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目 的 

Smith & Manzano (2010) は，同一の文脈を連続して提示す

ること（以下，ブロック提示）によってビデオ文脈がグロー

バル文脈として機能するとしたが，その主張を支持する明確

な根拠は示されていなかった。実証的な研究としては，中島・

漁田・漁田（2015）がビデオ文脈のブロック提示による実験

を行い，グローバル文脈として機能した場合に類似した結果

を得ている。しかしながら，中島ら（2015）の用いた方法は

再認法であるため，ブロック提示によってビデオ文脈がグロ

ーバル文脈として機能したことを主張するための根拠として

は十分とは言えない。なぜならば，再認法では記憶の群化の

検証ができないためである。ブロック提示によってビデオ文

脈がグローバル文脈として機能するならば，記憶の群化が生

じると推測され (e.g., Isarida & Isarida, 2007) ，この点につい

ては再生法を用いて検証することが必要であった。そこで本

研究は，ビデオ文脈がグローバル文脈として機能するか否か

を検証することを目的とし，再生法を用いて実験を行った。 
方 法 

実験参加者 心理学関連科目を受講する大学生 42 名。 
実験計画 2[ビデオの提示様方法：ブロック vs. ランダ

ム；参加者間要因]×2[文脈の異同：同文脈 (SC) vs. 異文脈 
(DC) ；参加者内要因]の混合計画。ビデオの提示様式の 2 条

件に実験参加者を 21 名ずつランダムに割り当てた。 
材料 林 (1976) より，連想価 91 以上のカタカナ 2 音節綴

を 24 項目選出し，記銘項目とした。また，Smith & Manzano 
(2010) の選定基準に基づいて撮影したビデオ・クリップ 6 個

を用意した。ビデオ・クリップの長さは 5 秒間とした。  
手続き 実験参加者は，約 15 分の個別実験に参加した。ま

ず，実験参加者をコンピュータ画面の前に座らせ，コンピュ

ータ画面に表示された単語を自由な方法で暗記するように教

示した。またこの際，一緒に映し出される背景のビデオは暗

記する必要がないこと，計算課題とテストを行うことも合わ

せて伝えた。テストの方法についてはこの時点では伝えず，

テストの直前に説明することを伝えた。 
学習セッションでは，ビデオをコンピュータ画面上に全画

面表示し，その画面の中央に項目を赤字でスーパーインポー

ズして提示した。項目は，24 個を 1 画面に 1 個ずつ継続的に

提示した。項目の提示速度は，5 秒（提示時間 5 秒，提示間

隔 0 秒）とした。項目の提示順序は，実験参加者ごとにラン

ダムに変化させた。学習時に提示するビデオは，6 個のビデ

オから 2 個を実験参加者ごとにランダムに選出して用いた。

ランダム条件では，2 個のビデオの提示回数がそれぞれ 12 回

となること，同じビデオが 4 回以上連続で提示されないこと

を条件として統制したもとで，ランダムな順序で提示した。

ブロック条件では，一方のビデオを 12 回連続提示し，その後

もう一方のビデオを 12 回連続提示した。 
学習セッションののち，計算課題を 30 秒間行った。計算課

題では，コンピュータ画面上に 3 つの 1 桁数字からなる加減

算が表示され，計算結果の下 1 桁をマウスでボタンを押して

回答する課題であった。 
計算課題の終了後，テストの教示として，暗記した単語を

口頭で報告すること，報告する単語の順番に指定はないこと，

テストの時間中はコンピュータ画面上にビデオが再生される

ことを伝えた。テストの教示終了後，ただちにテストを開始

した。テスト中には，学習セッションで使用したビデオの一

方を 24 回連続提示した。テストの時間は 2 分間であった。テ

ストの終了後，内省報告質問紙に回答させ，実験は終了した。 
結 果 と 考 察 

条件ごとの再生項目数および群化の指標（Repetition ratio）
の平均と標準誤差を表 1 に示す。平均再生項目数に関する分

散分析の結果，交互作用が有意であった F(1, 40) = 5.868，MSE 
= 3.579, p = .021, 𝜂𝜂𝑝𝑝2 = 127]。下位検定を行ったところ，文脈

の単純主効果は，ランダム条件で有意ではなく[F < 1]，ブロ

ック条件ではSC条件の再生数がDC条件よりも有意に多かっ

た[F (1, 40) = 7.245, MSE = 3.579, p = .011, 𝜂𝜂𝑝𝑝2 = 0.153]。この

結果より，ブロック条件においてのみ，文脈依存効果が生じ

たといえる。 
次に，各参加者の Repetition ratio の実測値と期待値の比較

を行ったところ，ブロック条件においてのみ実測値が期待値

よりも有意に大きかった[ランダム：t(20) = 1.532, p = .142, d = 
0.304 ブロック：t(20)=2.260, p =.036, d = 0.413]。このことから，

ブロック条件においてのみ，記憶の群化が生じたといえる。

この結果は，ビデオ文脈がブロック提示によってグローバル

文脈として機能したことを意味している。ビデオ文脈は，文

脈の提示方法によって性質が変化するといえよう。 
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表 1 再生項目数と群化指標の平均および標準誤差 

条件 
 再生項目数 Repetition ratio a) 
 M SE M SE 

ランダム 
SC 4.143 0.358 

-0.547 0.348 
DC 4.571 0.424 

ブロック 
SC 5.619 0.497 

0.950 0.410 
DC 4.048 0.492 

a) Repetition Ratio は，実測値-期待値の値を記載した 


