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序章　動物の連合学習研究の意義と本論文の目的

　遺伝的な特質と経験の影響は有機体の行動を特徴づける2つの要因であるが､高等動物

ではとくに後者の比重が大きいとされる｡経験に基づいて獲得された行動すなわち学習行

動には､たとえば単細胞動物の条件反射からヒトの言語行動にいたるまで､少なくとも見

かけの復雑性においては大きな幅がある｡行動主義の時代においてはあらゆる有機体の行

動は刺激(S)と反応(R)との間の連合という単純な原理によって形成されると考えら

れ､したがって心理学の対象となるすべての行動を包括する大理論(grand　theory)として

いくつかの学習理論が提出されてきた｡だが行動主義の終焉に伴ってそのような大理論は

衰退し､また学習行動はいかに復雑に見えるものであってもすべて連合の機構に還元でき

るという極端な仮定も影響力を失った(たとえば､vauclair,1995;　Pearce,　1987a,ただ

し､反論としてたとえば､Macphail,1998)｡

　しかし他方では､高等動物においても(自身の行動を含む)事象間の関係についての経

験に基づく行動変容､すなわち連合学習が適応にとって重要な役割を果たしていることは

疑いがない｡たとえば､我々は昔から気象現象によって翌日の天気を予想し､あるいは海

上での進路の決定のために特定の星の位置を手がかりとしてきた｡さらに､このような基

本的な学習行動の基礎には種を超えた一般的な機構が存在すると仮定することは､あなが

ち根拠のないことではない｡たとえば､通常は原因は結果に時間的に先行して経験され､

あるいは客観的な因果関係にある2つの事象は繰り返し時間的に接近して経験されやすい

といったように､適応的に行動するために経験から事象間の関係を推測する際の原則は､

種を越えて共通である必要があろう(Dickinson,1980)｡

　このように､種を超えた一般的な学習機構の存在を連合学習という限定された範囲内に

おいて仮定できるなら､実験動物を用いた研究は､少なくとも遺伝的特質と実験事態以前

における経験をある程度統制できるという点において利点をもつ｡そのような理由から､

現在においても連合学習の形成過程に関する実証的な研究の多くはラットやハトといった

実験動物を披験体として用いている｡また､この研究領域はおもに上記の歴史的な経緯か

ら現在でもきわめて理論主導型であり､後に詳述するような多くのモデルが提出されてき

た｡そして､これらのモデルの各々から導かれる予測に関して多くの実験的な検証がなさ

れてきており､それらに基づいたモデル聞の相対的な妥当性を巡る議論が繰り返されてき

た｡
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　しかし筆者は､従来の理論には個々のモデルの妥当性を検討するのみでは明確にならな

い､多くのモデルにむしろ共通した問題､とくにモデル化の前提となるモデル観あるいは

行動についての視点にいくつかの根本的な問題が存在すると考える｡本論文の目的は､連

合学習の領域における現代の理論､なかでも明確な予測性のために定式化されたモデルに

ついて､それらの問題点を実験的検証を通じて批判的に検討し､連合学習に関する現象を

より包括的に理解するための新たな視点の可能性を提示することにある｡

　なお3部8章からなる本論文の各章は､それぞれ以下に示す既刊の論文をもとに再構成

されたものであり､したがって本論文のために実験あるいは記述を追加した章もある｡

第1部

　第1章･第2章･第3章:石井(1　9　9　2,1993)

第2部

　第4章:石井(1985,1990)

　第5章:石井(1984a,1984b,1986)

　第6章:lshii(1999),

　　　　lshii,Haga,&　Hishimura(1999)

第3部

　第7章･第8章:石井(1995,1998)
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第1部　動物の連合学習に関する従来のモデルの批判的検討
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第1章　1960年代までの動物の連合学習に関する理論的対立

　歴史的に見れば､20世紀の前半における動物の連合学習に関する理論は､心理学全体を

支配する一般理論(general　theory)と考えられていた｡なぜなら行動主義はその極端な経

験主義的観点から､学習行動の原理はあらゆる有機体のすべての側面の行動に適用される

と主張していたからである｡逆に言えば､その時代の(あるいはその後の)個々の学習モ

デルがそのようなドグマによって歪められ､誤った方向へ進んだことは明白である｡した

がって､それらの理論を現在のこの領域において示される具体的な知見に照らして評価す

ること自体はもはや無意味であろう｡

　しかし後述するように､筆者は現代の連合学習のモデルもその根本においては未だ行動

主義の影響を受けていると考える｡そのことを具体的な実験的事実の説明におけるこれら

のモデルの難点を示すことを通じて指摘することが､ある意味での本論文の目的であると

いってもよい｡したがって､現代の連合学習のモデルについて述べる前に､動物の連合学

習に関する過去の理論的な対立がどのようなものであったかを､とくに本論文と関連する

側面について把握しておく必要があると考えられる｡

1-1.動物の連合学習の認知論的モデル

　現在の心理学では認知論的な観点からの研究とされるものが数多いが､それらの対象と

する現象は非常に多義にわたっている｡動物の学習行動に関しても様々な｢認知論的｣研

究がなされており､何をもってそれが認知論的なのかを厳密に定義することは困難だとさ

え思われる状況である｡しかし最小限の共通項としては､以下の点をもって認知論的な視

点だとするのが妥当であると一般的には考えられている｡すなわち認知論的な立場では､

行動は現にそれが生起している時点には存在していない刺激によって決定されていると考

えるということである｡したがって､たとえばある反応がその生起の直前あるいは直後に

生じた剌激よりも､むしろ過去あるいは将来のより長い時間にまたがる刺激の系列あるい

は確率といったものにより大きく依存していることが示されれば､それは動物に認知過程

が存在することを示す証拠だとされる(Bolles,1979)｡

　しかし､このような定義に従えば学習そのものが認知過程であるとも言える｡なぜなら

学習とは過去の経験の蓄積によって､ある刺激に対する反応を変化させる過程だからであ

る｡換言すれば､学習とはそもそも行動をその時点の物理的世界による制約から少なくと
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も部分的に(つまり遺伝的な経路への全面依存から)解放するという機能をもつものであ

る｡この点についてはおそらくどのような学習理論家も異議を唱えないであろう｡だが､

過去経験が行動に影響するとしても､それはある時点での物理環境によって自動的に解発

される有機体の反応の在り方を変化させるだけなのかどうかという問題については､理論

家の主張は大きく隔たっていた｡

　行動主義の理論家のなかで､Tolman,E.C.だけは刺激一反応(S-R)連合論を否定

した｡　Tolmanにとって行動が生じる時点で存在する刺激は反応を直接にコントロールする

のではなく､行動の結果生じる事象についてのサインに過ぎなかった(Tolman,1932)｡

動物がその時点の剌激に直接に規定されずに行動できるのは､過去における事象間の関連

性の経験によってある剌激状況下での自分の行動とその結果との関係(手段一目標関係)

を予期できるからであり､そのような学習は機械的なS-R連合には還元できないという

彼の視点は､認知論的行動主義と呼ばれた｡

　しかし､他の多くの行動主義の理論家(たとえば､Hu1　1,　C.L.,Guthrie,E.R.など)

にとっては､学習はS-Rの結合の変化以外のなにものでもなかった｡彼らはすべての学

習行動はそれがいかに復雑で｢知的｣に見えるものであっても､その時点において存在す

る剌激と特定の反応との機械的な結合の組み合わせあるいは連鎖によって説明できると考

えた｡つまり､これらの理論では動物の行動はあくまでその時点において存在する刺激に

よって自動的に規定されるものであり､特定の行動を意図的に選択したり刺激がもたらす

結果について記憶に基づいて予期したり､あるいは長期にわたる剌激間の相関確率に応じ

て情報の確かさを評定するといった仮説的機構の存在は一切否定された｡

　ここに至って､少なくとも現在までの動物の学習心理学において､ある理論が認知論的

であるとされるか否かの判断基準となってきた､一つのより具体的な基準が見えてきたよ

うである｡すなわち､学習行動の説明のために刺激一反応間の連合の他にそれ以外の機構

が必要であるとする理論が､認知論的なものと考えられてきたということである｡

　では､このような理論的対立は具体的にどのような事実を巡るものであり､そのような

論争のなかで双方の立場の理論はどのように変化してきたのであろうか｡次項では､認知

論的な仮説的機構にとってとくに関わりが深いと考えられる刺激選択の現象に関係する実

験的事実を中心に､様々な学習理論がそれらをどのように説明しようとしてきたのかを歴

史的に概観してみたい｡
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ト2.1960年代までの刺激選択現象を巡る理論的対立の経緯

　動物の学習行動に関する科学的な研究は､前世紀末のThorndike,E.L.によるネコの

問題箱実験に基づく｢試行錯誤学習｣と､イヌの唾液分泌についてのPavlov,I.の｢条件

反射｣の原理の発見に始まるとされる｡これらはいずれもその後の学習行動の研究の方向

を大きく規定し､いわゆる行動主義の出現の歴史的背景となった｡しかし､動物の学習行

動について種々の実験的検討がなされるにつれて､単純な刺激一反応間の要素的連合の原

理のみでは説明が困難な事実が見出されてきた｡

　それらの中心的なものの一つとして､ある剌激についての条件づけ的経験の結果として

生じる学習の強度はその剌激の強度･呈示回数や反応との相関関係のみではなく､それと

同時に存在する他の剌激の性質にも依存し､しかもそのような相互作用の在り方は各々の

刺激についての経験によって変化するという｢剌激選択｣の現象が挙げられる｡これらの

事実は､特定の刺激と反応との間の連合を考える際にもそれら他の剌激との相互作用の機

構を考慮する必要があることを意味している｡

　そのような相互作用の機構を､刺激一反応聞の学習と同じ連合の原理に従うが入力刺激

と顕現的(overt)な反応との間に介在する仲介的な変数とみなすか､あるいはそのような

連合の機構とは異なる過程と考えるかについて､換言すれば学習行動は基本的に連合とい

う単一の機構で説明が可能であるのか､あるいは注意の如き過程を含む多段階の機構を仮

定する必要があるのかについては長い間論争が続けられてきた｡以下ではとくに本論文に

関連する問題を巡ってその歴史を概観をしてみたい｡

　1-2-1.Pavlovと隠蔽現象

　条件反射の原理を発見したPavlov,I.は､一連の研究において興味ある現象を見出して

いる｡イヌに振動と熱を同時に条件刺激として唾液分泌を条件づけると､振動刺激に対し

ては条件反応が生じるが､熱剌激に対しては生じない｡光と音を同時に呈示して同様の条

件づけを行なうと､音刺激が非常に弱いものでない限り､光に対しては条件反応が生じな

い｡しかし一方で､熱や光は､それらを単独で呈示した場合には完全な条件反射が形成さ

れるのである(Pavlov,1927)｡一般に｢隠蔽(overshadowing)｣と名づけられたこのよう

な現象については後に詳述するが､これらの事実は､ある刺激について学習が生じるか否

かは他にどのような剌激が存在するかに依存していることを明確に示している｡

　Pavlovはこのような現象に対応するものとして､種々の剌激入力を分類するための｢分
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析器｣(analyzer)という機構を仮定したが､この考えは後述する選択的注意説に引き継が

れている｡しかし彼は､｢皮質内の細胞間での相互作用によって､同時に興奮するそれら

の生理学的な活動が統合される｣とは述べているものの､分析器の機能が学習によって変

化する可能性については考えていなかった｡

　1-2-2.Hu11の理論における剌激選択の取扱い

出行動主義的理論の多様性

　周知のとおり､Pavlovの条件反射の原理は行動主義の創始者Watson,.J.B.の考えに大き

な影響を与えた｡　Watsonは､行動はそれが一見すると非常に復雑なものであっても､最終

的には条件反射の原理に基づく刺激と局所的反応との単純な連合に分解されるものである

と主張した｡しかし､彼のあまりに単純な剌激(S)一反応(R)結合説はすぐに行き

詰まるようになり､それに代わって刺激と反応との間に仲介変数を置くことによって行動

を説明しようとする新行動主義の理論が台頭してきた｡

　Mackenzie(1977)が指摘するように､行動主義はKuhn(1962)の定義した意味でのパラダ

イムの変化をもたらすことはできなかった｡それは一つには､心理学は客観的に観察可能

な行動のみを対象とすべきだとするその主張が研究者の大多数に受け入れられるまでに至

らなかったからでもあるが､より重要な原因は､行動主義がその目的とする行動の予測･

統制のための統一的な理論的前提を欠いていたことである｡

　実際のところ､いわゆる新行動主義の代表的な学習理論家は､その基本的な立場におい

て互いに大きく異なっている｡たとえば学習の成立の原理を採り上げてみても､Pavlovや

Watson以来の｢連合｣を主張するHu11,C.L.やGuthrie,E.R.に対して､Tolman,E.C.

などはその原理そのものを否定している｡また､方法論的には純然たる行動主義者といえ

るLashley,K.S.は､自身の実験結果に基づいてむしろゲシタルト心理学の場理論に近い

仮説を提出している｡さらにはSkinner,B.F.以降の｢行動分析｣学派のように､そのよ

うな意味での理論化そのものを否定する立場も存在する｡したがって刺激選択の現象につ

いても行動主義の一般的な視点を示すことは困難であるし､そもそも一般的視点そのもの

が存在しなかったのである｡

　そこで､以下ではHu11,C.L.とその後継者たちに絞って､彼らが刺激選択現象をどの

ように扱おうとしてきたのかを見ていきたい｡とくにHu11らの理論の系譜をここで採り上

げるのは以下の理由による｡すなわち､第一にHu11学派の理論は行動主義の諸理論のなか
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でも､多くの仲介変数を導入した点においてもっとも精緻で演鐸的であり､実験による検

証が容易なものであったこと､第二に彼らはすべての学習行動をPavlov流の条件反射の原

理による刺激と反応との機械的連合によるものと考えた点で､後で述べる認知論的な理論

との対比が容易であること､の2点である｡

(2)求心性神経エネルギー間相互作用

　前述のように､Hu11の理論は高度に体系化されており､また大きな演鐸力を持つ点で非

常に優れたものであった｡しかし､彼は入力剌激間の相互作用については大きな関心を払

わず､またその意味を重要視してもいなかったようである｡すなわち初期の彼の理論体系

においては､それは刺激受容器からの神経インパルス間の相互作用としてのみ考慮されて

いた｡求心性神経エネルギー間相互作用と名づけられたその過程について､彼は以下のよ

うに記述している｡

公準2:ある一定時に神経系で活動している求心性インパルスは､すべてに相互

作用し合って､それぞれが一部異なったものに変わる｡その変わり方は､同時に

連合された求心性インパルスやそうしたインパルス群の組み合わせによって異な

る｡他のことが一定なら､1つのインパルスが第2のものに及ぼす相互作用的効

果の大きさは､最初のものの大きさの単調増加関数である｡(Hu11,1943)

　この記述には､彼の剌激間相互作用の問題についての2つの見解が示されている｡ひと

つは､彼が目指していた予測性を重視した理論体系にとっては致命的な欠陥を生じかねな

い､結果の言い換えに過ぎないようなこのような仮定を行っていることは､彼がこの問題

を学習過程の本質とは無関係な､末梢的感覚の問題だと考えていたことを意味している｡

換言すれば､彼にとってこのような現象は学習行動の研究の中心課題､すなわち剌激と反

応との連合の機構の解明という目的にとってはむしろノイズとしての意味しか持たないと

いうことである｡実際､Hu11らの学派では刺激間の相互作用についての研究がほとんど行

なわれなかったという事実は､この推測を支持するものであろう｡

　第2の観点は､第1の観点から帰結されるものだが､このような相互作用が感覚的なレ

ベルで生じているのであれば､それは学習によって影響されるものではないということで

ある｡つまりHu11は刺激間の相互作用の在り方が学習経験によって変化する可能性をまっ
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たく考えていなかったといえる｡

　1-2-3.次元内移行の現象

　しかしながら､1930年代以降に主として弁別学習の手続きを用いた多くの実験的検討が

なされるにしたがって､刺激間の相互作用がそれらの剌激に対する経験の如何によって大

きく変化することを示唆する現象がいくつか示されるようになった｡以下に示す学習の次

元内移行の現象は､単純な刺激一反応理論の問題点を明確にした代表例である｡

　この現象をつぎに示す3段階の実験(たとえば､Sutherland&Holgate,1966)により

解説しよう｡まず第1段階では､実験群の披験体(ラット)にのみT字型弁別走の左右の

刺激がいずれも黒い長方形の時は左に､いずれも白い長方形の時には右に走るという条件

性継時弁別の訓練を与える｡この際､ある試行では左右いずれにも垂直方向に長い長方形

が､別の試行では水平方向に長い長方形が呈示されるが､図形の方向と飛ぶべき方向との

聞に対応関係はないので､形はこの段階では無関連手がかりである｡統制群の披験体はこ

の段階を経験しない｡第2段階ではすべての披験体が白い水平方向の長方形と黒い垂直方

向の長方形を呈示され､前者の方へ走ることを訓練される｡つまりこの段階では白一黒の

次元と垂直一水平の次元の双方が関連手がかりとなっている｡第3段階では､第2段階で

ラットが水平一垂直の手がかりに対して反応したのか､あるいは白一黒の手がかりに対し

て反応したのかを見極めるために､黒と白の垂直方向の長方形についてのテストと垂直と

水平の白い長方形を呈示したテストを実施する(Table　1-1　参照)｡

　このような実験を行なうと､実験群は第1段階を経験しなかった統制群に比べ白一黒の

課題の正当率が高く､逆に図形の方向についての弁別成績は低いことが示されるが､特定

の刺激と反応との連合によってすべての学習を説明する理論ではこの事実の説明は困難で

ある｡第1段階でラットは黒一接近､白一回避という特定の刺激と反応の間の学習をして

いないにもかかわらず､そこでの経験が第2段階での白一黒の手がかりの学習を促進した

からである｡

　このように､単純な刺激一反応の連合の原理では説明できない現象が､この他にも弁別

学習における過剰訓練逆転効果､あるいは剌激連続線上の弁別の転移､そして後に詳述す

る阻止や隠蔽など広汎にわたって示されるようになってくると､当然のことながらそれら

の説明のために､刺激と反応間の連合とは別のたとえば｢選択的注意｣といった非連合的

な機構を仮定する理論が台頭してきた｡
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Table　1-1.Sutherland&Holgate(1966)の実験デザイン｡　stage　1では明暗のいずれ

　　　　　　か一方に対する接近あるいは回避の反応が要求されない条件性継時弁別の

　　　　　　訓練が行なわれた｡

stage　1　(実験群のみ)

B:B　⇒　GO　Left

W:W　⇒　GO　Right

stage　2

WH:BV　⇒　GO　WH

stage　3(test)

WV:BH

注:図中の記号は弁別刺激である長方形の特徴を表す(W:白,B:黒;V:垂直,H:

水平)｡　stage　1ではY宇型走路の左右に呈示される刺激がいずれも黒い長方形の時は左

に､両者が白の時には右に走ることを訓練する(条件性継時弁別学習)｡白あるいは黒の

いずれか一方への走行が分化した強化を受ける事態ではない｡　stage　2　では試行毎にたと

えば左側に白く垂直方向に長い長方形が､右側に黒く水平方向に長い長方形が呈示され､

披験体は前者の方向へ走行することを訓練される(同時復合弁別学習)｡最後に一方の次

元の正刺激と他方の次元の負刺激とを組み合わせた復合刺激を呈示し､いずれの次元の正

刺激が選択されるかをテストする｡
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　1-2-4.Sutherland&Mackintosh(197Dの選択的注意理論

　1950年代以降に認知心理学の領域で進展した選択的注意の研究(たとえば､Broadbent,

1958;　Treisman,　1964)の影響を受けて､動物の学習行動に関しても選択的注意の概念を

用いたいくつかのモデルが提出された(たとえば､Lovejoy,1968;　Trabasso&Bower,

1975;　Zeaman&House,1963)｡それらのなかで､とくに動物の学習行動に関する広汎な

現象を包括的に検討したいわば集大成と言えるものがSutherlandとMackintosh(197Dに

よる理論である｡そこでここでは彼らの理論の中核について概観してみたい｡

　彼らの理論は動物の学習を､①強化と関連した(relevant)刺激次元に対する注意を増加

させる(彼らの言葉では刺激次元に対応する分析器の強度を増大させる-一刺激に注意が

向けられる確率の増加を意味する)ことを学習する過程と､②注意を向けた刺激次元が適

切な反応と連合する過程の2段階から成り立つものと考える｡そして①の過程については

さらに以下のように考える｡すなわち､刺激に向けられる注意(分析器の強度)の総量は

つねに一定(各剌激に注意を向ける確率の和がつねに1.0)であり､ある刺激への注意の増

加は必然的に他の刺激への注意の減少をもたらすという仮定(inverse　hypothesis)であ

る｡刺激に向けられる注意の強度は､条件づけの開始以前にはその刺激の明瞭度によって

決定される｡そしてその分析器の出力に結びついた反応が強化を受ければ次の試行でその

分析器の強度と出力は増加し､逆に強化を受けなければ減少する｡この増減の程度は直前

のその分析器の強度に比例するとされている｡一方､②に基づいて生じる実際の反応につ

いては､一定以上の･出力をもつ分析器と結びついたもののみが出現し､その結果により結

合の強度が変化すると考えられている(Fig.1-D｡

　典型的なT宇型走路を用いたラットの明暗の同時弁別学習に彼らのモデルを適用すると

以下のようになる｡たとえばある試行で右側の走路に明刺激(正剌激)が､左側に暗刺激

　(負刺激)が呈示され､披験体が右に走行したとする｡すると反応は強化を受け､披験体

がその試行で注意を向けたすべての次元に対応する分析器の強度が増大し､それに伴って

その出力(位置次元では｢右｣､明暗次元では｢明｣)も増加する｡そして反比例仮説に

従ってそれ以外の剌激次元への注意は減少する｡訓練の当初においては､ラットという種

が本来もっている特性として明暗次元に対する注意は小さく､むしろ位置の次元に対する

注意が大きいが､明暗弁別学習では明暗次元のみが関連手がかりであるので､訓練を続け

れば次第に明暗次元への注意が増加するとともにその次元に対応する分析器の出力も次第

に増大し､それが適切な行動(明刺激への接近)と連合する｡逆に､位置を含む他の非関
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B

　Fig.1-1.Sutherland　and　Mackintosh(197Dの選択的注意理論｡図中のA1,A2などは特

定の剌激次元についての分析器を､またR1,R2は要求される反応を表す｡たとえばこの図

ではA1は明暗次元(B:黒,W:白)の分析器を､A2は方向(H:水平,V:垂直)に関する分析

器を表し､またR1は接近､R2は回避反応を表す｡ある弁別学習の試行において特定の分析

器の｢スイッチが入り(つまりその刺激次元に注意が向き)｣､その結果としてのある反

応が強化を受けると､次の試行でその分析器のスイッチが入る確率が高まる｡

　このように､剌激と反応との間に特定の剌激の分析器の介在を想定し､その分析器が作

動する確率が強化によって変動することが､特定の刺激次元に対する注意の大きさの変化

を意味する｡なお､この図式は単純化されており､たとえば一定の容量の注意が刺激次元

間で分配されるという反比例仮説などは表されていない｡
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連手がかりへの注意は次第に減少することが予測される｡

　このように､彼らの理論は注意の大きさを確率的なものとみなし､それが刺激と行動と

の連合が生じる前段階における一種のフィルターとして存在すると考える｡そして､この

フィルターとしての注意(分析器)の機能が行動とその結果(強化)との関係についての

経験に基づいて変化すると仮定することによって､学習に関する諸現象を説明しようとす

るのである｡この内的機構は剌激一反応間の結合強度の変化と同様に経験の影響を受ける

が､それとは別個の過程であるとされる｡つまり彼らの理論は一種の2過程説であり､こ

の点において剌激と反応との連合の連鎖によってすべての現象を解釈しようとする理論と

は根本的に異なっているといってよい｡

1-2-5.剌激反応理論と選択的注意理論の対立

　厳密に刺激一反応連合のみによって行動を説明するという立場をとるかぎり､それ以外

の選択的注意のような機構を仮定することはできない｡しかし､前述の例に見られるよう

に､刺激間の相互作用がそれらについての経験によって変化するという多くの事実が示さ

れた以上､それを末梢的な感覚の問題として無視するわけにはいかない｡それはあきらか

に中枢における経験効果であり､刺激一反応説の枠組みのなかで説明されなければならな

い現象である｡そこで刺激一反応理論では､物理的な剌激と最終的な弁別行動との間にそ

れらを媒介する別の仲介反応の連鎖を仮定したり､あるいは学習の般化勾配の原理に基づ

いてこれらの現象を説明しようとした｡それらの仮定によって個々の現象が如何に説明さ

れるのかについては省略する(Sutherland&Mackintosh,1971に詳述されているので参

考にされたい)が､とくにSpence,K.W.(たとえば､Spence,1952)が伝統的な刺激一反

応理論の枠組みのなかで付加的な仮説を提案することでこれらの諸事実の多くを巧みに処

理したことにより､剌激一反応説は決定的な破綻を免れていた｡

　しかし1960年代にとくに中心的な問題なった上述の現象についての種々の条件分析の結

果は､どちらかというと剌激一反応説にとって不利なものが多く､選択的注意の概念を用

いたモデルに有利な状況が続いた｡
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第2章　連合学習に関する現代の定式化されたモデル

　行動主義の衰退とともに連合学習の領域においても単純なS-R理論は次第に省みられ

なくなり､とくに刺激選択現象に関しては何らかの注意的な過程を考える立場が相対的に

支持される状況へと徐々に変化しつつあったことは第1章で述べた｡しかし1970年代の初

頭に､注意の概念を一切持ち込まない連合学習の機構についての画期的なモデルが提出さ

れた｡それがいわゆるRescorla-Wagnerモデルである｡このモデルは注意概念のもつ曖昧

さに不満をもつ多くの研究者に､とくにその明確な予測性のゆえに支持され､その後のい

くつかの認知的着想に基づく定式化されたモデルの出現を促すこととなった｡これらのモ

デルは現代においても連合学習に関する主要なモデルの立場を維持しており､それらの妥

当性を巡る検証実験が数多くなされている｡そこで以下ではこれらのモデルの特質と問題

点について言及する｡

2-1.阻止の現象とRescorla-Wagnerモデル

　2-1-1.Rescorla(1968)の実験と刺激一強化随伴性の問題

　これまでに概観したように､1960年代になると動物の学習行動に関するいわゆる選択的

注意理論が次第に台頭してきたが､一方ではそれまで学習行動に関する理論として主流を

占めてきた刺激一反応理論も､その限界が次第に露呈されつつも刺激般化の原理と仲介変

数の援用によって命脈を何とか維持していた｡しかし1960年代の後半になると､刺激一反

応理論は選択的注意説とは異なる立場から呈示された実験的事実によって､以下のような

根本的な問題を突きつけられるようになった｡

　Hu11の刺激一反応理論の中心的な概念である習慣強度すなわち特定の剌激と反応との間

の連合強度は､その刺激と反応の同時的生起に対して与えられる強化の回数の関数である

と仮定されている｡ここでいう刺激とは､パヴロフ型条件づけの実験では条件刺激､また

弁別学習では弁別刺激である｡しかし､条件剌激や弁別剌激が呈示されてない時間帯すな

わち試行間間隔は動物にとって刺激の存在しない事態ではない｡そこには装置の壁の明る

さや床面の触覚剌激といった､いわゆる文脈(背景)刺激が存在している｡そしてこれら

の剌激もまたその呈示下での反応が強化を受けるのである｡では､なぜそれらの文脈刺激

に対しては学習行動が生じないのであろうか｡
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　この疑問に対するHu11の答えは明確である｡彼の理論ではたとえば単なるレバー押しや

直線走路の走行といった道具的条件づけでは､事実それらの文脈刺激が反応と結びつくこ

とが学習の本質である｡そして､弁別学習の事態でも文脈は弁別刺激が呈示されている間

の反応が強化を受けることによって､弁別剌激と同様に反応との連合を強めるが､特定の

行動がいつでも強化を受ける単純な道具的条件づけの事態とは異なり､弁別学習では誤反

応は強化を受けないので､その経験によって文脈と反応との連合は弱まる(消去される)

のである｡

　しかし､ある装置(文脈)内で条件づけられた弁別(条件)剌激が他の文脈のもとでは

学習行動を引き起こすことができないということは､すでにPavlov自身が認めているとこ

ろである｡もしも反応の生起が弁別手がかり次元の正剌激と反応との連合強度のみに依存

するのであれば､文脈の変化は何ら影響しないはずである｡この問題を剌激一反応理論の

枠組みのなかで処理するためには､条件づけによって反応と連合するのは正刺激それ自体

ではなく､正剌激と文脈との復合刺激であると仮定する必要がある｡　Hu11自身はこのよう

な意味での文脈の機能を考慮していなかったが､このような仮定を設ければ学習行動の文

脈依存性についての一応の説明は可能である｡すなわち､ある刺激についての連合強度は

他の剌激の連合強度の変化とは無関係に､単にその剌激に対する反応が強化を受けた回数

の関数であるとする基本原理が決定的なダメージを受けることはない｡

　しかしRescorla(1968)が行なった実験の結果は､剌激一反応理論のこのような説明を根

底から覆すものであ`った｡彼は4群のラットに対して最初に餌を報酬としてレバー押しを

訓練した後､CS(純音)とUS(電撃)とを対呈示してCSに対する恐怖の条件づけを

行なった｡最後にラットをレバー押し事態に戻し､動物が持続的にレバー押し反応を示し

ている時点でCSを呈示し､学習の強さ(CSに対する反応の抑制の程度)を測定した｡

EstesとSkinner(194Dによって条件性情動反応(conditioned　emotiona1　response:CER)

と名づけられたこの手続きは､現在では一般に条件性抑制(conditioned　suppression)と

呼ばれるが､彼の実験ではすべての群に対して条件づけにおけるCS呈示中のUSの呈示

確率は0.40であり､群間の条件差は以下の点のみであった｡すなわち第1群ではCSの呈

示されていない時点すなわち試行間間隔においてUSの呈示される確率も0.40であった｡

他方第2群と第3群ではこの確率はそれぞれ0.20および0.10であり､また第4群では試行

間聞隔に電撃は呈示されなかった｡したがって､条件づけの全期間を通じてのUSの呈示

回数においては第1群がもっとも多く第4群がもっとも少なかった｡
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　この実験の結果は非常に明快であった(Fig.1-2)｡すなわちCSに対する抑制は第4群

で非常に強く､また第2群および第3群では中程度の抑制が見られたが､第1群ではCS

の呈示による抑制はほとんど生じなかったのである｡CSに対してUSが呈示された回数

はすべての群で同一であり､また全体のUSの呈示回数は第1群でもっとも多かったので

あるから､剌激と反応との間の連合強度は強化を受けた回数の関数であるとする考えから

は､第1群でのみ学習が生じなかったという事実はどのようにしても説明が困難である｡

Rescorla(1968)によるこの実験結果は､それまで何とか生き延びてきた刺激一反応説の息

の根を完全に止めたという意味で画期的な知見であった｡

　では､Rescorla自身はこの実験結果をどのように解釈したであろうか｡彼は条件づけが

成立するためにはCSとUSの間に何らかの｢随伴性｣が存在することが必要であると考

えた｡随伴性という概念の厳密な定義は省略するが､ここでは相対的確率と同義であると

考えてよいであろう｡つまり､CS呈示中のUSの呈示確率がCSが呈示されていない期

間のUS呈示確率よりも大きければCSに対する興奮性の学習が成立するが､それが等し

ければ学習は成立しない｡したがって､いかに多くのCSとUSの対呈示を行っても､そ

の間の随伴性がない､すなわちCS呈示中のUSの呈示確率がCS非呈示中のそれと等し

い条件では学習はまったく生じない｡

　情報理論的な言葉でいえば､この考えはCSがUS生起のための情報をもつことが学習

の成立のための必要条件であることを意味しているが､重要なことは､CSがUSの情報

を持つか否かは単にCS呈示中のUSの生起確率だけではなく､それまでの条件づけ期間

に生じたすべての事象とUSとの関係に依存するということである｡つまり､そのような

情報を抽出するために､ラットはあたかもそれまでの多くの事象の生起の回数やそれらの

時聞関係から絶えずCSとUSとの確率的関係を計算しそれらを比較するという､単純な

剌激一反応理論からは思いもつかないような高次な作業を行なっているように見える行動

を示すのである｡

2-1-2.強化の意外性と阻止 Kamin(1969)の阻止(blocking)の実験
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　CSとUSの対呈示が学習のための十分条件ではないことを示す例は他にも存在する｡

前述のPavlov(1927)によって示された隠蔽現象もその一つであるが､Kamin(1969)によっ

て示された阻止(blocking)の現象は､1970年代における動物の連合学習についての認知論

的モデルの発展を促す契機となったという意味で特筆に値する｡
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Fig.1-2.Rescorla(1968)の実験のテストで各群がCS(純音)に対して示した抑制率｡す

　　　　べての群はCS呈示の直後には40%の確率で電撃を受けた｡横軸の数値は各群が

　　　　CSが呈示されない試行間間隔に受けた電撃の呈示確率を示す｡なお､抑制率は

　　　　CS呈示中の反応頻度(たとえば単位時間あたりのレバー押し回数)をAとし､

　　　　CS呈示直前の反応頻度をBとして､A/A十Bによって算出される｡したがっ

　　　　て抑制率ゼロが完全な抑制を､0.5が無抑制を意味する｡(Pearce,1987bより

　　　　転載)
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　Kaminは最初に空腹なラットに餌を得るためのバー押し訓練を施した｡持続的なバー押

しが習得された後にCSとUS(電撃)の対呈示を繰り返し､CSに対する条件性抑制を

形成させた｡この時､N-LN群では最初に音のみをCSとして16試行の条件づけを行な

い､それに続いて音と光の復合剌激をCSとした訓練を8試行行なった｡一方LN群では

復合刺激についての条件づけのみを8試行与えた｡その後テストにおいて光に対するバー

押し行動の抑制の程度を測定すると､LN群では明確な抑制が示ざれたのに対しN-LN

群ではほとんど抑制が生じなかった(Fig.1-3)｡　N-LN群でもLN群と同様に光と電撃

とは8試行対呈示されているのにも関わらずそれに対する学習は生じなかったという事実

は､CSとUSとの単なる対呈示は学習のための十分条件ではないことを示している｡

　S-R理論ではこのような現象に対して､第1段階で訓練された剌激に対する定位反応

のような行動が学習され､それが第2段階で付加された剌激を十分に知覚できるための適

切な反応の学習を妨害したといった説明がなされてきた｡しかしKaminのこの実験結果に

そのような説明を適用することは困難である｡なぜなら､CSとしての音も光も非常に拡

散的なものであり(光は乳白色の天井の上から呈示された)､その知覚のために定位反応

を必要とするとは考えにくいからである｡

　他方選択的注意説の立場からは､この事実は自説を積極的に支持する証拠の一つとみな

された｡すなわち､容量に限界がある披験体の注意は先行訓練によって音に集中するため

に､その後に付加された光に対する注意は先行訓練を受けない場合よりも小さくなるとい

う反比例仮説は､この現象に見事に合致する｡

　しかし､Kamin自身のこの現象に対する説明は注意説のそれとは根本的に異なるもので

あった｡彼は､第1群において後から付加された光に対して学習が生じないという阻止の

現象は､強化子の呈示が音によって十分に予告されるために意外性を失ったために生じる

と考えた｡つまり彼によれば､強化が学習を促進するのはそれが動物にとって意外である

場合に限られ､何らかの手がかりによってその到来が予期され意外性を持たなくなった強

化は学習を進行させる力を失うというのである｡この説明は強化子の｢予期｣という認知

的概念を用いてはいるが､復数の剌激に対する注意の分配の機構をまったく考えていない

点､そして強化子の予期はその強化子と手がかり剌激との連合強度に依存すると考える点

において､選択的注意説と比較してかなり単純な連合という概念にのみ基づく仮説となっ

ている｡そして彼のこの基本的な着想が､これから述べるRescorlaとWagner(1972)の選択

的注意の概念を用いない認知論的学習モデルの構築にとって非常に重要なヒントを与える
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ことになった｡

2-1-3.Rescorla-Wagnerモデル

　前述のようにRescorla(1968)の実験結果は､CS-US間の学習がそのCSとUSとの

随伴性だけでなくその時点に存在する他の剌激とUSとの随伴性によっても規定されるこ

と､つまりCSがUSについての情報を持つ場合にのみ学習が進行することを明らかにし

た､Rescorla&Wagner(1972)はこの事実を含む多くの連合学習に関連した知見が､阻止

と同様にKamin(1969)の｢強化子の意外性｣という着想によって説明できると考え､それ

を1試行毎の条件づけ操作に対応する形の代数式で表したモデルを提出した｡これがいわ

ゆるRescorla-Wagnerモデルである｡

　このモデルは､ある条件づけ試行でXで表される特定のCSの連合強度の増加を以下の

定式で表している｡すなわち､

△vx=αxβ(λ-VΣ) 出

　ここで△vxはある条件づけ試行の結果として刺激Xが獲得できる連合強度の増分を示

す｡またαxは剌激Xの明瞭度を､またβは無条件刺激の強度によって決定される係数を

表す｡さらにλは一定の強化子によって刺激が獲得する連合強度の最大値を､VΣはその

試行において存在するすべての刺激の持つ連合強度の総和である｡

　このモデルはKamin(1969)の阻止の事実を以下のように説明する｡第1群では音に対す

る先行条件づけによって音の持つ連合強度VTはλにほぼ等しくなる｡したがって､その

後に光を付加して条件づけを続行しても､すでに先行条件づけによって(λ-VΣ)はゼ

ロに近くなっており､光が獲得すべき連合強度が残されていない｡このことが光について

学習が生じないことの原因である｡

　また隠蔽現象についても阻止の特殊な場合として同じ形の説明が成り立つ｡すなわち､

剌激Aが剌激Bに比べてきわめて明瞭度が大きい場合､条件づけの第1試行で出式によっ

てAが獲得する連合強度VAが非常に大きいために､第2試行以降では(λ-VΣ)がゼ

ロに近くなり､条件づけ試行を繰り返しても各刺激の連合強度はほとんど増加する余地が

ない｡したがってV8は､第1試行ではAの存在による影響を受けずに増加するが､第2

試行以降ではほとんど増加しなくなる｡すなわち隠蔽現象は､明瞭な刺激が第1試行にお
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いてλに近い程度の連合強度を獲得することに起因する､第2試行以降での阻止であると

考えるのである｡

　さらにこのモデルは､CS呈示時のUSの随伴確率とCSが存在しない時点における随

伴確率との間に差がある場合にのみCSに対する学習が生じるというRescorla(1968)の実

験結果についても､同様の枠組みにおいて説明することができる｡すなわち､実験事態で

は実験者が操作するCSやUSの他に､実験を通じて存在する文脈(背景)刺激が存在す

る｡これを仮にBとすれば,CS(A)が呈示されない試行間間隔において電撃を呈示す

ることは､背景Bに対する連合強度を(1)式に従って増大させることになる｡そして､CS

　(A)が強化と対呈示される条件づけ試行においても背景Bは存在するのであるから､そ

れはすでに連合強度を獲得しているBがAと復合呈示される事態だと考えられる｡一方で

試行間間隔における強化の呈示確率が大きいほどBは強い連合強度を獲得するため､出式

によってBがCSであるAの連合強度の獲得を阻止する程度が大きくなることが予測され

る｡すなわち彼らのモデルでは､この現象も文脈による条件刺激への学習の阻止という形

で説明できると考える｡

　このようにRescorla-Wagnerモデルは､出発点であるKaminの強化の意外性という着想

を､強化子によって生じ得る連合強度の漸限値とその時点で強化の出現が予期される程度

との差(λ-VΣ)に還元し､それがその時点での学習の進行の程度を決定するとしてい

る点が最大の特微である｡そして予期の程度はそこに存在するすべての刺激が強化子につ

いて持つ連合強度の`総和､つまりVΣによって決定されると考える｡

　このモデルは､このような単純な定式によってそれまでの多くの実験的事実を包括的に

説明できることから大きな評価を得るようになった｡だが本論文との関連におけるこのモ

デルのもっとも重要な点は､強化子が意外に思われる程度が学習の進行を決定するという

きわめて認知的な(あるいは主観的な)着想を､最終的に強化量と連合強度という伝統的

な連合理論の概念のみを含む(λ-VΣ)という定式に置き換えて表したことにある｡こ

のことによって､このモデルは条件づけによる連合強度の変化のための条件を各条件づけ

試行の操作に対応する形で記述することに成功し､明確な予測性をもつようになった｡つ

まりこのモデルに含まれる唯一の変数である連合強度の値は､少なくとも相対的には条件

聞での訓練試行数や強化量の違いに対応させることができるために､連合学習の進展を規

定すると考えられる要因の影響は､条件間の比較という手法によってこのモデルから曖昧

さを残さずに予測･検証できるのである｡
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　本論文を通じての基本的な主張は､このように認知的な着想を操作と対応づけることが

可能な定式のなかに組み込んだことが､結局は却って連合学習の真の過程の理解を妨げた

ということである｡しかし､少なくともこの領域においてもっとも重視されてきた行動の

予測性という側面に関しては､このような定式化されたモデルの利点は明白である｡それ

はたとえば選択的注意理論が､注意量の変化は多試行にわたる条件づけ訓練の終了後に初

めて推測できるものであり､結果の言い換えに過ぎないという批判(たとえば､Wagner,

1969)に晒されてきたこととは対照的とも言える｡

　したがってRescorla-Wagnerモデルのこのような成功は､選択的注意の概念を用いた理

論に対しても大きな影響を与え､以下に述べるようにこれ以降の1970年代にいくつかの定

式化されたモデルが提出されるに至った｡同時に､彼らのモデルが事象間の客観的な随伴

関係を動物が学習するという事実を､連合強度の獲得を巡る刺激間の競合に基づく仮説的

機構によって説明したことによって､阻止や隠蔽を主とした剌激選択の現象の実験的分析

が認知論的学習理論のひとつの中心的な課題となった｡
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2-2.Rescorla-Wagnerモデルの問題点

　前述のように､Rescorla-Wagnerモデルは単純な定式によって多くの学習に関する事実

を説明･予測したために一躍脚光を浴びるようになり､その後の研究の方向に大きな影響

を与えた｡繰り返しになるが､このモデルの最大の利点は出発点としての強化の意外性が

学習を促進するという着想を連合強度の変化に関する定式に置換した点にあった｡それに

よって､少なくとも標準的なパヴロフ型条件づけの事態については､ある操作がどのよう

な効果を生じるかについて極めて明確な予測を行なうことが可能となったのである｡

　たとえばこのモデルからは､AとBという2つのCSをそれぞれ単独で同-のUSに十

分に条件づけ､その後にABを復合刺激として条件づけ訓練を続けると､各々のCSに対

する条件反応は復合条件づけの初期には単独での条件づけの終了時よりも弱まるという予

測が生じる｡なぜなら､単独での条件づけ訓練によってVAもVI3もλに近い値を獲得す

るから､両者を復合刺激とする条件づけの第1試行では､

(λ一ΣV)
-

- (λ-2λ)
一

一 -V

となり､この経験の結果として各剌激の獲得する連合強度は負の値をとるからである｡

　この､条件づけ訓練を続行しても学習が弱まるという常識と明らかに反する予測は｢過

剰期待｣の現象として実験的に確かめられている(たとえば､Kremer,1978)｡この例が

示すように､Rescorla-Wagnerモデルは少なくとも明確な予測性という点においては非常

に優れていたが､それだけに予測と異なる反証的事実に対する柔軟な対応力に欠け､した

がってそれらを説明するためのいくつかの改良されたモデルが提出されるようになった｡

以下ではそれらのなかで本論文にもっとも関連すると思われる2つの例を解説する｡

2-2-1.US強度の減少による阻止の消失:意外性と(λ-VΣ)

　前述のように､Rescorla-Wagnerモデルの中核は､Kamin(1969)の意外な強化子のみが

学習を促進させるという着想を､(λ-VΣ)という式で表した部分にあるが､この点に

関しても彼らのモデルからは予測できないような事実が示されるようになった｡

　たとえばDickinson,Ha11&Mackintosh(1976)は､阻止の手続きにおいてTableト2に

示すような4群を設けた｡これらの群は､stage　1　とstage　2　の各々で呈示される電撃の

回数が1回か2回かという2×2の要因配置における各条件に対応していた｡　stage　2　の
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復合刺激に対する条件づけ訓練の終了後に､各群の被験体に対して光のみを呈示し､それ

によるバー押し行動の抑制の程度がテストされた｡結果はFig.1-4に示されているが､こ

こで着目すべき事実はsh-O群において光に対する抑制が明確に習得されている､つまり阻

止が消失していることである｡

　Rescor　la-Wagner　モデルでは､stage　1　で先行条件づけを受けた刺激(この場合は音)

が連合強度を獲得するためにstage　2　においては(λ-VΣ)が小さくなり､したがって

付加された刺激(光)の獲得できる連合強度が小さくなることが阻止の原因だとされる｡

したがって､stage　2　での強化子の量がstage　1　よりも増大する場合には(λ-VΣ)の

値が増加するために､付加された刺激がより大きい連合強度を獲得できると予測する｡換

言すれば､強化子の回数が増加すればそれはふたたび意外なものとなるという常識的な解

釈をこのモデルは表現できている｡そしてこの予測を裏づけるように､この実験のO-sh群

ではたしかに光に対して強い抑制が生じている｡

　しかし､強化量に関してこれとは逆の操作を受けたsh-O群でも同様に阻止が消失したと

いう事実は､Rescorla-Wagnerモデルでは説明できない｡この群ではstage　2　の電撃回数

が2回から1回に減少するので､彼らの等式出に従えばstage　2　ではλの値が減少するこ

とになる｡したがって付加された刺激が連合強度を獲得する余地はsh-sh群よりもさらに

小さくなり､したがって抑制はまったく生じないことが予測されるが､実験結果はこの群

でもsh-sh群より大きな抑制が生じたことを示している｡

　この実験結果が示唆するものは､強化子の意外性という着想を条件づけ操作に見合った

形に定式化する際に､実際に生じる強化子の強度が予測されるものよりも小さい場合にも

それは｢意外｣であるという､常識的には自然な状況がRescorla-Wagnerモデルでは表せ

ないということである｡したがってこのことだけを問題にすれば､たとえば(λ-VΣ)

の部分を|λ-VΣ目こ置き換えることで解決できるものであり､後に述べるMackintosh

(1975)のモデルでは実際にそのような形の改良がなされている｡しかしRescorla-Wagner

モデルは､いわゆる制止性の学習(inhibitory　learning)を負の連合強度が獲得された場

合とみなし､それをも出式によって説明しようとしてきたため､この現象だけのためにそ

のような修正を行なうことが困難である｡そして､そのような困難さの原因を突き詰めて

いけば､着想を操作的に定式化することそのものが抱える難点という問題を論じなければ

ならなくなると考えられるが､これについては第3部に譲ることとする｡
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Table　1-2　Dickinson,　Hal　l　and　Mackintosh(1975)の実験デザイン｡先行条件づけ期

　　　　　　(stage　1)と複合条件づけ期(stage　2)の各々で与えられる電撃回数につい

　　　　　　て2×2の計画となっている｡(Dickinson,1980より転載)

Groups

O-0

O-sh

sh-sh

sh-0

Stage　l

(12　trials)

T→sh

T→sh

T→sh-8-sh

T→sh-8-sh

Stage　2

(8　trials)

TL→sh

TL→sh-8-sh

TL→sh-8-sh

TL→sh

Test

L
L
L
L

T:　auditory　stimulus;　L:　light;　sh:　shock;　sh“8`sh:　shock　followed　by　a

second　post-trial　shock　8　seconds　later.

£
ち
｣

c
o
一
a
ω
｣
〔
一
〔
一
コ
a
　
c
S
Σ

0.4

I
J
　
　
　
　
　
(
/
｣

a
　
　
　
　
o

10

O-0　　　0-sh　　sh-sh　　sh-0

　　　　　　　　Group

Fig.ト4.Dickinson,Hal　l　and　Mackintosh(1976)の光に対するテストで示された抑制

　　　　　率｡　sh-O群はsh-sh群あるいはO-O群のいずれよりも強い抑制を示し､複合

　　　　　条件づけ期での電撃回数の減少によっても阻止が減弱することを示唆してい

　　　　　る｡(Dickinson,1980より転載)
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　2-2-2.潜在制止の現象

　動物に対して光や音といった中性的な刺激を単独で繰り返し呈示する｡動物は呈示の初

期にはそれらの剌激呈示に対して､動きを止めるとか耳をそばだてるといった定位反応を

示すが､それらの反応は刺激呈示の反復に伴って次第に消失していく｡そこで､そのよう

な前呈示に続いてその刺激を条件刺激とした条件づけを行なうと､前呈示を行わなかった

場合と比較して学習の進行が遅れる｡　Lubowら(Lubow&Moore,1959,Lubow,1973)によ

って発見されたこのような現象を一般に潜在制止(1atent　inhibition)と呼ぶ｡

　潜在制止はいわゆる馴化と同義ではない｡なぜならこの現象は剌激の強度が大きいほど

　(たとえば､Crowe11&Anderson,1972;　Lantz,1976;　Schnur&Lubow,1976)､また呈

示間隔が長いほど(Lantz,1973;　Shnur&Lubow,1976)より顕著に現れるという､馴化と

は逆の傾向を示すからである｡したがって､多くの研究者はこれを積極的な学習過程が関

与する現象であると考えるが､Rescorla-Wagnerのモデルではこの事実は説明できない｡

それは以下の理由から明らかである｡

　彼らのモデルでは条件づけ経験によって変化するのは各刺激が獲得する連合強度のみで

ある｡つまり､学習に関する事実はすべてこれらの連合強度の変化とその刺激間の相対値

によって説明される｡したがって条件づけ試行の開始以前に､すなわちすべての刺激の連

合強度がゼロの時点で､強化を伴わない刺激の単独呈示を繰り返しても､連合強度には何

の変化も生じない｡(1)式のλおよびVΣにいずれもゼロを代入してみれば､そのことは明

白である｡したがって彼らのモデルでは､剌激前呈示はその後の条件づけ試行による学習

の進行に何ら影響をもたないと予測するのである｡

　潜在制止についてのこの説明の困難さは､彼らのモデルがすべての学習をUSの効果の

変化すなわち(λ-VΣ)によって説明しようとし､CSの明瞭度の効果は単なる係数α

で示される一定の値であるとした点に起因している｡換言すれば､彼らのモデルでは動物

のUSについての情報の処理は学習によって変化するが､CSからの情報についてはその

ような変化の可能性を全く考慮していなかったのである｡彼らは潜在制止の現象が彼らの

モデルでは説明が困難であることを認め､｢刺激の明瞭度の減少に関する他の過程が存在

するのかもしれない｣(Wagner&Rescorla,1972)と述べているが､後に述べる後続のモ

デルでは潜在制止の現象を説明するためのいくつかの改良の努力がなされている｡
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2-3.改良された定式化モデル

2-3-1.Mackintosh(1975a)のモデル

　Rescorla-Wagnerモデルは前述のようないくつかの問題を抱えながらも､とくに操作と

対応した定式化による予測性の増大という点において大きな評価を得るようになったが､

このことはそれまでの連合学習に関する一つの有力な理論であった選択的注意理論にも大

きな影響を及ぼした｡かってSutherland,N.S.とともに選択的注意理論の集大成ともいう

べき｢動物の弁別学習の機構｣("Mechanisms　of　Anima1　Discrimination　Learning")を

著したMackintosh,N.J.は､すでに述べたWagner(1969)の｢選択的注意という概念は､

試行毎あるいは瞬間毎の経験によってどのように動物の注意が変化するのかを特定しない

限り結果の言い換えに過ぎない｣という批判を受ける形で､1975年に以下に示すような定

式化されたモデルを提出した｡すなわち､

△VA=αAβ(λ-VA)

ただし､　|λ-VA　I<|λ-vx　lならαAは増大

|λ一VA　I ≧|λ- vx　lならαAは減少

(2)

(3)上

　ここで用いられている各記号の意味はRescorla-Wagnerモデルのところで説明したもの

と同一である｡すなわち､△VAは剌激Aについて生じる連合強度の増減を､αAは刺激

Aの明瞭度を､βは強化子の強さによって決まる係数を､そしてλはその強化子によって

生じる連合強度の最大値を表す｡またvxはA以外のすべての剌激が持つ連合強度のなか

で最大のものを意味する｡(2)式をみる限りでは､彼のモデルはRescorla-Wa.gnerモデルと

一点でしか異なっていない｡すなわち(λ-VΣ)が(λ-VA)に変わっていることの

みである｡この意味するところはある剌激についての連合強度の増減はその剌激がそれ以

前に獲得した連合強度のみに依存するということである｡つまりMackintosh(1975a)は､

連合強度の変化の仕方を決定する過程それ自体においては復数の刺激間の競合は生じない

と考えたのであり､Rescorla-Wagnerモデルの中核である強化子の大きさと刺激の持つ連

合強度の総和との差異が学習の進行の程度を決定するという仮定は採られていない｡
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　Mackintosh(1975a)のモデルの本質はむしろ(3)式にある｡この式は､ある剌激Aの明瞭

度αAが､その刺激と他の剌激の持つ連合強度との相対的な大きさによって試行毎に変化

することを意味している｡すなわち､強化についての予告力が最も大きい刺激の明瞭度､

換言すればその刺激に対する動物の注意は条件づけ試行によって増加するが､それ以外の

剌激の明瞭度は減少するという仮定である｡このような､当初は剌激の物理的な性質によ

って決定される学習の進行速度に関する係数が条件づけ経験とともに変化するという仮定

は､Rescorla-Wagnerモデルにはなかった着想である｡

　では､Mackintosh(1975a)のこのモデルは刺激選択の基本的な現象をどのように説明す

るのであろうか｡まず隠蔽現象について考えてみよう｡

　2つの剌激AとBとが復合剌激として強化と対呈示されると､AとBはともに(2)式にし

たがって連合強度を獲得するが､第1試行ではそれによって増加する△VAと△V8は､

それぞれの刺激を単独で呈示した場合と同-となる｡しかし第2試行以降では､(3)式にし

たがってそれぞれの刺激についてのαに変化が生じる｡説明の便宜上最初の刺激の明瞭度

をαA<α8としよう｡すると第1試行で獲得した連合強度はVA<V8となるために､

Aが単独で呈示される場合と比較して復合条件づけではαAが減少する｡したがって第2

試行以降では､試行毎に得られる△VAは係数の低下した分だけ減少することになり､さ

らにαA=ゼロとなった時点からは(λ-VA)がゼロでなくとも連合強度の増加は生じ

ないことになる｡これがMackintoshのモデルによる隠蔽の説明である｡

　阻止の現象についても同様の説明が可能である｡この場合は剌激Bについて先行条件づ

けがなされた結果､復合条件づけの開始時においてVA<V8となっているために､その

後の条件づけ試行毎にαAは(Bについての先行条件づけがなされない場合と比較して)

減少することになる｡そこからの説明は隠蔽の場合と同一である｡

　このようにMackintosh(1975a)の理論では､強化についての相対的な予告能力に基づく

その剌激への注意の増減を介して連合強度の増減の速度が変化することが刺激選択の現象

の原因であると説明される｡

　一方潜在制止の現象は以下のように説明される｡(3)の第2式は不等号の下にイコールの

記号が付されているが､これが潜在制止の説明のための工夫である｡すなわち最初にCS

のみが単独で呈示される段階に(3)式を適用すると､λは強化子が呈示されないのでゼロで

あり､またVAとvxもそれ以前に連合強度を獲得していないのでゼロであると考えられ

る｡これらを(3)式に代入すれば､|λ-VA　I=|λ-vx　l=Oとなり､αAは減少す
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ると予測される｡したがってその後に刺激AをCSとする条件づけを行うと､αAの初期

値が刺激前呈示を行なわなかった場合よりも小さいので､連合強度の試行毎の増分は小さ

く学習が遅れることになる｡すなわち彼のモデルでは､潜在制止の現象は何ら重要な事象

の生起を予告しない冗長な刺激に対する注意の減少とみなされるのである｡

　このようにMackintosh(1975a)は､注意理論の枠組みのなかで1試行毎の経験による連

合強度と剌激に対する注意の変化を特定できる定式化を行なうことにより､刺激選択の現

象を説明しようとした｡しかし彼の理論には従来の選択的注意理論とは大きく異なってい

る点がある｡それは､このモデルでは限定された注意の容量が復数の刺激に分配されると

いう反比例仮説が放棄されていることである｡つまり(2)式に従うと､条件づけの第1試行

で各剌激の獲得する連合強度は､そこに存在する刺激の数やそれらの明瞭度によってまっ

たく影響を受けない｡なぜなら､第1試行以前においてはすべての刺激の連合強度はゼロ

であるために(3)式の適用は意味をもたず､各刺激の明瞭度すなわちαの変化は第1試行の

経験後において､つまり第2試行以降において初めて表れると考えられるからである｡こ

の点は､復数の刺激が存在する場合には限定された注意の容量が分散されるために当初か

ら各刺激に対する注意の大きさαは小さくなるという選択的注意理論の仮定とは対照的で

ある｡つまりMackintosh(1975a)は注意の容量に限界があるという従来の仮定を棄て､代

わりに動物は強化について最も予告力をもつ手がかりのみに注意を集中させ､他の剌激は

無視していくことを学習すると考えたのである｡

2-3-2.Wagner(1978)の改良モデルとSOP

　Rescorla-Wagnerモデルの成功は動物の連合学習の研究領域で大きな反響を呼び､前述

のMackintosh(1975)のモデルの他にもいくつかの定式化されたモデルが提出されるように

なった｡そのなかの主なものとして以下に述べるWagner(1978)のモデルとPearce&Ha11

(1980)のモデルが挙げられる｡

　すでにみてきたように､Rescorla-Wagnerモデルは潜在制止の現象を扱うことが困難で

あった｡そこでWagner(1978)は､潜在制止は手がかり刺激と背景との聞に連合が生じるこ

とが原因であると考え､以下に示すような形にRescorla-Wagnerモデルの定式を修正した｡

すなわち､

△VA=αA(1-VΣ)β(λ-VΣ)
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　ここで1(λの小文宇)は剌激と背景との連合強度の最大値を示し､またVΣはその試

行において存在するすべての剌激と背景との連合強度の総和を表す｡　Rescorla-Wagnerモ

デルの出式と(4)式との差異は､巾式のαAがαA(1-VΣ)に置き換えられた点のみで

ある｡すなわち､Rescorla-Wagnerモデルでは刺激の明瞭度は一定であると仮定されてい

たが､Wagner(1978)では刺激呈示毎にその刺激の背景との連合強度が増加し､したがって

明瞭度は減少するという仮定に改められたのである｡この明瞭度の変化の仕方は強化につ

いての刺激の連合強度の変化とまったく同一だと考えられている｡

Wagner(1978)はこのモデルによって､潜在制止のみならず条件づけ試行後のエピソード

の挿入による学習の促進あるいは遅延(たとえば､Wagner,Rudy&Whitlow,1973)のよ

うな現象をも説明することに成功した｡しかしこのモデルは､背景と剌激との連合を生じ

させるものは何かという根本的な点を明確にしないまま､強化と剌激との連合の仕組みを

そのまま剌激の明瞭度の変化についての援用した､いわば応急処置的なものという感はま

ぬがれなかった｡そこで後にWagner(198Dは､Standard　Operat　ing　Procedure　(SOP)モデ

ルと呼ばれる短期記憶における表象の活性化という観点に基づいたモデルを提出した｡こ

のモデルの基本的な考えは､2つの事象間の連合はそれらの表象が同時に短期記憶内で十

分に活性化される(A1状態にある)程度(強度あるいは時間)に応じて形成されるとい

うものである(Fig.1-5)｡他方でこのモデルは､2つの事象の表象間に連合が形成される

のに伴って一方の事象の生起は他方の事象の呈示によって予期されるようになり､その表

象が短期記憶内に(長期記憶から)呼び戻される(primeされる)が､その場合の表象は活

性度の低い(A2)状態であると仮定する｡その状態では実際に当該の刺激が呈示されて

も､A2状態ですでに存在するその表象はAIに移行することができず､したがって新た

な連合は形成されにくくなる｡これは､条件づけ事態においてUSの生起がCSによって

予期される程度に応じて学習が進行しなくなるという､Rescorla-　Wagnerモデル以来の強

化の意外性の着想を反映したものだが､SOPは連合の形成の機構を刺激表象の短期記憶内

での同時活性化に求めている点でより具体的な仮説となっている｡

　SOPモデルでは潜在制止の現象を次のように説明する｡すなわち､繰り返し前呈示され

た刺激はその時の背景と連合するために､同一の背景のもとでのその後の条件づけでは､

つねにその表象が短期記憶内に予めA2状態で存在し､したがって実際にその刺激がCS

として呈示されてもその時点でUSとの連合が進まなくなる｡
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Fig.1-5.Wagner(198DのSOPモデル｡パネルa)は短期記憶内でCSあるいはUSの表象

　　　　が時間経過とともに活性化の程度が大きいA1状態からその程度が小さいA2状

　　　　態に､さらには不活性な(長期記憶内にのみ存在する)I状態へと変化していく

　　　　という仮定と､両者の間に興奮性(矢印)および制止性(止線)の各連合が形成

　　　　されることを表す｡パネルb)は興奮性連合と制止性連合との差によって正味の連

　　　　合強度が決定されると仮定していることを意味する｡パネルc)は連合の形成が両

　　　　者の表象の状態によって決定されることを表した図である｡すなわち､CS(最

　　　　上段の図)とUS(第2段)の表象が同時にA1状態である程度(表象を構成す

　　　　る要素の割合)によって興奮性の連合強度(第3段のグラフの積分値)の､また

　　　　CSのA1状態とUSのA2状態との時聞的重なりの程度によって制止性の連合

　　　　強度(第4段)の変化が生じる｡最終的な連合強度の増減は両者の差となる(最

　　　　下段)｡(Wagner,1981より転載)
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　なおSOPモデルにおいても定式化という作業はなされたが､このモデルはより広範な現

象を包括的に説明しようとする意図から､連合強度の変化をもたらす経験の時間的単位が

それまでのモデルが考えていた1試行の条件づけから､1試行の条件づけ試行内での特定

の瞬間にまで細分化されている｡したがってその説明においては､むしろFig.1-6に示さ

れたように､時間の関数としての表象のA1そしてA2状態の程度(より具体的には各状

態にある要素的表象の比率)の変化を示すグラフ的な表現が多用されている｡しかし､本

論文で問題とする刺激選択の現象あるいは潜在制止の現象については､SOPからの予測は

基本的にWagner(1978)のモデルの(4)式と同一である｡

　2-3-3.Pearce&Ha11(1980)のモデル

　一方､Pearce&HaH(1980)は注意理論に近い立場から､ヒトの記憶情報処理に関して

提唱された統制された処理と自動化された処理という着想(Schneider&Shiffrin,1977;

Shiffrin&Schneider,1977)に基づいたモデルを提出した｡彼らはMackintosh(1975a)

と同様に､学習を規定する要因は強化剌激の効果の変化ではなく､むしろ手がかり刺激に

ついての情報処理の程度であると考えた｡しかし､Mackintoshが動物が強化についてもっ

とも予告力をもつもの以外の剌激を無視することを学習すると仮定したのに対し､Pearce

&Ha11はむしろ刺激が強化について十分な予告能力をもたない場合にのみ､動物はそれに

対して大きな注意を向けると仮定した｡すなわち､すでに十分な学習がなされている手が

かり刺激が呈示される事態では､それと連合した強化子の表象が自動的に喚起され､動物

はそれに対応した(自動化された処理モードに基づく)行動を示すが､そのような事態で

は事象間の連合強度の新たな変化は生じない｡連合強度の変化が生じるためにはその剌激

は統制された処理モードを通過しなければならないが､そのような処理は強化が十分に予

告されない場合にのみ進行する｡

　彼らはこのような着想を以下の定式によって表した｡すなわち､

ただし､

△VA=αA　SA　λ

-

- |λ11-1　-　V　Σ"一川
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　ここで､SAは刺激Aの物理的性質によって決まる係数である｡　Pearce&Ha11は学習

の進行における剰激の物理的性質の影響を経験に基づく変化と区別して考慮していること

が､この係数の導入から理解できる｡また(5)式では､強化子の性質によって決まるλは刺

激の獲得できる連合強度の最大値を示すのではなく､むしろ一回の条件づけ試行における

連合強度の変化の程度を決定するものとみなされている｡換言すれば､連合強度の最大値

はλを超えることが可能である｡これは､｢強化子のような動物にとって重要な刺激につ

いては､つねに一定の処理が行われる｣という発想に基づくものであるが､そこには学習

は手がかり刺激の情報処理により生じるという基本的な考えが､Mackintosh(1975a)のモ

デルに比べて徹底していることが表れている｡

　しかし､Pearce&Ha11(1980)のモデルではむしろ(6)式のもつ意味の方が重要である｡

なぜならこの式が上述の自動化された処理と統制された処理という着想を表したものだか

らである｡ある強化子の呈示がなんらかの手がかりによって十分に予告されている場合､

すなわち|λ71-1　-VΣ･-11がゼロに近い状態では､いかなる刺激についても条件づけ

試行による連合強度の増加は期待できない｡(5)式のαAにゼロを代入すればそのことが理

解される｡他方､強化の呈示についての情報が不明確な場合､すなわちVΣ･-1がゼロに

近い状態では､強化と対呈示された刺激は大きな連合強度を獲得する｡つまり､このモデ

ルは学習に伴う統制された処理から自動化された処理への移行をαの値の連続的な変化に

よって表しているのである｡見方を変えれば､これはRescorla-Wagnerモデルの｢強化子

の意外性｣という概念を手掛かり剌激の予告能力の程度に置き換えたものとも言える｡

　したがって､このモデルによる阻止や隠蔽の説明は､USの処理かCSの処理かという

相違を除けば基本的にRescorla&Wagner(1972)のモデルと同一である｡すなわち､他の

刺激が大きな連合強度をもつためにαAはゼロに近くなり､したがって(5)式に基づく当該

刺激についての連合強度の増分が小さくなることが刺激選択の原因であると説明される｡

-33-



2-4.実験的事実に よる従来のモデルの評価

　これまでみてきたように､動物の学習行動についてはいくつかの認知論的モデルが提出

されてきたが､それらは出発点となる基本的着想において相違している｡したがって､学

習に関する現象が生じる条件などについて各々のモデルはたがいに異なる予測を行なうこ

とが少なくない｡これらのモデルが対象とする現象は多義にわたっているが､ここでは刺

激選択に関する現象のなかで､モデル間で異なる予測が生じる事態についての従来の実験

結果を事例的に示し､各モデルがどのように評価されてきたかを考察する｡

2-4-1.単一条件づけ試行後の隠蔽

　Rescorla-WagnerモデルとMackintosh(1975a)のモデルが隠蔽現象をどのように説明す

るかについてはすでに述べた｡それに従えば､これらはいずれも復合条件づけの第1試行

では隠蔽が生じないことを予測する｡また､Wagner(1978)あるいはPearce&Ha11(1980)

のモデルからも単一の条件づけ試行による隠蔽は認められないと考えられる｡

　一方､従来の選択的注意理論からは単一試行後にも隠蔽は生じることが予測される｡前

述のようにこのモデルでは隠蔽現象を以下のように説明する｡明瞭度の低い次元Aがより

高い次元Bと共に手がかりとして呈示されると､注意の総量は一定であるので､条件づけ

の第1試行ではBが優先的に多くの注意資源を分配され､したがってAに対する注意量は

それが単独で呈示された場合より小さくなる｡さらに条件づけが進行するにしたがって注

意はよりBに集中し､逆にAに対する注意はさらに低下する｡このような注意の低下が隠

蔽の原因である｡したがって､この考えでは隠蔽の現象は単一試行の復合条件づけ後にお

いても生じるが､復合訓練の試行数が増加するにつれ明瞭度の低い次元についてより顕著

に見られるようになる｡

　James&Wagner(1980)は､いくつかの異なる条件下で単一の復合条件づけ試行後に隠蔽

が生じるか否かを検討した｡その結果､すべての状況下でその生起が認められた｡さらに

Mackintosh&Reese(1979)も同様の結果を得ており､単一の条件づけ試行後においても隠

蔽がおきることはまず確実であると考えられる｡

2-4-2.単一複合条件づけ試行後の阻止

　上述のように､単一の複合条件づけ後においては隠蔽が認められることが示されてきた
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が､それでは阻止についてはどうであろうか｡各モデルはこの問いについて以下に述べる

ような予測をする｡

　まずRescorla-Wagnerモデルは1回の複合条件づけ後に阻止は生じると予測する｡なぜ

なら､復合第1試行の開始時には先行条件づけによって一方の剌激のもつ連合強度がすで

にλに近い値を獲得しているため､出式によって付加された剌激が連合強度を獲得する余

地はほとんどないと考えられるからである｡また､Wagner(1978)のモデルも同様の予測を

行なう｡

　さらに､Pearce&Ha11(1980)のモデルも単一の復合条件づけによって阻止が起きると

予測する｡なぜなら､先行条件づけを受けた刺激が呈示される複合条件づけの第1試行で

は､(6)式によっていかなる剌激に対するαも､先行条件づけを受けない場合より大きく減

少していると考えられるからである｡

　これに対してMackintosh(1975a)のモデルでは､そのような1回の復合条件づけ後の阻

止はみられないと予測する｡彼のモデルでは､強化についてもっともすぐれた予告力をも

つ手がかりのみが動物の注意を増大させると考える((3)式)が､復合第1試行で呈示され

る新たな刺激については､その相対的な予告力をそれ以前に評定する機会がないので､そ

の剌激が獲得する連合強度はその刺激の明瞭度によって規定されるαの初期値を係数とし

て(2)式にしたがって決定される｡すなわち新奇な剌激についてはそれが呈示される最初の

試行では(3)式は適用されないと考えられ､したがって阻止は生じない｡

　Mackintosh(1975c)は､ラットの条件性抑制の手続きを用いてこの問題を実験的に検討

した｡彼は､光あるいは音のいずれか一方に対して8試行の先行条件づけを行なった後､

他方の刺激を付加して1または8試行の複合条件づけを行なった｡その結果､阻止は8試

行の復合条件づけを行なった場合にのみ認められた｡

　このように条件性抑制の事態では隠蔽とは異なり､復合条件づけの第1試行後の阻止は

生じないとする実験結果が多い｡

2-4-3.複合条件づけ時の強化子の変化が阻止に与える影響

　すでにみてきたように､Dickinson,HaH&Mackintosh(1976)は阻止の実験デザインに

おいて､復合条件づけ時の強化量を先行条件づけ時より減少させた場合にも阻止は生じな

いことを見出し､この事実がRescorla&Wagner(1972)のモデルからは予測できないこと

を指摘した｡さらに､Mackintosh,Bygrave　and　Picton(1977)は､復合条件づけ時の強化
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量の変化がいかなる機構によって阻止の強さに影響するかを､以下に述べる実験によって

検討した｡　stage　1　ではすべての群が光と電撃との対呈示を4試行受けた｡　stage　2　では

2試行の音と光をCSとする復合条件づけが行なわれたが､各群はTable　1-3　に示した通

り､第1および第2試行で受けた電撃の回数に関して1回または2回の2×2の要因配置

となっていた｡複合条件づけの終了後に披験体は付加された音に対する抑制の程度をテス

トされた｡その結果､Group　O　とGroup　shとの間には差がみられなかった(Fig.1-6)｡こ

のことは､複合第1試行での付加的電撃の呈示はその試行における付加された刺激に対す

る抑制の習得に影響しないことを示している｡一方､Group　O-O　とGroup　sh-Oとを比較す

ると､あきらかに後者の抑制が強いことが示された｡つまり､復合条件づけの第1試行で

経験した電撃が先行条件づけと異なるという経験をした動物は､その後の試行において付

加された純音についての学習が進行する､つまり阻止の効果が減弱することを意味してい

る｡

　これらの事実は､強化についての新たな情報をもたらさない剌激を動物が無視すること

が阻止の現象が生じる原因であるとするMackintosh(1975a)のモデルを支持する結果であ

ると言える｡

　以上の3つの実験結果は､モデルの妥当性を評価するための資料の一部分に過ぎない｡

これら以外にも､たとえば潜在制止の現象に関する条件分析の結果などの多くの実験的事

実を､これらのモデルの各々がどれだけ包括的に説明できるかを総合的に判断することが

必要である｡しかし､上述の例を見るだけでも従来のモデルにはすべて難点が存在するこ

とは明らかであろう｡では包括的な説明におけるそのような困難はどのような問題に起因

するのであろうか｡次章ではその点を考察してみたい｡
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Table　1-3　Mackintosh,　Bygrave　and　Picton(1977)による実験のデザイン｡　stage　2　の復

　　　　　合条件づけの2試行の各々において呈示される電撃の回数について5群が設け

　　　　　られ､光に対する先行条件づけ(stage　1)からの強化量の変化を第1試行で経

　　　　　験することあるいは第2試行で経験することのいずれが影響するかを検討して

　　　　　いる｡(Dickinson,1980)より転載)

　　　Stage　1

GrouPs(tria14)

0

sh

sh-0

O-0

O-sh

L→sh

L→sh

L→sh

L→sh

L→sh

Stage　2
-

Tria11

TL→sh

TL→sh-10-sh

TL→sh-10-sh

TL→sh

TL→sh

Trial　2

TL→sh

TL→sh

TL→sh-10-sh

Test

T
T
T
T
T

T:　tone　stimulus;　L:　light　stimulus;　sh:　shock;　sh-10-sh:　shock　followed　by　a　second

Post-trial　shock　10seconds　latcr.
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Fig.1-6.Mackintosh,Bygrave　and　Picton(1977)の実験結果｡復合条件づけの第1試行

　　　　　においてのみ電撃回数が2回に増加したsh-O群が､stage　2　で付加された純音

　　　　　に対するテストで他の群よりも強い抑制を示している｡(Dickinson,1980より

　　　　　転載)
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第3章　従来のモデルに共通した特質と問題点

　これまでにみてきたように､1970年代から1980年代の初めにかけて､とくにパヴロフ型

条件づけにおける諸現象を包括的に説明するための多くの定式化されたモデルが提出され

てきた｡それらは､連合学習の進行を規定する条件に関する着想において互いに大きく異

なっていた｡しかし､そのような差異が存在する一方で､これらのモデルはその本質にお

いて意外なほど共通した視点に立脚している｡以下ではそれらについて要約的に記述し､

さらにそこから生じる問題点を分析する｡

3-1.連合の概念に基づく定式化されたモデル

　すでに述べてきたように､強化の意外性という認知的着想を連合強度の変化を規定する

定式に変換して表し予測性を大きく増大させたことが､Rescorla-Wagnerモデルが大きな

評価を得た最大の理由であった｡このことによって､後続の多くのモデルも同様の定式化

によって認知的な着想を表そうと試みるようになった｡さらに､これらの定式が連合強度

　(V)あるいは刺激の明瞭度(α)といった共通の変数を用いて表された結果､個々のモ

デルからの異なる予測を実験的に検証することが容易となった｡

　さらに各々のモデルは､1つないし2つの比較的単純な形式の定式によって仮説的な認

知機構を表現している｡このことは､簡潔な理論ほど優れているという科学における思考

経済の原則に合致し､モデル間の相対的な妥当性の検証を容易にしている｡出発点として

の認知的な着想がいかに優れたものであっても､それが数多くの復雑な定式の組み合わせ

としてしか表現できないのであれば､定式化のもつ意味は大きく減じることになる｡その

ような意味からもRescorla-Wagnerモデルは洗練されたモデルとして評価され､後続のモ

デルも同様の簡潔な定式化を指向したと考えられる｡

　だがすでに見てきたように､連合学習､より厳密にはパヴロフ型条件づけの領域に限定

した場合でさえ､すべての実験的事実を包括的に説明できるモデルは現在のところ存在し

ない｡その一つの主要な原因は､簡潔な定式化を目指すあまり手続き的には単純な連合学

習にも複数の過程が関与する可能性を無視したことが考えられる｡一例として復合条件づ

けの関数としての隠蔽と阻止の現象を考えてみよう｡

　2-4-1.で分析したように､複合条件づけにおける隠蔽現象､すなわち明瞭度の低い刺激

に対する条件反応の相対的(その刺激を単独で条件づけた場合との比較における)低下は
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単一試行の後に生じることが示されている一方で､たとえばFeldman(1975)は隠蔽の強度

が試行数の単調増加関数となる､すなわち復合条件づけを繰り返すにしたがってより明確

になることを報告している｡だがRescorla-Wagnerモデルは強化が予期される程度が､ま

たMackintoshのモデルは刺激の冗長度が､それぞれ複合条件づけの試行数の関数として増

大すると考えるため､隠蔽の強度の条件づけ試行数に伴う増大は予測されるが､単一の復

合条件づけ試行後の隠蔽は説明しえない｡

　これに対して､選択的注意理論では情報処理能力に一定の容量を仮定しているために､

複合条件づけでは当初から刺激間でこの容量を巡る競合が生じ､したがって単一試行後に

も隠蔽が認められると予測される｡つまり､この点に関する限りは定式化されたモデルよ

りも選択的注意の概念に基づく説明の方が妥当性がある｡

　しかし､複合条件づけの第一試行後には阻止の現象は認められないという事実は､逆に

選択的注意の概念のみでは説明ができない｡たとえばMackintoshは､先に選択的注意の概

念に基づく理論化(Sutherland&Mackintosh,197Dとそれに基づく広範な現象の説明を

行なったが､後にはそれを放棄して冗長な刺激の無視という着想に基づく新たなモデルを

提出した(Mackintosh,1975a)｡つまり､彼はこの2つの認知的着想を択一的なものとし

て考えたのである｡この択一的な視点はおそらく第3部で議論するようにモデルの簡潔性

を重視した結果であろうが､結果的にはそれが事実の包括的な説明における困難を生じる

こととなった｡このように､試行数の関数としての隠蔽現象の強度についての実験結果の

多様性は､単一の認知的着想に基づいて多くの事実を説明を試みることの限界を端的に表

していると考えられる｡　Grossberg(1982)の批判を引用すれば､これらのモデルは｢単一

の定式のなかにあまりに多くの認知的過程を詰め込もうとした｣のである｡

　さらに､これらのモデルでは出発点としての認知的着想がすべて最終的には連合強度と

いう変数によって表されている｡このことは､これらのモデルが学習行動に関与する連合

の形成過程以外のどのような過程も連合の形成に影響を与えあるいは逆にそれによって規

定されるという関係のみを想定し､それらが直接的に行動に影響する可能性を無視してい

ることを意味する｡たとえば､Mackintosh(1975a)の冗長な剌激の無視という概念は､あ

る試行時の注意の大きさαが刺激間の相対的な連合強度によって規定されるという定式(3)

に変換された時点で､それが連合強度によってのみ規定され､それ以外のたとえば刺激の

物理的な強度の影響は初期値としての意味しかもたなくなったことを意味する｡

　あるいは､パヴロフ型条件づけではたとえば自発的回復や外制止という現象がしばしば
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観察されるが､それらを連合強度の変化にいかに対応づけることができるのかはこれらの

モデルでは議論されていない｡だが､モデルが想定していないからという理由で､そのよ

うな｢ノイズ｣-おそらくは非連合的な影響-を想定しない事態のなかでのみモデル

の妥当性を議論しても､これらが一般的な現象である以上はモデルの予測性は最初からき

わめて小さなものとなってしまう｡だが他方では､モデルの妥当性の検証を最終出力であ

る行動指標に依存せざるを得ないこのこの領域で､関与する過程をすべて連合強度に関連

づけて記述することは極めて困難であると考えられる｡

3-2.CSの処理における経験効果の重視

　本論文が対象としたモデルはすべて動物の連合学習の機構に関するものであり､経験に

よる行動変容の予測を目的としているが､通常の実験室的事態における行動変容はUSと

いう生物学的に重要な事象の特性にもっとも大きく依存している｡USの強度が1試行毎

の学習速度(β)とともに漸限的な学習行動の強度(λ)をも規定することはよく知られ

た事実であり(たとえば､Annau&Kamin,196D､したがってすべてのモデルがUS強度

に関する変数を定式の中心に据えたことは当然であった｡

　　しかしすでに述べたように､Rescorla-Wagnerモデルの最大の難点の一つは､CSの

強度の影響をその物理的な強度によって規定される不変の係数αとしてのみ考慮し､それ

が経験によって変化する可能性を考慮しなかったため､たとえば潜在制止の事実を説明で

きないことにあった｡そこで､それ以降に提出されたモデルはいずれもαが経験によって

変化するという仮定を採り入れたが､今度はそのことによって､剌激の物理的な特質はα

の初期値を決定するのみであり､学習訓練の進行に伴ってその影響は最終的にはなくなる

という予測を生じることとなった｡

　たとえば等式(4)に示されたWagner(1978)のモデルでは､CSを繰り返し同じ文脈におい

て単独で呈示すると､それらの間に強い連合が形成されるので､O-ΣV)の値はゼロ

に近づく｡そのような状態ではαがいかに大きな値であろうとも､CSの学習速度を規定

するα(I-ΣV)の値もゼロに近い値しか採れない｡すなわち､CSの物理的特質は最

終的には意味をもたなくなると予測される｡

　Mackintosh(1975a)のモデルについても同様である｡等式(3)は､USに関するもっとも

良い予告子の決定が､その時点までに各CSが獲得した連合強度の相対値によってなされ

ることを意味している｡したがって物理的には非常に強いCSも､物理的には弱いが先行
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条件づけによってすでに漸限的な連合強度を獲得している他のCSと同時に呈示された場

合には試行毎に注意の大きさαが減少し､最後にはゼロに近づく､すなわちUSとの対呈

示によってもまったく連合強度を獲得できなくなることさえあると予測される｡

　Pearce&Ha11(1980)のモデルもこの問題については同様の予測をする｡このモデルの

(5)式では､刺激の物理的な強度によって決定される係数Sは学習によって変化するそれヘ

の注意の大きさαと区別され､両者の積によって学習の進行速度が決定されると考える｡

しかし､この点をWagner(1978)のモデルと対比させると､Pearce&Ha11(1980)のモデル

はWagnerのモデルのαをSに､また(1-ΣV)をαという記号に置き換えたものとみな

すことができる｡したがってSの値が非常に大きな場合でも､十分な学習経験の後には(6)

式にしたがってαはゼロに近づき､学習はそれ以上進行しない｡もちろん､すでに述べた

ようにこれら2つのモデルが各々の記号や変数に付与した意味は異なるのであるが､それ

にもかかわらずCSの処理の変化に関しては結果的に類似の予測が生じるのである｡

　要約すれば､これらのモデルはいずれも､学習の進行速度およびその結果としての刺激

選択は､最終的にはCSの物理的特質よりはそれらについての経験のあり方によって優先

的に規定されると考える｡

　しかし､このことはすでに述べたような刺激の物理的な特性に基づく行動の制約という

問題を無視するという結果を招いた｡刺激の物理的な特質の影響についてのこのような過

少評価は､学習行動全般において広く知られるようになった生物学的制約の事実､たとえ

ば有名な味覚嫌悪条件づけにおける選択的連合の事実の説明を困難なものにする｡すなわ

ち､気分の悪さを生じる剌激(たとえば､放射線の照射や毒物の投与)をUSとしたパヴ

ロフ型条件づけでは､味覚あるいは嗅覚刺激のみがCSとしてそれに対する嫌悪が学習さ

れ､視覚あるいは聴覚刺激に対する嫌悪を条件づけることは非常に困難である(Garcia&

　Koelling,1966)｡このことは､CSとしての連合可能性は経験によってではなく､むし

ろその物理的特質によって大きく規定される場合があることを意味する｡

　しかも､このような制約は味覚嫌悪条件づけのような特殊な事態のみでなく､一般的な

条件づけパラダイムにおいても影響を与えている可能性がある｡たとえばLovejoy(1968)

は､明暗の弁別手がかりについていかに多くの過剰訓練を行なっても､その後のその次元

についての弁別逆転学習の速度は位置手がかりについてのそれより速くならないことを示

し､剌激に対する注意の大きさはその物理的特質によって規定される不変の部分と経験に

よって変化する部分とに分けて考える必要があることを示唆した｡
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　それにもかかわらず､たとえばMackintosh(1975a)の｢刺激の物理的な特質による効果

をLovejoyが仮定するように経験による注意の変化から分離して考慮する必要はない｣と

いう主張に端的に現れているように､刺激の知覚における生物学的制約はこれらのモデル

ではほとんど考慮されてこなかった｡換言すれば､強化子以外の剌激特性は｢動物が知覚

できるものであればよい｣のであって､それがどのように知覚されるかといった問題は軽

視されてきたのである｡しかし､純粋に心理学的な手法では内的な過程を推測するための

手段は剌激と最終段階としての行動との関係でしかなく､したがってたとえば刺激の物理

的な特性の知覚的影響を考慮しないと｢何が影響したのか｣について的外れな議論が展開

される危険性がある｡

3-3.パヴロフ型条件づけのパラダイムに偏ったモデルの検証

　行動主義の時代の学習理論はS-R結合､すなわちその場に存在する剌激とそこで生起

した反応とが連合するという原理によってすべての学習行動を説明しようとしてきた｡パ

ヴロフ型条件づけの事態における学習は､CSとUSとの対呈示により､生得的な反射の

経路に基づいて解発される反応がCSと連合するという刺激置換の原理､すなわちS-R

連合説によってきわめて自然に理解できる(ただし､現在では後述するようにパヴロフ型

条件づけに関してもS-R説は否定されている)｡しかし､実際にこれらの理論が積極的

に取り上げ､実験的に検証しようとした直線走路や迷路における目標への走行といった道

具的行動については､S-R理論は直観的には受け入れにくい奇妙な説明を行なう｡なぜ

ならこのような事態では､パヴロフ型条件づけにおけるCSのような強化と相関する明確

な刺激は存在しないにもかかわらず､これらの理論では装置の内外から与えられる種々の

　(文脈)刺激が行動と連合するのだと考えるからである｡しかし､それらの刺激は反応が

生じずしたがって強化を受けない場合にも存在する､つまり強化との随伴性をもたないの

であるから､刺激と強化との相関関係はS-R連合の進展にとっての必要条件とは考えら

れていないことになる｡また､強化はS-Rの結合を強める接着剤の役割のみを果たすと

され､目標に向かって正確に速く走行することを学習した動物でさえも､自分の行動とそ

の結果との関係については何ら知っていないことになる｡

　行動主義の多くの理論がこのように不自然なS-R結合説に傾いた最大の理由は､それ

以外の､たとえば自分の反応とその結果的事象との間の連合が道具的学習の機構であると

考える理論では､学習過程とは別にそれがどのように行動を解発するかという｢行動への
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変換過程｣の議論が不可避であり､学習を外的な行動の変容と同一視する行動主義の基本

前提が崩れるからであったと考えられる(この点に関しては､たとえばDickinson,1980

を参照のこと)｡

　一方1970年代以降の認知論的なモデルでは､連合学習は(自身の行動を含む)環境内の

事象間の関係に関する知識の獲得の過程であり､それに基づく行動の変容とは別個の内的

過程であるという基本的観点に立つため､パヴロフ型条件づけについてもS-R理論に束

縛される必要はない｡事実､これらのモデルはいくつかの研究結果(たとえば､Holland

&Straub,1979)から､パヴロフ型条件づけは行動主義の理論が考えていたようなS-R

間ではなく､CS(の表象)とUS(の表象)との間の連合過程であるという基本的な認

識でほぼ一致している｡このS-R図式からの解放が､現在の認知論的な学習モデルの発

展のもっとも大きな原因であるといっても過言ではないが､皮肉なことに､これらのモデ

ルの一つの問題点はその妥当性の検証をもっぱらパヴロフ型条件づけに限定して行ってき

たことから生じた｡

　歴史的に見れば､認知論的モデルは決してそれまでの学習行動研究と断絶した形で提出

されたわけではない｡むしろ､道具的事態を含む連合学習に関する従来の多くの実験的事

実を基盤として成立したと考えるべきであろう｡それにもかかわらず､いったんこれらの

モデルが提出されると､その検証はもっぱらパヴロフ型条件づけの事態のみによってなさ

れるようになり､道具的事態はほとんど用いられなくなった｡その主な理由は､これらの

モデルが(行動主義の時代の理論と同様に)予測性､すなわち操作との対応に基づく理論

化を重視したためである｡そのような観点からは､弁別学習のような道具的な手続きを含

む実験によって示された現象には実験者が意図しない要因が関与し､したがって条件間の

差異が必ずしも特定の操作に還元されない危険性が存在する(Wagner,1969)ということで

ある｡以下に述べるような阻止の実験を例にとればこの問題は容易に理解される｡

　ハトを用いた継時弁別の事態で､最初にキーを緑に照明した場合を正刺激(G十)､赤色の

照明を負刺激(R-)として訓練を行なう｡つぎに､緑の照明下では垂直線(V)を､赤の照明

下では水平線(H-)を付加して､GV十,RH-という訓練を続行する｡訓練の終了後に垂直一水

平の弁別の程度をテストすると､最初からGV気RH-の復合弁別訓練を受けた別の群よりも

成績が悪い(Johnson,1969)｡しかし､この事実をパヴロフ型条件づけにおける阻止の現

象と同等の意味をもつ結果だと簡単に結論することはできない｡なぜなら､最初の段階の

訓練によってハトはすでにG十,R-という学習をしているのであるから､その後の復合訓練
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ではほとんど誤反応をしなかったと考えられる｡したがって､付加された水平一垂直の次

元について学習が生じなかったことは､そのような強化一非強化についての経験の条件差

に還元できるかも知れない｡すなわち道具的手続きを含む事態では､結果的に強化の回数

に条件差が生じることを操作的に防ぐことが困難であり､したがってそのことが実験結果

を左右している可能性を否定できないのである｡

　道具的条件づけの事態を用いることによって生じる別の問題は､どのような事象間にお

いて連合が生じるのかを特定することが困難であることが多い(Mackintosh,1975b)とい

うことである｡すなわち､ある反応に随伴して強化剌激を呈示する場合､随伴性がその反

応と強化との間にのみ設定されるという保証はない｡たとえばキーをつつくためにハトが

接近することによって､ハトの視覚剌激もそれまでとは変化するであろうから､そのよう

な剌激の変化が強化と連合する可能性は否定できないのである｡

　さらに､弁別学習の事態は論理的にパヴロフ型条件づけの事態に還元できるという議論

　(たとえば､Mackintosh,1975b)も､検証実験をパヴロフ型条件づけの事態に限定するこ

との正当性を裏づけた｡つまり､たとえば伝統的な弁別学習における一対の手がかり(明

暗)の関係は､パヴロフ型条件づけにおけるCSの呈示期間と非呈示期間､つまり刺激の

オンーオフ関係に還元できるのであるから､上記のように復雑な事態である弁別学習を用

いる必要性はないという視点が優位となり､検証がほとんどすべてといってよいほどパヴ

ロフ型条件づけの手続きに依存するようになった｡

　検証実験に用いられるパラダイムのこのような偏向が､それらを基盤として提出される

モデルの特質を規定したのは､ある意味では当然であった｡たとえばMackintosh(1975b)

は､彼のモデル(Mackintosh,1975a)が注意の反比例仮説を放棄した理由について､｢条

件性抑制のような､3分間も持続する大きな音と明るい光が呈示される事態で､ラットの

情報処理容量がそれらを同時に処理できないほど限定されたものであるとは考えにくい｣

ことを挙げている｡つまり､元来は手続き上の統制という利点から用いられたはずの実験

パラダイムが､逆にその事態の特性のみを考慮するという形でモデルの基本的前提に影響

を及ぼしたのである｡

　だが､多くが弁別学習などの道具的手続きを含む事態で得られたものであってにせよ､

選択的注意の概念は長年にわたる多くの実験的証拠の集積から導かれたものであり､検証

実験のパラダイムを変更すれば即座に不必要になるような脆弱な仮説とは考えられない｡

すなわち､その仮定の根拠となった実験のいくつかでは､刺激や強化回数の統制において
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結果的に不備があった可能性はあるが､従来のすべての実験が必ずそのような問題を含ん

でいたとは限らず､またたとえそのような手続き的な不備があったとしても､それらの証

拠の総体から示唆される仮説を根本的に考え直さなければならないと即断することはでき

ない｡さらに､ヒトの認知過程における選択的注意の概念の重要性を考慮すれば､連合学

習の過程の包括的な理解のためには何らかの情報処理容量の限界を仮定することは不可避

であると考えられる｡

　そのような観点に立てば､弁別学習のような道具的事態とパヴロフ型条件づけとの間に

は大きな違いがある｡たとえば前者では､同時あるいは継時的に呈示される復数の剌激の

ある次元における特性の差異(たとえば照度の違い)を知覚判断する過程が必要であり､

拡散的なCSを受動的に知覚することのみが要求されるパヴロフ型条件づけと比較して､

情報処理により多くの資源を分配する必要がある｡また弁別学習においては､動物は強化

と自身の行動との随伴関係を試行錯誤的に探索し､しかも場合によってはそれを限定され

た時間内に行なうことも学習する必要があるのに対し､パヴロフ型条件づけでは強化は披

験体の行動とは無関係に与えられる｡この点においても動物に与えられる情報処理的な負

荷の程度は大きく異なる｡他方､たとえば条件性抑制の事態では､動物は嫌悪剌激から逃

れることはできず､実験事態そのものつまり文脈によって強い恐怖が喚起され続けるるた

めに､かえってCSに対する適切な情報処理が遅延する可能性も考えられる(たとえば､

Rescorla,1968)｡

　両者の事態差が具体的にどのような実験結果の差異となって反映されるかは次章以降に

おいて検証するが､ここで強調したい点は､一方の事態における実験結果とそれからの帰

納のみによって連合学習全般に関連する過程のモデルを構築することは､その重要な特質

を見落とす危険性が大きく､むしろ動物の立場から見たこれらの違いを念頭に置いてモデ

ル化を進めることが必要であるいうことである｡

　以上で考察してきたように､勤物の連合学習についての定式化されたモデルには共通し

たいくつかの問題点が存在する｡連合学習の包括的な理解という目的のためには､それら

の問題点を克服した質的に異なる理論化が必要であると考えられるが､そのような理論化

の試みはまだほとんどなされていない｡その最大の理由は､これらのモデルの背後に単な

る心理学の歴史に止まらないより大きな共通の強固な行動観あるいは理論的背景が存在す

るために､それらの前提に依存して個々のモデルの妥当性はもっぱら個別の実験的事実ヘ
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の適応可能性という次元で議論､評価され､上述の本質的な問題点に対する批判的な視点

が欠如してきたためではないかと考えられる｡

　本論文の最終目的は､そのような従来の観点にかわる新たな視点の可能性を提案するこ

とであるが､そのためには従来のモデルに共通した問題点を具体的な実証的事実を明らか

にすることを通じて指摘する作業が必要であろう｡以下の第2部ではそれらについて述ベ

る｡
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第2部 実験的検討による従来の達合学習のモデルの検証
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　第1部で議論してきたように､連合学習についての従来のモデルに共通する主な問題点

は､(1)定式の単純さ:単一の仮説的機構に基づく広範な事実の説明の限界;(2)経験効果の

過大視;(3)パヴロフ型条件づけに偏った検証実験､の3点に要約できる｡しかし従来の多

くの実証的な研究は､個別のモデルから演鐸される具体的な予測が支持されるかどうかを

実験的に確かめることでその相対的な妥当性を議論するレベルに止まり､これらに共通す

る上記の基本的な問題点にまで踏み込んでそれらを検討することは少なかった｡そこで第

2部では､これらのモデルから共通してなされる予測が実際に支持されるかどうかを､上

記のとくに出と(2)の問題をおもに念頭に置いた場面設定に基づいて実験的に確かめること

とした｡さらにこれらの実験のいくつかについては､(3)の問題点を考慮して弁別学習とパ

ヴロフ型条件づけの両者の事態において検討した｡

　まず第4章では､弁別学習(実験1)と条件性抑制(実験2)の2つの事態を用いて､

隠蔽という同一の現象の強度が試行数の関数としてどのように変化するのかを検討し､そ

れが単一の仮説的機構によって説明が可能かどうかを分析した｡続く第5章では､同じく

弁別学習(実験3･実験4)と条件性抑制(実験5)の2つの事態において､剌激の物理

的な強度(明瞭度)の効果とそれへの先行訓練の効果とが桔抗する事態､すなわち明瞭度

が相対的に小さい刺激に先行して学習経験を与えた後に明瞭度のより大きな剌激を付加し

て複合条件づけを行なった場合に､隠蔽の効果と阻止の効果のいずれが優位に現れるかを

確かめた｡さらに第6章では､パヴロフ型条件づけにおける潜在制止と隠蔽という､たが

いに異なる手続きによって生起する現象が加算的効果を示すかを､条件性抑制(実験6)

と味覚嫌悪条件づけ(実験7)において確かめ､単一の仮説的機構に基づくモデルがそれ

らを整合的に説明できるかという問題を考察した｡

　これらの実験は､第1部で述べたこの領域における従来のモデルの問題点の指摘が妥当

かどうかを検証するという目的をもつが､さらには実験結果が第3部で述べるこれからの

モデルのあり方の議論のために有益な手がかりを提供することも期待される｡
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第4章　条件づけの試行数の関数としての隠蔽現象

　第4章では､隠蔽現象の強度が条件づけ試行数の関数としてどのように変化するのかを

検討する｡隠蔽現象とそれを巡る理論的な論争についてはすでに第1部でも解説したが､

ここで再度要約しておこう｡

　隠蔽とは､2次元の異なった刺激を復合弁別刺激あるいはCSとして呈示して条件づけ

訓練を行なうと､明瞭度が相対的に低い刺激に対する学習がその刺激を単独で呈示した場

合と比較して減弱する現象である｡この現象が連合学習に関するモデルにとって中心的な

問題であったことは第1部ですでに述べたが､その争点の一つは､隠蔽が条件づけ訓練の

当初から生じるものなのか､あるいはある程度の訓練が進行した後にみられるのかという

ことであった｡

　選択的注意説のような限定された処理容量を仮定するモデルでは､複数の手がかり刺激

を与えた場合には処理容量の分散､とくに明瞭度の小さい刺激への注意の減少が条件づけ

の当初から生じると考えるが､強化の意外性という発想に依存したRescorla-Wagnerモデ

ル､あるいは冗長な刺激の無視という概念に基づくMackintoshのモデルは､訓練の経過に

伴って各剌激の強化についての相対的な予告力に差が生まれるまでは隠蔽は認められない

と予測する｡これらの異なる予測を検証するために､隠蔽が1試行のみの復合条件づけの

後にも生じるかどうかを条件性抑制の事態を用いて検討したMackintosh　and　Reese(1979)

そしてJames　and　Wagner(1980)の実験はいずれも隠蔽の成立を確認し､学習の機構には何

らかの処理容量の限界を仮定する必要があることを示唆した｡

　しかし､連合学習に復数の過程が関与するという視点からは､処理容量の限界の存在は

必ずしも強化の意外性あるいは刺激の冗長性に基づく処理過程の変化という過程の存在を

否定するものではない｡つまり両者は択一的な機構ではなく､条件づけ訓練の段階に応じ

て両者のいずれもが行動に影響する可能性がある｡

　この可能性を検討する一つの方法は､復合条件づけにおいてその各々の要素剌激に対す

る学習行動の強度が試行数の関数としてどのような変化を示すのかを実験的に検討するこ

とである｡後の討論において示されるように､いずれのモデルもそれが試行数の単調減少

あるいは単調増加関数のいずれかであると予測するので､もしも単調関数とは異なる結果

が得られれば､それは複数の過程の存在を示唆する証拠と考えられる｡しかし､従来の実

験はそのような復数の過程の存在を前提としていないために､一定試行後に隠蔽が認めら
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れるか否かを検討したものがほとんどであり､試行数を変数として同一実験内で扱ったも

のとしてはFeldman(1975)の研究があるのみである｡この実験では条件づけ試行がある程

度まで増加した場合にのみ隠蔽が確認されており､訓練初期では認められなかったが､前

述の単一試行後の隠蔽という事実を考慮すれば､同一実験内で訓練初期と後期の双方の段

階で隠蔽が確認される可能性は否定できない｡

　そこで以下ではこの問題を同時弁別学習(実験1)と条件性抑制(実験2)の双方の事

態において分析することとした｡

4-1.実験レ複合刺激の弁別学習における隠蔽現象一訓練試行数の影響

　実験1では､復数の視覚的手がかりを同時に与える弁別学習(復合弁別学習)の事態に

おいて､明瞭度が相対的に小さく､隠蔽を受ける可能性の大きい剌激次元についての学習

強度が､復合弁別訓練の試行数の関数としてどのように変化するのかを検討した｡

　隠蔽現象の研究で一般に用いられるパヴロフ型条件づけにおいては､復合条件づけを経

験した群の明瞭度の低い次元のCSに対するテストにおける条件反応の強度を､そのCS

を単独で呈示した群のそれと比較することで隠蔽の程度が推測できる｡しかし弁別学習の

事態では､ある剌激次元についての弁別行動は50%の正反応率からある時点で急激に100%

の正反応率に移行し､その中間段階は示されないことが多い｡したがって複合刺激の弁別

学習における明瞭度の低い次元についての隠蔽の強度を､単独次元のみの弁別訓練を受け

た群とのテストにおける正反応率との違いを指標として分析することは困難である｡

　そこで本実験では､異なる試行数の復合弁別訓練(stage　1)の終了後に当該刺激次元の

みを単独で訓練(stage　2)された群のその弁別完成までに必要な試行数を､当初から当該

刺激次元のみを手がかりとして訓練をうけた群と節約法的に比較することで､stage　1　に

おけるより明瞭な刺激次元の存在が当該剌激次元の学習を隠蔽した程度を推測するという

手法を採用した｡

方法

　披験体　実験開始時に90~150日齢のC57BL/6J系マウスの雄24匹を用いた｡
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装置　弁別学習のための装置として､Fig.2-1に示されたY宇型の走路を用いた｡この

装置の壁面(高さ20cm)は木製で､床は通電可能なアルミ格子(4皿間隔)になっていた｡
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Fig.2-1.実験1で使用されたY宇型弁別走路の俯瞰図(単位:cm)｡床面はアルミ製の格

　　　　子でできていた｡弁別事態では披験体は電撃を回避するためにスタートボックス

　　　　　(S･B)から正刺激側のゴールボックス(G･B)への走行を要求された｡明

　　　　暗次元として光源箱(LB)からの白色光により各刺激呈示板のいずれか一方に

　　　　601x､そして他方に5　1xの照度面が呈示され､また形態の有無の次元としていず

　　　　れか一方の剌激呈示板の直前にプラスチック製の鎖が呈示された｡
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スタートボックス(S･B)とゴールボックス(G･B)の入口は､各々透明な樹脂板で走路部分

と区切られていた｡床面は左右の剌激呈示板の手前15cmのみ他の部分より2cm低くなって

おり､披験体は刺激板の下をくぐりぬけてG･Bに入ることができた｡左右の剌激板は光

源箱(LB)によって各々一様な照度で照明された｡

　弁別剌激　弁別刺激としては､左右の剌激呈示板の一方を60　1x(正刺激)､他方を5　1x

　(負剌激)の照度とする明暗次元と､左右いずれか一方の剌激呈示板の手前約3cmの位置

に天井からプラスチック製の鎖(長さ10cm)を垂らした側を正剌激とする形態次元の2つ

の次元を用いた｡したがって複合条件づけでは､すべての披験体に対し60　1x　の照度を背

景に鎖が呈示された側を正刺激とし､鎖の呈示されない5　1xの照度を負剌激とした｡

　手続き　弁別訓練開始の前日に各披験体に30分の装置内自由探索を行わせた後､披験体
　一

を以下に述べる4群(各群6匹)に分割し各群毎に所定の訓練を行った(stage　D　｡

出基準達成群(CR群):明暗と形態の復合刺激についての弁別訓練を､習得基準(10試

行を1ブロックとし､ブロック内で9試行以上の正反応が出現すること)に達するまで行

なった｡

(2)過剰訓練群(OT群):復合剌激についての弁別訓練を､基準達成後さらに160試行施

した｡

(3)基準未達成群(PC群):復合刺激についての弁別訓練を50試行のみ行なった｡

(4)対照群(CN群):この群の被験体はstage　1　では明暗次元のみを､またstage　2　では

形態次元のみを手がかりとした弁別訓練を､それぞれ習得基準に達するまで受けた｡

　stage　l　での訓練が終了した後､各群の披験体に対して明暗と形態の各次元を単独で呈

示し､各々の次元に対して弁別がなされるか否かを各10試行の消去テストによって判定し

た｡

　つぎに､stage　1　で復合剌激の弁別を受けた3群でこのテストにおいて習得基準以上の

正反応率が示されなかった刺激次元を単独で呈示し､習得基準に達するまで訓練を行なっ

た(s,tage　2)｡

　弁別訓練はstage　1,　stage　2のいずれにおいても1日40試行(ただし初日のみ20試行)

行ない､正剌激の位置はゲラマン系列により試行毎にランダムとした｡

　各回の試行は以下の手順で進めた｡披験体をS･Bへ入れ､5ないし10秒後の披験体が

刺激呈示板の方向へ頭を向けている時点でギロチンドアを開けた｡それから5秒後に正刺

激側のG･Bを除くすべての床面に電撃(交流25ないし30ボルト)を流した｡披験体が最
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初から正刺激側のG･Bに入った場合は正反応とみなし､その時点で試行を終了した｡他

方､披験体が最初に負刺激の側のG･Bに入った場合は誤反応とみなし､その後正刺激側

のG･Bに入るまで電撃を与え続けた(自己矯正法)｡試行間間隔は約30秒とした｡

結果

　stage　1　で弁別完成基準に達するまでに要した訓練試行数は､CR群が103.3､OT群

が101.7､そしてCN群では107.5試行であり､条件間に有意差はなかった｡またPC群

の最終10試行における弁別率はほぼ50%であり､弁別学習が完成した証拠はまったく認め

られなかった｡

　stage　l　の後のテストでは､基準に到達するまで訓練を受けた3群はいずれも明暗次元

に対してほぼ完全な弁別行動を示す一方､形態次元に対する正反応率は約50%であった｡

このことから､これら3群では明暗次元のみが弁別手がかりとして完全に習得されたと考

えられる｡またPC群では当然のことながら､いずれの次元に対しても弁別行動は示され

なかった｡

　そこで､stage　2　ではすべての群に対して形態次元のみを単独の弁別手がかりとして呈

示し､習得基準に達するまで訓練を行なった｡　Fig.2-2はその所要試行数を示したもので

ある｡　CR群が他の3群よりも少ない試行数で弁別を完成している一方､PC群は非常に

多くの試行数を要している｡1要因の分散分析[F(3,20)=10.78,p<.01]とその後の多重比

較(LSD法)の結果､CR群は他の3群のいずれよりも有意に試行数が少なく(psく.05)､

逆にPC群は他の3群のいずれよりも所要試行数が多かった(psく.05)｡　CN群とOT群と

の間に有意差はなかった｡

　だが､CN群を除く3群に対してはstage　1　でも形態次元が弁別手がかりとして呈示さ

れていた｡そこで､形態次元の弁別完成までに要した総試行数としては､これら3群につ

いてはstage　1　とstage　2(形態次元のみに対する弁別訓練)の各々で習得基準に達するま

でに要した試行数を加算し､CN群のstage　2　の完成に要した試行数と比較すべきである

と考えられる｡　Fig.2-3はその結果を表したものである｡　CN群がもっとも少ない試行数

を示している｡またstage　1　で形態次元を呈示された3群ではCR群がもっとも所要試行

数が少なく､逆にOT群は最も多くの試行数を要した｡これらの試行数についての1要因

分散分析の結果は有意[F(3,20)=8.14,p<.01]であったため多重比較を行なったところ､

OT群は他のいずれの群よりも多くの試行数を要しており(ps<.0D､またPC群はCR群
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Fig.2-2.実験1のstage　2で各群が形態次元の弁別完成までに要した試行数｡　CN群が

　　　　　stage　1　を経験していないのに対し､他の3群はstage　1　で形態と明暗の両次

　　　　　元を手がかりとした復合弁別訓練を受けていた｡
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Fig.2-3.実験1の各群がstage　1(復合弁別)とstage　2(形態次元のみの弁別)の各々で

　　　　　要した試行数の合計｡　CN群はstage　1　の訓練を受けなかった｡
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あるいはCN群よりも試行数が多かった(psく.01)｡さらにCR群とCN群との間にも有意

差が認められた(p<.05)｡

討論

　はじめに､Fig.2-2およびFig｡2-3に示された結果に基づいて本実験から導かれる知見

を要約すると､以下のようになる｡

巾明暗と形態の複合訓練を習得基準に達するのに必要な試行数の半ば(50試行)まで行

なった時点では､形態次元についての学習はほとんど生じていないばかりか､その後の形

態次元のみが手がかりとなったstage　2　ではその学習を妨害するような過程の進展も示唆

される｡なぜならPC群では､stage　2　で習得基準に達するまでの試行数がstage　1　で形

態について訓練を受けなかった統制群(CN群)よりも多かったからである｡

(2)復合訓練を習得基準に達するまで行なったCR群は､stage　2　の形態次元の弁別に要

した試行数がCN群よりも有意に少なかった｡したがってこの群では､stage　1　での複合

訓練の終了時点で形態次元についての学習がある程度進行しており､それがstage　2　にお

ける所要試行数の節約をもたらしたと推測される｡しかし､この群のstage　1　とstage　2

の試行数の総計はCN群のstage　2　での弁別完成に要した試行数よりも多く､stage　1　で

の形態次元についての学習の進行は明暗次元によってある程度隠蔽されていたと考えられ

る｡

(3)習得基準達成後さらに160試行の復合訓練を受けたOT群は､stage　2での所要試行

数においてCN群と差がなかった｡この群は､CR群と同様にstage　1　で習得基準に達し

ており､したがってその時点では形態次元についての学習がある程度生じていたことが推

測される｡したがって､この群ではその後の160試行の過剰訓練中に形態次元への学習が

減弱したと考えなければならない｡しかし､この群のstage　2　での所要試行数はPC群よ

りは少ないことから､前者では後者で示唆されたようなstage　2　における形態次元の学習

を妨害する過程は進展していなかったと考えられる｡

　このように､本実験では複合剌激についての弁別訓練では､形態次元に対する学習は明

暗次元によって隠蔽を受けるが､復合訓練を基準達成時まで行なった場合のその程度は､

基準達成までの半ばで訓練を打ち切った場合や､基準達成後さらに160試行の訓練を続け

た場合よりも弱いことが確認された｡この事実は､弁別完成までのある段階では形態次元
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についての学習が一時的に進行したことを示唆している｡さらにPC群の結果からは､復

合弁別訓練の初期においては明瞭度の小さい形態次元についてのその後の学習を遅延させ

る過程が形成されていたことが確認された｡

　PC群ではstage　1　の訓練が弁別完成以前の50試行で打ち切られており､学習課題につ

いての経験量そのものが他の群よりも少ない｡したがってこの群では､一定時開内のG.B

への走行の学習が十分でなく､そのことがstage　2の課題の学習にも不利に作用し､それ

が形態次元の弁別完成までにCN群あるいはCR群よりも多くの試行数を要するという結

果を導いた可能性がある｡そこで､S.Bの出発潜時､G.Bまでの走行時聞､そして5秒以

内でのG.Bへの進入(正しい弁別がなされた時には電撃を回避できる)といった指標につ

いて､stage　1　の最終10試行およびstage　2　での最初の10試行の平均値をそれぞれ4群間

で比較したが､いずれの指標にも有意な条件差は認められなかった｡つまり､いずれの群

もstage　1　の終了時にはG.Bへの走行･進入については同程度の学習をしていたことが示

唆された｡したがって､PC群におけるstage　2　での学習の遅延をstage　1　での回避学習

が進展していなかったことに帰着させることは困難であり､実験結果として示された条件

差は明暗次元が形態次元の学習を隠蔽する強さの違いを反映していると推測される｡

　それゆえ本実験の結果は､複合剌激次元の弁別学習における隠蔽の強度が復合訓練の試

行数の単調関数ではないことを示唆するものであるが､これまでに提出されてきた剌激選

択についてのモデルはいずれもこの事実を説明することが困難である｡

　繰り返しになるが､隠蔽現象については大別して3つの基本的な考えに基づたモデルが

ある｡第1はいわゆる選択的注意理論と呼ばれるものである(たとえば､Lovejoy,1968;

Sutherland&Mackintosh,197D｡これらの理論は弁別学習を､当該刺激次元へ注意を増

大させることを学習する過程と､その刺激次元に対して適切な反応を付加(attach)させる

ことを学習する過程の2つから成り立つものと考える｡ここで､刺激に対して向けられる

注意の総量は一定であり､ある刺激次元への注意の増大は必然的に他の剌激次元への注意

の減少を招くと仮定されている｡

　代表的な理論であるSutherland&Mackintoshのモデルでは隠蔽現象を以下のように説

明する｡明瞭度の低い次元Aがより高い次元Bと共に弁別手がかりとして呈示されると､

披験体の注意の大部分は(その物理的特性による明瞭度のゆえに)最初からBに集中し､

したがって(注意の総量が一定であるために)Aに対する注意の量はBが呈示されなかっ

た場合と比較して大きく低下する｡弁別訓練が進むにつれて､注意の容量はさらにBに集
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中するようになり､逆にAはほとんど注意を向けられなくなる｡選択的注意説ではこのよ

うな注意の低下が隠蔽の原因であると考えるので､隠蔽の現象は復合訓練の当初から見ら

れ､しかも試行数が増加するほど顕著になると予測される｡

　選択的注意説では､PC群における形態次元の単独の弁別学習の遅延は､復合手がかり

の呈示によって限定された容量の注意が当初から明暗次元に集中し､逆に形態次元への注

意の量が減少したためと説明できる｡しかし､OT群における学習の遅延はこの説からは

予測できない｡なぜならOT群よりも復合弁別の訓練数が少なかったCR群では隠蔽の強

度はPC群とOT群のいずれよりも弱かった､つまり隠蔽の強度は試行数の逆U宇型関数

であり､選択的注意説から予測されるような単調関数とはならなかったからである｡

　また第2のRescorla-Wagnerモデルに代表される型のモデルは､隠蔽を強化子が意外性

を失うことの結果であると考え､その過程を第1部で述べた等式出によって表す｡すなわ

ち､

△VA=αAβ(λ-VΣ) (1)

ここでαxは刺激Aの明瞭度により､またβは強化刺激の強度によりそれぞれ規定される

係数であり､VΣはその訓練試行において存在するすべての刺激が持つ連合強度の総和で

ある｡また､λは一定の強化子によって生じ得る連合強度の最大値を表す｡

　2つの剌激AとBが復合刺激として呈示される条件づけ事態では､第2試行以降におい

て(1)式の(λ-VΣ)の値が単一の刺激のみが呈示される事態よりも小さくなる｡第1試

行でAとBは各々出式にしたがって連合強度を獲得するが､その合計すなわちVΣはAま

たはBが単独で呈示された場合よりも大きくなるからである｡したがって第2試行以降で

は､2つの刺激のいずれについても各条件づけ試行における連合強度の増加は､それらが

単独で条件づけられる場合に比べて小さくなる｡さらにVAとV8の和､すなわちVΣが

λの値と等しくなると､それ以降の試行ではいずれの刺激に対しても連合強度の増加は生

じなくなるが､その時点でのVAおよびVEの漸限値はそれらが単一刺激として条件づら

れる場合に取り得る値と比較して相対的に小さくなる｡そしてその差は明瞭度が相対的に

低い刺激においてより大きなものとなる｡これがRescorla-Wagnerモデルによる隠蔽現象

の説明である｡

　このように彼らのモデルは､隠蔽現象を明瞭度の低い刺激が獲得する連合強度の増加速
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度と漸限値の低下により説明する｡したがって同一条件で条件づけを続ける限り､刺激が

獲得した連合強度が低下することはあり得ないが､連合強度の条件反応との間に付加的な

過程を考えない彼らのモデルからは本実験でのOT群の結果は予測できない｡なぜなら､

この群で形態次元の習得に要した試行数がCR群よりも多かったという事実は､CR群で

一度はある程度獲得された形態次元についての連合強度が過剰訓練に伴って再び減少した

ためであると考える以外に説明が不可能なものだからである｡

　さらに､冗長な剌激の無視という他のひとつの型の着想に基づくMackintosh(1975)のモ

デルも本実験の結果を説明することが困難である｡これも第1部の記述と重復するが､こ

のモデルによれば､復合刺激の条件づけ試行において個々の手がかり刺激について生じる

連合強度の変化は､Rescorla-Wagnerモデルとは異なり､その刺激を単独で呈示した場合

と同様の等式で表される｡すなわち､

△VA=αAβ(λ-VA) (2)

　しかし､Mackintoshは動物は訓練試行の経過とともに複数の刺激のなかで強化について

もっとも有効(valid)な手がかりとなるもの以外のものは次第に無視することを学習する

と仮定し､この考えをαの変化における以下の等式(3)で表した｡

|λ一VA　I<|λ-vx　lならαAは増加

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ(3)|λ-VA　I≧|λ-vx　lならαAは減少

(ただし､O<αA<1)

　ここでvxは､ある試行においてA以外に存在するすべての刺激のもつ連合強度のなか

で最大のものを指す｡刺激Aがより明瞭な刺激Bと同時に手がかりとして呈示されると､

第2試行からはVAくV8となるのでαAは減少し始める｡その後の条件づけ試行でも､

VAの値そのものは(2)式にしたがってαA=Oとなるか､あるいはVA十V8=λとなる

まで増大するが､αAすなわちAに対する注意の量が､(3)式によって試行が経過するに連

れて次第に減少れば､VAの多少にかかわらず学習行動の生起確率は小さくなる｡なぜな
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ら彼のモデルではαの値は行動を直接的に規定すると考えられているからである｡

　このように､Mackintoshのモデルでは隠蔽現象は明瞭度が相対的に低い刺激の獲得する

連合強度の減少ではなく､それに対する注意の減少によるものとみなされる｡そしてその

ような説明からは､αAの減少が著しいほど次の段階でAを単独呈示した際にその習得が

遅延すると予測される｡

　しかし本実験では､形態次元の学習が明暗次元によって隠蔽される程度は復合訓練の試

行数の逆U字型関数であり､彼のモデルに即して言えばCR群ではPC群よりも形態次元

に対する注意は強かったことを意味する｡このような結果は複合訓練の試行数が増加する

ほど隠蔽は顕著に示されるとする彼のモデルの予測とは矛盾する｡

　このように､本実験の結果は従来のモデルのいずれからも予測が困難なものであり､そ

の整合的な説明のためにはそれらに代わる仮説が必要となる｡しかし､それについて議論

する前に､本論文の第1部で議論した従来のモデルに関する問題を考慮すれば､実験1で

得られた結果がそれらのモデルが検証のための実験パラダイムとしてもっぱら用いてきた

パヴロフ型条件づけの事態においても生じるのかを検討することが必要であろう｡そこで

条件性抑制の事態を用いた以下の実験2で､複合条件づけによる隠蔽現象の強度が条件づ

け試行数の関数としてどのように変化するかを分析し､2つの実験結果についての総合的

な説明をその後の実験1および実験2についての総合討論において述べることとした｡
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4-2.実験2:条件性抑制の事態における試行数の関数としての隠蔽現象

　明暗と形態という復合刺激の同時弁別学習事態を用いて､試行数の関数としての形態次

元についての学習の程度を検討した実験1では､明暗次元について弁別完成時まで訓練を

行なった場合には､その後の形態を単独で手がかりとした弁別学習の完成までに要する試

行数が､復合弁別訓練を弁別完成に必要な試行数の半数のみ行なった場合､あるいは弁別

完成後さらに160試行の過剰訓練を行なった場合のいずれよりも節約されることが示唆さ

れた｡このことは､弁別学習の事態においては､明暗次元による形態次元の隠蔽の強度が

復合条件づけの試行数の単調関数ではなく､逆U字型関数であることを意味する｡

　しかし､弁別学習の事態で示されたこの事実が隠蔽現象の研究のほとんどで用いられて

きたパヴ･フ型条件づけの事態においても確認できるかどうかは､両者の特質の違いを考

えると即断はできない｡なぜならパヴロフ型条件づけでは刺激は拡散的に与えられ､また

実験1の弁別学習の事態のような限定された時間内に正刺激を選択してそれに接近するこ

とで電撃を回避するという対処行動も必要しない｡その意味でこの事態では時間的にも空

間的にも情報処理容量の限界が行動に影響する程度は低いと考えられ､明瞭度の低い次元

についても学習が通常どおり進行する可能性が高く､したがって必ずしも明確な隠蔽が観

察されないことも考えられる｡

　実験2ではこの点を検討するためにラットの条件性抑制のパラダイムを用いて実験を行

なった｡この際､同一の披験体における学習の進行の変化を追跡するために､一連の条件

づけ試行の間に複数回のテスト試行を挿入する方法を採用した｡

予備実験

　最初に､本実験で用いる純音と光という2つの刺激次元について､それらを条件剌激と

した場合の条件性抑制の進行速度を比較し､それらの間の相対的な明瞭度の比較を行なっ

た｡その際､各々の刺激次元について異なる2つの強度の値を設定し､強度の違いによる

学習の進行速度の違いをも確認した｡

方法

　披験体　Wistar系アルビノラットの雄40匹を用いた｡これらの披験体は実験開始時にお
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いて約60日齢であった｡

　装置　披験体の摂水行動の訓練と条件づけは､長さ20cm､幅10cm､高さ15cmの箱のなか
　-

で行なった｡この箱は樹脂板製で前後の壁面は不透明な灰色､左右の壁面と天井は透明で

あり､また床面は1cm間隔でステンレス棒(直径3㎜)を並べた格子とした｡前面の壁の

中央部､床から5cmの位置に直径1cmの円孔が開けてあり､その外側から給水瓶の先管が

壁の外側の面まで近づけられていた｡披験体が摂水のために先管を凪めると､タッチセン

サー(ナショナルNZ8430)を介してリッキングカウンターにその回数が記録された｡条件

づけ時の条件刺激(CS)として､箱の上方約40cmの位置に据えられた100Wの電球による

光刺激と､下方約30cmにあるスピーカーから提示される純音(2KHz)を用いた｡光剌激に

ついてはスライダックを用いて箱の床面の先管に最も近い位置で約50　1x　あるいは30　1x

に､また音については抵抗を介して同じ測定点で78　db　あるいは52　db　となるように調整

され､条件毎にこれらのいずれか一つの刺激が提示された｡　1回のCSの提示時間は10秒

とした｡無条件刺激(US)として､0.5mA,1秒間の交流電撃を格子を通じて与えた｡

箱は防音室内に置かれ､箱の外部側方の2W球により常時照明(0.5　1x)されていた｡

　手続き　最初に実験開始の3日前より､披験体にホームケージ内で摂水させる時間を50
　-

分､40分､そして30分と短縮し､制限給水に馴化させた後に摂水訓練期(14日間)を開始

した｡この期間では披験体を毎日5分間装置内に入れて持続的な摂水を行なうように訓練

し､リッキングの回数を計測した｡つぎに摂水訓練の最終日のリッキング数に基づいて､

被験体を50　1x　の光をCSとする群(以下L-50群とする)､30　1x　の光をCSとする

群(以下L-30群とする)､78　db　の純音をCSとする群(以下T-78群とする)､

そして52　db　の純音をCSとする群(以下T-52群とする)の4群に分け､毎日5分間

のセッション中に各々のCSとUSとの対提示を3回行なう条件づけ期に移行した｡試行

間間隔(ITI)は平均100秒(60秒から150秒の間で変化)とした｡条件づけは摂水を許し

た状態(オンザベースライン)でなされ､セッションの開始期から10秒毎の摂水数を測定

した｡この条件づけ期は5日間(15試行)続けられた｡なお摂水訓練期と条件づけ期を通

じて､各日の訓練終了後ホームケージ内で披験体に20分間の摂水を許した｡

結果

　Fig.2-4は条件づけ期における各群のCSに対する抑制率の推移を示したものである｡

なお抑制率の算出はKamin(1969)の方法に基づいて算出した｡この方法ではCS提示直前
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Fig.2-4.実験2:予備実験における各群の条件性抑制の進展
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の10秒間の摂水数をA､CS提示中のそれをBとし､抑制率(Suppression　Ratio　:　S　R)

をB/A十Bの式によって求める｡したがってSR=0.5は無抑制をまたSR=Oは完

全な抑制を表す｡　Fig.2-4を見るとL-50群とT-78群はほぼ同様の抑制率の低下を

示しており､その速度はL-30群やT-52群よりも大きい｡群(4)×セッション(5)

の2要因の分散分析の結果は､各要因の主効果はいずれも有意[条件間:F(3,36)=14.41,

　p<.01;セッション間F[4,45]=5.86,p<.01]だが交互作用は有意でないことを示した｡そ

こで群の主効果について下位検定(LSD法)を行なうと､L-50群およびT-78群はい

ずれもL-30群あるいはT-52群のいずれよりも有意に抑制が大きい(psく.0Dことが

示された｡このことから､50　1x　の光は78　db　の純音と､そして30　1x　の光は52　db　の純

音と､各々本実験においてほぼ同程度の明瞭度を持ち､前2者は後2者よりも明瞭度が大

きいことが示唆された｡

　そこで以下の本実験では､50　1uxの光を相対的に明瞭度が大きいCSとし､50　db　の純

音を明瞭度が小さいCSとした復合条件づけを行ない､純音の抑制率の条件づけ試行数の

増加に伴う推移を検討した｡

本実験

方法

　披験体　Wistar系アルビノラットの雄27匹を用いた｡これらの披験体は実験開始時に約
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60~80日齢であった｡

　装置　予備実験とまったく同一の装置を用いた｡

手続き　実験開始の3日前から､各披験体のホームケージでの摂水時間を一日50分､40

分､そして30分と徐々に短縮した｡実験は以下の順序で進めた｡

巾　摂水訓練期(14~17日間):予備実験と全く同一の手続きで､披験体が装置内で持続

的なの摂水を行なうようになるまで訓練を行なった｡

(2)条件づけ期およびテスト期(19日間):摂水訓練期の最終日のリッキング数に基づい

て､被験体を音(2KHz,50dbの純音)をCSとする群(T群)､光(50　1x)をCSとする

群(L群)､そして音と光の複合刺激をCSとする群(LT群)の3群(各群9匹)に分

け､翌日から電撃(0.5　mA,　1秒間)をUSとする条件づけを行なった｡毎日の条件づけ

セッションの長さは5分間であり､その間にCSの呈示終了直後にUSを呈示する試行を



披験体はセッション中にも自由な摂水を許された(オンザベースライン)｡

　このような14日間の条件づけセッションの間に､Fig.2-5に示されたような間隔で､各

剌激に対する披験体の抑制の程度を測定するための5回のテストセッションを挿入した｡

各テストは以下の手順で行なった｡まず披験体を装置に入れ､200回の摂水が完了するま

での潜時を測定した｡つぎに測定終了後の10秒間の摂水数をベースラインの値として計測

し､その直後に10秒間光あるいは音のいずれかのCSを提示した｡最初のCSの提示後､

ふたたび200回の摂水行動が生じるまでの潜時を測定し､その後10秒間のベースラインの

計測とCS提示を行なった｡このようにして1日2回(音､光それぞれ1回)のテストを

行なった｡各テストセッションでは､各群の披験体からランダムに選択した半数に音を最

初に提示し､残りの半数には光を先に提示した｡条件づけとテストの期聞を通じて､毎日

のセッション終了後にホームケージで10分間の摂水を許した｡

Conditionin9　days

1 3 4 6 7 8 10 11 12 13 15 16 17 18

2 5 9 14 19

Test　days

Fig.2-5.本実験におけるplobe　testの実施方法｡第2,5,9,14および19日の

　　　　　5回のテストを合計14日間の条件づけ日の間に挿入した｡
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結果

　各群の摂水訓練最終日における摂水の総数は全個体の平均値で1,543回であり､群間に

有意差ほなかった｡5回のテストセッションを通じての音CSに対する各群の抑制率の推

移をFig.2-6に示した｡音に対する条件づけを受けていないL群は他の2群に比べ終始抑

制が弱く､無抑制を意味する0.5前後の値を維持している｡このことは､光に対する条件

づけの効果が純音にはまったく般化しなかったことを意味している｡またT群では抑制は

テストを重ねるにつれて徐々に強くなり､4回目以降では0.1程度の値を維持した｡他方

で複合条件づけを受けたLT群は､3回目までのテストではT群とほぼ等しい抑制率を示

しているが､4回目以降のテストではむしろ抑制率が上昇した｡

　音CSに対する抑制率について群間と試行間の3×5の2要因の分散分析を行なうと､

群の主効果[F(2,24)=28.64,p<.01]と交互作用[F(4,24]=2.60,p<.05)が有意であった｡

そこで各テスト試行毎に3群間の多重比較を行なったところ､L群では最初のテスト試行

を除くすべてにおいて他の2群との差が有意であった(psく.05)｡一方T群とLT群との間

には4回目と5回目のテストにおいて有意差(ps<.05)が認められ､LT群では4回目以

降において光が音についての学習を隠蔽したことが確認された｡

　一方テスト回数の単純主効果については､T群とLT群についてのみその主効果が有意

　[それぞれ､F(4,40)=2.82,p<.05;　F(4,40)=3.18,p<.05]であった｡下位検定の結果､T

群については1回目から3回目までの各テストと4回目および5回目のテストとの間にそ

れぞれ有意差が認められた(psく.05)｡つまり､この群では試行数の増加による学習の単調

的増加が認められた｡それに対してLT群では､2回目および3回目のテストと4回目お

よび5回目のテストとの間にそれぞれ有意差を認めた(psく.05)｡グラフの形状から､こ

の群では4回目のテスト以降で抑制がそれまでよりも弱くなったと考えられる｡

　最後に､各テストの最初の試行において披験体が200回の摂水行動を示すまでの潜時に

ついて触れておきたい｡この指標はCS自体ではなく実験の背景的文脈に対する恐怖の程

度を示すものとみなされている｡そこでこの指標についても群と試行の2要因の分散分析

を行なったが､群の主効果に有意差は認められなかった｡このことから文脈そのものに対

する条件性の恐怖の強さには条件差がなかったと考えられる｡

討論

　本実験では､音についての学習の隠蔽が条件づけ試行がある程度進行した後の4回目と
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実験2の本実験において､条件づけの間に挿入されたテストで純音に対して

示された抑制率の推移｡
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5回目のテストにおいてのみ認められ､またLT群の音に対する抑制の強度はそれ以前よ

りも減少したが､これらの事実はいくつかのモデルからは予測できない結果である｡

　Rescorla-Wagnerモデルでは限られた連合強度が復数の剌激に分散することが隠蔽の原

因だと考える｡したがって､ある刺激が他の剌激との復合条件づけで得る連合強度は､そ

の刺激が単独で条件づけられた場合に比べて増加の速度が遅くなり､試行数が増加するほ

どその差は大きくなると予測される｡その限りでは､本実験の結果はモデルと合致するも

のである｡しかし彼らのモデルでは､隠蔽現象はあくまで実験群の連合強度の進展が統制

群よりも遅れるということであり､実験群においても刺激の獲得する連合強度そのものは

VΣがλと等しくなるまで増加すると仮定される｡したがって､隠蔽復合条件づけの事態

で試行数が増加するとある時点からそれに対する抑制が減少するという､本実験のLT群

が示した結果は予測できない｡　Wagner(1978)のモデルもこの点に関してはまったく同一で

ある｡

　また本実験の結果は､復合条件づけによって限られた容量の注意が明瞭度の大きい光に

集中し､逆に音に対する注意は次第に減少するために抑制が弱くなるという選択的注意理

論による説明が成り立つように思われるが､この理論ではなぜ最初の方のテストでLT群

とT群の音に対する抑制率に差がなかったのかが説明できない｡明瞭度の大きな光は復合

条件づけの当初から注意の容量の大部分を分配されるので､それが存在しない場合と比ベ

て音に対する注意は当初から大きく減少すると考えられるからである｡

　本実験の結果をもっともよく説明するのは､Mackintosh(1975a)のモデルである｡すな

わちこのモデルは隠蔽を冗長な剌激を無視することの学習に起因すると考える｡そして､

復数の剌激のいずれが冗長とみなされるかは､それらの間の相対的な連合強度の大きさに

依存すると考える｡より公式的には以下の説明が成り立つ｡各刺激が条件づけ試行におい

て獲得する連合強度は(2)式によって決定されるので､すくなくとも複合訓練の第1試行で

は隠蔽は生じない｡第1試行以前の連合強度は､いずれの刺激についてもゼロだからであ

る｡第2試行以降では､それまでの条件づけによって各剌激の獲得した連合強度が異なっ

ているために､試行毎に(3)式にしたがってもっとも連合強度の大きな刺激の明瞭度αは増

大し､他の剌激のαは減少し続ける｡このモデルでは､αの大きさは連合強度の如何にか

かわらず行動を規定すると仮定されている｡したがって､αの減少はその度合に対応する

形で行動(この場合は刺激に対する抑制の強さ)の減弱を引き起こす｡

　このようにMackintosh(1975a)のモデルは､条件づけ試行が増加するにつれて隠蔽が顕
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著に現れることのみならず､相対的に明瞭度の小さい刺激に対する抑制が次第に弱くなる

ことをも説明できる｡したがって実験2の結果に関する限り､Mackintosh(1975a)のモデ

ルがもっとも適合すると考えられる｡
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4-3.実験1および実験2に関する総合討論

　実験1の結果は､弁別学習の事態では隠蔽の程度が必ずしも訓練試行数の単調関数とは

ならないことを示した一方､条件性抑制の事態を用いた実験2では試行が増加するにつれ

て明瞭な隠蔽がみられた｡すでに分析してきたように､後者の結果はMackintosh(1975a)

のモデルにもっとも合致するものであったが､前者は(選択的注意理論を含む)いかなる

モデルからも予測できないものであった｡以下では実験1と実験2の結果の比較を通じて

これらの結果が意味するところについて検討してみたい｡

a)実験1と実験2の結果の相違について

　実験1では､明暗と形態という2つの複合刺激次元についてマウスを披験体とした同時

弁別学習を行ない､明瞭度の小さい形態次元についての学習が明瞭度の大きな明暗次元に

よって隠蔽される程度が､弁別完成時まで複合訓練を行なった場合には､弁別完成以前に

復合訓練を中止した場合あるいは弁別完成後さらに160試行の過剰訓練を行なった場合よ

りも弱いという結果を得た｡これに対して実験2では､ラットを被験体とした条件性抑制

の事態において､光による純音の学習の隠蔽は復合条件づけ試行がある程度進行した後に

のみ顕著になり､複合条件づけの初期には示されないことが示唆された｡このような結果

の違いはいかなる原因によるものであろうか｡

　最初に､実験1で用いられたマウスと実験2で被験体とされたラットとでは基本的な学

習機構の特質が異なり､それが2つの実験で同一の結果が示されなかった原因であった可

能性がある｡しかし実験1で用いられたC57BL/6J系のマウスについては､弁別逆転学習に

おいて過剰訓練促進効果(overtraining　reversal　effect;　ORE,　Reid,1953)が生起する

ための条件が､ラットを用いた場合とほぼ一致するという結果を得ている(石井､1980,

1981,1982)｡この現象に関しては様々な種について多くの研究がなされてきたが､ラッ

トについてはその生起のための条件が詳細に分析されている(たとえば､Sutherland&

Mackintosh,197Dので､C57BL/6J系マウスの実験結果がそれとほぼ一致したという事実

は､この型の弁別学習の特性において両者の間に大きな差異がないことを示唆するものと

考えられる｡したがって､披験体として用いた種の違いは実験結果の差異の本質的な原因

とはならないと考えられる｡

　むしろ実験1と実験2との結果の相違は､弁別学習と条件性抑制という学習事態の違い
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に帰着する可能性が大きい｡実験2で用いられた条件性抑制の事態では､剌激は行動とは

無関係に与えられるため､披験体に要求されることは刺激間の関係を学習することのみで

ある｡しかもUS呈示の手がかりであるCSは拡散的に与えられるので､動物はその(特

定の位置あるいは方位における)有無を探索する必要はない｡したがって被験体のこのよ

うな事態に対する対処の方法は､(それがどの程度の効果があるのかは疑問であるが)手

がかりが呈示されたら可能なかぎりUSに対する抵抗を増大させるような姿勢をとること

ぐらいであろう｡つまり情報処理という面から考えるかぎり､条件性抑制の事態では動物

に要求されている負荷は比較的小さいと考えられる｡

　他方実験1の弁別学習の事態を考察すると､被験体は電撃を回避するためには装置内の

特定の場所へ走行しなければならないが､その走行の方向の決定には､多くの背景的刺激

の中から剌激提示板の明暗の差異といった特定の次元を抽出してその一方の値の方へ接近

するという判断を必要とする｡しかも実験1の同時弁別学習の事態では､嘔歯目動物にと

って非常に明瞭な手がかりとされる(たとえば､石井､1984)位置(左右)が､無視すベ

き無関連手がかりとして存在する｡さらに､電撃の回避のためにはこのような関連手がか

り次元の抽出や走行の決定を5秒以内に行なう必要がある｡以上のような事態の特質を考

えると､実験1の弁別回避学習の事態は実験2の条件性抑制の事態よりもはるかに情報処

理の能力に対して大きな負荷が生じていると考えられる｡

　このように披験体の情報処理過程に対して大きな負荷がかかる場合には､とくに明瞭度

の小さい方の刺激についての処理が不十分となることが知られている(たとえば､Riley

&Leith,1976)｡実験1のPC群の結果からは､50試行の復合訓練の時点で形態について

の学習がほとんどなされていなかったことが示唆されたが､これはその時点の披験体にと

っては当該手がかりが何であるか､あるいはどのような反応が適切であるかなどについて

まだ十分な学習がなされておらず､そのような多側面の情報を処理する必要がある状態で

あったために明瞭度の小さい形態に関する学習が犠牲にされた､つまり選択的注意の機能

が作用したものと理解できる｡

　他方OT群でも同様の結果がみられたが､それはそのような選択的注意の機構によるも

のとは考えにくい｡なぜならCR群の結果からは､OT群でも明暗についての弁別完成の

時点では形態次元についての学習がある程度までなされたと考えなければならないからで

ある｡　OT群ではその学習がその後の過剰訓練によって減弱したものであると考えられる

ので､それは選択的注意ではなく､むしろMackintosh(1975a)の学習による冗長な手がか
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りの無視といった過程によると解釈するのが妥当であろう｡

　一方実験2の条件性抑制の事態は情報処理の負荷が小さく､披験体の処理容量には最初

から余裕があり､七たがって選択的注意の機構が作用しなかったことが､復合訓練の開始

当初に隠蔽がみられないという結果を生んだと考えられる｡つまり実験2の隠蔽現象は実

験1のOT群においてみられた現象に対応するものと説明できる｡

b)実験1および実験2の結果が従来のモデルに対して提起する問題

　このように実験1は､選択的注意の機構によるものと冗長な刺激の無視という過程の結

果による現象の2種の隠蔽がある可能性を示唆した｡一方､従来のモデルの検証のために

もっぱら用いられてきた条件性抑制の事態では､一定試行数の条件づけ以降においてのみ

隠蔽が確認された｡このような実験結果の相違は以下の点において理論的に重要な意味を

もつ｡

　第1にモデルの検証実験をパヴロフ型条件づけの事態に限定することは､動物の情報処

理に(常時ではなくとも)関与する可能性のある復数の過程の存在を見過ごしてしまう危

険を生じるということである｡たとえばMackintosh(1975a)は､｢2､3の拡散的な刺激

と強化子のみが提示されるパヴロフ型条件づけの事態では､情報処理容量の限界を仮定す

る必要はない｣として､選択的注意の概念をモデルから排除した｡さらに彼(Mackintosh,

1975b)は､弁別学習における正･負両刺激は｢論理的には｣パヴロフ型条件づけにおける

CSのオン･オフに還元できるとし､前述の利点から連合学習のモデルの検証はパヴロフ

型条件づけに依存すべきだと主張した｡

　しかし､学習事態の多様性を考慮するとそれはあまりに性急な結論であったと言わざる

を得ない｡たしかにパヴロフ型条件づけの手続きによる実験2では復合訓練の初期で隠蔽

は確認されなかった｡しかし有効な連合学習のモデルは道具的条件づけの手続きによる学

習行動を視野から排除することはできない｡パヴロフ型条件づけの事態にその適用範囲を

限定されるようなモデルの意義は､連合学習のモデルとしてははなはだ小さいものとなっ

てしまう｡

　Mackintosh(1975a)も､彼のモデルをそこまで限定的に考えていたわけではなかったこ

とは確実であろう｡しかしそれにもかかわらず､そのモデルは実験1の道具的手続きを含

む事態の実験結果の半分を説明できなかった｡操作の一義性という点を重視し､すべての

条件づけ事態を論理的に後者の型の学習事態に還元できると結論したことにより､注意と
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いう本来の概念に含まれていた重要な側面を欠落させてしまったのである｡序論において

筆者が指摘した従来の認知論的モデルのこの問題点が､これらの実験結果を通じて明確に

なったと考えられる｡

　さらに実験1で示された事実は､定式の単純さというこれも筆者が指摘したもう一つの

問題点とも関係している｡すなわちこの結果は､選択的注意といった何らかの情報処理容

量の限界の仮定を必要とすると同時に､一旦は成立した刺激間の学習を動物がふたたび低

下させるような過程が影響する場合の存在を示唆している｡それがMackintoshの主張する

　｢冗長な刺激の無視の学習｣そのものであるという結論は直ちには下せないが､少なくと

も実験1の結果は､単一の仮説的機構から導かれる隠蔽は試行数の単調関数であるという

予測とは合致しない｡したがって実験1の結果の適切な説明のためには､隠蔽という同一

の現象にも状況に応じて異なる型の機構が関与すると考える必要がある｡
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第5章　剌激明瞭度の効果と先行条件づけの効果が詰抗する事態における刺激選択

　訓練試行数と隠蔽現象の強度との関係を分析した第4章では､連合学習の事態において

も行動に関与する過程は単一ではないことが示唆された｡しかし序論で述べたように､従

来の認知論的モデルが実験的諸事実を包括的に説明し得ない原因は､単一の機構によって

多くの現象を包括しようとする点にばかりあるのではなく､それらが経験の効果を過大視

する点にもある可能性が指摘された｡以下の実験3から実験5まででは､刺激の相対的な

明瞭度の違いに基づく効果である隠蔽と一方の剌激についての先行経験の効果である阻止

とが手続き的に桔抗する事態における剌激選択現象を検討することにより､この問題を考

察した｡

　隠蔽現象における刺激の明瞭度の効果､つまり相対的に明瞭度の大きな刺激次元による

明瞭度の低い次元の学習の妨害は､阻止の現象における先行訓練の効果､すなわち単独で

先行条件づけを受けた刺激による後に付加された刺激に対する学習の妨害効果に対応して

いる｡では両者が桔抗する事態､具体的には相対的に明瞭度の小さい刺激に対して先行条

件づけを行ない､その後に明瞭度のより大きな剌激を付加して復合条件づけを行なうと､

隠蔽と阻止のではいずれの効果が優位に現れるであろうか｡

　後の討論において詳しく述べるが､本論文で問題としてきたモデルはすべて阻止の効果

が優先することを予測する｡たとえばRescorla-Wagnerモデルは､十分な先行条件づけを

受けた剌激は出式にしたがって漸限値に近い連合強度を獲得するために､その後の復合条

件づけにおいて他の剌激を付加しても､その明瞭度αの大きさにかかわらずすでに連合強

度の増加の余地(λ-ΣV)がないと考える｡　Wagner(1978)のモデルも同様の予測をする

ことは､再度説明する必要がないであろう｡

　またMackintosh(1975a)のモデルにおいても､先行条件づけを受けた刺激は強化につい

てのもっとも良い予告子であるためにそれへの注意の程度αは極大になり､したがってそ

の後に付加された他の刺激は冗長とみなされ(3)式によって無視されようになる､つまり阻

止の効果が優先すると考えられる｡さらに､Pearce&Ha11(1980)のモデルも同様の予測

をする｡このモデルでは刺激の物理的な強度によって決まる係数Sと経験によって決まる

それへの注意の大きさαとは区別されているが､両者が相乗的に条件づけの速度を規定す

るとされる｡αの大きさは(6)式により規定されるため､ある剌激が十分な先行条件づけを

受けその連合強度がλにほぼ等しくなれば､後に付加された刺激のαはゼロとなり､(5)式
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が適用される復合条件づけではその刺激はSの値がいかに大きくても連合強度を獲得でき

ないことになる｡

　このように､これまでのすべてのモデルでは阻止と隠蔽の手続きが桔抗する事態では阻

止の効果が優位に現れると予測するが､この予測を実験的に確かめた研究はない｡そこで

以下の3実験では､マウスを披験体とした道具的手続きを含む同時弁別学習において､先

行条件づけを受けた刺激次元と付加された次元の各々に対して生じた学習の強度を節約法

的に測定する事態(実験3､実験4)と､条件性抑制において先行条件づけを受けた刺激

と付加された刺激の各々に対して生じる抑制の強度を比較する事態(実験5)の双方でこ

の点を検討した｡

5-1.実験3:弁別学習事態における刺激の明瞭度と先行条件づけの影響(D　一明暗と

　　　　　　　形態を手がかりとした場合

　実験3ではマウスを被験体とし､明暗と形態の有無という2次元の複合弁別学習に先行

して､実験1の結果から相対的に明瞭度が小さいと考えられる形態次元について先行訓練

を行なった場合に､それによる明暗次元の学習に対する阻止の効果と､明瞭度の大きな明

暗次元による形態次元の隠蔽の効果のいずれが優位に現れるかを検討した｡

実験3A

方法

　披験体　名古屋大学文学部心理学研究室の動物舎で出生･飼育されたC57BL/6J系マウス

の雄30匹を披験体とした｡これらの披験体は実験開始時に約100~150日齢であった｡

　装置　実験1で用いたものとまったく同一の装置を用いた｡
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手続き　実験開始に先立ち､被験体を以下の5群(1群6匹)に分割した｡すなわち､

①B-BC群:この群の被験体は明暗課題について習得基準に達するまで訓練され､その

後形態課題を付加した120試行の復合弁別訓練を受けた｡

②C-BC群:形態課題について習得基準に達するまで訓練され､その後明暗課題を付加

した120試行の復合弁別訓練を受けた｡

③BO-BC群:明暗課題について習得基準に到達後さらに100試行の過剰訓練を受け､



その後に形態課題を付加した120試行の復合弁別訓練を受けた｡

④CO-BC群:形態課題について習得基準に到達後さらに100試行の過剰訓練を受け､

その後に明暗課題を付加した120試行の復合弁別訓練を受けた｡

⑤BC群:明暗と形態の復合課題について基準到達までの訓練のみを受けた｡

　実験は全体を3段階に分け､最初のstage　1　ではBC群を除く各群について単一課題の

弁別訓練を施し､弁別完成基準に到達後(B-BC群､C-BC群)あるいは100試行の

過剰訓練の実施後(BO-BC群:CO-BC群)に､訓練を行なわなかった他方の刺激

次元(形態あるいは明暗)について10試行の般化テストを行なった｡このテストの翌日よ

りstage　2　に入った｡ここでは､すべての群が明暗と形態との復合刺激次元について120

試行(ただしBC群については弁別完成基準にいたるまで)の訓練を受けた｡　stage　2　の

訓練終了後に各被験体は刺激次元の優位性についてのテストを受けた｡ここでは､まず明

暗課題の正刺激と形態課題の正刺激をY迷路の異なる選択肢の側に提示し､披験体がどち

らの課題の正刺激を選択するかを10試行にわたりテストした｡つぎに各剌激課題を単独で

与え､それらについて弁別行動がみられるか否かについて10試行のテストを行なった｡な

お各々のテストの間には､stage　2　と同様の刺激提示による復合訓練を10試行挿入した｡

これらのテストの終了後､stage　3　としてテストで弁別行動が示されなかった剌激次元を

単独で呈示し､テストの翌日より弁別完成基準に達するまで再度訓練を行なった｡

　弁別訓練は1日40試行(ただし初日のみ20試行)行なった｡各試行における手続き､弁

別完成基準等は実験1と同一であった｡なお､いずれの披験体についても明暗課題では明

刺激の側を､形態課題については形態を提示した側を正刺激とした｡

結果および考察

　stage　1　において各群が弁別完成までに要した試行数をFig.2-7に示した｡　B-BC群

およびBO-BC群ではC-BC群あるいはCO-BC群に比べ約半数の試行で基準に到

達しており､明暗が形態よりも明瞭な弁別手がかりことが示唆された｡4群間の分散分析

は有意[F(3,25)=5.71,p<.01]であったので下位検定を行なったところ､B-BC群およ

びBO-BC群の所要試行数は､それぞれC-BC群あるいはCO-BC群のいずれより

も有意に少なかった(psく.0D｡

　stage　1終了後の般化テストでは､明暗から形態へのあるいはその逆の弁別行動の般化

はまったくみられなかった｡さらにBO-BC群とCO-BC群の過剰訓練中の正反応率
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はほぼ100%に近い値を示した(図表省略)｡

　stage　2　の復合課題の訓練期における各群の正反応率はBC群を除きほぼ100%を維持し

ており､新たな剌激次元の付加による行動の混乱はまったくみられなかった｡またBC群

の正反応率は当初の約50%のレベルから約100試行で弁別完成基準まで上昇しており､そ

の学習曲線はstage　1　におけるB-BC群あるいはBO-BC群のものと類似した形状を

示した｡

　stage　2終了後の選択テストにおける明暗次元の正剌激の選択率をFig.2-8に示した｡

すべての群において非常に高い選択率が示された｡　50%を偶然確率としたχ2検定の結果

　(省略)は有意であり､弁別行動が明暗次元に基づいていたことを示唆している｡しかも

ほとんどすべての披験体はすべての試行で5秒以内に走行を終了しており､2つの次元の

正刺激の対立による混乱の微候はまったく認められなかった｡

　つぎにstage　2の終丁後に行われた各剌激次元をぞれぞれ単独で提示したテストにおけ

る被験体の正反応率をFig.2-9に示した｡すべての群において明暗次元については完全な

弁別行動が示されているが､形態についてはいずれの群でも偶然レベルの正反応率となっ

ている｡χ2検定の結果(省略)､すべての群で明暗については明確な弁別がなされた一

方､形態については選択率は偶然レベルであったことを示唆した｡このことは､stage　1

で形態について弁別完成まで訓練されたC-BC群､あるいはその後さらに100試行の過

剰訓練を受けたCO-BC群でも､stage　2　の復合訓練後には形態次元についての弁別行

動が消失したことを意味している｡ただしいずれの群においても､ほとんどすべてのテス

ト試行で反応は5秒以内に終了しており､反応潜時あるいは走行時間の増大傾向はみられ

なかった｡

　そこでstage　3　では､すべての群について形態課題の弁別訓練を習得基準に達するまで

行なった｡各群の所要試行数をFig.2-10に示した｡すべての群の所要試行数はstage　1　で

形態を単独で呈示されたC-BC群あるいはCO-BC群がその弁別完成までに要した平

均試行数(約210試行)より少なく､stage　2　の訓練終了時に形態次元についての学習が

まったく消失していたとは考えられない｡また､とくにC-BC群とCO-BC群は他の

3群と比較しても極めて少ない試行数を示した｡　1要因の分散分析の結果は有意[F(4,25)

=6.66,pく.01]であり､下位検定の結果､C-BC群とCO-BC群の試行数が他の3群

より有意に(psく.05)少ないことが確認された｡
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実験3B

　実験3Aでは､stage　1　において明暗あるいは形態のいずれの次元の先行訓練を受けた

かにかかわらず､stage　2　の復合訓練後のテストでは明瞭度の大きい明暗次元のみが有効

な手がかりとされ､形態次元に対する弁別行動は､それが先行訓練の終了時には完全に習

得されていたCO-BC群においてさえ完全に消失した｡すなわち､実験3Aでは明瞭度

の効果が先行条件づけの効果を凌駕することが示された｡

　ところでこのような現象は､2つの刺激次元の相対的な明瞭度がより接近している場合

にも生じるであろうか｡以下の実験3Bではその点を分析するため､明暗課題を実験3A

よりも困難なものとし､刺激次元としての明瞭度を形態次元により接近させて同様の検討

を行なった｡

方法

　披験体　C57BL/6J系マウスの雄18匹を用いた｡これらの披験体は実験開始時に100-150
　-

日齢であり､以下の3群(各群6匹)に分割された｡

①BO-BC群:stage　1　において明暗課題について習得基準到達後100試行の過剰訓練

を行ない､その後stage　2　で形態課題を付加して120試行の復合訓練を受けた｡

②CO-BC群:stage　1　において形態課題について習得基準到達後100試行の過剰訓練

を行ない､その後stage　2　で明暗課題を付加して120試行の復合訓練を受けた｡

③BC群:この群の被験体はstage　2　での明暗と形態の復合課題のみを弁別完成まで訓練

された｡

　装置　実験3Aとまったく同一の装置を用いた｡
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手続き　実験の手続きは､明暗課題を60　1uxと15　1uxの弁別とすることで実験3Aより
-

困難にした点を除き実験3Aとまったく同一であった｡

結果および考察

　stage　l　においてBO-BC群とCO-BC群が弁別完成に要した平均試行数は､各々

135.0,180.0であり､両者の間には有意差があった(U=4,pく.05)｡このことから､実

験3Bにおいても明暗次元が形態次元よりも明瞭度の高い弁別刺激であったことが推測さ

れる｡だが､実験3BのBO-BC群の所要試行数は実験3AのBO-BC群の試行数よ



りも有意に多く(U=5,pく.05)､実験3Bの明暗課題は実験3Aのそれに比べ難度が高

くなっていた､つまり刺激次元の明瞭度が低くなっていたことを示している｡他方で実験

3Aと実験3BのそれぞれのCO-BC群の間には所要試行数に有意な差がなかった｡ま

たこれら両群の過剰訓練期間中の正反応率はいずれもほぼ100%であった｡さらにstage　1

終了後のテストでは､実験3Aと同様に明暗から形態へあるいはその逆への弁別行動の般

化は認められなかった｡

　BO-BC群およびCO-BC群では､stage　2　の復合訓練期における正反応率はほぼ

100%を維持し､新たな刺激次元の付加による行動の変化は認められなかった｡またBC群

は平均130.0試行で習得基準に達しており､その学習曲線はstage　1　におけるBO-BC

群のものと類似していた｡

　stage　2終了後の選択テストにおいて各群が明暗次元を選択した割合をFig.2-11に示し

た｡BO-BC群とBC群では高い選択率が示されたのに対し､CO-BC群では選択率

は低く､むしろ形態次元が優位な手がかりとなっていることが示唆された｡すなわち実験

3Aとは異なり､実験3BではCO-BC群においても先行訓練の効果が剌激の明瞭度の

効果を上回っていることが示された｡

　つぎに各剌激次元を単独で提示し､それぞれに対して弁別行動がみられるか否かを検討

した｡結果をFig.2-12に示した｡　BO-BC群とBC群では後に付加された形態次元に対

する弁別がまったくなされていないが､CO-BC群では付加された明暗次元についてほ

ぼ習得基準の正反応率が示された｡

　このテストに続いてBO-BC群とBC群に対して形態次元について弁別訓練を行なっ

た｡弁別完成基準に達するまでに要した平均試行数は前者で183.3,､後者では150.0であ

り､両者の間に有意差はなかった｡

実験3Aおよび実験3Bについての総合討論

　本実験で得られた結果のなかで重要な点は､実験3Aにおいて先行訓練の経験の如何に

かかわらず複合訓練後には明暗次元のみが手がかり化されたという事実である｡このなか

で､BC群､B-BC群あるいはBO-BC群の結果はこれまでに述べてきたモデルの枠

内で説明される｡すなわちBC群においては隠蔽が､またB-BC群とBO-BC群では

阻止の効果が生じることが多くのモデルから期待される｡あるいはそのようなモデルに依
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存するまでもなく､復合訓練の試行数がBC群では約100､B-BC群とBO-BC群で

は120であり､形態次元の弁別に必要な試行数(約210試行)より少なかったために､形

態次元についての学習が不十分であったと考えることも可能である｡

　しかし､C-BC群およびCO-BC群においても復合訓練後に明暗次元のみが手がか

りとなり､形態次元については先行訓練によっていったんは弁別行動が完全に習得された

にもかかわらず手がかり機能が消失したという結果については､多くのモデルがこれを説

明することが不可能である｡

　たとえばRescorla-Wagnerモデルでは､stage　1　での形態次元についての訓練によって

形態の獲得した連合強度(vc)が漸限値λに近づいているために､複合訓練の開始時の

出式は(λ-VΣ)≒Oとなり､復合訓練で付加された明暗次元があらたな連合強度を獲

得できる余地はきわめて少ないと考えられる｡すなわち､彼らのモデルのように弁別刺激

の明瞭度を単なる学習速度のパラメーターとみなすモデルでは､弁別刺激はその明瞭度の

大きさに関係なく､十分な先行訓練を行なえばその後の復合訓練において付加される他の

刺激次元の条件づけを阻止すると予測する｡　Wagner(1978)のモデルもこの点に関してはま

ったく同様の予測を行なう｡

　一方Mackintosh(1975a)のモデルでは､刺激の獲得した連合強度とともに動物のその剌

激へ向ける注意の大きさ(α)も弁別行動を直接的に規定する要因であるとされる｡αの

初期値は剌激の明瞭度によって決まると仮定されているので､明瞭度の大きな明暗次元が

復合の結果手がかりとなるという本実験の結果は､(2)式のみを考えるとこのモデルから予

測されるように見える｡

　しかし､彼のモデルでは条件づけの過程において(3)式にしたがってαの値が変化すると

仮定されている｡このことを考慮すると､上述の予測はCO-BC群の先行訓練終了時に

おいて形態の獲得した連合強度vcがλよりもかなり小さい場合に限って成り立つ｡この

ような事態でも､復合訓練の最初の数試行では付加された明暗刺激に対する注意α8は(3)

式によって減少する｡なぜならその間はV8<vcとなっているからである｡だが､明暗

次元に対する注意α8の初期値が大きいために､その間に(2)式によって獲得されたVEは

vcを凌駕するようになる｡するとその後は(3)式によってα8が増大に転じ､逆にαcは

減少し始めることも考えられる｡　Ha11,　Mackintosh,Gooda11,&Martello(1977)はラッ

トを用いた条件性抑制の実験で本実験(そして手続き的には後述の実験5)と類似の結果

を見出しているが､彼らの研究結果をこのような過程の結果であると解釈した｡
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　彼らの実験では､先行訓練の試行数や指標としての条件性抑制の強度などから､先行訓

練刺激の獲得した連合強度はそれほど大きなものではなかったことが推測される｡したが

ってこの実験結果はたしかに彼らが主張するようにMackintoshのモデルから説明が可能で

あるかも知れない｡しかし本実験のCO-BC群は､弁別完成後さらに100試行の過剰訓

練を受け､しかもその間の正反応率がほぼ100%に近かったという事実から､形態の獲得

した連合強度がλよりかなり小さい値であったとは考えにくく､先行訓練の終了時におい

てvc≒λとなっていたと推測するのが妥当であろう｡これを(2)および(3)式にあてはめれ

ば､上述のように明暗次元が最初の数試行で比較的大きな連合強度(V8)を獲得したと

しても､それがvcを上回る可能性はほとんどなく､したがってα8は減少し続けること

になる｡つまり彼のモデルを本実験に適用すれば､復合条件づけの後には阻止の効果､す

なわち付加された明暗次元の手がかり化が妨害されるという結果が得られることが予測さ

れるのである｡

　ではPearce&Ha11(1980)のモデルは本実験の結果を説明できるであろうか｡彼らのモ

デルの(5)式は､剌激の物理的性質によって決定される明瞭度に関する変数(S)を経験に

よって変化する変数(α)とは独立させているので､明瞭度の大きな刺激では訓練の進行

にともなう連合強度の増加の速度が大きくなることは予測できる｡しかし､経験によるα

の変化を規定した彼らのモデルのもう一方の定式(6)を考慮すると､Sが如何に大きい値を

持っていても､αがゼロであるならば連合強度の増加は生じない｡そして本実験のように

先行訓練によってvc≒λとなっていると考えられる事態では､復合条件づけの開始時に

はα8もαcもゼロに近いと考えざるを得ない｡であるならば､付加された明暗次元は当

初から連合強度の増加の可能性がなく学習を阻止されることが予測される一方､形態次元

は先行訓練の期間に獲得した連合強度によってそれに対する学習行動が維持されることが

予測される｡

　このように､従来のモデルはいずれも本実験の結果を適切に予測することができず､あ

らたな視点からの説明が必要となる｡しかし､そのような仮説を議論する前に､実験3で

示された刺激の物理的な明瞭度の優位性は2つの刺激次元の相対的な関係によってのみ決

定されるのか､あるいは各々の絶対的な強度が異なる場合には､それぞれについての経験

効果によって変化する可能性があるのかを､以下の実験4で検討することとしたい｡
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5-2.実験4:弁別学習事態における剌激の明瞭度と先行条件づけの影響(2)一明暗と

　　　　　　　位置を手がかりとした場合-

　弁別学習の事態を用いて剌激の明瞭度と先行条件づけの効果の詰抗事態における剌激選

択現象を検討した実験3の結果は､明瞭度の小さい形態次元に対して十分な先行訓練を行

なっても､その後の復合訓練で付加された明瞭度の大きい明暗次元に対する学習は阻止を

受けず､逆に形態についての弁別行動が消失することを示唆した｡この事実は､剌激の物

理的な明瞭度の効果が先行訓練の効果よりも刺激選択に優先的に影響したことを意味して

いるが､ではこのような現象は絶対的な明瞭度がともにかなり大きいと考えられる2つの

刺激次元の間においても認められるであろうか｡以下の実験4ではこの点を考察するため

に､実験3で用いた形態に代えてマウスにとって非常に明瞭度が大きいと考えられる位置

　(左右)を明暗次元とともに弁別刺激として用い､一方への先行訓練後に復合訓練訓練を

行なった場合にどのような現象がみられるかを検討した｡

方法

　被験体　C57BL/6J系マウスの雄30匹を用いた｡これらの披験体は実験開始時に90-150日

齢であった｡

　装置　実験3と同一の装置を用いた｡
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手続き　実験に先立ち､被験体を以下の5群にランダムに分割し､それぞれ以下のよう

な訓練を行なった｡

①P-BP群:この群に対しては､stage　1　において位置次元への先行訓練を弁別完成ま

で行なった後､stage　2では明暗次元を付加して40試行の複合弁別訓練を行なった｡

②B-BP群:stage　1　において明暗次元への先行訓練を弁別完成まで行ない､その後の

stage　2　では形態次元を付加して40試行の復合弁別訓練を行なった｡

③BO-BP群:stage　1　において明暗次元への先行訓練を弁別完成後さらに100試行与

え､stage　2では形態次元を付加して40試行の復合弁別訓練を行なった｡

④BO-BP十群:stage　1　において明暗次元への先行弁別訓練を弁別完成後さらに100

試行与え､stage　2　では形態次元を付加して100試行の複合弁別訓練を行なった｡

⑤BP群:この群に対しては最初からstage　2　での複合訓練を弁別完成まで行なった｡

　実験は以下の順に進めた｡



出装置内自由探索:披験体を装置に馴化させるために､訓練開始の前日に各個体に20分間

の装置内自由探索を許した｡その際､出発箱(S･B)とゴールボックス(G･B)のギロチンド

アは取り外してあり､刺激提示板の照度は左右とも30　1uxとした｡

(2)単一次元に対する先行訓練(stage　1):自由探索の翌日からBP群を除く各群に､明暗

あるいは位置のいずれか一方のみを弁別刺激とする先行訓練を行なった｡訓練は毎日40試

行(ただし初日のみ20試行)で､10試行を1ブロックとしてブロック内で9試行以上の正

反応の出現をもって弁別完成基準とした｡

　1試行毎の訓練手続きは以下のようであった｡披験体をS･Bに入れ､5ないし10秒後

の被験体が頭を刺激が提示されている方向へ向けている時点でギロチンドアを開けた｡そ

れから5秒後に､正剌激側のG･Bを除くすべての床面に25~30Vの電撃を与えた｡訓練

は矯正法で行ない､披験体が最初にG･Bに進入した時点で反応の正誤を判定した｡

　明暗次元のみの弁別訓練では正剌激(60　1x)の提示位置(左右)をゲラマン系列に従っ

て試行毎に変化させた｡また位置次元のみの弁別訓練では､試行毎に一方の刺激提示板に

60　1x､他方には5　1xの照度を無関連手がかりとしてランダムに提示した状態で､左側の

G･Bへの走行を正反応とした｡

(3)復合弁別訓練(stage　2):単一刺激次元への訓練が終了した翌日から､明暗と位置の双

方を当該手がかりとする複合弁別訓練を開始した｡この段階では､すべての披験体に対し

左側の刺激呈示板に60　1x　の照度面､右側に5　1xの照度面を呈示し､左側への走行を正反

応とした｡試行数はP-BP群､B-BP群およびBO-BP群については40試行(1日

間)とし､BO-BP十群については100試行(3日間)とした｡またBP群では各個体

が弁別完成基準に達するまでこの複合弁別訓練を行なった｡訓練の進め方はstage　1　とま

ったく同様であった｡

(4)優位次元の判定テスト:stage　2　の復合訓練終了後､明暗と位置のいずれの次元がより

優位な手がかりとなっていたかを判定するために､選択テストを行なった｡すなわち､明

暗次元の正刺激を位置次元の負の選択肢側に､逆に明暗次元の負刺激を位置次元の正の選

択肢側に提示し､披験体がいずれの側に走行するかのテストを10試行与えた｡｡なお､こ

のテストでは左右いずれの側の進入に対してもG･Bでの電撃は与えなかった｡

　(5)非優位な次元に対する弁別訓練(stage　3):(4)のテストにおいて選択されなかった刺

激次元について､テストの翌日から弁別完成基準に達するまで訓練を行なった｡手続きお

よび弁別完成基準などはstage　2　と同一であった｡

-89-



結果および考察

　stage　1　において各群の披験体が弁別完成に要した平均試行数をFig.2-13に示した｡こ

こではP-BP群が他の3群に比べきわめて少ない試行数であることが認められ､位置次

元が明暗次元よりも明瞭度が大きいことを示唆している｡

　stage　2　の復合訓練期では､BP群を除く各群の正反応率はほぼ100%を示し続けた｡ま

たBP群は弁別完成基準に達するまでに平均23.3試行を要した｡

　複合訓練終了後の選択テストにおいて､各群の披験体が明暗次元の正剌激を選択した率

をFig.2-14に示した｡　stage　1　で明暗次元の先行訓練を受けた群のなかで､BO-BP群

とBO-BP十群は選択率が高く､先行訓練を受けた次元を選択する傾向が示されている

が､B-BP群だけは選択率が低く､明暗次元について先行訓練を受けているにもかかわ

らず位置次元を選択したことが示唆された｡またP-BP群とBP群ではあきらかに位置

次元に基づく選択がなされている｡最後に､このテストで選択しなかった側の剌激次元に

ついて訓練したstage　3　において､各群が弁別完成までに要した試行数をFig.2-15に示し

た｡BP群を除く各群は､stage　1　での同一の刺激の弁別完成までに比べてきわめて少数

の試行で基準に達しており､とくにBO-BP群とBO-BP十群では大半の個体が最初

の10試行ですでに基準を上回る正反応率を示した｡

討論

　はじめに本実験で得られた知見を要約すると以下のとおりである｡

出位置次元は明暗次元よりも明瞭度が大きく､両者を複合呈示して弁別訓練を行なうと､

　前者のみが手がかりとして習得される(BP群)｡

(2)位置次元について予め先行訓練を行なった後に復合訓練に移行した場合にも､位置の次

　元のみが手がかり化される(P-BP群)｡

(3)これに対して､明暗次元について先行訓練を行なった場合には先行訓練の程度によって

　復合訓練後の優位な次元が異なる｡すなわち､先行訓練を弁別完成基準に達した時点で

　終了した場合には(B-BP群)復合訓練後の優位な次元は位置であるが､弁別完成後

　さらに100試行の訓練を続けた場合(BO-BP群､BO-BP十群)は､複合訓練の

　試行数の多少にかかわらず明暗次元が優位な手がかりとなる｡
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Fig.2-13.実験4　:stage　1の訓練で各群が弁別完成までに要した試行数
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Fig.2-14.実験4のstage　2　の終了後の選択テストにおける明暗次元の選択率
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Fig.2-15.実験4のstage　3　において各群が弁別完成までに要した試行数
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　これらの実験結果が本論文で問題としている連合学習のモデルに対して示唆する意味を

以下でより詳細に検討する｡

　まず本実験では先行訓練による付加剌激への阻止が生じたと言えるだろうか｡　P-BP

群では先行訓練を受けた位置次元が複合訓練後のテストで優位な次元となっているが､先

行訓練を行なわなかったBP群でも同様の結果が得られているので､このことから阻止が

生じたと断定することはできない｡さらに､P-BP群では明暗次元についての学習の機

会(訓練試行数)は複合訓練時の40試行のみであり､これは明暗次元を単独で呈示した場

合に習得に必要な約90試行(stage　1　でのB-BP群などの結果を参照)の半数にも満た

ないため､明暗次元に対して弁別行動が示されなくても当然であると考えられる｡

　そこで､この群がstage　3　の明暗次元の弁別完成までに要した試行数を複合訓練と単独

での訓練との合計から推測すると53.3十90=93.3となる｡この値はB-BP群などが明暗

次元の単独の弁別訓練を受けたstage　1で習得に要した試行数とほぼ等しい｡したがって

単純な加算モデルが成り立つとすれば､P-BP群の復合訓練中における明暗次元につい

ての学習は､それを単独で呈示した場合とほぼ同等の速度で進行していたと考えられる｡

つまりこの群では位置次元への先行訓練が復合訓練期における明暗次元の学習を阻止した

とはいえない｡

　また､復合訓練後のテストで形態が有意な次元であったB-BP群､あるいは明暗が有

意な次元であったBO-BP群そしてBO-BP十群のいずれにおいても､stage　3での

所要試行数からは位置の次元についても復合訓練後にはほぼ完全な学習が生じていたと考

えられる｡したがってB-BP群が選択テストにおいて位置次元に基づく弁別行動を示し

たという事実は､複合条件づけによって明暗次元の学習が減弱したというよりは､単に位

置の方がより優位な手がかりとして学習された結果だと推測される｡このように本実験で

は､先行訓練刺激による付加刺激への阻止はいずれの群でもほとんど生じなかったと結論

できるが､このような実験結果､すなわち明瞭度の大きな2つの剌激次元の間では一方ヘ

の先行訓練による他方への阻止の現象が認められないという事実は､従来の認知論的モデ

ルのいずれからも予測できない｡

　最初にRescorla-Wagnerモデルについて検討してみよう｡彼らのモデル(p.20)では､先

行訓練をうけた刺激はその連合強度を増大させるが､明瞭度αが大きな剌激ほど漸限値λ

に速やかに近づく｡したがってその後の復合訓練の開始時には(λ-VΣ)はゼロに等し

く､付加された刺激はその明瞭度に関わりなく連合強度を獲得することが不可能となる｡
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つまり､彼らのモデルでは十分な先行訓練を受けた剌激は確実に付加刺激の学習を阻止す

ると予測する｡　Wagner(1978)のモデル(p.29)も基本的に同様の予測をする｡

　つぎにMackintosh(1975a)のモデルはどのような予測を行なうであろうか｡彼のモデル

では各刺激の連合強度の変化は(2)式(p.27)に従うが､剌激Aについての連合強度VAは先

行訓練によって増大する｡その後の復合訓練で付加された刺激Bについても､同様に(2)式

に従って連合強度V8は増大するが､その係数であるα8は(3)式によって試行毎に減少す

ると予測される｡なぜなら先行訓練によって復合訓練の開始時にはVA>V8となってい

るからである｡この限りでは､Mackintosh(1975a)のモデルもRescorla-Wagnerモデルと

まったく同様に通常の阻止が生じることを予測する｡しかし実験3の討論において考察し

たように､もしもα8の初期値が非常に大きいと仮定すると､最初の幾試行かの間それが

減少してもその間に(2)式によって獲得する連合強度の総計が､先行訓練を受けた刺激のそ

れを上回る可能性がある｡このような場合には､それ以降付加された刺激のαが増大し､

逆に先行訓練剌激のそれが減少する｡彼のモデルではαの値は行動に直接影響すると仮定

されているので､このような場合には双方の次元が大きな連合強度を獲得し､なおかつそ

れらが互いに詰抗するようなテスト事態では､B-BP群のように付加刺激が優位になる

という結果を予測することは可能である｡

　しかし(3)式は多くの当該手がかりのなかでもっとも妥当性の大きな刺激以外は無視され

ていくことを表している｡であるならば､BO-BP十群のように多くの複合訓練試行を

行なえばいずれか一方の剌激の明瞭度αは減少していくことが予測されるが､テストで明

暗次元が優位な手がかりであったこの群でも､多くの個体がstage　3で最初から位置手が

かりをほぼ完全に弁別したのである｡したがって(3)式をそのまま認めるかぎり､多くの復

合条件づけ試行後にも復数の刺激次元が互いに妨害をまったく受けずに手がかりとして習

得される､というこの事実は説明が困難である｡

　さらにPearce&Ha11(1980)のモデルについても基本的に同様の困難さが指摘できる｡

彼らのモデルの(6)式(p.32)は,剌激についての注意の大きさαが強化が予測される度合に

応じて減少することを示している｡このモデルでは､阻止の現象は一方の手がかりによっ

て強化の生起が確実に予測できるために他方の刺激に対する注意の大きさが減少し､した

がって付加された剌激の獲得する連合強度がそれが単独で条件づけられた場合よりも小さ

くなるためだと説明される｡阻止の強さは､付加された剌激の物理的強度についての係数

であるSによって異なるが､いずれにせよαの減少の程度に応じてそれが単独で条件づけ

-95-



た場合よりも獲得される連合強度が減少することは確かである｡つまり､stage　3での付

加刺激の弁別完成までにはある程度の試行数を要することが予測されるのである｡

　このように､実験4で得られた結果も従来のモデルからの説明が困難なものであった｡

しかし､第1部で議論した従来のモデルについての基本的な問題を考慮すれば､実験3お

よび実験4で得られた事実がパヴロフ型条件づけの事態においても同様に得られるのかを

検討する必要がある｡そこで最初にその点を以下の実験5で検証し､その後に実験3から

実験5までを通じて得られた知見の整合的な説明のために必要な仮説を総合討論で検討す

ることとしたい｡
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5-3.実験5:条件性抑制の事態における剌激明瞭度と先行条件づけの影響

　実験3および実験4では､マウスの同時弁別学習の事態で隠蔽の効果が阻止のそれを凌

駕する場合があることが示された｡しかし実験1と実験2の比較から明らかになったよう

に､隠蔽に関与する過程あるいはそれを規定する条件が道具的手続きを含む事態とパヴロ

フ型条件づけとで等しいとは断定できない｡そこで､実験3で得られた知見が条件性抑制

の事態でも認められるか否かについて以下の実験5で検討する｡

実験5A

　実験5Aではラットの条件性抑制の事態を用いて､相対的に明瞭度が小さい純音につい

て先行条件づけを行なった後に明瞭度のより大きな光刺激を付加して複合条件づけを行な

った場合に､いずれの剌激への抑制の習得が妨害されるか､すなわち阻止と隠蔽のいずれ

が優位に現れるかを検討した｡

方法

　披験体　Wistar系アルビノラットの雄50匹を用いた｡これらの披験体は実験開始時にお

いて約60日齢であった｡

　装置　実験2で用いたものと同一の箱を摂水訓練と条件づけのための装置として使用し
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た｡またCSとしては､箱の上方約40　cm　に据えられた100　w　の電球による､箱の床面で

約50　1uxの光刺激と､下方約30　cm　にあるスピーカーから提示される純音(2　kHz,　床面で

約52　db)を用いた｡　1回のCSの持続時間は10秒とした｡またUSとして､0.5　mAの強度

で0.5秒間持続する交流電撃を床面のグリッドを通じて与えた｡箱は防音室内に置かれ､

箱の外部側方の2w球により常時照明されていた｡

　手続き　最初に､実験開始時の3日前から被験体のホームケージでの摂水時間を50分､

40分､30分と徐々に短縮し､制限給水スケジュールに馴化させた後､装置内での摂水訓練

を開始した｡実験は以下の手順で行なった｡

　1.摂水訓練期(14日間):披験体を毎日6分間装置内に入れ､持続的な摂水を行なう

ように訓練した｡訓練開始時より30秒毎の摂水数を計測した｡各日の訓練終了後､ホーム

ケージ内で20分間の摂水を許した｡



　2.条件づけ期:摂水訓練終了の翌日から条件づけ訓練を開始した｡摂水訓練最終日の

摂水数に基づいて､被験体を以下の5群(各群10匹)に分けた｡

　(1)t-tL群:この群の披験体は条件づけの最初の3日間(stage　Dでは音をCSと

し､それに続く3日聞(stage　2)では音と光の復合刺激をCSとした条件づけ訓練を受け

た｡

　(2)tL群:この群の被験体は摂水訓練終了後直ちにstage　2　に移行し､音と光の復合

CSについての条件づけを受けた｡

　(3)t-L群:この群の被験体はstage　1　では音のみをCSとした条件づけを受けた後

に､stage　2　では光をCSとした条件づけを受けた｡

　(4)t-t群:この群はstage　1　とstage　2　を通じて音のみをCSとした条件づけを受

けた｡

　(5)t群:この群の披験体はstage　1　での音をCSとした条件づけのみを受けた｡

　条件づけ訓練はオンザベースラインで行ない､毎日1回の6分聞のセッションのなかで

4回のCS-US対提示を行なった｡USはCSの終結と同時に与えられた｡試行間間隔

は平均90秒(70秒から110秒の間で変動)とし､セッション中の摂水数を10秒毎に測定し

た｡各日の条件づけ終了後にホームケージ内で20分間の摂水を許した｡

　3.摂水回復期　条件づけの結果､ベースラインの摂水反応率が大きく低下した個体が

少なからずみられたため､すべての被験体に対して条件づけ終了の翌日から2日間､CS

あるいはUSをまったく提示せずに単に毎日30分間の摂水を装置内で行なわせた｡またこ

の期間はホームケージでの摂水は許さなかった｡

　4.テスト期　摂水回復期終丁の翌日と翌々日の2日間で､音と光の各CSに対する摂

水行動の抑制の程度についてテストを行なった｡各群とも半数の披験体については光剌激

に対するテストを第1日に､音剌激のテストを第2日に行ない､残り半数についてはその

逆とした｡テストではCSのみを条件づけ期と同一の時間間隔で4回提示した｡テスト第

1日の終了後にホームケージで20分間の摂水を許した｡

結果および考察

　Fig.2-16は､条件づけ期のstage　1　とstage　2　における各群の抑制率の変化を表したも

のである｡抑制率はKamin(1969)の方法により計算した｡　stage　1　を経験した4群は試行

の増加に伴ってほぼ等しい速度で抑制率が低下しているが､最終日でも中程度の抑制しか
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示さなかった｡この期間について群×条件づけ日の2要因分散分析を行なったが､条件づ

け日の主効果のみが有意[(F(2,36)=3.65,p<.05]であった｡またstage　2　の条件づけ訓練

を受けた4群の抑制率について同様の分析を行なったところ､群の主効果[F(3,36)=3.77,

　pく.05]のみが有意であった｡下位検定の結果､t-t群がstage　2　を通じて他の3群よ

りも抑制率が大きいことが示された｡

　stage　2　において条件づけ日の効果がなかったことは､光CSを与えられた群ではその

強度が非常に大きかったために､初日の4回の条件づけ試行の間にほぼ完全な抑制が進行

したためではないかと考えられる｡またt-t群の結果は､後述するように弱いCSに対

しては抑制の進行速度のみでなくその漸限値も限定されることを示唆している｡

　Fig.2-17は条件づけ後の光CSに対するテストの結果を示している｡t群とt-t群は

光についての条件づけを経験しなかったためにほとんど無抑制であるのに対し､t-tL

群､t-L群､そしてtL群では相対的に強い抑制が示されている｡　1要因の分散分析の

結果は有意[F(4,45)=6.82,pく.01]であり､続く下位検定の結果前2群と後3群の各々の

聞に有意差(psく.05)が認められた｡だがt-tL群とtL群との間には有意差は認められ

なかった｡このことから､音に対する先行条件づけによってその後の複合条件づけ期にお

ける光に対する抑制の習得は阻止されなかったと推測される｡

　純音に対するテストの結果はFig.2-18に示されている｡tL群がもっとも抑制率が大き

く､t-tL群がそれに続き､t-L群､t-t群およびt群はいずれも0.3以下の値を

示した｡1要因分散分析の結果は有意[F(4,45)=4.55,p<.01]であったため続いて下位検

定を行なったところ､t-tL群およびtL群と他の3群との間に各々有意差(psく.05)が

認められたが､t-tL群とtL群との間には有意差がなかった｡これらの結果から以下

の諸点が示唆される｡まず､t-tL群の抑制率はt群よりも大きいがt-L群とt群と

の間には差がないことから､t-tL群ではstage　1　の条件づけの結果として純音が獲得

した抑制がstage　2　の復合訓練の期間中に減弱したこと､またこの減弱はstage　2　で音が

光と復合提示されたことに起因するもので､単にstage　2で光に対する条件づけを経験し

たためではないことが指摘できる｡さらにt-tL群とtL群との間には差がないので､

stage　1　での音に対する先行条件づけはstage　2において光が音に対する学習を隠蔽する

程度を低減していないと言える｡

　要約すれば､実験5Aではより明瞭な刺激次元である光による音の学習の隠蔽のみが示

され､先行条件づけを受けた音は光についての学習をまったく阻止しなかった｡
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実験5B

　実験5Aでは､純音に対する先行条件づけはその後の復合条件づけの段階で付加された

光の学習強度の獲得を阻止する効果をまったく持たず､むしろ先行条件づけにより純音が

獲得した学習強度が複合条件づけの後には減少したという結果を得た｡しかしこの実験で

先行条件づけにより純音が獲得した抑制の強度は､抑制率から推測する限り完全なものと

は言えなかった｡そこで以下の実験5Bでは､純音への先行条件づけをより十分なものと

した場合においても､それが獲得した学習強度がその後により明瞭な光刺激を付加した復

合条件づけによって隠蔽されるかどうかを検討した｡

方法

　披験体　Wistar系アルビノラットの雄50匹を用いた｡これらの披験体は実験開始時に約

60日齢であった｡

　装置　実験5Aと同一の装置を用いた｡
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　手続き　群の構成と実験手続きは基本的に実験5Aと同一であった｡ただし､stage　1
　-

とstage　2　の条件づけは各々5日間(20試行)行ない､さらにUS強度は0.7mAに増大さ

せた｡

結果と考察

　条件づけ期間における各群の抑制率の変化をFig.2-19に示した｡純音について先行条件

づけを受けた4群はstage　1　の最終日において0.1程度の強い抑制を示した｡　stage　1　の

結果について群×条件づけ日の2要因の分散分析を行なった結果､条件づけ日の主効果の

みが有意[F(4,36)=11.47,pく.01]であった｡また次のstage　2　の条件づけを受けた4群は

最初から非常に強い抑制を示した｡同様の分散分析の結果はいずれの要因と交互作用とも

有意でないことを示した｡　t-t群で条件づけ日の効果がなかったという事実は､純音に

ついての抑制学習はstage　1　の段階でほぼ漸限値に達していたことを示唆している｡

　テストにおける光CSに対する抑制率をFig.2-20に示した｡光についての条件づけを経

験していないt群およびt-t群が他の3群よりも抑制が弱い｡分散分析の結果[F(4,45)

=11.35,pく.01]とその後の多重比較の結果､t群およびt-t群と他の3群との間にそれ

ぞれ有意差(ps<.0Dを得た｡

　純音に対するテストの結果をFig.2-21に示した｡　t-tL群およびtL群が他の3群よ
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Fig.2-19.実験5Bの先行条件づけ期と複合条件づけ期の抑制率の推移
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Fig.2-20.実験5Bの光に対するテストで各群が示した抑制率
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Fig.2-21.実験5Bの純音に対するテストで各群が示した抑制率
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ろも抑制が弱い｡これらの所見も分散分析の結果[F(4,45)=9.62,p<.01]とその後の多重

比較によって確認された｡すなわちt群､t-t群およびt-L群の3群とt-tL群お

よびtL群の各々の間に有意差(psく.05)が認められた｡

　これらの結果から以下の結論が導かれる｡まず､tL群の音に対する抑制がt群に比ベ

弱いことから､単なる復合条件づけを行なうと前者が後者を隠蔽することが示唆された｡

一方､t-tL群とtL群の光に対する抑制率には差がないことから､先行条件づけを受

けた音はその後の復合条件づけにおいて光の学習強度の獲得を阻止する力をまったく持た

なかったと考えられる｡さらにt-tL群はt群あるいはt-L群と比較して音に対する

抑制が弱いが､これはstage　1　で音が一旦は獲得した学習強度が､stage　2での復合条件

づけの間に減弱したことを意味する｡他方t-L群ではそのような減弱が認められないの

で､t-tL群における減弱はstage　2　において復合条件づけを行なったことに起因する

と考えられる｡

　このように､音に対する先行条件づけを十分に行なった実験5Bにおいても実験5Aと

ほぼ同様の結果が得られた｡

実験5C

　実験5Aおよび実験5Bを通じて､純音への先行条件づけを行なった後においても､光

との復合条件づけの後では音CSに対する学習強度の減少つまり隠蔽が認められた｡しか

しこれらの実験では､他の変数の特性などとの関係から､音剌激は後に付加される光CS

の強度にかかわらず阻止の効果を示さない可能性がある｡そこで以下の実験5Cでは､光

CSの強度を減少させ純音との相対的な明瞭度の差を減少させた場合に､音CSへの先行

条件づけによる阻止の現象がみられるか否かを確認した｡

方法

　披験体　Wistar系アルビノラットの雄40匹を用いた｡これらの披験体は実験開始時に約

60日齢であった｡

　装置　実験5Aとまったく同-の装置を使用した｡
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手続き　実験手続きの概要は､光CSの強度を25　1uxに下げたことと､群構成を以下の

ようにした点を除けば､実験5Bと同様である｡すなわち､stage　1　とstage　2　では各々



5日間(20日間)の条件づけを行ない､US強度は0.7　mAとした｡披験体は摂水訓練の最

終日のリッキング数により以下の4群(各群10匹)に分けた｡

　(1)t-tL群:stage　1　では音CSについての条件づけを20試行受け､stage　2　では

音と光の復合CSについての条件づけを20試行受けた｡

　(2)tL群:stage　2　での復合CSについての条件づけを20試行受けた｡

　(3)t群:stage　2　での音CSについての条件づけを20試行受けた｡

　(4)L群:stage　2　での光CSについての条件づけを20試行受けた｡

結果および考察

　純音についてのテストにおける各群の平均抑制率をFig.2-22に示した｡純音を条件づけ

で呈示されなかったL群を除く他の3群が強い抑制を示した｡同様にFig.2-23に示された

光に対するテストではt群が他の3群よりも抑制が弱かった｡だが光についてはt-tL

群もtL群あるいはL群より抑制が弱かった｡各々のテスト結果についての1要因の分散

分析はいずれも有意(光:[F(3,36)=14.19,p<.01];　純音[F(3,36)=21.99,pく.01])であ

り､その後の下位検定によって上述の通りの群間の有意差(ps<.05)を示した｡また､L群

とtL群との間には有意差がなく､音は光への学習を隠蔽しなかったと考えられる｡

　光に対する抑制率におけるt-tL群とtL群との間の有意差は､音に対する先行条件

づけによる阻止の効果を表している｡ただし､t-tL群の光に対する抑制はそれについ

ての条件づけを受けていないt群のそれと比較すると有意に強く(pく.05)､複合条件づけ

の間にある程度の学習が光についても生じていたことを示唆している｡したがって本実験

では､音についての先行条件づけは､それ後の複合条件づけで付加された光に対する抑制

の習得を完全に阻止するまでには至らなかったと推測される｡しかし､付加剌激の相対的

な強度を減少させた場合には､先行条件づけによる阻止の効果が隠蔽の効果よりも優先的

に現れることが確認されたため､実験5Aあるいは5Bで用いられた純音はある適切な条

件下では阻止の現象を生じさせることが可能であると考えられる｡

討論

　実験5､とくに実験5Aおよび実験5Bを通じて得られた結果のパターンは､基本的に

実験3で得られたものと同一であった｡すなわち先行条件づけを受けた刺激の物理的な強

度が後の復合条件づけで付加される刺激のそれよりもかなり小さい場合には､従来のモデ
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Fig.2-22.実験5Cの純音に対するテストにおいて各群が示した抑制率
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Fig.2-23.実験5Cの光に対するテストにおいて各群が示した抑制率
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ルが予測するような阻止の効果ではなく､むしろ隠蔽の効果が優先的に現れることが確認

された｡つまりパヴロフ型条件づけの事態においても､弁別学習の事態を用いた実験3で

示されたものと基本的に同一の結果が得られた｡したがって､これらの結果も本論文が対

象としてきた連合学習についての定式化モデルから説明することが困難であるが､そのよ

うな結論に至るまでの論理は実験3においてすでに議論したものと同一であるためここで

は省略し､実験3から実験5までを通じて得られた知見が刺激選択現象に関する従来の理

論に対して持つ意味について以下の総合討論で分析する｡
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5-4.実験3から実験5までの結果に関する総合討論

　実験3から実験5までを通じて得られた知見からは以下の結論を導くことができる｡す

なわち､相対的に明瞭度の小さい刺激に対して先行条件づけを行なった後に明瞭度の大き

な刺激を付加して復合条件づけを行なう事態では､両者の明瞭度の間に非常に大きな差が

ある場合には隠蔽の効果のみがもっぱら現れ､阻止の効果は示されない(実験3および実

験5)｡また明瞭度が非常に大きな剌激の間では､復合条件づけによる阻止の効果も隠蔽

の効果もほとんど認められず､各剌激は単独で条件づけられた場合とほぼ等しい速度で学

習される(実験4)｡これらの実験的事実は個々の実験についての討論で分析した通り､

従来のモデルのいずれもが予測し得ないものであったが､以下ではこれらのモデルがその

ような困難を生じる背景を分析するとともに､実験結果の適切な説明のためにはどのよう

な新たな仮説が必要であるかについて､より広い視点から考察してみたい｡

　Watson,J.B.の極端な経験主義がすぐに行き詰まったことは周知の事実であるが､そ

の後の新行動主義の諸理論においても､その具体化の過程では経験効果の絶対視は事実上

ほとんどそのまま受け継がれてきた｡その第1の理由は､行動主義における中心的研究課

題である｢学習｣という概念が経験そのものを指しており､したがって学習行動の説明に

おいては｢経験がどのような機構を介して行動を変容させるのか｣が最大の問題となるか

らである｡そして実際の行動の変化には強化が大きな影響をもつ以上､経験効果の分析の

重点が強化と行動との関係に置かれたことはある意味では当然であった｡だが一方では､

そのことが結果的に､強化子以外の剌激の物理的な性質や強度はせいぜい学習の進行速度

を変化させるパラメーターに過ぎず､しかもそれらの影響は末梢的である､あるいは重要

な影響を及ぼすことがあるとしても､それは学習行動の研究においてはそれはノイズとし

て統制すべきものであるという先入観を作り出すことになったと考えられる｡

　ところが､Lawrence(1949)が示した｢習得された手がかりの明瞭性｣の事実などによっ

て､条件づけに基づく経験は刺激と強化子との連合強度のみを変化させるのではなく､い

わゆる手がかり剌激の影響をも変化させることが明らかになるに連れて､学習行動の説明

にはいわゆる連合の機構の他に剌激入力に対する可塑的なフィルターの存在の仮定が必要

であるという一群の｢注意説｣が提出され､行動主義に対立するようになったことはすで

に述べたとおりである｡
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　しかしこれらの注意説においても､その中心的な課題はフィルターの特性が剌激につい

ての経験によってどのように変容するのかということであった｡たとえば代表的な選択的

注意説であるSutherlandとMackintosh(1971)の理論では､注意の配分の変化について以下

のような仮定を行なっている｡すなわち各刺激次元の｢分析器｣は､最初は対応する刺激

の強度に依存して一定容量の出力を分配されるが､ある分析器が"switch-in"され､その

出力に基づいた反応が結果として強化を受ければ､その分析器の出力は次第に増大し､そ

の分だけ他の分析器の出力は低下する｡そのような経験を続ければ最終的には一つの分析

器が出力容量のすべてを独占するようになる｡換言すれば､このような仮説では刺激の物

理的性質は条件づけ開始時の連合の進展を決定する初期値を与えるに過ぎない｡その後の

条件づけや消去といった経験の操作によって､この値はどのようにも変化させることがで

きると考えられるのである｡

　本研究で問題としている定式化されたモデルにおいても､この点に関しては何ら根本的

な礼･気の変化はないといってよいであろう｡たとえばRescorla-Wagnerモデルでは､刺激

の明瞭度は行動主義の場合と同様に連合強度の変化の速度を規定する固定的な係数"α"

の役割しか与えられていない｡またMackintosh(1975a)のモデルでは､"α"が経験によ

ってゼロから1までの間で変化すると仮定されている｡両者の着想は一見すると正反対の

ように思えるが､操作に基づく経験の効果の絶対視という点では同一である｡違いはそれ

が連合強度のみを左右するのかαをも変化させるのかという点である｡

　Wagner(1978)のモデルは潜在制止の現象を扱うために､Rescorla-Wagnerモデルの剌激

の明瞭度に関する係数をα(1-VΣ)とし､刺激の明瞭度が経験の影響を受ける可能性を

定式に反映させた｡しかしそのような変更に伴って､今度は経験によってその値がゼロか

ら1まで変化するというMackintosh(1975a)と同様の予測が生じるようになった｡　Pearce

とHa11(1980)のモデルでも同様に､刺激の物理的性質に基づく係数Sと経験により変化す

.るαとが分離された｡しかし､彼らのモデルでも両者の係数は相乗的に連合強度の変化の

速度を規定しており､しかもα=|λ-VΣ|であるために､連合強度の変化によってや

はりゼロから1まで変化する｡つまり､このモデルにおいても最終的には剌激選択の結果

は経験の与え方によって統制可能だと考えられる｡

　動物が知覚する剌激の明瞭度は経験によってある程度変化するが､それ以前にその物理

的な特質によって変化の幅は限定され､したがって復数の刺激の相対的明瞭度は経験の与

え方のみによって逆転させることは不可能な場合がある-一実験3から実験5の結果が示
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唆する核心はこの点である-という事実を説明するためには､物理的性質に依存するパ

ラメーターと経験により変化するそれとを分離し､しかもそれらが相乗的にではなく加算

的に作用するという仮定が必要である｡事実Lovejoy(1968)は､逆転学習の速度に関する

事実を説明するためにそのような着想を提出している｡だがMackintosh(1975a)は彼のモ

デルの構築にあたってその仮定を採り入れなかった｡彼は､そのような仮定は誤りではな

いかも知れないが｢必要がない｣としたのである｡　Mackintoshがそれを退けた表面的な理

由は理論の単純さという思考経済の原則であったが､おそらくその背後には､そのような

　｢経験の操作では左右できない｣変数を重視することは行動の予測と統制という観点から

はできるだけ避けたいという行動主義以来の学習心理学者に特有の構えがあったと考えら

れる｡その意味では､上述の多くの認知論的なモデルのいずれにおいても行動主義者と同

様に徹底した経験主義が維持されている｡

　しかし､近年の学習行動における多くの知見がそのような極端な経験主義とは合致しな

いことは明白である｡いわゆる｢学習における生物学的制約｣という表現に代表される諸

事実は､実験室内における通常の条件づけ行動においても､実験者の環境操作によっては

統制し難い｢種の特異性｣が存在することを示唆している｡たとえば､ラットはどのよう

にしても中毒症状をその直前に経験した視覚あるいは聴覚刺激に帰属させることはできな

い(Garcia&KoeHing,1966)｡同様に実験3あるいは実験5の結果は､その種にとって

生得的な明瞭度が大きい刺激は､他の刺激についての経験の如何にかかわらず優先的に手

がかり化されることを示していると考えられる｡

　したがってこれらの実験結果を適切に説明するためには､剌激の明瞭度は経験によって

変化する部分とその物理的性質によって固定的に決定される部分との双方から成り立って

いるという仮定を導入することが必要であると思われる｡この仮定自体は､すでに述べた

ようにたとえばPearce&Ha11(1980)のモデルにおいてすでに示されている｡しかし､彼

らのモデルでは両者が相乗的に学習速度に影響するとされているので､経験によって変容

する部分αがゼロとなれば一一彼らのモデルでは､阻止の手続きにおいて先行条件づけを

十分に行なえば復合条件づけの開始時にはそうなると予測する

-114

刺激の物理的性質に

よって決定されるSの値はその大きさに係わらず意味をもたなくなる｡つまり､刺激の物

理的な強度が先行条件づけの効果よりも優先するという結果を説明することはできない｡

したがって､両者が加算的な形で明瞭度を決定するというLovejoy(1968)の仮説を採り入

れることが､問題に対する一つの解答となるであろう｡



　実験3および実験5の結果を適切に説明する他の可能性は､MCHose&Moore(1976)によ

る主張､すなわち刺激の明瞭度は学習の進行速度のみでなく獲得できる連合強度の漸限値

をも規定するという仮定である｡この仮説を本実験に適用すれば､明瞭度の小さい刺激に

対する先行条件づけによってその刺激が獲得できた連合強度は弱いものであるので､その

後の復合条件づけにおいて付加された刺激の連合強度の獲得を阻止する力がなかったとい

う説明が成り立つ｡しかし実験3Bあるいは5Bでは先行訓練期の終了時には剌激に対す

るほぼ完全な学習がなされたことが示唆された｡われわれは行動の強度から学習の程度を

推測する以外の方法を持たないので､この仮説をここでの実験結果に適用するためには､

同じような完全な抑制であっても(たとえば行動の天井効果などによって)獲得された連

合強度は異なっているという付加的な仮定を設ける必要がある｡したがって､これらの実

験結果についてのこの仮説の妥当性を現時点で断定的に結論することはできない｡
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第6章　　潜在制止と剌激選択:非連合的過程の影響

　実験3から実験5までの結果は､刺激選択現象がかならずしも従来のモデルから予測さ

れるような各刺激についての条件づけ経験の如何のみによって決定されるものではなく､

その物理的特質による制約を受けることを示唆した｡

　ところで第1部で分析したように､従来のモデルの他の基本的な問題点は広範な現象を

少数の単純な定式によって説明しようとした点にもあると考えられた｡この点については

すでに実験1において､弁別学習の事態で生起する隠蔽現象には2つの異なる過程が学習

訓練の異なる段階に応じて関与することが示唆された｡これに対して以下の実験6および

実験7では､連合強度あるいは従来のモデルにおけるαのように連合強度の増減によって

2次的に規定される過程としては記述できない非連合的な過程が､パヴロフ型条件づけの

事態における行動変容に関与する可能性を考察した｡具体的には､潜在制止と隠蔽という

2つの現象の各々を生じるための操作である剌激前呈示と復合条件づけの双方を経験した

動物において､単一過程モデルから予測されるような両者の加算的効果が認められるかを

検討し､これらの現象に関する従来のモデルの妥当性を考察するとともに､予測と異なる

結果が得られた場合には､それらに関与している過程がどのようなものかを議論した｡

　まず実験6では条件性抑制の事態を用いて､ターゲットとなるCSの前呈示の後に妨害

刺激を付加した復合条件づけを行なった場合に､単にターゲットのみの前呈示とその後の

条件づけを行なった場合と比較してそれに対するより大きな条件反応の減弱が生じるかと

いう問題を検討した｡さらに続く実験7では､同様の問題を味覚嫌悪条件づけの事態にお

いて検討した｡味覚嫌悪条件づけについては､たとえばCS-USの時間間隔が数時間と

いった単位でも学習が生じることや､有効なCSが味覚あるいは嗅覚刺激に限定されると

いった特質があるものの､その後の多くの研究(たとえば､Revusky,1985)などから､現

在では基本的には条件性抑制などと同じパヴロフ型条件づけの一つのパラダイムと見なさ

ている｡したがって従来のモデルの多くからは､これら2つの実験事態では同一の結果が

得られることが予測される｡
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6-1.実験6:条件性抑制の事態における剌激前呈示と復合条件づけの相互作用

　潜在制止とはのちにパヴロフ型条件づけのCSとして用いる剌激を予め単独で呈示する

ことによる学習の妨害という現象である｡すでに述べたようにRescorla-Wagnerモデルは

潜在制止の現象そのものを説明できず､またそれ以降のモデルはこれまでの実験で対象と

してきた剌激選択と潜在制止とを基本的に同一の機構によって説明しようとしてきた｡た

とえばMackintosh(1975a)は､隠蔽を相対的に明瞭度の低い剌激に対する注意が減少する

ことが原因だとみなし､また潜在制止についても､｢強化について何の変化も予告しない

冗長な刺激に対する注意の減少｣の結果であると考えた｡さらにPearce　and　Ha1　1　(1980)

も､両者をともに結果的事象について(潜在制止の場合それがまったく生じないという)

十分な予告をする刺激に対する注意の減少の結果であると主張した｡

　Wagner(1978)は､隠蔽はCS-US連合によるUSの意外性の減少が､また潜在制止は

CSが文脈と連合することによるCSの意外性の減少が､それぞれ原因であると考えた｡

さらにWagner(198Dは､この観点を押し進めたSOP(Standard　Operat　ing　Procedure)とい

うモデルを提出した｡　SOPのもっとも重要な着想は､2つの刺激間の連合はそれらの表象

が短期記憶(STM)内でともに活性化されている(A1状態にある､つまり十分な情報処理

を受けることが可能な状態-Pearce,1987bによれば十分に注意されている状態-で

ある)時にのみ形成されると考える点である(第1部,p.31のFig.1-5を参照)｡

　このモデルは潜在制止の現象を以下のように説明する｡すなわちCSの前呈示を繰り返

すとそれが文脈(背景)剌激と連合し､したがって同じ文脈の下ではCSが実際に呈示さ

れる以前にその表象が文脈によってSTM内に喚起(プライム)されるようになるが､この

場合のCSの表象はA2状態､すなわち十分な処理(注意)を受けることができない状態

である｡その結果､実際にその剌激が呈示されてもその表象が活性化される(A1状態に

なる)ことはできず､したがってUSと対呈示されてもそれらの間に連合は生じない｡

　一方､隠蔽はこのモデルからはUSの処理の低下として説明される｡すなわち､複合条

件づけの初期には明瞭度の高いCSとUSとの間に急速に連合が形成されるため､前者が

呈示されると後者の表象がそれが現実に呈示される以前にA2状態でSTM内にプライムさ

れる｡したがって明瞭度が相対的に低いCSはUSとの連合を十分に形成することができ

なくなる｡

　この説明は､連合が表象のSTM内における同時活性化によって生じると明確に述べてい
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る点において従来の定式化モデルからさらに踏み込んだ認知的着想に基づいているが､要

するに刺激が他の刺激によって予期される程度に応じてその刺激が連合を進展させる力を

失うことを刺激選択や潜在制止の原因とする点では､Wagner(1978)の定式(4)と異なるとこ

ろはない｡

　このようにSOPを含めこれらのモデルでは､隠蔽も潜在制止も学習の遅延による結果で

あるという点で共通しており､したがって両者に対応する手続きを与えた場合､すなわち

ある刺激を前呈示した後に第2の刺激(妨害刺激)を付加した複合条件づけを行なうと､

前呈示された剌激のみを条件づけた場合よりも学習が遅延することを予測する｡

　しかし､この点に関連した現在までの知見はこのような予測を必ずしも支持しない｡こ

れらの研究の多くはその目的が多少異なってはいるが､たとえばSchnur(197Dは､条件づ

け期に妨害刺激を付加しても前呈示されたCS(ターゲット)に対する潜在制止の程度に

は影響がないことを報告した｡　Carr(1974)も､ターゲットを前呈示するとその後の復合条

件づけにおいてそれが第2のCSを隠蔽する程度は減少するが､ターゲットに対する条件

反応の程度は減少しないことを発見した(他にも､Lubow,Wagner,&Weiner,1982;

Navarro,Hallman,Matzel,&Miller,1989も参照されたい)｡

　さらに､味覚嫌悪条件づけの事態を用いたKaye,Swietalski,and　Mackintosh(1988)の

研究では､ターゲットに対する潜在制止がその後の複合条件づけによってむしろ減弱した

と考えられる結果が報告されている｡すなわちラットに酢を前呈示した後､条件づけにお

いて薦糖を酢の直後に摂取させ､1時間後に毒物(塩化リチウム)を投与した場合､テス

トにおける酢の摂取量は条件づけで薦糖を与えなかった場合よりも少なく､潜在制止の効

果が減弱したことが示唆された｡このように､従来の研究結果では前呈示と複合条件づけ

という操作が加算的にターゲットに対する条件反応を減弱させたという証拠は見いだされ

ていない｡

　だが､これらの実験結果についてはいくつかの問題点がある｡たとえば､schnur(197D

の実験では統制条件において単純な隠蔽現象が示されていない｡いくつかの研究(たとえ

ば､Kamin,1969;　Mackintosh,1976)から､隠蔽が生じるためには少なくとも一方のCS

は中程度以下の強度であることが必要であるとされているが､Schnurの実験で用いられた

2つのCSの強度はともに非常に強く､この条件を満足していなかったためだと考えられ

る｡したがって､単純な隠蔽が認められなかった条件で潜在制止とそれとの加重的効果が

得られなかったとしても不思議ではない｡またCarr(1974)の研究は､剌激の前呈示によっ
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てその刺激がその後の復合条件づけにおいて付加された刺激を隠蔽する能力が減少するか

どうかを検討することを目的としていたため､単純な潜在制止の効果の程度が測定されて

いない｡したがって､復合条件づけ後において潜在制止の強度が促進されなかったという

結果は､前呈示の効果がそもそもなかったためだったのかも知れない｡

　さらにKayeら(1988)が報告した複合条件づけによる潜在制止の減弱という結果も､より

詳細な分析を必要とするように思われる｡彼らの実験は2種類の味覚をCSとした味覚嫌

悪条件づけの事態で行なわれたが､同じモダリティから与えられる2つの刺激が復合され

た場合には各々の知覚的特性が大きく変化することが予想され､したがってターゲット刺

激の前呈示によって生じる潜在制止の効果が般化減少を受ける可能性がある｡事実Kayeら

は彼女らの実験結果を般化減少に帰着できると解釈している｡この説明については実験7

で分析するように大きな問題点があり､それについては後に詳しく述べるが､刺激間の知

覚的相互作用がこの結果に何らかの影響を与えている可能性は否定できない｡

　だがHoney　and　Ha1　1　(1989)は､このような般化減少は異なるモダリティからの刺激間で

はほとんど生じないことを示した｡であるなら､純音と光のような異なるモダリティから

の刺激を用いた条件性抑制の事態を用いた場合には､多くの理論から予測されるように､

ターゲットの前呈示後に復合条件づけを行なうと潜在制止はむしろ促進されるかも知れな

い｡

　これらの分析からは､復合条件づけと刺激前呈示の効果が加算的に作用するかどうかに

ついて明確な事実を得るためには､知覚的に大きな相互作用が生じないと考えられる異な

る復数のモダリティからそれぞれ刺激を選択し､また単純な潜在制止と隠蔽の効果をそれ

ぞれ独立に測定する必要があると考えられる｡そこで以下の実験ではそれらの点を考慮し

た上で､前呈示による潜在制止の効果が条件づけ時に第2のCSを付加することにより促

進されるかあるいは抑制されるのかを､条件性抑制の事態を用いて検討した｡

実験6A

　実験6Aは2×2の2要因配置で行われた｡一方の要因は被験体がターゲット刺激Aの

前呈示を受けるか否かであった｡もう一方の要因､ターゲットAのみを条件づけのCSと

するか､あるいは妨害刺激Bを付加した複合条件づけを行なうかであった｡潜在制止の効

果がその後の復合条件づけによって促進されるなら､ターゲット刺激Aを前呈示された後
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に復合刺激ABに条件づけられる披験体(A-AB群)は､前呈示と条件づけをともにA

のみについて受ける披験体(A-A群)あるいは複合条件づけのみを受ける群(AB群)

よりもAに対する条件性抑制が弱くなるであろう｡他方Kayeら(1988)が主張するように､

条件づけ時のBの付加はむしろAに対する潜在制止の効果を減弱させるなら､A-AB群

の抑制はA-A群よりも強くなるであろう｡また単純な潜在制止と隠蔽の効果は､単にA

に対する条件づけのみを受けるA群の抑制の強度を､それぞれA-A群とAB群と比較す

ることによって検討できる｡

方法

　披験体:披験体として62日齢から72日齢のWistar系ラットの雄80匹を用いた｡これらの

披験体を明暗が各12時間ずつの24時間周期の状態で個別のホームケージで飼育した｡リッ

キングの訓練､条件づけ､そしてテストセッションはすべて明期のほぼ同一時刻に行なっ

た｡

　装置:実験に用いられた装置は実験2のものとまったく同一であった｡条件剌激として

-120

は2　KHz,　75　dbの純音と50　1xの白色光を用いた｡これらの一回の呈示時間はすべて10秒

であった｡また無条件刺激としては､0.5mA,0.5秒間の電撃を床の金属格子を通じて与え

た｡

　手続き:実験の最初の3日間､披験体をホームケージ内で制限給水状態(初日は50分､

第2日は40分､第3日は30分のみ摂水可能)に置いた｡つづく第4日から第13日までの10

日間に実験装置への馴化と給水先管からの摂水を訓練した｡各セッションでは披験体を装

置内に入れ､給水瓶の先管のリッキングによる摂水を12分間許し､各披験体毎にリッキン

グの総数を測定した｡

　前呈示セッションは摂水訓練終了の翌日(第14日)から開始し10日間続けた｡　80匹の披

験体を摂水訓練の最終日のリック数に基づいて以下の4群(各群20匹)のいずれかに割当

てた｡　A-A群とA-AB群の披験体の半数に対しては､12分間のリッキングセッション

の間に10秒間の純音を4回呈示した｡残りの半数の被験体に対しては10秒間の光の呈示を

4回行なった｡各刺激の呈示間隔は平均で180秒で､90秒から270秒の間で変動した｡残

るAB群とA群の被験体はこの期間は刺激呈示を受けず､装置内での12分間のリッキング

のみを経験した｡

　前呈示セッションの終丁の翌日からすべての披験体が2日間の条件づけ訓練を受けた｡



各セッションは12分間のオンザーベースラインで行ない､その間に10秒間のCS呈示の直

後に0.5秒間のUSが与えられる条件づけ試行を4回経験させた｡試行間間隔は前呈示期

と同一であった｡A群の半数の被験体に対しては純音を､残り半数に対しては光を､それ

ぞれCSとして呈示した｡　A-A群に対しては､各披験体に与えるCSが前呈示期に呈示

したものと同一となるように､半数の披験体には純音を､また残りの半数には光をCSと

して呈示した｡　A-AB群とAB群に対しては純音と光の同時復合刺激をCSとして呈示

した｡なお前呈示期と条件づけ期では各セッションのリック数を10秒毎に記録した｡

　条件づけ終了の翌日(第26日)に､CSAに対するリッキング行動の抑制の程度を測定

した｡すべての披験体に対しセッション中に4回のCS呈示を行なった｡テスト試行の手

順は以下のとおりであった｡披験体が200回のリックを示した直後の10秒聞のリック数を

ベースラインの値として測定し､その後に10秒間のCS呈示を行なってその間のリック数

を計測した｡最初のテスト試行の終了後､披験体がさらに200回のリックを示した後に再

びベースラインのリック数の測定とCS呈示およびその間の値の測定を行ない､第2回の

テスト試行とした｡このようにして4回のテストを繰り返した｡同一の方法で､複合剌激

ABに対するテストをその翌日(第27日)に､さらにその翌日には剌激Bに対するテスト

を行なった｡

　なお実験期間を通じて､各披験体に対して毎日のセッションの終了後にホームケージで

30分間の摂水を許した｡

結果および考察

　ターゲット刺激のモダリティ(純音か光か)によるテスト結果の違いはまったく認めら

れなかったため､以下の分析は各群のすべての披験体の平均値に基づいて行なった｡前呈

示セッションの最終日におけるリッキングの速度は全群の平均で5.7回/秒であり､群間

には差がなかった｡このセッションにおける刺激Aに対する抑制率はA-A群とA-AB

群のいずれでも0.5であり､刺激が無条件性の抑制を生じさせることはなかった｡条件づ

けの期間にすべての群はCSに対する抑制を増大させていったが､A-A群ではその速度

は他の3群よりも有意に小さかった｡

　Fig.2-24は条件づけ後の刺激Aに対するテストで示された抑制率を表している｡この結

果について2要因の分散分析を行なったところ､前呈の主効果(F(1,76)=72.55,pく.0D､

CSの主効果(F(1,76)=5.02,pく.05)､そして両者の交互作用(F(1,76)=26.79,pく.01)の
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すべてが有意であった｡　Fisherテストによるその後の多重比較の結果､A群はA-A群よ

りも抑制が小さく(pく.0D､前呈示による単純な潜在制止の効果が認められた｡これに対

してAB群はA群と差がなく､Bの付加によってAに対する学習は隠蔽されなかったと考

えられる｡両群の間には光と純音とをターゲットとした披験体毎に別個に比較した場合で

も差は認められなかった｡

　このテスト結果のなかで最も注目すべき点は､A-AB群の抑制がA-A群より有意に

強かった(p<.05)という事実である｡このことは復合条件づけによって潜在制止の効果が

減弱したことを意味している｡だがA-AB群はAB群よりは抑制が弱く(p<.05)､潜在

制止の効果は復合条件づけによって完全に消失したわけではないことが示唆された｡

　AB復合剌激に対するテストの結果をFig.2-25に示した｡分散分析を行なうと､前呈示

要因とCS要因の交互作用のみが有意であること(F(1,76)=12.01,pく.0Dが示された｡そ

の後の下位検定の結果､A-A群はA群､AB群そしてA-AB群のいずれよりも抑制が

弱い(psく.0Dが､後者の3群間には差がないことが確認された｡

　Fig.2-26には付加された剌激Bに対する各群の抑制率を示した｡　A-AB群とAB群は

A~A群あるいはA群よりも抑制が強かった｡分散分析の結果､CSの主効果のみが有意

(F(1,76)=22.18,pく.01)であった｡　A-AB群とAB群との間に差がなかったことから､

本実験ではNavarro　et　a1.(1989)らが報告したようなAの前呈示によるBへの｢超条件づ

け(supercondi　t　ioning)｣､つまりAの前呈示によるBへの抑制の習得の促進は生じなか

ったことが示唆された｡

　これらの結果は､剌激BはターゲットAと復合して呈示された場合でもそれとは独立に

知覚され､したがって複合条件づけを受けた群でAB複合剌激に対して示された抑制は､

実際にはBに対する抑制を反映していると仮定することによって整合的に理解できる｡

実験6B

　実験6Aの結果は､潜在制止の強度は複合条件づけによって促進されず､むしろ減弱す

ることを示唆した｡しかしこの実験では単純な隠蔽現象が生起しなかった｡いくつかの研

究(たとえば､Durlach&Rescorla,1980;　Lett,　1980)は､復合条件づけは場合によっ

ては要素刺激に対する条件反応をむしろ増強(potentiate)することを示唆している｡AB

群とA群のAに対する抑制率に差がなかったという事実から､実験6Aではそのような増
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強は生じていなかったと思われるが､それは天井効果による可能性もある｡つまり､両群

ともターゲットに対して非常に強い抑制を示したという事実は､条件づけによる増強効果

によって潜在制止の効果が覆い隠されたことを意味しているのかも知れない｡したがって

潜在制止の効果と隠蔽あるいは増強効果の双方が独立に確認できる条件下で､復合条件づ

けが潜在制止に及ぼす効果を再検討する必要がある｡

　そこで以下の実験6Bでは､復合条件づけの後に妨害刺激による隠蔽が明確に生じるよ

うにターゲット刺激の強度を減少させ､実験6Aと同様の分析を行なった｡なお実験6A

ではターゲットの刺激モダリティの違いは何ら結果を左右しなかったので､以下の実験で

は純音(T)をターゲットとし光(L)を妨害刺激とした｡

方法

　披験体:実験開始時に60日齢から72日齢のWistar系ラットの雄40匹を用いた｡
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装置:実験6Aと同-の装置を用いた｡
-

手続き:各被験体は､リッキング訓練の最終セッションのリック数が偏らないように､

4群(T-TL,T-T,TL,あるいはT)のいずれかに割当てられた｡すべての披験

体に対するターゲット刺激を純音に固定し､その強度を50　db　まで下げた点を除き､各群

についての手続きは実験6Aの対応する群(A-AB,A-A,AB,そしてA)の受け

たものと同一であった｡

結果および考察

　前呈示期の最終日におけるリック数の全群の平均値は5.7回/秒であり､群間に差はな

かった｡このセッションでは刺激呈示による無条件性の影響はまったくなかった｡

　Fig.2-27には条件づけ後の純音に対するテストで各群が示した抑制率を示した｡この結

果についての分散分析の結果､前呈示(F(1,36)=15.81,p<.0DおよびCS(F(1,36)=6.16,

　pく.05)の各要因主効果と両者の交互作用(F(1,36)=12.25,p<.01)が有意であった｡その

後の多重比較の結果､T-T群はT群より抑制が弱く(p,.0D､単純な潜在制止効果が認

められた｡またTL群もT群より抑制が弱く(p<.05)､条件づけ時に付加された光によっ

て純音の学習が隠蔽されたことが示唆された｡　T-TL群はT-T群よりも抑制が強かっ

た(pく.05)がTL群との差はなかった｡このように､単純な潜在制止と隠蔽の双方の効果

が得られる事態でも､条件づけ期における剌激付加によって潜在制止は減弱することが確
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認された｡

　Fig.2-28には各群の複合刺激に対するテストの結果を示した｡分散分析を行なうと交互

作用(F(1,36)=7.24,pく.05)のみが有意であった｡その後の下位検定の結果､T-TL群

はT-T群より抑制が強いがTL群あるいはT群とは差がなかった｡

　光に対するテストの結果をFig.2-29に示した｡結果は実験6Aとほぼ同一であった｡す

なわちCSの主効果(F(1,36)=7.54,pく.0Dのみが有意であり､下位検定の結果T-TL

群とTL群がT-T群あるいはT群より抑制が強かった(ps<.05)｡　T-TL群がTL群と

異ならなかったということは､復合刺激の一方の要素の前呈示は他方についての超条件づ

けを生じさせなかったことを意味する｡

実験6C

　これまでの2実験の結果から､前呈示されたターゲットに対する潜在制止はその後の複

合条件づけによって促進されるのではなく､むしろ減弱することが示唆された｡これらの

事実は味覚嫌悪条件づけの手続きによるKayeら(1988)の実験結果と一致している｡

　すでに述べたようにKayeらは彼女らの知見を刺激間の般化減少によって解釈している｡

つまり､条件づけ時に別の刺激を付加することによりターゲットの知覚特性が単独で前呈

示されたターゲット自体のそれから幾分なりとも変化と考えられるので､前呈示の効果が

減少すると考えられる(他にもBaker,Haskins&Ha11,1990を参照のこと)｡これまで

の復合刺激についてのテストの結果から､本研究では純音と光は互いに独立に知覚されて

いることが示唆されているが､それでもターゲットに対する潜在制止の減弱についてはこ

のような般化減少に基づく説明が適用できる可能性が残されている｡

　般化減少に基づく説明からは､条件づけ期ではなく前呈示期に妨害刺激を付加した場合

にもターゲットに対する潜在制止が減弱することが予測される｡なぜなら､復合剌激とし

て前呈示期された場合のターゲットの知覚特性は条件づけ期において単独で呈示された場

合のそれとは異なるからである｡事実､同一モダリティからの2つの刺激を用いた事態で

は､この予測はいくつかの研究によって確認されている(たとえば､Kaye　et　a1.,1988,

実験2　;　Honey&HaH,1988;　Matze1,　Schactman&Miller,1988;　しかし例外として

Mercier&Baker,1985;　Rudy,　Krauter&Gaffuri,1976も参照されたい)｡ここで重要

な点は､般化減少説からは妨害刺激は条件づけ期に付加された場合よりも前呈示期に付加
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Fig.2-28　実験6Bの複合刺激に対して各群が示した抑制率

-129　-

T



○
一
`
s
｣
c
o
一
嶋
帥
Q
I
{
一
コ
の

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

T-TL T-T

Groups

TL

Fig.2-29　実験6Bの光に対するテストで各群が示した抑制率

-130　-

T



された場合の方が､ターゲットに対する潜在制止の減弱が大きくなると予測されることで

ある｡なぜなら前者の事態では､複合剌激に対する条件づけの効果もテストにおいてター

ゲットのみを呈示した場合には般化減少によって反応強度を弱める､つまり前呈示の効果

の般化減少を相殺するように作用することが期待されるからである｡

　そこで実験6Cでは､Kayeら(1988)と同一の3×2の2要因実験を用いてこの予測を検

証した｡一方の要因は前呈示刺激(なし､純音､あるいは純音と光の複合剌激)であり､

他方の要因はCS(純音あるいは復合剌激)であった｡

方法

　披験体:実験開始時に68日齢から72日齢の雄のWistar系ラットを用いた｡

装置:これまでの実験で用いたものと同一であった｡
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手続き:リッキングの訓練､刺激前呈示､条件づけ､そしてテストはこれまでの実験と

まったく同一の手続きで行なった｡すなわち､リッキング訓練の最終日のリック数に基づ

いて､各被験体は6群(各10匹)のいずれかに割り当てられた｡　T-T群とT-TL群の

披験体には純音のみを､またTL-T群とTL-TL群の披験体には純音と光の復合剌激

を､それぞれ10日間(各セッションにつき4回)前呈示した｡この間､T群とTL群につ

いては実験装置のなかで刺激呈示なしに摂水を許した｡条件づけ期には､T群､T-T群

およびTL-T群の披験体には純音のみを､またTL群､T-TL群およびTL-TL群

の披験体には複合刺激を､それぞれCSとしてUSと対呈示した｡

結果

　条件づけ後の純音に対するテストの結果を図2-30に示した｡　T-T群はT群よりも抑制

が弱く､単純な潜在制止の効果が認められた｡またTL群もT群より抑制が弱く､隠蔽効

果が生じたことが示唆された｡だがTL-T群とTL-TL群の抑制率はT-T群のそれ

とほぼ等しく､前呈示期のみあるいは前呈示と条件づけ期の双方における光の付加は純音

に対する潜在制止にほとんど影響しなかったことが読み取れる｡これに対してT-TL群

はT-T群よりも強い抑制を示し､実験6Bの結果を再確認した｡

　統計的分析の結果は上記の所見を裏付けた｡純音のテスト結果についての2要因の分散

分析の結果､前呈示刺激の主効果(F(2,54)=8.55,pく.0D､CSの主効果(F(1,54)=7.36,

p<.01)および交互作用(F(2,54)=8.55,pく.0Dがいずれも有意であった｡前呈示刺激につ
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いての多重比較の結果､T群はTL-T群とT-T群のいずれよりも抑制が強い(p<.05)

が､後二者の間には差がなかった｡　T-TL群はTL-TL群よりも抑制が強い(p<.05)

がTL群とは差がなく､実験6Bの結果が再確認された｡TL群はTL-TL群よりも抑

制が強かった(pく.05)｡CSの主効果についての多重比較の結果､T群がTL群よりも抑

制が強く(pく.05)､またT-TL群がT-T群よりも抑制が強い(pく.0Dことが確認され

たが､TL-T群とTL-TL群との間には差がなかった｡

　TL-T群とTL-TL群はいずれもT-T群と差がなく､光を前呈示期のみあるいは

前呈示期と条件づけ期の双方で付加しても､純音に対する潜在制止は減弱しないことが確

認された｡もしもT-TL群における潜在制止の減弱が､前呈示期と条件づけ期の実験事

態を披験体が(光の有無によって)回顧的に弁別したことに起因するなら､TL-T群も

そのような弁別によって音のみのテストでより強い抑制を示したはずである｡したがって

本研究で光が強化の有無についての場面設定因子(occasion　setter,　たとえば､Holland,

　198Dとして機能した可能性はないと考えられる｡

討論

　実験6Aでは､ターゲットを前呈示された後に複合条件づけを受けたA-AB群のラッ

トは､復合条件づけのみを受け､隠蔽が認められなかったAB群の被験体よりも､ターゲ

ットに対する抑制が弱かった｡これに対し実験6Bでは､T-TL群は隠蔽を示したTL

群と同程度の抑制をターゲットに対して示した｡これらの実験を､ターゲットの前呈示に

よってそれが複合条件づけにおいて隠蔽される程度の変化という視点から見れば､潜在制

止と隠蔽は相互補完的に作用すると結論できるかもしれない｡すなわち､単純な隠蔽が認

められない場合には前呈示によってその後の条件づけは遅延する(実験6A)が､復合条

件づけによって隠蔽が生じる時には前呈示は効果をもたない(実験6B)｡したがって､

この点に関する限りは､これらの結果は必ずしも潜在制止を習得の遅延と考えるモデルと

矛盾するものでないかもしれない｡

　しかし本実験では､これらのモデルでは説明できない重要な事実が見いだされた｡すな

わち､これらのモデルは潜在制止と隠蔽の双方を習得遅延の結果だと考えるので､ターゲ

ットの前呈示の後に復合条件づけを受けた披験体は見かけの上で潜在制止の効果が促進さ

れることが期待され､少なくとも潜在制止の減弱は予測されないが､実験6Aと実験6B

のいずれにおいても､前呈示されたターゲットに対する潜在制止は復合条件づけによって
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減弱したのである｡

　実験･6Cの結果は､ターゲットに対する潜在制止は前呈示期での第2の刺激の付加によ

っては減弱しないことを示した｡これらの結果(そして､実験6Aおよび6Bの複合刺激

に対するテストの結果)は､ターゲットと付加された刺激とはたがいに独立に知覚されて

いることを示唆している｡さらにこれまでの研究からも､前呈示期における第2の剌激の

付加による潜在制止の減弱は､2つの刺激が同一のモダリティから与えられる時にのみ生

じることが判明している(たとえば､Honey　and　Ha1　1,　1989)｡したがって本研究で得ら

れた結果を般化減少によって説明することは困難である｡

　むしろこれらの結果は､新奇な剌激の付加による単なる披験体の全般的な覚醒水準の上

昇､つまり鋭敏化の効果であると考えることが可能なようにも思われる｡たとえばGroves

and　Thompson　(1970;　Thompson　and　Spencer,　1966も参照のこと)は､馴化のある試行で

付加された剌激は被験体の全般的な覚醒水準を上昇させ､それによりいったん馴化した定

位反応(orienting　response:OR)を再び活性化させると主張した｡であるなら､本実験で

のA-AB群あるいはT-TL群でも､条件づけ期の第2の刺激の付加によって前呈示さ

れたターゲットに対する注意が増大したのかもしれない｡

　しかしこの仮説は､ORは刺激付加によって単に一時的に増大するのみであり､馴化に

対応する過程そのものが影響を受けるわけではないと考える｡したがって､条件づけ後の

テストで繰り返し呈示されたターゲットに対して潜在制止が減弱したという事実を説明す

るためには､ORの再活性化がその後の条件づけを促進するというさらなる仮定が必要と

なる｡　Lantz(1973)は､純音を繰り返し呈示した後に光を一回呈示するとその後の純音ヘ

の条件づけが促進されることを報告し､この結果は光によって馴化と潜在制止の双方に対

応する過程が妨害されたためであると主張した｡だが､この他の研究ではむしろ馴化と潜

在制止は一致した影響を受けないことが報告されている｡たとえばHall　and　Schactman

(1987)は､刺激の前呈示の後に長い間隔を置くとORは復活するが潜在制止の程度は影響

されないことを見出し､潜在制止に対応する過程は馴化のそれとは異なることを示唆した

(Ha11,1991も参照のこと)｡したがって､馴化過程の妨害が潜在制止の減弱の原因であ

るかどうかは明確ではない｡

　Lubow,Weiner　and　Schnur　(1981.Lubow,1989も参照のこと)により提唱された｢条

件性注意理論(conditioned　attention　theory:CAT)は､条件づけ期における妨害刺激の付

加が潜在制止を減弱させることを直接的に予測する｡　CATは潜在制止のみを対象とした
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特殊な理論で､パヴロフ型条件づけについてのS-R連合の観点がCSのみを呈示する潜

在制止の現象にそのまま適用できると主張する｡この理論によれば､同一のターゲット刺

激を繰り返し呈示するとそれに対する｢非注意反応｣が進展して両者の間に連合が生じ､

それがその後め条件づけにおけるその剌激と無条件反応との連合を妨げる｡だが､たとえ

中性的なものであれ他の新奇な刺激がターゲットと対呈示されると､それが非注意反応と

対立する注意反応を喚起するのでターゲットと非注意反応との連合強度は減少する｡した

がって､条件づけ期に妨害刺激を付加された被験体は､ターゲットのみをCSとして条件

を受けた披験体よりもターゲットと無条件反応との連合が促進されることが予測される｡

本研究の最初の2つの実験で示された結果はこの予測と完全に一致する｡

　CATによれば､前呈示期における第2の刺激の付加によっても潜在制止は減弱する｡

なぜなら､それがターゲットと非注意反応との連合を隠蔽するからである｡復合剌激の前

呈示によっては潜在制止の減弱が生じなかったという実験6Cの結果は､この予測と矛盾

するように思われる｡しかし､この場合は付加刺激も前呈示期を通じて繰り返し(40回)

呈示されたのでその新奇性が失なわれ､両者がともに非注意反応と連合したと考えれば､

この事実もCATによって説明が可能と思われる｡

　また､実験6AのA-AB群はAB群よりもターゲットに対する抑制が弱かったが､実

験6BではT-TL群とTL群の間に違いが認められなったという事実も､CATによっ

て説明が可能である｡すなわち､付加されたCSの相対的な明瞭度は実験6Aより6Bの

方で大きかったのであるから､ターゲットと非注意反応の連合に対する影響も後者でより

強かったと解釈される｡

　このように､実験6の結果はCATの説明にもっとも合致しているように思われる｡し

かし､CATは剌激と非注意反応との連合がいかにして形成されるかについては何も言及

していない｡それは通常のパヴロフ型条件づけにおける諸現象(般化､消去､あるいは隠

蔽など)を生じるのと同様の規則(条件)が潜在制止にも適用されると仮定しているだけ

であり､その背後の機構がどのようなものなのかを説明する必要性を否定している｡した

がって､たとえば実験6Bにおいて､単に復合条件づけを行なった場合にはターゲットに

対する隠蔽が生じるのに､なぜターゲットが前呈示された時にはその後の復合条件づけに

よって潜在制止が減弱する(つまり条件反応がむしろ強まる)のかを明確に説明すること

はできない｡

　さらにCATは潜在制止のみを対象とした仮説であり､またすでにパヴロフ型条件づけ
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の機構としては一般には否定されているS-R連合を前提としている点からも､この特殊

な理論によって連合学習に関する広範な事実を説明することは困難である｡したがってむ

しろCATの内包する仮定を､たとえば｢新奇な刺激の呈示によってそれまでの前呈示に

よって低下していたターゲットCSに対する披験体の注意が増加し､その直後にUSが与

えられることによって､CS-US聞の連合が新奇な剌激が呈示されない場合と比較して

促進されることが潜在制止の減弱の原因である｣と記述し直すことにより､実験6で得ら

れた結果についてのより一般的な説明が可能になると考えられる｡

　ここでそのような過程を上で述べたように注意と表現することが適切かどうかについて

は議論が分かれることが予想される｡しかし､重要なことはそれが連合強度の変化によっ

て規定される定式に置換することが困難な非連合的な過程であると考えざるを得ないとい

うことである｡つまり実験6で得られた事実の総体は､それらを包括的に説明するために

はCS-US関係の情報処理といった過程以外にそのような非連合的な過程をも想定する

必要があることを示唆しているが､そのような復合過程における個々の過程の関係を定式

によって明確に表すことは非常な困難を伴うと考えられる｡この問題については第3部に

おいて詳細に議論し､さらに定式化に代わる一つの接近法の試案を述べたい｡
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6-2.実験7:味覚嫌悪条件づけの事態における剌激前呈示と復合条件づけの相互作用

　実験7では､味覚嫌悪条件づけの事態において実験6Cと同様の問題､すなわち前呈示

期と条件づけ期のそれぞれにおける妨害剌激の付加の効果を検討した｡

　実験6では条件性抑制の事態を用いて潜在制止と隠蔽現象との相互作用のあり方を検討

した｡その結果､刺激の前呈示の後に複合条件づけを受けた動物では､両者を同一の機構

によって説明するモデルから予測されるような加算的効果はみられず､むしろ潜在制止の

効果はその後の複合条件づけによって減弱されることが示された｡いくつかの条件分析に

よって､この減弱効果は条件づけ時の新奇な剌激の付加が前呈示によって減少した当該剌

激への注意を回復させ､その後の条件づけの効果を高めたことに起因することが示唆され

た｡

　前述したように､Honey&Ha11(1989)は同一のモダリティから呈示される2つのCSを

条件性抑制の事態で用いた場合には前呈示期における妨害剌激の付加によって当該剌激ヘ

の潜在制止が減弱することを報告している｡彼らはこれを般化減少の結果だと結論してい

るが､光と純音という異なるモダリティからの刺激を用いた実験6Cではそのような事実

は得られなかったことから､実験6の結果の総体を般化減少に帰着させることは困難であ

ることが示唆された｡しかし､有効なCSが基本的に単一のモダリティ(味覚)に限定さ

れる味覚嫌悪条件づけでは､Honey&Ha11(1989)の条件性抑制の事態と同様に般化減少が

作用する可能性は十分に考えられるために､実験6とは異なる結果のパターンが得られる

ことも考えられる｡

　実験6で述べたように､味覚嫌悪条件づけの事態を用いて妨害刺激の付加が潜在制止に

与える影響を検討した例としては､Kaye,Swietalski&Mackintosh(1988)による研究が

ある｡彼女らは実験6Cと同様の要因配置の実験を味覚嫌悪条件づけの事態で行ない､前

呈示期にのみ妨害刺激を呈示した条件(実験6での表記に従えばAB-A群)と条件づけ

期にのみ妨害刺激を付加した条件(A-AB群)の双方においてターゲットに対する潜在

制止の減弱を見出した｡　A-AB群において潜在制止の減弱が認められたことは､実験6

の結果と同様に刺激前呈示と復合条件づけの効果が加算的には作用せず､単なる連合強度

の変化以外の機構が関与していることを示唆するものである｡

　だがKayeらはこの事実を､実験6において示唆されたような新奇刺激の呈示によるター

ゲットに対する注意の増加ではなく､AB-A群の減弱という結果とともにHoney&Ha11
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(1988)が示唆したような般化減少に基づくものと解釈している｡つまり味覚嫌悪条件づけ

の事態ではターゲットと妨害刺激が同一のモダリティから与えられるために､前呈示期に

おいても条件づけ期においても後者の付加により前者の知覚的特質が変容し､前呈示の効

果はそれがどのような過程に基づくものであれ減弱するという説明である｡

　しかしこの説明には以下のような明らかな疑問が生じる｡彼女らの実験では､条件づけ

期における妨害刺激の付加の効果を前呈示期における妨害剌激付加の影響と同様にテスト

におけるターゲット自体への嫌悪の強度から推測した｡だが､ターゲットのみを前呈示し

た後に条件づけで妨害剌激を付加した条件では､前呈示の効果の般化減少は複合刺激に対

するテストで検出されるはずであり､ターゲットのみに対するテストではむしろ復合刺激

が獲得した嫌悪の般化減少が生じ､条件反応は弱まる(見かけの上で潜在制止が強まる)

可能性がある｡事実､復合刺激に対する条件反応のテストで呈示された要素刺激に対する

般化減少は､隠蔽現象の一つの有力な説明(Pearce,1987a)である｡

　Kayeら(1988)はこの疑問に対して､彼女らの実験では条件づけからテストまでの間隔

　(48時間)が前呈示から条件づけまでの間隔(4時間)と比較してかなり長く､したがって

復合刺激が獲得した嫌悪の般化勾配が時間経過に伴って平坦になったために(注:Ricco,

　Acki1&Burch-vernon,1992)､条件づけの効果が減少しなかったのではないかと応えて

いる｡しかし､現実に般化減少の平坦化が生じたかどうかはわからない｡

　Kayeらの実験結果には他の過程が関与している可能性がある｡その一つは実験6で示唆

されたような新奇な妨害刺激の呈示によるターゲットに対する注意の回復であり､また､

たとえばShanks,Stanhope&Preston(1986､他にGreen&Parker,1975;　Robertson&

Garrud,1983も参照されたい)が示したように､ターゲットの呈示の直後に妨害刺激とし

て新奇な刺激を呈示することで前者への脱馴化が生じたことも考えられる｡このような仮

説では､呈示され続けた妨害刺激の除去もその付加と同様に､ある状況下では注意の増大

を引き起こすと考えることは可能であり､したがってKayeら(1988)が示したAB-A群で

の潜在制止の減弱も説明できる｡

　いずれにせよ明確な知見を得るためには､実験6で行なったようにターゲットのみと夕

-ゲットと妨害刺激の復合剌激に対する潜在制止の効果の双方をテストで確認する必要が

ある｡般化減少に基づく説明では､潜在制止の減弱(嫌悪の増大)はCSが前呈示された

刺激とは異なるがテストで呈示された刺激と同一と知覚される事態においてのみ認められ

るはずである｡そのような事態とは､ターゲットのみが前呈示された後に条件づけとテス

-138



トがターゲットと妨害剌激との複合刺激についてなされた場合か､あるいは復合剌激が前

呈示された後に条件づけとテストがターゲットのみについてなされた場合のいずれかであ

る｡他方､条件づけ期における妨害刺激の付加あるいは除去がターゲットに対する注意の

増大を招くなら､A-AB群とAB-A群のいずれにおいてもターゲット自体のテストに

おいて見かけ上の潜在制止の減弱が生じる可能性がある｡

　しかし､Kayeらの研究では複合刺激に対する嫌悪を測定することは不可能であった｡な

ぜなら､彼女らの実験では妨害刺激はターゲット呈示の直後に継時的に与えられたからで

ある｡換言すれば､彼女らの実験のテストで呈示されたターゲットは操作的には前呈示期

と条件づけ期の双方で呈示されたものと同一であった｡これに対して､妨害剌激をターゲ

ットと同時に､つまり混合して呈示すれば､複合剌激とターゲットのみに対する嫌悪の程

度を別個に測定することが可能となる｡さらに､妨害刺激をターゲットと同時に呈示する

ことは､それを継時的に呈示する場合よりもターゲットの知覚特性をより大きく変化させ

るという利点もある(注:Ha11,199D　｡

　そこで以下の実験では､条件性味覚嫌悪の事態を用いて､妨害剌激の付加が潜在制止の

程度に与える影響を検討した｡セッション間の間隔はすべて24時間とした｡

実験7A

　実験7Aでは､前呈示期あるいは条件づけ期に付加された妨害剌激がターゲットに対す

る潜在制止の強度を減弱させるかどうかを検討した｡前呈示される刺激(水､ターゲット

のみ､あるいはターゲットと妨害剌激の混合溶液)とCS(ターゲットのみあるいは混合

溶液)の2要因(3×2)のデザインで実験を行なった｡各被験体はターゲットと復合剌

激の双方についてテストされた｡なお本実験では､Kayeら(1988)の実験に倣ってリンゴ酢

をターゲットに､庶糖を妨害刺激とした｡

方法

　披験体:48匹のWistar系ラットの雄を披験体とした｡これらの個体は実験開始時に70日
　一

齢から90日齢であり､自由摂食時の平均体重は約330gであった｡被験体は12時間毎の明暗

周期で照明された室内に置かれた個別のケージで飼育され､餌は自由に与えられた｡

　装置:実験2で用いた摂水箱とリッキングの計測装置を用いた｡
　一
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味覚刺激:　1%(w/w)のリンゴ酢､15%(w/w)の薦糖液､そして両者の各々の濃度を維持し

た混合液の3種類の刺激を用いた｡

　手続き:実験開始の4日前から､すべての披験体の飼育ケージでの給水時間を毎日30分

間に制限した｡実験は2日間の装置内での摂水訓練から始まった｡披験体を10分間装置に

入れ､飲み口からの摂水を訓練した｡各披験体毎にリック数を測定した｡摂水訓練の終了

後に､体重と訓練第2日のリック数に基づいて､披験体をV群､V-V群､VS-V群､

VS群､V-VS群､そしてVS-VS群の6群のいずれかに割り当てた｡

　摂水訓練に続く8日間を刺激前呈示期とし､毎日すべての披験体に10分間の液体摂取を

許した｡V群とVS群の披験体には水を､またV-V群とV-VS群の被験体には酢を与

え､VS-V群とVS-VS群に対しては酢と薦糖の混合液を呈示した｡

　条件づけは前呈示期間終了の翌日に行なった｡V群､V-V群およびVS-V群の披験

体に対しては酢をCSとして10分間呈示し､またVS群､VS-V群およびVS-VS群

の披験体には混合液をCSとして摂取させた｡摂取終了の1時間後に､すべての披験体に

USとして0.5モル濃度の塩化リチウムを体重1kgに対して6.7�の割合で投与した｡

　条件づけの翌日からテストを開始した｡各群の半数のラットには第1日に酢を､第2日

に混合液を､それぞれ10分間呈示した｡残りの半数の披験体に対しては呈示順序を入れ換

え､混合液を第1日に､酢を第2日に呈示した｡各テストにおけるリック数を計測した｡

結果および考察

　最初に､般化減少説が本実験の結果について､どのような予測をするのかを再度要約し

ておこう｡この説明では､条件づけ期におけるCSが前呈示期のそれと異なる(つまり､

前呈示の効果の般化減少が生じる)がテスト期での呈示刺激とは同一(つまり､条件づけ

効果の般化減少は期待されない)場合にのみ､潜在制止の減弱が認められると予測する｡

したがってVS-V群はV-V群よりも酢に対して強い嫌悪を示すと予測される｡他方､

V-VS群の酢に対する嫌悪は必ずしもV-V群のそれより強くなるとは期待できない｡

なぜなら前者では前呈示の効果と条件づけの効果の双方が般化減少し､互いの効果を相殺

する可能性があるからであり､したがってV-VS群は復合刺激に対してV-V群よりも

むしろ強い嫌悪を示すこともあり得ると予測される｡

　前呈示期において水を呈示されたV群とVS群は､その期間もっとも多くのリック数を

示し続けた｡他の4群のリック数はセッションの関数として単調に増加したが､増加速度
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はVS-V群とVS-VS群がV-V群あるいはV-VS群よりも大きかった｡前呈示期

の最終セッションにおける群間の差は有意[F(5,42)=3.85,Pく.01]であった｡その後の各

群間の比較の結果､水を前呈示された2群(V,VS)は酢を与えられた2群(V-V,

V-VS)および混合液を前呈示された2群(VS-V,VS-VS)のいずれよりもリ

ック数が多く､また複合剌激を与えられた2群は酢を前呈示された2群よりもリック数が

多かった(ps<.05)｡

　条件づけ期におけるCSの摂取量も群間で異なっていた｡2要因の分散分析の結果､前

呈示された剌激の要因[F(2,42)=67.98,pく.01]とCSの要因[F(1,42)=29.97,p<.01]の双

方の主効果が有意であったが交互作用はなかった[Fく1]｡前呈示刺激の要因についてその

後の多重比較を行なうと､V群の平均リック数(305.3)はVS-V群(815.9)とV-V群

　(1282.8)のいずれよりも少ないことが確認された(ps<.05)｡さらにVS-V群はV-V

群よりも少なかった(pく.05)｡他方､VS群のリック数(522.6)はV-VS群(1587.6)と

VS-VS群(1441.9)のいずれよりも少なかった(psく.05)｡　V-VS群とVS-VS群と

の間に有意差はなかった｡これらの結果は､酢のみを前呈示された被験体は復合刺激を前

呈示された披験体よりもCSとしての酢に対する馴化が大きく進んでおり､また全般的に

複合CSの方が酢のみのCSよりも好まれたことを示唆している｡そこで､テストでのデ

ータは各披験体毎に条件づけ期でのCSリック数に対するテスト期の各剌激溶液のリック

数の比率(嫌悪率)として表した｡

　Fig.2-31は酢についてのテストにおける各群の嫌悪率を表している｡V群とVS群は他

のいずれの群よりも小さな嫌悪率(強い嫌悪)を示した｡これは酢あるいは混合液のいず

れの前呈示によっても､一般的に潜在制止が生じることを示唆している｡　VS-V群の嫌

悪率はV-V群よりも小さく､酢に対する潜在制止は前呈示期に庶糖を付加呈示すること

で減弱したことを意味している｡これに対してV-VS群の嫌悪率はV-V群のそれと大

差なく､さらにVS-VS群よりも大きい｡これらの結果は､庶糖を条件づけ期にのみ付

加した場合には､酢それ自体への潜在制止は減弱しなかったことを意味する｡

　これらの所見は統計的な分析によって支持された｡これらの結果について2要因分散分

析を行なったところ､前呈示剌激の主効果[F(2,42)=43.38,pく.01]のみが有意であった｡

その後の多重比較によって､V-V群はVS-V群とV群のいずれよりも有意に嫌悪が弱

く､またVS-V群はV群よりも嫌悪が弱いこと(ps<.01)が示された｡さらにV-VS群

はVS-VS群(p<.05)およびVS-VS群(pく.01)のいずれよりも嫌悪が弱かった｡
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Fig.　2-31.　実験7Aの酢に対するテストで示された嫌悪率
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　Fig.2-32は混合溶液に対するテスト結果を示している｡V群とVS群は他の4群よりも

小さな嫌悪率を示しており､前呈示によって複合刺激に対しても全般的な潜在制止が生じ

たことを意味している｡またV-VS群はVS-VS群よりも率が小さく､酢のみを前呈

示された群では復合刺激自体を前呈示された群よりも強い嫌悪が習得されたことを示唆し

ている｡対照的にVS-V群はV-V群よりも大きな嫌悪率を示した｡

　これらの所見も統計的な分析によって支持された｡2要因の分散分析の結果､前呈示剌

激[F(2,42)=133.45,p<.01]とCS[F(1,42)=63.92,pく.01]の各主効果､そして両者の交

互作用[F(2,42)=13.32,pく.01]のすべてが有意であった｡前呈示刺激についてのその後の

多重比較によって､V群はV-V群とVS-V群のいずれよりも嫌悪が強く(psく.0D､ま

たV-V群とVS-V群との間には差がないことが示された｡さらにVS群はV-VS群

とVS-VS群のいずれよりも嫌悪が強く(psく.01)､V-VS群はVS-VS群よりも嫌

悪が強かった(pく.05)｡

　CSの主効果についての下位検定では､V-VS群がV-V群よりも嫌悪が強く､また

VS-V群はVS-VS群よりも嫌悪が強いこと(psく.05)が示された｡だがV群とVS群

の間に差はなかった｡

　なおこれらの分析結果は､嫌悪率ではなくテストにおけるリック数そのものについて統

計的検定を行なった場合にもまったく同様であった｡

実験7B

　実験7Aでは､ターゲット(酢)についての潜在制止は前呈示期の妨害刺激(薦糖)の

付加によって減弱することが示された｡‘また､ターゲットと妨害刺激の複合剌激について

の潜在制止は､ターゲットのみを前呈示した場合に複合刺激自体を前呈示した場合よりも

減弱することも明らかとなった｡これらの所見は般化減少に基づく妨害剌激効果の説明と

完全に合致する｡

　これに対して､条件づけ期に妨害剌激を付加するとターゲット自体に対する嫌悪はむし

ろ弱まる､つまり潜在制止が促進されることが､V-VS群とVS-VS群との比較から

示唆された｡すでに述べたように､この結果も般化減少説からの予測と一致するものであ

るが､V-VS群でVS-VS群より嫌悪が強まったというKaye　et　a1.(1988)の報告と

は対立する結果となった｡彼女らが示唆したように､Kayeらの実験では復合刺激が獲得し
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Fig.2-32　実験7Aの複合刺激に対するテストで示された嫌悪率
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た条件性嫌悪の般化勾配が平坦化したのかもしれない｡

　しかし､実験7Aでは条件づけ期のCSのリック数に群間で大きな違いが生じた｡すな

わち､復合剌激を前呈示された群(VS-V)では酢のみを前呈示された群(V-V)よ

りも条件づけ期のCSとしての酢の摂取量が少なかった｡このことは､前呈示期に付加さ

れた妨害刺激(薦糖)がターゲット(酢)への馴化を遅延させたことを意味している｡多

くの研究がこのような馴化に対する妨害刺激の効果を確認している(たとえば､Green&

Parker,1975;　Robertson&Garrud,1983)｡したがって本実験でも､たとえばテストで

V-VS群がVS-VS群よりも酢への嫌悪が強かったという結果は､単に前者で馴化の

進展が遅かったことを反映したに過ぎないのかも知れない｡であるなら､この馴化の影響

を排除できる状況では､ターゲットのみを前呈示した後に復合条件づけを行なうと､Kaye

らが示したようなターゲットそれ自体に対する抑制の増加が生じる可能性はまだ残されて

いる｡

　このような馴化の影響を排除するための一つの方法は､動物が新奇忌避を示さない刺激

をターゲットとすることである｡予備的な検討によって､実験1で妨害剌激として用いた

15%の濃度の浬糖がこの条件を満たすことがわかった｡そこで以下の実験7Bでは､庶糖

をターゲット､酢を妨害刺激として実験7Aと同様の分析を行なった｡

方法

　披験体･装置･味覚刺激:被験体は実験7Aと同程度の日齢のWistar系ラットの雄48匹

　(平均体重328g)であった｡装置および味覚刺激も実験7Aと同様であった｡

　手続き:手続きはターゲットを薦糖､妨害刺激を酢とした点を除いて実験7Aと同一で
　-

あった｡すなわち､各披験体をS､S=S､S-SV､SV､SV-S､SV-SVの6

群(各群8匹)のいずれかに割当て､前呈示期(8日間)の各セッションではS-S群と

S-SV群に対しては原糖を､またSV-S群とSV-SV群に対しては庶糖と酢の混合

液を､そしてS群とSV群には水を与えた｡条件づけでは､S､S-SおよびSV-Sの

各群に対しては浬糖を､またSV､S-SVおよびSV-SVの各群に対しては混合液を

CSとし､1時間の間隔を置いてUSを投与した｡

結果および考察

　前呈示期においてS-S群およびS-SV群は他の4群よりもリック数の増加速度が大
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きく､茜糖が水と比べても好まれたことが示唆された｡対照的にSV-S群とSV-SV

群のリック数の増加速度はS群あるいSV群よりも遅く､復合剌激に対しては新奇忌避が

生じたことを示した｡前呈示期の最終セッションにおけるリック数分散分析を行なったと

ころ､群間の差は有意[F(5,42)=5.52,pく.01]であった｡その後の多重比較によって､薦

糖を前呈示されたS-S群およびS-SV群は他の4群よりもリック数が多く(ps<.0D､

また水を与えられたS群とSV群はSV-S群およびSV-SV群のいずれよりもリック

数が多い(psく.0Dことが証明された｡

　しかし条件づけ時には､薦糖をCSとして呈示された3群(S,S-S,SV-S)は

ほとんど等しいリック数を示した｡条件づけ時のCSのリック数についてCSと前呈示剌

激の2要因の分散分析を行なったところ､CSの主効果[F(1,42)=26.81,p<.01]およびそ

れと前呈示刺激との交互作用[F(2,42)=11.63,p<.01]が有意であった｡前呈示刺激の単純

主効果についてのその後の多重比較によって､SV-SV群はS-SV群とSV群のいず

れよりもリック数が多い(psく.05)が､後2者間には差がないことが判明した｡薦糖をCS

とした3群間には差がなかった｡

　Fig.2-33には浬糖に対するテストで示された嫌悪率を示した｡　S-S群でS群よりも嫌

悪率が大きく､単純な潜在制止効果が生じたことが確認された｡またSV群の嫌悪率もS

群より大きいが､この事実は単なる復合条件づけを行なうと酢が薦糖の嫌悪の学習を隠蔽

したことを意味する｡

　SV-S群の嫌悪率はS-S群のそれよりも小さく､前呈示期における酢の付加によっ

て庶糖に対する潜在制止の効果が減弱されたことが読み取れる｡これに対してS-SV群

はS-S群あるいはSV-SV群よりも嫌悪率が大きく､条件づけ期における酢の付加は

薦糖についての潜在制止を減弱させるというよりは､むしろそれを促進することが示唆さ

れた｡

　これらの所見は統計的分析によって裏づけられた｡　Fig.2-33の結果について､前呈示剌

激とCSを各要因とした分散分析を行なった結果､前呈示[F(2,42)=42.75,pく.01]､CS

[F(1,42)=114.20,p<.01]そしてこれら2要因の交互作用[F(2,42)=12.94,pく.01]のいず

れもが有意であった｡その後の多重比較によって､前呈示刺激に関してはまずS-S群が

SV-S群とS群のいずれよりもリック数が多く(psく.01)､SV-S群もS群より多いこ

と(p<.05)が示された｡またS-SV群はSV群とSV-SV群のいずれよりもリック数

が多い(ps<.05)が､後2者間には差がなかった｡
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Fig.2-33.実験7Bの原糖に対するテストで示された嫌悪率
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　CSの主効果については､浬糖をCSとした3群(S,S-S,S-SV)は複合刺激

をCSとした3群(SV,SV-S,SV-SV)の各々よりもリック数が多い(psく.05)

ことが示された｡

　復合刺激についてのテスト結果をFig.2-34に示した｡　SV-S群およびSV-SV群の

嫌悪率は他の群よりも大きく､復合剌激を前呈示するとテストにおいてそれに対する嫌悪

を弱めることが確認された｡これに対してS-SV群はSV群とほぼ同等でSV-SV群

よりはかなり小さな嫌悪率を示した｡このことは､薦糖のみを前呈示すると複合条件づけ

後には復合CSに対する潜在制止が減弱することを意味している｡

　複合剌激に対する嫌悪率についての分散分析の結果はこれらの所見を支持した｡分散分

析は前呈示刺激の主効果[F(2,42)=40.71,pく.01]のみが有意であることを示した｡その後

の多重比較によって､復合刺激を前呈示された群(SV-S,SV-SV)が前呈示を受

けなかった群(S,SV)と薦糖のみを前呈示された群(S-S,S-SV)のいずれよ

りも嫌悪が弱いこと(ps<.05)が判明した｡後者の2条件間には差がなかった｡

討論

　実験7を通じて得られた知見はきわめて明快である｡すなわち､ターゲットの前呈示期

に妨害剌激を呈示された群は､単にターゲットの前呈示の後に条件づけを受けた群よりも

強い嫌悪(より弱い潜在制止)を示した｡これに対して､妨害刺激を条件づけ期に付加さ

れた群が､単なるターゲットの前呈示の手続きを受けた群､あるいは複合刺激を前呈示さ

れそれを条件づけられた群よりも弱い潜在制止を示すことは確認されなかった｡すでに議

論してきたように､これらの事実はすべて般化減少に基づく妨害剌激の効果の説明から予

測されるものである｡しかし､潜在制止における妨害刺激の効果が般化減少の結果である

と結論する前に､ここでの知見について他の説明の可能性を議論する必要があろう｡

　最初の可能性は､味覚に対する馴化の程度の条件差が少なくとも結果のある側面に影響

したのではないか､ということである｡この可能性は､前呈示期における妨害刺激の付加

の効果については簡単に棄却できる｡すなわち実験7Bにおいては､条件づけにおいて庶

糖をCSとされた3群(S.S-S.SV-S)の間ではその摂取量に違いはなく､すベ

ての披験体がそれに完全に馴化していたといえる｡したがって､テストにおいてSV-S

群がS-S群よりも薦糖を嫌悪したという事実を前者のそれに対する馴化の程度が小さか
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ったことには帰因できない｡

　これに対して､復合条件づけを行なった場合の嫌悪の程度の比較については､さらに詳

細な分析が必要となる｡なぜなら､実験7Bにおいても条件づけにおける復合CSの摂取

量はS-SV群ではSV-SV群よりも少なかったからである｡すでに述べたように､い

くつかの研究が､新奇な他の味覚刺激をターゲットを繰り返し呈示した後に呈示するとそ

れに対する馴化が崩壊する場合があることを報告している｡この効果はターゲットを含む

複合刺激そのものについての嫌悪をも増大させるかも知れない｡それゆえ､復合剌激につ

いてのテストでS-SV群がSV-SV群よりも嫌悪が強かったという事実は､単に前者

でのこの馴化の崩壊によるものなのかも知れない｡

　しかし実験7Aでは､条件づけ期におけるCSのリック数はV-VS群とVS-VS群

とで等しく､両群が復合CSに同程度に馴化していたことが推測された｡したがって､テ

ストでV-VS群がVS-VS群よりも復合刺激に強い嫌悪を示したという結果を､馴化

の程度の違いに帰属させることはできない｡

　馴化の程度の条件差は､復合条件づけ後のターゲット自体に対する見かけの嫌悪の強さ

にも影響する可能性がある｡すなわちすでに議論したように､実験1でV-VS群が酢に

対してVS-VS群よりも弱い嫌悪を示したという結果は､単に前者の方がそれにより馴

化していたためなのかも知れない｡であるなら､もしこの馴化の潜在的な効果が排除され

れば､条件づけ期に妨害刺激を付加すると､Kayeら(1988)が示したようにターゲットに対

する潜在制止はむしろ減弱する可能性が残されている｡

　実験7Bにおけるこれに対応する結果についてもさらに分析する必要がある｡条件づけ

における複合CSのリック数はS　-　S　V群でSV-SV群よりも少なかったので､このこ

とが前者がテストで薦糖に対して見かけの上でより小さな嫌悪率を示した原因となったか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

も知れない｡

　この可能性を検討するために､実験7Bの6群間でテストにおける庶糖のリック数その
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ものを比較した｡2要因の分散分析とその後の多重比較の結果､SV群はS-SV群およ
-

びSV-SV群のいずれよりもリック数が少なく(ps<.05)､後2者間には差がないことが

示された｡これはS-SV群がSV群とSV-SV群のいずれよりも嫌悪が弱いことを示

した嫌悪率についての分散分析の結果とは異なる結果であるが､S-SV群がSV-SV
　　　　-

群よりも嫌悪が強くなるという結果はこの分析でも得られなかった｡さらに､S-SV群

はS-S群と比較してもリック数に差がなかった｡これらの分析結果は､ターゲットに対



する潜在制止は､少なくとも2つの連続するセッション間の間隔が24時間で一定の場合

には､条件づけ期の妨害刺激の付加によっては減弱しないことを明確に示した｡

　したがって､本研究における知見は馴化の程度における条件差によっては説明できない

と考えられる｡

　本研究結果のある側面の原因となり得るもう一つの可能性は､前呈示期の刺激の摂取量

の条件差である｡すなわち､実験7BのSV-S群の前呈示期のリック数はS-S群のそ

れよりも一貫して少なかった｡潜在制止の強度が前呈示された剌激の総量に影響されるこ

とはよく知られている(たとえば､Lubow,1989を参照のこと)｡したがって､SV-S

群がS-S群よりもテストでターゲットに強い嫌悪を示したのは､単に前者では前呈示さ

れた浬糖の摂取量が少なかったということの結果なのかも知れない｡

　しかし､この可能性も実験7Aの結果を考察することで否定される｡なぜなら実験7A

においても､複合刺激を前呈示されたV-VS群はV-V群よりも強い嫌悪をターゲット

に対して示したが､この場合は前者の方は後者よりも前呈示期のリック数は多かったので

ある｡

　最後に､復合刺激のテストで示された嫌悪は､ターゲットに対して獲得された嫌悪と妨

害剌激に対するそれとが加算されたものであるという仮説について検討する必要がある｡

つまり､ターゲットと妨害剌激はたがいに独立に知覚されたと仮定すれば､復合刺激を前

呈示すると妨害刺激についても潜在制止が生じ､それへの嫌悪の習得が遅延すると予測さ

れる｡これに対してターゲットのみを前呈示された被験体では妨害刺激に対する嫌悪条件

づけは通常通りに進行するので､復合剌激に対する嫌悪はより強まるであろう｡このよう

な仮定は､各実験で示された復合刺激についての嫌悪の群間の差をうまく説明するように

思われる｡

　しかし以下の事実はこの仮説と両立しない｡すなわち実験7Bでは､SV-SV群の復

合剌激に対する嫌悪率(0.82)はSV-S群のそれ(0.67)と違いがなかったのに対し､実験

7AのVS-VS群(この群は実験2のSV-SV群とまったく同一の手続きを受けた)

は酢に対してずっと強い嫌悪(0.34)を示した｡これらの結果は､SV-SV群の復合剌激

に対する嫌悪は酢のみに対する嫌悪より弱かったことを示唆しているように思われる｡

　この点を確認するために､SV-SV群についてテストの後にさらに酢のみを呈示する

試行を行なったところ､平均で0.52という嫌悪率を示した｡これは同じ群の披験体が複合

刺激に対して示した嫌悪率より有意に小さかった(p<.05)｡このような群内での比較は本
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研究の目的ではなかったので問題を含むが､このような分析の結果は､復合刺激に対して

示された嫌悪はターゲットと妨害刺激のそれぞれが獲得した嫌悪の加算ではないことを意

味している｡

　したがって､実験7を通じて得られた条件差は般化減少の結果だと結論することがもっ

とも妥当だと考えられる｡
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6-3.実験6と実験7の結果についての総合討論

　実験6と実験7は､前者が条件性抑制そして後者が味覚嫌悪条件づけの事態を用いた点

を除けば基本的に妨害刺激の付加という同一の操作の影響を検討した実験であったが､得

られた結果はかならずしも一致しなかった｡すなわち条件性抑制の事態では､条件づけ期

における妨害刺激の付加はターゲットに対する潜在制止を減弱させたが前呈示期における

付加は影響しなかった｡逆に味覚嫌悪条件づけの事態では､ターゲットに対する潜在制止

を減弱させたのは前呈示期に付加された妨害刺激であり､条件づけ期におけるその付加は

効果を持たなかった｡そして各々の実験結果の考察から､それぞれに関与したと推測され

る過程は､前者では前呈示によって低下したターゲットに対する注意が新奇な刺激の呈示

によって回復すること､そして後者ではターゲット刺激の味覚特性が妨害刺激の付加によ

って変化することに起因する前呈示の効果の般化減少であると結論された｡

　すでに述べたように､Honey&Ha11(1988)は2つの刺激が同じモダリティを共有してい

ることが､前呈示の妨害剌激の付加により潜在制止が減弱するための必要条件であること

を示し､それをターゲットの知覚特性の変容つまり般化減少によるものと解釈した｡彼ら

の説明が正しければ､2つの味覚刺激を用いた実験7ではその効果が現れ､純音と光とい

う異なるモダリティからの刺激を用いた実験6ではそのような般化減少が生じなかったと

考えることは可能である｡

　しかし､実験6で認められた条件づけ期における第2の剌激の付加による潜在制止の減

弱が実験7で現れなかった原因については､現時点では適切な説明がない｡実験6で得ら

れたこの事実については､前呈示によって減少したターゲットに対する注意が新奇な妨害

剌激を条件づけで与えられることによって回復したことに起因すると推測された｡この推

測が正しいのであれば､実験7においても条件づけ期に初めて付加された妨害刺激も被験

体にとって新奇であったのであるから､同様の効果が生じるはずである｡それが認められ

なかったのは､たとえば2つの味覚刺激を混合した場合にはそれぞれの要素は単独での知

覚特性を大きく変化させるため､妨害刺激についてもその単独呈示によっては生じるはず

の新奇性の効果を失う､つまり単にターゲットの特質を変化させるだけの機能しかもたな

くなったのかも知れない｡しかしこのような解釈は単なる推測に過ぎず､現時点ではその

妥当性を評価することはできない｡したがって､実験6と実験7で相違した結果のこの側

面については現時点で明確に説明することは困難である｡
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　しかし､このような問題が残されてはいるが､実験6および実験7の結果は本論文の目

的にとって別の意味での重要な示唆を与えたと考えられる｡それは､妨害剌激の呈示とい

う同一の実験手続きによっても､それが喚起する過程はそこで用いる剌激あるいは事態の

特性によって異なる可能性をこれらの実験結果は示唆していること､そしてそれらの過程

はどちらも潜在制止についての従来の連合理論における中心的な仮定である何らかの連合

遅滞に関係するというよりは､むしろ剌激の知覚過程あるいはそれへの注意の変化といっ

た非連合的な要因であったということである｡

　第1部で主張したように､従来のモデルは連合学習に関する多くの現象を単一の仮説的

機構によって説明しようとしてきた｡しかし､実験6および実験7によって示された結果

は､同じパヴロフ型条件づけのパラダイムでもそこで用いられる刺激の特質によって同一

の操作が異なる実験結果を生じ､したがってそれに関与する過程も異なる可能性を示唆し

た｡つまり､刺激の受容から行動の発現までには複数の過程が関与する可能性があり､そ

れらのなかのいずれが現実にある実験事態において行動を規定するかは､実験者が操作的

な視点からある実験パラダイムを定義しても､そのことによって一義的には決定できない

のである｡

　このような主張に対しては､それは実験における操作･統制が不十分なために非連合的

要因が影響したことに伴う一種のノイズであり､適切な条件下では排除できるものだとい

う反論が予想される｡事実この領域では､連合学習のモデルが解明すべき問題は､経験に

伴う2つの事象間の関連性すなわち連合強度の変化の規定因であり､剌激がどのように知

覚されるかといった問題は少なくともモデルの中心的問題ではないという連合至上主義が

この領域で支配的であったために､本論が主張する非連合的な過程の重視という視点は個

別の実験結果の説明を超える一般的な評価を得られて来なかった｡

　しかし､実験6および実験7を含む本論文で遂行されたすべての実験で用いられた刺激

や操作方法は決して特殊なものではなく､この領域では極めて一般的に使用されてきたも

のである｡したがって､それらから示唆された非連合的過程の影響についても､これらの

実験に特殊ではなく､むしろ連合学習の多くの実験事態で関与する可能性があると考えざ

るを得ない｡つまりこれからの連合学習のモデルは､そのような復数の過程を学習行動に

一般的に関与する可能性をもつ機構として位置づけ､それらのシステムとして行動を説明

する必要があると考えられる｡

　そのようなモデルの構築のために出発点として必要なことは､事態特性すなわち操作次
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元とそれに基づく実験結果との関連性についての事実を集積し､それらからそれぞれの機

構が関与する条件を分析することである｡しかし､すでに実験6と実験7との比較によっ

て､従来の定義ではパヴロフ型条件づけという実験パラダイムのなかにおける同一の操作

と見なされるものでさえ､それによって影響を受けると推測される機構は事態特性に応じ

て異なることが示唆された｡このことは､ある操作次元とそれが内的過程に与える影響と

の関係は､これまでのモデルが想定してきたように前者を操作的に定義すれば一義的に決

定されるといった単純なものではなく､かなり復雑なものであると考えざるを得ないこと

を意味する｡したがって､それを理解するためには従来とは異なる新たな視点を考慮する

必要があると考えられるが､この問題については以下の第3部で考察する｡
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第3部　連合学習のモデル論一学習行動の内的過程を理解するための方略
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　第1部で指摘したように､動物の連合学習に関する近年の研究は､それぞれが特定の認

知的な着想に基づいて提出されたいくつかの定式化されたモデルの相対的な妥当性を､そ

れらから導かれる特定の実験事態における予測を演鐸的に検証することによって議論する

ものがほとんどであった｡それに対して筆者は､むしろこれらのモデルのすべてに共通す

る3つの問題点を指摘し､第2部においてそれらに関するいくつかの実験的事実を示すこ

と1こよって､それらが総体としてはこれら従来のモデルのいずれによっても説明できない

ことを示してきた｡

　しかしこれらの実験を行なった目的は､連合学習の領域におけるこれまでのモデルに共

通する視点の問題点を､それとは対立する事実の呈示によって指摘することにあった｡し

たがって以下の第3部では､それらを説明するための代替的なモデルを提出するのではな

く､むしろ従来のモデルの背景にある理論観の問題点を分析し､それに代わる一つの新た

な視点の可能性を議論したい｡

　まず､第2部において明らかになった点を要約すると以下のようになる｡

1.復合条件づけにおける隠蔽の強度は必ずしも試行数の一次関数とはならず､弁別学習

　の事態では逆U宇型関数となった(実験D｡また､条件性抑制の事態ではある程度条

　件づけの試行数が増加した時点で隠蔽が認められ､その場合に隠蔽を受けた刺激に対す

　る条件反応の強度自体が低下した(実験2)｡このことは､隠蔽現象には選択的注意の

　ような情報処理容量の限界と冗長な剌激の無視という少なくとも2つの過程が､条件づ

　けの異なる段階で関与することを示唆している｡

2.隠蔽と阻止の効果が枯抗すると考えられる事態､すなわち明瞭度が相対的に小さな剌

　激に対して先行訓練を行なった後に明瞭度がより大きな剌激を付加して復合条件づけを

　行なった場合には､従来のモデルの多くが予測するような先行訓練の効果すなわち阻止

　ではなく､むしろ刺激明瞭度の効果すなわち隠蔽が優先的に生じることが認められた｡

　この効果は弁別学習(実験3および実験4)と条件性抑制(実験5)のいずれの事態で

　も確認された｡

3.刺激前呈示による条件づけ効果の遅延すなわち潜在制止の強度は､条件性抑制の事態

　においては条件づけ期に第2の刺激を付加すると減弱するが､前呈示期における同じ刺

　激の付加は効果がなかった(実験6)｡これに対し味覚嫌悪条件づけの事態では､むし

　ろ前呈示期の刺激の付加は潜在制止を減弱させる一方､条件づけ期の付加は影響がなか
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った(実験7)｡異なるモダリティから刺激が与えられた前者では､付加された剌激は

ターゲット剌激に対する低下した注意レベルを回復させ､また2つの味覚剌激を用いた

後者では剌激の混合による般化減少が生じたことが､それぞれの実験結果の基底にある

と考えられる｡このように､パヴロフ型条件づけという同一のパラダイムと考えられて

きた2つの事態でも､具体的に用いられる刺激の特質によって正反対とも言える結果を

生じることがあり､それらには刺激の知覚やそれに対する注意の変化といった非連合的

過程が大きく関与していることが示唆された｡

　これらの個々の実験結果あるいは復数の実験結果の総体が従来のモデルに対して提起

する問題については､それぞれに関する総合討論においてすでに議論してきたが､それ

らを総合すれば､第8章において詳述するように､連合学習に関する諸事実をすべて連

合強度の変化に関する定式によって包括的に説明することは困難であり､非連合的な過

程を含む復数の過程の相互作用の結果として理解する必要性があるという結論が導かれ

るように思われる｡

　このような指摘に対しては､新たな付加的仮定あるいは従来とは異なる新たな着想に

よって､将来はこれらの事実がこれまでと同様の連合強度の変化のあり方を定式化した

モデルによって包括的に説明できる可能性は否定できないという反論が予想される｡現

実に示された事実をどう説明するのかという問題を棚上げしたそのような希望的観測を

主張することが経験科学においてどの程度の意義をもつのかは疑問だが､現実には行動

主義の時代からこの領域の理論的論争にはそのような教条的側面がつきまとってきた｡

そして事実､後述のBolles(1985)などの批判にもかかわらず､この領域のほとんどの理

論では未だに連合強度(それはS-SかS-Rかという点を除けばHuHの習慣強度と同

義である)が中核的な概念であり､それに代わる新たな概念に基づくモデルはほとんど

存在しない(例外として､たとえばGrossberg,1982などがあるが)｡

　そこで以下では､まず第7章において､なぜ連合強度という概念そしてそれのみを含

む定式によって表現されたモデルが評価されてきたのかを､背後にあるこの領域のモデ

ル観､より具体的にはモデルの目的とそのあり方についての価値観を分析することで明

らかにし､本論文で示された実験的事実を含む最近の知見の総体がその基本的な観点に

対して提起している問題を明確にすることを試みる｡そして続く第8章では､このよう

なモデル観に代わる新たな一つの視点の可能性を検討することとする｡
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第7章　従来の認知論的モデルの基盤に関する問題

7-1.従来の学習理論の基本的視点とその限界

　7-1-1.行動主義理論と認知論的学習モデルとの連続性

　直接観察できない主観的なものであるという理由で､行動主義が心理学の対象から排除して

きた｢こころ｣を､認知心理学は客観的に分析し得ると主張した｡この｢こころの復権｣とい

う意味で､その台頭は心理学史における一つの大きな転換点であるとも言われる｡しかし､こ

のような認知心理学の主張の最大の論拠は､コンピューターのような最新の機械が､ある入力

変数に対してヒトの主観的意識の側面である思考とか記憶とかいった複雑な過程の結果生じる

ように見える行動と外見上はまったく同じ出力パターンを示し得るという､科学技術上の進歩

にあった｡つまりヒトの行動は行動主義が考えていたようなS-R結合には還元できないほど

複雑なものであり､したがってより高次の過程つまり認知過程が関与しているが､それは脳内

の小人の存在を仮定することなしに機械とくにコンピューターにおける2進法的論理演算に基

づく情報処理に還元できるのであるから､客観科学の対象となり得るというものであった｡実

際､現代における認知心理学者の多くは情報処理的アプローチをとっており､人間の脳をコン

ピューター･アナロジーによって理解しようとしている(Bower&Hilgard,198D　｡

　しかし､このコンピューター･アナロジーによる認知機構の理解という視点は､突き詰めれ

ばそれまでの行動主義のS-R理論の主張と非常に近いものとなる｡なぜならこれら2つの観

点はいずれも､剌激(入力)と反応(出力)との関係をその間に介在する過程に何らの主体性

を要求せずに機械論的に説明･予測することを目的とするからである｡つまり両者の違いは､

認知心理学が刺激と反応との間の仲介過程を記述する際に用いる使用言語という後述の議論に

関係する問題を別にすれば､それらがどの程度復雑なものかという問題に還元できる(Amse1,

　1989)｡この機械論的決定論という立場を継承した点においては､少なくとも主流の認知心理

学は心理学の根本的な視点を変革したとは言えず､それはただ心理学の対象を行動主義の時代

より拡大したに過ぎなかった(Leahey,1980)｡そして本論文が対象としてきた動物の連合学

習に関する｢認知的｣モデルについても､この点は同様であると考えられる｡

　Rescorla-Wagnerモデルに代表される､条件づけ手続きに対応した1試行ごとあるいは瞬間

ごとの連合強度の変化に関する定式化されたモデルも､行動の予測と統制を心理学の目的と考

える行動主義以来の理論観から生まれたものであり､それゆえ概念を可能な限り外的環境条件

によって記述しようとする意図の現れと考えられる｡つまり､条件づけとは要するに刺激ある
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いは行動に対して強化をある確率で随伴させる操作であるから､それによって生じる行動変容

の説明のための概念を､脳内においてそれらの(表象)間にある強度の結びつきすなわち連合

が生じるというレベルに止める限り､それが操作から遊離する危険性は最小限になる｡第1部

で触れたWagner(1969)の選択的注意理論に対する批判などは､このようなモデル観の裏返しで

あると考えられる｡

　このような観点に立つ実証的研究の蓄積とそれらに基づく適切なモデル化によって､このよ

うな目的を掲げる理論が行動の予測と統制を達成する可能性は論理的には否定できない｡しか

しそのような視点に基づく完全なモデルが現実に構築できた時点では､それは連合強度という

内的概念の必要性さえも否定する実験的行動分析の主張(たとえば､Skinner,1950)を裏づけ

るものとさえなる｡なぜならその時点では､そのモデルは結果的にせよ環境と行動との関係を

ある外的条件によって完全に記述できるからである｡その意味では､これら認知論的モデルは

極端な記述的行動主義とさえ連続している｡

7-1-2.連合主義の限界

　これまでに検討してきたモデルは､出発点としての認知的着想においては互いに異なってい

た｡たとえば､RescorlaとWagner(1972)は｢強化の意外性｣を､Mackintosh(1975a)は｢冗長

な刺激の無視｣を､そしてPearceとHa11(1980)は｢統制された情報処理から自動化された処理

への移行｣を､それぞれ連合学習の進展を規定する基本的な要因と考えた｡しかしそれにもか

かわらず､最終的に定式化されたこれらのモデルは､すべて連合強度という共通の変数を中心

として表現されている｡その理由の一つは､すでに述べたようにそれが操作的定義との対応が

明確な概念であったことによる｡また､すべてのモデルが各々の着想をそのような共通の変数

を含む定式によって表現することによって､実験に基づくモデル間の妥当性の比較が容易にな

るということも､連合という概念が維持されてきた理由の一つだと考えられる｡さらには神経

科学の領域においても､たとえば連合学習を経験した動物では大脳内の2つの神経細胞間に新

たな回路が形成され(Fanselow,1993)､また神経間の伝達を媒介する生化学的過程を妨害す

るとパヴロフ型条件づけの進展も阻害される(たとえば､Kim,Decola,Landeira-Fernandez,

&Fanselow,199Dといった､二者間連合が条件づけ的学習における一つの過程であるという

主張を支持する証拠が存在する｡

　しかし他方では､すべての学習行動を二者間連合という機構によって説明しようとする試み

は､近年に示されてきた様々な実験的事実に対しては大きな困難を伴うようになってきた｡条
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件づけにおける文脈(背景刺激)の多様な役割に関する事実を一例として検討すると､その点

が具体的に明らかになるであろう｡

　条件づけに関係した諸現象のすべてを連合という機構によって説明する場合､個々の現象に

関してはかならず｢イ可と何が連合するのか｣を想定しなければならない｡つまり､たとえば剌

激の単独提示といった経験の効果についても､その事象と連合するもう一つの事象を想定する

必要に迫られる｡これまでに問題としてきた連合主義的モデルは､その役割をもっぱら文脈に

背負わせてきた｡実験操作のレベルにおいてはそれ以外には何ら記述できる他の剌激は存在し

ないのであるから､そうなるのは必然だったとも言える｡そしてとくにWagner(198DのSOPモ

デルが多くの現象の説明のために文脈に決定的とさえ言える役割を与えたころからは､文脈の

機能に関して多くの研究がなされるようになった｡

　しかし最近になって､文脈には連合の一要素としての役割のみでなく､その他の多くの特殊

な機能があることが判明してきた｡一例としてBalsam(1985)は､過去の研究を分析した結果と

して､以下の7つを文脈の機能として挙げている｡すなわち､①一つの手がかりとして､刺激

と連合強度あるいは注意の獲得を巡って競合する;②行動の決定のために､他の手がかりのも

つ連合強度と文脈のそれとが比較される;③文脈と連合した動機づけがCSの連合強度と加重

して反応を増強する;④文脈が､その存在下でCSが獲得した連合の検索手がかりとなる;⑤

剌激の意味を決定する弁別手がかりとして機能する;⑥剌激に対して生じる反応の形態を決定

する;⑦刺激の知覚過程に影響する｡そして､これら7つの機能は相互に排他的ではない｡

　しかしBalsamは､文脈にこのような多様な機能があることを指摘している一方で､学習心理

学における文脈の研究は､｢連合主義的心理学の新たな境地への進展のために､既存の理論に

挑戦することを目指す｣と述べている｡すなわちこれらの機能の存在にもかかわらず､学習行

動は基本的には連合という観点から説明されるべきだという､伝統的な連合主義の観点を明確

に主張しているのである｡だが､このような多様で相互に関連する機能が連合過程との関連で

どのように理解できるのかというもっとも重要な点について､Balsamほとんど触れておらず､

その限りではこの問題に対する連合主義的アプローチという主張は具体性をもたないものであ

る｡

　また､道具的学習の連合構造を分析したRescorla(たとえば､Colwi11&Rescorla,1986;

Rescorla,199Dは､道具的学習行動が弁別刺激､手段反応､そして強化子のいかなる二者間

の連合あるいはそれらの連鎖によっては説明できないことを認めた上で､なお｢連合の階層構

造｣という連合論的発想を維持した説明を主張している｡だが､このような階層構造の強調は
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逆に説明における二者間連合という概念の重要性を弱めるという矛盾を内包している｡

7-2.非連合的要因の影響に関する仮説の進展

　1980年代以降になると､もっぱら連合強度の変化の仕方の記述に依存したこれらの定式モデ

ルの難点を克服するために､それらに代わってあるいはそれらを補足する形で上記の文脈の機

能の個々に対応した非連合的側面を強調する説明が提出されるようになってきた｡たとえば､

MillerとSchactman(1985)は文脈の比較機能について､連合強度の獲得においては刺激と文脈

との間に競合はなく､それぞれが独立に連合強度を獲得するが､反応の決定の際に両者を比較

する過程が関与するために､反応の強度は刺激間の相対的な連合強度によって決定されるとい

う仮説を提出した｡またBouton(1993)は､消去や潜在制止は条件づけによって獲得される連合

強度の減少ではなく､剌激を単独で呈示することによる刺激一事象なしという別個の連合の獲

得過程であり､ただ条件づけ期と前呈示期あるいは消去期の文脈が同一であるために､それに

よって両方の連合が同時に長期記憶内で検索され､反応を巡ってたがいに干渉することによる

反応強度の減弱であると主張した｡

　これらはいずれも連合強度という概念を維持しながら､他の非連合的要因を併せて考えるこ

とによって文脈の機能を説明しようとしている点において､連合説の枠組みのなかにあると考

えることができる｡しかし他方では､これらにおいて実験的事実を説明するためにもっとも重

要な概念は､実際にはむしろ記憶表象の検索とか反応決定の段階の比較過程といった非連合的

な過程に置かれている｡そのことは､これらの仮説が連合強度の変化の過程については何ら特

定の仮説を提示していないことからも明らかである｡事実､この問題についての最近の実験結

果を概観したBouton(1994)は､文脈は非連合的な形で剌激に対する学習行動に影響する側面

が大きいことを認めている｡

　このような新たな視点は､従来の定式化されたモデルとは異なる理論的意味をもっていると

考えられる｡たしかにここで対象としてきたモデルのなかでも､たとえC測ackintosh(1975a)

あるいはPearceとHa11(1980)などのモデルは､連合強度の変化そのものではなくむしろ刺激

に対する注意の大きさ(明瞭度)の変化の過程に実験的事実の説明の重点を置いていた｡しか

しこれらのモデルにおいては､そのような連合以外の過程の変化は連合強度の変化によって2

次的に規定されるものであり､その意味では他のモデルと同様に連合強度の変化という過程に

最終的には依存したモデルであったと言える｡しかし､文脈の機能に関する上述の仮説はそれ

らの機能を連合強度の変化と少なくとも直接的には関係させておらず､その点において学習理
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論の新たな展開を促す可能性をもっている｡

　この他にも､たとえばPearce(1987a)によって提出された､異なる刺激間の知覚的般化の過

程によって条件づけにおける諸現象の説明を試みたモデルなども､連合強度の変化による説明

への過度の依存からの脱却を目指すものだとみなすことができる｡これらの新たな理論化の方

向は､連合強度の変化は学習過程に含まれる一つの段階ではあるかも知れないが､それ以外に

もいくつかの同等に重要な機構が存在し､学習行動の全体的な理解のためにはそれらを考慮す

る必要性があることを示唆している｡

7-3.｢陣取りゲーム｣としての仮説的機構の択一的選択

　だがこれらの非連合的過程を強調するモデルにおいても､復数の過程のシステム的な関与を

考慮することによって学習行動の包括的な理解を目指す必要があるという主張は､残念ながら

ほとんどなされていない｡その理由は､これらのモデルには個々の特質を超えた以下のような

共通の理論観-それはまさしく行動の予測性を重視する視点から生じている-が存在する

からだと考えられる｡

　すなわち､学習行動にそのような復数の過程が関与することは当然であるが､多数の機構を

仮定すればすべてを後付け的に解釈することは可能であっても､逆に特定の事態における予測

性は低下することは免れない｡ある条件操作(入力)とその結果としての行動特性(出力)と

の関係から内部の機構を推測するという手法に基本的に依存する心理学では､多くの機構を仮

定すればするほどその各々の(操作との対応関係という意味での)特質を分離することは困難

となり､入力に対する出力の予測性は低下するからである｡したがって大きな予測性を第一義

とする限り､行動の予測にとって重要な課題は､むしろそれらのなかの特定の過程と行動との

一対一的な対応関係を適切に表す試みであることになる｡だが､広範な現象をすべて統一的に

説明しようとした過去の大理論の失敗は､学習心理学ではとくに苦い教訓となっている｡した

がって適切なモデル化のためには､最初からあるいは検証の過程において対象とする範囲を限

定するという犠牲を払ってでも､単一の仮説的機構に基づくモデル化を目指すべきだというこ

とが､この領域では暗黙の合意となってきたように思われる｡

　このような価値観から､たとえばRescorla-Wagnerモデルは刺激の潜在制止の現象に関して

　｢剌激明瞭度α(注意)の減少｣という自説が考慮しない過程の存在を認め､またPearce　and

　Ha11(1980)は条件づけの第1試行において生じるいかなる現象にも彼らの定式は適用できな

いとして考慮の外に置いた｡つまり､この領域のモデルは､結果的には適用範囲の限定という
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犠牲のもとにその予測性を維持しようとしてきた面があることは否定できない｡

　しかし他方ではこれらのモデルも､より広範な実験的事実を説明し得るものほど価値がある

という科学における当然かつ共通の理論観を前提としているので､結局はそれが扱うことので

きる現象の範囲を巡る｢陣取りゲーム｣に勝利することが宿命となる｡これはモデルの想定す

る中心的な機構が連合強度の変化に直接に係わるかあるいは非連合的過程を強調するのかにか

かわらず､これまでのモデルのすべてに共通する理論観である｡したがって､たとえば隠蔽現

象については明瞭度の大きなCSによるUSの完全な予期(Rescorla&Wagner,1972)､冗長

な剌激の無視(Mackintosh,1975a)､剌激処理の自動化(Pearce　and　Ha11,　1980)､あるいは

復合剌激とテスト刺激との間の般化減少(Pearce,1987a)といった､様々な仮説が自説の優位

性を競いあってきた｡つまり､同一の操作とその結果として得られる行動変容との関係が､互

いに排他的な仮説的機構のいずれにもっとも適合するかをもっぱら択一的に争うことで､モデ

ルの妥当性が議論されてきたのである(Fig.3-D　｡　条件によっては自説とは異なる機構によっ

ても同一の現象が生起する可能性は､少なくとも公式的には議論されることはなく､したがっ

てそれらの諸機構を包括的にモデル化するという試みもなされてこなかった｡

7-4.従来のモデルの基本的前提に関する問題一第2部における実験結果が意味するもの

　連合学習の領域におけるこのようなモデル観に対して､本研究で示された実験結果が提起す

る問題は以下のように要約できる(実験結果については第3部の冒頭での要約と重復する)｡

すなわち､

巾ある操作に対応して行動に影響を与える内的過程はつねに同一ではない:実験1と実験2の

　結果を総合的に考慮すると､複合条件づけの初期の試行においてみられる隠蔽現象は､何ら

　かの処理容量の限界に起因するが､長期の条件づけ試行の後にみられる同一の現象はむしろ

　冗長な刺激の無視という過程に依存していると考える必要がある｡

(2)刺激選択現象は､かならずしも条件づけ経験の如何によって規定されるのではなく､剌激の

　物理的な特質による制約を受ける:実験3から実験5までの結果は､物理的強度が相対的に

　小さい剌激に対して十分な先行訓練を行なった場合でさえ､復合条件づけ後の行動は後に付

　加されたより強度の大きな刺激によってのみ統制され､先行条件づけによって獲得された反

　応は消失した｡つまり､単純な連合学習においてさえ､すべてを刺激についての経験の与え

　方によって説明することは困難であることが示された｡

(3)連合学習に関する種々の操作に対応して生起する現象は､必ずしも単-の過程に基づくとは
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操作次元 内的過程 行動指標

モデルA

モデルB

モデルC

モデルD

a‥b‥‥x..→

aCX→

b‥d‥‥x‥→'

bcx→

関数式Pに基づく

連合強度の変化

関数式Qに基づく

連合強度の変化

知覚的な影響

　(関数式?)

記憶への影響

　(関数式?)

-R

-R

-R

-R

Fig.3-1.択一的な仮説的機構に基づくモデル:対象とするすべての操作次元に基づく現象を

　　　　単-の機構に起因すると主張し､他のモデルとその適用範囲を競う｡
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限らない:実験6では､刺激前呈示と復合条件づけという2つの手続きはそれぞれ潜在制止

と隠蔽という条件反応の低下を引き起こすが､両者の手続きを同一の披験体に与えた場合の

条件反応は､単に剌激前呈示を受けた場合よりもむしろ強まる､つまり潜在制止の効果は減

弱することが確認された｡この結果は､ターゲットは前呈示されない場合には復合条件づけ

において第2の妨害刺激による隠蔽を受けるが､前呈示の後に妨害剌激を付加すると､前呈

示により減少したターゲットヘの注意を回復させる過程が隠蔽を生じさせる過程よりも優位

に作用するためであると考えられる｡

(4)同一の実験パラダイムでも異なる実験結果を生じることがある:実験6と同じくパヴロフ

型条件づけの実験パラダイムとされる条件性味覚嫌悪の事態で検討した実験7では､実験6

では認められなかった前呈示期の妨害剌激の付加による潜在制止の減弱が生じ､逆に条件づ

け期の妨害剌激の付加は影響がなかった｡これはターゲットと妨害刺激が味覚という同一の

モダリティから与えられたため､後者の付加が前者の知覚特性を変化させたためと考えられ

る｡この事実を実験6の結果と併せて考察すれば､条件づけパラダイムにおいてもそこで用

いられる刺激間の類似性という知覚要因を無視して結果を予測することは困難であることが

示唆される｡

　これらの実験結果の各々は､すでに議論してきたように､本論文が対象としてきた特定の

モデルを修正すればそれによる説明が可能になるかも知れない｡したがって､モデルが上述

の｢陣取りゲーム｣において可能な限り多くの事実を説明することが他のモデルとの比較に

おけるその妥当性の評価を決めるという従来の価値観に従うなら､そのような修正が可能か

どうかを個々のモデルについて検討することが重要となる｡たとえばすでに述べたように､

実験3から実験5までの結果は､(そめような非学習性の影響をモデルに組み込むことが受

け入れられるかどうかを別にすれば)刺激選択現象は､従来のモデルが仮定したようにすベ

て経験効果によって規定されるのではなく､刺激の物理的な特性によって規定される不変の

部分と経験によって変化する部分との加算によって決定されると修正することで説明が可能

なようにも思われる｡同様に他の実験結果についても､個別的にみればモデルの別の部分の

修正を行なうかあるいは付加的仮定を設けることで対応ができるかも知れない｡

　しかし､これらの実験結果の総体を既存のモデルのいずれかを修正することによって説明

することはまず不可能であろう｡なぜなら､たとえば実験1で示されたように､隠蔽という

単一の現象でさえ､特定の剌激についての処理を他方を犠牲にして行なうといういわゆる選
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択的注意のような機構と､むしろ復数刺激の並行的な処理がなされた後に冗長な剌激を無視

していく機構の双方が関与する可能性が示唆されたが､この両者を簡潔な定式に表すことは

容易なことではない｡たとえそれが可能となったとしても､それ以外の実験結果から示唆さ

れた､剌激の物理的な強度の影響､新奇な刺激の呈示による当該刺激への注意の増大､そし

て剌激間の知覚的相互作用などをも定式のなかに組み込むことは､論理的には可能であろで

あっても､それを操作条件との対応において記述することは現実には困難であろう｡

　つまり､(本研究における実験結果を含む)現在までに提出されてきた広範な事実の総体

は､条件づけ行動に限定した場合でさえ､単-の仮説的機構によってそれが規定されるとい

う基本的前提がもはや成り立たないこと､そしてこの領域における今後の理論の進展のため

には､従来の理論観を含めた学習行動についての基本的な視点の変更が必要であることを明

確に示唆している｡

7-5.操作次元による復合過程の分離の可能性

　条件づけのモデルが非連合的機構を含む復数の機構を想定する必要があるとしても､操

作の次元の違いによってそれらを分離する可能性は残されているようにも思われる｡事実

多くの理論的検証は､たとえば記憶の保持あるいは再生といった過程を検討するためには

時間的変数の操作が有効であり､また知覚過程の関与は刺激の物理的特質の系統的な変化

を行なうことで分析できるといった仮定のもとに行なわれてきた｡後述するように､この

仮定は行動の内省的解釈という問題に密接に関連していると思われるが､その前提が正し

いとすれば､復合的機構を想定した場合でも各々の機構の特質を操作次元との関連におい

て明らかにすることは､より復雑な作業を必要とするであろうが不可能ではないかも知れ

ない｡そしてそれが可能なら､各々の機構における過程を操作と対応した機械的変数のみ

を含む定式によって表現することも可能であり､したがって予測性をもつモデルは特定の

操作に対応する事実にその適用範囲を限定すれば可能なようにも思われる(Fig.3-2)｡

　しかし最近における研究の進展は､操作次元と過程との間の関係はそのような単純な前

提が成り立たないほど復雑であることを示唆し始めた｡たとえばHa11(199Dは馴化と潜在

制止に関する多くの研究結果を詳細に分析した結果､剌激を単独で繰り返し呈示するとい

う操作は少なくとも､①その剌激に対する注意(またはその刺激の連合力)の減少､②刺

激表象の精緻化､そして③刺激が何ら結果的事象(consequent　event)を伴わないという学

習の､明らかに質的に異なる3つの過程に関係すると結論している｡
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操作次元 内的過程 行勤指標

→R

Fig.3-2.操作次元に基づく複合機構モデルの検証の可能性:特定の操作が単-の機構にの

　　　　み作用するという前提が成り立てば､復合的機構を仮定した場合でも操作との対

　　　　応関係は推測できる可能性がある｡

操作次元 内的過程 行動指標

→R

Fig.3-3.現実に想定すべき操作と内的機構との対応関係:各操作次元は復数の機構の過程

　　　　に影響する一方で､特定の過程も異なる操作次元によって類似の影響を受ける｡

　　　　また後述するように､条件づけ操作においてはこの図には示されていない動機づ

　　　　け的な過程とこれらの過程との相互作用も考慮する必要がある｡
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　この例のように､個別の単純な操作でさえそれによって復数の過程が影響を受ける可能

性があるなら､操作と内的過程との関係はFig.3-3に示されたようにかなり復雑なものと

考えざるを得ず､前項で述べたような操作次元と行動との対応関係からそれに関与する過

程を特定することの困難さはさらに増大する｡そのような状況を理解すれば､従来の理論

観に固執した立場から広範な行動の予測性をもつモデルを構築することは､将来において

も困難であると思われる｡
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第8章　学習行動の理解一適切な理論化のための作業課題

　学習の進展が強化の意外性によって規定されるという認知的着想を連合強度という機械的

概念に置き換え､その変化を規定する条件を定式によって表現したRescorlaとWagner(1972)

のモデルは､その予測性の高さから脚光を浴び､1試行の操作に対応する形の定式によるモ

デル化という方向がいずれは連合学習の過程についての十全な説明を可能にするという期待

を抱かせた｡しかし現時点で分析するかぎり､これらのモデルはこれまでにみてきたような

いくつかの難点を抱えており､またそれらの根底にある問題は､行動の予測と統制を第一義

とし､そのために連合という単一概念によって多様な事実を包括しようとする理論観という

メタ理論的な次元にある可能性が指摘された｡

　したがってこれらの分析が正しければ､現状の打開はモデルの漸進的な改良という対処で

はもはや困難であり､動物の学習過程についての根本的な視点と当座の目標の変更を必要と

すると考えられる｡それは､学習過程を復数の認知的機構から構成されるシステムとして捉

え､少なくとも当座は関与する可能性をもつ複数の機構の同定を目指し､それに基づいて条

件づけや馴化のパラダイムに基づく従来の実験的知見に主として関与する機構を推測し整理

するという作業を行なうということである｡以下ではそのための一つの試論を述べる｡

8-1.行動研究における仮説的モデルの必要性

　第8章では､従来の単一機構という視点を維持したままでは連合学習のモデルのこれ以

上の前進が非常に困難な状況にあるが､他方で復数の機構を仮定するモデルは予測性の低

下を免れないことを考察した｡では､連合学習に関与する内的過程をモデル化することは

不可能なあるいは不要な作業であろう`か｡

　領域は異なるが､最近Utta1(1998)は､たとえばある条件における反応時間の変化とい

う出力が､いくつかの仮説的機構のなかの特定のものの影響を反映しているのか､あるい

は復数の機構の影響の総和であるのかを区別できる方法はないと主張し､知覚の問題につ

いての生理的機構あるいは仮説的認知機構(ボックスモデル)への還元主義的アプローチ

を批判して厳格な行動主義への回帰を主張している｡これは要するに､内的過程について

どのようなモデルを仮定してもその妥当性を入出力関係から検証することはできず､した

がってそれは十分な予測性をもたないという批判である｡

　Utta1(1998)の主張は､入出力関係の予測という目的を第一義と考えれば純粋に論理的
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には認めざるを得ない面がある｡しかしこれまでのこの領域の理論史を反省的に考察すれ

ば､(仮説的機構を一切排除する)厳格な記述的行動主義に回帰しても環境と行動との対

応関係を明確に記述することが容易でないことは明らかであろう｡｢論理的にはそれはい

ずれ可能となるはずだ｣という楽観的見通しに基づく主張を続けることは可能であるが､

我々はすでに論理としての可能性とその実現とは別問題であるということを歴史の教訓と

して学んだはずである｡むしろこの点に関しては､より自由な発想が許される状況が歴史

的に生まれたからこそ広範な事実が発見されたと理解すべきであり､その意味で連合学習

の領域においても本論文で検討してきたようなモデルの提出は一定の意味を持っていたと

考えられる｡問題とされるべきは､それらの事実の全体像を単一の仮説的機構によって予

測的に説明することが困難であることが明らかになってきた現状に対して､今後のモデル

のあるべき方向性とそれを実現する手段はどのようなものかということであり､モデルの

必要性自体を否定することはできないと考えられる｡

8-2.動物の学習過程についてのシステム的観点

Fig.3-4には､ヒトの認知過程(知覚および記憶システムの主要素)についての一つのモ

デルを例として引用したが､この図には種々の情報処理機構の各々とその間の関連性がい

わゆる｢箱型モデル｣の形で示されている｡この図をここで示した理由はこのモデルの妥

当性を議論するためではなく､それがこれまで検討してきた動物の連合学習のモデルとは

対照的に､刺激事象の受容という経験によって開始される認知の過程はいくつもの異なる

機構のシステムから成り立つという視点に立っていることを再認識するためである｡付言

すれば､このモデルには連合という機構はどこにも記述されていない｡このことは､動物

の学習理論において中心的な位置を占めてきた連合という概念は､ヒトの情報処理に関す

るモデルではこれら復数の機構の組み合わせによって表される総体あるいは最終出力過程

を意味する､ということを示唆していると考えられる｡もちろん､両者がモデルの対象と

している現象の範囲が異なることもそのような観点の違いに影響しているであろうが､ヒ

トと他の動物の認知過程が質的にまったく異なるという仮定に立たない限り､このような

認知機構の復雑さを動物の学習行動の場合に限って無視することは困難であり､したがっ

て復数機構のシステムとして理解するという観点が必要である｡
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Fig.3-4.行動と関連したヒトの知覚および認知過程についての｢ボックス｣モデルの例｡

　　　　この図には大別すれば感覚入力､反応､長期記億の各システムと､短期記憶､思

　　　　考､評定および決断形成の各過程と強調して作用する中央制御過程､そしてそれ

　　　　らの間の情報の流れが概念的に描かれている｡(Bower,1975より転載)
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8-3.動物の認知過程への情報処理モデルの適用の問題

　では､動物の連合学習の基底にある認知機構としてはどのようなシステムを想定すれば

よいのであろうか｡最初に生じる着想は､すでにそのような観点からなされた実証的研究

の基盤をもつヒトの認知過程に関するモデルをそのまま借用するということである｡ヒト

と動物が基本的に同じ認知機構を有するという仮定そのものは､現在ではかってのような

強い拒否反応を引き起こさなくなってきた｡それは一つには､大脳の解剖学的･生理学的

所見から､脳の機能の種差は(少なくとも哺乳類間では)おもに量的なものであり､質的

な差異ではないことが理解されてきたからであり､他方ではヒト以外の動物にも計数や推

論､はては言語理解までの高次の能力が備わっていることが最近の行動学において示され

てきたからである｡それなら､動物の情報処理システムにもヒトの情報処理モデルをその

まま適用することは可能であろう｡そして現実に､これまでに検討してきたモデルのなか

には､その出発点としての着想がヒトの情報処理論的モデルのからの借用であった例も存

在する｡ただそれらが行動の予測性を重視するあまり､ヒトの認知過程についてのモデル

が上記のように復合的なシステムを仮定しているという点を無視し､その総体を連合とい

う単一の｢きわめて方法主義的(methodologistic)な理論言語(Bolles,1985)｣に置き換

えてすべてを説明しようとしたところに問題があったとも考えられる｡

　しかし情報処理的モデルの借用には問題点も多い｡まず､動物を対象とする実験では､

たとえばヒトの両耳分離聴の実験における｢左の耳から聞こえる音だけに注意してくださ

い｣という言語的教示のように､(この場合は選択的注意という)特定の認知機構のみに

関連する操作(このことのもつ意味に関しては後に議論する)に対応するものがない｡し

たがって刺激の呈示という操作と､その結果としての行動の測定という方法に頼らざるを

得ない｡だが､これによって関与し得る復数の機構を特定することは容易ではなく､特定

の仮説的機構の関与とその特質を演鐸的な実験に基づいて決定するという方法は相対的に

困難であり､既存の実験的事実についてその基礎にある認知機構を帰納的に推理するとい

う方式に頼らざるを得ない｡

　またこの領域では､認知機構の推測のためにはその手がかりとして操作に対応した行動

の変化が生じることが必要であるため､それを顕在化させるための操作､具体的にはいわ

ゆる条件づけの手法を用いることが一般的となるが､そこでの強化事象の提示という操作

は動物に動機づけ(情動)的変化をもたらす可能性が高い｡だが強化事象を用いることが

少ないヒトの研究では､この動機づけ要因についてはまったく考慮されていないわけでは
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ない(たとえば､戸田,1992)にせよ､十分には検討されていない｡

　さらにこの動機づけ的要因は､すでに述べたような学習における生物学的制約と呼ばれ

る事実にも関係している可能性が大きく､したがってそれをどのような形で理解するべき

かについては慎重な検討を要すると思われる｡その点を無視して実験的事実を説明しよう

とすると､かって知覚心理学が理論から説明できない現象をすべて｢注意｣に起因するも

のとして処理したのと同様に､都合の悪い事実をすべてこれらの｢種に特有な過程｣に押

しつけて済ませてしまう危険性がある｡

　したがって､動機づけ的要因の行動への影響の過程をいわゆる情報処理的な過程ととも

に考慮する必要性が高いという理由からも､動物の学習行動のモデルとしてヒトの認知過

程のモデルをそのまま適用することには問題があると思われる｡

　情報処理論的なモデルヘの依存を回避する他の大きな理由は､先に述べたように､その

ようなモデルは最終的にはS-R行動論に帰着するが､そのような機械論的観点への固執

こそが心理学の進展を却って妨げていると考えられるからである｡すなわち､刺激一反応

の用語であろうが入力ー出力関係であろうが､生物の行動の過程をそのような視点で記述

しようとすれば必然的に機械論に帰着するために､そこには生物がもっているかも知れな

い意図とか主体性といった｢非決定論的な｣過程の可能性がまったく考慮されない｡この

問題については本論文の枠を超えているためにこれ以上の議論を差し控えるが､心理学の

進展の現段階ではこの可能性を何らかの形で残すような記述が望ましいのではないか｡

　しかし､情報処理的な視点からのボックスモデルの最大の難点は､それのみでは前述の

Utta1(1998)の批判に適切に答えられないということである｡とくに､もっぱら行動から

の内的機構の推測という方法のみに依存せざるを得ない動物行動研究では､この点はとく

に重要な問題となる｡つまり､操作と内的機構との関係がFig.3-3に描かれたようなもの

だと仮定されるなら､ある操作とその結果としての行動との対応関係のみからそれを検討

することは甚だしく困難な作業となることは免れない｡したがってこの問題を解決するた

めには､従来とは別の視点に基づいた何らかの方略を探る必要がある｡そこで以下では､

それらのなかで筆者が有望だと考える一つの可能性について述べることとする｡

8-4.認知機構のメタ認知的基盤としての自然言語

　動物の学習過程を理解するためのシステム的機構を考えていくためには､何らかの分類

基準に基づいてそれらを構成する下位の認知機構のリストの作成から始める必要がある｡
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そしてここでは､そのリストをヒトの自然言語に依存して作成することを提案したい｡そ

の論拠を三段論法的に述べると以下のようになる｡①ヒトと動物(少なくとも哺乳類)は

基本的に同じあるいは少なくとも類似の認知過程を有すると仮定できる｡②ヒトの｢内観

的｣自然言語の各々が内包する意味は､基本的にヒトの脳内の特定の機構の特質､すなわ

ち認知過程を反映している｡だからこそ､それらの自然言語によって同じ機構を共有する

ヒトの脳の間ではある程度まではお互いの了解が可能なのである｡③したがって､それら

の自然言語によって動物の認知過程についてもおおまかに分類できる｡

　①については､すでに述べたように現在では基本的に受け入れられると考えられる｡し

たがって筆者の提案に係わる問題の焦点は②の主張の妥当性にある｡①と②の叙述が容認

されれば③は論理的に帰結されるからである｡

　②のような着想は､純粋に自然科学的な観点からすれば実証性をもたない感情移入的な

ものとして退けられるであろう｡実際､ヒトの自然言語が脳内の過程の反映であるという

ことは実証することができない｡しかし､それはたとえば数学における公理が､実証が不

可能なものであっても､万人によって正しいと認められ数学における基盤的な位置を占め

るのと同様に､だれもがそれによって表出される内容を(完全ではないにせよ)たがいに

理解できるという意味で､ヒトの脳内の過程についての基本的な手がかりであると考えら

れる(養老､1989)｡そのような公理的側面が認められるからこそ､同じく脳の過程の反

映と考えられる数学的公理や科学的認識が自然言語によって表現され､そして認知心理学

者はヒトの自然言語のもつ意味内容に基づく実験を行なうのであろう｡この点を以下にお

いてより詳細に考察してみよう｡

　ヒトを対象とした認知心理学が種々の批判を受けながらも､認知行動に関係する諸過程

の解明に関して一定の成果を挙げてきた一つの大きな理由は､言語的教示による特定の認

知過程の操作あるいは言語的反応に基づく特定の過程の分析が可能だという前提を研究者

が基本的に受け入れてきたからであると考えられる(戸田,1984)｡たとえば､ある数宇

列を呈示して｢最大公約数を計算するように｣と教示すれば､披験者は演算という過程に

基づいた反応を示し､同じ刺激について｢3分後に思い出すように｣と指示すれば､想起

という過程に基づいて反応するとみなされる｡だが､反応が本当にそのような過程に基づ

いたものかどうかは､｢計算する｣とか｢思い出す｣という自然言語が意味する仮説的な

認知過程の存在とその特質が個人間で了解できるという､純粋に科学的な観点からはかな

り曖昧な前提に依存している｡教示を除けば2つの剌激事態の聞には何の差もないからで
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ある｡また教示に反して誤反応が続いた場合などには､これも言語による質問とそれに対

する回答(あるいは内省報告)を分析することで､たしかに演算あるいは記憶の間違いな

のか､あるいは単に｢ぼんやりしていた｣ためなのかを判定するが､そこでも自然言語が

意味する内的過程についての常識的な了解が前提として存在する｡

　これに対して動物実験の場合は実験者と披験体との間の言語的コミュニケーションが不

可能なために､シェーピングや刺激･反応閥値に関する予備的測定などによって実験者が

操作に対応する行動を測定できるような準備を行なう｡しかしそれでも､そのようにして

決定された個々の操作は言語的な意味に対応する前提をもたない単なる剌激事象の呈示で

あり､したがって操作と概念との対応関係の記述については神経質なほど慎重な態度が要

求されてきたのである｡

　純粋に科学的な論理からは､たとえば｢思い出す｣という(実験において教示として用

いられる)日常用語が内包する意味と仮説的な認知過程としての｢記憶(想起)｣との対

応関係は､前者の厳密な定義､つまりどのような操作によって影響を受けるのかを明確に

しない限り明確にはならず､したがって教示の結果としての披験者の行動が後者の過程を

正確に反映しているという保証はない｡むしろそのような日常的な意味をもつ自然言語と

は異なる用語､たとえば操作(群)PXI,PX2,‥.,Pxiに対応する反応RXの変化に対

応する過程MXといった表現によってそれらから推測される内的過程を記述するべきであ

り､それが不可能な場合でもより中立的な用語を用いることが望ましい｡

　しかし､現実には当初から内省的な用語とその内包する意味にまったく依存せずにモデ

ルを構築することは不可能である｡なぜなら前述のFig.3-4に示ざれたように､操作と反

応との間に復数の機構のシステム的な関与を認める限り､単なる入出力関係からそれらの

いずれかの特性のみを理解することばすでに述べたように非常に困難だからである｡換言

すれば､たしかにヒトの認知過程に関する研究では､そのような日常言語による教示への

過度の依存についての反省(たとえば､戸田,1984)はあるものの､概念の徹底した客観

化･定式化を突き詰めて推進する代わりに､内省的用語のもつ多義性あるいは曖昧さをあ

る程度は認めたままで､それが研究対象としての特定の情報処理機構の特質を基本的には

的確に反映しているという暗黙の前提で事実の解釈を行なってきたと言える｡そして､結

果的にはそのことが､この領域が発展した一つの大きな要因だったと思われる｡
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8-5.内省的用語による認知過程の分類作業

　このように評価すれば､ヒトの内省的用語はヒトのみならず動物を含めた認知過程につ

いての｢メタ認知的な基盤｣を提供するものと位置づけられ､したがって動物の連合学習

に関与する内的過程を推測するためにも利用できる可能性がある｡そのような前提に立て

ば､動物の連合学習を包括的に理解するためには､ヒトの自然言語に基づいて動物の認知

システムに含まれると考えられる復数の機構の分類を行なうことから始めることが必要と

なろう｡現段階ではこの点の進め方について確実な具体策を提示できるまでには至ってい

ないが､筆者の着想の方向性を示すと以下のようになる｡

　具体例として､内省的な意味での｢注意｣という用語が行動に関与する過程の特定の側

面の理解にどのように関わるのかを考察してみよう｡心理学的には情報処理の全般的な制

御過程の一つを意味するこの用語は､たとえばKahneman(1973)によれば選択的側面と強度

的側面に分けられ､さらに前者は限定容量と情報処理の経路における陰路(bottle-neck)

の仮定を､また後者は環境による強制的な変動と自発的な変化(effort)という仮定を含む

とされる｡

　このように考えると､従来のパヴロフ型条件づけのモデルの多くはこの注意という用語

のもつ意味の特定の側面に基づいた発想を出発点としていたとみなすことができる｡たと

えば選択的注意理論は限定容量という側面を､またRescorla-Wagnerモデルは環境(強化

事象の特質)による情報処理強度の強制的変動という側面を強調したものとみなすことが

可能である｡さらに､たとえばWagnerのSOPモデルはこの両者の側面を採り入れたとみな

すことができる｡

　しかし､注意という用語に含まれるこのような多面的な意味をこれら各モデルが試みた

ように個々の特定の側面に分割し､それらの各々への影響を操作との関連において分析す

ることが実際には困難であることは既に述べたとおりである｡たとえば複合条件づけの研

究では､それがどのような側面の検討を目的としようとも､異なる次元のCSの数やそれ

らの相対的な強度差､あるいは文脈の特質などの要因によって､情報処理の容量に関連す

る過程(たとえば短期記憶)が影響を受ける可能性があることは､すでに述べたように単
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

一試行後の隠蔽の事実などからは認めざるを得ないし､他方では刺激の繰り返し提示が馴

化の現象に代表される情報処理の強度的変化の側面に影響を与えることも考えざるを得な

い｡それら復数の過程の個々の関与のあり方を操作と行動指標との対応関係のみから論理

的に区別することが困難であることはすでに指摘したとおりである｡
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　さらに注意という用語が意味する特定の側面に対応する過程が､質的に異なる操作によ

って同方向への影響を受けることも当然あり得る｡たとえば隠蔽と阻止という2つの刺激

選択現象は､注意の選択的側面に関わる過程が刺激の物理的特質とそれへの過去の学習経

験の双方によって影響されることを示している｡

　このように考えると､注意という用語はある特定の操作に対応する単一の過程を表して

いるのではなく､もしろ要素還元的な分析によって記述することが少なくとも現時点では

困難な､復数の操作とその各々によって影響を受ける(動機づけ的側面を含む)復数の過

程との復合的な関係を表現する用語であると考えられる｡したがって､このような用語の

表す過程のある側面は､他の内省的な用語によって表される同様に復雑な操作群と内的過

程との関係と部分的に重複している可能性もあり､しかも実際にそれらの用語の関係がど

のようなものかを現時点で明確に記述することは困難である｡

　しかし他方では､内省的な意味での注意という用語がたとえば条件づけ経験の後の比較

的長期の時間経過によって影響を受ける過程を表現することはほとんどなく､それは通常

は記憶という用語によって表現される｡さらには､知覚､判断､評定といった他の用語が

注意という語には置換できない内省的な意味を内包していることも確かである｡そこで､

このような種々の内省的な用語の各々の意味がどのような次元の操作群と対応し､どのよ

うな操作群とは対応しないかということを思考実験的に整理･分類し､あるいは場合によ

っては重みづけることによって､それらの間の差異と重複部分とをある程度まで把握する

ことが必要となる｡そのような作業によって(この場合には内省的な用語の定義の曖昧さ

がある段階までの作業にとってはかえって好都合となるだろう)､A11portが性格の特性

論的分析のために､多くの関連する単語を整理･統合して作成した｢心誌(psychogram)｣

のような､自然言語によって表現された形の連合学習の基盤にある過程のリスト(ただし

このようなリストはあくまで便宜的な分類であり､たとえば性格特性のように因子分析法

などによってその妥当性を検証することは現実には困難であるし､またそれが可能であれ

ばこのような作業自体が無意味となる)を作成することはまったく不可能なこととは思わ

れない｡

8-6.個別現象への具体的な適用

　このようなリストが作成されれば､次の作業は連合学習に関連する種々の現象の各々に

どのような復合過程が関与しているかをあるかを理解することであるが､この点について
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は現時点ではそのようなリストが存在しないため､具体的な方法を示すことはさらに困難

である｡

　しかし､たとえば実験1と実験2で問題とした隠蔽現象を対象とすれば､そめ生起のた

めの種々の条件については多くの知見が得られている｡すなわち､それは1試行の条件づ

け試行後でも確認される場合がある(たとえば､James&Wagner,1980)一方で､復合条

件づけの延長によっても同様の現象が強まることもある(実験1)｡また､基本的には剌

激の相対的な強度差が現象の強度を規定する(たとえば､Mackintosh,1976)が､先行条

件づけの影響である阻止との相対的な優位性は､剌激の相対的な明瞭度のみならず絶対的

な強度によっても規定される(実験3･実験4および実験5)｡さらに復合条件づけ後の

各要素に対する学習は､それらを単独で条件づけた場合よりもむしろ増強される場合もあ

る(たとえば､Lett,1980)｡一方の要素の前呈示という手続きは､事態特性によっては

その後の復合条件づけにおけるそれへの学習を､単独で条件づけた場合よりも強めること

もある(実験6)｡

　このような多様な知見を包括的に理解するためには､隠蔽現象に関わるこれらの個々の

特微をそれが生起した実験の総体的な条件との関連において分析し､上記のリストのどの

ような言語の意味にもっとも対応するかを(重みづけのような作業によって)考察するこ

とが必要となる｡たとえばPearce(1987a)が主張する隠蔽の原因としての般化減少を考え

てみよう｡般化減少は学習行動において極めて一般的な現象であるために､理論家はそれ

を自説そのものでは説明できない個々の実験的事実についての説明原理(機構かどうかは

別にして)として広く用いてきた｡　Pearceはそれを､とくに刺激選択を含む現代のモデル

が考察してきた多くの現象に適用できるように定式化したのである｡要するに､具体的に

はたとえば純音と光とが復合CSとして呈示された事態は､光を単独で呈示した事態とは

一定の定式によって計算される程度に相違するのであるから､その程度に対応した形で複

合CSとUSとの間に形成された連合強度が般化減少することが隠蔽の原因であるという

説明である｡

　しかし､内省的には般化減少は要するに｢現在の剌激の知覚的な特微(見え方あるいは

聞こえ方)が､以前の(条件づけという)経験の時のそれとまったく同じとは判断できな

い(が､まったく別物だとも判断できない)｣という知覚的類似性判断の不安定さを意味

する｡したがって､たとえば実験7BのSV群がS群よりもターゲットである浬糖に対す

る嫌悪が弱いという事実(p.147のFig.2-23を参照のこと)のように､2つの同一の剌激様
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相からなる復合刺激の条件づけの場合には､たしかに｢以前に甘酸っぱい液体を飲んだら

具合が悪くなったが､いま飲んでいる単に甘いものはそれと同じだろうか｣といった形で

テストにおける判断が不安定になり､嫌悪反応が相対的に弱くなる場合もあるだろう｡だ

が､隠蔽は一般的には光と純音を各要素とするような復合条件づけにおいても一般的に確

認されるのであるが､その場合のわれわれの内省的判断では､光の知覚特性の判断が純音

の有無によって大きく影響するとは思われない｡また実際に､実験6で述べたように異な

るモダリティからの2つの刺激を用いた場合には､知覚的な類似性判断という過程によっ

て複合呈示の効果を説明することが困難な例が他にも存在する｡したがって､このような

過程が隠蔽現象全般についてのもっとも主要な原因であるとは考えにくく､それは限定的

な事態においてのみ関与する可能性をもつと推測できる｡

　もちろん､隠蔽を規定する条件は刺激様相の特質以外にも多様であり､したがってそれ

ら多くの特微に対応すると判断される用語も当然多様となるが､それらの一つ一つがどの

程度この現象に関与するかを評定し､さらにそれらの総体を俯瞰的に眺めることで､隠蔽

という現象を通じて連合学習の内的な過程の総体の把握が促進されるであろう｡そしてそ

れがこのような方略の目的である｡さらには､そのことを通じて今度はそれを裏づける次

の段階としての新たな発想あるいは検証実験に繋がることも考えられる｡

　ただし､これまでの膨大な知見に関してこのような思考作業を行なうことは多大な労力

を要することであり､またその過程においては多くの困難が生じることも予想される｡し

たがって今後の課題としてのこのような作業は､これまでの実証的研究によって成立条件

などがある程度確定したより単純な現象から一歩一歩進めていくしかないであろう｡

8-7.自然言語にもとづく従来のモデルの再解釈

　一方でこのような作業努力は､従来のモデル間の相違を異なる観点から解釈することに

よって調和させる可能性をも示す｡この観点からは､たとえばRescorla-Wagnerモデルと

Pearce&Ha11のモデルはある意味で同じ着想から出発しているとみなすことが可能であ

る｡　Rescorla-Wagnerモデルの｢強化剌激の意外性｣という着想は認知過程そのものでは

なく､それらのなかの一つあるいはそれ以上の過程に影響を与える要因を記述したものと

みなすことができる｡認知過程はむしろ有機体が｢意外｣な事象を体験した時にその内部

で生じるものであり､したがってその内容をヒトの自然言語に基づいて上述のように表現

すれば､｢強化剌激の意外性｣を強調したRescorla-Wagnerモデルと｢信号刺激への注意
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の減少｣を強調したPearce-Ha11モデルは､たとえば刺激事態の変化の程度による注意の

強度的側面の変動として記述できるような同一の認知過程の関与を､それぞれUSとCS

という別個の事象に関して主張していたものと考えることができる｡そして現実に､たと

えばPearce(1987b)はWagner(198DのSOPモデルにおけるSTM内表象の｢1次活性化(AD

の状態｣という記述を､いわゆる注意を受けた状態を意味すると解釈することで､彼のモ

デルを選択的注意の過程に関するものとして分類している｡これまでそれらがまったく異

なった認知過程を反映すると考えられていたのは､手がかり刺激と強化剌激とを最初から

区分して考えるという前述のような操作主義的かつ連合論的な行動論の枠組みのなかでそ

れらが議論されてきたことが大きく影響していたと考えられる｡

　換言すれば､その枠組みを外してナイーブに｢内側から｣､つまり披験体の側から事態

を眺めれば､従来は対立すると考えられてきたモデルの着想が決して相互排他的なもので

はなく､表現のレベルが異なるだけのこともあり､また事態によって関与の程度が変化す

る別個の過程の一方のみをそれぞれが強調していたことに起因している場合もあるであろ

う｡さらにそのような観点に立てば､これまでの理論的な論争のように､すべての事態を

包括した認知的着想の択一的な是非を議論することは意味がなくなる一方で､共通の認知

機構のシステムによって､連合学習に限定されないより広い範囲の事実を､(説明ではな

いにせよ)｢理解｣することも可能になるであろう｡

8-9.予想される反論への回答

　以上のような提案に対してはいくつかの反論が予想される｡一つは､自然言語が認知機

構の特質を適切に反映しているとしても､それは実証性をもたないがゆえに科学的には不

完全な解釈に過ぎないという主張でおる｡ヒトが他人の｢こころ｣を不十分にしか理解で

きないというありふれた事実は､脳内過程の投射としての自然言語の限界を端的に示して

いる(養老､1989)｡したがってそのような批判はたしかに的確であり､このような作業

課題が達成できたとしても､それが行動についての唯一かつ完全な説明となるわけではな

い｡それは動物の学習過程に関与する機構についての､一つの概念的な分類として位置づ

けられべきものである｡しかし他方では､その不完全さを含む段階を最初から排除したモ

デル化の試みは､結局は従来の定式化されたモデルについて本論文で指摘してきた問題を

蒸し返すだけのことになる恐れが強い｡不十分で曖昧な概念でも出発点においてあえてそ

れを用いることが､提出されるとすぐにその適用範囲の限界ばかりが目立つようになると
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いう従来のモデルの問題を回避するためには必要なのではないか｡

　予想される他の一つの反論は､自然言語の使用はあくまで便宜的な隠喩であって､それ

らによって表現できる過程は学習の原因としての機構ではなく､むしろそれらこそが実証

的な研究に基づいて(おそらくは刺激と反応とを記述する)操作還元的な用語によって説

明されるべき対象であるというものである(たとえば､Mandler,1985)｡筆者も最終的に

そのような客観性が追求できる可能性を否定するものではないが､このような主張に対し

ても､真に科学的な説明とは何かという問題を棚上げしてでも､当座は関与する可能性の

ある諸過程の分類を行なうことが必要であり､ヒトの自然言語を用いることがそのための

一つの方略として考えられると答えたい｡それは決して学習の原因が内省的用語の意味す

る｢意識的な過程｣にあると主張することではなく､あくまで学習に関与する過程とそれ

を決定する条件との関係を理解するための予備的だが必要な作業課題なのである｡そして

これまで述べてきたように､それによって高等動物が共有する認知機構のシステムをある

程度までは理解できるという仮定が根拠をもつなら､作業の遂行過程における具体的な相

互批判によってより洗練された分類基準が漸進的に改良され､次の段階への展望が開ける

ことが期待できる｡
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終章:厳密な方法論を基盤とした内省的な用語にもとづく説明の必要性

　動物の学習行動の研究領域においては､Romanesの逸話主義的な解釈に対する反動とし

ての機械論的観点がそのまま行動主義の流れに繋がり(Boaks,1984)､すでにみてきたよ

うにそれがその後の｢認知論的｣と呼ばれるモデルにも継承されたという歴史がある｡し

たがってBolles(1985)が批判したように､この領域の研究者は真の意味での行動の｢過程

(processes)｣に関心を向け言及することを意図的かつ巧妙に避けてきた｡連合という用

語は内的過程を意味する概念ではなく､むしろ実験の方法論と心的過程の所産(product)

としての行動との関係についてのもっとも形式的なレベルの記述に過ぎず､それを超えた

学習行動についての本当の意味での内的過程に関する思索を拡げる必要があるとBollesは

主張する｡もちろん他方では､たとえばCrowder(1985)が､短期記憶課題においてヒトの

心のなかで進行する過程に関して､ある時期に非常に多くの着想の｢沸騰状況｣が生じた

が､それらの多くは内的過程というよりも単なる隠喩に過ぎなかったと批判したように､

内的過程についての方法主義的分析を超えた思索には種々の問題も伴う｡だが､真剣に動

物の認知｢過程｣に関心を向けようとするならば､それは少なくとも当初は隠喩によって

しか表現できないほど復雑なものだと考え､そのようなレベルでの説明を(他の種々のレ

ベルの説明と同時に)試みる必要も生じるのではないかと思われる｡

　この領域の主流の｢真に科学的な｣研究者からは､内省的な用語に基づく行動の過程の

記述はRomanesの時代への逆戻りを意味し､容認できないことなのかも知れない｡たしか

に内省的な用語の使用を無原則に認めるなら､動物心理学のみならず心理学全体が厳密な

方法論に基づく事実の収集という基本から逸脱し､結果としていい加減な手法で得られた

データを適当に都合よく解釈しただけの｢お話｣が大手を振ってまかりとおる､底の浅い

学問に堕する可能性がないとは言えない｡

　しかし少なくとも連合学習の研究領域においては､事実の信頼性に関しては実験計画､

条件統制､統計学的裏付け､そして結論を得るまでの論理性などにおいて十分なチェック

がなされる慣行が確立しており､実験者の主観によって曖昧なデータから特定の結論を強

引に導いたり例外的事実を一般化できる余地はほとんどないと言ってよい｡このような事

実の確認の段階における方法の厳密さは､どのような研究においても必要条件である｡し

かし他方では､行動に関与する過程についての内省的な洞察を一時的な｢ひらめき｣とし

てのみ位置づけ､厳密な方法主義さえ維持すればそれが半ば自動的に操作と対応づけられ
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るようになるとする従来の楽観的なモデル観ももはや成り立たないことはすでに見てきた

とおりである｡したがってMackenzie(1977)が指摘したように､Kuhn(1962)が定義した意

味でのパラダイムの確立を経験していない心理学では､科学性の枠あるいは定義そのもの

を問い直すような視点の変革も必要ではないか(佐伯,1982)｡

　しかしだからと言って､Griffin(1984,1992)やWalker(1983)のように､動物における

意識過程の存在そのものを事実から推測するという方向で議論を進めることは､共感を呼

ぶことはあっても､実証が不可能な問題を直接に問うているがゆえに説得性が薄い｡した

がってヒトの自然言語を利用するとして､も､それがもつ意識主義的傾向が喚起するこれら

の問題を回避するためには､あくまで過渡的分類のための方略として限定的に位置づける

べきであろう｡

　内省的な解釈を排除する他の理由として､Morganの公準すなわち行動科学における説明

の節約性の原理が持ち出されることも多い｡しかし､Morganの公準は何をもって節約的と

するのかを定義しないかぎり実際的な判定基準とはなりえない｡自然科学が万能であると

信じられてきた時代には､機械論･還元論的説明のみが節約的であるという主張がきわめ

て一般的に受入れられてきた｡だが､心理学を初めとする行動科学がこれまでに明らかに

してきた事実の総体は､生物の示す行動は復雑で可塑的であり､その純粋に還元論的な説

明は論理的には可能であっても煩雑さを避けることができず､むしろ｢理解｣という目的

にとっては他の説明がより簡潔である場合があることを示してきた｡　Ristau(199Dが､チ

ドリの偽傷行動についての自身による厳密かつ体系的な要因分析に基づいて提出した｢限

定的に擬人主義的な｣説明は､そのよい例である｡　Hebb(1966)が｢嵐の概念を雨滴の数を

もって記述することの無意味さ｣を指摘したように､行動の記述と説明には目的に応じた

様々なレベルが求められるのである｡‘そしてそのようなものの一つとして､｢心的過程に

関するすべての学問は行動パターンに関連づけることができる意識的な用語の理論を必要

とする｡｣(Ristau,199D｡
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