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知覚アグリゲートについての総合的考察

一オルポートの知覚諸学説批判とその構造学説（14）一

筑波大学心理学系 金子　隆芳

Agenera1ana1ysisofperceptua1aggregatesandaproposa1forintegrationoftheoriesofpercep－
tion：A　review　of　F．H．A11port’s　criticism　on　theories　of　perception

Takayoshi　Kaneko （1力∫ガ肋加ρ1P靱oんo／o馴，σ〃〃θκケ妙　ゲ　7＝∫〃尾〃ろα，7き〃冶〃ろα305，ノ4ψα〃）

　　In　the　conc1uding　chapter　of　hisτ乃θo〃θ∫ρ1力θκψ〃o〃α〃ゴ肋θ60〃oψ左ρ1∫か〃o肋κ　（1955），

F．H．A11port　gave　a　genera1descripモion　of　perceptua1aggregates　and　a1ist　of　issues　to　be

integrated　in　future　theories　of　perception．A1though　present　theories　of　perception　are　uncom－

promi亨ingIy　different　from　each　other　in　their　basic　concepts　and　modes　of　operation，there　are

major　features　of　perceptua1aggregates　common　to　every　theories，i．e．，interre1atedness，se1f－

c1osedness　and　circu1arity，space　and　time　bui1ding，f1exibi1ity，persistence　of　constant　re1ation－

ships，energic　cyc1e，energic　weighting　and　poo1ing，and　interfaci1itation　and　opposition．Further

issues　to　be　integrated　in　a　unified　theory　are　quantitative　versus　non－quantitative　aspects，fie1ds，

Gesta1t　concepts，equipotentia1ity，dimensiona1ity，motor　aspects，sensory－tonic　conception，and

others，for　a　tota1of　thirty　items．

Key由ords：perceptua1aggregates，theories　of　perception，integration　of　theories．

　これまで13回にわたってオノレポートの知覚諸学説

批判を辿ってきたが，それは同時にオルポート自身

の知覚理論に対する思想を反映するものでもあった．

当然，そこにはオルポートの独自の概念や用語が伴

うのであるが，その最も一般的な概念として「知覚

アグリゲート」がある．オルポートは［知覚アグリ

ゲート］をキー概念として，これまでに論じ来たっ

た知覚諸学説を分類し，総括した．

知覚アグリゲートとは何か

1．現象学からみた知覚アグリゲート

　行動主義をのぞけば，およそ知覚理論たるもの，

いずれもそれぞれの現象学をもっている．それぞれ

の・現象学において，知覚アグリゲートを形成する要

素にはそれぞれの特徴がある．それには要素の多寡，

その複雑性においていろいろあるが，っぎの3水準

にまとめられる．

a．対象の質やディメンジョンのような刺激属性の

　　単なる認識にとどまるもの

　このカテゴリーに属する理論には，感覚的核と文

脈項目よりなるティチェナーの核・文脈理論，フ．エ

ヒナーに始まる精神物理学，系列刺激判断における

ヘルソンの順応水準説，恒常知覚に関するブルンス

ウィク・エイムスの機能主義理論がある．

b．刺激の複合パターンの認識に関わるもの

　このカテゴリーには，ヘッブにおける図形認識の

問題，ウェルナーの感覚筋緊張場理論と運動調整に

おける位置と運動，ゲシタルト学派における図形布

置的場理論における知覚的分節的全体，形態質，テ

ンション，相貌性，バレンス，サイバネティクスに

おけるインバリアントなどがこれに属する．

C．知覚ダイナミクスにかかわるもの

　これはポストマンに始まる指向状態説の意識マニ

フォーノレドにおける白閉性知覚，情動の要因，誤認

の問題，対象の価値の効果などである．

2．生理学から見た知覚アグリゲート

生理学的視点からみて知覚アグリゲートを構成す

る要素は何か．これについては，すべての理論が刺
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激対象，受容器，近接刺激パターン，求心性神経イ

ンパルス，皮質過程を仮定するといってよいであろ

う．これは感覚系の構造的事実である．しかしそこ

に要求されるメカニズムはそれぞれ異なっている．’

　確率的機能主義は近接刺激パターンと要素的手が

かりを強調する．それが遠隔対象につながる．

　ケーラーは皮質における神経および神経節のトポ

グラフィーの考察から，神経終末間の化学的溶質を

場の媒体とした．これがゲシタルトの心理物理的場

となる．

　ヘルソンは中枢における生理的計算メカニズムを

仮定した．それが順応水準を計算する．

　ヘッブはシナプスにおけるエンド・ボタンの生成

と皮質における細胞集成体を仮定した．これが学習

の生理学的根拠である．ヘッブにおいては求心性神

経から筋収縮までの全体がアグリゲートを構成する．

　核文脈説では運動要素と自己受容感覚を考えるが，

これは感覚筋緊張理論，フリーマンの緊張パター

ン・バックラッシュ説においても同様である．

　指向状態説と仮説理論では外部感覚とその皮質要

素に，自律神経系における感情と動因の生理過程が

加わる．

　サイバネティクスでは自己受容，共振回路，シナ

プス・リレー，スキャンニングなどめ工学的アナロ

ジーがある．

　例外的なのはレヴィンのトポロジカルな場理論で，

レヴィンは生理的アグリゲートを完全に無視する．

他方，行動理論は求心系神経相互作用，部分反応，

ドライブなどの生理学的アグリゲート以外は考えな

い．つまり現象学がない．

3．アグリゲートの形成と作動

　これが知的理論のまさに中心的説明的問題である．

この問題に対して，現象学はせいぜいメタフォリカ

ルにしか応えられない．これが生理学的問題である

とすれば，各理論において生理学的アグリゲートを

どのように考えるか，ということとほとんど同じ問

題となる．

　トポロジカル場理論は生理学的アグリゲートを無

視するから，この問題には白紙である．他方，核文

脈説は生理学にむしろ問題を預けてしまうことに

よって，問題を回避している．

　その他の理論においては多少とも説明的メカニズ

ムを考える．まず順応水準説はアグリゲートを数量

化するプーリング・プロセスを仮定するが，これは

マッカロックにおける皮質の計算座標とその座標上

の変換不変項の思想に発展した．

　感覚筋緊張場理論は，いろいろな刺激条件が身体

の緊張エネルギー分布の総合的変化をおこす．それ

が知覚に等しく影響するという点で，それらの刺激

条件を知覚に対して互いに等価であると考える．

　運動調節理論では反応からのバックラッシュを考

え，これが皮質過程に影響するものとする．そこに

ホメオスタティッ．クな緊張体系，誘導，代理作用が
あ一る．

　指向状態説は閾と反応のヒエラルキーを論じる．

仮説理論は構えについて一般的に言及するだけで，

いずれもとくに生理的メカニズムについては言わな

い．しかし刺激情報，変換，試行とチェック，選択，

シフトなどのような行動的概念カミある．

　ゲシタルト理論は皮質の化学的媒質中の電気的場

のイオン濃度の分布を考える．この場は電気的ポテ

ンシャルの変化で乱されるが，つねに一定の定常状

態に達し，それが知覚の同型的基礎となる．電流の

自然的分布によってアグリゲートは結合され，分節

化する．記憶は場の痕跡である．

　知覚の過程において，もちろん求心系興奮パター

ンが中枢末端の場を規定するのであるが，同時にそ

の外的世界の知覚のトポグラフィーは，生体組織の

構造的条件によって拘束される．

　細胞集成体理論で，ヘッブは連合法則に依存する．

すなわちエンド・ノッブの活動によってシナプス抵

抗が低下し，集成体と位相連鎖が体制化し，やがて

恒久化するのである。他に循環回路，相互促進作用，

タイミングの協応，眼球運動の連結的作用，リクルー

トメントなどの神経的作用も考えられている．

　行動理論は知覚アグリゲートの形成と作用を表向

きには言わないが，部分的目標反応，求心系神経交

互作用，刺激コンパウンド，血中動因要素，連合汎

化，その他の生理学的媒介変数は知覚アグリゲート

と無関係ではないであろう．

　サイバネティクスはシナプスの情報ユニットのリ■

レー素子，大脳符号化，フィードバック，記憶と認

知の循環回路，走査ディバイス，不変項抽出メカニ

ズムなど，工学的な作動概念に事欠かない．

4．生理学アグリゲートと現象的アグリゲートと

　の関係

　この問題について最もはっきりしているのはゲシ

タルト説における同型的二元論であろう．

細胞集成体説も一っの同型説であるが，ゲシタル

ト説のようなマクロスコピックな同型でなく，ミク

ロスコピックな要素的な同型である．

　他の理論ではそのように特定されてはいないが，

いずれも暗黙のうちに心理生理的平行論があるもの

としなければならない．核文脈説において，「意味」
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は運動感覚と心像あるいは無意識的な生理的過程に

よって媒介されると考える．

　サイバネティクスには現象学と大脳状態とのアナ

ロジカルな同型はない．サイバネティクスは独自の

異なる言語を使用する．それは現象学と同型ではな

いが，平行的である．、

　トポロジカル場理論や指向状態説では現象学と生

理学との混乱の危険がある．言い換えればアニミス

ティックな相互作用の危険がある．

5．アグリゲート形成の縦断的側面

　この題目の意味するところは，知覚形成が先行経

験に基づくかどうかの問題である．したがって時問

と反復が必要かどうかということでもある．これに

ついて知覚理論は経験説と生得説に分かれる．　’

　精神物理学は伝統的に生得説である．時間も経験

も，いずれも知覚精神物理学的ディメンジョンに変

化を示さないという意味で生得的である．

　ゲシタノレト説は生得説である．すくなくとも体制

的全体は直接所与であるから，それ自身の体制の法

則による時問的変化はあっても，経験的学習的意味

における時問的成長という概念はない．

　レヴィンの場理論では，場の体制は時問のモメン

タリーな断面においてのみ起こる．それが行動の説

明の十分条件である．過去や未来は現象的現在に対

する非現在的平面たおける表現としてのみ考えられ

る．

　およそその他の理論ではすべて過去経験や学習は

重要な意味を有する．行動理論ではとくに中心問題

である．

　アグリゲートの縦断的側面としては時問的持続も

考えなくてはならない．すなわち記憶の問題である．

　記憶はゲシタノレトの大脳場理論においては場の力

の持続であり，痕跡である．サイバネティクスでは

再生成，循環ループ，永久的記憶の各種のディバイ

スがある．

　ゲシタルト説は体制の構造変化をあまり時間軸の

うえで考えない．コフカも大脳の場の時間ディメン

ジョンを行動循環の空間的変化に翻訳して考える．

6．アグリゲートの横断的側面

　アグリゲートの横断的側面には生理的アグリゲー

トの空問的局在性の問題や，その構成の形態学的精

度（細かさ）などが問題となる．

　受容器パターンと皮質過程の一対一対応の思想は

ゲシタルト説のとらないところである．ゲシタル

ト・アグリゲートの皮質空問はマクロスコピックで

ある．その中で図形の広がり，その境界の隣接，分

離，対称，閉鎖，場の力の白己分布などの特性が，

トポロジカルに対応する．場の力は互いに遠隔作用

する．

　ゲシタルト説の場は物理空間をモデルにするのに

対して，レヴィンの場理論は物理空間でなくて抽象

的な数学的空問を現象的生活空問のモデルにする．

かくしてトポロジー，ホドロジー，ベクトルなどの

幾何学概念が適用される．

　ゲシタルト説に対して細胞集成体説では，要素は

大脳のニューロン細胞であるからミクロスコピック

である．図形のユニットは拡散的でなく，鋭く局在

している．それが皮質において三次元的ラティスを

構成し，多数の複製があって，それが等能性を保証

している．

　フリーマンの運動調節理論は焦点的緊張パターン

と緊張の周辺的広がりを考える．

　順応水準説とサイバネティクスにおける空問情報

の計算処理には，感覚・連合領野におけるミクロス

コピックなネットワークが対応している．

　他の理論はアグリゲート要素の空問分布について

はあまりいわない．空間構造がなくはないが，それ

は皮質的な空問特性だけでなく，末梢要素（受容器，

体性，内臓，筋）をふくむ広いものである．

7．アグリゲートとアグリゲートとの関係

　この問題は知覚アグリゲートどうしの関係のほか

に，アグリゲートとサブアグリゲート，知覚アグリ

ゲートと他のシステムとの関係もある．知覚におけ

る汎化，等価，等能性，促進と抑制などの問題がこ

れにふくまれる．知覚理論はこれを説明しなければ

ならない．

　アグリゲート問の移調効果や，アグリゲートの形

態質の等価性について，ゲシタルト説はこれを場の

勾配によって説明する．サイバネティクスでは変換

群の不変項によって説明する．

　ゲシタルト説は相互に作用するサブシステムを認

めるが，体制の階層性をあまり考えない．

　レヴィンの場は個人の内的生活空間の中に分化し

た下位領域があり，その相互作用がある．これらは

しかし外的生活空間（移動の概念がそこにある）と

統合されていない．

　大きなアグリゲートの中のサブ・アグリゲートの

関係は，つねにインサイドーアウトサイド問題
inside－outsideprob1emをはらんでいる．この問題は

トポロジカル場理論，ヘルムホルツからブルンス

ウィクに到る機能主義，トランスアクショニズム，

指向状態説の悩みであった．

　これは知覚活動の中で，何を内包encapsu1ateする
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か，何を外延outsideにおくかの問題である．インサ

イドーアウトサイド問題はモーラー・モレキュラー

の関係，知覚防衛における個人と集団の関係，ゲシ

タルト場における対象の意味の問題，全体と部分の

問題，サイバネティクスの内部計算機の問題でも起

こってくる．

　細胞集成体説は皮質細胞集成体と位相連鎖の問に

交代を仮定して等価を説明し，全体概念“ヂによっ

て汎化を説明している．

　感覚筋緊張理論は，いろいろ異なる緊張発生条件

が知覚に対して等価に働くことを示している．確率

理論も各種の手がかりの機能的等価を考える．

　順応水準や関係枠のシフトによってディメンジョ

ン尺度が移動するのもアグリゲート間の関係の問題

である．

　知覚アグリゲート間の促進と抑制は，アグリゲー

トとアグリゲートの作用の最も基本的な様相である．

　場の力は図形の輪郭に沿って反対作用がある．複

雑な図形におけるアグリゲートの凝集と分離はアグ

リゲート問の促進または抑制である．ゲシタルトの

体制化は下位アグリゲート問の相互促進とみること

ができる．

　トポロジカル場理論では現象的な力の対立をベク
トノレで表す．

　位相連鎖は情緒，飢え，痛みによって崩壊し，新

しい体制となる．

　精神物理学においては対比効果の形でアグリゲー

トの対立が現れる．

　感覚筋緊張説における代理体験vicarious　experi－

enCeはアグリゲートの相互打ち消しといえるであ
ろう．

　トランスアクショニズムにおいて反対仮説によっ

て確信度が低下するのはアグリゲート抑制である．

　運動調節理論では構えのアンタゴニズム，知覚的

シフトの概念がある．

　サイバネティクスにおけるフィードバック・メカ

ニズムには正と負があり，これによってシステムの

作動が促進または抑制される．

　指向状態説における知覚防衛，価値共鳴はアグリ

ゲート間の不一致，対立，促進である．仮説理論に

おける仮説結合，競合仮説，独占仮説も同様である．

　知覚におけるアグリゲート間現象はきわめて一般

的であり，心理学全体にか牟わる広範な問題である．

8．意味とアグリゲートとの関係

　知覚的意味については満足すべき理論はないと同

時に，また意味について多少とも意味しない理論も

ない．

　核文脈説は意味の文脈説といわれるように，意味

はアグリゲートの文脈によりきまるが，その意味は

非実在的であり，純粋に論理的である．

　順応水準説のようなディメンジョン理論では軽い，

中位，重いといったような量的判断の序列に意味が
ある．

　精神物理学では，もしそれを意味というならであ

るが，感覚量以外に意味はない．

　確率理論では知覚的意味は対象知覚の何らかの量

的属性の度合である．あるいはそのような意識に到

る手がかり確率の重みづけと結合に意味がある．実

際，トランスアクショナル機能主義ではこれをシグ

ニフィカンスといっている．

　ゲシタルト説は意味を体制，平衡達成，全体部分

関係に対する洞察におく．同様にトポロジカル場理

論では意味は場の体制にある．

　細胞集成体説では意味は図形のアイデンティ
ティーにあり，また位相サイクノレ（概念の生理的対

件）が共通連鎖の活性化によって他の位相サイクル

と連合するところに意味をおく．

　感覚筋緊張理論では静的位置と運動が代理的関係

にあるところに意味が与えられる．フリーマンの運

動理論では，対象を見る共通の見方の抽象的一性梧に

意味が与えられる．一っの感覚過程から他の感覚過

程へ質が移転しても意味は変わらない．

　指向状態説は意味を説明しようとしない．むしろ

対象の意味が有機体の要求や価値を満足するかどう

かという問題意識において，道具的にこれを使用す
る．

　仮説理論はその仮説の中に意味があると考える．

あるいは刺激情報における仮説検証性の中に意味が

あるものと考える．

　行動理論では部分的予期目標反応が意味にあたる

であろう．

　サイバネティクスだけは意味のメカニズムをもた

ない．これはほとんど例外的である．しかしこのよ

うに知覚理論はみなそれぞれ何らかの形で，意味を

扱っており，それに関わるアグリゲートが多様であ

るのと同様に多様である．

9．ディメンジ目ナリティの問題と数量化の基礎

　これは知覚におけるディメンジョナルな属性と知

覚アグリゲートとの関係，あるいはアグリゲートの

概念でディメンジョンをどのように考えるか，とい

う問題である．

　現象的および生理的な知覚アグリゲートにっいて

論じるには量的数的以外の用語を必要とすると同時

に，量的ないしはディメンジョナルな特性を欠くこ
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とはできない．大きさ，明るさ，重さ，音の強さ，

ピッチなどの何らかのディメンジョナリティがある．

知覚アグリゲートの要素の数とか，そのエネルギー

的な側面，あるいはアグリゲート生起の量と確率も

量的な問題である．

　しかしここにはアグリゲート生成において，イベ

ントの数やエネルギーだけに依存しない，ある必要

な側面がある．すなわち関連イベントのクラスター，

イベントの全体パターンまたはフォーマットの結合

確率あるは構造的確率である．

　この構造的側面は知覚アグリゲートにおける量的

変数やディメンジョナルな増減とは無関係ではない

にしても，まったく別に考えられねばならない何か

である．

　知覚においてはつねにこのようなアグリゲートの

非量的側面ないしフォーマットがある．その枠組み

の中で対象の量やディメンジョンを表すエネルギー

が解発される．

　一つの構造は一定のエネルギー量をもっており，

それが対象のディメンジョナリティの知覚的基礎を

なしている．そういうエネルギー量をもってイベン

ト構造がはたらく．それがディメンジョン知覚の生

理的基礎である．イベント構造のフォーマットその

ものは非量的である．

　いまのところ知覚のディメンジョナリティの説明

に決定的な概念があるとは思われない．操作が違う

とディメンジョンの定義も異なる．

　精神物理学では感覚ディメンジョンは明らかに感

覚生理学的過程と関係があるものと考えている．

　核文脈説はボーリングが文脈の再解釈といってい

るのがディメンジョナリティと関係あるかもしれな

いが，それ以外はディメンジョナリティについて何

も言わない．

　細胞集成体説もディメンジョナリティについては

はっきりしない．

　ゲシタルトとトポロジカル場理論はディメンジョ

ンは場の強さやベクトル成分に依存すると考える．

　感覚筋緊張理論では緊張興奮と緊張変化の量で説

明する．それが回転速度や身体の傾きにおいて生理

的アグリゲートに参与している．同様に運動調節理

論は緊張パターン，変移量の量や強さとしてディメ

ンジョンを考える．

　順応水準説はアグリゲートの重みづけ平均強度

（刺激系列の強度範囲による）を知覚的ディメン

ジョンの基準とする．

　機能主義理論は手がかりの重みづけ結合の結果と

してディメンジョナリティを考察する．

　指向状態説はアクセンチュエイションの概念で，

動因的に増大するディメンジョナリティを考える，

有機体的欲求や価値のエネノレギーが外的刺激エネル

ギーと結合するとか，仮説の強さや結合によって

ディメンジョナリティが増加する．

　対象知覚の時問閾は指向状態説や仮説理論で大い

に問題となったところであった．この現象は知覚ア

グリゲートにおいて，対象知覚が成立するための刺

激エネルギーの十分な蓄積に必要な時問である．こ

れはまた違った形で量的側面を論じている．

　仮説理論は仮説の検証（コンファメイションまた

はインファメイション）に必要な最小刺激入力，す

なわち認知閾によって仮説強度を測定できると考え

た．これは行動理論が反応潜時によって反応ポテン

シャルを測定するのと同じ考え方である．

　サイバネティクスでは，ピッチ知覚は皮質受容器

表面上の空問的問隔によって与えられた．皮質メカ

ニズムはそのための計算ディバイスである．また量
は情報量とい’う特殊なディメンジョナリティになる．

　このように多くのディメンジョナリティの説明が

あるが，アグリゲート生成の確率のもとにある構造

的条件については，すべての理論がこれを無視して

いるように思われる．ディメンジョナリティと構造

的条件との依存性からディメンジョナリティを理解

する必要がある．非量的な構造がなければディメン

ジョナルな量もあり得ない．

知覚心理学理論の一般化と統合への指針

　各理論は有いに別々に成立ち，異なるバックグラ

ウンドをもっている．それぞれの理論が異なる用語

を使用し，そのシステムは一見相容れない．その一

般的統合は極めて困難と思われるが，一歩離れて概

観するとき，それぞれの理論に共通ないくつかの問

題を見てとることができる．そこに理論の一般化の

線が浮かび上がってくる．

　つぎに掲げる項目はいずれも何らかの形で知覚ア

グリゲートの部分ないし要素の複合を扱っている．

ここではこれを可能な限り，物的かつ対象指示的

physicd1istic　and　denotationa1な仕方で考えること

を試みる．同時にいずれもまた知覚の現象的対応を

もつものと考える．

1．知覚アグリゲートの相互関係性

　知覚アグリゲートは相互関係的，相互依存的であ

る．このことは古典的な心的化学，表象，創造的総

合などの概念にみられる．

　トポロジカル場理論やゲシタルト説における体制

と分節の原理は相互関係性の原理である．核文脈説，
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システム理論，細胞集成体説，順応水準説において

も同様であり，これはまさにすべての理論の特徴で

ある．

　アグリゲートそれ自体の内部にまた相互に関連性

がある．その場合，アグリゲートが並列的である場

合と包含関係にある場合とがある．

　包含的でないアグリゲート複合としては，ゲシタ

ルト説のサブシステム，レヴィン・モデルの下位領

域，フリーマンの運動調節のグローバリティ
g1oba1ity，ブルーナーの仮説結合，ハルの刺激複

合，サイバネティクスにおけるサブシステム相互関

係がある．

　それに対して包含的であるのは，マイノングのス

ペリオーラsuperiora，ヘッブの細胞集成体と位相連

鎖，学習理論の習慣ヒエラルキー，核文脈などであ
る．

　やや異なるアグリゲート複合として，外受容的感

覚過程と運動活動，動因，記」慮過程，認知との相互

作用をあげることができる．

　そのアグリゲートが大であれ小であれ，部分の相

互関係と相互依存は知覚の統一理論のための第一の

原理であるべきことは明らかである．

2．知覚アグリゲートにおける自己完結性と循環

　性

　知覚アグリゲートはどんなに複雑でも，一定のユ

ニットである．空問時問に関して限定されている．

ただしユークリッド的ではなくて位相的な幾何学で

ある．これをダイナミックな自已完結性の幾何学と

いう．

　完全な相互関係は開放システムではおこなわれな

い．いかなる部分もアグリゲートの一方または他方

の要素との結合なしに存在しない．知覚アグリゲー

トは空間時間において自己完結している．このこと

はアグリゲートの外部の要素との結合がまだ可能な

ときにもそうである．

　自已完結の例をあげれば，レヴィンの生活空間の

位相的境界，ゲシタノレトの閉鎖原理，ヘッブの細胞

集成体，刺激情報により完結するセット・フォーマッ

トまたは仮説など．とくに重要なのはサイバネティ

クスにおける循環性であろう．

　その他，ロッツェの局所網膜信号，筋緊張または

運動からくるフリーマンのバックラッシュ，循環回

路におけるネガティブ・フィードバックとオシレイ

ション．いずれもこれは時問空間的完紺性である．

これをキネマティックな循環性といい，エネルギー

循環性と区別する．

3．知覚アグリゲートの空間時間構成

　知覚アグリゲートは時問と空問のディメンジョン

の上に構成される．ここには刺激要素の過去経験，

過去試行，過去学習がある．ゲシタルト説にかぎっ

ては知覚アグリゲートの経験的側面と発生成長を認

めないが，他の理論は過去経験による時問空問の集

成を当然と考える．

　ヘツブは対象の一点から次の一点への眼球運動の

不規則な空問的移動の反復によって知覚が成立する

と考える．ヘルソンの順応水準は時問経過における

刺激の集成とその加算的平均（プーリング）による

ものであった．

　行動理論や仮説理論には試行の時問的反復による

反応の強化の概念，知覚的コンファメイションの概

念がある．

　神経的循環回路は時間的に持続し，アグリゲート

は要素の時問的系列，すなわち時系列を構成寺る．

そのような時系列的アグリゲートにおいて，時問と
空問一は等価かつ相互交換可能である．アグリゲート

におけるイベントの分布は，事象の空問時問的な全

体で出来上がっているものと考えられる．アグリ

ゲートの特性はあるときは空間的に，あるときは時

問的に現れる．

　ラシュレーの皮質系列の理論は，皮質の空問的配

列を時問的系列に翻訳するメカニズムを前提として

いる．サイバネティクスはスキャンニング回路と神

経伝導パターンによって時問空問の相互交換を行う

ものとしている．シナプスにおいては刺激の空問加

重と時間加重は等価である．

　生理的メカニズムははっきりしないが，コフカは

環境時問を空問的な力の場に翻訳した．

　イベントの蓄積，その過去の歴史を通してアグリ

ゲートを予測するということは，知覚をふくめたあ

らゆる学習過程の基礎である．知覚のいかなる問題

にせよ，その発生的側面を問題とすることなくして

は，理論は片手落ちといわざるをえない．

4知覚アグリゲートのフレキシビリティ

　現象的視点から知覚アグリゲートをみるとき，そ

こにはいつも多かれ少なかれデフォルムがあり，フ

レキシブルな形がある．知覚的空問，時問，運動，

角度，方向はしばしば歪みを受ける．そのような歪

みが知覚アグリゲートの相互関係の本質をなすよう

に思われ，ここにノン・ベリディカノレな知覚がある．一

空問的には錯視図形，図地反転，ファイ運動，時問

上の歪みとしては時問判断の歪み，主観的リズムな

どがある．

　指向状態説と仮説理論では自閉性知覚，知覚アク
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センチュエイション，刺激変換というようなことが

言われる．構えの理論におけるノン・ベリディカル

な構えと刺激のデフォルムも同じことである．

　歪みはアグリゲートの完全な崩壊にはならない．

すくなくともアグリゲートのトポロジカルな特性は

不変である．プレグナンツはゲシタルトのフレキシ

ブルな側面であり，ゲシタルト説は大脳場のトポグ

．ラフィーの変形によって説明する．レヴィンの生活

空問を包むジョルダン曲線は幾何学的にもっともフ

レキシブルな曲線である．

　フレキシビリティにも秩序と安定がある．アン

カー・ポイントがあって，歪みに限界を与えている．

恒常性も物的対象を近似的にしか写像しないという

意味ではフレキシビリテ．イの］つである．ブノレンス

ウィクのビトゥィーン・オブジェクトbetween－

objectがそれにあたる．

　トランスアクショナル・デモンストレイションは

フレキシブルな歪みの限界がかなり広いことを証明

している．人問の知覚と機械の図形認識との違いは

フレキシビリティにある．

5．知覚アグリゲートにおける不変関係の成立

　知覚的な量ないしディメンジョンの相対的な関係，

つまりパターン（音の場合はピッチ関係）は，その

成分の絶対値が変化しても変わらない．フレキシビ

リティを補償する安定の原理がここにある．古くは

工一レンフェルスの形態質，マイノングのスペリ

オーラがそれであり，ゲシタルト説を経て，サイバ

ネティクスの変換概念とインバリアントならびにユ

ニバーサルに到る．

　関係枠の理論，ヘルソンの順応水準説，シェリフ

の知覚的社会心理学などもこのカテゴリーにおいて

みることができる．ノルムとの関係におけるマグニ

チュードまたはディメンジョンの推定は関係の知覚

である．ノルムが変わっても，そのノルムとの関係

における量の判断はインバリアントである．判断は

刺激の絶対値に対してなされるものではない．

　感覚筋緊張場の理論では平衡軸との関係で身体の

傾きが判断される．行動理論も刺激のパターン関係

における反応を否定しない．ハル理論ではそれを求

心性神経交互作用とか刺激汎化，加重，刺激複合パ

ターンなどの構成概念によって説明する．

　広義にいえば知覚恒常はこの不変関係に属するが，

知覚恒常は形態質の不変とは異なる．知覚恒常は環

境に対する知覚の一層直接的なベリディカルな関係

のことであり，物理的な時問空問に関する一層直接

的な意味をもっ．したがって知覚恒常はマッカロッ

クの抽象的なユニバーサルとも異なっている．’

　知覚恒常の説明はブルンスウイクの確率機能主義

理論がもっとも積極的であるが，知覚理論にとって

は古くからの難問であった．

　刺激の洪水のなかで，インバリアントな関係を知

覚する能力は，おそらく系統発生的な発達によるも

のであるが，生物学的適応においてきわめて重要で

ある．

6．知覚アグリゲートにおけるエネルギー・サイ

　クル

　以上はみな知覚アグリゲートの幾何学的な，キネ

マティックな特性である．関係性，自己完結性，循

環性，空問時間構成，フレキシビリティ，不変関係

など，いずれもアグリゲートの構成の形式ないし

フォーマットであり，ディメンジョナルまたはエネ

ノレギー的な特性ではない．

　ここではキネマティックな自己完結性とは異なる

サイクル，すなわちエネルギー変化のサイクル，エ

ネルギーの集中拡散のサイクルを問題とする．

　場やシステムのエネルギー平衡には外部的影響か

ら撹乱が起こる．しかし安定したシステムであれば，

ふたたびバランスが回復して始めのエネルギー分布

となる．これは知覚や行動の生理的過程である．

　ゲシタルト説，トポロジカル場理論，運動調節理

論，感覚筋緊張の場理論などに，このようなエネル

ギー平衡がある．感覚筋緊張系では平衡原理は空問

的位置やマグニチュウドの規定要因であった．運動

調節論ではホメオスタシスと呼ばれた．

　サイバネティクスやケーラー理論においては，エ

ネノレギー現象は持続的な活動的な定常状態である．

それは撹乱から回復するという意味でサイクルであ

るが，知覚現象の説明においては撹乱と回復のサイ

クルというよりは，状態の維持が強調される．いず

れにしてもこの原理はエントロピーの概念と関係が

ある．完全な平衡は最大のエントロピーである．

　オープン・システムが定常状態を維持するという

のは，ネガティブ・エントロピーの最大到達レベル

の維持ということである．これは完全に静止した平

衡ではなくて，それに抗した動的安定である．

　エネルギー的には記述されないが，平衡回復は仮

説理論にもある．試行と検証を通しての知覚の安定

がそれである．

　行動理論では欲求解消がある．行動は静的な欲求

状態が乱されることから始まり，欲求解消で終る．

ここには媒介的な運動行動を通して，エネルギー・

サイクルとキネティックな，時問空間的（キネマ

ティック）なサイクルとの結合がある．顕現行動

overtbehaviorと潜在行動covertbehaviorを含めて，
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知覚であろうと何であろうと，およそ行動が関わら

ぬことはないとすれば，あらゆる理論においてエネ

ルギー・サイクルとキネマティック・サ■イクルとは

同時的に存在すると言わねばならない．

　エネルギー平衡と維持のサイクルの概念の中に，

知覚的行動perceptua1behaviorと行動的行為be－

havioral　act　or　adjustmentとの一般的同」性を見

ることができる．オープン・システムとしての有機

体の知覚理論としては，これを重要な原理としなけ

ればならない．

8．アグリゲートの相互促進と抑制

　アグリゲートは互いに促進的あるいは抑制的であ

る．高次のシステムを構成するアグリゲートは互い

に支持しあい，他のシステムは排除される．すべて

の理論は直接にしろ問接にしろ，アグリゲートの協

応的か反対的かの関係を認識している．これは有機

体と自然における広範な原理であり，知覚理論も例

外ではない．

理論再編成のための問題点のリスト

7、知覚アグリゲートにおけるエネルギーの

　　重みづけと加算

　知覚は多くのエネルギー事象の複合的濃度を有す

る．そのような複合において，それぞれの入力は一

定の条件によって重みづけされている．つぎに述べ

る多くの例で，この重みづけと加算の概念によって

知覚のディメンジョナリティないしは強度的側面が

説明されている．

　ヘルソンの順応水準は，刺激の出現頻度によって

重みづけられた幾何平均である．感覚筋緊張の場理
論では身体の傾きその他の外的刺激の，重みづけら

れた代数的加算が場の基準軸となる．

　確率的機能理論は手がかりのベリディカルな確率

によって重みづけが与えられる．知覚はそのような

確率の結合である．仮説理論では，例えばアクセン

チュエイション現象は仮説強度による重みづけに

よって解釈された．換言すれば，動因的な目標的価

値end－va1ueの構造と認知的な方法的価値means

va1ueの構造と］致するほど重みづけは大きい．そし

て方法的価値アグリゲートのエネルギーと，それと

共役構造的な目標的価値アグリゲートのエネル
ギー・インデックスとがともに加算されるのである．

　サイバネティクスではユニバーサルの計算に，あ

るいは運動出力のコントロールに重みづけ平均計算

が行われる．

　行動理論でも，現象的ディメンジョンはないが，

反応ポテンシャルの計算には習慣強度に動因を掛け

て重みづけをする

　このように重みづけや加算過程は知覚，とくに

ディメンジョナルな，量的側面の理論にとって広汎

な理論的認識となっている．それは強度，空問的大

きさ，位置，角度，時間閾，ベリディカリティの確

率，反応確率など，いろいろ多くの形をとっている

が，その公約数的なものはアグリゲートのフォー

マットの中のエネルギー量である．

　このようにそれぞれの理論のキーとなる概念と用

語，モデル，オペレイティング・モードmodusoper－

andiはそれぞれ異なるが，各理論に共通な性格とし

て以上の8項目をあげることができた．

　知覚行為，または過程がこのような性格をもって

いることについては，すでに実質的合意がある．各　　　・

理論はそれぞれの立場からではあるが，このような

一般原則の発見と定式化にすでに貢献しているとい

わねばならない．

　それでは知覚理論の今後の問題点はなんであろう

か．知覚理論の一層の統合のために，前師に論じた

8項目の原理を互いに関係づける何らかの手がかり

があるものであれば，それを明らかにすることが必

要である．そしてこれを一つの整合的な理論にまと

めなければならない．

　その他にも多くの問題がすでにかかげられたが，

それぞれの関係がまだ不明である。広汎な理論的プ

ログラムのアウトラインを試みるために，それらを

再編成する必要がある．つぎにそのリストをかかげ

る．はじめの8項目は前節にかかげたものである．
（1）関係性

　アグリゲートの要素の相互関係をより確実に物的

に，フィジカリスティカルに記述すること．

（2）自己完結性と循環性

　実際のイベントにおいて，この概念の意味すると

ころは何か．バックラッシュ，フィードバック，オ

シレイション，共鳴回路とは何か．すべての行動は

「過程」と「イベント」のサイクルとして記述でき

るか．

（3）空問時問構成

　空問と時問におけるイベントまたは要素分布の等

価性と相互可換性を明確にすること．知覚アグリ

ゲートはいかにして構成され，持続し，その自律性

を維持するものであるか．

（4）フレキシビリティ

　図形の知覚的な歪み（デフォルム）をどのように

説明するか．その説明はゲシタルトの現象学と］致
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するか．刺激変換とはなにか．アクセンチュエイショ

ンとはなにか．それは知覚的関係のインバリアンス

といかに調和するか．

（5）インバリアントな関係の持続性

　スキャンニング，コンピューティングとは何ぞや．

移調，形態質，ユニバーサル，ノルムと関係枠，関

係の知覚など，これを一つの統合的知覚理論に収束

で、きるか．

（6）エネノレギー・サイクルまたはレベノレ維持

　エネルギー・サイクルの詳細な記述が必要である．

それはキネティックな時間空問的循環性と如何なる

関係にあるか．平衡，定常状態，エントロピー，有

機体環境関係などの概念の相互関係はどうか．

（7）エネノレギー重みづけと加算

　これは一つの計算であるが，いかにしてこのよう

な計算が可能か．順応水準とは何か．確率重みづけ

や緊張効果の加算の有機体的事実は何か．

（8）相互促進と抑制

　セットの両立性と対抗性，場における力の合成，

代理性，知覚防衛，価値共鳴，選択，仮説の競合，

独占的仮説などの一般的説明はどのようなものにな

るか．

（9）量的なものと非量的なもの

　知覚の量的側面と非量的側面，両者の関係，ディ

メンジョンと共変法則の位置づけ．
（10）場

　生理学的視点から行動・の場理論的説明は可能か。

場のマクロスコピックな性格は感覚運動過程の特異

的なミクロスコピックな性格と統合できるか．

（11）ゲシタルト概念

　場の概念を抜きにして体制，プレグナンツ，分節，

全体性のような現象的特徴を説明できるか．超加算

性の現象に明確な意味を与えられるか．

（12）等能性

　等能性と全体作用（マス・アクション）をどのよ

うに説明し，知覚の特異的性格とどのように調和さ

せるか．

（13）ディメンジョナリティ

　感覚知覚のディメンジョンの生理的基礎は何か．

エネルギー，重みづけ，加算作用とどのように関係

づけられるか．異なるディメンジョナリティの共約

数は何か．

（14）運動の側面

　感覚筋緊張理論や運動理論におけるような，運動

の自己受容的な内部感覚的要素と知覚の外部感覚要

素とはどのように統合されるか．

（15）感覚筋緊張の概念

　感覚と筋緊張が知覚アグリゲートにおいていかに

特異的に関係しているのか．どのような要素の問に。

等価，交互作用，加算が行われるのか．

（16）セットと仮説

　準備的セット，維持的セット，中枢的セット，末

棺的なセットなど，セットとは何か．知覚とどのよ

うな関係にあるか．筋の持紛性収縮と一過性収縮の

違いとの関係．仮説概念，仮説強度，刺激情報，仮

説検証とセットの生理的事実との関係．

（17）関係枠

　関係枠理論は本当に枠をもっているのか．もしそ

うならそれは具体的に何か．反応はノノレムとどのよ

うな関係にあるのか．シェリフのいう社会的ノルム

と知覚とのダイナミクスをどのように説明するか．

同調性とはなにか．

（18）恒常性

　恒常性にも広義と狭義の恒常性がある．これをど

のように総合的に説明するか．
（19）閾

　有機体の特定の事件としてみるとき，閾とは何か．

それはエネルギー，ディメンジョン，セットとどの

ような関係があるか．

　閾下アグリゲートは，もしありとすれば，どのよ

うなものか．各種の閾論を統合するにはどうすれば

よいか．閾の上昇，下降，閾のヒエラルキー，閾下

知覚，自閉性知覚，知覚のアクセンチュエイション

などの生理学的意味は何か．

（20）精神物理学

　精神物理学的法則を知覚アグリゲートとそのオペ

レイションによって説明すること．

（2D動機づけと価値

　知覚アグリゲートにおける動機づけ過程の役割は

何か．動機づけと認知との関係および知覚における

価値との関係について．

（22）認知と記憶

　認知は知覚と不可分であるか．純粋に感覚的な対

象知覚から認知的対象知覚への連続的移行の生理学

的図式は何か．記憶過程の基礎とその生理的知覚ア

グリゲートとの関係はどうか．

（23）ベリディカルとノン・ベリディカルな知覚

　知覚理論はこの両者をいかに一つの説明図式に統

合することができるか‘

（24）学習

　学習と知覚の関係をいかに説明するか．行動理論

の学習概念によってゲシタルトや関係性の知覚を説

明できるか．学習と知覚は異なる過程か，一つの過

程の異なる側面か．

　形成中の知覚と出来上がったベリディカルな知覚

とにっいて．そのような議論は，学習における連続
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と非連続の問題や生得説と経験説の問題に何らかの

洞察を与えるか．

（25）サイバネティクス

　情報，ディジタル化，大脳符号化と計算，通信と

制御などの用語で知覚問題をどこまで形式化できる
か．

（26）機能主義

　機能主義的概念はどこまで役立つか．機能主義に

もいくつかがあるが，それらは調和できるか．サイ

バネティクスの目的論的メカニズムは一般化できる

か．知覚におけるモーラー・モレキュラーの区別は

有効か．工一ジェンシーは排除できるか．

（27）インサイド・アウトサイド問題

　アグリゲートのインサイド・オペレイションとそ

のアウトサイド関係をどのように連続できるであろ

うか．核文脈，ゲシタルト，トポロジカル場，機能

主義，指向状態，サイバネティクスなどにおける「包

み込み」encapsuIationと「繰り広げ」excapsu1ation

がいかにして回避できるか．

　もし関係ありとすれば，集合的社会的環境と知覚

とをいかに関係づけるか．

（28）意味

　知覚における具体的対象と状況の意味の本質と源

泉は何か．それを生理学的アグリゲートまたは過程

で説明できるか．具体的意味と抽象的意味は指示的

（テノウティヴ）に区別できるか．言語学的な意味

との関係はどうか．

（29）現象学

　意識的知覚の本質にっいてもっと明らかになるだ

ろうか．その面における方法論的改善はあるだろう

か．知覚的意識（パーセプト）はなぜ非指示的であ

り，非客観的であるのか．

　感覚の質あるいはモダリティーとはなにか．特殊

エネルギーに代わるよい概念はあるか．知覚の生理

学的基礎は知覚と同型的対応をなすであろうか．も

しそうでないとすれば知覚の現象学と物的に対応す

る何らかの合理的仮説はあるであろうか．

　現象学は放棄すべきであろうか．そしそうでなけ

れば，その役割は何であろうか．

（30）意識要素

　知覚の物的側面と同様に，知覚の現象的側面も一

つのアグリゲートであるということは，現象も要素

から構成されていることに他ならない．関係性の知

覚，恒常，セット，仮説理論，空問時問構成，確率

的機能主義，意味の内容，運動理論，いずれにおい

ても現象アグリゲートが考えられる．

　古典的な内省的要素よりも，より明確に，より論

理的に，その統合的関係において全体性を作るとこ

ろの，新しい要素を「ユニバーサルな部分」uniVerSa1

part－aspectsとよぶとすれば，いかなる「ユニバーサ

ルな部分」が知覚を形成しているであろうか．その

ような要素の同型的対応は何であろうか．

　知覚の要素は互いに解離しているものでは決して

ないが，それはやはり要素である．要素が要素であ

りながら全体的性格決定に参画するという形でゲシ

タルト説と妥協することが可能であろうか．そのよ

うな新たな要素主義で，ゲシタノレト説に代わってコ

ンフィギュレイションを説明できるであろうか．

おわりに

　かくして将来の知覚理論の応えなくてはならない

問題は以上に列挙したとおりである．これはもちろ

ん理論の問題だけでなくて経験的問題，すなわち実

験にまたねばならぬものもある．

　これは容易ならざる仕事のようにも見えるが，最

初の8項目については，すでに基本的な一般化がな’

されたものの反復である．その他の項目も，それぞ

れ過去の体験があり，そこには失敗もあれば当惑も

あり，成功もあった．これらは高度な理論的レベル

において呈示されているもので，その背後にはいず

れも長い蓄積がある．このリストそのものがこれま

での進歩を物語っているのである．
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