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北島教授について

諸富 雄

Prof.瓦itajimaas my teacher and colleague 

Takashi MOROTOMI 

北島先生は， 1992年3月定年を迎えられて，北海道大学教育学部を退官された。退官に先立ち

3月6日に行われた北島先生の最終講義はJ精神生理学は心理学に何を寄与するかJという題で，

学部長という多忙な職にありながら，いつもと変わらぬ淡々とした調子で，時折ユーモアを交え

ながら穏やかな雰囲気の中に行われた。先生の講義は明解で，いつものように事実に諮らしめる

というあり方で問題の本質を見事に析出され，精神生理学(あるいは生理心理学)に基づく心理

学的機構のモデルの構築を私達に課題として残された。

北島先生は， 1928年(昭和 3年)神戸にお生まれになり，堺市にある堺工業学校の化学科を卒

業されて，父上の仕事の関係で北海道に住まわれることになったのを機会に， 1948年(昭和23年)

4月に北海道大学予科に入学され，翌年7丹新制となった北海道大学理学部 I年に移行された。

戦後の劣悪な環境の中で多くの青年が肺結核を発病するという状況にあって，北島先生も理学部

に移行した直後に肺結核を発病され，長い闘病生活にはいられた。 3年後病気から国復された先

生は，理学部に復学され，翌 1953年(昭和 28年)10月理学部化学科に移行された。移行された

のも束の間，翌年4月肺結核が再発し 2年間化学科を休学された後， 1956年(昭和31年)4月

復学されるが，先生は「化学実験の過酷な環境に酎えられなしりとお考えになり，文系で転学部

を唯一認めていた教育学部に転部された。文系の教育学部に転部された理由の一つは r教育学部

の授業時間割がゆったりしていて健康に悪くなしりということであり，もう一つの理由は，いか

にも北島先生らしく，先生が教養部の講義でお聴きになった野沢長の「ゲシュタルト心理学」に

現象世界(当時鉄蕊線路にかかっていた北5条の跨線橋の上から北 18条方向を眺めると 18条近

辺の大地が浮き上がって見える。何故か。ネオンサインが連続して回転して見える。何故か。)を

解き明かす理論的構築があり，それを面白いと思われたからであった。

教育学部の多くの講義は rゲシュタルト心理学」に見られるような理論的構築がなく(当時先

生はそう患われた)，先生の興味を駆り立てるものではなかった。そのうえ，先生にとって健常の

子どもの教育について勉強することは頗る退屈なことであった。そのようなとき北島先生は奥田

先生との出合いを経験される。奥田先生から知的遅滞見を対象とする特殊教育の簡明な講義を受

けられ，奥田先生に同行して日高の庶野で知的遅滞児の実態調査に当たられる。知的遅滞の子ど

も達に接する奥田先生の「誠実さ・擾しさJ は，北島先生の心に深い感動を与え rこの子ども達

のためであれば，自分も何かの形で役に立てるかもしれない」と考えられる。そのとき先生の心

の内に勉強への強い意欲が沸沸として沸き上がり，特殊教育講座への所属を決心される。先生の

研究の背景にはいつも「知能」の問題が存在する。その涼点は，日高の庶野の知的遅滞児の実態

調査において，知的遅滞を現実として認識されたことにあったのである。

1962年(昭和 37年) 7月，奥田・狩野両先生の懇切な招轄を受けて，それまで勤務されていた

北海道教育研究所を辞し，北海道大学教育学部に教官として赴任された。その年の 9月，北海道
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遠軽の家庭学校に合指して行われた D.O. Hebbの“ATextbook of Psychology， 1958"をテキス

トとする特殊教育講践の大学院セミナーにおいて，北島先生は多くの知的影響を狩野先生から受

けられる。以来，特殊教育講座の研究の柱となる人の適応の基礎機構についての脳設を指標とす

る研究は，奥田先生の強い支持のもとに，狩野・北島潤先生の緊密な共開によって創造されてい

くことになる。 1963年春，旧底学専門部校舎内に発足した生体電気現象計測実験室の壁面には「試

みることそれ自体が美ししりを意味するギリシャ語の額が狩野先生の手によって掲げられ，実験

は新しい領域を創造しようとする者のみが持つ明朗で関連な精神に溢れていた。

北島先生の生体電気現象計測実験裳を中心とする特殊教育講臆における研究は，大きく 3つに

分けることができる。

第 1は，人の適応機構を情報処理系として捉え，従来の心理学において明確に区別されていた

知覚と知能を一種の範曙化作用を持つ留式系を媒介として統合し，入力情報と圏式との照合(整

合一一不整合)過程を基本的特性とする知覚情報処理系のモデルを構想されたことである。この

「図式系の心理モデルJ は， D. E. Berlyneの刺激の照査特性 (collativeproperties)，定位反射と

噴れ， E. N. Sokolovの神経モデル(neuronalmodel) ， D. O. Hebbの手がかり機能(cuefunction) 

と喚起機能(arousalfunction)， D. M. MacKayのautomaton等の丹念な検討に基づいて直列処

理モデルとして構想されており，その大きな特徴は情報処理の持系列が暁瞭に表現されているこ

とである。このモデルが人の知覚情報処理過程を脳の活動の時系列としての脳波を指標として分

析する場合の極めて有効なモデルであることは，これが脳波のアルファ波を指標とする多くの実

験を産み出し，未知の事実の発見へと導いたことからも明らかであるo 北島先生が上述のモデル

を提出された論文「知覚情報処理系としてはたらく心理学的機構の分析的研究(北樽道大学教育

学部紀要， 1965) Jは，今読んでもその内容は新鮮で，新たな実験を産出する生命力を失っていな

しユ。

第2は，脳波のアルファ波を指標とする視知覚活動の推移の分析，すなわち視知覚における慣

れ(課題解決)についての研究である。この研究は，狩野先生の論文「学習の基礎機構(北海道

大学教育学部紀要， 1967) J と北島先生の上述の論文を理論的支柱に，狩野・北島両先生を中心と

する特殊教育講塵の実り豊かな共同研究として行われ，その成果は，狩野・北島両先生の共著論

文である「視知覚の形成と衰退(北海道大学教育学部紀要， 1971) Jと“Somepsychological deter耐

minants of alpha attenuation after patterned flashes (Journal of Psychology， 1972)"に詳しく

述べられている。当時，脳渡のアルファ波を指標として「視知覚の発動と衰退J の過程を分析し

た研究は，菌内はもとより，国際的にも D.E. Berlyneの研究を除いて併がなく，見出された事実

の多くは，従来の心理学的方法によっては明らかにし得なかった刺激処穫の時間軸上に沿った活

動の変容の規則牲を示しており，心理学のみならず，脳波学的に見ても未知の発見で，現在にお

いても一級の知見に属している。

第3は，視覚誘発電位を指標とする視覚情報処理過程の研究である。この研究は，アルファ波

を指標とする視知覚活動に関する研究の発展として必然的に導き出されたものである。上述の第

2の研究の結果は，視覚刺激の提示に伴うアルファ波の減衰に宝る過程 (200-400msec)の分析

が「視知覚機構の発動の解明にとって必須J であることを示し，この過程の分析に，刺激に特異

的に誘発される規知的な脳の電気的活動である視覚誘発電伎が導入され，在外研究 (D.B. Linds-

ley及びD.M.MacKayのところに留学されていた)から'席られた北島先生を中心に生産性の高

い研究が特殊教育・臨床心理学研究グループによって行われた。北島先生の視覚誘発電位による
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視知覚の課題解決機構に関する研究は，大きく 2つに分げることができる。 1つは，視覚系にお

いて先行刺激によって生じた後続刺激への促通と抑制(知覚的準備態)に関する視覚誘発電伎に

よる研究であり 2つは視覚情報処理系における課題解決(情報に対する確信性の確立)につい

ての視覚誘発電位による研究である。前者は，刺激消失後の短い時間，視覚系には刺激提示に伴

う反応から生じる抑制効果 (inhibitoryeffect)と刺激消失に伴う反応から生じる促通効果 (facil-

litatoryeffect)の桔抗する 2つの過程が生じ，後続する刺激に対する視覚系の反応はこれら二つ

の過程の相互作用の結果として発現し，特に反応の大きさは促通効果に依存することを視覚誘発

電位の減衰と増強を指標に明らかにしたもので，学習の基礎機構としての感覚間結合や条件結合

のあり方に重要な示唆を与えるものである。後者は，基本的には Chapman，R. M.のパラダイム

に従い，同一刺激の反復提示による刺激の弁間一一向定課題を設定し，その課題解決過砲に対応

する視覚誘発電位の振舞を追究した研究である。この研究は，課題解決に対応して後頭部誘導の

視覚誘発霞位(特に頂潜時が250…300msecの陽性波である P270)が陽性方向に発達し，その発

達は課題の困難性(刺激の種類や持続時間の長さ)に強く喜多響されることを明らかにし，アルファ

波の減衰と復活に見られるような視知覚活動の全般的な減衰ではなく，課題に特異的な視知覚活

動の減衰(期制の発達)を反映する電位活動の析出に成功している。折究の諸成果は， Vision 

Research， Electroencephalography and Clinical Neurophysiology， Biological Psychology， 

J apanese Psychological Research等の闇擦誌に論文として発表され，それらは現在においても

引用率の高い刺激的な論文となっている。

上述の 3つに大別された北島先生の研究に共通する点、は，先生の論文の題名から引用させても

らうと，人の外界に対する認識が r選択的住意と慣れ」とによって「懐疑から確信へ(北海道大

学教育学部紀要， 1978) J至る過程の解明にあったということができるように思われる。課題解決

としての慣れについての脳波・誘発電位上のデータは，上述したように狩野・北島両先生を中心

とする特殊教育・臨床心理学研究グループによって確実に蓄積されてきた。しかし，北島先生が

「犠疑から礎借へj の論文中において述べられている「選択的注意の選別棄却と向化の機能の層構

造」を実証するための脳波・誘発鷺位を指標とした研究は，特殊教育・臨床心理学研究グループ

によって意識的には追求されていない。選択的注意は，北島先生が述べられる如く，基本的には

中枢的促通である。しかし，この中枢的{足通が感覚入力側の皮質中継(注意の初期選択)におい

て生じるのか，意思決定(判断)に係わるより出力側の皮質中枢(注意の後期選択)において生

じるのか，あるいは，その両者において生じるのか，は未だ、検討を要する課題である。この課題

は，基本的には，北島先生の「選択的性意の層構造」の陪題と深く関係している。現在，視覚誘

発電位による注意研究の方法論上の問題の克服とともに，北島先生が提起した「選択的注意の層

構造J を支持する誘発電位上の知見が数多く提出されつつある。

ここで北島先生の教育のあり方について触れておこう。北島先生の教育のあり方は，自分の考

えを強いるということがなく，学生の考えをまず認めるところから出発された。この学生の主体

性・自律性を大切にする教育のあり方は，特殊教育講座の奥田，狩野，北島の 3先生に共通して

いた。北島先生は，私達の初歩的で観念的な質問に対して，それを実験化すればどうなるかとい

う観点から誠実に答えられた。そのことによって質問の内容は一挙に異体的になり，討論が起こ

り，その理解は深められた。また rこのようなことを考えて実験を行いたいのですが，如何でしょ

うか」と先生に意見を求めると，先生は rそれは面白いねJ とまず、答えられる。それからおもむ

ろに自分の意見を述べられた。私は，この言葉が開きたくて岩手大学から長時間の電話を先生に
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かけ，この言葉からどのくらい勇気づけられて実験に取りかかったことか。現在の大学は，北島

先生に見られるような教育のあり方を不可能にしつつある。学生が育つ，研究者が育つためには，

明朗な精神の能動的な活動が保証されなくてはならない。そのためには大学は自由でなくてはな

らない。自由の精神，とりわけ，理性に従う精神の自由が大学に満ち溢れていなくてはならない。

人は感覚の直接的統制から解放される方向に自らの脳を進化させてきた。自由は人間の自然に深

く根差し，創造は生理学的にみても強制からは生まれないのである。北島先生の教育の本震は先

生の本性から発し，それは強制を排除することにあった。

ところで，北島先生を語る場合に，学会活動を抜きに語ることはできない。先生の学会活動の

主要な場は，日本生理心理学会と日本心理学会である。特に，先生と日本生理心理学会との関係

は深く，日本生理心理学会の前身である生理心理学・精神生理学懇話会時代からの古いメンバー

で，日本生理心理学会の創設に力を尽くされ，学会誌の編集委員を任期の 6年おやりになり，現

在も学会の運営委員である。先生は学会発表を多数行われているが，学会活動で先生の面白曜如

たるものは，何と行っても時折発表者になされる質問である。先生の質問は，その穏やかな口調

とは異なり，研究の問題の本質を鋭く実き，発表者を詰然自失足らしめることしばしばであった。

北島先生は，内容のない統計のみをいじったような研究や，既存の研究の条件を多少変えたよう

な小手先の研究を嫌われ，若い研究者に対しては脳波や誘発電位等の竜気生理学的指擦を研究に

用いることの意味や研究の独創性，その科学性を問い質された。先生の学会における質問には，

研究者を育てようとする意図が明瞭に込められていた。現在の日本の学会の多くは発表の形式が

重視され，シンポジュームですらシンポジストの他にコメンテーターなる長口舌の者が数人も付

色聴衆の研究者との関の自由な討論を妨害している。学会は研究者を育てるという主要な任務

の一つを次第に放棄しつつあるように思われる。北島先生が学会での質開に込められた意図を，

私達研究者は心を締めて継承すべきであろう o

最後に，北島先生の退官を記念:する北瀧道大学教育学部紀要の執筆者について述べておこう。

本教育学部紀要の執筆者は，事象関連電位を指標とする認知研究で一級の知見を提出し，国際的

にも評価の高い兵庫霞科大学の沖田庸嵩博士，語の属性としての音素・形態・意味に対応する事

象関連電位成分を析出するために「慣れ」のパラダイムを用いて私達研究グループと共同研究を

進め， トポグラフィ分析で興味ある成果をあげている岩手医科大学の Dr.Paul Langman，そし

て先生の身近にあって親しく付き合い，教えを受けた者達である。特に，沖田庸嵩氏は，私達研

究グループと親しく交流し，特殊教育講.~の狩野・北島問先生の脳波・誘発篭f立を指様とする視

知覚活動についての研究を深く理解され，その独創性を高く評価されている。本教育学部紀要の

諸論文が北島先生に批判の楽しみを与えることができれば挙いであるo

北島象司教授主要業績一覧

[著書]

北島象司・沖田庸議(1985).誘発霞位 宮田 洋・藤津清・柿木昇治(編) 生理心理学 (PP.25-37) 

朝倉書店.

[論文]

北島象司(1964).知覚統合過程による知能の研究 一知覚における情報処理過程の微授発生的分析に

よって知能構造を解明する試みー北海道大学教育学部紀要， No.10， 69-82. 
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