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Abstract 

In four experiments, a total of 288 undergraduates incidentally learned a list of 24 nouns twice in the same context 

(same-context repetition) or different contexts (different-context repetition). Free recall was measured in a neutral 

context. Simple-place context was manipulated by the physical features of the room, and complex-place context was 

manipulated by the room and other element(s): social environment, or social environment and encoding task. The time 

intervals between the first and the second list presentations were 10 min (Experiment 1) or 1 day (Experiment 2). The 

results of Experiments 1 and 2 showed that superiority of different-context repetition appeared in the simple-place 

context condition, whereas superiority of same-context repetition appeared in the complex-place conditions. The present 

results indicate that the determinant of the superiority of same- or different-context repetition in recall is the type of 

context: simple- or complex-place context. Implications of the results were discussed. 

 

エピソード記憶（episodic memory）は，焦点情報（focal information）と文脈（context）で構成されている。焦点情報

はエピソードの中心となる情報であり，文脈は焦点情報以外の情報をいう。文脈はさまざまな種類の情報から成って

いるため，文脈はさまざまな特性や機能によって記述することができる。本研究は，環境的文脈の機能に焦点を当て

る。ここで環境的文脈とは，焦点情報が処理されている環境の偶発的情報をいう。環境的文脈は焦点要素とともにエ

ピソード記憶に符号化され，検索において手がかりとして利用される。したがって，環境的文脈の機能を解明すること

は，エピソード記憶過程の理解にとって，非常に重要である。 

環境的文脈研究の大半は，さまざまな場所を操作してきた。たとえば，陸上と水中（e.g., Godden & Baddeley, 

1975），小さな研究室と広い庭園（e.g., Bjork & Richardson-Klavehn, 1989; Eich, 1995），特徴や内装が異なる部屋

（e.g., Smith, 1979; Smith, Glenberg, & Bjork, 1978）など，さまざまな操作が行われている（see Smith, 1988; Smith & 

Vela, 2001）。このような場所変化が，気分（mood）をはじめとして，さまざまな心的要因を共変させる可能性があるの

に（e.g., Eich, 1995; Smith, 1995），場所文脈研究のほとんどで，場所単独の操作が行われてきた。 

けれどもこれ以外にも，場所とその他の要因（たとえば，実験者，副課題，BGM）を操作的に組み合わせた研究も

存在している（e.g., Bjork & Richardson-Klavehn, 1989; Isarida, 1992, 2005; Isarida & Isarida, 2004, 2006; Isarida & 

Morii, 1986; also see Smith & Vela, 2001）。本研究では，場所の物理的環境の特徴のみを操作した文脈を”単純場

所文脈 simple-place context”，場所とその他の要員を操作した文脈を”複合場所文脈 complex-place context”と呼

ぶことにする。さらに，単純場所文脈と複合場所文脈が，機能的あるいは質的に異なっていることを提唱する。本研

究の目的は，この提唱の実証的証拠を提示することである。 

環境的文脈研究の大半において使用されている復元パラダイム（reinstatement paradigm）の実験は，単純場所文

脈と複合場所文脈の文脈依存効果に，量的な差が存在することを一貫して示してきている。実証的には，場所と実

験者を組み合わせた文脈が，場所単独操作の文脈よりも，際だって大きな文脈依存効果を生じさせることが見出され
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ている（Smith & Vela, 2001）。同様に，場所単独では有意な文脈依存効果が生じないときでも，場所と副課題を組み

合わせて操作すると有意な文脈依存効果が生じることが見いだされている（Isarida & Isarida, 2004）。 さらに，漁田と

その共同研究者は，実験者，副課題，BGM などの要因を場所と組み合わせることで，信頼できる文脈依存効果を安

定して見いだしてきた（e.g., Isarida, 1992, 2005; Isarida & Isarida, 2006; Isarida & Morii, 1986）。 

 さらに重要なことは，単純場所文脈と複合場所文脈とに，機能的あるいは質的な差異の存在を示唆する証拠が

あるということである。たとえば，マルチ文脈パラダイム（multiple-context paradigm）では，現象の逆転が生じること，そ

してその逆転が文脈の種類（単純場所文脈と複合場所文脈）によってもたらされるらしいことが見いだされている

（Glenberg, 1979; Isarida & Isarida, 2005; Smith, Glenberg & Bjork, 1978）。なお，マルチ文脈パラダイムとは，学習項

目（to-be-remembered item）を，同一文脈あるいは異なる文脈のもとで反復学習させ，両者の記憶成績を比較する方

法である。 

Smith et al. (1978) は，２回の反復学習を，同一文脈下あるいは異なる文脈下で行わせ，両者の自由再生を比較

した。文脈としては，場所（部屋）の物理的特徴を操作した。自由再生テストは，中立文脈下でおこなった。その結果，

異文脈下での反復（different-context repetition, DCR）が，同文脈下での反復（same-context repetition, SCR）よりも高

い再生成績を示した（DCR 優位）。Glenberg (1979)は，より多くの実験参加者に対して，Smith et al. (1978) と同じ条

件操作を行い，DCR 優位の現象の追試に成功した。これに対して，Isarida and Isarida (2005)は，先行研究とは正反

対の SCR 優位の現象を見いだしている。場所と２つの文脈要素を組み合わせた複合場所文脈を用いて，SCR 条件

と DCR 条件の自由再生を比較した。２つの要素とは，符号化課題と社会的要因（個別実験，集団実験）であった。自

由再生テストは，先行研究（Glenberg, 1979; Smith et al., 1978）と同様に，中立文脈下でおこなった。実験１で，SCR

条件の方が，DCR 条件よりも高い再生成績を示した。そしてこの SCR 優位の現象は，実験２で追試された（Isarida & 

Isarida, 2005）。この発見は，先行研究の発見（Glenberg, 1979; Smith et al., 1978）とは正反対である。 

 ここで注意すべきは，反復間隔（inter-study interval：１回目と２回目の学習の間の時間）と保持期間（retention 

interval：２回目の学習とテストの間の時間）が，先行研究（Glenberg, 1979; Smith et al., 1978）と最近の研究（Isarida & 

Isarida, 2005）とで異なっているという点である。Glenberg (1979) と Smith et al. (1978)では，反復間隔と保持期間の

両方が３時間であり，Isarida and Isarida (2005)では１週間であった。論理的には，逆転現象の原因は，文脈の種類，

反復間隔，保持期間のいずれかあるいは，それらの組み合わせということになる。 

本研究は，文脈の種類が，反復間隔や保持期間の長さにかかわらず，逆転現象を一義的に規定するか否かを検

証することである。このため，本研究は文脈の種類，反復間隔，保持期間を組織的に変化させた。具体的には，

Glenberg (1979) や Smith et al. (1978)と同様に，場所のみを操作した単純場所文脈を用い，Isarida and Isarida 

(2005)と同様に，場所，符号化課題，社会的環境を操作した複合場所文脈を用いた。さらに，符号化課題の効果を

調べるために，社会的要因のみを複合させた複合場所文脈の効果も調べた。実験１，２，３では，これまでの研究

（Glenberg, 1979; Isarida & Isarida, 2005; Smith et al., 1978）と同様，反復間隔と保持期間を等しくした。実験４では，

長さの異なる反復間隔と保持期間を用いた。 

本研究は，Glenberg (1979) と Smith et al. (1978)が用いた３時間の反復間隔と保持期間使用しなかった。日本の

大学の授業時間では，３時間の使用が困難である。これに換えて，単一ポイントの３時間をはさむ２つのポイント（10

分と 1 日）を用いて，文脈の種類の効果を調べた。10 分は３時間より短く，第１学習，第２学習，テストを，１つの実験

セッションで完了できる。１日は，10 分より長く，先行研究（Glenberg, 1979; Smith et al., 1978）で使用した 3 時間と同

様に，反復間隔と保持期間中は実験を行う場所あるいは部屋を離れなければならない。反復間隔や保持期間の時
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間的長さと同様に，実験参加者が場所や部屋からいったんはなれるか否かは，文脈操作にとって重要である。そして，

文脈の種類が逆転現象を規定するのであれば，10分と 1日の両条件において，単純場所文脈はDCR優位を示し，

複合場所文脈は SCR 優位を示すであろう。具体的には，実験１－３は，同じ２要因実験参加者間計画を用いた。そ

の 2 要因計画とは，文脈反復（context repetition: SCR vs. DCR）×反復間隔・保持期間（10 分 vs. １日）であった。そ

して，それぞれの実験は，文脈の種類を変化させた。すなわち，実験１では場所，社会的環境，符号化課題，実験２

では，場所と社会的環境，実験３では場所のみを操作した。 

これらの３つの実験は，１つの３要因実験（文脈反復×反復間隔・保持期間×文脈の種類）に統合することが可能

ではあるが，以下の２つの理由から３つの２要因計画とした。第１に，本研究の目的は，文脈の種類が SCR 優位と

DCR 優位の逆転現象を規定するか否かを検討することであり，この検討は分離した２要因実験で可能である。第２に，

３要因の実験に統合すると，不要な要因が結果に混入する恐れがある。本研究において，SCR 条件の再生水準に，

３つの実験間で差が存在している。けれども，論理的には，SCR条件の再生水準は等しくなるはずである。なぜなら，

文脈種類の操作にかかわらず，第１学習と第２学習におけるSCR条件の文脈要素は，いつもすべてが一致するはず

である。それにもかかわらず実験間に差が生じた理由として，以下をあげることができる。 実験１から４までは，それ

ぞれ別の年に実施した。さらに，一部の手続きが実験間で異なっていた。すなわち，実験３はすべて個別実験であっ

たが，実験１と２の実験参加者の半数は個別，残り半数は集団実験であった。実験１では，２つの文脈の差異をより明

確化するため，異なる反応モード（口頭と筆記）を用いた。これに対して，実験２と３では，全条件で筆記反応を求め

た。このようなことから，１つの３要因実験に統合したのでは，本来分析すべき要因の効果に，SCR条件における再生

水準の効果が混入する危険性があると判断した。そこで，１つの３要因実験ではなく，３つの２要因実験として分析し

た。 

文脈の種類が一義的に逆転現象を規定するのであれば，反復間隔や保持期間の長さにかかわらず，単純場所

文脈は先行研究（Glenberg, 1979; Smith et al., 1978）と同様に DCR 優位を示し，複合場所文脈は Isarida and Isarida 

(2005)と同様に SCR 優位を示すであろう。もしそうであるなら，その結果は単純場所文脈と複合場所文脈の間に，量

的ばかりでなく機能的あるいは質的差異が存在することを意味している。なぜなら，単純場所文脈と複合場所文脈が

まったく正反対の現象を引き出すからである。ここで注意すべきは，SCR 優位現象が実験操作にもとづくアーチファ

クト（artifact）の可能性である。この可能性は，符号化課題を含む複合場所文脈と含まない複合場所文脈の効果を比

較することで行った。 

 

実験１ 

 

実験１は，場所，社会的環境，符号化課題を組み合わせて操作した複合場所文脈で，SCR 優位と DCR 優位のど

ちらが生じるかを検討した。反復間隔と保持期間は 10 分と 1日の条件を用いた。反復間隔と保持期間が 10分と 1日

の両方で SCR 優位の現象が生じたら，文脈の種類が逆転現象を規定するといえよう。 

 

方 法 

 実験参加者 静岡県立大学短期大学部の発達心理学受講者96名が，実験に参加した。 

 実験計画 ２×２の実験参加者間計画を用いた。第１の要因は，文脈反復（SCR vs. DCR）で，第２の要因は反復

間隔と保持期間（10 分 vs. １日）であった。文脈反復の操作のため，第１学習の文脈（A, B）と第２学習の文脈（A, B）
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を組み合わせて，４つの下位群（AA, AB, BA, BB）を構成した。実験参加者は，ランダムに，この４（AA, AB, BA, BB）

×２（10 分 vs. １日）の８群に割り当てた。さらに，AA 群と BB 群を SCR 条件に，AB 群と BA 群を DCR 条件に，そ

れぞれ割り当てた。その結果，２（SCR vs. DCR）×２（10 分 vs. １日）の４群には，それぞれ 24 名の実験参加者を割

り当てたことになる。 

材料 学習材料は，24 個の描画可能な普通名詞であった（附録Ａ）。24 項目は，4 項目ずつ 6 個のブロッ

クに，学習セッションごとにランダムに割り当てた。 

 文脈 ２種類の文脈（A, B）は，場所，社会的環境，符号化課題を組み合わせて操作した。すなわち，実験参加者

は個別に場所Ａで課題Ａを遂行した（文脈Ａ）。あるいは３－６名の集団で，場所Ｂで課題Ｂを遂行した（文脈Ｂ）。テス

ト文脈は，主に場所（場所Ｎ）で操作した。以上の文脈操作は，Isarida and Isarida (2005) と同様であった。 

場所Ａは部屋隅のコーナー（90 cm x 90 cm）であった。３枚のグレーのパネルを，実験参加者の正面と両サイドに

配置し，背後は閉ざされていなかった。そのコーナーには，コンピュータラックと椅子を配置し，ラックには１７インチの

コンピュータディスプレイとマウスを設置した。実験者は，実験参加者の背後から教示を行い，実験セッションの間は

パネルの陰に隠れた。場所Ｂは幼児用のプレイルーム（550 cm x 520 cm）であった。場所Ｂには，さまざまな玩具が

散乱しており，大きな窓から外の建物や並木が見えた。場所Ｂでは，実験参加者は３－６名の集団で，実験に参加し

た。実験者と実験参加者は，180 cm x 180 cmのテーブルのまわりに着席した。場所Ｎは380 cm x 590 cmのカウンセ

リングルームで，２つのガラス棚，２つのソファー，１つのソファー用のローテーブル，６脚の椅子が設置してあった。場

所Ａ，Ｂ，Ｎは，同じ建物の同じ階で，１分以内で移動可能であった。 

課題Ａでは作文を行わせた。作文対象の４項目を，１７インチのコンピュータディスプレイに，30 秒間縦列で提示し

た。実験参加者には，現在提示されている４項目を使って文を作ることを求めた。文が提示されて 20 秒経過すると，

「文を言ってください」という表示を単語の下に提示し，“Microsoft ding"の音を鳴らした。それを合図に，実験参加者

は作成した文を口頭で報告した。報告の間も4単語は提示した。報告の制限時間は10秒で，時間が来ると報告途中

でも打ち切った。作文課題の前後に，30 秒の計算課題を挿入した。計算課題では，コンピュータ画面に３項の加減

算の問題を１個提示し，問題の下に０－９の数字キーを提示した。実験参加者は，その解答の下一桁に相当する数

字キーをマウスで押すことで解答した。解答はできるだけ速くかつ正確に行うことを要求した。正答には“Microsoft 

chime”の音，誤答には“Microsoft chord"の音をフィードバックした。正答誤答にかかわらず，フィードバックに続いて，

次の問題を提示した。 

課題Ｂとして，描画課題を用いた。実験者は，ブロック内の４項目を10秒間かけて読み上げ，実験参加者は白紙

（A4版縦）の上部に，その単語を書き取った。続いてその単語を，2B鉛筆を使って描画した。各項目の大きさや配置

は，実験参加者の自由であった。制限時間は50秒で，時間が来ると描画途中でも打ち切った。描画は，口頭反応より

も多大な時間を要するので，計算課題を挿入せず，課題ＡとＢの時間が等しくなるよう調整した。 

テストは，文脈Ｎで実施した。AA群とBA群は個別にテストセッションに参加し，AB群とBB群は，３－６名の集団で

参加した。実験者は，テスト期間中ずっと，実験参加者(群)と対面して立ち，自由再生の教示等の指示を与えた。実

験参加者は，椅子に座り，クリップボードに装着したA4版の罫紙に，HB鉛筆を使って，自由再生反応を書き込んだ。 

反復間隔と保持期間が10分の条件では，場所Ｎで反復間隔と保持期間の課題を行わせた。課題としては，２文字

が欠けた４文字熟語の完成課題を８分間行わせた。移動の時間を含めて，反復間隔や保持期間が10分となるよう調

整した。移動は実験者が誘導した。保持期間からテストは，同じ場所Ｎから場所Ｎへの移動であるが，他の移動と同

様に一端廊下に出て，再び場所Ｎに入った。１日条件では，反復間隔および保持期間の間，実験室を退出した。 
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手続き 実験参加者は，２回の学習セッションと，１回のテストセッションに参加した。第１および第２学習セッショ

ンでは，文脈ＡまたはＢで，同じ学習項目を符号化した。符号化は偶発学習で，課題ＡあるいはＢを方向づけ課題と

した。テストセッションでは，文脈Ｎで，口頭自由再生テストを行った。反復間隔および保持期間は，10 分あるいは１

日であった。自由再生テストが終わると，内省報告質問紙に回答させた。そして，セッションの終わりに，実験の真の

目的を告げ，データ使用の同意を得た。 

 

結果と考察 

Figure 1に，文脈反復×反復間隔・保持期間の関数としての再生率をしめす。誤差線は標準誤差である。２×２

（文脈反復×反復間隔・保持期間）の分散分析の結果，文脈反復 [F (1, 92) = 41.14, MSE = 6.01, p < .001] と反復

間隔・保持期間 [F (1, 92) = 9.82, MSE = 6.01 p < .001] の主効果が有意であったが，交互作用は有意でなかった 

[F < 1]。 

 

(Figure 1 about here) 

 

実験１は，場所，課題，社会的環境の文脈操作によって，複数の反復間隔・保持期間において，SCR優位の結果

（Isarida & Isarida, 2005）の追試に成功した。実験１の結果は，SCR優位とDCR優位のどちらが生じるかを規定するの

は，反復間隔・保持期間ではなく，文脈の種類であることを示している。反復間隔・保持期間は，再生の成績水準に

影響したが，SCR優位には関与しなかった。 

 

実験２ 

 

実験２の目的は，符号化課題のみで，実験１で生じたSCR優位現象を引き起こすか否かを検証することで

あった。符号化課題は，通常文脈操作として用いられない。そして，焦点情報の情報処理のさまざまな特性

に影響する。もし，符号化課題のみによってSCR現象生じるのであれば，SCR優位現象は文脈に依存するの

ではなく，実験操作上のアーチファクトということになる。 

 

方 法 

実験参加者 実験参加者は，静岡県立大学短期大学部の発達心理学受講生で，実験１に参加していない者96

名であった。 

実験計画 実験計画と文脈反復の操作は，実験１と同じであった。 

文脈 文脈ＡとＢは，場所と社会的環境を組み合わせて操作した。符号化課題は，カウンターバランスを取るため

の要因とした。具体的には，文脈Ａに割り当てられた実験参加者は，場所Ａで個別に実験参加し，そのうち半数が課

題Ａを，残り半数が課題Ｂを遂行した。文脈Ｂに割り当てられた実験参加者は，場所Ｂで，３－６名の集団実験に参加

し，そのうち半数が課題Ａを，残り半数が課題Ｂを遂行した。 

実験２では課題Ａを集団実施する場合があるので，一緒にいる実験参加者同士の作文や報告を妨害しないため，

作文の口頭報告を筆記報告に変更した。ただし，筆記反応は口頭反応よりも時間がかかるので，課題Ａと課題Ｂの遂

行時間をそろえるため，計算課題を実施しなかった。具体的には，実験者が各ブロックの４項目を，10秒間で読み上
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げ，実験参加者は，白紙小冊子（A5版横型）の上部に書き留めた。その後，各4項目を使った文を，HB鉛筆を使って

余白部分に書いた。制限時間は50秒で，時間が来ると実験者が「止め」と指示した。そして実験参加者は筆記を止め，

小冊子をめくり次のページを出した。 

課題Ｂの手続きも，個別セッションの実施に合わせて，学習項目の聴覚提示を視覚提示に変更した。各ブ

ロックの 4 項目は縦列で視覚提示した。場所Ａでは 17 インチのディスプレイ，場所Ｂでは 10 インチのノー

ト型コンピュータのディスプレイを用いて，1 ブロックあたり 60 秒の提示時間で提示した。実験参加者は各

項目を 10 秒間眺め，その後 50 秒間の描画を開始した。この他の文脈操作は，実験１と同じであった。 

材料と手続き 材料と手続きは，実験１と同じであった。 

 

結果と考察 

Figure 2に，文脈反復×反復間隔・保持期間の関数としての再生率（誤差線は標準誤差）を示す。２×２（文脈反

復×反復間隔・保持期間）の分散分析の結果，文脈反復 [F (1, 92) = 20.97, MSE = 3.34, p < .001] と反復間隔・保

持期間 [F (1, 92) = 90.16, MSE = 3.34, p < .001] の主効果が有意であったが，交互作用は有意でなかった [F < 

1]。 

 

(Figure 2 about here) 

 

実験２の結果は，符号化課題のみでSCR優位現象が生じているのではないことを意味している。したがっ

て，SCR優位現象はアーチファクトではなく，文脈に依存する現象といえる。実験２の結果は，逆転現象を

文脈の種類が規定するという見解を支持している。 

 

実験３ 

 

実験３では，場所のみで文脈操作を行ったとき，反復間隔・保持期間が10分と１日の条件下で，SCR優位

とDCR優位のどちらが生じるかを調べた。文脈の種類が，SCR優位になるかDCR優位になるかを規定するの

であれば，場所のみを操作した先行研究（Glenberg, 1979; Smith et al., 1978）と同様に，反復間隔・保持期間

が10分と１日のいずれにおいても，DCR優位現象が生じるであろう。 

 

方 法 

実験参加者 実験参加者は，静岡県立大学短期大学部の発達心理学受講生で，実験１と２の両方に参加してい

ない者96名であった。 

実験計画 実験計画と文脈反復の操作は，実験１および２と同じであった。 

文脈 文脈ＡとＢは，場所のみによって操作した。文脈Ａとして場所Ａ，文脈Ｂとして場所Ｂを用いた。社会的環境

は固定し，すべて個別実験とした。符号化課題は，カウンターバランスを取るための要因とした。実験参加者は，場所

Ａ（文脈Ａ）または場所Ｂ（文脈Ｂ）で個別に実験参加し，そのうち半数が課題Ａを，残り半数が課題Ｂを遂行した。この

他の文脈操作は，実験１・２と同じであった。 

材料と手続き 材料と手続きは，実験１・２と同じであった。 
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結果と考察 

Figure 3に，文脈反復×反復間隔・保持期間の関数としての再生率（誤差線は標準誤差）を示す。２×２（文脈反

復×反復間隔・保持期間）の分散分析の結果，文脈反復 [F (1, 92) = 14.91, MSE = 6.71, p < .001] と反復間隔・保

持期間 [F (1, 92) = 26.24, MSE = 6.71, p < .001] の主効果が有意であったが，交互作用は有意でなかった [F < 

1]。 

(Figure 3 about here) 

 

実験３は，場所のみを操作することでDCR優位を発見した先行研究結果（Glenberg, 1979; Smith et al., 1978）の追

試に成功した。実験３の結果も，SCR優位かDCR優位かを決めるのが，反復間隔や保持期間ではなく，文脈の種類

であることを示している。実験１・２と同様に，反復間隔や保持期間は，再生成績の水準に影響しているが，逆転現象

には関与していない。 

実験４ 

 

実験４では，反復間隔と保持期間が等しいとき，複合場所文脈で生じた SCR 優位現象（実験１）と単純場

所文脈で生じた DCR 優位現象（実験２）のそれぞれが，反復間隔が保持期間よりも際だって短いとき，変化

するか，消失するか，あるいは逆転するかを調べた。 

一見すると，保持期間は学習の過程に関与しないので，逆転現象に関与しないと推測される。したがって，

それぞれの有意性が消失または減少することはあっても，逆転することはないと予想される。しかしながら，

保持期間と反復間隔が組み合わせで機能することが，分散学習効果（distributed practice effect: see Cepeda et al., 

2006）や新近性効果（e.g., Crowder, 1976; Glenberg, Bradeley, Kraus, & Renzaglia, 1983）において指摘されてい

る。実験４はこの点を検討した。 

 

方 法 

実験参加者 実験参加者は，静岡県立大学短期大学部の発達心理学受講生で，実験１・２・３に参加していない

者96名であった。 

実験計画 ２×２の実験参加者間計画を用いた。第１の要因は，文脈反復（SCR vs. DCR）で，第２の要因は文

脈の種類（単純場所文脈vs. 複合場所文脈）であった。文脈反復の操作のため，第１学習の文脈（A, B）と第２学習の

文脈（A, B）を組み合わせて，４つの下位群（AA, AB, BA, BB）を構成した。実験参加者は，ランダムに，この４（AA, 

AB, BA, BB）×２（単純場所文脈vs. 複合場所文脈）の８群に割り当てた。データの解析に関しては，AA群とBB群を

SCR条件に，AB群とBA群をDCR条件に，それぞれ割り当てた。その結果，２（SCR vs. DCR）×２（単純場所文脈vs. 

複合場所文脈）の４群には，それぞれ24名の実験参加者を割り当てたことになる。文脈反復の操作は，実験１・３と同

じであった。 

 

文脈 単純場所文脈の操作は，実験３と同じであり，複合場所文脈の操作は実験１と同じであった。 

材料 材料は，実験１・２・３と同じであった。 

 手続き 反復間隔は 10 分，保持期間は１日であった。その他の手続きは，実験１・３と同じであった。 
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結果と考察 

Figure 4に，文脈反復×文脈の種類の関数としての再生率（誤差線は標準誤差）を示す。２×２（文脈反復×文脈

の種類）の分散分析の結果，文脈の種類の主効果が有意であったが [F (1, 92) = 5.40, MSE = 5.61, p < .05]，文脈

反復の主効果は有意でなかった [F (1, 92) = 1.89, MSE = 5.61, p > .10] 。そして交互作用が有意であった[F (1, 92) 

= 5.01, MSE = 5.61, p < .05]。 

 

(Figure 4 about here) 

交互作用が有意であったので，単純場所文脈および複合場所文脈における文脈反復の単純主効果を求めた。

その結果，単純場所文脈は有意でなく [F < 1]，複合場所文脈で有意であった [F (1, 92) = 6.54, MSE = 5.61, p 

< .05]。 

実験４の結果は，単純場所文脈と複合場所文脈とでの逆転効果が，完全には対称的でないことを示してい

る。反復間隔が保持期間よりもかなり短いとき，単純場所文脈ではDCR有意性が消失し，複合場所文脈では

SCR有意性が維持されたのである。 

 

全体的考察 

 

本研究結果とこれまでの研究の結果（Glenberg, 1979; Isarida & Isarida, 2005; Smith et al., 1978）は，反復間隔と保

持期間が等しい条件下で，SCR優位かDCR優位かを決めるのが，反復間隔や保持期間ではなく，文脈の種類である

ことを示している。単純場所文脈は，反復間隔と保持期間が10分（実験３），３時間（Glenberg, 1979; Smith et al., 

1978），１日（実験３）のいずれにおいても，一貫してDCR優位現象を引き起こしている。これに対して複合場所文脈

は，反復間隔と保持期間が10分（実験１・２），１日（実験１・２），１週間（Isarida & Isarida, 2005）のいずれにおいても，

一貫してSCR優位現象を引き起こしている。さらに，これらの結果に，実験参加者が一端実験室を離れるか否かが関

与していない。また，SCR優位の現象は，符号化課題が文脈操作に含まれるか否かにかかわらず生じている。このこ

とは，SCR優位現象がアーチファクトではなく，文脈依存現象であることを示している。要するに，SCR優位現象と

DCR優位現象のいずれが生じるかを決めているのは，文脈の種類（単純場所文脈あるいは複合場所文脈）といえ

る。 

一方で，反復間隔が保持期間よりも著しく小さいとき，単純場所文脈で見いだされていたDCR優位現象は消失し

た。これに対して，複合場所文脈で見いだされていたDCR優位現象は，変わらず見いだされた。この非対称性は，保

持期間にかかわる要因のみによってもたらされたのではなく，学習と保持の相互作用的過程（比の法則 ratio rule: 

e.g., Crowder, 1976; Glenberg et al., 1983）によってもたらされたのであろう。この点については，後で考察する。 

SCR優位とDCR優位の現象は，分散学習効果の説明原理（see Cepeda, Pashler, Vul, Wixted, & Roher, 2006; 

Donovan and Radosevich, 1999; Toppino, & Bloom, 2002）で説明可能である。まず，DCR優位は，符号化あるいは文

脈変動性理論（encoding or contextual variability theory: Glenberg, 1979; Melton, 1970; Verkoeijen, Rokers, & Schmit, 

2004）でよく説明できる。Glenberg (1979)は，DCR優位現象波を引き起こしているのは，文脈とは独立な記憶痕跡強

度ではなく，文脈手が手がかりの豊富さであるという。すなわち，中立文脈での文脈手がかりと共有される文脈手がか

りは，複数の文脈の方が，単一文脈よりも多い。したがって，中立文脈下でテストが行われると，同一文脈下で反復し
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た条件（SCR）よりも，異なる文脈下で学習した条件（DCR）の方が，よりよく再生されることになる。 

DCR優位を説明する別の原理には，２回目の学習における処理欠損（deficient processing）を基盤とした理論があ

る。その理論としては，不注意（inattention: e.g., Underwood, 1970; Waugh, 1970)，慣化（habituation: Hintzman, 

1974），記憶固定（consolidation: e.g., Pavlik & Anderson, 2003; Wickelgren, 1972）にもとづく理論をあげることができ

る。この種の理論では，符号化において，SCR条件で成績低下が生じると仮定する。２回目項目提示における学習時

の検索（study-phase retrieval）は，文脈依存効果によって，SCR条件の方がDCR条件よりも容易となる。容易な学習

時の検索は，２回目提示における処理欠損を引き起こすことになる（e.g., Thios & D'Agostino, 1976）。その結果，SCR

条件の方が記憶痕跡が不十分になり，成績も低下する。しかしながら，この処理欠損仮説には批判もある（e.g., 

Cepeda et al., 2006）。いずれにせよ，符号化変動性理論と処理欠損理論のどちらが妥当としても，学習者は第２学習

セッションにおいて，第１学習エピソードの検索に成功していることになる。 

一方，SCR優位は学習時検索理論（study-phase retrieval theory）によって説明できる。この理論によれば，分散学

習効果は，第２学習セッションで第１学習セッションの項目が検索できない時に消失する（e.g., Greene, 1989; Thios & 

D'Agostino, 1976; Toppino & Bloom, 2002; Verkoeijen et al., 2004）。本研究の場合，異なる複合場所文脈間の反復

の場合，多くの項目を第２学習セッションで検索できないであろう。このため，第１学習の経験と第２学習の経験が，機

能的に分離したエピソード記憶痕跡に符号化されることになる。DCR条件では，一方の学習エピソードの想起が，他

方のエピソードの想起を促進しない。その結果，DCR条件の再生成績は，１回学習条件と類似したものになる。他方

で，SCR条件の再生成績は，たとえ２回目の符号化に処理欠損があったとしても，２回学習条件に相当する。したが

って，SCR条件の方がDCR条件よりも，再生成績が高くなると予測される。 

学習時検索理論からすると，単純場所文脈は，反復間隔が10分，３時間（Glenberg, 1979; Smith et al., 1978），1日

の条件で，第2学習での文脈依存忘却を引き起こせない。これに対して，複合場所文脈は，反復間隔が10分，1日，1

週間（Isarida & Isarida, 2005）の条件，引き起こすことができる。このことは，複合場所文脈は，第１学習セッションと第

２学習セッションとで，分離したエピソードを形成するのに対して，２つのセッションを取り込む単純場所文脈は，同じ

エピソードに組み込まれることを意味している。換言すると，複合場所文脈はそれぞれの学習エピソードを定義するこ

とができるが，単純場所文脈はそうでないといえる。 

最近，場所そのものよりも心的要因の方が，文脈依存効果にとって重要といわれている。Eich (1995) は，場所文

脈依存記憶が気分に媒介されることを示唆する証拠を提出している。Smith (1995)は，気分よりも包括的な心的文脈

（mental context）が文脈依存記憶を媒介するという提案をしている。Isarida and Isarida (1999)は，大学における授業と

休憩時間との間の内的・心的要因（緊張 tension, 集中 concentration, 気分 mood など）の変化と場所（教室 

classroom, 廊下 corridor, グランド campus grounds, 図書館 library など）の変化を分離した。そして，再生は場所

変化でなく，内的・心的要因の変化に影響されることを見いだした。場所は，焦点情報の処理される場（field）を提供

する。副課題や符号化課題は学習エピソードを通じての焦点情報の情報処理の意味に影響する。Isarida and Isarida 

(2004)は，場所単独ではその場所での焦点情報に対する情報処理の意味に影響できないが，課題が場所の欠陥を

を補完しうることを見いだしている。さらに，社会的環境は，学習エピソードの状況的意味に影響する。加えて，実験

者は物理的環境の一部であると当時に，社会的官許情報も提供する。まとめると，場所以外の文脈要素は，学習エ

ピソードの定義における場所の欠陥を補完するといえよう。 

ここで注意すべきは，陸上と水中（e.g., Godden & Baddeley, 1975）や実験室と自宅（Canas & Nelson, 1986）のよう

に，場所単独でも著しい変化が生じるとき，極めて大きく，そしておそらくは機能的な文脈変化を，しばしば引き起こ
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すことである。しかしながら，このような場所変化は，ある種の内的あるいは心的要因の変化をともなうことが多い。たと

えば，水中や実験室では緊張や不安が高まり，陸上や自宅ではリラックスしやすいであろう。上述したように，このよう

な内的・心的要因は，場所文脈依存記憶を媒介することが，提案されたり実証されたりしている（Eich, 1995; Isarida & 

Isarida, 1999; Smith, 1995）。したがって，このような共変の可能性があるのであれば，内的・心的要因に影響しうる文

脈要素を，場所と一緒に明示的に操作すべきである。 

本研究結果は，DCR優位現象が比の法則（e.g., Crowder, 1976; Glenberg et al., 1983）に従うが，SCR優位現象は

従わないことを示している。比の法則では，再生率や新近性効果の大きさが，[反復間隔]／[保持期間]の比に比例

するという。単純場所文脈の場合，比が1.0の時（10分／10分, 3時間／3時間, 1日／1日），DCR優位が生じたが，比

がほぼゼロの時（10分／1日）は消失した。この結果は，比の法則に従っている。これに対して，複合場所文脈では，

比が1の時（10分／10分, 1日／1日，1週間／1週間）も，ほぼゼロの時（10分／1日）も，SCR優位が生じている。この

結果は，複合場所文脈にもとづく現象が，比の法則に影響されないことを示している。 

Glenberg et al. (1983)は，新近性効果の説明原理として，文脈にガイドされた検索仮説（context-guided retrieval 

hypothesis）を提唱している。この仮説では，さまざまな変動速度の異なる文脈が，新近性効果を形づくるという。重要

なのは，新近性効果を形づくる文脈は，いずれも1つのエピソード内で変化してしまうということである。そして，文脈に

ガイドされた新近性効果は，比の法則に従うのである。これに対して，Isarida and Isarida (2006) は，比の法則に従わ

ない新近性効果を発見した。彼らは，場所と副課題と実験者あるいはBGMを組み合わせた複合場所文脈を復元さ

せると，いつでも新近性効果が生じることを見いだした。それは，比の法則によると新近性効果が生じるとする条件，

すなわち比がほぼゼロの条件下でも新近性効果が生じた。このように，１つのエピソードの中に取り込まれた単純場

所文脈は比の法則に従い，学習時のエピソードを定義する複合場所文脈は，比の法則に従わない現象を生成する

ことができる。 

現在の所，さまざまな記憶理論は，一致して，エピソード記憶において文脈情報が主要な役割を演ずるとしている

（e.g., Clark & Gronlund, 1996; Glenberg, 1979, 1987; Eich, 1995; Malmberg & Shiffrin, 2005; Murnane, Phelps, & 

Malmberg, 1999; Raaijmakers & Shiffrin, 1981; Shiffrin & Steyvers, 1997）。これらの理論に組み込まれている文脈は，

1つの学習エピソード内を変動することで，分散学習効果（e.g., Cepeda et al., 2006）や新近性効果（e.g., Glenberg, 

1987）などのさまざまなエピソード記憶現象を特徴づける。それは，それらの文脈が焦点情報と相互作用的に処理さ

れるか，あるいは独立に処理されるかにかかわらない。 

一方で，１つのエピソードを通じて変動せず，そのため1つのエピソードを取り込むような文脈については，ほとんど

考慮されてこなかった。場所は，学習エピソードを通して変動しない。したがって，単純場所文脈は学習エピソードを

取り込むことができる。しかしながら，場所のみの操作では，学習時のエピソードを復元するには不十分である。なぜ

なら，これまで述べてきたように，このような文脈は，場所ばかりでなく，その他の文脈要素も含めて構成されているか

らである。結局，場所のみによって操作あるいは復元された文脈は，エピソード記憶語とに変動するのであろう。これ

に対して，場所以外の要素は，場所に欠けているものを補うことができるので，複合場所文脈は，エピソードの中で変

動することなく，エピソード自体を定義できるのである。 

このような学習エピソード文脈（操作的には複合場所文脈）が，これまでほとんど考慮されてこなかった理由は，以

下のようであろう。第１に，ほとんどの記憶実験は，もとの学習エピソード文脈内で，あるいは復元された学習エピソー

ド文脈内で行われてきた。なぜなら，ほとんどの記憶実験は，実験室を離れることなく，１つのセッションで完了する。

長期遅延期間に，実験参加者が実験室を離れるということもある。このような場合も，テストをもとの実験室で行い，も
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との実験者から教示を受けるので，テスト時に学習時の文脈が復元されることになる。第２に，ほとんどの記憶実験で

は，１つの実験で100個を超える項目を学習させてきた。その結果，手がかり過負荷が生じてしまい，学習エピソード

文脈が記憶現象に影響しなくなっていたといえる。けれども，日常生活では，手がかりが過負荷を生じさせてしまうほ

ど多量の項目を暗記することは，滅多にないのである。 

これまでに，学習エピソード文脈がいくつかのエピソード記憶現象の形成に影響することが，立証されてきた。

isaridaとその共同研究者は，自由再生における学習時間効果（Isarida, 2005），リハーサル効果（Isarida, 1992），分散

学習効果（Isarida & Morii, 1986）が，テスト時にもとの学習エピソード文脈が復元されると生じ，復元されないと消失

するか（Isarida, 2005; Isarida & Morii, 1986），著しく減少すること（Isarida, 1992, 2005）が見いだされてきた。Isarida 

and Isarida (2006) は，学習エピソード文脈を復元することで，比の法則によれば新近性効果が消失するという条件

下でも，新近性効果が生じることを見いだしている。したがって，操作的には複合場所文脈で定義される学習エピソ

ード文脈は，記憶理論に組み込まれるべきである。 
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Appendix A 

To-be-remembered items in Experiments 1, 2, 3 and 4. 

lion, tulip, television, orange, yacht, ring, watch, sweater, violin, taxi, carrot, ice cream, cleaner, sofa, goldfish, flog, 

snail, bicycle, dragonfly, spoon, satchel, flashlight, camera, tie 
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Figure captions 

 

Figure 1. Proportion of items recalled as a function of context repetition (same-context repetition vs. 

different-context repetition) x inter-study and retention intervals (10 min vs. 1 day) in Experiment 1. Context was 

manipulated by the combination of place, social environment, and encoding task. Same represents same-context 

repetition condition and Different represents different-context repetition condition. Error bars represent standard errors 

of the mean. 

 

Figure 2. Proportion of items recalled as a function of context repetition (same-context repetition vs. 

different-context repetition) x inter-study and retention intervals (10 min vs. 1 day) in Experiment 2. Context was 

manipulated by the combination of place and social environment. Same represents same-context repetition condition 

and Different represents different-context repetition condition. Error bars represent standard errors of the mean. 

. 

Figure 3. Proportion of items recalled as a function of context repetition (same-context repetition vs. 

different-context repetition) x inter-study and retention intervals (10 min vs. 1 day) in Experiment 3. Context was 

manipulated by only place. Same represents same-context repetition condition and Different represents 

different-context repetition condition. Error bars represent standard errors of the mean. 

 

 

Figure 4. Proportion of items recalled as a function of context repetition (same-context repetition vs. 

different-context repetition) x types of context (simple-place context vs. complex-place context) in Experiment 4. 

Inter-study interval was 10 min, and retention interval was 1day. Same represents same-context repetition condition and 

Different represents different-context repetition condition. Error bars represent standard errors of the mean. 
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Figure 1 
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Figure 2 
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Figure 3 
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Figure 4 

 

 


