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2011 行動分析学特論(2).
行動理論の歴史：パブロフからスキナーまで
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そして、対人援助の科学の方法論として、な
ぜ「行動分析学」を選ぶのか？
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この単元の目標

1）心理学あるいは行動科学とは？

2）相関と因果の違いは？

3）2つの変数：独立変数と従属変数

4）実験とはどのような作業か？

5）行動分析学に至るまでの
行動理論の簡単な歴史
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行動科学という学問領域

「ある人を理解できた」と
感じるのはどんなとき
か？

「理解できる/できない」というのは、
どんな場合に使うか？
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理解できる/できない
1）「自分ならこうするのだが・・・・・」

2）「普通の人ならこうするのだが・・・・」

3）「いつもの君なら・・・・・・・・・・」
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「他人のことを理解する」と「他猫のこと
を理解する」と、どこが違うか？

法則性を見出すという点では同様である。

「直接的関わり」を持つと「理解」が早い
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行動と環境との法則性の発見

ある「行動」はなぜ生じるのか？
（因果関係をさぐる）

この基本的な作業を系統だてて、
どのように行うか？ 科学的研究
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Ａ．なまずのひげが動く

Ｂ． 地震がおこる

（例） なまずのひげが動くとき、よく地震が起
こる（みたい）

確かに、ＡとＢは関係がある （＝「相関」がある）。

Ａをよく観察していれば、Ｂを予測（predict）は
できる。

では、ＡはＢの「原因」として良いかどうか？

相関か因果か？
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実験（Experiment）の意味

実験はなぜ行われるのか？

ある事象の原因と思われる事象（なまずのひげ動き）

を操作して、実際に予測した結果（地震）が生じるか

原因と思われる事象（＝独立変数）を操作して、その
結果として、他の事象（＝従属変数）が制御

（Control)されるかをみる → 実験

先の「猫」の「関わるとわかりやすい」参照
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実験からわかること

観察から示された相関関係による「予測」に
くわえて、実験によって「制御」（control）でき
た場合、因果関係があったと（いちおう）言え
る。

予測（prediction）と制御（control）
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行動と環境との法則性の発見

この基本的な作業をどのように
行うか？

●ヒトがある行動をするのは本人の個人的属性
（発達・性格など）なのか、
●現在までの環境との関係の歴史なのか
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行動理論の歴史

19-20世紀の初頭：行動主義
（ロシア）Pavlov, Ｉ． 1849-1936
（古典的条件づけ）

（米国）Watson, J. B. 1878 –1958
（S-R心理学）

・（米国）Thorndike, E. L. 1874～1949 
「試行錯誤学習」（Trial and Error)
刺激-反応（S-R)の組み合わせ（機械的？）

「やってみなはれ」風な心意気が米国では受けた。

・19世紀までは「内観法」
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Thorndike, E. L. 「効果の法則」
●満足をもたらす反応は結合を強くし起こりやすくなる。
（満足の法則）

●不快をもたらす反応は結合を弱くし、起こりにくくなる。
（不満足の法則）

●満足や不快の程度が強いほど、結合力は大きくなる。
（強度の法則）
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ウォルフガング・ケーラー1887-1967
「チンパンジーの洞察学習」1925

ところが・・・・

http://ematusov.soe.udel.edu/cultures/german_ges
talt psychologists.htm

手の届かないところにバナナがつるしてある．
隅には踏み台があった．
しばらくチンパンは，ジャンプしたりしたが
手がとどなかない．「しばらく考えた」そして
「！」という感じで，踏み台をバナナの下まで
持ってきて，それに乗ってバナナをｇｅｔ！
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ほんなら、椅子を積み上
げてと
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どんなもんじゃ！

やったわね、
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踏み台と棒も

使うぞ！
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ケーラーの研究

•いかにもチンパンジーが「考えて」
行動しているように見える。

•ネコやデンショバトやラットではで
きそうもない
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行動の原因を、環境（刺激）との相
互作用のみで語るか、個体の属性
やプロセスも含めるか？

• 新行動主義
Hull, C.L.（1884-1952)

1943年の『行動の原理』においてS-R理論を改良
した

S-O-R理論(Stimulus-Organism-Response 
Theory)。
S-R理論に、『O(Organism』を加えることで、学習
効果の個人差を説明しようとする。



19

行動分析学（Skinner,B.F.)

S-R ではなく

S-O-R でもなく

行動は、
S-R型と
S-R-S（SD-R-RFT)
がある。
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2つの行動観は後々まで影響

S1-O1-R1：linear causation type
(行動は認知(内的言語行動）を媒体として生じる
ではO1を“正しい認識”に変えればよい

S1-O2-R2 O1(認知1）をやめてO2(認知2）にする
(喫煙は害であるという「認知」に変えればR2

S1-R1-RFT1(喫煙R1による強化RFT1）

S1-R2-RFT2(同じ状況において、別の行動
（R2)がRFT1より大きな強化RFT2を受ければ
喫煙をしない。
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行動分析学

行動分析学 （Behavior Analysis)
• 1）実験的行動分析

Experimental Analysis of Behavior
• 2）応用行動分析

Applied Behavior Analysis (ABA)

心理学の中では、「行動主義」と
いう立場の最終的姿

B.F. Skinner
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１. 行動を分類すると・・・・

２．新しい行動の作り方

３．個体の属性（能力）に帰さない方針

この単元の内容
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1.行動の分類：消長を決める独立変
数の出現タイミングに注目する

レスポンデントとオペラント

レスポンデント オペラント

目に光りが入ると瞳孔
が縮む。

膝を叩くと伸びる（膝
蓋腱反射）

新生児の原始反射

温度や緊迫状況などで
の発汗、心拍昂進、

背伸びをする

歩く

本を読む

考える

投票行動をする

相づちをうつ

げんをかつぐ
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レスポンデントとオペラント：分類の基準

レスポンデント オペラント

無意識的？ 意識的？

生得的？ 後天的（学習的）？

先行する刺激に
専ら統制される

後続する刺激によっ
て次の機会での消長
が決まる

どのように操作可能か、という分類の仕方をすること
で、はじめて実践的に使える（業務用心理学）
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分類とは（分類する行動の意味）
• 分類する「行動」も、オペラント行動です。どの
ようにでもできる（恣意的：次の時間にやりま
す）

• なぜ、オペラントとレスポンデントを分類する
か？

• 消長を「統制」する方法による分類である。
原因を明確に同定できる。
このことは、対人援助といった実践的方
法とし
ても重要。という「機能」があるから。
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2.新しい行動の作り方

レスポンデント行動とオペラント行動では、

「作り方」が全く異なる。

この区別をつけておかないと、たいへん！
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レスポンデント行動の作り方

新しいレスポンデント反応の形成

・レスポンデント条件づけ

特徴：反応の形態自体は（基本的に）同じ

新しい先行刺激の統制を受けるようになる

口に食べ物
無条件刺激

唾液反射
無条件反応

音刺激 定位反射
無条件反応

対提示操作

新しい刺激－反応の組み合わせは、先行刺激の対提示
のみで成立（レスポンデント条件づけ）

条件反応（反射）

パブロフの犬
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学習されたレスポンデント行動
の

消去と忘却

・消去：条件刺激のみ提示される

条件刺激に新しい刺激が対提示さ
れる

・忘却：条件刺激自体が提示されない。

問題：「匂い刺激で、昔の思い出が、よ
く蘇る理由は？」（視覚や聴覚に比べ
て）

「よごれちまった悲しみ？！」
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オペラント行動の作り方
「明日までに、デンショバトが、キーをつついて
えさを食べられるように訓練してきなさい」

反応キー（オ
ペラントの対
象）

えさ呈示装
置
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行動形成（shaping）

1） 言語教示

2）手取り、足取り
3）モデリング

4）漸近的接近（行動形成）
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１）餌呈示装置の近くで類似
の反応を強化（えさ呈示）

２）少し上で強化

３）さらに上で強化

反応キー（オペラ
ントの対象）

えさ呈示装置

えさ呈示機から食べる

４）キーをペック（反応）
したら強化

行動形成
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新しいオペラント反応の形成

・オペラント条件づけ

特徴：反応の形態自体、また先行刺激
の統制も、いずれも新たに学習される。

新しい反応形態の獲得の具体的方法

・シェイピング（漸近的接近）

・モデリング

・物理的（身体的）介助

・言語的指示 など

いずれにせよ、反応に後続する刺激によって消長決定
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問題です。

• 泣くという行動は、レスポンデントかオペラ
ントか？

• その「泣き」の消長の決め手は？

この子を泣き止ませる秘訣を知ってるわ。
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分類することの意味は何か？
「だきぐせ」を例に

先行刺激操作で変化したら

空腹
腹痛 泣く

抱く、
ミルク、
おしめ

赤ん坊が泣いている（ｗｈｙ？）

レスポンド泣き？ オペラント泣き？

先行刺激が専ら原因なら 後続刺激が維持するなら

レスポンデント

後続刺激操作で変化したら オペラント
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先行する「刺激」に統制されているのか、後続
する「刺激」に統制されているのか？

自傷（Self Injurious)行動の原因

Story 1: 先行する刺激や「心の傷」が原因

Story 2: 後続する刺激（注目など）
が原因

対処の仕方がかわってくる
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3. 個体の属性（能力）に帰さない方針
複雑（高級な？）オペラント行動：
それでも個体の属性（能力）に帰さない方針

• 「行動の結果による学習」と「洞察学習」などの
学習
まったく相容れないものなのか？

• 20世紀の後半になっても、
S-O-R 派は残る

（例 Bandura, A： 社会的学習理論あるいは
観察学習）
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●S-O-R派：「ネズミやハトじゃ無理ね．チンパ
ンジーとか人間とか霊長類の固有の能力だよ．だ
から，人間のことを考えるには，こういう固有の
「能力」について研究していかないとだめ」

○行動主義派：「もちろんハトと人間の能力は違
う．でも，能力の差って言ってしまったらそれで
話は終わりだろ」

●S-O-R派：「ほな，ハトでこんなこと（洞察学
習、観察学習）ができまっか？」

時代は下って20世紀も後半に

○新しい行動主義派（行動分析学）
「やってやろうじゃん！」
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Epstein, R. (1996) “Insight” in pigeon

http://www.youtube.com/watch?v=mDntbGRPeEU
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Epsteinの実験
「バナナを踏み台でとる」という問題には2つ
の大きな行動の獲得が必要だろう．それは

1）バナナをつつくとそれがとれる

2）踏み台を移動させて「目的地」につく．

2つとも必要か，試してみよう（実験）．
それまで全然，経験のないデンショバトを使っ
てやってみよう．

洞察と言われるような「個体の能力」ではなく、
外的に操作可能な経験によって、同じ行動を生
み出せるかも知れない
（説明できるかも知れない）
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踏み台でバナ
ナpeckだけを
練習

踏み台でバナ
ナpeck／踏み
台の無目的移
動だけを練習

踏み台でバナ
ナpeck 

＋

踏み台の目的
地移動を訓練
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この研究が示すもの

２）求められた課題について、そこに含
まれる必要な行動を獲得させれば、複雑
に見える行動も獲得が可能である。

３）なんとかなる！

１）観察可能な環境事象を、取り扱う
内容とする（教育・援助実践には不可
欠）
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行動分析学の特徴：変数の特徴

（１）研究の対象（従属変数）は行動それ自体
である。行動を通して心ないし意識や認知ある
いは脳の働きなどを研究するのではない

（２）行動に関するすべての出来事を、同一の
理論的枠組みとできるだけ少ない共通の原理で
分析する

（３）行動の原因（独立変数）を、個体の内部
にではなく、個体をとりまく過去および現在の
外的環境のなかにもとめる（佐藤：2001）
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行動分析学の特徴を簡単にいえば？

・なぜ、ある行動をするのか（できるのか）

1）生物学的属性、個人の能力？（S-O-R)
2）現在と過去の環境との相互作用？（S-R-S)

2）を選ぶことを「宣言」します！
（どちらが科学的に正しいという事ではない）


