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ATI研究の二十年一教育心理学への開眼

TwentyyearsofATIresearch：SearchingforEducational

Psycholoｇｙｉｎｔｈｅｔｒｕｅｓｅｎｓｅｏｆｔｈｅｗｏｒｄ

並木博＊

ＨｉγｏｓｈｉＭｍｚｉﾙ｛

であった。それを語るには文学部の入学試験にまでさか

のぼらねばならない。筆者が文学部を受験したのば昭和

三十三年であり，当時は一次試験合格者に，二次試験と

して小論文と面接が課せられた。筆者の面接に当って下

さった老教授（と筆者には思えた）ば，筆者が心理学専

攻をめざしていることや宿病のために普通より六年も遅

れるという変則的人生を余儀なくされていることに興味

を持って下きり，いろいろと時間をかけて質問して下さ

った。そして御自身も心理学者であるとおっしゃい最

後に心理学専攻が文学部の中でも倍率の高い難関である

故，精一杯勉学に専心するようにと励しの言葉を頂戴し

た。やがて二学年より三田に移り，無事心理学専攻生と

なって，面接担当者が教育心理学概論担当の西谷謙堂教

授であったことを知ったが，このような出会いがやがて

筆者が教育心理学に転ずる契機となった。

１．教育心理学の縁

社会学研究科紀要三十周年記念号に寄稿するに当り，

社会学研究科教育学専攻の歴史と筆者の大学院入学以降

の足取りとが年代的にほぼ完全に重なることから，筆者

の教育心理学の研究の道程を語ることが記念号の主旨に

沿うものと考えて一文を草することとした。

筆者が修士課程に入学する前年に教育学専攻が新設さ

れたので，筆者は同専攻の第二期生にあたる。当時'よ修

士課程の入学試験が七月と三月に行われており，七月受

験者は安東潔君（現在実験動物中央研究所）と筆者のた

った二人で，いずれも学部の心理学専攻生であったが，

同君ば心理学，筆者は教育学をそれぞれ受験した。今か

ら思えば，実にのどかな受験風景であり，例えばドイツ

語の試験問題が私どもの教わっていないヒゲ文字で出題

されており，試験監督者の佐藤方哉氏にその旨を訴えた

ところ，出題者の西谷謙堂教授が原書をたずさえて大慌

てでおいでになり，ヒゲ文字を意識せずに出題した不明

を詑ぴられ，監督者1こ読めない文字を尋ねてよろしいと

いうことになった。かくして，ヒゲ文字の知識のあった

佐藤氏と一緒に判読しながら訳文を書いた。その結果，

社会学研究科全受験生二名はそろってめでたく合格し，

それぞれ一番と二番で合格したと吹聴したものであっ

た。現在の七十名を上まわる受験生のにぎわいぶりを思

うにつけ昔日の感がある。

筆者は学部では上述したように哲学科心理学専攻に在

籍し，大学院より教育学に転じて教育心理学を専攻する

ことになったが，その契機の一つが西谷教授との出会い

２．三田の心理学を学ぶ

昭和三十年代の始めは，いわば心理学のブームの時代

であり，啓蒙的な書物の出版が盛んであった。また，筆

者が慶應に入学する前の年のことであったが，新聞紙上

に小川隆教授が自ら作成された鳩用のスキナーボックス

とともに登場され，心理学徒を志していた筆者には大き

な刺激であった。また，入学後間もなく日本心理学会大

会が日吉校舎で開催されて，慶應の心理学の水準の高さ

を目のあたりにしたのであった。

筆者が心理学を専攻した当時，心理学概論ば小川教

授，原典講読は今は亡き河合貞子助手，初等実験は佐藤

方哉，小谷津孝明の両副手，演習は故横山松三郎教授と

印東太郎教授といった鐸録たる顔ぶれであった。筆者は

卒業論文の指導を印東教授に仰いだが，そのテーマば

＊臺應義塾大学文学部教授・大学院社会学研究科委員

（教育心理学）
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ＥＭ・Ｌｏｒｄ（1968）の項目反応理論のテスト以外の分野

への応用であった。その一つは文章完成法テストの判定

に関して，判定者をテスト項目に置き換えて，項目特性

曲線によって個点の判定者の特性を特定することであり

(Indow，ααﾉ.，1962)，もう一つは，テレビの画像のノ

イズによるくずれに対する画質の判定に関して，これも

人をテスト項目に置き換えて人の特性を特定する試みで

あった。印東教授のこの着想の先見性に昨今あらため

て驚嘆を禁じ得ないのである。実は，Ｊ､BCarrollが

PersonCharacteristicFunctionと称して一連の研究

を発表しているが(Carroll,198711989:Carroll,“α/､，

1991),既に三十年前に印東教授によって同様の理論化と

実験化が行われていたのである。筆者がこの卒業論文の

作成を通じて，印東教授より学んだことは実に多大であ

る。とりわけ，投影法テストの判定に見られるような高

度の思考活動やテレビ画質の判断のような知覚事象にお

ける個人差の大きさとそのような問題を解析するための

強力な道具立てを知ったこと，そして優れた理論模型が

学問領域を超えて汎用性を持つことを学んだこと等’学

恩は深甚である。

第３６号１９９３

の組織の運営の難しさを傍観するのみであった。

しかし，筆者はこのセンターの活動を手伝ううちに，

教育実践の場で何が求められているかを学ぶことができ

た。そして，このような求めに応え得ないものでは教育

心理学たり得ないと考えるようになった。例えば，当時

筆者はプログラム学習と項目反応理論とを結びつける可

能性を探っていたが(Namiki，1963)，この構想について

沼野氏より手厳しい批判を頂戴した。即ち，心理測定理

論は本来でき上っている能力次元を測定対象とするもの

であり，教授・学習過程において形成されつつある能

力・学力の次元の判定に，そのような理論を適用するこ

とは無意味であると。顧みるに，この批判は形成的評価

という当時ようやくその必要性が重視されるようになっ

た議論に通じるものであり，この先達の痛烈な一言で教

育心理学Iま心理学の安易な応用では済まされないことを

学んだのであった。

当時の大学院の授業は教授と－対一のものが多かっ

た。例えば沢田慶輔教授が講師として授業を担当され，

相談心理学や言語心理学の原書を通読する授業であった

が，現役の東大教授を一人占めする賛沢を満喫した。西

谷教授のドイツ吉講読，斉藤幸一郎教授のＲ・ＣＣａｔ‐

tellの原著の講読等いずれも充実した日含であった。し

かし，其の教育心理学とは何であるかについて答えは得

られないままであった。とにかく，当時の筆者は心理測

定の理論とスキナー流の行動形成の考え方の結びつくと

ころに自分の教育心理学がある筈と確信しながらも，そ

の答が那辺にあるかを模索するばかりであった。

３．暗中模索の日々

当時の心理学研究室では既に触れたように，小川教授

と佐藤方哉氏を始めとする門下生によって，ＢＦ・スキ

ナーのオペラン条件づけに基づく実験的研究が盛んに行

われており，その学風は行動分析として今日に引き継が

れている。

昭和三十五年Iこ村井実教授がハーバード大学での留学

を終えて帰国されたが，スキナー自身から贈られたサイ

ン入りのティーチングマシンをお土産としてお持ちにな

った。これを契機に，村井教授の主宰される慶應義塾大

学学習科学研究センターが発足した。このようにスキナ

ーの慶懸への影響は，心理学研究室で行なわれた実験的

研究にとどまらず，オペラント条件づけのパラダイムの

教科学習への応用としてのプログラム学習という実践面

にも及んだのである。同センターでは，沼野一男氏が中

心となって，プログラム学習に関する啓蒙的な活動が行

われ，またその一環としてスキナーの「教授工学」の訳

書も上梓された（Skinner，1968)。筆者も同センターの

事業に微力ながら協力しながらも，このような教育実践

への関心が優先する活動に対して，同じ大学の心理学研

究室の人材と研究成果が活かされないもどかしさを常に

感じていたが，大学院の学生であったり，やがて駆け出

しの助手となった筆看ばあまりに非力に過ぎて，大学内

４．ＡＴＩとの出会い

Ｌ､Ｊ、クロンパヅク教授は，１９６７年より約十ヶ月間ブ

ルプライト交換教授として東京大学に滞在されたが，そ

の間に横山記念講座の講師として来塾された。印東教授

の通訳により，次のような要旨の講演であった。即ち，

能力・適性はそれまでの経験によってその構造が大幅に

変り得るものであること，そして，教授方法の効果は能

力・適性と教授方法の交互作用として考えられるべきも

のであり，この効果をＡＴＩと呼ぶこと。このようなク

ロンパック教授の言葉は筆者にとって天啓の加くに響い

たのであった。長らく探し求めていた答がそこにあっ

た。そして限られた質問時間を独り占めしてクロンパッ

ク教授の教えを乞うたのであった。“つまり，誰に対し

ても最適であるような教授方法はないということでしょ

うか？という筆者のひたむきな問に，“Thafsavery

goodquestIon.”という言葉を頂戴した時;二は天にも昇
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生涯を捧げるに値するテーマに出会えたのも－mに三田

の極めて高い学問的水準とその自由な学風のおかげであ

る。

５．ＡＴＩパラダイムの問題点

筆者は此度，日本教育心理学会の年報に「教授・学習

研究におけるＡＴＩパラダイムと適性理論」（並木,1993）

と題して展望を行なう機会を与えられた。筆者はこの中

で，ＡＴＩ研究の歴史，ＡＴＩパラダイムの意義，方法論

的問題，最近の研究例，適性理論への展開等を論じたが

この展望は筆者の過去二十数年のＡＴＩ研究のいわば総

括であった。ここで，紙数の制約からそこで論じ切れな

かった争点について補っておきたい。

ＡＴＩは，広くOrganism-Environmentlnteractiｏｎ

あるいはPersonxSituationlnteractionと呼ばれる一

般性のある交互作用の下位概念であり，教授・学習過程

に関わるIMil人差である適性と教授方法との交互作用を指

している。ここではこの広義の交互作用の枠組の中で，

ＡＴＩパラダイムの意義とその研究方法上の問題点を考

察してゑたい。

McCall（1991）は“Somanyinteractions，solittle

evidence、Ｗｈｙ?'，と題する最近の論文の中で，この広

義の交互作用の位置づけを行なうとともに，方法論上の

問題を明快に論じているので，McCallの言葉を引用し

ながら，筆者自身の見解をも述ぺて象たし､。

まず自然界にこのような交互作用が生じる根拠につい

て以下のように述べている。

“生活体と環境の間の交互作用が,自然界の原則であっ

て例外ではないという命題には一理がある。事実，研究

者が知っている行動的，及び身体的変数のありとあらゆ

るものについて個人差が存在し，環境的な出来事，ある

いは操作が，それを経験するすべての個人に対して，同

一の効果を生じることはまずあり得ない。生活体側と環

境側の要因は，もしそれらが十分なチラパリを含む標本

について十分正確に測定されるならば，如何なる現象を

生じるにあたっても交互作用を示すように思われる。事

実この本（WachsandPlomin，1991）には個為の例が

沢山挙げられている｡，，（p､142）

つまり環境条件に対する個々人の反応性には大きな違

いがあり，このような違いを生じさせる個人差には，

ＤＮＡレベルのもの，知能や背丈のような表現型レベル

のもの，さらに社会的行動レベルのものまで考えられ

る。そしてこの広義の交互作用の最近の成果としては，

ＧＳｔｅｍｍｌｅｒ(1992)による不安の生理心理学的研究や，

る思いであった。ＡＴＩ，これが筆者の探し求めていた教

育心理学であった。そして，研究者としての生涯のテー

マがこれで決ったとすら考えたのであった。

東洋教授は自から編さんされた「教授と学習」（東，

1968）のはしがきの中で，次のように書いておられる。

楚教育および評価の研究法に関して,世界でもっともシャ

ープな理論家のひとりとして知つれるクロンパック教授

の講錐に，本巻執筆者の十名中七名までが列し，まなこ

のうろこの落ちる思いを味った。いま本巻の随所|こその

影響や，さらに直接的な指導の成果をみとめる｡'，クロ

ンバック博士の日本滞在に，日本の教育心理学に深甚な

る影響を与えたのであり，筆者個人にとってもクロンパ

ック博士の講演は教育心理学への開眼であった。ＡＴＩ研

究こそが教育心理学であると。

このように筆者の心を完全にとらえてしまったＡＴＩ

概念の起源をここで述べておきたい（並木，1993)。ＡＴＩ

つまりAptitudeTreatmentIrlteractionは，１９５７年

に当時アメリカ心理学会長の要職にあったクロンペック

教授の会長演説の中で提唱された概念であり，イリノイ

大学で同教授の薫陶を受けて帰国された東洋教授による

訳語“適性処遇交互作用'，によって我が国へ紹介され

た。クロソパックによれば，それまでの法則定立劃の心

理学では個人差は邪魔物であり，その影響を如何に小さ

くおさえるかが研究方法の基本となっていたが，そのよ

うな流れを汲む実験心理学と，一方では個人差そのもの

が関心事であった差異心理学ないしは相関心理学との統

合が心理学に新しい展開をもたらすはずであり，この統

合を可能にするのがATI，つまり個人差の要因と実験

処理要因との統計学的交互作用というパラダイムであ

る。当初クロンパックは，ＡＴＩを心理学全般に通じる

パラダイムとしながらも，特に教育的意義を強調してい

ないが，やがて適性に合せた教授方法の最適化がＡＴＩ

に基づいて可能であることから，評価や学習指導との関

連性を重視するようになる。

このようなＡＴＩが何故筆者の心をそれ程強くとらえ

たのであろうか。今ふり返って見て，その理由は以下の

ように考えられる。適性ないしは個人差研究は筆者が心

理学専攻で学んだＬｏｒｄの理論に代表されるテスト理論

に基づいている。一方，スキナーによるティーチングマ

シンとプログラム学習はかくも教育界に衝撃を与えた新

しい教授方法である。これら二つを結びつけるものが

ＡＴＩパラダイムそのものであり，これはまさしく筆者

のために用意されたパラダイムにほかならない。筆者は

当時このような結論に到達した。顧みて，研究者として
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Ｗ・Mischelの流れを汲むＬ・ＲＯＳＳとＲ､ENisbett

U991)の社会心理学的研究を挙げておきたい。

しかし，実際の研究結果において有意な交互作用が得

られることはあまり多いとはいえず，このような情況を

McCallは次のように要約している。

“蛍た同時に，全く正常な個台人よりなる標本につい

て研究が行われる時には，一貫した形で実験が繰り返さ

れた場合に,それらの研究報告においても，経験的に十

分に立証されていると認められるような交互作用の数は

あまり多くないのである。例えば，ＰｌｏｍｉｎとHersh‐

bergerは，行動遺伝学の領域の研究者が交互作用を求

めようとすることが多しにもかかわらず，それを見出す

ことは稀であると述べている。同様に，再現可能な適

性×教授方法の交互作用が一貫して報告されることも稀

である（CronbachandSnow，1977)。このような変則

性をＰ１ｏｍｉｎは実に見事仁表現したので,学会出席者に

はPlomin，sParadoxとして知られるようになったが，

これlfWachsによる次の簡潔な言葉で尺されている。

`Somanyinteractions,solittleevidence.'”（p､142）

この嘆きは筆者自身のものでもあって，筆者はかつて

ＴｅssimisminEducationalPsychology：Ｉｎｔｈｅｃａｓｅ

ｏｆＡＴＩｒｅｓｅａｒｃｈ，'(Namiki，1990）と題して，一見極め

て悲観的な論文を書いたが，実験的研究から得られる

ＡＴＩパターンが不安定である限り，それに基づく教授

方法の最適化が絵空事に終ることを懸念しながらも，望

みをつなぎたいという真情を吐露したのであった。また

上記の展望の結びとして筆者は次のように記して悲観的

楽観論の立場を明らかにした。

“ＡＴＩパラダイムは，教授・学習研究にとどまらず，

広く社会科学の方法論にまで関わりをもついわば``もの

の見方”である。ＡＴＩ効果の不安定性が社会科学のか

かえる根本的な問題を明るゑに出し，その方法論の見直

しを迫っている。その不安定性を理由にＡＴＩ効果を否

定することは本末転倒であり，ＡＴＩの観点はそのよう

な転倒を避けようとする“ものの見方”である。筆者は

長年のＡＴＩ研究の経験を通じて，Ｓｎｏｗの言葉を幾分

手直しして，次のような言葉で本稿の結びとしたい。

`ＡＴＩは存在する。但し，不安定性を伴わないＡＴＩは

存在しない｡'，，（並木，1993）

ここで再びMcCallに戻り，“solittleevidence”の

理由として挙げられている二点を考察したい。その一つ

は，自然界のメカニズムに求められている。

“交互作用は多くの現象に対する概念的必然性とすべ

きものであろうが，実際的な観点からすれば，自然界の
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種々の要因が相重なって働いて，交互作用が主要な，ま

た頑健な（robust）そして経験によって立証できる現象

となることを妨げているのである｡0'（p､159）

McCallは，このメカニズムの一つとして，交互作用

が存在していても，生活体一環境の共変的現象のため

に，それが減じられたり，マスクされてしまうと主張し

ている。この指摘は，これまでの多くの議論が以下の研

究方法上の問題点に限られていたのとは違って，自然界

の側にその原因を求めている点で注目に値する。

次に研究方法の側の理由として次のように述べてい

る。

“研究者の中には,交互作用を検出すべく研究デザイン

を意図的に立てるものもあるが，しかし交互作用は研究

者全員の目的でばない”（p､160）

したがって，交互作用検出lこ対して感度が高く，また

適切な測定方法，デザイン，そして統計的手法が用いら

れない傾向が見られるとMcCallはいう。これに関して

筆者の見解を述べれば，交互作用を分散分析的な定義に

限定することに問題があると考えられる。即ち，各要因

の主効果の加算的効果を取除いた後に残る効果を交互作

用とするならば，幾つかの適性変数と教授条件の要因，

及びそれらの交互作用項を独立変数として同時に扱う重

回帰分析においては，変数間のmulticollinearityのた

めに，交互作用項の寄与が不当に小さいものとされる危

険がある。このように，交互作用項の有意性検定の手法

も不完全であるのが実情であるとすれば，もしあるＡＴＩ

パターンが有意水準に達しないとしても，幾つかの類似

の実験を通じて同様のＡＴＩパターンが繰返し生じるな

らば，このような安定性こそが優ホンモノ，，を探り当て

た裏付けである（並木，1977)。事実，安藤寿康君らが精

力的に行ってきた外国語教授法に関するＡＴＩ研究にお

いて，幾つかの安定したＡＴＩペターソが確認されてい

る（並木，他，1993)。要するに，ＡＴＩ研究においても，

不完全な推測統計学的手法の限界を知った上で，記述統

計学的分析をもっと大切にすぺきである。

６．二十有余年の道程

ＡＴＩ研究は前節に述ぺた根本的な問題を解決しなが

ら，今後も続けられねばならない。何故ならば，ＡＴＩパ

ラダイムは，学習指導の指導原理として，個性重視の教

育の理論模型として，さらに能力・適性の理論的枠組と

して教育心理学の中心的課題の一つと考えられるからで

ある。また，上述したようにＡＴＩ効果の不安定性が逆

に社会科学における実験的方法に対する苔鐘とたつたこ
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さに唖然としたのであった。Ｊ、Green０，Ｒ・Case，Ｋ・

HakutaE､Haertel，そしてＤ・Rogosa。これらの若返

り人事で二十一世紀への布石が済んでいた。そして帰国

後，幾分の疲れもあって上述の“Pessimism”(Namiki，

1990）を書き綴ったのであった。また一方ではＡＴＩパ

ラダイムによって，古典的なYerkes-Dodsonlawを見

直す作業を試染て（NamikiandAndo，1991)，ＡＴＩパ

ラダイムの汎用性を再認識した。その間安藤寿康，鹿

毛雅治の両君をはじめとして，大学院の極めて有能な学

生諸君がこぞってＡＴＩ研究に参加して下さり，実に大

きな成果を上げることができた。その一つは大部の科研

費の報告書（並木，他，1993）として結実している。こ

のように，若い世代の活躍のおかげで，慶應の筆者らの

研究グループは，我が国唯一のＡＴＩ研究専門集団とし

て認められるようになっている。

とで，このパラダイムは一層その重みを増したからであ

る。そのような大きなテーマに取り組んで既に二一|~年余

りの歳月が流れ，ようやくその緒についた感がある。ク

ロンパック教授の言葉によって長い迷いから覚めた後の

筆者は，ＡＴＩ研究に専心してきた。その後の道程を急

いでふりかえって本稿を閉じたいと思う。

ＡＴＩ研究の方法の習得に一夏，さらに基礎文献の通

読にもう一夏をかけた後，幾つもの予備実験を行なっ

て，ＡＴＩ研究らしいものに次第に近づくことができた

が，当時の筆者の努力目標は，既にスタンフォード大学

に移っていたクロンパック教授の下で，Ｒ・スノウ教授

の研究グループの行っている研究の水準にたどり着くこ

とにあった。ようやくその水準にあると自負できる三次

元空間で解を求めるＡＴＩ研究(NamikiandHayashi，

1977）を完了し，それまでの￣連の研究をまとめて学位

請求論文（並木’1977）を提出したのであったが，その

時既に十年余りの歳月が流れていた。そして，長年の念

願がかなってスタンフォード大学教育学大学院のクロン

バックとスノウのもとで，福沢基金による留学生として

九一年を過ごす機会を与えられた（並木，1987)。筆者が

そこで見たものは，キラ星の如き教授陣，十二分に充実

したカリキュラム，ただ驚嘆するばかりの研究活勤等々

であった。十年の歳月をかけて，たった一人の努力で考

えぬいて，ようやく到達できた結論が，偉大な教授の授

業の中で事もなげに語られるのである。十年の時間をか

げてようやく手にしたものが，そこでは=，三年間のカ

リキュラムの中で，全てがさしたる苦労なしに与えられ

るのである。全米一の評価の定まった大学院にあって，

母校の大学院を思い，彼我の格差のあまりの大きさに荘

然とするばかりであった。全てが二ケタ違うというのが

率直な印象であった。

一年数ケ月の海外生活を終えて帰国した後もスタンフ

ォード・ショックから立直れないままであったが，よう

やく気を取直して着手したのが，適性次元として作動記

憶容量を用いる一連の研究であった(並木,1982；藤谷・

並木，1982)。それ以来，作動記憶の研究は，一方ではそ

の応用として，痴呆症の心理検査開発の仕事につながっ

ている（並木，1993)。また，評価方法の効果をＡＴＩベ

ラダイムで検討した鹿毛雅治君との共同研究（鹿毛・並

木，1990）は幸い学会で高く評価された。

程なくこれらの成果をたずさえて筆者は十年ぶりにス

タンフォードを再訪した（並木，1990)。そして再びスタ

ンフォード・ショックに打ちのめされたのである。クロ

ンペック教授とゲイジ教授引退後の後任人事のすばらし

〔附記：本文の中で特にお名前を挙げる機会のなかった

以下の方々にも，長年のＡＴＩ研究に参加していただい

た謝意を表したいと思う。福永信義，林(山本)順子，林

(川村)理夏，芳賀昭男，岩田茂子，風間典子，川村茂，

川田(藤谷)智子，倉八順子，最上嘉子，内藤俊史，中野

隆司，須藤毅，芝田武司，安岡龍大〕
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