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凡例

一、底本における旧漢字はすべて新漢字に改め、旧仮

名遣いを新仮名遣いに改めている。いくつかの送り

仮名の統一をし、現代的なものにした。

一、底本にあった明らかな誤植は注記なしであらため

た。

一、参照文献でローマ数字で示されている数字はアル

ファベット I, V で代用している。参照文献中青字斜
体字で示したものはネット上に公開されていること

を示す。

一、【】、［＃］及びページ毎の青線で区切った脚注は、

すべて作成者の追加したものである。

一、「仮設」という表現は「仮説」とされるべきだが、
雑誌『心理学研究』では、「仮設」が使われているので、
底本のママにしている。
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Ⅰ．問題の提出
　思考過程の実験に当っては内観の方法がとられることが多
い。思考過程についての従来の実験の方法は Lindworsky など
の挙げたところを見ても知られるやうに内観が主だ。たゞ児
童の思考過程の場合については多く内観法がとられてゐない
(11）。また現代の研究の中には思考過程について筋肉に関する
行動心理学的方法をとるものさへ見出されよう。しかしことに
複雑な思考過程について内観的方法がとられることが今でも普
通に考えられてゐよう。ところが近時この方法は追試が不可能
だから科学としての心理学にあって採るべきではないとして内
観の方法が否定されてゐる。すなわち内観された意識は被験者
一個人にだけしか直接に知られえないので、実験の結果として
出て来てゐるその意識は相互主観的な知識とはならず、その実
験の結果を諸実験者が比較することが出来ず、したがって追試
が不可能だと言われる。このことが認められるならば、思考過
程についての実験はそれが内観法をとる限り、すべて追試不能
ということになる。そうするとそうした思考過程の実験の結果
を吟味しようがなく、したがってその実験は認められるとも認
められないとも決定のしようのない非科学的なものになって来
るということになる。そこで問題は思考過程の実験についてど
ういう方法をとったら追試可能な実験となりえるかというこ
とだ。それでこの研究論文ではこの問題に対して解答を与える
ことが試みられる。そしてこの試みは同時に思考心理学の実験
方法として内観法にまさる実験方法を需めてゐると思はれる
Gibson 及び McGarvoy(7, p.345）にこたえることにもなろう。
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Ⅱ . 実験方法の追試可能に関する諸理論
　それでまずはじめに一般に追試可能な実験方法として現在示
されてゐるものを見よう。ところでこれについては二つの方法
がたてられてゐるのを見ることが出来る。一つは物理主義的方
法と言われるもの、も一つは操作主義的方法と呼ばれるものだ。

1．物理主義的方法
　これは Carnap などによって唱えられるもので、それによる
と心理学の命題はすべて物理的言語に翻訳されえるものである
べきだとされる。すなわち心理学のすべての命題は一定の条件

（刺戟）の下に一定の行動（反応）を示す性質をもつものとし
ての人間及び他の動物の行動という物理的事象について言いあ
らわしえるものであるべきなのだ。たとえば「Ａ氏は今興奮し
てゐる」という心理的命題は次のような物理的命題に翻訳され
える。すなわち或る物理的刺戟に応じて或る仕方で反応する或
る特質をもった物理的構造の存在、この場合でいえばＡ氏の身
体とくにはその中枢神経系の物理的構造、たとえば呼吸や脈搏
の度数がたかまっており、そして或る刺戟に応じてなおさらた
かまって来ること、何か尋ねられてもあらあらしいそして要領
をつくさない答をすること、或る刺戟に応じてはげしい運動が
現れることゝいうような特質をもつ物理的構造の存在を言いあ
らはす命題に翻訳されえる。この物理的命題になってはじめて
誰れにでも観察の出来る相互主観的な知識となり、したがって
追試可能となる。それで心理的命題といわれるものは、他人の
心的なもの、また自己の心的なものについての具体的な命題で
あれ、一般的な命題であれ、追試可能のためにはその身体の物
理的事象に関する物理的言語に翻訳されえるものであるべきな
のだ（2、p．136-142）。
　ところでこのことは心理現象を表現する命題が物理的言語に
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翻訳されることが可能だということを確立することが出来さえ
すればそれでよいとの要求なのだ。すなわち心理学の命題は意
識の事実を言いあらわしたものでよいのだが、たゞその命題が
物理的言語に置きかえられるめやすのつくものであることが要
求される。だからこの条件さえみたされてゐるならば、心理学
の命題でさしつかえない（2、P. 108f）。それで Bergmann にあ
ってのように追試可能な領域に入れて来ることの出来る限りで
の、したがって内観的心理学的意味とはちがった意味での心理
的言語としてのＭ言語といわれるものが物理的言語とならんで
認められる。そのＭ言語とはたとえば「Ａ氏は昨日「私は楽ん
でゐる」と言った」という時に、これにつれて言われる「Ａ氏
は楽んでゐる」という言語のような、Ａ氏ならＡ氏の意識に関
する言語のことだ。これは決して内観心理学の意味での意識内
容を表現してゐる言語ではなくて物理的言語の一部としてその
特殊な場合と見られるべきものなのだ。というのはさきの例で
いえば「Ａ氏は昨日「私は楽んでゐる」と言った」という言語
はＡ氏の有機体のことを言ってゐる物理的言語なのだから、そ
の中の「私は楽んでゐる」という言語は実にこの物理的言語の
一部に外ならない。そして物理的言語の一部であるこの言語は

「Ａ氏は楽んでゐる」という表現となる。これはＡ氏以外の人
がＡ氏の有機体を観察してたてた命題で、Ａ氏自身の内観によ
る命題ではない。このようにして M 言語は心理的命題であっ
て物理的言語ではなく、これと区別されるものではあるが、つ
まるところは物理的言語に属させられる（1、p.421-424)。だか
らこのＭ言語の意味での心理的言語が使用されても追試は可能
となる。それでこのＭ言語の意味での心理的言語と物理的言語
とは次の関係にあることが Feigl によって言われる。すなわち
Ｍ言語の意味での心理的言語は個人の内的有機体的反応の表現
であるのに対して物理的言語は個人の外的有機体的反応の表現
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であって、前者の言語が直接性の極限を示すのに対して後者の
言語は相互主観性の水準を示す。M 言語の意味での心理的言
語と物理的言語とはこのようにその起源及び機能の点で区別さ
れるだけで、決して対象事物の根本的なちがい、すなわち心理
的言語は内観心理学的直接経験意識を扱い、物理的言語はこれ
と異質的な物理的事物を扱うというちがいをもってゐるもので
はなくて、たゞ同様に物理的言語の範囲の中での段階的区別に
よるに過ぎない。そしてこれに対して内観心理学での意識は情
緒的な意味のものとして、Ｍ言語の意味での心理的言語のもの
と根本的に区別される (6,p.428-440）。また Schlick のいう心理
的概念が、物理的概念と根本的に異質なものとされるよりはむ
しろ物理的概念の極限の場合として見られてゐると解される限
り（17, p. 286f)、これは意識を示すものだが、しかし内観心理
学のとはちがった意味で意識を示すものと言えよう。このよう
にして物理的言語に翻訳可能な限りでの心理的言語は相互主観
性をもつ段階の極限に位置するものと見られ、したがってこの
心理的言語によるならば追試可能なことになる。
　心理学の観察ならびに実験の結果が追試可能であるためには
物理的言語によるか、または物理的言語に翻訳されえる限りの
心理的言語によるかしての表現でなければならないというのが
物理的方法の主旨だ。

2. 操作主義的方法
　これは心理学の領域にあって Stevens や Tolman によって唱
えられる操作主義【operationalism】による方法だ。Stevens によっ
て見るならばこの方法については次のように示すことが出来
る。この方法でとられる手続は概念の規定される具体的な操作
に訴えることによって概念の意味を吟味する手続だ。すなわち
或る概念の意味を規定するためにその概念の得られる具体的な
操作にその概念を帰着させて行く手続だ。今たとえば「よい心
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地」ということについて見るならば、この場合このことばの意
味を事物や状況に適応させることによって規定して行くのだ。
ところで「よい心地」の適用されえる事物や状況としては種々
のちがった場合のものが沢山見出されるので、たゞそれだけで
はこのことばの意味は、漠然とした曖昧なものだ。それでこれ
をもっと精密にするためには、実験の方法によって被験者にあ
っての刺戟またその身体的過程の性質と反応との間の精密な相
関々係を発見して、「これがよい心地なのだ」とか「あれがよ
い心地なのだ」とかいうことが指示されえるようにする手続を
とる。こういう仕方の手続をとって行けば、「よい心地」の適
用される極めて具体的な事実や状況が指示されることが出来る
ようになって来る。それで「よい心地」はたとえば身体内部に
感じられるにぶい圧に対照的なあかるい圧の感情と相関々係を
もつことだとか、またこの場合のそうした反応は或る特定の色
やにおいの刺戟によってだと他のものゝ刺戟によってよりもた
やすく起されえるとかいうことが見出されて来る。こうして「よ
い心地」とはどういうことを意味するかゞ精密に一義的に規定
されるのだ。このようにして概念の意味が次第に分化されて精
密に規定されて行く。早期の段階では一つの概念の中にまだ分
化されない多くの意味が含まれてゐるのに対して、操作を進め
て行くことによって一つの概念の中に含まれるそうしたたがい
に区別されるべき意味を分化させ、その概念がその中のどの意
味を指すものとするかをきめて来るのだ。そうして概念のこの
意味をさらにより精密に分析して行くという風にこの操作の過
程はさきへさきへと進められて行く。そして概念の意味に関し
て各人の間に一致が得られるまで、または不一致の原因がわか
って誤解や争論の起ることのないようになるまでこうした操作
に訴えて行くのだ。この方法によればそこに得られる知識は心
理学の内観的方法によってのように意識についての個人的なそ
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して追試不能なものでなく、心理学の命題の言うところは経験
事実にてらしあわされ相互主観的に一義的にその意味が規定さ
れて験証が可能なのだ（18, p.326f, 19, 20, p.226-229）。
　こうした操作的方法によって実験がなされるならば、その実
験の結果として出て来た意味的なものは追試が出来るわけだ
が、意味的なもの、意識的なものが操作的方法によってどうい
う風にたてられて来るかはなお Tolman の示すところを見るこ
とによって明かになろう。その示すところによると心理学にあ
っては a）有機体が環境的刺戟状況に対処してその内的生理的
平衡の破られること、b）そうした刺戟状況及び内部瓦解の結
果としてこの有機体が行動すること、c）有機体のこの行動の
性質はその有機体における介入変数として規定されてゐるこ
とゝいう諸事実がまずたてられる。この行動は 1）環境的刺戟、
2）有機体のもつ遺伝、3）有機体の過去の訓練、4）食欲また
は生理的嫌悪条件という諸独立変数をその原因としてゐる。そ
こで今行動を B、1）2）3）4）の独立変数をそれぞれ S、Ｈ、Ｔ、
P で表せば、

B ＝ f1(S、Ｈ、T、P）
という方程式がたてられる。そしてこの函数 f1 の現実の形を
きめることが心理学の究極の目的とされる。さらに

B=f2(Ia, Ib,...In) 及び
Ia=fa

3（S, H, T, P)
Ib=fb

3(S, H, T, P)
Ic=fc

3(S, H, T, p) 等
という方程式がたてられる。ここで Ia, Ib、……In は介入変数
を表す。この I が有機体の行動の意味的なものを示し、欲求と
知識とにわけられる（22, p.364- 366, なお特に欲求については
23）。
　今、一つの例としてこの知識の一つである仮設【仮説】（関係
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についての志向、期待及び把握）について説明すれば次のよう
に言われる。一人の人間（意識的有機体）がＡＢ二つの戸口の
一方を選べば解決に達しえるような状況に置かれた場合、1）
その人間は二つの戸口についての関係的な像を志向しえるの
で、その人間のたてた仮設は意識的でありえる、2）その仮設
はその人間によって行動にさきだって吟味訂正されえる。たと
えばＡの戸口が開いてゐてＢの戸口が閉じてゐるとの仮設をた
てゝも、記憶をたどってＢの戸口の開いてゐてＡの閉じてゐた
ことを想起して、さきの仮設を訂正することが出来る。ところ
でこうした仮設はこれを介入変数と見ることが出来るとされる

（22、p. 376-378、仮設については 21、又実例として 10、ねずみの
弁別、学習というような知識の値を、知覚図形に向って跳ぶその行
動の錯誤の度数によって規定しようとする実験）。それでこの仮設
はさきに示された方程式にあって f2 と f3 とをきめることによ
って規定されえるとされ（22, p.378f.）、そしてまた f1 がきめ
られえることになるわけだ。それで介入変数は一方 S、H, T,P
と他方 B とによって規定される。これをいいかえれば意識的
有機体であるこの人間の意識的な仮設はその有機体における環
境刺戟状況と行動とからして函数関係的に規定されて来ること
になる。こうした規定関係はすべて欲求なり知識なりの意味的、
意識的なものの構成されることについて見られる。この規定の
仕方はさきの Stevens での規定の仕方と同様になって、実験の
結果として扱われるものすべてが、それがたとい意味的、意識
的なものであっても、こうした仕方すなわち操作主義的方法に
よって構成される限り、どの実験者によっても構成が可能で、
その実験結果は相互主観的知識となり、したがって追試可能と
なると言えることになる。

3．物理主義的方法に対する批判的理論
　以上に見られた方法に対する批判的理論としてまず物理主義
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的方法に対するものを見よう。Carnap の物理主義的方法に対
して Duncker は意識的なものをたてないわけに行かないこと
を説く。すなわち Carnap でのようにただ刺戟と外部反応との
二つの外部的部分（前者を部分 1 とし後者を部分 3 とする）だけ
を有機体について顧慮して、これら二部分をたがいに因果的に
関係づけようとしても、こうした闢係づけをするためにはこれ
ら二部分の間に介在する状況像（これを部分 2 とする）を顧慮
しないわけに行かないと主張する。Duncker がこゝに言う状況
像とは有機体が環境に対処して反応するに当って、与えられた
状況についてつくる一定の像のことで、この状況像の根柢に中
枢神経の過程が横わるとする。そしてこの状況像を顧慮すべき
である限り、意識的なものを刺戟と外部反応との間に介在させ
て見なければならないと主張する。たとえば書くのが億劫な、
しかし延期してもよい手紙を或る人が書かなければならない
時、その人がその靴先をじろじろ見てゐた（刺戟、部分 1）が、
急に立ってピアノのところに行って演奏した（反応行動、部分 3）
という事実が観察された場合、その人が手紙を書くのを延期し
てピアノを奏しようとの意識をもったということ（状況像）を
部分 2 として、これら二つの部分 1 と 3 との間に介在させな
くては、この場合の刺戟と反応行動との因果関係をつけること
が出来ないと言う（4,p.171）。そしてこのように認められる意
識的なものはしかし行動に対して二元的にこれと根本的に区別
されるものではなくて、行動と同型なものなので、たとえば他
人の興奮、意気消沈、緊張などは他人自身の意識状態そのもの
を意味するのではなくて、他人の行動の経過形式のところに現
象してゐるものを意味するとされる（4, p.165f、なおこうした
行動のところに現象的意識を観察しえることについては 8、p.155-
166）。
　そしてさらに科学としての心理学で扱われる意識は Duncker 
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によれば決して体験内容そのものを意味するのではない。たと
えば被験者が「私には白が見える」という供述をする時、その

「白」という供述に対して体験内容そのものとしての「白」が
応じるか「黒」が応じるかはすこしも問題でなく、その供述の
示す系列関係的性質だけが問題とされる。すなわち黒白の系列
が逆に見える眼鏡によって見られた白と黒との知覚は常態での
白と黒との知覚とその系列が体験内容から言ったら逆になって
ゐるわけだが、供述の言語形式に示される系列関係から言った
ら一致してゐるから、この両方の知覚はたがいにすこしも区別
なく扱われてよい。それでたとえば赤緑盲者についてはその色
彩体験の内容そのものについてでなくて、その色彩系列の関係
形式の点について健康者とちがうことが問題とされる。このよ
うにして被験者の供述について扱われるものは体験内容そのも
のではなく、一定の体系における系列的位置関係だけなのだ。
この系列関係は内容がちがっても同型を保ちえる移調可能的な
形式だ。このようにしてこうした供述を Duncker は形式言語
乃至結構言語と呼んで、心理学の言語はこの言語によるものと
する（4, p.167-169）。そしてこの言語によるならばこの形式は
相互主観性をもつから実験の結果は追試可能なわけになる。と
ころでさきに示されたように状況像を顧慮し、意識的なものを
介在させないわけに行かないのだが、Carnap の物理的言語で
はこの意識的なものについての表現が出来ないのに対して、形
式言語乃至結構言語は上記の意味で意識的なものについての表
現なのだから、心理学にあっては物理的言語よりひろい意味を
もつこの言語によるべきだとする（4, p.170f）。
　なお物理主義的方法にあっては機械的な行動だけが扱わ
れて、意味をもった行動が認められてゐないということを 
Carnap や Freigl に対する Tolman のことば（22, p.364 脚注）か
ら引きだすことが出来よう。
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4. 操作主義的方法に対する批判的理論
　操作主義的方法に対しての批判的理論としては、操作的方法
によっては個々の特定の概念を規定することしか出来ず、一般
的な概念の規定は出来ないという見解が見られる。Waters 及び 
Pennington によると、たとえば色盲の現象について Holmgren 
Yarn テストで被験者をテストし、そして石原その他の色彩テ
ストを使用する時、各々の場合に或る度合の色彩欠陥が発見さ
れるが、各々の場合にあって操作がちがうから、それぞれの場
合でちがった概念が得られるだけで、色盲についての一般的概
念は得られることになりえない。このようにして一つの操作に
ちょっとした変化があっても、もうそこにはたがいにちがった
概念が意味されることになるので、操作的方法による限り概念
の多様化に陥るだけだとされる。（25, p.418f, 3,15）ところでこ
の批判に対して Stevens は個々の場合の操作が或る一般的概念
のめじるしとなるものを満足させる時、これらの操作を関係づ
け結合してそこに個々の特定の概念をこえた一般的概念を得る
ことが出来るとして、操作的方法によって個々の特定の概念だ
けでなしに一般的概念が得られると反駁する（20, p.233f）。
　次に操作的方法での手続そのものに対する批判的理論として 
Varvel の見解を見ることが出来る。Varvel によると、Tolman 
の行動性心理学は刺戟等の環境条件と反応行動とをたがいに個
別的独立的に原子的にたてるので、その間に現れて来るとされ
る介入変数はそうした環境条件なり反応行動なりという個々の
経験事実とは別の層にあることになり、そこに経験世界とはち
がったものが推量されて出て来たことになる。したがってそう
した介入変数は経験的に証明されえないものとなる。ところが
経験世界にあっては刺戟なり反応なりのそれぞれの経験事実は
たがいに個別的に独立するものではなくて、力系性をもってた
がいに機能的に相属してゐるものと見られるべきものだから、
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そうした介入変数は環境条件―反応の場にあってその場の機能
的な性質として現れるもの、すなわち環境条件―行動の層と同
じ層に現れるものとなされることが適切だとされる。Varvel に
よると、なお Tolman は意味的性質をもった行動を記述するの
に遺伝、訓練等の個々の条件にそうした行動をもとづかせてゐ
るが、このことは意味的行動よりも遺伝、訓練等という部分的
なものをさきにたて部分的なものを基底とすることになり、全
体をその部分からして導きだそうと試みてゐることだ。ところ
が体制的全体からして部分が導きだされるべきなのであって、
Tolman に見られるように個々の独立な要素を最初の段階とし
てこれらにもとづき、これらを結合して体制的全体へと組みた
てゝ行くべきものではない。また次に Tolman では有機体とそ
の環境とについて次のような力系的関係が示されてゐない。す
なわち一つの刺戟の与えるべき效果は孤立してゐないで他の多
くの刺戟の与えるべき效果に依存してゐると見られるべきであ
り、また刺戟は有機体の局部に対してでなく有機体の全体体制
に対して作用すると見られるべきであり、そして刺戟と有機体
の意識とはたがいに独立に対立するのでなく、これら両者は一
つの全体過程の力系的結構の各部分として共軛的関係にあると
見られるべきだとされる。そしてさらに Varvel によると、有
機体が意識し行動する時には有機体は一つの統一体として反応
してゐるもので、その有機体にあっては意識と行動とは本来分
析されるべき性質のものでなく、そこにあるものは心的でも物
的でもなくて力系的結構的な全体なのだ。この全一的力系の抽
象的一面が意識であり、他面が行動で、この両者は有機体の全
体の反応からして心的と物的との両象面に抽象されえるに過ぎ
ない。それで刺戟、心的過程行動はたがいに独立に分離され区
別されるべきものではない。そして心理過程は個別的に対立的
にたてられた刺戟と行動とを結合するに当って両者の間の橋渡
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しをつけるために第三者としてつけ加えられるというようなも
のではないとされる。
　以上のようにして Varvel の言うところによると、Tolman の
操作的方法は環境条件と反応との機能的全体的関係を考えては
ゐても、それらを個々独立に考えて、それら個々の要素の上に
それらを基底として踏んで立つものとして意味的な介入変数
を考えてゐる傾向があるから、まだ完全に全体機能的ではな
い。すなわち Tolman では意味的なものすなわち介入変数のた
て方がゲシタルト心理学の力系的場の意味的なものをたてる仕
方に近づいてはゐるが、そこにたてられた意味的なものはまだ
産出説によるゲシタルト性質の程度に止まってゐるとされてゐ
る（24,p.384-399、なお一般的に全体機能的関係の点については 9, 
p.153-155）。

Ⅲ . 思考過程の実験方法の吟味
　以上に実験方法の追試可能に関する諸理論が見られたが、次
にこれらの理論の適否を見るために実際の実験方法の事実、と
くに思考過程の実験方法の事実を見て行こう。そのためにこれ
まで諸心理学者によってなされた思考過程についての若干の実
験方法を追試可能の問題の観点からして吟味し、そして思考過
程という意識を扱う実験の方法がどういう風にされたら適切に
追試可能となりえるかを考えて見よう。
　1. 内観法による思考過程の実験方法の吟味―Willwoll の概念
構成の実験にとられた方法について
　吟味される実験方法としてはじめに Willwoll の概念構成の
実験の方法を見よう。この実験は有意味な材料からして新しい
概念を構成することを観察しようとするもので、その手続は次
のようだ。被験者（大学々生）にたがいにちがった意味をもつ
二つの語を示し、この二つの語にとって共通な概念を構成させ
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る。その際次の教示が与えられる。「私は今あなたに全くちが
った内容の二つの語を短時間の距離を置いて継続して言いま
す。これらの語に――乃至それに応じてゐる内容に――とっ
て出来るだけ一番近い高次の共通な上位概念を構成するよう
に、そしてこの概念を一つの表現で再現するように試みて下さ
い。解決が出来た時、または解決があきらめられた時、ハイと
言ってそれから最初の刺戟語をきいた時から反応までの内部体
險の全過程を記録して下さい」と。そして呈示された語の対は
1）上陸地――隔段の中段、2）自動者用眼鏡――ラムプの笠、
3）足場――松葉杖、4）巫女――霊媒、5）鳥籠――犬の鎖、
6）けはしい――突然の、7）急傾斜の――はげしい、8）不器
用な――不躾な、9）命令的――標準的、10）勇気のある――
無分別な等、34 種ある（26,p.60-63）。今そのプロトコルの中
から次の一例をとり出して来て吟味して見よう。被験者 17, 課
題 2 は（自動車用眼鏡――ラムプの笠）、解答（眼のための保
護）。この例にあっての被験者のプロトコルは、眼鏡の時に私
は自動車の運転またそれに必要な全装備を考えました。ラムプ
の笠の時にはところで両者とも光に関係するということがわか
りました。ラムプの笠はラムプを保護し、眼鏡は眼を保護する
ということをちょっと考えました。しかしすぐにそれはよくな
いということがわかりました。それから雪眼鏡及びスキーの走
者を考えて見ました。ラムプの笠の美的内容についても、それ
が装飾品だということを考えました。これらすべてはしかし事
情に適しなかったので斥けました」。そしてこのプロトコルを
Willwoll は次のように解説する。「両刺戟語を理解してから後、
最初に現れる一般的知識は両者すなわち自動車用眼鏡とラムプ
の笠とは光線に関するということだ。同時に保護機能が同様に
両者に共通なものとして意識される。しかし最初には全く大ざ
っぱにしか意識されず、光線を保護するのか光線から保護する
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のかどちらにしても「光線保護」だということだけが意識され
てゐる。それでラムプの笠はまずはじめにはラムプのための保
護として考へられえる。それからしかしこれはよくないと認め
られる

＊ )

。そしてやっともっと適した、もっとせまい上位概念で
ある「眼の保護」が得られて来る」と。（なお他の多くの事例
についても同様のプロトコルと Willwoll の解説とを見ること
が出来る）（26, p. 61-63, p.106ff）。
＊）Willwoll のこの解説中のゴチは筆者によってつけられたもの。

　ところで Willwoll のこうした実験は内観法をとっでゐると
解することが出来よう。その教示を見ればかかるように被験者
が課題を与えられてから解決なり断念なりに至るまでのその内
部体験の全過程を後から記録るようになってゐるが、このこと
はブロトコルの言語表現の奥に被験者の概念構成の意識過程を
認めることになると解することが出来ようからだ。このことは
被験者の思考過程という直接経験、すなわち被験者自身にだけ
しか直接知られえない被験者の内部の意識内容のあることを認
めてゐることになろう。そして上に挙げられた事例のプロトコ
ルについての Willwoll の解説を見ると、ゴチにした部分に『意
識』乃至それと同種の語が使用されてゐるのが見出されるが、
これは Willwoll が被験者のプロトコルの表現を通してその奥
に被験者の意識内容のあることを認めてゐることを裏書するも
のと解することが出来よう。今もしこの実験にとられた方法を
このように内観の方法だと解することが出来るならば、この実
験はどうして追試が可能かが問題になろう。というのはプロト
コルの内容と見られる被験者の直接経験としての思考過程は被
験者自身にしか直接与えられえないものなのだから、たとい同
一の条件をもって追試することにしても、そこにたてられて来
る第二の被験者の概念構成の思考内容はまたその被験者自身に
しか直接与えられえないからだ。それはこのようにはじめの被
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験者の思考内容も次の被験者の思考内容もそれ自体だけに閑じ
られ、たがいに絶縁されており、この両者をたがいに比較する
ことが不可能だからだ。たがいに比較されえないとなれば、そ
れらがたがいに一致するともしないとも決定のしようがなく、
したがって追試は出来ないことになる。他の事例についても同
様だ。
　それで以下では Willwoll を離れてこのような実験がそれで
はどうしたらば追試可能となるかを考えて見よう。上記の例で
いえば結果として出て来た被験者の概念構成の思考過程が追試
での被験者のそれと比較されてたがいに一致するかしないかを
きめることが出来ればよいのだが、そのためにはその思考過程
を内観心理学の直接経験の意味とはちがって次のようにたてゝ
来ることが出来よう。すなわち被験者に対して自働車用眼鏡と
ラムプの笠という対の刺戟語を教示とともに与えると、こうし
た条件の反応として言語的表現としての被験者のプロトコルが
結果されて来るのを観察することが出来る。被験者の有機体に
ついてのこの条件と反応との有機的関係をその全体過程の場に
おいて観察すると、その条件と反応との間に被験者の概念構成
の思考過程とされるべきものが補全されて構成されないわけに
行かないことになろう。教示ととに対の刺戟語が与えられたこ
とゝプロトコルを書いたということとだけではただ時間的に前
後して起った二つの事実が観察されるだけだろう。これに対し
てこれを条件と反応との関係をもつ一組のまとまった事実とし
て観察するならば、被験者が二つの刺戟語をまとめて一つの概
念を構成するというその過程がプロトコルに書かれてあるのだ
というように、思考過程がプロトコルの言語的表現という反応
の意味として実験条件と反応との両事実に即してたてられない
わけに行かなくなろう。こうした思考過程は被験者の直接経験
ではなくて、被験者の有機体についての実験操作によって構成
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されるのだから、そうした実験をするならば誰れにでも一様に
知られえる相互主観性をもったものとして追試が可能となると
言えよう。すなわちはじめの実験と条件を同様にして追試を行
う時、そこに結果として出て来た被験者の概念構成の過程はは
じめの実験の結果として出て来た被験者の概念構成の過程と同
様に、どの実験者にでも出して来ることの出来るものと言えよ
う。したがってこれら二つの思考過程は比較されてたがいに一
致するかしないかゞきめられえよう。このようにすれば思考過
程の実験は追試が可能となると言えよう。
　なお追試についてはこの場合の実験条件である教示なり刺戟
語なりという環境状況を同じにすることが要求される。今たと
えば前記の実験（自働車用眼鏡とラムプの笠とを対の刺戟語と
する）を追試するためには、環境条件の一つとしてたとえばこ
の両刺戟と同じ刺戟語が被験者に与えられなければならない。
たゞしこのことは刺戟語そのものゝ同一ということではなく
て、刺戟語が被験者に解される意味の同一ということで、刺戟
語のこうした意味が追試ともとの実験とで同じでなければなら
ない。ところでこうした刺戟語の意味は実験にさきだちはじめ
からきまってゐるのではなく、被験者の示したプロトコルの意
味とにらみあわせてはじめてどういう意味にその刺戟語が被験
者に解されてゐるかをきめることが出来る。すなわち被験者に
刺戟語（事物としての）を与え、外部反応としてプロトコルの
言語的表現を起させ、これに即して思考過程を構成してプロト
コルの意味を知り、この意味とにらみあわせて被験者にとって
の刺戟語の意味を規定するのだ。それだから刺戟語の意味はこ
の実験操作の全体過程からしてこの全体過程の他の部分と見ら
れる被験者の有機体、事物としての刺戟語、反応としてのプロ
トコルとその意味との機能的関係によって規定されて来る。し
たがって刺戟語の意味が同一かどうかは実にこの実験操作の全
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体過程によってはじめてきめられえる。このように規定された
刺戟語の意味がはじめの実験と追試実験とにあって同じなら
ば、刺戟語の点について二つの実験は条件を等しくすることに
なる。他の環境条件の同等ということについても同様だ。追試
のための刺戟語の同一ということはこの意味で考えられるべき
で、刺戟語そのものゝ同一ということではない。というのは実
験操作の全体過程から独立に切りはなされては刺戟語そのもの
がたとい同じでも、実験操作の全体過程がちがうものである場
合には、その実験の過程の中での刺戟語としてはちがった意味
をもって来えるし、逆に刺戟語が独立な要素として見られた
場合にはたがいにちがったものであっても、それが実験操作に
全体過程にとり入れられてそれぞれの実験過程での刺戟語とさ
れた時には、たがいに同等なものとなることがあるからだ。つ
まり刺戟語の同一とは型としての刺戟語の同一ということにな
る。こうして型として同一な刺戟語などの環境条件をそなえた
時追試の条件がみたされることになる。そしてこうした条件を
そなえた実験操作の全体過程にあって結果として出て来てゐる
構成された被験者の有機体の思考過程がはじめの実験の結果の
思考過程と比較されて、上記の概念構成の実験の追試がなされ
える。こう見ることが出来よう。
　2. 内観法と行動心理学的方法との併用による思考過程の実
験方法の吟味――Maier の課題解決過程の実験にとられた方法
について
　次に Maier によってなされた課題解決の思考過程を見るた
めの一つの実験を吟味しよう。この実験の手続は次のようだ。
大きな室に棒、カスガヒ、ヤットコ、卓子及び椅子などが置か
れてあり、2 本の綱が床にとどくほどの長さで天井から垂れさ
がってゐる。そしてその 1 本は壁際に、他の 1 本は室の中央
から垂れさがってゐる。この一方の綱をもつと他方の綱にとど
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かないようになってゐる。こうした装置の下に実験者は被験者
（大学卒業及び在学の男女学生）に対して「あなたに与えられ
た問題は 2 本の綱を一緒に結びつけることです」と言いきか
す。そして被験者にこの問題が解けなかった場合には次のヒン
トが与えられた。ヒント 1）実験者が室を歩きまわって室の中
央から垂れさがってゐる綱のところを通る時、それを 2、3 回
すこしゆり動かす。たゞしヒントだということが被験者に気づ
かれないようにして、しかも被験者に綱の振動が見えるように
する。ヒント 2）ヒント 1 によっても解決の出来ない時は、被
験者にヤットコを手渡し、この物をつかうと問題が解けると言
ってきかせる。こうして被験者に課題の解決過程を報告するよ
うに求めた。なお実験者によって要求された解決方法は次のも
のだ。室の中央から下ってゐる綱に錘を結びつけ、それを振子
として綱をゆり動かす。また一方他の綱を中央に近づけてつか
んでゐる。こうして置いてゆり動かされてゐる方の綱が 2 本
の綱の中心点に近寄った時、この綱をつかんで 2 本の綱を一
緒に結びつけるという方法だ。実験の結果として得られた一つ
の場合を挙げれば次のようだ。ヒントが与えられた後に解決が
出来た。その場合、或る者では振子にするという解決の考えが
一挙に現れた。また或る者では綱を振動させる考えと錘にふれ
る考えとが別々に現れた。前者は解決を全体として経験したも
の、後者はそれを二段階で経験したもので前者は綱のゆれるこ
とがヒントとして気づかれたと報告してゐず、後者はヒントに
なったと報告している。それで前者の型にあっては課題解決の
過程としは一挙に体制化されて、この体制化の結合をつくる事
物は意識されてゐない。被験者には室中の或る事物が問題の解
決に対してもつ関係が意識されてゐない。一挙に体制化が起る
ことだけが意識されてゐて、このことが被験者の全思考過程を
支配してゐるためにもっと細かい体制化の段階の意識は蔽われ
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て現れてゐない。また後者の型にあってはヒント 1 が気づか
れ綱の振動が意識されており、垂れさがってゐる綱と振子にす
るという考えと、そして前者から後者への転形という体制化の
段階が現れてゐる。しかしながら被験者に内観をさせただけで
は課題解決への転形や体制化の段階がまだ十分に明かに報告さ
れえないので、そうした内観とならんでさらに客観的な観察、
すなわち被験者の行動の観察をすることによって、はじめて課
題解決の思考過程のそうした重要な点を明かにすることが必要
だとして、Meier はこの実験にさらに行動心理学的方法をとる。
そしてこのようにこうして被験者の行動の観察が加えられての
結果は次のように示されてゐる。内観の場合に見られた二つの
型の中の前者の型にあっては課題解決の過程にあって解決は一
挙に現れて、そこには体制化の段階が何ら意識されてはゐない
が、解決段階で知覚される事物の意味は解決前の段階で知覚さ
れる事物の意味とはちがってゐることが見られる。また後者の
型にあっては解決の見出された段階と見出される前の段階とで
はその間に次のような体制の変容が見られる。すなわち解決前
の段階にあってはヤットコに１）錘と聯合したもの、2）形、3）
錘――の点から見られており、綱は 4）強さ、5）色、6）綱
の端の結び目、７）長さ、8）室の中央から下ってゐること―
―の点から見られており、ヒント 1 は 9）実験者が室を歩きま
わること、10）綱の振動――の点から見られてゐるが、解決
の段階にあっては上記の諸点の中 3、7、8 及び 10 の諸点が一
つにまとめられて振子の体制が形づくられてゐる。Maier の
課題解決の実験の結果としてこうしたことが出て来てゐる（12. 
p.182-194）。
　そこで今 Maier の実験の結果として出て来た上記の課題解
決の思考過程の事実が追試可能かどうかを吟味して見よう。こ
の思考過程が Maier にあって被験者の直接経験を内観して報告
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された被験者の意識内容として、（なお被験者の内観報告はその
意識事実に忠実でないから内観法をよいとしない見解は 14, p.56）
また観察された被験者の行動を通して推量されるその奥にある
その意識内容として解されてゐるとするならば、この実験は追
試可能でないことになろう。そうした被験者の直接経験の意識
内容としての課題解決の思考過程は被験者自身だけにしか直接
知られえないものだから、相互主観性がなく、はじめの実験で
の思考過程と追試での思考過程とを比較することが出来ず、し
たがってその間の一致不一致をきめることが出来ないわけだか
らだ。たゞこの実験で観察された被験者の行動だけは明かに追
試可能だろう。課題解決に際しての被験者の外部行動は誰れも
一様に観察しえる相互主観的なもので、比較そして一致不一致
を言うことが出来ようからだ。しかし外部行動だけの比較では
課題解決の実験の結果としての思考過程の追試にはならないだ
ろう。思考過程は外部行動だけではつくされえないからだ。
　これに対してもし Maier の上記の実験の結果の思考過程が次
のように出されて来るようにすれば、こうした実験は追試可能
になると言えよう。即ち実験の上記の装置の下で上記の教示
また上記のヒントを与えるという環境条件を被験者に与える
と、その反応としてたとえば綱のゆれるのに気づいて、それか
ら後に振子のことに考えついたというような被験者の言語的表
現が出て来たとする。この時上記の環境条件とこの言語的表現
をしてゐるという行動とだけを見る限りではたゞ時間的に前者
が後者にさきだって起ってゐるという関係が見られようだけだ
が両者を被験者の有機体について全体過程の場において有機的
に関係させて観察する限りは、上記の環境条件と言語的表現を
してゐるという行動との間に被験者の有機体の課題解決の思考
過程、たとえば綱のゆれるのが意識されたことや、教示を理解
しこれにしたがって綱とヤットコとを振子にすることを考えた
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というような意識的な部分を介入させて見ないわけに行かなく
なろう。こうした思考過程がこの実験の全過程からして機能的
に構成されないわけに行かなくなろう。そしてこの機能的に構
成された思考過程は反応としての被験者の言語的表現という行
動の意味に外ならないだろう。またこの課題解決の実験にあっ
て行動心理学的方法がとられて被験者の行動が観察される場合
も同様で、上記の種々の環境条件と、たとえば綱の方に眼を向
けたり、そしてヤットコと綱とを結びつけてゆり動かしたりす
る被験者の行動とだけでは、上記の条件が与えられ、それから
或る時間の後にこの行動が起ったという時間的に継起する二つ
の事実がたゞ並列的にきれぎれに観察されるだけだろう。これ
に対してもしこの実験にあっての環境条件に対する反応として
の行動の観察をその全体過程の場において被験者の有機体と有
機的に関係づけて行おうとすれば、この行動の意味として被験
者がたとえば綱の振動を意識し、そしてヤットコと綱とを一つ
に組みあわせて振子をつくることを考えたのだということをた
てゝ来る必要が起ろう。そして行動のこうした意味は任意に推
量されてたてられるものではなくて、被験者の有機体について
の上記の環境条件とその反応としての上記の行動とを今、全体
過程の場にあって観察する限り、この両者の間に必然的に介入
されるべき部分として全体機能的に構成され、たてられないわ
けに行かないものだろう。以上のようにしてたてられた意味と
しての思考過程はそれが言語的表現の意味としてであろうと行
動の意味としてであろうと、この実験操作をする誰れにでも構
成されえるものなのだから、内観的な直接経験としての思考内
容とちがって相互主観性があり、したがってそれはたがいに比
較されて、その間の一致不一致をきめることが出来るから追試
が可能になろう。
　なお追試をするためには実験の諸条件を同じにする必要があ
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るが、これについては次のように考えることが出来よう。今上
記の実験にあっては被験者に与えられた環境条件が同じでなけ
ればならないが、そうした環境条件がもとの実験と追試実験と
で同じであるかどうかはその実験操作の全体過程にあって被験
者の呈した反応の意味とにらみあわせてきめえられる。たとえ
ば今環境条件の中ヒント 1 すなわち垂れさがってゐる綱を実験
者がゆり動かすという一つの刺戟条件をとって考えて見よう。
この場合まず実験者によって綱の振動という物理的運動が起さ
れる。これが教示などとともに刺戟となって被験者の反応が起
こる。そしてこの反応の意味として綱の振動の意識、それから
振子を組みたてる考案の意識が機能的に構成されて来る。被験
者の反応のこの意味とさきの綱の物理的運動とをにらみあわせ
て見ると、この物理的運動が振子を考えつかせるヒントになっ
たということがわかる。すなわち被験者にヒント 1 が与えら
れたということが知られる。このように被験者にとってヒント
1 として刺戟が作用したかどうかはこの実験操作の全体過程に
あって反応など他の部分との機能的関係によって規定されて来
る。これに対してこの機能的関係を考慮に入れないで、たゞ
それだけ独立に綱の物理的運動を見たのでは、それがヒント 1
の意味をもつかどうかはきめられえない。したがって刺戟条件
として同一かどうかはわからない。物理的運動としては同一で
あっても被験者に対する作用として同一とは限らない。たとえ
ば綱のゆれるのが被験者に気づかれたとしても、このことは次
に起った振子の考案とは何ら意味上の関聯はなく、たゞ綱のゆ
れることだけとして知覚されてゐるに過ぎず、ヒントにはなっ
てゐないと規定される場合もありえよう。また逆に綱のゆれる
のを見た時、あわせ見られた綱のところを通る実験者の手の振
動という物理的には綱とはちがったものがかえってヒントにな
って刺戟条件としてはヒント 1 と同一となると規定される場
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合もありえよう。こう見て来ると刺戟条件を同一にして同じヒ
ント 1 にするということは刺戟事物として同一な綱のゆれる
という物理的運動そのものゝことをいうのではなくて、その物
理的運動が被験者に対する作用が同一なことをいうのだ。すな
わち実験操作にあって全体機能的に規定される刺戟意味として
同一なことをいうのだ。いいかえれば刺戟条件の同一とはその
条件の型の同一をいうことになろう。こうした関係は他の環境
条件についても同様に見られよう。それで追試の場合こうした
環境条件の意味乃至型がもとの実験の場合と同一だと規定され
た時、そこに構成されてゐる被験者の思考過程がもとの実験の
に一致したら、もとの実験はこの追試に堪えたことになり、一
致しなかったらそうでないことになると言えよう。
　3.　思考表現法による思考過程の実験方法の吟味――
Duncker の課題解決の実験にとられた方法について
　次に思考過程を内観法や行動心理学的方法とすこしちがった
方法で実験した Duncker の実験方法を吟味して見よう。それ
は課題解決の過程を見るための実験だが、今その一つの例につ
いて見て行こう。その実験の手続は次のようだ。手術不能な胃
潰瘍の患者の光線治療を施すにはどうしたならばよいか。たゞ
しその光線の強さを治療に足りるだけの大きさにすると、患者
の有機体の組織を損じるので、患部の周囲の健康な身体部分が
光線のために損じられないようにしなければならない。こうい
う問題を解決するように被験者（大学々生及び高等学校生徒）
に求められた。そしてこの問題を解決するに際しては声を出し
て思考するようにということが、しかもどんなにざっとした、
または馬鹿げたと思われるような思いつきでものこらず声を出
して表現するようにということが被験者に言いきかされた。こ
うして被験者が声を出して順次解決へまで思考して行ったのが
実験者によってプロトコルにとって行かれた。そのプロトコル
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の一つとして次のものが示される。「1）光線を食道を通して
迭ったらよいだろう、2）健康な部分の身体組織を化学的な注
射によって無感覚にしたらよいだろう、3）手術によって胃腫
瘍をとり除いたらよいだろう、4）光線の強度を途中は弱め、
それが胃腫瘍に達した時にはじめて十分な強度にしたらよいだ
ろう、5）健康な胃壁を保護するために何か無機物（光線を通
過させないもの）を摂取させたらよいだろう、6）光線を体内
へ入れないとすれば、胃腫瘍を体外へとり出したらよいだろう、
胃腫瘍の位置を何とか変えることが出来ないか、たとえば圧を
加えてでも、いやこれもいけない、7）挿管を挿入したらよい
だろう、8）途中を中和させたらよいだろう、9）胃腫瘍を外
方へ移動させたらよいだろう、10）光線の強度が変えられな
けれはならないだろう、11）あらかじめ弱い光線をあてゝ慣
らして置いて、それによって健康な身体部分を強い光線に対し
て無感覚にしたらよいだろう、12）身体を保護するか光線を
無害にするかしたらよいだろう、13）何とかして強い光線を
分散させたらよいだろう、待った、バラバラな弱い光線の束を
それがちょうど胃腫瘍のところに焦点を結ぶようにレンズを通
過させて患部に送り、その結果胃腫瘍のところには十分に強い
光線があたるようにすれよいだろう。」次に実験者はこのブロ
トコルをまとめてこの課題解決にあっての被験者の思考過程と
されるものとして次のような実験結果を出して来た。すなわち
上記のプロトコルの中で 1、3、5、6、7 及び 9 はどれも光線
を健康な組織部分に接触させないようにすることを考えてゐる
ものであり、2 及び 11 は健康な組織部分の損じられることを
その組織部分を無感覚にすることによってさけることを考えて
ゐるものであり、4、10,13 及びおそらく 8 もは途中の光線の
強度を弱めることを考えてゐるものであり、そしてさらに以上
三種類の考えはつまりは健康な組織部分を損じないで胃腫瘍を
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治療することを考えてゐるものだとする。こうした実験結果が
出されて来るのだが、実験結果としてのこの思考過程は被験者
のプロトコルにあって直接、言語的に表現されてゐないのだが、
プロトコルの言語的表現の意味だとして被験者によってたてら
れてゐる（5, p.1-6）。
　今 Duncker のこの実験について追試可能かどうかを吟味する
のに先立って、この実験でとられた方法のの性質を見て見よう。
この実験にとられた方法は被験者の思考過程のプロトコルをと
ってゐるにもかかわらず、内観法ではない。なぜならばこの実
験では被験者に声を出して考えるようにさせて、その言語を実
験者がプロトコルにとっただけで、課題解決の思考過程を被験
者に内観させてそれを報告させてはゐないのから Duncker 自
身が言うように、声を出して考えるようにとの教示は思考過程
の実験に普通見られる内観を被験者に求めるものとはちがう。
なぜかというと内観の場合には被験者が思考する自分自身を対
象として観察し、したがって思考する被験者の主観と内観する
被験者の主観とが同一の被験者にあって区別されるが、これに
対して声を出して思考する被験者は自分自身を対象とはしない
で、課された問題を対象としてゐるだけなのだからだとされる

（5, p.2）。こうして来るとプロトコルにとられたものは被験者
の行動としての意味での言語的表現に外ならないと言える。そ
してこのようにしてこの実験にあって結果として出て来た被験
者の思考過程はこうした行動としての言語的表現を観察して、
そこに実験者によってその意味としてたてられたものとなる。
　ところでこうした方法のとられてゐるこの実験は追試が可能
かどうか。これについてまず言えることはこの実験では内観法
がとられてゐるのではなく、したがって結果として出て来た思
考過程は被験者の直接経験とは見られないから、このために追
試不可能だという難点はもたずにすんでゐるということだ。そ
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してプロトコルにとられたものは行動としての意味での言語的
表現と言えるもので、これは相互主観性をもち、誰れにでも知
られえるものだから、この言語的表現についてなら追試可能と
言えよう。しかしながら上記の実験の結果とされてゐるもの、
したがって追試されるべきものはこの言語的表現そのものでは
なくて、この言語的表現の意味なのだ。この意味としての思考
過程なのだ。そこで問題はこの言語的表現の意味としての思考
過程が追試可能かということだ。ところでこれについては上記
の実験を次のような実験操作によって行うとすれば、その追試
は可能だということが出来ると思われる。今、上記の実験の全
プロトコルの言語的表現の意味とされてゐるものとしてたてら
れてゐる健康な組織部分を損じないで胃腫瘍を治療することを
考えるという思考過程を例として述べて見よう。まず見られる
ことは上記の実験を行う限り、プロトコルの言語的表現の意味
を構成しないわけに行かないだろうということだ。被験者の有
機体に対して与えられた胃腫瘍の光線治療の問題及び教示とい
う環境条件と、これに対する反応としてのプロトコルにとられ
た言語的表現との二つのことがらがこの実験にあって与えられ
てゐる。ところでこの二つのことがらだけを認めてゐる限りは、
たゞ時間的に前後の関係をなして順次環境条件と言語的表現と
が起ったという並列関係だけが見られるに過ぎないだろう。し
かしながら被験者の有機体に上記の環境条件を与え、そしてそ
れに対して上記の言語的表現が反応として現れたことをこの実
験操作の全体過程にあって有機的に関係づけて見るならば、こ
うした時間的並列の関係だけではなくて、環境条件と言語的
表現との間に上記の言語的表現の意味を介入させないわけに行
かないだろう。ところで言語的表現のこうして介入される意味
がどう構成されて来るか。次にそれを見るならばプロトコルの
この意味は任意に実験者によってたてられるものでなくて、前
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後の関係からして必然的にそうたてられて来るものだと言えよ
う。すなわち前述の教示とともに被験者に対して胃腫瘍の患者
の健康な部分を損じないで患部に光線治療を施すという問題を
与えた時、これに対して被験者の言語的表現として、たとえば
光線を食道を通して送ったらよいだろうというものが得られた
場合、この言語的表現を上記の光線治療の問題とにらみあわせ
て見るならば、その言語的表現の意味として光線を健康な組織
部分に接触させないようにすることを考えてゐるということ、
さらにこの意味を通してつまりは健康な組織部分を損じないで
胃腫瘍を治療することを考えてゐるということがたてられえよ
う。そして他のたとえば食物以外のものを食道を通して送るこ
とを考えてゐることなどという意味は決してたてられて来ない
だろう。もとより上記の言語的表現と独立に前後関係なしに見
る限りは、この意味に解することも可能だろうが、しかし被験
者に与えられた問題の性質を考慮する限りは、こうした意味を
たてることは出来ないだろう。このようにして他の言語的表
現の意味も被験者に与えられた問題との前後関係からして必然
的に規定されて来ると言えよう。こうして被験者に与えられた
問題とそれに対するプロトコルの言語的表現とが与えられる限
り、この言語的表現の意味は誰れでも一様にこれをたてゝ来る
ことが出来ようから、この意味は相互主観的に現れ、したがっ
てその一つの実験にあってたてられたものと他の実験でたてら
れたものとはたがいに比較され、そしてその間の一致不一致を
きめることが出来よう。そこで上記の実験で出て来た結果、す
なわちプロトコルの言語的表現の意味としてたてられてゐるも
のはこのようにして来るならば追試可能だと言えよう。
　なお追試の可能のためにはその条件として被験者の環境条件
が同一に保たれることが必要だが、上記の実験の場合このこと
については次のように考ええよう。今環境条件の一つである課
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せられた問題の同一ということについて見て見よう。これが同
一かどうかをきめるには問題の性質がどういうものかゞ規定さ
れてゐなければならない。ところでこの問題の核心は胃腫瘍に
光線治療を施すのに健康な組織部分を損じないようにするとい
うことだから、もとの実験にあっても追試実験にあっても与え
られた問題はこの意味をもってゐなければならない。ところで
問題がこの性質をもってゐるということは上記の実験について
いえばどういう風にして規定されえるかというと、それは次の
ようにしてなされると見られよう。すなわち被験者の反応とし
てプロトコルの言語的表現についてその意味としてたてられた
ものを見て、これにもとづいて被験者に問題がどういう意味に
解されてゐるかをきめえる。たとえば上記のプロトコルの中の
一つの言語的表現は健康な部分の身体組織を化学的な注射によ
って無感覚にしたらよいだろうということであり、そしてこの
言語的表現の意味としてたてられるものは健康な組織部分の損
じられることをその組織部分を無感覚にすることによってさけ
ることを考えてゐるということだ。そこで言語的表現のこの意
味がたてられる以上、被験者は健康な組織部分を損じないよう
にすることが問題の意味だと解してゐるということが知られ、
与えられた問題の性質がきめられる。そこで追試の場合にあっ
ても同様に問題の性質は、与えられた問題に対する被験者の反
応としての言語的表現の意味として構成されたものを見て、こ
れにもとづいて規定されて来る。そしてこうして規定された問
題の性質がもとの実験での問題の性質と同じならば、追試の条
件の一つである課せられた問題を同一に保つことが出来たと言
える。それでたゞ問題だけを独立に、プロトコルの言語的表現
の意味とにらみあわさないで、これと切りはなしてたてゝゐる
のではその問題の性質がきまらず、したがって同一かどうかを
知ることが出来ない。追試するに当ってもとの実験のと同じ問
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題を与えても、それが被験者にとって同じ意味にひゞいてゐる
とは限らない。その問題を与えた時、今たとえばこれに対して
得られた被験者の言語的表現として、健康な組織部分を損じて
もそれは後から治療することにしてまず胃腫瘍のところに十分
強い光線を一挙にあてればよいだろうというプロトコルがとら
れたとすると、この言語的表現の意味としては健康な組織部分
をつまりは損じないが、一時損じて患部を治療するということ
がたてられて来るだろう。こうたてられた言語的表現の意味と
てらしあわせると、被験者に解された問題の意味は健康な部分
を損じないで胃腫瘍を治療するにはどうしたらよいかというこ
とではないことがわかる。これはもとの実験での問題の意味と
は同一でないから、この場合はもとの実験の追試にはなりえな
い。この場合は問題そのものとしてはもとのものと同一だが、
問題の意味としては同一でない。また逆に独立にそれだけ切り
はなされて考えられた問題そのものとしてはちがったもので
も、被験者にひゞいた意味としては同一な場合も考えられえよ
う。課せられた問題だけでなく、他の環境条件がもとの実験と
同一かどうかも同様な仕方で規定されよう。それで問題などの
環境条件の同一ということはそうした環境条件そのもの（実験
過程と切りはなされて独立にたてられたもの）の同一ということ
ではなくて、その意味の同一ということだが、この意味の同一
ということはそうした環境条件たとえば課せられた問題が実験
操作の全過程にあって他の部分と機能的に関係づけられて見ら
れることによってはじめてきめることが出来ると言えよう。す
なわちまず被験者に対して問題そのものが与えられると、これ
に対してその反応として言語的表現が現れ、これがプロトコル
にとられる。そしてこの言語的表現の意味が機能的に構成され
る。この意味とさきに与えられた問題そのものとをにらみあわ
せることによって、はじてその問題の被験者にとって解された
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意味が知られ、そしてこれによって追試条件としての問題がも
との実験のものと同一かどうかがきめられよう。このようにし
て追試の条件をみたすために保たれるべき環境条件の同一とい
うことは実験操作にさきだってあらかじめきめて置くことは出
来ないだろう。そうした環境条件そのものゝ同一でなくて、環
境条件の型の同一が問題となるのだからだ。
4. 行動心理学的方法による思考過程の実験方法の吟味――
Maier にあっての児童の思考の実験にとられた方法について
　内観法を全然つかわず、また 3 にあってのような言語的表
現にもよらず、たゞ外的な物理的行動の観察だけによって思考
過程を見る実験方法を次に見て見よう。それは Maier によっ
てなされた児童の思考能力についての実験だが、この実験は就
学前の児童についてそれがどの程度に個々の経験を一つにまと
めて再体制化する思考能力をもつかを見ることを問題とする。
　そしてまず次の装置がしつらえられる。卍字形をなして四方
に出てゐる四翼の廊下がこしらえられる。廊下は幅 3 呎

フィート

、高
さ 5・1/2 呎、その一翼の長さ 8 呎、そして各廊下の先端に幅
約 6 呎、奥行 3 呎の小室が一つづつつけられる。この四室（こ
れらを WXYZ の四つとする）はその形、大きさがたがいにちが
い、そして各外側からの入口を二つづつもち、また各室内には
一つまたはそれ以上の椅子と画とがとりつけられてゐる。装置
の骨組は木でつくられ、黒のリンネルで蔽われて内側からは見
えないようになってゐる。同じ布地のカーテンによって各室は
廊下と区切られてゐる。また廊下及び小室の内側は数個の電灯
によって照明されてゐる。このような装置がしつらえられた上、
次の手続がとられる。国民学校の男女児童を被験者とし、あら
かじめそれらの被験者に装置をよく知らせた後に、次の三段階
にわけて実験がなされる。1）もう一度装置をしらべさせられ
てから被験者は小室（たとえば Y）の入口の一つを通って外へ
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連れさられる。この時までに被験者に得られた経験を経験 I と
する。2）被験者は今出た入口から外側でまわりみちをした後、
別の小室たとえば W）につれて行かれる。この小室にある玩
具の風車小屋が被験者に示され、そして風車小屋の煙突の中へ
銅貨を入れると音楽が奏でられ、風車がまわり出す。この特別
の小室の中での被験者のこの経験を経験 II とする。つゞいて
被験者と実験者とは風車小屋の中へ入れる銅貨をさがすために
この小室から出て来る。3）銅貨をさがし出した被験者はさら
に別の小屋（たとえば X）につれて行かれ、そしてそこからひ
とりで風車小屋のある室へ行って、その中へ銅貨を入れるよう
に言ってきかされる。この際被験者が風車小屋のある室に行く
ことの出来るためには経験 I と経験 II との両方の経験をつか
わなければならない。それでこのことを見ることによって、被
験者に個々の経験を一つにまとめて再体制化する思考能力があ
るかないかをしらべることが出来ることになる。すなわち被験
者が風車小屋の玩具に銅貨を入れにひとりで風車小屋のある小
室に行くことが出来れば、個々の経験を一つにまとめて再体制
化する思考能力があることが知られる。この実験の結果として
は全被験者について正しい行動の出来た回数の平均は約 58％
だということが出て来てゐるので、これによって被験者のもつ
思考能力の程度を知ることが出来てゐる（13, p.358-363）。
　今 Maier のこの実験方法について以下吟味して見よう。こゝ
にとられた方法は純粹に行動心理学的方法で、被験者の内観報
告はどこにも見ることが出来ない。それに被験者は皆国民学校
の児童なので、内観報告がどの程度に出来るかは問題とされる
ところだから（児童にも内観が出来るかの問題についてはなお
16）、内観報告をとろうとしてもとれるかゞ問題だろう。児童
が風車小屋の玩具に銅貨を入れに室へ行くという物理的行動は
誰れにでも直接に観察されえる客観的な事実だ。そしてもとの
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実験に出て来る児童の物理的行動も追試実験に出て来る見童の
物理的行動もそうした客観的事実としてたがいに比較されえる
から、児童のこうした物理的行動に関する限りは、この実験は
追試可能と言うことが出来る。しかしながらこの実験で問題と
されてゐることは被験者のこうした物理的行動ではなくて、被
験者に個々の経験をまとめて再体制化する能力があるかという
思考過程のことだ。それで追試されるべきことは被験者のこう
した思考過程なのだ。そしてこの思考過程は被験者のさきの物
理的行動の意味に当ろう。したがってその物理的行動でなくて、
この物理的行動の意味が追試されえるかが問題とされるべきだ
ろう。ところでこの物理的行動の意味、すなわち児童の思考過
程をこの行動を通して推量されるその奥に存在する意識内容の
一つの場合だという風に、内観心理学者がたてるのと同じ意味
に解するとすれば、そうした直接経験としての児童の思考過程
は被験者であるその児童一人にしか直接与えられえないので、
相互主観性がないから、したがって追試不能という外はないだ
ろう。
　これに対して Maier のこの実験の結果として出て来た児童の
物理的行動の意味としてのその思考過程が次のように解される
ならば、その実験は追試可能となろう。今この実験では被験者
である児童に対して与えられた刺戟等の環境条件に属するもの
として、児童に経験 I と経験 II とを与えることゝ、そしてま
た風車小屋の玩具のある室へ行ってそれに銅貨を入れるように
との指図を与えることゝが考えられるが、こうした環境条件を
与えると児童がその反応として風車小屋の玩具のある室へ行っ
たという物理的行動が観察される。この時この条件と反応との
両者をこの実験操作の全体過程にあって一組の有機的な関係を
なして前後して起って来てゐるものと見る限り、風車小屋の玩
具のある室へ歩行したという物理的な運動だけでなしに、そこ
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に児童は経験 I と経験 II とを一つにまとめて一つの新しい体
制をつくったのだということがその物理的行動の意味としてた
てられて来ないわけに行かないことになろう。これに反しても
し行動のこうした意味をたてないならば、児童が経験 I と経験
II とをもち、それから或る時間距離をおいて後に児童が風車小
屋の玩具のある室へ行ったというように二つの事件をバラバラ
に並列させて見ることしか出来ないことになろう。これでは現
象の不自然な観察となって、条件と反応との有機的関係を見て
ゐるということが出来ないだろう。このようにして実験操作の
過程にあって全体機能的に条件と反応行動との間にその行動の
意味、すなわち児童の思考過程が内的必然性をもって介入され
て来ると言えよう。ところで被験者の行動の意味としてのこう
した思考過程はこのように実験操作の全体過程にあって必然性
をもって機能的に構成されて来るものとなるから、どの実験者
によっても構成されて出して来られるもので、相互主観性をも
つ現象と言えよう。したがってこの実験にあって出て来た児童
の思考過程は追試の実験にあって出て来た児童の思考過程と同
様、相互主観的知識となりえるから、これらはたがいに比較さ
れることが出来、そこでこの実験の結果として出された児童の
思考過程の追試が出来るようになると言えよう。
　なお上記の実験が追試されるためには追試の実験にあって被
験者に与えられる刺戟等の環境条件がもとの実験のものと同一
にされることが要求される。それでこの実験にあってはそうし
た条件たとえば刺戟としての経験 I と経験 II が追試にあって、
もとの実験と同一に与えられなければならない。ところでこれ
が同一かどうかは実験操作の全体過程にさきだってそれと独立
に分離されてあらかじめわかってゐるものではないだろう。な
ぜならこうした刺戟（経験 I 及び経験 II）の性質は実験操作の
全体過程にあって反応として出て来た児童の行動の意味とてら
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しあわせて見られた時、はじめて知られようからだ。すなわち
児童に廊下や小室の装置を示し、そしてそこを歩かせても（経
験 I に関すること）、そして児童に風車小屋の玩具のある室で
それに銅貨を入れ音楽を奏させて見ても（経験 II に関するこ
と）、児童がはたして装置の具合、たとえば廊下の配置や方向
などについて知識を得たかどうか、風車小屋の玩具とそれの
置いてある室との関係などを知りえたかどうかということは、
たゞこれだけでは知ることが出来ず、これに対する児童の反応
としての風車小屋の玩具のある室へ行ったという行動の意味と
してたてられるその思考過程とてらしあわせて見る時に、はじ
めて児童には実験者の意味したように経験 I と経験 II が経験さ
れたのだということが知られよう。したがって刺戟として経験
I と経験 II とを与えるといっても、実験操作にさきだってあら
かじめ知られてゐるものは被験者が実験者に廊下や小室の装置
を示され、そうしてそこを歩かせられたり、また風車小屋の玩
具のある室でそれに銅貨を入れ音楽を奏させられたりする行動
だけだと言えよう。それで刺戟としての経験 I と経験 II とに
ついてはこうした行動だけとしてのものと児童に意味されてゐ
るものとの二つが区別されえよう。いいかえれば刺戟行動とし
ての経験 I 及び II と刺戟意味としての経験 I 及び II とが区別
されえよう。そして追試のために同一であることの要求される
のは前者でなくて、後者すなわち刺戟意味としての経験 I 及 II
だと言えよう。それで追試のためには、被験者に対して刺戟と
して経験 I 及び II の意味を被験者にもたらすと見当づけられ
る刺戟行動を与え、そしてその結果構成される被験者の行動の
意味とこの刺戟行動とをにらみあわせて刺戟意昧をきめそして
これがもとの実験での経験 I 及び II（刺戟意味としての）と同
一かどうかを知り、そして同一だった場合には、追試条件の一
つである刺戟の同一という条件がみたされるのだと言えよう。
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こうした機能的な規定関係は他の環境条件についても同様に見
られよう。こうして環境条件の同一とは環境そのものゝではな
くて、環境の型の同一のことだと言われえよう。

Ⅳ . 要約
　以上思考過程についての四つの実験方法が挙げられ、これに
ついて吟味がなされたが、これらの四つの方法は大体内観的方
法から行動心理学的方法への順で示され、各方法がそれぞれ一
つの例で代表させられた。こうした吟味に当って思考過程につ
いてのこれらそれぞれちがう行き方による実験方法に通じて見
出されることゝして次の諸点が挙げられえる。
1．実験の結果として出て来た思考過程を被験者の直接経験で
ある意識内容と考えて、内観心理学の方法による限りは、そう
した思考過程は被験者自身にだけしか直接知られないもので、
相互主観性をもった知識となりえない。それでもとの実験の結
果の被験者の思考過程と追試実験の結果の被験者の思考過程と
をたがいに比較することが出来ず、そうした結果が一致するか
どうかをきめようがない。したがってこの方法をとる限りは追
試が不可能となろう。
2．実験の結果出て来た思考過程をば、実験操作の全体過程の
場にあって被験者の有機体についてその環境条件と反応との相
属関係からして機能的に構成されたものとする時に、この思考
過程は相互主観性をもった知識となりえよう。被験者の直接経
験としてでなく、このように内的必然性をもって環境条件と反
応との間に介在するものとして構成されると見られた意味での
被験者の思考過程は実験操作にあって誰れにでも構成されえよ
うからだ。したがってもとの実験の結果の思考過程と追試実験
の結果の思考過程とはたがいに比較されえて思考過程の実験が
追試可能となろう。
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3. 追試のためには実験の条件がもとの実験の条件と同一でな
ければならないが、その場合のたとえば被験者に与えられる刺
戟条件の同一について言えば、刺戟は刺戟事物と刺戟意味とに
区別されて考えられなければならないだろう。そして刺戟条件
の同一という場合は刺戟意味の同一が考えられるべきだろう。
この刺戟意味は次のようにしてその性質を規定されよう。被験
者の有機体についてまず刺戟事物が与えられると、これに対し
てその反応が呈され、そしてそこにこの反応の意味として被験
者の思考過程とされるものが機能的に構成される。こゝに出て
来た反応の意味とさきの刺戟事物とをにらみあわせることによ
って、この刺戟事物が被験者にどう解されてゐるかという刺戟
意味がきめられて来る。刺戟意味はこのように実験操作の過程
の場にあって全体機能的に規定されえるので、実験の全体過程
にさきだって独立にあらかじめきめて置くことは出来ない。し
たがって刺戟事物としては同一でも刺戟意味としては同一でな
いことがあり、また逆に刺戟事物としてはちがったものでも刺
戟意味としては同一なことがありえよう。追試に当っての刺戟
条件の同一ということはこのようにして実験の全体過程からし
て規定される型としての刺戟の同一のことだとされよう。
　以上に示されたような実験方法をとる時、思考過程について
の実験は内観心理学的方法による場合とちがってその追試が可
能になると言えよう。

Ⅴ . 後語
　今、上に見られた結果から見られる限りの範囲でさきに示さ
れた実験方法の追試可能に関する諸理論をふりかえって見る
時、それら諸理論の中に見出される是認されてよいと思われる
点が次のように見られよう。
　上記に示されたように内観的心理学の方法で実験がなされて
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そこに結果として出される思考過程が被験者の直接経験と見ら
れる時、その実験結果が追試不可能なことが知られる限り、こ
の点ですなわち内観心理学的意識内容を相互主観性がなく追試
不能としてしりぞけなければならないという点で、物理主義的
方法や操作主義的方法は認められよう。しかしまた思考過程を
全面的に否定する必要はなく、むしろ実験操作にあって機能的
に構成される意味での思考過程はたてられないわけに行かない
ことが認められる限り、実験操作によって構成される意味的な
もの意識的なものをたてる点で操作主義的方法が、また刺戟と
反応との二部分を有機的に結合しえるためには第三の部分とし
て状況像としての意識的なものを介在させなければならないと
する点で Duncker の見解が認められよう。また被験者の思考
過程がさきに示されたように実験操作によって構成されるもの
であることが知られる限り、操作主義的方法は操作という点そ
して環境条件と反応との関係による構成という点で重要な意義
のあるものとして認められよう。そしてまた上に見られたよう
に思考過程の構成が実験操作の過程にあって全体機能的になさ
れること、そしてまた被験者の環境条件たとえば刺戟条件の意
味の規定のなされ方も同様に実験操作にあって機能的になされ
ることが知られる限り言えようことは、全体の場の部分として
環境条件と反応と意味的なものとがたがいに力系的関係に立っ
てゐるものと見るべきことを説く Varvel はそうした全体の場
の力系性の点で認められようということだ。
　最後に思考過程の実験の言語的表現について次のように指摘
することが出来よう。上記に見られたような実験操作によって
思考過程を機能的に構成して出して来ることは誰れにでも出来
ることで、この実験の結果の思考過程は相互主観性をもつから
には、その言語的表現もまた相互主観性をもつと言えよう。と
ころでこの場合の言語的表現は被験者の思考過程に関する言語
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的表現なので心理的言語だ。こう見て来る時、内観心理学でた
てる直接経験としての意識内容を表現する心理的言語と区別さ
れる相互主観的な心理的言語をたてゝゐる点で、さきに見られ
た Feigl や Bergmann の言う心理的言語に認めるべきものゝあ
ることが認められよう。さらに意識についての相互主観的な言
語として形式言語乃至結構言語をたてる点で Duncker の見解
の認められることが言えよう。

昭和 19 年 2 月 17 日
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心理学におけるオペレーショニズムの諸問題

東京文理科大学心理学研究室　中村克己

　この論篇で試みられることは心理学におけるオペレーショニ
ズム【operationism, operationalism 操作主義】に関する諸問題を解析し
て、それら諸問題の解明に資させようとすることだ。したがっ
て以下でなされることは問題の解決というよりは吟味に向けら
れている。
　物理学について唱えられた Bridgman のオペレーションの方
法の原理が、たとえば Stevens 等によってとくに心理学の領域
に導入されてたてられた心理学的所見の精密に科学的た扱われ
るために有用とされる方法理論と見られる（19,20,22）心理学に
おけるオペレーショニズムについて種々の問題が提出されて
いるのを見る事が出来る。以下ではそれで “The Psychological 
Review” に示されたオペレーショニズムについてのシムポージ
アムで掲げられてオペレーショニズムの代表者と見られる人々
その他によって扱われた問題（29）に属するものや、その他、
心理学のオペレーショニズムに対してなされた批評から起る諸
問題に属するものなどを若干の部類にまとめてその解析が試み
られる。

I 一般的概念及び対象の問題
　オペレーションの手続にあっては個々の具体的な事象につい
て特殊概念しか構成されず、一般的概念はえられないのではな
いかという問題が見られる。
　Waters 及び Pennington は一つのオペレーションの手続では
どこかの点で他の手続とちょっとしたちがいがあれば、その手
続は別の意味を構成することになって意味乃至概念の多様化が
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避けられないから、そうした手続による知識は孤立した個々の
事実に限られて、一般的概念はえられないことを非難する（26,
―418 頁以下）。
　これに対して他方一般的概念のたてられえることが説かれ
る。Stevens によると一つのオペレーションにあって構成され
たものゝ具体的性質と他のオペレーションにあって構成された
ものの具体的性質とはたがいに弁別されているものだが、これ
ら弁別される性質を相関させた場合、その間に共通なものが見
出されるならば、そこに共通な類概念をたてることが出来、し
かもこの類概念の規定はやはりオペレーションの手続によるも
のだとされる（22,―233 頁以下）。こうした関係についてはさ
らに Boring や Bridgman によって、二つのオペレーションの
たてられた場合、実験による誤差の範囲内で弁別されえないそ
れら二つの構成の間の相等が構成されえることが説かれている

（3,―243 頁及び 5,―247 頁）。
　ところでこれに対して Israel の言うところはさらにこうした
見解に対する反駁と見られる。すなわちたがいにちがうオペレ
ーションが比較されて、その間に相等の関係が見出されること
によって相等という一般的概念がたてられるとされているが、
しかも相等関係とはその関係項と別の層に属するものを要求す
る概念で、それら二つのオペレーションの層以外のところに求
められるものだとして二つのたがいにちがうオペレーションの
相関によってえられるとされるそれら二つの構成体の相等とい
う一般的概念はオペレーションの範囲で構成されることの出来
ないものだということが説かれる（11,―260 頁）。
　一般的概念がオペレーションによってえられるかについてこ
のように対立した見解が見出されるが、この場合、問題とされ
ている一般的概念ということの意味のとられ方によって、それ
がオペレーションによってえられるとも、えられないとも言え
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て来るのではないか。特殊事象についての個々のオペレーショ
ンによって構成される個的なものだけをオペレーションによっ
てえられる概念と見るならば、相等というような概念は個々の
オペレーションによって規定される個別的なものではなく、そ
うしたはじめにたてられた個々の要素概念をもとにしてこれら
を結合して、その上に築きあげられたものと見られる限り、オ
ペレーションによって構成されたもの以外のものを要求してい
ることになって、一般的概念はオペレーションによってはえら
れないと言われよう。これに対して相等関係という概念がその
関係項である概念と同一の層に現れるものとなされる時、相等
関係は次のようにしてオペレーションによって構成されると
見られまいか。たとえば Müller-Lyer 氏錯誤は当該図形を与え
て、長さのちがいが知覚されることによってオペレーショナル
に構成されるし、Poggendorff 氏錯誤はまた当該図形を与えて、
直線の連続がないと知覚されることによってオペレーショナル
に構成されることになろうが、いま Müller-Lyer 氏錯誤の図形
と Poggendorff 氏錯誤の図形と両方を与えて、こゝにどちらの
場合にもその幾何学的図形とちがったものが知覚されるので、
このちがったものが知覚されるということが両者に共通な幾何
光学的錯誤としてすなわち相等関係としてオペレーショナル
に構成されて来るわけになろう。すなわち Müller-Lyer 氏錯誤
と Poggendorff 氏錯誤とのオペレーショナルな構成を各部分と
してもつもっと大きなオペレーションによって、両者を関係項
としてもつ関係概念がオペレーショナルに規定されえるわけだ
ろう。一般的概念の意味をこのようにとれば、オペレーション
によって一般的概念は構成されることが出来ると言われること
になろう。このように見て来ると一般的概念がオペレーション
によってえられるか、えられないかの問題は一般的概念の意味
の規定のなされ方のちがいにかゝって来ると思われる。それで
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上記の問題はどちらの意味に一般的概念を規定することが適切
か、また一体どういう意味にそれを規定することが適切かの問
題に移って行くことになろう。
　なおまた心理学でのオペレーションにあっては構成される概
念とそれに対する対象との関係について問題が見出される。
　オペレーショナルに構成される概念の意味に対してその対象
の欠けていることが Crissman によって言われている。すなわ
ちオペレーショニズムにあっては概念の意味は一組のオペレー
ションにあるとされていて、たとえば赤い色と青い色とについ
ての知覚的弁別の作用はオペレーションと言われることになる
が、ところでこの時、弁別する作用と弁別される色とは区別さ
れるべきだのに、概念の意味はオペレーションにあるとするオ
ペレーショニズムにあってはこの両者が区別されていず、何に
対してオペレーションがなされるかというオペレーションの対
象が示されていないと難じられている（7,―314 頁～ 316 頁）。
同様にまた Weber によっても知識の対象はその対象を知る手
段であるオペレーションの中にはありえないので、オペレーシ
ョンの彼方に物的対象なり、心的対象なりが認められなければ
ならないとして、オペレーションと意味されたものとを一同視

【同一視】しようとすることに反対がなされて、オペレーション
によって構成される概念がその対象に向けられることが考えら
れなければならないことが言われている（27、―62 ～ 68 頁）。
　それで概念とは一組のオペレーションのことだと言われる
時、対象が問題となるので、オペレーショニズムによる限り、
たとえば智能とは智能テストによってテストされるものだと言
われることになってしまわないかということが言われている。
しかしこれに対して Boring また Bridgman にあってはたがい
にちがうオペレーションを通じてオペレーションの適用される
ものの示されることが指示されている（3,―244 頁及び 6,―248
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頁）。それでこゝではむしろオペレーションと独立な意味での
対象のたてられるべきものとされるよりは、対象としては個々
のオペレーションによって構成されたものを通じてそこに現れ
るものがたてられているのではないか。なお、いま次のように
考えられよう。概念のオペレーショナルな構成に当っては、た
がいにちがうオペレーションによって構成されたたがいにちが
う概念を相互に関係づけて行くことによって、そこにそれぞれ
の概念を象面としてもつ或るものがたてられて来るということ
が考えられよう。このようにすると心理学のオペレーショニズ
ムについての上記の対象の問題が起るのはオペレーションでの
対象の意味のとり方にかゝって来るのではないかと見られよ
う。対象がオペレーションの構成のはたらきから独立した何か
実在的な意味に解される限りは、オペレーションにあっては構
成される意味の対象が欠けているということは認められよう。
これに対して対象がそれぞれのオペレーションを通じて構成さ
れた意味に解されるならば、オペレーションにあって構成され
る意味の対象は欠けていず、それはそこに現われていることが
認められよう。こうして来ると対象の問題は対象の意味のとり
方の問題、そして対象を欠くべきでないならば、どういう意味
の対象が意味されることが適切かの問題に移ることになろう。
　上にオペレーショニズムについて一般的概念の問題と対象の
問題とが見られたが、Pennington 及び Finan によってオペレー
ショニズムに対して加えられた批判もこれら二つの問題に関す
るものがあると見られよう。この批判によるとオペレーショニ
ズムにあってはオペレーションは個々の事実についての構成だ
から、そうした個々の構成が多く集められても、「真」を示す
規準が与えられていないので、そうした多くの構成を通しても
信頼性は出て来ず、構成の妥当をきめることが出来ないという
ことが指摘され、またオペレーションに際してはどういう風に
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して特殊具体的な個々の概念構成からして一般化に進むことが
出来るかが明らかでなく、そして個々の概念の記述定義に重き
が置かれすぎて仮説の設定の仕方を扱うことがなおざりにされ
ていると論じられている（15,―261 頁～ 265 頁）。
　ところでこゝに言われるオペレーションにおける妥当の問題
は対象の問題と関聯させて見ることが出来ようし、仮説への
一般化の問題は一般的概念の問題に帰させられよう。ただし
かしながら Pennington 及び Finan の批判はオペレーションが 
Bridgman のいうようにはたらきだとされていることにかゝっ
ているので、そうしたはたらきがさらに個人性を離れないもの
だと見られる限り、オペレーションにあって妥当や一般性のえ
られないということに導かれるわけだ。ここにオペレーション
における個人性の問題が関係して来ようが、この問題について
は V. 個人性と公共性との問題のところで扱われる。

II. 仮説及び理論の問題
　オペレションの手続は観察された経験事実について具体的な
概念の意味を構成するのならば観察事実を扱っていない仮説や
理論はオペレーショニズムにあってどう扱われるか、そうした
仮説や理論はオペレーションの手続がとられえない限り、それ
らは認められないことになるのではないか、こうした問題が出
て来よう。
　この問題に対しては Boring は観察されない事項はそれにつ
いて実験が可能ならば規定されえるわけだからとして可能なオ
ペレーションによってそれを認め（3,-243 頁以下）、Bridgman 
も仮説オペレーションを現実のオペレーションに対するプログ
ラムの形で意味を認めている（6,―246 頁以下）。それでこの問
題については、仮説については現実にそれについて実験的オペ
レーションが出来ないにしても、こうしたオペレーションが可
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能だということが定立されるものならばよいわけで、仮説や理
論についてはそうした仮説的なオペレーションがなされること
が認められている。
　そうして心理学における数学的な理論もそれが経験資料の観
察事実に結びつけられることをたてまえとしている限り、オペ
レーショニズムで扱われる可能性をもつものゝわけだ。こうし
た数学的理論の例として Hull の理論の経験資料との結びつき
の関係を見ることが出来よう。すなわち Bergmann 及び Spence 
によって次のことが指示されている。心理学にあっては一組の
変数の間の相互関係、とくに反応変数と種々の環境変数との間
の相互関係をうちたてることが題目とされるものだ。すなわち
この関係を一般的に数学的に表現すれば、

y1 =f1( x1, x2, …………xn）
……………………………………
ym =fm( x1, x2, …………xn）

の形で示されるが、心理学にあってはこの方程式で函数 f1 
……fm の性質を規定することが題目とされる。ところで心理
学にあっては実験的につくり出されえる一番簡単な行動状況で
すら、その中に入って来る変教の数は非常に多く、それらの間
の相互関係の構造は極めて復雑なので、補助理論をたてずに経
験資料から直接に方程式での数学的形式を想定して来ること
は出来ないのだ。この意味でたとえば簡単な適応性行動の理論
の形式に際して Hull が要請としてたてた刺戟痕跡（ｓ）とい
う形式概念〔 s=alogS(1-e-h)e-kT’ 〕 

i

はそうした補助理論をなすもの
だ。これによって函数関係の経験資料への結びつきの手段が講
じられているからだ（1,―7 ～ 13 頁）。このように Bergmann 及
び Spence によって Hull の数学的理論が経験資料との結びつき
i　底本ではこの対数式の ")" は上辺に小さくなっている。正規には？
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の関係にあってたてられていることが示されているが、なお 
Hull 自身によってもその心理学の数学的理論にあっては介入
変数が理論的にたてられることが可能で、そうした変数は方程
式にあって純粋に演算によって導きだされるものだが、しかし
それは経験事実に応じるべきものにならなければならないこと
が言われている（10）。
　このように数学的理論でもそれが経験資料との結びつきが顧
慮されて定立されている限り、こうした理論は実験観察的オペ
レーションに対するプログラムの意味でオペレーショニズムで
扱われる可能性が認められてよいわけだ。
　このように見てくると、心理学にあって仮説や理論がオペレ
ーショニズムで扱われるかの問題に対して肯定的な答が与えら
れえることになる。ところでこれに関聯した問題がさらに出て
来るのだ。それは経験資料、観察事実に結びつけられえないよ
うな純粋に数学的な理論や純粋に言語的な表現のようなものは
オペレーショニズムによって扱われえないものではないかとい
う問題だ。上に見られた仮説や理論がオペレーショニズムで扱
われえることの認められたのは、そうした仮説や理論が経験資
料、観察事実の結びつきをもっていて、実験観察的オペレーシ
ョンの可能がそなえられているからなのだが、純粋な数学的理
論や純粋な言語的表現にあってはそうした結びつきがそなえら
れていないのだ。しかもこうした純粋な理論は心理学にとって
も扱われるべき価値をもったものだ。他の諸自然科学と同様に
心理学にあっても進歩した自然科学の形式としての数学化がめ
ざされる限り、現在の理論物理学にあってのように数学的理論
そのものゝ必要が是認されてよいことになろう。また複雑な心
的事象を扱うのに際しては被験者の反応としての言語的表現に
よるわけだが、この言語的表現はその物的に対応するものが十
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分に明らかになっていないので、その言語的表現は純粋な言語
的形式的なものに止まるものといえよう。こう見ると純粋な言
語的表現も心理学にとって心要なことが見られよう。
　それで物理学の領域で、Lindsay によって、物理学に寄与す
る絶粋な数学的理論がオペレーショニズムでは扱われないこと
が言われているが（13,―456 ～ 470 頁）、この問題は心理学の
領域でも同様な関係をもとう。この問題については次のよう
な Bridgman の見解を見ることが出来る。すなわち観察事実に
ついての物理的オペレーションによって構成されるのでない構
成の方法を使うことが物理学の理論をたてるについて有用とさ
れるが、この物理的オペレーションでない構成は数学的オペレ
ーションによるものだ。このオペレーションでは観察事実につ
いての意味の規定でなくて、数学的形式だけの範囲での条件に
よる概念の構成だ。もとより理論でのつづまるところの仕事が
具体的な物理的状況の記述にあるのならば、理論でのつづまる
ところの結果は具体的な物理的状況にあって適用されえるオペ
レーションによって表現されることが要求されなければならな
い。しかしながらオペレーションをさらにひろい範囲に使用す
るようにひろめることの許されない理由はない。さらにまた同
様に物理的オペレーションの構成でなしにただ純粋に言語の使
用される条件による概念の規定としての言語的オペレーション
が認められてよい。このオレーションは複雑な社会事象のオペ
レーションに適する。物理的なあるいはこれに類似な適用しか
扱っていない限り、オペレーションのテクニックの有用な適用
はそのせまい観点に限られていて、ひろい観点を忘れがちだが、
オペレーションは観察的構成をする物理的オペレーションだけ
でなしにこうした純粋な数学的オペレーションや言語的オペレ
ーションにまでもその範囲がひろげられてよいのだ（4,―123
～ 130 頁）。Bridgman によってこのように示されるような数学
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的オペーションや言語的オペレーションが認められるならば、
純粋な数学的理論や純粋な言語的表現についてこれらがオペレ
ーションの適用をうけることの出来ることか認められてよいこ
とになる。
　このように見て来ると、さきの問題すなわち経験資料、観察
事実との結びつきをそなえない純粋に理論的形式的なものがオ
ペレーショニズムで扱われえないものではないかという問題は
オペレーションの意味がどうとられるかによって起る問題だと
言われよう。すなわちオペレーションの意味がひろいのとせま
いのと二様にとられる。せまい意味では観察的、実験的、測定
的な物理的なオペレーションが、ひろい意味ではさらに数学的、
言語的オペレーションも含ませられる。それでオペレーション
が前者の意味に解されている限りでは、純粋な理論はオペレー
ショニズムでは扱われないということが認められよう。これに
対してオペレーションが後者の意味に解されるならば、純粋な
理論もオペレーショニズムで扱われるということが認められよ
う。このようにオペレーションの意味を解析して行くならば、
この問題について対立した見解は実は対立するに及ばないこと
が見出されよう。そして問題はオペレーションを物理的オペレ
ーションだけに限るのがよいか、数学的、言語的オペレーショ
ンをも含めるのがよいか、オペレーションをどういう意味に解
するのがよいかという問題に移って行こう。

I I I .  説 明 の 問 題
　経験事実を説明するについてはオペレーションによって構成
される限りの法則や理論を認め、それ以上のものを認めないの
がよいか、あるいはそうした制限をもうけずに説明の原理をた
てるのがよいかという問題が見られる。
　Pratt によると次のように見られている。心理学にあっては
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すくなくとも二つの傾向があるので、その一つはすべての理論
化は既知の関係に限られなければならないとして説明にあって
想像を否定するのに対して、他の一つはこの制限を顧慮しな
いで、もっと自由な手続によって説明の原理をたてようとす
る。しかし傾向のこのちがいは程度のちがいで種類のちがいで
はないだろう。それでオペレーショニズムにおける危険は――
とくに心理学に適用されたものとして――法則の構成にあって
想像を強いて抑圧する点にある（16,―265 ～ 267 頁）。このよ
うに Pratt によっては説明に際してオペレーションの構成によ
る制限が否定される。さらにまたオペレーショニズムの制限は 
Prentice によって心理学の具体的な事例について難じられてい
る。それによるとオペレーショニズムは心理学にあってオペレ
ーションの構成によらない理論の樹立をためらわせている。た
とえば Kretchevsky はそのネズミの学習に関しての“hypothesis”
をオペレーショナルに定義しなければならないと思って、これ
を動物の反応によって定義したが、その結果は “hypothesis” は
存在の理由をもちえなくなった。こうして学習の或る根本的な
問題を解く可能性がオペレーショニズムによって無意味に抑圧
されてしまった（17,―247 ～ 249 頁）。こう難じられている。
　このようにして説明の問題についてはオペレーショニズムの
制限内にとどまらなければならないという見解と、その制限を
こえてよいという見解との対立が見られることになる。ところ
で経験事実の説明ということがこれら二つの見解にあってはそ
れぞれちがった観点から見られていることが認められるなら
ば、両方の見解はたがいに対立するものだと見るに及ばなく
なるのではないか。経験事実の説明ということを科学的な理論
の領域に属させるならば、説明のための法則や理論はオペレー
ションによって構成されえるものでなければならないといえよ
う。これに対して経験事実を説明することを科学の範囲に限ら
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ず科学的な説明の法則や理論がたてられるまでの前段的状態を
も含ませて解するならば、オペレーションの構成をこえた直観
や想像によるものも説明の原理として見られてよいことになろ
う。こう見られる時、上記の説明の問題は説明の意味のとり方
の問題、それで経験事実を説明するということがどういう意味
にとられるのが適切かの問題に移って行こう。

IV 構成の様相の問題
　オペレーションによって定義されるべきことがらをそのこと
がらの起る条件と独立に測定するなり、テストするなりして、
そのことがらの意味を構成する仕方と、定義されるべきことが
らをこのことがらの起る条件と独立にしないで、むしろそのこ
とがらと条件との函数関係の意味を構成する仕方との二様の構
成の様相が区別されることを認めて、後者の構成にあっては函
数関係の意味は構成されても、定義されるべきことがらがはっ
きりその条件と区別された形で規定されることが可能だろうか
ということを問題とすることが出来よう。

　個々の要素を構成するオペレーションと関係を構成するオペ
レーションとは Israel によって区別が認められて、一方は構成
される要素が不変に同一を保つシリーズをなすものであり、他
方は構成における一方の成素が他方の成素の条件によってつく
り出される関係からして成素の変容が起される機能だと見られ
る（11,―261 頁以下）。そして Israel 及び Goldstein によって次
のように指摘される。一般に心理学のオペレーショニズムにあ
ってはその意味が定義されるべき心的事象を生産する仕方がと
られる。たとえば Stevens のオペレーショニズムでは定義され
るべき心的事象を生起させるために条件が実験的にたてられ
て、この刺戟条件との相関々係によって定義がなされる。だか
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らこの定義されるべき心的事象はその先行条件と函数的関係に
立つ限りでたてられているので、その心的事象はその先行オペ
レーションを通してはじめて規定されることになっている。一
般に心理学のオペレーショニズムにあってはこのような構成の
仕方がとられているから、定義されるべき心的事象はそうした
条件との函数関係にあって変容されえるので、その意味がはっ
きり規定されていない。そうしたオペレーションの構成ではは
っきり規定されえるものはそうした心的事象を含むとされる函
数関係だけにほかならない。心理学のオペレーションは心的事
象をでなくて、そうした函数関係だけを構成的に規定している
のだ（12,―180 ～ 187 頁）。このように指摘される。
　このように見られて来ると、心理学のオペレーションに際し
て、定義されるべき心的事象――刺戟条件に対する反応として
の心的事象――がどうしてはっきりその意味が構成されること
が出来るかが問題となりえよう。なぜならそこにオペレーショ
ンによって構成されるものは先行の刺戟条件と結果の反応との
函数関係で、反応はその一方の項として独立を保っていず、そ
の存在はその函数関係のうちに消えていると見られるわけだか
らだ。その限り、反応としての心的現象のはっきりした意味規
定は出来ないことになるわけだからだ。ところで心理学のオペ
レーションの構成の仕方がこのように見られることは、さきの 
Israel の区別に見られるような構成される要素が不変に同一を
保つシリーズをなすという要素中心の仕方に対して、条件と反
応との函数関係を構成するという関係中心の仕方を二元的に区
別して対立させることによると見られまいか。刺戟条件や反応
と函数関係とをちがった層にあるものと見て、一方の構成の仕
方では個々に独立した刺戟条件や反応行動をさきにたて、これ
らを踏んで第三者としてこれらを結合する関係をたてるものと
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見、他方の構成の仕方ではそれぞれの刺戟条件や反応行動と切
りはなされた抽象的な函数関係をたてるものと見ている傾向が
認められまいか。
　もしそこにこうした傾向が認められることがまちがっていな
いとするならば、心理学のオペレーションの様相として上の二
つのどちらでもないも一つの構成の仕方のたてられることが見
られよう、それは Tolman でのオペレーションの手続の仕方（23

及び 24）に関聯して Varbel によって指摘されている構成の仕
方だ。それによると Tolman でのオペレーションの構成の仕方
は環境条件と反応との函数的関係を考えているが、これら環境
条件と反応とを個々独立に考えて、それら個々の要素の上にそ
れらを基底として踏んでたつものとして意味的な介入変数を考
えている傾向があるが、刺戟、心的過程、行動はたがいに独立
に分離され区別されるべきものではない。そして心理過程は個
別的に対立的にたてられた刺戟と行動とを結合するに当って、
両者の間の橋渡しをつけるために第三者としてつけ加えられる
というようなものではなく、刺戟、心的過程、行動はこれらす
べてを含む力系的場の部分としてこの全体の場によって規定さ
れてはじめてそれぞれの意味をもつものだ（25,―384～399頁）。
Varbel のこうした指摘からして考えられることは、オペレーシ
ョンの構成の仕方をこうした全体的場による規定として見るこ
とが認められるならば、オペレーションに際して函数的な関係
が構成されるにしても、定義されるべき反応としての心的現象
がはっきり規定されることが出来ないということは言えなくな
るだろうということだ。それは函数的な関係が構成されるとい
っても、その関係の部分と見られる刺戟環境条件や反応行動か
ら遊離した別の層にあるような抽象的関係ではなく、函数的な
関係が構成されることによって体制化がなされ、その時、刺戟
環境条件や反応行動はこの体制の分肢として同時に規定され
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て、それぞれの存在が定位されることになるからだ。
　このように見て来ると、心理学のオペレーショニズムにあっ
てはその構成に当って定義されるべき心的事象がその存在につ
いてはっきりその意味を規定されえるか、えないかの問題は、
そこで定義されるべき反応としての心理事象がどう解されてい
るか、さらにそうした心的事象を含む函数関係がどう解されて
いるか、そしてこのことはさらにその際のオペレーションの構
成がどういう仕方でなされるとされているかにかゝって来ると
言えよう。すなわち定義されるべき反応としての心的事象の存
在ということが函数関係と独立にそれと切りはなされての意味
に解されるならば、Israel 及び Goldstein の言うように、そう
した心的事象がはっきりその意味が規定されないものと言われ
よう。そして函数関係がそうした心的事象やその条件と遊離し
た抽象関係だけのものと解される限り、その函数的関係が構成
されても、そこには心的事象は見当たらないわけだからだ。こ
うなるのはオペレーションの構成に際して定義されるべき心的
事象と函数関係とをたがいにちがう層に属するものとして二元
的にわける仕方をとるからによると見られよう。これに対して
反応としての心的事象の存在ということが函数関係の体制の部
分として機能的に定位されたものの意味に解されるならば、そ
うした心的事象は函数関係の規定されることによってはっきり
その意味が定義されると言われよう。そして刺戟、心的過程、
行動がたがいに機能的にはたらいている体制が函数関係で、こ
の関係はそれによってその部分が全体機能的に規定されるもの
だと解される限り、そうした部分としての定義されるべき心的
事象は函数関係によってこそ、その存在を規定されえるわけだ
からだ。そしてこうなるのはオペレーションに際して定義され
るべき心的事象と函数関係とを二元的にたがいに切りはなさな
いで構成する仕方をとるからによると見られよう。
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　こうして来ると、さきの問題はつまるところ、心理学におけ
るオペレーションにあって構成の仕方がどうとられるかに帰さ
せられることになろう。そしてことがらはどういう構成の仕方
が心理学のオペレーションにあって適切かという問題に移って
行くことになろう。

V 個人性と公共性との問題
　オペレーショニズムにあってはそこで構成される概念の意味
が一義的に規定され、そして誰れにも一様に公共性をもつこ
とゝいう目的に合うことが言われているが、その構成は構成す
る各個人のそれぞれの意識によるわけで、その限りはそこに構
成された知識は個人性を完全にはなれることが出来ず、したが
ってオペレーショニズムによってえられる知識の公共性という
ことはどう扱われたらよいことになるか、こうした問題が見ら
れる。
　これに関してまずオペレーションの後ずさりの問題が一応、
見られる。すなわちオペレーションの記述に際して使用された
概念がそれ自身定義される必要があるから、オペレーションに
よる定義は無数の後ずさりをするわけになるが、どういう風に
してこの後ずさりに切りがつけられるかという問題に対して、
Bohring は後から新しい聴き手が入って来た時には、またはじ
めなければならないが、話し手と聴き手との間にたがいの理
解が出て来て、定義をさらに要求することがなくなった時に、
この後ずさりは切りがつけられるとし（3,―243 頁）、Bridgman 
はオペレーションが言語の範囲をこえてただ指示しえるだけ
という状態に達して、これ以上の精確な規定が困難だという
ところまで来る時があると言い（6,―248 頁）、また Feigl も言
語的表現の線をこえた直接観察と結合されているものゝとこ
ろで切りがつけられるとする（8,―251 頁）。このようにオペレ
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ーションにどこで切りがつけられるかが示されていることは、
McGeoch がオペレーションによってはオペレーションそのも
のを定義することが出来ないという限界があると言っている

（14,―704 頁）ことを裏ずけているわけだと言えよう。
　ところでこのようにオペレーションの後ずさりに切りがつけ
られる限界があるにしてもなお問題が出て来る。それはこのよ
うなオペレーションの限界のところに来ても、オペレーション
をする者の意識がのこっており、そしてそれは公共性をもたな
い個人的主観だということだ。ここにオペレーションによっ
て構成された知識の公共性に個人性の関与することが認められ
る。それでこのオペレートする知識を公共化することが考えら
れる。Hart は心理学における Stevens のオペレーションについ
て、オペレートする意識がまだ内観的なものとしてのこされて
いることを指摘して、この意識をもさらにオペレーションの対
象として、これを相互主観的なもの、公共的なものとすべきだ
として、その意識を物理的表現になおすことを試みている（9,
―288 ～ 373 頁）。しかしながらこうしても、なおこの第二の
オペレーションを行う意識がまたのころうし、この意識をさら
にまたオペレーションによって構成しなければならないのでは
ないか。こうして来るオペレーションにあってはオペレートす
る最後の直接経験としての意識はどうしてものこらなければな
らず、その限り、オペレーションの構成によって一義的、相互
主観的に規定された概念の公共性はこの個人性をはなれること
が出来ないことになろう。ここにオペレーションにあってオペ
レートする最後の直接経験としての意識を切りすてるべきか、
あるいはそれをオペレーションに関与させるべきかが問題とし
て出て来よう。
　ところでこの問題については次の対立した二様の見解が見ら
れる。その一方の見解は次のようだ。Stevens は科学的心理学
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はオペレーショナルなものだが、個人性をオペレートすること
は自己矛盾だから、そこでは個人的な内的な経験をすこしも扱
わなく、したがって心理学の対象として直接経験を考える必要
はないとする（21,―95 頁）。また Bohring は本来公共化されな
い個人性は科学の資料でないとして、個人的経験の意義を認め
ず、そうしたどうしても個人的に止まるものゝ心理学にとって
の価値を認めず、主観的な経験はすべてオペレーションによっ
て定義されるものでなければならないとする（2,―459 頁以下、
3,―244 頁及び 28,―280 頁）、また Feigl にあっても自己の直接
経験は経験科学におけるすべての概念構成の基底で、科学にと
っての粗い材料に過ぎず、そうした個人的な直接経験を科学の
対象としようとすることは、それが外部刺戟及び内部刺戟や行
動に関係づけられない限りは、科学にとって意義のないものだ
とされる（8,―257 頁以下）。さらにまた Skinner によるとオペ
レーションにあっては個人性は論理的にいって除去するべきだ
が、心理的にはこれを除去することが出来ないので、反応行動
の意味の定義は刺戟との関係によってえられて、公共化に向う
が、この刺戟の中にところで個人的な部分がのこり、この個人
性は或る程度以上はどうしても公共的にならず、そして科学に
あってはこの個人性は実践的に除去される（18,―272 ～ 277 頁）
とされる。
　ところでこうした見解に対して他方、次のような対立的な見
解が見られる。Pratt はオペレーショナルな構成と経験とはち
がったもので、構成が経験の定義と考えられてはならず、経験
は構成され定義されるものでなくて、科学の最初の資料をなす
ものだから、個人的で定義されえず、ただ指示されえるだけの
ものだ（16,―261 ～ 263 頁）として、科学にあって経験はすべ
て構成されるべきだとすることに反対する。そして Feigl が個
人的な直接経験は科学の粗材料でほんとうの対象ではないとし



60

ていることに反対して、そのいうほんとうの対象とは何を意味
しているのか、これとそのいう粗材料とはどうちがうかわから
ないではないかとして、直接経験がどのように制限されるにし
ても、この直接経験以外に科学の最初の資料となるものはない
から、これは科学にとって根本的に重要なものだ（28,―289 頁
以下）とする。また Skinner が個人性を公共的な行動から切り
はなすことに反対して、心理学の資料についてオペレーション
を行うのに際して、個人性をも含めるというよりはそれを除去
するという原理によってオペレートするオペレーショニズムが
出発点においてまちがっていることを指摘する。すなわち最初
の資料である個人的経験を除去するのは適切なオペレーショニ
ズムのなすことではないので、どんな資料でもその記述と報告
とが研究する者にとって取扱い可能なものならば、それは科学
的研究にとっての適した資料だ。たとえば歯痛のような個人性
を含むものを公共的な行動に翻訳するという Skinner の言語的
精練の処理は行動心理学でのすぐれた仕事ではあるが、それは
しかし歯痛ということについている根源的な個人性を除くこと
は出来ないので、不毛なオペレーショニズムの傾向があるとす
る。そしてどんな科学のどんな資料もその出発点は個人的経験
だという（28,―289 頁）。また Bridgman は科学にあってわれわ
れのなすことを見ると、科学の一番重要な部分は個人性のもの
だということが知られることを説く。すなわちたとえば「わた
しの歯が痛い」という場合のオペレーションと「あなたの歯が
痛い」という場合のオペレーションとはちがうので、一般に言
って「わたしの考えているもの」をわたしが知るためのオペレ
ーションは「あなたの考えているもの」をわたしが納得するた
めのオペレーションとちがうのだとする（28,―281 頁以下）。そ
れで「わたしの科学」は「あなたの科学」とちがうので、これ
ら二つの科学の区別は重要で、強調される必要があり、科学で
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の理論的処理は自分によってなされ、自分に対してなされるも
ので、それは自分の歯痛と同様に個人的で、こうした個人性な
しには死んでおり、生きているのは「わたしの科学」だけで、「あ
なたの科学」が「わたしの科学」とならないうちは「あなたの
科学」は死んだそして不毛なものだとする。そして構成という
ことを認めることだけでこうした個人性を抑圧することを不自
然だと見る（6,―41 ～ 46 頁）。
　以上のようにしてオペレーションでの構成に当って観察者の
直接経験を切りすてるべきか、あるいはこれをオペレーション
に関与させるべきかの問題について対立した見解が見られる。
ところでこの場合、上記の問題はオペレーションということの
意味、乃至心理学乃至一般に科学の対象ということの意味のち
がいによると言えまいか。すなわちオペレーションを構成過程
の論理的成果を示すべきものという意味にとり、そうした成果
だけを心理学乃至一般に科学の対象とするべきだと見るか、ま
たこれに対しオペレーションを構成過程の発生、成立をも含め
た意味にとり、こうした根源過程をも含めたものを心理学乃至
一般に科学の対象と見るかのちがいにことがらはよって来るの
ではないか。こう見られるならば、この問題についての上記の
対立した二つの見解は同じことがらについてでなくて、たがい
にちがった意味のことがらについて言われていることになると
見られまいか。そうすれば問題はオペレーションということ、
また心理学乃至また一般に科学の対象というものを上記のどち
らの意味にとるのが適切か、または一体どういう意味にとるの
が適切かという問題に移ることになろう。
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複雑な思考の実験におけるオペレーションについて
THE OPERATION IN THE EXPERIMENT ON COMPLICATED 

THINKING

中村克己（東京文理科大学心理学教室）

I
　思考心理学の対象である思考はそれが科学的に研究される限
り、直接経験乃至意識内容としての思考として扱われるべきで
はない。こうした思考はそれをもつ当人だけにしか観察されえ
ないもので、多くの人々によって一様に観察されることの出来
る相互主観性をそなえた経験事実として追試の可能なものだと
いう公共性がないからだ。それで科学的に扱われる思考はそう
したものとしてではなく、刺戟に対する被験有機体の反応行動
の意味としてオペレーションによってたてられるべきものだと
されよう。この場合に思考は上記の公共性をもつことが出来る。
　ところで、たとえば動物や児童にあっての単純な思考の場合
とちがって、複雑な思考は被験者の物理的行動だけについて観
察されることが困難で、そうした物理的行動と区別される意味
での被験者の言語による報告について観察される。ただしこ
の場合、思考が科学的に扱われる限りは、思考はそうした言語
的表現を通していわばその奥にある直接経験の意識内容として
見られるべきではないから、複雑な思考が言語による報告につ
いて観察されるという場合、その言語による報告は被験者の言
語的行動と見られるべきことになる。すなわち被験者にたとえ
ば課題解決の問題と教示とを与えて刺戟環境下に置き、これに
対して被験者が言語によって報告するという反応を呈するよう
にして、実験者は被験者の有機体についての刺戟――反応の相
関々係からしてその言語的表現の意味を規定する。それでその
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際、その言語的表現は被験者の物理的行動としての言語的運動
すなわち言語的行動と見なされる。そして実験者によってこの
言語的行動の意味としてオペレーショナルに構成されたものが
その課題解決の思考と見られることになる。こうした複雑な思
考は相互主観的観察出来るわけのものだ。たとえば Stevens の
オペーションの考え（13, 14, 15-226 ～ 232）をもとにして言語に
よる報告によるべき複雑な思考の科学的研究の仕方を考える
と、このようになろう。ただし Stevens のオペレーショニズム
が十分に適切な仕方を示すものかどうかについては問題がある
と言えようが、言語による複雑な思考の経験的事実について相
互主観的な知識を示すことに対してとにかく一つの参考になる
仕方を示すものとして認められてよいだろう。
　ところで Stevens ではオペレーションにあって言語の扱われ
ることを出来るだけ避けるべきだとされている。言語の意味は
言語を使用する人のその言語を発するに至るまでの過去の経歴
が十分に知られなければ一義的に規定されえないが、そうした
経歴を十分に知ることは極めて困難だからだとされる（13-329
以下）。なるほど被験者の反応行動としての言語的運動の意味
を一義的に規定するには刺戟――反応の相関々係からされるべ
きことからいって、被験者の刺戟環境条件の一要因と見られる
被験者の過去の経歴が十分よく知られる必要があるのに、これ
が普通にいって困難だから、したがって言語的表現の意味が一
義的に規定されることが出来にくいわけだ。それで言語的表現
はこれを出来るだけ避けるべきだということは理解出来よう。
だがしかしさきに示されたように、複雑な思考についての実験
にあっては言語的表現の使用を避けえないだろう。こうなれば
問題は言語を扱うことを出来るだけ避けるということよりは、
言語的表現についてどうしたならばその意味を一義的に規定す
ることが出来るかということにかゝって来ることになると見ら
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れよう。

II
　上に述べられたような思考の実験方法に対してところで次の
ような問題が出て来よう。すなわち上に述べられたような仕方
によって被験者の言語的行動の意味の規定がなされるについて
は、そうした言語的行動の意味に客観的対象性が欠けており、
そうした言語的行動の意味は実験者によって主観的に構成され
ただけのものに過ぎないという非難が考えられる。こういう非
難は言語的行動に限らず、心理学の一般の傾城についてのオペ
レーションに対してなされているところからして、これを見る
ことが出来る。Weber によると心理学のオペレーショニズムは
オペレートする作用とその作用の結果としてのオペレーショナ
ルに構成された概念とを混同しているために、オペレートす
る作用と区別されたこれに対する対象的概念をたてゝいないと
難じられている（16-62 及び 67）。また Israel 及び Goldstein に
よると物理学におけるオペレーショニズムではそのオペレーシ
ョンが客観的事物の測定、そして客観的事物との一致にあるの
に対して心理学におけるオペレーションでは刺戟と反応との間
の函数というような概念を主観的に生産しているから、物理学
でのような対象性をもった正当なオペレーションではないと難
じられている（6-179-185）。さらにまた Crissman によるとオ
ペレーショニズムにあってはオペレーションとその対象との間
の関係が考えられていないと指摘されている（4-315 以下）。こ
れらの見解にあって心理学のオペレーショニズムに欠けている
とされる対象性は、Weber にあっては構成された一般的概念を
指すものであり、Israel 及び Goldstein にあっては物理的事物
としての客観が指されているものであれ Crissman にあっては
一般的に対象との関係の欠如が指されているもので、それらの
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間に差異はあっても、それらの見解に共通な点は心理学のオペ
レーショニズムにあってはオペレートする主観と区別される意
味での対象性が欠けているとされていることだ。心理学のオ
ペレーショニズムに対するこうした非難はさらに一般的な形で 
Kattsoff 及び Thibaut の批評に見られる。その批評によるとオ
ペレーショニズムでは心理的概念をただ実験者の働きによって
主観的に構成しているに過ぎず、そうした概念をその指示すべ
き客観的対象について示すことをしていないが、客観的対象を
示すことによって概念を規定すべきだとされる。そして Morris 
の区別に見られる semantics と pragmatics という用語によって
オペレーショニズムは semantics よりはむしろ pragmatics に
よるものだとされている

＊ ＊

。実験は理論の構造の semantic な面
を規定する手続なのだが、オペレーショニズムは semantics と
pragmatics とを混同して、概念の semantic な意味を規定すべき
オペレーションが実際にはその pragmatic な意味を規定するも
のになっていると難じられる（7-476 ～ 480）。
　これらの非難は Stevens や Tolman のオペレーショニズムに
対してなされているものだが、複雑な思考について被験者の言
語的行動の意味を規定して行くについて、上に見られたような
オペレーショナルな仕方に対しても、それが semantic でない
ということはやはり言われえよう。

＊＊　Morris はサインの理論（semiotic）を次の三つにわけて
いる。サインとそれによって指示される対象との間の関係を
扱う semantics、サインとそのサインの使用者との間の関係を
扱う pragmatics そしてとサインとサインとの間の関係を扱う 
syntactics．（8-64 以下、9-21 ～ 26, 29 ～ 34）

III
　複雑な思考についての実験における被験者の言語的行動の意
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味の規定のされ方について、そこには客観的対象が欠けている
という難点――筆者によって要求されるこの対象はもとより何
らかの意味でもの心的実体としての対象ではない――をどう処
置したらよいかという問題が出て来る。こうした問題に対す
る処置についてはまず Stevens などのオペレーショニズムに対
する Skinner の批評にもとづいて考えることが出来る。Skinner 
によると Stevens などにあってはオペレーションの客観的対象
性の点で欠けるところがあり、オペレーションに際しては被験
者にあっての外面的な公共的刺戟だけでなく、内面的な個人的
刺戟までもこれを知ることが必要だが、Stevens などのオペレ
ーションにあっては前者が考慮されているが、後者が欠けてい
るとなされる。（11 － 272、12 － 292 ～ 294）。Skinner のこうし
た見解をいまとくに思考の領域にあてゝ考えて見るならば、被
験者の思考とされるものについてオペレートして行くに当って
も個人的刺戟を考慮することが必要となるわけだ。しかしなが
ら Skinner によると単純な知覚の場合にあってすら被験者にあ
っての個人的刺戟を確定することは出来ないことが言われてお
り（11 － 274 以下）、いま問題とされている複雑な思考の場合
にあって被験者における個人的刺戟を確定することの出来ない
ことはなおさらと言われなければならないだろう。個人的刺戟
の確定が出来ない限り、複雑な思考についての実験にあって被
験者の言語的行動の意味に客観的対象性の与えられえないこと
は認められなければならないわけだ。そして複雑な思考につい
ての公共的刺戟だけしか考慮に入れられないオペレーションに
あっては被験者の言語的行動の意味に客観的対象性が欠けてお
り kattsoff 及び Thibaut の言う pragmatics に止まっているもの
と見られよう。
　さらにまた個人的刺戟を確定することがたとい出来たとして
も、その個人的刺戟を含めての刺戟――反応の相関々係によっ
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て構成される言語的行動の意味としての思考とされるものに客
観的対象性が確立されない限りは、semantics にはまだなって
いないと見られるのではなかろうか。なるほど個人的刺戟を確
定することが出来れば、公共的刺戟だけを考慮に入れてのオペ
レーションとくらべて、そこに構成される反応行動の意味はそ
れだけ客観的対象性の方へ向けられて来ることは認められよう
が、しかし根本的に言って刺戟――反応の相関々係によって反
応としての被験者の言語的行動の意味を実験者が主観的に構成
するだけのものだという関係は公共的刺戟だけを考慮に入れる
場合と同様なわけだから、どちらの場合にしても、言語的行動
の意味としての思考とされるものは実験者によって主観的にだ
け構成されたものになると見られることに変りはなく、両者の
場合はただ程度のちがいに過ぎないと見られえるのではなかろ
うか。
　複雑な思考について、こうしたオペレーショニズムの仕方に
あっては対象が欠け、そして pragmatic だという問題に対する
処置として参考となると考えられるものに次に Hull の方法が
見られる。Hull は Tolman にあっての介入変数を脳生理学的に
規定することを目的とはするが、そうした介入変数は現在のと
ころ、大まかな行動の世界を越えて、脳生理のいわば微視的、
分子的な世界にあってこれを見出すことが出来るまでになって
いないので、いまのところ直接に観察しえる刺戟と反応との相
関々係にもとづいてそうした介入変数を数学的記号計算的に規
定することを考える。それで有機体の行動について、たとえば
習慣と名づけられるものゝような直接に観察されえないものを
介入変数的意味としてたてようとする時は、これを仮設【仮説】

として、これが直接観察されえる刺戟や反応行動の数値によっ
て事実的にもとづけられて、それによって習慣についての仮設
の験証がなされていくという仮設演繹法がとられる。このよう
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にして Hull によると Tolman 的な介入変数に見られる擬人観
を免れることが出来て、行動の規定について主観性によらない
客観性をもった理論をたてることが出来ると言われている（5

－ 18 － 31、382 ～ 395、381 以下）。
　いまこの Hull の見解を当面の問題である複雑な思考の実験
法による規定にあてゝ考えて見るならば、次のように見られよ
う。被験有機体の言語的行動について刺戟と反応行動との間に
たてられる介入変数としての思考を脳生理のいわば微視的、分
子的な領域において見出すことが現在のところ出来ないから、
直接に観察しえる刺戟と言語的反応行動との相関々係によって
規定された複雑な思考を仮設としてたてゝ、これが数学的記号
計算的な形式において直接、観察されえる刺戟や言語的反応行
動の事実に適合するかを見ることによって、仮設演繹的にさき
の仮設としての思考を験証することになるわけだ。こうすれば
思考が刺戟と言語的行動との間に介入される変数として実験者
の主観によって構成されただけで規定されているというのでな
くて、それが仮設としてさらに直接、観察されえる事実にもと
づいて吟味されるわけだし、またその思考についての仮設のと
り扱いに当っては、その表現は曖昧な意味をはなれた数学的記
号によって計算的になされるわけだから、そこに示される複
雑な思考は一義的に規定されて、Kattsoff 及び Thibaut の言う
Pragmatics だという難点を免れることの出来るものだと言えよ
う。
　ところで Hull の例でのような習慣と名づけられるようなも
のよりももっと複雑なものと見られる複雑な思考の場合にあっ
ては、それについてたてられた仮設の験証の基礎事実としての
直接観察されえる客観的事実である被験有機体の刺戟や言語的
反応行動とその間の介入変数としての仮設との依存関係が精密
に一義的に見出されることが、すくなくも現在のところでは
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習慣のようなものにくらべてなおさらまだ出来ないのではない
か。その依存関係が精密に一義的に見出されない以上、仮設と
直接、観察されえるその験証の基礎としての諸経験事実との間
にはなおさらまだ間隙があるわけで、この間隙を無視して仮設
の証明に飛躍することは許されえない。そうした飛躍によって
たてられた複雑な思考はやはり実験者の主観によってたてられ
ただけのものに過ぎない対象性の欠けた pragmatic なものにな
ってしまわなければなるまい。なおまた言語的行動による複雑
な思考のとり扱いを数学的記号的計算によってすることもすく
なくとも現在のところとしては極めて困難なものだと見られな
ければならない。そうすると仮設演繹法におけるそうした数学
的な処理によってえられるべき表現の客観的な精密な一義性も
これを期待することが出来なくなろう。
　このように見て来ると、行動についての Hull の方法を言語
的行動によっての複雑な思考の実験に適用することはひかえら
れなければならないと言われるべきだろう。したがって複雑な
思考については Hull の言うところの行動の客観的な理論をた
てることはまだ出来ないことが認められなければならないだろ
う。ただ Hull の方法の適用されることが可能になるように目
標をたてることは、言語的行動による複雑な思考の実験法が 
pragmatics に陥らないようにするについての一つの参考とはな
ろう。なおしかしながら複雑な思考の処理について、たとい 
Hull の方法が適用されえるようになったと仮定しても、した
がってその実験方法が pragmatics に属することを免れえたと
しても、この実験方法によってはさらに対象性をそなえて、い
わゆる semantic なものでありえるまでにはなっていない。な
ぜならば Hull がその自身の方法について認めているように、
介入変数を脳生理のいわゆる微視的、分子的な領域において見
出すことは出来ているものではないので、複雑な思考として規
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定されたものを客観的な脳生理の領域において見出すことは当
然、出来ないことが認められなければならないからだ。
　このように見られて来る限り、言語的行動による複雑な思考
の実験方法についてはいわゆる pragmatic だという難点をどう
処理すべきかの問題がやはり残ることになろう。
　この問題の処理について、さらにも一つの仕方として考えら
れるものは Bridgman によって示されるオペレーションの一種
だ。すなわちそれは客観的対象をもたない言語的表現にあって
のオペレーションがあってよいとして Bridgman によって言わ
れる言語オペレーションだ。氏のこのオペレーションにあって
は言語的表現の意味がその使用のされ方によって規定されると
される。たとえば「生」と「死」という語の意味を規定して行
こうとするに当っては、たとえば「既知または未知の薬の与え
られることによって、有機体が生にもたらされる状態をその死
と言うのか」との問いに対しては多くの人々によって否定の答
えが与えられるというふうにして、「生」や「死」としいう語
の意味はその語がどういう条件の下に使用されるのかという経
験の仕方によって規定されて行くことになるとされる。こうし
て Bridgman にあっては言語の意味、たとえば「生」なり「死」
なりという語の意味が何か物理的客観的なものを指すというこ
とによって規定されるべきだと要求する考えに対して、言語の
意味が規定されるに当ってはそうした物理的客観的規準がなけ
ればならないものではないとされる（2-125 以下）。こうした言
語オペレーションが認められるならば、複雑な思考についての
被験者の言語的表現の意味の規定されることについても、その
言語的表現の意味に客観的対象性が与えられなくともよいこと
になると言われて来よう。
　このような Bridgman の言語オペレーションによって複雑な
思考についての被験者の言語的行動の意味を実験観察者が規定
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することになれば、その言語的意味の規定は実験観察者による
個人主観的な解釈によってなされるものではないことは認めら
れよう。言語オペレーションでは言語的意味はそこに示される
語の使用される仕方によって規定されるわけだからだ。したが
ってこうした仕方で被験者の言語的行動の意味がたてられるな
らば、それは言語的行動の意味としての思考のたてられ方が
pragmatic だという非難からは免れえると思われる。語の意味
が使用規則によって規定される限り、その規定は一般性をもつ
客観的な規定だと言われえようからだ。ところでこのように言
語的行動の意味の規定、したがって被験者の思考過程としてた
てられるものゝ規定が pragmatic にならずにすむと見られえる
点はよいとしても、しかしそうした思考をたてるのに、ただ言
語の領域だけについての言語オペレーションによるだけでは不
十分なのではないか。複雑な思考を見るに当って、被験者の言
語的行動の意味を規定するについて、それに対する刺戟と反応
行動との相関々係によるだけではその言語的行動の意味を一義
的に規定しえるまでにならないので、刺戟――反応の相関々係
によって規定されえる程度の曖昧な意味規定をさらに補うため
にそこに言語オペレーションがなされるというふうに、実際の
刺戟や反応の観察事実の領域でのオペレーションとともに言語
オペレーションがほどこされたらよいのではないか。なおまた
言語オペレーションによる限り、それによって規定された被験
者の言語的行動の意味としての思考過程はその対象性が顧慮さ
れることが全然ないことになるわけで、このオペレーションに
よる限り、semantics ではありえないわけだ。むしろ semantics 
であることをめざしていないわけだ。しかしながら数学や論理
学ならだが、科学であろうとする限りは、それがたとい現在の
ところ対象性を見出しえない複雑な思考を扱う場合にしても、
対象性の見出されようことを期することがめあてとされてよい
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のではなかろうか。

IV
　そこで問題は、扱われるものが客観的対象をもつことが要求
されるとすれば、――さきにも示されたように、要求される客
観的対象はもとより何らかの意味でもの心的実体としての対象
ではない――被験者の言語的行動というサインによって指示さ
れるべき客観的対象の見られない上記のような複雑な思考に
ついてのオペレーショナルな構成の仕方は semantic ではなく、
不十分なところがあることになるが、この点をどう見て行った
らよいかということになろう。
　上記のようなオペレーションにあっては相互主観性というこ
とはみたされているわけで、実験によって構成された被験者の
言語的行動の意味の規定はどの実験者にあっても通じる一義性
をそなえていることは認められよう。ところでこの場合、相互
主観性がえられているのはその場合の実験にあって扱われる複
雑な思考を被験者の直接経験としての思考意識内容として、そ
の言語的行動によって指示される客観的実体のように見ること
をしりぞけているからによるわけだ。それで、扱われるべき複
雑な思考については、こうした意味の心的実体的な客観的対象
として思考が見られるべきではないと同時に、実験者による被
験者の言語的行動の意味としての思考の主観的構成が相互主観
的になされえるだけでなしに、そこに構成された言語的行動と
いうサインによって指示されるべき客観的対象がさらに求めら
れることになる。
　複雑な思考を扱うについて、こうした条件をみたすような実
験方法が見出されるだろうか。以下、これまでになされている
言語的行動によっての思考についての実際の実験例をこの問題
にとっての参考のために、その方法乃至手続の上から見て見よ



75

複雑な思考の実験におけるオペレーションについて

う。
a）思考機能についての実験（Chrisof の実験）

　まず思考の特質を明らかにすることを試みている Chrisof の
実験が見られる。この実験にあっては熟練した被験者が使われ、
思考の機能の経過の記述を試み、そしてその記述には一義的に
意味の規定された語や記号が使用される。そして言語的報告は
被験者の行動を観察することによって補われている。実験に使
用された問題の中からその一例を挙げると次のようだ。被験者
に対して次のような字母群とヒントとが示され、そして被験者
自身が問題をつくって、それを解決するように教示が与えられ
る。（字母群の雛型を示せば、たとえば � Taibmce fdleifegs � 
という字母群にあって、その中から一つ置きに a, b, c, d, e, f, 
g の字母をとりのけると、� Time flies �が答えとしてえられ
るように、必要な字母と不必要な字母との結合から出来ている
ものだ）。
字母群：
　ravebwvcxedyrezsfaegbd hciids jeskfelgnmhtnieojnpkcqlermtsnhto
eup

ヒント：
a. abcde.....

vwxyz....
b. abcdefghijklmnopqrstuvbwxyz

　上のような実験の手続によってなされたこの実験にあってえ
られたプロトコルを次にとりだして見よう。
 「Per（努める：字母の特有な配置）＞ TS（配置の型を規定する）
＞ insp（型）＞ TS（この型を使って次の語を見出す）；com（「わ
たしはこゝでの原理を見つけることが出来ない」）＞ Sl（型の原理
を形成しようと試みる）＞ insp（種々の型）‥‥‥S（「こゝでの
原理は何だろうか？」）＞ insp（1 － 2 － 1、2 － 1 － 2、3 － 1 －
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3 の順序で進むことが可能だ）＞ insp（こうした順序はうまく行か
ない）；com（「そうだ、これはまちがっている」）cum 失敗を示す
状態‥‥』（このプロトコルの中で使用されている記号は次の意味
をもつ：per ＝知覚、insp ＝検査、S ＝探索、com ＝言語による所述、
TS ＝課題定立、SI ＝自己教示、（　）＝機能的成果を含む、・＝機
能の完全な休止、：＝密接に関連した機能、cum ＝共動機能、＞＝
機能の継続）。
　こうしたプロトコルが種々えられた結果、この実験にあって
思考機能についてその経過が 1）思考の問題の形成、2）工作、3）
解決への進展の三つの段階を通るという事実が結果として見出
されている（3-164 ～ 184）。
　上に見られた Chrisof にあっての思考機能についての実験は
ところでその手続乃至方法の根本的な点について M. Bentley 
の見解によって一般的に示されていると見ることが出来よう。
M. Bentley にあってはすべて心的、意識内容的なものを含む思
考の概念はこれを除くべきで、そうした心的、意識内容的なも
のを観察の対象とする内観の方法はこれを採るべきでないとさ
れる。そして言語的形式を報告の道具として以外は使用しない
で思考についての実験のなされるようにする。なお実験の方法
について要求されることは思考機能にとっての条件とその成果
とについての十分な知識をもつことだが、思考機能については
一方、その身体的条件である脳生理的方面の知識は十分でなく、
また他方、思考の成果からして思考機能を明らかにして思考の
生理的条件の知識の不十分を補うべきだが、この思考成果から
思考機能への関係も簡単に決定することが出来ないのだという
ことが認められている。それで、なお思考の実験に当っては、
そこに示されるプロトコルに使用される語などが精確に一義的
に規定されていなければならないとされ、このためにはプロト
コルの解釈がなされる前に実験者が一応、被験者としての役割
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をしたりして実験者と被験者とがそのプロトコルを一緒に検査
して、それの完全な理解をもたらすべきで、この意味で実験の
プロトコルは実験者と被験者とのいわば積（和でなくて）とし
て見られるべきだとされている（1 － 356 ～ 379）。
　この実験にあっては思考の特質を見るについて被験者の物理
的行動についての観察が主眼とされているが、思考機能に関し
てはその条件やその成果との関係が簡単に決定出来ないわけ
で、言語的表現の使用が除かれてはいない。ところでいま複雑
な思考についての被験者の言語的行動の意味の規定についての
当面の問題について、上の実験にあって直接関係をもって来る
点は、この実験のプロトコルにあって被験者の言語による所述
とされているものだ。すなわち上に例として挙げられたプロト
コルで言えば、「わたしはこゝでの原理を見つけることが出来
ない」とか「そうだ、これはまちがっている」とかという被験
者の言語的表現だ。ところでこれらの言語的表現は被験者の直
接経験、意識内容をその奥にたてゝ、これを表現していると見
られないことは、さきに見られた M. Bentley の言うところに
よっても知られよう。これらの言語的表現はこの実験における
被験者の反応行動の一部をなす言語的行動と見られるべきもの
と言えよう。ところでこれらの言語的行動の意味は直接、刺
戟――反応の相関々係からして規定されると見られないだろ
う。一つのプロトコル全体について言えば、そのプロトコルの
意味はそうした関係からして規定されるたてまえになりえよう
が、たとえばさきの「わたしはこゝでの原理を見つけることが
出来ない」や「そうだ、これはまちがっている」という言語的
表現のそれぞれについて、精密にとくに刺戟条件がたてられて
いるわけではないからだ。こうした被験者の言語的表現の意味
はこの実験にあっては被験者と実験者との間でたがいに一致し
て解されるように実験にさきだって規定されていると見られて
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よい。プロトコルの中に現れる被験者の言語的行動の意味はこ
のようにして相互主観的に、一義的に規定されているわけだ。
こうした言語的行動の意味の規定は実験者が被験者の言語的行
動というサインの意味を一人で主観的につくって来る仕方によ
るのではないから、pragmatic でないと見られよう。そして被
験者との話合いによってその意味が一義的に規定されている
ので、言語的表現の共通な使用規則にしたがっているもので、
syntactic な傾向をもつものと見ることが出来るものではなかろ
うか。ただ、言語的表現の共通な使用規則にしたがうといって
も、この場合は被験者と実験者との間だけに共通なものでよい
わけで、ひろく共通な使用規則にしたがうときめられなくてよ
いものと言えよう。なおこの実験にあってはプロトコルの中に
現れる被験者のこうした言語的行動の意味に対して客観的対象
がたてられていることが見出されないから、semantic ではない
わけだ。
　このように見て来ると、この実験にあって被験者の言語的行
動の意味は、semantic ではないが、pragmatic だと難じえない
ものと言えよう。すなわち syntactic な傾向をもって、言語的
行動の意味は相互主観的、一義的に規定されていると見ること
が出来よう。

b）思考診断による実験（自家実験例）
　次に複雑な思考が主として扱われた実験例が見られる。その
実験は筆者によってなされたものだが、これにあっては独創的
思考の構成の仕方を見ることが目的とされそしてこれについて
とくに類推の思考に関して実験が試みられている。その方法と
しては、被験者に現れると見られる類推過程の成果とされる文
章を見ることによって、その類推の思考を見ようとする方法、
すなわち被験者に問題を与えて、その解答を記させ、これを徴
候として、これによって被験者の類推の思考を診断しようとす
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る方法がとられる。被験者としては大学専門学校程度の学校の
学生生徒、卒業生及び職員が使用された。いま次にその一例が
挙げられる。

問題：
光線――スペクトル

x――y

　こゝで x に対して y は光線に対してスペクトルのような関
係にあるものだが、その x と y とを見出すようにということが
被験者に求められた。なおこのように、与えられた問題の解決
だけを見るのでは被験者の類推の思考の成果が比較的簡単にし
か知られえないと思われるので、それをもすこし詳しく知るた
めに、さらにその解答をなぜ（どういう過程を経てではない）
出して来たか、言いかえれば、なぜその解答を正当としている
わけなのかという解答の理由づけを記すことが被験者に求めら
れた。
　いま上の問題についての解答の中から一つをとれば次のもの
が示される：

x ＝和音、y ＝旋律
　解答の理由づけ：「光線は我々の感覚では一つのものとして
感じ、それが分解されてスペクトルとなる。これに対し和音は
幾つかの音が合成されているものであるが、我々が聴く場合に
は一定の内容をもつ一つの響として感ずる。そして旋律はこの
和音を構成する個々の音が横につながったものである。即ち光
線とスペクトル、和音と旋律は一緒になってゐるか、分解され
た形になってゐるかと言う点で共通の要素をもつ。唯一方は視
覚、他方は聴覚の差がある。スペクトルは個々の色をとっても
さ程美しいと感じないが、全体として見ると種々の色が調和的
に美しいと感ずる。同様に旋律も一つ一つの音には意味がない
が、それがつながって初めて調和的な思想的内容をもつ美しい
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旋律となるのである。スペクトルは色の排列が絶対的である。
旋律はその排列が絶対的とは言わないまでも、旋律上一定の方
向があって、それに則る場合が多い。」
　この解答の理由づけについては実験者によって次のように解
釈されている：こゝでは一緒になっているか、分解されている
かという関係が共通なものとして、この共通な関係をもとゝし
て x ＝和音、y ＝旋律ということが理論的にたてられて現れて
いる。こゝではこの一緒になっているか、分解されているかと
いう同一な関係が、一方では光線とスペクトルとに、他方では
和音と旋律とに現れているというふうに見てとることが出来よ
う、と。
　このようにして実験の結果としては、類推にあって新しいも
のゝつくり出されるについては大抵の場合は関係中心的にその
構成が示され、かつそれが直観的によりは理論的になされてい
るということが見出されている。
　なおこの実験の思考診断の方法にあって、被験者の言語的行
動の意味は、その言動的行動が被験者の環境条件、そして被験
者に与えられた問題や教示とたがいに機能的に関係づけられて
規定されるもので、そしてこの実験で類推の思考とされるもの
は被験者のそうした外部反応であるその言語的表現について、
このように一義的に規定されたその意味なのだとされている。
ただしそこでは被験者に対する刺戟――反応の機能的関係のも
っと精密な規定がまだ出来ていず、被験者の解答及び解答の理
由づけについて診断を下すについて、実験者の任意な推量によ
る解釈が混入しているのを免れることが出来ないとされている

（10）。
　上に示された筆者の実験にあっては類推の思考が被験者の言
語的行動の意味としてたてられており、そしてその言語的行動
の意味は刺戟――反応の機能的関係からして規定されているわ
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けだ。このように見て来ると、上の実験にあっては被験者の言
語的行動の意味としての類推の思考について客観的対象性が欠
けていると見られなければならないだろう。また被験者の言語
的行動の意味が刺戟――反応の機能的関係によって規定される
ことによってその一義性、相互主観性のえられることが企てら
れているとはいえ、実験で扱われる対象の性質上、実験操作の
不精密さのために、上の実験にあっても指摘されているように、
被験者の言語的表現の意味の規定については精確な一義性が期
待されえず、実験者の任意な推量による解釈が入込んで来てい
る可能性が考えられる。
　ところで被験者の解答及び解答の理由づけの言語的行動の意
味の規定はこの実験にあって刺戟――反応の機能的関係による
だけでなされているものではなく、また言語の一般的な使用規
則にしたがってなされていることが認められる。そしてこの場
合の言語の一般的な使用規則にしたがうということは記号の使
用にあってのような精密な一義性をもたらすようになされてい
る使用規則によるものではなくて、われわれの日常生活におけ
る常識的な慣用にしたがって言語的表現の意味を規定して行っ
ているわけだ。こうした仕方で被験者の解答及び解答の理由づ
けの言語的行動の意味が規定されている限り、その言語的行動
の意味は科学的に精密に一義的に規定されていることの期待さ
れえないものがあると言われよう。
　しかしながらこの実験では言語的表現の意味が常識的な慣用
にしたがって規定されながらも普通の場合にくらべてその規定
の一義性、相互主観性の精密の程度がすこし高くなっているこ
とが認められよう。それはこの実験での被験者の解答及び解答
の理由づけの言語的表現の性質にかゝっている。まず解答の言
語的表現について見るならば、その言語的表現はどれも簡単で、
被験者に与えられた問題の中の x や y に対する単語の形で示さ
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れている。上に示された例で言えば、「和音」とか「旋律」と
かいう簡単な形の表現だ。言語的表現の意味はその言語的表現
が簡単な形の場合は、たとえば文章のような複雑な形の場合に
くらべて、言語の一般的使用規則によって相互主観的、一義的
に規定されえるたやすさの度が高くなるのではないか。次に解
答の理由づけの言語的表現について見るならば、この言語的表
現にあっては複雑な文章の形をとっているから、その意味が相
互主観的、一義的に規定されえることが比較的困難なわけだが、
しかしこの実験での解答の理由づけの文章はその理由づけとい
う性質上、論理的な表現のものだ。たとえば上に示された例で
の被験者の解答の理由づけの言語的表現を見るならば、そこに
あっては和音に対する旋律の関係が光線に対するスペクトルの
関係に対応することを証明する理論的根拠が示され、これらど
ちらの関係にも通じる共通な関係として、ものが一緒になって
いる場合に対するそれが分解されている場合の関係が定立され
ているという論理的な構造がその骨子をなしている。論理的構
造が骨子をなしている文章である限り、その意味が言語の常識
的な慣用によって規定されるにしても、さらに進んで言語の論
理的な使用規則にしたがって規定されるところがあるまでにな
っており、その点で被験者の解答の理由づけの言語的表現の意
味の規定は常識的な慣用によるだけよりも一義的になされえる
ものと見られよう。このようにして被験者の解答の理由づけの
言語的表現の意味の規定は普通の場合よりも相互主観的になさ
れえるものと見られよう。こう見られて来ると、被験者の解答
の理由づけの言語的表現は syntactic （Morris の意味における）
な傾向をもつと言うことが出来よう。
　このようにしてこの実験にあって被験者の解答及び解答の理
由づけの文章の意味の規定は普通の場合にくらべてその一義
性、相互主観性の精密の程度がすこし高くなっているところ
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のあることが認められよう。そしてこの点が認められるなら
ば、上の実験にあっての被験者の言語的行動の意味の規定が実
験者によって主観的になされるだけに過ぎないとも、すなわち 
pragmatic だとも言いきれないものがあると見られよう。
　上の実験にあってはこのように pragmatic だと言いきれない
ものがあると見られるのではあるが、他方、さきに指摘された
ように semantic な点が欠けており、そしてまた言語的行動の
意味の規定の一義性、相互主観性が科学的に精密にえられるま
でになっているものではないことが認められなければならない
だろう。
　以上、言語的行動による複雑な思考についての若干の実験例
について被験者の言語的行動の意味の規定のされ方がしらべら
れたが、これらの実験例を通して見られることは、その方法が
semantic だという要件をみたすことは出来ていないが、そうか
といって　pragmatic だという難点をもつとも言いきれないと
いうことだ。すなわち被験者の言語的行動の意味についての客
観的対象がその言語的行動というサインによって指示されてい
るということがなく、客観的対象としての思考はたてられてい
ない。そこで思考とされているものはすべて実験の操作にあっ
て反応としての被験者の言語的行動について実験者がその行動
の意味として規定したものによっていると見られる。しかし意
味のこの規定は被験者の言語的行動というサインと実験者の主
観との関係だけによってなされているものとも言えない。この
場合の意味は実験者によってただ主観的にオペレーショナルに
構成されるだけではなくて、実験者は言語の一般的な使用規則
にしたがって被験者の言語的行動の意味を規定していることが
見られるからだ。言語的行動の意味のこうした規定のされ方は 
syntactic な性質をもつものと見られよう。そして意味の規定が
言語の一般的な使用規則にしたがってなされるから、このよう
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にして実験者によって規定された被験者の言語的行動の意味は
相互主観性、一義牲をもつと言えよう。
　複雑な思考についての言語的行動による実験の方法がこのよ
うにして pragmatic なものとも難じられず、しかも言語的行動
の意味が大体一義的、相互主観的に規定されえるのは、その方
法に syntactic なところがあるからによると言われよう。これに
よって実験の方法が pragmatic だという非難を免れえるのは、 
syntactic な要因をもつことによることが認められえよう。
　しかしながら反応行動、この場合で言えば言語的行動とい
うサインによって指示される客観的対象のあることが要求さ
れるものとすれば、実験の方法を syntactic なことからさらに 
semantic なことへもって行かなければならないわけだ。客観的
対象が扱われなければならないならば、サインとサインとの関
係を扱うだけの形式的な論理的な syntactic な方法に実験をも
とづかさせるに止めておくことは満足をもたらさないわけだ。
　もっともその方法が  syntactic な仕方によっているといって
も、それが実験である限り、客観的事象に全然かかわりをもた
ない純粋に syntactic なもので、ただ言語的表現の形式的規則
だけを扱っているものではないことが認められよう。すなわち
実験にあって言語的表現と言っても、それは被験有機体に対す
る刺戟に対する反応行動として客観的事象にひっかゝりをもっ
た言語形式のわけだからだ。しかし言語的行動の意味について
の客観的対象は見出されていないもので、もとよりその言語的
行動は客観的対象を指しているものではない。
　扱われるものゝ対象性と相互主観性とが要求されるならば、
被験者の言語的行動による複雑な思考についての実験について
は、その言語的行動によって指示されるべき客観的対象が見出
され、そしてそうした客観的対象をもつ被験者の言語的行動の
意味が相互主観的、一義的に規定されることの出来るよに、操
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作のなされることが期されるべきだろう。

V
　このように見て来る時、さきに見られた Hull の方法と 
Bridgman の言語オペレーションとはどちらも syntactic な行き
方をとるものと見られる点では複雑な思考の実験方法にとって
採るべき点をともにもっていることが認められてよいわけだ
が、経験的事実を考慮している点ではさらに Hull の見解に採
られるべき点が認められてよいだろう。
　このように見て来て、複雑な思考の実験にあって扱われる言
語的行動の意味の syntactic な規定については次のようになさ
れることが考えられる。言語的行動の意味は言語オペレーショ
ンによって規定されるのだが、言語オペレーションによるこ
の規定はしかしながら直接には被験有機体にあっての刺戟――
反応の相関々係からして規定されえていないものであるにして
も、根源的にはそれにもとづいているものであるべきだろう。
被験者の言語的行動の意味の規定は、すくなくともその刺戟―
―反応の関係を全然度外視して、これと切りはなされて、言語
オペレーションだけによってなされるべきではないだろう。も
とより複雑な思考についての表現だから、刺戟――反応という
直接、観察されえるものだけによって、その意味は規定されえ
ないから、言語オペレーンョンによるのではあるが、この言語
オペレーションに根本的方向を与えるものとして、そうした刺
戟――反応の関係が認められなければならないだろう。たとえ
ばさきに見られた筆者の実験例について言えば、被験者の解答
とその理由づけを示す文章の意味、すなわち被験者の言語的行
動の意味は直接には刺戟すなわち被験者に与えられた光線――
スペクトルに相応する x――y を答え、そしてその答えを出し
た理由を記すようにとの課題及び教示などと、反応、すなわち
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解答及び解答の理由づけの文章を書いたという被験者の言語的
行動との関係だけからしては規定されえないので、その言語的
行動の意味はしばらくこの刺戟――反応の関係をはなれて、言
語オペレーションによって規定されるのではあるが、その文章
はただそれだけ独立に示されるものではなく、上記の課題や教
示などの条件の下に書かれた行動だということからして光線―
―スペクトルに対する相応関係のたてられることゝいうような
方向にその意味の規定が根本にあって向いているというふうに
なると見られよう。こうした下地をもっての言語オペレーショ
ンであるべきだろう。
　ところでこうして来ると、一つの疑問が起りえよう。すなわ
ち言語オペレーションの根本的方向が直接に観察しえる刺戟―
―反応にもとづいて、言語的行動の意味がこの刺戟――反応の
相関々係からして規定されるところをもつということになれ
ば、それは Stevens や Tolman 的なオペレーションの仕方と同
様、pragmatic なオペレーショナルな意味規定を根本にもつも
のになるのではないか。それではたとい言語オペレーションに
よって syntactic な意味規定がなされているにしても、根本は
実験者の主観的なだけの意味規定によることになってしまうの
ではないか。こういう疑問が起りえよう。こうした疑問に対し
ては、ところで次のように答えられよう。すなわちこの場合の
言語的行動の意味は刺戟――反応という直接観察されえるもの
にもとづいて規定されるようになっている。しかしそうしたこ
とだけではこの言語的行動の意味は複雑な思考の場合、もとよ
り規定されえない。そこでこの規定されえない部分の規定を補
うものとして言語オペレーションによる規定がなされる。刺戟
――反応に直接もとづいて規定されない部分――複雑な思考の
場合ではこの部分が中心的部分となるが――が syntactic  に規
定される。こうした点で Stvens や Tolman 的オペレーションと
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ちがい、pragmatic ではないことが認められよう。
　さらにまた上記の言語オペレーションによるところのある方
法は Bridgman の言語オペレーションの場合とも同一でないこ
とが言われなければならない。すなわちどちらも言語オペレ
ーションが施されるのではあるが、Bridgman にあっては直接、
観察されえる事実には関係なく、ただ言語の形式的領域にあっ
てオペレーションがなされるものなのに対し、上記の行き方で
は言語オペレーションが被験者における刺戟――反応という直
接、観察される事実に考慮が払われているものだ。
　さらにまたこの意味規定は使用条件、使用規則によってオペ
レーショナルになされるとされているだけの Bridgman の言語
オペレーションの仕方によるだけでなしに、言語的行動にかゝ
る表現された文章の文脈における全体機能的関係による仕方が
同時に行われるべきことが考えられる。被験者の言語的表現に
おけるたとえば一つの語の意味はその語が部分として置かれる
文章全体の文脈における他の語との機能的関係によって規定さ
れることが考えられる。かつこのような規定関係をもつ文章の
全体は、それがもとづけられる被験者の刺戟――反応の結構の
中に定位されて関係づけられる限りにおいて、さらに全体機能
的にその意味が規定されることが考えられる。したがって言語
オペレーションにおいての意味規定はこうした全実験の操作過
程において機能的になされることが考えられる。
　複雑な思考についての実験の方法としては、刺戟――反応行
動の全体機能的関係によって被験者の言語的行動の意味の規定
に根本的方向づけが与えられ、そしてその根本的規定の及ばな
い範囲にあってその言語的行動の意味の規定が上記のような言
語オペレーションによってなされ、そしてこうした言語オペレ
ーションによって規定された被験者の言語的行動の意味は一義
的、相互主観的な、そして pragmatic でない形式的客観性をそ
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なえることが出来ると考えられる。
　なおこの言語オペレーションによってえられる形式的客観性
は、複雑な思考にあっての被験者の言語的行動の意味の指示す
べき脳生理的対象が知られていないために起る客観的対象性の
欠如を補う手段と見なされえよう。

ABSTRACT
I. Das komplizierte Denken soll wissenschaftlich als Bedeutung 
des sprachlichen Verhaltens (velbal behavior) der Versuchsperson 
betrachtet werden, etwa wie bei der Stevenschen Operation, wobbei 
das Bewusstsein operational als Bedeutung des Reaktionsverhaltens 
des Organismus konstruiert wird. Es waere wissenschaftlich sinnlos, 
vom Denken als Bewusstsein im Sinne der direkten Erfahrung (direct 
experience) zu sprechen.
II. Man kann aber zum Verfahren der Stevenschen Operation kritisch 
stehen, indem man sagt, dass die Bedeutung ( intervening variable)des 
sprachlichen Verhaltens der Vp. bloss subjectiv konstruiert sei, sodass 
der objektive Gegenstand, worauf sie hinweisen sollte, fehle. Der 
Mangel an der Gegenstaendlichkeit beim Operationismus Stevens’ 
oder Tolmans ist nun von Weber, Israel u. Goldstein, Crissman und 
Kattsoff u. Thibaut hervorgehoben. Ein solcher Operationismus sei 
nach Kattsoff u. Thibaut bloss pragmatics und nicht semantics im 
Sinne von Morris.
III. Man moege auf einige Theorien kommen, welche etwas dazu 
beitragen koennen, das operationale Verfahren vom Mangel am 
objektiven Gegenstand zu befreien. ---Mit diesem vom Verfasser 
geforderten objektiven Gegenstand ist selbstverstaendlich keine 
psychische Substanz gemeint. -- Zuerst koennte man meinen, 
dassnicht nur public stimuli, sondern auch private stimuli im Sinne 



89

複雑な思考の実験におけるオペレーションについて

Skinners in Betracht gezogen werdenmuessen, um die Bedeutung 
des sprachlichen Verhaltens der Vp. genauer bestimmen zu koennen. 
Es ist so schwer, beim komplizierten Denken diese Reize an der Vp. 
festzustellen, dass dies nicht zu erwarten ist. Und wenn das einem 
auch etwa geligen wuerde, so muesste man doch zugeben, dass 
das operationale Verfahren mit Hilfe dieser Reize immer noch bei 
pragmatics bleibt; man hat in dieser Hinsicht keinen wesentlichen 
Untersehied der Skinnerschen von der Stevenschen Operation. Man 
koennte dann versuchen, die operational bestimmte Bedeutung 
des sprachlichen Verhaltens, wie bei Hull etwa mit “habit”, als 
Postulat zu betrachten, welches sodann durch die Verknuepfung 
mit direkt beobachtbaren Tatsachen wie Reizen und Reaktionen in 
der mathematischen Form verifizierbar sein soll. Aber man kann 
sichmit solchem Verfahren nicht von der Schwierigkeit befreien; die 
Verbindung des Postulate, mit Tatsachen beim komplizierten Denken 
ist noch schwerer zu erwarten als etwa bei “habit” von Hull, und 
selbst das Vetfahren Hulls ist noch nicht semantics. Schliesslich kann 
man mit der sprachlichen Operation Bridgmans (verbal operation) 
auch nicht auskommen, da bei ihr die Verbindung mit beobachtbaren 
Tatsachen nicht in Frage kommt, obwohl man mit ihrem “syntactic” 
(im Sinne von Morris) Verfahren die Bedeutung des sprachlichen 
Verhaltens eindeutig und nicht pragmatic bestimmen koennte.
IV. Es seien nun zwei experimentelle Verfahren, wobei es sich etwa 
um das komplizierte Denken mit dem sprachlichen Verhalten handelt, 
angefuehrt, um zu untersuchen, wie es dabei mit der Bestimmung 
der Bedeutung des sprachlichen Verhaltens steht! a) Chrisofs 
Experiment ueber die Denkfunktion. b)Nakamuras Experiment durch 
Denkdiagnose. Dann kann man finden, dass bei den beiden Versuchen 
die Bedeutung des sprachlichen Verhaltens der Vp. etwa syntactic 
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bestimmt ist, und diese Bestimmung sich etwa auf die Relation 
zwischen Reiz und Reaktion an der Vp. stuetzt, obwohl das Verfahren 
noch nicht von Maengel frei ist. Es ist ja auch klar, dass man in den 
teiden Experimenten noch nicht soweit gekommen ist, semantics zu 
sein.
V. Man frage sich, wie es sich mit den Verfahren zur Bestimmung der 
Bedeutung des sprachlichen Verhaltens der Vp. beim komplizierten 
Denken verhalten soll! Wir wollen beim komplizierten Denken 
in solcher Weise sprachlichlich operational die Bedeutung des 
sprachlichen Verhaltens bestimmen, dass diese operationale 
Bestimmungsweise sich auf die ganzheitsfunktionale Relation 
zwischen Reiz und Reaktion am Organismus stuetzt. Dieses 
Verfahren unterscheidet sich u. a. von der Stevens---Tolmanschen 
Operation dadurch, dass es nicht pragmatic, sondern syntactic 
ist, indem die Bedeutung des sprachlichen Verhaltens nach der 
allgemeinen formalen Regel des sprachgebrauches bestimmt wird. 
Und diese sprachliche Operation ist auch von derjenigen von 
Bridgman verschieden, insofem als sie sich auf die Relation zwischen 
Reiz und Reaktion am Organismus stuetzt, waehrend bei Bridgman 
diese wirkliche Relation nicht in Betracht kommt. Ausserdem kommt 
es in Betracht, Bass bei der so nicht bloss syntactic orientierten 
sprachlichen Operation die Bedeutung jedes Wortes des sprachlichen 
Verhaltens, im Satzzusammenhang lokalisiert, ganzheitsfunktionell 
bestimmt werden soll, indem dieser Satzzusammenhang in der 
Struktur von Reiz und Reaktion, worauf er sich stuetzt, lokalisiert 
ist, sodass die sprachliche Operation im ganzen Prozesse des 
Experimentes funktionell durchzufuehren ist. Die durch diese 
sprachliche Operation bestimmte formale Objektivitaet moege ein 
ergaenzendes Mittel fuer den fehlenden gehirnphysiologischen 
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Gegenstand der Bedeutung des sprachlichen Verbaltens der Vp. beim 
komplizierten Denken sein.

文 献
(1) Bentley, M.: Where does thinking come in?, Amer. J. Psychol, 56, 1943 

pp. 354-380
(2 ) Bridgman, P, W. : Operational analysis, Phil. Sci., 5; 1938, pp. 114-131
(3) Chrisof, C. : The formation and elaboration of thought-problems, Amer. 

J. Pschol., 52, 1939, pp. 161-185
(4) Crissman, P.: Operational definition of concepts, Psychol. Rev, 46, 

1939, pp. 309-317
(5) Hull, C. L.: Principles of behavior, An introduction to behavior theory, 

1943
(6) Israel, H. and Goldstein, B. : Operationism in Psychology, Psychol., 

Rev., 51, 1944, pp. 177-188
(7) Kattsoff, L. O. and Thibaut, J. : Semiotic and psychological concepts, 

Pychol. Rev., 49, 1942, pp.475-485
(8) Morris, C. W.: Logical positivism, pragmatism and scientific, 

empiricism, Exposés de Philosophie Scientifique I, Actualités 
Scientifiques et Industrielles, 449, 1937,

(9) Morris, C. W.: Foundations of the theory of signs, International 
Encyclopedia of Unified Science. I and II : Foundations of the Unity of 
Science I, 2, 1938,

(10) 中村克己：類推に関する実験的研究、科学評論、復刊第一号（未

刊）【「独創的思考としての類推に関する心理学的研究」　1952　教育

心理学第２集】
(11) Skinner, B. F.: The operational analysis of psychological terms, 

Psychol. Rev., 52, 1945, pp. 270 ～ 277
(12) Skinner, B. F. in Rejoinders and second thoughts, Psychol. Rev., 52, 

1945, pp. 291-294



92

(13) Steven;, S. S.: The operational basis of psychology, Amer. J. Pschol., 
47, 1935, pp. 323-330

(14) Stevens, S. S.: The operational definition of psychological concepts, 
Psychol. Rev., 42, 1935, pp. 517-527

(15) Stevens, S.S. : Psychology and the science of science, Psychl. Bull, 36, 
1939, pp.221-254

(16) Weber, C.O.: Valid and invalid conceptions of operationism in 
psychology, Psychol. Rev.,  49, 1942, pp. 54.-68

　附記：この研究は文部省人文科学研究費による研究に属するもの
としてなされた。

（1949 年 11 月 10 日受稿）



93

複雑な思考の実験におけるオペレーションについて

底本：
『心理学研究』日本心理学会刊
「思考過程の実験方法に関する研究」第１９巻

「心理学に於けるオペレーショニズムの諸問題」第１９巻

「複雑な思考の実験におけるオペレーションについて」第２０巻第
４号

作成者：石井彰文
作成日：2014.2.19


