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Abstract

There are two procedures of discrimination training: one is successive

discrimination and the other is simultaneous discrimination.  However, the

behavioral processes of these two procedures are quite different.  Simultaneous

discrimination training is not a discrimination training but a shaping.  Consider a

pigeon operant chamber which has a key and a treadle.  One pigeon is reinforced

by key pecking and the other pigeon is reinforced by treadle pressing.  In this case,

the key and the treadle are not discriminative stimuli but operanda.  Consider

another pigeon operant chamber which has a red key and a green key.  A pigeon is

reinforced by red key pecking.  In this case, the red key is not a discriminative

stimulus but an operandum. 

Matching-to-sample is generally considered as a conditional discrimination.

However, according to this analysis matching-to-sample is a cluster of more than

one discriminated operants.  A comparison between identity matching-to-sample

and imitation will demonstrate the validity of this analysis.  Identity matching-to-

sample corresponds to imitation.  No one considers imitation is a kind conditional

discrimination. Both matching-to-sample and imitation are not conditional

discriminations but simple discriminations.
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行動分析学においては、通常、見本合わせは条件性同時弁別であるとみなされている（e.g.

Catania, 1998, pp. 396-397.）。しかしながら、この考えは誤りであることを本稿において明らか

にしたい。
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まず、三人の幼児に対する次のような弁別訓練課題を考察してみよう。第一の幼児に対する

課題は以下のとおりである。右手を上げる反応が、ネコの絵が提示された際には強化されるが、

イヌの絵が提示された際には強化されない。一方、左手を上げる反応が、イヌの絵が提示され

た際には強化されるが、ネコの絵が提示された際には強化されない。この課題は、二つの単純

継時弁別から成り立っており、右手上げ反応のセットと左手上げ反応のセットはそれぞれ別個

の弁別オペラントである。そして、右手上げオペラントのSDはネコの絵でSΔはイヌの絵であ

り、左手上げオペラントのSDはイヌの絵でSΔはネコの絵である。（図1）

第二の幼児に対する課題は以下のとおりである。一個のパネルと一個のレバーが用いられる。

パネルを押す反応が、ネコの絵が提示された際には強化されるが、イヌの絵が提示された際に

は強化されない。一方、レバーひく反応が、イヌの絵が提示された際には強化されるが、ネコ

の絵が提示された際には強化されない。この課題も、二つの単純継時弁別から成り立っており、

パネル押し反応のセットとレバーひき反応のセットはそれぞれ別個の弁別オペラントである。

そして、パネル押しオペラントのSDはネコの絵でSΔはイヌの絵であり、レバーひきオペラン

トのSDはイヌの絵でSΔはネコの絵である。（図2）

SD = ネコ�の�絵�: 右手�を�上�げる�⇒�強化�

SΔ�= イヌ�の�絵�: 右手�を�上�げる�⇒�無強化�

S

S

D = イヌ�の�絵�: 左手�を�上�げる�⇒�強化�

Δ�= ネコ�の�絵�: 左手�を�上�げる�⇒�無強化�

図１　第一の児童の課題構造�
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第三の幼児に対する課題は以下のとおりである。青いパネルと赤いパネルが用いられる。青

いパネルを押す反応が、ネコの絵が提示された際には強化されるが、イヌの絵が提示された際

には強化されない。一方、赤いパネルを押す反応が、イヌの絵が提示された際には強化される

が、ネコの絵が提示された際には強化されない。この課題は、恣意的見本合わせとよばれるも

ので、伝統的な分析では条件性同時弁別であるとされる。すなわち、青と赤との同時弁別が、

ネコの絵の下では青がSDで赤がSΔ、イヌの絵の下では赤がSDで青がSΔとなるからである。

（図3）

このように、伝統的な分析では、第一と第二の児童に対する課題は二つの単純継時弁別であ

り、第三の児童に対する課題は一つの条件性同時弁別である。しかしながら、私のみるかぎり、

これらの三つの課題はいずれもネコの絵とイヌの絵の弁別であって、その論理構造はすべて同

一であるように思われる。それはなぜであろうか。ここでの三人の児童はいずれもネコおよび

SD = 青�い�パネル�: パネル�を�押�す�⇒� 強化�

高次� SD = ネコ�の�絵�:  

SΔ�= 赤�い�パネル�: パネル�を�押�す�⇒� 無強化�

SD = 赤�い�パネル�: パネル�を�押�す�⇒� 強化�

高次� SD = イヌ�の�絵�:  

SΔ�= 青�い�パネル�: パネル�を�押�す�⇒� 無強化�

図３　第三の児童の課題構造（伝統的分析）�

SD = ネコ�の�絵�: パネル�を�押�す�⇒� 強化�

SΔ�= イヌ�の�絵�: パネル�を�押�す�⇒� 無強化�

SD = イヌ�の�絵�: レバー�を�ひ�く�⇒� 強化�

SΔ�= ネコ�の�絵�: レバー�をひ�く�⇒� 無強化�

図２　第二の児童の課題構造�

佐藤：見本合わせは条件性弁別であろうか？

3



イヌをタクトする訓練を受けたとみることができる。Michaelの用語を用いるならば

（Michael, 1985）、第一と第二の児童はトポグラフィー準拠言語によりネコおよびイヌをタクト

することを教えられ、第三の児童は刺激選択準拠言語によりネコおよびイヌをタクトすること

を教えられことになる。タクトは、いうまでもなく条件性弁別オペラントではなく単純弁別オ

ペラントであるから、複数のタクトとみることのできる恣意的見本合わせは、条件性弁別では

なく複数の単純弁別とみなさなければならない。

見本合わせが、これまで、なぜ条件性弁別と考えられてきたのであろうか。それは、同時弁

別におけるオペラントは弁別オペラントと考えられていたからに他ならない。ハトの青と赤の

同時弁別においては、例えば青いキイをつつけば強化され、赤いキイをつついても強化されな

い。この場合、青がSDで赤がSΔということになる。

しかしながら、継時弁別におけるSDとSΔと同時弁別におけるSDとSΔとの間には、二つの

重要な相違点がある。第一の相違点は、継時弁別におけるSDとSΔは決して同時に提示される

ことはないが、同時弁別におけるSDとSΔは常に同時に提示される点である。換言すれば、継

時弁別におけるSDとSΔは時間的に分離しているが、同時弁別におけるSDとSΔは空間的に分

離しているわけである。第二の相違点は、継時弁別におけるSDとSΔの位置とオペランダムの

位置は必ずしも同じとはかぎらないが、同時弁別におけるSDとSΔの位置とオペランダムの位

置は常に同じである点である。この点からみて、オペランダムは、弁別刺激ではないと通常み

なされているが（e.g. 杉山・島宗・佐藤・マロット・マロット, 1998）、同時弁別におけるSDと

みなすべきではなかろうか。ハトのキイつつきのシェイピングは、同時弁別訓練も含まれてい

るとみることができるのである。シェイピングされた後のキイつつきオペラントは弁別オペラ

ントではない。そうであるならば、同時弁別における正反応も弁別オペラントではないであろ

う。同時弁別は、三項随伴性により制御されているのではなく、二項随伴性により制御されて

いる。すなわち、同時弁別は刺激弁別ではなく反応分化もしくはシェイピングとみるべきなの

である。青いキイをつつく反応が強化され赤いキイをつつく反応が強化されない同時弁別は、

青いキイをつつく反応が分化強化されシェイピングされたのである。

同時弁別において強化される反応が弁別オペラントでないとするならば、見本合わせは条件

性弁別ではなく、複数の単純継時弁別の集まりということになる。このように分析してくると、

われわれの第三の児童の課題は、第一と第二の児童に対する課題と同様に二つの単純継時弁別

であることになる。すなわち、青いパネル押しオペラントのSDはネコの絵でSΔはイヌの絵で

あり、赤いパネル押しオペラントのSDはイヌの絵でありSΔはネコの絵である。（図4）かくし

てわれわれの三つの課題の構造はいずれも同一であることが明らかになった。
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これまでの分析を支持するために、以下の分析を行ってみよう。恣意的見本合わせが刺激選

択準拠言語によるタクトにあたるとすれば、同一見本合わせは刺激選択準拠言語のエコーイッ

クにあたるとみることができよう。いうまでもなくエコーイックは条件性弁別オペラントでは

なく単純弁別オペラントである。この分析からも、見本合わせは条件性弁別ではなく複数の単

純継時弁別であることは明らかであろう。

見本合わせは複数の継時弁別であるという分析の妥当性は、次のような実験によって検証す

ることができよう。まず、青いキイのつつき反応を、第二のキイに青が提示されたときには強

化し、赤が提示されたときには強化しないという継時弁別訓練をおこなう。つぎに、赤いキイ

のつつき反応を、第二のキイに赤が提示されたときには強化し、青が提示されたときには強化

しないという継時弁別訓練をおこなう。そして、この二つの訓練が完成した後に、青と赤を見

本刺激とする同一見本合わせ訓練へ、どの程度の正の転移が認められるかを確かめるのである。

2

継時弁別におけるSDおよびSΔと同時弁別におけるSDおよびSΔはどのように異なっている

かについては、次のようにまとめることができる。継時弁別における弁別刺激は「反応する

か‐反応しないか」（“go-no go”）を制御するが、同時弁別における弁別刺激は、「どこへ反応

するか」（“where to go”）を制御する（図5）。

継時弁別�における�弁別刺激� =「�反応�するか�‐�反応�しないか�」�（�“�go-no go”�）�を�制御�

同時弁別�における�弁別刺激� =「�どこへ�反応�するか�」�（�“�where to go”�）�を�制御�

図５　２種類の弁別刺激�

SD = ネコ�の�絵�:  青�い�パネル�を�押�す�⇒� 強化�

SΔ�= イヌ�の�絵�:  青�い�パネル�を�押�す�⇒� 無強化�

SD = イヌ�の�絵�:  赤�い�パネル�を�押�す�⇒� 強化�

SΔ�= ネコ�の�絵�:  赤�い�パネル�を�押�す�⇒� 無強化�

図４　第三の児童の課題構造（本稿での分析）�

佐藤：見本合わせは条件性弁別であろうか？
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弁別刺激にはSDおよびSΔが区別されるという以外には、これまでに弁別刺激の分類につい

て論じられたことは、私の知るかぎりなかった。弁別刺激はいうまでもなくオペラント条件づ

けにおける重要な概念の一つである。しかしながら、弁別刺激ついての理論的な分析が殆んど

なされていないばかりではなく、その定義自体でさえも明白ではないのである。これまでに提

出されてきた弁別刺激の定義は大別して二種類あるように思われる。第一のものは弁別刺激を

手続き的に定義し、第二のものは弁別刺激を機能的に定義している。第一のものの一例は以下

のとおりである。

A stimulus in the presence of which a response is reinforced and in the absence of which it

goes unreinforced（Ferster and Skinner, 1957, p.726）.

弁別刺激のこのような定義を、手続き的定義とよぶことにする。

第二のものの定義の一例は以下のとおりである。

A stimulus that controls the performance of instrumental behavior because is signals the

availability （or non availability） of reinforcement （Domjan, 2003, p.250）.

弁別刺激のこのような定義を、機能的定義とよぶことにする。

心理学において刺激という概念を用いる際には、物理的刺激と機能的刺激とを明確に区別し

なければならない。物理的刺激とは客観的に測定することのできる刺激であり、一方、機能的

刺激とは有機体の行動の何らかの側面を制御することのできる刺激である。機能的刺激は、有

機体の行動に対する効果をみることなしには特定することはできない。

機能的に定義された弁別刺激はもちろん機能的刺激であるが、手続き的に定義された刺激は

機能的刺激であるとはかぎらない。このことを示すよい例は、著名なReynolds（1951）による

ハトの注意に関する研究である。Reynoldsは、二羽のハトを用い、赤い背景に白い三角形の照

射されたキイへのつつき反応を強化し、緑の背景に白い円の照射されたキイへのつつき反応は

強化しないことによって継時弁別を完成させた。その後、白い三角形、白い円、赤色、および

緑色が別々に照射されたキイへ無強化のつつき反応数をテストした。結果は、二羽のハトのう

ち一羽は三角形の照射されたキイのみに反応し、他の一羽は赤色の照射されたキイのみに反応

した。この実験における正の手続き的弁別刺激は赤い背景の白い三角形であったが、正の機能

的弁別刺激は、一羽のハトでは白い三角形で、他の一羽のハトでは赤色であった。

この実験からも、手続き的弁別刺激と機能的弁別刺激は厳密に区別すべきことは明らかであ

る。そして、一部ですでに用いられてきたように、正と負の手続き的弁別刺激にはS＋とS－,

正と負の機能的弁別刺激にはSDとSΔという記号を用いることによって、この区別を明示させ
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ねばならない。

それでは、手続き的弁別刺激と機能的弁別刺激のどちらがより重要であろうか。行動分析学

の目標は、行動の制御変数を同定することであり、弁別刺激は主要な制御変数の一つであるか

ら、機能的弁別刺激がより重要であることは言を俟たないであろう。私は、弁別刺激を次のよ

うに定義したい。

弁別刺激とは、オペラント行動の自発を制御する先行刺激である（Discriminative stimulus

is an antecedent stimulus that controls the emission of operant behavior.）。

∞

このように定義された弁別刺激は非常に広い概念となる。本稿では、「反応するか‐反応し

ないか」を制御する弁別刺激と、「どこへ反応するか」を制御する弁別刺激を区別したが、さ

らにさまざまな弁別刺激を区別することができるであろう註 2）。弁別刺激に関する緻密な概念

分析は、日常生活のおけるあらゆる人間行動の分析を押し進めるという行動分析学のこれから

の課題にとって欠くことのできないものであろう。

註1）本稿はSato（2001）に基づくものである

2）Sato（2006）では弁別刺激を（1）反応場所提供弁別刺激（response locus affording discriminative

stimulus）、（2）反応率制御弁別刺激（response probability controlling discriminative stimulus）、（3）反

応特定弁別刺激（response specifying discriminative stimulus）、（4）高次オペラント制御弁別刺激

（higher-order operant controlling discriminative stimulus）、（5）適弁別刺激指示弁別刺激（relevant

discriminative stimulus indicating discriminative stimulus）、（6）好子特定弁別刺激（available reinforcer

informing discriminative stimulus）の6種類に分類した。
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