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研究資料集

行動心理学と認知心理学 (1) 

b 岩本隆茂・上田悦子・山田弘司

， 

1.はじめに

この研究資料集「行動心理学と認知心理学」は，現在の基礎心理学の分野を 2分す

る行動心理学fと認知心理学についての基礎的研究資料を，関連する研究者たちに提

供するためのものである。この 2ウのあい異なる立場は1960年代の中ごろからそれぞ

れの立場を明確化しはじめ，そののちともに大きく発展じてきたが，ごの両者は今後

もしばらくは基礎心理学におけるさまざまな研究動向に，直接的・間接的に働きかけ

るであろうことについては，どのような立場の心理学研究者もほとんど異論のないこ

とと思われる。このような視点からすれば，行動心理学と認知心理学の論争や，それ

ぞれにおける研究の展開についてなどの研究論文を精査し，今後の研究動向を探るこ

とは，それぞれの心理学研究者がこの 2つの立場にたいしてどのような態度をとるに

せよ，将来の基礎心理学の発展のためにきわめて重要なこととなる。

しかしわれわれによってここに提供される行動心理学と認知心理学に勺いての研

究資料集の構成は，その発表誌の性格上，:'その収録対象を諸外国のシンポジゥムなど

における優れた講演で、はあるが活字にはなっていないものとか，見逃されやすい雑誌

に発表されたものとかの， 日本における一般の心理学研究者にとっては比較的利用し

にくいもののうち，おれわれにとっ、て演者〔執筆者)，テーマ，内容の面などで興味深

いと思われたもののいくつかを翻訳した部分と，われわれによって書き下ろされる予

定の論文の部分との 2つの部分からなる予定である。もちろん前者のなかには，わ

れわれの立場と大いに異なるものも含まれているが，それはこの研究資料集は"行動

心理学と認知心理学のどちらの立場の方がたlこも i それぞれに有用であることを，そ

の重要な目的の 1っとしているがらである。

最初に紹介される 2つの論文は， 1980年の APA(American f>sycljologicaL As-

sociation :アメリカ心理学会〉が， カナダのモントリオーノレ市で、開催されたときの

マスタ←・レクチュア， r認知心理学」における 5人の招待講演者のうちi フレィヴ

↑本論文における行動心理学とは，パヴィロヴィアン心理学どオペラタ F必理学の荷

者を合んセいる}。岩本・高橋(1984，p. 25)を参照されたい。
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北大文学部紀要

ェルtt(1. F. Flave1J，スタンフォード大学教授〕とスキナー (B.F. Skinner，ハーパ

ード大学名誉教授〉の講演を APAから入手したオーディオ・テープfを聴き取り，

日本語に翻訳したものである。音響効果のきわめて悪い講演会場で， しかも香港製の

無印粗悪テープに録音された2つの講演の聴き取りには，われわれのほかにモンタナ

州立大学心理学教室の大学院生， John Saggau君(認知心理学専攻〉の協力をも得て

万全を期したつもりであるが， どうしても聴取不能な部分があった。この部分につい

ては，読者のみなさまのご寛容を頂ければさいわいである。なお，このマスター・

レクチュアにおける合計5人の演者からなる講演についての日本語への翻訳について

は，すでに岩本が APAから 1983年 9月19日付で一括して許可を得てし、る。

行動心理学あるいはオペラント心理学と認知心理学との最近の関係については，こ

の研究資料集の筆者のひとりである岩本を中心として，われわれはすでにいくつかの

論文を発表している(岩本・高橋， 1982;岩本・高橋， 1984a， 1984b;岩本・矢口，

1985a， 1885b;高橋・岩本， 1984)し，行動心理学やオペラント心理学からの心理学

の各分野や心理学の境界領域への最近の貢献についても若干の紹介論文を書いている

(岩本・和田， 1984; :岩本， 1985;岩本・高橋， 1987a， 1987b)ので，ご興味のある

かたはぜひ参照していただきたい。

参考文献

岩本隆茂・高橋雅治 1982.戸田正直論文 (1981)をよんでーオベラント心理学と認

知心理学一心理学評論， 25， 390-401. 
岩本隆茂・高橋雅治 1984.実験心理学は意識研究に回帰するかーその実証的研究を

めぐる諸問題一心理学評論， 27， 21-36. 
岩本隆茂・和田博美 1984.行動薬理学の歴史とその最近の展開におよぼすオベラン

ト心理学の貢献人文科学論集， 22， 53-83: 
岩本隆茂・高橋雅治 1984.坂本百大氏の論文 (1984)を読んで 心理学評論， 27， 

106-109. 
岩本隆茂・高橋雅治 1985.選択行動の研究とその臨床場面への適用 岩本隆茂編

『オベラント行動の基礎と臨床~ (第 1章11.Pp. 20-32. ) }II島書底

岩本隆茂・矢口敬 1985a. オペラント心理学と認知心理学 岩本隆茂編 『オペラン

ト行動の基礎と臨床~ (第3章 1. Pp. 81-86.) JII島書広

岩本隆茂・矢口敬 1985b オペラント心理学と帰属理論岩本隆茂編『オベラント

行動の基礎と臨床~ (第3章11. Pp. 86-89. )川島書庖

岩本隆茂・高橋憲男 1987a 臨床・教育場面への学資心理学の適用 岩本隆茂・高

橋憲男共著『改訂増補現代学習心理学~ (第10章 Pp.191-217. ) 

岩本隆茂・高橋憲男 1987b 薬理学・生理学と学習心理学 岩本隆茂・高橋憲男共

著『改訂増補現代学習心理学~ (第11章 Pp.219-241.) JII島蓄広

高橋雅治・岩本隆茂 1984.御領謙氏の論文 (1984)を読んで 心理学評論， 27，64-

68. 

十このときのマスター・レタチュアでの講演は， APAからオーディオ・テープとし

てのみ発売されている。

tt彼はこれまでブラベノレとして紹介されているが，本論文では録音テープに従うた。
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IL メタ認知の性質と発達

ジ g ン H.プレイグニ乙ノレ

岩本 -上回悦子

私にけd起こった第1議認の重大なことは，この APA年次大会のパッジがなく

なっていたことです。私はもう少しのところで， ~J:うは調子がでないのでこ

はやめてし家おうと決心してベッドヘ戻るところでした。そのつぎに総こった重大な

ことは，この講演のための私のノートがもっていかれそうになったことです。第3番

鼠に起こっている議大なことは，私がし、まこの会壌でみ伐さんにお話しているという

ここと wむず。これは事えにとってほと ことで，ほとんどパニッグ状態酬むす。み

なさんはどうですか? まあそのうちおたがいにわかってくることでしょう。

私はこれからメタ認知の微量愛とその発言語，および認知モニタや認知統制 (cognitive

regulation)などに関連した機念についての般的な言ぎをします。災際には，これを

3蕩nこ分けて行いたいと忍います。第l部はこれらの綴念についての畿税あるいは

この分野についてのおおまかな特徴づけあるいは定義づけで，私がこれまでに使用し

てきた私流の概念化について話をします。この分野で似たような仕事をしている伎の

人たちと，事えはいくぶん異なった概念化会行っていますc これらについての概念は，

ところいくらか峻除なものとなっています。第2務では，これまでおよび現在

の私たち

ます。そ

メタ認知発遂の務倒閣についての研究乞ごくおおま"かにお話いたし

ーー第3脅sになるわけですが一この研究分妻子における問題点、

の解決からはいまのところほど遠くて，怠には未解決と恕おれる持霊きや， とてもおも

しろい新分野の議允織のものとして私のおをひ《問題や，私には未解決でさらに研究

主f必婆とすると患われる援要な誇震などについて話します。

それからもうひとつ，あらかじめお断りしておきたいことがあります。ここまでお

話していて気がついたので、すが，この講演は2待鴻にもわたるのだということです。

そのうち 1時間半ば事えが話右として，のこりの30分は燦間などに当てることになってい

ます。私自身はそんなに長い時間続子に座ったままで，だれかの惑を翻かさFれるのな

椅子に座って隠くのに催する演者など，い

りません。そこでこの3部にわすよる訴のどこか途中に5分間の休惑を入れる

ことを縫楽します。そのあいだみなさんは，笈わちの人にかまわず忽ちがとがって;たあ

くびをするなりなんなちと 3~4分間みなさんの好きなようにして下さ L、私も問

じように好舎にしています。ぞれからまた認に戻ることにしますので，あまり遠く?と

行かれない方がよいでしょう。 それからこの講演女将関してみて，言授の途中に休憩が

式うった方が溺えやすいかどうか実験してみることにしましょう。

ますき緩初にほんの少しの議ろいだだけみなさんに，毛えがこのノートを読み上げるのを
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聞いて渓くことから始めぢせて下ざい。そのあどは絶対，原織を読みあげるようなこ

とはしないとお約束します。乏もかく，このJ:うにじて翻を始めれば多少なくとも絞

初から脱線して大磯なことはなに 1つ認さないうちに議淡が終ってしまったという失

敗はせずにすみますので日....喝"0

ある実験で幼稚溜料母校のこどもたちに，いくつかの項削斗らできてし、る 1組の

カ…ドを，完全に思いだせるようになるまで暗記するようにと緩みました。年長のこ

どもたちは，しばらく学潔して『できるようになりました』とL市、ました。そして滋

常その滋りなの Mごす。つまりこのこどもた、らは完全に思いだして3ませることができる

のです。年少のこどもたちも，しばらく学習して，やはり Fできるようになちまし

といいましたが，実擦にはできてはいませんでした。

もう 1つの笑験では，小学校のこども あ

教示しそのコミュニケ…ションの適合住宅旨評価させ;fした。つまり，その文章に不足

しているところ，はっきりしないところを機嫌ずるようにとこどもたちに綴んだわけ

です。そこで示された文繁は2 あからざまな淡現不足と木関絞さとに満ち満ちていた

にもかかわらず，年少のこどもたちでは驚くほどそのことについての検出が下手でし

た。このにどもたちはp そη不充分な教えj去を主主解ナることができるいま

ことがで、きるふ間違って考えたのです。これはe ちょう

こどもたちが実際には怒いだせないのに自分では思いだすこと

えていたのと間じことです。

このようないくつかの結果が示唆していることは，

的現象に関する知識，つiまりいわゆるメタ認知は，かなり限定されたも

そしてかれらは自分の記憶や，理解や，その他の認知約活動のそニ;:-.，タと統鋭を，

iお絞的わずかしか行わないということです。

研究者ずこt訟は最近になって，メタ認知が紘たちの認知とそれに関漆ずる活動におい

て重盗事警な役塁手!な果たしているとヨ考えるようになってきました。会話とその主主解，

作文，言言語習得，メ ~g雪緩学ー た主えばメタ言語一，注怠記憶，問題解決，社

会的認知，そしてさまざまなタイプのセメむプ口ント口…ノレ， 自

メタ認知がE重要な役訟を楽しているといえるのでナ。メタ

行〈と，枕会的学滋滋論，認知的行動療法，人格の発達，

まざまな考葬祭とのあいだに 1 類似点、が見られるようになってきているという努緩な兆

しもあります。乙のようにL-て，メタ認知，認知モ品九統制などについての性質と

その発達につしぺの研究が，現夜興味深い有望な分野となってき

きて，この分野においてz こどもあるいは後少年ぶ学ぶものとしてどんなものがあ

るで弘ょラカミ? っ家守成入としてもつべきどのようた知識と行動が茅発途の目標あ

る町ば筏約一一むどもがそれに向かづて徐々に進んで、いく。筏穣一一ーとな 4 ているので

しょうか?

ととろで訟がζれから説明しようとしているモデル…ーみなさんがそう呼びたけれ
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行動心理学と認知心理学(1)

ばですが~ーは，私zがこの問題に対ずる回答として手始めに試みたものです。ところ

で、お尋ねしますがみなさんめうちとのくらいの方々が…ーいったいどーうだ司てふるの

か知りませiんがrと'なたもこの注うな印刷物をもらってレないの刊ですか? みなさん

はもらって℃、なし、! 私はお渡ししていないんですってワ みなさんのお手元にどん

なものが配られているのか知りませんが，いま私のもっているこのまうなものをおも

ちですか?この講演のための配布資料なの.'"(.す。 APAはまたもやってくれました!

私が係の人から聞いたところでは，会場のみなさんにこの資料が配布されることにな

っていたので、す0 ・・…でも，もうそれはどうでもよくなりました。いずれにしてもこ

の資料の作り方が気に入らないので，言葉で説明することにします。

L¥ま私の手元にあるこの資料は，認知モニタについての最近の私の論文をまとめた

ものですで。その論旨は， r広範囲にわたる認知活動をモニタし統制 (regulation)す

るということは 4つのグラスの現象の作用と，ぉ一よびそれらのあいだの交互作用に

ようて起こるのであるj というものです。そしてこれら 4つの事項とは，一一始めの

2つが私の観点からするともっとも興味深く重要なので守が一一第 1のクラスの現象

はメタ認知的知識，第2のクラスの現象はメタ認知的体験，第3番目は通常の認知的

目標という意味で、の目標あるいは課題，一そして最後の Pラスの現象は，認知的行為

(action) まだは認知的方略 (strategy)です。

さて， メタ認知的知識とは，記憶のなかに収容されている世界に関する知識の一部

分で， それは 1つの幅広い話題に関ずる， つまり，認知的生き物 (cognitivecrea・

ture)としての人間と，彼らの多様な認知的課題， 目標，行為，体験などに関する知

識です。そういうわけで“メタ認知的知識"という言葉は，物体および非人間的出来

事と対照した場合の， r心理的および認知的事象に属する出来事に関する蓄積された

世界知識」を意味するわけです。ですからそれはある意味では人々が習得する素朴な

(naive)心理学，素朴な認知理論であるといえます。あるこどもの習得した信念，一一

どんなこどもでもいいのですがーーそのこどもの友人の多えとは違って自分はつづり

方より算数が得意であるというような信念や，自分はある種類の仕事が他の種類の仕

事よりも得意である、という信念あるいは認識などを，そのよい例としてあげることが

できます。メタ認知的体験は意識された認知的体験や情緒的体験であり，どんな知的

な活動にも関連し付随するものです。例としては，だれかのいまいったことが自分に

はわからないとし寸突然の感じなどは，私の用語では“メタ認知的体験"としてあげ

ることができます。その突然の感じは，実際にはしばーしば情動を伴います。一体全体

なにがどうなっているのかわからないとーし、うのから， ただ， 不思議に思?， 混乱す

る，はっきりしない，などという単純なものまで含めて，ほがにも多種多様のメタ認

知的体験に当てはまると思われる感情がありますが，それらについてはのちほどお話

するJつもりです。

さて，私はそうではないことがあきらかiこされるまでは， とりあえずつぎのように

仮定します。「メタ認知的知識およびメタ認知的体験は，他の種の知識および体験と
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は，:::tとじて，んその内容および機能において異なっているだけであっ，その形態およ

び像資v;::違いはない」 いL、替えると，ーメタ認知とはある緩の特別な認知で霊堂約に

まったく奥なった特性を鱗えているといったものではあり家せん。そうではなくて，

それは特定の分野にかかわる認知なのです。それはほかならぬ認知の没界にかかわる

認知なのです。そういうわけで，犯はそれがなにか特別の“不可窓、議なもの"である

とは仮定せず，むしろそれは他の種類のま記長Eと多くの尖滋点をもっているものである

と奴定します。実際，場合によってはメタ認知とそのほかの種類の認次百とそ区別する

のは大変因襲撃です。私13身もきちんとした区別をつけることがで、きずにいます。簡単

主主例としては，総がいま設さしくfすっている認知のそ ι 久たとえばいま会場のなか

のだれかの私語が関こえるか，それをこの縁演の終了したあとでも続分は繰り返すこ

とができるか，あるいは思いだぜるか，などということをいまの時点マ見定めようと

する Cと，これはメタ認知的体験のあきらかな例で，ー径のメタ認知ですのふれに対

して，すことえばテニスのうケットの振ワガをよそニタすることは， これはたんなる逮動

の知覚であって厳宅ぎには認知ではあり愛せん。でも， ここでもまた実テニぇスや運動一

般についての多〈の忽考および知識が，そのとき?のラケットの振り方に付随して存在

しているかもしれませんね。ちょうどそれらが理装解という現象に関渡して存在してい

るように……。総は本当にどこに線合引くべきなのか， よくわかちません。私たちは

認知のほかにも，ありとあらゆる緩類のものをそニタしているように思われます。そ

うなるとある意味では， メタ認知とはたんに認知的過程だけで、はなく，心理的過程の

認知，そぷタ，統訪~などであると定義したガがよいのかもしれません。ともあれ，こ

こしばらくは認知的過程のみにとどめておきましょう。

さて 4つの家宅資のなかで， この話態ともっとも密接な関係に兵うる 2つの:事項をや

心として，これから話な進めましょう。つまりそれはメタ認知的知識とメタ認知的体

験の 2つです。メタ認知的知織のかなり大きな部分を占めているのは，実際には，変

数とその作用，つまりさまままな認知的努力あるいは認知的活動?とおいて，なにがど

のように働くのかを爽擦に左おするものについての知識だと患います。私たちの知識

の多くは，私たちの認知的生活における有効な変数とその作用がどのように働くかに

ついての知識です。これからあとの部分マは， もっとJ主体的でき埼確な話しなずるよう

ききめます。

事L自身の現在の分類では 3緩業貨のメタ認知的知識の変数があちます。ということ

は3穣類の変数があって，弘たちは成長発逃する過艇でそれらに関する知識を習得す

るということです。それらは絡黙の，いわず綴らずの素朴な心理学的匁識であワ，人

間 (person)変数， つ議り人間に興ずる変数，課題 (ta器k)変数， およびプゴ絡(st-

rat緒的変数の3つに分かれ:fナ。

第 lに人間に関ずる変数ですが，これは私たちが，認知的生数物としての私たち自

身について， -疋しくあるいは間途って，綴じるようになることです。この人間変数?と

長毒するサブ・カテゴザーの 1 つは，私が個人内 (intra・individual) 変数と呼んで、~

たものです子。少しまえにその例会話しましたが，それはたとえば， rだれかが話すのを
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開くという方法よりも，自分で読むガ訟のほうがずっとよく学習することがマぎると

思う j とÊl分にいいきかせるような綴会です。これはた~丈こま私自身に当てはまるこ

とて、す。もう 1つの俄f1，私t主主ぎ務的なものの処灘はまあまあだが，慾閥的なものに

ついてはまったくだbちであるということです。たとえば私はこ ビ、ノレのや

にあるホテノレからもう 1つのホテノレへ行くのに，間違いなく迷q てしまいます。さい

わいにも私fこは棄という名の富導犬がいて，あちこち指援すとか地図を見るとかして

税の道案内をしてくれます。彼女がいなければ，私は通うちこちで道に迷ってしまうで

しょう G

そう L、うわけで，私たちは認知的作業における潟分の相対的な粂所，短所，好き嫌

いなどについて，なんらかの自己評価をする綴向にあります。ぞれはたにかといえ

ば，私たちの認知に隠する知識の一部， メタ認知的知識の一部なのです。それから変

た，偶人間変数というものが人爵変数に主義ずる第2のすブーカテゴリーとしてあちま

ち九つまり良分と悠人との比較をするわけで，ちょうど少しまえに妻と私のよ七絞を紹

介したように事えの棄は私と比べるとき宣詩的なことについては優れているといえま

す。私たちはつねにさま d'まなヰ芸術についての役会的な比較をしていて，認知的な行

為に関しても他の種類の行きるに関してと同じように社会的な比較をし設す。私たちは

いろいろなスポーツで自分や他人がどれほど優れているかを比較するだけではなく，

知的な行為についても同じように比較します。そういうわけで，本たちはいろいろな

認知的技能についても，自分が隣人よちも下手か上手かな籍、す綴!絡があるようです。

議事3のサブ.7ワテゴ担ーは，私が“後湯治 (univ:ersal)"と呼ぶもので、す。これは

主主にとっては， 3つのなかでー警察興味深いものです。幸子溺的とした理由は，人間の心

に関して学ぶべきことは， 1関人や文化の差異にはほとんど影響されないー絞告さなもの

だと私は綴じているからなのです。つまち，役界中の人々が，人間として成長発途す

る過程で，自分むむのなかのある側顔についてそれぞれ似たような環論を作り

という意、味で普議長守なので、す。たとえば“鐙綴記憶"は間途いやすい…~つまりそ

れにはじつは大;e"た穴が葬きいていて，管区話番号とか森で緩めた木の実の数とかは，な

んらかの万法マ記憶の補強をしないかぎり，穴から転げま喜ちてしまうので、緩いだすの

は難しいということを，人々が気づかずに育つ社会があるとは，私?とは想像しがたい

のです。でも，文化人類学当者が窓、を切らそながらこの会場に走ち込ん吹むきて，おまえ

の考えは間違っていると抗議するかもしれ設完全んが……。

Jそれで私は， r認知的綴淡について e人々が理解するようになる多種多様のものが，

ーおそらく世界中の人たちが自分自身の経験を通して，段分の頭を使って， さらに

おそらく鋭人の助けを借りて， 務得する多種多様のものが一一存在しているj ム患う

のです。例をあげると，私たちはある終には混乱してしまってまったく淑解できない

が，ある時にはそれがちゃんと理解できるということを知っていiをす。また. “わか

っずょ"という感じガに2滋類あるということ… 1つはIEしい場合 1つは跨途って

いる場合一ーの識別殺するようにもなり設す。つまり，ある人にとって誤っ
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立しいま議解は殉じよ舎な感じがする〕かもーしれないが，そのうちの lつはγい竹ーまとLぺ
そのんに止りよド結架をもたら?ということを知 νづ、てい議

サミ理解ばがりではなJく，誤解することもあるのだ之いうこ之さど知るようになるわけ

マす。いま恕いだぜないことで、もあとでポンと主義?と浮かぶととがあること，い衣類の

なかに浮かんでいることでもあとでは容易には記憶から取りだ必ないかもしれないご

と，なども支持るようになり支す。いい替えると，頭担〉働きについて私たちはたくさん

のことな学ぶのマす。認知心理学がt日現する以言立には，だれもこういった線分の知っ

ていることについてわざわぢ教わる必援はなかったのですが……。とにかくいまは，

普遍的なこと ~iこついだs つ家、ち，人間について.)，\跨が認知装置としてどんなふラに

作られでいるのかについてなどなど，私たちは塁手〈の知識なもっています。

2.iC;φ 議怒変数にもやぬちサプ・カテゴジ F がtiliやま?れそれは 2つのサブ・カ

テゴ手ーで，¥そのうちの 1つは情報に関係いしています。私Tこわは情報入力が私たちに

溜げられる方法についだ，かなりたくさんのことを知るようJr;こなちます五情報はゆり

くりと待問をかけて，:¥兄長寸?退屈とさえいえるガ法で、提供されることもあ告ますが，

逆に，皮綴されて，潟逮色、処理が葉臨しドような方法で緩供されることもあるという

ことを発主悲します。情報はとき?院はよえまとまっている一こともあるが， ときにはろく

にiまとめられていないままのとともあち，なじみのあることもないこともあるのて、

す。そのほか私たちはさまざまな課題状況下で童文ち扱う情報の性質について，多くの

ことな潔解するようになります。少し話し方が雑になりましたが…...。

私たちはまた，認知的談題の種類によっ:t:，認知的委主荷がかなり異なることを潔解

するようになり;j:ナ。たとえば，なにかを 1務 1藤丸暗記しようとすることは，その

遺書点をjs滋ずるようもずっと難しいのだということを知るようになります。ザァグス

法廷cks;RT.)やその他の人たちの研究によらなくとも，私たちは丸綴言己がその要点

の記憶よち難しいことはま!Jっていました。それは，事Lたちの“素朴なともいうべき

知識の一部だと思いまナ。本たちは完去にかたたんに見覚えがあると再認する方主人そ

と蒋主主するよちもはるかにやさしいと気づくようにもなちます。一般に，再

ちもやさしいの、で、すて。そしてそんなことは， く，

一般の人?とももすでに充分に匁っ7ていることなのです。

最後に}j絡変数ですが，私の億じると二ろでは，私たらは広範留にわたる認知的活

動において，筒擦を迷成するために非常に多くの行為の裂い.ctionpattern)，ある

して湾、ます。記憶3 理解，問題解決，社会的認知など，あげればさ

りがありません。私たちはこれらの分野でlil会うさま d';j:な鵠慾の解決の助けとなる

ように， こどものときに習得した“万障害"よいうものをもっています。これに加えて

私が主張したいことは，私たお，あるいは少なくとも私たわの多くが，さま d'まな状

況下で習得するのは，たんに認知的方略だけで・はなく， それは私たちがもっとも

J:ぐ知ごっている く.rメタ認知的方絡jというもの

も濁得するのだというにとですむ
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ーさで，>'"タ総長詩的〉号機!とはどのようなものだしまうか占タタ認知的方務とは，みな

笈んが実際に行っているある穣の認知的活動なのマごす。その図的は，

るとか;目標?と直接到透するとかL、すったことではなく，むしろ学習過程がどのように

働いているのかについてのフィ」ドバッグや情報を得ることであち，あるいは問題解

決の過殺がどのように綴いているのかといった配慮をすることなの勺ず。 したがっ

て，たとえば自分でf3分の知識をテス干して，どのていど学んだのか，とやれだけよく

学んだのか，きと競べるというようなことはこれ?とあたちます。もちろん自己診断テス

トは，教材を学ぶさいに役iに立ちます。白日診断テメ、トは，実際に教材についての知

識や王装解左手事る湯けとなります。しかし，そ;t:Lはますよ，あなたがどれほどよ〈学んだ

カかについてのフィーグバッグや情報も提供してくれ変す。それは

その織ぎを評定する方絡でz いわば自分の脈拍数含測定するよちなものですひそれか

ら点検(checking)などもそうてですむたとえば，帳簿に記議定されている金額の合計言ど

だ寸おめに意義阜で1皮足し算をします。し，カミしおなじ計算の 3度fHとは，あなたはお

そらく新しい熔報を求めてなどいないはずです、。たんに3淡自の合計者震が 1度乱 2 

度目のと同じであることを綴って，怒卓のボタン念押すわけです。つ変り点検，得点

検をしているのに過ぎません。合計額についての新しい情報を得ょうとしているので

はなく，そのJ合計額カミ跨渡っていなLやミどうかを礁かめまうとしているのにすぎない

のです。つま今認知が正確であることを，線認しようとしているのでv 九というわけ

で，認知的方略とならんで、メタ認知的方絡があるのです。

d"t，これらの変教は，滋常単独で働くことがないのはあきらかです。人間変貌

課題変説ブ7略変数について言語をしてL、るわけですが，おわかりのようにむしろこれ

らはつねに交笈作用のなかでイ動きます。たとえば，私はすて、に獲得しているメタ認知

的知識を使用しながら， rあなたではなく訟が，課題Aではなくて課題Bにます濁した

ときら1陣苦xではなくて方略Y制使ろベをだJという判断念することもおち得るわ

けで、す。そうすることによって，それらの方、絡を認匁議としての準えに特有な，

短所一一一私がそう鈴じているだけなのですが一ーに遜合させるのでナ。そうしうわけ

~C，私Iこは実際日常生活のなカVで使用されているのは，人，

変数間の交友作用であると鐙じています。

方絡についての各

さで，メタ認知的知識というものは，一一ーともかく弘の後じるところでは一一長期

記憶の中の一つの知識であって，認郊の領域とかかわりをもっ，私たちの一般的な世

界知識の一部であります。このように仮定しますと，それに関漆して他の数々の仮定

が引き出されてきます。その 1つは， メタ認知的知識はいつも意識されている必蓄さは

ないことマ，そのうちのあるもの沈けっして窓織化されることがないのかもしれま

せんG それはちょうど私の世界氏関ずる知識と淘じよ 5に，訟の物理的物体に関する

知識がすべて意識的知識であるとはかぎらず，意識にのぼらず，意識化ずるごとがで

きる之はかぎらないのと肉じように，私の潔得した方聡人， ，課題などに掬する知識

もけっして3意識にのぼることがないかもしれま佼ん。しかしそのうちのあるものは，
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ときには直後意識にのぼることもあちます。そのときには私はそれを， “メタ認知的

体験"と呼びたいと思います。たとえば，突然「ラーん，なんということだo fAo:>記

憶はまったく怒しづという感じに襲われたとします。 それは少しばかりメタ認知的知

織と接触しているのとともにそのメタ認知的知事義とともに認知的体験そのものをい

ままさに警告わっているわけで、す。そういうとみ、なさんは， それは記憶…一長期記憶

…ーーから取り出して，意識化されたものにすぎないのだ， というかもしれません。し

かしそうでおるとLヴ必要ばあちません。あきらかに私たちは絶え間なくあらゆる議

類の認知的なことを，方自告とかその他のメタ認知約知識の使用を意識fとせずに行って

います。もしこれらが窓識化されて行われれば，かえって邪魔になるのがおちです。

窓識せずにこのようなことを行った方抗つまり注意せを集中せずに自動的な処理に従

った方があきらかにずっとうまくいくのです。

ところが，メタ認知的体験というのは，私が手緩にお話したいと忠、うもう 1つのこ

とです。メタ認知的体験とはなんなのでしょうか。私は「それは私たちの認知約努力

(cognitive endeavor)，あるいは認知の世界に関連さどもつ認知的および鋳動的体験

である」といいました。それは認知的努力に先行して，あるいはそれに後続して，あ

るいはその緩やに体験されるものです。たとえばー私はこの演畿に立つまえに，どん

なふうに話そうか，どんな感じがするだろうか，これからの講演の内容会自分でよく

把握しているだろうか，などについて考えようとしてメタ認知的体験主どしたかもしれ

ません。講演の最中には，こうしてみなさんに綴しているあいだにも. El分はよくや

っているか，みなさんがちゃんと潟いているか，などについてさ交ざまな考えや!議後

を経験しているかもしれまぜん。そしてこの議機安終えたときには，疑いなし本日

のこの私の終演についての私密身の総長11やその表現方法などに隠して，なんらかの家

後認知活動なるものを， fl¥は対話可能な形で体験することになると思し必ず。

事l，rJ)送手えで、は， メタ認知的体験はそういったことと後緩に関係しています。つまち

認知的によくやっているかどうか，認知的努力がちゃんと突を絡んでいるかどうかと

いったことに関係しているのですユ弘たちはたえず自己反省令してい℃ とくに学習

の場衝では，一…ーハ主ぁ…? これは見たことがない感じがするJ.一 -rこれはよく

知っているJ，一一「これは3設えるのが難しそうだJ，一一「これはさな然、問題なさそうj

[こんがらかった感じが寸るム一一「突然，解答が見えてさたぞ。主主はいまー緩

の“Aha"体験をしてし必o以前にIまひどく混乱した感じがするだけだったけど…υ 」

一一一，というような体験合することが多いのです。この穫の感じ比私がお典的なあ

るいは』亀裂約なメタ認知的体験と呼ぶもので唱す。この穫の感じはたくさんあると思い

ます。それは綴繁に体験されますし， しばしば非常にお用な機能， i寄与号機線香ど楽たし

ます。たとえばつには，そういった感じは伎の認知的活動の引ゑを引くとか揺ワ

起すとかしいと，その状況を改警い手本験の内務の如何にかかわらすご，それに対処する

ことに役立つようになっていることが多いのです。私はそういう感じがするときはそ

うLづ滋字社なのだということ，つまり季五は，私がなにか合理解していないとL、う支意味
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であって，それ以外の索、味ではないことを での経験から令び3ましたιそしてい

まではそのととにつレて，自分でどんなことをしたらよいのかを知ってい家す。たと

えば繁期することができFます。もう-nをやり直すこともできます。なにかを理解しよ

うとしていて，突然さきが見えなぐなち，思考が麻簿したりしたどきにで、きる何百も

のことなどについては，私たちが税夜行っている研究の穏に入ったときに，もう少し

認をするつもちで、す。

ともあれ，ちょっと自分自身の経験を振り返るだけで，ある績の感じがしたとされ

どうしたらよいのか， どんな試みをすればよいのか， じつにさまざまなことができる

のを私たちは知っています。一般に私たちは難かしいと感じたり，閤難が予想される

機合には，余分に時間を取っておきます。少なくとも取ろうとします。私たちはたい

てい，その日の仕事をその認のうちにおおむね完了マきるように，あらかじめ適切に

区分けして配分しようとします。紘たちはよく r~これをとするためには，カッキジこれ

これの待問が必要匂あるJ~こか， rこれはもっと長くかかる」とか， rこれはもっとz

ネノレギーを必要とするj とかし、し、交す。「図警察館へ行って調べなければならなし、J，rここ
れは/…トさと見なくてもできるム rEl分の頭で記憶しておけるよ「これは努力して覚

えておこうムなどといったりもします。私たちはたえずすでに獲得したメタ認知的

知識を利用しています。そして笈た私たちは学留，知識，問題解決が，適切な，一一一

少なくともできるだけ適切な一一行為によって行われるさいに，どのように感じられ

るかということについてのメタ認、知的経験に対しても注意をし大いに利用している

のだと考られ交す。

といったところが現窪訟が考えているそデノレの概婆です。これらのテーマは，小さ

なこどもたちが主主こんなる毒事物の認知者であるというだけペむなく， 際分自身の認知に

関してもあるていどわかるようになるという毒事業に梁ちだすときに，受け継ぎ習得す

ることのできるテーマに属する，と考えられるわけです。

さて，これから第2穏に入ちましょう。ここ句、草えたちがこれまで行ってきた研究の

穏に移 IJt品、と慾います。 まずお断わりしておかたければならないことは，私たちが

メタ認知の発達に関して研究してきたことは事実ですが，私すこもがこの分野の喰ーの

研究有者ではけっしてないということで、す。ぞれは渓主主では，かなりブァッショナフソレ

な研究綴域になっているといってもよいでしょう c

これらの研究の多くは，メタ言諮発途およびメタ記憶発途から始まっていますo r言

語と訟抵は，メタ認知的考察が滋潟された最初の分野だったように忠われます。ちか

ごろではメタ認知的側面に関ナる考察が， 立ミュこ二ケーシ況ンや理解などという{践の

分野でも行われています。夜、たも自身の殺近の研究も，記憶とそのメタ認知的側巡の

研究から， コミユ品ケ…シ沼ンと1涯笠解の研兜?にこ移つています。とく iにh位と会話における諮

し手の役劉で

メタ認知者として，会話のさいの隠さF手としての役安どれだけよくこなすことができ
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るかということについての研究です。

私たちの行った畿初の実験は，かなりま走期間かかりました，間遠いだったのは，ダヶ

タ たこエとで，ー→ーみなさんのなかにも問じことをやうた人が多分

いるとぜ患いますが一一ーさ経験日〉終わりにはなんマイんものビデオテープのU.Iができてし

まい，それたひもみとお与謝べるだけ... cも何年もかかるといった有様でした。皆さんに

私が体験した頭痛のすべてをここで、お関かせするつもちはありませんが，その実験に

ついては説明しρます勺

実験には幼畿習と小学2年との 2へつの異なった年齢祭箆から，各犯人ずつのこども

たちが巡すまれま Lた。こどもたらがインy、トラクターから関かされたと:とは，絞らと

肉じ手手頃の女の子三む、グリスラトィンという名前のこどもがいて，一一一爽擦に (7:Vスディ

ユノという女の子;Q'l、て，私たちは彼女の務室ピ銀資しそれを肉年号訟のこどもたちに関

かぜたわけです占円ァその予が積水:6つ務定作っ允という認です。小さな緩木を総合わ

せ... 仁.1つの建禁物ができるごとに， クリスティンは，自分のf'fっ注意義木の建物とま

ったく同じものまと作るにtまにどうしたらよL必誌についての説明弘テーグレネーダに吹

き込Ivだのです。被験者4になったとどもたちが与えられた課題は， rカセットテープ

のタV スデ与ンの説践を開きながら， タUスディンが作ったものと it.ったく j湾じもの

を作るように，桑奪事をつくしてくださFいJ， というもので、した。 こどもたちはク詳ス

ディンのい巧たことな繰ち返し隠さたければ，カ寸ヱットテープを何度開いてもよいと

いわれました。そうして被験者がクリスティンの説明に基づいて積木を組み合わせる

ためにできるだけのこと唱としたあとだ，私たちはこれらのこどもたちに2つの繁開きと

しました。第1の質問は， ~あなたの作った積木の獲物は，クザスディ/'の作ったもの

と支ったく潟、じだと媛、いますか? それとも途っているかもしれないと怒いますか

?d1で、した。ぞれから rなぜそ予怒うのですか?ふ ということも毒事ねました。なぜ

そう答えたのかを，談演してもらったわけです。それから第2の銭関は， グリスティ

ンが，彼女の作ったものと同じ主主物を作るにはどうしたらよいのかセ，こどもたちに

教える ぜ:> ったかもそして，それはなぜそう思うのかを，議事ね

グぷスディシがカセットテープ唱さ遜

そのなかには本当に明解でよくできたメッ七一ジもありま

なったこどもたちの自のまえには，たとえば3つの緩木，一一赤と

ち，そのそばにはメヤフ流テザアで使うお盆が l係あって，そのときのクリ ;;<'T

4γのメ γ セージが. Ir:赤い積木きとそのお委主のよに緩いて， 向い積木を怒らにその上

に乗せます』だったとすると，ゴド常に簡明葱裁で間違えようもないわけです。しかし，

この必至なう itい説携の飽に， 13{溺の一一いまにして，思えば13偲という不吉な数はど?

y タ V.f，ご勺たように慰われますが一一か主主りいい加減な鋭坊もあちました。つitV綾

昧で未完結で，三子癒した?森妙な，そうでなければ亦常に従い難-V"，"

閉です。ぜ勺ず点、に実行が不可能な税務もいくつかあり iをした。 クリスティン
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がこどもたちのために作成した13個の“欠陥教示"には，戸じつに多様な欠陥例が含ま

れていまじた。どんな種類の悪い教示だったかというと， 11ゴホシ"ゴホン，赤い積木

の上に，ハグション，置きます』というのが Iつの教示だったりするのです。第2の~

例をあげると， 11その積木を取って，お盆の上に，ななめの側を下にじて置きます。黄

色い積木を黄色い“テープ (tape)"(訳注積木の面の色が異なっている場合の側面

のつもりか?)の上に置きます。赤い積木を赤い“テープ"の上に置きます。だから

それぞれの積木は自分の色と同じ色の上にあるはずです。それから青い積木を一番上

に置きます』というのです。

もっといろし¥ろあづて，全部はあげられませんが， 113つの積木を組み合わせて，お

家を作ります』というのもありました。簡単に聞こえはしますが，実際はそういわれ

でもどんな色と形の積木かわからないと困りますよね。どうすれば彼女の作ったもの

とピッタリ同じになるのかわかりませんから…一。もう Iつ因った例をあげましょ

う。『大きな積木をお盆の上に置いて，それから小さな積木を 1個その上に乗せて大き

な積木が見えないようにしま-t~です。そのほかにも， 11赤い正方形の積木を，丸くて

青'¥，、積木の上に置いて，この建物のなかの 2個の積木が同じ形になるよ!うにLますJ

主いうのもありました。陵味なもの，矛盾するものなど，さまざまなものが、ありまじ

た。『赤い積木を，お盆の上に置きます』という教示が，たLかに支持ぐはあるが形の

違つでいる積木が 2つあって，どちらもよい候補に思われるときに与えられたりする

のです。

そういうわけでこどもたちは， クリスティンの上手な教示も下手な教示も聞き，私

たちはそのときのこどもたちのやり方を， ビデオテープに記録じまじたo 私たちは

“エJキヅティック"な採点方法を開発して，こどもたちの言葉や動作， "lJス日ティ γ

の教示になんとか従おうと努力しているときの様子，もちろん，私たちの質問に対ナ

る答えも採点しました。

それによって私たちの発見したことは，……とこで‘私たちの採用した尺度Kついで

触れておJきましょう。こどもたちが積木をしているあいだには，さまざまな言葉や動

作から，混乱当惑，不確か，理解困難，などについての表現がたくさん見いだされ

ました。たとえば『なんだって?~などがそれです。私たちの採用したなかでもっと

もよかった尺度は，みなさん，私の話を覚えておいででしょうか? こどもたちに何

度もいっておいたのですが， クリスティ J ンの教示をもう一度聞きたければ，ボタンを

一度押すだけでよいようにしておきました。つまり，彼女の教示が終ると，ふたたび

同じ部分が聞けるようにテープを巻戻しておいたので、す。それでことやもたちが 1つの

教示を何回再生して聞いたのかを，“理解モニタリング"の指標の lっとして採用し

ました。

この実験からわかーったことは，一つぎのようなことです。重要な知見は 2'つあっで，

多分2番目の方が興味深くかっ重要だと思いますが…・・。 I番目の方f:t当りまえで，

よし、教示が与えられたとき，小学 2年生のこどもたちは実際期待どおりで，その成績
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は幼稚隊児よ与も優れていました。よい教示のときには，どちらのこどもたちもとて

もよくやったので、すが，年長のこどもたちの方がし、くぶんましだったといえました。

反対に教示が貧弱なときは，年炎児の場合は「不思議だJ，Iわからなし、J，などという

サインー~あとで私たちはこれを“徴候 (symptom)" とi手ぶことにしたのですが

ー…を示しより霊祭んな理解モニタの活動の証拠~見せましたQ つまりタジスティン

の教示な理解で、きないということや，なにかおかしいというようなこと在意識してい

るように見えました。幼稚腐先に比べると，この点、については格段の差があり家し

た。このさ奈は，教示のとおりやって問題を解決しようとしてL、るときの“行動指標

(beh設計oralindicator)"ばかりでなく，そのこどもの作った桜木の機途が彼女のも

のとピッタ予殉じかどうか， ク予スティンの委主示は上手方、下手か，などの質問に対す

る答えにもはっきちと兇られましたむ年長のこどもたちは， より明喜援で、，量的にもt，'t

るかに多くの，理解モニタ活動安示したといえます。

さて第2の知AをつきFにお話しましょう。あるこどもがクリスディンの教示になに

か問題があるらしいことに気づき，明瞭な問題検出の徴候てと示したとしましょうo

fふう}ん?.!iというとか，声には出さなくてもおかしいとしづ綴をするとか，テ

プレコーダのボタ γを押じて同じ教訴を関~返ナとかしたとしま L ょう。こういった

濠解悶難，理解不可能というサインを示したこどもが，その直後のタuの2つの質問に

IEしく答えられる審議官奈はどのくらいだと，み主主さんは推定しますか? 1乏しい答えと

比『ぼくの積みあげたものが，彼女のものと同じに見えるがどうかはわかちまぜんJ

どかIi彼女の教え方はあまり上手とはいえません』などがそうです。 ζ こでもやは

り年令室設がありましたο 彼女の議室ぶにはどうも問題があることを検出したこどもたち

だけに限定しても，年少のこどもたちは， これらの質問?と正しく答える確等援が年災児

よりうんと低いのです。それはiるて、年少のこどもたちは，自分の体験した，あり不

とか，変だとか，そういう“感じ"宅どどう解釈してよいのか，まるっきり知ら

ないようなのです。少なくとも私たちはそう信じるようになったのですが……。絞ら

は自分が体験した，わからない，疑わしい，潔解不可能，不思議だ，などの感じが，

どんな主意味 (m儲 ning)をもっているのか， どのように重姿。ignificance)なのか，

その食んでいるもの，つまりその派主主的支立派 (implications)はなにか，などについ

てはよくわかつてはいま往んでした。マも，絞らは一応、そういった感情の表芸尽き乙ず

ることはするのです。とくに年長のこどもたちはよくしますQ たとえば私が H撃さき

に読み上げたクリスティ γのタシャミが入っている教示の場合だと，ほとんどのこど

もたちはそれに対して Fええっ!なんだって?.!iとか fたんていったの?.!i，などと

いう反応をしました。ぞれにもかかわらず笑際に積木作業を終えたあとでは，質問に

対して『確かで、すよ。私のは彼女の作ったのとピツタ担筒じですjとか， Ii彼女はこの

積木のやり方言乙とても上手に教えてくれました五とかいうのです。

幼稚題児の場合， クリスティンの教示がよ手か下手かという第2の質問に対ずる会

解答のうち，わずかに8%が正解モvした。つまち，あの13繊のl後味きわまる教示が.lf
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えられたときに.Ii'クリ Jえラトィンはこの積木の建物をどうやってfゃったらよいか教え

てくれたが，その教えガは禁日露らしいとはいえない，]. と年少のこどもたちがいう割

合はわずか 8%なのでナ。もっとも，第1の質問倉自分の{乍った積水の室主紛が，彼女

のものと向じかどうかという質問に対しても，絞らはそれほどましな答えをしたわけ

ではないのですが・。4.'.0

…」方，小学2年伎の場合では，なんといっても大人のみなさんに比べると劣つはし

ますが，年少児に比べるとはるか~こよい途解カを示しました。絞らはグザスディンが

よい教示たしなかったことを幼稚額兇よりもより多く認めますしまたそれを認ゐる

総力が充分にあるように怒われました。おまけに，後初土彼女の緩妹な説明を開いた

とき.r自分たちの作った積木の建物が，彼女のものと似ているかどうか緩かめるこ

とができないJ.ということもはるかによく盤解してい愛した。

年少兇たちが.rクリスディンはお純米な説明をした」とはいわなかったのは，知ら

ない人を非難するのをま乗っすこからなのではないことは，私たち際身の研究からも， こ

こではふれませんが他の人たちの研究からも，つよく綴じ忘れます。なんといっても

クヲスディンは被験滋のこどもたもと符じぐらいの匁令のここどもで，おまけに被験者

のこどもたちとは脳会ったことも見かけたこともないので、すから……。ほかのいくつ

かの研究によれば，幼稚園のこどもたちでも事態がはっきりしていれば，進んで批判

するということが知られています。年少児でも適切な状況のもとでは， 自のまえにい

る大人きでさえ批判します。 ζれ以上の詳しい説明はしませんが，このような滋純な賂

i~った解釈の 1 つはかなちよく排除マきるものと考えられます。完全に排除できると

いうわけではあち家そんが，かなりよく……。

書受後に， このような可能役についで、大いにも-ち得ると怒われたもう 1つの可能殺を

認ド集会するために， もう 1つの実験きとしました。なんといっても，幼縫閣のこ 5もたち

は，記憶力の問題でつまずくことがよくあります。たとえばある教示室ど捌いて，ち

んとそれはおかしいと感じそのような徽伎を完訳したとしても，実際に積水作業を終

えてそのあとの質構に答える段!'となると，そのときのクリスディンの教汲がどんたも

のだったか，すっかり忘れてし支っているということも充分に考えられます。そうだ

とすると，質問'dれでもそのときには批判するべき材料がなに 1つ残っていないこと

にな号変す。つまりここどもたちは，質問されたときに教示を思いだすことができなか

ったのかもしれません。そこで2つの問的安織り込んだもう 1つの笑験を行いまし

た。この焚験の 1 つの目的はいままて、3否認して~た実験の追試ですが，もう 1 つの目

的は記憶効然の検討マ?す。積木の仕事な終えたその時点で.つまち質問に入~護霊前に

後らがテ…ヅレ口ータゃから開いた彼女の数訴を後隠させてみました。その爽験結擦を

綴挙?とまとめてみますと，記憶が問題であるどいう証拠はまったくあち iせん"でし

た。穣木のざいの教え天安思いだ告をたかどうかと，穣木のあとでの質問に正しく答える

ことがでさrたかどうかとは， まったく関係がなかったのい亡、ず。彼女の教示のいくつか

は潟重量気ているほど単純一己『赤いのなお盆のぷ?こ隊舎ます』のたく九、で、Lた。どのこ
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どもも Zこの(ような教玉沢E主党えていまょした。そしてこれはじつはあの唆旅な教示とし℃

分類されていたものの 1つであったにもかかわらず，そして多ぐのこどもたちがおか

しいという様子を示したにもかかわらず，またしても最初の爽滋と筒じく，どのこど

ももなにがどうなっているのかよくわかヮてはおらず，本当は惑いのはタすスティン

の教示とそれがもたらすコミュニケーシ禁ンで、あって険分たらはまったく怒くはない

ことや，あるいはなにかおかしいということにずら気づいていないのでした。

それでそのあとには，ある綬旅な教示では 2つの解釈が可能であることを，こども

たちにはっきりと理解させるように，いろいろと工夫してみました。たとえば f赤い

積水をお金の上に緩いて…υ 』という教示会開かせ，こどもたちが自分なlりに解釈し

てなにかしたあとでき 『あの説明どおりにやるには， これとは別のやり1iがあります

か? ほかの方法はありまぜんか?Jlと尋ねると，こどもたちはあたりを見図しも

? 1つの赤い積木な5きつけ，ぞれもー絡に筒じお盆の上に震くのです。そこでそのこ

どもが賞受初に選んだ綴木?と協印をつけ，あとのガもその燐ちに置いておき，それから

私がさきほど総介した資問主ざしてみました。このようになにもかも，陵球さやフド凝定

さもあきらかに見てとれるようにじておきますと， ，やっとこどもたちは，一一…"s':だ幼

稚溺児の話の絞ぎなんですよー-wクヲスティンが作ったのと同じに見えるかどうか

わかりません3という績向が少しは一一大数えとはとても弘、えません一一増大するよ

うなのです。なんといっても赤いところは悶じですが，まるきり違った形の積*のお

宝誌が百のまえに 2軒あヮたりするのですから……。しかしこれでも第2の質問に対す

る答えには，なんの影響も与えませんでしたσ これらのこどもたちは，またしても

rもちろんだよ。彼女は上手に説明したよ。ちゃんと積水きとお盆の上に媛くよ

ていったもの』などというのです。

そのほかも，季五たちはさまざまなことを試みました。この原因は，こどもたちはひ

ょっとして， rクリスティンの建物は1っきりしかなLづ， r彼女は 1軒の家しか作ら

仕かったJ， ということを忘れてし支ったことにあるのかもしれません。そこであら

かじめ小さい不透演なコゲプをお盆の上にかぶせておき，Irこのなかには，夕、芦スディ

ンの{乍ったお芸誌が入っていますJl，とこどもたちiこいつておくことにしてみました。こ

のコップはこどもの自のまえにあり，その中はようやく 1軒の積水でで、きたお家が入

る大きさなわけです。この方法で後長どが建てた積水のお語家はたった 1章子しかないとい

う， fHこ見える実際的な証拠をこどもに示したわけぐす。…方，こどもはグリスティ

ンの作ったのと論理的に向じで有り得ない 1軒の"あるいは2事干の積木の棄を物を

にして隠っているわけです。それでも効き目はありませんでした怨たとえば，こども

に彼らが可能と場言えた 2つの建物た作らぜたあとで， n:つは乙れがクザスティングJ

作ったお霊祭ですふといってコぷプをかぶせた建物を示してもほとんど効泉はないの

マす。務 1の質問一一一自分の作ったものが彼1どのものと同じかどう

答者遣は，殺意に増大したとはいえそれほどは高くならず，第2の質問一一後女の教示

は上手かどうか一一に対ずる政務率には， "s':ァフたく効果がありまぜんで、した。
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この向、じ実験のなかに，まったくひどい教示があって，彼女の指示する積木と一致

するどころか似た積木すらも 1っとしでない， という悲惨なケースがありました。そ

の教示を聞いても，まったくとうしようもないわけです。その場合にはさすがにこど

もたちは， 11いやーレひどい説明だったよ』とし市、ました。!ですから，彼らはその小さ

な，自分とおなじぐらいの年頃の女の子を非難するのを，極力避けていたとL、うわけ

ではなさそうーなのです。ひどい教示が与えられれば，そのときには進んで批判もする

のです。彼らのやり方を見ていますと，それはあたかも自分自身に， I主にかく教示に

関係Lてることをやればいし、んだ。それで万事 OK!J一一ちょっ主単純化しすぎて

いますがーーとし巾、聞かせているような様子なのです。そして，どうも不思議だとか，、

どうもよくわからないという感じ一一つまりこれらのメタ認知的体験ーーは"すでに

これまで私が話じてきましたように，年少のこどもたちでは体験はしでいても適切に

解釈されていないという疑いがきわめてー強t;~:のです。

私はあえて，つぎの、ようなことが実際に有り得る， と確信しているとごこでいっ℃

おきます。すなわち，幼稚園児，小学 1年生そしておそらくそれどりももう少し年

長のこどもたちでさえも，教室の中で先生の話を聞いたり，自分の部屋で本を読んだ

りしているとぎに， ときどきわけがわが彰ないという顔をじでいるのに気づ々ことが

あるでしょう? そこで，、彼らがれまおけがわからなくなったと感じているのだと

“期待ずる"わけです。みなさん，乙こまでは問題がないでしょう? ところが，こ

どもたち自身が，わけがわからないと感じたということを充分に理解じていて， した

がってそれで、は自分はそれに対Lてどう Lたらょがのかも知っているのだと“期待す

る"のは，どうも間違いらしいのです。このようにこどもたちは，わゆがわからなく喝

なり，ぞばで観察していてもそれがはっきりと見でとれ~のに，自分がいまおけがわ

からなぐなっていることも，それではどうしたらよいのかも，まったく理解していな

いようなので・す。l そうして，そのような種類の認知的体験一一わたしの用語ではメタ

認知的体験ーーの意義 (implications)を， よく理解しでいないようなのです。それ

はまた別の話です。このことにづいてはもう少Uあとで，この線に沿った研究から引

き出し得ることのいくつかについて，みなさんに話をするときまマ待っていただくとn

とにしましょう。ともかしそれが私の確信していることの 1勺です。"つまり，年少

のこ Eもたちは，実際にまだよくわかっていないのです。彼らの手持ちの札には，つ

まり彼らのメタ認知的発達に関する『実生活についての教科書』には， メタ認知的体

験についての意味，意義についてのはっきりした解釈が，まだ書き込まれていないの

だと思います。

まあ，以上のようなことが私た(ちちがζれまでで、にし寸て:きた研究で

で、は他の研究に移つており，し?まはこどもたちが理解Lよ告としてなにかに耳を傾け

て聞いだいるときなどに，自分で持ち込む“推測'にを自己評価できるかどうかという

むとを調べでいますぷ多;くのAたち成不ュぞ認知的側面から理解力， とくに読解力に?

いて研究を進めてきました。どうやら現在での結論は，例をあげると，一一一どうもこ
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れらの研究を少じ先取り?ることになりまナが…ーいわゆる上手な読み手に対して下

手な読み手は，全体的な能力では少じも劣るところのないはずの人たちな例にとって

し読むのに，とくに読解カでは大変な苦労をしています。そしてこれiまでの研究か

らすると，このような問題の多くはメタ認知の差異にあるように窓われます。つまり

こどもたちは，自分がわからなくなったということがわからないのです。底分がわか

っていないということ念潔解し評価することができないようなのです。手短な例会あ

げiますと，いますぐに思いつく例は，つぎのようなシナリオに従って，スタンブホ

ド大学で予備実験として学生が行ったものです05経験者は小学校の女性の先生で，被

験者になったこどもに『ここに警察務空襲から回ってきたブックレットがあります。この

なかにはベージが抜けているものもあるかもしれま公ん。主主?とせ事務室はみん々の知

つてのとおりのひどいと ζ ろですかあね』といったようなことなし、います。ブッダレ

ヲトの各ベージには，ある物語のごくー務分が豪いてあって， 5ベージあるとずると

5つの部分があるわけです。このブックレットの中のいくつかは抜けたベージなどな

くて，物緩は完結していまじた。 しかしその他のヅッグレッドの場合では， 実際に

ベージ主主設けているように作られていまじた。そういうわけで〉あるブッグレットで

はその物惑には大きな断絶部分ーがあって一貫性に欠けており，辻穫が合わなくなって

いました。そこに緩かれている物議は飛行機から飛乙~I:I:Iナふたりのひとについての話

で，ひとりはパラシュ…トを付けてい愛すが，もうひとりにはパラシュートがありま

せん。ふたりの計磁では，パラシュート いない方の人が，パラシュートきと付

けているガの人につかまって，一絡に 1つのパラシュートで篠ワてくる， といったゑ

合いに物訟は淡関します。そしてこのふたりはさ授やマあまりに遠く離れてしまってお

友いの手は臓かないのですが，それでも~このふたりはともにちゃん

のです。…ーということは，いったいどうなっ主こんでしょうね? 下手な読み手は，

6年生だっ丈こんですが一一『この物滋はとてもよくできています。おかしなとこ

ろなんかどこにもあっ設伶んc ベージの該けたところなんかあちません』し，という

のです。それから物語のなかの出来事に関す7;;'淑解把握のテストなしたところ，この

物語のなかの出来事をそのま変に再構成することはとてもよくでき設したが，このブ

ックレットのなかの抜けていた郊分に気づいた様子はまみったくないのでーす。それはあ

たかもこのこどもた't.が，適切な推測な磁かすことに俄れていない，あるいは手に入

れた情報を組織化しそれな統合化しようとすることに慣れてい沿い， というように私

には感われるのです。

で、もこのことから，それが読解力障害をもつひとたちの，いおゆる読み下手なひと

たちの怒いところのすべてである$ というふうには受け取らないでください。このひ

とたちの欠点は，それだけではないと忍は縫信しています。私はこの分野をそれほど

ぷく知っているわけ勺はないので、ナが…与もあれ，総はここでメタ認知的障害

が，少なくともこのようなひとたちの貧弱な読解力の殺事警な要素となっている多 とみ

なさFんにL 市、切るだけの ~1設はあります。
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OK，これで2待問ちかくも穏をしてきたことになるわけですが， 弘にはずいぶん

ま設い時滞穏をしたように添われますで。つ容に私のすることは，締め括りとしてこの分

野の研究から派念ずる重要なこと，および今後の残された重要な関慾，重要な課題と

私?とは思われることがらについての穏です。……ですがそのまえにお約束しました日

分間の休惑を入れましょう。あまち遠くには行かないでください。皆さんを呼v沌ど

すのが難かしくなるかも知れま喰ん。でもどうしても速くへ行きたいというのでした

ら，それはそれでも結構で、す。

〈休憩〉

質問のための符跨は必ず取るようにしますが，それまでの残ちの時間で謡をする

と紘一一つまりこの講演の第3部になるわけですが…ーこの分野の最先織で行われ

ていること，今後研究を進めるべき重姿な問題，…一一少なくとも私にはそう怠われる

問題一ーについてです。それらを一応ひととおち述べさせて下さし、それらは残念な

がら解答ではなく，たんに…遂の質問の集合すこナぎません。ともあれ，それらはこの

まだ新しい分野における，さ当面の間務主主を指摘するのには役立つのではなし、かと患い

ます。

iず，一般にいわゆるメタ認委設というのは心理学的安践にどう位置づけられるの

か， ¥， 、い害警えると， それが他のどのようえな主緩念とどラ関係す之る主のがにつLい、てでで‘ず。そ

れではちよつとメタ認知宅をど怠い起こ 2さ;'1せ金るよう 2な誌ものを拾つてみましよう。認j知国協3心理

学におけミる3“管毅率執え行過程 (ωex!毛民t

1つで、ナo ピアジェの“形式的操作 (formaloperations)"というのは，認知に関す

る認知ということで、定義よメタ認知マすo~ A意識もそうですし社会的認知というのも

一般には本来メタ認知であると怒いますむたとえば，者Lがみなさんがし、ま主主にを考え

ているかを解明しようとしているとしますと，私は思考・について考えているわけで

す。私虫、、安考えているのは自分の思考ではなく，皆さんの怒考についてであるとい

う点は，ぞれほどの違いにはならないと怒います。弘たちはときには，自分がなにを

考えているかな解拐しようとしたりもします。たとえば自問自答で;rおまえはなに

をいおうとしていたのか?Jとか，おまえはなぜあんなことをしたのか?Jなどと

いうのがそうです。との穫のことは自問自答もできまナしだれか悠のひとに質問す

ることもできます。いずれにしても，それは祉会的認知であり，実際にそのように分

類されています。つまり“aspectiveattribution"などのカデゴヲーに該当するもの

としてです。

祉会的認知という分野は，笑際上荻?とはこの漠然としたゑるいは広義のメタ認知

の概念めながに含まれるように怒われます。役会的認知という研究分妻子のなかには，

内翁約El意識 (r・eflectiv昭総lf-荏W乳児ness).の発達というのがあります。ぞれもメタ

認知的発達の 1伊llJ苦言で、す。心耳型的2主体，つi1)主体としての自己と他殺ーボブ・セ
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ル;t:/(BobSelman)はそれを心理的主体 (psychological:関対日Cめと惨ぶので

すがーーについ'"tの概念の発達，つをり，思考，学欝， %記憶などの認知的活動に関する

概念可必際関する概念の発途などがそれにあた与ます。これらが私の見るメタ認知と e

(j)河族的類似性 (far滋ilyres邑mblance)てあちまして，これらがメ夕、認知と襲撃援し

たあるいは関連した思議と概念です。

ぷて，どのような種類のメタ認知的習得物抗どのような発達の基礎あるいは設立認

の上に発途するのでしょうか。これまでにわずかながらも，私が発途約変化をすると

考えるいくつかのことについては税務を試みましたので，それについてはこれ以上ふ

れないことにLたいと患います。ともかく 2 孝弘たちはつぎのような質問をすることが

で会まず。「メタ認知は先天的に綴わっているものなのか?J，あるいは「発途のご〈

初期に習得されるものなのか?ムそして旬、ならず習得され学欝されたければならな

いのは Aタ認知のどのような側頭なのか?J。認知舟ニタおよび認知統制について

のある側E警は，発達のごく初期に学務されるということも大いにあり得ます。あるも

のは感覚運動期〈母印sQrymotor period)に学習されることすら考えられます。 k:

とえば，自分自身の活動のそ品夕立ングや統制令形式などがそうです。 Lかし他のも

のは多分もマと後期になると思います0'-いつ，モレでどのように宅それらが潔得され

るようになるのかは大問題なので、す。

メタ認知の習得およびその活湾，あるいはある場合?とはその翁用後偽善efuln凶器〉

で窓えも，情報処理能カの燦界およびそのかたよワによって妨げられるということが

可能々のでしょうか? それとも多くの場合，さまざ支な環境のもとでの適切な経験

の火除によるのでしょうかワ もっと一般約にいえば，各種の認、知はどのように発達

するので、心ょうか?

ところで，ここにある私のメ、モに下メタ認知はどのように発達するのか? と繁い

である黄色い紙に移tLJとありますので，このへんでこちらの爽色い紙に毒事ることに

します。と乙にはメタ夜、知の各側面が，こどもたちのなかでどのようぶ発途?るかに

ついての大燥なヨ摩擦がいくつか繋いであ争ます。

まず鯵 1i't:， ζの問題について考察する 1つの方法は，つぎの 3つめ効5誌のすべ

て，あるいはその 1つをもち得るような認知の発途的変化について考えてみることで

す。「こどもの心のなかに，あるメタ認知的変化が起きて，それがまず然 1望書践に直

接λダ認知的習得に議事くのであるJ， と想像してみて下ざい。 ある変化は議室接的にメ

くことが，充分に考えられます。その他の変化はζ どものレディ

ネス 〈緩傍役〕一一学習号のレディネスとか読み方のレディネスとかいう意味でのー

を増大させて，メタ認知的習得に導くような経験から学ぶ幼けとなることもあると考

た彰れますψ 1.>弘、替えれぽ，成後するにつれてこどおにある変化が起きで..~"，メタ認知

的内務 (co捻t加のの潔薄な容易に?ずる，と，1.)うこ乙もあると考えられます。

メタ認知的習得広務4ような経験会ずる機会さと消すようたなにかがこども託飽き:ると

いうこともあり得玄す。
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きご!ぎ寸も都こ起きる変化のあ‘る?もφは jj支援的容と必コタ認知的潔待・h と滋きますぜその他

のも@まま換でま手々とどもりレディ泳スた増大さ4ま也、活タ認知ぢ形成広役Il.つよ Mうな経

験をする之ドケ慾完援を受けることが吋ききる之うにさせi十九そして綾後にJヌタ認知

的習得へと毒事ぐような緩験をする機会を増大させるような変化があります。たとえば

この3番尽のを取り上げてみると，学校〆¥行くといろととは，つまり学校教育の感窓

会受けることができ?るほど成長したというにと払メタ認知的発達の助けになるよう

な経験の役界をそのこどもが掬き得る，という変化rです。学校教育というものは，一

般にメタ認知発途のための後上の“ゆりかご"で、あると私をま主張します。、

ここで"メタ認知およびぞれに関係したものの発達を促進するのに，重要と怒われる

変化のいくつが苦どあげておきましょう。まずその第れま，能動的な認知の::l:.体考とし

てのJ認知的活動の源泉と、しての，内的な制御の座としての，お己の自覚についての

よぼすと思われます。なぜなら

になる及、らで、

す。そうなると， 自分ちを自分の学習を管主主ずることを考えるようにな争ます。逆にk

いわゆる“典型的な受動豹生徒"であるほど" ~それだけメタ認知に迷，'\(、主主徒であると

考えられます。つまり，そこにたださ主つふているだけでなにもせず自分がそめことを

遼解したのかどうかについて積極的にチヱツグじよろともせず，議しそ予がつぎになに

さといおうとしているのか諮のざきを見通すこともなく，いまの話がまえに渇いた認と

どのように関連しているかを~緩めて慈の全体の辻複を合わ発きょうともしない生徒

札一一時あるいは大人でも一…メタ認知力が乏しいといえ

自分が自分自身、につU、ての学習で大いに積緩的な役割安楽たすということは，高度

にメタ認知的ということ，と間意義ではありませんが，まあそれに大変ちかいと考えら

す。メタ認知的濁得と犬い?と関係があると思われることで，こどもの学生手があがるに

れ]:つれて増大，あるいは変化する;もろ lつのものは計画後 (planedfulness)で、ず。

いいかえれば， ある談窓に飛び込むまえに，注認知的地形 Cterrain)さと潟至宝しながら

自分を未来へ投影し少しささ?へ進むとそれがどう渓潟するかを想像しようとする傾

向，一一一予測を立てるとかサンフツしな取って競べるといった傾向一~の場大です。代

理性 (vICatIous) 試行錯誤，もっと一般的には窓識的，意図的にう伝来のそ予測を立て

る傾向や能力，滋在に関ずる内省，過去を振り返えるみか思い起こす， といった之と

などの増大です。時間会結えての統合.~つ変り過去，現在，子役来を関連づけて，それ

を Iつの心淑約現在とすることや，過去a 現在，米室長における行為について高度に意

識化されたはっきりいた内的表E誌を作ち泌す試みなどの増大ですがたとえば，手段と

筏約がそうでずo メタ認知における滋擦な部分の lつはこうするとこうなっ，ああ

する&ああなるということな自覚することなのです。そのような努力によってよち大

きなゐ狸的現おな保持しながら，少しまえに滋分のしたこ&や物療がどうたったかな

とて凌遂今見るこことがで診るよ会に， たえすず命注:恕滋苦宏ピ払つているとLい、うこ‘と守でご

ば，自分の記憶が潟途いやすいということを発見する方法の 1つは，少しまえに随分
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がなにをしまうとしていたのカ忘たとえばあることをとてもよく記憶できると確信し

ていたというととと，一そ'れにもかかわらず特別に記憶しようとLヴ努力をしなかった

ために悲惨な結果になゥてしまったという ζ とめヲ.2つの事象を理解することです。

おそらく，心理的現在においてこの 2つをなんとかして心理的に結びつけることが，

つまりなんとかして l歩退いた視点からある期聞にわたる自分の行為を反省すること

が，自分自身の認知機械の性質についてあるいはメタ認知的知識の習得について，こ

どもがさまざまな洞察に達する道の 1つなのかもしれません。この部分について話を

続けるとあまりにも長くなりそうなので，話題をさきへ飛ばすことにします。

メタ認知発達の助けとなりそうな経験について確実にそうかどうかはともか

くとして，そのように忠われるものについて ちょっと手短にお話しましょう。

まず，他のあらゆるものと同じように，練習が大いに役に立つと思います。メタ認

知習得についての練習です。たくさん学習経験を積んで‘，どう感じるか，なにが起き

るか，などに充分の注意を払えばなんらかの効果がある筈です。こどものメタ認知習

得に親たちがかなり大きな助けとなっていもるかもしれないことは， これまでもいわれ

てきました。親たちはこどもが自分で行わないメタ認知的機能を代行することがよく

あります。 “これ"と“あれ"のあいだの関係に，たとえばこどものしたこととその

結果とのあいだの関係に注意を喚起させ，こどもにそのことを点検をさせ，その結果

について反省させ，さらにそのさきがどのように展開するのかを考えるように注意を

促すのは親です。それはあたかもこどもは認知を行いますが，そのとき親は一種のメ

タ認知の指導員として振舞っているようなものです。

ジョーゼフ・ワーシュ(JosephWertsch)という名前の男がいて，親がこどもに与

え得るメタ認知的手助けについてかなりたくさんの論文を書いています。もっと最近

ではイリノイ大学のシャラートとグライマ γ(Shalert& Kleinman)というふたり

が， よい先生はどうやってこどもたちにメタ認知上の助けを与えているかということ

について書いています。たとえばよい先生は， こどもがすで・に知っていることと，い

ままさに論じられていることの関係を指摘するというようなことをします。「みなさ

ん，先週これこれの話をしたとき，これとこれにふれたのを覚えていますか? じつ

はこれはそれと関係しています。』というようなことをいうとか，こどもたちが自分の

注意を統制しモニタすることに，注意を払うように仕向けたりするとかするのです。

ごく最近の論文で1981年に「知能 (Intelligence)Jという名前の雑誌に発表される

ことになっていて，いま印刷中のものがあると聞いています。それは教育，メタ認知，

理解モニタなどに興味のある人たちにはおもしろい論文だと思います。アラン・コリ

ンズとエドワード・スミス (Al1enCol1ins & Edward Smith)が共著者です。ふた

りともボストン市にある教育関係その他の調査研究をする会社 Bolt，Baranek， 

and Newman社，で研究しています。彼らは学校の先生にメタ認知活動の模範を示

してもらラにはどうするかについて書いています。私はそれを読んでほんとうに興味

深い論文だと思いました。読書中の理解モニタリングについても優れた分析をしてい
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家-:roふなさんにその5.11]尉議;求者とするように強くお薦めします。じきにその Fヅヲン

トが品切れになっでしiまうと怒い1ますよ。ぞれはほんとうに興味深い論文です 0..たと

えば教室設で、先生が朗読するときには，だんにF誌をとおして読むだけではなく先生の“思

考"も簡に践して，つまりエ品…ウヱノレとサイモ γ(N告W告11& Simon)のき怒験の被

験者のように，一先生は子誌を出して読みあげたがら，主君読中のうた生の“思考"も声にお

していうのです。 wふうーん，後はそれによってなにた窓球しようとしたのかな?~. 

Fうーん，たぶんこれはまえの方℃、起きた疑問に対してここで答えてくれるかもしれな

L 、 o~， W拡にはなにがどうなっていたのか， まるっきりわからな~ ，~， Ii'つぎにはなに

が起こるのかな?~.というふうにです。つまりこれからなにが起こるのかを予想しよ

うとするわけです。そうしてそれからさきへと朗読を進めるので、ず。

非常に優れたメタ認知約方絡のひとつは，っき?となにが起こるのかを予想すること

で、?。その結泉もし予想通ち tこなれぽ，そのことを衣しく潔解したという多少の篠祭

が得られるわけです。それは研究において仮設の検証をァするとか，不思議に怒ったり，

はっきちしないときにはまえに戻って点検するとかいうようなものです。たとえば，

允生は戸にt討しで，¥f'ふう…ん，どうもあればよくわからないね。ここでちょっと考

えてみることにしよう。もう l皮ここ合見てみると疑問が解決するかな? まあ，懸

案の鵠題 (pendingquestion)一一こまlはアラン・訂ザンズの用留ですがーーとし

て保留しておこう。あとで、はっきりしてくるかどうかとワあえずしばらく待ってみよ

う。もしいつまで、もはっきりしなければ，霊堂開するとか，まえに戻って調べるとか季

もっと徹底的な方法宏取ることにしよう~，などということも考えられます。

コリンズとスミス札先生が学校でこどものメタ認知的活動を助け'r.Jf..ごけでなくヲ

ー…先生がたがすでにそうしてし、ることは疑いないことですがゐーそれに加えてこ

れからはメタ認知活動の模絡をかなり意識的かつあからさまにやったらどうかと提案

しているのです。こどもたちに，先生のしていることをはっきりと教えるのですo

fほらね，あな式こには綴があるんでしょう。ここに座って，読んでもらい交すが，読

むときにはこういうふうにするんです。災擦にどうやってやるのかを見せであげま

す。議うなずこのためにお手本を見ぜてあげます2といった誠子で、やるのです。ぞうやっ

て，こどもたちに模倣して学んでもらいたいさまざまな算数や理科などの科目に加え

て，メタ認知学習の機倣も彼らにやらせてみようというのですQ ぞれが殺近の方法で

す。 この言鎗露文はつい3滋関ほどi玄主えに出?たこば治か為りで

Jそ告ういうことてで‘，いろいろな方法を使う ζ とができ交す。これまでにふれたよう

に，学校での教育体験はメタ認知発見のための登かな学習の土築酬とあると考えられま

すQ なぜかというと， ;l:あ，ちょっと考えてみて下さL、“読み方"を僚に取ってみ

会しょう。読み方t玄関きガや会話とは券常に異沿っています。いわば文撲はそこに裸

で感っているのです。背安売が支ったくないのマす。そこにあるのは文書容だけです。文

章と読表だけです。それで読さ警はそこに渡って，筆書きそ予がどんなことを頭に鐙いてい

たのか，どん注意:図でなにを意味しようとしていたのか，どんな考えを淡現しようと
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じてむ、るのかを解脱する努力を務総に念式てはなりま没ん0'..汐今受やと文脈にた之子会

ζ 1)単語会2授は安意味1シ明日、:5の11.'ぶとい

みたとをな解拐しなければならないのですぷ私がなく使う淡現法役すれば，け済ゲゼー

ジ会認長誌の対象物とじて扱うとごとができるようにと害事力するのです。メ γ セージを認、

郊の対象物として分析ナるこ之ができるということは，少なくとも

非常に君主要なメタ認知の一部であると王寺えられます。この点が年少のこどもた‘ちで

は，ょくで、きなかったことなのだと思いませF。彼らはグリスティンの教示から自分た

少しt主なれて分i析しず Fちエっとこれ除ひどい説明だ。不完余だし綬妹だJとかなんと

か自分?といいきかせ1ることがいごきなか叩たのです。一方，年長のこどもたちは rうー
ん多これは闘った。タJ，!;;えテな γ段告示い積木を取れといったけど，委長いのが 2つあ

るJとbらた事することができたので、す。後らはメッ;セ』ヅに勺いて選手えぶそめ J， γ

セふジを絞らの自の玄えにある事雲水と関係させて考:ふ lぞれなJ利用13ながら謁ベて

仁ふう『ん，向巡ってるj とか f，んこれでよとJ，などよいうにとができるのもす。

それで私比誌畿の効用訟は，こ Eもたちに灘切なメタ認知的体験きどさせ，メタ認知

もたらに供給するのに役立つ，ということだ

ある主考えるのですすぷ作文もそウてす。算数もそうです。~算数では検算を何度もしま

す。その答えが少しなりとも氏しい可能性があるかどうかの，見かけの1Eしさにつ豆、

てのテス l唱をするわけです。でもそうしないこどもたちも，もちろんた〈さんL、るこ

とをみなさんは知ってい設すね正之の逮やはよ廷じ算のときに2勺の数{憶をつなぎ会わ

せたちして，ーんこれはこどもたちに限ったことではなL、かも知れませんが~ーとん

でもない大きな合計額を出したりじ笈す。そしてその合計の値が，それぞれの数値か

ら考えられ得るものに比みえてあまりにも大きずさFゃしないかなんてことは， iづ丈こく

もしないのです。

それから学校で言きを知的に聞くこともそうです。{阪入との羽ミュ Z ゲーションもそ

うです。ともかく知的な開き方とかラことではそうです。こどもは学校で、たくさんの認

を問診ます。多くのこど込にとっては，それが自分自身の理解をそニタすることを美子tぶ

方法の 1つなのだと怒いまサ。多くの場合，r 何度も何度も自分でやってみたり他人の

穏を鵠いた与して，わけがわからなくなったりわかるようにな市たり，これを試みあ

れを試み，ゐ~まざ支なことによ 4 て自分Êl身の怒声事をそ ι タすることな学ぶのです。

紘個人の~意気でおは会偶然に任寺会ておかたくても， こどもたちをかなり助けることが

てぢ議す。い;J:;J:でどおちでもゴまったく偶然に佳せっぱなbになっているわけではな

すが， このようなや佼での体験を積秘的?と科F話すれば， これまでに

偶然にヌ2 タ語、知にウいての学習が行われてきたのよちもずうと多くのζ とがで、きると

憲主の主主党ではJふ般にこどもはおとなと逮q て“常時金券潔者"なのです。君

あるひとは私たちおとなもやはり常時学務者であると考えるかも知れませんがきこど

もたちは，間違いなくつねに新しいことさ旨学ばなけれtまならない状況にいるのです。

社会はこど忘たちにとってそうであるようにと， さiざまなこ仁王た念凝らすのです。彼
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らは学校に入れられて，緩怠毎時間務しいことを学びます。さまざまな科目でふまみ

ま認め扮心者警子'(説的ieeう勉め地位ふち楽天著者"てS告U'iiもxp色必);の地位ぺと衡がJカ自慢進

むわけです〆そして彼6は綴ち返1々自分の理解の度合をモ品タし，自分に質問をしi

自分の漣解や記憶についての方絡を発議長させるための機会&得るのです?。学校という

もめは成功と適切な進歩のため札生徒がメタ認知を必華客とする状況をいつも作り践

して長、るのです。学校は生徒を，メタ認知をひどく必獲とするあらゆる稜類の認知的

作業に引き込むのです。そL:-C人課題，ガ絡についての Jタ認知的知畿を繰り返乙

教え込むの“です。学校はこどもたちに対してメタ認知的体験の場面というたよ 5なも

りだすので、す。

~ほかにも用意した話があるの寸さすが，質問を淘つで;!jlいほど五重要なものがあるか

どうか…一。 OK，ここニモふれるに値するかなしれないこ主が lつあります。

メタ認知の機能とはなfえか?…そそればな去与の適応に役立ゆりのか? ぞれが役に立つ

めはかつか? なんの役?と立つのか守 どんな種類の生念物がメタ認知を必要さとする

か?日…といったことてなす。どんな種類の生き物がそれを必婆としないかにつk、で述

伐ることがで、きるかピどうかはまったく自信があ予をぜんが，.どんな種類の生き物がそ

れを必要とするかについてならば，いくつかアイグアがあります。奇妙なことに，そ

れはほか℃、もなく私たち自身なので、です。私の考えでは，メタ認知というものは，丸、ろ

いろと五言えて札、まずこ一所懸命に考えても結局間遼ってしまうかわいそうな生き物に

とってはとてもおF誌です。もし私たちの思考が完会なら，たぶんメタ認知は必要ない

でしょう。人工知能の分野の人たちが私に指議してくれたのですが，ある種の人工知

能装震はメタ認知念まったく必要警としないが，必要とするものもあるということで

す。人工知能の人たちはちょうどい弘メタ認郊に対して非常に興味合もつようにな

ってきています。しかしおわかりの遜ち，M 装援がもし間違いをけっして犯さな

いなら2 そして自動的にプノレコリズムを走らせるだけなら，点検操作などまったく必

要としないわけです。事えたちがやたらに間違うとし寸専務爽抗私たちの頭がこれほど

に貧弱であるという務実力三点検，白話診断';!!:きさと読むこと，給3裂をかえ哲~\-(の

反省主主ど，あっとあらゆるメタ認知的操作に対する必要f殺の原図乏なっているのだた

思います。

メヲ認知vi!tr分の思考をあるでいど鍛J御，統?隠し，モエタできる生き物にとっては

有F誌で、すo ;tらきらかに，主しこれらのことがまったくできなければ参そうする性向が

あってもあまり意味がないでトしょう o 私たちは正当分の思考をあるていど鋭御，統制j泰

ょを二τタでき変すo' ど?でも完全にとはいえませんが…円。そしてもちろん私たちの思考

の非常に多くのものは，いつまでたつでも怒識化して取り

残念なこと

それから絡の生命体に自分の考えな伝達したいと綴っていたむ，あるいはやむを得

ずにじても=そうする必要がある有・機体はメタ認知を必婆とします。それから自分の

移えを自分自身LIあるいは他の人たちゃ主主さ事告に，正当化して党せるためにもそれ
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fi必婆です。

先取りして計画を立てたち，あるいは可能な計画のあれこれを批特約に評価する必

婆があるような場合，事実援に考慮された愛犬な決断を下す必要さがあるような場合，へ決

紙芝ヒ下ずさいに点検，得点検し，すべての角度，観点から検討する必要のある場合な

どは，実際?とメタ認知の活動についての最上の例になると怠います。なにかに投資し

ようとしているところであるとか，共同経営者としてだれかと績もうとしているとこ

ろで怠るとれいずれにLてもこういった場合，人間はあらゆることなします。たん

に侠震に五考慮するためというだけマはなく z その思考の笈をそニタナるためにも，で

き得るかぎワ，間違いをしで、かさないことを緩かめるためにも，偉人の意見を関い寸ご

図るとか，いろいろなことを調べるとか，腐に畿をつけてみるとか，一般的には認知

的と呼ばれるあらゆる種類のことをしまナ。

それから最後に，心懸命的な毒事象それ協体を縫測追うるいは説明しようとする，一一こ

れは私たちがみなしていることの Iつだと d患いますが一巳そのような生き物もメタ認

知を必要とします。私は社会的認知よちも替選約なことを怨像ずることはできまぜ

ん。ゴシ、yブを例に取ってみて下さL、。ヌシップのない社会主ど想像することがで、きま

すか? ゴシップというのは， r彼女はなぜそんなことをしたのか?J. r絞女はいっ

たいどんなつもりだったのか?J， r後はどうして X，Y，あるいは Z をしているの

が?J等九つねに飽の人た%がなにきどじているのかをピ考え， 潟分や他人の心渡的事

象唱と設立号しようとすることです。私たちがその穏類の生き物であるとすれば， メタ認

知は非常に宥F誌です。そして彩、たちはまさしくその種に属する生き物であると，私t主

主張します。

このあたちで終わりにして，ご索開，コメン人こど批判な 、たし

ます。みな'dんのご紫潟は会場のみなさんによく鈎こえるように，私がここで、復唱す

ることになってい1ますので，ご質問はあまり長くしないで、くださL、私の記憶はとて

も惑いので… "'0 はいどうぞ。それは非常に初歩的な資問で、ずか?…...¥，、いで、すよ。

失礼，どうぞご質問を絞けてください。

質問者:• ~うなたのまな緩では，メタ認知には心理的現象，窓識的，感情 (aff母ctive)

体験が付随し関透、するということマした。そこで感情的なものについてもう少しお

話していただけなしゅ込と思うんですが……。とくに発漆のレベルで……。

ヴレィヴェ}I，.. 私の信じるところて、は，ただいまのご質問はこうです。 f私はメ

タ認知的体験を，認知的作業 (co郡 iti時間terprises)に付隠し関速する認知的お

よび感傍約 (affectiv邑)，あるいは情動的伝motional)体験として穏をしたjそして

語うなたのご質問は「彩、がそのなかの感情的側簡についてもう少し務ができるかどう

か。とく して……J，というものですむこれ℃よろしいですか?軍えとし

てはあまりそれに関してこここでお話することがありません。なぜたら，正直にいって
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このようなことはほとんど知られていないの勺す。ともかく， メタ認知釣体験は認知

的作業をよ〈やっているかどηうかということと密接にかかわ叩ていること，まずこ私た

ちは認知的作業でよくやるよう犯と，赤字舎にあるいは相当に猿く動機づけられている

ので，一ーたとえばまったく進歩しないという現象に対して私たちは強い情動的感僚

をいだくのは避け難たいことと思われま?。たとえば失敗感，これはいた怒いついた

んですがこどもがなにかをうまくやれなかったときにもつような感情やきそれ

る影響などはメタ認知的体験という概念の例，一一あるいはその延炎

線上のなにかでもよいのですが，一…ーのように恕われ設す。あきらかにメタ認知的体

験などのような専門用語が発明されるずっと以前から，私たちはこういった感情につ

いて話してをたわけでずが， ここの用言警はこのようなものによくあては法るように怒い

愛す。

質問者: …日露奪取不能…・

フレィヴェJI-: はあ?……いいえきそれは訟がこれま・でに研究してきたこと，あ

るいは考えてきたことから少し磯れた問題です。もっともそれは私のこれ愛で研究し

てきたことの自然な延長線上にあるように恵、われますが，弘はまだそこまでは絡み込

んでいないのです。ともかくメタ認知的体験に制限をつけて，九で関ザコて境界線守ピヲi

~. rあなたのいうようなことを訴すわけにはいきませんjということは笑際にはiまっ

たく不可能です。あなたのおっしゃられることにまったく賛成です。ただ私はその終

に沿ってあまり号事えたことがないのです。それにもっとも近いこと&しては季私の研

究領域に渓りますと，実際にこどもたちはしばしば環解モニユタリングのたぐいの感覚

を経験します。ところが彼らはその主意味を適切に霊長解することができないので、す。こ

のことは燦く追求することができますG

さきほど，つぎにそ予をふげたブれまと、なたですか。わたしはまるっきり覚えていませ

んので・

質問者 t あなたの研究では，どアジ広告i器get，J.)の発達段階と同じような段

階の記述ができますか?

フレィヴェJI.. このご質問は，影、がピアジ又の認知的発達段階と比較できるよう

な，あるいはそれと類似のメタ認知の発途段階を記述マきるかというこどで、すね?

残念ながら，それにはまだ成功していiません。実際，なんとかそうで、きる方法令患い

つけばすぐにでもそうするのですがけ…。いまのところ紙の知るかぎり，事えも含めて

メタ認知発達に大掛かりな (big)，大鋭機なくgrand)発途段階を設けた人はだれ

もいないと怒いまず。でもそれは掻向い試みだと思います。私が大掛かりな発達段階

理論についての熱心な告書奉者だからというのではなしそれがメタ認知研究を導くの

に大変役に立っと思うから勺す。それな試みれば多くのことがわかるようになると思

うからです。私があきらかにしようとしてきたことは，ただたんになんらかの分野，

一ーなんでもよいのですが…そこ勺潔得される Zことをいくつか慾像しようとして

きたに過ぎません。
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私は先誌のょたちと災問でここどものメ

¥i叩伊り望号ノグラグeを脅さ竺まし74ろそのなかでJ メタ記憶のった家主ぜなιt-ough主発建設

したが，それについてはあま勺まとも'I;t受け取~らない

15がよいの悦まないかと怒います。それは 1懲の当でずっぽうにナぎないもの-C，そ

の大部分はどのような質問がどのように質問されたかにかかっ乞いるので、す。

質湾各 2 ・H ・s・聴取不能…... 

フレィヴェル: メタ認知の発途'a:論遜的思考との関係で検討した人がいるかとい

うごとですね? あまりいません。れン予イ・ウ、担 JレマシくHelity:.Wellman)

が共同で，ぃメタ記億発達に関する評論念 1霊童霊祭いたことがあるとやし上げるこーとがで

きるだけです。その論文のなかで私たちがした久ベキ a レーシ設ンの 1つは，メタ認

知発途の土合 (undergird)，あるいは足場 (scaffolding)となるようなどアジェ流

の認知的習得についての考察でした。そのうちの 1つが，関係の掛け合わ伶 (multi.

plication .of relationships)についての緩解とLづ考えで 1度にいえつもの変数

百k考慮に入れることができ，その額五作用がわかるというようなことです。たとゑば，

どうもこれは箆主計こはできそうもないということι問題がむずかしくて，その分野

をあまちよく知らないというぷとの， この 2つはいわば掛け合わさって因襲撃な記憶の

課題となるということや婁より多くの項目とよち貧弱な組織化とが掛け合わさるとそ

の線題はより悶葉震になることなどを浬解し 1皮にいくつもの記様変数を考慮ずるこ

となどで唱す。

ヘン習ィ・ウェヌしマンは，年少のこどもたホコは 1芝に 1つの変委主しか取手数わず，

掛け合わ4さることはしない， ということを示、すきた験給5裂を発表受しています。ピアジェ

流のもので適用できるものとしてはz そのようなものが考えられます。もちろん般に

もあり得るでしょう。もう lつ考えられることはピブジェのいう L、くぶんミステリア

スな緩念 “内議約抽象令官flectiveぬstraction)"です。 Fぞれはどういうものかと

いうと，人が自分の行為のなかにある規烈廷しさに気づき，その本質すと捻出して;を

、うものです。メタ認知でもあるいは閉じことが起こってい

るのかもしれません。つまり，私たちが記憶は間違いや寸いとか， よち多三の努力は

より多くの威勢を窓旅するとか，などをと学ぶのは私た乞が，一~rああ…!あのとき

はうんと努力して， うlんと成功した。ところがこのまえは……Jというようなこ主に

気がつくがらだといえ設ず。ぞうやって，街分の行為とその絡梁とのあいだの相関関

ということが 1つめ方法なのかもしれ1ません。

質問者主 …・・・綴耳元不能……

フレィヴ:dl.- メタ認知発遂における親たちの役割に関する文款を教えてほしい

ということですね? たぶんお教えで、きると思います'"・..。その入の名前はジーゼョ

フ・ワーシ誌で、， ノース・ウニ応スタン大学にいます。言言護学教警護だったかどうかはすこ
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しかではありまぜん。とにかくこのiえ;弱いたときにはメ…ス・ウぉスタ Y大学にし¥

私<b¥Jil，tニ彼の論文は大部分が}JIJ刷りではなく予綴 (preprints)ですが，被に

電話するか手総会警くかするのでしたらひょっとすると APAの会員名簿に載ってい

るかもしれま峨ん。それ以上のことは知ちません。

質問者: …いという質問でずが……。

フレィヴェ)1- 自己統綴とメタ認知発達との関係について考えたζ とがあるかす

つまり自己統f憾の感党が， メタ認知発途を媒介する助けとなるかということですね?

そうですね……。そのことについては，実際少、じまえにお話したていどにしか考えた

ζ とがないの句、す。こどもに自分が自分の行動の原図であるという感覚私すなわち

白日統制の感覚を発途'dせることは，たくさんのメタ認知形成の助けと伐る経験を

しメタ認知的進歩を遂げるための前擬条件だと，忽います。それと対熊約なのが2 学

留の場で、受動的払他人に頼るばかちで際分で自分の学潔滋動の舵せと取ることができ

ない人たもです。自己続税はユ本当にその本質のように号、われます。総局， 君主 たちは

話執行管理"のlような表現合用いているわけで、ナ。“執行管速"はしばしば，実集上メ

タ認知の少なくとも 1つの側面，つまり統制あるいはそニタの機器普“執行管潔者"が

と問慈語のものとして用いられています。そして，あきらかに“執行管務機関"には

いるのであって，それはいつでもうしろの方に座ってものと三と合受動的に受け取る人

ではないのです。そういうことで，この種の心理的組織と高度の内照的制御の感覚，

f事えは~分の学習の舵を取っているのだJ という感覚をもっているこどものガが，一

般にさiざまなメタ認知の技能と習僚を習得するのにずっとよい立場にいると考えさf

せん。

質問者:¥.....聴取不能…

フレィヅぉJI- こどもの能力，認知能力の発途と方略の習得ーとの鴻係ですか?

ガ絡を学ぶと白日統制の感覚が増すのかどうか， というご質問でし tうか? 訟はそ

う信じていますが……。いわ頭さと絞って考えようとしているのはz その一証拠がある

かということです。あまちはっきりしたことはいえません。 そうだとは怒うんです

が…円。イェ…yレ大学の回パート・スタンバーグ (RobertS総rnbi!tg)の知見によ

ち設すと，ある穫の襲撃しい知的な問題でよくで、きる人たちは， より多ぐのメタ認知活

動をしているという経拠があるということです。絞ち t~い答えで、すが，それがいます

ぐ思いつ《ことで:ずのみなちんのなかでも知っている人はいませんか? 彼の仕事は

おもにおとなが対象だと患い支す。いやそうともいえませんね。こどもが対象の研究

もしていますね。……とにかく， 口ノミ}ト・̂ タンパーク'.まおとなをおもに研究対委員

とじていま吹α どなたかとの質問に対する筏えを知唱ていますか?:総綴的IC知能の

議私、メタ認知能力および知識の廷との関係で検討じた研究があるかどうかは議ベ守ご

ろえないとわかラま4さん。スタンバーグはイ a ール大の心理学(7)楽教授です"。彼は彩、を
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ほっとd"l会るような知能の潔裁をもっています。というのは，彼の滋論には知能因子

だけでなく，メタ知能liSl予も合議れているからです。そして彼比一…綾初の部分は

私の場合とはことなるのですがー…彼はお分の知能主主論のなかにメタ知能凶予を r含
めd'るを得なかったjが，それは「そうしないとどうしてもうまく行かなかったJ，と

いうのです。この後米の部分は私の気に入っているところで、す。ほんとう

デんのき主義Eをしている人が，それなしではどうしてもうまく行かないからその菌予を

入れざるた得ないということになれば，それにはなにかあるのかもしれないという然

になちます。私の場合比彩、はやむなえずそういうふうに考えざる定得なかったとい

うわけではなくて，ただそういったことをひょっと符えついたというだけなのです。

質問者= … υ 聴取不給付…

フレィヴェ}¥..: いまのご質問は， メタ認郊の発達にともなう発達神経学的議織の

註拠がなにかあるのか? たとえば EEGパタンのようなものによる突誌的証拠があ

るのかということですね? そのような研究は翻いたことがあちま売会ん。すべての文

献を私が支持っていると主張するつもちはありませんが，それに認しでは弘には全然患

い当たる論文がない~のです。

質問者 2 ・・....聴取不能H ・H ・

ツレィヴェ1[， : それは本当はご質問ではなしあなたのご殺死だと，~まいますが

…。シーモア・パパート〈恥ymourPap告rt)という人がいます。彼は MITにい

て，おそらくコンビュータ学部の所属だと思いますι興味深い研究唱としている男

で，以前はピアジ品流の発遠心議要件言どやっていて，主総擦にどアジェのところで何年間

か研究をしていました。訟はただそんな研究があるということを問いただけで，あま

ち知らないのですが……。彼はこどもた雪〉に詰ンピュータ・ブ p グラム

るという実験をしてきたようで……。ぞれマ彼が見いだしたことは， コンピュータ・

プログヅムの学習というものは・一一考えてみると大いに三おりそうなことですが……

こどもたちに，自分の思考をお分自身にはっきりと~:殺させるものだ，ということで

す。なぜなら， とうぜんのことながら彼らは， 自分の作ったプログラムふで、ノミグ(虫〉

に出会うわけで、すよね。そして虫取りをどし始める。……というととは， 自分がそのプ

胆グラムを作った督まで逆もどって， rさでこの部分では，どんな仮定を使ったんだっ

け?J‘「このサブルーチンでは自分はなにせとするつもちだったのだっけ?Jなどとい

ろいろ考え翠すわけです。そして私の関くところでは，一一私の解釈のし過ぎになら

なければよいのですが一一これなこどもたちのメタ認知;意識のようなものの発達に対

する大変興味深し、斜激であると，後は見なしているということです。

しかし私はそれにふれた論文は3またことがありま佼ん。それについて欝かれた論文

が!:uてい;l:すか?こう Lづ段階の文献は・…..MIT というんでしたっけ?

毒薬務中 (inpreparation)じゃないですね……。書きかけの論文は準備中，近刊
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(forthcoming)……これです! 近刊です。パパート， 1"コンピューター・プログラ

ムとメタ認知J，近刊です。私の知る限りそれはまだ刊行されてはいません。それが刊

行されたときには，ぜひ読みたL、と思っています。

質問者: …・・そして第2に， どんな時期でも均衡が…・・

フレィヴェル: ご質問は均衡の達成には，そしてどアジェの意味で 1つの均衡か

らつぎの均衡に移るにはある種のメタ認知を必要とするかどうか? 認知統制という

意味で……， ということでしょうか?

質問者: …..均衡を達成するときにそれを意識し…・・

フレィヴェ)(..: ああ，そういうことですか。そうですね，まあ認知システムは，

ある種のくい違いに気づかなければならないでしょうね。簡単な例を考えることが

できます。感覚運動期にある乳児にとって，なにかびっくりすること，不思議なこと

が起きる。そしてどうにかしてその意味を把む。さてどれだけ重要なメタ認知がそこ

で働いたでしょうか? それがかならず働いたのであると主張する必要があるかどう

か，私にはわかりません。最初は不思議がってもやがては不思議でなくなるというこ

とは，大したメタ認知的なことが起こらずとも充分可能だと思います。しかじそれに

づいてはもっと考えてみる必要があります。

質問者: こどもたちに知的操作の選択を教えることは，どれくらい可能ですか?

数分前，あなたが“近刊"とL、う単語を思いだすまでに， 4つほど単語を使われまし

たが，たんに『私の記憶では，その単語を思いだすことができません』ということも

できたわけですね。私たちは意図的に「さて，ちょっと待てよ。ここでプレ千ン・ス

トームをしよう」とか， 1"私の記憶ではうんぬん」 というのを選ぶことができます。

私たちがそのようなことをする傾向はどれくらいあるのでしょうか?

フレィヴェル: そういうことをするように，こどもたちに教えることができるか

ということですか?

質問者: そのような選択をするように教えることです。

フレィヴェル: それはわかりません。最近ある論文を読んゼ……ところで， メタ

認知はドイツの心理学者のあいだでかなりもてはやされるようになって，現在かなり

たくさんの研究がドイツで行われているようです。私はここへくる飛行機の中で，選

択をメタ認知のもっとも重要な側面の 1つであると説明するドイツの心理学者の論文

を読みました。“執行管理機関の活動"というのが彼の表現で，認知用の時間とエネル

ギーとその方向を，どう割り振りするかの決定をするとき， 1"頭をこっちへ向ける」と

か， 1"あっちへ向ける」とか， 1"この仕事はここであきらめよう」とか， 1"もう少し続

けよう」とか， 1"中断しよう」とか，さまざまなことを決定して，いまなにをするかの

選択をします。なにかを思いだそうとしているときには，いつ諦めるかを、決定しま

す。つまり，判断を下すわけです。それが 1つの例です。

メタ認知，あるいはそれに関連する分野の重要な側聞の 1つで人工知能の分野の人
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ずこち，主く?とささほどあげたアラ ν・コリンズが興味をもっているものは， 臼分の知

識に鋳ずる推定です。 iああ，ぞれしは知つでし、Q.J， rそれはいi:ずくも思いだせない冷

ど，私がそれをもう知っているということはわかっているj というようなこと，ある、

いは「私がそれを知らないということな知っているJ，もっと予の込んだものでは「も

しそれが本当なら私はそのことを知っているはずだJ，これらはそれほどおかしたこ

とで、はないで、じよう。たとえば私が fブラジルは世界J のコゴメラノレドの鐙泌すごと慾い

ますか?J“と尋ねたとしたら，みな'2'んはすぐにそれに撃事える局窓はできてかないだ

ろうと患います。みなさんは記憶の検索をしたのちおもむろに， rそれが本当でない

ことはよく知ってますj といったりはし設せん。たぶんみな'2'iむのすることはコ立ン

ズの示唆する方自主のとおちで， rもしそれが事実マあるなら，私は当然そのことを知つ

でいる答だj とか， 下もしそれが事爽ならこれまでにおそらく開いたことが'ある

答。じかしそうではないから，それは本当とは息われない」とかいうのかもしれませ

ん。

ところで私はブラジノレは，役界一のご込メラノレドの産地だとは思い"Iせん。だれかヌド

当だと窓、う人がいますか? もしこの話が本当なら，私法当然之れまでにそのことをL

知づているはずなんで、すが……。

私たちは自分の知識の状態に関してたくさんの推測をします。これはこ才れL:窓までで、にほ

とλ必Jど研究2さきれでい丈なE帥L、メタ認認包知のおも Lじ←るい 1顕で

?にこ=犬た変輿味苦をピもつ…でざいi設Eす。

質問者 z……聴取不能…日

フレィヴェJk: f後際研究の最近の鱗向との関迷で，メタ認知についてなにかなさ

れているかということですね? 私は笈直なところあまり知りません。思い当たるこ

とは，これはまたじでもあまりよい漆想ではないのですが，イェーノレ大学の紡教授

で，ヂニス・ターク (DennisTurk)という名誌の努がいます。'彼は認知的行動療

法，認知療法などのドン・ミチエンパウム(DonMeichenba)1m)の数子ですq 療み

のコント口ーノレに，一一自分で自分の燃考苦ピコント口一ノレずることによる撮みのコン

ト口一ノヤiC-一大変興味をもっている人です。お分の痛みについていろいろな種類のτ

ととな考えるように思考をそろダ渡せて，絡みのコントゐロ…ノレささしようと¥，、うわけで

す6彼はこれな密日{盛際に対抗させて，あるいは自忍催眠その他の形のセルプコy.:f・

開}ルと関連'2''!きて，考察したのだと慾います。 ζれはたいへん漠然とした結びデコき

であると認めざるを得iせんが，それ以外にはなにも知ちまぜん。名前はタ…クでト

ルコI人という英認の量殺認と同じ綴り吋ごす。

f土い，アラシよ立担ンズです?とれももっとも予っ耳文字早い方法はこの APAの

学会抄録集のなかめ氏名索引を5もることです。アラン￥コ手ブズ山…あ，い玄関ふた

ところによりますと，*終日，途いますか?……創援問の 1待に発表守Q予定にたづ

ているそうです。演題は iメタツァ いやヂプ βセスとしてのメタアァ…j
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で，それがいまのトピックに関係があるかどうかは知りませんが， とにかく彼はこの

APAにきています。……この APA にくることになっています。

質問者: ……聴取不能.....

フレィヴェ JI-: 2つの認知的発達段階の移り変わりの時点にいるこどもたちは，

さまざまなメタ認知的体験やメタ認知的活動を， より頻繁に行なう傾向があるか?さ

らにJこのような体験や活動はつぎの発達段階に進むのに必要なものか? ですね?

みなさんがとの演台に立っていろいろな質問を受けている左しますと，みなさんの

頭のなかの小部屋にあるたくさんの区分け箱の 1つの引出じが“点火"されるわけで

す。ただいまのご質問が私の頭のなかで点火した引出しは， メタ認知と専門技術，専

門的知識のレベノレとの関係の問題です。たとえばあることについてまったくなにも知

らないときは，なにか質問ができるほどの知識もないわけです。つまりまったくなに

も知らなければ，メタ認知活動としてできることは，不思議がってそのことを認める

こと以外にはどうしょうもないわけで，なにがどうなっているのかさっぱりわからな

いので、す:しかLあるていど知識が増えて，実際にピアジェのいうような構造が発達

してくるほどになると，それと食いちがうものもでできますdそうするとそれに合わ

ないことに気づいて，“なにかおかししJ'と思うようになるので‘す。で、すからしばしば

中盤戦 (middlegame)が一一どんな分野でも初心者から専門家 (expert)ヘと移行

する中盤戦が一一非常に多くの意識的なメタ認知を行なう傾向の強い時期なのです。

たとえばまだ専門家ではなく，ほんの半人前のとき，物事はすべて自動的に進行す

るとし、うわけにはいきません。自分のすることを充分に考え抜かなければなりませ

ん。つまり 1歩 1歩ゆっくりと熟考しながら進まなければなりません。ということは

自分のすることを考えているということです。しかし完全に 1人前になっていろいろ

なことが淀みなくできるようにな石と，そのときには多くのことが意識的な注意を払

わずに，自動的に，いわば習慣的にできるようになります。そうするとメタ認知は，

少なくともメタ認知的体験は，それほど重要ではなくなります。おそらく制御過程は

常時働いているけれども，それは意識にのぼらないのだと思います。

こどもたちがつぎの段階に進むまえに，自分があることについてよくわかっていな

いというようなことを意識するようになる必要があるかどうかはわかりません。必要

があるかないか，私にはどちらともいえません。こどもが，たとえばピアジェ流の課

題において， どのように進歩していくのか私は知りません。こどもたちはこれまで考

えられていたほど，多くの意識的な葛藤は経験しないのかもしれません。しかしそれ

についても，私はほんとうにわかりません。たぶんもっとこどもたちのあとを付けま

わして，それを洗い出すように試みるべきなのかもしれませんね。、もっとも，これは

簡単にfU;かないと思いま~すが田・・-。なにしろこどもという生き物は，私たちから見

ると当然不思議がってもよさそうなときにまったく不思議がらずrCl、たりする ζ とが

よくあるのですから……。
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質問者 z…υ総耳元不能・…H

フレィヴ .:d[" 言語とメタ認知の関係はどうなのかというのが質問ですね? そ

してあなたは君主の言葉験では， 一ーたとえば主主解そこエタザングの爽験では一一言務的尺

度が使F認されていることを指摘なさったわけでナね? 笑際にそのとおちです。もち

ろん券言諮約尺度も用い察した。カセットテープa-釘間繰ワ返して再生したか，どち

らなのか迷って 2つの積水の上さとこどもの手が何回いきさしたか，というようなもの

で、すむそのようにして問滋検出についてのぎ緩約と非主言語的な滋現，あるいは徴候念

得たわけです。じかし苦言語とメタ認知の関係については，私はかなり強カな'hのだと

多くのメタ認知的体験比どちらかといえば“ひとりどど， t.と近いものだ

と怒います。孝弘たちはときどき，ただじっと座ち込んでヰ考え込み，不思議だと思った

ちすることがあります。そのときの活動の相当多くの部分は，言務的なものです。さ

らに阿古事を綴けて開くということさえします。自分自身のい dっていることを聞く， とい

うようなこともするでしょう。まるで、自分が8分の謡の隠きそFでもあるかのように…

…。そして将来みなiさんが自分の行為の経路 (cours掛 ofactioめについてlAいを滋

らすと殺には，私たちがたくさんのバタ認知言とする楽懇の 1つは，震;大な1笠倹をはら

んだ決断を迫られている場合であると，この講演で私が述べたのを思いだしてくださ

い。これまでにも，多くの人たちは，このような事態のときには，非常に注慮深く振

舞うべきである之とa-学んできました。そういうとき応はたくさんの意識北が行われ

ます。華ょたちは考察の多くをふ}一少たくとも決断a-lどで?とさqと行う考察の多くを

…一怒議イじする筒向があります。

質問者 2 ・......草奪取不能H ・H ・

フレィヴェ)[..: メタ認知は言言語を必喜きとするのかp ですか? 少なくとも高次の

メタ言言語を必要警とはしないことが実証されても，私はおどろきません。しかしたしか

なことIまわかりません。……どうやら予定の時的]が過ぎたよう勺す。
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III. 認知心理学における“内部 (inside)"とはなにか

B. F.スキナー

岩本隆茂・山田弘司訳

私はナイトクラブで、歌った経験がまったくないので，マイクを適切な距離にもちつ

づけるなんてことは， とてもできそうにもありません。もし聞きにくいところがあっ

ても，なんとかこれからの私の話を聞いてくださL、。

「人間の行動は，その行動をしている人の内部で進行しているものによって引き起

こされる」ということを最初に主張し始めたのは，おそらくギリシア人たちで、しょう O

すくなくとも，ギリシア人たちはそのようなことを明白に言明しています。ギリシア

人たちは，このようなことがらについての膨大なリストをもっていました。つまり，

もしある戦士が勇敢に戦ったなら，それは神が彼にメノス (menos)を与えてくれた

からです。もし彼が困難にぶつかったら，それは.iJ1jの神が彼に邪悪な“アーテー女神"

からの贈物，つまりむこうみずさを与えてくれたからなのです。しがし，ギリシア人

たちは，このようなことがらにどのような内蔵器官が関係するのかについては，まる

たく知ろうとはしませんで、した。解剖学に関する科学的知識は，ほとんどありません

でした。もっとも動物の解剖ならば，屠殺場ゃいけにえの供えられている祭壇で見ら

れたで、しょうし人間の解剖Jについても戦場に行けば見あれたで、しょう。しかしギリ

シア人たちにとっては，解剖なんかはどうでもよいことでした。古代ギリシア人たち

一一ホーマ一時代のギリシア人たちーーは，私たちが現在，心的 (mental)と呼んで

いるものと，身体的 (physical)と呼んでいるものとのあいだの区別をしていなかっ

たようです。こころを発見したのはプラトンであるとされています。でも私は，彼は

むしろ“心を考案した"というべきだろうと思います。もともと古代ギリシア人たち

には，これらのさまざまな内的事象を表現するための便利な単語がありました。たと

えばテューモス (thymos) としう単語が，ホーマ一時代のギリシア人たちに使われ

ておりました。その単語はいまの単語に置き換えると，魂，心，生命，思考，喜び，

悲しみ，願望，勇気，気分，さらに呼吸や心臓とL、う意味になります。だから，もし

行動と関連している内的事象について述べたければ，たたひとことテューモスとい

えばよいわけです。また， レーン (ren) やフレノス(“frenos) とL、う単語も， 心

臓，肺臓. 横隔膜のような内臓器官を意味するばかりでなく， 目的， 感覚， 意志の

力， などをも意味する単語でもありました。 L、し、かえれば， これらの単語の意味に

は，内的なものによって行動を説明したり引き起こしたりすることも含まれている傾

向がありました。さらに，やたらとやっかlぜ、な問題を引き起こしたのがプラトンで

す。かれはこれらのことに対する器官を使い尽くしてしまい，多くの単語は器官をも

っていないのでそれらは心的なものであり，つまりなにか形而上的な特性をもってい
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るのだと結論しました。主義代の私たちも，依然としてこのように移えているようで

す。たとえば.'w友だちが役務たしているけれど穿 じつは心ここにあらずだねJとい

ったり， 11かれは護学意義するほどの5意気〈家計s)がないJなどとよくいいます。私たちは

『神経がいらだっている』といったち， 11有能な部下 (braぬのを欠いている欽治家

は，充分に配慮した政治をする必要がある』などということもあります。いいかえる

と， じつは私たちはギリシア人と似ているのであち，依然、として内的なことがらにつ

、るし内綴署警官についてもずいぶんと無頓着に述べているようです。

ブモーノレ (humor) という主終議は，中投i主です£っと人格特性にかかわりがあると

考えられてきゴました。みなさんは，フモーんは多血気質，粘液気質， s段汁気質などと

関係のある単務で、あるとお考えて?しょう o さらに，それぞれのフモールには対応した

役務終後があるのだそうです。そこで、もしある人がさを血笈ならば，そのひとは務員耳j舌

といわれるでしょうしもし粘液伎に笈んでいれば. 11皮11粘液投資だといわれる

で、しょう。

脳と心のあいだを，いったりざたりしてL、まずφ この

は多おそらく筒じ 1つの論文のなかでQっかるでしょう。まずその論文は心について

の言及で始まりますが，そのうちに脳についての言及へと変わります。このされ、の間

遼い比心と物資との区別がされでいないことです。しかし，これはそれほど主主笈す

べきことではないでしょう O 重要なことは 1つのあることさど税務しようとして，偶

人の内泌をのぞき込もうとナ~傾向ですそれが心か物質か，ふいうことは実際上問

題ではあり支ぜん。適切なもの念適切な場所で兇ているかどうかということが大事な

問題なのです。そして実際札払たちは内的なこニとに潟する私たちの知識もあまり

にも過大評{附しています。比較的議近，The A錦 ericanPsychologist誌に発表され

たある論文のなかで，下手汽動主義は，“ヅラックボックス"の内部で起こっていること

の議事悪性を受け入れるように，変容しなければならない。私たちは今日ではその内容

な研究する方法があるのだからj と述べられています。ではそれはどういう

でしょう令たしかに今日ではブラググボックスとは，さまざまな務官，総匙膜， DNA，

RNAなどからなる有機宇主であることは間違いあち支社ん。そして， も号ちbろん生理学

はそのよ弓なぷとzをど分析する分野寸でご
さ診?に，その行動に含まれているきわめて徴綴な構造を研究するのに必要なミク口な技

術に焦点が当てられwているのです。私たi!:.:>比生理学が対象とするものとは呉なる総

のささiまざまな側面について，…ーたとえばある行動におよぼず脳の損傷の影響につい

てー討論することができます。しかしたとえば k んにちt幻とし、うようなごく

ちっぽけな行動の予測が全線学によって可能となるためには，意えたらをま非常に極微な

技術をもつようにならなければなりません。それはコ γピュアタの察予でさえ大きく

Q;!とるようなものです。それはとても微小なもので，洗練されていてデリケートなも

のなのですO'そしてそれは，この穫のものに含まれることが必要とされる神経の機能

システムそのものと もので二単一な機能のものではありまぜん。主主潔学上の
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知識の透俗化について，あら捜したするのは公立なことではないようです。でも私が

このよきにじどか均二τいるのはp 視覚現象を視聴者に説明している最近放映されたテ

レピ番組にその資貨があ今まず占その議組でな，網膜よから送られている微小な狭像

とともに際ままの切断闘を示し，脳の後方の皮笈領域に向かう多くの徴小な発火活動が

示されていました。たくさんの絵の断片が，まるでジグソーパズノレの切片のようにこ

の領域?と集室ヲ，最終的には一つの絵になっていました。そしてアナウンサーはもっ

たいぶって， Ii'このぷでこのようにして知覚が起こっているのでず』といったので、す。

これで知覚現象についての自常的な絞現例を，充分に示したというわけではあちませ

んが，私が示後しすよいのは，この種の番組を製作する人たちがよい仕事堂し得るの

は，私たちが生礎学につb、てとてもよく知っていることに限られているのだろうとい

うことです。さしあたゥて現時点では，主主潔学が私たちの行動にとっ

ものであると二見なせないならば，なにが私たちに残されているのでしょうか?

縁察や内鎮のようなものに関を向けるのがよいのでしょうか? しかしなが

これまでにだれひとラとして，内的過程会内線によって観察し得たζ とがない

で~.ます。

たとえばある音楽を開いて管の主主愛を窓い出したとしましょう。そのときあなたは

実際にはどんなことを観察しているので、しょうか? その音楽と恋愛とのあいだの連

合を観察したのでしょうか?自分自身が漆会したの宏観察したのでしょうか?そう

で、はありまiぜんσあなたはたんに2つの議象な“観察した"のにすぎません。それは

「その音楽が潟こえたという感覚j と，あなた13身の怒し、だし行動jの2つでナ。あ

なたはff，恋愛をしたときに起こった自律神経系の情動反応ゃある種の言議行動の 1

1お分をいま，ふたたび綴祭したのですむしたがって，たんに刺激と反応宏観察したの

にすぎません。刺激と反応のあいだの総会そのものは，どのようにしでも綴察するこ

とはそきないのです。で比そのことを明確;こしてみましょう。あなたが居間にいて

夕食を待っているところだとしましょう。食没のほうでなにかの務がして，その後す

えました。そこであなたはもうナぐ夕食で，

時間だろろと捻測します。 dて，議うなたは実際にはなにを綴察したの

でしょうか?ある捻論の過程を観察 しょうか空いいえそうではありません。

あなたはニそれらの物資な王子にして，立ち之がって守三を洗いにいく自分の行動を観察し

たので、ナ。そしていまあなたがした行動札あなたが以前夕食時にそれらと阿じよう

な物資を海にして立ちあがり，手合きれいにしてテ~ァソレについたのと問じ行動であ

ります。夜、たちは卦数分鼠身の学習逃穏そのものを観察することはできませんσ 私た

ちはゐるものとあるものをJf-)Jljしますが，弁)JIJじている自分段Jきを綴察することはあ

り得えまいの℃す。 現殺におけるもっとも悶難な研究分野の 1つは，“観療している"場

合札どのようなことが起こっているのかを解釈することて、す。すなわ弘なにかを

している自分自身を観察することは隠幾です。だれかがある夢物きと指ざして rあ
なたはそれが見え変すか?Jlといったときに，Ii'はい』とあなたが答えたとします。そ
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れはどんなことを意味しているのでしょうか? あなたはなにについて諮ったのでL.

ょうか1.、あなたは揺さされたものを綴察している防a分自身宏観重要l>r，~はいj と

も吋たの、でしょ恥うか，それとも5にんに為る特定の刺激物について一怒る準備ができ?でい

ることを報告しているのにすぎないのでしょうか? あなたのそのときの返還手は，議う

なたがなにかについて説明することがで、きる場合には，これまで Fそれを綴察してい

ますJというようにと教えられてきているからにすぎないのだ，と'f[，は思います。も

しだれかが F滋船をごらんなざしサといえば，るなたは喜震を上に向けで風船を認にし

玄す。そのとふあなたはその風船を観察している自分自身を綴察しているのか，そ

れともたんにその風船を観察しているのにすきfないのでしょうか? 風船な見るとい

うこの喪主誌を満足~せるために， 約分自身た注綴するということをいつかやめるので

しょうか? それは視覚受祭器の定伎を変更せずにできるのでしょうか? もし為る

安楽た弱いているときに，あなたの友人が Fクラ言ネットの演警警部分をよく跨いてご

らんJといったら，あなたは fうん， クラ言ネットの演淡を闘いているよ』と答えま

このときγ あなたはクラヲネ ν トな開いている自分自身を開いているので、しょう

か ? ぞれともその瞬間にクラリネットの若手があなたを刺激していて，もしさらに質

問があればそのことについてなにか話す用意ができているということを報告している

にすぎないのでしょうか? 怠がいいたいことは，実際になにか‘告さ主主ている自分自身

令見主こり，なにかを闘いている自分自身を開く方法はまったくないのだということで

す。事ムたちはたんに絡泉を宛ているのにすf!!ま後んo 私たちは刺激とそれに対する反

応女児ているの℃あって，心的過畿をQーといるのマはあちません。そしてそういえる

漂白は，思たちの身体?とは，棄す激一反応パタンそのものについてはもちろんのこと，

反応と刺激との協応にかかわる脳の部伎に向かうような神経が存在していないからで

す。 5畿の定要音si立は無感覚です。そこには米機務官一一感覚議官一一が存在しないの

で， 自分の身体で、ありながら， この昔話分の感覚に関して言語ることができません。この

部位に関しては記述的な弁別刺激の働ぎて乙つまちある直接的な刺激に対するはっき

りとした反応を，これ愛でほとんとゆ妨確にできなかったとLづ意味において，この脳

という部伎は私たちの身体のなかでももっとも触れにくいところなのですc そしてそ

の滋出比:人類は言言語行動なもつような段階になってやっと，自分自身を綴察ずらこ

とを学習し始めたのにすダないからなのです。そしてこの段階に到迷ずる家では，私

たちの身体と後触していることができる唯一の神経糸は，熟練した動作や， I!i療に主す

する反応、や，その他これに類することに含まれる神経系だけだったのです。内受容

的，濁有〈自己)受容的2 外受容約，の 3縫殺の神緩系は，実際の行動に関係してい

るのであって， m己の知識や自笈識や自己管理に関係しているのではあり家せん。

このことは，だれかがあなたに Fそれがぬえますか?Jlと毒事ねたときや， wこのあ

とでなにをしようとしているのですか?.JJとか， wなぜそれをするの、ですか?Jlという

質問に答えたりするときに始めて起こることなので?。そのような場合にかかわっ

ている微小な過緩合議銭的に観察する方法をZ患者Eの生獲さ存者はもっていないので，さ
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らに，神経系は環境と行動とのあいだの関係を媒介するものにすぎないので，私たち

には内観法によってこの脳の部位に直接に接近することはできません。この点に関し

て私は1945年の論文「心理学的概念の操作z的定義 (Theoperatiorral difinitiorr" of 

psychologicai corrcepts)Jて、すでに論じています。そしてこのことは，ゆっくりと

ではありますが，みなさんに理解され始めていると感じています。結局，このような

私の考えがみなさんに理解されるためには， 35年間もかかったのです。しかしその論

文で、の私の考えのポイントは，言語環境がある人に個人的な事象一一個人的な身体的

な事象としづ意味で、すが について話すことを教えるときには，ある種の必須な事

実が欠落しているということなのです。たとえばあなたは色覚をこどもに教えて，色

の名前を正しく呼ぶようにさせることができます。 しかし， その!こどもに“困惑

(em barrassmerr t)"と“自信のなさ (diffiderrce)"との区別をすぐには教えられま

せん。したがってそのこどもが，自分は“自信のなさ"や“困惑"を感じているとい

うことが実際に体験できるまでは， Jt"、ま君が感じているのはなにかな?~t 11それは

“自信のなさ"です~， 1It"、や違う。それは“困惑"だよ』というような問答を，そのこ

どもとすることはできないのです。

この種の話の例として，私は痛覚を取り上げて説明したことがあります。私たちが

痛みを感じるのは曳痛い刺激に反応するとしづ意味においてなのです。しかし私たち

は『痛いです』と報告するときには，さまざまに異なった痛みの感覚があることを知

っています。そのことをこどもにどのようにして教えることができるでしょうか?

そうです。それは言語環境です。言語環境は外部的なサインを用いなければなりませ

ん。こどもが叫び声をあげたり，大声で泣き叫んだりすると，言語環境の 1つである

ところの言語教師は， 11どこか怪我でもしたのかな? それが痛いということなんだ

よ。そう，君はいま痛みの 1種を感じているんだよ』と L巾、ます。しかし教えること

が可能なこの情報は，たんにこどもの痛みやそれに対する反応を引き起こした対象物

(0凶ect) についてのものにすぎません。もし痛みを述べるすべての単語を調べるな

らば，それらの単語はすべてそれらを引き起こす対象物に言及しているにすぎず，感

情の特性ではないということがわかります。たとえば， r鋭い痛み」とは鋭い物体で

生じる痛みであり， r鈍い痛み」とは鈍い物体によって生じる痛みなのです。「激しい

(excrucIiuirrg)痛み」とは，“はりつけ"にされたり拷問されたりするときに感じる

痛みなのです。このようにして，私たちは個人的な事象を記述するための語棄をしだ

いに増やしていくのです。

さて，私たちがこどもたちに痛みについての単語の用法を教えるときにわかること

は，こどもたちの痛みについての感覚が不充分だとb、うわけではないということで

す。たとえば，それが腹痛とかその種の痛みで…・・つまり鈍い痛みのときは，その痛

みに対して内的で‘個人的な刺激は，“鋭い痛み"と L、う言葉を選び出し，その単語の使

い方がただしし、かどうかを検討したりします。しかしこれらのことは，環境がーー

すなわち言語環境がー，内的にどのようなことが起こっているのかについての必要
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な情報をもっている場面で，議初ii学習志オもたものです。そじてそれらの持基言語比そ

れぞれにふさわしい誘源を現在でも痕跡必じてもつでいます。

2人.，.-あいるいはそれ以どの人践にとって，司令7こがれに利用可能ではないよう従事

室長については無視しようとしてきた議淑笑絞主談者札 どのようにしだら個人的議事毒患

の叙述た分析し得るのかという点についても見逃してきてい家した。ウィトゲンシュ

タイン CWitt夜間steIl1)は，Jf篠には論淑実設定義務とはいえま佼んが，まあそれ

に近い人物だと総われています。しかしこの点?と関して彼は完全に賂途っていま

す。綾近，彼の之とをつぎのようにいう人もいます。その人によれば，1ウィトゲγシ

ュタイ γ比不拳tこも自己検隊 (self-Il1spectiOl1)のスキ…-"iI:"欠いていた。本来

痛みの記述とは，実際には痛みによる時び持である。しかし後札このときの?言葉が

個人的議事象をどのように表現し得るのかがわかっていなかった。彼は…寅L'L，九たと

えば3芸術作品に援したと~などに用いられる“美しい"とか“;発議な"とかいう形容

認をま，開設詞として学潔されるのだき論じた。彼によればそのときの間投詞は，補足

的な芸者援ちゃ顔の表情のかわりをするものである」というのです。

しかし，この緩の問題点札飽人的事委設についてどのでいど話され得るのかを隣自

iこすることによって，行動主義語が巧みに解決していますむもちろん現笑にはs手ょたち

はそれほどひどいことなやっているわけではありません。医者は忍務た。わがき経擦に痛

みを表現するのがどんなに下手かということをぜ知っています。正緩に護委かれていて利

用{滋鐙の潟い報告霊祭を入手するのは， とてもむずかしいものです。おなじことが情勤

めような身体的な活動についても当ては変ります。情動を記述するどんな総務も，な

んらかの務翰 (met乱phor)なのです。たとえばその陥喰の 1つはつぎのようなもの

です。「弘は気力駁惑寸ごすくIf舵1ebu1li母nt.)Jということは，彼がぷくぷくと泡立っ

ていることを3意味します。なぜならその表洩比ティ}ポットが泡で一杯、になって沸

縫している状態、になんとなく似ているからです。もう 1つの例をあげiをしよう。情動

Cemotiol1)が引き起こされた状態主いうものは，鋭い痛みや鈍い機みの場合のとき

のように，一き総際に?苦痛反応 (painfulr詰action)によって引き起こされたさまざまな

状態の 1緩のように思われます。もしあなたが OED攻守仏、て“怒号"や u恐れ"や

“霊童"や“燃しみ"といった挙畿の最初に霊祭かれている使用訟を見るとしましょう。

それらの挙訟は感情や情動の名前なのでしょうか? いや，そうではあっません。そ

れらの本来の笈味比反応を引き起こナものの名称であったのです。それでは笑際に

ある単誘を用いてそれが引き起こす反応について報告してみましょう。たとえば，悠

りとし、う埼季語比後初のうちは環境内のある種の混乱を主意味していました。 OEDに

おける f彼は病気や怒りにじ平まされているj としづ表現においては，怒ちは個人の

体外から佼入ずる病気めようなものてあります。しかしながらそれはその個人?と対し

てある反応 (reactioめを引き起こします。

OED によりますと“慾れ"とは，本来は災難や危険を笈旅していました。いいか

えると，恐れの感情を引き起こすような外部的なものだったのです。それがしだいに，
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結果主して起こる内約剰設に変えられて

弘主主命令愛しみ>， I主IEや負の強化路激と関連して:います九愛ずるどいうこ、と沈

ほ1Eめ強化刺激が随伴するようにと行動すると主主を意味じます。じかし7 愛という単

語が慾味するのはまず第一に愛ぞれ自体でおります。兵るなたが「君は恋人だ (You're

a love.)J というと~，この love としづ単語比 愛しているということを感じさ

せてくれるものであることを議味していまナ。可制r"とか“preciou語"という単語

は，愛している入たちに対して敬意を示すために汚いられるものですが，それらの単

語は本来は，“きわめてまれな" という意味でおり， 実際にかつてはそのように使用

されておりました。私たらは今日で、はもう稲子に対して， “precious"ということは

めづたにないと思いますが，かつてはそれはその人が潟穏な宝石と同じであること

ちiました。しかし，夜、たちは依然として“dear"とL、います。また，ど

んな手紙でも“de丘r'~' から書き始めます。そしてこのことは，このような書き出しの

手紙を受け取づた人ι 異様な感情を引き起こすこともあち得るのです。いまや情勢

のオペラ γ ド的分析の対象は，情動的なときに感じられる個人的弱激からさまざま

なものが活動じたときに実際にそのなかに含まれていたものの性質へと，坊ち a答えら

れています。おなじことが，オペラント行動そのものにもあてはまワます。オペラ γ

ト行動~"i内的に自発するものです。ひとりで行うもっとも簡単なオベラント行動比

“ひとちごと"であり設して，これはっさfのように簡単に誘拐ぞきます。あなたは，

言語し手と開き手の袴滋としてな?とかをいい，それな飽いてひとち楽しむことができま

す。そしてひとりごとをいっていおとをには，芸誌際?とそういうことが起こっているの

です。たとえば援の中で，解決すべき?問題を検討したり，なすべ~行動の計簡を立て

ることなどがそうです。ワトソ γCWatson， J. B.)が， [""私は闘分の音戸化されな

ピーチさと考えているJ~述べたのがこのよい例です。もちろん，

化されない持行動"であるといえますむ [""~之はいま，ひとりごとをいっている」という

のはたやすいことですが， [""私はいま，鎖の中で、自転王手をこいでいますJというのは，

そう衛星詳ではあり;j;せんo しかし，いま実際には自転車に祭っていなくても自転車に

乗ったとき くことは，なんとかでき設す。“id側"という主終緩は，ここの語に関

連じています。「なにかをするアイデアが浮かんだ (Theidea occurred to 忠告知

do somethin必見という表現がされます。しかし，その人に爽際に怒っているのは，

そういっているその行動々のです。だから「たにか殺するプンfデアが，ふと浮かんだ」

としづ表現は，非人称の it~と手ょたちが f衡が降っていますくIt is raining.)Jとい

うふうに用いるのとおなじように用いられます。そしてさらに非人称約?と「なにかす

るとL寸行動が，私に起こったくItoccourred to do something.; Th告加havoir

occurr村総忠告.)Jとか， r私が考えごとをしているときに，彼に手紙を議くことが

私に総こった (Writingto him occurred to me， as 1 thought of 30m:邑thing

or othet.)Jという表E隠さえ行かれることがあるのです。結局アイデアとは，まさし

く行動そのものたので、す。それゆえ，あなたが為る人にアイデアを与えているときに

129-



~t.:大文学部総喜善

は，あなたがその人に行動を与えでいることになります。そのときあなたは，ある，人

をあるやり方で行動するように護憲いていることになります。しかし情動の務会と荷

主義にオペラント行動にともなラ綴人的実務象は，…一食格行護舎の場合でもそ予なので

すがーーその沼語会取ち込んで、自分自身のものとする傾向があるようです。いくつか

の例を耳元ちあげてみましょう。たとえば towishなんかがそうです。 望むというこ

とは，行動ではないと態われるかもしれま姶んね? それはいくぶん，心的なことが

らかもしれ愛せん。しか とは，本来なにか得ょうとしゅて働く くworkfor) と

か，努力する (striv的とこと合意味していたのです。そしてそれが winという閥族

の単語にも関係しています。しかしあなたがかなちひんぱんになにかに努力してい

て，そのことに wishさと使うとします。そのときにはあなたは，こんどはこの単語

を，ある結梁に返事く行動にかかわりがあることはあるがそれほどははっきちしない

しあまり顕夜釣ではない行動に立さして用います。 towantとは，もちろんあなたが

欲しいと望んでトし、ることで、γ 必蓄をとされるものが不足じていることですotoheedと

は本米は嫌悪統制と関係があり，商傍jなことが起こるのを避けるためにあなたがする

ことです。 tobeli日veI主語源的には委託・公約 (commitment)に結びつけられ

ていますが，その commitm邑引はまた，だれか兵うるいはなにかと結びついています。

to lorigforは興味深い単認で、す。なにか合待ち望んで、いるということは，なにかが

起こっているからでしょう。この単語はもともとIE確には「ながし、あいだ，それを行

う」こと安意味していました。もしあなたがその種のことが起こるようにと，ながし、

あいだある行動念行っていたにもかかわらず，去さ励まだなにも起こらなければ，それ

はなにか念待ち望んでいることになります。そしてそれから，つぎにこの単緩の議、味

はかなうはっきちとした鱒人的な事象へと移っていき，ついにはあなたがたは“待、

認ん℃いる"と呼ばれる心的jff!.J穏が存殺すると感じ始めるようになります。 yearniぉg

forは，本来は欲芸還を表出することを意味していて，そのことに関しでは，まったく

綴在的です。しかし他人にま長られぬように静かにあこがれる (quietlyyearn)こと

も，もちろん可能です。 envy~土負けずに緩うことを意味します。あなたがうらやま

しいと思う人司こちは，あなたがそのようになちたいと隠擦にしている人たちであ 9ま

す。もっともこの主挙謡札笑際的な活動，肉体的な活動に用いられます。 sadは充分

に満足させられたく器ated)という し，すべての情熱が使い祭ずこされ，これ

以上なにもすることがないと Lう状態さどいいます。これらのものは，いわゆる感情と

呼ばれています。しかしこのような感情は行動と結びついてはし、ますが，その行動

の長実践で、はありませんし，逆に行動の茨出で?もありませんO したがって感僚とは，さ

まざ「まなオペラント行動!が行なわれるさいに関連して生起する俗人的刺激とたまたま

ものにすぎまゼんし，そのような行動の随伴物として説籾されるべき

俗人的な刺激とともに生起するものにすき<'i合会ん。

d-C，“認知"とはもちろん知識を;怠味しています。そして， それがどんな知識か

ということは別の問題で浴りまナ。そしてそれは，あきらかに私がここでこれまで言語
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じてきたこととと関連します。簡単な例を考えてみましょう。いまき経験籍の仁和の空腹

なネズミが，ほんのときた7弘壁から突き出ている挺子役押すとします。もしあると

きに，縫子宅ピ採で?と喜耳がもらえるならはふたたび挺子治:持されるようになり，つい

には何度も様子が持されるようになります。さて，いったいなにが起こったのでしょ

うか? 夜、はただありのままに務をしただけですが，認知心漆学者な満足させるには

ここれでは不十分で、す。認知心澱学者たちによれば，そのネズミは縫子宮押す&斜が出

てくることを学習したので、すc換言すると，いまやそのネズ、ミは挺予言ど押すと鈎がで

てくることを“知っている"というわけです。様子を押すと絵鍔事長縫が作動するとい

う随伴伎が，そのネズミを駆り立てたというのです。しかし，このような表現は，ま

ったく潟違っていますG 挺予を狩すと餌がt:l:lてくることを学習したネズミは，受践の

とき宇に挺子会得すにすぎまiせんG それは縫予言ど押すと，餌が出てくるからです。挺

予言旨押すと鱗が出てくるという幾笑t主.~去の実験裟援のメカ ιズムについての 1 績の

記述:であち iす。ネズミが獲得したものなんか，なに 1つあラません。たじかに，ネ

ズミはその装震に反応しました。そのネズミの行動はその装置のや?と入れられること

によって変化したのはたしかですが，その華経縫主主ネズミの内部にあるわけではない

し，どんな意味におい℃も，その裟震がネズミを知識の形成へと遂事いたわけでもあち

ここで“概念"としづ単言語が関速して数ます。たとえばあなたが，たくさんのスラ

イドをもっていると仮定しましょう o そのスライドのいくつかにはさまざまな綴類の

魚が写っていますが，加のスライドには魚ではなくて，別の動植物やさまざまな無機

物 .Eえま設などが写っています。いま，ハトが;魚の一一どんな魚で、もよいのですが一一

写っているスライドが投影されているキーさどつつけば餌をもらえて，魚ではないもの

が投彩されているキーなっつくと鋲がもらえないとします。しばらく訓練するとその

ハトは魚の入っているスライドには反応しますが，それ以外のスライドには反応しな

くなります。あなたはこのノ、トの行動を綴察し℃このハトは“魚の緩念"を形成し

たのだとL、いたく伐るでしょう。しかし， この“概念を形成した"のは実験道をなので

あり， ~皮tま彼のその概念に基づいて，ハト会，;11設をつつくと強化されそれ以外のものな

っつくと強化'dれないように装置な設定したのにすぎないのです。その綴念とは，そ

のき終験環境の冷?とあるのです。それは装援の l部分に?きずないのです。ハトにとって

ったこととは，このハトの行動は実験務である心理学者の概念によって作られた

1組の刺激によって制御されるようになったということにすぎません。これに関巡す

るのは，貯蔵庫。torag邑〉というまづまこく弓ミネな陪愉でナ。情報という言葉役人び

とがもてあそんでいますがき ここれは私たちの大ぎな欠点になってし必す。すことえば私

たちは警童話番号議撃を見て，事寄号をひかえて，部屋を横切って，電話のあるところまでト

行ってダイヤルな留します。このとき私たちは箆話警察ぷ?という機綴を， メそ用紙に貯

威しておきます。この場合， どのような窓味においても，その筆致話番号は頭の中に存

者Eしているのではるちません。もし番考会見ただけでメモを取らずに部墜を横切る場
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会にはよなんども繰り返し“心のや"で復唱して“貯蔵H .Lておかねばなりません。

このようなこと比 1育報ではる:ちま-1:!:ん。それは実擦の3言語行動そのもの?とナぎない

のであり変心て，その番号電ピ他の入にを告げて. Ef分が行うのと主替えま℃之うにその人に

ダイヤノレ安部してもらうこともできます。ダイヤルするようにと自分に向かつて番号

さどいう之ともてひきるし， 自分が終き写した宮家話番~危な見ながら自分?之内かつてその漆

号をしe、うこともできます。経験は騒のやに貯えられていて，必撃さとあればふたたび呼

び出すことがで、札魔法のように絞り出すことができるという根拠のない概念化Iま，

支ったく不幸な誤用であ台設す。このような不傘な誤解は，正確にそのように行うコ

ンピューよきの動作との類比伎によって一般的になりかかっています。しかし私は人間

の、脳ヶーいわゆる心{主，なにもしないものであるという考えをもっています。そ

えで起こ"っ〈いることt丸強化の随:伴伎が行動を変化させ，それによって行動はさま

ざまに異なってえるということなのです。それらのものは脳の中に貯えられているわ

けではないので，もし烈の議態がさた起した機会には，もっとあとで取り出されたり

周された、りすることが可能なのですo

ーTheAmericaκ!'sycholo gist誌に発表された最近の読者文に. r脳の貯造業記憶の分く

統性 (The，perman仰 ceuf stor邑dinfo夜間tio;pinth位 brain，)Jとしづ題名のも

のがあります。そのじいに，被験えきにある菜採古文のビデオテープを見せ，そのあと℃鋒挺

という笑験が述べられていました。もし質問券会:被験者に免

許証のことを緑ねると，そのビデ:t-の場宣言には免許証は出てこなかったのにもかかわ

らず，そのときの免許設についていろいろと述べる被験者が多いことがわかったそう

このことから，間途い情報は後験者の豪語の中にあったもとの情報を，はっきり

と醤き換えてしまうとしづ絵絡が導かれてきます。さてここで， νふたたびj脳が現れて

き11:ーしたね。実際にそのときわなたが体験することは， ピデオテープきど見せてそこに

日Jてきたものを尋ねているときにどんなことが起こっているのかとか，あるいはあな

ま起こっていることを知らせ，彼にそのとおり繰り返すよう頼んだと

っているのかとかにすぎません。催眠状態のときには，

る効果よりも大きいので，免許証についての認が出てくるのかも

免許絞があったかなかったか，そのどちらかが脳の

ずが，これについての質問に答えると弘毅霊会議は間違ったりするたけです。 2人の

かつて彼らの研究分野令つぎのように定義しました!

学の後究は，話者の意図が文化的に受容された符琴別信号に変換される 7P

り， これらの援を予が聞きそ子の解釈に変換されるプロセエ主であるよ というのです。 こ

の種の怒義を適用しょうどLづ立場から試みられている研究は，膨大な数にのぼちま

す。ーところで，話畿の意図jじはなんで、しょうか? それはどのように

れるので、しょうか'? tことえばある信号はどのようにして解釈に変換されるのぐしょ

うか?もこれltoもれほとんど然怒味なごとにすぎないのです。一このような考えには，

私の総意を後怒ずるものはまったくみち11:-1:!:ん。それではどうしたらよいのかといえ
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はこれまで私がやってきたようにやれば言議行動を分析することができまず。&それ

は，このような心的活動にを言及する Cとなく分析する券殺に単純な方法であちます。

またこれは，必的泰象から物理的導手銀へー~あるし、はその逆の援活きもー一どのよう?と

して辿っていくのか， という苦言倒な問題を引き起こすことなく分析できる亦常に単純

な方法であ争設す。

意味とL、う概念は，このようなやっかし、な問題を引き起こすものの 1つであり設す。

なぜなら鉱たちは行動に対して，霊童{学校'a:'与える綴向があるからです。あるさな液体が

ある特定の結果さどもたらすごとを行い設すと，私たちはJそれには意味があるといい立

す。たとえば，あなたは手紙を出すために鍛滋を歩いているこ、とがあるでしょう 0"そ

め告書滋きどき歩くということは，なんのためかというその怒味を知つではじめて重要なこ

とになるとされてい玄寸。もちろんその意味とは，その結果であち

という形式の中で，行動におけるなにか宏採し滋そうとする努力i't，その行動の際困

である総伴伎を無視する亡とになってしまいます。この場合の随伴伎は，まったく努

自であり設す。議うなずこは過去における総菜のために，い;J:ある場援でな?とかたずるの

です。それらは過当去にはあちましたが，いまの憐鶴tこは行動の中にはないのです。

変化意味という概念の認知心線学的使用例のhくつかは，ナイジエリアの霞鱒た

ちによ Q因習的な儀式を怒い上旬<'5... 金ますc ナイジ z ザプはそスレム文化の土地であり

まじて，そこの医師i';t，~患者を治療するために石板のふにコーランめ I 部分をチ祭… P

ます。ぞれからチ説ークで欝いすこ字会7j(で流して、治しその水を緩めて患

つまりコーランの 1部分の“怒;警告"は，治療薬とじてJ怠号警の体内に

採取されることになりまナ。意味という緩念の用法の多くは，類似の種類の滋諮が兵う

ちこちに用いられでいるときは，それを取り徐いても内容はそれほど変わら沿いよう

な 1種の“本;質"を仮定しているように見えます。

そのような原題のために振襲撃うことく加having) とは阪芸せされるべきむのとし

ての浬伎の分野は，郊の鍔題点合引き起こしています。もちろんこの走塁伎の分野と

いうテ…?辻現老とで、は認知心理学殺だちによって“主定員立くrule)" に照らし会わさ

れでさかんに分析されているものです。まことえば，あなたが率の遂転を習うと舎はだ

れかがあなたの隣に座っていて，あなたはま見郎や夢撃の人の教えに従います。そ〆じでも

ちろんはじめのうちは， ドライプ・インの駐車事場や問機おのどこかでは大変未熟な運

転若宮します。でもしばらくすると高速道路でも完余に滋転できるようになちます。そ

れはハメγノレを回したりブレ…々を踏むと，そのあとでどんなことが組こるのかとい

う強化の随伴性によるので寸。たんに毅郊にしたがうだけの運転から，強化の随伴性

によって形成された行動としての運転に変化したわけですο これ以もちるん大きとな変

化であ弘之の変化によってあなたは渡殿にたよるよりもはるかにすぐ、れた行動内b

濃かれるのです。そしてこれがたんに規刻を知っているどもいう窓除で知ヮている♂，J.{\"'~

う二どと，隠千宇佐によって行務会3変化じたとLづ意味で、知っている乙ととのあいだのF

議!J~であります。この 2~舎はまったく然なった行動マあり，設的には随伴性のブ子治:
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はるかに優れています。

パスカルはつぎのような議論をしています。ぞれは「どんなに優れた哲ザ者でも崖

から突きだした分浮い板 (plank)の上に立っているときには，その板から洛わること

があち得ないと論理的・物潔的に立証されていても，やはワ落っこちるのではないか

と恐ろしくなるだろうJというのです。その事態安論滋的・物程的に分析すると，そ

の板の上に立っていてもまったく安全だということになるのですが，ニユワト予のとナ

から人間の赤ん坊三どでの被験体における系統発生約な観点からの視覚的紙爆 (vi部 al

cliff)のような災験結系と比絞したり， これまでになんどか経験したことのある手寄っ

こちそうに感じられる場所の縁から自分が体会乗今出したときの僧体発生的な学習の

絡来と比較してみるとわかるように，現実にそのような事態に直話すれば論理的・物

理的な分析などは，まったく無力なのです。

さで， 私にとって本質的に主義裂な間怒は， いわゆる心的概念 (m開 始listiccon. 

C告がめから形成された人間の行幾分析にあるのではあちません。軍えたちは， Iアメリ

カ人には，目的という感覚が欠けてL、るj といわれるのたなんどとなく潟いていま

す。あなたもそれがアメリカ人の議犬な欠点、だというように，なんどとなく指摘され

てきました。その欠点を正す方法や， 目的感覚宏事童えつける方法についても，なんど

となく教えられて~ました。j:たネズミと挺子の務にもどりましょう o もし実験絡の

やにいま空腹なネズミがいで，偶然に縫子を押したときに線が出てくると，ネズミは

しだいに縫子のほうに肉かつて位概することが多くなち，やがて挺予をなんどもなん

ども押すようになります。この場合，ネズミは鍔をもらうという民的でそうやってい

るので、しょうか? 続的はどこに存在するというのでしょうか? その存在次元とは

なんで7しょうか? ネズミが挺子主主将し絞けるようになったという変化以外にいっ

たいどんな警察突があるというのゼしょうか?

オペラント行動という研究分野は，ある意味では図的の分野なのであります。この

場合の目的と払結来!とよる選択という概念とは結びついていない，いささか際線な

概念であります。あなたがたは生物学における目的や，人間行動における怠約に，多奪

球主と引かれる必要はないのです。ヂ (hand) の目的とは，物体を癒むこどではあり

ません。物体を擁む方法にはいろいろあり得ますが，モf-~旨用いて他人よちもより上手

に摺むことのできる人が進化の過程でより多く生き残号待るならば，手は進化してい

き，そして手は季語体さと上手に績むようになったのにすぎないのですα

もしあなたが現在のブメリカ人の行動を変えるつもりならば， 罰的さと変えようとは

しないでしょう。この関惑に取り緩むにはダースもの異なった方法があち

しょう。しかし4今日においてきアメリカ人の行動を強化しているものは，いったいな

んなのでしょうか? これらの行動に対する強化の随伴後は，はたして適切なのでし

ょうか? もはや私たちは殺しい霊祭に佼む老人たちのことをピ心配しなくともよいい〆

社会的安全憶もどうやらあるていどば保護E'ttれています。{陸綴繁華主についてもそれほ

どIL'配していないし，医療保証制度も一応もっています。このような状況のもとで
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は，私たちは本来は{際人の主主将に直接的に重喜さなことである管のとごとのためにさむ

行動しな《なっているのでナ。 19t悦誌では人びとは空援す満たすためには，働くしか

あり]:せんでした。食べ物をど獲得するために働いたのだした。ところがい設ではパン

のためには働かなくても，失業保険制度や役会保証制度が発達しているためま普流ずる

ことはあち愛せんc 人びとはせいぜいいま際分がもっているのよワも，もっとよいカ

ラ…テレビな交うために織くのにすぎま売さん。

このように現代においては，ある行動に対する強化の随伴伎は失われてLまってい

るのです。億人的の変化をあき雪らか?こするのは， じつは災惨 (entity)ではありまぜ

ん。それにはむしろ箆伴殺そのものが変化する必要があるのです輪。安から f綴仰の欠

如れま，私丈こら自身のなかに Zょたちの制度のなかに，私たちの生活方法に演するを奪

条 (tenet)のなかに見いだされるのであるJといわれてい家す。

とれはどのようなことを意味しているのでしょうか? なぜ欠如が見られるの℃し

ょうか? とこのことがまさに，現代における行動とされていることなのです。本た、

は成功したいと怒っていても，現実にはj成功衰の行動をそのとおりまねたりはしませ

ん。政終や宗教や倫理団体化thicalgroups) などによって設けられた競設立や家主主

に，ぞのまま夜従じているわけでもないのでナ。ふ私たちの行動乱随伴燃によつだ形

成されているのでもなければ，規則を強制する人たちによってコント担…んされてい

るのでもありません。そのことはヲここで私たちがはっきちいわねばならないことで

為り，またそれは務き警にもそのとおちなのです。

下もし役界が救われることがあきらかならば，人?穏な主残襲警にはならず，気おくなる

ようにと努めるに違いない。~理に実まして関かれている縫停で溺たされるようにと努

あ，絞らを裏切ろうとしている人たちをも機まずに，大きな目的によって緩かれるよ

うにと努める?と違いないj といった人もい設す。そのような曾幾は，まったく

であるときめつけてし支えば，人間というものはとても邪悪なものに見えますし，と

ても券』憶なものとも見えます。しかしそれは実際， 然意味なことなのです。なぜなら

ば，それは世界を救うためにどんなことをしたらJ::~、のかについては，なにも述べて

はいないからで、す。 世界をど変化させるためにはどうしたらよいのかといえば，それは

そこにかかわっている隠然後を変化させることであります。このことは，気潟いと呼

ばれるように援委撃ちような世界を議んでいない入がいるということを，元気味している

のではあり支社んo ]:丸特定の緩類の結果であワ，残酷と呼ばれ，結栄治:明白丈とや

り方で振舞うということでもありません。さらに，後ら金工事実をどもっているという限

りにおいて，信仰をともなって行動することを緩んではいないということを意味する

ものでもあワま伶ん。これが科学と迷儀式主どとの滋違であります。さきほどの 1節の

なかにはなにかがありますが，それはすべての関滋ったことを指摘しています。なぜ

ならそれ比{間々の人が主主治している世界のゃぶりも，むしろ人間鏑人の内側の実体

をぶしているからです。

燦史的に繰り返ってみますと，行動主義約な視点からいくつかの予想、をど見いだすこ
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とができます。フレデリック大去がダランベーノレのことを縫いたことがあち tます。 そ

れは啓畿運動の時代のときめ穏でしたが，それはこの立場にとても近いものです。よそ

れによると「人間というものは，知るようになるというよ与は2 行動ナるよう lこなる

のであるJといったそうマす。またドイツの務学者ブィとテは， i知っているが放に

行動するのではない。行動するようにと姿求されるが放に知るのであるjなどといっ

てい渡す。このような例は，いくらでも探し出せます。

ことはこのような符代に逆戻ちすることではなくて，強化の箆{向洋性について

私たちはいまや多くのことを知っているということなので、す。強化の随伴伎は，意義境

内?とおける 1つの経験という意味において行動を引念頭車喜久行動を設務しています。

その場合における経験と比種の場合は系統発生としての経験であり， i滋体の場合は

{濁体発生としての経験であり設す。そしてこのような随然性は，どのようなことがな

されているのかがあきらかな場合にだけ，わかるにすぎません。これ~では個人の内

部で起こっていることに視点が向げられていましたが，いまやそれは個人の外部で、起

こっていることやその潔境内で起こっている，魅力的で期待できる分野へと移ってい

ます。もし私が認知心理ゃについて 1つの批判をするならば，ぞれはまさしくこのA訟

であります。認知心理在学は繍人の内部のことに強い関心があち，非常に芸家婆な外部の

ことなまったく見逃しているのであります。

でも，彼らがいつもいつも見逃しているというわけではありまぜん。認知心遊学が

愛遺書な研究をしてこなかっ丸というつもりはあちません。もちろん，絞らは援要な

研究を行ってきました。また非常に締値のある研究も行ってきました。私のもってい

る不王子は，彼らは自分た、bのしたことな誤って表現してきたというところにあるので

す。彼らには， 自分たちのしていることがわかっていなかったのです。このことはコ

戸ンブスのこと念思い起こさせます。コロンブyえは自分がインドを発見したと考えま

した。彼が発見したのは，とても魅力的危新大陸でありました。みなさんが知ってい

るとおり，その新大阪ではそれからいままでに大変多くのことが起こってきていま

す。私たちは， iここはイン γではありません。で、もこの新世界とうまくやっていき

設しょうJ，といって彼の過ちを終すことができます。私の認知心理学に対する印象

は，認知心理学還またちはインドを採し求めている・…いつまち脳や心の中の過程をど探し

求めているということです。後らはそのような努力によって， まさしく魅力的な多く

の毒事実をあきらかにしましたが，それらは実際には行動についての毒事突なのであちま

す。その行動は繁晴らしい拡界でありまして，これからます愛す研究されるべき倣界

なのぞあワます。

ながいあいだ，どうもあちがとう。こわ〆から討論に移ろうと思います。もしあなた

が認知的分析と行動支畿約分析との関係をさらに知ちたいと思うのでしたら，きょう

の午後4時の;:;;.プスタイン (Epstξin，R.)の話を開くのがよいと患いますe かれは

Columbi説n simulation とミスプリントされた演題について報台ずるニ予定です。そ

れはじつは ColumbansimulatioIlが本当で，ハトの“潟次精神過程"についてのシ
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ミェレーションの話です。

質問を受けるために，座長が必要のように思いますが…・どうもありがとう。質問

者はここまで出てきてマイクを使うのですか?

質問者: ・・…聞き取れない……

スキナー: ご質問を繰り返してみましょう。つまりあなたは，あなたの行動はあ

なたの内部に由来するのかとおっしゃったのですね? 私の行動の場合では，それは

私の内部に由来するのかということですね? そうで、はありません。私がし、まお話を

Lているとし、う行動が， どんな意味においても私の内部に自発したものだとは信じて

いません。これがこれまで、50年にわたってノ、ーバード大学なとやの研究室の研究者たち

を悩ま Lている研究，読書，議論，討論というものを作りだしているのであります。

私は因果の流れの外には踏みださずに，人間行動はまったく環境の問題にすぎないと

主張します。あなたのおっしゃることは，まうた〈あてはま担ません。

質問者: 一…は，他のすべての現代科学とは反対に，推論に基づくよりむしろ観

察可能なことのみを扱うようにと，私たちに要求するように思われますO.物理学，生

物学，化学などすべての科学はー÷今日ではそれぞれなんらかの価値がありますが

一一，それらの科学は推論を基礎にして進歩してきています。しかしあなたが私たち

に要求しているのは， どんなことが推論可能かではなくて，たんになにが観察可能か

を述べているのにすぎません。これは，あなたの提案しているシヌテムの中のきわめ

て重要な基調であると思います。

スキナ あなたのご質問を繰り返してみましょう。あなたが述べたことはあ物

理学や生物学が推論をもとに研究をするとLう事実を，私が無視しているということ

であり"もし心理学か応推論を除外しようとするならば，それは心理学にとって太変

重要な損失となるだろうということですね? i観察可能なこと以外は論議オること

はできなし、J， とし、う論理実証主義者の路線を私は取りません。 きょう私がこれまで

に明確にしてきた論点は， 私たちがいままさに学んだ方法によれば一一個人的な

事象について述べることほ，認知心理学者たちが心的過程について行っている報告を

評価する場合にきわめて重要であるということなのです。

現在私たちが，人閣の行動を理解するためには推論が重要であるという段階にい

る， とは私には思えません。なぜ、なら，私たちにはププラディからマヲグスウェルへ

と，移行しなくてはならない基本的な関係がなL、からです。私はこれまで，理論その

ものに反対したことはないのです。それどころか，私は私たちの:人間行動についての

全体的理論 (anoverall theory)をもたねばならない， と信じているのです。とiの

場合の人間行動についての全体的理論とは，たんなる事実を集めそれを11慎序よぐ並べ

たものにだけではなく，一般に世界の中で起こっていることを解釈するのにも充分ほ

役立つもので、なくてはなりません。私はたしかに推論のようなものを用いることがあ
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ります。それはたとえば，ヲミ密飛行てたたちがそド慣でなにをどすべきかについて認し会っ

f?'に，私は彼らがき経際にする行動を縫怒したちすることがあるのです。もし

もあなたがきょう，地上に降ってきた放射線を治びたならば，一ー;地球に降り枚々徴

粒子なら字綴線、でもなんで、もいいのですがω←その降ってきたものからどのような感

覚安全じるというので4ずか? どんな感覚も生じをせん。あなたにもしも放射電磁気

学主主どの科学?とついての知識があれば，あなたはブラック・ホ…んなどのことについ

て言きをすることができみでしょう。しかしこれは，あなたが制御ナる談会はまったく

ないか，あるいは予渓nや制御が可能であるとされている毒事委裂を科滋Lても予測するこ

とさえもできないような，濁綾な研究分野に適F殺される 1径の解釈であります。私

はフトベラント心理学の爽議行動分析は，設さにこのとおりに行われていると磯徴して

い設す。あなたは実験祭で条件づけについてのいくつかの法慰安発見して……なんで

すか? 失礼ですが…

質問者: ……もしあなたが現宅況は研究が濁菱重なブラック会ホーノレについて推論し

たいなか…口もしあなたが学療のなかのことについての縫論を行しもたいならば，

tこ多くの選手突が存::tEずるのにもかかわらず内的滋穫を捻輸することに対する大きな抵

抗とはなんなのでしょうか?ソ γブソン CThompson)の研究を見てど7らんなさい。

後のE援における単一神経紹胞の記録に関ナる研究の諮です。まさしく学潔ぷ起こって

いるとする，この種の3経験事f7Uがたくさんあつまず。もじ推論が可能どとしても，私

たちが一度も見たことのないプラグタ・;t;…ノbについて，なぜ主主総することができる

のですか? そしてすべての人びとが経験じている内的滋程仁ついて，なぜ捻議する

ことがで診ないのですか?

スキナー: ええ，私たちにはともに可能だと慾い玄ず。あなたの質問とは，推論

というものがどのていどならよいのかということと，どのくらい多くの情報にその推

論は議づいているかということいぐす。私としては， どんな研究で、も神綴糸の研究につ

いては反対しま佼ん。 そして神経系について知れば知るほど，行動との関係が深くな

ることでしょうりしかし私の指摘したいことは，私たちが関心なもっている行動のな

かに合すどれている徽細構造には， ~託老をの生理学ではまったく手が綴かないということ

です。主義一神経紛胞の研究でさえ，それが大脳皮笈のなかにあり他の神経瀦織ととも

に活動しているとすると，その行動との関連を劉礁にするのはかなち蕗倒なことでし

ょう Q そしてこのようなことを考えると，まったく絶望的だと盟、いまず。ただしどう

してもスベキュレイトしたし、と考える人たちに対しでは，夜、は反対しません。しか

し認知心建会主務・のやっていることはそうで、はないと思います。私は概念的役神経系

について議しています。それは行動とL、う事災からずFワムげられ，そして行動の事言延

安説明するのに潟いられてし、ます。つ3まちこれは循環論なので、す。心理学において

も事与連学与や化学や，ある程度は生物学にも匹敵ナる緩念体系を作りよげることが可

能になれば，そのときにはそれは大変重姿になると!t'¥v'i'れしかし-ぷには心翌虫学は

まだその段滋に達しているとは思えないの℃す。数犯かむ建設診には，
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必要である基木的事実が不足しているからです。でもいまでも可能で、あるという望み

をもっている人たちは，進めてもかまいません。しかし私はこのような方法が，認

知心理学者の研究する主要な方法であるという考え方には反対であります。ハーパー

ト・サイモン (Herbert Simon)は，行動主義者たちは心理学をネズミなどの研究

に還元してきたと L九、ましたが，現在の認知心理学者たちは反応時間と短期記憶の 2

つのことに関してあまりにも多くの研究を行っています。だが彼らが認知心理学の発

展のために，この 2つの事例を選んだのは大変不幸なことなのです。反応時聞はまっ

たく行動上のものだし，短期記憶もまた同様で、あります。もしあなたが，コンピュー

タの心の中で起こっていることを推論したいのなら，それは一向にかまいません。し

かし，事実は事実であるにすぎません。事実とは，強化の随伴性に関する事実であ

り，この強化の随伴性という事実は認知心理学の分野にも適用できるだろうと私は思

っています。

質問者: スキナーはきょう，ここでは，自分の考えを明確に述べていないと思い

ます。この講演が始まってからこれまで、の時間とエネルギーのすべては，あなたが暗

黙の仮定をもっていてそれに従うように私たちを説得しょうどし自分の立場が正L

いといおうとするために費やされました。説得とは 1つの認知的機能であり，真実と

は 1つの形而下的な信念なのです。もしそうではないとすれば，あなたの本日におけ

る言語行動は，私たちがここでなにをなすべきかについて述べたのではなくて，たん

に私たちにアップルノミイの焼き方を教えたのにすぎないということになります。

スキナー: このことはなんらかの決定論的立場について，つねに尋ねられる質問

です。もしあなたの行動があらかじめ完全に決定されているならば，同様にあらかじ

め完全に決定されている他人の行動よりもあなたの行動の方がより価値があるといえ

るのですか? そうではなくて問題なのは，その行動がなにによって決定されるのか

ということです。私のいうことはつねに真実である， というつもりはありません。し

かし私は人聞の行動をきっとうまく研究できると思える，ある方法を提案して、司ま

す。きっとうまくいくと思います。それは人間行動の理解についての進歩の面で，あ

る方法で行動する人は，それとは異なった方法で行動している人の行動を理解するの

が同じ行動様式の人の場合よりもより早し、か否か， としう問題であります。私は私が

これまでしてきた研究を楽しんで、おります。私の研究はうまく行なわれてきたと思っ

ています。しかしそれは充分には理解されてはおらず，また充分には実現されては

いないとも思います。そしてもちろん，宏、はある立場を守乃ています。この認知心理

学についてのシンポジウム会場にきて，その立場を防衛することが私の任務なので

す。しかしあなたは，私の立場が完全に決定されているので可能な進歩はないと非難

することによって，私の立場を排除することはできません。あなたは，これまでの人

類の進化が完全に決定されているので，ある人がなにか新しいことをするなんてこと

は現実にはできないと考えるのですか?
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ぞうは考えないはずです。総菜による選択という全体的機念は Eつの創造際還で

あり支毎:tぶしか ぺ心"では追うちません。それは創造したち繍始した

りするようなものではありません。ダーウイ γ(D註rwiぉ， c.)

喜善な単語は起源…袋、ぃ『畿の起源Jであります。しかし彼の本は少生命の創造における

起源そのものについては，一論じるのを避けています。それと向じように" ;f!l，は内部で

始発するものとしての創造的行動のような行動の起源については，議論役するのを遂

げたいと，患のでいるのです。私はこれまでの行動の燦史た，系統発生約に， f濁体発金

約tこ注怠してみたいのです。

質問者 もじあなたが生命体とコンどふータとの類似性一つまりコンピ aータ

も緩験や記憾令貯蔵するという類似性ーー…をと拒否するのでしたら，設うなたは爽験動物

としてネズミを用いたいくつかの笑殺絡果をと，どのように3考えているので、Lょう3か?

たとえばある実験で比会関な潔境のもとで育てられたネズミと基金かな環境のもとで

宵でられたネズミでは，それらの皮質を解剖学的に調べると，登かな環境で育ったネ

ズミの皮質t主義しそれは袴経絡会がより発達していたためなので、すが ζ のことは豊

富露な経験は，貧しい絞殺よりもし、くぶん大きな貯緩場所を伶ったと給絡してもよいの‘

では日ー・

スキナー zそうですねH …，私がL、っていることは，貯歳場所は環境ではたいと

いうことです。質問な環境で生活しているネズミは，会憾な環境を

はありません。ネズミが委主~た環境に影響を受けているととはすこLか1:す。ネズミが

挺ミ若者ど持し餌を得るということは環境に影響会受けているのであってわ

と喜耳が悩てくるという“祭実"な貯えているわけではあ明支告をん。なにが美子えられる

のでしょうか? 事えには環境が貯えられ得るとは足、えませんι 爽際季これはとてもよ

い伊jで、あり設して， どとになにが貯綴されているのか，だれ』こもいうことがで、きませ

ん。もちろんa 環境によって脳は変化し，ts:.んvとあるかは泌としてたにかを貯えては

います。それがなんで、あるかということも貯え始めていますか

質問務: ……あなたは lつの心的状慾としてa 絡日命令あげましたが……たとえば

幾蓄のように降伏を適しでほとんど普遜的に用いられてレる縞物を，あなたはどのよ

うに説明しますか空 たとえばもし機紛がなかったとすると 2 シ苫 - 1スピアはどん

なことになるアでしょう α綴文はなくなってし安いりい総輸にはたんなる“心的思考"

ではないなにかがあるに違いないと怒います。

スキナー: このご質問に対して，閥解なお答えがあればいいのでナが…日。ご質

問は「係数紀にもわたって，あなたの見解とは対立するJl解が非常に成めして

とを"あなたはどう説腕できるわかj ということですね。私たちは〆ーウチンがいずこ

のと絢じ立場?にいるのだと慾いまナ。ダャウインには，人r.. 1t主動物のヰニ!の 1つにすき1

ないのだ， ということなあきらかにするとしう浅草年としてはきわめて倒難な問題があ
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のことは行動の場合でもゴまった《問じだと思います。私たちが

長交じ遂げてきたことに焚任があった， とL、う若手えを私は捨てたくないのです。私たち

は残念ながらあま Fちにも幸福すぎて，自分たちの行っている懇いことにも責任がある

のだ，という考え方を捨てられ愛せん。私たちは自分のわるい行動は，態い環境やその

緩の環淡で宥ったためなので許して捻じいと思っています。しかし?自分が繁しい絵を

描レたときには，それはよい教示やよい教育さざ受け主こから-:C:'あちゅよい絵具などを乎に

いれずこからあたりまえだ， とはいってほしてないのですて。私たおは是認 (credit)が

ほしいのです。このζ とが私の議いた官爵a3への挑戦』というヌドの主要伝子一?であ

ち変す。…科修の発達?主人調行動の原因をあきらかにナることに立って， 1騒人の室主献を

減少さをるように恕われてお弘それに対じで私文こもは抵抗してい設す。その総菜と

じて現れてくるとこどの中には， とても単純な理治から罰'frf自い続けてきたこともあち

ます。もし振舞いが悪いからとじである入を約して，その結果その入金ミ行儀よ《振舞

うことになヴたとすれば，その人はよく振舞うというまを認を得るわけです。しか、し

も，しもあなたがだれもかれもがかならずよく援舞う敗界をfヤり上げたなら，その人た

ちはよく振舞ってもそれはあたちまえで，とくに是認されるということはあち家せ

ん。そこで私たちは箭を用い統けてお払 T.S.品リオットカミL、っているように，

だれもよく振舞う必姿がないという世界を非難しているわけです。そのように住む人

たちを事えたちはたんによい人たちであると L、うだけであって，そのような数然では是

認は予感られまぜん。

質問者 zあなたが“是認"という いますと，いくぶん認知的であるよう

に思われますね。 d"'C，私の第一の質問は….T人がどのようにして

学ぶのかj とあなたはし市、ましたが，あなたの「まず第 1に，従うぺきま見剰によって

学習する」という数現が，彩、にはつじつまの分わないように思われます。も lしもま活剣

語喜怒解きれないならば，人憶はどうやって茨刻?と従うのでしょうか?o
スdドナー: もも手遂絞殺苦言う人があなたの使っている?委譲を認せないなあば2 あな

たはその大に講を運転すること会教えることはできないし，もしその人が規則には従

わなくてはならないということたまだ永潔Lていなかっsたり，運転で、診るだけの理牲

がなければ，その人に率の選車認を教えることができないのもあきらかです。競別に従

えば強化されますが，従わなければ約されるのです。これはすべて俗人のやのことで、

あります。ただし貯蔵されているわけではありません。それでも人間は変化してきた

し，綴史の所長長モあるよ閣の 1績であり，そのことが灘転を教えるために波別を使う

ことのできる滋出であります。

もしあなたがそうでないとすれば，あなたは規則会用いることはできなかった勺し
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。焼郊に従うた授与t司氏 'i'"、つも主主闘がなければな

九緩慢者 μ'i，; それはそうですが強烈はγ

それらの議緩の滋手震を，規則に“例外"を作って緩めています。

くadすice)"のようなもっと衛総な側交取り必げてみましょう。

もっとも初期の鋭射の 1つは，坊をまだったのではなし、かと思い支切れもしあなたがお

いしいフランス料淑が好き?ならば，ノレ…ブんというレストラiンにいくのがよいて、しよ

う。そうすればそ γ十リオーんのあちこ宅与をうろついて， iずフランス料理の腐を見

つけだし，最後においしい胞にめぐちあうという，とてつもない密滋を経験しなくて

すみます。これは強化の随伴経に関する記述であ争まして，そこへ行けばあなたはお

いしいブランス料瑛によって強化冬れます。こういっ主こからといづて，その広からお

金をもらっていませんよ。私は昨晩その胞でおいしい食議事をしました。それだけで

ナ。この例は私の行動を説明しています。もし助~~滋がこれまで、によい助言合与るこ

とがなかったなら智その草b1ぎにはだれも従わないでしょう。

結泉?となiJiすがg もし従われなければなにも起こりませんo あるいは，もしその幼

設に従っ ずかったなら，あなたはもちろんその助笥にそれから

は従いまそんο だから助言さと与える人のいうとおちに従っているかどうかは，その幼

震に対して，過去に自分や自分のような人たちにどのようなことが起こったかに依存

ずるわけです。

このように説明してきても，依然としてあなたはネ綴ではなさそうですね。もうす

こし討論者ピ続けましょう。

後問者: 私はつい際B起こった例外、~兵うなたにお知らせしましょう。拡は現金が

なくなったので，小切手を現金にしたいと沼、ったわけです。しかしもう銀行がしまっ

たあとだったのです。そこで私はぶナヴぉンチュア・ホテノレのあたワで従うべき“規

則"を探していました。そして私は綴搬をえ安た人に出会ったので， rrどこで小切手を

現金に換えることがで、きますか?Jlと主導ねました。後は『ホテルへ行くとよいでしょ

う』とし、し、ました。そして『そこで現金に換えてくれるでしょうJというので、令。私

は rrきっとホテノレ側札 私がそこに惑星設を取っているとしづ薮拠会欲しがるかもま語

れませんね?JlとL、ぃiナと，彼は Zいし、え，そんなことはありまぜん。行ってごら

んなさL、現念にしてくれますよ』とゃいました。でも彼は間違っていたので、す。ホ

テルでは積治客でない私には，現金に換えてくれませんで、した。

スキナ あ式立たは後が警警災'g'だったといっているのですか? あきらかにあ々

たは制球主古溝た人望つまり警警察官の助言に従う傾向があると思います。……でもそれ

は重姿なこ与ではあり支ぜん。ザ絞的には，すことえばこの会場めような場所ぐは，タ

くの人i:J:.制服姿の人の助言?と従うといえます。後らが制服役落でいる藻闘もそこにあ

るわけです。
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質開表 Z スキデ吋i専念，つぎは認知的療法 (cognitiy患 th符知的 iについて

間ですe あなた広.，rP'J的禁象の護論としその認知的理論の儒緩 (v~ue). おご現在の

認郊療法，たとえば Aぬれ BeIlackや Albert EIlisめような人たちが禿つけだじた

認知療法0)価値とは，まったく異なるものであるJというのですね? もしそのとお

りなら，あなたはどのようにしてその阪総会正当化ずるので、しょうか?

スキナ 訟は認知的療法について，あまち多くのことは知りませんc しかし

洋認知的療法に対しておとなわれてし必おもな熟議室札誤解によるものだと私は思い

ます。私は…度として，人の行動をシェイピングすることを示唆したことはあちませ

ん。たとえ，あ注たがその行動のよそデノレとなることができたり，なにをするべきかを

他大に伝えることができるとしても，それは大変骨のおれる滋重量であちます。私たち

はかなり幼いこどものころから，モデルの行重左右模倣するという行動を作りあげてお

りますしやはりきわめて幼いころから教示や規燃や助言などに反応ナるとLづ行動

を作ちあげてきています。だから，非認知約療法において患者やクライ品ントを逃れ

てきて，なんらの行動をも示唆必ずに強化の随伴性tこ長遣する研究官ど始めるということ

にはなりをせんG 弘は f技術と教育』という本の中で，行動の始発を論じています。

“行動"は強化され得るという環磁で，あなたがたは行動会排徐してい3ます。そし

てそう戸リングや規則や教示や方向づけなどという概念をももいて，行動とL、う言葉を

排除しています。主主は認知的療法の多くの領燦で， どんなことが行われているか知与

ま司会んが， しは認知的療法?丸それなりに会埋的なものだと慾います。いわゆる

合理的なことがま一つまちその原問ょっもその理尚を求めたがることなので…一一

あなたがすこが髄手手段よりも幾刻な重視しているような場合では， とても単純です。お

おまかにいえば.強化のi慾伴{由主行動の涼凶であり，総耳目は行動に対hずる主主出吋ごあち

ます。しかしこれで、は行動の原図である髄{半数含記述したのにすぎt主性ん。しかし

私たちが後倣や，他人の助言，警警官身，処1ft:謬11，規長ij，法律などによって学んできたこ

とや，それらを人びとに教えることなどは，文化にとっては膨大な節約になちまナ。

それは政府の作った法徐や，科学法則の場合でも悶様です。

U3護関者^キナ一教授， ま

ずごもっ wていないという，あなたが行った心理学の技術的状態についての本日の講演に

ついては怒解できたと思います。て市本当にあなたは知能のようなものが，滋完全会議

ように，将来いつか生涯学的変数から説切で診るようになるだろうと考

えているのて、ずか。

スキナ…: ニのご質問は，将米私たちが知能ミピ生理主学f/)変数で説明することがマ

きるかどうかということです。家Lは“知能"と呼ばれるものを説草与したいとは怒いま

せん。夜、はあなたが知能と呼ぶ種類宅〉行動と，そう日予ばない行動についてはっきりと

ほ虫りしています。知能とは，普通比現夜の強化の1¥迄伴1濯を満足するかどうかという

ことに関連LLe、まナ。それは， 11間人や種の発然学的な特徴で、もあちます。現在のと
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ているとかJ人織の中勺も郊絡が媛

3主-C"褒笑

A設計1詩や政治家や悶八..if'主主設に!佼

号撃されている人たちに接する人みなどは，いつも知能の傍人差の問題に際面している

わけです。すべての人のための料耳患の規員立はあり得ま佼ん。あなたが知書ちま呼んでい

るものの場合もそれとおなじて¥裁郊の中の lつなのですc すばやく学習して混乱必

ずにいつまでも保持ずる人もいるでしょうしいつまでもさ学習て、きずやっ主党えても

すぐ忘れるひともたくさんいます。彩、は， ぷ今ケ呂測ま惣夜され

rゆhの立本ド質約に勾富配5カが:一定紗マCあ2る3ものに5緩愛換iき写れるもので、あ2るらと護考ぎえ vて亡μしい、iまます。 この場

合の符動過程とは，どのようにしてすばやく学潔さ払どのよ与な種類のことが学習

され易どのくらい長く 滋乱するのはどのくらい容畿なのかというこ

じている込のであります。

襲撃，向者十それでは，あなたは……本長霊的には知能の“認知的"解釈もど批判してい

ることになります寸

スキナ 私i.;t知絡の認知的解釈が， どのようなものか知りません~界選まにいっ

て私は認知心腹浮について，それほど充分には知らすミにこれ支で守昔話してきました。

、ません g・れいそうですね…日

告費濁寺普: あなたがi機倣行動を現実によく あなたの“目的"というよ

うな設業を潟いるべきではないとしづ主張は，崩線してしまうだろうと私?とは思われ

ます。とくにこどもやチンパンジーの模倣行動の場合がそうです。あなたは，生活体

ことによって強化されるとし市、ました。しかし比較的遣をい個体がおeな

の綴俸がある援の課題をうまく遂行しているのを見守勺ていて，そのあとで一一つま

り遅延機倣行動の場合勺すが一一知機倣行動をしたとしますと，その繍体はたんに見守

Jフ されたことになちますのチ γパンジーの場合では，あたかも“自

的"を波書卒して行動電ど自発してし、るかのようにみえることが多いのです。その“目的"

行動のうちのいくつかは，かつてその個体て、銀察されたことのあるものですが，いく

つかのf;j動はこれまでまったく観察されたζ とのないものです。またいくつかの'rT重き

はe 回擦を遂泌するたぬの特定の方法に固定!としていきます。

たとえばある"TYパンジーは，かつて一度私が絡を扮いあげそれた汚いて簡のやか

ら餌念持し出すのを観察しました。彼はあとで、棒た取らすFにレンチを取守てしまいま

した。でも，そのレンチではみじか過ぎて餌な狩し出すことはで設ないのですが， と

にかミ衡の中にシ‘ノチ食入れ，首賂よく叡さと取り出しました。レ γチは筏密主中宏滑っ

てい~，結路J 機と隠~機能をじたのです。しかしきこのチ γパンジーは私ぷ棒やレ

γチを絞らずのをJ，!.たことはありませんでしたし，もちろん

をしたこともありませiんでした。彼がやったのは，私がやってみせたのとはまったく

到の行動であちます。だから私たちには，とこのチンパ γジーは，心の中にチぉーヅか
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毛ら2喜餌耳を取り出すという

パンジ…tは主， 強イ化じの随伴俊でで、tはままつ式たニく説8関司可で合3き?ないような行動苦たピじずたこので
スdネドナ一 z 私もその“事実n にはi荷奇意しi笈Eす。 ああ‘なたカが1、しい、三交主主お吾話になつ主たこ著事手実香をr 

ミ夜5怒はしませんo しかし弘は， この事実を解釈するために

だとは怠いをせん。“問機"とは“g約"や“意図"のよう 築の

うちの 1つであちまして，実際には必蓄さとは窓えj;せんo r関察指向行動Jとは，あ

る遜去の潔境下において生じた結果と類似な結薬会，現在のそれと類似している環境

においてももたらずであろうとい予行動にすぎません。模倣という婆索が存寂し，ま

た，この且ピソ…ドのやには他に説明すべきなにかがあるかもしれません。しかし，

あなたは，後は遼成されるべき認擦を理解していたとれその潔解がこのような行動

へと導いたとか婁などのことをその“事実"に付け加えてはいけないのです。私Eまも

っとよく観察したいと，思いまナ…日(会場内よち発澄者:……他方では途成されるべ

~êI擦があった…日一一一聴取不能一一〉どんな場合でも，あなたは説経の給条?とよ、っ

て，いj;行動しているわけではないのです。私たちは，過去の類似の潔境における類

似の結果によって，いま行動しているのです。ネズミは鱗を得るという混約のために

挺予をど押しているのではありません。ネズミが挺子会狩すのは，縫子を押ずと留が総

得して提示されるからなので・す。あなたの機会のチンパ γジーは，私がいまここでは

すぐに分析することので‘きないある理由で，あなたがいま事長会したようなことを行っ

たのです。で句も，季五はこれらの対象物を操作している長い緩援を分析しずこいですね。

あなたの模倣性そうr9ングや，その他も加えて…円。事えはいまここでは郊の説明をす

ることはできま佼んが，っきヂのようなことは械かなのマす。あなたがたは，チンパン

ジーが遼成されるべき箆糠を理解するということはとても重要なことだ，と述べるこ

とによって，爽託的研究をはかどらせる手助けをしなかったばかりか，

を滋れさせている，と私は思っているのです。あなたがいまのような質問をするとい

うことは，充分に季?学的な観篠宮していなし、からだと，患い設す。莫突きと発見しぺ亡くだ

さい。……なんですか?

号室問者: 彩、には，それが私たちのする必撃さのあるすべてのこととは怒えません。

私たちは，務提条件〈叩tecedentめを探'dなくてはいけないと患います。

スキナー: しかしあなたがある行動をど“認知的"に説明するとしますと，それ

は将来の研究活動を抑制するはずです。たとえばIrtJ:ぜきょうここに~て，私の話を

聴いているのですか?.Jlと私が尋ねると， If'聴きたいような気がし主こからですJとか，

f私の心がくるようにと命じたからマナ』とあなたが答えるとします。そうすると私

にはもうこれ以上なにも尋ねることは為りまぜんO おわかちでしょう。ある行動をそ

のひとの心的状態に基づいて説明するというー絞的な傾向は，それ以上の分続的質問

な封じ込めてしまいます。これはとて ると思います。
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質問者: これは無作法な質問に閲こえるかもしれません。そうは聞こえないこと

を願っています。行動に対するどんなアプローチでも，たとえばあなたの方法でも

Paul の方法でも，どんな方法でも私たちが聞いた報告をすべて説明することができ

ることにあなたは気がついていると思います。だから 1つの視点だけが強力だという

ことはないように思います。もし私がハーロウ (Har1ow)を引用するなら，それでも

すべてが説明され得るでしょう。ハーロウは何年もまえにつぎのようにいっていま

す。 f1つの問題点は，方法がゴムでぐるぐると巻かれているので一一融通がききす

ぎてーーなんでも説明できてしまうことだ。つぎの問題点は，その方法が実際には，

積極的に個別的 (differential)な予測を行わないことだ」私たちは依然として，偉

大な定義を用いていますが個別的な予測を行ってはいません。個別的に予測できると

ころまでは，現在の研究視点が発達していないのです。このことは，私たちすべてが

残念に思っていることです。新しい研究視点からアイデアを生み出すのだ， という考

えをもつことが重要だと思います。発見的研究視点が大切なのです。真に認知的な研

究視点一一それは「後がそうしたのは，そうしたかったからだ」などという単純な立

場ではありませんー一一における発見的価値にまさしく対立するものとしての行動主義

の研究視点における発見的価値について，あなたのお考えはどうでしょうか? ま

た，前提条件に結びついている行動の豊かさを得ょうとすること以外に，あなたには

なにがあるのでしょうか? 私たちは歴史を振り返って見て，前提条件という概念に

賛成しています。しかし，環境や随伴性が，今日までもたらしたこと以上のなにか

が，行動には存在するのだと私は信じているのです。むしろ，生活体はある種の統合

性をもっているし，生産し，創造するという，ある種の生成能力 (generatingpro-

p巴rties)ももっております。そして，あなたはそのことに反対するとは思いません。

いかがお考えですか?

スキナ 私はロパート・エプスタインが今日の午後4時に話す予定のことにつ

いて述べることで，このご質問に対するお答えにしたし、とL、う気持ちに駆られます

が，ここではお話しないでおきましょう。しかし私はこのことが，ごく単純な

(simple) 生活体でシミュレートできると信じています。いま，ハトはチンパンジー

よりもはるかに単純であるということを，強化の随伴性の新しい使用法によって仮定

することにします。一一ほんの小数の人たちだけが一一わずか 1ダースの人たちだけ

が，アインシュタインを理解することができるということを，かつて述べたひとがし、

ました。私はその 1ダースの人たちの 1人だとは思いませんが，エプスタインが今日

の午後に発表する実験のいくつかを考えつくことができる人聞は，今の世界に 1ダー

ス以上はいないと，あえていっておきます。

みなさんはプログラムされた随伴性による行動形成について，非常に多くのことを

知らなければなりません。もしだれかが挑戦して，この12人のうちの 1人がここにい

るのなら，私は喜んでその挑戦を受け入れましょう。 1人より多L、かもしれませんが

-もしあなたがたがそのことについて質問するのでしたら，私はつぎのように答え
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たし、のです。 fよろしし、"dて，

観察してみましょう。ふなたは今5の午後の発表で，ハトの行動についてのさ終験報告

を聴くでしょう O これはきわめて議姿な報告で、づれこの諮を潔いて，もしあなたが箆

伴伎の強力殺について充分に理解で、きるなら?もはや六内的"とか〆創造的"などの

、℃しょラ迎

撃堂書喜善22 もうひとつ質問主どして，私のはこれで終わりにしましょう。をょうの話

吃あなたはシミ泳レーションという議案を{縫ってiぎました。あなたの滋点にしがみ

ついている他の人たちも，乙の苦言葉や模倣という設業は絞っているようです。あなた

が狭い定義で用いている，だれかがな，んらかの行動をシミュレートすることがで、ぎる

ということならば，別になにも問題はふりま佼ん。しかし，シミュレ…ションとは，

それは重量い設楽

ミ品レーション~ì the sam告で anid叩 tityな結

らに前提条件を分析しなければならないし，その締

りません。すこだたんに行動の挙佼のシ;ュレージ g シ

セ検討ナるだけではいけないのだと思い設すG

を入れておく

ユプ久タインと私は私たちの!:f:l版物のやに少々 風刺

コンピ品ータ・シミ品レーショ

せてはいますが，シミュレーシ祭ンとし、う言葉をたん?と楽しみのために用いていま

す。憲主たらはコンt:"，-ータをF惑いて自然若草汰のシミ Z レ…シ g ンのためにブ口グラム

ずることもできるしオペラント灸件づけをブ口グラムするとともできるし，さまざ

まなことをヅログラムずることができます。そして混在g 総たちは“認知的"過程を

生活体上で、“ジミュレ…ショソ"しているところなのです。しかしいまのところ，認

知心理学の領域でよく行われているシミ"'-Lノーションは，人闘の被験者や類人猿にお

ける“認知的持行動のシミュレ…ションである，とはとてもいえないのですο しか

し，この"認知的"行動のシミュレ…シ認ン比いくぶん系統発生約に低次の動物で

あっても，随伴性会:遜切に配置されていiますと，ハトにおいですら吋ーサんやネズミ

ではもちろんですが一-充分に生じ得るのです。私たちの行っているこの研究のとて

も簸婆なぷは，“認知的"行獲さのシミコレ…ション研究者ど~誌をの段階ではまだíだ

不充分な，無機物のシリづンで作られたつンビュータを用いてではなくて，まず人間

と同じように神経細胞から作られた島請をもっ生活体としてのハトを用いて行なおうと

していることなのです。そうするとみなさんは，季五たもがノ、トのE誠一一小指ぐらいの

大きさ;"eすが一ーにおける「創造主的認知的活動J'{と，終夜してし、ると非難するでしょ

う。しかし事えはそのようなものを段分で研究しようとは，まったく怒ってい玄せん。

資問者: スキナ一教授，夜、が不思議に思うのは，そのように長い金子月のあいだ，

あなたの行動~絞った方向に毒事き統けたものは一体なんなので、すか?

スキナー zそれはもちろん，強化の随伴伎です。私君主前進さゼ続けるためには，

-147-



i年に約工皮だけ強化されればそれで海分なのです句。、

RECOMJ1ぜENDEDREADING : 

AP A MASTER LECTURE SERIES ON COGNITVE PSYCHOLOGY 

Steaker : B. F. Skinner 

Topic : Cognitive psychology : What's inside ? 

Articles: Skinner. B. F. Why 1 am not a cognitive psychologist.βeha・

vioγism Fal1， 1977， 5， pp. 1-10. 
Skinner， B. F. The m且むhin巴 that is n:ian. Psychology Today， 
April 1意的， 2，22-25; 60叫 63. (Also reprinted in Contingencies 

of reinforcement: A theoretical analysis. New York : Appleton… 

Century-Crofts， 1告69，担$“TheInsid邑 Storyつ.
Skinner， B. F. Behaviorism at fifty. Sεie符ce1963， 140， 951-958. 

(Also reprint邑din Coniingencies of reinforcement : A theoreti二

cal analysis. N告wYork : Appleton-C邑ntury山 Crofts，1969.) 

Books: Skinお記r，B. F. About behaviorism. New York : Alfred A. Knopf， 
1974. 

Other : Skinner， B. F. & Bl乱立shard，B. The probl邑mof consciousness-

a debate. PhilosoPhy and Pheno持zenologicalresearch， 1967， 
27. 317-337. 

-148-


