無意識的な知覚の認知的能動性

序 無意識的な知覚に関する認知情報処理研究
無意識的な知覚の問題は︑周知の通り︑錯覚に関する

渡

遽

光

雄

侯って︑従来不明な点の多かった無意識的な知覚に関わ

る認知情報処理の実態を少しずつ明らかにするものであ

人の無意識的な知覚に関する諸事象は︑認知情報処理

ると筆者には期待される︒

育研究の信頼性を損ない得る要因として捉えられてい

の関わりで︑研究者自身の無意識的な知覚が︑実証的教

上その多くが不明でありながらも︑二つの点で亜要な位

認知情報処理研究からの裏づけを得ている

る︑という点である︒節二は︑授業における学習指導者

ゲシュタルト心理学的解釈の中でこれまでにも紹介され

〇二︶︒ただし︑それは︑あくまでも︑無意識的な知覚

と学習者との関わりで︑彼ら自身の無意識的な知覚が︑

置づけを成すものとなっている︒第一は︑教育研究者と

の事象を凍えたものである︒そこには︑感情のような内

授業の成り立ちを妨げ得る要因としてとらえられてい

てきた ︵矢田部︑一九七二︶︒そして︑その解釈は︑今日︑

的事象の要因が組み込まれておらず︑また︑無意識的な

る︑という点である︒一九六〇年代以来︑第一の点は︑

︵松田︑二〇

ていない︒しかし︑今日︑無意識的な知覚については︑

実証的教育研究法の分野において︑また︑第二の点は︑

知覚の無意識性ゆえに︑認知的な能動性も取り入れられ
本稿で示されるように︑脳科学の研究成果に基づき︑感

実証的教育研究の信頼性と学習指導の成り立ちに対す

学習指導研究の分野においてそれぞれ見られる︒

明が行われている︒この種の研究は︑一九八〇年代以降

る無意識的な知覚に関しては︑今日︑そのネガティヴな

情的な事象を含む認知的能動性との関わりで実証的な究
における脳レベルの認知情報処理研究の急速な発展と相
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重大な要因として捉えられている︒しかし︑これまで︑

働きが︑実証的教育研究と学習指導のあり方を左右する

されているのかを論じるものである︒

体について︑今日︑その認知的能動性がどのように実証

本満は︑このような無意識的な知覚の無意談性それ自

一知的および感情的な記憶表象の活性化

その無意識的な知覚のネガティヴな働きについては︑そ
の無意識性の中身がブラックボックス的なものであるた
めに︑教育学的検討の埼外に置かれてきた︒そこにおい
て︑ネガティヴな働きの外的事象それ自体を確認するこ
とはできた︒しかし︑その働きのブラックボックス的な

撫意識的な知覚の認知的能動性に関する実証は︑無意

ているの一九八〇年代に登るまで︑ゲシュタルト心理学

識的な知覚に基づく認知活動に感情的要因がどのように

今日︑そのような無意識的な知覚作用のブラックボッ

で感情をともなう結党の現象が指摘されることはあって

無意識性ゆえに︑ネガティヴな働きそれ自体は︑そのま

クス的な無意識性は︑少しずつではあるにしても︑解き

も︑感情的要因を観み込んだ撫慮誠的な知覚の実証的解

まただ確認されるだけのコントロール不能な前提条件と

明かされてきている︒そのため︑無意識的な知覚のネガ

釈が表立って見られることはなかった

観み込まれているのかということを中心に繰り広げられ

ティヴな働きの扱いには︑変化の兆しが見えるように

示すように︑一九八〇年代以降に発展した認知情報処押

して扱われた︒

なった︒即ち︑実証的教育研究の信頼性や学習指導の成

研究において︑感情的安閑を観み込んだ無意識的な知覚

しかし︑以下で

の無意識性については︑それが人それぞれ固有の認知的

り立ちにネガティヴな影響を及ぼし得る無意織的な知能

になった︒

のメカニズムに関する実証的研究が顕著に見られるよう

能動性をともなったものであることが︑実証的に少しず
つ明らかにされてきた︒そして︑そのことにより︑この
無意識性それ自体がいずれは操作的に取り扱い可能にな
ると期待されるものになってきた︒
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続性

︵一︶知的および感情的な記憶表象の活性化における連
無意識的な知覚を前提にしながら感情の問題を一般的
な記憶モデルとの関係で実証的に論じた注目すべきもの

的な項目がどのように記憶されるのかということについ

て︑一つのモデルを︑実証的姦づけに遊づいて提唱した︒

即ち︑長期記憶の表象上で︑言語的に表現され得る諸々

の﹁名辞項目﹂の記銘が︑それらを成り立たせている﹁コ

感情を導く情動を記銘したノード

クスト・ノード﹂︶

と︑それらの項目を記憶したときの

う標題の論文がある

の﹁ムードと記憶﹂とい ンテクスト﹂ ︵心理的脈絡︶ を記銘したノード ︵﹁コンテ

な記憶表象と感情的な記憶表象のそれぞれの活性化の間

想結合させるモデルを提唱した︒そこでは︑記憶された

に︑バウアー︵G．H．BOWer︶

に連続性のあることを実証したものである︒そこでは︑

諸﹁名辞項目﹂

︵諸項目が明

の再生・想起は︑連想結合された﹁コン

に連

実験的に︑快感情のときに記憶した事項の再生・想起の

テクスト・ノード﹂の記銘状態が強ければ

の活性化の影響

︵﹁情動ノード﹂︶

成績は︑再生・想起時の感情が不快な場合よりも快な場

確に記憶されていれば︶︑﹁情動ノード﹂

︵BOWer﹂器こ︒この論文は︑知的

合において比較的良く︑不快感情のときに記憶した事項

ンテクスト・ノード﹂が強く活性化せずに︑連想結合し

れて﹁コンテクスト・ノード﹂の記銘状態が弱ければ︑﹁コ

た︒このとき︑知的および感情的なそれぞれの記憶表象

た﹁情動ノード﹂

をあまり受けず︑逆に︑諸﹁名辞項目﹂が唆昧に記憶さ

の活性化の間の連続性は︑つねに一定の強さを保ってい

辞項目﹂

の再生・想起の成績は︑再生・想起時の感情が快な場合

るわけではない︒両記憶表象間において︑知的な記憶表

も﹁情動ノード﹂の活性化に影響される分だけ︑その再

よりも不快が場合において比較的良いことが確かめられ

象は︑それが明確である場合には︑感情的な記憶表象と

生・想起には認知的バイアスが生じる︑というのである︒

バウア一によれば︑長期記憶の表象については︑﹁名

︵二︶記憶表象における﹁連想の対称性﹂

の再生・想起が﹁コンテクスト・ノード﹂より

の活性化の影響を受ける︒そして︑﹁名

の連想結合を弱めることになり︑逆に︑知的な記憶表象
が唆味な場合には︑感情的な記憶表象との連想結合を強
バウアーは︑いわゆる長期記憶のレベルで︑諸々の知

めた知的記憶表象が存在するのである︒
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て︑無意識のうちに︑その活性化を艮期記憶の表象上に

ある﹁情動ノード﹂

辞項目﹂と﹁コンテクスト・ノード﹂および﹁情動ノード﹂ 従って︑ある﹁名辞項目﹂︑ある﹁コンテクスト・ノード﹂︑
との連想結合を単位とし︑その単位が他への連想結合を

のそれぞれの活性化をきっかけとし

介して限りなく広がるというイメージで捉えられる︒そ

辞項目﹂を中心とした活性化の意図がその人自身にある

限りなく広げるようになる︒この場合︑ある特定の﹁名
の場合︑﹁名辞項目﹂と両﹁ノード﹂︑﹁名辞項目﹂どうし︑
﹁ノード﹂どうしの各連想結合は︑一方向の因果関係に

の働きに促されて他の

にしても︑長期記憶の表象レベルでは︑﹁追想の対称性﹂

への限りない活性化の広がりが無意

﹁名辞項目﹂﹁コンテクスト・ノー

はなく︑双方向の因果関係にあることに注意しなければ

ド﹂﹁情動ノード﹂

ならない︒そこでは︑まず︑幾つかの﹁名辞項目﹂が一
定の﹁コンテクスト﹂に即した特定の感情の下で記憶さ

れ︑長期記憶に﹁名辞項目﹂﹁コンテクスト・ノード﹂﹁情 織のうちになされることになる︒ここには︑﹁無意識の
ルが示されている︒

知覚﹂における限りない広がりを持った記憶表象のモデ

憶モデル﹂

﹁逐語記憶﹂と﹁主意記憶﹂に基づく﹁二重記

動ノード﹂の組み合わせで記銘される︒その後︑無意識

二

のうちに︑﹁コンテクスト・ノード﹂あるいは﹁情動ノー
ド﹂の活性化によって﹁名辞項目﹂が活性化して再生・
想起されることもあれば︑あるいは︑それとは対称的に︑
﹁名辞項目﹂ の活性化によって﹁コンテクスト・ノード﹂

する研究においては︑この短期記憶・長期記憶モデル

憶モデルを前提にして考えられてきた︒今日︑記憶に関

憶表象﹂と﹁連想の対称性﹂も︑この短期記憶・長期記

モデルが一般的であり︑前記の﹁知的および感情的な記

この事象は︑﹁連想の対称性﹂︵assOCiati完Symmet記
r憶
yモ
︶デルに関しては︑従来︑短期記憶・長期記憶の

あるいは ﹁情動ノード﹂が再生・想起されることもある︒

と呼ばれる ︵BarOn．N80︶︒

人は︑自らの長期記憶の表象に多数の﹁名辞項目﹂を︑
み合わせを単位として記銘し︑それらすべてを連想結合

に代わる新たな記憶モデルが捷唱されている︒それは︑

﹁コンテクスト・ノード﹂および﹁情動ノード﹂との組
させることになる︒そのため︑この﹁連想の対称性﹂に
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下で示すように︑同一の﹁名辞項目﹂に関する﹁逐語﹂ 数で覚えられる傾向があることも報告されている︒また︑

﹁二重記憶モデル﹂と呼ばれている︒このモデルは︑以 ために関連語の単語リストを覚える場合には︑少ない回

︵諾rbatim︶情報と﹁主意﹂︵gist︶情報の﹁二重記憶同
﹂一の単語リストを使った別々の記憶実験において︑記

憶の向上が見られる場合と見られない場合があることも
を特徴としている︒﹁二重記憶﹂は︑﹁知的および感情的

な記憶表象﹂とそれらの記憶表象にともなう﹁連想の対 報告されている︒こうしたことがらは︑長期記憶・短期

記憶モデル﹂は︑従来の短期記憶・長期記憶モデルより 場合の記憶の﹁二重性﹂が想定されるならば︑容易に説

称性﹂を置き換えたものでもある︒そして︑この﹁二重 記憶モデルでは説明し難いが︑一つの情報が記憶される

する﹁二重の記憶処理﹂︑即ち︑﹁逐語記憶﹂

︵完rbatim

も有効な説明力のある記憶モデルとして注目されている 明され得る︒﹁二重記憶モデル﹂ では︑一つの情報に関
︵Schneider紆Scbanteu一N00望︒

短期記憶・長期記憶モデルは︑ある情報が短期記憶で memOry︶と﹁主意記憶﹂︵乳stmemOry︶の同時記憶処

処理されることと︑そこを経て長期記憶で処理・蓄積さ 理が考えられている︒そこでは︑ある提示語グループに

れること︑そして︑長期記憶に蓄積された情報が作動記 対して蔵験者が﹁主意記憶﹂を優勢に活性化させて記憶

憶を介して想起されることを︑基本的な情報の流れとし すると︑次に提示される譜グループが異なってはいても

て示している︒このモデルは︑記憶実験で︑被験者が︑ それが同じパラダイムである場合︑その﹁主意記憶﹂の

意味上関係する単語リストの中から提示された語を繰り 再活性化により︑後で提示された語グループを記憶しや

返し覚える場合︑非提示語よりも提示語への記憶が向上 すくなる︒また︑同じ提示語グループであっても︑被験

するという事象をうまく説明できる︒しかし︑その単語 者が︑﹁逐語記憶﹂を優勢に括性化させて記憶しょうと

リストの他に︑同リストに関係する語から成る別の単語 しているのか︑﹁主意記憶﹂を優勢に活性化させて記憶

リストを使ったとき︑即ち︑同じパラダイムの二つの単 しようとしているのかにより︑記憶の仕方に速いが生じ

語リストを使ったとき︑被験者が︑最初の単語リストを ることになる︒﹁逐語記憶﹂の優勢な活性化は︑記憶情

覚えられるまで何回も単語を捷示してもらって覚えこむ 報の麓味よりもその形式を詳細に想起させ︑﹁主意記憶﹂
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の優勢な活性化は︑記憶情報の詳細な形式よりも意味を

されている︒そして︑生活場面で必要な﹁合理的思考﹂

齢とともに﹁主意表象﹂に依存する傾向が強まると見な

の活性化を端緒にして︑厳密さ

を求める﹁逐語表象﹂の活性化との組み合わせでなされ

の展開は︑﹁主意表象﹂

が多分に残されている︒ただし︑それは︑次のような物

る︒そこでは︑素朴でありながらも概括的な質的処理が︑

﹁二重の記憶処理﹂については︑まだ仮親的なところ

想起させる︑というのである︒

理的事象に類似した客観的存在とみなされ得るものでも

る︒例えば︑五︑八二七ドルと六八ドルのどちらを選ぶ

詳細な濃的処理との組み合わせで同時連続的に行われ

かというときに︑初めに﹁逐語表象﹂としての数字の級

ある︒すなわち︑視覚情報処理研究では︑同一物体から
の情報処理がその物体の細部を鮮明に祝知覚させ︑同時

発せられる高空間周波数と低空間周波数について︑前者

別と同時に︑もっとも正確さに欠ける﹁主意﹂

のレベル

に︑後者の情報処理がその物体の概括的な形象︵Ges邑t︶

レベルを構成する要因︵﹁潜在的価

としては︑次のように表現されるものごとの

捉え方がある︒即ち︑﹁他のものがすべて平等になって

値原理﹂︶

こうした﹁主意﹂

とする﹁合理的思考﹂に基づいた﹁意思決定﹂がなされる︒

で﹁多い・少ない﹂の識別が行われ︑後者の識別を優勢
を視知覚させることが知られているが︵Humpbreys一
−憲N︶︑﹁二重の記憶処理﹂は︑そうした視覚情報処理の

ように︑同一情報から詳細な情報処理と概括的な情報処
理を行うものとみなされるのである︒
このような﹁逐語記憶﹂と﹁主意記憶﹂は連続体を形

︵﹁平

﹁逐 いれば﹂という前凝集件の下で︑﹁給料や生存の機会の

語表象﹂︵くerbatimrepresentatiOn︶と記よ
憶う
時に
間︑
の誰
比で
較も同じ分駿のものを持つべきである﹂

成し︑そこでは︑情報に関して記憶時間の比較的短い

り多くの可能性があることを意味する﹂︵﹁頻度の原理﹂︶︑

的長い﹁主意表象﹂︵叫瞥representatiOロ︶が同時に形成等の原理﹂︶︑﹁より多くの回数があるということは︑よ

されることが実証されている︒人間の成長段階との関係

になる﹂︵基数性の原理︶︶︑﹁金銭の獲得のように︑多い

﹁全体にわたって等級をつける場合︑数の多さからの順

ことは少ないことよりも良く︑生命の救助のように︑い

では︑短期記憶・長期記憶モデルの場合︑成長とともに
では︑年

知的レベルで曖昧さが克服されて厳密さが強まってくる
と見なされるのに対して︑﹁二重記憶モデル﹂
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が

﹁今はじまったばかりである﹂と評されるものであった

の彼の成果も少しずつ公表されてきており︵Nlateくet

︵ScFneider紆Sc訂nteu■N00盟︑この種の研究のそ

くらかあることはまったくないことよりも良い﹂

︵﹁正の

選好の原理﹂︶︑﹁金銭の損失のように︑少ないことは多

いことよりも良く︑生命の損失のように︑まったくない

N害望︒今日︑その成果のまとめには大きな期待が寄
aL

︵﹁負の選好の原

﹁認知の質への感情の効果﹂に関しては︑すでに見て

ことはいくらかあることよりも良い﹂

である︒人は︑無意識のうちに﹁主意﹂レベルにおける

きたように︑一九八〇年代におけるバウアーの﹁ムード

せられる︒

こうした﹁潜在的価値原理﹂から﹁合理的思考﹂を繰り

と記憶﹂の研究において︑﹁連想の対称性﹂を前捷とし

理﹂︶ というようなものごとに対するそれぞれの捉え方

広げて自らの﹁意思決定﹂を行う︑というのである︒

ながら︑﹁知的および感情的な記憶表象の活性化におけ

の関わりで行われたものではなかった︒また︑この実証

このような﹁合理的思考﹂において注目されるのは︑

被験者が︑自ら﹁好感﹂を持った証拠に対しては質的な

的研究が前提とした記憶モデルは︑﹁二重記憶モデル﹂

る連続性﹂が実証されてはいる︒しかし︑この実証的研

﹁主意表象﹂を活性化させるが︑自ら﹁好感﹂を持つこ

が取って代わった短期記憶・長期記憶モデルであった︒

﹁潜在的価値原理﹂と並んで感情もこの種の原理に位置

とのできない証拠に対しては︑最初から選好せずに﹁逐

そのため︑こうした﹁知的および感情的な記憶表象の活

究は︑感情を含んだ﹁合理的思考﹂に基づく意思決定と

語﹂レベルの統計的判断にも似た﹁合理的思考﹂を展開

づけられていることである︒例えば︑ある実験において︑

し︑量的にわずかに違う細々したことがらを批判したこ

めて﹁二重記憶モデル﹂との関わりで解釈されなければ

ならず︑それは︑今後の課題として残される︒

性化における連続性﹂に関する実証的研究は︑今日︑改
のような従来非合理的

とが報告されている︒このように︑﹁二重記憶モデル﹂
は︑﹁価値・選好・感情的態度﹂

とみなされてきたものが意思決定を規定することを強調
している︒﹁合理的思考﹂における﹁認知の質への感情
の効果﹂についての研究は︑二〇〇三年の時点において︑
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三 認知的能動性を示すトップダウン認知情
報処理
大脳皮質における﹁知的および感情的記憶表象におけ

は︑無意織的な知覚の認知的能動性を予見することがで

きる︒その予見は︑以下で見るような一九八〇年代以降

の認知情報処理研究状況を踏まえるとき︑さらに強まる

記憶﹂と﹁主意記憶﹂に基づく﹁二重記憶モデル﹂は︑

機能的磁気共鳴映像法︵訂nc︷訂n巴MagneticResOnanCe

路に関する飛躍的な研究の進展が見られた︒そこでは︑

たことをきっかけにして︑人間の脳における祝知覚の経

血九人〇年代以降︑狭の脳で祝知覚の経路が発見され

のである︒

思考上の分析的な詳細さと直観的な概括さとの問わりが

訂a乳ロg︶により︑人間の視覚作用に基づいた動作に関

る活性化の連続性﹂と﹁連想の対称性﹂︑そして︑﹁逐語

き︑重要な示唆を与えてくれる︒即ち︑﹁二鹿記憶モデル﹂

する認知情報処理レベルの実態が次第に明らかになって

認知情報処理上どのようになっているのかを考えると
は︑まず︑ある情報に関してその概括的な質的内容を処

きた

弛的な知覚の認知的能動性をより明確に示すものとな

憶モデル﹂とバウアーの記憶モデルから予見される無意

︵G00da−e紆Mi訂er一NO定︶︒この状況ほ︑﹁二重記

理する﹁主意記憶﹂が︑その同じ情報の詳細なことがら
を処理する﹁逐語記憶﹂と同時連続的に行われることを

今日︑例えば︑人間が対象物を視認しながら事で掴

る︒

示す︒そして︑その﹁主意記憶﹂には︑記憶表象上︑﹁感情﹂

などとの連続性があることを示してくれる︒この場合︑
の﹁二蒐性﹂とそれら

んだり指で摘まんだりする動作の認知情報処理につい

﹁主意記憶﹂および﹁逐語記憶﹂

に基づく﹁連想の対称性﹂が解釈される︒そこでは︑﹁連

て︑大脳皮質の視覚惜報経路を特定する実証的な研究の

とき︑そこで見えるものは︑その対象物から網膜経由で

成果が多く示されている︒人間は何か対象物を視認する

識の連想結合の限りない広がりが描かれることになるい

発せられる祝愛惜報によって一方的に構成されるのでは

の両方を生みだす知的および感情的な表象の上で︑触意
筆者は︑このような﹁二重記憶モデル﹂の﹁二蛮性﹂

ない︒その対象物について人間自らがすでに抱いている

想の対象性﹂ゆえに︑分析的な詳細さと直観的な概括さ

をバウアーの記憶モデルとの関係で捉えるとき︑そこに
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において︑視覚対象物から感覚器官経由の情報に基づい

個々人固有の記憶情報や期待によって構成される︒そこ

なり︑その反対に︑物体の情報を処理する部位が損傷を

を知覚できるが︑﹁顔﹂

の

の形を知覚できても︑果物・野菜・草

の形を知覚することができなく

﹁顔﹂を画いた絵を見ても︑個々の果物・野菜・草花

てなされる知覚作用は︑﹁ボトムアップ処理﹂︵bOttOm・up

花を知覚できなくなる︒

prOCeSSing︶と呼ばれるのに対し︑視覚対象物に関するうければ︑﹁顔﹂

人間個々人固有の知識ベースからの影響を受けた視覚情

いて個別に行った結果を合成しているのではなく︑は

報処理は﹁トップダウン処理﹂︵tOpふOWnprOCeSSin顔
gに
︶関する情報処理は︑顔の臼や口や昇や耳などにつ
と呼ばれている ︵G00da訂紆Mi−完r．N00皇︒

︵チャンク＝Chun打︶として捉えているのである︒例えば︑

じめから顔全体を標準的にバランスのとれたまとまり

視覚実験で︑被験者に対し︑同一人物の顔写真二枚のう

︶ トップダウン視覚情報処理

﹁トップダウン処理﹂については︑それが︑たんに︑

形や配置を少し変え

ちの一枚について︑標準的にバランスのとれた目鼻口の

を受けた視覚情報処理ということだけで捉えられるなら

したものを逆さにし︑もう一枚のもとのものと並べて見

視覚対象物に関する個々人固有の知識ベースからの影響
ば︑これまでも言われていることであり︑何ら変りはな

せる︒その場合︑逆さの写真に対して︑被験者は︑目鼻

て多少恐ろしい顔に修正

い︒即ち︑隠し絵や錯視に対するゲシュタルト心理学的

人には︑目鼻口などの相互関係を中心にして他人の顔

けであると思ってしまう︵G00da−e紆MiFer一N00告︒

︵歪ませ︶

解釈で言われていることであり︑ことさら問題にすべき

口の標準的にバランスのとれた顔が逆さになっているだ

注目されることは︑例えば︑人の顔︑建物や施設などの

を繰り返し見ているという固有の日常経験がある︒その

で

場所︑あるいは︑果物や野菜などの物体のそれぞれに関

ため︑人の顔に対する知覚情報処理は︑顔の知覚に関す

ものではない︒しかし︑今日︑﹁トップダウン処理﹂

にある︒従って︑例えば顔の情報を処理する部位に損傷

から影響を受けることになる︒正位置

する情報を処理する大脳皮質の部位が特定されている点

という既有知識︶

る日常経験の記憶︵顔を目鼻口などの相互関係で捉える

が生じれば︑多数の果物・野菜・草花でかたどられた人
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さを感じなくなるのは︑こうした経験的知識に影響され

で見れば多少怖い顔でも︑それを逆さにすれば︑その怖

るところはあるにしても︑個々人固有の日常経験を通し

対象からの情報に基づいて﹁ボトムアップ﹂的に行われ

このように︑視覚情報処理については︑そこに︑視覚

︵二︶行為におけるトップダウン視覚情報処理

的に行われるところが大きい︒

て蓄積された記憶知識の影啓を受けて﹁トップダウン﹂

て知覚を行っているからであるということになる︒
また︑別の例で言うならば︑被写体の人物も背祭もほ
ぼ同じで一ケ所だけ遠いのある二枚の写寅の間で︑その
違いが注目すべき被写体の人物の中に少しでもあれば︑
すぐにその違いを指摘できる︒しかし︑二つの写其の聞
あっても︑すぐにその遠いを指摘することは雉しい︒こ

︵くeロtra妄ream︶とともに︑同じ大脳の頭頂葉におけ

以下で示すように︑大脳の側頭葉における﹁腹側経路﹂

で注目されることは︑

れは︑二つの写真の間で︑遠いが両写寅の意味内容︵被

る﹁背側経路﹂︵dOrSa−streaヨ︶を通しての﹁二重の惜別

さらに︑﹁トップダウン処理﹂

写体の人物︶ に位置づけられているか否かによって生じ

報処理﹂が見られる点にもある︒ここにおいて︑﹁腹側

で︑被写体である人物の背景の部分に多少大きな遠いが

るものである︒人は︑いろいろな物と一緒に顔のような

一

一

被写体が映っている写真を見るとき︑映されている頗を

側経路﹂は︑物の物理的な﹁大きさ・方向﹂の視覚情報

線路﹂は︑物の外形を視認する祝蒐情報処理を︑また︑﹁背

処理をそれぞれ行うものである︒

注視するという固有の日常経験を繰り返している︒そし
て︑写真に顔が映っていれば︑無意識のうちに顔を注視

その人の手元に対して反対向きになるように手渡される

例えば︑人にねじ回しを渡すときに︑その柄の部分が

顔を注視する固有の日常経験にも︑程度の差があるため︑

するため︑顔における少しの違いにも気がつく︵なお︑
気づく時間に差が生じる︶︒しかし︑背既に多少大きな

てねじ回しの外形から連想される意味内容︵﹁名辞項目﹂

場合︑通常︑その人は︑﹁腹側経路﹂

など︶を無意識のうちに活性化させながら

の情報処理におい

遠いがあっても︑背景への注視が無意識のうちになされ
ないため︑その背祭における遠いに気づくのが遅れるこ

することなく︶︑やはり無意識のうちに腕を伸ばして手

︵それを自覚

とになる ︵G00da−e紆Miher一N00告︒

の甲を手前へ自分の方︶

のかが事前に分からず︑視蒐対象物の振る個所を適切に

に向けて柄の部分を凝ろうとす

る︒このとき︑手の出し方は不自然にはなっても︑掴も

おいて視覚対象物全体の﹁大きさ・方向﹂に関わる必要

選べなかった︒しかし︑﹁背側経路﹂の視覚情報処理に

な位置の計算を行い︑視る個所の不適切さはあったにし

うとする指︵親指と他の指︶の間隔は適切となる︒しかし︑

事故等によって大脳側頭葉の

ても︑適切な﹁指の開き幅﹂による掴む動作の実行はで

﹁腹側経路﹂に損傷を受け

た人の場合︑その人は︑ねじ回しの身の部分︵柄の先に

きた︑ということになる

の﹁二重の

行っている︒しかも︑﹁腹側経路﹂では︑その人にしか

情報処理﹂によって︑網膜からの視覚情報を療自覚的に

うな大脳皮質の﹁背側経路﹂と﹁腹側経路﹂

人は︑目の前の物体を手で掴んだりするとき︑このよ

︵G8da訂紆MiheruN00告︒

出ている金属棒の部分＝シャフト︶の方を渡されたとき︑

の

の情報処理が働か

柄の部分をうまく掴みとれなかったことが報告されてい
る︒ただし︑この人は︑﹁腹側経路﹂

ないために物の外形を視認できないが︑﹁背側経路﹂
情報処理の働きによって︑掴み取る﹁指の開き幅﹂をそ

の方を差

重の情報処理﹂にその人自身の固有性が生じることにな

の物の物理的な﹁大きさ・方向﹂に合わせることはできる︒ ない既存の記憶知識の影響を受けるところから︑この﹁二
従って︑この人は︑ねじ回しの身︵シャフト︶

る︒これは︑網膜経由の﹁ボトムアップ視覚情報処理﹂

に対するその人固有の﹁トップダウン視覚情報処理﹂ の

の情報処理の損傷にとも

なう意味記憶の非活性化のため

優位性を示したものとなる︒ここには︑視覚情報処理に

し出されたとき︑﹁腹側経路﹂

に関する意味情報を使えないため︶︑差し出された物の

ついて︑大脳皮質上の﹁背側経路﹂

たにしても︑身の部分の大きさと方向性︵直径︶

ものでもあると言ってよいであろう︒そして︑﹁背側経路﹂

記憶﹂と﹁主意記憶﹂に基づく﹁二重記憶﹂に類似する

︵形状からの道具の位相

ねじ回しという道具性を認識できなかったが︑﹁背側経

の処理の﹁二重性﹂が実証されている︒これは︑﹁逐語

を合わせ︑身の部分それ自体を掴み取ることはできた︒

と﹁腹側経路﹂による﹁二重﹂の視覚情報処理は︑既存

の処理と﹁腹側経路﹂

路﹂の視覚情報処理により︑上手な掴み取りではなかっ

即ち︑損傷を受けた﹁腹側経路﹂におけるねじ回しの外

の固有の記憶内容に基づく﹁トップダウン処理﹂として

に指幅

形の視覚情報処理を行えなかったため︑それが何である
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優位に働き︑視覚情報処理者自身の固有のいとなみにな

断の研究において意思決定の問題がとりあげられ︑そこ

よっていっそう明確になってきている︒今日︑思考と判

語記憶﹂と﹁主意記憶﹂の﹁二重性﹂によって︑分析的

こうした状況を背既にして︑これまで非合理的であると

の捉え方は︑このような認知情報処理を前提にしている︒

で﹁合理的思考﹂が議論されるとき︑その﹁合理的思考﹂

る︒

な詳細さと直観的な概括さを生みだす知的および感情的

の凍え方が登場しているのである︒

みなされた感情からの影響を前提とする﹁合理的思考﹂

前述のように︑人は︑﹁連想の対称性﹂をともなう﹁逐

な限りない固有の連想結合を繰り広げている︒そして︑
れている︒ここには︑個々人固有の無意識的な知覚の認

﹁合理的思考﹂

自ら被ってもそれなりに意味のあるものである︑と諾い

人の場合︑﹁無念さ﹂のような感情が︑自分にとっては︑

きるものであると考える人も少なくはない︒そのような

働くことがある︒実際には︑感情を自らコントロールで

念さ﹂である場合︑﹁無念さ﹂を避けようとする思考が

能と思っている人においても︑例えば︑その感情が﹁無

できない︑と考えがちになる︒しかし︑コントロール不

人は︑ややもすると︑自らの感情を自らコントロール

︵こ感情からの影響を前提とする﹁合理的思考﹂

それに基づいた﹁トップダウン視覚情報処理﹂が展開さ
知的能動性を発揮する人間の存在が見られる︑というこ
とになる︒

を前提とする

四 感情からの影響とコンテクストの活性化

これまで見てきたように︑今日︑人の記憶作用を考え

基づいた﹁二重記憶﹂のモデルが見られる︒そこでは︑﹁連

聞かせることによって︑その感情を避けようとする思考

るときの考え方として︑﹁逐語記憶﹂と﹁主意記憶﹂に
想の対称性﹂をともなった﹁知的および感情的な記憶表

が働くこともある︒さらに︑喫煉を道徳的惑と信じるこ

非喫煙席のないレストランを避けようとする思考が働く

とから生じる喫煙への不快感のような感情がある場合︑
の実証性に

象の活性化における連続性﹂により︑限りなく広がる個々

の能動性は︑﹁トップダウン視覚情報処理﹂

人固有の能動的な連想結合表象が見られる︒そして︑そ
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をもたらす思考として捉えられ︑また︑不正確なものご

従来︑﹁合理的思考﹂なるものは︑ものごとの正確さ

は︑当人の意思決定に望ましいかたちで︑あるいは︑望

とがその不正確さゆえに非合理的で誤り・間違いである

こともある︒このような感情に影響された﹁合理的思考﹂
ましくないかたちで作用するのものであり︑また︑当人

そうした正確さをつねに求める思考として捉えられては

今日︑感情からの影響を前捷とする﹁合理的思考﹂は︑

と判断する思考であると考えられてきた︒これに対して︑

︵BarOn−N000︶︒

の思考それ自体を促進することもあれば︑損なったりす
るものでもある︑と考えられている

本稿では︑これまでの記述で︑無意識的な知覚に関し

﹁最善の方法﹂それ自体や思

索の﹁結論﹂それ自体が問題になるのではなく︑﹁思考

﹁二重 いない︒そこでは︑思考の

記憶﹂をともなった知的および感情的な記憶とその能動

方法の程度﹂が問題になるのである︒人は︑意思決定を

﹁連想の対称性﹂および

性の問題が実証的に扱われてきていることを論じた︒そ

行うさいに︑何らかの﹁ゴール﹂を達成し得る諸々の﹁可

て︑人間個々人に固有の

のことで以って︑本稿の目的は通せられたことになるが︑

能性﹂

稿を通して︑今日︑無意識的な知覚が︑感情に影響され

的思考﹂の間接との関わりに見いだされる︒筆者は︑本

考﹂であり︑その重みづけの大きさによって合理性の程

た﹁可能性﹂を選択する︒この一連の思考が﹁合理的思

的な重みづけを行い︑もっとも大きな億で重みづけられ

のそれぞれに対して﹁証拠﹂に塞づけられた主観

そのことの意義は︑無意識的な知覚を前提にした﹁合理

た﹁合理的思考﹂に位置づけて議論される必要があると

度が判断されるのである

基づく無意識的な知覚が﹁合理的思考﹂に位置づけられ

られるが︑その個々人固有の能動的連想結合の広がりに

りない個々人固有の能動的な連想結合表象の広がりが見

よび感情的な記憶表象の活性化における連続性﹂には限

見てきたように﹁連想の対称性﹂をともなった﹁知的お

介した︒こうした感情からの影響を前掟とする﹁合理的

に認知的バイアスが生じる︑というバウアーの見解を紹

ノード﹂の活性化に彩管される分だけ︑その再生・想起

の再生・想起が﹁コンテクスト・ノード﹂よりも﹁情動

憶表象の活性化における連続性﹂において︑﹁名辞項目﹂

筆者は︑本稿の初めの方で︑﹁知的および感情的な記

︵BarOn．N暮○︶︒

いうことを主張したいのである︒即ち︑これまで本稿で

るという捉え方の重要性を指摘したいのである︒
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イアスを無意識のうちに引き起こすことになる︒このこ

思考﹂は︑意思決定の場面においてさまぎまな認知的バ
事象である

もなく頻繁に励ましの言葉をかけがちであった︑という

自ら期待をかけることのできる生徒には︑叱賛すること

題の発生原因として意思決定研究分野では国際的にも広

﹁ゴーレム効果﹂を引き起こす雰囲気を示したものだが︑

︵Babad紆ROSentF已﹂箋N︶︒この事象は︑

とば︑現代社会でしばしば生じる危機管理上の深刻な問

ここには︑今日の意思決定の研究で言われる﹁マイサ

イド・バイアス﹂︵mysidebias＝自分側中心バイアス︶

く取り上げられている︒意思決定の研究分野において︑

が教師の側に現れていると言ってよいであろう︒﹁マイ

における無

こうした認知的バイアスは︑﹁合理的思考﹂

サイド・バイアス﹂とは︑第三者が有力であると見なす

情報を自分にとって好ましい情報として受け止め︑また

のではある︒そして︑その認知的バイアスを生じさせる
意思決定の場面は︑危機管理が盛んに叫ばれる企業のみ

同時に︑自分の好みに合わない外部情報を注目しない傾

意識的な知覚としての直観の側面から多分に生じ得るも

ならず︑人間形成の場面︑とくに学校教育の場面でも見

向を意味する

学校数育において︑授業中︑教師が指導上の意思決定

︵B胃On一NO芸︶︒

られる︒

を行うとともに児塵生徒が学習上の意思決定を行う際︑
の存在を報告し︑そ

﹁好意的な雰囲気﹂における学習が成親向上をもたら
し得るという﹁ピグマリオン効果﹂

教師と児童生徒のそれぞれの性格行動特性から︑指導行

為と学習行為をそれぞれ支える思考上の認知的バイアス

らであった︒彼がそれぞれの側に無意織のうちに生じる可能性は十分に

の存在を報告し

れとともに︑﹁不快な雰囲気﹂における学習が成繊低下
をもたらし得るという﹁ゴーレム効果﹂

︵R．ROSeロ昏巴︶

存在する︒ローゼンソルらの﹁ゴーレム効果﹂をこのよ

たのは︑ローゼンソル

うな認知的バイアスとの関わりから解釈すると次のよう
︵教育実習生︶

は︑指導の対象とな

方に偏りのある教師

らは︑次のような事象を紹介していた︒即ち︑ものの見

の児童生徒に対する教師の﹁嫌厭感﹂の﹁情動ノード﹂が︑

になる︒即ち︑一方では︑自ら期待をかけられない特定
に関する第三者からの有力な評

指導事項の﹁名辞項目﹂と連想結合して横柄な注意・叱

る特定の生徒︵高校生︶

には︑横柄で頻繁に注意・叱賛しがちであったのに対し︑

価情報を信じきった上で︑自ら期待をかけられない生徒
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﹁不快感﹂

の

の認知的バイア

イサイド・バイアス﹂のかかった﹁合理的思考﹂を展開

﹁情動ノー
し︑児戯生徒は︑﹁フレーミング効果﹂

資の行為を頻繁にとりがちになり︑他方では︑その教師
の指導に対する当該児童生徒の

スのかかった﹁合理的思考﹂を展開している︒こうして

﹁名辞項目﹂と連想結合し︑その結

ド﹂が︑学習事項の

﹁ゴーレム効果﹂が生じた︑ということになる︒

コンテクストの活性化を前提とする﹁合理的思考﹂

果︑学習活動を抑制して学習成頼の低下を招いたという
解釈がなされる︒
︵二︶

感情からの影響を前捷とする﹁合理的思考﹂には︑無

ここでは︑教師の側に﹁マイサイド・バイアス﹂が生
レーミング効果﹂と呼ばれる認知的バイアスが生じて

じているのに対して︑児童生徒の側では︑いわば﹁フ

の種類の認知的バイアスの問題が生じるため︑そのこと

意識的な知覚としての直観があるが︑この側面には︑別

的および感情的な記憶表象の活性化における連続性﹂を

にも注意しなければならない︒先に記したように︑﹁知

いると見なされる︒﹁フレーミング効果﹂と言われる認

が強調される表現︵言動︶

知的バイアスは︑同じ内容の事象であっても︑﹁潜在的
な利得﹂ ︵例︑好意的な行為︶

の再生・

想起が︑﹁コンテクスト・ノード﹂よりも﹁情動ノード﹂

記したバウアーの記憶モデルは︑﹁名辞項目﹂

の活性化に影響される分だけ︑その再生・想起に認知的

に対して人が好ましい気持ちで対応し︑﹁潜在的な損失﹂
︵例︑横柄な注意・叱責︶が強調された表現︵言動︶

バイアスが生じることを示していた︒そして︑コンテク

に

る ︵BarOn．N000︶︒

ストが明確に記銘されていてそのノードが強く活性化さ

対して人が嫌悪 ︵嫌厭︶を以って対応する傾向を意味す

ローゼンソルらの﹁ゴーレム効果﹂において︑教師は︑

響を受けにくくなり︑認知的バイアスも生じにくくなる

無意識のうちに指導事項の﹁名辞項目﹂と﹁嫌厭感﹂の﹁情 れるならば︑﹁情動ノード﹂の活性化があってもその影
動ノード﹂ の活性化および連想結合に基づいて意思決定

ことを示していた︒しかし︑認知的バイアスは︑以下で
の活性化・連想結合に

を行い︑児童生徒は︑無意識のうちに学習事項の﹁名辞
項目﹂と不快感の﹁情動ノード﹂

ンテクスト・ノード﹂

述べるように︑﹁情動ノード﹂の活性化のみならず︑﹁コ

の活性化によって生じることも十

基づいた意思決定を行っている︒その結果︑教師は︑﹁マ
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ンテクストであってもその記銘自体が認知的バイアスの がかからないという保障はない︒

例えば︑算数の授業で︑教師が︑﹁面積−m

あたりの

分に考えられるのである︒そして︑明確に記銘されたコ 影響が強い﹁名辞項目﹂の再生・想起に認知的バイアス
かかったものになることもあり得るのである︒バウアー

の記憶モデルは︑このようなことがらを関越にしていな 球根の数を球根密度といいます﹂と児慶に教えた場合︑

児塵の中に︑﹁球根数が密度になる﹂と記憶してそれを
かった︒
コンテクストは︑感情を導く情動のような起伏の激し 再生・想起する児鹿がいても︑それはそれで不思議では
い精神的エネルギー状態でほなく︑個々人固有の心理的 ない ︵麻柄︑一九九五︶︒この児塵は︑﹁面積−m あた

脈絡である︒とくに視覚情報処理の場合︑﹁形態カテゴ り﹂の﹁⁝あたり﹂という用語にともなう算数上の指導
視覚レベルの心理的脈絡となる

︵渡連︑山九九六b︶︒

からの視認奪で経験的に慣れている日本語の﹁⁝を⁝と

リー﹂をともなった﹁関係カテゴリー﹂の維持状態は︑ 事項二王ンテクスト︶を記憶しておらず︑ただ︑ふだん

そのため︑﹁コンテクスト・ノード﹂が明確に記銘され いいます﹂という文法上の構文事項郎ち構文コンテクス
ていて﹁情動ノード﹂よりも強く活性化すれば︑﹁名辞 トのみを記憶している仁l このため︑その構文事項を無意
いうと︑決してそうではない︒﹁名辞項fl﹂

のコンテク

教師からのメッセージ情報を記憶することになる︒そう

項目﹂の再生・想起に認知的バイアスがかからないかと 絶のうちに再生・想起し︑その構文上のコンテクストで

ストが記銘される場合︑それは︑認知情報処理の能動性 したときに︑この鬼魔が﹁球根致が球根密度になる﹂と

窮が︑次のような関税︑即ち︑﹁球根と球根のあいだを

によって︑記憶する人の性格行動特性に必ず依存するも 記憶しても不思議ではない揖そのような場合︑当の児
のとなる︵いそのため︑この依存状態のところで︑視覚情

徒つて︑視覚情報処理上のコンテクストが明確に記銘さ 広さーOm のところの球槻致を数えたら︑−m虹あたり一帖

どこも同じように植えてあるー苦ヨ⁝の広さの畑の中で︑
報の場合︑例えば︑錯視による認知的バイアスが生じる門

れたものであっても︑その記銘自体に認知的バイアスが ︵本︶ でしたが︑この畑の広きこ5m ぷんと︑この畑全
かかっていれば︑そのコンテクスト・ノードの活性化の 体こ8m ︶ では︑どちらの球根密度が大きいでしょう﹂
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という問題に対して︑畑全体の方が大きいと答える児聴

を示しているが︑これは︑﹁吋用性バイアス﹂

㌻′1ai訂bi≡y

に関する記憶が確かでそれをつねに判断に適用できる状

われる︒﹁吋用棺バイアス﹂とは︑﹁ある事象

bias︶

﹁⁝を⁝

と．√

がいても︑それは︑当然となる︒

を︑日本語構文の

態にある場合︑そうした記憶がその黎象の生起可能性の

︵用語︶

こうした児童は︑無意識的な知覚を適して︑﹁僚艦﹂
という﹁名辞項目﹂

らす認知的バイアスヘの対応

無意識的な知覚の認知的能動性がもた

苗arOn．N000︶．U

判断を左右する傾向﹂を意味する

結び

といいます﹂という明確な﹁コンテクスト・ノード﹂︑
あたりの︶球根の

そLて︑﹁面積−mNあたりの球根の数を球根密度といい
ます﹂のメッセージから﹁︵面積−m
︵命題︶

に強く連想結合し︑そこに明確な記憶表象を形成したこ

数を球根密度といいます﹂という﹁名辞項目﹂

とになる︒両者の記憶表象の場合︑﹁コンテクスト・ノー

性に関する認知情報処理研究の諸成果を適して︑その特

今日︑人間の思考については︑無意識的な知覚の能動

の形成とそこからの影響があるにしても︑ここでは︑そ

徴が次第に明らかにされつつある︒そこにおいて︑感情

ド﹂ の方の活性化がそれなりに強いため︑﹁情動ノード﹂

の影響は弱いとしよう︒児童は︑こうした記憶表象を撫

からの影響とコンテクストの活性化を前提とする﹁合理

的思考﹂は︑バウアーの記憶モデルと﹁二重記憶モデ

性ゆえに︑しばしば︑認知的バイアスを引き起こすもの

の

ことになり︑結果的に︑教師から︑﹁誤り・間違い﹂

意識のうちに働かせながら︑教師からの問題に解答する

ル﹂

今日的な﹁合理的思考﹂

として取り扱われ得る︒当然ながら︑かつての授業者と

の組み合わせから成る無意識的な知覚の認知的能動

評価を得ることになる︒児童は︑自らは当然の思考即ち
コンテクストの形成に認知的バイアスがかかってしまう

れた﹁ホーソン勃発﹂﹁ジョン・ヘンリー効果﹂﹁ピグマ

学習者の問の

の展開をしているのであるが︑

ことになり︑教師から見て誤り・間違いになるわけであ

リオン効果﹂のように︑感情︵情動︶

とコンテクストに

﹁無意園的影響関係﹂に関する研究に見ら

る︒この認知的バイアスは︑問題解答に関する確かな記
憶だけを想起してそれに基づいて解答しようとする状態
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をかけることもある︒

関連基づけられた﹁合理的思考﹂が︑学習上好ましい方

諸手立てが提案されており︑今後ともその提案が続くで

催葛藤﹂﹁グループ思考﹂などのキーワードで示される

あろう︒そして︑これらの提案された手立てを学習指導

︵正の偏り︶

だが︑そのような認知的バイアとは反対に︑﹁ゴーレム

に位置づける今後の取り組みを適して︑学習指導の構成

向で認知的バイアス

効果﹂ のような学習上好ましくない方向の認知的バイア

れることになるであろう︒

が生じた場合︑この﹁合理的思考﹂は︑

原理に無意識的な知覚を組み込む処方的手続きが求めら

︵負の偏り︶

ス
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当考
N文
⁚減

導上の深刻な問題を引き起こす

当事者にとって無自覚的なものであるゆえに︑学習指

⁚ROSent註

一九九二︑一九九六a︶︒日常の授業で︑﹁ゴーレム効果﹂

が授業者と学習者の双方に自覚されることなく見過ごさ
れたまま︑学習者の成績低下だけが授業者によって︑あ
るいは︑第三者によって﹁叱責される﹂ことは︑決して
珍しくはない︒また︑前述の﹁可用性バイアス﹂のかかっ

Uninteロde

の算数問題に﹁誤答﹂し Bau↓S．こ諾巴．Unintended Effects in Educati

対esearcb．KeeくeS一J．P．苗d︶．両軋莞已訂喜〜知鴫駕篭Cぎ

で︑﹁密度﹂

た児童が︑授業者によって﹁叱責されたままに置かれる﹂

．M00d
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ても研究が進んではいる︒そこでは︑﹁説明費任行為﹂﹁価

おり︑そうした認知的バイアスを是正する手立てについ

そして︑数多くの種類の認知的バイアスが見いだされて

の中で︑認知的バイアスの研究は盛んに行われている︒

今日︑思考と判断の研究のうち︑とくに意思決定研究

ことも決して珍しいことではない︒

た﹁合理的思考﹂
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