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 これまでに，場所のみの環境的文脈操作をした場合には，

異なる文脈下で反復 (different-context repetition, DCR) をし

た方が，同一環境的文脈下 (same-context repetition, SCR) での

場合よりも，中立文脈下での再生成績が良いことが報告され

ている (Glenberg, 1979: Smith, Glenberg & Bjork, 1978: 漁田･

漁田, 2006ab)。しかし，場所，社会的要因，符号化課題を複

合的に操作した漁田･漁田 (2005abc) では正反対の結果が報

告されている。これまでの研究は全てエピソード記憶を反映

しやすい自由再生法を用いることで成績を評価している。本

研究は，意味記憶をより反映すると考えられる対連合学習を

用いて漁田らの研究を再検討することを目的とした。 
実験 1 

実験計画 1回目と2回目の符号化文脈 (A, B) を組み合わ

せ，AA, AB, BA, BB の 4 群を構成した。AA 群と BB 群を結

合して，同一文脈下で同じ単語対リストを符号化反復する条

件 (SCR 条件)，BA 群と BB 群を結合して，異なる文脈下で

符号化反復する条件 (DCR 条件) を構成した。 
実験参加者 上記の 4 群に大学生をランダムに割り当てた。

その結果，AA 条件が 8 名，AB 条件が 7 名，BA 条件が 8 名，

BB 条件が 8 名となった。 
材料 綴りから英語を連想しにくい 2-4 音節からなるイタ

リア語の名詞と，その日本語の翻訳語 30 対を使用した。 
文脈 場所，社会的条件を複合させて 3 種類の文脈 (A, B, 

N) を構成した。 
1. 文脈 A：場所 A (大学の教室：定員 27 名) で，8-9 名の

集団に対して，授業用のプロジェクタによって項目提示した。 
2. 文脈 B：場所 B (研究室) は 3.8m×5.9m の部屋で，部屋

の中ほどでパーティションによって仕切った。壁際に 1.8m×

0.9m のテーブルを配置し，個別参加の実験参加者を着席させ，

17 インチ液晶ディスプレイによって，項目提示を行った。実

験者は，実験中はパーティションの影に隠れた。 
3. 文脈 N：場所 N は，7.6m×5.9m の部屋で，中央に 3.6m

×1.8m のゼミ用のテーブル (五つの机を組み合わせたもの) 
を配置した。部屋には固定式ホワイトボードが配置してあり，

隅に外法 1.60m 四方で高さ 1.65m の防音室が設置してあった。

実験者は立って教示と実験の進行をした。 
手続き 実験は 1 週間間隔で，3 回のセッションによって

行った。第 1 セッションおよび第 2 セッションでは，文脈 A
または B のもとで，記銘リストの符号化を行わせた。 

文脈A，Bともに，単語対を 1対ずつ (3秒／対) 提示した。

単語対が切り替わる際にピーンという音を鳴らした。全単語

対の提示終了後，15 秒間の休憩を挟み再度学習を行わせた。

単語対の提示の順番は毎回ランダムであった。1 セッション

で 2 回の学習を行い，学習後に刺激項 (イタリア語)とその隣

に括弧が書かれた用紙を渡し，対応する反応項 (日本語) を

括弧内に記入させた。再生時間は 2 分 30 秒であった。 
第 3 セッションでは，文脈 N において筆記再生テストのみ

を実施した。 
結果 

 第 3 セッションでの各条件の再生成績を Table 1 に示す。

SCR 条件と DCR 条件の差は有意でなかった [t < 1]。 
実験 2 

実験 2 では文脈変化の幅を大きくするため，学習を大学の

教室もしくは実験参加者の自宅で行った。 
実験参加者 AA 条件が 9 名，AB 条件が 9 名，BA 条件が

9 名，BB 条件が 10 名となった。実験 1 と重複した参加者は

いなかった。 
材料 実験 1 と同様に選出し 36 対用いた。 
文脈 1. 文脈 A：教室を定員 45 名の教室に変更した。 
2. 文脈 B：あらかじめ実験参加者にプログラムを記録した

CD-R を配布した。実験は，参加者の自宅で一人で 30 分程度

時間が取れるときに行わせた。実験参加者が所有するノート

PC でプログラムを起動しプログラムの指示に従って学習を

行わせた。プログラムはフルスクリーンモードで表示した。 
手続き 反復間隔を 1 日間とし，筆記再生の時間を 2 分間

とした。それ以外の方法，手続きは実験 1 と同様であった。 
結果 

 第 3 セッションでの各条件の再生成績を Table 1 に示す。

DCR 条件の成績が有意に高かった [t (35) = 2.10, p < .05]。 
全体的考察 

 漁田･漁田 (2005abc) の実験と同様に場所と社会的要因を

複合的に操作したが，実験 1・2 ともに数値の上では DCR > 
SCR であった。ただし，実験 1 ではその差が有意でなく，実

験 2 では有意であった。 
このことは実験 1 よりも実験 2 の文脈操作幅 (部屋の大き

さ，雰囲気，物理的環境以外の心的要因) が大きかったこと

を示すのかもしれない。また，DCR 優位の結果になった理由

として，本研究は文脈手がかりの影響を受けにくい対連合学

習課題を用いたため，2 回目の学習時に初回の学習内容の検

索が容易なSCR条件では 2回目の学習時において何らかの処

理欠損を引き起こし，刺激項と反応項の連合強度が SCR 条件

の方が弱くなったことが考えられる。 
Table 1.  Proportion of items recalled. 

    SCR DCR 

Experiment 1 
M .271 .287 
SD .098 .175 
n 15 16 

Experiment 2 
M .377 .477 
SD .128 .152 
n 19 18 
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