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選択的聴取に及ぼす発話映像の影響り
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はじめに

されている（例えば，陳・田村・渋谷・伊藤，
1994；Driveち1996）。反対に，発話する口の動きと

会話は発話された言語のやりとりによって行われ
るように見えるが，日常を振り返ると，我々は音声
のみに頼って会話をしているわけではない。例え
ば，多くの会話が飛び交う中でも会話の相手が誰で
あり，何を言っているかを容易に理解できる。しか

一致しない単語を聴取しなければならない場合に
は，発話映像と一致している単語が際立ち，単語の
聴取が困難になると推測できる。陳他（1994）は，
発話映像と山致する単語が一致しない単語の聴取を
妨害することを示唆した。しかしながら，発話映像

し，同じ状況で目を閉じて会話をするとなると，と
たんに会話がスムーズに理解できなくなる。聴覚情
報は周囲の音声や雑音に阻害されやすく，どこから

が一致しない単語の聴取を促進させるという知見が
ある（Driveち1996）。発話映像の提示によって，聴
取に対する妨害と促進という，相反する二つの効果

音が聞こえてくるか（音源）を特定しにくいという
弱点がある。この弱点を補うものとして視覚情報が
重要な役割を果たしている。特に，口の動きや表情

が示されており，発話映像と一致しない単語に対す
る効果の見解は定まっていない。本研究の目的は，
発話映像が選択的聴取に及ぼす影響を検討すること

は，相手の会話を理解する上で重要な手がかりとな

である。特に発話映像と一致しない単語を聴取する
際の促進効果と妨害効果に着目する。
発話映像の提示によって，映像と一致する単語の
聴取が促進されることを確かめるため，陳他
（1994）では，実験参加者の正面にモニターとその
左右にスピーカ｝が1台ずつ設置され，各スピー

る。

複数の単語が同時に発話される中から，特定の単
語を聴取しなければならない場合，その単語を発話
するロの動きが単語の認識を向上させることが報告
1）本研究の実験デいタ収集および分析に際し，筑波大学
人間学類2003年度卒業生伊藤久乃さんの協力を得た。

カーから異なる4文字単語が，左右一つずつの計2
個が同時に提示された。実験参加者は，単語提示の
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際，一方の単語を発話する映像が提示される群（映
像有り群）と，何も提示されない群（映像無し群）
に分けられた。参加者の課題は，二つのスピーカー
から提示される単語を同時に聴取し，記述報告する
ことであった。実験の結果，提示された単語の全体
の正答率は，映像有り群と映像無し群で差がなかっ
た。

しかしながら，興味深いことに，映像無し群で二
つの単語の正答率に差はなかったが，映像有り群で
は，発話映像と一致する単語の正答率が一致しない
単語よりも高くなった。この結果は，提示された単
語への注意の配分から解釈された。映像無し群で
は，二つの単語に対して等しい量の注意配分がなさ
れ，二つの単語が偏りなく聴取されたため成績の差
がなかった。それに対して，映像有り群では，注意
の一部が映像へと向けられ，発話映像と一致する単
語に向く注意は増加し，聴取が促進され，正答率が
高くなったことが示唆された。
陳他（1994）の結果は，単語を発話する映像が聴
取を促進することを示しているが，発話映像と一致
しない単語の聴取は，向けられる注意の量が減少す
るため，聴取できなくなり，妨害されたと考えられ
る。言い換えると，同時に提示された単語のうち，
発話映像と一致しない単語の聴取に対して，発話映
像が単語の聴取を妨害する効果を持つことが示唆さ
れたものである。

発話映像の提示によって単語の聴取が促進される
一方で，一致しない単語の聴取を妨害する可能性に
ついて述べてきた。しかしながら，選択的聴取課題

において，一方の単語を発話する映像を提示するこ
とで，映像と一致しない単語の聴取を向上させる可
能性を示した研究がある。Driver（1996）は，選択
的聴取に及ぼす発話映像の影響について，腹話術効
果を利用した巧みを実験を行った。腹話術効果と
は，実際に提示される音源は異なるが，提示された
普声と同期して口の動きといった視覚的情報が提示

（デイストラクター単語）を発話する映像が同時に
提示された。実験参加者の課題は，あらかじめ指定
されたいずれか一方のスピーカ叫（常に発話映像と
異なる単語が提示される）から提示される3単語
（夕…ゲット単語）を聴取し，口頭で報告すること
であった。半数の試行では，発話映像の口元が提示
され（表出条件），残りの半数では口の動きが見え
ないように口の部分がマスクで覆われた（マスク条
件）。その結果，表出条件はマスク条件よりも正答
率が低く，単語と一致する発話映像が，㌦致しない
単語の聴取を妨害したことが示唆された。しかしな
がら，表出条件（約65％）とマスク条件（約68％）
の差はわずかでしかなく，妨害効果は非常に小さ
かった。

この結果に対して，Driver（1996）は，聴取すべ
き単語と発話映像が一致しない場合，発話映像が妨
害的に働くことを認めつつも，発話映像は単に選択
的聴取を妨害するだけではなく，音声と統合される
ことで，音源の区別を明確にする効果があるのでは
ないかという仮説を立てた。それによって，二つの
単語が混在し，聴取が困難である状況であったとし
ても，無視すべき単語と一致する発話映像が，二つ
の単語をはっきりと切り分けする手がかりとなり，
映像と−一致しない単語の聴取に有効に働くと考え
た。妨害と手がかりという二つの効果が同時に働
き，どちらの効果も相殺し合ったため，発話条件と
マスク条件で遠いがほとんどなかったことを示唆し
た。

しかしながら，実験2では，二つの単語が明確に
区別されたのかは分からなかった。区別できていた

としても，発話映像と単語の統合によるものであっ
たのか，スピーカー間の物理的な距離が離れている
ことで，十分に音源が離れ，空間的な手がかりと
なったのかは明らかでなかった。Driver（1996）の
実験3では，腹話術効果を巧みに利用することで空
間的な手がかりの問題点を改善し，他の語を発話す

されると，その口へと音源が移ったように知覚され
る効果である。この研究から発話映像と一致する単
語を無視しながら，発話映像と一致しない単語を聴
取する状況において，単語と発話映像が統合される

る映像が二つの語の区別−を容易にするかを検討し
た。空間的な手がかりを排除するため，モニターの

ことで，二つの単語の区別が容易になり，不一致の
単語の聴取が妨害されるのではなく，促進されるこ

つの単語の切り分けに利用できる手がかりが発話映
像のみとなるため，直接的に単語と発話映像の統合

とが示唆された。

について検討できる。この条件で，実験2と同じ課
題を行い，発話条件はマスク条件よりも正答率が高

Driver（1996，実験2）では，モニターの左右等
距離（スピーカー間の距離102cm）に置かれた2台
のスピーカーから同期してそれぞれ三つの異なる単
語が500msの間隔で連続提示された。モニターに
は，いずれか一方から提示される無視すべき単語

正面の下に二つのスピーカーを隣り合わせて設置し

た。スピーカー（実際の音源）が近づくことで，二

かった。この結果から，他の語を発話する映像が，
発話映像と一致しない単語の選択的聴取に有効に働
き，聴取を促進させることが示唆された。以上の結
果から，無視すべき単語と一致する発話映像が，発
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話映像と一致しない単語の選択的聴取に妨害的に働
くだけではなく，促進的に働く可能性があると結論
づけた。

発話映像と単語の一致と不一致の影響は以下の二
点にまとめられる。一つは，発話映像が一致する単
語の聴取成績を向上させる促進効果であり，上述の
先行研究では，共通した見解であった。もう一つ
は，発話映像と一致しか′、単語を聴取する場合の妨
害と促進の効果である。発話映像の提示によって，
映像と一致しない単語の聴取は妨害されるという陳
他（1994）に対して，Driver（1996）は，発話映像
による妨害効果は非常に小さいため，発話映像が一
致しない単語に対して妨害的に働くのではなく，聴
取を促進させる可能性があることを示唆した。この
ことから映像と一致しない単語の聴取に関して，妨
害と促進のいずれの効果があらわれるのか，さらな
る検討が必要である。
発話映像による効果について見解が一致しなかっ
た理由は以下のことが考えられる。まず，陳他
（1994）では，発話映像と一致しない単語の聴取を
直接的に調べてはいなかった。彼らは，発話映像を

できると考えられる。
本研究の目的は，発話映像が選択的聴取に及ぼす
影響を検討することである。特に発話映像による聴
取の促進と妨害の効果に着日し，聴取すべき単語と
一致しない発話映像が単語の聴取を促進するか，妨
害するかを明らかにする。さらに，連続して提示さ
れた単語の提示順を検討する。その際，Driver
（1996）の方法を用いる。理由として，Driver
（1996）において聴取に対する妨害と促進の効果が
確認されていること，提示順の影響を検討できるこ
と，陳他の課題では，一方の単語のみを聴取するこ
とは容易であると考えられるためである。実験1で
は，発話映像と一致する単語の聴取と提示順の効果
を，実験2では無視すべき単語と一致した発話映像
の提示が選択的聴取に及ぼす影響と提示順の効果を
検討した。実験3では，提示順の効果を調べるた
め，本研究における実験1，2での方法の問題点を
克服する，条件別に異なる方略を用いることができ
ない条件を設定し，無視すべき単語と−一致した発話
映像の提示が選択的聴取に及ぼす影響を検討した。

提示した場合，発話映像と一致する単語の聴取成績
が良くなることで，一致しない単語の成績が悪く
なったと考え，解釈として発話映像が一致しない単
語に対して妨害的に働いたとした。次に，上述の二

つの研究では行った課題が異なったことである。陳
他（1994）では，同時に提示さゴtる二つの単語のど
ちらも聴取しなければならなかったのに対して，
Driver（1996）では発話映像と一致しない，一方の
単語のみ報告を求める課題であった。さらに，二つ
の研究では提示された刺激の個数が異なった。陳他
（1994）では，提示された刺激は2個と少なかった
が，Driver（1996）では，提示された単語6偶のう
ち3個を報告するものであり，その半数の単語を無
視しながら聴取するというより複雑な課題であっ
た。さらに，これらの課題には，疑問点と矛盾点が
ある。通常，刺激の提示数の多さ，課題の困難さは
聴取に妨害的に働くと考えられるが，より複雑な課
題であるDriver（1996）では，聴取は妨害されてい
なかった。このことからDriverは発話映像と一致
する単語が統合され，映像と一致しない単語との区
別がしやすくなり，聴取を促進する効果があること
を示唆した。より困難であったDriverの課題で聴
取が促進されたのは，提示順が進むにつれ，単語と
発話映像の統合が強固になり，二つの語の区別が容
易になったと考えられる。このことは提示順の聴取
成績を調べることで，明らかになると予測できる。

また，発話映像と単語が統合される過程を明らかに
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実験1
日的
連続して三つの単語が左右別々のスピーカーから

提示され，それと同期して，一方の単語を発話する
映像を提示することで，発話映像と一致する単語の
選択的聴取について検討する。口の動きが見える条
件（表出条件）と口の動きが見えない条件（マスク
条件）を設定する。先行研究の知見から，表出条件
はマスク条件よりも聴取成績が向上すると考えられ
る。その際，連続して提示される三つの単語の提示
順の影響を調べる。
方法
実験参加者
大学生10名（男性3名，女性7名）
が実験に参加した。実験参加者自身の報告によっ
て，正常な視力（矯正を含む）と聴力を有している
ことを確認した。
装置 Fig．1に実験装置の模式図を示す。刺激提
示にはパーソナルコンピューター1台（ソニー製
PCV−MXSl），18インチ液晶モニター1台（シャー
プ製LIJ1810A），スピーカー2台（ソニー製
PCVA−SSl）が用いられた。刺激の制御にはマクロ
メディア社製DirectorⅥさこ8．0が用いられた。
刺激 聴覚刺激として女性が発話した単語が用い
られた。視覚刺激として単語を発話する女性の頭部
から胸部までの映像が用いられた。発話映像の背景
は白色であった。単語は日本語二文字名詞336語で
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あり，NTTデータベースシリーズ「日本語の語彙
特性」第一巻「単語親密度」（天野・近藤，1999）
より音声親密度が5．0以上のものが選定された。
聴覚刺激と視覚刺激を，以下のように組み合わ
せ，刺激セットが構成された。聴覚刺激は左右のス
ピーカーから別々の単語が同期して3語連続して提
示された。スピーカーに挟まれたモニター画面の中
心には左右いずれか一方のスピーカーから提示され
る単語を発話する女性の映像が同期して提示され
た。単語の発話開始から次の単語の発話開始までの
間隔（SOA）は750msであった。単語を組み合わせ
る際，左右から同じ単語が提示されることや同じ単
語が繰り返し提示されることはなかった。実験1で
は，発話映像と一致する単語をターゲット単語と呼
んだ。ターゲット単語は実験者によって指定された
左右いずれか一方のスピーカーから提示された。も
う一方のスピーカーから提示される発話映像と一致
しない単語をデイストラクター単語と呼んだ。刺激
セット提示の際，単語を発話する口が提示される条
件（表出条件）と口の動きが見えないように黒色の
長方形（横5．5cmX縦2．7cm）が提示される条件
（マスク条件）が設定された。
実験計画

発話映像条件（表出，マスク），単語
の提示順（第1語，第2語，第3語）を独立変数と
する二要因被験者内計画であった。表出条件56試
行，マスク条件56試行の計112試行が行われた。従
属変数は，ターゲット単語をiEしく報告した割合
（正答率）であった。
練習試行3回に続き，本試行112回が行われた。
実験は28試行ずつの4ブロックに分けて行われた。

済

済
102cm

表出条件

済

済
102cm

マスク条件
Rg．1発話映像条件と実験装置の模式図
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参加者はブロック間で休憩をとることができた。14
試行ごとにターゲット単語が提示されるスピーカー
が入れ替わり，28試行ごとに表出条件とマスク条件
が入れ替わった。ブロックの提示順は参加者間でカ
ウンターバランスされた。同じ条件のブロックが連
続して行われることはなかった。実験の開始時に指
定されるスピーカーの位置についても参加者間でカ
ウンターバランスされた。

手続き 実験参加者は防音室内のモニター正面
（モニターまでの距離152cm）に着席した。各試行
の初めに聴取すべきスピーカーが実験者から口頭で
指定された。実験者のキー押しによって刺激の提示
が開始された。開始画面（黒画面）に注視点として
発話映像の口の位置に十字（黄色，横2．2cmX縦
2．2cm，500ms）が提示され，その後に刺激セット
が提示された。マスク条件では，刺激提示中，ロの
位置にマスクが提示された。刺激提示終了後，参加
者は聴取した単語を口頭報告し，実験者が筆記し
た。課題は，各試行で指定された左右いずれかのス
ピーカーから提示される三つの単語を聴取し口頭で
報告することであった。聴取の際，発話映像の口も
しくはマスクを注視し続けることが求められた。報
告の際に指定されたスピーカーから聞こえた単語を
できるだけ多く正確に報告すること，聴取できな
かった場合わかったものだけを報告すること，でき
るだけ順序通りに報告することが求められた。
結果と考察
正答は提示順や報告順序に関係なく，各試行で
ターゲット単語が正しく報告されたものであった。
従属変数はターゲット単語が正しく報告された正答
率であった。正答率の算出は，各試行でターゲット
単語が正しく報告された数の合計を各条件で提示さ
れたターゲット単語（3単語×56試行＝168語）で
割り100を乗じた倍とされた。さらに，単語の提示
順別の正答率を算出した。正答数を提示順別に合計
し，各提示順で提示されたターゲット単語数で割
り，100を乗じた億が提示順ごとの正答率とされた。
表出条件とマスク条件の全体の正答率をFig．2
に，単語提示順別の正答率をFig．3に示した。発話
映像×提示順の二要因分散分析を行ったところ，発
話映像の主効果（ダ（1，9）＝10．95，♪＜∴01）および
発話映像×提示順の交互作用（ダ（2，18）＝8．41，♪
＜．01）が有意であった。第1語および第2譜での
発話映像の単純主効果が有意であり，ともに表出条
件の正答率がマスク条件よりも高かった（第1語：
ダ（1，9）＝14．88，少＜．01；第2語：ダ（1，9）＝14．82，
♪＜．01）。また，表出条件で提示順の単純主効果が
有意であり（ダ（2，18）＝9．84，♪＜．01），LSD法に

中島正人・菊地

正：選択的聴取に及ぼす発話映像の影響

よる多重比較の結果，第1語，第2語の正答率が第
3語よりも高かった（肪g＝19．18，♪＜．05）。
表出条件の正答率（82．8％）は，マスク条件
（76．7％）よりも高かった。口の動きという手がか
りが提示されることで，単語の選択的聴取の成績を
高めることが示された。つまり，発話映像が単語の
聴取を促進したことが示された。陳他（1994）と比
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のに対して，第3語では両条件で差がなかった。こ
れはマスク条件では提示順に関係なく正答率が76％
でほぼ同じであったのに対し，表出条件では第1
語，第2語と比べて第3語の正答率が8％ほど低
かったためである。つまり，表出条件の全体的な成
績が高いのは，第1語，第2語での聴取成績が良
かったためであった。

較して，実験1では，発話映像と…一致しない単語を
無視しながら連続して複数の単語を聴取することが
求められるという困難な課題であった。しかしなが

表出条件での提示順の効果に関して，いくつかの
点（例えば，記憶，注意の持続，腹話術効果など）
から考察できるが，この場合，特に，腹話術効果に

ら，連続的に選択的聴取を行う際にも発話映像が有
効に働き，聴取を促進させることが示された。
発話映像が聴取に促進的な効果をもたらすことが

よる影響を受けた可能性が考えられる。記憶の点か
ら説明できない理由として，重要な知見としてモダ

示されたが，刺激の提示順ごとの成績は興味深い結
果となった。全体的な成績では表出条件の正答率が
マスク条件よりも高かったが，提示順ごとの成績を
見ると第1譜，第2語で表出条件の成績が高かった

リティ効果が挙げられる（Crowder＆Morton，
1969）。モダリティ効果とは，聴覚において連続し
て提示された場合，最後に提示された刺激の再生成
績が良くなるという効果である。この知見から考え
ると，実験1の結果のように最後に提示された単語
の成績が悪くなったことの説明ができない。

注意に関して，陳他は単語と一致する発話映像に
自動的に注意が向くことを示唆していた。これが正

100

70

しいとするならば，注意の持続の点からこの結果を
説明することができる。提示順が進むにつれ，単語
と発話映像の統合が強くなると考えられる。指定さ
れたスピーカーから連続する三つの単語のうち，最
後の単語に対して注意を持続できなくなり，第3語

60

が聴取しにくくなるとも考えられるが，実験1の状
況では注意の持続を脅かしたり，妨害したりする効

50

果が働いていない。注意が発話映像へと自動的に移
動する点から考えれば，注意の持続が阻害されたの

90
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0
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条件別の正答率および標準誤差（実験1）

Fig．2
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が強くなるとすれば，音源が口元へと移動してきた
ため，心理的に音源が近づき，二つの単語の区別が
しにくくなったと考えられる。つまり，発話映像に
よって単語自体の区別を容易にする効果はあらわれ

70

）

60

50

第1語

第2語

第3語

単語の提示順
Fig．3

できる。同時に二つの音声が提示された場合，音源
が近いほど聴取は困難になる。マスク条件は，物理
的な距離のみが単語を切り分けする手がかりであ
り，聴取が困難な条件となる。表出条件では，発話
映像という手がかりによって単語の聴取が容易にな
る一方で，発話映像によって心理的に音源が近づく
という腹話術効果が生じた可能性が考えられる。提
示順が進むにつれ，発話映像と一致する単語の統合

／￣■■・＼

％

ではなく，他の要因の影響により第3語の成績が￣1、一
がったと考えられるだろう。
以上の2点から，腹話術効果の影響について言及

提示順序別の正答率および標準誤差（実験1）

るが，提示順が進むとともに，その統合が強くな
り，音源が近づくことで，単語の区別がしづらくな
る。その結果，第3語の聴取成績が下がり，マスク
条件と同じ成績になったと考えられる。
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以上から，発話映像と一致する単語に対して，注
意が自動的に向く可能性があること，提示順が進む
につれ映像と単語の統合が強くなる可能性が示され
た。この点から，単語とそれを発話する映像の統合
が，映像と一致しない単語の聴取に影響を及ぼすと
考えられる。この点をふまえて，次の実験では，実
験1と同じ刺激を提示し，発話映像と一致する単語
を無視しながら，一致しない単語を聴取させること
で，発話映像が及ぼす選択的聴取に対する促進と妨
害の効果を検討する。
実験

2

目的
実験2の目的は無視すべき単語を発話する映像が
選択的聴取に及ぼす影響を検討することであった。
その際，Driver（1996）の実験2と同じ方法を用い
た。陳他（1994）によれば，発話映像と一致する単
語にはより多くの注意が配分され，もう一方の単語

第31号

ない単語が提示されるスピーカーが指定されること
を除き，手続きは実験1とほぼ同様であった。
結果と考察
正答の基準，従属変数の算出方法は実験1と同様
であった。表出条件とマスク条件の全体の正答率を
抗g．4に，提示順別の正答率をFig．5に示した。発
話映像と提示順の二要因分散分析を行ったところ，
提示順の主効果（ダ（2，22）＝13．91，♪＜．01）およ
び発話映像×提示順の交互作用（ダ（2，22）＝11．88，
カ＜．01）が有意であった。発話映像の主効果は有
意ではなかった。発話映像での第1語の単純主効果
が有意であり（ダ（1，11）＝15．76，♪＜．01），表出条
件の正答率がマスク条件よりも高かった。また，表
出条件における提示順の単純主効果が有意であり
（ダ（2，22）＝22．01，♪＜．01），LSD法による多重比
較を行った結果，表出条件では，第1語の単語の正
答率が第2語，第3語よりも高かった（肪β＝
100

に向けられる注意の量が減少するため，発話映像と
山致しない単語の聴取成績は下がった。このことか
ら，発話映像が映像と一致しない単語の聴取を妨害
することを示唆した。しかしながら，Driver
（1996）は無視すべき単語を発話する映像を提示し
たにも関わらず，発話映像と一致しない単語の聴取
成績はそれほど下がらず，妨害の効果がほとんどな
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いことを示した。そして，発話映像と無視すべき単
語が統合されることで，提示された二つの単語の区
別を容易にし，聴取成績を促進させることを示唆し
た。実験2ではこの相反する二つの見解を明らかに
することを目的とする。さらに，実験1で示された
単語の提示順の効果を検討する。発話映像と一致す

50

表出条件

マスク条件
発話映像条件

条件別の正答率および標準誤差（実験2）

ng．4

る単語に注意が自動的に向けられ，統合が強まるの
であれば，実験2においても提示順によって聴取成
績が異なることが予測される。
方法
実験参加者 大学生および大学院生12名（男性5
名，女性7名）が実験に参加した。参加者自身の報
告により，正常な視力（矯正を含む）と聴力を有し
ていることを確認した。実験1に参加した者はいな
かった。
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装置と刺激 実験2では，聴取すべき単語（ター
ゲット単語）が発話映像と一致しない単語であり，
無視すべき単語（デイストラクター単語）は発話映
像と一致する単語であったという点を除き，実験1
と同様であった。
実験計画 実験1と同株であった。
手続き 報告すべき単語として発話映像と一致し

［コ表出条件
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第1語

第2語

第3語

単語の提示順
Fig・5

提示順序別の正答率および標準誤差（実験2）
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36．32，♪＜．05）。
実験2では，表出条件（70．6％）とマスク条件
（70％）で全体的な正答率に差がなかった。そのた
め，デイストラクター単語の発話映像が，ターゲッ
ト単語の聴取を妨害も促進もしなかったと言える。
陳他は，デイストラクター単語の発話映像はター
ゲット単語の聴取を妨害することを示唆した。しか
しながら，Driver（1996）で妨害効果が少なかった
ことと本実験の結果から，発話映像による妨害効果
はほぼないことが示唆された。
全体の成績では，表出条件とマスク条件で差はな
かったが，実験1と同様，単語の提示順の聴取成績
で興味深い結果が得られた。提示順別では，第1語
において表出条件の正答率がマスク条件よりも高
く，第2語，第3語では有意差はなかった。提示順
別の正答率は，マスク条件では実験1と同様，差は
なかった（いずれも70％前後）。それに対して，表
出条件では，第1語の正答率（79％）が，第2語
（68％），第3語（64％）よりも高かった。第1語で
は，発話映像が，ターゲット単語の聴取を促進した
ことが示された。第2語，第3語では，表出条件の
正答率はマスク条件よりも低く，妨害の効果がある
ように見えるが，統計的には有意ではなかった。
第1語では発話映像が一方の単語と統合さゴt，二
つの単語の区別に寄与し，表出条件の正答率がマス
ク条件よりも高くなったことが示唆された。一方，
表出条件の第2語，第3語では，発話映像と単語の
統合が強まり，ターゲット単語へ向けるべき注意の
量が減少すること，または，腹話術効果を受けて音
源が近づくことなどの影響を受け聴取が困難になっ
たことが考えられた。
これらの結果からは，デイストラクター単語の発
話映像が，第1語に促進効果を生じさせたが，後続
する単語では促進効果はなく，妨害効果もはっきり
とは示されなかった。このことから妨害効果が少な
かったというDriver（1996）の結果は妥当だと言え
る。Driver（1996）では，提示順の効果を調べてい
なかったが，提示順によって促進と妨害の効果が異
なっていた可能性が示唆される。実験2の結果か
ら，デイストラクター単語の発話映像がターゲット
単語の聴取を妨害する効果はあらわれなかった。全
体の成績としては促進も妨害の効果もないが，提示
順によって促進効果が示された。Driver（1996）で
の妨害効果も非常に小さかったことから，ターゲッ
ト単語と一致しない発話映像がターゲット単語の聴
取を妨害することはほとんどなく，提示順によって
は促進効果を持つことが示唆された。
しかしながら，実験2で第1語の成績がマスク条
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件よりも表出条件で高かったことに関して，他の可
能性も指摘できる。表出条件では，課題が難しかっ
たため，最初の単語のみは聴取しようとする方略が
用いられた可能性である。実験2では指定されたス
ピーカーから提示される単語をできる限り多く正確
に答えるよう教示がなされたため，実験参加者はそ
れを達成すべく，最初の一語に注意を強く向け，そ
の単語だけは確実に聴取しようとしたと考えられ
る。また，同じ条件の試行を1ブロック28回連続し
て行ったため，一つの条件で同じ方略をとり続ける
ことが容易であった。マスク条件では，音源の特定
が難しく，二つの単語の区別ができなかったため，
成績は変わらなかったが，表出条件では，発話映像
と単語の統合が弱いうちには，第一語のみは聴取し
ようという方略が，二つの単語の区別に有効に働い
たと考えられる。そこで，次の実験では，提示順の
効果をさらに検討するため，課題に対する条件の予
測可能性を減らし，以下の二点を改善する。第1
は，発話映像の第1語，第2語，第3語のいずれか
一つのみにマスクが提示される条件を設け，第1語
のマスクの提示の有無から発話映像条件を予測でき
ないようにした。第2は，発話映像条件の順序をラ
ンダムにすることであった。これによって課題に対

する予測が困難になり，発話映像条件ごとに異なる
方略をとれなくなるだろう。
実験

3

目的
実験3の目的は単語の提示順の効果を検討するこ
とであった。実験2では，第1語で表出条件の正答
率がマスク条件よりも高かったが，第2語，第3語
では発話映像が聴取成績を高めることはなかった。
このことから，発話映像と一致しない単語が，選択
的聴取を促進させる可能性が示唆された。しかしな
がら，第1語に注意を集中することが容易であった
ため，そのような結果が得られた可能性が考えられ
た。実験2では条件が二つのみであり，条件ごとブ
ロックに分けて試行を行ったことにより，条件に
よって異なる方略を用いることが容易であったかも
しれない。実験3では，単語の提示順の効果をさら
に検討するため，条件の提示順をランダムすること
で，特定の単語の聴取に注意が集中することを困難
にした。そして，実験2での発話映像条件に，マス
クが発話中のいずれか一語にのみ提示される条件を
加えた。

方法
実験参加者

大学生7名（男性2名，女性5名）

16

が実験に参加した。参加者自身の報告により，正常
な視力（矯正を含む）と聴力を有していることを確
認した。実験1，2に参加した者はいなかった。
装置と刺激 実験1，2と同様であった。実験3
では，実験2でのマスク条件（ここでは，全マスク
条件）と表出条件に加えて，単語ごとにマスクが提
示される条件（マスク1，マスク2，マスク3）を加
えた。

実験計画

第31号
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発話映像条件（マスク1，マスク2，

マスク3，仝マスク，表出）および単語の提示順
（第1語，第2語，第3語）を独立変数とする二要
因被験者内計画であった。各条件22試行，合計110
試行が行われた。
手続き 練習試行3回に続き，本試行110回が行
われた。実験は22試行ずつの5ブロックに分けて行
われた。参加者はブロック間で休憩をとることがで
きた。同じ条件の試行を連続することで，一定の方
略が用いられるのを防ぐため，5つの条件はランダ

件よりも有意に低く，全マスク条件の正答率が，マ
スク2条件，マスク3条件よりも有意に高かった
（肪β＝44．08，♪＜．05）。
仝マスク条件の正答率（78．3％）が，他の4条件
（マスク1−70％，マスク2−71％，マスク3−
66％，表出−67％）よりも高く，デイストラクター
単語を発話する映像がターゲット単語の聴取を妨害
したことが示された。実験2と共通する条件の結果
を比較すると，実験2での両条件の正答率には差が
なかったのに対して，実験3では，表出条件の正答
率は仝マスク条件よりも低かった（11％程度）。
実験3での提示順の効果は，条件に関係なく，第
1語で正答率が高かった。仝マスク条件とマスク3
条件では，第1語の正答率が第2語，第3語よりも
高かった。その他の条件では差がなかったが，表出
条件を除く4つのマスク条件では第1語，第2語，
第3語の順に正答率が低くなる傾向があった。ま
た，表出条件でも第1語の正答率が高く，第2語の

ム馴l頁番で提示された。教示は実験2と同様であっ
た。ターゲット単語が提示されるスピーカーは11試
行ごとに左右の位置を入れ替えた。試行の初めにど
ちらのスピーカーがターゲットとされるかは参加者
間でカウンターバランスされた。

結果と考察
正答の基準，従属変数の算出方法は実験1，2と
同様であった。条件別の正答率をRg．6に，条件ご
との単語の提示順別の正答率をRg．7に示した。発
話映像（マスク1条件，マスク2条件，マスク3条
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件，仝マスク条件，表出条件）と提示順（第1語，
第2語，第3語）の二要因分散分析を行ったとこ
ろ，発話映像の主効果（ダ（4，24）＝6．22，♪＜．01）
および提示順の主効果が有意であった（ダ（2，12）＝
7．06，♪＜．01）。発話映像×提示順の交互作用は，
有意傾向であった（ダ（8，48）＝1．93，♪＜．10）。
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による多重比較の結果，マスク3条件および全マス
ク条件のどちらも第1語の正答率が第2語，第3語
よりも有意に高かった（マスク3条件：朋苫g＝
49・03，ク＜．05；仝マスク条件：淵g＝30．99，♪
＜．05）。また，発話映像での第1語の単純主効果が
有意であり（ダ（4，24）＝5．91，♪＜．01），LSD法に
よる多重比較の結果，表出条件の正答率が他の4条

済磁□

であった（マスク3条件：ダ（2，12）＝9．45，♪＜．01；
仝マスク条件：ダ（2，12）＝6．22，ク＜．05）。LSD法

条件別の正答率および標準誤差（実験3）

Fig．6

マスク1条件での提示順の単純主効果が有意であ
り（ダ（2，12）＝3．20，♪＜．10），LSD法による多重
比較の結果，第1語の正答率が第3語よりも高かっ
た（朋苫β＝105．60，少＜．05）。マスク3条件および
仝マスク条件での提示順の単純主効果がともに有意
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正：選択的聴取に及ぼす発話映像の影響

正答率が低かったが，第3語とは差がなかった。つ
まり，マスクが提示される順序やマスクの有無に関
わらず，第1語の正答率が高くなる傾向が見られ
た。

全マスク条件の正答率が表出条件よりも高かった
ことから，デイストラクター単語の発話映像がター
ゲット単語の聴取を妨害したと考えられる。また，
条件に関係なく，第1語の正答率が高かったことか
ら，第1語の正答率は操作した独立変数による効果
でなく，最初に提示される単語を聴取しようとする
方略が用いられたことが示唆された。実験3では，

する発話映像がターゲット単語の聴取を促進すると
は考えられなかった。実験2での第1語に対する促
進効果も，実験3において発話映像が提示されない
条件（マスク1，全マスク）で，第1語の成績が良
かったことから，発話映像によって成績が促進され
たかは疑問が残る。実験3の全体的な成績から，発
話映像によってターゲット単語の聴取に妨害効果が
認められたが，実験2と比較して，要因が多かった
ため，いずれの効果があらわれたかは明らかではな
かった。

全体的考察

予測可能性を減らしたため，第1語にマスクが提示
されていたとしても，仝マスク条件になるか第1語
のみにマスクが提示されるかはわからなかった。そ

れとは反対に，第1語，第2語で口が見えていても
第3語にマスクが提示される可能性があり，表出条
件であるかは分からなかった。そのため，実験参加
者が第1語のみは聴取できるようにするという構え
が成績に影響した可能性が示唆された。いず頚tの条
件でも第1語の成績が良かったため，その構えが
あったことを否定することは難しい。
実験3で興味深い結果は，実験2と同様の条件で
ある，仝マスク条件と表出条件の結果であった。実
験2では，両条件の全体的な成績に差はなく，提示
順別の成績ではマスク条件で違いがなかったのに対
し，表出条件では第1語が高かった。実験3では，
仝マスク条件で，第1語の成績が高く，表出条件で
は，提示順による差がないという，まったく反対の
結果になった。このような結果になった理由は明ら
かではない。予測可能性の排除や同じ条件をいくつ
か連続して行うことで慣れが生じる手続きではな
かったことが関与している可能性があるだろう。そ
れ以外の可能性として，発話映像条件間の予測可能
性の違いの影響が考えられる。第1語にマスクが提
示された場合，その後に提示される条件は，マスク
1条件もしくは全マスク条件のどちらかである。マ
スクがある場合，第2語にマスクがあれば全マスク
条件，なければその後もマスクが提示されることは
ない。しかし，第1語にマスクが提示されない場合
は，マスク2条件，マスク3条件，表出条件と三つ
の条件のいずれの条件となるかはわからず，課題と
してより困難であったと考えられる。このような実
験3で新たに生じた難易度の違いにより実験3の結
果を実験2と比較できない。そして，発話映像条件
の予測可能性を完全に排除できなかったという点
で，実験2での問題点が克服されなかったと言え
る。

実験3の結果から，デイストラクター単語と一致
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本研究では，発話映像が選択的聴取に及ぼす影響
を検討した。実験1では，発話映像が映像と一致す
る単語の選択的聴取に及ぼす影響を検討し，聴取を
促進させることが示された。実験2では，発話映像
が映像と…一致しない単語の選択的聴取に及ぼす影響
を検討し，連続提示した第1語の聴取を促進させる
ことが示さ頚tた。実験3では，提示順の効果を検討
するため，条件別に異なる方略をとることが困難な
状況を設定し，無視すべき単語を発話する映像が選
択的聴取に及ぼす影響を検討した。その結果，実験
2とは反対に，全体として妨害効果が示された。し
かしながら，実験参加者が提示された第一語に注意
を向けてしまうという方略が用いられた可能性な
ど，いくつかの要因によってその効果は明らかには
されなかった。

本研究の結果から，発話映像が選択的注意に及ぼ
す影響について示唆されることは以下の2点であ
る。

1．発話映像が聴取すべき単語と一致している場
合，その単語の聴取を促進する。
2．発話映像が聴取すべき単語と一致していない
場合，その単語の聴取を促進する場合と，妨害
する場合がある。

実験1では，口の動きという辛がかりが提示され
ることで単語の聴取を促進することが示された。全
体的を成績は表出条件の正答率がマスク条件よりも
高かったが，提示順ごとの成績を見ると第3語では
両条件で差がなかった。これは単語と発話映像が統
合さゴl，提示順が進むにつれて，統合が強まり，単
語の区別がしにくくなったと考えられた。この点は
腹話術効果から説明できる。表出条件において発話
映像という手がかりによって単語の聴取が容易にな
る一方で，心理的に音源が近づいたと考えられる。
提示順が進むにつれ，発話映像と単語の統合が強ま
り，音源の距離が近づき，二つの単語の区別がしに
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くくなったため，成績が下がったと考えられる。

映像と単語が一致する，一致しないに関わらず，促

実験2において，第1語ではデイストラクター単
語の発話映像がターゲット単語の聴取を促進するこ
とが示された。第1語では発話映像が一方の単語と
統合し，二つの単語の区別に寄与することが示唆さ

進的な効果がある可能性が示された。映像の提示順
が進むにつれ，成績は悪くなったが，発話映像によ
る妨害効果はなかった。成績が悪くなったのは，映
像と単語の統合が強くなることで，音源が近づき，
音としての区別が困難になる可能性が考えられた。

れた。一方，表出条件の第2語，第3語では，発話
映像と単語の統合が強まることで，ターゲット単語
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