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私たち人間は，さまざまな物や出来事に取り囲まれて生きている。そして，物や出来事と

私たちの出会いは，まずは感覚器官をとおした知覚（見たり聞いたり触れたりすること）を
通じてなされる。このような知覚のあり方について，以下，関連する議論（資料Ⅰ），およ
び実験（資料Ⅱ）を順次紹介していく。これらの資料に基づき，文末の 3つの設問に答えな
さい。いずれも字数の制限を設けないので，自分で必要十分と思うことを簡潔にまとめるこ
と。なお，以下の引用中の〔中略〕は，引用された文章が途中省略されていることを表す。
また［ ］は出題者による補足，太字は出題者による強調である。 
 
資料Ⅰ 

ドイツの哲学者ゲルノート・ベーメは，以下で引用する「共感覚」という論文の中で，知
覚に関する「感覚要素主義」という考え方に反対している。ここで「感覚要素主義」とは，
知覚においてはまず個々の感覚が独立した基本要素として与えられ，それらの感覚が何ら
かの仕方でまとめられることによって 1 つの知覚が成立する，という考え方である。これ
に代わってベーメが打ち出すのは，「雰囲気の原初性」と彼が呼ぶ考え方である。 

「20 世紀において，知覚心理学者たちは，感覚要素主義に対抗し，徐々に，知覚の十全
で全体的な姿を奪い返してきた。最初に個別の感覚データがあって，ついで，それが表
面や形や物にまとめられるというのではなく，表面や形全体が，いつもまずは見られて
いる。いや，形が見られているだけではない。物が最初から見られている。これもまだ
正しくない。物は，複数の物の配列において見られる。すなわち，互いに関連づけられ
た複数の物が見られる。言いかえれば，状況が見られている。そして，この状況も，〔中
略〕諸事情の全体のなかに埋め込まれている。状況は，そのつど世界全体を背景として
具現する。確かに，私たちは世界など見ていない。それなら，この全体，すなわち，す
べての個別の物がそこに埋め込まれ，個別の物が注意や分析を通じてはじめてそこから
際立ってくるところのこの全体は，いったい何なのか。この原初的な知覚の対象，ある
意味で根源的な知覚の対象は，雰囲気と呼べよう。雰囲気の原初性は，知覚の転換にお
いて明瞭となる。あるいは映画技法の比喩でいえば，カットにおいて明瞭となる。つま
り，私たちは，カットによっていわば新しい世界に入るのだ。例えば，ごったがえした
通りから教会のなかに入ったとき。あるいは，初めての住居に足を踏み入れたとき。あ
るいは，高速道路の休憩所で車を止め，二三歩踏み出したら突然，目の前に海が広がる
とき。このような最初に出くわす状況において明らかになるのは，なによりもまず，ど
んな個別のことがらよりも前に私たちが見るのは，ある意味で空間そのものだというこ
とだ。〔中略〕ある住居に足を踏み入れて，小市民的な雰囲気に出会う。教会に入って，
神聖な薄明かりに取り囲まれているのを感じる。海を見て，遠くへと吸い込まれていく
ようになる。このような背景において，あるいはこのような雰囲気のなかではじめて，
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私たちは個別のことがらを区別することができる。つまり，物を認識し，色に言及し，
匂いを区別する。そのとき，この個別のことがらは，すべてそれぞれいわば雰囲気に彩
られている。〔中略〕私たちはどのように雰囲気を知覚するのか。確かなことは次のこと
であり，この点こそが，ここでの議論にとって決定的なことである。つまり，それは個
別の感覚によってではないということ，あるいは個別の感覚の協働によってのみ，とい
うことですらないということである。私はこれを見，これを聞き，この匂いをかぐ。こ
のことは，二次的な段階であり，すでに分析の始まりである。どのように雰囲気を知覚
するのかという問いに，日常的な言葉で答えるならば，直観によってとでも言うことに
なろう。つまり，私は雰囲気をしかと感知するのである。」（G・ベーメ「共感覚」，『雰囲
気』，ズーアカンプ社，2013年，pp. 94-96. 訳は出題者による。） 

この引用には，「雰囲気」と「感覚要素主義」という二つのキーワードが含まれている。
以下ではこのそれぞれについて，関連する資料をまじえて考察してみよう。 
まず１つ目の「雰囲気」に関して，上の引用でベーメは，それを知覚の原初的（根源的）

な対象として特徴づけている。しかし，ここで彼のいう「雰囲気」（あるいは「空間そのも
の」）とはより詳しくはどのようなものだろうか。この点を理解しようとするとき，フラン
スの哲学者メルロ＝ポンティが「運動」および「身体空間」に関して行っている以下の考察
が１つの参考になるかもしれない。 

「運動とは，運動について考えることではないし，(a)身体空間とは，考えられた，また
は表象された空間ではない。〔中略〕ある対象に向かって手を上げるという動作のなか
には，その対象への照合が含まれているが，その対象とは，表象された対象ではなく，
われわれがそれに向かって自己を投げかけ，われわれが先取り的にそのもとにあり，わ
れわれがいつも馴染んでいるところの十分に規定された対象である。」（M・メルロ＝ポ
ンティ『知覚の現象学』，ガリマール社，1945 年，pp. 160-161. 訳は出題者による。以
下も同様。）  

メルロ＝ポンティによると，例えばカップを取ろうとする手の運動は，まだそのカップに到
達していないにもかかわらず，すでにその対象を自らの意味のうちに含んでいる。身体の運
動はそのような仕方で，自身が向かう対象，さらにその対象を取り囲む世界と，いわば一体
化しているわけである。そして逆に世界の方は，まさにこのような運動する身体を通じてわ
れわれに開かれてくるものとして，「身体空間」と呼びうる性格をもっている。 
２つ目のキーワードは「感覚要素主義」である。上の引用でベーメは，この考え方に反対

しているが，実のところこの感覚要素主義は，ある意味では常識的な考え方だと言うことも
できる。そのことを示す１つの例は，一般に「錯覚」と呼ばれる現象についての，よく見ら
れる説明である。再びメルロ＝ポンティを参照しながら，この点をもう少し掘り下げてみよ
う。メルロ＝ポンティは，通常「錯覚」として扱われる事例として，「例えば，ある条件の
もとでは，音の強さを増せばその高さが減じ［て聞こえ］ることがあるし，補助線を加える
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と，客観的には相等しい二つの図形が不等に［見えるように］なることもある」（同上，p. 
14）といったものを挙げている。これらの事例の特徴は，客観的・物理的には等しいもの（音
の高さや図形の大きさなど）が，ある条件のもとでは互いに異なるものとして知覚されるこ
とである。だがそれでは，こうした事例はどのように生じるものとして説明されるべきなの
だろうか。この点についてメルロ＝ポンティは，上でみたベーメの感覚要素主義批判とも通
ずる，次のような問題提起を行っている。 

「現象［＝知覚における現れ］と刺激とがぴったり一致しないこうした事例をも恒常性
法則の枠内におしとどめて，これを注意とか判断とかの付加的要因でもって説明すべ
きであろうか。(b)それともいっそ，恒常性法則そのものを放棄してしまうべきであろう
か。」（同上，p. 14） 

ここで「恒常性法則」とは，「刺激と要素的知覚とのあいだの一対一対応および恒常的な連
結」（同上）という考え方とされている。つまり，客観的・物理的に同じものは，常に同じ
感覚刺激となって同じ要素的知覚を生じさせる，という考え方である。この考え方に基づけ
ば，例えば，ミュラー＝リヤー錯視（下の図 1の右側）の場合，2つの直線は，基本的な要
素知覚のレベルでは（左側の場合と同様）同じ長さと知覚されているが，それに何らかの付
加的要因（新たな図形要素に対応した知覚的処理）が加わることで異なる長さと知覚される，
という仕方で説明されることになる。 
 

    

 
【図 1】ミュラー＝リヤー錯視． 右は，左の 2 つの同じ長さの線分に「〈」と「〉」 を補助線とし

て付け加えたものである。 
 
さらにベーメの上の引用に関しては，もう 1 つ注目すべきポイントがある。それは，その

中で彼が，複数の感覚様相（視覚，嗅覚，体性感覚など）が同時に一体となってはたらく現
象について論じていることである。このような現象を，ベーメは同じ論文の他の箇所で「共
感覚」と呼んでいる（この用語はこの論文のタイトルにもなっている）。こうした共感覚的
現象については，次の資料 II でより具体的に考察しよう。  
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資料Ⅱ 

A 

資料 I で論じられていた「共感覚」的現象と関係のある実験心理学の実験を 2 つ紹介して
おこう。1つ目は，東山篤規の，いわゆる「股のぞき」の実験である (東山篤規 『体と手が
つくる知覚世界』勁草書房, 2012 年）。実験の概要は，以下のとおりである。 

高い壁と建物に挟まれた真っすぐの通路のある地点に，一つの赤い二等辺三角形を置き，
その大きさ (高さ) を，被験者に推定してもらうという実験である。二等辺三角形の大きさ 
とそれが置かれる地点とが異なる 25 パターン (三角形の高さ 5 種類×客観的距離 5 地点）
について調べた。二等辺三角形は，形が同じで大きさの異なる 5 種類 (高さが 32, 48, 72, 
108, 162cm) が用意された。また，被験者からの距離 (客観的距離) は，5地点 (2.5, 5, 15, 
30, 45m) が選ばれた。この 25 パターンを被験者の半数には上体正立の姿勢で，つまり真
っすぐ立って三角形を観察してもらい，残りの半数には上体屈曲 (股のぞき) の姿勢で，つ
まり腰を折って両足の間から三角形を観察してもらった。被験者には，三角形の高さがどれ
くらいかをできるだけ正確に推定してもらった (大きさの推定値) 。 

図 2は，実験の結果を表したものである。横軸は客観的距離，縦軸は被験者が推定した高
さの平均である。統計的検定の結果に基づくと，次のようにまとめられるという。上体正立
の姿勢では，同じ大きさのものは置かれる距離が変化しても，推定された大きさはほぼ変わ
らない。それに対し，上体屈曲 (股のぞき) の姿勢では，遠くに置かれるほど，小さく推定
される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【図 2】上体正立姿勢 (左) もしくは上体屈曲姿勢 (右) における，大きさの平均推定値 (上

掲書 p. 12, 一部改変) 。 
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 続いて，先の二つの姿勢による見え方の違いが，網膜に映る視覚像が上下に 180 度回転
することによるのか，あるいは視線の高さの違いによるのかについて新たな実験で検証し
た。そのために，「プリズムめがね」を用いた。プリズムめがねとは，プリズムをめがねの
両目の枠にはめ込んだもので，プリズムは取り外しできる。プリズムめがねは，網膜に映る
視覚像を上下に 180 度回転させるものである。したがって，プリズムめがねを装着したう
えで上体前屈 (股のぞき) の姿勢になると，網膜に映る視覚像は上体正立 (通常) の姿勢の
視覚像と同じようになる。  
半数の被験者にはプリズムめがねを装着したうえで上体屈曲 (股のぞき) の姿勢で，残り

の半数にはプリズムを取り外した「空めがね」を装着したうえで腹ばいになった姿勢で，先
と同じの 25 パターンの課題に取り組んでもらった。腹ばいの姿勢では，上体屈曲 (股のぞ
き) したときと頭部の位置がほぼ同じとなる。つまり，プリズムめがねを装着したうえでの
上体屈曲（股のぞき）と空めがねを装着したうえでの腹ばいの２つの状態において，網膜に
映る視覚的光景はほぼ同じとなる。 
図 3 は，それぞれの姿勢において大きさの推定を行った結果である。統計的検定の結果

に基づくと，次のようにまとめられるという。プリズムめがねを装着したうえでの上体屈曲 
(股のぞき) の姿勢では，同じ大きさのものは遠くに置かれるほど，小さく推定される。一
方，空めがねを装着したうえでの腹ばいの姿勢では，そのような傾向は認められない。 

 

 
【図 3】プリズム眼鏡の装着・上体屈曲姿勢 (左) もしくは空めがねの装着・腹ばい姿勢 (右) 

における，大きさの平均推定値 (上掲書 p. 16，一部改変)  
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B 

2 つ目の実験は，マイケル・シュッツとスコット・リプスコムによるマリンバ (大きな木
琴のような楽器，図 4) の奏法に関するものである (Michael Schutz & Scott Lipscomb, 
Hearing gestures, seeing music, Perception, 36, pp. 888-897. 2007) 。実験の概要は，以下の
とおりである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【図 4】マリンバの演奏 
 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Classical_Marimba_player.jpg, 一部改変)  

 
 
演奏家によっては，マリンバのマレット (ヘッドのついたバチ) の振り下ろし方で，音の

長さに違いが生じると考えられているそうである。マレットを長く振り下ろすと長く聞こ
え，短く振り下ろすと短く聞こえる，というように。 
実験では，奏者がマレットを振り下ろしてマリンバの音板を打つところを録画し，それ

を視覚成分 (音声のない動画) と聴覚成分 (音声) とに分け，それらをばらばらに組み合
わせたものを，被験者に提示し音の長さを推定してもらった。具体的には，マレットを長
く (long) もしくは短く (short) 振り下ろす奏法とともに，マレットで音板を打った後す
ぐにその音板を手で押さえて，短く音を区切る奏法 (damped) を用いた。これら３つの奏
法で，高音 (high pitch level)，中音 (medium pitch level)，低音 (low pitch level) の 3 レ
ベルの音の高さの音板を打つところを録画した。そして，聴覚刺激としては，異なる奏法
による音声 (Auditory stroke type: long, short, damped) と音の高さ (Pitch level: low，
medium，high) で，計 3×3の 9 種類を用意した。視聴覚刺激としては，視覚成分として
の奏法 (Stroke type: long, short) に，この９種類の聴覚刺激をかけ合わせ，計２×９の 18
種類を用意した。なお，短く音を区切る奏法の視覚刺激は用いなかった。 
音の長さの推定は，両端に短い／長いと書かれた線分上にあるポイントを左右にスライ

ドしてあてはまるところに動かすという方法で，0 (短い) ～100 (長い) の範囲で被験者に
評定してもらった。この評定値を「音の長さの推定値 (Duration rating)」と呼ぶ。 
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図 5は，聴覚刺激のみが提示され，音の長さを推定したときの結果である。図の横軸を異

なる奏法による音声，縦軸を音の長さの推定値とし，音の高さごとにまとめたものである。
図 6は，視聴覚刺激が提示され，音の長さを推定したときの結果である。図の横軸を奏法の
異なる音声と奏法の組み合わせ，縦軸を音の長さの推定値とし，音の高さごとにまとめたも
のである。例えば，一番左の濃い色の棒線は，マレットを長く振り下ろして低音の音板を打
ったときの聴覚刺激と，マレットを長く振り下ろして低音の音板を打ったときの視覚刺激
とを組み合わせたものが提示されたとき，その隣の白い棒線は，同じ聴覚刺激に，マレット
を短く振り下ろして低音の音板を打ったときの視覚刺激を組み合わせたものが提示された
ときの結果である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【図 5】 聴覚刺激のみを提示したときの，音の長さの推定 (上掲論文 p. 893)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【図 6】 視聴覚刺激を提示したときの，音の長さの推定 (上掲論文 p. 894)  
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問 1 資料Ⅰについて，次の各問に答えなさい。 

(1) 下線部(a)に関連して，メルロ＝ポンティが「身体空間」について述べていることを参
考にすると，ベーメのいう「雰囲気（空間）」はどのようなものとして理解できるか。
「身体空間」が本質的に「身体」と関連づけられていることに注意しながら，説明しな
さい。 

(2) 下線部(b)で述べられるように，「恒常性法則そのものを放棄してしまう」としたら，知
覚に関する考え方として，常識的な考え方とは異なるどのような可能性が開かれると考
えられるか，説明しなさい。そのさい，「常識的な考え方」との違いを（何をもって「常
識的な考え方」とするかも含め）明確にすること。 

 
問 2 資料Ⅱについて，次の各問に答えなさい。 

(1) マリンバに関する実験結果を表した図 5 と図 6 のグラフはそれぞれ，各条件下での音
の長さの推定に関するどのような傾向を示しているかをまとめなさい。 

(2) ２つの実験の結果（股のぞき実験とマリンバに関する実験の結果）は，資料Ｉでメルロ
＝ポンティが述べていた「恒常性法則」に対してどのような意味をもつと考えられるか。
可能性として， 
イ) 恒常性法則の反証となっている。 
ロ) 恒常性法則の十分な反証となっていない。 
ハ) 恒常性法則とは無関係である。 
ニ）その他。 

というものが考えられる。あなた自身の見解をイ）～ニ）から選んで記したうえで，そ
れを選んだ理由を述べなさい。（どれを選ぶ場合もその理由をきちんと述べること。） 

(3) それぞれの実験結果について，資料Ⅰで紹介されたベーメやメルロ＝ポンティの考え方
に立った場合，どのような解釈が成り立ちうるか，論じなさい。  

 
問 3 資料ⅠおよびⅡでは，他者（他の人間）との関わりという問題について主題的には論

じられていないが，そこで考察される知覚のあり方をふまえると，この問題について
もさまざまな示唆を得ることができる。例えば，われわれの知覚世界において他者は
どのような位置づけをもつか（単なる物やロボット等とどう違うか），自分と他者は
「同じ世界をみている」という考え方はどこまで妥当か，それらの考察をふまえた他
者への適切な態度や接し方はどのようなものか，といった論点に関してである。資料
に言及しながら，われわれと他者との関わりについて，あなたの考えを自由に論じな
さい。ただし，論点は絞って論旨を明確にすること。また，言及する資料は I と II の
どちらか一方でも，両方でもよい。  

 


