (視覚ノイズ) を保持期間に注視あ
るいは空間タッピングを遂行した。統制条件の場合はブラ
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視空間スケッチパッドに負荷となる課題は視覚イメー
ジを妨害する？
ここでは，イメージ統合課題で生成した視覚イメー
ジあるいは知覚入力した無意味図形（視覚情報）の保
持時に視空間スケッチパッドに負荷となる視覚ノイズ
（無関連画像の注視）あるいは空間タッピング（非利
き手を規則的に動かすこと）を求めた。この実験でも
乱数生成条件を設けた。
実験の結果は，乱数生成は視覚イメージの保持を妨
害し，空間タッピングは無意味図形の保持を妨害する
ことを示した。視空間スケッチパッドに負荷をかける
と想定した視覚ノイズは無意味図形の保持に妨害しな
かった。このような結果は本研究だけに認められたの
ではなく，視覚ノイズが視覚情報の保持に妨害しない
という報告も多数ある。さて，この実験においても視
覚イメージは視空間スケッチパッドではなく，エピ
ソードバッファで保持される可能性を示した。
呈示方法の違いが上記の結果をもたらしているのか？
これまでの実験では，再生が求められる視覚イメー
ジは複数のパーツを継時的かつ心的に統合したもので
あるが，知覚入力される無意味図形（視覚情報）はそ
のままの図の再生が求められた。つまり，イメージ統
合課題の遂行には，継時処理が伴うのだが，視覚情報
の保持には継時処理が伴わないのである。ここでの実
験は，視覚情報をそのまま呈示するのではなく，その
図形を構成する各バー刺激を継時呈示することでイ
メージ統合課題と呈示方法を同じにした（知覚継時課
題：Figure 3 を参照）。また，視覚イメージあるいは
視覚情報の保持時に空間タッピングあるいは乱数生成
を求めた。
実験の結果は，空間タッピングと乱数生成は視覚イ
メージと視覚情報の保持を同程度に妨害することを示
した。実験 2 では，空間タッピングは心的に生成した
視覚イメージの保持を妨害しなかった。ここでの実験
は，実験参加者にバー刺激を視覚呈示しており，実
験 2 では音声教示を呈示した。ゆえに，視覚呈示と音
声呈示という呈示方法の違いによってイメージ保持に
妨害効果が認められたのではないだろうか。しかし，
なぜ視覚呈示の場合に妨害を受けるのかについては不
明確であり，今後の研究で検討されるべきであろう。
より重要な結果は，乱数生成が視覚情報よりも視覚イ
メージの保持に強く妨害したことである。この結果か
ら，やはり視覚イメージの保持にはエピソードバッ
ファが関与していると考えられる。
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Figure
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4: 各バー刺激
Figure3 3 Perceptual
Perceptual
in experiment
4

各バー刺激は保持すべき位置に継時呈示された。後続バー
の呈示と同時に先行バーは画面上から消えるよう設定し －4－
た。イメージ統合課題は Figure 1 に示す通りである。実
験参加者は，保持期間に乱数生成あるいは空間タッピング
を遂行した。統制条件の場合はブランク画面を注視し続け
ることが求められた。

エピソードバッファの役割
Baddeley によって新たに付け加えられたエピソー
ドバッファは，様々な情報源からの情報を統合して一
時的に保持するコンポーネントだと考えられている。
心的に生成された視覚イメージは，このコンポーネン
トで保持される可能性が高いことを本研究結果が示し
ている。では，なぜ視覚表象として保持される視覚イ
メージに視空間スケッチパッドが関与しないのだろう
か。多くの先行研究では，記銘した視覚情報をそのま
まの状態で保持そして再生することを実験参加者に求
めている。心的に無意味図形を生成し，それを保持す
るという課題を実験参加者に求めてはいない。本研究
のように複数のバーを心的に統合し続けてその生成さ
れた無意味図形を保持することが必要な場合，視覚イ
メージは統合していく過程で徐々にその無意味図形は
大きくなっていくのではないだろうか。維持しやすい
ようにイメージを縮小するという心的操作をしなけれ
ば，実験参加者のメンタルスペース内でその視覚表象
を維持することが難しくなるという可能性が考えられ
る。この点で視覚情報の表象維持とは大きく異なる。
保持している視覚イメージを再生するまで操作し続け
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るためにエピソードバッファが必要であるのか，それ
とも心的に生成される視覚表象（さらには音韻表象な
ど）がエピソードバッファで保持されるのかについて
は，さらなる検討が必要であろう。
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The present study investigated whether a mentally created visual image is retained in a visuospatial
. Functions of
sketchpad or an episodic buffer in a multi-component model of working memory（Baddeley, 1986）
the episodic buffer require cognitive resources of the central executive. Four experiments were introduced here.
Results in these experiments showed that a mentally created visual image was retained in the episodic buffer,
not in the visuospatial sketchpad. On the other hand, perceptually encoded visual information was retained in the
visuospatial sketchpad. Interestingly, even though both the created image and the perceptual information are to
be retained in the form of visual representation, each type of visual representation involves different component.
It could be argued that retaining a mentally created visual image continually requires mental manipulations（e.g.,
. However, mental manipulation during the retention of perceptually
adjusting the size to fit in a mental space）
encoded visual information would not be required if the information is recalled just as it is. This may be the
reason why the created image is retained in the episodic buffer.
Keywords：retention of visual image, visuospatial working memory, episodic buffer.
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