残像に関する研究（1）

残像研究の展望

鬼沢貞

第1章基礎的諸問題
されることなのである2，28㌔このように考えられるところがら，こ

1・感覚および知覚としての残像一序にかえて一一
残像ないし残像に関連のある諸現象については，これまでのと

ころ，およそ次の4つの位置づけながなされて来たと見ることが
できる。すなわち，

こでは残像を感覚ないし知覚に属するものと規定することにした
い。

それにしても，いったい「感覚」ないし「知覚」とは♪なにを
意味し，また残像は，それらとどのような関係にあるかを考察し

（1）

「生理学的現象」あるいは「感覚」として，

ておく必要がある。なぜならば，「残像を感覚と呼ぶべきか，知覚

（2）

「知覚」として，

（3）

「記憶」として，

（4）

「表象や直観像などと関連を有する現象」として

とすべきかといったことを詮索しても始まらない」とする意見物
も見られるからである。このような意見が生ずるのは，感覚およ
び知覚というものが，単に便宜的に分けられたものにすぎないと

というのがそれである。

することに基づいていることはたしかである物。しかしながら，

この現象を生理学的現象ないし感覚として位置づけるのは，後
述するように，残像の諸特性が生理学的機制または刺激の物的客

ではなかろうヵ・。それというのも，後に考察するように，残像が

2つの区分は，けっして便宜上のことではすまされない問題なの

ることによるものである。こうした位置づけのしかたは，かなり

感覚ないし知覚にどのように所属させられるかということによ
って，残像への接近のありかたにはかなりの差異が生ずる筈だか

以前からなされて来たユ・4，15）が，現在でも，多くの研究者の問に

らであり，またこうした残像現象のありかたとそれへの接近のあ

観的性質によって触発され，それらに既直した形で生ずると考え

かなり根強く定着しているように思われる。

一方，残像の見えがたとえば構え，期待，過去の経験などの主

りかたとの関係についての自覚がなければ，残像研究が真の意味
で可能になるとは考えられないからである。このようなわけで，

体的要因＊によって比較的強く規定されることも，古くから繰

以上の老察は，残像の研究にとっては欠かせないものであるだけ

返して指摘されて来た3・5）ところである。ここでは，こうした考え

ではなく，なんといっても最初になされねばならない重みを持つ

が，残像を知覚に属するとするものであると見ておこう。残像の

のだといえよう。

理解におけるこの傾向は，ニュー・ルック心理学の台頭以来現在
まで続いて来ているいわゆるdynamic

perceptionの研究と相ま

って，今後ますます強くなるであろうことが予想される。

以上のように，残像を感覚あるいは知覚に所属させる立場のほ

感覚（sensation，

Emp丘ndung）および知覚．（perception，

Wahrnehmung）という2つの術語を初めて厳密に規定し，且つ
区別したのは，18世紀の哲学者であるReid，

Tだといわれてい

か，これを最も低次の記憶過程すなわち記憶痕跡的なものをその

る。Reid3・14・21）にしたがえば，感覚は，感受器官の受容した印象

ままの姿で示しているものだとする老え，さらに表象や直観像な

によって生ずるものではあるが，それは決して身体的なものでは

どと密接なかかわり合いを有するものとして見る立場もしばしば

なく，そこには，たとえば，その印象に対応する対象を他の一切
の対象から区別する心の働きが含まれていなければならない。つ

見受けられる。

しかしながら，残像研究吏からいえば，これを感覚あるいは知
覚に所属させる見解の方がより多く，・また一般的であったという

まり，この感覚的体験が成立するためには，対象に対する注意と

いったものが働かねばならないとされる。感覚はまた，対象につ

ことができるのである。しかも，残像が記憶だと規定されるにし

いての感情と区別できない（たとえば，痛さの感情と痛覚とを明

ても，すでにゲシュタルト心理学者によって指摘されているよう

確に区別することはできないというように）ものだとも考えられ

に，知覚と記憶痕跡の双方の体制間にはいわば相似性があると老

ている。

えられるのであり蛎・27），残像現象がそうした相似性を示すものと
してとりあげられている例24β1，32）があるのを見れば，残像を以上

のように規定しても，なんら不都合は生じないことになろう。き
らに，残像と表象や直観像によって代表きれる類似現象との関係
を考察する場合，その老察は，後に触れるように，残像が表象に
対立するいわば「極」つまり感覚として位置づけられた上で，な
＊主体的要団というのは，本来，生理的機制をなんらかの意味
で含むと考えられる。Boringも，すでにこうした考えかた
をしている。しかしながら，本稿では，最近の一般的見解に
したがって，上述のような意味で主体的要因という術語を用
いることになる。これらの問題については，稿を改めて，詳
述したい。

日常生活においては，この感覚をあえて知覚から区別する必要
はないし，．それに注意することなしに過していることもあって，

われわれには感覚の存在は気ずかれない。にもかかわらず，感覚
と知覚された対象とは，全く異なるものなのだと主張される。

たとえば，テーブルを手で強く押さえつけるとき，われわれに
は，「痛さ」とともに，テーブルが「硬い」と感じられる。その

場合の痛さは，心の感覚であって，テーブルにおける出来事では
ないし，一方，硬さは，テーブルのことがらであって，心のなか
にあるなにものかではないときれる。そして，そのように，痛さ
の感覚から区別され，テーブルそれ自体に属して存在するものと
して老えられた「硬さ」の意識に「知覚」が成立つとされるわけ
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なのである。この例から知られるように，感覚と知覚は，同時に

Liberales

No．6，1969

だと考えられている。（なお，彼の著書において残像は，感覚およ

生起するのであるがそれぞれの対象は異なっており，それらの問

び心像に関する2つの章のなかで考察されているのだが，いずれ

には類似性さえも認められないとされる。

にせよ残像が心的要素だとみなされていることは明らかである。

ところで，知覚についていえば，それには対象についての概

なぜならば，心像について述べた章での残像の説明では，どちち

念，また対象が現に存在するのだという強い信念が含まれている

かといえばこれは感覚的なものであるとされているからである。

と見るところにReidの見解の特質がある。しかも，このような

Wundtも，基本的には，これと同じ老えであると見ることができ

信念は，けっして間接的な推理の作用に基づくのではなく，直接

る。したがって，残像は，構成主義者の場合，感覚として考えら

的に形成されるものだといわれている。

れているといって間違いはない。）

感覚と知覚との関係について，Reidは，知覚の対象は，感覚
としては見られないこと，両者間には類似陸のないことを主張し
ながらも，知覚の対象は，感覚の「原因」となるものだと述べて

ところで，Titchenerによる感覚および知覚の区別およびそれ
らの関係についての考えを理解するためには，以下のような実験
の例を見るのがよい。

いる。このように考えられるとすると，同時に成立し，異なった

すなわち，先ず被験者をいく人かの2つの群に分ける。次に，

ものである両者のなかで，とくに感覚が知覚の対象を原因として

いずれの被験者に対しても，暗室中に設けられたスクリーン上に

いる様相（あるいはその反対の様相）が示されなければならない

投射された無意味形態のかすかな光が刺激として呈示される。そ

ことになる。しかし，この点についてはとくに触れられてはいな

して，スクリーンの上になにが見えたかということを答えさせる

いのである。したがって，この種の問題に関して，Reidの見解

ようにする。

には曖昧な点があったわけであって，それが彼以降の問題として
とり残されることになったと考えられる。

後年，この問題について構成主義的心理学の立場から，ある考

えかたをあたえているのが，周知のようにWundt，
Titchener，

E

ただし，第1群の被験者に対しては，予め（光刺激を呈示する
前に），「スクリーン上に，意味のある図形（たとえば，動物ある

W，および

B．である。

先ず，Wundt盟♪は，複雑な意識的現象に分析を加え，最後に心

的要素として残るものが（簡単感情とξもに）純粋感覚（単一感
覚）と呼ばれるものであるとしている。したがって，彼の場合，

いは人間の姿）が呈示される筈だから，それがなんであるかよく
見ておくように」という旨の教示（暗示）をあたえておく。ただ

し，第2群の被験者に対しては，以上のように特別の教示はなに
もあたえず，スクリーンを注視させるだけにとどめる。

以上のような実験条件のもとにおいては，第1群の被験者に
は，予めあたえておいた教示の影響によって，かすかな光を特定

感覚こそは，最も単純な構成要素だと考えられるわけなのだが，

の動物あるいは人間の形象を呈するものだとするような反応が比

これは刺激のありかた（性質と強度とがあげられる。なお，その

較的多く認められることになる。これに対し，第2群に属する被

後，Titじhenelは，それらに明瞭度や持続などを追加している。）

験者においては，単にかすかな光が見えたという報告が多くなさ

に即応するしかたで生ずるものなのである。もっとも，彼は，現

れるのである。

実の経験においては，要素が単独の姿のままに現われることはな
いのであって，かならずいくつかの要素が連合あるいは統覚の作

この実験の結果からすれば，第1群に多く認められる反応の成
立が，第2群の反応に見られるような見えのありかたを「素材」

用によって複合きれ，なんらかの意味をともなったものとして現

として成立していることは明らかであろう。つまり，両群とも刺

われるのだと考えている。また複雑な意識的過程の成立，つまり

激対象は，全く同じでありながら，第2群においては，第1群の

複合がおこなわれるとき，要素は，必ずしも固定したままのもの

見えに，さらに教示によって予めあたえられているような文脈に

ではなく，いわゆる「複合」や「同化などの変形を受けることが

合致する心構え，注意ないし期待などの主体的要因が含まれ且つ

あるとされている。彼のこうした考えかたからすれば，感覚は，

作用することによって，異なった内容の反応が成立しているの
だ，と解釈しうるわけである。したがって，第1群のような判断
のしかたがいわゆる知覚であり，第2群のそれがいわゆる感覚に

当然，知覚の成立に対して「素材」としての意味ないし役割を持
つものとされねばならぬことになろう。

なお，以上のように考えられ且つ推察される要素が，

ほかならないというのである。なお，Titchenerは，この例から

複合される際に変形を受けるものだとされるならば，そ

知られるように，感覚というのは，実験室内においてのみ認めら

れは，現実の経験のなかではもとのものとは異なった姿

れるものだと考えている。

になるとも考えられる。こういつた変形を受けないと考

もっとも，構成主義者による感覚と知覚についての見解に対し

えられるもとの状態のものを，われわれは「要素」と呼

ては，その後，種々の立場から激しい反論が加えられ，そして学

ぶことにする。また，そのような意味を持つ要素と，さ
らにそれが変形され．た姿で現実の知覚的経験のなかに含

説史的に見れば，その反論を通して，いくつかの学派が形成きれ

まれるものであること，そしてそれが変形されるにいた

理学における考えかたとも直接結びつくものであり，さらにわれ

る経過を辿っているものでもありうることを老号しなけ

われの異象研究の立場にとっても極めて重要な意味を持つもので

ることになったのである。これらの学派の考えかたは，現代の心

ればならないので，これらの種々相を合わせたものをこ

あるから，それらのうちの主要なものについて検討を加えること

こでは「素材」と呼ぶことにしたい。ただし，これらの
呼びかたは，一般的なものではなく，本稿において，著

にしよう。

まず，構成主義者の主張に対し，最も強い非難を浴びせかけた

者がとくにそのように呼ぶときだけのことである。
さらに，Titchener4）においても，感覚は，（観念に対する心像

ゲシュタルト心理学者は，要素的感覚がよせ集められ，また連合

および情動に対する感情と同じように），知覚を構成する心的要素

ものとして否定する。それとともに，現実の経験においては，刺

などによって心的体制が成立するという窺えも，モザイク説的な
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激のありかたと一対一の即応をするような感覚の存在を認めるこ

発表している研究業績から見ても，とりあげられている対象は，

とはできないとするのである（恒常仮定の否定）。彼らによれば，

明らかに数量的に測定可能な現象あるいは生理学的機制ないし刺

現実の知覚的経験は，原初的なしかたにおいてすでに特定の体制
的な感覚の結合によって説明することは，無意味であるばかりで
はなく，もともと不可能なことなのである。このような意味で，

激の客観的性質すなわち物理・化学的変化に即応する反応だけに
限定されているように見受けられる。（Graham一派が，残像を
このような意味においてのみとりあげていることは，彼の編著に
かかる「視覚および視知覚」29）の第9引く残像〉の叙述から明ら

ゲシュタルト心理学者は，感覚という術語だけではなく，その概

かである。）

的ゲシュタルトとして形成されており，したがって，これを単位

念をも廃棄し，認知に関す諸現象をすべて「知覚」という術語に

わが国の心理学界においても，昭和2年（1927）の「心理学研

よって示そうとしているのである。
次に，Jaensch，

E，

R，の説5・8）によれば，刺激の客観的性質に

即応するような「純粋感覚」というものは，精神的発達の初めめ

究，第2巻」誌上においておこなわれている「感覚の概念につい
て」というシンポジュウムが機となって，やがて感覚と知覚とを

段階においては成立しえないものである。したがって，彼は，初

区別して使用することは，ほとんどなくなり，一般に知覚という

めに純粋の感覚が存在しているとする構成主義者の考えかたは，
認められないものだとしている。． ｸ神的発達の初期には，むしろ

術語によって認知に関するすべての現象が総括されるようになっ
た。このことは，要するに，第二次世界大戦前後のわが国の心理

直観像的色合いを持つなにものかが含まれるような対象の把握し

学界を風靡したゲシュタルト心理学流の考えかたの影響によるも

かたがなきれているに違いないというのである。

のであるということができる。

さらに，彼はふつうの成人における視知覚のありかたは，以上
のような純粋感覚がいわば素材として加工されることによって，
初めて成立するものであるという見解も，正しいものではないと
している。すなわち，根源的な視的現象は，けっして純粋感覚的

しかしながら，ごく最近になり感覚という名称の使用が復活し
つつあるように見受けられる。

とくに，この感覚に関する研究の意義を論じている研究者とし

なものではなく，どちらかといえば，表象に近い意味合いの着色

ては，Pi6ron，

きれた構造を持つものだとしている。このように表象に近い構造

る丸山欣哉氏30）があげられるであろう。丸山氏の主張の要点は，

を有する知覚こそが，原初的なのであり，それがむしろしだいに

次の通りである。

純粋感覚としての構造に近づいていくのだと考えられるのであ

H，8）およびPi6ronの老えをとり入れたと見られ

「感覚は知覚の構成要素的なものではない…

…・…。

る。． iJaenschにおいては，純粋に感覚的な現象つまり表象に対立

事物の知覚には，それの材料となる物理化学的過程の経

するいわば一つの「極」として残像があげられる。しかしながら，

験すなわち感覚も常に含まれている・…・一…一。しか

残像そのものにも，「発達の初期の段階にあっては，直観像的な性

し，だからといって感覚は知覚の構成要素ではなく一・
・・…・・また感覚は知覚よりも源本的であるとか，基

質が含まれているとされる。）

以上の諸説は，いずれも要素あるいは素材としての感覚の概念
を否定しようとするものなのだが，さらにそれらの説に共通なの
は，われわれの知覚を，すでに原初的に形成されているものだと
考える点であろう。ただし，Ja㎝schにおいては，感覚の存在そ

礎的であるとか，局所的であるとかいうことではない。

感覚は単に認知過程の一側面を意味するだけにとどま
る。

のものは，かならずしも否定さ．れているわけではない。それは，

何故このように認知過程を感覚と知覚とにわけるかと
いうと，その方が理解する上に便利であり，都合がよい

むしろ成人において知覚を経た後に初めて現われるものなのだと

からである。いやむしろ，感覚という一側面を抽象する

されている。

ことは，Pi6ronもいうように，研究のために必要な必然

ところで，これらの説とはかなり異なった視角から，感覚およ
び知覚の規定のしかたを問題にしているのが行動主義者である。
行動主義者であるGraham，

C，

H．7）によれば，感覚および知覚

は，いずれも，実際に実験的研究をおこなう際の操作的観点から
いえば同じであって，刺激に対する反応（「刺激一反応」＜
S

−R

〉）として端的に表現されうる。したがって，彼は，感覚

的な手続きなのである。感覚は分析の努力から生まれた
抽象なのであり，もしこのような抽象がなければ，われ
われは，複雑な姿をもって現われる対象を前にして，ど
こから，手をつけてよいのか，ただ当惑するばかりであ
る。」

丸山氏の以上の考えからすれば，感覚ならびに知覚を包括した

と知覚の間になんら区別を設ける必要はないのではないかという

ものとして，「認知」の過程があげられることになる。したがっ

主張をするのである。このようなわけで，彼は，Watson，」．B

て，認知の過程というものが，感覚ならびに知覚の2つの側面を
総括し代表する翻）だときれることになるであろう。このよう

lこ

ならない，これらを上述のいずれの術語にもよらずに，「弁別」

彼は，さらにいわゆるニュー・ルック心理学以降多くの研究者

に，感覚および知覚を認知という術語によって総括することは，
現に一般にもおこなわれていることなので，われわれは，とくに

によってとりあげられているような主体的要因を含んだ知覚につ

それに異存は頓・。ただし，感覚と知覚が，いかなる意味で，そ

いては，これを「行動」と呼ぶべきものだとし，むしろ行動論の

よのうに総括されうるかが問題なのではないか，と老える。

立場から研究をおこなうべきだともしている。
以上のような観点からすれば，知覚に関する研究は，彼の手を

ではない。しかし，知覚には，常に感覚が含まれることになり，

はなれることになり，われわれが一般に感覚と呼んでいるものだ

感覚には知覚の材料的なものとしての意味ないし役割があること

けが，研究の対象とされることになろう。事実，彼がこれまでに

になる。そしてまた，われわれが感覚をとりあげるのは，複雑な

（discrimination）と呼称すべきことを提唱している。

丸山氏によれば，まず感覚は，決：して知覚の構成要素的なもの
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知覚機能を理解するための分析によるのであるともされているの
である。

そこに述べられているように，もし感覚が常に知覚に含まれ，
知覚の材料となるものであると．することができるのならば，感覚
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る，というのがわれわれの考えなのである。

ここで，われわれの立場からいえることは，上に述べたように
単独でわれわれに意識される感覚 （まだ知覚を構成するものとは
な．

は，知覚にとって構成要素的意味をもつものだと考えらねばなら

ﾁていない要素としての感覚）が，なんらかの操作に基づいて
知覚的なものに転化していく過程が認められるかどうかを実験的

ないことになりはしないだろうか。因みに，Pi6ronも，けっして
感覚が知覚の材料となるような意味での要素であることを否定し

に検討する必要があるのではないか，ということである。いい換

てはいないのである。したがって，この場合，感覚を，われわれ．
がいう意味の素材あるいはすくなくとも要素としての意味を持つ

Wundtの学説のように，現実の複合的経験に対し，内省的技法
などによって分析を加え，あるいはPi6ronのいう訓練によって

ものと見ても差支えないと考えられる。また，感覚は，知覚より

要素としての感覚を見いだそうとしているのではなく，初めから

も刷本的，基礎的且つ局所的ではないときれているが，他の著

単独の姿で現実の感覚がある，ということを主張するとともに，

えれば，われわれは，これまで多くの立場から非難されている

書19）においては，感覚は，知覚を特色づける意味性・形態性を弱

そのような感覚が，特定の操作によって，知覚的なものになるこ

くした知覚機構の側面だとされてもいるのであって，この意味で

とがある，と考えるのである。そして，そのことは，残像に関す

は，感覚は，知覚よりも源本的で且つ基礎的であるといえないこ

る研究によってかなり明確に示されるのではないかと考えるので

とはないのではなかろうか。

ある。

ところで，丸山氏の叙述からすれば物理・化学的過程の経験と
いうものが，知覚にとって材料となるときれている。したがって，

ここにいう物理・化学的過程を，刺激の側における過程を意味し

2・認知的水準と残像一感覚と知覚との関連について一
前節においては，感覚と知覚が区別された上で，ごく簡単に両

ているとすることができるならば，われわれは，感覚を，刺激の

者の関係に触れた。いまここで，視角を変え，最：初に，感覚と知

物理・化学的過程に沿った性質によってより強く規定され，且つ

覚の共通の働きを，とくにわれわれの生活というものに即して請

主としてその過程によって触発される認知のありかたである，と

えることにすれば，いずれも，生活体（organism）がその内外の環

いった方がより正確になるであろう。

境側の刺激から知識を獲得し，環境に対して適応していく「行動」

それにしても，ここでとくに一考を要するのは，丸山氏が述べ
るように，「知覚には常に感覚が含まれている」と考えることは

ろう。つまり，生活体が適切な行動をおこなうためには，生活体

妥当だとしても，感覚というものは，常に知覚の材料となるにす

が環境からその適応に必要な知識を獲得しなければならないとい

という過程に関連して生起するものだ，ということができるであ

ぎないものかどうか，すなわち，感覚は，常に知覚のなかに含ま

えるのであり，そういった獲i得をおこなうのが，感覚や知覚の作

れるというしかたでしか存在しないものなのかどうか，というこ

用だといえる。それらはいずれも，感覚（受）器官を興奮させる

とである。

極めて多様な環境側の物理・化学的変化のなかから，ある特定の

この間門について，Wundtは，現実の経験のなかではそれが

もの（情報）を抽出しているわけなのである。こういつた考えか

単独に現われることはないとし，Titchenerもまた，これをいわ

たは，最近の心理学においては，かなり多くの人によって支持さ

ば例外的に実験室のなかで現われるにすぎない，と考えている。

れているいわば一般的見解だといえるものなのである9・23）。

また，Jaenschでは，知覚を経た後，成人に，それは現われるも

このように，感覚と知覚は，ともに生活体における情報抽出の

のだとされている。きらに，Pi6rbnは，感覚に対する関心とい

意味をもつ過程として見られるのだが，ここでさらにそれらの区

うものは，ある種の職業活動によって（照明技術が輝度を，商人

別に着目するとすれば，その過程には，主として感覚器官および

が重きの一つ一つを見るといったように），また実験室における

神経組織の生理学的機構あるいは刺激の客観的

被験者では訓練を経た後に，初めてひきおこされるのだとしてい

特性によってほぼ一義的に規定されるような，したがってすでに

（物理・化学的）

る。したがって，JaenschにおいてもPi6ronにおいても，感覚

述べた意味での「感覚」と，さらには心構え，期待，想像，学習

は，けっしてそのままの原初的なしかたで現われるのではなく，

あるいは思考などの主体的要因の働きを通し，あるいはいく度か

複雑な経験を経た後に生ずるようなものなのだと考えられるので

のフィード・バックを繰返した後に，初めて可能となるようなか

ある。

なり複雑ないわゆる

しかしながら，われわれは，以上の諸説にもかかわらず，感覚
には，現実ρ経験のなかでむしろそれが原初的なしかたで，さら

感覚と知覚は，このように区分しうるのであるが，それらはけっ

にそのままの単独の姿で，われわれに容易に意識されるというこ

はない。ここに，当然知覚の素材としての感覚の意味つまり素

ともあり，したがって，そのままの姿では，知覚を構成している
ものとはなっていない場合もあるのではないか，と考えるのであ

材に対する主体的要因の働きによって知覚が成立することがとり

る。にの想定の正当性は，やがて見るように，われわれには「残

よって知ることができる。

像現象」というのがあることによって立証されるのである。）
したがって，感覚は，けっして「分析の努力」．によって要請さ

「知覚」とが含まれるといえることになる。

して同時に且つ平行して別々にわれわれの意識に現われるもので

あげられなければならないことになる。これは，次の残像の例に
「机に向って座ったまま，本から眼をはなし．癒えご
とをしていた。そのままの姿勢で，眼を閉じると，何か

れるというだけのものではないし，また「研究のための必要によ

光っているような感じがたしかにしている。よく見る

って抽象されたもの」であるというだけでもなく，それは分析や

と，それは残像らしい。残像であるならば，その原刺激

訓練という努力を払わなくともわれわれがたとえば残像を見る限

となったものは，閉眼直前に見ていたもの，それは恐ら

り，現実の経験のなかに明らかな姿を直接現わしていることもあ

く机の向う側にある窓だろう，と思う。そこで，眼を開

鬼沢：残像に関する研究（1）
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くと，なるほど窓が見えている。もう憎度眼を閉じる

も，それを反応系統に送らずに，その情報についての選択，再構

と，暗闇のなかに窓の形をした残像が認められる。残像

成あるいは修正を施すなどをおこなう場合である。

の内部には窓枠らしいものがあるので，再び眼を開い

前者が最も低次の水準に属する認知であり，後者が高次のもの

て，窓を見ると枠のあることがはっきり認められる。さ

だと老えられる。さらに，脳においておこなわれる情報の選択，

らに，閉眼し，残像を観察し，やっぱり窓の残像だと考

再構成あるいは修正などの作用にも，その程度，種類または内容

える。」

このようなことは，残像を知っている者には実際に体験されう

などに関しては，種々の違いがあり，この違いが認知的水準の
高・低を規定していると解釈することができる。

ることである＊。この例において，最初に光っていると感じられ

ここに，その具体的な例として，前節に述べたようなかすかな

るものだけをとりあげるとすれば，それは要素としての意味を．も

光の認知をとりあげることにしよう。この場合，刺激に対する被

つものだといえる。したがって，われわれは，この要素が素材と

験者の反応は，最も単純なしかたでは，単にその光に対する反射
としての性質を持つだけにすぎない。1しかるに，さらに進んだ別

しての意味を有し，この素材に対する主体的要因の働きを通し
であるが，さらに素材に対する主体的要因の働きには，程度ない

の貫合には，光の斑点を他の斑点ないし素地（スクリーン）から
分離して見るということが可能になる。さらに，予め実験者から

て，「窓の残像だ」とする知覚としての経験が成立すると見るの
し働きのありかたの差があると考える。このような差があるなら

の教示によってあたえられた被験者側の主体的要因によって，そ

ば，成立した認知のありかたにも程度ないし質の違いが生ずるこ

の光は，不明瞭ではあるが一種の図形として認めることも可能と

とになる。したがって，比較的単純で且つ弱い主体的要因の作用
によって生じたいわば低次の認知のありかたが，フィード・バッ

なる。最後に，つまりかなりの回数のフィード・バックあるいは
「試行錯誤」とでもいうべき過程を経た後では，形態すなわち教

クによってさらに高次の主体的要因の作用を受け，より精練され

示の内容に沿った特定の文脈に合致するまとまりのあるものとし

たいわばより高次の知覚に変化することも当然とされよう。この

ての判断，すなわち同定判断（identi丘cation）を持つにいたるの

場合，「低次の認知のありかた」は，「より高次の認知」の成立に

である。これらのことは，先程の窓の残像の成立の例についても

対して素材としての意味を持つわけである。このように，感覚と

いえることなのである。

知覚との関係は，素材性ということを介した連関をなす構造すな
わち一連の水準をなすものだと考えることができる。

以上を，もし，感覚ならびに知覚を生活体の情報抽出の過程す

以上までの説明によって，認知の水準の低段階にあるものが実
際の経験において，いわば要素として存在し，これが素材として
の意味を持つようになり，この素材に主体的要因の作用が働きか

なわち一般にいわれているように「認知」（cognition）の過程であ

けることによって，高次つまり意味のあるものとしての認知の成

るとみなすならば，この認知の過程は，比較的単純な「低次の」

立がおこなわれることは，ほぼ明らかになった。

水準から複雑な「高次の」水準にいたるまで，連続的な段階に分

もっとも，われわれは，いかなる場合にも，以上のことが当て

けられることになる，といい換えることができよう。もっとも，

はまると考えているわけではない。たしかに，ゲシュタルト心理

それぞれの段階は，機能的には，たがいに素材となり且つ素材と

学者が強調しているように，われわれの日常生活の場面では，上

するという意味で密接に関連し合った構造をなしており，したが

に述べたような単純な形の感覚が存在するのを多く認めること
は困難であろう。しかし，すでに触れておいたことであり，また
後に詳述するつもりであるが，残像に関す弓諸現象に徴して見る

って，どこからどこまでの段階が感覚であり知覚であるのかを劃
然と区別することはできない。それにしても，比較的低次の段階
に属するのが感覚であり，高次のものが知覚であるということは
できよ弘 この場合，低次であるが高次であるかは，主体的要因

限り，実際にそうした感覚の存在することは，疑いないように思

の含まれる度合ないし含まれかたによって決定されるのだと考え

去ることはできない。

られる。なお，低次の水準にあるものは，高次の水準にあるもの
の成立に対して素材としての意味ないし役割を持つばかりではな

われるのであり，簡単に要素であり素材である感覚の概念を捨て
ゲシュタルト心理学が主張するように，たとえば三角形といっ
たものを見るような揚合には，まず認められるのは，全体のまと

く，それだけでも要素として意識に現われることは，上の残像の

まった姿であろうから，それを一本ずつの直線部分に分ける分析

例からも主張しうるのである。

は，たしかに無意味なことであろう。このような意味で，われわ

ところで，これまでに述べたことは，さらに次のようにいい換
えることができよう。すなわち，刺激となる物的エネルギーのあ

れは，ゲシュタルト心理学の考えも，一面の真理として認φなが
ら，感覚の素材としての役割およびその存在をとくに積極的に見

りかたが，中枢によって利用されるような情報となるためには，

いだそうとしているのである。いい換えれば，われわれの基本的

先ず特定の感覚器官によっていわば醗訳されることが必要であ

立場は，ゲシュタルト心理学者がそうであるように，認知をその

る。この過程を経て生じた神経インパルスないし神経インパル
ス・パターンが，求心性の神経系を経て大脳に到達すると，次の

像を主題とすることによって，認知を低段階から高段階へいわば

2つの場合のいずれかが生起すると考えられる。その1つは，脳
が単にあたかもリレー（継電器）としての機能を果すだけにとど
まり，反応系統に情報をほとんどそのままの形で送り込み，それ

水準の高段階つまり「上から」だけ見ようとするのではなく，残
「下から上へ」と見ていこうとすることなのである。
3・残像研究の立場

だけで認知作用が完了するという場合であり，もうユつは，それ

それが常にそうであるとはいえないが，認知（感覚および知

だけにとどまらず，脳が同じようなしかたで情報を受けとって

覚）は，生活体の内外からの刺激が現にあたえられている狭い時

…囎蜘。ているため姓ずる． ﾑいう餅では加．

間的範囲のなかにおいてのみ生起し，且つ生活体に影響をおよぼ
し，その刺激が除去されると同時に効力を消失してしまうといっ
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たように，その時その場限りで終るものではない。すなわち，認

て意味を有するものと有していないものとの2種類を使用し，暗

知の成立に対しては，当該刺激の作用が開始する以前からの過去

室内で見えの大きさの測定がおこなわれている。その結果にした

の経験が影響をおよぼしていることもあるし，現在生起している

がえば，標準刺激と被験者との間の観察距離が短かい場合よりも

認知的経験がその後の認知に関係ある経験または行動に対して影

長い場合の方が，刺激内容の意味の有無による効果がはっきりと

響をおよぼすこともありうるのである。乙のようなことを証明す

認められる。このような空間的条件とともに，あるいはそれ以上

る実験の例は，枚挙にいとまがない程多く見いだすことができよ

に重要なのは，標準刺激および比較刺激を同時に呈示して測定を
おこなう場合よりも，2種類の刺激を継時的に呈示したときの方

う。

さらに，特定の時点における経験の内容や種類が，刺激対象が
なくなった後においても，なお時間の経過にともなって，変容し
ながら残存するといったことも，実際に示されているところであ

が，見えの大きさに対する意味性の効果がより大きく作用すると
いうことである。

この2つの例においては，時程およびそれからの時間的経過が

る。この種の変容の事実については，いまさら記憶の領域におけ

短かい場合におこなわれる判断と，大きさの見えの測定が同時比

る諸現象を採用するまでもないであろう。認知の領域において

較によっておこなわれる場合の判断とは，われわれが前節に提出

も，それを示す実験例は少なくない。だとえば，測定に際して標

した認知的水準からいえば，比較的低い段階に位置づけられるも

準刺激と比較刺激とを同時に呈示し，標準刺激の現われかたを調

のである。ところで，前の例におけるように，駅程およびそれか

べるために「同時比較判断」を使用する場合と，比較刺激を標準
刺激呈示後若干の時間的間隔をおいて呈示する 「継時的比較判

らの時間経過が長いときの判断には主体的要因が作用していると

断」を用いる揚合とでは，えられる測定値に若干の相違が認めら

考えられ，また後の例においても継時的比較をおこなうときに
は，同様に主体的要因の作用に基づく見えの大きさのありかたが

れるということがそれである。あるいは，標準刺激を除去した後

認められる。したがって，これらは，認知的水準としては高い段

の時間的経過にともなう経験内容や形式の変化の様相をとらえて

階に位置づけられるわけである。

いる「時間錯誤」（Zeitfehler）も，そうした例としてあげること
ができよう。

われわれはすでに，認知をゲシタルト心理学者のように「上か
ら」見ようとするのではなく，「下から上へ」眺めようとするの

このように，認知において，刺激を除去した後にも，なお残存
する意識への効果があるということを，どのように解釈したらよ

であることを述べたが，この見かたは，上述の2つの例からいう
ならば，認知的水準において高次の段階にあるものは，時間を経

いのか。次に，2つの例によりながら，その意味について老察し

ることによって，低次段階のものに対して主体的要因が介入する

てみよう。

といったしかたで成立するものであると老えることだ，というこ

まず，時間知覚において，長い時程（時間の長さ）一数秒以

とができる。したがって，以下本稿においては，以上のような認

上一に関する長さの判断は，その期閲中集中的に仕事をした

知的水準についての老えかたによりながら，残像に関する諸現象

り，楽しく暮した場合に，短かくなり，退屈で且つ単調に過した
場合には，反対に長くなるといわれている。しかし，そのように

して過してからかなりの期間が経過した後では，以上とは反対
に，充実した期間は長かったとして感じられ，空虚な時間は短か

をとりあげることにしたい。

残像がとくにそのような考えと関連させて問題にされるのは，
次の理由による。

（1）

かったと判断されるという。他方，比較的短かい時程（0．6秒な

残像は，それに生じさせる

（原）刺激を除去した後

に，時間の経過にともなって認められる現象だという

いし0．7秒）について長短の弁別をおこなう場合には，われわれ

こと。

の判断は，客観的な長さにかなり一致しているが，時程が長くな
（2）

りあるいはその時程からの時間的経過も長くなるにつれて，判断

残像は，第一義的には感覚であり，したがって素材と

しての意味ないし役割を持っていると考えられるこ

は，客観的な長さからずれてくる。こうした事実は，すでに一般

と。

の教科書18，19）に記述されており周知のものであるが，われわれ
（3）

は，これらを次のように解釈することができるであろう。

残像は，直接われわれの眼前に見ることができるもの

であり，したがって認知的水準の段階を「下から上

すなわち，時程が短かく且つそれからの時間経過が短かい揚

へ」移行する様相を，現に生じているわれわれの意識

合，判断は，刺激の客観的性質に比較的密着したしかたでおこな

のなかで，明瞭に認めることができるのではないかと

われるけれども，時程が長く且つ時間経過も長くなるにつれて，

予想きれること。

判断にはさらに主体的要因が加わるようになる，ということであ
る。

ここで，とくに注目すべきものに思われるのは，Bruner，

J．

S．

らのいわゆる「ニュー・ルック心理学」を標傍した研究者達の業

4．残像に関する基礎的概念

感覚が生起するためには，刺激が必要とされる。だが，ひとた

績である。彼らの実験的研究においては，多くの場合，被験者が

び感覚が生起すると，すでに述べたように，その感覚生起の機縁

刺激に対して持っている価値，欲求，期待などの主体的要因が，

となった刺激が除去された後になっても，しばらくの間，その感

刺激の見えのありかたに対して，規定要因として作用しているこ

．覚は，明瞭性に種々の度合はあるにしても，引続いて残留してい

ることがある。この残留感覚が，残像と呼ばれているものであ

とが明らかにされているのである。
ニュー・ルック心理学者の一人目あげられるSinger，

J，10・11）

は，刺激図形の見えの大きさにおよぼす意味性の影響について実

験的検討をおこなっているQこの実験においては，標準刺激とし

る。

残像は，以上の点からすれば，刺激となるものがあたえられき
えすれば，それが除去された後に，かならず生起している筈のも
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れの意識にとって明瞭であるとは限らない。それは，なぜなので

ところで，以上のような見地からいえば，残像には，人間の感
性モダリティ（sensory modality）に対応して，聴覚残像，皮ふ

あろうか。その理由を，とくに視覚残像の揚合について考察して

感覚残像，味覚残像，嗅覚残像などというように，あらゆる種類

のである。しかしながら，実際には，その存在がいつでもわれわ

がありうる筈である。しかし，実際に，残像は，全部の感性モダ
リティに同じような現われかたを見せるものではない。とくに顕

みよう。

われわれの視野は，多くの場合，絶え間なく変転しており，固

著に現われるのは，皮ふ感覚，聴覚あるいは視覚についてである
とされており，それらのなかでも，とくに視覚においては，それ

定されない。このことにともなって，視野のなかに次々に現われ
る様々の対象物の認知が残像の成立を阻害していると考えられ
る。あるいは，投影面の強度が大きい （投影面の印象が強すぎ
る）ため残像の発達（development）が困難であること，刺激凝i
視時間

（inspection

timeまたは倣ation

が最も強く且つ明瞭に見られる。これは，視覚が他の感覚と比較
した場合，とくに生物学的観点ないし発生学的見地から見て，人
間においては最も分化し且つ生活の上でも最大の役割を持つこと

ti皿e）が短かいため充

分な強度を有する残像が生起しないことも考えられる。さらに

に関連する現象であると思われる。＊

は，残像は生じていても，われわれの意識あるいは注意がそれに

以上のような事情から，本稿においては視覚残像だけをとりあ
げることにする。なお，現在にいたるまで残像に関する研究報告

指向していることなどのために，残像の存在が見落されていると

の数はかなり（おそらく数百以上になる）になるが，視覚系統以

いうこともあげられる。

外の残像を研究対象をしているのは数十例にすぎないようであ

いずれにせよ，その明瞭度は一様ではないにしろ，残像の可視

る。（著者の調査によれば，前世紀末葉以来二十例足らずである。）

性それ自体は，現前性を有する「感覚的体験」である，といって

このような事情を反映して，残像といえば視覚残像を意味するこ

よいと思われる。この感覚的体験はまた，条件さえ充分に満され

とは，前世紀以前からの世界的な傾向となっている。

るならば，かならず生起し，意識しうる現象となる。このような
意味において，残像は，われわれの日常生活場面において見られ

術

るごくありふれた現象の！つであって，Titchenerが老えるよう
に実験室においてだけ生起きせうるという意味での感覚的現象で

語

「残像」という言葉は，Fechner，

G．

T．によって確立された

Nachbildといういいかたの訳語である。日本以外でも，その

はない。

1m
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○刺激条件

1｝臓騰

C

暗順応，強い有彩光．

○残像の見えの時間的推移
1．
III，

V，
VII．

II．

初像，すぐ消失する。

Heringの残像（陽性）
Purkinje残像（初像より明るく，地よりも明るい）
Hess残像（陽性）

認：

陰性残像
陰性残像
陰性残像（地より暗い）

￥｛｛｛忌｝

陰性残像

図1・3・1
＊

このことは，人間における視覚優位と関連がある。
を改めて，その意味について詳述したい。

いずれ稿
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Artes

Nachbildに対する訳語が広く用いられているのが現状である。

因みに，初め
（spektra，

（18世紀前後）には，先ず（ocular）spectra

spectres）という術語が用いられていたようである。こ

れは，Newton，1。および同時代以降の主として英国系学者による
ものであって，「影像」とでも訳されるべき意味の語であった。
ほぼ同時期およびそれ以降のフランス系学者は，Couleurs
dentelles（accidenta1．colour，

zuf琶11ige

acci−

Liberales

ルキメデス残効（Archimedes

after−ef［ect）といった呼びかたが

おこなわれている。しかし，この場合，残効とはいっても，それ
は，図形残効などとは異なる。運動残像は，投影されて，われわ
れの眼に直接見ることができる現象であるから，したがってわれ
われは直接見ることのできない残効と区別して，やはり残像とい
う術語を使用した方がよいのではないかと考える。

Farben）の用語によっ

て，残像を示している。これは，「偶然に見えた色」という意味

類

合いの語であろう。その後，FechnerによってNachbildという
語が使用されるにいたったのである。
なお，19世紀になり，1ight−induction（光誘導），
colour（主観的色彩），

No，6，1969

subjective

after−sensati・n（残覚）と丸・う術語が使用

されたこともあるが，今日では一般的ではない。さらに，after−
eff㏄t（残効）という言葉が残像や図形残効を包括したものとし
て使用されたこともあるが，数年前から残効と残像をかなり明確

に区別して呼ぶようになっている。また，色彩残効（colored
after−effect）と称する色彩学者もいるが，この呼称は一般には承
認されていない。

縁

現

象

残像は，一般に，図形残効，幻覚（hallucination，
tion），表象

（image，

Anschaungsbild，

Vorstellung），直観像

Eidetik）あるいは共感覚

Halluzina・

（eidetic

（synesthesia，

image，
Sy磁．

sthesie）などと類縁関係にあるとされている。

しかしながら，図形残効は，直接意識の領野に入り込んではお
らず，一定の観察ないし測定の結果から推察しなければ，その存
否を確かめることができないという点で，残像とは区別されるべ
きであろう。また，幻覚は，意識領野に在るものではあるが，そ
れに対して明確に関係づけうるような刺激が，それが認められる
直前に，見いだされえないという点で，残像とは異なったもので
ある。表象も，それが生起する直前に，かならずしも刺激の存在

残像の種類
従来，種々の残像の区別は，その色彩の現われかたの差異に基

づいておこなわれて来た。たとえば，前頁の図およびその説明
（図1・3・1）に示すように，残像が時間的経過にともない，明るさ

や色相などに変化を見せることに着目し，それぞれ別な名称によ
って呼ばれているのがそれである12，13）。

しかしながら，この図に示された各残像は，「閃光」を原刺激
とした場合に生起したものであって，ふつうの観察条件によって
はかならずしもこのように見えるわけではないことに留意しなけ

を必要としないものであるし，さらに共感覚は，反応としての第
二次感覚が刺激と同一モダリティではないので，そうした点にお
いて，いずれも，残像とは区別されるべきものであろう。

もっとも，以上のような刺激のありかたとの関係あるいは反応
の内容の相違点をとくに問題としないならば，いずれも，物的刺
激対象が欠如し，現実に存在していないにもかかわらず，被験者
の眼前に，意識されるという点において，残像と類縁の関係にあ
るということはできよう。

ればならない。したがって，これを残像に関する一般的な分類と

基礎的諸現象

するわけにはいかない。

「原刺激」（primary

本稿においては，視覚残像の種類を決定する規準として，さし

stimulus）というのは，残像を生起させ

あたり，残像が空間的に静止しているか，あるいは激しく運動し

るため，予め被験者に凝視させる物的対象である。実験的場面で

ているかをあげておくことにする。この規準は，原刺激が静止し

は，色紙や発光体ないし透過光そのものを原刺激として用いるこ

ているか，運動しているかにも対応するものである。（残像の現

とが多い。

われかたは，このように，刺激の客観的性質に強く規定されてお
り，この故にも，残像は，第一義的には低水準に属する感覚があ

いうのは，みられている残像の背景または背景の一部をなすも

るとされるわけである。）この規準にしたがって，われわれは残

のである。残像を直接意識される図形（丘gure）とすれば，これ

像を，

は，素地（ground）的な意味を有するものとみなすことができよ

（1）静止残像＊

「投影面（場）」（projectiQn

ground＜丘eldまたはsurface＞）と

う。

（2）運動残像＊

「陽（積極）性残像」（p・sitive

の2つに分けることにする。

after−image）というのは，原

刺激の色彩と類似の性質の現われかたを示す残像を指す。それ

以上の2つのうち，本稿においては，主として静止残像をとり

に対して，それと反対の性質を示すものは，「陰（消極）性残像」

あげることにし，運動残像については静止残像を考察するために

（negative

必要な範囲内でとりあげることにしたい。したがって，これから

解してみると，たとえば，色調は類似していても，明度は異なる

after−image）と呼ばれる。ただし，色彩を各要素に分

単に残像という場合には，視覚残像のなかの静止残像を指すこと

といった現象が生起しうるので，注意を要する。にのようなこ

になる。

とについては，必要があれば，後に述べることにする。）

なお，運動残像の呼びかたについては，最近とくに残効という
語が用いられ，たとえば渦巻き残効（spiral

after一回ect）とかア

「潜伏期間」（1atent

time）というのは，原刺激を除去したそ

の直後から，残像が出現するときまでのいわば「待ち時間」であ
る。

＊静止残像というのは，けっして一般的な術語ではない。著者
の呼びかたである。なお，これはs七a七ic

after−image

と訳

すことができよう。これに対し，運動残像は一般に承認され
たいい方であり，moving after−imageの訳語である。

「反応としての残像」と

「刺激としての残像」

残像は，

本来，原刺激の凝視が機縁となって生起するところの反応であ
る，しかし，原刺激除去後，原刺激が存在していないのに現前に
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味を持ちうることも，残像が低水準の感覚であることの証拠とな

R．

Nachbild

のような意味では，残像は，その生起条件からいえば「反応」と
も可能であろう。（なお，このように残像が，刺激に直結した意

昭和28年度

依田新編

32，

「一般実験（教育心理学実験演習1）」昭30．

第2章残像研究史
N．V．2）（1933）によってなされている。

1・17世紀末ないし18世紀初頭までの残像研究

彼の調査によれば，インドのある部族の子ども達の間
には，古くから，「白い巨人眺め」（Seein

文献に見られる残像および残像に関連のある現象の記述や老察

the

big

white

man）と称する遊びがおこなわれて来ている。その遊び
というのは，インドの強烈な太陽光線を背に受けて起立

は，非常に古くからあり，Arist・telesにまで湖ることができると
いわれている＊。

しているとき，地上に映し出された自分自身の黒い影を

＊このことを最初に指摘したのは，アメリカの心理学者

数分間凝視し，次いで視点を空に転ずると，巨大な白い

Franz，1，1）（1889）である。それ以前には，ヨーロッパの

学者によって17世紀に研究が始められたと考えられて

人の姿が，Emmertの法則に基づいて，空を投影場とし

いたようである。

た陰性の残像として，観察されるというものである。

しかしながら，残像現象は，前章で述べた通り，われわれの二
郎生活においては，ごくありふれたことなのであるから，おそら

Aristoteles

くAristoteles以前にも多くの人達の注目を集め，種々の観察ま

さて，Aristotelesは，「自然学小論集」（Parva

たはそれに基づいた解釈がなされていたに違いない。
そのことを想定させるような調査報告が，Scheide皿an，

Naturalia）の

「夢」についての叙述のなかにおいて，この現象をとりあげてい
るQ
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彼によれば，夢というものは，一種の感覚能力にかかわるもの

入れられてはいないのだが，後述の通り，18世紀になるとこれら

である。すなわち，それは，感覚器官に対する刺激作用が停止し

の原理をとり入れることが，残像研究にとって大きな課題となっ

た後でも，感覚が継続することを基調として生ずるものだと考え

てくるのである。

られる。ところで，感覚がこのように継続する性質を有すること

彼の残像研究は，彼自身が観察者となっておこなわれている。

は，後世われわれが残像と呼ぶようになった現象のあることを考

にのξうな方法は，Boyleにしたがったものである。）原刺激と

えれば，よく理解することができるのだとされている。

しては，太陽の鏡像が使用されている。

彼の残像そのものに関する引例は，僅かに太陽を原刺激とした

場合に見られるその色彩および色彩が時間の経過にともなって次
々に変化していくことにすぎない。後者は，現在「色彩の飛躍」
（且ight

of

colours，

Abklingen「der

象である。（ただし，本稿においては

Farben）と呼ばれている現

「色彩の時間的変化」また

は単に「色彩の変化」と呼ぶことがある。）なお，彼は，運動残
像の一例をもあげている。

お意味のあることであるといえよう。なぜならば，後年に至り，
E．

R，

Fechner，

G．

T．あるいはJaensch一派

によって夢と類似した幻覚，表象などと．関連きせて論じられてい

るだけではなく，さらに夢そのものとのつながりも究明きれるよ
うになっているからである＊。
＊Gruithuisem，

F，

V．

残像は，初め，徐々に減衰し，遂に消失していったが，それは，

幾度となく眼界のなかへの出没を繰返した。見まいとすると消
失し，見ようとするとまた現われる。このようなことが引続い
て認められる。残像が，このように「自分の心的意図によって」
（by

ところで，残像を夢と関連づける解釈のしかたは，今目でもな
残像は，Purkinje，

単眼で，原刺激を3回繰返して凝視し，暗所において残像が消
失するのを待ったところ，3日間かかったという。この期間中，

P，（1812）は，眠りからきめたとき，

夢に現われた視覚現象を原刺激とした陰性残像が出現す
ることを述べている。（文献5からの引用）

intending

my

fancy

upon

it）明滅・出没をおこなうように

なるところから，残像現象の起源は「心的な」（

鮨mentaP）ものに

違；いない，としている。

後年，残像の起源（origine）や座（seat）の問題をめぐりそれ
が末梢神経にあるのか中枢に求められなければならないかについ
て，議論が活濃におこなわれるようになるのだが，その発端は，

Newtonのこのような考えにあるといえよう。

なお，Newtonの発見している光学的事実に，ニュートン環
（Newton

s

ring）と呼ばれるものがある。この現象は，ある種の

レンズにおいては，それがいったん受け入れた光が入射面と反対
側の面で反射し，レンズの外部（入射光線側）にある場に結像を

Newton

生ずることである。このように，これは，純粋に物理的現象であ

Aristoteles以降17世紀にいたるまで，われわれの立場からは
真に意義のある記録を見いだすことはできないようである。！7世
紀には，Boyle，

R．が太陽を原刺激とした場合の残像について観

察をおこなっているとされているが，著者は，その内容をくわし
く見ることはできなかった。

と，残像についての研究も，にわかに活気を帯びることになっ
た。このことは，残像の合理的研究というものが，光学的知識に

基づかなければならず，それを基にしなければ誤った道に迷い込
むことを意味する，と考えられる。
N，

C

F．

de＊（1634）以降，残

像現象が魔術師のトリックのための道具立ての一つとして用いら
れていた例をあげれば，理解されるであろう。その例として，た
とえば，Kircher，

A，＊（1646）が，残像の投影的性質を，われわれ

の眼がいったん外からの光を吸収した後，再び外へ向けてその光
を放出することであると説明し，さらに人間の眼にはこのように
一種の魔力があるとしているのをあげることができる。（なお，
Helmholtz，

H，は，この魔術師達が残像研究の始祖であるとして

いるが6），これが誤りであることは，前述の通りである。）

さて，Newtonがおこなっている光学とくに色彩についての諸
研究のなかで，われわれの認知の心理学的立場からとくに注目す
べきことは，白色光がいわゆるスペクトラム上の各色つまり要素

に分解可能なこと，また反対に幾つかの要素としての色を混色
（colour

mixture）することが可能なことの発見であろう。これら

は，彼自身がおこなっている残像現象の究明においては直接とり
＊

（6）による。

生起の機制を混同する誤りをおかすことなく，残像を物理的に解
釈しようとしなかったのは，彼の学問的態度あるいは現象把握の
健全さによるものだ，と考えることができよう。すなわち，後年

しかしながら，Newton，1，によって光学とくにそれに関連す
る色彩論の研究が始められ，新しい知見がえられるようになる

それが真実であることは，Peirsec，

る。しかし，いわば一種の投影によるものであることは間違いな
い。他方，残像も投影されるものなのである。しかるに，両現象

Goethe，

J．w．

v．が忌み嫌って徹底的に排斥しているように，

Newtonの色彩研究の態度のなかには，自然科学的あるいは数式
的な厳密さのみを追求しようとすることがあったわけではなく，

いわば現象学的方法とでも称してよいものがあったことを指摘す
ることができるのである。

しかしながら，残像のいわゆる
transfer

of

after−image

「両眼問転移」（interocular

Bocciの残像ある．いは無刺激眼残像

と呼ばれているもの一）の起源についても，これを意図力
（power

of

fancy）によるとしているのは＊，

ここまで来れば，こ

の説明は，強調しすぎという一種の誤りを犯したものだといわざ
るをえない。なぜならば，彼は，「光学」（Opticks）7）にも記述

しているように，網膜や視覚神経径路の解剖学的知識をすでに持
っており，さらに視神経が眼の背後において交叉する事実につい
ても知っているのであるかち，なぜそうした神経の構造および機
能に基づいた考察が加えられなかったのか，が疑問に思われる。
これを要するに，残像現象に対する接近のためには，単なる残像

観察や物理的光学だけではなく，いわゆる「生理学的光学」
（physiological

opticks）的な知識や手段の活用が要請されるのだ

と見ることができよう。

＊第3編において述べるように，Bocciの残像には特有の明滅
があるので，この明滅現象を説明するために，意図力の概念
を導入したのであると考えられる。
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Newtonの老えについては，後に再び触れなければならない

ば，Newtonによれば，いわば構成要素となる基本色（原色）を

が，以上の記述から，とくに本稿において明らかにしておかなけ

適当な割合で混合することによって，すべての色を合成すること

ればならないのは，今日われわれが主体的要因と呼ぶものとの関

が可能であるというのだからである。

連において，残像現象を把握しようとする道を辿りつつあったと
いうことである。このことが，現在の感覚・知覚研究者の注意を

Fra血klin

それ程強くひいていないのは，残念に思われる。

ここに生れるのが，

験（Franklin
われわれは，残像の問題を考察するにあたって，とくに「認知

Godart（1796）の命名によるフランクリン実

experiment）という現象の発見者であるBenjamin

Franklin（1765）である。彼の実験は，おおよそ次の通りである。、

的水準」についての準えを提出し，残像が低次から高次の認知的

すなわち，残像の色は，初めどのように見えようとも，それを暗

体験へ移行することが可能であることを見いだし，検討しようと

い背景の上に投影した場合には，原刺激と同じように現われる。

しているのであるが，このような研究の進めかたが重要な意義を

つまり，陽性残像が生ずるわけである。しかしながら，その残像

持つことは，初期の研究からも知ることができるということを，

を明るい背景（たとえば，白紙）の上に投影した場合には，陰性

ここで指摘しておきたい。

に転化することが認められる。

以上の現象こそは，残像研究史において，最も重要な意味を有
する発見の一つであると著者には考えられるのである。なぜなら

2．18世紀の残像研究

ば，上記の現象を利用することによって，すでに述べた通り，残

18世紀に入ると，Newtonの研究のあとを継いで，
Buffon，

Benjamin

Franklin，

Scherffer，

Robert

Jurin，

Darwin

らが輩

出し，残像現象は，主として色彩論の立場からとりあげられるよ

うになる。さらに，これらの研究諭達によって，Newtonの先駆
的研究においては，ほとんど手が付けられなかった残像への生理
的光学からの接近の扉が，開かれることになるのである。

像色彩の現われかたに影響をおよぼすような人為的操作が可能に
なる筈だからである。

（なお，第2編の残像強度に関する研究において使用する測定
法は，このFranklin

experimentの応用なのである。）

以上の実験において述べられた背景というのは，投影面のこと
である。したがって，残像における投影面の役割の重要性を指摘
した最初の研究者はFranklinであるということになる。

Jurin
まず，Jurin，」，4）（1738）は，強烈な感覚が停止しても，その感

ScherHler

覚に続いて，ただちに他の感覚が自動的に始まるのだが，この後
続感覚は，原刺激性質そのままの連続である場合もあり，また原
刺激とは反対の性質として現われる場合もある，ということに着
目している。とくに，後者の場合には，原刺激光によって生起し

Scherffer，

1た眼の残留過程は，時間の経遇こともな？て・殊としては原刺
激と反対に作用する，という考えを提出している。

Jurinの考えによっては，その残留過程が，なぜ，どのように

C．4）（1765）は，

JurinやBuHonのあとを受けて，

いわゆる陰性残像の色彩が，Newtonの色環の上で，原刺激のそ
れとは反対色の関係にあることを指摘し，さらに進んで，この種
の残像が眼の疲労を原因として生起するものであることを説明
し，以下のように述べている。すなわち，原刺激を凝視すること
によって，刺激作用がおよんだ眼の部分には疲労が生ずる。この

疲労は，その部分に，以前（原刺激凝視期間中）の刺激によって

して効果上反対になるのであるかについてはっきり説明されては

生じていた興奮を減退させるように作用すると老えられる。この

いない。その故に，この反対に変化するという問題は，次の

疲労による作用によって，眼のその部分は，原刺激の光あるいは

Bu鉦on，

色を失ない，相対的に暗くなり，したがって無色が生ずることに
なる。そして，この無色が反対色に変化すると考えられ，このよ

GLL，（！743）に受け継がれることになった。

Buffon

うにして，出来上った反対色が陰性残像なのだとされるわけであ

Buf［on4）は，原刺激に対して反対色を呈する陰性残像の成立機

る。

制をとりあげている。残像に反対色が生ずるのは，刺激凝視によ
って生起する網膜の「疲労」のために原刺激の色に対する感受性

が低下した結果，Newtonの混色の法則から理解されるような反

彼の酬えでは，いったん無色になったものが補色に変化するの
であるが，そのことがどのような機制に基づくのかは判然として

対色に対する感受性が昂められることになり，そのために反対の

いない。いずれにせよ，その考えがNewtonの光学に適合させ
るような形で，疲労の作用をとり入れていることは明らかであ

色が認められるようになるのだと言えている。

る。

このように眼の疲労を重視する考えかたは，後述のScher鉦er
によって引継がれる。さらに，そうした考えは，Young−Helm−
holtz説のなかでもくわしく論じられ，勝れて精巧な形に発展さ

なお，Sche誼er以前には原刺激として太陽を利用することが
多くおこなわれたのであるが，彼は，ろうそくの光，白雲，白紙
などを用いている。人工的な刺激物を使用するようになったの

せられた結果，いわゆる疲労説として長い間残像理論の中核とな

は，おそらくこの頃からのことであり，このために実験室内にお

ったものなのである。

ける条件設定が容易になり，研究が促進される素地ができたと考

なお，B雌onは，残像の色彩の見えの説明に混色の原理の概

えられる。

念を導入しているが，考えがここまで来れば，この原理にしたが
って，色彩の見えを人為的に変化させることが可能になるのでは

Darwin

ないか，ということが当然問題となるべきであろう。なぜなら

次いで，Darwin，

R

W，4・14）（1786）は，陽性残像および陰性残
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は，当時の生理学的知識がまだ中枢過程について深く立入ること
ができないような段階にとどまっていたという事情によると考え

まず，一般に視覚に対しては網膜の作用が関与しているのだ
が，このことは，網膜には残像が生起するという事実によって理
解されるだろうとしている。

られるのであって，その説明が中枢に求められていないのは当然
である。

いずれにせよ，初めNewtonによって考察されていた残像の

その網膜の働きというものは，刺激があたえられても，けっし
て簡単には開始しないのであるが，刺激強度が高められるように

見えと主体的要因との関連の問題は，全く姿を消すことになり，

なると，初めてその作用は，開始するとされる。しかも，この揚
合網膜の作用は，刺激に対して反対の効果を持つようになるのだ

者の態度のなかに固定されるようになったのである。

と考えられている。ところで，網膜が疲労していなければ，原刺
激を除去した後，網膜の興奮は，そのままの形で持続する傾向が

「感覚ないし生理的現象としての残像」をとりあげることが研究

3・19世紀初期の残像研究

ある。このような二合に見られるのが陽性残像である。また，も

19世紀初頭の残像研究の傾向としてとくに目立つのは，Newton

し原刺激の強度が非常に強くなった場合には，網膜の興奮は，断

の色彩論に対する批判がおこなわれるようになったことであろ

続的な残像をともなって，かなり長く続くようになる。さらに，

う。その代表者は，Young，

原刺激時間が長くなり，綱膜が疲労するようになると，現われる

それぞれの色彩論のなかで，残像に関する問題をとめあげてい

残像は，上述した反対の効果を持つ網膜の作用から理解できるよ

る。

うに，明るさおよび色相に関しては原刺激とは反対になる。これ

T．とGoetheであり，いずれも，

Newtonにしたがえば7），光は，それ自身としては，けっして
色彩を持っているわけではない。われわれにとって色彩が見える

が陰性残像であると考えられている。

網膜には，刺激の客観的性質を逆転させるような作用があると

ということは，網膜に対して光が作用するからなのだときれる。

いう考えが，視覚研究史上どこに由来するかをここで明らかにす

すなわち，網膜は，非常に多数の，さまざまな型の細胞の集合に

ることはできない。しかしながら，外界の対象が網膜の上では逆
転し結像しているにもかかわらず，われわれには倒立視が生じて

よって形成されているものである。そして，それぞれの特徴を持

いないといったことは，すでにDarwin，

る。このように，各刺激光によってそれぞれに対応する細胞につ

R

W，以前から指摘さ

れているのであるから，この事実に徴しても，以上のような網膜
の作用が考えられるのには，それなりの歴史的背景があり，けっ

った細胞は，特定の波長帯域の刺激光に感ずるようになってい
くられる信号は，神経線維を伝わって脳に送られ，光の波長に応
じた意識となり，これが色覚となるのだと考えられる。

して突然の思いつきではない，と考えられる。
Youn9，

以上のように，18世紀における残像研究は，主としてその色彩
の現われかたの究明に終始しているように見られる。これは，わ

T，

Young（1807）8・16）は，上述のNewtonの説を批判し，網膜の
各点を非常に多数の粒子（細胞）を含んだものとして考え，且つ

れわれが残像を自然な態度で観察する揚合，色彩に最も強く注意

それらの粒子のすべてが，それぞれ光によって生じるであろう波

をひかれるという事情によるものであって，比期的初期の研究に

長と一致して振動をおこなうものであると考えることは，とうて

おいては当然の傾向だといえるであろう。また，その説明のため

い不可能であるとしている。色彩感覚が生起するのは，眼が種々

には，Newtonの混色の原理が基礎とされており，さらに眼の疲
労によって解発される生理的機制に関する仮説を織込んだ解釈が

の光を，違ったものとして感じ，それぞれ異なった神経によって
脳に連絡されている3種類の受光体，つまり「赤」に感じやすい

主となっていた，ということができよう。このように，Newtonの

もの，「緑」に感じやすいものおよび「青」に感じやすいものの

光学と視覚生理学的問題との共通の領域つまり生理学的光学が，

作用によると考えられるのだとしている。＊

この時期の残像研究を通しても，徐々に形成きれつつあったこと
がうかがわれるのである。

色彩の見えは，たしかに刺激のおかれている客観的状況と感受

器官の双方の相互作用によって規定されるところが非常に大き

（＊Youngのこの色覚説は，後にHelmholtzによって継承発展
させられているので，その詳細については；Helmholtzの項にお
いて述べることにしたい。）

Youngは，もちろん網膜に対する光刺激（の効果）は，ある程

い。したがって，われわれが色彩の面にのみ着目している限り，

度まで持続するものであることを指摘している。しかし，そうし

残像現象は「生理光学的」なものであり，その範囲を脱すること

たことが，細膜にあると考えられている受光体の性質によって生

はできない。つまり，残像は，われわれが設定した認知水準にお

ずるものか，あるいはそれとは異なった特殊な組織の作用によっ

いては低い段階に位置づけられ，そこに固定きれたものにとどま

て生ずるのであるかについては，はっきり分らないとしている。

り，容易に残像本来の全貌を明らかにすることはない。残像は，

なお，原刺激の強度がさらに高められると，さまざまの色彩が

やがてGoetheによって，「生理学的現象」という烙印にも似た
規定を受けることになるのだが，このように解釈されるに至る事

変化しながら，かなり長い間にわたって連続して現われること

情は，ほぼこの時期から始まっていた：ということができるであろ

（morbid

う。

なお，この時期の生理的機制に関する説明においては，残像

（いわゆる色彩の時問変化）について，これは「病的な効果」
e晩ct）によるものであるとしか考えられておらず，彼

はとくにこれ以上深い解釈をおこなってはいない。おそらく，
Youngの色覚説からは，色彩の時間的変化

（はいうまでもなく，

は，網膜上における出来事とされており，中枢との関係について

残像の色彩変化についても）の説明を加えることは，困難であっ

は，まだなにも言及きれてはいない。こうした傾向が見られるの

たため，病的効果という言葉を用いることによって，説明を回避
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したのではないか，と考えられる。

なお，その現象は，仮に残像を図形とするならば，素地の特性
の一つであるということができるものでもある。このように考え
れば，この図形と素地との間には，同時的な「対比」（Kontrast）が

Goethe
Goetheの「色彩論」（Zur

Farbenlehre！8009））は，初めから

Newtonの光学説を反撃するために準備され，書上げられたもの
であるといわれている。（彼がどのような意味で，Newtonを忌
み嫌ったかはすでにNewtonの項で触れた。）
先ず，今日の色彩論の立場から，この書に対しては，
「数学と物理挙に対する知識と能力の不足から，Newton

生じていることになり，この対比によってそのように見られたこ
とになる。このような意味で，残像および対比の2つの現象の間
には，密接な関係があるということができよう。

残像と対比との関係については，今日においても，これ以上く
わしいことは，ほとんど知られていないのだが，この問題を最初
に指摘したのが，Goetheであることになる。

にドン・キホーテ的な反撃を試みた努力は今日ほ

上記の現象については，原刺激ないし図形としての残像が，素

とんど無価値とみなされるが，色彩学の体系をはじめてつく

地に対してハローを生ぜしめるような効果をおよぼしているとも

りあげ，生理学的，病理学的，物理学的，化学的，感覚的な

考えられるが，このような現象が，後にゲシタルト心理学者によ

の

光学

らびに慣習の諸部門にわけて論述された内容には，単なる物

って主張されている視覚的場の構造を示すものなのである。以上

理学の一分科である光学では包括できなかった広い色彩の世

の現象はまた輪廓線効果（contour

界の考究が，鋭い直観とすぐれた文学的表現によってもりこ

であり，Werner，

まれている。」

われている。本川隅一先生が，電気生理学的技法によって追究し

という評価25）が一般になされている。

また，彼の残像に対する接近態度には，稲村耕雄氏も引用し
て，述べているように10），たとえば，

eEect）とも呼ばれているもの

H．や横瀬善正氏によって精密な研究がおこな

ているのもこの現象である。このように，Goetheの研究は，残像
を含めてその後の視覚に関する研究を促進させる力となったとい
うことができよう。

「ある夕方，酒場へはいったら，輝くばかりの白い顔と黒
い髪と緋色の袖なし上衣をきた，品のいい少女が私の方へ向
って室にはいってきたので，私は私から少し離れた距離で，

Purkinje
Purkinje，

J．

E，4，14）の残像研究について，先ずいえることは，

薄明りのなかに立っている少女を鋭く見た。彼女がそこから

彼の使用している方法が，G・etheのおこなっているような徹底

向うに歩き去ったところで，私は向いあっている壁の上に，

的な現象観察にしたがっていることである。

明るい光輝＊につつまれた黒い顔と，美しい海碧色の非常に
明瞭な形をした衣服を見た。」

といった叙述の中に認められるように，鋭い直観によってそれを
眺めようとすることが見いだせる。

以上のように，直観的な方法による自身の経験に対する考察に
よって，われわれの問題に接近しているのは，稲村氏の述べるよ

彼は，以上のような方法によって，先ず強烈な光を原刺激とし
た場合に生ずる色彩の蒔間的変化を観察している。その結果によ

れば，原刺激を凝視する時間が長くなっても，それが短かい場合
と同じような色彩の連続的変化が見られる。ただし，凝視時間が
長くなるにつれて，特定の色が見られている時間は長くなるとさ
れている。

うに現在でも決して無価値なものとすることはできない。心理学

また，単位時間（1．0秒間）の原刺激凝視は，残像に20．0秒の

の立場からすれば，このような接近のありかたこそ，Wundtの内
省的方法や実験現象学ひいてはゲシタルト心理学の方法へ連なる

持続時間を生じさせるような効果をおよぼしているという。さら

ものとしての意義が認められなければならないのである。

ところで，彼は，・色彩全般の問題に関しては，それまでの自然

に，残像の経過を観察すると，その出現と消失とが周期的に生起
することが述べられている。

その後，閃光を原刺激とすることによって，明るきは原刺激と

科学的な狭い枠にとらわれることなく，広く各部門からの論述を

同じであるが，飽和度を減じた補色の残像の存在が見いだされて

おこ．なっているのだが，それにもかかわらず，こと残像に関して

いる。（図1・3・1参照）これが，後年になり，Purkinje残像と呼

は，Newtonの考えるところとは反対に，これに「生理学的現

ばれるようになっているものである。最近，この残像は，レーダ

象」であるという規定をあたえていることは，われわれの眼から
すれば，皮肉なことである。残像を生理学的なものとする規定の

究が進められるようになった。

しかたは，次にあげるPurkinleに継承されることになる。

ー観察中に生ずることが認められるようになり，精密な実験的研

Goetheは，残像を生理学的現象である，と規定しており，

さて，彼が残像現象についてとりあげているうちで主要なもの
は，次の通りである。すなわち，先ず，色彩の時間的変化と陽性

Purkinleもこのように考えていることは，すでに述べた通りであ
る。しかし，Purkinleは，残像の位置づけをさらに進んで他の現

残像とは，互いに関連していること，つまり陽性残像は，原刺激

象との関連とおいてとらえようとしている。すなわち，彼によれ

を除去した後の時間の推移にともなって出現するものであること

ば，「残像」と「想像」あるいは記憶による

を見いだしているのがその一つである。

り類似しており，互いに近い間柄にあるのである。このように，

「表象」とは，かな

を呈するものが，原刺激の周囲にハロー状に拡がって見えるよう

3つの現象が類似の関係にあると老えられるのは，いずれにも刺
激となるものが現にわれわれに意識されているときにあたえられ

になることを報告している。この現象は，前の引用＊からも知られ

ていないからなのである。

彼はさらに，原刺激を凝視しているうちに，その刺激の反対色

るように，原刺激が除去された後に見られる残像の周囲にも，同

以上のように，われわれが主体的要因だと考える想像やそれを

じような効果をおよぼしているものであって，現在ではLichthof

含んだ表象と残像との間に類似の関係があるとされるようになっ
たのは，われわれにとっては興味深いものであり見落すことはで

と呼ばれている現象である。
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きないことである。この考えは，後のFechnerの説に連なるも
のであり，さらに20世紀に入ってからはJaensch一門の説へ．と
発展していくものとして重要な意味を持っていると見られる。

Liberales

No．6，1969

現象としての残像の研究が，かなり具体的におこなわれるように
なって来たことを示しているということができよう。

また，他の類似現象との関係についても，僅かではあるが，老
年がなされるようになった。

M荘ller，

Lehot，

先ず，MUIler，

DoveおよびBrewster

J，（1826）4）は，残像現象のうち色彩の現われか

たに着目している。彼によれば，この色彩の現われかたと色彩の

4・19世紀中期の残像研究
19世紀の中期

（1850年前後）になると，残像研究にはさらに

時間的変化は，眼に作用する外的条件によって影響を受けるよう

細かく分化する傾向が認められる。このようになったのは，この

なものではなく，網膜自体の条件によって直接的に規定を受ける

時期には，心理学の母胎となる精神物理学（Psychophysics）がほ

も．のなのである。このことは，Purkinieが述べている「原刺激を

ぼ成立しており，したがって残像について精密な実験的研究をお

凝視する時間（外的条件）が長くとも短かくとも，色彩の時間的

こなうための素地が，すでにできあがりつつあったことによると

変化の現われかたには，変化を認めることはできない」というこ

考えられる。

とを，さらに進んで老察したものであるともいえる。
ところで，Lehot14）（1820）は，色彩を有する残像を，着色され

この時期の残像研究の代表者としては，Fechner，
S6guin，

J，

G，

T，および

M，をあげることができよう。

ている投影面上に投影する場合，観察者から投影面までの距離
（投影距離）を変化させてみると，それに応じて，投影残像の色彩

Fechner

には，変化が認められることを述べている。

Fechnerが報告している残像研究は，ほぼ1938年までになさ

しかし，それは，著者には疑わしいと考えられる。なぜなら
ば，以上のような条件によって色彩が変化するのは，実は投影距

れたものである。

彼が献身的に残像観察

（自分自身を被験者として）にあたり，

離の変化によるのではなく，投影面の位置を距離的に変化させる

遂に失明するにいたったことは有名である。これは，恐らく太陽

ために要する時間的経過によって，その時間中に色彩の時間的変

光線を繰り返し原刺激とし，直接凝視したのが原因となって生じ

化が生ずるための変化なのではないかと考えられるからである。

た眼の火傷によるのであろうと考えられている。

あるいは，投影距離の変化にともなって，投影面に明暗度に差異
が生ずるような条件の下においては，之の明暗の違いが投影残像

さて，彼の実験的研究においては，原刺激条件として，

①暗室のなかから，中空の円筒を通して白雲をのぞく，

に対してFranklin実験に認められるような現象を生じきせるた

②直射太陽光線の下で，黒紙上に白紙をのせ，白紙を見る，

めであるとも考えられるからである。（著者が，投影面の明るさ

③

を変化させることなく距離を変化させて観察をおこなったところ

④太陽光線の直視（薄ぐもりのとき，または晴天の際），

では，残像色彩にそうした変化を認めることはできなかった。）
また，Dove，

H。

W

4・14）（1848）によれば，投影面の明るさを変

化させる（より明るさを減ずる）ことによって，いったん消失し
たかのように見える残像が，再び復活して見えるようになること
が認められたという。
Brewster，

D．4，14）は，反射鏡からの太陽光線を原刺激と．し，こ

れによって一方面眼を刺激し，残像を生起させ，いわゆる両眼間

転移の手続きにしたがって転移した残像（ボッチの残像）を白紙
の上に投影し，色彩の時間的変化の観察をおこなっている。その
結果によれば，刺激眼と無刺激眼に見られるそれぞれの残像には
違いがある。

以上のような観察条件では，（著者の考えでは）第3編におい
て詳細に説明するようにそれぞれの眼の残像（刺激眼残像および
ボッチの残像）に対して投影面となるものは，やや異なった性質
を持つものであると考えられる。したがって，現われる残像の色
彩は，それぞれの投影面のありかたによって規定されるのである
から，両者の間に相違が認められるのは，当然だといえよう。

レンズを用い，太陽光線を集中させ，眼に入れる，

が用いられており，これらによって，残像の色彩の現われかたが
調べられている。

その結果によれば，先ず色彩の現われかたには，一般的にいっ
て，個人差のあることが分った。

さらに，眼を閉じて，色彩の時間的変化を調べたところ，前述

したように，刺激条件は変っても，見られる色彩には変りがな
く，ほぼ一定であったという。また，原刺激を凝視する時間の長
さは，色彩の時間的変化に対しては，とくに顕著な効果をおよぼ
していないが，刺激の強度が強くなれば，残像の持続時間が長く
なるということが見いだされている。

きらに，彼は，刺激時間ならびに刺激強度が増加し，ある度に
達するまでは残像の見えに変化が認められるが，刺激作用がそれ
以上強くなっても，残像の見えに対して，ほとんど効果をおよぼ
さないことを見いだしている。このことは，明らかに（今日われ
われの眼からすれば）Fechnerの法則と関係のあることである。
しかしながら，彼は，後年われわれが認めているように，持続時
間や見えのある面＊が刺激時間の対数に比例するという結論に達
してはいないのである。

以上に述べたところが，19世紀の比較的初期における残像研究

残像の起源についての彼の考えによれば，それは，眼の「固有

の動向である。この時期の研究を通して，明らかにされつつあっ

光」（Augehschwarz）によって生ずるものである。この固有光

たのは，主として残像の時間的経過にともなう諸様相，刺激側の

は，原刺激からの作用によって，網膜上の特定部位が外来光に感

客観的条件と残像の現われかたとの関係，眼の生理的機構と残像

じなくなったとき

の現われかたとの関係あるいは投影面の状態とそれとの関係など

に意識されるようになるものだとされている。きらに，固有光

（外来光の影響がなくなったとき）にわれわれ

であり，多岐にわたっている。

このことは，われわれの認知水準からいえぼ，低位置に属する

＊

たとえば，われわれのいう残像強度がそれである。
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は，眼が疲労しているときには暗くなり，休んでいるとき（疲労

］Knochenhauer

していないとき）には輝やくようになるという。にの固有光を

Fechnerのすぐ後に，

残像と結びつける考えは，今日でもBrown，

J．

L，15）によって主

張されている。）

Fechnerは，さらに，残像の刺激眼側から無刺激眼への転移
（ボッチの残像）について実験的研究をおこなっている。その結

Knochenhauer（1841）の研究工4）が注目に

値する。彼は，種々の原刺激を使用し，眼を閉じた場合と開いた
場合に，残像の色彩がどのようになるかについて調べた。その結
果，残像の色彩に関しては，次の2種類が区別されることが分っ
た。一方は，眼の開閉のいかんにかかわらず，色彩が，原刺激に

果によれば，無刺激眼側の視野に見いだされる残像は，反対色で

対して常に補色を呈する残像である。これに対し，眼を開閉した

はなく「同色」として現われる。彼は，この現象を，同色残像が

場合，それぞれの場合に見られる色彩が互いに補色の関係になる

現われる前には，反対色の残像が現われており，その反対色に対

残像があるという。

する反対色として同色が見られるようになると解釈している。に

の解釈が正しくないことは，第3編においてくわしく述べること

Knochenhauerは，前者を主観的残像（subjektive

Nachbild）と

名づけている。とくにこれを「主観的」という理由は，眼の開閉
という末梢の作用によって，見られる残像に対し影響がおよばな

にする。）

Fechnerがおこなっている残像についての規定あるいは位置づ

いということであろう。しかし，残像の色彩というものは，残像

けには，すでに触れたようにPurkinjeの影響が大きいのだが，

の強度と投影面の条件によって規定されるものであること，ある

それは，．

いは眼の開閉をおこないながら観察を続け，この間に時間の経過

ｨおよそ次のようなものである。
すなわち，先ず残像は，「感覚」としての現象であると規定さ

れる。つまり，感官感覚や有機的感覚は，主として外部からの刺

があること，色彩の時間的変化によって，色が様々に変化するこ
とを考えれば，上記の残像の特徴は，とくにとり立てる程特異な

激によって喚起されるのであるが，残像の生起条件もこれらの感

ものではなさそう、である。ともあれ，ここでは「主観的」という

覚と全く同じであるところがら，それは感覚なのだと考えられる

主体的要因による解釈がおこなわれているところに意義があると

わけである。

老えることにする。

それのみならず，彼は，残像を他のすべての感覚を代表する現
象だというのである。さらに，

このように残像が感覚だというの

BrUcke

は，それが表象的体験に対して，反対側にある一つの極としての

Br悦ke，

E，14）（1851）は，白色光の原刺激が適度の強度を持つ

位置を占めることになるのだという解釈をおこなっている。すな

とき，残像は，無色系統の色彩を呈することになるが，その二二．

わち，感覚（残像）と表象との間には，これらと類縁の間柄にあ

激の強度が増大すると，1それが着色されるようになることを報告

る

「感官記憶」（Sinnengedachtnis），「想起残像」（Erin−

している。このことが，いわゆるBrUcke現象と閥係があると解

nerungsnachbild），「感官幻像」（Sinnesphantasma），「共感覚」

釈されるのは当然であろう。すなわち，残像以外のふつうの視覚

（Synasthesie），「錯覚」（Tauschung），「幻覚」（Halluzination）や

においても，白色の刺激に強い照明をあたえると着色（青味がか

「夢」（Traum）が存在していると考えられているのである。

った色）されて見えるのであるから，白色の強度の強いものを原
刺激とすれば，着色残像がえられると考えるのは当然である。し

これらの諸現象のなかで，比較的残像に近い関係にあるのは，

感官記憶と想起残像だとされる。感官記憶というのは，われわれ

かしながら，このことについては，後述のように，苦干の疑義が

がしばらくの間一定の対象を凝視し続け，数時間以上経った後

ないわけではない（S6guin参照）。

で，たとえば暗所において眼をこすったり，あるいはくしゃみや
せきをするような削合，以前に凝視した対象の像が突然瞬間的に
輝やくように見えることであるという。この現象の生起条件は，
刺激を凝視してからそれが見られるにいたるまでの時間的経過が
長いので，表象に類似しているが，像そのものの性質からいえば
むしろ残像に近いとされる。

さらに，彼の観察によれば，色彩の時間的変化は，原刺激が白
色光あるいはそれに近いものであり，さらに強度が強い抱合に生
起する陽性残像にしか現われないものである。というのは，白色

光には，Newtonが示しているように，種々の要素となる色が複
合されており，したがってこれを原刺激として生じた陽性残像に
も同様のものが含まれていると見られるからであるとされる。こ

さらに，想起残像は，われわれがある対象をごく短時間

僅

か数秒間，鋭く凝視してから，眼を閉じたり，あるいは視線を外
すようにした場合，さらに「想起活動」（Erinnerungstatigkeit）を

おこなっていると，その対象が眼に残って見られるようになるも
のであるとされている。この現象は，その生起条件が，原刺激を

の意味で，複合色によって形成されている残像が，時間の経過に
ともなって，崩れてばらばらに現われて来る結果，色彩の時間的
変化が見られるようになるのだ，という説明がなされている。し
かし，強烈な白色光を原刺激とする場合に生ずる陽性残像だけに

除去した直後に現われることのあること，あるいは明瞭度の強い

色彩の時間的変化が見られるということは，全く事実に合わない
ことは明白である。したがって，われわれは，このような彼の考

という点において残像とよく似ている。

えを支持することはできない。

したがって，このような

名で呼ばれているのである。

しかしながら，想起残像を生起させるためには，想起活動とい

また彼は，残像の色彩の現われかたと原刺激のそれとを比較し
て，陽性残像というのは，両者の輝度（Helligkeit）が類似した

う主体的要因の作用を必要ときれていることがあること，短時間

もの，陰性残像は，それが互いに反対である場合を指すのである

凝視の方がかえってよく現われること，原刺激と同色のものが多

としている。

く見られることなどが，ふつうの残像とは異なっていると見られ
ている11，12）。

＊現在，輝度というのは，透過光面の明るさを示す術語
とされているが，ここではそれ程厳密な．意味ではなく，

単に明るさと老えればよい。

24

Artes

S69uin
S6guin，

Liberales

No．6，1969

Aubert
J．

M，14・15）によれば，白色の原刺激による残像の見え

Aubert，

H．6・4・14）は，眩輝像（Blendungsbild）をとりあげてい

は，BrUckeのいうところとは異なっており，刺激強度の強弱い

る。この残像は，それまでは非常に強い原刺激（たとえば，太

かんにかかわらず，あるいは原刺激凝視時間の長短にも関係なく

陽）によって生起するものであるとされて来ていた。にの残像

常に着色きれている。このように，白色刺激による残像につい
て，2人の述べているところは，互いに矛盾するが，実際にはそ

かし，彼は，眼を暗順応にする場合には，従来いわれていた刺激

の時代の技術水準からすれば，純粋の白色を入手し，それをその

強度より以下の種々の程度の光を原刺激とすることによってもこ

まま原刺激とすることは困難であったと考えられる。さらに，残

の残像がえられることを示している。

像の色彩の見えは，一般に投影面の明るさや色相などによって強
く影響をうけるのであるから，2人のいうことだけを基にして，

Aubertは，多くの場合，電気スパークを原刺激とした際に生ず
る残像を使用して観察をおこなった。一般に，このような残像は

ここでどちらが正しいかを決定することはできない。

急速に衰退していき，着色されることはあまり多くない。しか

S6guinは，さらに，色彩の時間的変化のありかたについて，
それは，原刺激の強度および原刺激凝視時間によって規定される

し，刺激強度が強いときには，比較的長い間陽性残像が見られる

としている。このことは，Fechnerらの結果とは相容れないが，

さらに，陰性残像は，原刺激に対して正確に反対色になってい

は，弱照射刺灘に対する知覚を妨害するような作用を有する。）し

ものだとしている。

こうした矛盾をいかに解釈するのがよいかについては後述するこ

るわけではないことも指摘されている。したがって，18世紀に

とにする。（第5章参照）

Scher旋rが，陰性残像の色相は，

なお，彼は，

この色彩の時間的変化の推移を観察した結果，残

Newtonの色環．hで，原刺激

のそれと反対側の位置にあるとしているが，これはおおよそのこ

像の持続のしかたには，次に述べる2つの相を区別することがで

とであり，正確な位置は，その近辺にあるといった方がよいこと

きるとしている。すなわち，第］．相は，原刺激を除去した直後に

になる。ただし，既述の通り，残像の色彩は，投影面の構造によ

観察されるものであって，経過する色は，比較的明るく且つ輝や

って規定されるのであるから，以上のことは，あくまで一応のこ

いており，色彩の変化はかなり速やかにおこなわれる。いまかり

とであって，色の見えを色環上の特定の位置に固定することはで

に，残像の持続時間が20秒ないしそれ以上続く揚合をとりあげ

きない。なお，投影面の影響をなくするため，完全暗室内で，わ

ると，最初の数秒間位が第1相に当るという。

れわれがおこなったところでは，Aubertと同じ結果がえられて

第1相に続いて，第2相に入ると，色は以前のものと比較して
相対的に暗くなり，色彩の変化も比較的遅くなる。さらに，見ら

いる。

また，Aubertによって，原刺激を周辺部へ向ってずらしてい

れる色の数も少なくなることが観察される。第2相は，原刺激凝

く（ただし視点は変えない）にしたがって，生ずる残像は，弱く

視時間を短かくする野合には，持続時間そのものが短かいため，

なり，中心から20。ないし30。へだたった位置までの視野が，は

はっきり認められないことがあるという。

さらに，注意してその経過を観察すると，第！相と第2相の間

っきりした残像の可視範囲であり，その範囲外においてはなにも
見えないことが調べられている。

つまり移行期には，2つの相の葛藤状態が見られる。

S6guinが陽性残像であると規定しているのは，第1相の残像

Fechner以降Aubertまでが，残像研究における19世紀中期

である。彼によれば，陽性残像の色相は，さまぎまな色相の間を

として考えることができる。19世紀前期における刺激志向的接近

移行しやすい。このような傾向は，刺激時間ならびに刺激強度が

の傾向は，この期においてますます分化する様相を見せ，従来い

増大すれば，さらに強められるのであるが，こうした陽性残像の

われて来たこととは異なった結果がえられるようにもなった。こ

性質が，実は第1相の特徴なのだと考えられている。

れらのことは，残像現象についての観察技法の進歩によるものと
考えることができるであろう。

Scoresby
Scoresby14）（！854）は，像の色彩に注目し，原刺激が比較的低照

他方，主体的要因についての考察は，Fechnerによってかなり
なきれているが，真の意味でこれを発展させた研究者は，まだ現

明である揚言，一般に着色残像は生じないが，原刺激の強度が大

われていない。ただし，Fechnerは，主体的要因とはいっても，

になれば，多くの色彩が観察されるようになるという。彼は，さ

想起残像や感官記憶の近縁現象にのみその役割を認めているに過

らに進んで，残像の色彩というものは，原刺激の強度，凝視時間

ぎない。残像そのものについては，純粋に感覚的現象としての規

および観察時における被験者の網膜の条件によって規定されると

定がおこなわれているのである。したがって，この時期以降刺激

している。このことを要するに，網膜側の条件が一定であるなら

志向型接近が大勢を占めるのは，Fechnerのような規定のしかた

ば，出現する色の数は，原刺激の強度および凝視時間によって規

に由来すると解釈することができる。

定きれ，強度が強く且つ凝視時間が長くなれば，その数は多くな
ることを意味しているといえよう。したがって，Scoresbyのいう

5．19世紀末から20世紀初頭までの残像研究

ところも，S6guinと同じようにFechnerの説と矛盾している訳
である。（同じく第4章参照）

なお，彼は刺激強度および凝視時間は，印象の強さに対応する
ものであるとしている。

この時期にいたって，残像研究はハわライトに達した観があ
る。そのようになった功績は，第一に，Helmholtzに帰せられな
ければならない。彼は，それ以前の主要な研究をまとめ，それぞ
れの意義について述べるとともに，残像研究のありかたをも示し

ている。このことが，それ以降の研究者にとっては指針ともな
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り，推進力ともなっているということができる。

残像投影の状況を彼にしたがって考えると，次のようになる。

すなわち，投影面となる灰色の衝立がある場合，（まだ残像は生

Helmlloltz
Helmholtzのおこなっている残像研究6）が，とくに勝れている
のは，先ず観察・実験の手続きを注意深く記述していることであ

じていない）ふつうの視覚においては，3つの基本色に対応する
3種類の錐体は，いずれもまだ疲労していないので，それぞれ同
程度の強さで反応し，それらが混合されるため無色系統（灰色）

る。彼によって説明されている原刺激凝視や残像観察に際して配

の色が見られる。しかしながら，原刺激として赤があたえられる

慮すべき心構えは，それ以降の実験的研究をいっそう精密なもの

条件においては，すでに赤に感じやすい錐体は，疲労しているた

とするとともに，研究者間の成果の比較検討を容易にする途を開

め，その色に対する感受性が減退しているのであるから，残りの

いたものと評価されうる。

2つの色（青と緑）に感ずる錐体だけが反応し，作用する。した

すなわち，観察には，照明条件を統制するため暗室を使用する
こと，被験者の眼は新鮮な状態に保つことが望ましいこと，微細
な変化を見落すことのないように観察者を残像観察に習熟させる
必要があること，観察に際し眼を保護しなければならないことな
どがそれである。・

がって，青緑色が見られるようになるわけである。これが陰性残
像である。

彼の説においても，Youngのそれと同様に色彩の時間的変化
の生理的機制の説明は，なされてはいない。

Helmholtzのおこなっている残像研究は，

Purkinj

eやFechner

先ず初めに，彼の研究の要点をあげれば，従来の研究をさらに

の規定している感覚としての諸性質を追究したものであって，近

進め，残像が生起する原因を網膜における疲労によって説明して

縁現象との関係および主体的要因の果している役割には全く触れ

いることであるといえる。

られていない。また，いわゆる無意識的推理についての記述にも残

Helmholtz自身の観察によれば，とくに色彩の時間的変化につ

像についてはなにも述べられてはいない。このような傾向は，多

いては，それまでの結果とほとんど違ってはいない。つまり，残

かれ少なかれその後の研究者の考えのなかに続いて来ているとい

像の色は刺激が強い場合には，最初は陽性になり，次いで陰性に

えるのであって，Helmholtzの影響の強いことが思い知らさせる。

転化するという。きらに，原刺激が強くなればそれに応じて陽性
残像の明瞭きは増大し，その持続時間は長くなるとされる。

他方，陰性残像に対する凝視時間の影響は，陽性残像に対する

以下の記述は，かなり羅列的にはなるが，ほぼ年代順に1910
年代までの残像研究を概観したものである。

それと全く同じというわけにはいかない。長時間にわたる網膜へ
の照射は，陰性残像に対しては，単にその持続時間を長くさせる

Ro11ett，

A，ユ4）（1867）は，被験者に白色および有色の眼鏡をか

効果をあたえているにすぎない。したがって，明瞭な陰性残像を

けさせ，さらに眼を暗順応の状態にしたあと，数秒間光刺激をあ

生起させ，これを長い間持続させようとするならば，それほど強

たえたが，眼鏡の色彩によって，色彩の時間的変化に大きい相違

くない適度の原刺激をかなり長い間凝視することが必要とされ
る。しかし，このような条件によって生起する陽性残像は，不明

を認めることはできなかったとしている。

瞭で且つ速やかに消失するという。

以上のような現象が，網膜を含めた神経組織の状態によって規
定きれているということは，容易に想像される。Helmholtzによ

以上の結果からすれば，暗順応の状態においては，原刺激の色
が変っても，色彩変化に差異は生じないことになると見られよ
う。しかし，この考えは，正しいものではない。なぜならば，
Ro11ettの実験条件において投影面となるのは，原刺激と同色の

れば，原刺激除去後ただちに生起する陽性残像は，原刺激による

ものであるからである。そうした場合，残像の色と投影面の色と

作用がそこにそのままの状態で残留しているために見られるもの

の間には混色がおこなわれ，無色系統の残像が見られるのがふつ

である。陽性残像がやがて陰性残像に転化するのは，神経物質に

うである。原刺激の色がどのように変っても，原刺激を投影面と

おける感光性が低下するからなのだと説明される。

するならば，見られる残像は，無色系統になるのがふつうなので

ところで，彼が疲労といっているのは，上述の感光性の低下と

ある（第5章参照）。このように，いずれの着色眼鏡を用いても

して示されるものなのである。したがって，彼の残像理論は，「疲

同色の残像が出現している筈なのだから，彼の実験は，同色の残

労説」と呼ばれるが，

像の色彩の時間的変化は，ほとんど同じであることを示している

この考えがBuEon以来の疲労説を発展さ

せたものであることは，改めて述べるまでもない。

すでに述べたYoungの色覚説においては，「赤」と「緑」およ

としか解釈されないことになる。
Lamansky，

S，（187！）は，残像上の各部分が被験者にあたえる

られていた。この基本的な3つの色は，さらに進んで，それぞれ

印象の度合いを内省報告によって調べている。その結果によれ
ば，原刺激の上の凝視点に対応する部分が最もよく発達してお

3種類の受光体の作用によって生ずるのであると説明されている

り，印象の度も強い。

び「青」の3つの色に対応する3種類の基本的感覚があると老え

が，Helmholtzも，このようなYoungの説を継承し，網膜には

これは，Aubertが調べていること，つまり視野中の残像の強

3基本色に対応する3種類の受光体があると考えている。具体的

さは周辺部に近づくにつれて弱くなるという事実からも裏付けら

に残像の形成に関していえば，錐体細胞が上述のように疲労する

れるであろう。なお，われわれの観察によれば，残像の形は，漸

当のものなのである。すなわち，長時間たとえば赤色の原刺激を

次中心に向って，周辺部から消失していくことが認められるの

凝視し続けると，赤い光に感じやすい錐体は，疲労することにな

で，こうしたことから上のことは当然とされよう。

る。そのため，その錐体の感光性は，低下し，したがって赤色光
に対してこれまでのような活澱な反応は生じなくなると考えられ
る。

Kuhut，14）（1882）は，

Aubertが述べている「陰性残像は原刺激

の色相に対して正確に補色をなしていない」ということについ
て，このように正確な補色ではないということは，眼が暗順応し
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ているときだけであって，明順応の状態ではそのような差異は生

づいて生じた残像に色彩の時間的変化が認められるのであるとし

じないということが認められるとしている。

ている14）。

しかし，前述の著者の観察では，明順応の眼を使用しているの

ところで，Harris，

D，

w，15）（！900）は，

Heringの以上の考えを

であるからKuhutの結果を信ずるわけにはいかない。したがっ
て，ここで信ずることのできる唯一の結果は，明順応および暗順
応のそれぞれの場合，原刺激を同一にしても，生起する残像の色

受継ぎ，白紙（太陽光線によって照射されているもの）を原刺激

には違いがあるということになるξしかしながら，実際には，い

色彩の時間的変化の生理的機制の説明は，なされていないのであ

ずれの順応においても，同一に見える原刺激を作製することは困
難であるし，客観的に同色の刺激を使用しても，見えは異なるで
あろうから，上の結果もはっきりしないことになろう。

としたときに生起する残像に色彩の時間的変化が見られるよう
になることを報告している。しかしながら，Harrisにおいても，
る。

Parinaud，

H，21）（1882）は，一方の眼に適当な原刺激をあたえ

ると，その刺激をあたえなかった他方の眼に残像が現われること
を示しているが，彼は，この現象から残像の起源が中枢とあると

Hering
Hering，

考えるのである。こうした中枢説に対し，Charpantier，
E，14・13）は，残像の色彩ならびにLichthof（ハロー）

は，刺激光の性質によって規定されるものであるとしている。さ

A．（1888）

は，共興奮説による説明をおこなっている。それによれば，一方
の眼に興奮が生ずると，次のようにして他眼にも興奮が波及する

らに，暗い残像の周囲に現われるハローは，残像に近いところで

ようになると考えられるということである。すなわち，両眼から

濃く，残像から遠ぎかるにしたがって薄くみられることを述べて

の視覚経路は，眼の背後で交叉したあとに脳に達するのである

いる。残像自体にも，Aubertのおこなっている測定に認められ

が，交叉することは，一方の眼に生じた興奮が他眼に興奮を生じ

るように，強さが視野の周辺部に近づくにつれで減退する傾向が

させる原因になるのだと考〜しる。さらに，Ebbinghaus，

あるのだから，このハロー（つまり対比）と残像との間には類似

の残像に関して，それが無刺激眼側の視野のなかに現われるの

の関係があると考えることができる。

は，視野交替（三三）現象に起因するに考えている。にの残像

以上の現象は，すでに説明したように図形と素地との関係であ
り，したがって，後にゲシタルト心理学者の研究主題となった視

覚的「場」の問題の萌芽がここにも見られるといえるわけであ

については，第3編においてくわしく考察することになっている
ので，ここではこれ以上触れないでおく。）
Exner，

S，18）（1879）は，残像が見えなくなることについて，そ

れが持続時間の終了とともに意識野に現われなくなることは，当

る。

Heringは，

H，は，そ

Helmholtzの3原色説に対して，次のような色覚

然であるが，なお眼球運動（Augenbewegung）によっても見えな

説を提出している。すなわち，まず，「赤一「，「黄」，「緑」および

くなることがあると述べている。このことは，彼においては，科

「青」を4原色とし，それらが基本的な感覚と考えられる。さら

学者が顕微鏡を通してプレパラート上のものをのぞいているとき

に，無色感覚と色彩感覚を互いに独立した感覚であるとし，われ

に不随意的に見えなくなることがあるのと似た現象であり，網膜

われの網膜には3種類の感光物質があると仮定している。第工種

上に基礎をおく過程あるいは調節作用などの関係によって生ずる

の感光物質は，白と黒に感じ，第2種のものは，赤と緑に感じ，

のであると考えられる。なお，Lipps，

第3種は，黄と青とに感ずるものだとされている。

た残像は，被験者がしっかりと視点を固定し，凝視していないと

T，2二〕）（！8go）は，投影され

いま，第1種の感光物質に対して外部から刺激光が当てられる

移動する現象をとりあげている。Lippsは，これを説明するため

と，異化の作用が優勢になり，白い色が見られるようになる。さ

には，上のExnerのいうような生理学的な眼球運動説では不充
分であるとし，心理学的にはそれが生ずる条件として，投影面
（いわゆる素地＜Ground＞）の性質を考慮に入れなければならな

らに，刺激光を受け入れないときには，同化の作用が優勢となる
結果，黒色が見られるようになると考えられている。これと同じ

ように，第2種および第3種の感光物質に光が当てられたとき，

いとしている。すなわち，投影面の上に凝視しやすいものがあれ

異化の作用によって赤と黄が生じ，また光を受けないときには，

ば，残像の運動は，生じにくいとされる。

緑と青が同化作用によって生ずるという。

残像観察中，残像が移動する現象

以上の考えに基づき，陰性残像の形成について，次のような説
明がなされている。すなわち，仮に赤い光によって錐体細胞が刺

（現在，driftと呼ばれてい

る）は，生理的要因と原刺激さらに投影面の構造によって規定さ

物質が破壊される。つまり，そのエネルギーが急速に消費される

れるとわれわれは考える。したがって，Lippsのいうところに基
づいて投影面に凝視点を設けて観察をおこなっても，残像は，す
くなからず移動することが，実際には認められるのであるから彼

ので，次いで赤い刺激光が除去きれると，この消費されたエネル

の説を全面的に肯定するわけにいかないだろう。しかし，投影面

激されると，異化の作用がおこり，錐体のなかの赤に対する感光

ギーを回復しようとする同化の作用が優勢になって，自動的に反

の性質の役割をこれほど意識して，強調したところにLippsの

対色の感光物質が生産されてくる。このようにして，緑色の残像

功績がある，ということはできる。

が見られることになる。これが，陰性残像であるとされるのであ
る。

その後，Kries，

Binet，

A．とF6r6，

C．19）（1898）は，いわゆる催眠技法によっ

て，原刺激の客観的な色とは全く異なった色を観察者に暗示した
J．v，は，

Heringに対し，

Heringの考えから

は，白色の原刺激によって生じた残像の色彩の時間的変化の現象
を説明することができないという批判をおこなっている。これに

後，暗示によってくり出された色とは反対の陰性残像が生起する
ということを報告している。
Hess，

C．14）（1890）は，均質的で．且つかなりの強度を持った光を

対し，Heringは，大抵の場合白色というものは真の白色ではな

原刺激として使用する場合，生起する残像を暗い視野のなかに投

く，いくばくかの色彩性を持っているのであって，その色彩に基

影してみると，非常に明瞭な陽性残像が出現することに着目し，
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これをとりあげている。原刺激を除去した直後に認められるこの

うにいたった。眼を閉じると，常にまず陽性残像が現われ，数秒

種の陽性残像の色は，彼によれば，原刺激と全く同色として見ら

経過したあとに陰性に転化するという。陽性残像と陰性残像の交
替は，このようにしておこなわれるが，両者の間には残像の消失．
期が認められ，明滅現象は，ほとんどはでしなく続いていたとい

れる。これをHessは，順応によるものだとしている。
Hodgesユ4）の研究によれば，太陽を原刺激とし，凝視時間を10
秒，15秒，25秒目いし30秒とした場合，最初に出現する色は，

う。しかしながら，残像は，時間の経過にともない，漸次不明瞭

「青」，「緑」，「六一緑」，「鮮やかな二一緑または童」というよう

になっていくのが認められたという。

に変化するのであるが，原刺激の凝視時間をさらにこれ以上延し

Catte1．とFalrand14）は，さらに，これまでの研究が1入ある
いは数人だけの被験者を使用しておこなわれているのに不満を持

ても，これ以外の色彩変化を認めることはできない。さらに彼
は，残像の呈する色彩は，原刺激の色よりはむしろ網膜が受容す

ち，かなり多人数（75名）に残像観察をおこなわせた結果，種々

る光の量によって規定されるとしている。また，色彩の時間的変．

の点について個人差を検出することができた。なかんずく，残像

化として見られる種々の色は，スペクトラムに排列されている色

の明滅および色彩の交替現象のありかた，頻度，それらの時問的

相の順にしたがって出現するものだともしている。しかし，以上

間隔などに個人差が著しく現われることが見いだされている。

の2つのことは，いずれもわれわれの観察による事実に合わない

Washburn，

M，

F，14）も，残像色彩の見えに個人差があることを

見いだしている。このように個人差が生ずることを，Washburn

のでそのまま信ずることはできない。

Ebbinghaus21）は，さらに残像の色彩とくに陰性残像の形成に

は，被験者毎に観察態度に違いがあるからではないかと老えた。

ついて，次のような事実を見いだしている。すなわち，たとえ

そこで，比較的視覚現象の観察に習熟していると考えられる心理

ば，黄色の背景の上にある赤色のスライドを凝視し続けると，そ

学専攻の学生を被験者とし，さらに残像観察に慣れさせ，とくに
色彩の言語報告がうまくできるように訓練した後に実験をおこな

の結果，非常にきれいな影
をしたもの

青い背景の上に緑色のフイルム状

が知覚されるという。この場合，両者とも互いに

った結果，彼らは，像の色を正しく把握し且つ報告するようにな

反対色として出現する。刺激の作用が，最初の強度を維持してい

り，それぞれの報告がほとんど一致するようになったということ

る問は，以上のような効果は，徐々に増大していくのであるが，

である。

それが強度を減少していくにしたがって，やがて初めの感覚は，

中性化し，遂に灰色になる。この刺激作用が中性化し，充分に強

以上のような配慮をした手続きによってえられた報告によれ
ば，凝視時間を変化させてみても，色彩の時間的変化に格別の影

度を減少させていくと，その間に反対色が生じ，きらにもつとは

響は認められなかった。しかしながら，刺激の強度を変えると色

っきりした段階へと進んでいくというのである。Ebbinghausは，

彩の変化に影響のあることが見られた。つまり，原刺激の強度が

これが陰性残像であると説明している。この説明によれば，残像

弱い場合に，陽性残像は，生じなかったということである。な

が安定した様相に達するまでには苦干の時間的経過が必要である

お，その後の報告23）（1900）によれば，連続刺激と断続刺激の残

ことになるが，このことは，次に述べるMartins，

像に対する効果は，前者

G，によって

の方が優勢であることが見いだされてい

る。さらに，刺激強度が一定のとき，凝視時間増大の効果は，あ

も指摘されている。

Martius22）（1896）は，原刺激を除去した後，残像が一定の輝度

る度までは認められるが，それ以上は増大しないこと，また刺激

に達するまでには，苦干の時間的経過が必要とされることを指摘

部位が大きくなれば，色彩連続（したがって持続時間）も長くな

するとともに，種々の明るさを有する灰色の紙の上に，種々の程

ることが見いだされるという。

度の残像を投影して見た場合，残像の主観的明るさ（輝度）は，種

々に変化することを見いだしている。前者は，この場合潜伏時間

Franz，

S．1．1）（1899）は，残像を生起させる原刺激のいわば刺激

と関係のある問題ともなるであうう。また，後者は，投影面の明

閾の測定をおこなっている。この実験においては，刺激時間等を

るさとわれわれが残像の強度と呼ぶもの

独立変数として測定がおこなわれているが，刺激時間が増大する

（第2編）との関係にな

ると考えられるが，これはフランクリン実験がさらに精密におこ

にしたがって，残像出現のいわば1，n、

なわれたものであるとも解釈することができる。．

られている。彼は，さらに，色彩変化については，個人間に個人

なお，Martinsは，残像の生理的機制について，その現われかた
は，光覚後の光化学的残効（Nachwirkungen
folgen

des

Cattel，

der

photo−chemische

M．（1897）ユ5）は，彼自身が観察者となり，原刺激と

して部屋の内側から窓を通して快晴の青空を凝視した

差があるのみならず，同一個人においてもいわば個人内差があ
り，常に同じ色彩が同じ順序で出現するとは限らないという報告
をおこなっている。

Licht−eindrucks）によるとしている。

J．

d，は，減少することが認め

（凝視時間

は60秒間）ところ，それによって生じた残像が，実に8ケ月に
わたって継続して見えていたことを報告している。このように長

Hamaker，

H，

G，24）（1899）は，閃光（1／60秒，1／30秒，1／15秒，

1．0秒，2．0秒および4．0秒）を使用して，残像の現われかたを調
べているが，その結果，

①一般に刺激除去の後には，何も見えない暗黒の期間

時間それが続くのは，かなり異様に見えるが，彼の記述には残念

②

ながらその際の身心状態は触れられてはいない＊。ともあれ，報

③暗黒の期間（1／2秒ないし1／3秒）

告によれば，最初の1時間は，残像の明滅がほぼ10秒の間隔を
おいて生じていた。初めの1ケ月で，残像は，かなり明瞭さを失

⑤

④

2次像の出現

3次像
暗黒の期間

⑥4次像にれは陰性）
幽したがって，この田川明するのは困難である．C・七t・1も
原因となるものについては♪触れていない。

という順序にしたがって，諸現象が現われることを報告してい
る。（上において，陽性あるいは陰性というのは，像の輝度だけ
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に集録されているものによる。

第3章残像研究における操作の意味（今世紀までの残像研究史の総括と検討）
向を指示し規定する意味をもつものだ，ということができる。

1．序

第2章において，われわれは，残像研究の史的発展をできる限

この章に述べることは，第1章および第2章についての総括お

り，忠実に，年代を追って辿ったのであるが，このようにした主

よび検討としての意味を持つとともに，第4章においておこなお
うとしている1910年代以降最近にいたるまでの残像研究の展望

要な理由の一つは，残像研究のとくに本来のあるべき姿を探し求

のありかたを求めるという意味を持つものでもある。したがっ
て，これは，また，第2編でわれわれがおこなう実験的研究の方

設定した「認知的水準」の立場に拠って，残像研究を眺望するこ

めることであった。いい換えれば，第1章において，われわれが

とが可能であるか否か，あるいは今後のわれわれの研究（第2
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編）のために妥当な指針があたえられるか否かを問い質すための

あるとするならば，残像自体についても図3・2・2によって示さ

素材獲得の作業を，第2章の研究史においておこなったのであ

れるような関係が成り立つということがいえるのではなかろう
か。

る。

すでに指摘して来たように，残像は，一応低次の段階に位置す
2・残像現象の認知的水準への位置づけ

るといいうるが，われわれは，この現象をそこに固定して動かな

20世紀にいたる間，残像現象を明確に規定し，あるいは，きら

いものだと考える必要は，全くない。つまり，残像に対しては，
それを低水準のものとして接近がなされなければならない面と，

に進んで他の心理現象との関連について検討しているのは，
GoetheおよびFechnerである。彼らがそれぞれ，残像を「生理

主体的要因の作用を考慮に入れて接近しなければならないより高

的現象」あるいは純粋の「感覚」だと考えていることは，すでに

次の面とがある，というのがわれわれの主張なのである。

述べた通りである。

ところで，われわれの考えからすれば，認知的水準において，

3・認知的水準と残像現象への接近のありかた

低次の段階に位置づけられるものは，生活体側の生理的機構ある
いは刺激側の客観的諸特性によって，より強く支配され且つ規定

えられるとき，この老えに基づいて，残像に対する接近のありか

されるものなのである。残像が以上のような性質を備えた低次の

たが問題となる筈である。いい換えれば，認知的水準上における

感覚的現象であることは，第2章に引いた多くの研究者達の業績

位置によって，残像への接近のための操作をどのようにすべき
か，が問題としてとりあげられなければならなくなるわけであ

からも間違いなく主張することができよう。

他方，残像の現われかたには，いわゆる主体的要因による作用

が影響をおよぼしていることも，少なからず指摘されて来てい

前節において述べたように認知的水準と残像現象との関連が考

る。

われわれは，以上のような問題に答えるため，先ず図3・3・1
を提出することにしたい。

る。

以上のようなことに関連してとりあげなければならないのは，

とくにFechnerの考えである。 Fechnerは，残像を感覚である
と規定し，さらにこの感覚のいわば反対側の極に表象を据え，残

像と表象との2つの極の間に，いくつかの中間的現象（類似現
象）すなわち感官記憶，想起残像，感官幻像，共感覚，錯覚，幻
覚，夢を配列させ，それらの間の関係を述べている。このこと
を，いまごく大まかに図示するとすれば，図3・2・1のようにな
るであろう。

感

覚一一一

→表

（中間的諸現象）

象

①

（Sc−Oc的接近）

②

（Sv−Oc的接近）

③

（Sc＿Ov的接近）

④

（Sv−Ov的接近）

藷
知
的
水
聖

土
局
Sは刺激0は主体，vは変化すること，
⑤

（Sv

低

20v的接近）

cは一定であることを示す。

図3・3・1

（一残像）

図3・2・1

図3・3・1において，左側の①から⑤までの接近の分類のしか

図3・2・1において，感覚と表象との2つの極の間に位置を占

た（とくに順序）は，右側の認知的水準の高低にほぼ対応するも

める諸現象のなかで，たとえば想起残像は，想起活動という一種

のである。さらに，それぞれの接近のありかたによってとりあげ

の主体的要因の作用によって喚起きれることがあるとされてい

られる現象（対象）についても，後述するように特殊性が認めら

る。さらに，右側の極の表象が主体的要因と最も密接な関係にあ

れることがあるということもできる。

ることは，明白であろう。ところで，表象がわれわれのいう認知

以下においては，このようなことをできるだけ具体的な操作の

と不可分の間柄にあることも明らかなことである。したがって，

しかたに即して述べていくことにしよう。その照合，主として，

図3・2・1は，図3・2・2のように書き改めることが可能になる

第2章における研究の例を材料とすることにしたい。このように
することによって，われわれの立場から，20世紀初頭までの残像

であろう。

研究吏の総括がなされるであろう。
主体的要因が
より少なく作
用する認知的
現象

主体的要因が
より多く作用
→ する認知的現

象

図3・2・2
このようにするとき，図3・2・2の左端は，認知的水準におい
て低次の段階に位置すると規定したものと，右端は，高次の段階

に位置するとしたものと一致しているのではないかと考えられ
る。

Fechnerの考えにしたがう限り，残像は，左方の極に位置づけ
られることになるのである。しかしながら，想起残像を彼が解釈
しているように，想起作用によって生起させられる類残像現象で

Sc−Oc的接近
初めにとりあげられなければならないのは，主体側の変数（要
因）と刺激側の客観的条件とを一定にして観察をおこない，反応
としての残像の現われかたを検出しようとするしかたである。こ
のようなしかたは，残像以外の認知研究においては，とりあげら

れないのがふつうであろう。しかし，われわれが残像の研究にお
いては，とくにこの接近法がとりあげられなければならないとす
る理由は，次の事情によるのである。

それは，残像が時間的に継続しているという性質を考えれば明
らかになる。ところで，「色彩の時間的変化（色彩変化）」と呼ば
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れる現象は，そうした時間的継続の特徴を最もよく示していると

る。その後，原刺激を除去し，然るべき投影面（場）に残像を投

考えられるので，これを例にとって説明しよう。

影させ，投影面上の残像を観察させる。このようにするのが，残

色彩の時間的変化は，アリストテレス以来の課題ともなってい
る現象であるが，主として時間的に交替する色彩の種類，回数あ

像実験の基本的なありかたである。この実験条件において，被験
者の眼に直接見えるのは，原刺激と残像およ岱投影面である。い

るいはそれが現われる順序などが観察の対象とされて来ている。

ま，残像を反応であるとすれば，残りは，刺激だとされよう。し

具体的には，一定の対象たとえば太陽を原刺激として一定時間そ

たがって，残像実験において刺激としての性格を持つのは，原刺

れを凝視し，残像経過の様相を観察するという方法がとられてい

激と投影面だと考えることができる。

る。この際，主体側要因に対しては，どのような働きかけも，な

このような意味で，投影面の役割といったものを考えなければ

されてはいない。また，それが作用することも，期待きれてはい

ならないのが，残像の実験的研究での特徴となっている。原刺激

ない。したがって，この現象に対しては，Sc−Oc的接近がなき

が残像を発達きせる役割を持っているのに対し，投影面は，発達

れると考えられる。

した残像の現われかたを規定し，いわば修飾するように作用する

以上のような接近法によってえられた結果によれば，色彩変化
の見えには，研究者間にかなりの差異があるため，一義的なこと

ものである。したがって，残像というものは，原刺激と投影面の
両方の規定を受けることになる。

はなにもいえないというのがよいようである。ところで，このよ

しかしながら，残像以外のふつうの認知に関する実験において

うに結果に不一致の生ずる原因を探究しようとすれば，主体的要

も，よく検討してみると，上の残像実験の揚合と同じような事情

因への考想が深められていない古い時代にあっては，当然生活体

のあることを指摘することができる。たとえば，第！章（3）に触

側の眼ないし神経の生理的条件のありかたが主な問題となるであ

れた見えの大きさの測定条件を例にとってみれば，反応としての

ろう。したがって，研究史上，色彩変化のありかたは，「網膜の

見えの大きさは，原刺激としての意味を有する標準刺激によって

条件」による（Muller，

のみ規定されるわけではない。つまり，比較刺激が反応を生起さ

J．，

Scorseby，

Martins）ものだとする考

せるための一種の道具，あるいは反応のありかたを規定するもの

えが見られるようになるわけである。

しかしながら，そのような生理的条件を明らかにすることは，

として介在させられているのである。

Sc−0、的接近によってはほとんど不可能である。なぜならば，網

こうした比較刺激は，残像実験の場合の投影面と同じように，

膜の条件を実験的に調べるためには，網膜の種々の条件を用意

反応としての現われかたを規定する作用をも持っていると解釈す

し，これを独立変数としなければならないからである。このこと

ることができる。したがって，いま，一般の認知の成立を実験

は，Ocではなく，むしろOvなのである。

的・操作的に示せば，次図のようになる。

さらに，色彩変化をおこないつつある残像を，反応ではなく，
刺激だと考えれば，この場合の接近は，Svによる接近だともいい

S（刺激）一〇（生活体）一R（反応）

うる。いずれにせよ，このような意味で，残像研究においても，

図3・3・3

この接近のしかたは，決して価値の高いものではないことが分
る。したがって，残像研究では，以下に述べる種々の接近に頼る
ことが必要とされるのである。

しかし，より厳密に，

比較刺激が介在することを考慮すれば，

図3・3・4は，

S−0−s

Sv−Oc的接近
次にあげなければならないのは，主体的変数を一定にし，刺激
条件を独立変数として変化させ，反応としての残像の見えを検出
しようとするいわゆる刺激志向的接近（stimulus・riented

（比較刺激）一R

図3・3・4

appro−

ach）である。主体的変数を一定にするためには，一般に，被験

としなければならないことになる。

以上のようなこと，つまり投影面の存在を配慮して，残像につ
いての実験的操作を考えれば，次のように図示することができる
であろう。

者に対し，教示によってできるだけ素朴な態度あるいは一定の態

S（原刺激）一〇一P（投影面）一R

度を維持しながら，観察をおこなわせる方策がとられる。

図3・3・5

上のようにする目的は，主として刺激の客観的，物理的，化学
的変化に即応する残像の見えのありかたを探ることであるのはい

上に図示して来たところがら明らかなように，比較刺激と投影

うまでもないが，さらに受容器から反応としての残像が生起する
にいたるまでの諸器官の構造や機能のありかただけを抽出して老

面とは，操作的には類似の意味を有すると云えられるのであるか

察する必要上，それら以外の要因が反応に影響をおよぼさないよ

だと考えてもよいことになる。

ら，初めに述べたように，投影面は，刺激としての意味を持つの

うに極カー定に抑えるということでもある。

この種の接近が，これまでのところ比較的低次の段階に属する
「感覚」についての生理学ないし心理学において多く用いられて
来ているものであって，残像についての研究も主にこれに依存す
ることが多かった。

さて，残像の実験的研究をおこなう揚合，Sv−0，的接近にお
ける刺激（S）の問題は，上に述べたところがら，次の3つにな
る。

第1は，原刺激が独立変数とされる丁合である。ここでは，操
作可能なパラメーターとして，色彩（明るさ，飽和度，色相），

被験者に対し，先ず原刺激を呈示し，一定時間それを凝視させ

大きさ，刺激凝視時間などがあげられる。そして，これらの変化
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によって生ずる反応のありかたが問題とされるのである。

ずS，一〇v的接近をとりあげよう。

まず，原刺激の色彩あるいは強度を変化きせた場合，残像の色

ところで，このSc−Ov的接近も，次の2つに分けられる。第

彩の現われかたがそれによって規定されるとするもの（BrUcke，

1は，操作を個入内（intraindividua1）においておこなおうとす

Scoresby），また進んでそれによって陰陽2種のいずれが生起す

る場合（個人内0変数操作）である。また第2には，操作を主と

るかが規定されるといった結果（Helmholtz），あるいは原刺激の

して個人間（interindividuals）においておこなう場合

色相によって色彩変化に影響は生じないとするもの（Rollett）な

変数操作）があげられる。

（個人間0

どがあげられる。

凝視時間の長さの効果については，色彩変化の現われかたに対
して無影響（Purkinje，
る色彩の数に影響がおよぶ

Fechner）とするもの，また反対に現われ
（S6guin，

Scorseby）とするものなど

も見られる。さらに，その長短が，持続時間の長さに関係のある
Fechner）。また，凝視時間が

ことも認められている（Purkinje，

陰性残像および陽性残像の形成に対して異なった影響をあたえる
（Helmholtz）という。

第2は，投影面に関する条件を独立変数として操作をおこなう
場合である。この場合，操作の対象となるのは，投影面の構造あ
るいは被験者から投影面までの距離などであろう。このような方

個人内0変数操作
この操作のしかたによって，直接的に主体的要因に働きかける
（インストラクシ。ン），暗示，催

技法としては，一般に，教示

眠，薬物，賞と罰あるいは疲労などによる効果をあげることがで
きよう。

しかしながら，この時期にいたるまでにおこなわれているこの
種の操作による残像研究には，Binetらの催眠技法を適用したも
の，あるいは被験者に対して訓練によって残像観察のありかたを
一定の方向へ向けることができた（Washburn）とするものがあ
げられるにすぎない。

法による主な研究は，次の通りである6

すなわち，投影面の明るさを変化きせることによって，残像が
出没・明滅し（Dove），その色が変化する（Franklin，
投影距離によって残像の大きさに変化が生ずる（Darwin，

Emmert，

個人聞0変数操作

Sanford＊）。
R，

W．，

E，1881）。また，投影面が被験者にとって凝視しやす

い構造の場合，残像の移動は生じにくい（Lipps）というのがそれ

個人間0変数操作が，具体的におよぼされるべきものとして
は，個人間（個人差），集団間ないし発達段階問などがあり，そ
こでは各個人ないし集団同志の比較検討がなされるであろう。し
かし，この時期までの残像研究史においては，残像の明減現象，

である。

第3には，原刺激と投影面の複合的作用が残像の現われかたに
対して影響をおよぼすことがあげられる。Martinsは，種々の程
度の残像を種々の明るさの投影面に投影させ，それを確かめてい

色彩の見えや時間的変化に個人差のあること（Fechner，
Farrand，

Cattelと

Franz）が報告されているにすぎない。

る。種々の程度の残像というのは，原刺激側条件を操作すること

Sv−Ov的操作

によってあたえられるものなのだから，彼のおこなっている実験

主体的要因に働きかけをおこなう方法として，ここでは刺激の

においては，原刺激と投影面の両方とも，操作の対象となってい

諸特性すなわち刺激布置や形態，強度，明瞭度などの変化の操作

ることになる。

があげられる。このような操作のしかたとしては，被験者をとり

しかしながら，この種の操作のしかたは，本来実験計画法
（experimental

design）に基づく多変数操作によらなければなら

ないものである。この当時，そのような技法はまだ開発されては

おらず，精密実験的な一変数操作による外なかったのであるか

まいている刺激の全体を統制するもの

（刺激全体統制的0変数操

作），および認知の対象となっている比較的に部分的な刺激につ
いてのみ統制をおおうとする方法（部分刺激統制的0変数操作）
の2つに大別することができよう。

ら，この種の接近の例が認められないのは当然である。

刺激全体統制的0変数操作

Sc−Ov的接近
Sv−O。的接近においては，主体的要因を一定にし，これが残像

この方法の典型的な例として，いわゆる

「感覚遮断（sensory

deprivation）実験」による研究をあげることができるであろう。

反応に影響をおよぼさないようにされている。しかし，操作的に

しかしながら，この時期まで，この種の方法による研究を見いだ

は，主体的要因を積極的に独立変数とすることが可能な筈である

すことはできない。それは，この方法が注目されるようになった

し，それのみならずそのようにすることが心理学本来のありがた

のが極く最近のことだからであり，したがって残像研究への適用

からも積極的に期待されるのである。なぜならば，もしそれが可

例が見られるようになるためには，それまで待たなければならな

能であるならば，われわれは，残像を認知的水準上の低位置に属

いことになる。

する「感覚」である，とだけ考える必要がなくなるからである。

残像に関する主体的要因に対して操作をおこなうためには，直

部分刺激統制的0変数操作

接的に主体に向けて働きかけをする場合（S。一〇v的接近）と，環

境側の条件つまり原刺激と投影面あるいは両方の布置の条件を変

部分刺激というのは，残像実験においては，原刺激または投影

化させることによって，間接的に主体的要因に操作を加えようと

揚，あるいはそれらに（時間的にも空間的にも）極めて接近した

する場合（Sv−Ov的接近）とがあると考えられる。ここでは，先

ものを意味している。したがって，ふつうの視覚実験において単

に刺激と呼ばれているものがこれなのである。とくに，上述の刺
＊

文献欄参照。

激全体と対比させるために，部分刺激という術語を使用したにす
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ぎない。

0一一P

この操作の方法においては，たとえば刺激の形（構造）の違い

O

R

図3・4・1

が，被験者によって意味上の違いとして受けとられ，その結果認．
知的反応に，そのような違いに対応した差異が認められる否か，
ということが問題になるのである。

しかしながら，この操作に基づく研究例も20世紀初頭までに
はまだ見いだすことはできない。

S

一一一一一一＞0

一一一P

↓

Sv郭Ov的接近
この接近によってとりあげられるのは，刺激と主体の問，ある

いは生活体の内部においてフィード・バック回路（feed−back
circuit）中を，情報が，いく度か反復・往復した後に，初めて明

R

瞭な反応として定着していくようになるかなり複雑な認知的過程

図3・4・2

である。

このような認知過程は，残像の現われかたを反応として規定す

って，最初は原刺激から，次いで投影面からも，刺激的作用が加

る限り，考えることができないといえよう。しかし，残像を「刺

えられる。）このことも，残像実験をおこなう揚合の特色となっ

激」として規定することができるとすれば，とくに残像が長く持

ている。

続している場合には，残像とわれわれ主体との間にはフィード・

きて，最後に，2回目図

（図3・4・！および図3・4・2）にお

バックがおこなわれうると老えることができるであろう。われわ

けるS，0．PおよびRについて，それぞれ操作的に対象となるも

れは，そのような例をNewtonの研究に認めることができるの

のはなんであるかについて述べ，本章のまとめとする。

ではなかろうか。つまり，彼が残像の出没は心的意図と密接な関
係があると解釈している観察の過程には，残像と主体との問を情
報が往復していることがあると考えることができるといえるので
ある。

S（原刺激）

原刺激の側において，操作上の対象となるのは，色彩，強度，
大きさ，刺激時間，背景

われわれは，認知的水準に基づく接近のありかたの観点から，
20世紀初頭までの残像研究を概観したのである。その結果，刺激
志向的接近に比して主体的要因に迫る接近は，それ程多くはおこ
なわれていないことが分った。このような傾向は，しかしながら
単に残像現象に関する研究に見いだされることだけではなく，そ
の頃までの認知の研究全般についても認められることなのである
から，当然だといえよう。「−

（原刺激の周囲の構造）などのありかた

である。これらが物理的次元の術語によって示されることは，い
うまでもない。

0（生活体）

生活体における条件というのは，第1章で考察した広義の主体
的要因を意味する。したがって，これは，生理学的要因ときらに

われわれが主体的要因と呼ぶものの2つに分けられる。（主体的
要因は，また心理的要因ということもできよう。）残像の研究に

4．ま

と

め

おいて，たとえば，その起源（origin）をどこに求めるかという
ことは，直接この項に関係するものである。

残像の実験的研究における操作が，S（原刺激）一〇（生活体）一
P（投影面）一R（反応としての残像）として示される（図3・3・5）

P（投影面）

ことは，すでに前節において述べた。

ここで，われわれは，この操作を生活体（O）を中心にして考え

これが物理的術語によって示されることは，Sと同じである。

てみることにしよう。0は，具体的な操作がおこなわれる実験的

具体的には，その面の構造，明るさあるいは投影距離などが操作

場面においては，時間の経過とともに，

の対象とされる。

①Sを凝視し続ける，
②0の眼前に存在していたSが視野から除去される，

③0の前にPが出現する，
④そのPの．kに投影された残像の存在に0は気付き，それを
眺める（→R），

ということを意識し且つおこなうことになる。

①から④までを考慮に入れるならば，図3・3・5は，次のように
改められなければならないことになるであろう（図3・4・1）。あ
るいは，図3・4・2丁目て示されねばならない。
2つの図のように，生活体側に対．しては，2度にわたって刺激
的作用が加えられるのである。（すなわち，時間の経過にともな

R（反応としての残像）

一般に，残像は，長く持続するものであるための，それが出現
した直後の極く短時間（実際には，数秒程度の問）に認められる
現象をとりあげる場合と長い時間的経過にともなって現われる見
えの推移をとりあげる場合とが区別される。

短時間の範囲内においてのみとりあげられると考えられるもの
には，残像出現までの潜伏時間があげられる。

他方，長時間の場合においてのみとりあげられるものには，持
続時間がある。

なお，色彩，強度，大きさ，形，残像の移動（drift）など大部
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1896，

分の現象は，上の両方においてとりあげられる問題である。たと
えば，残像の色彩では，短時間だけではなく色彩の時間的変化と

Sanfordは，上記の著書において，残像の説明をくわしく

して長時間にわたる現われかたが問題としてとりあげられている

述べているが，われわれの立場からとくに重要なのは，陽

のがそれである。

性残像は，一般に，比較的短時間しか現われないこと，投
影された残像が，背景との関係で色彩を変化させることで

5．文
1，

ある。

献
Sanford，

E，

C．

Course

in

experimelltal

psychology．

第4章最近における残像研究の展望（1920年以降）
ら，残像の強度または輝度に関係があると考えてよい。

1．序

残像の色彩というものは，次節でとりあげる「色彩の時間的変

本章においては，第2章の残像研究史に次いで1920年代以降

化」の現象として端的に見いだされるように，それ自体いろいろ

最近までの残像研究の展望をおこなうことにする。この展望は，

に変化し，不安定なものである。しかし，残像の初期に観察され

前章までに述べたところを基礎にし，以下のようなしかたによっ

る色彩の相は，後期のものに比較すればかなり安定しており，そ

ておこなわれる。

の色彩の持続する時間も長いことが多いので，かなり正確に把握

すなわち，残像現象に関するトピックスとして，第3章第4節
に述べた反応としての残像現象（R）に着目し，残像の色彩，色彩
の時間的変化，潜伏時間および大きさに関する諸問題をとりあげ

できる。本節においてとりあげるのは，初期に出現するこうした
残像色彩である。

色彩の現われかたについて，われわれがとくに注意しておかな
ければならないことは，それが原刺激の客観的性質によって非常

ることにする。

さらに，上のそれぞれのトピックスについての展望のありかた
としては，われわれの認知的水準に対し残像がどのように関係づ
けられるであろうかを明らかにするとともに，認知的水準上の各
段階の残像現象に対して要請される各種の接近法を吟味すること
を通して残像の特性を理解するように努めることがあげられる。

に強く規定されることである。すなわち原刺激を凝視している期
間中，観察者にとってそれはほとんど気ずかれず，したがって注
意をひかなかったような刺激面の性質たとえば極めて些少な明る
さや濃淡などの差異が，その後に生ずる残像の見えの上に，その

まま忠実に反映されるのである。にのような傾向は，とくに投
影面を暗くした場合には強く現われる。）いい換えれば，主体側

2．色

からすれば意識に対しなんらの変化も生じさせないような刺激側

彩

の物的変化ではあっても，残像の見えには変化として生ずるので

「大きさ」や「形」などを除外して，残像の見えの特徴をいい

ある（Braddock，

C．

C

4）1924，

Haak，

T

3）1929）。

現わすために，単に「陽性」あるいは「陰性」という術語によっ

この事実は，写真には，われわれの見えとは関係なしに，被写

てそれを簡単におこなう場合がすくなくないことを初めに指摘し

体の客観的明るさがそのまま忠実に写し出されていることに類似

ておこう。

している。見えが写真によるのと同機能を持つようになることは

残像は，多くの場合着色されている。しかし，条件の設定のし

見えが刺激の特性に密着していることなのであるから，われわれ

かたによっては，後述するように無色系統の残像も見られないこ

の認知的水準の構想に則して考えれば，色彩は，水準上の最も低

とはないのである。このようなことがあるとはいえ，残像がわれ

い段階に位置づけられると考えられなければならないことにな

われに可視的になるのは，有色であることによると考えて差支え

る。

ないであろう。この意味において，色彩を有することが，残像の
残像における色の現われかたに関するKatz，

残像の色彩が，このように低位置にあると考えられるものであ
る以上，Sv−0・的接近により，刺激の変化に対応する色彩のあり

見えにとっては最も特徴的なことなのである。
D，1）（1930）の所

かたが確かめられなければならない筈である。

はなくなり，残像までの距離感ははっきりせず，したがって平面

残像の色彩が，原刺激自体の色彩によって規定を受けること
は，いうまでもない。さらに，無色の刺激によっても，それに光

色（Fl註chenfarben）の特・色を示す。他方，明るい衝立・背景にそ

があたえられるなら残像が見られるようになることも容易に想像

れを投影する場合には，透明面色（durchsichtige

できる。

説によれば，それは，閉眼時

（あるいは暗所）において硬い感じ

Flachenfarben）

のようになるとしている。つまり，ふつうの場合残像の見えには，

しかしながら，光のないものが原刺激となる場合でも残像が認

色めがねを掛けて，外界の対象に眼を向けるのと同じような効果

められるようになることが報告されている（Creed，

があるというこ．とになる。なお，残像色彩の現われかたについて

すなわち，白色の背景の上に黒い穴をつくり，その黒い部分を被

Weil，

観察することができるとしている。この光沢は，残像の初期に現

験者に2秒ないし3秒凝視させたところによれば，白色の残像を
見いだすことができたのである。このような揚合，黒というのは

われるものであり，像が消減に近くなると消減するものであるか

感覚の欠如であるとも考えられているのであるから，本来その凝

H

2）（1929）は，それが光り輝いて見える光沢（Glanz）を

R．5）！931）。
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視を機縁とする残像は見られない筈なのである。にもかかわら

Liberales

No，6，1969

ず，このように，残像が生起するのは，照明の欠如が直接網膜を

的作用と残像色彩との関係が詳細に論じられている。このよう
に，色彩が中枢に関係があるのか，末梢かは，現在のところ，確

刺激するためか，あるいは照明を受ける部分（白色の背景）と受

実に証明されているとはいえないようである。いずれにせよ，こ

けない部分（黒い穴）との相互的関係によるかのいずれかであろ

の問題は，色覚説と関係があり，色覚の生理的機制の解明がなお

うと説明されている。ところで，両方の部分の問に相互的関係の

不充分な丁目，われわれ心理学徒がこれを考えて．も所詮想像の域

あることは，すでにGoethe以来指摘されている。さらに，

を脱することはできないといえよう。

Rubin，

は，非常に密接なのだから，後者の説明のしかたがより妥当なの

さらに，以上の問題に接近するためには，生理学的ないし解剖
学的技法が必要とされるわけであり，われわれのいう刺激志向型

ではないかと老えられよう。

（Sv−0。的）接近には限界があることになる。

E，やGestalt心理学の示しているように図形一素地関係

なお，その後，残像の輝度（明るき）が，図形と素地との相対
的関係によって強く規定されるということは，Solomon，
Werner，

P，と

H，6）（！952）によっても実証されている。

以上が原刺激側の条件と色彩との関係についての主要な研究で
ある。次に，刺激的作用を持つと考えられる投影面のありかたと
色彩の関係がとりあげられなければならないことになる。
先ず，Ebbecke，

U，7）（！928）によって，投影面側における事情

これまでの叙述によって，残像の色彩が持っている低次の認知
としての特性は，ほぼ明らかにすることができたと考えられる。

したがってジ次に述べなければならないのは，色彩と主体的要因
との関係である。

残像色彩の主体的要因の研究として最初にあげられるのは，
Karwoski，

M，＊の報告（1938）である。それによれば，正常人で

は当然はっきりした残像が見られるような条件においても，特定

が，陽性残像および陰性残像に対して，それぞれ異なった影響を

の個人においては，それが生じなかったり，弱かったり，あるい

およぼすということが報告されている。原刺激条件を変えること

は部分的にしか現われない場合がある。こういつた見えの異常

によって，陽性残像または陰性残像が形成されるのであるが，そ

は，大脳の視覚中枢部位に病変がある場合の徴候であるとされ

れぞれの残像を種々の明るさを持った投影面上に投影するとき，

る。すなわち，初期の病的段階では，灰色の斑点が補色残像の内

陰性残像の明るさは，投影面の明るさによって影響を受けやす

部に認められる。さらに病気が進行すると，周辺部に補色の線の

い。しかし，陽性残像は，それによって影響を受けにくいとされ

ついた無色残像が認められるようになるということである。

る。

ここでとりあげられているのは，大脳の病態生理学的事実に基

投影面が暗黒の場合には，一般に陽性残像が出現する。さら

づく個人差の問題であり，S。一〇v的接近によって明らかになるも

に，投影面の状況に応じて，色彩は，変化するのであるが，これ

のでもあるから，初めに主体的要因の研究例としてあげられるべ

らのことは，Franlin

きものであろう。大脳皮質の異常を残像色彩の見えによって検出

かし，Bujas，

experimentからも説明できるであろう。し

R，8）（1932）は，有色の投影面の場合について，次の

ような説明をおこなっている。

すなわち，持続視によって眼が刺激に順応すると，その後われ
われは「順応していたものだけ」を見るこ．とになる。したがっ

することが可能であるならば，主体的要因の問題にこのようなし
かたによって接近することができることになるわけである。

さて，Jaensch一派によれば，残像は，表象に対立する反対側
の極をなすものとされ，2つの現象の中間には，直観像が位置す

て，順応した刺激と同性質のものは見ることができないと算えら

るとされる。この直観像は，児童期においてかなり多く見いださ

れる。そのため，たとえば眼が赤色刺激に順応した後に，オレン

れる現象なのであるが，とくにその色彩は，ふつうの残像とは異

ジ色の投影面を見ると，オレンジ色を合成している赤と黄のう

なり，刺激対象と同色であることが多いのが特異点の一つとされ

ち，赤は見られなくなり，黄色残像が認められるようになる。ま

ている。さらに，直観像素質者を発見するためには，色紙を原刺

た，眼が黄色に順応したときには，赤い残像が見られるようにな

激とした残像の色彩が同色になることを指標の1つとしている。

る。また，原刺激を赤とし，投影面を灰色とするとき，赤色の感

しかるに，Fその後Jaensch達が直観像であるとしていたもの

覚は生じないで，灰色を合成している残りの要素（一緑＋青）が

は，実は陽性（同色）残像なのではないかという意見が見られる

見られる。これが陰性残像だと説明される。

ようになった（Marsh，

ここで，着色残像が生ずることを生理学的にどのように説明し

J，

E．とAbhott，

H，

D，14）1945）。それに

よれば，児童期の知覚は年令発達とともに減退するものであり，
そうした傾向は視覚においても例外ではない。網膜の感受性も，

Franklin，

たらよいかが問題となるであろう。このことについて，Ladd−
C．9）（1926）は，． ̲経は，刺激を受けると可視性の物質

年令とともに変化するものであるから，成人には見られない同色

を放出し，可視性物質がわれわれに輝いて見えるようになり，こ

残像が，児童に多く出現するのも決して不思議なことではないと

れが残像となって現われるようになるとしている。（なお，残像

考えられる。さらに，同色残像は，一般に持続時間の長いのがそ

にとって刺激となりうるのは，視覚刺激があり，機械的ないし電

の特徴であり，直観像の持続時間の長いこととも一致している。

気的作用によって，残像は生じないことが指摘されている。）

その後Ladd−Franklinの述べたような物質が存在するか否か
をEllis，

F，

W．10）（1928）は調べたが，認めるこ．とはできなかっ

したがって，同色残像が多く出現するということが，児童期に直
観像の多いことと誤って考えられることになる，と解釈すること

ができるとされている。なお，MarshとAbbottによれば，単に
残像だけではなく，他の知覚現象においても，児童の見えと成人

たということである。

本川弘一先生11）は，色彩の主因は中枢の過程に求めるのがよい
としている。この根拠とされているのは，陽性と陰性の変化に対

の見えとは反対になっていることがあるのだから，こうした解釈
が誤っているとはいえないとしている。

応して脳波パターンの変化が生ずるということである。しかしな
がら，最近Brindley，

G，

S．12）（！962）によって，網膜細胞の化学

＊

（13）による○
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以上のような解釈が正しいとすれば，この場合の直観像の問題
は，児童と成人の残像の色彩の見えの相違についての問題とな
る。いい換えれば，残像の色彩というものは，児童と成人に対し

れることを見いだしている。しかし，成瀬悟策氏がこれとほぼ同
じ実験をおこなっているが，はっきりそれを認めるまでには至っ
ていないようである50）。

て，それぞれ異なった観われかたを示すのだということになる。

上の問題の究明は，現在のところまだ進行中であり，今後それ

したがって，こうしたことは，発達に関することであり，方法的

をめぐってさらに新しい知見がえられるであろうと老えられるの

にはS、一〇v的接近によって明らかにしうる，とされるであろう。

で，ここではこれ以上くわしく触れないでおくことにしたい。

また，Jaenschおよび彼以降の多くの研究者達の用いた直観像

いずれにせよ，このような操作の対象となるものが主体的要因

検出のための実験手続きにおいては，刺激図形を予め被験者に呈

であることは，間違いな1，・。もし，被験者が予め持っている知識

（筈である）」といった旨の教

（色彩ないし残像についての予備知識）の有無が，色彩の現われ

示がなされているのである。こういつたときの教示は，教示とい

かたの規定要因と老えられるならば，これを明らかにするために

示し，「この図と同じように見える

うよりはむしろ暗示に近いような意味を持っているのではなかろ

は，知識を持っている被験者（たとえば心理専攻学生）と持って

うか。つまり，Jaenschがいうように直観像が児童期に多く見ら
れるのは，児童期には，一般に被暗示性が高く，したがって残像

いない被験者について個体間0変数操作をおこなうことが必要と
なるであろう。また，催眠の程度が問題であるならば，個体内0

の色彩が上記の教示つまり暗示の影響を受けて，原刺激と同じも

変数によって解明される筈である。いずれもSc−Ov的接近によ

のとして報告されるという事実に基ずいている，と老えることも

るものである。

できるのではなかろうか。

一般に，．色彩の見えが，暗示によって変化するものであること
は，認められているところである。すなわち，Errickson，

M，

3．色彩の時間的変化

H．

（1939）は，6名の被験者（6名とも色盲がいかなるものか知って

色彩の時間的変化がアリストテレス以来の伝統的な課題となっ

いる正常者）に対し，自分が全色盲あるいは部分色盲であるとい

ていることは，すでに述べた通りである。

う暗示を催眠技法によってあたえ，その結果を石原式色盲検査法
によって検査している。それによれば，被験者達の色彩の見えに

この現象そのものが，Harmarker， DittleおよびEise㎜eierの
調べている残像の時間的推移（図1・3・！参照）と関係があるこ

は，本当の色盲者と同じような影響が見いだされた。Errickson
は，これを基にして，色彩感覚の成立に対しては，大脳皮質の過

とは，明らかである。最近，この時間的推移に関してTrezona，
P，W．（1960）は，とくに自色光によって単眼を刺激した場合，反

程や活動が重要な役割を持つのだと考えている。

応には次のような効果が生ずることを見いだしている。

ところで，残像の色彩の見えに対し，暗示の効果がおよぶか否
かを確かめるためには，被験者に特定の色彩を呈示し，これを暗

①最初に生ずるのは，光の残効（1ight

示によって別の色であることにする。そして，この暗示によって
生じた色を原刺激とした肉合に，然るべき色を持った残像が見ら
れるか否かが問題になるであろう。

after−effect）であり，

その形，大きさともに原刺激に一致する。ただし，これは，
投影面より明るいという。
②

その次に現われるのは，一色（after−color）と呼ばれるも

M，＊（！939）の研究においては，暗示色を原刺激と

のであって，これは中心部（凝視点）に近いところに現われ
る。その色は，種々に変化していくとされている。

する残像色は，認めることはで．きず，原刺激の客観的な色に対す

③残色の変化のしかたは，先ず残青色（after−bluness）すな

Dorcus，

R，

る反応としての色しか認めることはできなかった。これに対して，

わち青色残像の断続または連続が最初に見られる。この残像

Errickson，

は，桿体視（rod−vision）に関係があると考えられている。

M，

H，とErrickson，

E，

M，ユ7）は，この種の研究にお

いては，暗示のあたえかたや程度が問題なのだとしている。つま

④その後，残黒色（after−blackness）が見られるようになる

り，割合浅い暗示があたえられる場合の残像色は，原刺激の客観

が，これは抑制過程だと考えられる。これは，①とほとんど

的色彩に対する反応として生ずることは当然だと見られる。そこ

同じような特性を持っているが，明るさは，それに劣るとさ

．で，彼らは，予め被験者をかなり深い催眠状態に誘導して実験を

れている。

おこなったところ，残像は，暗示色に対する反応としての色彩
（この場合は反対色）を示した。この結果から，彼らは，暗示色
は，上のような条件下では，原刺激と同じような性格を持つと考
えている。

しかしながら，Hibler，

E

W，18）（1940）は，被験者が残像や色

Trezonaによれば，現われる色は，要するに視細胞の活動およ
びその抑制過程によるのである。上の観察は，投影場を真暗にし
ておこなわれたものである。ところで一般に，色彩変化が出現し
やすい条件つまりそれを観察者が把握しやすい条件として，残像
を暗所に投影して眺めることがあげられている（R6bertson，

覚について有している知識あるいは態度のありかたが，むしろ残

V．M．＆Fry，

像の色彩の見えの規定要因となっているのだとしている。その
後，ErricksonとHiblerによるこの残像色彩の問題は，論争を

しても，投影面のありかたが，規定要因となっていることが理解

G．

A．20）（1937）。したがって，この種の現象に対

きれる。

呼ぶことになうた。
なお，Barber，

T。

X．49）（1959）は，催眠中に幻覚色（hallucinated

color）および覚醒中に想像色

（imagined

color）が生ずることを

見いだし，さらに進んで，それらを原刺激とした残像色が認φら

さて，初めに，原刺激の客観的性質と色彩の変化との関係につ
いて述べることにしよう。

これまでに明らかにされた事実には，明るい光刺激による揚合
の方が，暗い光刺激の場合よりも色彩変化は多彩である（Berry，

＊

（i6）によるQ

W，21）1927）。また，とくに白色光刺激を（暗順応の状態におい
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て）凝視したときに生ずる色彩変化は，すべての色にわたってい
る（Bayer，

300

L．22）1932）といったことがある。これらはいずれも，

原刺激の色彩と残像の色彩変化との関係について述べられたもの
である。

250

他方，刺激時間とそれとの関係については，刺激時間を長くす
ると，色彩変化の量（変化する色相）および現われる色相そのも

o鼠

のにも変化が生ずる。すなわち，原刺激に対する順応が長くなる

の

と，黄および赤の残像は減少し，黒色を含んだものが増加すると
されている（Shuey，

A

M，23）1926）。

H．，

Jr，とBous丘eld，

W，

A．24）1934）。また，

（暗所において）原刺激条件が一定ならば，色彩変化も一定であ
るが，刺激強度の増大ならびに刺激時間の増大にともなって，現

われる色彩の各相がわれわれに認められている時間は，長くな
り，初期の残像により多くの色が見られるということである
（Robertson，

V．M．＆Fry，

G，

o
O

200

）
乙

さらに，原刺激の強度によっても色彩の出現する順序が規定さ
れるという（Berry，

弓

o

岸

○

150

＜
曽

P

Q

0

圏100

。

語

00

く．

50

A．2D）1937）。

X×xX

以上の諸研究から，色彩変化の現象が刺激時間と刺激の強度と

XXメ

の両方からどのような規定を受けるかは，ほぼ明らかになった
が，このことをより数量的に明確化したのは，Berry， W．と
Imus，

O
X

學

・O

1

O
X
X×

2

3

1LOG

H．25）（1935）である。彼らの実験においては，観察者が色

×

×x

4

5

6

I．TPRODUCT

図4・3・2

彩の質を内省し報告することは困難であるとし，弁別しうる色彩
の相の回数と持続時間だけを測度とすることにした。すなわち，

は，速やかにおこなわれるようになるのだが，このように速やか

先ず刺激時間を一定にし，刺激の強度を変化させる。次いで，刺
激強度を一定にして刺激時間だけを変化させる。これら2つの実

になった場合の変化のありかたは，2つの色彩の問を往復するこ

験における共通の因子は，強度（1）×刺激時間（T）となる。その

性に転化するのが認められるとされている（Robertson＆Fry

結果は図4・3・1および図4・3・2示す通りである。

1937）。

とが多いという特色を有する（Berry，1927）。また，最後には陰

T．の算術的変化に対して，見られる相の

色彩の時間的変化についての生理学的説明としては，まず光刺

回数の変化は，幾何的に変化することが分る。つまり，両者の間

激によって網膜に生ずる化学的変化に対応してそれが認められる

2つの図から，Iog

l．

には指数関数的な関係が認められるわけである。なお，残像の持

ようになるという説（Barry＆Bous丘eld

続時間についても，相の回数の場合と同じような変化が見いださ

は，原刺激除去後に生ずる残留刺激作用の衰退および原刺激凝視

1934）がある。あるい

による疲労によって生ずる2種類の残像，つまり興奮によって生

れた。

これらの諸研究が，Sv−0，的接近によるものであることは明ら
かである。

原刺激を除去してから時間が経過するにしたがい，色彩の変化

ずる残像（一般に完全暗室において見られる）と疲労によって生
ずる残像（明るい場において見られる）とが交互に蜆われるとす
る説も見られる。

しかしながら，本川弘一先生が述べておられるところによれ
ば，相反的な機構を持つのは，神経系の特色であって，神経系が
関与しない末梢の過程たとえば網膜の化学的過程には，そのよう

50

なことは，あまり見られない。さらに，暗所で見られる残像と明
所で見られる残像との交替が，色彩変化の原因となっていると考

40

えるわけにはいかないであろう。なぜならば，暗所においても，

o

塗

O

寝

ξ〔30
『
王

×

明所においても，程度の相違はあるにしても，色彩の時間的変化
は生じているからである。このように，いずれの説も，色彩が時

×

間的に多彩に推移することを説明するには不充分であるといわざ

○

冠20

o

歪

るをえない。さらに，どの色がどのような生理的過程に結びつく

O

かということの説明にいたっては，現段階ではおそらく至難なこ

○○

とといわなければならない。

雪

OO

く10

×××

なお，閃光を原刺激とする場合に現われる図1・．3・！のような

騨・鶉Ox××

変化過程に対応するネコの大脳皮質ニューロンの電気的活動の状
態が，Iung，

×××

1

2

LOG

3

L

T．

図4・3・1

4

PRoDuCT

5

6

R，26）（1961）によって明らかにきれている

（図

4・3・3およびその説明＊参照）。このことから，色彩変化が中枢に

関係のあることは充分想像できる。しかしながら，ネコの大脳皮
＊本川弘一

「大脳生理学」による。
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図4・3・3残像に対する皮質ニューロンの活動
上図はヒトの明るさの感覚の時間的変化を示し， 下図はネコの皮質ニューロンの活動を示す。Aは

Bはon一型・Dはoff一型， Eはon−off型であり，これらの活動の総和によっ
て明るさの消長が説明される。ことにBは明・Dは暗の代表とみられる（本川）。

光に応じないもの，

質の電気的ポテンシャルの変化か，人間の比較的初期の色彩の時

相の数などには，顕著な個人差が認められる。このように個入差

聞的変化にうまく対応するからといっても，人間の皮質活動が全
面的に色彩変化と結びつく，と断定するわけにはいかないのでは

個人内においても変化があるということは，一面からすれば，被

なかろうか。もし，人間の皮質活動が色彩変化に対応するとして

が顕著だということ，およびFranzが指摘しているように同一

も，次のような疑問が生ずる。すなわち，皮質というのは，末梢

験者自体が色彩変化を明確に把えられないことであるといえる。
いい換えれば，色彩の変化は， とくに原刺激除去後時間的経過に

からのインパルスが投射きれるものであり，したがって皮質の電

ともなって生ずるものであるため，主体的要因が強く作用してい

気的変化は，実は末梢の変化の反映でもありうるのではないか，

るということと関連があると解釈してよい。

ということである。してみると，色彩変化を生じさせているもの

実際に現われ且つ経過していく色を報告し，さらにそれらを記

が，網膜から脳にいたる神経経路のなかにある，といえそうでも

述することには，著者自身の経験に徴しても，極めて強い困難が

ある。したがって，われわれは，Corso，

ように，現在のところ，この現象を生理学的に説明することはで

ある。すなわち，見えている色を内省し報告しつつある問に，そ
れは，変化しているのであるから，すでに複数回数の変化が生じ

きない，というのが真相だと考えてよかろう。

ていることになる。したがって，揚合によっては報告洩れが生ず

J．

F，27）（1967）が述べる

以上が，色彩の時間的変化に対する刺激志向型接近による研究
の展望である。さらに，われわれは，この現象が主体的要因の関
数として把えられることを明らかにしょうとするのだが，このこ

ることになる。

実際に観察をおこなってみると，なんとも命名し難い色彩が見
られる。たとえば，緑という言葉を用いてある瞬問の残像を表現

とは，第2章で述べたFranzおよびWashburnの研究によって

したとしよう。その後のある瞬間に，これと類似した残像が再び

も，すでに明らかである。

見られることがある。これを同じ緑という言葉で表現しようと思
いながら「ミ・ドー『…」と発音しつつ，よく見ると，先程の緑
とは違って幾分青味がかっていることに気づく。しかし，これ位

その後，現在にいたるまでにこのことを指摘しているのは，
Berry（1927）である。彼によれば，実際に現われる色彩の見え，
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の変異は大目に見て，折角いい出したのであるから，今さら引き

さて，潜伏時間の長さについての測定は，19世紀からおこなわ

さがることもできないので「・一・り」と発音する。その治しばら

れていた．ようではあるが，これが比較的精密になされるようにな

く経つと，先程の緑と似てはいるが，ややピンクないし黄に近い

ったのは，Juhaz，

ような感じの残像が見られる。この残像は，ピンクないし黄に近

うである。

いとはいっても2度目の緑が青味がかっているのとほぼ同程度

Juhazは，投影面の上の明るさが，とくに陰性残像における潜
伏時間の長さに対して規定要因としての作用を持っていることを

（あるいはその程度より少くな目）の変異と判断されるところが
ら購心なく「ミドリ」と報告してしまうことになる。しかしなが
ら，内心には最初に緑と命名したものとたったいま緑を報告した
ものとでは随分違っている。これは困ったことになった，どうし

A（1920）の研究以降になってからのことのよ

見いだしているという＊。
次いで，Creed，

R．とGranit，

R，29）（1928）は，白色の円形の

原刺激による陰性残像の潜伏時間は，凝視点のところで最も長

たらよいだろうか，という混乱が生ずる。このような混乱が！度

く，その点から遠ぎかるにともない短かくなるという結果をえて

生ずれば，勢いその他の色についての判断のしかたにも影響が生

いる。ただし，周辺部にいくにしたがって，潜伏時間は，連続的

ずるものである。

なスロープ状に短かくなるのではなく，中心からすこしはなれた

以上のような困難性は，観察を数回繰り返しても必ず生ずるよ
うである。このことを実験者の立揚に立っていえば，えられた結

ところに，

1度ピークがあることを見いだしている。（その状況

は，図4・4・1に示されている。）

果には信頼性（reliability）が低いということになる。また，観察
者の立揚からいえば，face

validityがないということになろう。

Seocnds

したがって，これを測度とする実験は，極めて困難であることに

12

なる。

11

このような困難性は，観察時に生ずる困難性である。換言すれ

10

ば，刺激としての残像の性質に起因する観察中の主体的要因の作

9

用の多様性と無方向性による，ということもできるであろう。し

8

たがって，この困難性を解決し，接近の歩を進めるためには，

7

ScまたはSv＊一〇的な操作によらざるをえないと考えられる。た

6

とえば，すでにWashburnがおこなっているように，予め被験

5

者に対して変化色彩を把握し報告する方法を訓練するというのが

猿層

その1例となるであろう。つまり，残像に直面した場合の主体的
要因の乱発を操作的に利用すること，あるいはこれを押さえ，一

3

遼
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、
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2

定方向に向ける方策が考案きれなければならないのである。この
ような操作が，色彩変化にかかわる主体的要因の解明に結びつく

1

ことにもなるわけである。

疋1

24681〔〕1214161820
cms from fixation point

＊（ScまたはSv）．とした理由は，原刺激あるいは投影面の構造

卜

（，12345678

になんらかの操作を加えることによって，主体側要因の作用に働

degreeS

きかけうる可能性のあることを考慮：したためである。

ViSUal

angle

図4・4・1

4・潜伏

時間
以上のピーク現象は，Granitら30）（1930）によれば，この近辺

著者自身が，学部在学中におこなった残像に関する基礎実験に

から網膜上における錐体細胞と桿体細胞の分布が交替するために

おける刺激条件は，灰色のラシャ紙の上に，黄か赤の正方形の色

生ずると考えられる。すなわち，周辺部において，潜伏時間が短

紙（5．Ocm×5．Ocm）を原刺激としておき，これを20秒ないし30

かくなるのは，右体の機制が錐体の機制を抑制するように働くた

秒間凝視し続け，次いで原刺激を取去ることであった。したがっ

めであるというのである。

て，最初に原刺激をのせた灰色のラシャ紙が，投影面となってい

さらに，Granitらの研究によって刺激強度が強くなると潜伏時

るわけである。なお，この場合，観察者は，心理学専攻の学生で

間の存在がはっきりと認められるようになることも見いだされて

あり，視覚実験にも習熟しており，

さらに上記の条件は残像が出

現しやすいように設定されているのを見逃すことはできない。

上のような条件によって観察をおこなって，えられる大部分の

いる。これは，原刺激を除去した直後に，陽性の残効（inlmediate
positive

after一如ect

excitation）が現われて，残像が可視的にな

るのをしばらくの間抑えるためであるともされている。

被験者の内省報告では，原刺激凝視期間中にすでに残像の発達が

さらに，暗順応であるか明順応であるかは，潜伏時間の長さな

認められている。したがって，このような条件において，潜伏時

らびに上述のピーク現象の大きさと視野中の位置に対しては，な

間の存在が問題になることはない。

んらの影響をおよぼしてはいない，ということが明らかにきれて

しかしながら，投影面の上に，たとえば縞模様を施したり，明
るさを変化させたり，あるいは原刺激の色彩や強度を変化させる

いる。

上に述べたCreedとGranitらのおこなったいずれの実験にお

といった条件を設定すると，潜伏時間の生ずるようになることが
観察されるであろう。

＊

（28）による。
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いても，被験者に対して原刺激を呈示するときの「原刺激の周囲

観察熟練者（著者自身）と非熟練者

の視覚的場」および原刺激除去後の「投影面」の明るさは，同じ

い大学生）各1名に5回観察測定を繰返したときの結果である。

であり且つ一定であるとされている。他方，変化きせられたの
は，原刺激呈示の位置あるいはその強度であった。

（残像について予備知識のな

この数量的結果からも，残像に対する知識の有無が，残像を発
見するまでの時間の長さに関係のあることが分る。

したがって，次には原刺激の強度を一定に保ち，原刺激凝視中

上記の結果から被験者としてだれを用いるかという選択に問題

の原刺激の周囲の視覚的場と投影面の明るさを変化させた場合の

があると考えられる。ところで，最近この結果を裏書きするよ

潜伏時間の測定がおこなわれなければならない。この実験は，

うな実験的研究が報告されている。すなわち，Reinhold，

Levine，

（1957）は，残像の観察に慣れていない高校生を被験者とし，残像

J，とGraham，

C，

H，31）（1937）によって実施されている。

彼らの実験においては，原刺激凝視中の原刺激の周囲の場と投影

D，B，22）

観察を繰返しておこなったところ，潜伏時間に練習効果のあるこ

面の明るさは，常に同じように（同期的に）変化させられてい

とを見いだしている。その結果によれば，測定を繰返すにしたが

る。つまり，原刺激が明るい（暗い）面上に呈示させられた場合

って，潜伏時間は，短かくなっていくのである。

に生起する残像は，同程度に明るい（暗い）面の上に投影され

さて，以上のように，観察者が残像の出現を機縁とする投影面

時間は短かくなる。

上の変化に気がつくか否かが，問題だときれるならば，残像が消
滅するまでの間に隼じている像の明滅・交替現象の認知に対して

この結果に対し，LevineとGrahamは，そのようになるのは，
隣接する領域の光の効果が，一定強度の原刺激の興奮作用を抑制

であろう。こうした考えを実証する研究が報告されている33）

る。その結果によると，両方の面の明るさが増大するとき，潜伏

するようになるためであるという解釈をあたえている。

上の解釈について，われわれはとくに異議を持たない。しかし

も，上記したものと類似の主体的要因の作用があると考えられる
（Blengelman，

J，

C。1956）。

Blengelmanによれば，残像の強度が弱い場合には，原刺激除

ながら，前章において述べたように，残像においては，投影面も

去後長い時間を経過しなくとも，また：残像強度が強い揚合には，

操作的には重要な意味を有するものなのであるから，彼らの実験

残像の推移をしばらくそのまま観察し続けていると，陰性残像と

条件は，①原刺激強度ならびに投影面の明るさを一定に維持し，
原刺激呈示面の明るさを変化させる揚合と，②さらに原刺激強度

陽性残像の交替現象が見られるようになる。こうような状態に達
すると，一方の残像から他：方の残像へ転化する間に，一種の潜伏

ならびに原刺激呈示面を一定に保ちながら，投影面の明るさを変

時間が認められる。つまり，「潜伏期」（latent

化させる揚馬の潜伏時間を測定をおこなうようにした方がよいの

見られることになる。ところで，彼の実験においては，刺激条
件を一定にして，この潜伏期の長さを，正常者，神経症患者およ

ではないかと考えられる。なぜならば，こういつた2つの条件を

phase）が多数回

設けない限り，原刺激を凝視している序すなわち残像が発達して

び精神病患者について比較したところ，神経症患者において最も

いる間に，潜伏時間のありかたを規定するように原刺激呈示面の

長く，正常者において最も短かかったということである。この揚

明るさが作用するのであるか，あるいは原刺激を除去した後に，

合，各被験者群におけるどのような要因が，潜伏期の長さに規定

潜伏時間の長さを規定するように投影面の明るさが効果をおよぼ

的に作用するかは，問題であるが，それぞれの群の被験者の性格

すのであるかを，区別して検出することができないことになるか

のありかたが，残像の見えの検出に遅速を生じさせると考えるの

らである。

カ§最もよし、o

以上のように，原刺激および投影面の性質と関連して考えられ

5・持

続

時

間

る潜伏時間のありかたが，われわれのいう低次の認知水準にある
ものであることはいうまでもない。ところで，われわれは，さら

持続時間の長きが，刺激側の客観的条件によって規定されるこ

に高次の水準に位置づけられる現象としての潜伏時間を考察しな

とは，20世紀までの研究によって，すでにかなりの度まで明らか

になっている。たとえば，刺激時間ならびに原刺激強度と持続時

ければならないことになろう。

きて，われわれには，原刺激除去後，投影面の上にかすかな変

間との間に，特定の相関関係が見いだされることは，最近まで繰

化が生じた場合，これに気がつくこともあり，気がつかないで見
逃してしまうこともあることが充分考えられる。また仮に，−気が

返して報告がなされて来ていることである。

ついたとしても，被験者

ていこう。先ず，それについては，Busse，

が残像について貧弱な知識しか持たない

揚合には，残像が出現したために生じた変化であるとは判断され
ないこともあろう。

下の表は，投影面を灰色にし，原刺激を黄色（直径5．Ocmの円）

の色紙

刺激時間を10．0秒，観察距離を160．Ocmにした場合，

被験劃平糖融融
者

0・72秒

非訟練者

3．41秒

熟

練

われわれは，初めに，刺激時間と持続時間との関係について見
P．34）（1920）が，

Jaenschの指導によっておこなった研究が注目に価する。 Busseの
実験は，残像と直観像および表象の重：さを検出するためになされ

たのであるが，その実験では，一定の構造（縞模様）を有する投
影面に，それぞれの像を投影した場合の持続時間が測度とされ
る。その結果によれば，残像，直観像，表象像の順に重く（持続
時間が長く）なる。

しかし，Busseが表象，直観像および残像と判定を下す規準は，

一定の原刺激を被験者がどれだけ長く凝視したかということなの
である。つまり，原刺激を最も短かい時間

（5．0秒）凝視した後

に認められる像が表象であり，最も長時間

（20．0秒ないし30．0

秒間）凝視の揚合に残像が見られる。また，直観像を生ぜしめる
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Artes

ための凝視時間はそれらの中間とされている。このように凝視時

Liberales

No，6，1969

これまでに述べたSv−0、的接近によってえら．れた生理的機制

間を変化させることによって，それぞれ種類の異なった像が生起

は，（図4・5・2から明らかなように）網膜における錐体および

するという保証はどのようにしても，ありえないことは明らかで

桿体両細胞の働きが関与しているということである。

ある。したがって，Busseの研究は，刺激時間の変化に対応して，
「残像」の持続時間が変化することを示しているとだけ解釈すべ

との関係と類似していること，さらに図形残効が中枢的な出来事

きである。

残像の持続時間と刺激時間との関係が，図形残効量と刺激時間
とされていることから，この揚合の持続時間にも中枢の機制の支

渋谷憲一氏50）（1952，昭27）は，凝視時間と持続時間との間に

配がおよんでいると考えることが可能である6一方，図4・5・1の

対数関数的な関係があり，この関係が図形残効における凝視時間
と残効量との関係に似ていることを見いだしている。なお，前章

ような結果も見られるのであるから，持続時間について，それが
網膜と中枢の両方の機制によって規定きれているということがで

に名をあげたBerryのおこなった実験結果にも，同様の傾向を

きるであろう。

認めることができる。

他方，刺激の強度と持続時間との間の関係については，前者の
増大にともなって後者にも増大の傾向が認められている。このよ
うな場合の持続時間の増大のしかたについては，最近Alpern，
＆Barr，

M．

L．36）（1962）によって，さらにくわしい実験的研究がお

こなわれている。図4・5・1は，その結果を示している。

曾
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さらに，すでに触れたように，Jaensch達によれば，子どもの
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ことについては，先ずその長きに個人差の大きいことが指摘され
ている（Berry

また，持続時間は，正常者において最も長く，次いで神経症患
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いる。
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投影残像の大きさを測定しようとする場合には，従来，残像を
投影面上に投影させ，その面において測定をおこなう方法が，一

その図に見られる曲線の意味については，第2編において繰返

般に用いられて来ている。．われわれが，学部在学中基礎実験にお

して詳細に述べるので，ここではその曲線の型が要するに網膜に

いておこなったのもこのようなしかたによるものである。すなわ

おける錐体と桿体との機能のしかたの差に基づいているとだけい

ち，正方形の色紙を原刺激として用い，えられた正方形の残像の

っておくことにしよう。

1辺の長さを求めるのがそれである。

この際，投影面の上で，被験者または実験者が物指をあてて，

一般に，陰性残像に比較して陽性残像の方が，より長い持続時
間を有すると考えられている。ところで，陽性残像の方が投影面
の明るさによって影響を受けることが少なく，陰性残像は，より

その1辺の長さを読み取るのがふつうの方法である。このような
測定をさらに正確にしょうとするならば，図4・6・1に示すよう

多く投影面によって影響を受ける。また，両残像の成立が投影面

に，投影面にも凝視点を設け，2本の可動線AおよびBを移動

の性質（とくに明るき）によって規定されることも認められてい

し，残像の両辺に一致させ，AとBの問の距離を測定するのがよ

る。したがって，これらの事実からして投影面と持続時間との間

い。

に関連のあることが充分考えられよう。

以上の投影面と持続時間との関係については，現在のところ著
者の眼に触れた研究例はない。しかし，投影面の事情が持続時間
の規定要因であることは間違いないといえる。たとえば，特定の

！一…

明るさを有する投影面に投影された残像が，持続時間を経過した
後に消失したとき，その投影面の明るさを減少させるか真暗にす
ると，再び残像が見られるようになるといった例から，投影面が

A

B

暗くなる程持続時間は長くなるということは確実だといえるので
ある。

図4・6・1

41

鬼沢：残像に関する研究（1）

ところで，AおよびBの2つの線に対し，それらを単純な直線
形状なものではなく，種々の形のものにした場合，それらの形に
応じて測定された残像の大きさの値にも変化が見られることが，
Ko妊ka，

K，の指導を受けておこなったNo11，

A，38）（1926）の実験

では明らかにされている。

上の測定に用いられるAとBがいかなる形態を持つにせよ，

れる。次に，その大きさを確認しながら，（凝視点を動かさず1
点に固定したまま），投影面（壁）の方に向って歩き始める。こ
のようにして，壁に接近していくにつれて，残像の見えは大きさ
を縮少していくのが明瞭に観察される。さらに，壁に極度に接近

それらは，投影面の上に設けられたものであることを考えれば，

し，眼を壁に密着させる程にしてみると，残像は，ほとんど認め

一般の知覚実験における比較刺激と同じような役割を持つものだ

ることができなくなるであろう。これらのことは，すべてEmmert
の法則にしたがっているのである。ところで，このように残像が
見えなくなったのを見とどけてから，眼を閉じてみると，大きさ

と見ることができるであろう。したがって，それらはまた投影面
の性質に帰せられるべきものであるということができる。Gestalt

心理学者であるKoHka達が強調しているのは，大きさの測定値

を持った残像が，暗い視野のなかに依然として輝やいているのが

が素地の性質に依存するということなのであるが，われわれはこ

観察される。

れを投影面の1つの性質によって，大ききの測定値が規定される
残像の大きさが，投影面のいかなる性質によって規定されるの
か，あるいは規定されないのかについては，これまでのところ，

第一に，投影面の輝度（明るさ）と残像の大きさとの間には全
F，

である。

Taylor，

F．

V．44，45）（1940，1941）が実験をおこなっている。彼は，

被験者を椅子に腰かけきせ，被験者の頭の動きと同期的に（平行

A．39）1952）6

さらに，投影面として見透し（perspective）のある図形すなわ

ち距離感ないし立体感を持たせるような図形を使用する場合，
（投影面そのものは平面であっても），見かけの距離の違いによっ
て，残像の大きさに変化が生ずる（Frank，

ような残像は，完全暗室のなかにおいて見られるものと全く同じ
さて，上のような暗室内で見られる残像の大きさについては，

さらに次のような研究例が報告されている。
く関連がない（Young，

したがって，こうした暗い視野のなかの残像の大きさが，投影
距離によって影響を受けないことは，明らかである。なお，こ．の

という意味に解釈することができるであろう。

H．40）1923，

Young41）

して）前後に動くようになっている凝視点をつけて，観察をおこ

なわせた。このような条件によっては，残像の大きさになんらの
変化も見いだされなかったという。これに対し，凝視点を固定
し，それを上のように動かさない場合には，被験者の頭を前後に

動かすと，それにともなって大きさには変化が見られた。さら

1952）。
為即

ち，先ず，われわれが原刺激後一定の距離をおいて，投影面とな
るもの，たとえば壁を凝視すると，一定の大きさの残像が認めら

に，残像を被験者の手に投影し，その手を眼のところまで移動さ

また，投影面の傾斜を種々に変化させて観察してみると，その
変化の方向や角度に応じて，残像には大きさや形に歪みの生ずる

せると，それは，小さく見えて来るということである。この事実

のが認められる。すなわち，この場合，残像は，あたかも投影面

について，Taylorは，被験者が手や腕を動かすことつまり「筋

に貼りつけられている紙のように大きさや形を変えて見られる性

肉一一触覚的要素」

質を持つのである（G6sser，

A＊1921）。

Iation）が，大きさの見えの基礎になっていると解釈している。

次に，原刺激の性質と大きさの関係についていえば，原刺激の

いい換えれば，残像の視覚的大きさが，筋肉一触覚的要素によっ

大きさの変化に即応して，残像の大きさにも変化が生ずるのは，
極めて当然なことである。

しかし，その大きさと原刺激の凝視時間との間については，全

（Kinesthetic−tactile

component

of

stimu，

て規定されているということになる。
Young， F． A，41）は」Emmertの法則が，従来，実験室内での

比較的短距離の範囲内で確かめられているに過ぎないことに着目

原刺激の輝度についても，同じように無関係であるという結果が

し，残像を数百メートルの遠距離に設けたスクリーンに投影し
て，大きさを調べている。その結果では，Emmertの法則から期

見いだされている（Young39）1952）。

待される大きさより，幾分少さめの測定値がえられている。

原刺激除去後の時間の経過にともなって，残像は，その大きさ
を減じ，形も漸次崩壊していくのであるが，これらの現象は容易

ない。これに対し，西堅甲氏は，遠距離のところに投影面を置く

に観察することができる。この状態については，故小保内虎夫教

場合，下の図4・6・2に示すように，残像は，その面上に投影

然無関係であることが確かめられている（Young42）1952）。また，

以上の結果について，Youngは，ほとんど説明を加えてはい

授らの研究43）（1961）がある。その結果によれば，残像の大きさの

時間的変化には，拡大，次いで縮少，そして拡大の3つの相が順
次に生ずるのが観察される。さらに，拡大相から縮少期への大き
恥

さの移行は，着色残像の陽性から陰性への転化に平行していわば
同期的になされるという。ただし，この研究においては，初めに

記述したような厳密な測定方法が使用されているのではなく，残
像の経過を観察している間のでき事を，被験者に内省報告させる

眼

といった方法がとられている。

位

の

残像の大きさの変化が，われわれに最も顕著に観察されるの
は，Emmertの法則に話ずく場合である。つまり，残像の大きさ

投
影

は，投影面までの距離に正比例して変化して見られるのがそれで

1向i

ある。

しかしながら，次のような事実も認めることができる。すなわ

図4・6・2
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されるのではなく，それよりも被験者に若干近い位置（破線のと
ころ）に投影されるためではないか，という解釈をおこな．ってい
る。

ここまで．のところは，主としてSv−0。的接近によってえられ
た研究結果｝とついておこなわれたものである。それらの研究のな

かで，著者がとくにとりあげたいのは，Taylorのものである。
Taylorは，暗室のなかで手の上に投影した残像の大きさが，「筋
肉．

触覚的要素」の作用によって増減するとしている。．この揚

合，手や腕の運動が筋肉田

触覚的要素であることは当然である

が，それらの運動が主体的要因と関係があることも事実であろ
う。というのは，Taylorの実験条件において，投影距離を一定
にし，手だけを運かしてみても，恐らく残像の大きさには変化は
生じないであろうから，むしろ手の位置にそいての知識が重要な
役割を果していると考えられるからである。このような意味で，
その後，完全暗室において，．被験者ないし被験者の頭の「動い
た」という印象が，残像の大きさの見えに対して規定的な働きを
Campbell，

F，

R

L．

Wallace，

J，

G．

and

W．！959）がおこなわれている。

TaylorやGregory，

Wallace＆Campbellが問題としている

のは，小保内氏の実験と同じような見えの大きさである。他方，
最初に述べたような測定法による主体的要因についての研究は，
Young48）（1948）によっておこなわれている。つまり，この研究で

は，Emmertの法則への合致度に個人差のあることが見いだされ
ているのである。

Youngは，さらに進んでそうした個人差は，投影距離をどのよ
うに変化させても，同一個人においては一定方向であるというこ
とを見いだしている。つまり，特定の投影距離において，Emmert
の法則から期待される大きさよりも大きく （少さく）判断する被

〆

icher

（visual

acuity）によるので

はないかと予想して分析をおこなったが，それを証明するこ．とは
できなかった。．

なお，著者は滞米中，Youngとともに，

SザOv的接近法によ

って，大きさにおよぼす視力の影響を調べた。この実験において
は，刺激側の照明条件を変化させることによって，個人の視力を
統制することができるので，照明条件と大ききとの関連を明らか

にしょうとしたのであるが，はっきりした結果はえられなかっ
た。これらのことから，眼の視力といった主体的要因というより
むしろ生理的と考えられる条件と残像の大きさとの間には，関係
があると考えることはできないといえるようである。

したがって，Youngの見いだしている個人差が視力などの生理
的機構に基づくものではないとすれば，その個人差の規定要因は
個人間（ないし個人内）0変数操作によって求められるべき性質
のものであろう。ところで，この想定を裏書きする研究がおこな
われている。すなわち，その後 ワシントン州立大学において，
Youngの指導により，正常者と精神分裂病患者との問に，測定さ
れた大きさの差．が見いだされたというのがそれである＊。
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