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行動分析学（Behavior Analysis)から
「攻撃行動」を考える
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１. 行動の原因の探求：相関と因果

２. 行動の原則
・即時的強化

・社会的悪循環

３．なぜ罰的な行動が維持されるか？

・行動の原則から

・攻撃行動に動機は不要

４．攻撃行動(罰）ではなく正の強化の世界へ
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１．行動の原因の探求：相関と因果

この基本的な作業をどのように
行うか？

行動の科学一般の話です。

ある「行動」はなぜ生じるのか？
（因果関係をさぐる）
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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

くすぐる
全員殺す
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虐待や暴力行動

• 「虐待」にせよ様々な攻撃行動、問題行動
の原因： 相関以上の事実はつかめない
以上、軽々に原因を類推しない。

• 当事者の「近くに存在する」というだけで、
原因帰属や責任追求しがちな類推には
警戒的（例：子供の問題の原因を親の対
応にむすびつける）

こうした概念
や物言いも
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行動分析学の特徴

• 行動を、個体と環境との関係として捉え、
その原因を、環境の変数として表現する

「心」あるいは性格、発達段階といった表現を
「選ばない」（ひとつの思想です）

なぜか？
●解決に向けて、実効あるプランが作れな
いから。過去のトラウマ、生育歴、性格のせい、発達
のせいではそこで御終い。

●逆に、解決が難しい問題に「心」などの
操作不可能な「理論」が生まれるのでは？
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Ｓ → Ｒ

行動をどういう単位として扱うか

行動を、先行刺激（弁別刺激）と後続刺激（強化）と
いう２つの事象との「機能的関係」で表現する

ＳＤ ・・・ Ｒ ・・・ ＲＦＴ（強化）

３点セットで「行動」（オペラント）

＝三項（強化）随伴性とよぶ
（Three Term Contingency)

Ｓ→Ｏ→ Ｒ

先行事象（刺激） 反応 後続事象（刺激）

古い行動主義

認知心理学
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ＳＤ ・・・ Ｒ ・・・ ＲＦＴ

三項随伴性

どのような反応群が特定の結果を生むかどうか、
また、どのような先行刺激が当該の反応を生み
出すかどうかという機能も、後続事象（強化刺
激）が決定する（結果が「機能」を決定）。

反応とその後続事象の関係は、必ずしも物理的
必然性を持たなくてもよい。

（dependency vs. contingency)

行動（オペラント）の恣意性（arbitrary)
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「正の強化」で維持される行動の機会を持ち、
その機会が拡大していくように援助すること

［正の強化］：本人にとって、好ましい
結果事象を随伴させることによって、行
動が成立・維持させる操作

［負の強化］：嫌悪的な刺激事象がなく
なるという随伴性によって行動を成立・
維持させる操作（いやいや行わせる）

行動分析学の姿勢・方針
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社会的な生活を営む人間の行動：

→ その大部分が社会的随伴性のもとに
支配されていると考えられる。

もともと「危い」ものが多い

「恣意的」な随伴性（正の強化であれ、負の
強化であれ）維持されている事が多い

どんな行動が維持されるか：人為的なものである
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★行動を強化する（治療・教育などの場面で）その
行動自体もその時点での強化の随伴性に従う。

★行動を記述・分析する行動も、三項随伴性によ
る。

→ 「障害」「遅滞」「発達」といった概念を使
用することも、一つのオペラント行動（言語行動）
であり、同様の社会的随伴性に影響をうけるもので
ある。「虐待に対応する」も同様

援助・実践・研究をする側の行動も
同じ原理で考えることになる。
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虐待とか暴力とか

• 誰がなぜ問題にするのか？

本当に自明の「問題」なのか？

それをクローズアップすることで、当事者
から隠蔽されたり「やめなきゃいけない」と
いう強い思いが逆効果にならないか。
そうしたことを常に考慮しながら・・・・
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例題：

・心理学は大学でしか教えないの
はなぜかについて、大学運営
（経営）行動の随伴性から考え
る。

答：●高校でやると大学の心理学への志望者が減って困る
●大人にならないとわからない難しい論理か？
それほど難しい議論ならいつまでもそれを講義する仕事創出
「理論」のための難問なら、もともと解決も無理？
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２． 行動の原則

• 発見された大きな原則は１つだけ

即時強化と具体的結果
に行動は支配される
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オペラント行動の「事実」として示されて法則性

1）行動は直後の強化によって影響を受けやすい
（遠い「大強化」より近くの「小強化」）

２）行動の変容は、その個別の行動に随伴する具体的
な結果事象によって生じやすい
３）行動は、「罰」や「負の強化」ではなく「正の
強化」によって変化させたり維持する必要がある

（ある行動を「押さえ込もう」というのはダメ）。
４）人間はどんな強化で自らの行動が維持されている
か、気がつかない場合がある。
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喫煙：

なぜ喫煙はやめられない（やめにくい）のか？

喫煙 一瞬だが即時
的な不快逃避

即時的負の強化

不快状態

嫌悪的刺激

対抗措置：具体的な行動に
具体的な強化が必要

即時的不快逃避 ＞将来的不安（健康の不安）



18

ったく、もー
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体
に
良
く
な
い
な
ん
て
百
も
承
知

肺がんの心配（将来）は、今の
不安を回避させる（＝負の強化）
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水虫（！）

なぜ水虫はなおりにくいのか？

かく 一瞬だが即時
的な痒み逃避

即時的負の強化

かゆみ

嫌悪的刺激

対抗措置：具体的な行動に
具体的な強化が必要

即時的かゆみ逃避 ＞将来的不安（悪化の予測・不
安）

「掻いちゃいけない」なんて百も承知
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ごみすて：

なぜ「ポイ捨て」をしてしまうのか？

ぽい捨て 即ゴミなし

即時的負の強化

ゴミ

嫌悪的刺激

対抗措置：具体的な行動に
具体的な強化が必要

即時的嫌悪刺激逃避 ＞将来的環境汚染

捨てちゃいけないなんて百も承知
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「だきぐせ」はなぜおこるか？

抱く
赤ん坊が
なく

嫌悪的刺激

泣きやむ

即時的負の強化

即時的刺激停止（逃避） ＞長期的（遅延的効果）泣きやみ

養育者の「くせ」として定着する理由

抱くから泣くなんて百も承知
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「抱き癖」行動随伴性

★即時的行動随伴性と社会的相互作用

先行状況

抱かれていな
い

行動

泣く

後続状況

抱かれる

母親は、子どもの「泣く」行動を維持している
随伴性に気づいているかも知れない。
しかし維持している自分の行動を止めることが
できない

赤ん坊の「泣く」行動
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先行状況

泣声あり

行動

抱く

後続状況

泣き声なし

一時的だが即時的環境変化

行動は、遅延する環境変化よりも、即時的な環境変
化に影響を受けやすい

母親の「抱く」行動
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★社会的悪循環

「やめさせたい」と思っているのに、かえってやま
らなくなってしまう相互的行動随伴性の状況

抱く

泣きやむ

ベッドに寝かせる

泣く

即時性が絡む
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「問題行動」

いやしくも「慢性的」になっているので問題視さ
れている。

慢性的とは、当該行動が周囲との行動随伴性関係
において「社会的悪循環」になっている場合が多
い。

→つまり、「やめさせたい」という思いが強いが
ゆえに「やめさせられない」場合がある。

→あるいは、（実際には効果のない）「やめさせ
る行動」自体が、他から強化されて、維持してい
る場合もあるかも知れない。
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「抱き癖」をなくすには？

• 罰？ 実は即効性があるかも知れない
（これは、虐待につながるかも）

・消去 待てるか？

「泣きやむ」ということが、強い強化とし
て働かないようにする。

→「赤ん坊の泣く」を嫌悪的でなくする

赤ちゃんの泣き声なんて金の鈴みたいなもの
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３．なぜヒトは「罰」を使ってしまうのか

「正の強化」でも「負の強化」であっても、

ヒトは即時的な強化に弱い

攻撃や罰を与える行動は、短期的に効果を
もたらす。

「正の強化」（認める・ほめる）は、
その効果に時間がかかる。
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罰や攻撃行動

• スキナー（Ｓｋｉｎｎｅｒ，Ｂ．Ｆ．）「罰なき社会」
人間社会の中で、唯一解決されていない
嫌悪事態は、人が人に行う罰的な対応であ
る

行動の原則から考えると、これは「意識」を
改革する、といった形では対処できない。
強化の随伴性の設計をしなくてはならない。
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攻撃行動は簡単に出る

６０年代からの実験的行動分析による研究

Schedule Induced Behavior
強化のスケジュールで誘発される行動

「水飲み症」

「攻撃行動」

ハトは平和の使者か？
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消去手続きによって誘発される攻撃行動



32消去に伴う攻撃行動（アズリン・ハッチントン・ヘイク、
1966： JEAB、9、191-204）
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「消去」のみでなく「強化・消去」時期にアタック
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お腹がすいてエサも出る状況でアタック
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４．正の強化の世界へ

• 「悪いこと」と意識するか否かの問題では
ない。

• 喫煙の例にもあるように、「百も承知」で問
題行動は出る。

• 親の意識改革（×から○）へ、とか、
原因探求をして対策する、といった順序は
不毛であるかもしれない（実験できないし）
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親トレイニングの例
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×から○ ではなく、

○から×

エンドレスな×の原因究明よりも、
確実は○探しとその支援へ


