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要旨
私たちが生きる世界は不確実性に満ちており，将来の出来事や因果関係について 100％
の核心を持って述べることは難しい。しかし，「もし雨ならば，試合は中止になるだろ
う」というように，可能性について述べることはできる。こうした，
「もし A ならば C で

ある (if A then C, A → C)」の形の文を条件文と呼び，条件文に基づく推論を条件推論と呼
ぶ。条件文を用いて思考することは，様々な可能性を考え，それに対応する上で不可欠で
ある。思考心理学では，人が条件文をどのように解釈し，その真偽を判断するかについて
議論が行われてきた。命題論理に基づけば，条件文は「A だが C ではない (A & ¬C)」場合
のみ偽となり，それ以外の場合は真となる実質含意となる。しかし，多くの人が「A では
ない (¬A)」場合，条件文は「真でも偽でもない」と答えることが示されている。この回答
は実質含意の真偽と一致せず，命題は真か偽かのどちらか一方の値のみを取るという命題
論理の法則からも外れている。
本論文の目的は，思考心理学の観点から，人が日常生活においてどのように条件文を解
釈し，どのような情報をもとに条件文の真偽を判断しているかを明らかにすることであ
る。条件推論に関する心理学研究の多くは，条件文のデフォルトの解釈を理論の中心に据
え，人がそうした条件文の解釈に基づき，どのように条件推論を行うかを説明している。
条件文の解釈を検討することは，推論理論の妥当性を検証し，人が不確実な世界でどのよ
うに推論を行なっているかを明らかにするうえで重要である。
本論文は，7 つの章から構成されている。第 1 章では条件推論研究の歴史的背景を示
し，本研究で取り上げる推論理論の概略と，研究の目的と研究全体の構成を述べた。
第 2 章では命題論理と，命題論理に基づく推論理論であるメンタルモデル説 (JohnsonLaird & Byrne, 2002) の説明を行った。命題論理は，命題は真か偽かの二値のみを取るとす
る論理体系である。命題論理における条件文 A → C の真理値は，A &¬ C の場合のみ条件
文は偽となり，それ以外の場合は真となる実質含意となる。メンタルモデル説は，人が命
題論理の真理値に従った心的表象を構築し，推論を行うとする理論である。メンタルモデ
ル説によれば，条件文の完全な心的表象は実質含意だが，実際の推論場面では認知容量の
不足により，論理的に誤った条件文の解釈や推論を行ってしまう。条件文の真偽判断にお
いて，¬A 事例を真でも偽でもないとする回答は，認知負荷の少ない連言「A かつ C」とし
て条件文を解釈したことを反映している (Johnson-Laird & Tagart, 1969)。よって，メンタル
モデル説に基づけば，認知負荷の少ない条件文のデフォルトの解釈は連言であり，認知負
荷の高い条件文の完全な解釈は実質含意となる。
第 3 章では，確率論における主観説と主観確率に基づく推論理論の解説を行い，理論的
背景を踏まえ本研究の目的を説明した。演繹推論の確率説は，日常的な推論や意思決定に
伴う不確実さを扱うために，推論に主観確率の概念を取り入れる立場である。確率説によ
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れば，人の推論は主観的確率である信念強度に基づいて命題の真偽を判断し，信念強度を
更新するために情報を利用する過程である (Evans & Over, 2004; Oaksford & Chater, 1994)。
この理論では，条件文 A → C のデフォルトの解釈は，「A と仮定した場合の C の条件付き
確率, P(C|A)」であり，推論者は P(C|A)の大きさから条件文の真偽の程度を判断する。条件
文は「A の場合」について述べており，
「¬A の場合」については述べていないため，¬A の
場合の条件文の真理値は真でも偽でもない空値 (void) となる。
第 4 章から第 6 章では，確率説をもとに，条件文のデフォルトの解釈が条件付き確率で
あり，この解釈に基づいて条件文の真偽を判断しているかを実証的に検討した。
第 4 章の研究 1 では，メンタルモデル説で重視されている条件関係と反例という概念
が，確率的アプローチで説明可能かを検討した。実験では，Wason 選択課題を提示し，カ
ード選択と「A の時は C が常に生じるか（A は C の十分条件）」，
「C が生じなければ A は
生じないか (C は A の必要条件)」 という条件関係の評定を求めた。その結果，選択課題
で A と ¬C カードを選択した参加者は，A が C の十分条件，C が A の必要条件と評定し
ていることを示した。条件関係が強く，反例 A & ¬C が少ないほど A & ¬C を選択しやす
いことから，希少な事例ほど情報獲得量が多く，信念更新に有効であるという確率的アプ
ローチに基づく予測 (Oaksford & Chater, 1994) が支持されたといえる。研究 1 から，条件
関係と反例が条件推論に及ぼす影響を，確率的アプローチから整合的に説明できることが
示された。
第 5 章では，直感的過程で規範に基づく反応が生じるとする直感的論理 (De Neys, 2012;
Morsanyi & Handley, 2012) の実験パラダイムを用いて，直感的で認知負荷の低い条件文の
解釈を検討した。直感的な過程での条件文の解釈については，条件付き確率に基づくとす
る知見 (Markovits, Brunet, Thompson, & Brisson. 2013) と，連言に基づくとする知見がある
(Barrouillet & Gauffroy, 2015) 。研究 2 では，命題と事例の組合せの好意度評定を行い，直
感的な好意度評定のパターンが連言，実質含意，条件付き確率，マッチングバイアスのど
のモデルにより予測できるかを分析した。その結果，直感的な条件文の真理値の好意度評
定のパターンは，条件付き確率に基づくモデルで最も良く予測されることが示された。こ
のことから，条件付き確率に基づく条件文の解釈は直感的に生じ，また，推論者は直感的
に条件文と連言を異なるものとして解釈しているといえる。
第５章の研究 3 では，直感的過程での論理や規範に基づく反応が，道徳判断の文脈でも
生じるかを身体性認知の実験パラダイムによって検討した。実験の結果，モラルジレンマ
判断において，冷たさの知覚が共感性を低下させ功利的判断を促進するが，反応時間は増
大させないことを示した。この結果は規範や計算に基づく反応が直感的な道徳判断におい
ても生じるという (Białek & De Neys, 2016) の知見を支持するものであった。第５章の研
究 2，3 は，思考や意思決定において，ヒューリスティック反応と，アナリティック反応
がシリアルに生じるという知見 (Evans, 2003) ではなく，直感的過程でヒューリスティッ
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ク反応と規範的反応の両方が生じるという De Neys (2012, 2017) の知見を支持している。
第 6 章では，東洋人においても条件文のデフォルトの解釈が条件付き確率と等しくなる
か，条件推論の文化差を検討した。文化心理学の研究は，西洋人は文脈独立的で，要素に
注意を向ける分析的な認知を行いやすく，東洋人は文脈依存的で，全体に注意を向ける包
括的な認知を行いやすいことを示している (Nisbett, 2003)。研究 4 では，条件推論の文化
差研究に先立ち，処理の文脈依存性に文化と表記習慣がどのように影響するかを，アメリ
カ人，日本人，マレーシア人を対象に検討した。住所表記を用いたプライミング課題の結
果，顕在的なプライミング課題でのみ文化差が見られ，マレーシア人参加者が意識的にプ
ライムを文脈手掛かりとしてターゲットを予測していたことが示唆された。
第 6 章の研究 5 と研究 6 は，新たに提唱した包括的条件付き確率モデル P (A → C) =P
(A) * P (C|A) により，東洋人参加者の条件文の解釈が説明できるかを検討した。包括的条
件付き確率モデルは，条件文「もし A ならば C である」を解釈する際，全体の中で「A が
生じるか, P (A)」を考慮し，その上で「A の場合に C か, P (C|A)」を考慮するというモデル
であり，東洋人が全体的認知を行いやすいという特徴を反映させている。研究 5 では
Politzer et al. (2010) の追試を行い，条件文や空値の解釈に文化差が見られるかを，西洋人
（フランス人，アメリカ人）と東洋人（中国人，日本人）参加者により検討した。研究 5
の結果，抽象的な条件文を用いた課題では文化差が見られず，一方，具体的な内容の条件
文では，東洋人は包括的条件付き確率に基づく反応を行いやすいことが示された。文化に
関わらず条件文のデフォルトの解釈は条件付き確率だが，東洋人は文脈の影響を受けやす
いため，¬A 事例の利用可能性が高くなる具体的な内容の条件文では，¬A 事例も考慮した
解釈を行いやすくなるといえる。
研究 6 では，因果条件文の解釈においても文化差が見られるかを，Over et al. (2007) の
実験パラダイムを用いて検討した。その結果，アメリカ人では条件付き確率に基づくモデ
ルの適合がよく，日本人では条件付き確率と包括的条件付き確率でモデル適合に差が見ら
れなかった。東洋人は因果条件文の内容や文脈によって，¬A 事例を考慮に入れるか入れ
ないかを判断しており，二種類の条件文の解釈を使い分けている可能性が考えられる。
第 7 章では本研究で得られた結果をまとめ，全体的な考察を行った。条件文の解釈につ
いて，本研究から明らかになった知見は次のとおりである。第一に，条件文の解釈のモデ
ルとして，確率的アプローチは命題論理に基づくアプローチよりも当てはまりがよく，条
件推論のパフォーマンスを整合的に説明できる。第二に，条件文のデフォルトの解釈は条
件付き確率であり，直感的な真偽の判断は条件付き確率に基づく解釈と一致する。第三
に，文化に関わらず条件文は条件付き確率と解釈されるが，東洋人は文脈や条件文の内容
により¬A 事例の利用可能性が高まると，全事象を考慮した包括的条件付き確率によって
条件文を解釈する。これらの結果をもとに，本研究の推論研究や比較文化研究における意
義を整理し，さらに，研究の限界と今後の展望について議論を行なった。
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第１章 序論
私たちが生きる世界は不確実性に満ちている。一週間後の天気や，CO2 排出量と気候変
動の因果関係を 100%の確信を持って述べることは難しい。しかし，「もし低気圧が接近す

れば，来週は雨だろう」というように，未来の出来事やあり得そうな因果関係について述
べることは可能である。このように，「もし A ならば C である (if A then C)」の形の文を条
件文 (conditional statement) と呼ぶ。条件文を用いて思考し判断を行うことは，様々な可能
性を考え，それに対応する上で不可欠である。例えば，
「もし CO2 が増加すれば，温暖化

が悪化する」という条件文が正しいと思えば，CO2 の排出規制に賛成の立場を取るだろ
う。それでは，人は条件文の意味をどのように理解し，また，条件文の正しさをどのよう
に判断しているのであろうか。例にあげた条件文では「CO2 が増加すれば」と述べている
が，
「CO2 が増加していない」場合についても条件文から判断することは可能だろうか。ま
た，
「CO2 が増加しているが，温暖化が悪化していない」事例が 1 つでもあれば，この条件
文は誤りと判断されるだろうか。
本研究の目的は，人がどのように条件文を解釈し，どのような情報をもとに条件文の真
偽を推論するのかを明らかにすることである。こうした，条件文に基づく推論を条件推論
(conditional inference) と呼ぶ。条件文には様々な種類があるが，本研究では条件文のうち
単純な事実や，事実と思わしい出来事について述べる直説法的条件文 (indicative
conditional) について主に検討していく。
条件推論に関する心理学研究の多くは，人がどのように条件文を理解するかという，条
件文の核となる意味 (core meaning) やデフォルトの解釈 (default interpretation) を理論の中
心に据え，そうした条件文の解釈に基づき，どのように条件推論を行うかを説明してい
る。よって，条件文のデフォルトの解釈を検討することは，条件文を用いて人がどのよう
に推論するかを明らかにするだけではなく，推論理論の妥当性を検証するうえでも重要だ
といえる。本研究では，条件推論の心理理論として，命題論理 (propositional logic) に基づ
くアプローチと，主観確率 (subjective probability) に基づくアプローチを取り上げ，両理論
における条件文のデフォルトの解釈を検証する。
本章では，条件推論研究の歴史的背景の概略を示し，それらを踏まえた本研究の目的
と，研究全体の構成を述べる。

1

1.1
1.1.1

条件推論研究の歴史的背景
命題論理学に基づく推論理論

1

条件文で用いられる「もし~ならば~ (if ~ then ~)」の形式は条件法と呼ばれ，命題論理
(propositional logic) における論理結合子 (logical connectives) の一つである。命題論理は古
典的な論理学の体系であり，形式によって推論の妥当性 (validity) が決定されるという特
徴がある。例えば，
「もし A ならば C である」という条件文と A という前提から C を導く
推論は A と C がどのような内容であろうと妥当な推論だが，C という前提から A を導く推
論は論理的に妥当ではない。このように，命題論理では妥当な条件推論の形式が定まって
いる。
また，命題論理のもう一つの特徴として，命題は必ず真 (true) または偽 (false) の二値
をとり，命題がどのような場合に真で，どのような場合に偽であるかが形式的に定まって
いることがあげられる。条件文「もし A ならば C である」の真偽は，A と C が真である A
& C の場合に真，A が真で C が偽である A & not-C の場合に偽となる。また，A が偽であ
る not-A & C, not-A & not-C の場合も条件文は真となる。これは実質含意 (material
implication) と呼ばれる条件文の真偽の定義である (Table 1.1)。実質含意に基づくと，条件
文は A の時は C が常に生じ（A は C の十分条件），C が生じなければ A は生じない (C は A
の必要条件) ということを意味する。こうした十分性 (sufficiency), 必要性 (necessity) の
関係を条件関係と呼ぶ。
Table 1.1
命題論理における条件文の真偽（実質含意）

A

C

真

真

偽

偽

真
偽

もしAならばCである
真

偽
真

偽
真
真

実質含意に基づく条件文の解釈は，日常言語における条件文の理解と齟齬があることが
指摘されている。例えば，
「もし CO2 が増加すれば，温暖化が悪化する」の真偽につい
て，
「CO2 が増加し温暖化が悪化した場合 (A & C)」も「CO2 が増加せず，温暖化が悪化し

た場合 (¬A & C)」も真となることに違和感を感じる者も多いだろう。実際に条件文の真偽
を判断させる実験では，A が偽である not-A & C, not-A & not-C の場合，多くの回答者が
「真偽が分からない」と答えることが示されている (Johnson-Laird & Tagart, 1969)。
命題論理，および命題論理に基づく推論理論については第 2 章で詳細を説明する

1

2

条件文の推論規則や真偽が命題論理で定まっていることから，条件推論の心理学的研究
は論理的な演繹推論研究として行われ，長らく命題論理に基づく説明がなされてきた。命
題論理に基づく推論理論として，Braine & O’Brien (1998) のメンタルロジック説 (mental
logic theory)，Johnson-Laird & Byrne (2002) のメンタルモデル説 (mental model theory) があ
る。前者は命題論理に則った推論規則，後者は命題論理と一致する命題の意味表象を用い
て推論が行われるとする立場である。しかし，実際の人間の推論は命題論理の規則から外
れることや，論理とは無関連の文脈や命題の内容の影響を受けることが知られている
(Johnson-Laird & Tagart, 1969; Wason, 1966)。命題論理に基づく理論では，こうした「非論理
的」な反応は，推論者の認知的努力・認知容量の不足や，文脈・内容により推論とは無関
連な情報を参照したために生じるという説明がされる。例えば，メンタルモデル説では認
知容量の少ない者は，条件文の真偽を実質含意ではなく，連言 (A & C) として表象してし
まうため，論理的規範から外れた回答が生じるとしている。
命題論理に基づくアプローチは，人の推論が論理規則からどのように外れるのかを明確
にし，推論における様々なバイアスを明らかにしてきた。例えば，信念と一致する結論は
真と判断しやすい信念バイアス (Evans, Barston, & Pollard, 1983) や，条件文の内容によっ
て条件推論課題のパフォーマンスが変化する内容効果 (content effect) などがある (Griggs
& Cox, 1982)。これらの研究は，人が形式的な論理規則の適用ではなく，知識や信念，進
化的に獲得されてきた推論アルゴリズムなど，様々な心的能力を用いて日常的な推論を行
なっていることを示している。一方，命題論理に基づくアプローチに対する批判として，
命題論理は真偽が「確実な」世界についての体系であり，
「不確実 (uncertainty)」な日常世
界での推論の説明に適さないという指摘がある。
1.1.2

主観確率に基づく推論理論

2

演繹推論の確率的アプローチは，人の推論における確率や効用の役割を強調する立場で
ある。命題論理に基づく推論理論では，命題は真か偽かのどちらかであり，推論規則を適
用すれば論理的に正しい推論ができるとされている。しかし，日常生活では絶対に真であ
ると断言できることは少なく，全ての日常的な推論や意思決定には不確実さが伴う。こう
した不確実さを扱うために，演繹推論に確率の概念を取り入れたのが演繹推論の確率的ア
プローチである。
確率的アプローチでは，確率論における主観確率説 (subjective probability) を用いて人の
推論パフォーマンスを説明している。主観確率とは信念強度 (degree of belief) とも呼ば
れ，ある事象に対する個人の主観的な確からしさの程度を反映している (Ramsey,

2

る

確率の主観説，および条件推論の確率的アプローチについては第 3 章で詳細を説明す
3

1926/1990, de Finetti, 1937/1964)。確率的アプローチでは，演繹推論は論理的な規則の適用
ではなく，信念強度に基づいて命題の真偽の程度を判断し，信念強度を更新するために情
報を利用する過程だと考えられている (Evans & Over, 2004; Oaksford & Chater, 2001,
2007)。例えば，
「もしカラスならば黒い」という条件文の真偽は，「カラスは黒い」という
信念強度が強ければ真である確率が高いと判断される。また，「黒くないカラス」を目撃
すると信念強度が更新され，真であるという確率が低くなる。
条件推論の確率的アプローチとして，Oaksford & Chater (2001, 2007) のベイズ的合理性
アプローチ (Bayesian rationality)と，Evans & Over (2004) の仮定思考理論 (suppositional
account) がある。Oaksford & Chater の理論はベイズ的な信念更新過程として推論を捉え，
さまざまな条件推論課題において，A & C や A &not- C といった事例がどのような（主観的
な）情報量を持つかを検討し，推論者が不確実性を低減するために合理的に情報を利用す
る過程を明らかにしてきた (Oaksford & Chater, 1994, 2007)。
Evans & Over (2004) の仮定思考理論は，条件文「もし A ならば C である」が「A を仮定
した場合」について述べているという，仮定 (supposition) の役割に注目した理論である。
この理論によれば，条件文のデフォルトの解釈は「A と仮定した場合の C の条件付き確
率」である。Evans , Handley, & Over (2003) は，条件文の真偽の確率判断の際に参照される
情報は条件付き確率に基づく解釈を反映し，
「A の場合」である A & C と A & not- C の頻度
から真偽を判断し，
「A ではない場合」の not-A & C と not-A &not- C の頻度は真偽判断の際
に用いられないことを示した。また，条件文がどのような場合に真，偽となるかの判断は,
Table 1.2 のように A & C の時に真，A &not- C の時に偽となり，not-A & C と not-A &not- C
は真偽とは無関連の空値 (void) となる，条件付き確率の解釈と一致する判断がなされるこ
とが示されている (Politzer, Over, & Baratgin, 2010)。
Table 1.2
条件付き確率に基づく条件文の真偽

A

C

真

真

偽
偽

真
偽

真

もしAならばCである
真

偽

偽
空（真偽とは無関連）

確率的アプローチは，命題論理に基づく理論では「非論理的」とされた推論パフォーマ
ンスが，条件文を条件付き確率として解釈し，信念強度を更新するために合理的に推論を
行なった結果であることを明らかにしてきた。確率的アプローチには，不確実性を伴う現
実世界における推論を柔軟に説明できるという利点がある。
4

1.2
1.2.1

本研究の目的と研究の構成
本研究の目的と意義

本研究の目的は，人がどのように条件文を解釈するかという，条件文のデフォルトの解
釈を明らかにし，デフォルトの解釈からどのように条件文の真偽を評価するかを検討する
ことである。条件推論の研究の多くは，人が条件文を用いてどのように推論を行うかや，
条件文の確率をどのように判断しているかを検討しているが，条件文の意味をどのように
解釈しているかを検討した研究は少ないことが指摘されている (Goodwin, 2014)。推論理論
の多くは，人がどのように条件文を理解するかを前提としているため，条件文のデフォル
トの解釈を明らかにすることは，推論理論の妥当性を検討する上で重要である。
条件文のデフォルトの解釈は，命題論理に基づくメンタルモデル説では実質含意か条件
文の初期表象である連言であり，確率的アプローチでは「A の場合に C」という条件付き
確率となる。どちらの理論がより蓋然性が高いかは，現在でも議論がされており，近年で
は直感的な過程では確率，熟慮的な過程では推論規則や反例を用いて推論を行なっている
とする, 複合的な理論も提唱されている (Klauer, Beller, & Hütter, 2010; Markovits, Brunet,
Thompson, & Brisson, 2012)。本研究では，条件文のデフォルトの解釈が条件付き確率だと
する確率的アプローチを基に，人が条件文をどのように解釈し真偽判断を行うかを明らか
にする。デフォルトの解釈に条件付き確率を仮定する理由として，命題論理に基づく理論
では認知的努力の不足によるバイアスとされていた反応が，確率的アプローチでは合理的
な反応として捉えられる点がある3。このことは，確率的な条件文の解釈が，認知的努力を
要さない条件文の基本的な理解である可能性を示している。また，タイムプレッシャー下
では確率に基づき結論の妥当性を判断し，タイムプレッシャーが無い場合は反例に基づい
て妥当性を判断することが示されており (Markovits et al., 2012)，確率的な条件文の解釈は
認知負荷の少ないデフォルトの条件文の解釈の可能性が高いと考えられる。
条件文のデフォルトの解釈が条件付き確率であり，この解釈に基づいて条件文の真偽を
判断しているかを検討するため，本研究では以下の三点を明らかにしていく。第１に，命
題論理に基づく推論理論で重視されている反例と条件関係が，確率的アプローチにより説
明可能かを検討し，確率的アプローチがより適用範囲の広い理論かを明らかにする。第２
に，条件文の直感的な解釈が条件付き確率と等しいかを検討する。第３に，条件推論研究
の多くが西洋の参加者を対象に行われているが，東洋人においても条件文のデフォルトの
解釈が条件付き確率と等しくなるかを明らかにする。
文化差を検討する理由として，条件推論研究の多くが西洋の大学生をサンプルとして行
われてきたことがあげられる。Henrich, Heine, & Norenzayan (2010) は，西洋人で，教育を
受け，工業化され，裕福で，民主主義的な者は (WEIRD: Western, Educated, Industrialized,

3

Wason 選択課題の合理分析については第４章で詳述する
5

Rich and Democratic)，特有の認知特性を有すると指摘している。思考や問題解決におい
て，WEIRD サンプルはより分析的に思考し，脱文脈化しやすく，ルールに基づいた推論
を行いやすい。一方，非 WEIRD サンプルはより包括的に思考し，文脈の影響を受けやす
く，全体的な類似性に基づいた推論を行いやすいことが示されている。命題論理では，文
脈や内容に依存しない推論規則が用いられるため，WEIRD サンプルは非 WEIRD サンプル
よりも，命題論理に基づく条件文の解釈や条件推論を行いやすい可能性が考えられる。よ
って，日本人や中国人といった非WEIRD サンプルの条件文の解釈を明らかにすること
は，推論の文化差を検討する上で意義があるといえる。本研究では，思考スタイルの文化
差の知見 (e.g., Nisbett, 2003; Nisbett, Peng, Choi, & Norenzayan, 2001) をもとに，東洋人の条
件文の解釈のモデルとして，条件付き確率を拡張した包括的条件付き確率モデルを提唱
し，その検討を行う。
条件文は知識や信念，仮説や予測，可能性を表現する手段であり，人々は日常的に条件
文を用いている。日常生活における条件文のデフォルトの解釈を明らかにすることで，人
が日常生活で何を表現するために条件文を用い，条件文からどのような結論を導き，条件
文の真偽をどのように判断するかを明らかにすることが期待できる。
1.2.2

本研究の構成

本研究は７章から構成されており，第２章と第３章では，条件推論研究の理論的背景を
説明する。第２章では古典的な論理体系である命題論理と，命題論理に基づく推論理論で
ある Braine & O’Brien (1998)のメンタルロジック説，Johnson-Laird & Byrne (2002)のメンタ
ルモデル説の解説を行う。第３章では確率の主観説と，条件推論の確率的アプローチであ
る Oaksford & Chater (2001, 2007) のベイズ的合理性に基づくモデル，Evans & Over (2004)
の仮定思考理論の説明を行う。さらに，これらの理論的背景を踏まえ，確率的アプローチ
で明らかにされていない点を提示し，本研究における問題設定と研究課題を示す。
第４章から第６章では，条件文の確率的解釈に関する実験的検討を示す。第４章では，
反例と条件関係が条件推論に及ぼす影響が確率的なアプローチにより説明可能かを，
Wason 選択課題 (Wason, 1966) により検討し，確率的アプローチの蓋然性を示す。第５章
では直感的な過程での真偽判断が条件文の確率的な解釈を反映しているかを検討し，条件
文の直感的なデフォルトの解釈が条件付き確率かを明らかにする。第６章では，条件文の
解釈に文化差が見られるかを，西洋（フランス，アメリカ）と東洋（日本，中国）の参加
者を対象に検討する。本研究では，新たに東洋人の条件文の解釈のモデルとして，包括的
条件付き確率モデルを提案し，この検証を行う。第７章では本研究を総括し，本研究の意
義と展望を述べる。
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第２章 命題論理と条件推論
条件推論の古典的アプローチ
論理学は古代ギリシア時代に発展し，前提から矛盾なく結論を導くための様々な論理規
則の体系化が行われてきた。条件文の真偽や推論に関する論理規則は，古典的な論理体系
である命題論理によって定式化されている。一方で，論理的推論に関する心理学研究は，
人の論理的推論課題のパフォーマンスが頻繁に命題論理学の規範から逸脱することを明ら
かにしてきた (e.g., Wason, 1966)。命題論理に基づく演繹推論理論であるメンタルロジック
説，メンタルモデル説は，人は論理的に条件文を解釈し推論することができるが，認知的
努力の不足や課題の文脈などにより完全な推論が阻害されるため，論理的規範からの逸脱
が起こるとしている。本章では，古典的な論理体系である命題論理と，メンタルロジック
説，メンタルモデル説による条件推論の説明を述べる。

2.1

命題論理と条件文

推論とは前提から結論を導く思考のはたらきであり，前提となる命題を連ねて結論を導
出する過程を論証 (argument) と呼ぶ。命題とは，古典的な論理学に基づけば真偽が定まる
文であり，
「A が真である」とは A が成り立ち無矛盾であることを意味し，
「A が偽であ
る」とは A が真ではないことを意味する。例えば「ホメロスはギリシア人である」は真偽
が定まるため命題といえるが，
「ホメロスはギリシア人ですか？」という疑問文は真偽が
定まらないため命題とはいえない。
命題論理は次にあげる三法則を認める論理学の体系である。一つ目の法則は「ある命題
A は命題 A である (A = A, A → A)」という同一律 (law of identity)，二つ目は「全ての命題
は真か偽かのどちらかである (A ⋁ ¬A)」という排中律 (law of excluded middle) ，三つ目は
「ある命題が “真でありかつ真ではない” ことはない ¬(A ⋀ ¬A)」という無矛盾律 (law of
noncontradiction)である。このように，命題論理では命題は真か偽かの二値のみを取り，
「真でも偽でもない」状態が認められないため，命題論理は二値論理とも呼ばれる。
演繹推論は，前提となる命題から必然的な結論を導く論証である。「必然」とは，前提
が真であると仮定した場合，結論が必ず真となることを意味する。結論が前提から必然的
に導出できる論証は妥当であり，結論が必然的ではない論証は妥当ではない。また，論証
の妥当性は個々の命題の内容ではなく論証の形式によって決定される。例えば，三段論法
において，
「全ての動物は呼吸をする，猫は動物である，ゆえに猫は呼吸をする」
，
「全て
の鉱物は呼吸をする，ダイヤモンドは鉱物である，ゆえにダイヤモンドは呼吸をする」の
どちらの論証も，All A is B, All C is A, therefore C is B の形式をとるため演繹的に妥当な推
論である。
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論証において，all や some, if など論証の形式を決定し妥当性に影響する語を論理定項と
呼び，
「動物」や「猫」といった A や B で置き換えられる命題の最小単位を単純命題，
「猫
は動物である」のように単純命題を結合して作られた命題を複合命題と呼ぶ。
If は条件法 (conditional, →)と呼ばれ，複数の命題を接続する論理定項である論理結合子
の一つである。If で接続される命題 if A then C のうち A を条件文の前件 (antecedent)，C を
条件文の後件 (consequent) と呼ぶ。論理結合子には否定 (negation, ¬)，連言 (conjunction,
)，選言 (disjunction,

)，条件法，双条件法 (biconditional, ↔)の 5 種類がある (Table

2.1)。以降，本論文では原則として記号 (¬, →)を用いて否定や条件法を表し, T (真, True)
と F (偽, False)を用いて命題の真偽を表す。
Table 2.1
論理結合子とその記号，表記，表現の例
名称

否定 (negation)
連言 (conjunction)
選言 (disjunction)
条件法 (conditional)

記号
¬

表記
¬A

表現

Aではない (not A)
A C AかつC (A and C)
A C AまたはC (A or C)
A → C もしAならばC (if A then C)

→

双条件法 (biconditional)

A

C

Aの場合かつこの場合のみC
(if and only if A then C)

命題論理の理論は，大きく構文論 (syntax) と意味論 (semantics) に分けられる。構文論
では，推論規則の適用によって，ある命題からどのような命題が導出可能かを検討する。
代表的な推論規則として導入則と除去則があり，前者は論理結合子を命題に加えるはたら
きをし，後者は命題から論理結合子を取り除く働きをする。例えば，連言導入則は命題 A
と B から A ⋀ B を導く規則であり，連言除去則は A ⋀ B という複合命題から A, B を導く
規則である。構文論では，命題の真偽ではなく，どのように推論規則を組み合わせて論証
を行うかという，論証の形式に焦点が当てられる。
命題論理の意味論は，命題や論理結合子の真偽といった，命題の意味に関する現象を扱
う。例えば，命題 A と B がともに真であるとき A ⋀ B も真となるが，A が偽 (¬A) の場合
は A ⋀ B は偽となる。なお，命題論理の構文論と意味論は完全に独立したものではなく，
論理的に妥当な推論規則は結論が常に真となる恒真式から導かれるというように，両者は
相互に関連している。
本論文の目的は人が条件文の真偽をどのように解釈し推論しているかを明らかにするこ
とであり，意味論的側面に関わる。そのため，本論文では命題論理における条件文の意味
論的理解を主に検討していく。
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2.1.1

条件文の真理値

真理値 (truth value) とは，命題の真偽を表す値である。複合命題の特徴として，構成要
素となる命題の真偽が定まれば，全体の真偽が定まるという性質がある。例えば否定 ¬A
は A が真の場合は偽，A が偽の場合は真となる。このように構成要素の真偽を入力する
と，複合命題の真偽が出力されるため，論理結合子は真理関数 (truth function)とみなされ
る。真理関数をまとめたものが Table 2.2 に示す真理値表 (truth table) であり，A と C のそ
れぞれの真理値が真 (T) または偽 (F) の場合の論理結合子の真理値を表している。
Table 2.2
否定，連言，選言，双条件文の真理値表

A

C

¬A

T
T
F
F

T
F
T
F

F
F
T
T

A

C
T
F
F
F

A

C
T
T
T
F

A

C
T
F
F
T

Table 2.3 は条件文 A → C の真理値表である。命題論理では，条件文は A と C が真であ
るときに真となる。一方，A が真で C が偽である A & ¬C は，条件文 A → C と矛盾する反
例であり，条件文は偽となる。また，A が偽である¬A & C, ¬A & ¬C の場合も，条件文は
真となる。古典論理の体系では，¬A & C, ¬A & ¬C は条件文と矛盾せず，
「偽ではない」た
め真とみなされる。こうした真理値を取る条件文を，実質含意または実質条件文 (material
conditional)と呼ぶ。実質含意の真理値表は¬A ⋁ C (A ではないまたは C) の真理値表と等し
くなる。
Table 2.3
条件文の真理値表

2.1.2

A

C

T
T
F
F

T
F
T
F

A→ C
T
F
T
T

¬A

C
T
F
T
T

実質含意の条件関係

条件文 A → C が実質含意となることは，A が C の十分条件だが，A が C の必要条件では
ないという，条件関係が成り立つことを意味する。A が C の十分条件とは，A が生じれば
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C は常に生じることを意味し，A が C の必要条件とは C が生じるためには A が必要である
ことを意味している。こうした実質含意における A と C の条件関係をオイラー図で示す
と，Figure 2.1 のようになる。全ての A は C の領域内にあるため，A の場合は常に C であ
ることが図から読み取れる。一方，C には A の領域と重ならない箇所があるため，A では
なくても C の場合があり，A は C が生じる必要条件ではないことが読み取れる。同様に C
の側から条件関係を捉えると，C ではない場合に A は生じないため，C は A の必要条件で
あり，C の場合に常に A が生じるわけではないため，C は A の十分条件ではないことが読
み取れる。

,

,

Figure 2.1. 条件関係のオイラー図
2.1.3

条件文の 4 つの論証

条件文に関する演繹推論を条件推論と呼び，条件三段論法とは条件文を大前提 (major
premise)，前件と後件の肯定または否定形を定言前提 (categorical premise) とし，結論を導
く演繹推論のことを示す。条件三段論法の論証には，Table2.4 に示す 4 種類があり，この
うち論理的に妥当な論証は肯定式 (modus ponens, MP)と否定式 (modus tollens, MT)，妥当
ではない論証は後件肯定 (affirmation of the consequent, AC) と前件否定 (denial of the
antecedent, DA) である。
Table 2.4
条件文の論証
名称

大前提

定言前提

結論 妥当性

例

肯定式 (Modus Ponens, MP)

A

C

valid

AならばC, Aである, よってCである

後件肯定 (Affirimation of the Consequent, AC)

C

A

invalid

AならばC, Cである, よってAである

¬A

¬C

invalid

AならばC, Aではない, よってCではない

¬C

¬A

valid

AならばC, Cではない, よってAではない

前件否定 (Denial of the Antecedent, DA)

A→C

否定式 (Modus Tollens, MT)

Table 2.5 は MP と MT の推論過程の真理値表である。MP 推論の場合，大前提 A → C と
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定言前提 A が同時に成り立つ ((A → C) ⋀ A)) のは A, C ともに真である A & C の場合であ
り，それ以外の場合は偽となる。これらの前提から MP 推論の結論を導出すると, 前提 ((A
→ C) ⋀ A) が真のとき，結論 C も真であり，MP (((A → C) ⋀ A) →C) は真となる。また，
前提 ((A → C) ⋀ A) が偽となる A & ¬C, ¬A & C, ¬A & ¬C の場合，前件が偽の場合に条件
文は真となることから，MP は真となる。よって，MP 推論は構成要素である A と C の真
理値に関わらず，常に真である恒真式といえる。妥当な推論とは，前提が真であると仮定
した場合，結論が必ず真となる推論であり，MP は結論が必ず真であるため妥当な推論だ
といえる。同様に MT 推論 (((A → C) ⋀ ¬C) →¬A) も，恒真式となるため妥当な推論であ
る。
MP, MT 推論の妥当性をオイラー図 (Figure 2.1) から解釈すると，次のようになる。全て
の A は C の領域に含まれるため，MP の A のとき C であるという論証は必ず成り立つとい
える。同様に，C の領域にないものは (¬C)，A の領域にも含まれないため (¬A)，MT の
¬C のとき¬A であるという論証も必ず成り立つといえる。
Table 2.5
MP，MT の推論過程の真理値表
MP
A
T
T
F
F

C A→ C
T
T
F
F
T
T
F
T

MT

前提

前提 → 結論

前提

前提 → 結論

(A→ C) A
T
F
F
F

((A→ C) A)→C
T
T
T
T

(A→ C) ¬ C
F
F
F
T

((A→ C) ¬C)→¬A
T
T
T
T

Table 2.6 は AC 推論と DA 推論の真理値表である。AC 推論の前提 ((A → C) ⋀ C) が成り
立つのは A & C および¬A & C の場合である。A & C の場合は前提 ((A → C) ⋀ C) も結論 A
も真となるが，A, ¬C の場合は結論が偽となる。よって，AC 推論は前提が真の場合に必ず
真となる論証ではなく，妥当な推論とはいえない。DA 推論の場合も同様に，¬A, C の場合
に前提 ((A → C) ⋀ ¬A) は真だが，結論¬C は偽となるため，妥当な推論とはいえない。
AC, DA 推論における A& ¬C 事例のように，結論を偽とし，論証と矛盾する事例は推論の
反例 (counter example) と呼ばれる。
AC, DA 推論のオイラー図 (Figure 2.1) に基づく解釈は次のとおりである。AC について
は，C の領域だが A に含まれない部分があるため，C から A は必ず成り立つとはいえな
い。DA の場合，A の領域ではないが (¬A)，C の領域にも含まれる部分があるため，¬A か
ら¬C の推論は常に真ではなく，¬A から¬C は必ず成り立つとはいえない。
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Table 2.6
AC，DA の推論過程の真理値表
AC
前提

A
T
T
F
F

C A→ C
T
T
F
F
T
T
F
T

2.2

(A→ C)
T
F
T
F

C

DA

前提 → 結論

前提

前提 → 結論

((A→ C) C)→A
T
T
F
T

(A→ C) ¬ A
F
F
T
F

((A→ C)

¬C)→¬C
T
T
F
T

条件推論課題

命題論理の体系では，推論規則や真理関数が定まり，妥当な推論と妥当ではない推論の
区別がなされている。一方，人間の推論は必ずしも論理的規範に従わないことが，多くの
推論研究から示されている。演繹推論の心理学的研究では，参加者に論証を提示し妥当性
の判断を求める課題や，命題の真偽判断を求める課題等が用いられている。条件推論課題
には様々な種類があるが，Nickerson (2015) は心理学研究で用いられる代表的な条件推論
課題として，Wason 選択課題 (Wason selection task)，真理値表課題 (truth table task)，論証
課題 (inference task) の 3 種類をあげている。Wason 選択課題については第 4 章で詳しく紹
介するため，本章では真理値表課題と論証課題について解説する。また，演繹推論課題に
おいてみられる内容効果 (content effect) についてもあわせて説明を行う。
2.2.1

真理値表課題

真理値表課題は条件文 A → C と条件文の前件と後件の肯定・否定の組み合わせのパター
ンを示し，それぞれの場合における条件文の真偽，または条件文が真の場合のそれぞれの
組み合わせの真偽を問う課題である。
Table 2.7
Johnson-Laird & Tagart (1969)の条件文の例および真理値
条件文と事例

A

C

T
T
F
F

T
F
T
F

もしカードの片面が D なら、
もう片方の面は 3 である
D 3
D 8
E 3
E 8

実質含意
(material implication)
T
F
T
T

不完全真理値表
(defective truth table)
T
F
Irrelevant
Irrelevant

Johnson-Laird & Tagart (1969) は，参加者に抽象的な条件文「もしカードの片面に D が書
かれているならば，もう片方の面には数字の３が書かれている」と，文字と数字の様々な
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組み合わせが書かれたカードを提示し，これらのカードを次の 3 つに分類するよう求め
た：規則と一致するカード，規則と一致しないカード，規則とは無関係なカード。実験で
用いたカードは，Table 2.7 に示すような，条件文の前件と後件の肯定・否定にそれぞれ対
応している。
実験の結果，参加者の真偽判断のパターンは実質含意と一致しないことが示された。条
件文の解釈が含意条件文と等しければ，¬A & C，¬A & ¬C 事例は規則と一致する真事例と
判断されることが予測されるが，実質含意と一致する回答のパターンは 4%であった。一
方，79%の回答が¬A & C，¬A & ¬C 事例を条件文と無関係と判断する，Table 2.7 における
不完全真理値表 (defective truth table) のパターンを示した。また，実質含意と同じ真理値
となる¬ A or C (カードに A が書かれていないか，3 が書かれているかのどちらかである)で
は，33%の回答が実質含意と同じ真理値となった。
条件文の真理値表課題で「無関係」という回答が生じた理由について，Wason (1966) は
日常的な if 文の解釈が，命題論理における条件法と異なる可能性を指摘している。日常言
語における「もし雨ならば休む」という条件文は，前提となる A (雨である) とその結果 C
(休むか・休まないか)について述べた文である。そのため，前提 A と結果 C が同時に満た
された場合の A & C（雨で休む）は条件文を確証 (verify) する事例であり，前提 A が満た
され C が生じない場合の A & ¬C（雨で休まない）は条件文を反証 (falsify) する事例とみ
なされる。一方，¬A（雨ではない）の場合は，前提である A (雨である) が満たされず，
真偽に関係しないものとみなされる。直説法的条件文の真理値表課題の結果が，実質含意
ではなく不完全真理値表のパターンとなることは，その後の多くの研究でも示されている
(Evans, 1972; Newstead, 1997; Politzer et al., 2010)。
2.2.2

論証課題

条件推論の論証課題は，条件三段論法に関する課題であり，条件三段論法の妥当性を問
うものと，大前提となる条件文と定言前提を提示しどのような結論が導けるかを尋ねるも
のとがある。Schroyens, Schaeken, & d'Ydewalle (2001) は論証課題のメタ分析を行い，4 つ
の推論 (MP, MT, AC, DA) の反応パターンに違いがあり，MP, MT, AC, DA の順で推論が行
われやすいことを示した: 直説法的条件文では，妥当な推論 (MP, MT) は妥当ではない推
論 (AC, DA) よりも行われやすく，妥当・非妥当な推論それぞれにおいて否定を含む推論
(MT, DA) よりも否定を含まない推論 (MP, AC) の方が行われやすい。
また，Markovits & Vachon (1990) は，論証の妥当性の判断が命題論理の規範に従わない
ことを示している。参加者が条件文を実質含意とみなしていれば，MP と MT を妥当な推
論と判断し，AC と DA を妥当ではない推論と棄却することが予測される。しかし，成人
であっても抽象的な条件文では MT 推論を妥当と判断できた割合は 68%, AC 推論を棄却で
きた割合は 72%, DA 推論を棄却できた割合は 76%となり，MP 推論を妥当と判断できた割
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合の 86%と有意な差が見られた。こうした論証課題の結果は，人の条件推論が論理的規範
に従うわけではなく，また，妥当な推論であっても論証の形式によって推論の難しさが異
なることを示している。
2.2.3

内容効果

命題論理では，論証の妥当性は命題の内容ではなく論証の形式によって決定される。し
かし，実際の人の推論は命題の内容や課題の文脈により変化するという，内容効果
(content effect) と呼ばれる現象が示されている。内容によって推論課題のパフォーマンス
が論理的規範に従うこともあれば (促進)，論理的規範から逸脱 (バイアス) が生じること
もある。
内容効果の例として，条件文の条件関係を明確にする内容により，真理値表課題や論証
課題のパフォーマンスが変化することが示されている (e.g., Fairley, Manktelow, & Over,
1999; Thompson, 1994, 1995; Verschueren, Schaeken, & Schroyens, 2006)。Thompson (1994,
1995)は，条件文 A → C において，A が C の十分条件であることが明確な条件文 (例：もし
車がガス欠になったら，車は動かない) は，そうではない条件文 (例：もしある人がタバ
コを吸えば，その人は肺癌になる) よりも，真理値表課題や論証課題で実質含意と一致す
る反応が増加することを示している。
内容効果が生じる理由として，内容により推論の反例の探索が容易になることが指摘さ
れている (e.g., Markovits, Forgues, & Brunet, 2010; Schroyens, Schaeken, & Handley, 2003;
Thompson 1994, 1995)。Thompson (1994) は，A → C の反例となる A & ¬C 事例が想起しや
すい条件文 (例：もしジョンが一生懸命勉強すれば，テストで良い成績が取れる)と，反例
が想起しにくい条件文（例：もし水が 100 度になれば，水は沸騰する）では，反例が想起
しやすいほど MP 推論が行われにくいことを示した。条件関係と反例の多寡は相互に関連
することが指摘されており (Thompson, 1994, 1995; Verschueren et al., 2006)，A → C の反例
が多いほど A と C の十分関係が低いと解釈することが示されている。
内容効果については，特定の領域の内容に特化した，領域固有の推論メカニズムを主張
する立場もある(Cheng & Holyoak, 1985; Cosmides, 1989; Cosmides & Tooby, 1989; Holyoak &
Cheng, 1995)。こうした研究では，
「もし A をすれば C をしてもよい」という，許可や義務
に関する義務論的 (deontic) 内容に特化した推論スキーマやアルゴリズムが提唱されてい
る。条件推論の領域固有説については，第 4 章で詳しく取り上げる。

2.3

条件推論の理論：命題論理に基づくアプローチ

条件推論の研究は，人の推論が命題論理の規範に一致しないことを示してきた。真理値
表は不完全であり，論証では妥当性を正しく判断できず，形式とは無関係な内容の影響を
受ける。一方で，一部の人は規範に従った回答を示すことが可能であり，また内容によっ
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て規範的な回答が増加することが示されている。
条件推論の命題論理に基づくアプローチは，人が古典論理 (命題論理) の体系に従う推
論システムを持つとする立場である。命題論理に基づくアプローチの代表的なものにメン
タルロジック説とメンタルモデル説がある。メンタルロジック説は命題論理の構文論に基
づき，推論規則の適用から推論パフォーマンスを説明し，メンタルモデル説は意味論に基
づき，真偽の表象から推論パフォーマンスを説明する。以下，それぞれの理論に基づく条
件推論の説明を示す。

2.4

メンタルロジック説

メンタルロジック説は，人は心内にメンタルロジックと呼ばれる推論規則を持ち，命題
にメンタルロジックを適用することによって推論を行うとする立場である (Braine &
O’Brien, 1991, 1998; Braine, O’Brien, Noveck, Samuels, Lea, Fisch, & Yang, 1995; Rips, 2008)。
Braine & O’Brien (1991, 1998) は，and, or, if といった論理結合子に相当する接続詞がほぼ全
ての言語において見られ，こうした接続詞の利用が発達の初期から見られるという言語学
の知見から，全ての人は生得的に基礎的な推論規則についてのメンタルロジックを持ち，
経験からより複雑な推論規則を習得するとした。
メンタルロジックによる推論は，基本的な推論規則である推論スキーマ (inference
schema), 規則を実行し評価する推論プログラム (reasoning program)，文脈に応じてプログ
ラムを制御する実用的原理 (pragmatic principle)の 3 つの構成要素によって実行される。
推論スキーマは，命題論理における推論規則に相当するものである。代表的な推論規則
として，それぞれの論理結合子の導入則と除去則があり，また，二重否定の除去則や
(¬¬A から A を導く)，背理法 (A を仮定して矛盾があるとき¬A を結論する) といった否定
に関する規則も存在する。なお，これらの推論規則が推論スキーマとして等しく利用され
るわけではなく，推論スキーマは中心的で自動的に用いられる核スキーマ (core schema)
と，補助的な送りスキーマ (feeder schema)，矛盾スキーマ (incompatibility schema) の 3 種
類に分類される(Braine et al., 1995)。
核スキーマは推論の中心となる規則であり，規則と合致する命題に対して常に利用する
ことができ，人が努力せず習慣的に適用することができる推論規則である。例えば，条件
法除去 (if-elimination, modus ponens) の核スキーマは A → C と A が与えられると，自動
的に C を導出するスキーマである。一方，送りスキーマは核スキーマを補助する規則であ
り，送りスキーマによって核スキーマでの推論に必要な命題を出力する場合に適用され
る。矛盾スキーマは推論に矛盾がないかを評価する過程で用いられ，A ⋀ ¬A の場合に「矛
盾している」と結論づけるスキーマである。
推論プログラムは，推論スキーマを実際の命題に適用する際にはたらき，命題にどのよ
うに推論規則を適用し結論を導くかを決める機能をもつ。推論規則の適用過程は，直接推
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論ルーチン (direct reasoning routine) と間接推論ルーチン (indirect reasoning routine) に分け
られる。直接推論ルーチンは，全ての人が共通に持つ能力であり，命題に対して自動的に
核スキーマを適用する。例えば，条件文 A → C と定言前提 A が提示されると，核スキー
マが適用され C という結論が自動的に導かれる。一方，直接推論ルーチンで解けない命題
に対しては，間接推論ルーチンが適用される。間接推論ルーチンは，どのような順序で推
論規則を用いるかという方略の決定や，核スキーマ以外の後天的に学習された推論スキー
マを用いる際にはたらく推論プログラムである。間接推論ルーチンは，推論者の知識や認
知容量，問題の文脈や領域の影響を受ける。複雑な推論スキーマを必要とし，結論導出ま
でに必要なステップが多い推論課題ほど正答が困難になる。
実用的原理は，内容や文脈の処理に関わり，内容や文脈に応じて用いる推論規則を決定
し，命題を変形する。例えば，
「もし雨ならば家にいる」という条件文は，
「雨でなくても
家にいる」場合は伝達の実用性が皆無と解釈され，実用的原理により双条件文「家にいる
ならば雨である」や「雨でないならば家にいない」に変形される。
2.4.1

メンタルロジックによる条件推論

メンタルロジック説 (Braine & O’brien, 1991) は，条件推論の論証課題において，MP 推
論が最も容易であり，他の推論が困難な理由を次のように説明している。条件推論に関す
る自動的な核スキーマとして，A → C と A から C を導出する，条件法除去 (MP) スキーマ
がある。MP 推論が容易なのは，この条件法除去スキーマが自動的に実行されるためだと
している。Lea (1995) は，MP 推論の前提が含まれる文章では，読解者の意図に関わら
ず，MP 推論の結論に相当する文への反応が速くなることを示した。この結果は，条件法
除去規則の核スキーマが，自動的に適用されるという主張を支持している。
一方，同じ論理的に妥当な推論であっても MT 推論が困難な理由は，核スキーマを自動
的に適用できず，間接推論ルーチンにより複数の推論規則を適用する必要があるためだと
している。MP 推論が１ステップで実行可能であるのに対し，MT 推論は複数のステップを
踏む必要があり，また核スキーマ以外の推論規則を用いる必要があるため，MT 推論は困
難になる。また，条件推論の論証課題において，妥当ではない AC 推論や DA 推論が行わ
れる理由として，実用的原理により，課題の文脈によっては A → C を双条件文 A ↔ C と
する解釈が誘導 (invite) されることをあげている。
メンタルロジック説は，推論におけるエラーや内容効果は，推論者の処理要領の不足
と，実用的原理によるものだとしている(Braine et al., 1995)。実用的原理は課題の文脈から
どの推論規則を適用するかを調整するため，課題の文脈によっては誤った推論規則を適用
する場合や，正しい推論規則の適用を促進する場合もある。Wason 選択課題で誤答率が高
いのは，課題に必要な能力が，人のメンタルロジックの利用能力を凌駕するため，推論規
則を完全に適用できないためだとしている。
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メンタルロジックは推論規則の集合であり，真理値表のような命題の真偽に関する表象
は含まない (Braine et al., 1995)。メンタルロジックへの批判の一つとして，推論規則には
真偽が含まれないため，論証が成立しなかった時，論証が妥当ではないのか，単なる論証
の失敗かが区別できない点がある (Johnson-Laird, Byrne, & Schaeken, 1994)。ただし，命題
論理における推論規則の妥当性は命題の真偽と関連しており，メンタルロジックの核スキ
ーマの一つである条件法導入 (MP) 規則が恒真式となるのは，Table 2.5 に示すような条件
文の真理値が実質含意と等しい場合である。よって，メンタルロジックの背景には，条件
文の真理値を実質含意とする論理体系があるといえる。

2.5

メンタルモデル説

Johnson-Laird と Byrne によるメンタルモデル説 (mental model theory) は，人がメンタル
モデルという心的表象の構築と操作によって推論を行うという理論である (Johnson-Laird,
2004; Johnson-Laird & Byrne, 2002; Johnson-Laird, Khemlani, & Goodwin, 2015)。メンタルモデ
ルは命題論理の意味論的なアプローチ基づいており，前提からみて何が真であるかをメン
タルモデルとして表象し，反例によってメンタルモデルが偽にならないかを検証すること
で，演繹推論を行うとしている。
メンタルモデルによる演繹推論は次の手順で行われる: (1) 前提と推論者の知識から，初
期モデル (initial model) を構築する。(2) 初期モデルに基づき，暫定的な結論を導く。(3)
結論を反証する反例モデルがないかを探索し，反例モデルが見つからない場合は結論が妥
当であると判断する。(4) 結論を反証するモデルが見つかった場合，それまでに構築した
前提の全てのモデルについて真となるような妥当な結論を探す。メンタルモデル説におい
て，(1)の前提理解と初期モデルの構築や(2)の暫定的な結論の導出は自動的に行われるとさ
れ，(3)と(4)の反例や結論の探索は熟慮的過程で行われるとされる。
2.5.1

メンタルモデルによる条件推論

Table 2.8 はメンタルモデルによる条件推論過程を示したものである (Johnson-Laird &
Byrne, 2002)。前提となる条件文 A → C が与えられると，条件文で明示された真事例のメ
ンタルモデル [A C] を初期モデルとして構築する。 […] は心的注釈 (mental footnote) と
呼ばれ，構築されたモデル以外の可能性が存在することを暗黙的に示している。この初期
モデルのもとでは，モデルと一致する A & C 事例のみが真である。また，初期モデルでは
[¬A] が表象されていないため，A ではない場合については何も導けないことになる。
推論者が熟慮的に考えると，初期モデル以外のメンタルモデルを構築できる。この初期
モデル以外のモデルを構築する過程を，肉付け (fleshing out) と呼ぶ。肉付けによって構築
されやすい条件文のメンタルモデルは[¬A ¬C]のモデルであり，これは条件文 A → C を，
「A → C かつ ¬A → ¬C」という双条件文と解釈したことを反映している。条件文におい
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て，全ての真事例が表象される完全明示モデル (fully explicit model) は，3 つの真事例 [A
C], [¬A ¬C], [¬A C] のモデルとなる。なお， [A ¬C] は条件文が真であるときに不可能な
事例 (偽) であり，条件文のメンタルモデルには含まれない。
Table 2.8
メンタルモデルによる条件文の表象
Mental Models of
A→ C
A C
…

1. Initial model

2.5.2

2. Biconditional model

A C
¬A ¬C
…

3. Fully explicit model

A C
¬A ¬C
¬A C

メンタルモデルと条件文の論証

メンタルモデル説は，論証課題における推論の困難度の違いを，必要なモデル数の違い
から説明する。MP 推論は最も容易な推論であり，初期モデル[A C]を読み取るだけで，
「A
ゆえに C」と結論できる。また，否定が含まれない AC 推論が MT や DA 推論よりも容易
に導出可能な理由を，初期モデル[A C]を読み取ることで AC 推論が可能になるためとして
いる。一方，否定を含む MT や DA 推論は，[¬A ¬C]のモデルの構築が必要になるため，
MP や AC 推論よりも困難になるとしている。さらに，AC, DA 推論を妥当ではないと判断
するためには，反例となる[¬A C]モデルを構築し，結論と矛盾することを確かめる必要が
ある。
Johnson-Laird & Byrne (2002) は条件文の各項の意味や，条件文が表している文脈によっ
て，どのようなメンタルモデルを構築しやすくなるかが変化するとした。Table 2.8 に示し
たメンタルモデルは，具体的な内容を持たない基礎的な条件文 (basic conditional) に関す
るものである。例えば，
「もし雨なら，水たまりができる」というように時間や因果関係
を含む条件文では，
「雨ではないときに水たまりができる [¬A C]」場合のメンタルモデル
は構築されにくくなる。また，推論の妥当性に関わらず，文脈などにより論証の反例とな
るメンタルモデルの構築を容易にすると，論証を妥当ではないと判断しやすくなることが
示されている(De Neys, Schaeken, & D'Ydewalle, 2003; Markovits et al., 2010)。
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2.5.3

反例と条件関係

Thompson (1994, 1995) は，条件文の内容が必要性・十分性といった条件関係の解釈と反
例のメンタルモデルの構築に影響を与えるとした。実質含意は A が C の十分条件，C が A
の必要条件であることを意味している。このとき，A が生じているのに C が生じない場合
である A & ¬C 事例は，
「A が生じれば C は常に生じる」という A と C の十分性に疑問を
抱かせ，また，A が生じていないのに C が生じている場合である ¬A & C 事例は，
「A が生
じなければ C は生じない」という A と C の必要性に疑問を抱かせる。A & ¬C 事例は MP,
MT 推論の反例，¬A & C 事例は AC, DA 推論の反例であり，反例のメンタルモデルが構築
されると結論は偽となり，推論は妥当ではないと判断される。例えば，「もしガス欠にな
れば車は止まる」という条件文では，
「ブレーキを踏めば車は止まる」といった「ガス欠
にならなくても車は止まる¬A & C」事例を容易に考えることができるため，A が C の必要
条件だと解釈されにくく，AC, DA 推論は妥当ではないと判断されやすい。
Thompson (1995) は条件関係の解釈が，反例の想起のしやすさと論証課題の成績に影響
することを示した。実験では A と C の必要性と十分性の高低を操作した条件文を提示し，
それぞれの条件文について，MP, MT, AC, DA 推論の結論が妥当かを判断させた。実験の結
果，A と C の十分性が低い条件文では MP, MT 推論を妥当ではないと回答しやすく，A と
C の必要性が低い条件文では AC, DA 推論を妥当ではないと回答しやすかった。この結果
は，十分性の低い条件文では MP, MT 推論の反例である A & ¬C のメンタルモデル構築が
容易であり，必要性の低い条件文では AC, DA 推論の反例である¬A & C のメンタルモデル
構築が容易だったことを反映している。
2.5.4

メンタルモデルと条件文の真理値

メンタルモデルは命題の真偽を表象することが可能であり，命題の真理値についての推
論も可能にする。基礎的な条件文の完全明示モデルは[A C], [¬A C], [¬A ¬C]を真事例とし，
[A ¬C]のみが偽となるモデルであり，命題論理における条件文の実質含意解釈と等しい。
ただし，人の推論は実質含意と異なり，¬A & C, ¬A & ¬C 事例は条件文の真理値と無関係
と回答されやすいことが示されている (Johnson-Laird & Tagart, 1969)。Johnson-Laird はこう
した¬A 事例を無関連とする真理値表のパターンを不完全真理値表と呼び，条件文のモデ
ルが完全に構築できていないため生じるとした。
Table 2.9 は条件推論の各ステップにおけるメンタルモデルと，その時の真理値を表して
いる。初期モデルでは条件文のモデルは連言 A ⋀ C と等しく，A & C の場合のみ真とみな
される。初期モデルを肉付けした２番目のモデルは双条件文 (A → C) ⋀ (¬A → ¬C)と等し
い解釈であり，A & C と¬A & ¬C の場合を真とするモデルである。３番目の完全に明示的
なモデルは，実質含意と等しくなる。Johnson-Laird & Byrne (2002) は双条件解釈では無関
連という回答が見られないことから，無関連という回答は初期モデルに基づいた反応であ
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り，[A C]という初期モデルには¬A が含まれていないため，¬A 事例の真偽が決められず無
関連と反応するとしている。
Table 2.9
メンタルモデルの各ステップにおける条件文の真理値

A
T
T
F
F

C
T
F
T
F

1. Initial Model 2.Biconditional Model
AC
A C, ¬A ¬C
T
T
F
F
(F)
F
(F)
T

3.Fully Expllicit Model
A C, ¬A ¬C, ¬A C
T
F
T
T

多くの真理値表課題の研究で¬A 事例は真偽と無関連と判断されているが，Goodwin &
Johnson-Laird (2018) は真理値表の提示の仕方を操作すると¬A 事例が真と判断されること
を明らかにした。彼らは，条件文 A → C と¬A & C といった事例を同時に提示し，これら
が同時に真となるかを尋ねる集合真理値表課題という手法を用いて，参加者が集合の真偽
をどのように判断するかを検討し，A → C と¬A & C の集合や A → C と¬A & ¬C という
¬A を含む集合が真と判断されることを示した。この結果は，¬A & C を提示することで，
¬A を含む完全明示モデルの構築が容易になったことを反映している。Goodwin & JohnsonLaird (2018)は，¬A 事例は条件文とは無関連ではなく，条件文の完全明示モデルが構築で
きれば，条件文の解釈が実質含意と等しくなると主張している。

2.6

命題論理に基づくアプローチの問題点

メンタルロジック説とメンタルモデル説は，命題論理の統語論に基づく前者，意味論に
基づく後者という違いはあるが，人の推論過程として古典的な命題論理に準じた処理が行
われると考える点が共通している。メンタルロジック説は条件文の意味については扱って
いないが，メンタルロジック説では A → C と A から C を導出する条件法除去 (MP) スキ
ーマを，推論規則の核スキーマとしている (Braine & O’brien, 1991; Lea, 1995)。MP 推論が
論理的に妥当な恒真命題となるのは，条件文の真理値が実質含意と等しい場合であり，メ
ンタルロジック説における条件文の解釈は実質含意と等しいといえる。メンタルモデル説
は条件文の初期モデルは連言と等しく，完全明示モデルは実質含意と等しいとしている。
よって，メンタルモデル説における条件文の基礎的な解釈は連言または実質含意だといえ
る。
古典的アプローチの問題点として，命題は真か偽か，推論は妥当か妥当ではないかのど
ちらかであり，その中間を扱えない点がある。日常世界ではある出来事が生じるかどうか
20

は不確実であり，
「もし雨になれば，道路が渋滞する」といった条件文を述べる時，真偽
について 100%の確信を持つことは少ない。しかし，メンタルロジックの MP 推論スキー
マや，メンタルモデルの初期モデルに基づけば，雨の時は必ず道路が渋滞するという結論
を導くことになる。また，命題と矛盾する反例が一つでもあれば命題は偽となるため，
「雨で渋滞しない」場合が一度でも生じれば条件文は偽となる。
条件推論の古典的アプローチのもう一つの問題点として，¬A 事例が無関連と判断され
ることの説明が困難な点がある。古典的アプローチでは，¬A 事例を無関連とする判断は
処理努力の不足による規範からの逸脱として扱われる。しかし，発達研究や推論の個人差
研究は，¬A 事例を無関連とする判断が処理努力の不足ではなく，広く成人に見られるこ
とを示している。Barrouillet と Gauffroy は，条件文の真理値表課題において，児童期では
連言や双条件と等しい反応が多く，成人では不完全真理値表のパターンが最も多くなるこ
とを示した (Barrouillet & Gauffroy, 2015; Gauffroy & Barrouillet, 2011)。また，Evans らは条
件推論の個人差を検討し，真理値表課題では連言と不完全真理値表のパターンが多く見ら
れ，不完全真理値表のパターンを示す参加者ほど一般知能が高いことを明らかにした
(Evans, Handley, Nelzens, & Over, 2007; Evans, Neilens, Handley, & Over, 2008)。Goodwin &
Johnson-Laird (2018) の研究は，条件文の完全明示モデルが構築できる状況であれば¬A 事
例を真事例とするとしている。しかし, 条件推論の発達や個人差に関する先行研究から
は，一般的な真理値表課題では¬A 事例を真と判断することは困難であり，¬A 事例を真偽
とは無関連とみなすことが成人における基本的な反応であることが考えられる。
命題論理の体系と異なり，現実世界は不確実であり，真・偽を断定できる事象は少な
い。こうした現実世界の不確実性を反映させ，推論とは様々な事象に対する主観的な確実
さ・不確実さを考える過程であるとする理論が，1990 年代より提起されるようになった
(Evans & Over, 2004; Oaksford & Chater, 1994, 1996, 2007)。これらの理論は，不確実さを取
り扱うために主観確率の概念を導入しており，演繹推論の確率的アプローチと呼ばれてい
る。
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第３章 主観確率と条件推論
1990 年代から，真か偽かという二値論理とは異なり，人の推論における確率や効用の役
割を強調する研究が現れるようになった。命題論理に基づく古典的な推論理論では，前提
は必ず真とみなされ，推論の正しさや命題の真偽は命題論理の規範に従うとされてきた。
しかし，日常生活では絶対に確実な事例は稀であり，全ての日常的な推論や意思決定には
不確実さが伴う。こうしたことから，心理学的に重要なのは論理規範に基づく真偽ではな
く，不確実な事象についての思考だと考えられるようになった。不確実さを扱うために，
演繹推論に確率の概念を取り入れたのが演繹推論の確率的アプローチである。
演繹推論の確率的アプローチは，人の「演繹的」推論は実際には論理規範の適用ではな
く，主観的な確からしさである信念強度 (degree of belief) に応じて命題の真偽の程度を判
断し，信念強度を更新するために情報を利用する過程だと考える (Evans & Over, 2004;
Oaksford & Chater, 2001, 2007)。例えば，ある人が「もし雨になれば，道路が渋滞する」と
いう条件文の真偽について考える時，その人は「雨の時に渋滞」がどのくらい起こりそう
かを自分の経験や知識から推定する。
「雨の時に渋滞」が起こるという信念が強ければ，
文は真である可能性が高いと判断することになる。確率的アプローチでは主観的な確実さ
の程度を取り扱うため，20 世紀初頭に提起された確率論の主観確率説 (Ramsey, 1926/1990,
de Finetti, 1937/1964) を理論的背景としている。確率論における主観確率説は，条件文の確
率や真理値についても議論しており，演繹推論の確率的アプローチは主観確率説に基づく
モデルで人の条件推論を説明している。
本章では，確率論の主観確率説 (de Finetti, 1937/1964; Ramsey, 1926/1990, 1929/1990) を
概説し，主観確率説による条件文の説明を示す。次いで，確率的アプローチの代表的理論
である，Oaksford & Chater (2007) のベイズ的合理性に基づくモデルと，Evans & Over
(2004) の仮定思考理論による条件文の論証課題や真理値表課題等の説明を示す。

3.1

主観確率説

確率論は確率に関する数学的・哲学的議論であり，古典的な確率論では，確率とは標本
空間（生じうる全ての状態の集合）に対する根元事象数（それ以上分割できない事象）の
比として定義される。現代の確率論は，コルモゴロフによる確率の公理に基づいて展開さ
れているため，本論でも以下の公理を満たすものを確率として扱う：
コルモゴロフの確率の公理（以下，事象 x の生じる確率, probability of x,を P (x)と記す）
1. 標本空間内のどのような事象 A についても，その生起確率は 0 以上 1 以下となる:
1 ≥ P (A) ≥ 0
2. 全事象 S の生起確率は 1 となる: P (S) = 1
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3. 事象 A と事象 B が排他的であるとき，その和集合の値は，各事象の値の和に等し
い: P (A ⋁ B) = P (A) + P (B)
確率論は，大きくは客観確率説と主観確率説に分けることができる。客観確率説は，確
率を客観的に解釈する立場であり，確率が人間の知識や信念とは無関係の客観的な物質世
界の性質であると捉える。一方の主観確率説は，確率を認識論的に解釈し，確率が人間の
知識の度合いや信念の度合いを示すものと捉える。Gillice (2000/2004) は確率論の主要な説
を次のようにまとめている：
•

客観確率
Ø

頻度説 (frequency theory) ：確率とは，同じ事柄の長い系列において，それが
起こる一定の有限な頻度である

Ø

傾向説 (propensity theory) ：確率とは，繰り返される一連の条件に内在する傾
向である

•

主観確率
Ø

論理説 (probabilistic logic) ：確率とは，合理的信念の度合いである。仮説や予
測に対して，同じ確証を持つ全ての合理的人間は同じ度合いでそれを信じるこ
とを前提とする

Ø

主観説 (subjective probability)：確率とは，ある特定の個人が持つ信念の度合い
である。信念の度合いは個人によって異なり，全ての人が同じ度合いで信念を
持つことは前提されない

頻度説と主観説によって「降水確率 30%」を解釈すると，次のようになる。頻度説に基
づけば「降水確率 30％と予報された日にち 100 日のうち 30 日は雨が降った」ことを意味
し，主観説に基づけば「今日，雨が降る確率は 30%だと思う。雨が降るという信念は，
100 本中 30 本の当たりがあるクジを引くことと同じ確からしさである」ことを意味する。
演繹推論の確率的アプローチは，人々がある命題や事象についてそれぞれ異なった確か
らしさの信念を持ち，その信念に基づいて推論していると考え，確率の主観説を理論的背
景としている。確率の主観説ではベイズの定理 (Bayesian theorem) による確率的推論が重
要な役割を果たすことから，主観説はベイズ主義とも呼ばれる。
3.1.1

ベイズの定理

ベイズの定理は，イギリスのトーマス・ベイズ (Thomas Bayes, 1702 - 1761) が考案した
条件付き確率 (conditional probability) に関する公式である。条件付き確率とは，事象 A が
生じたときに事象 B が生じる確率のことであり，A が与えられた時の B の条件付き確率,
conditional probability of B given A, は P (B|A) と表記される。
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ベイズの定理は，ある事象 A が生じた時の事象 B の確率 P (B|A) を求める式である。P
(B|A) は，事象 B が生じたときに事象 A が生じる条件付き確率 P (A|B)，事象 A と B の同
時確率 P (A ⋀ B), 事象 B が生じる確率 P (B) から，次式によって求めることが可能であ
る：
(1) B のとき A が生じる条件付き確率 + (-|/) =
(2) A のとき B が生じる条件付き確率

+ (/|-) =

2 (3 ⋀ 4)
2 (4)
2 (3 ⋀ 4)
2 (3)

(3) (1), (2)式より，A が生じた時の B の事後確率を求める式：ベイズの定理
+ (/|-) =

2 (3|4) ∗ 2 (4)
2 (3)

ベイズ自身は主観確率について述べていないが，ベイズの定理は 20 世紀に生じた主観
確率の理論に広く影響を与え，ベイズの定理は信念更新 (belief revision) の式として用いら
れている。信念更新とは，人がある情報を得ることによって信念強度を変化させることで
ある。事前信念 H1 を持っている人が，データ D を得た後で，信念をどのように変化させ
たかという事後信念 P (H1|D) を推定することを，ベイズ推定と呼ぶ。ベイズの定理に従え
ば，事後確率は事前確率と尤度（事前信念が正しい時にデータが発生する確率）の関数と
なり，以下の式で表される：
•

P (H1) : D を観察する前の H1 の確からしさに関する信念，事前確率 (prior
probability)

•

P (H1|D) : D を観察した後での H1 の確からしさに関する信念，事後確率 (posterior
probability)

•

P (D|H1) : 仮説 H1 のもとで D が観察される確率，尤度 (likelihood)

•

ベイズの定理より，仮説 H1 が D のもとで生じる事後確率
+ (67|8) =

•

+ (8|67) ∗ + (67 )
+ (8)

複数の仮説 (Hi … Hj)が存在することも考えられるため，ベイズ推定の式は次の形
に一般化できる：
+ (69 |8) =

+ (8|69 ) ∗ + (69 )
∑<;=7 + (8|6; ) + >6; ?

例えば，罹患率 5% の病気について，精度が 80%の検査で陽性の診断 (D) が得られた
時に, 実際に病気である事後確率 P (H1|D) を求めたいとする。この時，病気である事前確
率を P (H1) = 0.05，病気ではない事前確率を P (H2) = 1-0.05 = 0.95，病気の人が検査で陽性
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になる確率 P (D|H1) = 0.80, 病気ではない人が陽性になる確率 P (¬D| H1) = 0.20 とおく。
ベイズ推定の式に各値を代入すると (67|8) =

@.B@∗@.@C
@.B@∗@.@CD@.E@∗@.FC

= 0.17 となる。陽性の診断

が得られることで，病気であるという信念 H1 が 5%から 17%に更新されたといえる。
3.1.2

確率の主観説とダッチブック論証

確率の主観説は 20 世紀前半に，イギリスの F. ラムジー (Ramsey) とイタリアの B.デ・
フィネッティ (de Finetti) という数学・哲学者により提唱された。Ramsey (1926/1990) は，
確率の頻度説やケインズによる確率の論理説を批判し，ある命題に対する個々人の「信念
強度」として確率を定義した。信念強度は，
「適切な状況下で，人がその信念に基づいて
どの程度まで行為をなしうるか」を反映し，ある程度なら測定可能だとされている。
Ramsey と de Finetti は，信念がもたらす行為の一つとして賭けをあげ，人がある行為にど
のくらい賭けるかは，信念強度を測定するよい尺度であるとした。Ramsey (1926/1990) は,
「駅に出かける時，我々は常に列車が実際に走っていることに賭けており，もしも十分な
信念強度を持っていなければ，我々はそうした賭けを行わずに家に留まるだろう」と述べ
ている。
主観確率説に対しては，主観的であり公理を満たす「確率」といえるのかという批判が
なされたが，Ramsey (1926/1990)と de Finetti (1937/1964) はある人が事象 A に賭ける意思の
ある比率が，事象 A への信念の度合い（主観確率）を表し，また，この賭け比率が整合的
であり公平な賭けが成立すれば，確率の公理が満たされるとした。例えば A チームが勝つ
ことに 0.70 の信念強度，負けることに 0.30 の信念強度を持っている者は，A チームが勝
てば 1 ドルもらえる賭けに 0.70 ドルまでなら応じ，A チームが負ければ 1 ドルもらう賭け
を 0.30 ドルまでなら応じるだろう。この場合の信念強度は確率の公理を守っており，公平
な賭けが成立している。しかし，信念強度が確率の公理を破っていると，この賭けに必ず
負けることになる。例えば，A チームが勝つ信念強度が 0.70, 負ける信念強度が 0.70 で，
「全事象の生起確率は 1」という確率の公理に違反する場合を考える。この時，A チーム
が勝てば 1 ドルもらえる賭けを 0.70 ドルで買い，A チームが負ければ 1 ドルもらえる賭け
を 0.70 ドルで買うことになり，1 ドルの賭けを 1.40 ドルで買うため必ず損をすることにな
る。このように必ず損する賭けを，汚い賭け (Dutch book) と呼び，信念強度が不整合な場
合，ダッチブックにより賭けに必ず負けてしまう。一方，信念強度が整合的で公平な賭け
となる場合，それは確率の公理を満たし，同様に，確率の公理を満たす場合，信念強度は
常に整合的である。この主観確率に関する論証は，ダッチブック論証 (Dutch book
argument) 4と呼ばれ，主観確率が確率の公理系を満たすことを示している。

4

ダッチブック論証に関する詳細な解説は高須・横尾 (2003) を参照
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3.1.3

主観確率と条件文：Ramsey テストと de Finetti 表

Ramsey (1929/1990) は条件文と信念強度に関する議論において，条件文 “if A then C” の
信念強度は，A を仮定した場合の C への信念強度であり，人の行為はこうした仮定的信念
強度によって決定されるとした。条件文 A → C の真偽の信念強度を，A と仮定した場合
の C への信念強度から測る方法は Ramsey テストと呼ばれ，Ramsey (1929/1990) によって
次のように説明されている：
“二人の人物が「p ならば q となるか」を議論しており，両者ともに p に関しては懐疑

的ならば，彼らはそれぞれの知識のストックに仮定的に p を付け加え，それをもとにして
q について議論しているのである。したがってある意味では，「p ならば q」と「p ならば
¬q」とは矛盾している。彼らは p を仮定した場合の q に対する信念の度合いを定めようと

しているのである，と言うこともできよう。p が偽であることが判明する場合には，彼ら
の信念の度合いは空なるものになるであろう” (Ramsey, 1929/1990, 伊藤・橋本 (訳))
Ramsey による条件文と Ramsey テストに関する議論は，条件推論の確率的アプローチの
中核となるものである。Ramsey (1929/1990) に基づき条件文の意味を定義すると次のよう
になる：
(1) 人が条件文 A → C について考える際，A を仮定した場合の C に対する信念強
度である条件付き確率 P (C|A) によって，A → C の真偽を判断する
(2) A が偽 (¬A) のとき，信念強度については何もいえない空値 (void) となる
(1)は，条件文の理解が確率的であり，条件文が真である信念強度は A を仮定した時の C
の条件付き確率 P (A → C) = P (C|A)として表せることを示している。(2)は条件文の真理
値に関するものであり，¬A 事例は条件文の真偽の信念強度とは無関連な空事例となるこ
とを述べている。Ramsey (1929/1990) は条件文の真理値についてこれ以上の言及はしてい
ないが，主観確率説の提唱者の一人である De Finetti (1937/1964) は，条件文の主観確率に
基づき，真・偽・空の三値からなる条件文の真理値表について議論した。
De Finetti (1937/1964) は，条件文 A → C の確率を A の場合に A & C が生じる確率であ
る条件付き確率 P (C|A)と等しいとし，この時，条件文の真理値は A & C 事例の時に真，A
& ¬C 事例の時に偽，¬A 事例 (¬A & C, ¬A & ¬C) の時に空となるとした (Table 3.1)。空値
とは，真理値が定まらない (indeterminate) 状態であり，真理値に真・偽以外の第三の値を
含む論理体系を三値論理，Table 2.1 に示す TFVV となる条件文の真理値表を de Finetti 表と
呼ぶ。De Finetti 表に基づけば，A → C の真偽に関する信念強度は，A & C 事例と A & ¬C
事例の信念強度によって決定され，¬A 事例の信念強度は A → C の真偽とは無関係とな
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る。
条件文の真理値が三値となることについて，de Finetti (1937/1964) はダッチブック論証
と同様，賭けとのアナロジーから説明している。条件付き賭け (conditional bet) とは条件
文を用いた賭けであり，
「私は “もし A 選手が登板すれば，C チームが勝つ” に 100 円賭

ける (I bet that if A then C)」といった形で表される。条件付き賭けに勝つのは A & C の場
合，負けるのは A & ¬C の場合である。一方，条件文は A ではない場合について何も述べ
ていないため，¬A のとき賭けは引き分け (called off) となる。条件付き賭けの勝ち，負
け，引き分けは，条件文の真，偽，空とそれぞれ対応している (Table 3.1)。
Table 3.1
de Finetti 表; 条件文の真理値と条件付き賭けの勝ち負け

A
T
T
F
F

C
T
F
T
F

A→C
T
F
V
V

I bet that "A → C"
Win
Lose
Called off
Called off

確率の主観説は，条件文の信念強度が条件付き確率と等しいこと，また，その時の条件
文の真理値が¬A が空値となる de Finetti 表となることを主張している。演繹推論の確率的
アプローチは，確率の主観説の主張に基づき，人の推論は命題に対する信念強度を反映す
ると考え，条件文の信念強度や真理値を，実験やモデルにより検証している。演繹推論の
確率的アプローチの代表が，推論をベイズ的な信念更新の過程と捉える Oaksford & Chater
らのベイズ的合理性モデルと (Oaksford & Chater, 2001, 2003a, 2007, 2009)，条件文の基本的
な解釈が条件付き確率に従うことを強調する Evans & Over らによる仮定思考理論である
(Evans et al., 2003; Evans & Over, 2004)。

3.2

ベイズ的合理性と情報獲得

Oaksford & Chater (1994, 2001, 2003a, 2007, 2009) は，人間にとっての合理性とは不確実
な世界で不確実さについて推論を行う能力であり，論理的規範を用いる能力ではないと主
張している。また，不確実さに関する推論は客観的確率に基づくのではなく，主観的確率
である信念強度に基づくとし，人は合理的に情報を獲得し，信念強度を更新していくベイ
ズ的合理性を持った推論を行うとしている。Oaksford と Chater らは Wason 選択課題
(Oaksford & Chater, 1994, 1996, 2003b)，条件推論の論証課題 (Oaksford & Chater, 2003a,
2013; Oaksford, Chater, & Larkin, 2000)，三段論法課題 (Chater & Oaksford, 1999) をベイズ的
合理性による情報獲得モデルで検証し，推論者のパフォーマンスは論理的規範ではなく，
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情報獲得による信念強度の更新によって説明できることを示した。
3.2.1

条件推論の情報獲得モデル

条件文に対するベイズ的合理性アプローチの基本的な考え方は，Ramsey や de Finetti ら
の主観確率説と一致している。条件文 A → C に対する信念強度は，Ramey テストによって
決定され，A を仮定した場合の C の信念強度を反映する。よって，条件文の信念強度は条
件付き確率 P (A → C) = P (C|A)と等しくなる。例えば，ある人が「もし鳥の羽根が黒けれ
ば，カラスである」の真偽を考える場合，鳥の羽根が黒いと仮定した場合に，その鳥がカ
ラスである主観的確率が条件文の真偽に対する信念強度となる。
Oaksford と Chater らは (Oaksford & Chater, 2003a, 2013; Oaksford et al., 2000)，条件文の論
証を，定言前提の情報が与えられることによって，結論の信念が更新される過程だと捉
え，情報獲得モデルを提唱した。情報獲得モデルに基づけば，MP 推論 (((A → C) ⋀ A))
→C) は，定言前提 A によって C の信念が更新される推論だと捉えることができる。例え
ば，
「もし A ならば C である」という条件文に対し，P (C|A) = 0.80 という事前信念を持っ
ている人がいるとする。この人が，MP 推論の定言前提「A」を提示された時に「C」と考
える信念強度は，ベイズ推定の式より証拠 A が与えられた時の C の条件付き確率 P(C|A)と
なるため，P(MP) = P(C|A) = 0.80 となる。
情報獲得モデルでは，MP 推論以外の推論の事後確率を推定する場合，条件文の確率 P
(C|A)だけではなく，前件 A や後件 C の周辺確率である P(A), P(C)も用いられる。AC 推論
では, 定言前提である C が与えられた時 (P(C) = 1) に，結論 A となる事後確率 P(A|C)の
推定が行われ，+(-|J) =

2(3)∗2(K|3)
2(K)

が AC 推論の信念強度となる。DA や MT 推論といった

否定を含む推論では，
「A ではなく C でもない」同時確率 P(¬A & ¬C) を求める必要があ
る。これは P (C|A)，P(A), P(C)の 3 つのパラメータから求めることが可能であり，P(¬A &
¬C) = 1 -P(C) -P(A)(1-P(C|A) となる。よって，DA の確率は +(¬J|¬-) =
7L2(K)L2(3)2(7L2(K|3))

7L2(K)L2(3)2(7L2(K|3))

7L2(3)

7L2(K)

となり，MT の確率は+(¬-|¬J) =

となる。

このようにして推定された結論の事後確率（信念強度）が高いほど，論証課題で結論が
導かれやすいことが示されている。Oaksford et al. (2000) は，上記の P (C|A)，P(A), P(C)の
3 つのパラメータによるベイズモデルで，論証課題のパフォーマンスが予測可能かを検証
した。彼らの実験では，P(A), P(C)の確率を操作した条件文が示され，結論がどのくらい確
からしいかを評定するように求めた。その結果，事後確率が高い推論ほど，結論の確から
しさ評定が高く，情報獲得モデルによる予測を支持する結果となった。
また，ベイズ的合理性モデルは既存の論証課題のデータとも適合性が高いことが示され
ている。Figure 3.1 は情報獲得モデルによる，Schroyens & Schaeken (2003) の論証課題のメ
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タ分析データへのモデル適合である (Oaksford & Chater, 2007)。パネル A は実質含意に基
づくモデル，パネル B は実質含意と条件文の双条件解釈を組み合わせたモデル，パネル C
は情報獲得モデル，パネル D は情報獲得モデルに修正を加えたモデルである。Figure 3.1
から，実質含意に従う予測 A よりも， 双条件解釈を含んだ B の当てはまりが良く，さら
に，命題論理に基づく予測 A, B よりも，情報獲得モデルに基づく予測 C, D の当てはまり
が良いことが見える。なお，修正モデル D は，定言前提が条件文自体の反例を考慮しやす
くさせ，条件文の信念強度を低下させる傾向5を反映したものである。

Data
1.0

A

Model

C

D

MP DA AC MT

MP DA AC MT

B

P (Endorse)

0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

MP DA AC MT

MP DA AC MT

Inference
Figure 3.1. 情報獲得モデルによる，論証課題のメタ分析データのモデル適合 (Oaksford
& Chater, 2007 をもとに改変) : パネル A：実質含意モデル，パネル B：実質含意と条件
文の双条件解釈の組み合わせモデル，パネル C：情報獲得モデル，パネル D：修正情報
獲得モデル

Oaksford と Chater のベイズ的合理性に基づくアプローチは，条件推論の多くの現象を説
明し予測する一方で，条件推論課題に確率の効果が見られないとする研究もある
(Oberauer, Wilhelm, & Diaz, 1999; Oberauer, Weidenfeld, & Hörnig, 2004)。Oberauer et al. (2004)
は，参加者に条件文の前件・後件にあたる事象の生起頻度を学習させ，その後，Wason 選
択課題や論証課題といった演繹推論課題を行なった。参加者は事象の生起確率の学習に成
功していたが，推論課題の成績には確率による影響が見られず，情報獲得モデルの予測と
「もしキーを回せば，車が動く」という条件文に対し，MT の定言前提「車が動かな
い」を提示すると，MT の結論「キーを回していない」を推論するだけではなく，
「キーを
回しても車が動かない」という条件文自体の反例も考慮しやすくなり，条件文自体の信念
強度が低下する。
5

29

は異なる結果となった。Oaksford et al. (2000) の実験では頻度情報が明示的に与えらえてい
たため，参加者は確率を利用して回答していたが，確率的な情報が明示的ではない場合は
確率に基づく推論が行われにくい可能性が指摘されている。こうした批判に対して
Oaksford らは，先行研究では確率の操作が失敗している可能性を指摘し，確率の操作を厳
密に行うことで情報獲得モデルに従った結果が得られると反論している (Oaksford &
Chater, 2009; Oaksford & Wakefield, 2003)。

3.3

仮定思考理論

ベイズ的合理性に基づくアプローチは信念更新過程としての情報獲得に焦点を当ててい
るが，Evans & Over らによる仮定思考理論は，条件文のデフォルトの解釈 (default
interpretation of the conditional) を主な研究対象としている (Evans & Over, 2004)。仮定思考
理論もベイズ的合理性アプローチと同様，推論は論理的規範ではなく信念強度に基づいて
行われ，条件文 A → C は A を仮定した時に C が生じる信念強度 P (C|A) を表すという見解
に立っている。
Evans と Over は日常言語における条件文の仮定の役割を強調し，日常言語における条件
文 A → C のデフォルトの解釈は，A を仮定した時 (suppose A), どのくらい C が起こり得そ
うかの信念強度であると主張している。仮定思考理論によれば，条件文の真偽の推論は，
A を仮定したうえで A & C と A & ¬C の信念強度を比較することにより行われる。例えば
「CO2 が増えれば，温暖化になる」という条件文の真偽の推論は，
「CO2 が増える」と仮定
したうえで，
「CO2 が増えて温暖化が進む」と「CO2 が増えて温暖化が進まない」の信念強
度を比較する過程である。信念強度は推論者の知識の利用可能性を反映しており，CO2 が
増えたと仮定したときに，どのような結果が生じるかの知識から条件文の確からしさを判
断する。
仮定思考理論によれば，条件文は A を仮定した場合について述べており，A ではない場
合 (¬A) については何も述べていない。よって，¬A の場合の条件文の真理値は真でも偽で
もない空値であり，条件文の真理値は de Finetti 表 (Table 2.1) と等しくなる。例えば，
「CO2 が増えれば，温暖化になる」という条件文は，
「CO2 が増える」場合について述べて
おり，
「CO2 が増えない」場合は条件文の真偽とは無関係とみなされる。
命題論理に基づく推論理論であるメンタルモデル説と，主観確率説に基づく仮定思考理
論は，どちらも条件文の真理値について言及しているが，その予測は大きく異なるもので
ある。Evans & Over らは，主にメンタルモデル説との比較から，仮定思考理論によって条
件推論のパフォーマンスが説明できることを示している。
3.3.1

条件文の確率判断：P (A → C) = P (C|A)

Evans と Oberauer らは，条件文の確率判断課題を用いて，条件文が真である確率 P (A →
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C) の判断が，条件付き確率 P (C|A) と等しくなることを示した (Evans et al., 2003;
Oberauer & Wilhelm, 2003)。Evans et al. (2003) の実験では，
「もしカードが青色なら，その
表面には円が書かれている」という抽象的な直説法的条件文を提示し，条件文が真である
確率を 5 段階（1 = very unlikely, 5 = likely）で評価する条件文の確率判断課題を行なった。
この時，参加者にそれぞれの事例の肯定・否定形の頻度情報を提示している。例えば A &
C 事例の頻度が少ない条件では，
「青色で円 (A & C) のカードが 1 枚」
，「青色で四角 (A
&¬ C) のカードが 4 枚」
，
「黄色で円 (¬A & C) のカードが 16 枚」
，「黄色で四角 (¬A &¬ C)
のカードが 16 枚」という形である。
Evans et al. (2003) は，この実験パラダイムを用いて，条件文の確率評価が仮定思考理論
の主張する P (A → C) = P (C|A) に一致するか，メンタルモデル説による予測に一致するか
を検討した。Table 3.2 はそれぞれの理論に基づく真理値表である。仮定思考理論では，条
件文 A → C は A & C の時に真，A &¬ C の時に偽，A が生じない¬A & C と¬A &¬ C の時に
空となる。よって条件文が真である確率 P (A → C) は P (C|A) = P (A & C) / P (A) となり，
¬A 事例は条件文の真偽判断の際に参照されない。
Table 3.2
仮定思考理論とメンタルモデル説による条件文の真理値表

仮定思考理論

メンタルモデル説
initial
fully explicit

A

C

P (C|A)

T

T

T

T

T

T

F

F

F

F

F
F

T
F

V
V
P(A & C) / P(A)

F
F
P(A & C)

T
T
1 - P(A & ¬C)

P (A → C)

P (A

C)

P (¬A

C)

一方，メンタルモデル説 (Johnson-Laird & Byrne, 2002) に基づけば，推論は反例となる
モデルが 1 つでもあれば偽となる。よって，条件文が偽となる事例が 1 つでもあれば，事
例の頻度に関わらず条件文が真となることは全くないと判断すると考えられる。条件文 A
→ C の初期モデルに基づけば，A & C 事例のみが真となり，その他の事例は反例となる偽
事例になるため，A & C 事例以外の事例がある場合に条件文は偽となる。また，条件文の
完全明示モデルに基づけば，条件文の真理値は実質含意となり，A & C, ¬A & C, ¬A &¬C
が真事例，A &¬ C が偽事例となるため，A &¬ C 事例がある場合に条件文は偽となること
が予想される。
また，参加者がメンタルモデルの真理値に基づき，真偽の頻度を考慮して確率を判断し
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ていた場合，初期モデルでは P (A → C) = P (A ⋀ C) となるため，条件文が真である確率は
全事象のうち A & C 事例が生じる確率となる。また，実質含意の真理値は¬A ⋁ C と等しい
ため，完全明示モデルでは P (A → C) = P (¬A ⋁ C) となり，条件文が真である確率は全事
象 1 から偽である A &¬ C 事例の確率を引いたものとなる。
Table 3.3 は仮定思考理論とメンタルモデル説による，確率判断課題の結果の予測であ
る。仮定思考理論に基づけば，A & C 事例と A & ¬C 事例の頻度のみが条件文の確率判断
に影響し，¬A 事例の頻度は影響しないことが予測される。一方，メンタルモデルの初期
モデルに基づき条件文を連言と解釈すると¬A 事例が増えるほど条件文が真である確率が
低くなり，完全明示モデルに基づき条件文を実質含意と解釈すると¬A 事例が増えるほど
条件文が真である確率が高くなることが予測される。
Table 3.3
仮定思考理論とメンタルモデルによる確率判断課題の予測
A
T

C
T

T

F

F

T

F

F

もし青色なら、円である
A
C
頻度

青
青
黄
黄

円

四角
円
四角

仮定思考理論
P (C|A)

メンタルモデル説
P (¬A

1

T

P (A C)
T

4

F

F

F

16

V

F

T

16

V
1 / (1 + 4)
= 1/5

F
1/(1+ 4+ 16 + 16)
= 1 / 37

T
(1 + 16 + 16) /(1+ 4+ 16 + 16)
= 33 / 37

P (A → C)

C)

T

Evans et al. (2003) による実験の結果，条件文の真偽の確率判断は条件付き確率に基づく
反応が最も多く（約 50%）
，次いで連言に基づく反応が見られたが (約 43%)，実質含意に
基づく反応はほとんど見られなかった。これらの結果は，人は条件文を条件付き確率とし
て理解しているという，仮定思考理論の主張を支持している。同様の結果は Oberauer et al.
(2003) による条件文の確率判断課題においても示されており，条件文の解釈は条件付き確
率か連言である可能性が述べられている。
こうした条件文の確率判断課題の結果は，メンタルモデル説に基づく予測とは異なって
いる。メンタルモデル説では，反例のモデルが構築できると推論は偽となる。しかし，条
件文の反例となる A & ¬C 事例が存在しても条件文は完全に偽とは判断されず，A & ¬C 事
例の生起頻度に応じて条件文の真偽に関する確率判断が変化した。この結果は，命題の真
偽に関する評価が真か偽かの二値ではなく，
「真である程度」といった確率的に評価され
ることを示している。こうした結果に対し，メンタルモデル説の立場からは，人が確率や
頻度を用いた推論方略と反例に基づく推論方略を使い分けており，真偽の確率判断では頻
度による影響が強く現れるという課題の性質の影響が指摘されている (Markovits, Brisson,
& de Chantal, 2015; Verschueren, Schaeken, & d'Ydewalle, 2005)。
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確率判断課題において，条件付き確率だけではなく，連言反応も多く見られたことは，
条件文のデフォルトの解釈が連言と等しい可能性を示唆している。Girotto & Johnson-Laird,
(2004) は参加者に条件文が真である確率 P (A → C)と，条件付き確率 P (C|A)をそれぞれ評
定するよう求め，P (A → C) が P (C|A) と一致せず，連言 P (A ⋀ C) と一致する傾向がある
ことを示した。彼らは，参加者が認知負荷の少ない条件文の初期のメンタルモデルに従っ
て確率判断課題に回答しており，条件文の解釈は条件付き確率ではないと主張した。こう
した批判に対し，Fugard, Pfeifer, Mayerhofer, & Kleiter (2011) は，確率判断課題を反復して
実施することで，参加者の反応が連言確率から条件付き確率に遷移するが，メンタルモデ
ル説の主張する実質含意に基づく反応は見られないことを示し，メンタルモデルの主張す
る実質含意による条件文の解釈はまず生じないと反論している。
仮定思考理論では，条件文を連言として解釈することは，認知容量の不足による
Ramsey テストの失敗と考えられている (Evans et al., 2007, 2008, Fugard et al., 2011)。
Ramsey テストでは真事例 A & C と偽事例 A & ¬C の信念強度を比較し，空事例である¬A
を抑制する必要がある。しかし，認知容量の低い者では，偽事例や空事例について考慮せ
ず，真事例 A & C のみに焦点を当てるため連言反応が生じるとしている。Barrouillet &
Gauffroy (2015) の発達研究は，条件文の解釈が年齢とともに連言，双条件文，条件付き確
率と発達し，¬A を条件文と無関連とみなすのは青年期以降だとしている。これらの研究
は，条件文の直感的なデフォルトの解釈が連言であり，条件付き確率に基づく解釈は認知
負荷が高いことを示唆している。
3.3.2

因果条件文の確率判断

Over, Hadjichristidis, Evans, Handley, & Sloman (2007) は，抽象的な直説法的条件文だけで
はなく，日常的で具体的な内容の因果条件推論においても，P (A → C) = P (C|A)が成り立
つことを示した。因果条件文 (causal conditional) とは，
「もしガソリンの値段が上がるな
ら，交通渋滞は解消されるだろう」という因果関係を述べた条件文である。Over et al.
(2007)の実験では，はじめに参加者に因果条件文の前件と後件の組み合わせ 4 事例（A & C,
A & ¬C, ¬A & C, ¬A & ¬C）が生じる確率を，４事例の合計が 100%になるよう回答を求め
た。例えば，A & ¬C 事例であれば「ガソリンの値段が上がる 渋滞が改善されない」確率
を回答させた。また，条件文が真，偽である確率について回答するように求めた。こうし
て回答させた 4 事例の確率をもとに，Over らは各参加者の各条件文に対する，条件付き確
率 P (C|A)，連言確率 P (A & C)，実質含意 P (¬A or C)，ΔP 統計量 (ΔP statistic)6 P(C|A) ΔP 統計量は因果関係の強さを表す式である。原因 (CA) と結果 (E) の因果関係の強さ
は, ΔP = P(E|CA) - P(E|¬CA)で表される (Wasserman et al., 1993)。CA が生じる時に E が生じ
る確率が高ければ ΔP は大きくなり, CA が生じなくても E が生じる確率が高ければ ΔP は小
さくなる。
6
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P(C|¬A) を求め，条件文が真である確率評定をそれぞれの確率が予測するかを検討した。
その結果，条件付き確率に基づく予測の当てはまりが最も良く，実質含意や ΔP 統計量に
基づく予測は支持されなかった。
Over らの結果から，日常的な因果条件推論においても，条件付き確率によるモデルの当
てはまりが良いことが示された。また，この実験では連言確率や実質含意による予測の当
てはまりが低いことから，日常言語における条件文のデフォルトの解釈が，連言や実質含
意ではなく，条件付き確率である可能性を示している。
3.3.3

条件文の真理値：空値と de Finetti 表

仮定思考理論は，真理値表課題で良く見られる¬A 事例を真偽とは無関連と判断する不
完全真理値表の真偽判断のパターンは，条件文を条件付き確率として解釈したことの反映
だと主張している (Evans & Over, 2004)。条件文 A → C は，A を仮定した場合について述
べており，A ではない事例 (¬A) は条件文の真偽と無関連の空値となる。条件文の確率判
断課題において，条件文の真偽判断の際に¬A 事例の確率を考慮していなかったことは
(Evans et al., 2003; Oberauer et al., 2003)，参加者が¬A 事例を真偽とは無関連な事例と判断し
ていたことを示唆している。Evans と Over は¬A 事例を無関連と判断する不完全真理値表
のパターンが de Finetti 表 (Table 2.1)と等しいことから，不完全真理値表を de Finetti 表と
呼んでいる。
Baratgin, Over, & Politzer (2013) は条件文の真理値表課題と確率判断課題を併せて行い，
参加者が¬A 事例を「真でも偽でもない」空値と判断することを示した。また，主観確率
説の説明には賭けとの対比が用いられていることから (Ramsey, 1926/1990, 1929/1990; de
Finetti, 1937/1964), Politzer et al. (2010) は直説法的条件文 “if A then C” と条件付き賭け “I
bet that if A then C” の間に相似関係があるかも検討した。実験の結果，直説法的条件文が
真の確率，条件付き賭けに勝つ確率はどちらも条件付き確率 P (C|A) と等しいことが示さ
れた。また，真理値表は A & C の場合に真・勝ち，A & ¬C の場合に偽・負け，¬A の場合
に空という，de Finetti 表と等しいパターンが示された。この結果は，主観確率説で主張さ
れてきた，直説法的条件文と条件付き賭けの相似関係を心理学的に実証したものといえ
る。

3.4

本研究の目的と条件推論の確率的アプローチにおける問題点

本研究の目的は，人がどのように条件文を解釈するのかという条件文のデフォルトの解
釈を明らかにし，また，条件文の解釈に基づきどのように条件文の真偽を評価するかを明
らかにすることである。条件推論の理論の多くが条件文のデフォルトの解釈を理論の中心
に据えていることから，条件文のデフォルトの解釈を検討することは，推論理論の妥当性
を検証するうえでも重要である。
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本章で示した，条件推論の確率的アプローチは，論証課題や真理値表課題において「非
論理的」とされる反応が，条件文を条件付き確率 P (A → C) = P (C|A)として解釈し，信念
強度について推論している反映であることを明らかにしてきた。また，認知負荷がかけら
れた状態であっても，確率的な情報を用いた推論が行われていることから(Markovits et al.,
2013, 2015; Verschueren et al., 2005)，条件文のデフォルトの解釈は条件付き確率であり，条
件推論は条件文の信念強度 P (C|A) に基づいて行われると考えられる。
一方で，確率的アプローチにおいて，明確にされていない点がいくつかある。第１に，
命題論理に基づく推論理論では，反例が一つでもあれば推論は反証され，また，内容によ
る反例の想起のしやすさが条件関係の解釈に影響するとしていが，こうした反例や条件関
係と条件文の主観的確率と関係は明らかにされていない。反例や条件関係が条件推論に及
ぼす影響を主観確率により説明できれば，確率的アプローチがより適用範囲の広い理論で
あり，条件文の解釈が確率的であることを示すことになる。
第２に，確率的アプローチでは，条件文 A → C のデフォルトの解釈は「A を仮定した場
合に C となる条件付き確率」とされているが，直感的な過程における条件文の解釈が条件
付き確率と等しいかは議論が分かれている (Barrouillet & Gauffroy, 2015; Evans et al., 2007;
Markovits et al., 2007)。直感的過程では確率的な情報が用いられるという知見がある一方で
(Markovits et al., 2013)，条件付き確率に基づく解釈は認知負荷が高く，発達の初期には見
られないという知見もある (Barrouillet & Gauffroy, 2015; Evans et al., 2007)。直感的過程で
の条件文の解釈を明らかにすることは，条件文のデフォルトの解釈を検討する上で重要だ
といえる。
第３に，条件推論のデフォルトの解釈に文化差が存在するかという問題がある。Braine
& O’Brien (1991, 1998) は，論理結合子に相当する接続詞がほぼ全ての言語において見られ
るという言語学の知見から，全ての人がメンタルロジックを持つという，推論メカニズム
の文化普遍性を主張している。しかし，同様の主張が条件推論の確率的アプローチにも当
てはまるかは明らかにされていない。条件推論研究の多くが西洋の大学生のサンプルを対
象に行われているが，WEIRD と呼ばれる西洋人の比較的高学歴のサンプルは，特有の認
知傾向を有することが示されている (Henrich et al., 2010)。認知の文化差の研究は (Nisbettl,
2003) ，西洋人はより分析的で形式的な認知を行いやすく，東洋人はより包括的で文脈依
存的な認知を行いやすいことを示している。そのため，東洋人では西洋人で示された，P
(A → C) = P (C|A) という関係が成り立たない可能性が考えられる。
第４章から第６章では，以上の点を実験的に検証し，人が条件文をどのように解釈し推
論を行なっているかを明らかにしていく。各章における問題と目的，研究方法の概要は以
下のとおりである。
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3.4.1

主観確率による条件関係と反例の説明：研究 1

第４章では，メンタルモデル説で重視されている反例と条件関係について，確率的アプ
ローチにより説明可能かを Wason 選択課題 (Wason, 1966) 用いて検討する。命題論理で
は，命題は真か偽かの二値をとり，結論を偽とする反例が 1 つでもあれば論証は妥当では
ないと判断される。そのため，命題論理に基づく推論理論であるメンタルモデル説では，
反例のメンタルモデルが構成できるかが，推論パフォーマンスに大きな影響を与えるとし
ている。例えば，条件文「もし A ならば C である」 を実質含意として解釈すると，A は
C の十分条件であり，C は A の必要条件という条件関係が成り立つが，推論者が条件文の
反例である A & ¬C 事例のメンタルモデルを構成すると，推論者は A と C の十分関係に疑
問を持つようになる(Thompson, 1994; 1995)。反例の想起しやすさと条件関係の強さは相互
に関連しており，反例 A & ¬C が想起しにくい条件文は、A が C の十分条件と解釈されや
すい。ただし，反例が条件推論パフォーマンスに与える影響についての知見は一貫してお
らず，反例となる事例の探索が必要な Wason 選択課題では，反例が少なく A が C の十分
条件と解釈される条件文ほど A & ¬C の選択が多いことが示されている (Ahn & Graham,
1999)。
こうした条件関係と反例という命題論理で重視されている概念を，確率的なアプローチ
から捉えると，
「A が C の十分条件」である条件文は，A &¬C 事例の主観確率が低い条件
文とみなすことが可能である。Oaksford & Chater (1994, 1996, 2003b) の期待情報獲得モデ
ルでは，Wason 選択課題において生起確率の小さい事例のカードは選択することで獲得で
きる情報量が大きく，信念強度の更新に大きく寄与することが指摘されている。そのた
め，確率的アプローチからは，A & not-C 事例の確率が低い「A が C の十分条件」である条
件文では，A & not-C カードが選択されやすいことが予測される。研究 1 では条件関係の解
釈と Wason 選択課題のパフォーマンスの関連が確率的アプローチで説明可能かを検討し，
確率的アプローチがメンタルモデル説より適用範囲が広い理論であるかを明らかにするこ
とを目的とする。(中村・川口, 2006)。
3.4.2

直感的過程における条件文の解釈の検討：研究 2, 研究 3

第５章では，直感的な過程と熟慮的な過程の 2 つの過程により推論や意思決定が行われ
るとする思考の二重過程理論 (e.g., Evans, 2003) を基に，直感的過程での条件文の解釈お
よび直感的なモラルジレンマ判断について検討する。
研究 2 では，二重過程理論の枠組みから，直感的で認知負荷の少ない条件文のデフォル
トの解釈を明らかにする。確率的アプローチでは，条件文 A → C のデフォルトの解釈は A
を仮定した場合に C となる条件付き確率 (Evans & Over, 2004) となる。この主張が正しけ
れば，人は直感的に条件文を条件付き確率として解釈し，信念強度を定めるため，A & C
は真，A & not-C は偽，not-A は空という判断も直感的に行われていると考えられる。しか
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し，直感的な条件文の解釈に関する知見は一貫しておらず，条件付き確率とする知見と，
連言とする知見とに分かれている。Markovits et al. (2013) や Verschueren et al. (2005) は，
認知負荷下での条件推論のパフォーマンスから，確率や頻度情報に基づく判断は直感的過
程で行われ，熟慮的過程では反例や論理的規範に基づく判断がされると主張している。一
方，条件推論の個人差研究や発達研究では，認知容量が低い場合や (Evans et al., 2007,
2008; Oberauer, Geiger, Fischer, & Weidenfeld, 2007)，低年齢の参加者の場合 (Barrouillet &
Gauffroy, 2015)，条件文を連言とする反応が多く見られることを示している。そこで，研究
2 では，直感的に規範に基づく反応が生じるという直感的論理 (De Neys & Bonnefon, 2013;
Morsanyi & Handley, 2012) の実験パラダイムを用いて，直感的な過程での条件文の解釈が
条件付き確率と等しく，直感的に条件文の真理値を真・偽・空の三値に区分しているかを
検討する (Nakamura & Kawaguchi, 2016)。
直感的な規範の適用は推論だけではなく，モラルジレンマ判断といった社会的判断にお
いても生じることが指摘されている。そこで，研究 3 では直感的なモラルジレンマ判断に
ついて検討を行い，直感的論理 (De Neys, 2012) が社会的判断にも適用可能かを検討す
る。モラルジレンマ判断の二重過程モデルでは，直感的な過程で感情に基づく判断，熟慮
的な過程で計算や功利的規範に基づく判断が生じるとしている (Greene & Haidt, 2002)。し
かし，Bialek & De Neys (2016, 2017a, 2017b) は，直感的な過程で計算や功利的規範に基づ
く反応が生じるとし，また，De Neys (2012) は直感的な規範の判断には論理的勘 (logical
gut feelings) といった，感情的・身体的な反応が影響することを指摘している。そこで，
研究 3 では身体性認知のパラダイムをモラルジレンマ判断に適用し，冷たさの知覚が功利
的なモラル判断を増加させるか，また，功利的判断の増加が直感・熟慮のどちらの過程を
媒介するかを明らかにする (Nakamura, Ito, Honma, Mori, & Kawaguchi, 2014)。
3.4.3

条件推論の文化差：研究 4, 研究 5, 研究 6

第６章では，条件文の解釈に文化差が見られるかを，西洋（フランス，アメリカ）と東
洋（日本，中国）の参加者を対象に検討する。これまでの条件推論研究の多くは，西洋の
WEIRD (Henrich et al., 2010) サンプルに基づいたものであるが，WEIRD サンプルに代表さ
れる西洋人は東洋人とは異なる思考スタイルを持つ傾向があることが指摘されている
(Nisbett, 2003)。そのため，WEIRD サンプルを用いた研究で示されてきた，条件文のデフ
ォルトの解釈は条件付き確率であるという主張が東洋人には当てはまらない可能性が考え
られる。第 5 章では，東洋人は西洋人より包括的で全体的な認知をする傾向があるという
文化心理学の知見を踏まえ (Nisbett, 2003; Nisbett et al., 2001)，東洋人における条件文の解
釈について，新たに包括的条件付き確率モデル, P (A → C) = P (A) * P (C|A),を提唱し検証を
行う。
研究 4 では条件推論の文化差の検討に先立ち，認知の文脈依存性の文化差が見られるか
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を検討する (Nakamura, Yama, Brase, Arai, Zakaria, Zakaria, Mohd Yusof, & Kawaguchi, 2014)。
研究 5 から 6 では，条件文の解釈の文化差と，包括的条件付き確率モデルの妥当性を検証
する。研究 5 では Politzer et al. (2010) による研究を中国人と日本人参加者を対象に追試す
ることで，条件文の確率的理解の文化差を検討する (Nakamura, Shao, Baratgin, Over,
Takahashi, & Yama, 2018)。研究 6 では，因果条件文を用いた条件推論においても文化差が
見られるかを検討する (中村, 2017)。
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第４章 条件関係・反例と確率的アプローチ
Wason 選択課題を用いた検討
本章では，メンタルモデル説で重視されている条件関係と反例という概念が，確率的ア
プローチによって説明可能かを Wason 選択課題 (Wason, 1966) を用いて検討する。条件文
A→C を実質含意として解釈すると，A は C の十分条件であり，C は A の必要条件である
ことを意味する。条件文 A→C の反例である A & ¬C は条件文を反証し，
「A は C の十分条
件」という解釈を損なうため，反例を想起しやすい条件文では，条件関係が弱く捉えられ
ることが示されている (Thompson, 1994, 1995)。一方，条件関係の解釈と条件推論のパフォ
ーマンスについての知見は一貫しておらず，反例 A & ¬C が想起しにくく「A が C の十分
条件」である条件文では論証課題で妥当な推論を行いやすいが (Thompson, 1995)，条件文
の反証が必要な Wason 選択課題では，
「A が C の十分条件」である条件文の方が反例の選
択が多い (Ahn & Graham, 1999)。
演繹推論の確率的アプローチからは，条件関係は反例の生起頻度を反映していると捉え
ることが可能である。Oaksford & Chater (1994, 1996, 2003b) の期待情報獲得モデルは，
Wason 選択課題は信念更新のための情報獲得量の期待値が最大となるカードを選択する課
題であるとし，その際，生起確率の小さい事例は期待情報獲得量が多くなるとしている。
よって， A が C の十分条件である条件文では，反例の A & ¬C 事例が少なく，A と ¬C カ
ードの選択が増加することが予測される。研究 1 では条件関係の解釈と Wason 選択課題の
パフォーマンスの関連を明らかにし，条件関係と反例が条件推論に及ぼす影響が確率的ア
プローチによって説明可能かを検討する (中村・川口, 2006)。

4.1

Wason 選択課題

Wason 選択課題 (Wason, 1966) は条件文の反証例を推論する課題であり，4 枚カード問
題とも呼ばれている。この課題では，片面には文字，もう片方の面には数字が書かれてい
るカードと，
「もしカードの表面に D が書いてあれば，裏面には 5 が書かれている」とい
う条件文で表される規則，および条件文の前件・後件とその否定形に対応する４枚のカー
ド（例：D, H, 5, 8）が提示される（Figure 4.1）
。参加者は，規則の真偽を確かめるために
は，どのカードを裏返す必要があるかを回答するよう求められる。
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Figure 4.1. 文字・数字規則を用いた Wason 選択課題の例
この課題の特徴の一つとして，抽象的な条件文を用いた場合，多くの参加者が論理的に
誤ったカードを選択することがあげられる。4 枚のカードは条件文 「もし A ならば C で

ある」 の A, ¬A, C, ¬C 事例にそれぞれ対応しており，条件文の偽事例である A & ¬C が見
つかれば条件文は反証される。よって，Wason 選択課題の正答は，A & ¬C となる可能性の
ある，D (A) と 8 (¬C) のカード選択となる。参加者は，D (A) カードの裏面に 5 (C) 以外
の数値 (¬C) が書かれていないか，8 カード (¬C) の裏面に D (¬A) が書かれていないかを
確かめる必要がある。しかし，Figure 4.1 のような抽象的な課題文の場合，成人参加者であ
っても正答率は 10%程度であり，多くの参加者が論理的に誤っている D カード (A) の
み，または，D (A) と 5 (C) カードを選択することが示されている (Wason & Johnson-Laird,
1972)。
Wason 選択課題は仮説の反証例を探すという，科学における仮説検証や反証主義と同一
の構造をしており，この課題の低い正答率は反証が困難な推論であることを示している。
メンタルモデル説 (Johnson-Laird & Byrne, 2002) は Wason 選択課題が困難な理由を，条件
文に対する反例のメンタルモデルの構成が困難であるためとしている。そのため，課題文
の内容や文脈によって反例のメンタルモデルの構成を容易にすると，選択課題のパフォー
マンスが向上することが示されている。
4.1.1

内容効果・視点効果

Wason 選択課題には，課題文の内容や文脈を変化させると論理的に正しい A & ¬C に対
応するカードを選択するという，内容効果 (content effect)と呼ばれる現象がある。Griggs &
Cox (1982) は，
「もしビールを飲むならば，19 歳以上でなければならない」という飲酒の
規則に関する条件文と，片面にはある人が飲んでいる飲み物の種類，もう片方の面にはそ
の人の年齢が書かれているカードとして「ビール」
，「コーラ」
，
「25 歳」
，
「17 歳」の 4 枚
のカードを提示した (Figure 4.2)。参加者は勤務中の警官の立場に立ち，規則が守られてい
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るかを調べるために裏返すカードを選択する。この課題では，
「ビールを飲んでいて 19 歳
未満」である事例が規則の反例であり，ほとんどの参加者が論理的に正しい「ビール
(A)」と「17 歳 (¬C)」のカードを選択することが示されている。命題論理では論証の正し
さは形式のみに依存するが，内容によって推論パフォーマンスが変化することは，人の推
論が形式以外の要因に影響されることを示している。
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1
9
1

9

9

Figure 4.2. 飲酒規則を用いた Wason 選択課題の例
また，Manktelow & Over (1991)は，同じ条件文とカードを用いても，参加者のとる視点
によってカード選択が変わるという視点効果 (perspective effect) を示した。彼らの実験で
は，
「もし労働者が平日に休むなら，その労働者は祝日に働かなくてはならない」という
労働者の休日に関する規則と，片面には労働者が平日に休んだか，もう片方の面にはその
労働者が祝日に働いたかが示されているカードとして，
「平日に休む」
，「平日に働く」
，
「祝日に働く」
，
「祝日に休む」の 4 枚のカードを提示した。この実験の参加者は，雇用主
の視点，または労働者の視点に立って規則が守られているかを確かめることが求められ
た。その結果，雇用主の視点に立った者は「労働者が平日に休んでいるのに祝日に休む (A
& ¬C)」事例を選択しやすく，労働者の視点に立った者は「平日に働いているのに祝日に
働く (¬A & C)」事例を選択しやすいことが示された。視点効果により論理的に正しくない
¬A & C 事例の選択が増加したことは，内容や文脈が論理的推論を促進するのではなく，推
論者が内容や文脈に応じた反例を探索することを示している。

4.2
4.2.1

Wason 選択課題の領域固有説と領域普遍説
領域固有説と義務論的推論

Wason 選択課題における内容効果について，飲酒規則や休日規則で用いられる条件文
は，社会的規範や道徳的ルールなどを述べた義務論的条件文 (deontic conditional) であり，
文字-数字規則のような抽象的な条件文とは異なる推論過程がはたらくことが主張されてい
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る。こうした主張は，義務論的条件文といった特定の領域に特化した推論能力を主張する
ことから，推論の領域固有説 (domain specific theory)と呼ばれている。
Cheng と Holyoak の実用的推論スキーマ説 (pragmatic reasoning schema theory) は，規則
についての抽象的な知識である「許可スキーマ」や「義務スキーマ」が，義務論的条件文
ではたらくとしている (Cheng & Holyaok, 1985; Holyoak & Cheng, 1995)。規則が守られてい
るか・破られているかを知ることは社会生活を送る上で重要であり，人は日常的な経験か
ら「許可」や「義務」といった規則に関するスキーマを獲得し，これらのスキーマを用い
て規則が守られているかを推論するとしている。例えば，許可スキーマは「行為をするな
ら，前提が満たされていなければならない」
，
「前提が満たされていないなら，行為をして
はならない」といった行為を許可する場合のルールから構成される。
実用的推論スキーマ説によれば，義務論的条件文はこうした推論スキーマを喚起させ，
規則が破られていないか推論することを容易にする。飲酒規則は，どのような場合に飲酒
が許されるかについて述べており，許可スキーマを喚起する。そのため，ビールを飲む
(A) という行為の際に 19 歳以上であるという前提が満たされているか，前提が満たされて
いない場合 (¬C) に行為がなされていないかを調べる必要があることが明確になる。
Cosmiede と Tooby らによる社会契約説 (social contract theory) は，進化の過程で獲得し
た社会的交換 (social exchange) についての推論機能によって，義務論的条件文における促
進効果を説明している (Cosmides, 1989; Cosmides, Barrett, & Tooby, 2010; Cosmides & Tooby,
1989)。社会的交換とは，
「自分が何かをすれば，相手が何かを返してくれる」という互恵
的利他主義 (reciprocal altruism) に基づき，物や労働力などを交換することである。集団生
活を送る中で進化してきた人類にとって，社会的交換が適切になされているかを推論する
能力は適応上重要である。そのため，社会的交換の規則を破り，
「利益を得ているのに対
価を支払っていない」騙し屋を検知するアルゴリズム (look for cheaters algorism) が進化の
過程で人の推論機能として組み込まれたとされる。
社会契約説によれば，義務論的な条件文は社会的交換の規則である利益-対価構造を持
ち，騙し屋探しのアルゴリズムを喚起するため，騙し屋に相当するカードを選択しやすく
なる。飲酒規則では「ビールを飲む (A)」という利益を得ているのに「19 歳以上 (C)」と
いう契約を果たしていない者が騙し屋となる。また，視点効果は視点によって騙し屋が異
なるために生じるとし，休日規則の雇用主視点では「平日に休んでいるのに祝日に休む (A
& ¬C)」者が，労働者視点では「平日に働いているのに祝日に働かせる (¬A & C)」者がそ
れぞれ騙し屋となる (Gigerenzer & Hug, 1992)。
4.2.2

領域普遍説

義務論的な内容に特化した推論メカニズムを主張する実用的推論スキーマ説や社会契約
説に対して，特定の内容に依存しない領域普遍的 (domain general) な推論メカニズムを考
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える立場からの批判がなされている。領域普遍説に立つ研究者は，非義務論的な Wason 選
択課題においても内容効果や視点効果が生じることから，領域固有の推論メカニズムを想
定しなくても推論パフォーマンスが説明可能であると主張している(Fairley et al., 1999;
Manktelow & Over, 1991)。こうした領域普遍的なアプローチとして，メンタルモデル説に
基づく説明 (Johnson-Laird & Byrne, 2002) や，関連性 (relevance) を最大化にする選択を行
うといった説明など (Sperber, Cara, & Girotto, 1995)，さまざまなアプローチがある。ここ
では条件関係の解釈が反例の探索に影響するというメンタルモデル説に基づくアプローチ
と，Wason 選択課題を反証過程ではなく情報獲得過程の一種とみなす確率論的なアプロー
チについて説明を行う。

4.3

反例・条件関係と Wason 選択課題

条件関係とは，条件文における前件と後件の必要性と十分性の関係のことである。A が
C の必要条件とは「C が生じるためには A が必要」であることを意味し，A が C の十分条
件とは「A の場合に常に C が生じる」ことを意味する。実質含意 A → C は，A は C の十
分条件だが必要条件ではなく，C は A の必要条件であるが十分条件ではないという条件関
係を意味している。ただし，条件関係は常に論理的に解釈されるわけではなく，条件文の
内容や課題の文脈によって条件関係の解釈が異なることが明らかにされている (Thompson,
1994, 1995)。第 2 章で述べたように，反例である A & ¬C 事例は A と C の十分性に疑問を
抱かせ， ¬A & C 事例は A と C の必要性に疑問を抱かせる。
条件関係の解釈によって，どのような事例を条件文の反例とみなすかが異なることが示
されている (Ahn & Graham, 1999; Fairley et al., 1999)。A が C の十分条件だと解釈される場
合，A が生じているのに C が生じていない事例 (A & ¬C) が条件文の反例だとみなされや
すく，A が C の必要条件だと解釈される場合，A が生じていないのに C が生じる事例 (¬A
& C) が反例だとみなされやすい。Ahn & Graham (1999) は，抽象的な条件文を用いた
Wason 選択課題であっても，条件関係の解釈が異なれば選択するカードが異なり，A が C
の十分条件と解釈されやすい条件文 “If a card has a vowel on one side, then it must have an
odd number on the other side” は，十分条件と解釈されにくい条件文 “If a card has an odd
number on one side, then it might have a vowel on the other side” よりも A と¬C のカードを選
択しやすいことを示した。同様に，A が C の必要条件と解釈されすい条件文では¬A と C
のカードを選択しやすくなることを明らかにした。この結果は，非義務論的な Wason 選択
課題においても，条件関係の解釈によって内容効果や視点効果が生じることを示してい
る。
条件関係に基づくアプローチでは，義務論的条件文における内容効果や視点効果を，条
件関係の解釈の変化から説明している (Ahn & Graham, 1999; Fairley et al., 1999)。休日規則
「もし労働者が平日に休むなら，その労働者は祝日に働かなくてはならない」において，
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雇用主の視点に立てば「平日に休む」ことは「祝日に働く」ことの十分条件となり，
「平
日に休んでいるのに祝日に働かない (A & ¬C)」場合が規則の違反例となる。一方，労働者
の視点に立てば「平日に休む」ことは「祝日に働く」ことの必要条件であり，
「祝日に働
いているのに平日に休めない (¬A & C)」場合が違反例となる。Ahn & Graham (1999) は
Wason 選択課題における休日規則の条件関係を変化させ，雇用主・労働者の視点にかかわ
らず，条件関係の解釈と一致するカードを選択しやすいことを示した。
条件関係に基づく説明の問題点として，反例の想起のしやすさとカード選択の関係が明
確ではない点がある。メンタルモデル説 (Johnson-Laird & Byrne, 2002) によれば，Wason
選択課題は条件文の反例を探索する課題であり，反例となるメンタルモデルの構築が容易
な条件文や文脈ではパフォーマンスが向上する。同様に，論証課題においても結論の反例
が見つかれば，結論は偽となり論証は妥当ではないと判断される。Thompson (1994, 1995)
は条件文の論証課題において，A が C の十分条件と解釈される条件文では MP 推論を妥当
と判断しやすく，反例 (A & ¬C) が多く十分条件と解釈されにくい条件文では MP 推論を
妥当ではない判断しやすいことを示している。こうした結果からは，Wason 選択課題にお
いても，反例が多く十分条件と解釈されにくい条件文は，条件文の反証例 (A & ¬C) の選
択が容易になることが考えられる。しかし，Wason 選択課題と条件関係に関する実験は，
反例が少なく A が C の十分条件と解釈されるほど，A & ¬C の選択が増えることを示して
いる (Ahn & Graham, 1999; Fairley et al., 1999)。実験 1 では，こうした点が次節で述べる確
率的アプローチにより整合的に説明可能かを検討する。

4.4
4.4.1

Wason 選択課題への確率的アプローチ
情報獲得課題としての Wason 選択課題

Oaksford と Chater らは人の “論理的” 推論とは，情報を獲得することによって不確実性
を低減させるベイズ的な信念更新の過程と考えた。彼らは，Wason 選択課題を条件文の反
証課題ではなく，仮説に対する信念強度を最も大きく変化させるカードを選択する課題と
捉え，選択課題の期待情報獲得モデルを提唱した (Oaksford & Chater, 1994, 1996, 2003b,
2009)。
Oaksford & Chater の期待情報獲得モデルでは，Wason 選択課題を「もし A ならば C であ

る」という条件文について，「条件文は真であり，A の裏には常に C があるという仮説
(dependent hypothesis, HD): P (C|A) < P (C) or P (C|A) > P (C)」と，
「条件文は偽であり A と C
が独立であるという仮説 (independent hypothesis, HI) : P (C|A) = P (C)」のどちらの信念強度
が強いかを検証する課題と捉えている。デフォルトでは HD と HI の信念強度はいずれも
50%で，不確実性が最も高い状態である。Wason 選択課題の回答者は，この 2 つの仮説 HD
と HI を区別するのに有用なデータ，すなわち不確実性を最も低減するカードを選択する。
カードを裏返し情報を得ることで不確実性が低減する量を情報獲得量 (Ig: information gain)
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と呼ぶ。なお，選択課題では実際にカードは裏返されないため，実際の情報獲得量ではな
く，あるカードから期待される情報獲得量について回答者は考慮することになる
(Oaksford & Chater, 1994)。
以下に Oaksford & Chater (1994) による，期待情報獲得量の計算過程を示す：
HD, HI それぞれの仮説が正しい確率を P(Hi)としたとき，これらの仮説群の持つ不確実性
の大きさ I(Hi)は次の Shannon-Wiener の式で表される：
<

I (69 ) = − O +(6P) logE +(6P)
9=7

参加者はこの不確実性を低減するため，最も情報獲得量が多い (不確実性が減少する)と
期待されるカードを選択する。あるカードをめくってデータ (D) が加わった時の不確実性
の大きさは以下の式から求めることができる：
<

I (69 |8) = − O +(6P|D) logE +(6P|D)
9=7

また，データ (D) を得た際の仮説 Hi の事後確率 P(Hi|D) はベイズ推定により，それぞ
れの仮説 Hj の事前確率と Hj のときに D が生じる確率から求めることが可能である。
：
+(69 |8) =

+(8|69 )+(69 )
∑<;=7>8T6; ?+(6; )

以上の式から，情報獲得量 Ig は I(Hi) と I(Hi|D) の差分から求めることが可能である。
ただし，Wason 選択課題では実際の情報獲得量ではなく，期待情報獲得量が問題となるた
め， E (Ig) = E(I(Hi) - I(Hi|D)) を用いることになる。
Table 4.1
期待情報獲得モデルにおける Wason 選択課題の 2 つの仮説の確率分布

HD
A
¬A
Marginal Probability

C
a (1-e)
c-a(1-e)
c

¬C
ae
(1-c)-ae
1-c

Marginal Probability
a
1-a

HI
A
¬A
Marginal Probability

C
ac
c(1-a)
c

¬C
Marginal Probability
a(1-c)
a
(1-a)(1-c)
1-a
1-c
a = P (A), c = P(C), e = P(¬C|A)

期待情報獲得量を求める際に必要となる，データを得た際の仮説 Hi の事後確率 P(Hi|D)
を計算するためには，仮説 HD と HI の事前確率 (.50) と，それぞれの仮説のもとでの事象
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の生起確率が必要となる。Table 4.1 は HD と HI の各仮説のもとで，各カードの組み合わせ
が生じる確率である（P(A) = a, P(C) = c, P(¬C|A) = e とおく）(Oaksford & Wakefield,
2003)。
例として，
「もしカラスなら黒色である」という条件文を用いた選択課題の期待情報獲
得量を考える。Table 4.1 のパラメータとして，ある鳥がカラスである確率 P (A) = a = .20,
ある鳥が黒色である確率 P (C) = c = .30，カラスだが黒色ではない確率 P (¬C|A) = e = .10
とする。
「カラスなら黒いという仮説, HD」のもとでは，カラスのカードの裏面に黒色があ
る確率は P (A & C| HD) = .90 となり，カラスのカードの裏面が黒色ではない確率は P (A &
¬C| HD) = .10 となる。一方，
「カラスと黒さは独立という仮説, HI」のもとでは，カラスの
カードの裏面に黒色がある確率は P (A & C| HI) = .30 となり，カラスのカードの裏面が黒色
ではない確率は P (A & ¬C| HI) = .70 となる。これらの確率から，カラスカードを裏返して
黒色だった時 (A & C) の HD と HD の事後確率を求めることができる。ベイズ推定の式より
2(3&K|[\ )2([\ )
\ )2([\ )D2(3&K|[] )2([] )

+ U6V │A & CZ = 2(3&K|[

@.F∗@.C

= @.F∗@.CD@.^∗@.C = 0.75となる。よって，仮説 HD

の事後確率 P (HD |A & C) =.75，HI の事後確率 P (HI |A & C) =.25 となり，事前確率 .50 よ
りも不確実さが減少したことになる。また，カラスのカードを選択して黒色ではない場合
(A & ¬C) もあり得るため，その時の仮説 HD の事後確率は+ U6V │A &¬CZ = @.7∗@.CD@.`∗@.C =
@.7∗@.C

0.125，HI の事後確率は P (HI |A & ¬C) =0.875 となる。以上より，カラスのカード (A) を
裏返した時の期待情報獲得量はI (69 |-) = − ∑<9=7 +(6P|D) logE +(6P|D) = −(0.75 ∗
logE 0.75 + 0.25 ∗ logE 0.25 + 0.125 ∗ logE 0.125 + 0.875 ∗ logE 0.875) = 1.35となる。よっ
て， P (HD) =P (HI) = .50 の事前情報量 1 ビットと比較して，A カードの選択で情報量が
0.35 ビット増加することが期待される。他のカードの選択に関しても，同様の手続きで期
待情報獲得量を求めることができる。
Oaksford & Chater (2001) は, A，C それぞれの確率を変化させた場合の期待情報獲得量に
基づくカード選択の予測を行なった。彼らの期待情報獲得モデルでは, P(A)と P(C) を小さ
くすると，A カードと C カードからの期待情報獲得量は, ¬A や¬C カードからの情報量よ
りも非常に大きな値になり，A と C のカードを選択しやすくなることが予測される。
Oaksford & Chater (1994) は変数 P(A) = a, P(C) = c, P(¬C|A) = e に代入される数値につい
て，P(A)と P(C)の値が小さくなるという希少性仮説 (rarity assumption) を提案した。希少
性仮説とは，世界のほとんどの事象は補集合（それ以外のもの）に対して希少だという仮
説である。例えば，カラスはカラスではないモノと比べて世界の中で希少である。希少性
仮説により，一般的な Wason 選択課題で A & C カードの選択が多い理由が説明可能にな
る。
「もしカードの片面に D が書いてあれば，裏面には 5 が書かれている」という条件文
の前件 D (A) と後件 5 (C) の生起確率は，D や 5 以外 (¬A, ¬C) と比較して小さいため，
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期待情報獲得量の多い D (A) と 5 (C) を選択しやすくなるといえる。情報獲得モデルによ
る Wason 選択課題のメタ分析は，このモデルにより選択課題の成績が良く予測できること
を示している(Oaksford & Chater, 1994, 1996, 2003b)。情報獲得モデルに基づけば，選択課題
における A & C カードの選択は非論理的な反応ではなく，最も期待情報獲得量の多いカー
ドの選択であり，人がベイズ的合理性を持った推論を行なっている証拠だといえる。
4.4.2

義務論的条件文と期待効用

Oaksford らは，情報獲得モデルを拡張することで，抽象的な Wason 選択課題だけではな
く，飲酒問題のような義務論的な課題の成績も予測可能だとしている(Oaksford & Chater,
1994, 1996; Perham & Oaksford, 2005)。義務論的な選択課題の目標は，条件文で示された仮
説を検証するのではなく，規則の違反者を探すことである。そのため，情報獲得量ではな
く，カードをめくるコストとカードの情報から得られる利益の期待効用 (expected utility)
を考慮する必要がある。飲酒規則を取り締まる立場からは，
「ビールを飲んでいて」「19 歳
未満」の者を見つけ出すことが，最も重要で効用が大きな行為となる(Manktelow & Over,
1991)。義務論的課題では，各カードの期待効用を，裏面に来る可能性のある値の効用 U
(x) を生起確率 P(x) で重み付けすることで求める。
例として，
「もしビールを飲むならば，19 歳以上でなければならない」という規則での
期待効用を考えると次のようになる。各カードを裏返す手間による効用を-0.1, 「ビールを
飲んでいて 19 歳未満」を見つけ出す効用 U(A & ¬C) を 1 とし，各事象の生起確率を.25 と
すると，それぞれの事例の期待効用と同時確率は Table 4.2 のようになる。この時，「ビー
ルを飲む (A)」カード選択の期待効用はef(-) = +(J|-)f(-&J) + +(¬J|-)f(-&¬J) =
@.EC∗L@.@7
@.ECD@.EC

+

@.EC∗(7L@.@7)
@.ECD@.EC

= 0.4となる。A & ¬C の効用が高い場合，A カードと¬C カードの期

待効用が最も高くなる。
Table 4.2
飲酒規則を用いた Wason 選択課題の効用と確率分布の例

A
¬A

ビール
ビール以外

C
19歳以上
Utility Probability
-0.01
0.25
-0.01
0.25

¬C
19歳未満
Utility
Probability
1 - 0.01
0.25
-0.01
0.25

Oaksford & Chater (1994) は，期待効用によるモデルにより，義務論的な Wason 選択課題
のパフォーマンスが予測可能であることを示した。彼らのメタ分析によれば，Cosmides &
Tooby (1989) の社会契約説に基づく実験結果や，視点効果の結果 (Gigerenzer & Hug, 1992;
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Manktelow & Over, 1991) も期待効用モデルにより予測可能であった。 Perham & Oaksford
(2005) は期待効用モデルが，義務論だけではなく感情的な内容の条件文に対しても適用可
能であり，確率的なアプローチが領域普遍的であることを示している。また，Almor &
Sloman (1996) は義務論的な内容ではなくても A & ¬C カードの選択が生じ，こうした選択
は修正した情報獲得モデルにより予測できることを示唆している。

4.5

研究 1: 期待情報獲得モデルと反例・条件関係

Wason 選択課題の領域普遍説は，条件関係 (Ahn & Graham, 1999) や，期待情報獲得量・
期待効用 (Oaksford & Chater, 2007) といった，特定の領域に縛られない推論のメカニズム
を提唱している。こうした領域普遍説は，領域固有とみられていた義務論的推論 (Cheng
& Holyoak, 1985; Cosmides & Tooby, 1989) や視点効果 (Manktelow & Over, 1991) だけでは
なく，抽象的な選択課題におけるバイアスも説明可能であり，より適用範囲が広い理論だ
といえる。
一方，同じ領域普遍説であっても，命題の反例に基づく条件関係と，信念強度に基づく
期待情報獲得モデルとの関係は明らかにされていない。そこで，研究 1 では，条件関係や
反例といった概念を，確率モデルに取り入れることが可能かを Wason 選択課題のパフォー
マンスから検討する。
条件関係による説明の問題点として，論証課題と Wason 選択課題で反例と条件関係の影
響が異なることがあげられる。この理由として，条件関係が信念強度に影響を与えた可能
性が考えられる。参加者が A を C の十分条件と解釈している場合 A & ¬C の主観的な頻度
を少なく見積もり，十分条件ではないと解釈している場合 A & ¬C の主観的な頻度を高く
見積もると考えられる。期待情報獲得モデル (Oaksford & Chater, 1994, 1996) から条件関係
と Wason 選択課題のパフォーマンスを考えると，A が C の十分条件の場合，A & ¬C 事例
の生起頻度は少ないと見積もられるため，希少性仮説 (Figure 3.3) から A と ¬C カードの
選択が増加することが予測される。同様に，A が C の必要条件の場合，¬A & C 事例の生
起頻度は少ないと見積もられるため，¬A と C カードの選択が増加することが予測され
る。また，条件関係と論証課題の関係を確率的アプローチから捉えると，A が C の十分条
件の場合，A & ¬C 事例の生起頻度が少ないため，P(C|A) が高くなり MP 推論を正しいと
判断しやすくなる。このように，信念強度に影響する要因として条件関係と反例を捉える
と，選択課題と論証課題で整合的な説明が可能になる。
4.5.1

実験 1:条件関係・反例が Wason 選択課題に及ぼす影響の期待情報獲得
モデルによる検討

実験 1 では，中村・川口 (2006) を確率的アプローチの立場から再解釈し，条件関係と
反例が Wason 選択課題に及ぼす影響を，期待情報獲得モデルから説明可能かを検討する。
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実験 1 では実験材料として，カード選択のパターンが異なる規則を用いることで，選択パ
ターンと条件関係の解釈から，条件関係，期待情報獲得モデルのそれぞれの予測を検討す
る。実験 1 で用いる規則は，A & C 事例を選択しやすい抽象規則 (Wason, 1966)，A & ¬C
事例を選択しやすい飲酒規則 (Griggs & Cox, 1982) と雇用主視点の休日規則，¬A & C 事例
を選択しやすい労働者視点の休日規則である (Gigerenzer & Hug, 1992)。また，飲酒規則や
休日規則といった義務論的な条件文と条件関係，信念強度との関係を明らかにすること
で，Wason 選択課題のパフォーマンスが条件関係や信念強度といった領域普遍の推論メカ
ニズムで説明可能かもあわせて検討していく。
メンタルモデル説に基づけば，条件文の反証例を見つけ出すことは，条件関係に疑問を
持たせると考えられる。モデル説が主張するように，Wason 選択課題が条件文 A→C の反
証課題であれば，反証例 A & ¬C を選択した推論者は，条件文の反例のメンタルモデルの
構築に成功したため，A と C の十分関係に疑問を持ち十分関係が弱いとみなすことが考え
られる。同様に，¬A & C を選択した推論者は A と C の必要関係が弱いとみなすと予測さ
れる。
一方，条件関係が信念強度に影響している場合，期待情報獲得モデルの希少性仮説よ
り，反例が少なく条件関係が強い条件文ほど，反証例の選択が容易になると考えられる。
期待情報獲得モデルによれば (Oaksford & Chater, 1994)，A & ¬C の選択は A & ¬C 事例の生
起頻度が少ないほど行われやすいため，A & ¬C を選択した推論者は，A & ¬C 事例が生じ
にくく，A と C の十分関係が強いと解釈していると予測される。同様に，¬A & C を選択し
た推論者は，¬A & C 事例の生起頻度を少ないと見積もっているため，A と C の必要関係が
強いと解釈しやすいと考えられる。
方法
実験計画

Wason 選択課題の規則を要因とする，１要因 4 水準 (抽象規則，飲酒規則，雇用主規
則，労働者規則) の参加者間計画で実験を行なった。
参加者

実験参加者は大学生 156 名であり，文書で実験の説明と実験参加に同意するかどうかの
確認を行なった。参加者のうち，Wason 選択課題を知っていると答えたもの，および，全
ての質問に回答していない参加者を分析から除外した。
材料

条件文の規則を操作した 4 種類の Wason 選択課題と，それぞれの選択課題に対する必要
性・十分性の評定課題を用いた。規則はそれぞれ，Wason (1966) による文字-数字の抽象規
則，Griggs & Cox (1982)による飲酒規則，Gigerenzer & Hug (1992) による休日問題の雇用主
視点規則と労働者視点規則とした。
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必要性の評定課題では，Wason 選択課題で用いた条件文の前件 A と後件 C について
「A は C が生じるために必要だと思うか」
，「C は A が生じるために必要だと思うか」をそ
れぞれ 5 段階で評定することを求めた。十分性の評定課題では，条件文について「A が生
じれば C は常に生じると思うか」
，
「C が生じれば A は常に生じると思うか」をそれぞれ 5
段階で評定するよう求めた。
手続き

実験は集団実験で行い，フェイスシート，Wason 選択課題，必要性・十分性の評定課題
から構成される質問紙をランダムに配布した。選択課題と評定課題の回答時間は 5 分間と
し，実験者の合図で回答を進めるよう教示した。
結果
Table 4.3 に規則ごとのカード選択の組み合わせの結果を示す。規則によって A & ¬C と
¬A & C カードの選択者数に差があるかを Fischer の直接法により検定した。A & ¬C カード
選択者数は，飲酒規則と雇用主規則が抽象規則や労働者規則よりも多く (p < .05)，¬A & C
カード選択者数は労働者規則が他の 3 つの規則よりも多かった (p < .05)。
Table 4.3
選択したカードの組み合わせの割合
選択したカードの組み合わせ
規則

A & ¬C

¬A & C

Neither

抽象

0.17

0.06

0.61

飲酒

0.85

0.03

0.12

休日（雇用主）

0.69

0.06

0.25

休日（労働者）

0.10

0.33

0.56

Figure 4.3 に各規則における A と C の必要性・十分性の評定値，Figure 4.4 にカード選択
パターンごとの A と C の必要性・十分性の評定値を示す。評定値について 4 （規則：抽
象，飲酒，雇用主，労働者）

3（カード選択：A & ¬C, ¬A & C, その他）

4 (必要性・

十分性の関係：A が C の必要条件，A が C の十分条件，C が A の必要条件，C が A の十分
条件)の 3 要因分散分析を行なった。二次の交互作用は有意ではなく F (15, 417) = 1.08, p
= .377，規則と必要性・十分性の関係の交互作用 F (9, 417) = 5.93, p < .001，カード選択と
必要性・十分性の関係の交互作用が有意であった F (6, 417) = 2.12, p < .05。
規則の各水準における必要性・十分性の関係の単純主効果は抽象規則 F (3, 417) = 25.78,
p < .001，飲酒規則 F (3, 417) = 75.35, p < .001 で有意であった。Tukey の HSD 法による多重
比較の結果，抽象規則では A が C の十分条件であるという評定が他の評定よりも高く，C
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が A の十分条件が他の評定よりも低かった。飲酒規則では A が C の十分条件，C が A の
必要条件という評定が，A が C の必要条件，C が A の十分条件という評定よりも高かっ
た。
カード選択の各水準における必要性・十分性の関係の単純主効果が A & ¬C 選択 F (3,
556) = 44.58, p < .001，その他選択 F (3, 556) = 8.04, p < .001 で有意であった。Tukey の HSD
法による多重比較の結果，A & ¬C 選択では A が C の十分条件，C が A の必要条件という
評定が，A が C の必要条件，C が A の十分条件という評定よりも高かった。その他選択で
は，A が C の十分条件という評定が，C が A の十分条件という評定よりも高かった。

AがCの必要条件

AがCの十分条件

CがAの必要条件

CがAの十分条件

5

評定値

4

3

2

1

抽象

飲酒

休日（雇用主）

休日（労働者）

Figure 4.3. 各規則における A と C の必要性・十分性の評定値の平均と SE

5

AがCの必要条件

AがCの十分条件

CがAの必要条件

CがAの十分条件

評定値

4
3
2
1
A & ¬C

¬A & C

Neither

Figure 4.4. カード選択パターンごとの A と C の必要性・十分性の評定値の平均と SE
考察
カード選択では，先行研究と同じく内容効果，視点効果が見られた。飲酒規則と雇用主
視点の休日規則では A & ¬C カード，労働者視点の休日規則では¬A & C カードの選択が多
51

かった。
カード選択と条件関係の解釈の関係から，反証例を選択するほど条件関係が強いと解釈
しやすい傾向が示された。A & ¬C カードを選択した参加者は，A が C の十分条件，C が A
の必要条件と解釈する傾向が見られた。これは，A と C の十分性が高い条件文ほど A &
¬C カードの選択が増えるという (Ahn & Graham, 1999) の知見を支持する結果である。ま
た規則により条件関係の解釈が異なり，A & ¬C カードの選択が多い飲酒規則では A が C
の十分条件，C が A の必要条件と解釈されることが示された。選択したカードや規則によ
り条件関係の解釈が異なったことから，Wason 選択課題における内容効果や視点効果は，
規則や文脈により条件関係の解釈が変化したため生じるという，領域普遍的なメカニズム
で説明可能だといえる。
A & ¬C カードの選択と条件関係の解釈は期待情報獲得モデルに基づく予測を支持してお
り，これらのカードを選択した参加者は A が C の十分条件，C が A の必要条件と解釈して
いた。反例 A & ¬C が少ないほど A & ¬C を選択しやすいことは，希少な事例ほど選択し
やすいという Oaksford & Chater (1994) の知見を支持している。反例が少ない場合に反例に
相当するカードが選択されたことは，反例の想起が容易なほど反例が選択しやすくなると
いうメンタルモデル説に基づく予測 (Johnson-Laird & Byrne, 2002) とは異なる結果となっ
た。
予測と異なる結果として，¬A & C 選択や休日課題と条件関係の関連が見られなかった
点，および，A が C の十分条件という評定が抽象課題やその他選択でも高かった点があ
る。¬A & C カードを選択した参加者は，A が C の必要条件と解釈することを予測した
が，条件関係の解釈にはカード選択による差が見られなかった。また，その他選択や，A
& C 選択の多い抽象課題でも A が C の十分条件という解釈がされやすかった。この理由と
して，参加者が条件文を「A の場合に C が生じること」と理解していたことが考えられ
る。確率的アプローチによれば，条件文のデフォルトの解釈は「A の場合に C」という条
件付き確率 P (C|A) である (Evans & Over, 2004; Oaksford & Chater, 2001)。条件文はデフォ
ルトでは A の場合について述べているため，
「A の場合は常に C」という A と C の十分関
係の解釈は容易だが，
「A ではない場合に C は生じない」という A と C の必要関係の解釈
が困難だといえる。その結果，¬A & C 選択では条件関係の解釈に差が見られず，その他選
択でも A が C の十分条件と解釈されやすかったと考えられる。
実験 1 の問題点として，条件関係と信念強度との関連を直接検討していない点，およ
び，義務論的な条件文における期待効用と条件関係の関連を検討していない点があげられ
る。条件関係と信念強度の関連をより明確にするためには，Oaksford & Chater (1994, 1996,
2003b) のモデルのパラメータとなる確率を求め，期待情報獲得量と条件関係の解釈，カー
ド選択との関連を明らかにする必要がある。また，飲酒問題や休日問題といった義務論的
規則では，期待効用がモデルパラメータに含まれる。そのため，
「A の場合に常に C が生
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じる」十分条件では違反例が明確であり，A & ¬C 選択の期待効用が大きくなった可能性が
ある。今後の Wason 選択課題の研究では，条件関係と期待効用，信念強度の関係を検討す
る必要があるといえる。

4.6

第 4 章のまとめ

本章では Wason 選択課題 (Wason, 1966) を用いて，条件関係の解釈や反例の想起のしや
すさが，確率的アプローチにより説明可能かを検討した。メンタルモデル説によれば，
Wason 選択課題は反例の探索課題であり，条件文の反例である A & ¬C が生じない A が C
の十分条件となる規則では，A & ¬C の選択が少ないことが予測される。一方，確率的アプ
ローチである期待情報獲得モデルは，生起頻度の少ない事例は期待情報獲得量が多く
(Oaksford & Chater, 1994), A が C の十分条件となる規則では A & ¬C の選択が増えることが
予測される。実験の結果は，概ね期待情報獲得モデルを支持しており，A & ¬C を選択した
参加者は，文脈に関わらず A を C の十分条件，C を A の必要条件と解釈していることが示
された。条件関係と反例が選択課題に及ぼす影響を確率的アプローチから説明できたこと
は，確率的アプローチが領域普遍的な推論理論であり，Wason 選択課題のパフォーマンス
を広く予測できるとする知見を支持している (Oaksford & Chater, 1994, 1996, 2007)。
反例と条件関係が条件推論に及ぼす影響は課題により異なることが示されており，命題
論理に基づく理論ではこうした違いを説明することが困難である。メンタルモデル説に基
づけば，反例のメンタルモデルを構築することで，結論を反証し推論を妥当ではないと判
断できるため (Johnson-Laird & Byrne, 2002)，A が C の十分条件の場合，反例 A & ¬C が少
なく論証課題で妥当という結論を導きやすい (Thompson, 1994, 1995)。しかし，条件文の反
証が必要な Wason 選択課題では，A が C の十分条件の場合，反例である A & ¬C の選択が
促進されている (Ahn & Graham, 1999)。二値論理に基づく理論では反例は推論の反証例と
みなされるため，上記の例のように，ある課題では反例が反証を促進し，別の課題では反
例が反証を抑制することを説明できない。
一方，本研究の結果から，反例と条件関係が条件推論のパフォーマンスに与える影響に
ついて，確率的アプローチにより一貫した説明が可能なことが示された。確率的アプロー
チに基づけば，A が C の十分条件とは，反例 A & ¬C が少なく，条件文の信念強度 P(C|A)
が強くなることを意味する。信念強度が強ければ論証課題で妥当な結論を導出しやすくな
り (Oaksford et al., 2000; Oaksford & Chater, 2003a, 2013)，また，反例の生起確率が小さくな
れば反例の期待獲得情報量が多くなり，Wason 選択課題において反例が選択されやすい事
例となる (Oaksford & Chater, 1994, 1996, 2003b)。
カードの選択に関わらず A と C の十分関係が高く評価され，A が C の必要条件と評価さ
れにくいことは，条件文のデフォルトの解釈が条件付き確率 P (C|A) であることを反映し
ていると考えられる。A と C の十分関係は，
「A の時に C が常に生じるか」を意味してお
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り，条件付き確率と同じく A を仮定した時の C について述べている。こうした条件文の解
釈はデフォルトであり，日常的に行なっているため，十分性の解釈は容易に行われやす
く，評定も高くなったと考えられる。一方，必要関係の解釈は，
「¬A の時に C は生じない
か」に関するものである。条件文のデフォルトの解釈 P (C|A) に基づけば，¬A は真偽と
は無関連な空事例であり，通常の推論では無視される。そのため，必要関係の解釈は困難
であり，条件関係の解釈に差が見られなかった可能性がある。
次章では条件文のデフォルトの解釈が P (A → C) = P (C|A) であり，¬A は空値と判断さ
れるかを，二重過程理論の枠組みから検討する。
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第５章 直感的過程における条件文の解釈とモラルジレンマ判
断
本章では，日常的で直感的に行われる条件文のデフォルトの解釈を明らかにすることを
目的とする。そのため，思考の二重過程理論 (dual process theory) の知見をもとに，素早く
直感的な認知過程で，どのような条件文の解釈が行われるかを検討する。また，二重過程
理論は社会的判断や道徳判断の領域でも用いられているため，直感的過程におけるモラル
ジレンマ判断の特徴についても検討を行う。
本章では，直感的な条件文の解釈が仮定思考理論 (Evans & Over, 2004) の主張する条件
付き確率，P (A → C) = P (C|A), であり，直感的な条件文の真理値の判断が A & C の時に
真，A & ¬C の時に偽，¬A & C と¬A & ¬C の時に空となるかを検討する。条件文のデフォ
ルトの解釈が条件付き確率であれば，直感的に¬A 事例を空値と判断することが予測され
る。一方，条件推論の発達研究 (Barrouillet & Gauffroy, 2015) や個人差研究 (Evans et al.,
2007, 2008) は，条件付き確率に基づく判断は認知負荷が高く，子供や認知容量の少ない者
は条件文を連言 A & C と解釈していることを示している。こうした知見に基づけば，条件
文のデフォルトの解釈は連言である可能性が考えられる。
そこで，研究 2 では，近年の二重過程理論における直感的論理

(De Neys, 2012;

Morsanyi & Handley, 2012) の実験パラダイムとベイズ混合効果モデルによるメタ分析
(Bayesian mixed effects model meta analysis) を用いて，直感的な過程での条件文の真理値の
区分を検討する。直感的論理とは，推論や意思決定の直感的な過程において論理や規範に
基づく反応が生じているという考えである。この理論に基づけば，顕在的な推論課題で連
言に基づく反応をしていても，直感的な条件文の解釈は条件付き確率であり，直感的課題
における条件文の真理値の評価は真・偽・空という三値を反映することが予測される
(Nakamura & Kawaguchi, 2016)。
研究 3 では，直感的論理の主張がモラルジレンマ判断にも拡張可能かを検討する。モラ
ルジレンマ判断の二重過程モデルでは，直感的な過程で感情に基づく義務論的判断，熟慮
的な過程で計算や功利的規範に基づく判断が生じるとされている (Greene & Haidt,
2002)。しかし，近年の推論研究では直感的な過程で計算や功利的規範に基づく反応が生じ
る可能性が指摘されている (Bialek & De Neys, 2016, 2017a, 2017b)。また，こうした直感的
な過程での規範的反応には，感情や身体反応が手掛かりとしてはたらくとされている。そ
こで，実験 3-1 と 3-2 では，身体性認知のパラダイムをモラルジレンマ判断に適用し，冷
たさの知覚が功利的なモラル判断を増加させるか，また，功利的判断の増加が直感・熟慮
のどちらの過程を媒介するかを明らかにする (Nakamura et al., 2014)。
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5.1

二重過程理論

人の心のはたらきを素早く直感的な過程と，時間を要する熟慮的な過程とに分ける考え
方は，哲学や心理学において古くから議論されてきた。現代の心理学において，認知の二
重過程は思考 (Sloman, 1996; Stanovich & West, 2000, 2007) や意思決定 (Kahneman &
Frederick, 2002, 2005), モラルジレンマ判断 (Greene & Haidt, 2002; Greene, Sommerville,
Nystrom, Darley, & Cohen, 2001) など，様々な領域で理論化されている。認知の二重過程理
論の一般的な特徴として，人の情報処理を「素早く，直感的で，ヒューリスティックに基
づく反応をする過程」と，
「時間がかかり，熟慮的で，アナリティックに基づく反応を行
う過程」とに区分することがあげられる。
思考における二重過程理論の代表的なモデルは，直感的な過程でヒューリスティックに
基づく反応が生じ，熟慮的な過程でヒューリスティック反応を抑制し，規範に基づいた回
答を生成するという，Evans (2003) の初期値-干渉モデル (default - interventionist model) で
ある。初期値-干渉モデルは演繹推論におけるバイアスの説明のために提唱されたが，その
後，社会的認知や意思決定といった様々な領域でのバイアスにも適用可能か，多数の研究
により検証されている。こうした二重過程理論研究の蓄積を受けて，2010 年代に Evans ら
は初期値-干渉モデルの修正を行ない，Type 1, Type 2 過程モデルを提案した (Evans &
Stanovich, 2013)。
5.1.1

初期値 - 干渉モデル

Figure 5.1. 初期値-干渉モデル (Evans, 2003) による推論・意思決定過程
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Evans (2003, 2006, 2007, 2010, 2011) の初期値-干渉モデルは，素早い処理が可能だがバイ
アスを生じさせるヒューリスティック過程と，時間はかかるが規範的回答を可能にするア
ナリティック過程からなる二重過程のモデルである。Figure 5.1 は初期値-干渉モデルによ
る推論・意思決定過程を図式化したものである。ヒューリスティック過程は素早く自動的
にはたらき，問題に関連する情報を選択し，初期値 (default) となる反応を生じさせる。そ
の後，より時間のかかるアナリティック過程によって，初期値となる反応が検証され，初
期値の回答が不十分な場合は異なる回答が探索される。
初期値-干渉モデルは，演繹推論や意思決定，モラル判断などの様々な領域において，反
応バイアスの説明に用いられている。このモデルでは，推論におけるバイアスは文脈とい
った非論理的な要因の影響を受けやすいヒューリスティック過程で生じ，一方，論理規則
に則った反応はアナリティック過程で生じるとされる。以下に，初期値-干渉モデルによる
Wason 選択課題のマッチングバイアス (matching bias) と，三段論法課題の信念バイアス
(belief bias) の説明を紹介する。
条件推論におけるマッチングバイアスとは，Wason 選択課題において，参加者が論理的
に正しいカードではなく，条件文と対応 (match) するカードを選択するバイアスである。
例えば，
「もしカードの表面が母音ならば，裏面は偶数である」という条件文の場合，論
理的に正しい「母音と奇数」ではなく，マッチングバイアスにより条件文と対応する「母

音と偶数」を選択しやすくなる。また「もしカードの表面が母音ならば，裏面は偶数では
ない」という否定辞が条件文に付された場合，条件文に対応する「母音と偶数ではない」
カードが選択されやすくなる (Evans, 1972, 1998)。マッチングバイアスは，推論者が
Wason 選択課題の論理構造ではなく，条件文と事例の表面的な類似性をもとに推論を行い
やすいことを示している。
初期値-干渉モデルによるマッチングバイアスの説明では，ヒューリスティック過程にお
いて，条件文で明示されたマッチ事例が関連する事例として表象されるため，マッチする
カードを選択しやすくなるとされる。論理的に正しい解を導くには，アナリティック過程
でマッチングによる初期解を抑制し，論理的規則を適用する必要がある。マッチングバイ
アスの研究では，マッチング事例にはより早く注意が向けられる (Ball, Lucas, Miles, &
Gale, 2003)，素早く直感的に選択するようにという教示下ではマッチング事例が選択され
やすいなど (Thompson, Evans, & Campbell, 2013)，マッチングバイアスに直感的なヒューリ
スティック過程が関わることを支持する結果が得られている。
三段論法における信念バイアスとは，演繹推論において結論の妥当性を判断する際，結
論が論理的に導かれるかではなく，結論が信念と一致するかから判断してしまうバイアス
である (Evans et al., 1983)。Table 5.1 で示した三段論法はどちらも妥当ではない推論であ
り，同一の論理構造である。しかし，
「いくらかのアスリートは裕福である」という結論
は信念と一致するため妥当だと判断されやすく，
「いくらかの男性は女性である」という
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結論は信念と一致しないため妥当ではないと判断されやすい。
Table 5.1
三段論法における信念バイアス課題の例
信念一致

All A is B
Some B is C
Some A is C

非妥当

信念不一致

すべてのアスリートは健康的である

非妥当

すべての男性は健康的である

いくらかの健康的な人は裕福である

したがって、いくらかのアスリートは裕福である

いくらかの健康的な人は女性である

したがって、いくらかの男性は女性である

初期値-干渉モデルによれば，人は日常的に物事が信じられるかどうかを判断しているた
め，信念に基づく判断は容易であり，ヒューリスティック過程で行われやすい。信念によ
る反応がヒューリスティック過程で生じた後，アナリティック過程は，その反応が正しい
かを確かめるはたらきをする。論理的妥当性を確かめるためには，複数の前提や結論の心
的表象を構築し評価するという，認知負荷の高い処理が必要になる。そのため，アナリテ
ィック過程での妥当性の評価は時間がかかり，失敗することも多い。三段論法において信
念に基づく反応は論理に基づく反応よりも反応時間が短いという結果や (Evans & CurtisHolmes, 2005)，認知負荷をかけることにより信念バイアスが増加する (De Neys, 2006) な
ど，信念バイアスにヒューリスティック過程が関わることが示されている。
5.1.2

Type 1・Type 2 過程モデル

Evans と Stanovich は 2010 年代に初期値-干渉モデルを改定し，様々な領域で展開されて
きた二重過程に関する理論をまとめ，思考と高次認知の二重過程を Type 1, Type 2 過程
(Table 5.2) に分類した (Evans, 2012; Evans & Stanovich, 2013; Stanovich & Toplak, 2012)。
直感的な Type 1 過程を定義づける特徴は，自律性 (autonomy) である。自律性とは，直
感的過程が刺激によって強制的にはたらき，高次の制御システムとは独立していることを
意味する。自律性は，処理の速さや，連合に基づく反応，処理容量に依存しないといった
派生的な特徴を持っている。
熟慮的な Type 2 過程の特徴は，認知的分離 (cognitive decoupling) と心的シミュレーショ
ンである。人は認知的節約家 (cognitive miser) であり，対象を評価するときに簡単に思い
つく特性のみを用いやすく，重要であっても想起が困難な特性を無視しやすい (Kahneman
& Frederick, 2002)。こうした直感的過程で生じた反応が誤っている場合，熟慮的過程は直
感的な処理の結果を抑制し，それに代わるより良い選択肢を生成する必要がある。より良
い選択肢を生成するためには，ある選択をした場合について仮説を立て，その状況をシミ
ュレートした表象を構築する必要がある。また，シミュレートされた表象と，現実世界に
ついての表象を混同しないため，両者を認定的に分離する必要がある (Evans, 2010)。こう
した点から，Evans & Stanovich (2013) は認知的分離と心的シミュレーションが熟慮的過程
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と直感的過程を区別する重要な特徴であり，熟慮的過程の処理に時間や認知負荷がかかる
ことは派生的な特徴だとしている。
Table 5.2
Evans & Stanovich (2013) の Type 1, Type 2 モデル

Type 1
定義的特徴

派生的特徴

的過程 (Intuitive)

ワーキングメモリを必要としない
自律的 (autnomous)

Type 2 熟慮的過程 (Reflective)

ワーキングメモリを必要とする
認知的分離 (cognitivedecoupling)
心的シミュレーション

素早い

遅い

容量が大きい

容量が少ない

反応バイアス

規範的反応

パラレル
無意識的

シリアル
意識的

文脈化

抽象化

自動的

制御的

連合

規則

経験に基づく意思決定

一貫した意思決定

認知的能力と独立

認知的能力と関連

Evans & Stanovich (2013) は，彼らの提唱した初期の二重過程理論に関するいくつかの誤
りや誤解について指摘している。初期値-干渉モデルで主張された，直感的過程は文脈依存
的でバイアスの原因であり，熟慮的過程は抽象的で規範的に正しい回答を導くという考え
は現象を極端に単純化していたとし，実際には，直感的過程で規範的回答が生じる場合も
あり，熟慮的過程が文脈の影響を受けることもあるとしている。演繹推論において直感的
過程も熟慮的過程も文脈や事前知識の影響を受けるが，二つの過程における文脈の影響は
質的に異なることが示されている (Verschueren et al., 2005; Weidenfeld, Oberauer, & Hörnig,
2005)。また，二つの過程に直接対応するシステムが心内に実装されているという解釈が誤
りであることも指摘されている。さまざまな認知システムや神経系の相互作用によってそ
れぞれの過程での処理が行われており，二重過程理論はそうした認知システムの複雑な操
作を理解するための理論的枠組みだといえる。

5.2

直感的論理

近年の二重過程理論では，Evans による初期値-干渉モデルのように，ヒューリスティッ
クに基づくシステムとアナリティックに基づくシステムが連続的に駆動するというシリア
ルモデルに対する批判がなされている (De Neys, 2012, 2017)。De Neys (2012, 2017) は，初
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期値-干渉モデルのように二つの反応が順番に生じるシリアルモデルでは (Figure 5.2A)，ヒ
ューリスティック反応とアナリティック反応の競合に気がつくメカニズムや，熟慮的過程
が駆動するメカニズムを説明できないと主張した。人は認知的節約家であり，認知負荷の
低い直感過程の反応を優先し，負荷の高い熟慮的過程を駆動しにくい。そのため，初期値干渉モデルでは，直感的過程でヒューリスティックによるバイアスが生じ，熟慮的過程で
分析的に再考する必要があっても，多くの人は認知負荷が高い熟慮的過程を駆動せず，バ
イアスが生じていることにそもそも気がつかないことになる。

(

(

(

Figure 5.2. 二重過程理論のシリアルモデルとハイブリッドモデル
De Neys (2012) は直感的な過程においても規範に基づく反応が生じるという，直感的論
理に基づくモデルを提唱した。直感的論理とは，論理や確率の法則についての初歩的な知
識であり，推論課題の際に自動的にこれらの知識が活性化する。De Neys のハイブリッド
モデルでは (Figure 5.2B)，直感的な過程でヒューリスティックに基づく反応と直感的論理
に基づく反応の両方が生じ，その後，熟慮的な思考が行われる。直感的過程では，ヒュー
リスティック反応の方が直感的論理よりも反応の強度が強く，ヒューリスティック反応が
意識にのぼりやすいが，直感的論理は論理的感覚 (logical gut feeling) と呼ばれる規範的な
正しさに対する感覚を生じさせる。
De Neys によるハイブリッドな二重過程モデルは，従来の二重過程モデルでは十分説明
できなかった，ヒューリスティック反応と規範的反応の競合検知や熟慮的過程の駆動メカ
ニズムを，直感的論理と直感的ヒューリスティックの競合から説明している (De Neys,
2012, 2017)。信念バイアスや連言錯誤といったヒューリスティック反応と規範的反応が異
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なる課題では，直感的過程でヒューリスティックに基づく反応と論理に基づく反応が生起
し，反応の競合が生じる。こうした直感的過程での反応の競合は，論理的感覚による反応
への違和感を生じさせるため，推論者はヒューリスティック反応に対する疑念を抱くよう
になる。ヒューリスティック反応への違和感が強く，推論者に十分な認知容量や熟慮的思
考への動機付けがある場合，熟慮的思考により反応が精査される。
De Neys らのグループによる一連の研究は，ヒューリスティック反応とアナリティック
反応が競合する課題において，多くの参加者が直感的に二つの反応の競合に気が付いてい
ることを示している (De Neys, Cromheeke, & Osman, 2011; De Neys & Glumicic, 2008; De
Neys, Moyens, & Vansteenwegen, 2010)。彼らの実験では，連言錯誤 (conjunction fallacy) や
基準比率無視 (base rate neglect)といった，古典的なヒューリスティックとアナリティック
反応が競合する課題と，同じような確率に関する課題だが二つの反応が競合しない課題を
用いて，参加者の判断と反応時間，皮膚コンダクタンス反応 (SCR)，確信度との関連を検
討した。その結果，ヒューリスティックに基づく回答をした参加者であっても，二つの反
応が競合する課題では，競合しない課題よりも反応時間や SCR が増大し，回答の確信度が
低下することが示された。この結果は，ヒューリスティックによる回答をした推論者であ
っても，アナリティック反応が競合する課題では自身の判断に疑問を持つことを示してい
る。また，こうした競合の検知は，認知負荷やタイムプレッシャー下でも見られることか
ら (Franssens & De Neys, 2009; Johnson, Tubau, & De Neys, 2015)，直感的な過程で競合の検
知が行われると考えられる。ただし，ほとんどの推論者が競合に気がついている一方で，
競合の検知を示さない参加者も一定数いることが示されており，直感的論理に個人差があ
ることが指摘されている (Frey, Johnson, & De Neys, 2018)。
5.2.1

演繹推論における直感的論理

演繹推論課題においても，直感的過程で論理的規範に従った反応が生じていることや，
競合に気がついていることが示されている。Morsanyi & Handley (2012) や Trippas,
Handley, Verde, & Morsanyi (2016) は三段論法や条件推論において，推論者が潜在的に論理
構造に気がついていることを示した。彼らは，人は論理構造についての潜在的知識である
潜在的論理 (implicit logic) を持っており，潜在的論理と一致する論理構造の論証はより流
暢に処理されるとした。Morsanyi & Handley (2012) は，知覚的または意味的に一貫した刺
激は流暢に処理されやすく，流暢に処理される対象はより好ましいと判断されやすい
(Topolinski & Strack, 2009) という，流暢性と好意度についての知見をもとに，妥当な論証
は潜在的論理と一貫するため，より流暢に処理され，論証の好意度が高くなることを予測
した。彼らは，参加者に三段論法を提示し，論証の妥当性を判断する代わりに，論証が好
きか嫌いかの判断課題を行った。その結果，論理的に妥当な論証は妥当ではない論証より
も好意度評定が高くなり，明示的に推論を行う教示がなくても，潜在的に論証の論理構造
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を処理している可能性が示された。
一方，Klauer と Sigmann ら (Klauer & Singmann, 2013; Singmann, Klauer, & Kellen, 2014)
は，Morsanyi & Handley (2012) の実験について，論理構造ではなく命題の内容が好意度評
定に交絡していることを指摘した。彼らは，Morsanyi & Handley (2012) の三段論法で用い
た命題は具体的な内容であり，命題の内容の好ましさを統制すると好意度評定における妥
当性の影響が消失することを示した。こうした批判を受け，Trippas et al. (2016) は，三段
論法以外の様々な論証（例：条件推論）においても，妥当な論証は妥当ではない論証より
も好ましいと判断されることを示した。また，内容の好ましさが影響する好意度判断では
なく，命題のテキストと背景のコントラストという物理的明るさを尋ねる課題において，
妥当な論証は妥当ではない論証よりも明るいと判断されることを示した。Trippas et al.
(2016) の結果は，命題の内容ではなく，論証の妥当性が潜在的論理によって評価され，論
証に対する好意度や明暗の判断に暗黙裏に影響することを示している。
Thompson らは直感的な過程でのメタ認知的気づきの役割を強調し，直感的な回答が正
しさの感覚 (Feeling of Rightness)と呼ばれるメタ認知を生じさせ，正しさの感覚が少ない場
合は熟慮的な過程により直感的な回答が精査されるとした (Ackerman & Thompson, 2017;
Thompson & Johnson, 2014; Thompson, Prowse Turner, & Pennycook, 2011)。Thompson et al.
(2011) は，条件推論や三段論法課題において，はじめに直感的に素早く回答するように教
示し，続いて直感的な回答が正しいと感じるかを評定させ，その後，同じ課題を時間をか
けて回答するよう求めた。その結果，正しさの感覚の評定が弱いほど再考の時間が長くな
り，時間をかけた場合に直感的な回答と異なる回答を行いやすくなることが示された。特
に，信念バイアスのようにヒューリスティック反応と規範的反応が競合する課題では，正
しさの感覚が小さくなることが示されている。Thompson らは直感的な過程ではヒューリ
スティック反応と規範的な反応の両方が生じ，正しさの感覚はこうした直感的な反応の流
暢性に基づくとしている。また，知能指数の高さとヒューリスティックとアナリティック
が競合する課題での正しさの感覚に負の関係が見られることから，認知容量の大きい推論
者はより規範的な直感を持つ可能性が指摘されている (Thompson & Johnson, 2014)。ただ
し，他の多くのメタ認知と同様，推論における正しさの感覚は必ずしも規範的な正しさと
関連するわけではなく，内容の親近性の高さ等によっても正しさの感覚が高まるとされる
(Ackerman & Thompson, 2017)。

5.3

条件推論と二重過程

条件推論の確率的アプローチは (Evans & Over, 2004; Oaksford & Chater, 2003a, 2010)，推
論過程は基本的に潜在的であり，信念強度は長期記憶の情報をもとに自動的に決定される
としている。Oaksford & Chater (2010) は，条件文 A → C について考える過程を二重過程
理論に基づき次のように説明している：はじめに，直感的過程で長期記憶からの知識をも
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とに A の場合に C が生じるかについての信念強度が重み付けられる。直感的過程で重みづ
けられた信念の表象は熟慮的過程で精査され，A を仮定した場合の C に対する信念強度を
定めるため，様々な可能性が意識的に検討される。Oaksford & Chater (2010) は，熟慮的な
過程で A を仮定した場合に生じる様々な可能性を精査することが，Ramsey テストに相当
するとしている。確率的アプローチにおける条件文のデフォルトの解釈は条件付き確率 P
(A → C) = P (C|A) であることから，条件文が提示されれば，直感的に A の場合に C が生
じる程度が知識をもとに重みづけされ，¬A 事例は考慮されないといえる。
確率的な情報は直感的過程で処理されるという知見として，条件推論において確率や頻
度情報は直感的過程で用いられ，論理的規範や反例は熟慮的過程で用いられるとする主張
がある。推論の dual source model (Klauer et al., 2010; Singmann, Klauer, & Beller, 2016) や
dual strategy model (Markovits et al., 2010, 2012; Verschueren et al., 2005) は，推論の際に知識
や頻度・確率に基づいた情報と，論理規範や反例に基づいた情報の 2 種類の情報や方略を
使い分けているとしている。Markovits et al. (2012) は，タイムプレッシャー下では条件付
き確率に基づき結論の妥当性を判断し，タイムプレッシャーが無い場合は反例に基づいて
妥当性を判断することを示した。これらの理論に基づけば，条件推論のデフォルトの方略
は前提の信念強度の評価であり，条件付き確率の評価は直感的で自動的な過程で行われる
としている。
5.3.1

条件文の真理値の直感的解釈: A & C か P (C|A) か?

条件推論の確率的アプローチや dual source model, dual strategy model は，確率に基づく推
論が直感的に生じるとしているが，その際の条件文の解釈が条件付き確率 P (C|A)と等しい
かは意見が分かれている。発達研究や個人差研究は，条件付き確率に基づく条件文の解釈
は認知負荷が高いことを明らかにし，条件付き確率に基づく解釈が直感的に行われない可
能性を示している。
Evans & Stanovich (2013) による Type 1, Type 2 過程モデルに基づけば，仮定思考理論の
主張する，条件文を条件付き確率と捉える解釈は，認知負荷が高く，熟慮的な思考が必要
だといえる。仮定思考理論によれば，条件文は実際の状況ではなく，
「A を仮定した場合」
という仮定された状況や可能性を表しており，条件推論には仮説的思考 (hypothetical
thinking) が必要となる。仮説的思考には，事実と仮定された状況を区別して思考する認知
的分離と，仮定された状況でのシミュレーションが必要になる。Evans & Stanovich (2013)
のモデルでは，認知的分離と心的シミュレーションは熟慮的な Type 2 過程の中心的な特徴
であることから，条件文を条件付き確率として仮説的に解釈するためには，熟慮的過程が
必要だといえる。
条件推論の個人差を検討した研究では (Evans et al., 2007, 2008)，知的能力が高いほど条
件文を条件付き確率として解釈しやすいことが示されている。Evans et al. (2007) は，一般
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的知能の得点と抽象的な条件推論課題との関連を検討し，知能テストの得点が高い参加者
ほど条件文の確率を条件付き確率と等しいとし，また，¬A を空値と判断しやすいことを
示した。一方，知能テストの得点が低い参加者は，条件文を連言 (A and C) と等しいと解
釈しやいことが示された。条件文を連言として解釈することは，条件文 A → C で明示さ
れている A & C 事例のみに着目し，偽である A & ¬C 事例まで考慮しないという，浅い処
理の反映だと考えられている。Oberauer et al. (2007) は条件文の主な解釈には条件付き確率
と連言の２パターンがあり，連言としての解釈は仮説的思考が十分行えず，A & C 事例の
表象のみに基づいて推論した結果だとしている。また，因果条件推論においても，知能テ
ストの得点が高い参加者ほど，仮定思考理論と一致する反応を示すことが明らかにされて
いる (Evans et al., 2008)。
条件推論の発達心理学的研究は，発達の初期では条件文を連言と解釈しやすく，発達段
階が進むほど条件付き確率に基づく解釈が多くなることを示している (Barrouillet &
Gauffroy, 2015; Barrouillet, Gauffroy, & Lecas, 2008; Gauffroy & Barrouillet, 2009)。Barrouillet &
Gauffroy (2015) は，11~12 歳，15~16 歳の児童と，大学生に対し条件文の確率判断と真理
値表課題を行なった。その結果，11~12 歳では連言，15~16 歳では連言か双条件（もし A
ならば C であり，C ならば A である）に基づく回答が最も多く，大学生では条件付き確率
に基づく回答が多くなることが示された。条件付き確率に基づく反応が発達の後期にみら
れることから，Barrouillet と Gauffroy は仮定思考理論の主張する条件付き確率モデルは，
教育を受けた成人にのみ当てはまる限定されたモデルだとしている。彼らの改定メンタル
モデル説 (revised mental model theory) によれば (Gauffroy & Barrouillet, 2009, 2011)，条件文
の基本的な表象は A & C 事例のみであり，A と C の共起関係が条件文の直感的な解釈だと
される。
直感的過程における条件推論の研究においても，条件文の基本的な表象が A & C 事例と
する知見が示されている (中村・川口, 2010; Rader & Sloutsky, 2002)。Rader & Sloutsky
(2002)は，参加者に条件文の論証の一部を提示し，結論となる単語の語彙判断課題の反応
時間を検討した。例えば，前件肯定（A → C, A, therefore C）であれば「彼は，もしも夜な

らば，外は寒いと考えた」という条件文を含む文章と，前件肯定の前提「彼は外が夜であ
ることに気がついた」を含む文章が提示され，その後，「寒い」に対する反応時間を計測
した。その結果，単語に対する反応時間は条件文と前提の形で出された場合の方が，そう
ではない場合よりも（例：彼は外が夜だろうかと考えた）反応時間が短くなることが示さ
れた。参加者は推論を行うようには教示されていないが，直感的に論証の結論を導出した
ため，結論に含まれる語に対する反応時間が短くなったと考えられる。こうした直感的な
結論の導出は，論理的に妥当な前件肯定だけではなく，後件肯定（A → C, C, therefore A）
においても見られたことから，Rader & Sloutsky (2002) は直感的な条件文の表象は A & C
事例であり，後件肯定の反例である A & ¬C 事例は直感的には表象されないとした。
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条件推論の個人差や発達研究は，条件文 (A → C) の直感的で基礎的な表象は A & C 事
例であり，条件付き確率に基づく反応は認知負荷が高く，熟慮的な過程を必要とすること
を示唆している。しかし，De Neys や Handley らによる近年の演繹推論研究は，ヒューリ
スティックな回答をしている推論者であっても，直感的な過程においても規範に基づく反
応が生じることを示しており (De Neys, 2012, 2017)，直感的な条件文のデフォルトの解釈
として，条件付き確率に基づく反応が生じている可能性が考えられる。Oaksford & Chater
(2010) の主張するように，直感的に確率情報を用いており，その際の条件文の解釈が条件
付き確率と等しければ，直感的な過程における条件文の真理値は A & C の時に真，A & ¬C
の時に偽となり，¬A 事例は条件文の真偽とは無関連な空値となる de Finetti 表と等しくな
ると予測できる。
本章では，De Neys や Handley らによる直感的論理の枠組みをもとに，直感的な過程で
の推論や意思決定について検討する。研究 2 では，従来の知見では熟慮的とされてきた条
件付き確率に基づく条件文の解釈が，直感的過程において生じるかを明らかにする
(Nakamura & Kawaguchi, 2016)。また，Bialek と De Neys は (Bialek & De Neys, 2016, 2017a,
2017b)，直感的論理のモデルをモラルジレンマ判断の二重過程理論に適用していることか
ら，研究 3 では，身体性とモラル判断の関係をもとに，直感的過程でのモラル判断の特徴
を検討する (Nakamura et al., 2014)。

5.4
5.4.1

研究 2: 直感的過程における条件文の解釈の検討
実験 2-1: 命題の直感的な真偽判断

研究 2-1 では直感的な過程での条件文の解釈が条件付き確率と等しく，また，条件法を
用いた命題と他の論理結合子を用いた命題を直感的に区別しているかを検討する。
条件推論の個人差研究 (Evans et al., 2007) や発達研究 (Barrouillet & Gauffroy, 2015)，直
感的な論証の研究 (Rader & Sloutsky, 2002) では，条件文 A → C の直感的で基礎的な表象
は連言 (A & C)と等しいことを示唆している。メンタルモデル説 (Johnson-Laird & Byrne,
2002)，仮定思考理論 (Evans et al., 2007) ともに，推論者は条件文で明示された事例を表象
するとしており，条件文で明示されていない事例の表象は認知負荷がかかることが指摘さ
れている。メンタルモデル説によれば，A → C の最初のメンタルモデルは A & C の表象で
あり，その後，条件文が真となる¬A & C，¬A & ¬C のメンタルモデルを構成していくとし
ている。また，仮定思考理論は，条件付き確率に基づく条件文の解釈には仮説的思考や A
& ¬C 事例を表象するなど複雑な心的操作が必要であり，認知的負荷が高いとしている。
一方で，直感的過程で規範的に正しい反応が生成され，規範と従う反応はポシティブな
論理的感覚を生じさせることが近年の研究で示されている (De Neys, 2012, 2017; Morsanyi
& Handley, 2012)。直感的論理に基づく反応は三段論法や条件文の妥当性判断 (Morsanyi &
Handley, 2012; Trippas et al., 2016) でも示されており，妥当性の判断には結論が常に真であ
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るかの評価が含まれることから，命題の真偽も直感的な過程で判断されると考えられる。
本実験では Morsanyi & Handley (2012) の実験パラダイムを用いて，命題の真偽を直感的
に判断しているか，および，条件文の直感的解釈が他の命題の解釈と異なるかを検討す
る。実験では，Table 5.3 に示した四種類の論理結合子を用いた命題（連言，双条件文，条
件文，実質含意）と，それぞれの前件と後件の真偽に対応する事例（TT, TF, FT, FF）を提
示し，組み合わせの好意度判断を行う。参加者が直感的に命題の真偽を判断している場
合，真事例は論理的規範と一致するため，規範と一致しない偽事例よりも流暢に処理さ
れ，好意度が高くなると考えられる。また，空事例は真ではないが偽でもなく，論理的規
範と明らかに矛盾しないため，真と偽事例の中間程度の好意度になると予測される。
Table 5.3
命題（連言，双条件文，条件文，実質含意）の真理値
論理形式

命題の例

連言

A かつ C である
L and 4

双条件文

もし A ならば C であり，
C ならば A である
If L then 4 and
if 4 then L

TT (A C)

ターゲットと真理値
TF (A ¬C)
FT (¬A C)

FF (¬A ¬C)

真
L 4

偽
L 7

偽
K 4

偽
K 7

真

偽

偽

空

L 4

L 7

K 4

K 7

条件文
(de Finetti table)

もし A ならば C である
If L then 4

真
L 4

偽
L 7

空
K 4

空
K 7

実質含意

A ではない，または C である
Not-L or 4

真
L 4

偽
L 7

真
K 4

真
K 7

本実験における条件文の好意度判断について，次の 3 つの予測を検証する：
(1) 条件文の直感的な解釈が連言 (A & C) と等しい：条件推論の個人差研究 (Evans et
al., 2007) や発達研究 (Barrouillet & Gauffroy, 2015)，メンタルモデル説 (JohnsonLaird & Byrne, 2002) の初期モデルに基づけば，条件文の直感的な解釈は連言とな
る。この場合，好意度判断のパターンは連言と同様になり，TT のみが真事例であ
り，偽事例である TF, FT, FF の好意度は TT よりも低い。
(2) 条件文の直感的な解釈が実質含意 (¬A or C) と等しい：メンタルモデル説では
(Johnson-Laird & Byrne, 2002)，条件文の完全明示モデルは実質含意となる。この場
合，好意度判断は実質含意のパターンと等しく，偽である TF は真である TT, FT, FF
よりも好意度が低い。
(3) 条件文の直感的な解釈が条件付き確率 P (C|A) と等しい：確率に基づく反応が直感
的過程で生じるとする確率的アプローチ (Oaksford & Chaater, 2010) や dual source
model (Klauer et al., 2010; Singmann, Klauer, & Beller, 2016), dual strategy model
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(Markovits et al., 2010, 2012,

Verschueren et al., 2005)に基づけば，直感的に条件文を

条件付き確率と解釈していることが考えられる。この場合，条件文の真理値は de
Finetti 表と等しくなり，真である TT，空である FT, FF，偽である TF の順に好意度
が高い。
また，好意度判断とあわせて，参加者の熟慮的な真偽判断を検討するため，好意度判断
の後，それぞれの組み合わせの真理値の回答を求めた。
方法
実験計画

4 (論理形式：連言, 双条件, 条件文, 実質含意)

4 (ターゲット：TT, TF, FT, FF) の 2 要

因参加者内計画で実験を行った。
参加者

参加者は大学生 29 名 (男性 11 名, 女性 18 名, Mage = 18.4, SDage = 0.68) であり, 実験参加
の謝礼としてコースクレジットの一部を認定した。参加者には口頭で実験の説明を行い,
実験参加の承諾を得た。
材料

実験で用いる命題は，2 種類のアルファベットのうち 1 つと 2 種類の数字のうち 1 つが
書かれている架空のカード（例：カードの左側には L か K, 右側には 4 か 7 が書かれてい
ます）についてのものとし，アルファベットと数字の組み合わせが異なる 6 パターンのカ
ードを作成した。それぞれのカードについて, 連言, 双条件, 条件文, 実質含意の 4 種類の
命題と（例：もしカードの左側が L ならば，右側には 4 が書かれている）, 命題の前件と
後件の真偽を操作した 4 種類のターゲット（例：L 7）を実験刺激として用いた (Table
4.1)。各カードについての命題とターゲットの組み合わせの 16 試行で 1 ブロックとし，合
計 6 ブロック，96 試行となるようにした。
手続き

実験は個別実験で行い, 刺激の提示およびデータの収集は PsyScope X program (PsyScope
X build 77, http://psy.ck.sissa.it) と PsyScope X button box (ioLab Systems)を用いて Apple iMac
上で実施した。実験手続きは Morsanyi & Handley (2012) に従い, 好意度判断課題を行った
後, 3 分程度の休憩を挟んで真偽判断課題を行った。好意度判断課題，真理値表課題で提示
するブロックは同一のものとし，各ブロックの提示順とブロック内での命題とターゲット
の提示順を参加者間でランダマイズした。
好意度判断課題：好意度判断課題では, 命題とターゲットの組み合わせがどの程度好ま

しいと感じるかを回答するよう求めた (Figure 5.3)。回答は，
「1.嫌い」から「5.好き」の５
段階であり，評定値と合わせて不快〜快顔の線画を提示した。好意度評定課題では, 各カ
ードのブロックについて説明フェーズと評定フェーズの 2 つのフェーズから構成した。初
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めに説明フェーズとして課題とそのブロックで提示されるカードのアルファベットと数字
のパターンの説明を提示し, 参加者が課題の手続きとカードのパターンを確認し, ボタン
を押すと, そのカードについての評定フェーズが開始するようにした。評定フェーズでは,
カードの説明と好意度評定のスケールを常にモニタ上に提示し, 命題がモニタ中央に
2000ms 提示された後, その下にターゲットと「現在の気分を答えてください」という質問
が提示された。命題とターゲットは参加者が反応ボタンを押すかまで提示され, 反応後,
2000ms の空白をおいて, 次の命題とターゲットが提示された。参加者が 1 ブロックを終え
ると, 次のカードのブロックが提示されるようにし，6 ブロック 96 試行を実施した。

2000ms

2000ms

Time

Response

Figure 5.3. 好意度判断課題の手続き
真理値表課題：真理値表課題では, 命題とターゲットの組み合わせをもとに, 命題が

「真」, 「偽」, 「真でも偽でもない（空）
」かの判断を行うよう求めた。好意度判断課題
と同様, 各カードのブロックについての説明フェーズと評定フェーズの 2 つのフェーズを
作成した。説明フェーズでは, そのブロックで提示されるカードのアルファベットと数字
のパターンの説明を提示した。評定フェーズでは, カードの説明と「真」, 「真でも偽で
もない（空）
」, 「偽」の 3 つの選択肢を常にモニタ上に提示し, 命題がモニタ中央に
2000ms 提示された後, その下にターゲットと「命題の真偽を判断してください」という質
問が提示された。命題とターゲットは参加者が反応ボタンを押すかまで提示され, 反応後,
2000ms の空白をおいて, 次の命題とターゲットが提示された。参加者が 1 ブロックを終え
ると, 次のカードのブロックが提示されるようにし，6 ブロック 96 試行を実施した。
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結果
好意度判断課題

Figure 5.4 に各論理形式とターゲットに対する好意度評定の平均値と SE を示す。4 (論理
形式：連言, 双条件, 条件文, 実質含意)

4 (ターゲット：TT, TF, FT, FF) の二要因参加者

内分散分析の結果, 論理形式の主効果 F (3, 84) = 5.56, p = .002, ηg2 = 0.37, ターゲットの主効
果 F (3, 84) = 38.42, p < .001, ηg2 = 0.35 および論理形式とターゲットの交互作用が有意であ
った F (9, 252) = 17.57, p < .001, ηg2 = 0.15。交互作用についての下位検定の結果, 全ての論
理形式においてターゲットの単純主効果が有意であったため (連言：F (3, 84) = 42.00, p
< .001, ηg2 = 0.50, 双条件：F (3, 84) = 28.25, p < .001, ηg2 = 0.32, 条件文：F (3, 84) = 30.00, p
< .001, ηg2 = 0.47, 実質含意：F (3, 84) = 18.91, p < .001, ηg2 = 0.35), Shaffer 法による多重比較
を行った。連言と双条件では TT が TF, FT, FF よりも好意度が高く, 条件文では TT が TF,
FT, FF よりも好意度が高く， FT が TF よりも好意度が高いことが示された。また, 実質含
意では FT が TT, TF よりも好意度が高く，TT が TF, FF よりも好意度が高く，FF が FT よ
りも好意度が高かった。

5.0

Liking rating

4.0

3.0

2.0

1.0
TT TF FT FF TT TF FT FF TT TF FT FF TT TF FT FF
連言

双条件

条件文

実質含意

Figure 5.4. 論理形式とターゲットの各条件における好意度評定の平均値と SE
真理値表課題

Table 5.4 に各論理形式とターゲットにおける真偽判断の回答の割合を示す。各論理形式
においてターゲットにより回答の頻度に差があるかを, カイ二乗分析と残差分析によって
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検討した。連言では TT は真だと判断されやすく，TF, FT, FF は偽だと判断されやすかった
χ2 (6) = 97.0, p < .001, Cramer’s V = .638。双条件では，TT は真, TF, FT は偽, FF は空と判断さ
れやすかった χ2 (6) = 138.5, p < .001, V = .770。条件文では, TT は真, TF は偽, FT, FF は空と
判断されやすかった χ2 (6) = 146.9, p < .001, V = .792。実質含意では TT, FT, FF は真と判断さ
れやすく, TF は偽と判断されやすかった χ2 (6) = 68.7, p < .001, V = .540。
Table 5.4
論理形式とターゲットの各条件における真偽判断の回答の%
論理形式 ターゲット

真

真偽判断
偽

空

連言

TT

98.3

1.1

0.6

双条件

TF
FT
FF
TT

1.1
2.3
0.6
97.1

97.1
96.0
88.4
2.9

1.7
1.7
11.0
0.0

TF
FT
FF

0.6
0.6
5.2

93.1
86.8
28.3

6.4
12.6
66.5

条件文

TT

97.7

0.6

1.7

実質含意

TF
FT
FF
TT
TF
FT
FF

0.0
4.1
6.9
78.6
2.9
96.0
71.7

95.4
23.4
20.1
16.2
96.0
2.3
23.1

4.6
72.5
73.0
5.2
1.2
1.7
5.2

考察
実験 2-1 では, 抽象的な命題に対する直感的な真偽判断について検討を行った。ターゲ
ットが真事例である場合, 命題と矛盾せず, より流暢に処理がなされるため, 命題と矛盾す
る偽事例よりも好意度が高くなることを予測した。予測と同様, 全ての論理形式で, 真事
例は偽事例よりも好ましいと判断され, 参加者が直感的に論理的真偽を判断していること
が示された。また，真理値表課題においても，全ての命題間で判断のパターンに違いが見
られた。熟慮的な過程における条件文の真偽は TT で真，TF で偽，FT, FF で空となり，仮
定思考理論の主張でする de Finetti 表と一致することが示された。一方，メンタルモデル説
の主張である，条件文の完全な表象は実質含意と等しいという知見は支持されなかった。
好意度判断課題のパターンは, 参加者が 4 つの論理形式を直感的に区別していることを
示している。条件文の好意度判断のパターンは連言や実質含意とは異なっていることか
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ら，条件文の直感的な解釈は連言 A & C や，メンタルモデル説の主張する実質含意¬A or
C ではないと考えられる。条件文の好意度判断は，条件付き確率に基づく予測と近いパタ
ーンであり，真である TT が他の事例よりも好意度が高く，また，空である FT 事例は偽で
ある TF 事例よりも好意度が高かった。この結果は，直感的に真，偽，空の真理値を区別
している可能性を示している。ただし，空事例の FF と偽事例の TF との間には好意度の差
が見られなかった。
条件文の FF と TF との間に好意度の差が見られなかった理由として，本実験の好意度判
断にマッチングバイアスが影響していた可能性が考えられる。例えば，
「もし左側が L な

ら，右側は 4」という条件文であれば，「L と 4」が対応する事例であり条件文と関連する
とみなされるが，
「K と 7」は対応せず条件文と無関連とみなされる。この時，マッチする
「L と 4」は TT 事例であり，TT 事例の好意度が高かった理由として，真事例だからでは
なく単に条件文とマッチしていたからという可能性が考えられる。また，FF 事例の好意
度が低かった理由として，条件文と対応しないミスマッチ事例であった可能性がある。そ
こで，実験 2-2 では条件文と事例のマッチングを操作し，条件文の好意度判断のパターン
が条件付き確率に従うかマッチングに従うかを検討する。
5.4.2

実験 2-2: 直感的な条件文の真偽判断とマッチング

実験 2-2 では，直感的な条件文の真偽判断における，規範とマッチングの影響を検討す
る。マッチングの影響を検討するため，本課題では否定辞パラダイム (negation paradigm)
と呼ばれる命題の否定辞の有無を操作する手法を用いる (Evans, 1998)。否定辞パラダイム
では，Table 5.5 に示すような前件と後件の否定辞の有無を操作した 4 パターンの条件文を
用いる。例えば「もし L ならば 4 である」ではマッチング事例である「L と 4」が真 (TT)
となるが，
「もし L ならば 4 ではない」という条件文では前件のみマッチする「L と 7」が
真 (TT)事例となる。
マッチングが条件文の好意度判断に影響する場合，マッチング事例はそうではない事例
よりも条件文と関連するとみなされやすく，好意度が高くなると考えられる。マッチング
の効果が見られる場合，好意度の高さは，前件と後件の両方と対応する完全マッチ事例，
前件か後件のみが対応する部分マッチ事例，ミスマッチ事例の順になると考えられる。一
方，直感的に何らかの規範に従って真偽が判断される場合，マッチングに関わらず条件文
の真理値が好意度に影響すると考えられる。
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Table 5.5
条件文とマッチング，真理値の組み合わせ
ターゲット
条件文
If A then C

もし L ならば , 4 である
If A then ¬C

もし L ならば , 4 ではない
If ¬A then C

もし L ではないならば , 4 である
If ¬A then ¬C

TT
AC

TF
A ¬C

FT
¬A C

FF
¬A ¬C

L4
++
A ¬C

L7
+AC

K4
-+
¬A ¬C

K7
-¬A C

L7
+¬A C

L4
++
¬A ¬C

K7
-AC

K4
-+
A ¬C

K4
-+
¬A ¬C

K7
-¬A C

L4
+ +
A ¬C

L7
+AC

L7
+-

L4
++

もし L ではないならば , 4 ではない

K7
K4
--+
+ + 完全マッチ, + - 前件マッチ, - + 後件マッチ, - - ミスマッチ

実験 2-2 では好意度判断課題と真理値表課題に加えて，参加者の情報処理スタイルと好
意度評定のパフォーマンスとの関連を検討するため，情報処理スタイル尺度を実施する
(内藤・鈴木・坂元, 2004)。この尺度は参加者の直観的・合理的な情報処理のスタイルを測
定しており，高直観者は連言錯誤をより多く示し，高合理者は連言錯誤が少なく確率に従
った反応を行いやすいことが示されている。好意度評定は直感的な過程が関わると考えら
れ，好意度評定と情報処理スタイルの尺度得点とは関連が見られないことが予測される。
方法
実験計画

4 (条件文：if A then C, if A then ¬C, if ¬A then C, if ¬A then ¬C)

4 (ターゲット：TT, TF,

FT, FF) の 2 要因参加者内計画で実験を行った。
参加者

参加者は大学生 27 名 (男性 13 名, 女性 14 名, Mage = 19.0, SDage = 1.37) であり, 実験参加
の謝礼としてコースクレジットの一部を認定した。参加者には口頭で実験の説明を行い，
実験参加の承諾を得た。
実験材料

実験 4-1 同様，アルファベットと数字の組み合わせが異なるカードを 12 パターン作成
し，それぞれのカードについての条件文 4 種類と, ターゲットとして命題の前件と後件の
真偽を操作した数字とアルファベットの組み合わせ 4 種類を作成した (Table 4.3)。
情報処理スタイル尺度：日本語版情報処理スタイル尺度 38 項目を用いた (内藤・鈴
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木・坂元, 2004)。この尺度は合理的処理と直観的処理の個人差 (Epstein, Pacini, Denes-Raj,
& Heier, 1996) を測定するものであり，論理的，分析的，意識的な思考を測定する合理性
19 項目と, 直観的，自動的な思考や感情に基づく判断を測定する直観性 19 項目につい
て，
「1. 全くあてはまらない」から「5. 非常にあてはまる」の５段階で回答するものであ
る。
手続き

実験手続きは，提示ブロック数を除き実験 4-1 と同様であり，各条件文とターゲットに
ついて好意度判断課題を行った後, 3 分程度の休憩を挟んで真偽判断課題を行った。好意度
判断課題では 4 ブロック 64 試行を実施し，真理値表課題では 8 ブロック 128 試行を実施
した。真理値表課題終了後，情報処理スタイル尺度に回答するよう求めた。
結果
好意度判断課題

5

Liking rating

4

3

2

1
++ +- -+ -- ++ +- -+ -- +- + + -+ -- ++ +- -+ -TT

TF

FT

FF

Figure 5.5. ターゲットとマッチングの各条件における好意度評定の平均値と SE
Figure 5.5 にターゲットとマッチングの各条件における好意度判断の平均値と SE を示
す。真理値とマッチングの効果を検討するため，4 (真理値：真 TT, 偽 TF, 空 FT, 空 FF)
4 (マッチング：完全マッチ A C, 前件マッチ A ¬C, 後件マッチ ¬A C, ミスマッチ ¬A
¬C) の参加者内分散分析を行ったところ，真理値 F (3, 78) = 99.70, p < .001, ηg2 = 0.18，マ
ッチング F (3, 78) = 7.34, p < .001, ηg2 = 0.01，ターゲットの真理値とマッチングの交互作
用が有意であった F (9, 234) = 10.00, p < .001, ηg2 = 0.04。交互作用についての下位検定の
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結果，全てのマッチングにおいて真理値の単純主効果が有意であったため（完全マッチ F
(3, 78) = 89.17, p < .001, ηg2 = 0.38; 前件マッチ F (3, 78) = 25.72, p < .001, ηg2 = 0.16; 後件
マッチ F (3, 78) = 31.46, p < .001, ηg2 = 0.17; ミスマッチ F (3, 78) = 10.65, p < .001, ηg2 =
0.06）
，Shaffer 法による多重比較を行った。完全マッチ (A C) と前件マッチ (A ¬C) では真
(TT) が最も好意度が高く，空 (FF) は空 (FT), 偽 (TF) よりも好意度が高く, 空 (FT) は
偽 (TF) よりも好意度が高かった。後件マッチ (¬A C) では真 (TT) が最も好意度が高く，
空 (FF) は偽 (TF) よりも好意度が高かった。ミスマッチ (¬A ¬C) では，真 (TT) ，空
(FT, FF) は偽 (TF) よりも好意度が高かった。
真理値表課題

Table 5.6 に各条件文とターゲットにおける真偽判断の回答の割合を示す。
Table 5.6
ターゲットとマッチングの各条件における真偽判断の回答 (%)

真偽判断
条件文
If A then C

ターゲット マッチング

真

偽

空

TT
++
99.1
0.9
0.0
TF
+0.0
92.6
7.4
FT
-+
2.8
22.2
75.0
FF
-9.3
11.1
79.2
If A then ¬C
TT
+93.1
2.3
4.6
TF
++
3.2
92.6
4.2
FT
-6.9
8.3
84.3
FF
-+
14.4
6.9
77.3
If ¬A then C
TT
-+
92.1
1.4
6.0
TF
-4.2
81.0
14.8
FT
+ +
6.0
34.7
59.3
FF
+9.3
10.2
80.1
If ¬A then ¬C
TT
-77.3
5.1
17.6
TF
-+
6.9
82.9
10.2
FT
+12.0
16.7
71.3
FF
++
32.4
10.2
57.4
+ + 完全マッチ, + - 前件マッチ, - + 後件マッチ, - - ミスマッチ
各条件文においてターゲットにより回答の頻度に差があるかを, カイ二乗分析と残差
分析によって検討した。その結果，全ての条件文において TT は真，TF は偽，FT, FF は空
と判断されやすいことが示された (if A then C χ2 (6) = 149.5, p < .001, V = .844; if A then ¬C
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χ2 (6) = 141.8, p < .001, V = .810; if ¬A then C χ2 (6) = 110.4, p < .001, V = .712; if ¬A then ¬C:
χ2 (6) = 79.16, p < .001, V = .605)。
また，マッチングの影響を検討するため，TT, TF, FT, FF のそれぞれの事例で，マッチン
グにより回答の頻度に差があるかを検討した。その結果，全ての事例でマッチングの影響
が見られた (TT χ2 (6) = 66.7, p < .01, V = .197; TF χ2 (6) = 32.07, p < .05, V = .133; FT χ2 (6)
= 62.43, p < .01, V = .190; FF χ2 (6) = 60.22, p < .01, V = .187)。TT では，完全マッチはミスマ
ッチよりも真が多く，ミスマッチ事例は空が多かった。TF ではミスマッチ事例は完全マッ
チ事例よりも空が多く，完全マッチ事例と前件マッチ事例は偽が多かった。FT ではミスマ
ッチ事例は完全マッチ事例よりも空が多く，完全マッチ事例は偽が多かった。FF では完
全マッチ事例は他の事例よりも空が少なく真が多かった。
好意度判断との相関分析

Table 5.7
好意度判断課題の得点と情報処理スタイル尺度の直観性得点，合理性得点との相関
好意度評定との相関係数 (r )
情報処理スタイル
ターゲット
TT

TF

FT

FF

マッチング
A C / ++
A ¬C / +¬A C / -+
¬A ¬C / -A ¬C / +A C / ++
¬A ¬C / -¬A C / -+
¬A C / -+
¬A ¬C / -A C / ++
A ¬C / +¬A ¬C / -¬A C / -+
A ¬C / +A C / ++

de Finetti
-.01
.40 *
.49 *
.40 *
-.06
.11
.08
.08
.10
.21
-.11
-.02
.11
.34
-.01
-.06

直観性
.05
.20
-.03
.22
-.15
-.11
-.16
-.27
-.25
-.09
-.22
-.21
.22
.03
.22
-.12

合理性
.04
.50 *
-.15
-.17
.11
.11
.05
-.05
-.16
-.01
-.04
.08
-.08
.10
.34
.24
* p < .05

+ + 完全マッチ, + - 前件マッチ, - + 後件マッチ, - - ミスマッチ

直感的な好意度判断と，情報処理スタイルが関連するかを検討するため，好意度判断課
題の得点と情報処理スタイル尺度の直観性得点，合理性得点との相関分析を行った (Table
5.7)。相関分析の結果，合理性得点が高い者は，前件マッチ (A ¬C) において TT をより好
ましいと評定することが示された。
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考察
実験 2-2 では直感的な過程での条件推論における真理値とマッチングの影響を検討し，
好意度評定に真偽とマッチングの両方が影響することを示した。論理的に真である事例
は，マッチングに関わらず偽事例よりも好意度が高く評価された。よって，参加者は直感
的に条件推論の真偽に気がついているといえる。
空値の好意度は，マッチングに関わらず真事例よりも低く，偽事例よりも高い傾向が見
られたが，いくつかの事例では統計的有意差が見られなかった。空事例は真でも偽でもな
い事例であり，真事例や偽事例ほど解釈が一意に定まりにくいため，処理の流暢性やそれ
に伴う好意度判断が安定しなかった可能性が考えられる。
好意度判断へのマッチングの効果は真事例では見られたが，偽事例と空事例では見られ
なかった。真事例では完全マッチ事例が他の事例よりも好意度が高く，ミスマッチ事例は
他の事例よりも好意度が低かった。真事例でのみマッチングの影響が見られた理由とし
て，真事例は論理的規範と一致しており流暢に処理されるため，ミスマッチ事例による表
面的な不一致の影響が大きいと考えられる。一方，偽事例と空事例は論理的規範と一致し
ていないため，そもそもの処理の流暢性が低く，ミスマッチによる不一致の影響を受けに
くかった可能性がある。
真理値表課題の結果は仮定思考理論の主張と一致しており，TT を真，TF を偽，FT, FF
を空と判断することが示された。マッチングの影響は全ての事例で見られ，完全マッチを
真，ミスマッチを空と判断しやすいことが示された。ミスマッチ事例を空と判断する傾向
は先行研究でも示されており (Evans, 1972)，条件文と事例の表面的類似性が低い場合は
「無関連」という判断が増加しやすいといえる。
情報処理スタイル尺度と好意度評定の相関はほとんど見られなかった。情報処理スタイ
ルは，連言錯誤といった顕在的な推論課題との関連が示されているが，直感的な過程での
推論には影響が少ないと考えられる。De Neys (2012) は，ほとんどの推論者が直感的論理
を持つとしており，顕在的な推論の能力にかかわらず，人は直感的に条件文の真偽を判断
できるといえる。
実験 2-2 の結果は，直感的な過程において条件文の真偽を判断していることを示し，直
感的な真偽判断の際の条件文の解釈が確率的アプローチの主張する P(C|A) や de Finetti 表
と一致する可能性を示している。そこで，直感的な条件推論の解釈を詳細に検討するた
め，実験 2-1 と 2-2 の条件文のデータをもとに，ベイズ混合効果モデルによるメタ分析を
行った。
5.4.3

ベイズ混合効果モデルによる条件文の好意度判断のモデル比較

実験 2-1 と 2-2 は，条件文の真理値が好意度判断に影響し，参加者が直感的に真・偽・
空を区別していることを示した。そこで，条件文の好意度判断が，マッチングバイアス，
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推論モデルによる解釈 (条件付き確率，連言，実質含意) のいずれによって最も良く予測
可能かを検討するため，ベイズ混合効果モデルによるメタ分析を行った。分析は実験 2-1
と 2-2 の条件文の好意度評定について行い，分析には R (R Core Team, 2015) の Bayes Factor
package (Morey & Rouder, 2015) を用いた。モデルの比較には Bayes Factor (BF) を用い，基
準となる Model 0 (M0) を参加者のランダム切片のみのモデルとした。
条件文の好意度判断のモデルとして，(1) マッチング，(2) 条件付き確率，(3) 連言，(4)
実質含意の 4 つのモデルを次の通り設定した：
(1) マッチング：完全マッチ (A C)，部分マッチ (A ¬C, ¬A C)，ミスマッチ(¬A ¬C)の
3 つの予測変数を設定した。
(2) 条件付き確率：真 (TT)，偽 (TF)，空 (FT, FF) の 3 つの予測変数を設定した。
(3) 連言：真 (TT)，偽 (TF, FT, FF) の 2 つの予測変数を設定した。
(4) 実質含意：真 (TT, FT, FF)，偽 (TF) の 2 つの予測変数を設定した。
マッチングによる影響と，解釈による影響は同時に生じる可能性があるため，3 つの解
釈 (条件付き確率，連言，実質含意) について，マッチングの効果との組み合わせによる 5
つの固定効果の構造を作成した。例えば，条件付き確率については，(1) 固定効果なし，
(2) マッチング，(3) 条件付き確率，(4) 条件付き確率とマッチングの主効果 (条件付き確
率 + マッチング)，(5) 条件付き確率とマッチングの交互作用 (条件付き確率 * マッチン
グ) の 5 つである。
それぞれの固定効果の大きさには個人差が考えられるため，ランダム切片と参加者のラ
ンダムスロープの構造を設定した。例えば，条件付き確率の固定効果については，(1) ラ
ンダム切片のみ，(2)マッチングの効果の参加者ランダムスロープ，(3) 条件付き確率の効
果の参加者ランダムスロープ，(4) 条件付き確率とマッチングの効果の参加者ランダムス
ロープ，(5) 条件付き確率とマッチングの交互作用の参加者ランダムスロープの 5 つを設
定した。
ランダム効果として，実験参加者の効果，アイテム (カードの文字と数字の組み合わせ)
の効果，実験 (実験 2-1, 2-2) の効果の 3 つを用いた。これらのランダム効果を組み合わ
せ，次の 4 つのランダム効果を設定した:
R1：参加者のランダム効果
R2：参加者とアイテムのランダム効果
R3：参加者と実験のランダム効果
R4：参加者，アイテム，実験のランダム効果
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以上から，メタ分析では，条件文の 3 つの解釈 (条件付き確率，連言，実質含意) それ
ぞれについて，5 つの固定効果，5 つのランダム切片とランダムスロープ，4 つのランダム
効果の組み合わせの 100 モデル，合計 300 モデルの BF を計算した (Appendix 1)。
Table 5.8 はメタ分析の結果の一部の log BF 示したものである。F1 – F4 はマッチングま
たは 3 つの解釈の固定効果とランダム切片のみのモデルであり，F5 – F7 は 3 つの解釈にお
いて最も BF が大きかったモデルである。固定効果については，マッチングと解釈を組み
合わせたモデル (F5 – F7) は，マッチングのみ (F1) や解釈のみ (F2 – F4) よりも BF が大
きいことから，マッチングバイアスと論理の両方が好意度判断に影響しているといえる。
全体で最も当てはまりが良かったモデルは，F5 の条件付き確率とマッチングの交互作用を
固定効果とするモデルであった。よって，直感的な条件文の解釈は，連言や実質含意など
の 2 値ではなく，確率的アプローチが主張する３値（真，偽，空）を取り，また，マッチ
ングバイアスが影響するといえる。
Table 5.8
条件文の好意度判断に対するベイズ混合モデル分析の log BF（抜粋）

F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7

固定効果

ランダムスロープ

マッチング

切片のみ

なし

条件付き確率
連言
実質含意

切片のみ

ランダム効果
R1
R2
R3
R4
参加者
参加者とアイテム 参加者と実験 参加者, アイテムと実験
0.0 (null model)
-14.6
-1.1
-16.6

切片のみ
切片のみ
切片のみ

条件付き確率 * マッチング 条件付き確率 + マッチング
連言 * マッチング
実質含意 + マッチング

連言 + マッチング
実質含意 * マッチング

59.7

45.5

58.6

43.5

274.6
245.1

261.7
232.0

273.8
244.2

259.9
230.1

59.7
434.4

45.5
389.6

58.6
424.5

43.5
380.9

390.2

349.4

382.3

342.4

410.1

238.7

197.5

253.3

Note. すべてのモデルについて, null modelとのBayes Factorを示している
*: 交互作用モデル; +主効果のみのモデル

個人差については，参加者のランダム効果のみのモデル (R1) はアイテムや実験を含ん
だモデル (R2 – R4)よりも BF が高く，また，解釈と参加者のランダムスロープを含むモデ
ル (F5 – F7)はランダム切片のみのモデル (F1 – F4)よりも BF が高いことから，条件文の好
意度判断における論理とマッチングバイアスの効果には個人差が大きいといえる。
直感的な条件文の解釈が条件付き確率説に従うかをさらに検討するため，条件付き確率
とマッチングのモデルの事後分布から各パラメータの分布のサンプリングを行い，真，
偽，空の各変数の予測分布をプロットした。最大化されたランダム変数のモデルによる予
測が最も厳密であるとの指摘から (Barr, Lev, Scheepers, & Tily, 2013)，サンプリングを行う
モデルは，条件付き確率とマッチングの固定効果と参加者，アイテム，実験のランダムス
ロープを予測変数とするモデルとし (log BF = 359.1)，事後分布から 1000 回のマルコフ連
鎖モンテカルロ法によるサンプリングを行なった。Raftery (1995) によれば，ベイズによる
モデル選択では 75 – 95%の事後分布の信用区間が示されればモデルの当てはまりが良いと
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評価されるため，信用区間の範囲を 25-75%に設定した (Figure 5.6)。
Figure 5.6 より，真事例 (TT) の信用区間は偽事例 (FF)よりも大きな値の範囲にあり，
空事例 (FT, FF) の信用区間は両者と重なる範囲に位置している。よって，全体として真
事例は好ましく，偽事例は好ましくなく，空事例は真と偽の中間程度の好ましさと評価さ
れていたといえる。この結果から，直感的な過程での条件文の解釈は条件付き確率によっ
て最も良く予測でき，参加者は真事例 (TT)，偽事例 (TF)，空事例 (FT, FF) を直感的に区
別していたといえる。

Figure 5.6. 条件付き確率とマッチングのモデルの事後分布と 25-75%信用区間
5.4.4

研究 2 総合考察

研究 2 では，直感的な過程での真理値の解釈を，直感的論理の実験パラダイムから検討
した。実験 2-1 と 2-2 の結果は直感的な過程で条件文の真偽判断が行われることを示して
おり，メタ分析の結果は直感的な条件文の解釈は条件付き確率に基づくモデルにより最も
良く予測でき，人が直感的に真・偽・空の三値を区分していることを明らかにした。直感
的な命題の解釈は，真か偽かの二値ではなく，真でも偽でもない不確実な状態を含んでい
るといえる。
真理値表課題や Wason 選択課題などの顕在的な条件推論課題の研究では，認知容量が低
い参加者や発達の初期では，条件推論を連言と同様に回答することが示されてきた
(Barrouillet & Gauffroy, 2015; Evans et al., 2007, 2008)。こうした先行研究に基づけば，直感
的な過程での条件文の解釈は連言と等しいといえる。しかし，実験 2-1 では，条件文の直
感的な好意度判断のパターンが連言と異なることが示され，また，実験 2-2 とメタ分析の
結果は，直感的な条件文の好意度判断のパターンに，マッチングと条件付き確率の両方の
影響があることが示された。これらの結果から，少なくとも成人参加者においては直感的
に条件文と連言を区分しており，条件文のデフォルトの解釈は条件付き確率であると考え
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られる。本研究の結果を直感的論理に基づいて解釈すると (De Neys, 2012, 2017; Morsanyi
& Handley, 2012)，直感的な過程において，条件文に対するヒューリスティックに基づくマ
ッチング反応と，条件付き確率による解釈に基づく反応の両方が生じているといえる。
Evans & Stanovich (2013) は熟慮的な Type 2 過程の中心的特徴として，認知的分離と心的
シミュレーションをあげている。仮定思考理論に基づけば，条件文は「A の場合」を仮定
するという仮説的思考を表しているため，条件文を条件付き確率として解釈するためには
熟慮的な Type 2 過程での認知的分離と心的シミュレーションが必要だといえる。しかし，
実験 2-1，2-2 の結果は，条件付き確率に基づく解釈が直感的過程においても生じることを
示しており，Type 1 過程においても仮説的思考が可能であると考えられる。
De Neys (2012, 2017) は直感的論理には今までの規範に関する経験や学習が影響するとし
ており，発達や経験により直感的論理は変化するとしている。よって，成人においては，
条件文に対して「A の場合」という仮説的な解釈が学習され，直感的な条件文解釈の規範
としてはたらくようになった可能性がある。直感的な Type 1 過程では課題と最も関連性が
高いモデルが構築されることから (Evans, 2011)，成人では条件文の仮説的な表象が，最も
条件文と関連性の高い表象だったといえる。
本研究の問題点として，好意度判断課題における熟慮的過程の影響が取り除けていない
点がある。本研究では好意度判断の際，直感に従い気分を評定するように求めており，ま
た，参加者の熟慮性を反映する合理性得点と好意度評定の相関が低いことから，参加者は
直感的に好意度判断に回答していたと考えられる。また，好意度評定のパターンが明るさ
評定のパターンと一致するなど (Trippas et al., 2016)，好意度判断課題が直感的過程での処
理を反映しているとする知見もある。しかし，認知負荷や潜在的な測度を用いていないた
め，熟慮的過程も好意度判断に影響していた可能性が排除できていない。今後は，反応時
間や眼球運動，整理指標などを用いて，より厳密に直感的な過程における条件推論を検討
していく必要がある。

5.5

研究 3: モラル判断と二重過程

研究 3 では，直感的論理の知見 (De Neys, 2012, 2017) がモラル判断に適用可能かを検討
する。モラルジレンマ判断課題は，多数の利益のために少数を犠牲にすることの是非を問
う課題である。例えば，歩道橋問題 (footbridge dilemma) は，トロッコの進路の先にいる 5
人を助けるために，歩道橋から１人を突き落としてトロッコを止めるかを尋ねる課題であ
る。この問題では，
「結果（5 人が助かるか否か）
」と「手段（1 人を犠牲にするか否か）」
の二つの観点をふまえて道徳的な善悪を判断しなくてはならない。倫理学では，功利主義
(utilitarian) と義務論 (deontological) という二つの道徳観をもとに，モラルジレンマ判断の
正しさに関する議論がなされている。功利主義は行為がもたらす結果を重視する道徳観で
あり，この立場では，大勢を助けるという「目的」を果たすための行為は正しいとされ
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る。一方，義務論とは，結果に関わらず行為そのものに関する道徳性を重視する道徳観で
あり，誰かを犠牲にするという行為は「手段」として正しくないとされる。近年の心理学
の研究は，人の道徳的な立場が必ずしも一貫しているわけではなく，シナリオの内容や感
情喚起の強さ，熟慮的に思考するかといった要因でモラルジレンマ判断が変化することを
示している。
Greene らによるモラルジレンマ判断を用いた一連の研究は，感情的で直感的な過程と，
抽象的で熟慮的な過程では異なるモラル判断が行われることを示している (Greene et al.,
2001; Greene, Nystrom, Engell, Darley, & Cohen, 2004; Paxton, Ungar, & Greene, 2012)。モラル
判断の二重過程モデルによれば (Greene et al., 2001; Greene & Haidt, 2002)，直感的な過程で
は，犠牲者への同情心や直接手を下すことへの嫌悪感といった，感情的な反応に基づく義
務論的反応が生じ，一方，熟慮的な過程では，直感的な反応を抑制し，利益と対価の計算
に基づいた功利的反応が生じるとされる。モラル判断の二重過程モデルを支持する知見と
して，熟慮性が高いほど功利的判断を行いやすい (Paxton et al., 2012)，認知負荷をかける
と功利的判断が減少する (Conway & Gawronski, 2013; Greene, Morelli, Lowenberg, Nystrom &
Cohen, 2008) ことが示されている。また，モラルジレンマ判断と解釈レベル (construal
level: Trope & Liberman, 2010) との関連も指摘されており，抽象的な高次の解釈レベルの出
来事ほど功利的判断が増加する (Aguilar, Brussino, & Fernández-Dols, 2013)，具体的な視覚
処理よりも抽象的な言語処理が優勢な者ほど功利的判断を行いやすい (Amit & Greene,
2012) といった結果が示されている。神経科学的な研究として，義務論的判断が優勢なモ
ラルジレンマシナリオでは，社会的・感情的な処理に関わる脳領域の活動が増加し
(Greene et al., 2001)，義務論的判断と功利的判断の競合が強いモラルジレンマでは，抽象的
推論や実行機能に関わる脳領域の活動が増加することが示されている (Greene et al.,
2004)。Greene らのモデルは，直感的な過程で素早く生じる反応を，その後の熟慮的過程
で抑制し，功利の計算といった規範に基づく回答がなされるという点で，Evans による初
期値-干渉モデルと類似しているといえる。
5.5.1

モラル判断と直感的論理

Bialek と De Neys は (Bialek & De Neys, 2016, 2017a, 2017b)，直感的論理のモデルをモラ
ルジレンマ判断の二重過程理論に適用し，直感的論理と同様に直感的功利 (intuitive
utilitarian) の存在を主張している。従来のモラル判断の二重過程モデルでは，少数の権利
を守るという義務論的判断には直感的過程，多数の利益を優勢する功利的判断には熟慮的
過程が関わるとされてきた (Greene et al., 2001, 2008; Greene & Haidt, 2002)。こうした知見
に対し，Bialek & De Neys (2016) はモラルジレンマ判断で義務論的判断を行なった参加者
であっても，直感的に功利的な反応に気がついていることを示した。彼らの実験では，参
加者に認知負荷をかけた状態で，義務論的判断と功利的判断が競合するジレンマと競合し
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ないジレンマシナリオに回答を求めた。参加者は，二つの判断が競合するジレンマでは，
認知負荷に関わらずより回答の確信度が低下し，課題の困難度を高く評価した。この結果
は，熟慮的過程がはたらかない状態であっても，功利的な反応が生じ，直感的に義務論と
功利的反応の競合を検知していることを示唆している。先行研究において，認知負荷下で
功利的反応が減少した点については (Conway & Gawronski, 2013; Greene et al., 2008)，人が
直感的に義務論的反応と功利的反応の競合に気がついていても，優勢な義務論的反応を抑
制し，功利的判断を下すには競合を解消するために認知努力が必要なためだとしている。
Bialek と De Neys は直感的功利が存在し，感情的な義務論だけではなく，計算に基づく功
利主義も人のモラルジレンマ判断過程の直感的で基礎的な側面を担っていることを主張し
ている (Bialek & De Neys, 2016, 2017a, 2017b)。
モラルジレンマ判断における個人差の研究は，功利的判断が共感や社会的感情の欠如に
よっても生じることを示している。功利的判断がサイコパス傾向，非協調性 (psychoticism)
といった反社会的なパーソナリティーと正の関連を示すことや (Bartels & Pizarro, 2011;
Wiech, Kahane, Shackel, Farias, Savulescu, & Tracey, 2013)，共感の欠如，社会的感情に関わる
vmPFC の損傷によって功利的判断が増加することが示されている (Gleichgerrcht & Young,
2013; Koenigs, Young, Adolphs, Tranel, Cushman, Hauser, & Damasio, 2007)。また，反社会的パ
ーソナリティーの者が功利的判断を行う際は，そうではない者と比べて反応時間が増大し
ないことから (Wiech et al., 2013)，同情心や共感の欠如から生じる功利的反応では熟慮的過
程の関与が低いといえる。これらの研究から，モラルジレンマ判断において感情的な反応
が生じにくい場合は，直感的な功利的反応が優勢になり，熟慮的過程を介さずに功利的判
断が可能になる可能性が考えられる。
5.5.2

直感的論理，モラル判断の身体性

直感的な規範の判断には論理的勘 (De Neys, 2012) や正しさの感覚 (Thompson &
Johnson, 2014), 好ましさ (Morsanyi & Handley, 2012) といった感覚的な反応が影響すること
が指摘されている。De Neys et al. (2010) は，直感的論理と自律神経系の活動の関連を検討
し，直感的論理と直感的ヒューリスティックが競合する課題では，SCR が増大することを
明らかにした。こうした知見は，身体感覚や気分の変化が反応の競合への気付きの手掛か
りとなることを示している。身体感覚の変化が直感的論理に重要であることが指摘される
一方で，身体感覚の変化が推論にどのような影響を与えるかは明らかにされていない。
モラルジレンマ判断において，義務論的判断には感情的な反応が関わるとされ，さら
に，感情的反応には身体性が影響することが示されている。Cushman, Young, & Hauser
(2006) は，身体的接触を含むジレンマシナリオは嫌悪感をより強く感じ，義務論的判断が
増加することを明らかにした。例えば，歩道橋問題において犠牲者を手で押し出すシナリ
オは，遠隔操作のスイッチで突き落とすシナリオよりも義務論的判断が多く，功利的判断
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が少ない。
「相手を押す」という身体接触を含むシナリオは，
「スイッチを押す」という身
体接触を含まないシナリオよりも，犠牲にする行為に対して嫌悪感といった感情を強く喚
起するためだと考えらえる。
身体性認知 (embodiment cognition) の研究は，身体が環境と相互作用する中で生じる，
感覚や知覚といった経験が，印象形成や意思決定といった認知過程に影響を与えることを
示している。Williams & Bargh (2008) は身体的な暖かさを感じると，冷たさを感じた場合
と比べて，人物に対しよりポシティブな印象を抱きやすいことを示した。また，身体的な
暖かさは，社会的距離を近づけることや (Fay & Maner, 2012; IJzerman & Semin, 2009)，社
会的距離の近さは気温を高く知覚させることが示されている (IJzerman, Gallucci, Pouw,
Weiβgerber, Van Doesum, & Williams, 2012)。こうした身体性が認知に影響する理由として，
Williams, Huang, & Bargh (2009) は，幼少期の経験によって得られた知識構造が，新たな情
報を取り込む際の足場 (scaffold)となることをあげている。例えば，親密さといった抽象的
な概念は身体的な接触（例：母親に抱かれる）を足場としており，身体的な温かさと社会
的親密さとの関係は幼少期から経験されるため，非常に強固であるとされる。
身体性とモラルジレンマ判断，直感的論理の関係については，シナリオの身体性がモラ
ル判断に影響することは示されているが (Cushman et al., 2006)，実際の身体の感覚（例：
温感）がモラル判断に与えるかは明らかにされていない。また，感覚や気分の変化が直感
的な競合検知の手がかりとなることは示されているが，身体感覚の変化と直感的功利との
関連は不明である。そこで，研究 3 では身体感覚と直感的なモラルジレンマ判断との関係
を検討する。
5.5.3

実験 3-1, 3-2 の概要：冷たさとモラルジレンマ判断

実験 3-1 と実験 3-2 では，モラルジレンマ判断に冷たさの知覚が及ぼす影響を明らかに
し，さらに，身体的な感覚の変化と直感的過程での功利的反応の関係について検討する
(Nakamura et al., 2014)。実験では，参加者に冷たい対象または室温の対象に触れてもら
い，その状態でモラルジレンマ判断に回答するよう求める。冷たさがモラルジレンマ判断
に及ぼす影響として，次の二つの予測をした。
第一の予測は，冷たさの知覚が高次の解釈レベルを介して，功利的判断を促進するとい
うものである。解釈レベル理論によれば，空間，時間，社会的距離といった様々な次元で
の心理的距離は相互に関連している (Trope & Liberman, 2010)。冷たさの知覚は社会的距離
を遠く感じさせ (IJzerman & Semin, 2009)，遠い社会的距離は高次の解釈レベルと結びつき
抽象的な目標への焦点化を促進する。解釈レベルと二重過程は相互に関連しており，高次
の解釈レベルは，抽象的で熟慮的な思考を促進し，モラル判断において功利的判断を増加
させることが指摘されている (Aguilar et al., 2013; Amit & Greene, 2012)。よって，冷たさの
知覚は，心理的距離を遠く感じさせることで高次の解釈レベルや熟慮的で抽象的な思考を
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方向付け，モラル判断における功利的判断を促進すると考えられる。
第二の予測は，冷たさの知覚が対象に対する共感を減少させることで，功利的判断を促
進するというものである。身体的な暖かさは，内集団成員との親密な相互作用（例：世話
をする，親密な接触）によって構築される共同体的人間関係 (communal sharing)と関連し
(IJzerman & Koole, 2011)，共同体的人間関係は内集団に対する共感や同情を促進するとさ
れる。よって，身体的な暖かさは社会的な親密さを介して共感を促進するのに対し，冷た
さは社会的親密さの感覚や共感を低下させるといえる。共感の低さは義務論的反応を減少
させ，功利的反応を増加させることから (Bartels & Pizarro, 2011; Wiech et al., 2013)，冷たさ
による共感の低下は功利的反応を促進すると考えられる。また，Białek & De Neys (2016)の
主張するように直感的過程で功利的反応が生じる場合，共感の低下により直感的過程での
義務論的反応が弱くなると，直感的な功利的反応が優勢となることが予測される。さら
に，2 つの反応の競合が弱くなり，競合に対する感覚的な反応が生じにくくなるため，熟
慮的な過程が喚起されず，熟考をしなくても功利的反応が生じやすくなると考えられる。
5.5.4

実験 3-1: 冷たさの知覚が解釈レベルとモラルジレンマ判断に及ぼす影
響の検討

実験 3-1 では，冷たさの知覚が解釈レベルの変化を介して功利的なモラルジレンマ判断
を促進するかを検討する。冷たさが社会的距離を遠く感じさせ，心理的距離を増大させる
と，高次の解釈レベルのマインドセットにより，抽象的で熟慮的な思考が促進されると考
えられる。抽象的で熟慮的な思考はモラルジレンマ判断における功利的判断を増加させる
ため，冷たさの知覚は功利的判断を増加させ，熟慮的な思考によるジレンマ課題への反応
時間を増大させることが予測される。
方法
参加者

参加者は大学生 47 名 (男性 23 名, 女性 24 名, Mage = 19.4, SDage = 1.25) であり, 実験参加
の謝礼としてコースクレジットの一部を認定した。参加者には口頭で実験の説明を行い，
実験参加の承諾を得た。このうち回答に不備があった 1 名を除く 46 名のデータを分析に
用いた。
装置

E-prime (ver. 2.0, Psychology Software Tools) と Windows PC を使用して実験を行った。回
答にはキーボードを用いた。
温度の知覚を操作するため，ネッククーラーを使用し，中に入れた保冷剤で温度を操作
した。冷えた保冷剤を入れたネッククーラーを使用した条件を冷温条件とし，冷えてない
常温のままの保冷剤を使用した条件を常温条件とした。参加者は冷温条件，または常温条
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件にランダムに割り振られた。
実験材料
モラルジレンマ課題：モラルジレンマ課題として，Greene et al. (2001) と Koenigs et al.

(2007) より，high-conflict 課題 のシナリオ 13 種類 (Sacrifice, Crying Baby, Footbridge,
Vaccine Test, Sophie's Choice, Lifeboat, Ecologists, Vitamins, Euthanasia, Lawrence of Arabia,
Submarine, Bomb, and Preventing the Spread) を使用した。フィラー課題として，low-conflict
課題のシナリオ 8 種類 (Country Road, Plane Crash, Hired Rapist, Infanticide, Architect, Hard
Times, Transplant, and Smother for Dollars) を使用した。High-conflict 課題は歩道橋問題のよ
うに義務論的反応と功利的反応の競合が強いシナリオであり，low-conflict 課題は 2 つの反
応の競合が弱く，義務論的反応が優勢なシナリオである。モラルジレンマ課題は複数の心
理学を専門とする研究者によって翻訳され，翻訳は日本語と英語のバイリンガル話者によ
って正確性が確認された。本研究で用いたモラルジレンマ課題を Appendix 2 に示した。
参加者には，それぞれのシナリオにおける功利的判断が適切であるかを，
「1.全く当ては
まらない」
「2.当てはまらない」
「3.どちらかといえば当てはまらない」
「4.どちらともいえ
ない」
「5.どちらかといえば当てはまる」
「6.当てはまる」
「7.非常によく当てはまる」の 7
件法で回答するよう求めた。モラルジレンマ課題の提示順序は参加者ごとにランダムとし
た。各シナリオの提示は，場面描写文場面とモラルジレンマの質問の 2 つの画面で構成
し，場面描写文が 45 秒間表示されたあと，モラルジレンマの質問画面を提示し，参加者
にはキー押しで回答することを求めた。参加者には，提示されている 45 秒の間に場面描
写文を読み，質問画面に切り替わったら，すぐに回答するように教示した。モラルジレン
マ判断の回答および，質問画面でキーを押すまでの反応時間を記録した。
行動識別質問紙（Behavior identification form; BIF）
：解釈レベルを測定するため，25 項

目からなる行動識別質問紙 (BIF) を用いた (Vallacher & Wegner, 1989)。BIF は一連の行動
に関して，“how（手段）”と“why（目的）”それぞれに相当する選択肢を提示し，参加者が
具体的な手段と抽象的な目的のどちらに注目しやすいかを測定する尺度である。遠い未来
や遠い場所など心的距離が遠くなり，解釈レベルが高くなるほど目的に相当する選択肢を
選びやすくなる (Fujita, 2008; Fujita, Henderson, Eng, Trope, & Liberman, 2006)。質問項目は
複数の心理学を専門とする研究者によって翻訳された (Appendix 3)。
質問項目は 1 項目ずつ提示され（e.g.,“本を読む”）
，二つの選択肢（e.g.,“知識を得る”,
“文字を目で追う”）から，どちらの表現がふさわしいと思うかを「F」または「J」のキー
を押して回答するよう求めた。
日本語版 Positive and Negative Affect Schedule (PANAS)

ネガティブ感情の喚起により

義務論的判断が増加することが示されているため (Ugazio, Lamm, & Singer, 2011)，日本語
版 PANAS (Watson & Clark, 1988; 佐藤・安田, 2001) による気分評定を行った。日本語版
PANAS は，感情を表す単語 16 項目（ネガティブ感情 8 項目，ポジティブ感情 8 項目）で
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構成されており，それらをランダムな順番で提示した。参加者には，提示される単語に対
して，現在の気分にどの程度当てはまるかを，「1.全く当てはまらない」から「6.非常によ
く当てはまる」の 6 段階で評定を求めた。
商品評価課題：ネッククーラーの使用に疑義を持たれないよう，実験の目的が商品評価

であるとするカバーストーリーを用いた。ネッククーラーの評価項目として，
「この商品
の付け心地はよいですか」
，
「この商品は長時間の使用に向いていますか」といった 9 項目
と，温度操作のチェックとして「この商品は冷たいですか」という 1 項目の，合計 10 項
目について，７件法(1. 全くそう思わない〜 7. 非常にそう思う)で回答するよう求めた。
手続き

ネッククーラーの使用に疑義を持たれないよう，実験の目的が商品評価であるとするカ
バーストーリーを参加者に伝えた。はじめに，参加者にはネッククーラーの使用に関する
効果（商品評価と気分評定）を調査すること，ならびに，商品の使用直後の効果に加え
て，しばらく使用を続けたあとの効果も調査するため，使用の継続に要する時間内で別の
実験（モラルジレンマ課題と解釈レベル測定課題）に協力してもらうという教示を行っ
た。
はじめに気分評定（1 回目）を実施したあとで，参加者にネッククーラーを着用させ，
直後に，商品評価（1 回目）と気分評定（2 回目）を実施した。その後，ネッククーラー
を使用したままの状態で，別の実験に協力してもらうと再度伝え，モラルジレンマ課題と
解釈レベル測定課題を実施した。最後に，商品評価（2 回目）と気分評定（3 回目）を実
施し，実験を終了した。実験終了後，参加者にはデブリーフィングを行い，実験の真の目
的を説明した。
結果
操作チェック

Table 5.9 に室温，冷たさ評定，BIF, モラル判断の反応時間，PANAS の平均値と 95%信
頼区間を示した。
実験時の室温に常温条件と冷温条件で差がないかを検定したところ，室温に有意差は見
られなかった t (44) = 0.45, p =.65, d = 0.14。保冷剤による冷たさが知覚されたかどうかを確
かめるため，商品評価の「この商品は冷たいですか（7 件法）」という質問項目について，
温度操作（常温，冷温）を要因とする t 検定を実施した。1 回目（ネッククーラー着用直
後） t (44) = 3.31, p =.002, d = 0.98，ならびに 2 回目（モラルジレンマ，BIF 回答後）t (44) =
3.31, p = .002, d = 0.98 の両時点で，冷温条件の方が常温操作よりも冷たいと評定された。
よって，冷たさを知覚させるという実験操作は成功したといえる。
温度操作が感情の状態に変化をもたらしたかどうかを検討するため， PANAS のネガテ
ィブ感情価とポジティブ感情価それぞれについて，温度操作 (常温，冷温) を要因とする t
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検定を実施した。実験開始時 [positive t (44) = 0.02, p = .98, d = 0.01; negative t (44) =
0.32, p= .75, d = 0.10]，ネッククーラー着用直後 [positive t (44) = 0.07, p =.95, d = 0.02;
negative t (44) = 0.71, p = .48, d = 0.21]，モラル判断課題後 [t (44) = 0.42, p = .68, d = 0.12;
negative t (44) = 0.43, p = .67, d = 0.13] のどの時点においても，両条件間に気分評定の差は
見られなかった。
Table 5.9
室温，冷たさ評定，BIF, モラル判断の反応時間，PANAS の平均値と 95%CI
平均値
21.74

室温 (摂氏）
冷たさ評定

1回目
2回目

BIF
反応時間 (msec)
PANAS 1st
PANAS 2nd
PANAS 3rd

Low conflict
High conflict
Positive
Negative
Positive
Negative
Positive
Negative

冷たさ評定

1回目
2回目

BIF
反応時間 (msec)
PANAS 1st
PANAS 2nd
PANAS 3rd

20.55

22.93

5.52

4.85

6.2

4.3
9.61
4504
5580
2.89
2.26
2.66
2.03
2.28
2.2

3.53
7.79

5.08
11.42

平均値
22.09

室温 (摂氏）

Low conflict
High conflict
Positive
Negative
Positive
Negative
Positive
Negative

常温条件
95% CI

2.52
1.89
2.28
1.67
1.79
1.84
冷温条件
95% CI

3.27
2.64
3.04
2.39
2.77
2.56

21.04

23.14

6.65

6.44

6.86

6.22
9.83
4248
5042
2.89
2.34
2.67
2.2
2.4
2.32

5.78
7.93

6.65
11.72

2.64
1.98
2.36
1.84
2.11
1.86

3.14
2.71
2.98
2.56
2.68
2.77

モラルジレンマ判断

モラルジレンマ判断の評定値を Figure 5.7 に示した。評定値について 2（温度操作：常
温・冷温）* 2 (シナリオ：low-conflict, high-conflict) の２要因混合分散分析を行なった。温
度操作は参加者間要因，シナリオは参加者内要因であった。 温度操作とシナリオの交互作
用が有意傾向であったため F (1, 44) = 3.67, p =.062, η2g = 0.02, 単純主効果検定を行った。そ
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の結果，温度操作の単純主効果は high-conflict 課題では有意であったが F (1, 44) =
5.91, p =.02, η2g = 0.12, low-conflict 課題では見られなかった F (1, 44) = 0.54, p = 0.46, η2g =
0.01。

モラルジレンマ評定

功利的

義務論的

7
冷温

6

常温

5
4
3
2
1
High-conflict

Low-conflict

モラルジレンマシナリオ

Figure 5.7. モラルジレンマ判断の評定値の平均と 95％CI（高得点ほど功利的判断）
解釈レベルと反応時間

BIF は，全 25 項目の二択判断のうち，より抽象的な目的に相当する選択肢を選んだ項目
の数を合計し，解釈レベルが高いほど高得点となるようにした。解釈レベルについて，温
度操作（常温，冷温）を要因とする t 検定を実施したところ，温度操作による解釈レベル
への影響はみられなかった t (44) = 0.2, p = .86, d = 0.6。
モラルジレンマ判断の反応時間を対数変換し，各参加者における，low-課題と high-課題
それぞれに対する回答の平均反応時間を計算した。反応時間について温度操作を要因とす
る t 検定を実施したところ，low-conflict 課題 t (44) = 0.6, p =.58, d = 0.2，high-conflict 課題 t
(44) = 0.9, p =.38, d = 0.3 のいずれにおいても温度操作による反応時間への影響はみられな
かった。
冷たさの知覚が解釈レベル，熟慮性を介してモラルジレンマ判断に影響するかを検討す
るため，温度操作，BIF スコア，反応時間を説明変数とし，high-conflict モラルジレンマ判
断課題の回答を被説明変数とするパス解析を行った (Figure 5.8)。その結果，温度操作から
BIF, 反応時間に有意な影響は見られず，BIF が反応時間，モラルジレンマ判断に及ぼす影
響も見られなかった。また，反応時間がモラルジレンマ判断に及ぼす影響も有意ではなか
った。一方，温度操作はモラルジレンマ判断に直接的に影響を及ぼすことが示された。

88

Figure 5.8. 温度操作，BIF，RT から high-conflict モラルジレンマ判断へのパス解析
常温条件と冷温条件で，解釈レベルと反応時間がモラルジレンマ判断に及ぼす影響が異
なるかを検討するため，それぞれの条件において重回帰分析を行なった。常温条件では，
BIF が高いほど功利的判断を行いやすい傾向が示されたが β = 0.49, p =.02, VIF = 1.02, 反応
時間による影響は有意ではなかった β = 0.09, p = .65, VIF = 1.02, adjR2 = .16, F(2, 20) = 3.08,
p = .07。冷温条件では，BIF β = 0.04, p = .85, VIF = 1.00, 反応時間β = 0.31, p =.164, VIF =
1.00 ともにモラルジレンマ判断への影響は見られなかった

adjR

2

= .005, F(2, 20) = 1.05, p

= .37。
考察
実験 3-1 では，冷たさの知覚が高次の解釈レベルや熟慮的で抽象的な思考を方向付け，
モラル判断における功利的判断を促進するかを検討した。実験の結果，冷たさの知覚が功
利的判断を増加させることが示され，常温条件では解釈レベルの高さが功利的判断と関連
することが示された。一方，冷たさによる解釈レベルや回答時間への影響は見られず，ま
た，回答時間の長さが功利的判断を増加させるという傾向も見られなかった。モラル判断
の二重過程理論はモラルジレンマにおける功利的判断には，熟慮的で抽象的な思考が関わ
るとしているが (Amit & Greene, 2012; Greene et al., 2001)，冷たさによる功利的判断の増加
は熟慮的な思考の結果ではない可能性が示唆された。
先行研究と異なり，冷たさの解釈レベルへの影響は見られなかった。冷たさが解釈レベ
ルに影響しなかった理由として，冷たさが心理的距離に及ぼす影響の個人差が考えられ
る。IJzerman & Semin (2009) は冷たさの知覚は社会的距離を遠く感じさせるとしている
が，参加者によっては社会的距離以外の心理的距離（例：時間，場所）などに冷たさが影
響した可能性が考えられる。
5.5.5

実験 3-2: 冷たさの知覚が共感とモラルジレンマ判断に及ぼす影響の検
討

実験 3-2 では，冷たさの知覚が社会的距離を介して共感を減少させることで，功利的判
断を促進するかを検討する。温度の知覚は共感性と関連する共同体的人間関係と結びつく
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ことが指摘されている (IJzerman & Koole, 2011)。モラルジレンマ課題において，義務論的
判断は共感性や同情といった感情に基づき (Greene et al., 2001)，一方，共感といった社会
的感情の低さは功利的判断を増加させることが示されている (Gleichgerrcht & Young, 2013;
Koenigs et al., 2007)。よって，冷たさの知覚は社会的距離を増大させ，犠牲者への共感を減
少させることで，功利的判断を促進すると考えられる。また，共感性が低い者が功利的判
断を行う場合，反応時間が増大しないことや (Wiech et al., 2013)，直感的過程で義務論的反
応だけではなく功利的反応も生じることから (Bialek & De Neys, 2016)，共感性の低下によ
り義務論的反応が抑制されると，直感的な功利的反応が優勢になるため，冷たさの知覚に
より功利的判断は増加するが反応時間は増大しないことが予測される。
方法
参加者

参加者は大学生 41 名 (男性 24 名, 女性 17 名, Mage = 19.7, SDage = 1.12) であり, 実験参加
の謝礼としてコースクレジットの一部を認定した。参加者には口頭で実験の説明を行い，
実験参加の承諾を得た。
装置

実験 4-3 と同様，E-prime (ver. 2.0) と Windows PC を使用して実験を行った。回答にはキ
ーボードを用いた。温度の知覚を操作するため，ネッククーラーを使用し，中に入れた保
冷剤で温度を操作した。
材料
モラルジレンマ課題：実験 3-1 で用いたモラルジレンマ課題 (Greene et al., 2001; Koenigs

et al., 2007) から，high-conflict 課題のシナリオ 8 題 (Crying Baby, Footbridge, Sophie's
Choice, Vitamins, Lawrence of Arabia, Submarine, Bomb, and Preventing the Spread)，low-conflict
課題のシナリオ 8 題 (Country Road, Plane Crash, Hired Rapist, Infanticide, Architect, Hard
Times, Transplant, and Smother for Dollars) を用いた。
Inclusion of the other in the self scale (IOS) : 社会的距離を測定するため，Aron, Aron, &
Smollan (1992)の Inclusion of the other in the self scale (IOS) を用いた。IOS は自己と他者を表
す 2 つの円を提示し，円の重なり具合から他者を自己に内包する程度と対象との社会的距
離を測定する。本実験では，モラルジレンマ判断での犠牲者と自己とがどの程度重なるか
を，パターンの円の重なりから評定した (1 = 全く重ならない，7 = 完全に重なる)。
共感性評定：Zhou, Wildschut, Sedikides, Shi, & Feng (2012) より，共感性と関連する 4 つ

の単語（共感的な，同情的な，思いやりのある，優しい）について，モラルジレンマ回答
時の気分にどの程度当てはまるかを 7 件法 (1 全く当てはまらない，7 = 非常によく当て
はまる)で回答するよう求めた。
日本語版 PANAS：実験 3-1 と同様，日本語版 PANAS (Watson & Clark, 1988; 佐藤・安
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田, 2001) による気分評定を行った。
商品評価課題：ネッククーラーの評価項目として，
「この商品の付け心地はよいです

か」
，
「この商品は長時間の使用に向いていますか」といった 7 項目と，温度操作のチェッ
クとして「この商品は冷たいですか」という 1 項目の，合計 7 項目について，７件法(1.
全くそう思わない〜 7. 非常にそう思う)で回答するよう求めた。
手続き

実験 3-1 と同様，実験の目的が商品評価であるとするカバーストーリーを参加者に伝え
た。
「冷たい」という語の使用がモラル判断に影響することを防ぐため，モラルジレンマ
判断前に温度操作の操作チェックは行わないこととした。
はじめに参加者にネッククーラーを着用させ，直後に，商品評価（1 回目）と気分評定
（1 回目）を実施した。1 回目の商品評価課題では温度操作のチェック項目以外の 7 項目
について評定を求めた。その後，ネッククーラーを使用したままの状態で，別の実験に協
力してもらうと再度伝え，モラルジレンマ課題と IOS，共感性評定課題を実施した。最後
に，温度操作のチェック項目を含む商品評価（2 回目）と気分評定（2 回目）を実施し，
実験を終了した。実験終了後，参加者にはデブリーフィングを行い，実験の真の目的を説
明した。
結果
操作チェック

Table 5.10 に室温，冷たさ評定，モラル判断の反応時間，IOS, 共感性評定課題，PANAS
の平均値と 95％CI を示した。実験時の室温に常温条件と冷温条件で差がないかを検定し
たところ，室温に有意差は見られなかった t (39) = 0.30, p =.76, d = 0.10。保冷剤による冷た
さが知覚されたかどうかを確かめるため，商品評価の「この商品は冷たいですか（7 件
法）
」という質問項目について，温度操作（常温，冷温）を要因とする t 検定を実施した。
モラルジレンマ，IOS, 共感性評定を終えた時点で，冷温条件の方が常温操作よりも冷たい
と評定された t (39) = 9.39, p < .001, d = 3.01。よって，冷たさを知覚させるという実験操作
は成功したといえる。
温度操作が感情の状態に変化をもたらしたかどうかを検討するため， PANAS のネガテ
ィブ感情価とポジティブ感情価それぞれについて，温度操作（常温，冷温）を要因とする
t 検定を実施した。ネッククーラー着用直後 [positive t (39) = 0.04, p =.97, d = 0.01; negative t
(39) = 0.85, p = .40, d = 0.21]，モラル判断課題後 [t (39) = 0.51, p = .61, d = 0.16; negative t
(39) = 0.61, p = .54, d = 0.27] の両時点で，温度操作による気分評定への影響は有意ではなか
った。
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Table 5.10
室温，冷たさ評定，モラル判断の反応時間，IOS, 共感性評定課題，PANAS の
平均値と 95％CI
平均値
27.5

室温 (摂氏）
冷たさ評定

反応時間 (msec)
IOS scale
Empathy scale
PANAS 1st
PANAS 2nd

2.8
3881
5152
3.85
3.79
2.43
2.19
2.27
2.2

Low conflict
High conflict

Positive
Negative
Positive
Negative

平均値
27.43

室温 (摂氏）

冷たさ評定
反応時間 (msec)
IOS scale
Empathy scale
PANAS 1st
PANAS 2nd

Low conflict
High conflict

Positive
Negative
Positive
Negative

常温条件
95% CI

27.22

27.78

2.11

3.49

2.98
3.28
2.09
1.94
1.91
1.84
冷温条件
95% CI

4.71
4.29
2.77
2.43
2.63
2.56

6.38

27.03
5.96

27.83
6.8

4092
5382
3.33
3.24
2.44
2.03
2.14
2.32

2.45
2.8
2.08
1.73
1.78
1.86

4.21
3.68
2.81
2.33
2.51
2.77

モラルジレンマ判断

モラルジレンマ判断の評定値 (Figure 5.9) について 2（温度操作：常温・冷温）* 2 (シナ
リオ：low-conflict, high-conflict) の２要因混合分散分析を行なった。

モラルジレンマ評定

功利的

7
冷温

6

常温

5
4
3
2

義務論的

1
High-conflict

Low-conflict

モラルジレンマシナリオ

Figure 5.9. モラルジレンマ判断の評定値の平均と 95％CI（高得点ほど功利的判断）
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温度操作は参加者間要因，シナリオは参加者内要因であった。 シナリオと温度操作の交
互作用が有意傾向であったため F (1, 39) = 3.54, p =.067, η2g = 0.03, 単純主効果検定を行っ
た。その結果，温度操作の単純主効果は high-conflict 課題では有意であったが F (1, 44) =
6.45, p =.02, η2g = 0.14, low-conflict 課題では見られなかった F (1, 44) = 1.03, p = 0.32, η2g =
0.03。high-conflict 課題では冷温条件で功利的反応が増加した。
反応時間

モラルジレンマ判断の反応時間について 2（温度操作：常温・冷温）* 2 (モラルジレン
マ課題：low-conflict, high-conflict) の２要因混合分散分析を行なった。モラルジレンマ課題
の主効果が有意であり F (1, 39) = 44.84, p < .001, η2g = 0.11，high-conflict 課題は low-conflict
課題よりも反応時間が長かった。一方，温度操作の主効果 F (1, 39) = 0.17, p =.68, η2g =
0.004，課題と温度操作の交互作用は有意ではなかった F (1, 39) = 0.01, p =.91, η2g < 0.001。
社会的距離・共感性

冷たさの知覚が社会的距離と共感性を介してモラルジレンマ判断に影響するかを検討す
るため，温度操作，IOS, 共感性評定を説明変数，high-conflict モラルジレンマ判断課題の
回答を被説明変数とするパス解析を行った (Figure 5.10)。

Figure 5.10. 温度操作，IOS，共感性から high-conflict モラルジレンマ判断へのパス解析
その結果，温度操作から IOS へのパスおよび IOS から共感性評定へのパスは非有意であ
った。温度操作から共感性へのパスは有意傾向，温度操作からモラルジレンマ判断へのパ
スと共感性からモラルジレンマ判断へのパスはいずれも有意であり，冷たさを知覚するほ
ど共感性が下がり，功利的判断が増えること，および共感性が低いほど功利的判断が減少
することが示された。温度操作の共感性を介したモラルジレンマ判断への影響を検討する
ため，ブートストラップ法（標本数 1000）による媒介分析を実施した結果，媒介効果は
有意傾向であった (β = .09, SE = 0.07, 95% CI .010 to .269, 90% CI .001 to .232)。
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考察
実験 3-2 では，冷たさの知覚が社会的距離と同情心を介して，モラルジレンマ判断にお
ける直感的な功利的判断を増加させるかを検討した。その結果，温度操作のモラルジレン
マ判断の直接効果，および共感性を介した間接効果が有意であり，冷たさの知覚は犠牲者
への共感性の低下を介して功利的判断を増加させることが示された。共感性の低下により
功利的判断が増加したことは，共感性や同情といった社会的感情の低さはモラルジレンマ
における功利的判断を増加させるという先行研究の知見を支持している(Gleichgerrcht &
Young, 2013; Koenigs et al., 2007)。
一方，温度操作の社会的距離への影響は見られず，冷たさが社会的距離を介して共感を
低下させるという予測は支持されなかった。冷たさの知覚は，冷たさと関連する概念を活
性化させ，概念の中に非社会的な内容 (例：冷血，冷酷) が含まれたため，共感性が低下
したと考えられる。また，本研究での社会的距離に関する質問 (IOS) は，モラルジレンマ
シナリオの犠牲者と参加者との重なり具合を尋ねており，どのシナリオの犠牲者を鮮明に
思い出したかで，評価が変わってしまった可能性がある。
反応時間に常温条件と冷温条件で差が見られなかったことから，冷たさの知覚は直感的
な功利的反応を増加させたと考えられる。直感的功利主義のモデルでは (Bialek & De Neys,
2017)，直感的過程で義務論的反応と功利的反応の両方が生じており，反応の競合は反応時
間や直感的な回答への違和感を感じさせ，直感的過程で優勢な反応を熟慮的過程で再考さ
せる。義務論的反応は直感的過程における，共感や同情といった感情に基づいているため
(Greene et al., 2001)，本研究における冷たさの知覚による共感の低下は，直感的な義務論的
反応を抑制し，直感的な功利的反応を優勢にし，両者の競合を小さくした可能性がある。
その結果，冷温条件では反応時間が増大しなくても，功利的判断が増加したと考えられ
る。
5.5.6

研究 3 総合考察

実験 3-1 と 3-2 では，冷たさの知覚がモラルジレンマ判断に及ぼす影響から，直感的過
程における功利的反応について検討した。どちらの実験においても，冷たさを知覚すると
high-conflict モラルジレンマ課題での功利的判断が増加することが示された。実験 3-1 で
は，冷たさの知覚による功利的判断の増加に，高次の解釈レベルによる抽象的な思考と
(Aguilar et al., 2013)，熟慮的な思考が媒介しているかを検討したが，これらの要因による有
意な影響は見られなかった。実験 3-2 では，冷たさの知覚による功利的判断の増加は，部
分的には共感性の低下を媒介することを示した。
研究 3 の結果は，直感的な過程で義務論的反応と功利的反応の両方が生じるという，
Bialek と De Neys (Bialek & De Neys, 2016, 2017a, 2017b) の知見を支持していた。冷たさを
知覚すると功利的判断が増加するが，温度操作による反応時間への影響は見られず，また
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冷たさの知覚による抽象的思考の促進も見られなかったことは，功利的反応には常に熟慮
的思考が必要ではないことを示唆している。一方，冷たさは犠牲者への共感性の低下を介
して功利的判断を増加させていたことから，冷たさは直感的な過程での共感に基づく義務
論的な反応を抑制し，直感的な功利的反応を優勢にさせたことが考えられる。
本実験の結果は，温度の知覚という身体的な認知がモラルジレンマという高次の意思決
定過程に影響することを明らかにし，また，直感的論理の知見がモラルジレンマ判断の二
重過程に適用可能であることを示している。本実験の改善点として，次の点があげられ
る。一点目は，研究 2 と同様，直感的な過程を直接測定していない点である。冷たさの知
覚が直感的な功利的反応を促進するかを明確にするには，二重課題を課すなどの認知負荷
下で課題を行う必要があるといえる。二点目に，温度操作と社会的距離の関係が明確にで
きなかった点があげられる。実験 32 ではモラル判断課題全体を通しての犠牲者との重な
り具合を尋ねたため，個々の課題の想起しやすさが IOS に影響した可能性がある。今後は
個々の課題の犠牲者との心的距離を尋ね，冷たさが対象との心的距離を遠く感じさせるか
を確かめる必要がある。

5.6

第 5 章の総合考察

第 5 章では認知の二重過程理論における直感的論理 (De Neys, 2012, 2017) の枠組みか
ら，条件文の直感的過程における解釈を明らかにし，また，直感的論理がモラルジレンマ
判断研究にも拡張可能かを検討した。研究 2 の結果は，直感的な過程における条件文の解
釈が条件付き確率と等しく，直感的に条件文の真理値を真・偽・空の三値に区分したこと
を示している。研究 3 では，冷たさの知覚は，直感的な過程での共感に基づく反応を抑制
し，直感的な功利的反応を優勢にさせた可能性を示している。
本章で示した実験の結果は，初期値-干渉モデル (Evans, 2003) や他のシリアルモデル
(Greene & Haidt, 2002) が「熟慮的」としている反応が，直感的な過程で生じることを示し
た。De Neys (2012, 2017) は，直感的過程における規範的反応はヒューリスティック反応よ
りも強く喚起されないため，信念バイアスのような規範とヒューリスティックが競合する
課題ではヒューリスティックによる回答が優勢になるとしている。しかし，本研究で示し
たように，抽象的な課題に対する直感的な判断（研究 2）や，モラルジレンマ判断で感情
的な反応が抑制された場合（研究 3）には，直感的規範に基づく回答が現れやすくなると
いえる。今後の二重過程理論に基づく研究では，直感的過程での規範に基づく反応を考慮
する必要があるだろう。
研究 2 の結果は，直感的論理における判断が真か偽かの二値ではなく，真でも偽でもな
い場合を含んだものであることを示している。これまで直感的論理で検討されてきた課題
は，連言錯誤や基準比率無視 (Franssens & De Neys, 2009; Johnson et al., 2015)，あるいは三
段論法の妥当性判断課題 (Morsanyi & Handley, 2012; Trippas et al., 2016) であり，二択で反
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応を求める課題であった。De Neys (2012, 2017) は直感的論理において適用される規範は，
論理や確率における基礎的な知識だとしている。研究 2 の結果から，直感的過程における
命題の真理値の知識は，真か偽かの二値ではなく，どちらともいえない不確実な状態を含
んだものだといえる。
研究 3 では身体性がモラルジレンマ判断の直感的過程に影響を与えること，および，直
感的過程で功利的反応が生じることを明らかにした。直感的論理の研究では，論理的勘と
いった感覚的反応により，規範とヒューリスティックの競合を検知するとしている (De
Neys, 2012)。実験 3-2 では，温度操作により共感に基づく反応を抑制することで功利的反
応が増加し，また，義務論的反応と功利的反応が競合しない場合は熟慮的過程が喚起され
にくいことを示した。身体感覚と推論との関係はほとんど検討されてこなかったが，身体
的・感覚的な手がかりにより，処理過程を方向付けられる可能性が考えられる。
これまで直感的な真理値の評価を検討した研究は行われておらず，直感的なデフォルト
の解釈に基づく条件文の真理値は明らかにされてこなかった。研究 2 で示された直感的な
条件文の真偽の評価が条件付き確率（de Finetti 表）のモデルと一致するという結果は，条
件文のデフォルトの解釈が条件付き確率であるという知見を強く支持するものである。ま
た，好意度評価のパターンが条件文と連言で異なったことは，条件文の初期の表象は連言
とするメンタルモデル説の主張では説明できない (Johnson-Laird & Byrne, 2002)。
先行研究において，発達の初期や認知容量の低い参加者で連言反応が見られているが
(Barrouillet & Gauffroy, 2015; Evans et al., 2007)，このことは，直感的論理の規範が学習によ
って獲得され，また，熟慮的な課題でエラーやバイアスを示しても直感的論理で規範的な
反応をすることから説明可能である(De Neys, 2017; Thompson & Johnson, 2014)。年少期の
条件文のデフォルトの解釈は連言である可能性が高いが，発達するに従い条件付き確率に
基づく解釈を身につけ，条件文の直感的なデフォルトの解釈として用いるようになると考
えられる。一方で，直感的なヒューリスティックとして，条件文の連言解釈やマッチング
バイアスが存在し，直感的論理よりも直感的ヒューリスティック反応が優勢な推論者で
は，連言やマッチングによる回答が生じると考えられる。今後は発達研究により，条件文
のデフォルトの解釈としての条件付き確率が，発達のどの段階で獲得され，直感的論理に
おける規範となるかを検討する必要があるといえる。
本章では，条件文の直感的な解釈が条件付き確率と等しいことを示した。こうした解釈
が学習によって獲得される場合，文化による影響を受けることが考えられる。第６章で
は，条件文の解釈の文化差を検討する。
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第６章 条件推論の文化差
東洋における包括的条件付き確率モデルの検討
文化とは，人々が相互作用を行う過程で生じ, 世代を超えて成員間に伝達されてきた
様々な情報の総体である。従来の認知心理学研究の多くは, 基礎的な認知過程は全ての
人々で同じであり, 文化に関わらず同一の刺激に対しては同一の反応を行うという認知の
文化普遍性を仮定している。一方, 文化が認知過程に影響するという立場からは, ある文
化で受け継がれてきた世界観や人間観は, 人々の信念やどのような情報を重視するかとい
う認識に暗黙裡に影響し, 特定の認知過程の発達や利用を促進するという主張がされてき
た (Nisbett, Fong, Lehman, & Cheng, 1987)。こうした知見を裏付けるように，文化心理学の
研究は文化によって認知や思考スタイルが異なることを明らかにしている (Nisbett, 2003;
Nisbett et al., 2001)。
本章では，条件文の解釈に文化差が見られるかを検討する。条件推論の研究の多くが西
洋の参加者を対象に行なわれているが，西洋人の思考スタイルは東洋人と異なっていると
いう指摘があり (Henrich et al., 2010)，東洋人は西洋人と異なる条件文の解釈を行なってい
る可能性が考えられる。思考の文化差について，抽象的な推論能力に文化差はないが，東
洋人は文脈依存的であり三段論法における信念バイアスを西洋人よりも示しやすいことや
(Norenzayan, Smith, Kim, & Nisbett, 2002)，東洋人は西洋人よりも因果関係を広範に捉える
ことが示されている (Morris & Peng, 1994)。Norenzayan et al. (2002) が主張するように，抽
象的な推論能力に差がなければ，抽象的な条件推論では文化差が見られないことになる。
一方，条件文は因果関係を表す際にも用いられるため，因果推論の知見に基づけば
(Morris & Peng, 1994), 東洋人は条件文について推論する際，西洋人よりもより広範な対象
を考慮する可能性が考えられる。
こうした文化心理学の知見を踏まえ，本章では東洋人における条件文の解釈について，
新たに包括的条件付き確率モデル [P (A → C) = P (A) * P (C|A)] を提唱し，その検証を行
う。研究 4 では条件推論の文化差の検討に先立ち，認知の文脈依存性の文化差が見られる
かを検討する (Nakamura et al., 2014)。研究 5 と 6 では，条件文の解釈に文化差があるかを
明らかにし，東洋における包括的条件付き確率モデルの妥当性を検証する。研究 5 では
Politzer et al. (2010) による研究を中国人と日本人参加者を対象に追試することで，条件文
の確率的理解の文化差を検討し (Nakamura et al., 2018)，また，真理値判断における空値や
¬A 事例の解釈に文化差が見られるのかをオンライン実験により明らかにする。研究 6 で
は，因果条件文を用いた条件推論においても文化差が見られるかを検討する (中村,
2017)。
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6.1

認知の文化差：分析的思考と包括的思考

Nisbett et al. (2001) は, 人が学習や経験によって思考の方法を変化させることから, 文化
や社会の違いは思考システム (systems of thought) の違いを生じさせるとした。彼らは，ヨ
ーロッパ・北米の西洋文化における思考システムを分析的思考 (analytic thinking), 東アジ
ア・東南アジアの東洋文化の思考システムを包括的思考 (holistic thinking) と名付け，それ
ぞれの思考システムの特徴を明らかにしてきた (e.g., Peng & Nisbett, 1999)。分析的思考の
特徴として, 対象を文脈から切り離して知覚し, 対象を個々の構成要素から理解するとい
う文脈独立性や, 推論の際に規則を重視し, 矛盾した主張を嫌う傾向がある。一方, 包括的
思考の特徴として, 対象と背景をまとめて認知し, 対象同士の調和や対象と背景との関係
に注目する文脈依存性や, 推論の際に直感を重視し, 矛盾に寛容な傾向がある。
文化による思考システムの違いの背景として, それぞれの文化の起源である古代ギリシ
ア文明および古代中国文明の影響が指摘されている (Nisbett et al., 2001)。古代ギリシアで
は, 抽象的な論理規則や数学規則の体系化, 対象をそれが持つ不変的な特性や要素から説
明するイデア論的な思想が隆盛した。また, 古代ギリシア社会は個人と自主性を重視し,
人々の社会的つながりが比較的弱い相互独立的な社会である (Markus & Kitayama, 1991)。
こうした西洋文化では, 個々の対象自体に注意を向け, 抽象的規則に基づいて思考する分
析的思考が促進されやすい。一方, 古代中国における儒教や道教, 仏教思想では, 事物間の
調和や相互作用が重視され, 万物は常に両極の間で変化するという世界観が持たれてい
る。また，古代中国社会は家族や共同体のつながりが強く, 他者との調和や社会的な関係
に重きがおかれる相互協調的な社会である。こうした東洋文化では, 対象同士の関係や文
脈に注意を向け, 多様な視点を持ち, 調和や中庸を重視する包括的な思考が促進されやす
い。ただし, 思考システムの背景に古代文明を仮定できるかは疑問が呈されており, 包括
的思考は世界の様々な地域や発達の初期に見られるが, 分析的思考は西洋的な教育を受け
た人々に限定された思考スタイルであることが指摘されている (Henrich et al., 2010;
Varnum, Grossman, Kitayama, & Nisbett, 2010)。
思考システムの起源については議論が分かれているが, 文化による思考システムの違い
を支持する研究が Nisbett とその研究グループによって数多く示されている。欧米の参加者
と東アジアの参加者を対象とした比較文化研究から, 注意, 思考, 因果推論といった様々な
認知課題で両者が異なる反応を行うことが明らかになった。
6.1.1

注意の文化差

同一のシーンを見ていても, 西洋人と東洋人では注意を向ける対象が異なることが示さ
れている。分析的思考の文化では世界は独立した要素から構成されると考えられ, シーン
内の特定の要素に注意が向きやすい。一方, 包括的思考の文化では要素間の関係が全体と
しての世界を構成するとされ, シーン全体に注意を向けやすい。Masuda & Nisbett (2001)
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は, 水中のシーンのアニメーションをアメリカ人と日本人参加者に提示し, 何を見たかを
参加者に尋ねた。アメリカ人参加者はシーンの中央の目立った魚に関する記述がより多く,
日本人参加者は背景に関する記述がより多かった。さらに, シーン中央の魚の再認課題を
背景画像の変化の有無を操作して行ったところ, アメリカ人参加者ではオリジナルのシー
ンから背景が変化しても再認成績は変化しなかったが, 日本人参加者では背景の変化によ
り再認成績が低下することが示された。アメリカ人参加者はシーンの背景から対象である
魚を切り離して認知する傾向があるが, 日本人参加者は魚や背景といったシーン全体を統
合して認知しているといえる。
注意の文化差は自然画像だけではなく, ロッド・フレーム課題のような抽象的な図形課
題においても示されている。この課題では, 枠内に描かれた棒について, 棒の絶対的な長
さを判断する絶対判断と, 枠に対する棒の長さの比を判断する相対判断を行う。アメリカ
人参加者と日本人参加者にロッド・フレーム課題を行わせたところ, アメリカ人参加者は
絶対判断の成績が良く, 日本人参加者は相対判断の成績が良かった (Kitayama, Duffy,
Kawamura, & Larsen, 2003)。西洋は対象に焦点を当てる分析的思考が行われやすいため, 周
囲にある枠とは無関係に棒の長さを判断する絶対判断の成績が良かったが, 東洋では対象
と周囲の関係の全体に注意を向ける包括的思考が優位であるため, 枠と棒の関係に注意を
向ける必要がある相対判断の成績が良かったといえる。
6.1.2

思考の文化差

Norenzayan et al. (2002) は, カテゴリー化や三段論法といった様々な推論課題を用いた実
験を行い, 西洋では規則に基づく形式的な推論, 東洋では包括的で直感的な推論が行われ
やすいことを示した。三段論法を用いた実験では, アメリカ人参加者と韓国人参加者に対
し, 抽象的な三段論法と信念バイアスを生じさせる具体的な内容の三段論法を提示し, 結
論の妥当性判断を行わせた。その結果, 抽象的な三段論法課題では文化差が見られなかっ
たが, 具体的な課題では文化差が見られ, 韓国人参加者はより強い信念バイアスを示し
た。西洋人は分析的で脱文脈化された思考を行いやすく, 具体的な内容と論理構造を切り
離して推論を行うため，信念バイアスが弱かったといえる。一方，東洋では具体的な内容
や文脈といった背景情報も含めて包括的に命題を認知し推論を行うため，より強い信念バ
イアスが見られたと考えられる。また, 抽象的な三段論法で文化差が見られなかったこと
から, 東洋人における強い信念バイアスは認知容量や推論能力の不足によるものではなく,
文脈や背景を考慮しやすいかといった思考スタイルの違いによるものといえる。
矛盾に対する態度
「ある意見に賛成/反対」というように, 人は相互に矛盾し・相反するような様々な主張
に接し, 時にはどちらの主張を支持するか態度を表明することを求められる。こうした矛
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盾する事柄に対して, 西洋では矛盾を解消しようとし, 東洋では矛盾を受容しようとする
傾向が示されている (Peng & Nisbett, 1999; Spencer-Rodgers, Williams, & Peng, 2010)。こうし
た矛盾に対する態度の違いの背景として，西洋における命題論理，および，東洋における
中庸の思想の影響が指摘されている。
古代ギリシアで体系化された命題論理の重要な法則として, 無矛盾律および排中律があ
る。無矛盾律はある主張が同時に真でありかつ偽であることはできない (¬(A & ¬A)) とい
う法則であり, 排中律はある主張は真か偽のどちらか (A or ¬A) であるという法則であ
る。こうした法則の下では, 真実は A か¬A のどちらか一つであり, 矛盾のない論証が論理
的に正しい推論とされる。よって, 西洋では矛盾の無さが重視され, 矛盾する複数の主張
がある場合は, どれか一つの主張が選ばれ他の主張は棄却されやすい。
一方, 東洋思想では真実は陽と陰, 善と悪のような両極の間で揺れ動き, 善が悪を生み・
悪が善を生むというような循環関係があるとみなされる。世界や真実は常に変化するとい
う東洋思想では, 両極の間で中庸を守ることが重視され, 矛盾する主張がある場合は両者
の中間が選択されやすい。東洋における矛盾や変化に寛容な思考は, 素朴弁証法 (naïve
dialecticism) と呼ばれる。推論研究において, 論理規則から逸脱した推論や論理的に矛盾す
る推論は, 認知容量や心的努力の不足によるものとされてきたが (e.g., Evans & Stanovich,
2013) , 東洋人が論理規則ではなく素朴弁証法を用いて思考し, 矛盾する結論を容認しやす
いことは, 認知容量や認知欲求が低いためではなく, 東洋人の世界観の反映だと考えられ
ている（Spencer-Rodgers et al., 2010）
。
矛盾する主張に対する態度について, Peng & Nisbett (1999) は, 中国人はアメリカ人より
も矛盾する主張間の中間の態度を取りやすいことを示した。彼らの実験では, ２つの主張
（例：A = タバコは体重を減少させる, B = タバコは体重を増加させる）の片方のみ, また
は両方を提示し，参加者にどちらの主張が確からしいか確信度評価を行うよう求めた。そ
れぞれの主張自体は矛盾が含まれないが, 両方を同時に提示すると２つの主張間に矛盾が
生じることになる。片方の主張のみの提示では, アメリカ人・中国人ともに確信度評価の
傾向に差が見られず, 例にあげたタバコに関する主張では, A の方が B よりも確信度評定が
高かった。一方, 両方の主張を同時に提示した場合, アメリカ人参加者では単独提示の場
合と同様に A が B よりも確信度評定が高かったが, 中国人参加者では A と B の評定の差
が見られなくなり, A・B 単独の評価の中間程度の確信度評定となった。東洋人は物事が両
極の間で変化するという世界観を持ち, 中庸を重視するため, 矛盾する２つの主張に対し
てどちらか一方が正しいという判断を行わず, 両論の中間の態度を取ったといえる。
ただし，Peng & Nisbett (1999) の研究に対し, 複数の追試研究で結果が再現できなかった
ことが報告されている。フランス人と中国人参加者に対する追試実験では, 東洋人がより
矛盾に寛容で中庸な判断を行うという傾向は示されなかった (Mercier, Zhang, Qu, Lu, & Van
der Henst, 2015)。また, フランス人と日本人参加者を対象に, 自分の意見と矛盾するアドバ
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イスが意思決定に与える影響を検討した研究では, どちらの国の参加者も自分の意見をも
とに意思決定を行い, 自分の意見と反対意見の中間を取る傾向は見られなかった (Mercier,
Yama, Kawasaki, & Adachi, 2012)。Mercier らは (Mercier et al., 2012, 2015), 素朴弁証法は自
己認知の際に用いられるが (Hamamura, Heine, & Paulhus, 2008; Spencer-Rodgers, Boucher,
Mori, Wang, & Peng, 2009), 矛盾する意見に対する態度といった外的な対象の判断には影響
しない可能性を指摘している。
因果推論
原因帰属や因果関係の評価, 原因や結果の予測といった, 因果関係の認知にも文化差が
示されている。ある対象を理解する際，分析的思考の文化では対象を文脈から切り離し,
対象自体の持つ特性に焦点を当てる傾向があるため, 西洋人は因果関係を狭く捉え, また,
他者の行動を理解する際にパーソナリティーといった内的な特性を用いやすい。一方, 包
括的思考の文化では対象の置かれた文脈や周囲との関係から対象を理解する傾向があるた
め, 東洋人は因果関係を広く捉え, 他者を理解する際に状況を考慮しやすい。Morris &
Peng (1994) による原因帰属の研究では, 英語の新聞記事は中国語の新聞記事よりも犯罪の
原因を個人の気質から説明しやすく, 同様に, アメリカ人は犯罪の原因を個人の気質とし
やすいが中国人は状況としやすいことが示されている。行動の原因を推論する際, 西洋で
は個人の気質といった特定の要素を考慮し, 東洋では個人を取り巻く状況といったより広
範な要因を考慮しやすいといえる。
因果推論の文化差は日常的な因果関係の認知においても示されており, 出来事の原因や
結果を推論する際に，東洋人は西洋人よりも多くの可能性を考慮しやすい。Choi, Dalal,
Kim-Prieto, & Park (2003) は, 犯罪行為や向社会行動に関するシナリオを提示し, 登場人物
がそのような行動を行った原因をアメリカ人, アジア系アメリカ人, および韓国人参加者
に回答させた。その結果, 韓国人参加者はアメリカ人, アジア系アメリカ人参加者よりも
多くの原因を回答し, また, 行動の原因に外的な要因をあげることが多かった。さらに，
ある出来事が及ぼす結果の推論においても，東洋人はより多くの可能性を考慮しやすいこ
とが Maddux & Yuki (2006) により示されている。彼らの実験では，ビリヤードでの初めの
ショットがその後のショットの成功に与える影響や, 経営者が従業員を解雇することによ
る影響などを西洋・東洋の参加者に尋ねた。アジア系アメリカ人の参加者はアメリカ人参
加者よりも, 最初のショットがその後のショットに影響すると考えやすく, また, 日本人参
加者はアメリカ人参加者よりも解雇することの影響が多くの人に及ぶと考えやすかった。
これらの研究から，東洋人は包括的に思考し, 物事の関係に注意を向けやすいため, 出来
事の原因や結果をより多く考え, 因果関係を広く捉えるといえる。
Kim, Grimm, & Markman (2007)は, 因果推論における文化的自己観の影響を検討し, 相互
協調的自己観をプライムすると, 複数の原因を考慮した因果推論を行いやすくなることを
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数理モデルにより明らかにした。ある原因 (CA) と結果 (E) の因果関係の強さの認知は,

ΔP 規則と呼ばれる式で表される (Wasserman et al., 1993)：ΔP = P (E|CA) - P (E|¬CA)。こ
の式は，CA が生じる時に E が生じる確率が高ければΔP は大きくなり, CA が生じなくても
E が生じる確率が高ければΔP は小さくなることを表している。ΔP 規則は単一の原因と
結果の関係を表しているが, 現実には複数の原因が同時に結果に影響する場合もあるた
め，Spellman (1996) は複数の原因と結果の関係のモデルである条件付きΔP 規則を考案し
た。条件付きΔP 規則は, CA 以外の原因 (CB) が生じた場合の CA と結果 (E) の因果関係の
強さを次式で表している (Spellman, 1996; Spellman, Price, & Logan, 2001)：ΔPCA | CB = P
(E|CA & CB) - P (E|¬CA & CB)。条件付きΔP は, CA と CB の両方が生じた時に E が生じれば
大きくなり, CA が生じず CB のみが生じた時に E が生じれば小さくなる。
Kim et al. (2007) は, 因果推論におけるΔP 規則の利用は単一の原因に焦点を当てる傾向
を反映し, 条件付きΔP 規則の利用は背景となる別の原因にも注意を向ける傾向を反映し
ていると考えた。彼らの実験では, 文化的自己観をプライムした参加者に, 原因 (CA) と結
果 (E), および他の原因 (CB) の組み合わせの様々なパターンを学習させ (例：CA が生じ
CB が生じない時に E が生じる, CA も CB も生じない時に E が生じない), 因果関係の強さを
評定させた。その結果, 相互独立的自己観をプライムされた参加者はΔP 規則に基づいた
評定を行いやすく, 相互協調的自己観をプライムされた参加者は条件付きΔP 規則に基づ
いた評定を行いやすいことが示された。条件付きΔP 規則の利用は, CA 以外の原因も考慮
したことを反映しており, 相互協調的自己観が強い文化では，因果推論の際により多くの
可能性を考慮することが示唆された。ただし，条件付きΔP 規則はΔP 規則を拡張したも
のであり，原因 CA が生じない時に結果 E が生じれば CA と E の因果関係を弱く認知する傾
向は文化に共通に見られると考えられる。

6.2

条件推論と文化差

思考と推論の文化差について, 三段論法や因果推論の文化差は明らかにされてきたが,
条件推論における文化差はほとんど検討されてこなかった。Braine & OʼBrien (1991, 1998)
は，ほぼ全ての言語で論理結合子に相当する接続詞が存在するという言語学の知見から，
全ての人は生得的に基礎的な推論規則についての知識を持っていると主張している。こう
した Braine & O’Brien の主張に基づけば，条件文の基礎的な解釈は全ての人で共通だと考
えられる。しかし，Braine & O’Brien の主張は文化心理学研究による様々な思考の文化差
が示される以前のものであり，また，条件推論研究の多くは欧米の参加者を対象に行われ
ていることから，これまでの推論理論は論理や規則に基づいて考えやすい西洋の思考スタ
イルの影響を強く受けている可能性がある。条件文は予測や仮定，科学的思考，反実仮想
などで日常的に用いられており，条件文の解釈の文化差を検討することは，人々の日常的
な思考が文化によってどのように影響されるかを明らかにするうえで重要だといえる。
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第３章と第４章で，条件文の解釈は確率的アプローチによって説明できたことから，本
章では確率的アプローチの「日常程な条件文のデフォルトの解釈は条件付き確率である」
という主張が，東洋においても当てはまるかを検討する。抽象的な三段論法では文化差が
見られないことから (Norenzayan et al., 2002)，「もし A ならば C である」といった抽象的
な直説法的条件文では文化差が見られない可能性がある。一方，因果推論の研究は, 文化
的自己観によって因果推論の際に考慮する原因の数が異なり, 推論のモデル式が異なるこ
とを示している (Kim et al., 2007; Maddux & Yuki, 2006)。条件文は因果関係を表す際に用い
られることから, 抽象的な条件推論においても文化差が見られ，東洋では確率的アプロー
チの主張である，条件文の確率が条件付き確率と等しくなるという理解が成り立たない可
能性がある。本研究では, 条件推論における文化差について次のモデルを考案した。
6.2.1

包括的条件付き確率モデル

仮定思考理論によれば，条件文 A → C の真偽判断は，前件 A が生じたと仮定した時に C
が生じる条件付き確率, P (C|A), に基づいて行われる。この P (A → C) = P (C|A)という条件
付き確率モデルでは，A ではない事例 (¬A) は条件文とは無関連であり推論の際に考慮さ
れない。しかし, このように A 事例にのみ注意を向けることは, 要素に注意を向けやすい
西洋の分析的思考の傾向を反映している可能性がある。Kim et al. (2007) は，相互協調的自
己観のプライムにより，因果推論においてΔP 規則を拡張し，より多くの原因を考慮する
モデルである条件付きΔP 規則の当てはまりが良くなることを示している。条件推論にお
いても同様に，東洋人では条件付き確率を拡張し，より多くの可能性を考慮したモデルの
当てはまりが良くなる可能性が考えられる。
包括的思考の文化では，背景も含めた全体に注意を向けやすく，要素と全体の関係を重
視することから (Kitayama et al., 2003; Masuda & Nisbett, 2001)，東洋では条件文 A → C に
ついて推論する際, 前件 A のみに焦点を当てるのではなく, ¬A も含めた全ての事象に注意
を向けることが考えられる。また，東洋では因果関係をより広範に捉え原因を遡って推測
しやすいことから (Kim et al., 2007; Maddux & Yuki, 2006)，A のもとで C が生じる条件付き
確率 P (C|A) を求める前に，そもそも A が全事象において生じる確率 P (A) を考慮する可
能性が考えられる。
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「もしチップが四角形なら、そのチップは黒色である」
If A then C
西洋：分析的思考

■■■□
●●◯

P (if A then C) = P (C|A)

■■■□
●●◯

Square chips = 4

P (Black|Square) = 3/4

東洋：包括的思考

P (if A then C) = P (A) * P (C|A)

■■■□
●●◯
All chips = 7

■■■□
●●◯
P(Square) = 4/7

■■■□
●●◯
P (Black|Square)= 3/4

Figure 6.1. 条件付き確率モデル（上段）と包括的条件付き確率モデル（下段）
Figure 6.1 は，直説法的条件文「もしチップが四角形なら，そのチップは黒色である」を
例に，西洋・東洋それぞれにおける条件推論の過程を図示したものである。西洋では分析
的思考により，特定の要素に焦点を当てやすく，因果関係をより狭く捉える傾向がある。
よって，仮定思考理論が主張するように，特定の事例（前件 A）に焦点が当てられ，それ
以外 (¬A) の事例には注意が向きにくいと考えられる。Figure 6.1 の例では，前件で述べら
れた四角形のチップ４枚に焦点を当て，その時に後件である黒色が生じるかから条件文の
真偽を判断する。この場合，条件文が真である確率は，四角形の時に黒色である条件付き
確率 P (C|A) = 3/4 となる。
一方，東洋の包括的思考では，全体に注意を向けやすく，因果関係をより遡って捉える
傾向がある。よって，条件推論においても全体に注意を向け，前提である A が生じるかを
遡って考えることが予測される。Figure 6.1 の例では，条件文が言及している全てのチップ
７枚に注意を向け，前件で述べられた四角形のチップが生じるかを考慮する P (A) = 4/7。
その上で，四角形のチップが生じた時の黒色である条件付き確率 P (C|A) = 3/4 を求めるた
め，条件文が真である確率は前件が生じる確率 P (A)と前件の時に後件が生じる条件付き確
率 P (C|A) の同時確率である P (A) * P (C|A) = 4/7 * 3/4 = 3/7 となる。同様に条件文が偽と
なる確率は，全事象のうちから前件である四角形のチップが生じる確率 P (A) = 4/7 と，四
角形の時に黒色のチップが生じない条件付き確率 P (¬C|A) = 1/4 の同時確率となり，P (A)
* P (¬C|A) = 4/7 * 1/4 = 1/7 となることが予測される。
Table 6.1
西洋（条件付き確率）と東洋（包括的条件付き確率）の条件文の確率モデル
P (if A then C)

西洋

東洋

真である確率

P (C|A)

P (A) * P(C|A) = P (A & C)

偽である確率

P (¬C|A)

P (A) * P (¬C|A) = P(A & ¬C)
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Table 6.1 は西洋における条件推論と東洋における条件推論のモデルをまとめたものであ
る。東洋における P (A) を考慮した条件付き確率を，ここでは包括的条件付き確率
(Holistic Conditional Probability)と呼ぶ。包括的条件付き確率における条件文が真である確
率 P (A) * P (C|A) は連言確率 P (A & C)と等値になるが，連言と包括的条件付き確率では
認知負荷に違いがあると考えられる。条件文を連言と解釈することは，条件付き確率と解
釈することと比べて認知負荷が低いことが指摘されている (Evans et al., 2007; Oberauer et
al., 2007)。連言では前件・後件ともに真である A & C 事例のみを考慮すれば良いが，条件
付き確率では A & C が真というだけではなく，A & ¬C が偽事例ということにも注意を向
けなければならないため，より認知負荷が高くなる。包括的条件付き確率の場合は条件付
き確率の計算式を含んでおり，真事例である A & C だけではなく偽事例 A & ¬C について
も考慮する必要があるため，連言よりも認知負荷が高いといえる。
包括的条件付き確率モデルにおける真理値
確率的アプローチに基づけば，条件文 A → C の真理値は A & C の時に真，A & ¬C の時
に偽となり，¬A 事例は条件文の真偽とは無関連な空値となり，真理値表は de Finetti 表と
等しくなる。条件文が真と偽の確率の和は P (C|A)+ P (¬C|A) = 1 となることから，条件付
き確率モデルでは条件文の真偽の判断において¬A 事例が考慮されない。欧米の参加者を
対象とした多くの研究で¬A 事例が条件文とは無関連・真偽不明と判断されることや，条
件文の真偽の確率判断において¬A 事例の頻度は考慮されないことが示されており (e.g.,
Politzer et al., 2010)，西洋の参加者の多くは¬A 事例を無効な値である空値 (void) とみなし
ているといえる。
しかし，¬A 事例を空値とする判断は，欧米の参加者の分析的思考の傾向を反映してい
る可能性がある。分析的思考では特定の対象に焦点を当てやすいため，A を仮定している
条件文では，A ではない事例 (¬A) に注意を向けにくく，¬A 事例を条件文の真偽とは無関
連としやすい可能性がある。また，無矛盾律や排中律により，物事は真か偽のどちらかと
いう信念を持ちやすい結果，真でも偽でもない¬A 事例は無効な値と判断されやすいこと
が考えられる。
東洋における包括的思考や素朴弁証法に基づく思考は，空値の解釈に影響し，東洋人で
は¬A 事例を真でも偽でもないが条件文と関連する事例とみなしやすいことが考えられ
る。包括的条件付き確率のモデルは，条件文が真・偽および空値となる場合の確率の和が
1 となり P (A & C) + P (A & ¬C) + P (¬A & C) + P (¬A & ¬C) = 1，¬A も含んだ全事例をも
とに条件文の真偽判断を行うモデルである。東洋では真実は両極の間にあるという信念を
持ちやすいため (Spencer-Rodgers et al., 2010)，¬A 事例が真でも偽でもないと判断する傾向
は西洋よりも強くなることが予測される。さらに，東洋人は事物を全体的に捉え，事物が
相互に関連しあっていると思考することから，¬A 事例を真でも偽でもないが, 条件文と関
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連するとみなすと考えられる。よって，東洋人は条件文が真偽以外の値を持つと考えやす
く，また，真でも偽でもない¬A 事例は条件文と無関連な値ではなく，真事例，偽事例と
ともに全体を構成する要素と解釈しやすいことが予測される。

6.3

研究 4：住所表記を用いた文脈依存性の文化差の検討

研究 4 では，条件推論における文化差の検討に先立ち，全体と要素の処理に文化や表記
習慣が与える影響を地名刺激によるプライミング課題を用いて検討する。Nisbett (2003) に
よれば，西洋は分析的思考が優勢であり，対象を文脈から切り離し，特定の要素に注意を
向けやすい傾向がある。そのため，西洋人参加者では，文脈となるカテゴリー情報をプラ
イムとして提示しても要素の処理が促進されない可能性が考えられる。一方，東洋人は，
全体に注意を向けやすく，背景となる文脈との関係から部分を理解する傾向がある。その
ため，東洋人参加者では，文脈となる大きなカテゴリーから要素である小さなカテゴリー
方向へのプライミングの方が，小さなカテゴリーから大きなカテゴリー方向へのプライミ
ングよりも，プライムによる促進量が大きくなると考えられる。
ただし，カテゴリーの処理には文化差だけではなく，表記習慣による影響も考えられ
る。例えば「東京都，千代田」のように大きなカテゴリーから小さなカテゴリーへの表記
が一般的な場合は，
「千代田区⇨7東京都」方向のプライミングよりも，
「東京都⇨千代田
区」というプライミングの方がプライムによる促進量が大きくなることが予測できる。住
所の表記の仕方は，欧米で用いられる，番地といった詳細な区分から，市，州といった大
きな区分の順に表記する方法（例：1600 Pennsylvania Avenue NW, Washington, D.C.）と，日
本や中国，韓国といったアジア圏で用いられる，省や県といった大きな区分から，市，番
地といった小さな区分の順に表記する方法（例：東京都千代田区永田町２-３-１）の二種
類が一般的である。ただし，マレーシアはアジア圏に属しているが，イギリスの植民地だ
った背景から，欧米式の住所表記を用いており詳細な区分から大きな区分となる形式であ
る

(例：11, Persiaran Stonor, Kuala Lumpur)。そこで，本研究では，アメリカ人，日本人，

マレーシア人参加者を対象に，
「市名⇨県・州名」
，
「県・州名⇨市名」のプライミング実
験を行い，文化と表記習慣が全体と要素の処理過程に及ぼす影響を検討した。
思考スタイルの文化差が地名のプライミング効果に影響する場合，包括的思考スタイル
である日本人とマレーシア人は全体に注意を向けやすく，また，背景との関係から要素を
捉える文脈依存傾向が高いことから，大きな区分の県・州名から市名へのプライミングの
方が，特定の市名から県・州名へのプライミングよりも反応時間が短くなると考えられ
る。一方，分析的思考である優勢なアメリカ人では，要素と文脈を切り離して認知しやす
いため，要素と全体の結びつきがそれほど強くなく，プライミングの方向による反応時間

7

条件法を表す記号「→」と区別するため，プライミングの方向を「⇨」を用いて示す
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の差は見られないことが予測される。
表記習慣の影響が地名のプライミング効果に見られる場合，アメリカ人とマレーシア人
参加者では表記習慣と一致する市名⇨県・州名のプライミングの反応時間が短く，日本人
参加者では県・州名⇨市名のプライミングの反応時間が短いことが予測できる。
また，思考スタイルと表記スタイルの影響が，要素と全体の処理の顕在的・潜在的過程
に与える影響を検討するため，実験 4-1 では Stimulus Onset Asynchrony (SOA) を 700ms と
した顕在的プライミング課題，実験 4-2 では SOA を 200ms とした潜在的プライミング課
題を用いる。
6.3.1

実験 4-1: 顕在的プライミング課題を用いた思考スタイルと表記習慣が
住所プライミングに及ぼす影響の検討

実験 4-1 では，住所表記のプライミング課題を用いて思考スタイルと表記習慣が要素と
全体の処理に影響するかを検討する。文化心理学や思考心理学の課題は閾上で提示される
ことが多いため，本実験では顕在的プライミングを用い SOA を 700ms とした。
方法
実験計画

実験計画は国籍 (アメリカ，マレーシア，日本)，プライミングの方向 (県・州名⇨市
名，市名⇨県・州名) とプライムとターゲットの関係 (一致，不一致，統制) を要因とす
る 3 要因混合計画であり，国籍のみが参加者間計画であった。
参加者

アメリカ人参加者は 16 名 (男性 2 名, 女性 14 名, Mage = 19.8, SDage = 3.0) のヨーロッパ系
アメリカ人の大学生であった。マレーシア人参加者は大学生 18 名 (男性 10 名, 女性 8 名,
Mage = 23.9, SDage = 3.2) であり，そのうち 5 名がマレーシア系，13 名が中国系のマレーシ
ア人であった。日本人参加者は，大学生 29 名 (男性 9 名, 女性 20 名, Mage = 21.7, SDage =
2.1) であった。参加の謝礼として，コースクレジットまたは日本円で 500 円相当の謝金を
支払った。
装置

プライミング課題での刺激提示と反応の計測には，Apple 社の MacBook と PsyScope
(http://psy.ck.sissa.it/)プログラムを用いた。
刺激

クリティカル項目は，予備調査により選定した各国の県・州名 8 つと，その県・州にあ
る市名 8 つであった。予備調査では，各国の学生 20 名程度に 10 の県・州名を提示し，そ
の県・州にある市を思いついた順に 4 つ記述するよう求めた。また，県庁所在地や州都の
市名はしばしば県・州名と同一となるため，記述しないよう求めた。各県・州で最も頻度
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の高かった市名を選択し，その中で回答された頻度の低かった 2 つの市名を除外して，8
つの市名とその市が所属する県・州名を選定した (Appendix 4)。フィラー項目として，選
定した地名の漢字またはアルファベットの一部を変更し，実存しない地名を作成した。
プライミング課題では，クリティカルペアとして，県・州名と市名の 8 つの組み合わせ
を元に，プライミング方向が県・州名⇨市名の一致条件・不一致条件・統制条件の 24 ペ
ア，プライミング方向が市名⇨県・州名の一致条件・不一致条件・統制条件の 24 ペア
の，合計 48 クリティカルペアを作成した。一致条件は市が所属する県・州名とのペア
（例：Colorado - Denver）とし，不一致条件は市が所属しない県・州名とのペア（例：
Colorado - Chicago）とし，プライムなし条件は市名や県・州名とシャープ記号の組み合わ
せ（例：### - Denver）とした。また，フィラーペアとして，実際の県・州名や市名のプラ
イムと，フィラー項目のターゲットのペアを 48 種類作成した。フィラーペアのプライム
とターゲットの組み合わせは，クリティカルペアのターゲットを，ターゲットの県・州名
や市名の一部を変更したフィラー項目に変更した組み合わせとした（例：Colorado Tenber）
。
手続き

実験は個別実験で行われ，実験に先立ち，参加者には書面による実験の説明が行われ，
実験参加に同意した者のみが参加をした。
地名の確認課題：プライミング課題に先立ち，参加者が県・州名と市名の関係を把握で

きているかの確認課題を行った。学習フェーズでは，プライミング課題に用いる 8 つの
県・州名と市名が書かれた地図を提示し，どの県・州に市が属するかを覚えるよう教示し
た。テストフェーズでは，8 つの市名が書かれた用紙を配布し，提示された市が属する
県・州名を記入するよう伝えた。県・州名の回答にミスがあった場合，再び学習フェーズ
を行い，全ての県・州名と市名のペアを正確に回答できるまで確認課題を繰り返した。
プライミング課題：プライミング課題の刺激は PC のディスプレイ中央に提示され，文

字は黒色の 48 ポイントの MS ゴシック体で背景は白色とした。各試行では，はじめに注視
点「+」が 500ms 提示され，その後，プライムが 500ms 提示され，白色のブランク画面を
200ms 挟んだ後，ターゲットが提示された。ターゲットは参加者が回答キーを押すか，
1500ms 経過するまで画面上に提示されるようにした。回答後，1000 ms のブランク画面を
挟んで，次の試行が開始するようにした。
参加者にはターゲットが実際の地名かどうかを「a」または「,」のキーを左右の人差し
指で押して判断するよう求め，参加者の利き手側のキーを実際の地名を回答するキーとし
た。参加者には，プライムとターゲットの組み合わせはランダムであること，および，あ
らかじめ学習した地名と実際には存在しない地名がランダムに提示されることを伝えた。
練習試行では，クリティカル項目では提示されない県・州名と市名をもとに作成した 24
ペアを用いた。本試行では，クリティカルペア 48 ペアと，フィラーペア 48 ペアをランダ
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ムな順で提示した。
結果
分析に際して，誤答の反応時間および参加者の全反応の平均反応時間から 2.5SD の反応
時間は分析から除外した。この手続きにより除外されたデータは，全体の 8%となった。
本実験で用いた県・州名と市名は国ごとに異なり，県・州名と市名の親近性や連合の強さ
も異なる可能性が考えられるため，参加者の全反応の平均値と SD をもとに，各参加者の
各条件における平均反応時間の z 値を求めた。Table 6.2 に各国におけるプライミング課題
の反応時間の平均，標準誤差, z 値, 正答率を示した。

Table 6.2
各国におけるプライミング課題の反応時間の平均，標準誤差, z 値, 正答率
ターゲット
プライム

市名
一致

不一致

統制

反応時間
アメリカ
Z -scores
日本
Z -scores
マレーシア
Z -scores
正答率

526
-.14
524
.03
567
.03

(5.02)

556
.13
554
.34
578
.09

(1.99)
(4.39)

(6.01)
(2.46)
(4.72)

578
.21
561
.40
675
.53

(7.62)
(2.76)
(10.62)

アメリカ

96.8

(0.28)

96.0

(0.27)

94.6

(0.37)

日本

97.4

(3.36)

92.7

(3.2)

93.3

(3.22)

マレーシア

93.4

(0.56)

87.8
(0.6)
県・州名

87.8

(0.41)

ターゲット
プライム

一致

不一致

統制

反応時間
アメリカ
Z -scores
日本
Z -scores
マレーシア
Z -scores
正答率

516
-.25
485
-.52
502
-.50

(4.89)

532
-.11
514
-.14
543
-.22

(2.00)
(4.81)

(5.56)
(1.76)
(5.16)

576
.19
528
-.05
638
.17

(7.88)
(3.04)
(10.94)

アメリカ

98.2

(0.20)

98.7

(0.25)

97.8

(0.27)

日本

99.6

(3.43)

96.8

(3.34)

98.3

(3.39)

マレーシア

97.4

(0.19)

95.4

(0.26)

96.7

(0.29)
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反応時間の z 値について，国籍，プライミングの方向，プライムとターゲットの関係を
要因とする，3 要因混合分散分析を行なった。その結果，二次の交互作用 F (4, 118) = 1.76,
ns，国籍とプライミングの方向の交互作用 F (4, 118) = 1.66, ns，プライミングの方向とプラ
イムとターゲットの関係の交互作用 F (2, 118) = 2.13, ns は非有意であったが，国籍とプラ
イミングの方向の交互作用が有意であった F (2, 59) = 10.97, p < .001。国籍とプライミング
の方向の交互作用について単純主効果検定を行った結果，全ての国で県・州名に対する反
応時間は市名に対する反応時間よりも短いことが示された [American: F (1, 59) = 4.76, p
< .05; Japanese: F (1, 59) = 73.70, p < .001; Malaysian: F (1, 59) = 47.01, p < .001]。また，プラ
イムとターゲットの関係の主効果が有意であり F (2, 118) = 33.42, p < .001，一致条件の反
応時間は不一致・統制条件よりも短く，不一致条件の反応時間は統制条件よりも短かっ
た。
Table 6.3
各国における平均プライミング量の平均と標準誤差
ターゲット
プライム

アメリカ
Z-scores
日本

Z-scores
マレーシア
Z-scores
ターゲット
プライム
アメリカ
Z-scores
日本

Z-scores
マレーシア
Z-scores

市名
一致

不一致

53.0
.35
37.0
.37

(4.79)

108.0
.50

(9.31)

(2.00)

21.7
.07
6.9
.06

(4.94)

97.5
.44

(7.97)

(2.50)

県・州名
一致

59.6
.44
43.3
.47
136.2
.67

不一致

(5.51)
(2.80)
(9.78)

43.7
.32
13.7
.09
95.4
.39

(4.15)
(2.00)
(8.30)

プライミング効果の指標として，各参加者の一致または不一致条件の反応時間と統制条
件の反応時間の差を求め，プライミングによる促進量とし，各参加者の全プライミング量
の平均値と SD をもとに，各参加者の各条件における平均プライミング量を z 変換した
(Table 6.3)。
プライミング量の z 値について，国籍，プライミングの方向，プライムとターゲットの
関係を要因とする，3 要因混合分散分析を行なった。その結果，二次の交互作用が有意で
あったため F (1, 59) = 3.44, p < .05，それぞれの国籍において，プライミングの方向，プラ
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イムとターゲットの関係の単純交互作用の検定を行った。アメリカ人参加者と日本人参加
者においてはプライムとターゲットの関係の単純主効果のみ有意であり[アメリカ人: F (1,
59) = 24.59, p < .001; 日本人 F (1, 59) = 54.46, p < .001]，プライミングの方向に関わらず，
一致条件は不一致条件よりもプライミング量が大きかった。マレーシア人参加者ではプラ
イミングの方向とプライムとターゲットの関係の単純交互作用が有意であり F (1, 59) =
5.01, p < .05，単純単純主効果検定の結果，市⇨州の方向のプライミングでは一致条件が不
一致条件よりもプライミング量が大きかったが F (1, 118) = 9.87, p < .001，州⇨市の方向で
は一致条件と不一致条件の差は有意ではなかった F (1, 118) = 0.58, ns。
考察
実験 4-1 では，要素と全体の処理に文化や表記習慣が与える影響を，地名を用いた顕在
的プライミング課題により検討した。反応時間では国籍による差が見られず，一致条件，
不一致条件，統制条件の順で反応時間が短くなるという結果が見られた。また，県・州名
に対する反応時間は市名に対する反応時間よりも短かった。
県・州名に対する反応時間が短かった理由として，県・州名は市名よりも予測が容易で
あったことが考えられる。SOA が比較的長い (700ms 以上) プライミング課題では，参加
者がプライムを文脈手掛かりとしてターゲットを予測しやすいことが示されている (Neely,
1977)。県や州に所属する市は複数あるが，市が所属する県・州の候補は 1 つしかないた
め，市名から県・州名を予測する方が容易であり，県・州名に対する反応時間が短くなっ
たと考えられる。
反応時間が，一致，不一致，統制の順で短くなった理由として，組み合わせの親近性
や，地名カテゴリーの活性化の影響が考えられる。一致条件の組み合わせは不一致条件よ
りも親近性が高いため，プライムからターゲットの予測が容易であり，一致条件ではより
反応時間が短くなったといえる。また，不一致条件の反応時間が統制条件よりも短かった
ことは，SOA が比較的長いプライミングでは，カテゴリー間の類似性が低い組み合わせで
あってもプライミング効果が見られることを反映している可能性がある (McRae &
Boisvert, 1998)。プライムとして地名が提示された場合，地名カテゴリーが活性化するた
め，プライムが提示されない統制条件よりも反応時間が短くなったと考えられる。
プライミング量では国籍による差が見られ，アメリカ人と日本人参加者は，プライミン
グの方向に関わらず県・州名と市名が一致している場合，不一致の場合よりもプライミン
グによる促進量が大きかった。住所表記の習慣と一致する方向のプライミングでは，県・
州名と市名の結びつきの親近性が高く，一致条件での促進量が大きくなったといえる。ま
た，アメリカ人と日本人参加者では，住所表記と一致しない方向のプライミングであって
も，一致条件が不一致条件よりもプライミング量が大きかった。これは，一致条件の組み
合わせは不一致条件よりも親近性が高く，プライムからターゲットの予測が容易であるた
111

め，住所表記の習慣と反対の方向のプライミングであっても，プライムによる促進が見ら
れたと考えられる。
一方，マレーシア人参加者では表記習慣と一致する市名⇨県・州名の方向では一致条件
のプライミング量が不一致条件よりも大きかったが，表記習慣と一致しない県・州名⇨市
名の方向では一致条件と不一致条件の間にプライミング量の差が見られなかった。州名⇨
市名のプライミングは，マレーシアの住所表記の習慣とは合致していないが，包括的思考
における，全体と要素の関係に注目しやすく，文脈依存性が高い傾向に合致している。マ
レーシア人では背景となる大きな区分の県・州名を文脈手掛かりにして市名を予測しよう
とする傾向が強く，また，州名⇨市名の提示順はマレーシアの住所表記と異なりターゲッ
トの予測が困難であったため，不一致の市名であっても予測の候補となり，一致と不一致
のプライミング量に差が見られなかった可能性が考えられる。
実験 4-1 の結果は，表記習慣と思考スタイルの両方が，全体と要素の認知に影響するこ
とを示している。表記習慣と同方向のプライミングでは，プライムとターゲットが一致条
件の反応時間が，不一致条件の反応時間よりも短い傾向が文化に関係なく見られた。習慣
化された知識は利用可能性が高く，文化に関係なく予測の際に用いやすいと考えられる。
また，表記習慣とは一致しないが，思考スタイルと一致する方向のプライミングの場合，
包括的思考の文化では，一致・不一致にかかわらず，大きな区分のプライムを文脈手掛か
りとして，要素であるターゲットを予測しようとする傾向があると考えられる。
6.3.2

実験 4-2: 潜在的プライミング課題を用いた思考スタイルと表記習慣が
住所プライミングに及ぼす影響の検討

実験 4-2 では，潜在的過程において，住所表記のプライミング課題を用いて思考スタイ
ルと表記習慣が要素と全体の処理に影響するかを検討する。本実験では潜在的プライミン
グを用い SOA を 200ms とした。
方法
実験計画

実験計画は国籍 (アメリカ，マレーシア，日本)，プライミングの方向 (県・州名⇨市
名，市名⇨県・州名) とプライムとターゲットの関係 (一致，不一致，統制) を要因とす
る 3 要因混合計画であり，国籍のみが参加者間計画であった。
参加者

アメリカ人参加者は 21 名 (男性 8 名, 女性 13 名, Mage = 18.9, SDage = 1.6) のヨーロッパ系
アメリカ人の大学生であった。マレーシア人参加者は大学生 24 名 (男性 11 名, 女性 13 名,
Mage = 24.5, SDage = 3.0) であり，そのうち 9 名がマレーシア系，11 名が中国系，4 名がイン
ド系のマレーシア人であった。日本人参加者は，大学生 22 名 (男性 5 名, 女性 17 名, Mage
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= 21.4, SDage = 2.0) であった。参加の謝礼として，コースクレジットまたは日本円で 500 円
相当の謝金を支払った。
装置，刺激，手続き

装置，刺激，手続きはプライミング課題の SOA を除き，実験 4-1 と同様であった。
プライミング課題：プライミング課題の刺激は PC のディスプレイ中央に提示され，文

字は黒色の 48 ポイントの MS ゴシック体で背景は白色とした。各試行では，はじめに注視
点「+」が 500ms 提示され，その後，プライムが 40ms 提示され，白色のブランク画面を
160ms 挟んだ後，ターゲットが提示された。ターゲットは参加者が回答キーを押すか，
1500ms 経過するまで画面上に提示されるようにした。回答後，1000 ms のブランク画面を
挟んで，次の試行が開始するようにした。
結果と考察
Table 6.4 に各国におけるプライミング課題の反応時間の平均，標準誤差, z 値, 正答率を
示した。
Table 6.4
各国におけるプライミング課題の反応時間の平均，標準誤差, z 値, 正答
ターゲット
プライム

市名
一致

不一致

統制

反応時間
アメリカ
Z -scores
日本
Z -scores
マレーシア
Z -scores

551
-.02
571
.20
621
.13

(2.43)

97.6
93.8
92.4

(0.19)
(0.19)
(0.36)

564
.12
566
.15
637
.27

(2.53)

96.7
81.3
92.2

(0.23)
(0.24)
(0.35)

(3.40)
(2.96)

(3.20)
(3.13)

559
.06
570
.23
632
.23

(2.63)

96.4
100.0
93.0

(0.25)
(0.15)
(0.29)

(2.80)
(3.09)

正答率
アメリカ
日本
マレーシア
ターゲット
プライム

県・州名
一致

不一致

統制

反応時間
アメリカ
Z -scores
日本
Z -scores
マレーシア
Z -scores

552
-.03
538
-.24
586
-.26

(3.04)

97.9
100.0
98.2

(0.16)
(0.13)
(0.14)

549
-.05
543
-.14
596
-.13

(2.74)

98.2
100.0
97.4

(0.16)
(0.12)
(0.14)

(3.51)
(3.00)

(3.30)
(2.82)

548
-.09
539
-.17
596
-.17

(3.05)

97.9
100.0
97.4

(0.16)
(0.12)
(0.18)

(2.87)
(3.15)

正答率
アメリカ
日本
マレーシア
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反応時間の z 値について，国籍，プライミングの方向，プライムとターゲットの関係を
要因とする，3 要因混合分散分析を行なった。その結果，国籍とプライミングの方向の交
互作用 F (2, 67) = 10.01, p < .001, 国籍の主効果 F (2, 67) = 5.72, p < .01 が有意であった。国
籍とプライミングの方向の交互作用について下位検定を行ったところ，全ての国でプライ
ミングの方向の単純主効果が見られ，県・州名に対する反応時間は市名に対する反応時間
よりも短いことが示された [American: F (1, 67) = 4.42, p < .01; Japanese: F (1, 67) = 54.31, p
< .001; Malaysian: F (1, 67) = 60.98, p < .001 ]。また，プライムとターゲットの関係の主効果
も有意であり F (2, 134) = 3.18, p < .05, 一致条件は不一致条件よりも反応時間が短かった。
一方，二次の交互作用 F (4, 134) = 1.23, ns，国籍とプライムとターゲットの関係の交互作
用 F (4, 134) = 0.82, ns，プライミングの方向とプライムとターゲットの関係の交互作用 F
(2, 134) = 1.71, ns は有意ではなかった。
Table 6.5
各国における平均プライミング量の平均と標準誤差
ターゲット
プライム

アメリカ
Z-scores
日本

Z-scores
マレーシア
Z-scores
ターゲット
プライム

アメリカ
Z-scores

市名
一致

不一致

7.5
.09
-0.9
.02

(0.97)

11.0
.09

(1.35)

(1.06)

(1.35)

-4.7
-.04

(1.15)

(0.94)

県・州名
一致

不一致

(1.81)

Z-scores

-4.1
-.06
0.9
.07

マレーシア
Z-scores

10.4
.09

(1.66)

日本

-4.5
-.06
4.4
.08

(1.13)

-1.0
-.04
-3.9
-.02

(1.41)

0.6
-.04

(1.78)

(1.05)

プライミング効果の指標は実験 4-1 と同様の手続きで求めた (Table 6.5)。プライミング
量の z 値について，国籍，プライミングの方向，プライムとターゲットの関係を要因とす
る，3 要因混合分散分析を行なった。その結果，プライムとターゲットの関係の主効果の
み有意であり F (1, 67) = 7.20, p < .01，一致条件は不一致条件よりも促進量が大きかった。
一方，二次の交互作用 F (2, 67) = 2.19, ns，国籍とプライミングの方向の交互作用 F (2, 67)
= 0.13 ns，国籍とプライムとターゲットの関係の交互作用 F (2, 67) = 1.15, ns，プライミン
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グの方向とプライムとターゲットの関係の交互作用 F (1, 67) = 2.19, ns は有意ではなかっ
た。
実験 4-2 で国籍とプライミングの方向の交互作用が見られなかったことは，潜在的なプ
ライミング課題では，表記習慣や文化による思考スタイルの影響が見られなかったことを
示している。顕在的なプライミング課題を用いた実験 4-1 で見られた文化差が，潜在的な
プライミングを用いた本実験で見られなかったことは，プライムを文脈手掛かりとしてタ
ーゲットを予測するという方略が，意識的に用いられたことを示している。
6.3.3

研究 4 総合考察

実験 4-1 と 4-2 の結果から，文化による思考スタイルと表記習慣が地名のプライミング
に及ぼす影響は，顕在的なプライミング課題でのみ有意に見られることが示された。実験
4-1 の結果は，文化に関係なく，習慣化された知識を意識的な予測方略として用いやすい
ことを示している。また，思考スタイルと一致する方向のプライミングの場合，包括的思
考の文化では，一致・不一致にかかわらず，大きな区分のプライムを文脈手掛かりとし
て，要素であるターゲットを予測しようとする傾向があると考えられる。
本研究において，SOA の短いプライミング課題で文化差が見られなかった理由として，
地名の判断といった高次な判断課題では，意識的な判断方略の影響が大きかった可能性が
考えられる。そのため，全体と局所のどちらに注意を向けるかの文化差ではなく，意識的
な判断の際に用いる方略の文化差が現れたといえる。
認知の文化差と二重過程について，Buchtel & Norenzayan (2009) は認知の文化差は無意
識的で直感的な過程と意識的で熟慮的な過程の両方で生じると論じている。二重過程理論
(Evans, 2003) では，
「東洋的」な包括的で文脈に依存した推論は直感的な過程で生じ，
「西
洋的」な規範的で文脈から独立した推論は熟慮的過程で生じるとされている。しかし，熟
慮的な思考の際に用いられる規範や方略は学習や教育によって獲得されることから
(Stanovich & West, 2007)，熟慮的な過程でどのような思考スタイルを用いるかは文化による
影響を受けると考えられる。Koo & Choi (2005) は，東洋医学を専攻した韓国人学生は心理
学を専攻した韓国人学生よりも，素朴弁証法を用いやすく，因果関係を広く捉えやすいこ
とを示し，学習により思考スタイルが獲得されることを明らかにした。Buchtel &
Norenzayan (2009) は，東洋人は思考や意思決定の際に，全体的で文脈依存的な方略を意識
的・熟慮的に用いやすいとしている。本研究における顕在的なプライミング課題での文化
差も，こうした意識的・熟慮的過程での方略の利用の文化差を反映している可能性があ
る。
研究 4 より，住所といった日常的で親近性の高い材料の場合は，文化差だけではなく，
表記習慣や知識が，文脈となる情報の利用に影響することを示している。また，高次の判
断や意思決定では，文化差は顕在的な方略の利用に強く影響する可能性が考えられる。そ
115

こで，研究 5 では，習慣や知識の影響が比較的少ないと考えられる抽象的な条件文と，文
化差の影響が大きいと考えられる顕在的な推論課題を用いて，条件推論における文化差を
検討する。

6.4

研究 5: 東洋における包括的条件付き確率モデルの検討

研究 5 では条件文の解釈の文化差を，抽象的な条件文を用いて検討し，東洋人の条件推
論では包括的条件付き確率モデルと一致するパフォーマンスが見られるかを明らかにす
る。実験 5-1 では，東洋人（中国人・日本人）参加者を対象に，Politzer et al. (2010) の追
試実験を行い，条件文の確率判断および真理値表課題の成績を西洋人（フランス人）参加
者と比較する。実験 5-2 では，アメリカ人と日本人参加者を対象にオンライン実験を行
い，条件文の確率判断と，条件文および空値の解釈に文化差が見られるかを検討する。
Politzer et al. (2010) は，確率論の主観確率説が主張する，直説法的条件文と条件付き賭け
の相似関係が心理学的に成り立つことを明らかにしているため，本研究では東洋人におい
ても両者の相似関係が見られるかを併せて検討する。
6.4.1

直説法的条件文と条件付き賭け

主観的確率の理論がダッチブック論証といった賭けの例を用いて信念強度を説明してき
たことから (de Finetti, 1937/1964; Ramsey, 1926/1990), 仮定思考理論は直説法的条件文
(indicative conditional: IC) 「もし A ならば C である (If A then C)」と，条件付き賭け
(conditional bet: CB) 「私は“もし A ならば C である”に賭ける (I bet that “if A then C”)」の
間に相似関係があることを主張している (Baratgin et al., 2013; Politzer et al., 2010)。ここで
の相似関係とは, IC が真である信念強度と CB に勝つ信念強度はどちらも条件付き確率 P
(C|A) と等しく，真理値表のパターンが de Finetti 表と一致する三値（真・偽・空, 勝ち・
負け・引き分け）を取ることである (Table 6.6)。
Table 6.6
直説法的条件文 (IC) と条件付き賭け (CB) の真理値表 (de Finetti 表)

A
T
T
F
F

C
T
F
T
F

Indicative Conditional (IC)

Conditional Bet (CB)

A→C
T
F
V
V

I bet that "A → C"
Win
Lose
Called off
Called off

Politzer et al. (2010) は, フランス人参加者を対象に IC と CB に関する実験を行い，両者
の間には相似関係があり, どちらも仮定思考理論の主張する P (A → C) = P (C|A) の関係が
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成り立ち, 真理値表が de Finetti 表となることを示した。彼らの用いた課題は，Figure 6.2
に示す２種類の形（四角形または円形）と２種類の色（黒色または白色）を組合せたチッ
プ 7 枚と，チップに関する条件文についてのものであった。条件文として，IC 条件では
「もしチップが四角形なら, そのチップは黒色」という文，CB 条件では「私は“もしチッ

プが四角形なら, そのチップは黒色”に 1 ユーロ賭けます」という文を提示した。確率判断
課題では，チップからランダムに１枚のチップを引いた時に，IC 条件では文が真または偽
である確率，CB 条件では賭けに勝つまたは負ける確率を尋ね，真理値表課題では，円形
のチップ (¬A) の場合の条件文の真理値または賭けの勝敗を尋ねた。

This drawing represents chips:

• Indicative conditional condition (IC)
– A chip is chosen at random.
Consider the following sentence:
If the chip is square then it is black

• Conditional bet condition (CB)
– Ms. X says Mr. Y
“I bet you 100 yen that if the chip is square then it is
black”
Mr. Y replies “I take it up”
Each of them puts 100 yen on the table. They agree
that the winner will pocket all stake.

Figure 6.2. Politzer et al. (2010) での課題例
Politzer et al. (2010) の結果は, 仮定思考理論の予測を支持し, 確率判断課題では条件付き
確率と一致する回答が最も多く, 真・勝つ確率を P (C|A), 偽・負ける確率を P (¬C|A) とす
ることを示した。また, 真理値表課題では¬A 事例を空値（真でも偽でもない, 勝ちでも負
けでもない）とする判断が最も多かった。この結果は，確率論の主観説で主張されてきた
IC と CB の相似関係を心理学的に実証したものといえる。
6.4.2

包括的条件付き確率モデルと条件付き賭け

Politzer et al. (2010) と同様の課題を東洋人参加者で実施した場合，包括的条件付き確率
モデルに基づけば，東洋の参加者は，IC が真である確率を P (A) * P (C|A)，偽である確率
を P (A) * P (¬C|A)と判断すると考えられる。また，¬A 事例を空値（真でも偽でも無い）
とする判断が，西洋人よりも多くなることが予測できる。
Politzer et al. (2010) で示された IC と CB の相似関係について，東洋人は文脈に依存しや
すいことから，IC と CB で異なる反応を示す可能性がある。抽象的な IC と賭けに関する
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CB では，CB の方が日常的で親近性が高いことから，IC と CB では推論の際に¬A 事例の
考慮しやすさが異なると考えられる。IC における¬A 事例は「真でも偽でも無い，空値」
だが，CB では「勝ちでも負けでも無い，引き分け」となる。そのため，東洋人は親近性
が高く考慮しやすい「引き分け」を含んだ全事例をもとに，CB の勝ち負けを判断しやす
く，一方，IC における「空値」は「引き分け」よりも親近性が低いため，
「真」「偽」に
「空」を含んだ全事例による判断は CB に比べて行われにくくなると考えられる。よっ
て，全事例を考慮する包括的条件付き確率に基づく回答は，CB で IC より多くなることが
予測される。
IC と CB のもう一つの違いは, 賭けには期待値が関わることである。例えば, 「私は“も

しチップが四角形ならば, 黒色である”に 100 円を賭けます」という賭けの期待値は P (勝
ち) * (100) + P (負け) * (-100) + P (引き分け) *(0) という式から求められる。期待値が正の
とき, 引き分けである¬A 事例は期待できる利益が手に入らない場合であり，負けと解釈さ
れる可能性がある。一方, 期待値が負であれば, 引き分けは損失が回避できた場合となり,
¬A 事例は勝ちと解釈されると考えられる。包括的条件付き確率モデルに基づけば，Figure
5.2 で示したチップに関する賭けの期待値は，P (A & B) * (100) + P (A & ¬B) * (-100) + P
(¬A) * (0) = 3/7 * 100 - 1/7 * 100 + 0 * 3/7 = 28.6 という正の値になる。もし，東洋人参加者
が CB で期待値を考慮していた場合，¬A の場合は利益が得られなかったことになるため，
¬A を引き分けではなく負けと判断する可能性がある。
6.4.3

実験 5-1: Politzer et al. (2010)の東洋人参加者による追試

実験 5-1 では Politzer et al. (2010) の実験を，中国人および日本人参加者により追試す
る。フランス人参加者と，中国人・日本人参加者の条件推論を比較し，包括的条件付き確
率モデルと条件推論の文化差に関する以下の仮説を検討する：


中国・日本人の参加者では IC の真偽・CB の勝ち負けの確率判断の際に，包括的条
件付き確率モデルによる判断が多くなる。



中国・日本人の参加者ではフランス人参加者と異なり IC と CB の相似関係が見られ
ない
Ø

包括的条件付き確率による確率判断は，IC より CB でより多く示される

Ø

CB では期待値が関連するため，¬A 事例を負けと判断しやすい
方法
実験計画

実験計画は条件文（IC, CB）と国籍（フランス, 中国, 日本）を要因とする 2 要因参加者
間計画であった。
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参加者

中国人参加者は大学生 175 名 (男性 38 名, 女性 137 名, Mage = 19.0, SDage = 1.4), 日本人参
加者は大学生 197 名 (男性 85 名, 女性 110 名, 不明 2 名, Mage = 20.1, SDage = 3.2) であっ
た。フランス人参加者は高等教育を受けている 178 名であった8。
材料

質問紙は, フェイスシート, 条件文の確率判断課題, 真理値表課題, デモグラフィック
変数に関する質問から構成した。条件推論課題は Politzer et al. (2010)を日本語および中国
語に翻訳したものを利用した。翻訳した課題文について, 当該言語のバイリンガル話者に
よる確認が行われた。
条件文： Figure 6.2 に示したような 7 枚のチップに関する条件文を用いた。チップの形

は四角または円形, チップの色は黒または白とし, 四角形で黒色のチップ 3 枚, 四角形で白
色のチップ 1 枚, 円形で黒色のチップ２枚, 円形で白色のチップ１枚を提示した。条件文
は 7 枚のチップからランダムに１枚選んだ場合について述べたものであり, IC 条件の条件
文は「もしチップが四角形なら, そのチップは黒色である」, CB 条件の条件文は「私は“も
しチップが四角形なら, そのチップは黒色である”に 100 円賭けます」という文であった。
確率判断課題：IC 条件では条件文が真である確率と偽である確率を尋ね, CB 条件では

賭けに勝つ確率と負ける確率を尋ねた。また, 確率を計算した場合はその計算式を書くよ
うに求めた。
¬A 事例の真理値評価課題：IC 条件ではチップが円形で黒色 (¬A & C), 円形で白色 (¬A
& ¬C) の場合に, 文が真か, 偽か, 空（真でも偽でもない）かを尋ねた。CB 条件ではチッ
プが円形で黒色 (¬A & C), 円形で白色 (¬A & ¬C) それぞれの場合に, 賭けに勝ったか, 負
けたか, 空（勝ちでも負けでもない）かを尋ねた。
手続き

大学の講義時間に集団実験を実施し，IC 条件または CB 条件の質問紙をランダムに配
布した。回答に制限時間は設けず, 参加者には各自のペースで最初の質問から順番に質問
紙に回答するよう求めた。
結果
条件推論の文化差を検討するため, 本実験では Politzer et al. (2010) のフランス人参加
者のデータを含めて分析を行った。いくつかの回答カテゴリーにおいて, 回答頻度が極端
に少ないものがあったため, それぞれの回答カテゴリーについて 2 * 3 の Fisher の直接確率
検定を行い, 有意差が見られた場合は 2 * 2 の Fisher の直接確率検定による一対比較を行っ
た。例えば, IC 条件の条件付き確率反応の頻度について, 2 (回答カテゴリー：条件付き確

8

フランス人参加者のデータは Politzer et al., (2010) のデータを用いた。
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率, 条件付き確率以外) * 3 (国籍：フランス, 中国, 日本) の Fisher の直接確率検定を行い,
有意差が見られた場合は，2 (回答カテゴリー：条件付き確率, 条件付き確率以外) * 2 (国
籍：フランス, 中国) の国のペアごとの一対比較を行った。検定の多重性による問題を避
けるため, 一対比較に際しては Bonferroni 法による修正を行い, 有意水準を 0.017 (0.05/3)
に設定した。
確率判断課題：Table 6.7 に確率判断課題における国別の回答頻度を示す。回答カテゴリ

ーについては, Politzer et al. (2010)による分類である条件付き確率, 連言, 実質含意に加え,
回答と計算式から包括的条件付き確率を追加した。
「包括的条件付き確率 1」は真・勝ちの
確率を P (A) * P (C|A) = 4/7 * 3/4 = 3/7, 偽・負けの確率を P (A) * P (¬C|A) = 4/7 * 1/4 = 1/7 と
した場合の反応であり，
「包括的条件付き確率 2」は真・勝ちの確率を P (A) * P (C|A) = 4/7
* 3/4 = 3/7, 偽・負けの確率を 1 – P (true, win) = 1 – 3/7 = 4/7 とした反応である。包括的条件
付き確率 2 と連言はどちらも同じ値となるが, 包括的条件付き確率 2 反応は全体に占める
A の割合を考慮するという包括的条件付き確率 1 と同じ計算過程を踏まえているため, 包
括的条件付き確率反応として同じ回答カテゴリーに分類した。
Table 6.7
確率判断課題における回答 (%)
Indicative Conditional
フランス
中国
日本

確率判断

条件付き確率

(

= 3/4 ,

= 1/4 )

69

51

62

連言

(

= 3/7 ,

=4/7 )

14

7

8

実質含意

(

= 6/7 ,

=1/7 )

2

0

3

0

15

16

(0)

(7)

(14)

(0)

(8)

(2)

包括的条件付き確率
包括的条件付き確率1

(

= 3/7 ,

包括的条件付き確率2

(

= 4/7 * 3/4 = 3/7 ,

=1/7)
=1 - 3/7 = 4/7 )

その他

15

27
11
Conditional Bet
フランス
中国
日本

確率判断

条件付き確率

(

= 3/4 ,

= 1/4 )

61

37

36

連言

(

= 3/7 ,

=4/7 )

16

9

18

実質含意

(

= 6/7 ,

=1/7 )

2

1

4

2

25

30

(1)

(11)

(15)

(1)

(14)

(15)

19

28

12

包括的条件付き確率
包括的条件付き確率1

(

= 3/7 ,

包括的条件付き確率2

(

= 4/7 * 3/4 = 3/7 ,

=1/7)
=1 - 3/7 = 4/7 )

その他

Fisher の直接確率検定の結果, 条件付き確率反応の頻度には IC では文化差が見られなか
ったが (p > .05), CB では文化差が見られた (p < .001)。CB では, フランス人は中国・日本
人参加者よりも条件付き確率反応が有意に多かったが, 中国人と日本人参加者の間には差
が見られなかった。連言および実質含意では, 反応の頻度に文化差は見られなかった (p
> .05)。包括的条件付き確率反応 (包括的条件付き確率 1 + 包括的条件付き確率 2) の頻度
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には IC, CB ともに文化差が見られた (p < .001)。IC, CB 条件ともに中国・日本人参加者は
フランス人参加者よりも包括的条件付き確率が多く見られ, 中国人と日本人参加者の間に
は差が見られなかった。また，包括的条件付き確率について IC と CB の間に差があるかを
各国で比較したところ，フランス人参加者と中国人では IC と CB の間に包括的条件付き確
率の頻度の差は見られなかったが (p > .05)，日本人参加者では IC よりも CB において包括
的条件付き確率が多く見られた (p < .05)。
¬A 事例の真理値評価課題：Table 6.8 に¬A 事例の真理値評価課題における国別の回答頻
度を示す。2 * 3 の Fisher の直接確率検定の結果, 全ての反応カテゴリーにおいて文化差は
見られなかった (p > .05)。
Table 6.8
¬A 事例の真理値評価課題における回答 (%)
¬A & C・¬A & ¬Cの真理値
どちらとも真

フランス

Indicative Conditional
中国

日本

7

7

8

どちらとも偽

28

13

19

3

4

3

どちらとも空（真でも偽でもない）

52

63

54

10

16

フランス

13
Conditional Bet
中国

片方が真、もう片方が偽
その他

¬A & C・¬A & ¬Cの真理値
どちらとも勝ち
どちらとも負け

片方が勝ち、もう片方が負け
どちらとも空（勝ちでも負けでもない）
その他

日本

7

3

6

10

0

13

3
79

14
80

6
75

0

3

0

考察
実験 5-1 では，Politzer et al. (2010) の中国人と日本人参加者による追試を行い，条件文
の確率判断において文化差が見られることを示した。IC の真偽および CB の勝ち負けの確
率判断において，条件付き確率 P (A → C) = P (C|A) に基づく反応の頻度は，IC では文化
差が見られなかったが，CB ではフランス人参加者での頻度が中国・日本人参加者での頻
度よりも高かった。また，包括的条件付き確率 P (A → C) = P (A) * P (C|A) による反応の頻
度は IC, CB のどちらにおいても，中国・日本人参加者がフランス人参加者よりも高かっ
た。一方，¬A 事例の真理値の評価には文化差が見られず，¬A を空値とする判断が最も多
かった。
本実験の結果から，推論は命題論理の規範ではなく信念強度に基づいて行われるという
確率的アプローチの主張が，西洋だけではなく東洋にも当てはまるといえる。メンタルモ
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デル説の主張とは異なり，条件文を実質含意として解釈している証拠は見られなかった。
一方で，条件付き確率や包括的条件付き確率に基づく判断が多かったことは，信念強度に
基づいて条件文の真偽を評価したことを示している。文化に関わらずこうした傾向が見ら
れたことから，西洋・東洋ともに条件推論は条件文に関する信念強度の評価・更新過程で
あると考えられる。
本実験の結果は，東洋人は条件推論において全事例に注意を向け，前件 A が生じるかを
考慮して条件文の真偽を判断するという，包括的条件付き確率のモデルを支持している。
Norenzayan et al. (2006) は抽象的な演繹推論課題では文化差が見られないとしたが，本実験
では抽象的な条件文を用いており，抽象的な推論のパフォーマンスにも文化差があるとい
える。ただし，東洋人参加者，西洋人参加者ともに最も多い回答は条件付き確率に基づく
回答であり，抽象的な推論課題の文化差はそれほど強くない可能性がある。包括的条件付
き確率モデルは条件付き確率を拡張したものであり，A の場合に C が生じる確率を求める
過程 P (C|A) を含んでいる。確率的アプローチの主張である，条件文の真偽について考え
る際，前件 A を仮定したときに後件 C が生じる信念強度をもとに判断するという主張は，
西洋・東洋ともに当てはまるといえる。
包括的条件付き確率に基づく回答が CB で多かったことは，課題の文脈による影響を示
している。賭けの文脈での「¬A：引き分け」は，抽象的な条件文での「¬A：真でも偽で

もない」よりも親近性が高い。東洋人は文脈の影響を受けやすいため，親近性が高い CB
の「¬A：引き分け」を関連する事例として考慮しやすく，¬A 事例を含んだ包括的条件付
き確率による判断をより多く行なったといえる。一方，東洋人は CB で期待値を考慮する
ため，期待値が正の場合は引き分けである¬A を負けと判断するという予測は支持されな
かった。期待値の計算は処理の負荷が高いため，賭けの文脈というだけでは期待値の計算
が促されなかった可能性が考えられる。
西洋人では¬A を考慮しない条件付き確率による判断が多く，東洋人では¬A を考慮する
包括的条件付き確率による判断が西洋人より多く見られたが，どちらの参加者も¬A を空
値と判断していた。この結果は，空値である¬A 事例が IC の真偽や CB の勝ち負けに関わ
るかどうかという解釈が文化によって異なる可能性を示している。西洋では¬A 事例は条
件文とは無関連な値と解釈されやすく，東洋では¬A 事例は真・偽や勝ち・負けとなる事
例ではないが条件文と関連する事例と解釈されやすいことが考えられる。
6.4.4

実験 5-2: 条件文の解釈における文化差

実験 5-2 では，実験 5-1 のオンライン実験による追試と，条件文の解釈に文化差が見ら
れるかを検討する。実験 5-1 では，条件文の真偽判断において西洋人参加者は条件付き確
率，東洋人参加者は包括的条件付き確率に基づいた反応を行いやすかったが，¬A の真理
値の判断に文化差は見られず空値と判断されることが示された。この結果は，条件文や¬A
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の解釈が文化により異なる可能性を示唆している。本実験では，IC, CB の条件文につい
て，条件文が二値をとるか，条件文の真偽や勝ち負けが不明な場合が有り得るか，¬A は
条件文と関連するか等，参加者が条件文や¬A をどのように解釈しているかを尋ねた。
西洋人は無矛盾律や排中律といった論理規則を基に思考し，矛盾を解消し真偽を明確に
する傾向があるため，条件文は真または偽のどちらかの値を取り，真偽が不明の状態は生
じないとみなすことが予測される。また，真でも偽でもない¬A は条件文とは無関連な値
と解釈されやすいと考えられる。一方，東洋人は素朴弁証法をもとに思考し，矛盾に寛容
で真実は両極の間にあるとみなす傾向があるため，条件文は真でも偽でもなく，真偽が明
確に定まらない場合が有るとすることが予測される。また，¬A は真でも偽でもないが，
条件文と関連する事例とみなされやすいと考えられる。
方法
実験計画

実験計画は条件文（IC, CB）と国籍（アメリカ, 日本）を要因とする 2 要因参加者間
計画であった。
参加者

参加者募集はクラウドソーシングサービス (Crowd Flower
https://www.crowdflower.com/; Crowd Works https://crowdworks.jp/) を用いて行い，参加の報
酬としてアメリカ人には 1 ドル，日本人には 100 円を支払った。実験に参加したアメリカ
人参加者 172 名, 日本人参加者 208 名のうち, 全ての質問に回答していない参加者, 類似し
た課題に回答したことがある参加者, 国籍がアメリカ・日本以外の参加者, および母国語
が英語・日本語ではない参加者のデータを除外した。また，アメリカ人参加者のうち，ア
ジア系アメリカ人のデータは分析から除外した。分析に用いたデータはアメリカ人 126 名
(男性 47 名, 女性 79 名, Mage = 35.4, SDage = 13.8), 日本人参加者 168 名 (男性 74 名, 女性 93
名, Mage = 36.6, SDage = 10.1) であった。
材料

課題は実験 5.１と同様, Politzer et al. (2010)による, チップの形と色の組み合わせに関
する条件文とした。課題の提示とデータ収集には, Qualtrics (https://www.qualtrics.com/) を用
いた。
確率判断課題：実験 5-2 と同様, IC 条件では「もしチップが四角形なら, そのチップは

黒色である」, CB 条件では「私は“もしチップが四角形なら, そのチップは黒色である”に
100 円賭けます」という条件文を, 7 枚のチップ（四角形で黒色のチップ 3 枚, 四角形で白
色のチップ 1 枚, 円形で黒色のチップ２枚, 円形で白色のチップ１枚）とともに提示し
た。IC 条件の参加者には文が真である確率および偽である確率を回答するよう求め, CB 条
件の参加者には賭けに勝つ確率および負ける確率を回答するように求めた。ただし，実験
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5-1 とは異なり，計算式を書くことは求めなかった。
¬A 事例の真理値評価課題：IC 条件ではチップが円形で黒色 (¬A & C), 円形で白色 (¬A
& ¬C) の場合に, 条件文が真か偽か空 (真でも偽でもない) かを尋ねた。CB 条件ではチッ
プが円形で黒色 (¬A & C), 円形で白色 (¬A & ¬C) それぞれの場合に, 賭けに勝ったか, 負
けたか, 空 (勝ちでも負けでもない) かを尋ねた。
条件文の評価課題：条件文の評価課題では確率判断課題とは異なる形（スペード形かひ

し形）と色（赤色か青色）のチップを提示し，IC 条件では「もしチップがスペード形な
ら, そのチップは青色である」
，CB 条件では「私は“もしチップがスペード形なら, そのチ
ップは青色である”に 100 円賭けます」という条件文を用いた。提示したチップはスペー
ド形で赤色 (A & C), スペード形で青色 (A & ¬C), ひし形で赤色 (¬A & C), ひし形で青色
(¬A & ¬C) の 4 種類であり, チップの枚数による影響を避けるため各チップの枚数は不明
とした。
参加者には条件文について述べた文について合意できる程度を 5 段階 (1: 同意できない
〜5：同意できる) で評定するよう求めた。問 1 は条件文が二値をとるかを尋ねるものであ
り, IC 条件では「文は真か偽かのどちらかである」, CB 条件では「文は勝ちか負けかのど
ちらかである」という文を提示した。問２は文の真偽または賭けの勝ち負けが分からない
場合があるかを尋ねるものであり, IC 条件では「文が真か偽か分からない場合がある」,
CB 条件では「賭けが勝ちか負けかわからない場合がある」という文を提示した。問３は
空事例（¬A: ひし形）の場合が条件文と無関連と思う程度を尋ね, IC 条件では「ひし形の
チップは文の真偽とは無関係である」, CB 条件では「ひし形のチップは賭けの勝ち負けと
は無関係である」という文を提示した。
手続き

実験はオンライン上で行い, 参加者には Qualtrics の課題ページから, 画面の指示に従い
質問に回答するよう求めた。質問は１ページにつき１問ずつ提示され，参加者が回答を行
い，次へのボタンを押すと次の質問が提示されるようにした。
結果
確率判断課題：Table 6.9 に確率判断課題における国籍と条件文別の回答頻度を示す。

実質含意の回答がほとんど見られなかったため, 実質含意とその他反応をまとめて分析
を行った。また，本実験では計算式を記入するよう求めていないため，包括的条件付き確
率 2 の回答カテゴリーは設けなかった。国籍と条件文によって回答頻度に差があるかをカ
イ二乗検定により分析したところ, 有意差が見られχ2 (9) = 21.61, p < .05, Cramer’s V = .157,
残差分析の結果, 日本人参加者は IC 条件における条件付き確率反応と CB 条件における包
括的条件付き確率反応が有意に多く, IC 条件におけるその他反応と CB 条件における条件
付き確率反応が有意に少ないことが示された。一方，アメリカ人参加者では IC 条件と CB
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条件で反応のパターンに差が見られず，どちらの条件でも条件付き確率反応が最も多かっ
た。
Table 6.9
確率判断課題における回答 (%)
確率判断

条件付き確率

連言
実質含意
包括的条件付き確率
その他

Indicative Conditional
日本

アメリカ

(真・勝ち = 3/4 , 偽・負け = 1/4 )
(真・勝ち = 3/7 , 偽・負け =4/7 )
(真・勝ち = 6/7 , 偽・負け =1/7 )
(真・勝ち = 3/7 , 偽・負け =1/7)

Conditional Bet
日本

アメリカ

54

74

57

48

11
0
0

10
0
2

13
0
0

20
1
5

34

14

30

26

¬A 事例の真理値評価課題：Table 6.10 に¬A 事例の真理値評価課題の国籍と条件文別の
回答頻度を示す。国籍と条件文によって回答頻度に差があるかをカイ二乗検定により分析
したところ, 有意差は認められなかった χ2 (6) = 9.37, n.s, Cramer’s V = .014.
Table 6.10
¬A 事例の真理値評価課題の回答 (%)
¬A & C・¬A & ¬Cの真理値
どちらとも真・勝ち
どちらとも偽・負け

Indicative Conditional
日本
10
29
28

アメリカ
4

どちらとも空

（真でも偽でもない、勝ちでも負けでもない）
その他

Conditional Bet
日本
4
23
26

アメリカ
13

34

47

34

58

33

15

30

12

条件文の評価課題：Table 6.11 に国籍と条件文別の評定の平均値と標準偏差を示す。各

評定項目について 2 (国籍：アメリカ人, 日本人) * 2（条件文：IC, CB）の２要因参加者間
分散分析を行った。
問 1 の「条件文が二値をとるか」について, 国籍の主効果 F (1, 290) = 7.81, p < .01, ηg2 =
0.03, 国籍と条件文の交互作用 F (1, 290) = 14.86, p < .001, ηg2 = 0.05 が有意であったが, 条件
文の主効果は有意ではなかった F (1, 290) = 0.33, n.s., ηg2 = 0.001。単純主効果検定の結果,
国籍の単純主効果が CB で有意であり F (1, 290) = 20.50, p < .001, ηg2 = 0.06, アメリカ人参加
者は日本人参加者よりも CB が二値（勝ち, 負け）をとると評価しやすかった。IC 条件で
は国籍の単純主効果は有意ではなかった F (1, 290) = 0.61, n,s., ηg2 = 0.002。
問２の「真偽, 勝ち負けの定まらない場合があるか」について, 国籍の主効果のみが有
意であり F (1, 290) = 2.94, p = .09, ηg2 = 0.01, 条件文の主効果 F (1, 290) = 1.59, n.s., ηg2 =
0.006, 交互作用は有意ではなかった F (1, 290) = 1.84, n.s., ηg2 = 0.006。日本人はアメリカ人
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よりも, 条件文の真偽, 勝ち負けの定まらない場合があると評価しやすいことが示され
た。
問３の「¬A 事例は真偽, 勝ち負けと無関連か」について, 国籍の主効果 F (1, 290) = 0.14,
n.s., ηg2 < 0.001, 条件文の主効果 F (1, 290) = 0.24, n.s., ηg2 < 0.001, 交互作用 F (1, 290) = 0.77,
n.s., ηG2 = 0.003 のいずれも有意ではなかった。
Table 6.11
条件文の評価課題の平均値と SD
Indicative Conditional
日本

アメリカ
評定項目

M

SD

M

SD

Q1. 条件文は二値（真か偽, 勝ちか負け)をとる

3.1

1.4

3.3

1.7

Q2. 真偽、勝ち負けの定まらない場合がある

3.0

1.5

3.6

1.6

Q3. ¬A事例は真偽、勝ち負けと無関連

3.5

評定項目

M

SD

M

SD

Q1. 条件文は二値（真か偽, 勝ちか負け)をとる

3.7

1.3

2.5

1.7

Q2. 真偽、勝ち負けの定まらない場合がある

3.5

1.5

3.6

1.8

Q3. ¬A事例は真偽、勝ち負けと無関連

3.4

1.5

3.7

1.8

1.5
3.4 1.6
Conditional Bet
アメリカ
日本

考察
実験 5-2 では，実験 5-1 のオンライン実験による追試と条件文の解釈の文化差を検討し
た。確率判断課題の結果，IC 条件では文化差が見られなかったが，CB 条件では日本人参
加者の方が包括的条件付き確率による判断が多いことが示された。真理値表課題では，文
化に関わらず¬A を空値と判断することが示された。条件文の解釈では文化差が見られ，
アメリカ人参加者は日本人参加者よりも CB が二値をとる（勝ち, 負け）と解釈しやす
く，また，日本人参加者はアメリカ人参加者よりも IC の真偽や CB の勝ち負けが定まらな
いと解釈しやすかった。ただし，¬A が条件文の真偽や勝ち負けと関連するかの評価に文
化差は見られなかった。
条件文の解釈において，東洋人のほうが真偽や勝ち負けの定まらない場合があるという
解釈が多かったことは，東洋人が両極の間の中庸を重視し，素朴弁証法を用いやすい傾向
を反映していると考えられる（Spencer-Rodgers et al., 2010）
。西洋人は条件文の真偽が定ま
ると解釈しやすいため，条件文の信念強度を真である確率 P (C|A)と偽である確率 P (¬C|A)
から評価しやすいが，東洋人は条件文の真偽が定まらない場合があると解釈しやすいた
め，真である確率と偽である確率だけではなく，真偽の定まらない空値の確率も含めて条
件文の信念強度を評価するといえる。Mercier et al. (2012, 2015) は，素朴弁証法は自己認知
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には用いられやすいが，矛盾に対する評価には適用されにくいと述べている。しかし，本
実験における条件文の解釈の違いは，素朴弁証法が真偽や勝ち負けといった矛盾する事象
の評価に用いられる可能性を示している。
CB では，条件文が二値を取るという解釈に文化差が見られた。文脈に依存しやすい日
本人参加者では，賭けの文脈において，親近性が高い「引き分け」を考慮しやすかったた
め，CB が勝ち・負けの二値のみを取るという解釈が弱くなったと考えられる。
¬A が条件文の真偽や勝ち負けとは無関連という解釈には文化差が見られず，¬A を無関
連と解釈する傾向は，条件付き確率に基づいて推論する西洋で強く見られるという予測は
支持されなかった。また，この項目の平均評定値が「3 = どちらでもない」より大きな値
であることから，参加者は¬A を条件文と無関連と解釈しやすいといえる。¬A 事例は A &
C 事例や A & ¬C 事例と異なり，明確に真偽や勝ち負けが定まらないため，無関連と評価
しやすかったと考えられる。
実験 5-1 とは異なり，IC の確率判断課題で文化差が見られなかった理由について，
Norenzayan et al. (2003) の指摘するように，抽象的な推論では文化による影響が小さかった
と考えられる。実験 5-1 と同様，確率判断課題で最も多い回答は条件付き確率に基づく回
答であることから，文化に関わらず，条件文のデフォルトの解釈は条件付き確率である可
能性が高い。ただし，東洋人は文脈の影響を受けやすいため, ¬A が考慮されやすい CB で
は，¬A を考慮に入れた包括的条件付き確率に基づく反応が多くなると考えられる。
実験 5-2 より，東洋人は文脈の影響を受けやすく，¬A を考慮しやすい文脈では包括的条
件付き確率に基づく反応が増加するといえる。¬A は東洋・西洋ともに空値と判断された
が，条件文の解釈には文化差が見られた。東洋人は条件文の真偽や勝ち負けが分からない
場合があると考えやすく，また，賭けの文脈では親近性の高い「引き分け」の結果を考慮
しやすいことが示された。¬A は東洋・西洋ともに条件文の真偽や勝ち負けとは無関連と
評価されるが，東洋人は真偽や勝ち負けが不明な場合も考慮して条件文を解釈しやすいた
め，¬A を考慮しやすい文脈では全ての事象を考慮して条件文の確率を評価しやすいと考
えられる。
6.4.5

研究 5 総合考察

研究 5 は，Politzer et al. (2010) の東洋人参加者による追試実験を行い，条件推論におい
て文化差が見られることを明らかにした。東洋人参加者は西洋人参加者よりも，条件文の
真偽判断の際に包括的条件付き確率 [P (A → C) = P (A) * P (C|A)] に基づく回答が多く見ら
れ，この傾向は賭けの文脈で顕著であった。一方，真理値表課題のパターンには文化差が
見られず，どちらも de Finetti 表と一致する¬A を空値とする回答が最も多かった。また，
条件文と空値の解釈について，東洋人は条件文の真偽や勝ち負けが不明な場合があると解
釈しやすいことが示された。
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研究５の結果は，東洋・西洋ともに，条件文の解釈が真か偽かの二値判断ではなく，信
念強度に基づいていることを示している。西洋では，抽象的な論理規則の影響が強いこと
が指摘されているが (Nisbett et al., 2001)，本研究では西洋人・東洋人ともに実質含意に基
づく回答が見られなかったことから，条件文の解釈において命題論理の規則は適用されに
くいといえる。西洋では条件付き確率，東洋では条件付き確率と包括的条件付き確率に基
づく反応が多かったことから，条件推論の文化差は，どのような情報をもとに信念強度を
判断するかに現れるといえる。
東洋人参加者においても，西洋人参加者と同様，IC で条件付き確率に基づく回答が最も
多いことから，東洋・西洋ともに基本的な条件文のデフォルトの解釈は条件付き確率であ
ると考えられる。よって，条件文の信念強度を評価する際，デフォルトでは東洋人も¬A
事例を考慮しないといえる。ただし，東洋人は文脈依存的で真偽が定まらない場合がある
と考えやすいため，文脈により¬A の利用可能性が高まると，¬A も含んだ包括的条件付き
確率 P (A → C) = P (A) * P (C|A)により，条件文の信念強度を評価すると考えられる。
直説法的条件文と条件付き賭けとの相似関係は，東洋人参加者では見られず，Politzer et
al. (2010) のフランス人参加者とは異なる結果となった。主観確率が確率の公理系を満たす
ことは賭けの例を用いたダッチブック論証で示されているが，東洋人参加者の IC と CB の
確率判断が異なることは，東洋人が確率の公理系を破っていることを必ずしも意味しな
い。東洋人は IC では真と偽の確率で 1 [P (C|A) + P (¬C|A) = 1]，CB では勝ち，負け，引き
分けの確率で 1 [P (A) * P (C|A) + P (A) * P (¬C|A) + P (¬A) = 1] というように，文脈によっ
て真偽や，勝ち負けの際に考慮する事例を変えているが，全事象 S の生起確率は 1 とする
確率の公理系はどちらの文脈でも満たしている。ただし，Ramsey と de Finetti が主張す
る，ある行為にどのくらい賭けるかから条件文の信念強度を測定する方法は，文脈の影響
を受けやすい東洋人では成り立たない可能性がある。
抽象的な IC よりも，具体的な CB で包括的条件付き確率に基づく判断が多かったことか
ら，¬A を考慮しやすい具体的な内容の推論では，東洋人はより包括的条件付き確率に基
づく判断をしやすいと考えられる。研究 6 では具体的な因果条件文を用いて，条件推論に
おける文化差を検討する。

6.5

研究 6: 因果条件推論の文化差の検討

研究 6 では，具体的な因果条件文を用いた推論においても文化差が見られ，包括的条件
確率のモデルが東洋における因果条件文の解釈に当てはまるかを検討する。
因果条件文は「もし CO2 の排出量が増えれば，平均気温が高くなる」というように，因
果関係を記述する際に用いられる。Over et al. (2007) は，こうした因果条件文の確率判断
も条件付き確率に従うことを示した。仮定思考理論によれば，
「もし CO2 の排出量が増え

れば，平均気温が高くなる」という因果条件文の真偽は，「CO2 の排出量が増えた」と仮定
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した時に「気温が高くなるか」の条件付き確率 P (C|A) によって判断される。 Over et al.
(2007) の実験では，参加者に様々な因果条件文を提示し，それぞれの条件文において，条
件文が真または偽である確率と，A & C, A & ¬C, ¬A & C, ¬A & ¬C の各事例が生じる確率
を合計 100%になるように見積もるよう求めた。その後，各事例が生じる確率から条件付
き確率，連言確率，実質含意の確率，ΔP のそれぞれの確率を求めた。例えば，
「もし CO2

の排出量が増えれば，平均気温が高くなる」という条件文について，A & C (CO2 の排出量
が増えれて，平均気温が高くなる) の確率を 20%，A & ¬C (CO2 の排出量が増えれて，平
均気温が高くならない) の確率を 40%と見積もれば，条件付き確率は P (C|A) = P (A & C) /
[P (A & C) + P (A & ¬C)] = .20 / (.20 + .40) = .33 となる。こうして求めた各モデルの確率と
条件文の真・偽確率について相関分析を行ったところ，条件付き確率が最も相関係数が高
く (r = .89)，次いで連言確率 (r = .74)，ΔP 規則 (r = .72)，実質含意 (r = .65) という結果
であった。この結果は，仮定思考理論の主張する P (A → C) = P (C|A) というモデルが，
因果条件文にも良く当てはまることを示している。
一方，因果推論の文化差の研究や研究 5 の結果からは，東洋人の因果条件推論では，包
括的条件付き確率モデルの当てはまりが条件付き確率よりも良いことが予測される。因果
推論の文化差の研究は，包括的思考の文化では因果関係をより広範に捉えることを示して
いる (Kim et al., 2007; Maddux & Yuki, 2006)。また，東洋人は文脈に依存しやすく，賭けの
文脈などで¬A 事例（引き分け）の親近性が高まると，¬A を推論の際に考慮しやすくな
る。具体的な内容の因果条件推論では，抽象的な条件推論よりも¬A を考慮しやすいと考
えられ，¬A の確率も含んだ包括的条件付き確率 P (A → C) = P (A) * P (C|A) の当てはまり
が良くなるといえる。包括的条件付き確率モデルに基づけば，東洋人が因果条件文（例：

もし CO2 の排出量が増えれば，平均気温が高くなる）について推論する際，前件である
CO2 の排出量が増えるかどうか P (A) を考慮した上で，CO2 の排出量が増えた時に気温が
高くなるか P (C|A) から，条件文の真偽を判断することが予測される。
6.5.1

実験 6: 因果条件推論における条件付き確率モデルと包括的条件付き確率
モデルの比較

実験 6 では Over et al. (2007) の実験手続きを参考にし，条件推論の文化差が因果条件推
論においても見られるかを検討する。Over et al. (2007) では，モデルの当てはまりの評価
に相関分析を用いていたが，彼らの研究では参加者や因果条件文の内容を区別せずに分析
を行っており，また，モデル同士の当てはまりの良さの比較も直接的に行われていない。
本研究では，ベイズ混合効果モデルによる分析を用いて，参加者による効果，条件文の内
容による効果を取り除いた上で，因果条件文の真偽の確率判断において，西洋人では条件
付き確率 P (C|A)，東洋人では包括的条件付き確率に基づくモデル P (A) * P (C|A) = P (A &
C) の当てはまりが良くなるかを比較する。
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方法
参加者

参加者募集はクラウドソーシングサービス (Crowd Works: https://crowdworks.jp/; Crowd
Flower: https://www.crowdflower.com/) を用いて行い，参加の報酬としてアメリカ人には 1
ドル，日本人には 100 円を支払った。募集した参加者数は，アメリカ，日本ともに 100 名
であった。参加者のうち，回答に不備がなかったアジア系以外のアメリカ人 50 名 (女性
24 名，男性 26 名, MAge = 33.9, SDAge = 11.3) ，日本人 54 名 (女性 32 名，男性 22 名, MAge =
38.3, SDAge = 12.0) のデータについて分析を行った。
材料

因果条件文は Over et al. (2007) で用いられた因果条件文をもとに作成した (Appendix
5)。条件文の英文・和文の内容について，バイリンガル話者によるチェックを行い， 16
種類の因果条件文を実験刺激として用いた（e.g.,もし CO2 の排出量が増えれば，平均気温

が高くなる）。参加者には，これらのうち 8 種類の条件文と, その条件文に関する真偽の確
率判断課題と事象の生起確率判断課題に回答するよう教示した。
真偽の確率判断：因果条件文が真・偽である確率を，それぞれ判断するように求めた。
事象の生起確率判断課題：A & C (例：CO2 の排出量が増え，かつ，平均気温が高くな

る) と A & ¬C (例：CO2 の排出量が増え，かつ，平均気温が高くならない) がそれぞれ生
じる確率を判断するよう求めた。
手続き

実験はオンライン調査サイトの Survey Monkey (https://jp.surveymonkey.com/) を用いて行
われた。参加者は 8 種類の条件文について，真偽の確率と事象の確率判断課題に回答し
た。条件文の提示順は参加者間でカウンターバランスを行なった。
結果
A & C と A & ¬C 事例の生起確率判断課題の結果をもとに, 各参加者の各条件文に対する
条件付き確率 P (C|A)と包括的条件付き確率 P (A) * P (C|A) を以下の式から求めた。

+(J|-) =

+ (- & J)
[+ (- & J) + + (- & ¬J)]

+(-) × +(J|-) = +(- & J)
条件文が真であるという判断について, 条件付き確率と包括的条件付き確率のモデルの
当てはまりの良さに文化差があるかを検討するため，アメリカ人, 日本人それぞれにおい
てベイズ混合効果モデルによる分析を行い，各モデルの Bayes Factor (BF) の比較を行なっ
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た。分析には R (R Core Team, 2015)の Bayes Factor Package (Morey, Rouder, & Larkin, 2015)
を用いた。従属変数を条件文が真である確率，説明変数を条件付き確率 [P (C|A)] と包括
的条件付き確率 [P (A) * P (C|A)] とし，ランダム切片を参加者，条件文の種類として分析
を行った。また，BF を求める際の基準となるモデルを，参加者と条件文の種類のランダ
ム切片のみのモデルとした。また Over et al. (2007)と同様，条件文が真である確率と条件付
き確率，または包括的条件付き確率の相関係数を求めた。Table 6.12 は条件付き確率, 包括
的条件付き確率モデルの各国籍における BF と相関係数である。
BF の解釈は Kass & Raftery (1995) の基準に従い，モデル 1 のモデル 2 に対する BF の比
(BF1, 2= BF1/BF2) が 20 以上であれば，モデル 1 はモデル 2 よりもデータが支持する程度が
高いとする。アメリカでは条件付き確率の方が包括的条件付き確率よりもモデルの当ては
まりが良く BF P (q|p), P (p) * P (q|p)= 381.76, 日本では条件付き確率と包括的条件付き確率のモデ
ルの当てはまりの良さに差が見られなかった BF P (p) * P (q|p),

P (q|p)

= 10.67。

Table 6.12
条件付き確率, 包括的条件付き確率モデルの BF と
モデルによる予測値と条件文の確率判断の相関係数

国籍

固定効果

アメリカ

条件付き確率 P(C|A)

日本

BF

r
20

.662 ***

包括的条件付き確率
1.59 * 1018
P(A) * P(C|A)

.664 ***

条件付き確率

3.48 * 1056

.717 ***

包括的条件付き確率

3.71 * 1057

.704 ***

6.07 * 10

Note. All models are compared against the denominator model with only the random intercept for
participants and items model.
考察
実験 6 の結果，因果条件推論においても文化差が見られ，東洋人では条件付き確率と，
包括的条件付き確率モデルの当てはまりに差がないことが示された。一方，アメリカ人参
加者では条件付き確率モデルの当てはまりが包括的条件付き確率よりも良く，Over et al.
(2007) による仮定思考理論の主張を支持する結果となった。包括的条件付き確率は A 事例
だけではなく¬A の生起確率も考慮したモデルであり，東洋人は西洋人よりも因果関係を
より広範に捉えるという因果推論の文化差の研究の知見は (Kim et al., 2007; Maddux &
Yuki, 2006)，因果条件推論においても当てはまるといえる。
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日本人参加者において，二つのモデルの当てはまりの良さに差が見られなかったこと
は，条件付き確率は条件文の基礎的な解釈であり，日本人参加者が¬A を考慮して条件文
を解釈するかは，因果条件文の内容によって影響された可能性が考えられる。一方，アメ
リカ人参加者は文脈による影響を受けにくいため，因果条件文の内容に関わらず，一貫し
て条件付き確率により信念強度を評価していたといえる。
本実験では，A & C の確率を包括的条件付き確率としているため，参加者の解釈が連言
か包括的条件付き確率かの区別が困難であるという問題点がある。ただし，連言確率も¬A
の頻度を反映しており，東洋人は西洋人と異なり¬A を考慮して条件文を解釈しやすいと
いえる。

6.6

第6章

総合考察

本章では，Nisbett らによる思考システムの文化差の知見をもとに (Nisbett, 2003; Nisbett
et al., 2001)，条件推論における西洋と東洋の文化差を検討した。東洋人は全体に注意を向
け，因果関係をより広範に捉えやすいことから，東洋人の条件文の解釈について，条件付
き確率モデルを拡張した包括的条件付き確率モデル [P (A → C) = P (A) * P (C|A)] を提唱
し，その検証を行った。確率的アプローチの主張では，¬A は条件文とは無関連な事例で
あり真偽判断の際に考慮されないが，包括的条件付き確率は，¬A は真でも偽でもないが
条件文と関連する事例とし，推論の際に考慮に入れられるとするモデルである。
条件推論の実験に先立ち，研究 4 では，全体と要素の処理に文化差と表記習慣が与える
影響について住所表記を用いたプライミング課題により検討し，表記習慣と文化の双方が
顕在的な過程に影響を与えることを示した。研究 5 では Politzer et al. (2010) の追試を行
い，条件推論において文化差が見られ，東洋人は包括的条件付き確率に基づく反応が西洋
人よりも多いことを明らかにした。研究 6 では研究 5 で見られた条件推論の文化差が因果
条件推論においても示されることを明らかにした。
本研究ではこれまで明らかにされてこなかった条件推論の文化差を示し，東洋人は条件
文の真偽の確率を判断する際に，西洋人よりも¬A 事例を考慮に入れやすいことを示し
た。これは，東洋人の全体を注意し因果関係を広く取る傾向や，中庸を重んじる傾向を反
映していると考えられる。
一方で，文化に共通して，条件文のデフォルトの解釈が条件付き確率 P (A → C) = P
(C|A) である可能性が示された。東洋人・西洋人ともに IC では条件付き確率に基づく判断
が最も多かったことから，確率的アプローチが主張するように，A を仮定した場合の C の
信念強度から条件文のもっともらしさを判断する傾向は，文化に共通して見られるといえ
る。ただし，東洋人は文脈の影響を受けやすいため，¬A の利用可能性が高い文脈では，
¬A も含んだ全体を考慮して，条件文の信念強度を評価するといえる。
東洋人における¬A を含んだ信念強度の判断が，直感的か熟慮的かは本研究の結果から
132

は明らかにできない。ただし，Buchtel & Norenzayan (2009) は，東洋人が意識的・熟慮的
に全体的な処理方略を用いやすいことを指摘している。また，研究 4 において文脈手掛か
りの利用の文化差は，顕在的なプライミング課題でのみ見られている。¬A を含んだ信念
強度の判断は，条件付き確率よりも計算のステップ数が多いため，東洋人は文脈に応じ
て，意識的にデフォルトの条件付き確率か，¬A も含んだ包括的条件付き確率かを使い分
けている可能性が考えられる。
本章では，条件文の解釈に文化差が見られることを示した。条件文は予測や仮定，科学
的思考，反実仮想など，様々な可能性を表す際に日常的に用いられている。本研究の結果
は，こうした日常的な思考において，文化間で前提となる命題の解釈が異なり，さらに，
どのような情報をもとに真偽や可能性を評価するかが異なる可能性を示している。
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第７章 結論
本章では本研究の背景，目的と，研究 1 から 6 の結果をまとめ，本研究で得られた知見
の推論研究における意義と，研究の展望を述べる。

7.1

本研究の背景と目的

本研究の目的は，条件文のデフォルトの解釈を明らかにし，人が日常生活において条件
文をどのように理解し，どのように条件文の真偽を判断しているかを検討することであ
る。推論理論の多くは，条件文の核となる意味やデフォルトの解釈を定め，そうした条件
文の解釈をもとに人がどのように条件推論を行うかを説明している。一方で，条件推論研
究の多くは，人がどのように推論を行うかに焦点を当てており，条件文の意味をどのよう
に解釈しているかを検討した研究は少ないことが指摘されている (Goodwin, 2014)。条件文
のデフォルトの解釈を明らかにすることは，推論理論の妥当性を検討する上で重要であ
り，また，デフォルトの解釈が定まれば，人が条件文をどのように理解し，どのような情
報を用いて条件文の真偽を判断するかを明らかにすることが可能になる。
条件推論に関する理論として，本研究では主に命題論理に基づく理論であるメンタルモ
デル説 (Johnson-Laird & Byrne, 2002) と，主観確率に基づく理論であるベイズ的合理性モ
デル (Oaksford & Chater, 2007) ，仮定思考理論 ( Evans & Over, 2004) をとり上げた。
第 2 章では，命題論理に基づく推論理論の解説と，メンタルモデル説 (Johnson-Laird &
Byrne, 2002) による条件文のデフォルトの解釈の説明を行った。命題論理は，命題は真か
偽かの二値をとりその中間がないとする論理体系であり，命題論理における条件文は実質
含意として定義される。命題論理に基づく推論理論は，人は論理的な規範と一致する推論
規則の利用や，論理的な真偽と対応する命題の表象を構築することが可能であり，そうし
た論理的規則や表象に基づいて推論を行うとしている。メンタルモデル説における条件文
の完全なメンタルモデルは実質含意と一致し，条件文 A → C は A が C の十分条件だが，
A が C の必要条件ではないことを意味している。命題論理に基づく心理学研究は，人の推
論が論理的規範から逸脱する例を多数示しており，こうした逸脱を推論者の認知的努力や
認知容量の不足から説明している。例えば，真理値表課題において¬A 事例を真偽不明と
する回答は，条件文 A → C の初期モデルである，連言「A C」モデルをもとに回答したこ
とを反映したとされる (Johnson-Laird & Tagart, 1969)。メンタルモデル説に基づけば，条件
文の核となる意味は実質含意であり，認知負荷の少ない条件文のデフォルトの解釈は連言
となる。
第３章では，確率論の主観説と主観確率に基づく推論理論である，ベイズ的合理性モデ
ル(Oaksford & Chater, 2001) と仮定思考理論 (Evans & Over, 2004) の解説を行い，理論的背
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景を踏まえ本研究の目的を説明した。確率的アプローチは，推論は主観的確率である信念
強度に基づいて命題の真偽を判断し，信念強度を更新するために情報を利用する過程であ
るとしている。条件文 A → C のデフォルトの解釈は，A を仮定した場合の C の条件付き確
率, P (C|A), であり，条件文の真理値は¬A の場合に空値となる三値をとる。期待情報獲得
モデルによれば (Oaksford & Chater, 1994, 1996)，Wason 選択課題で非論理的とされている
A と C カードの選択は，期待情報獲得量の最も大きいカードを選択するという合理的な思
考を反映している。また，条件文の真理値表課題において¬A 事例を真偽不明とする回答
は，条件文を条件付き確率として解釈し，¬A を真偽とは無関連な事例とみなした結果だ
といえる (Politzer et al., 2010)。
本研究では確率的アプローチをもとに，条件文のデフォルトの解釈が条件付き確率であ
り，この解釈に基づいて条件文の真偽を判断しているかを検討した。確率的アプローチを
採用した理由は，命題論理に基づく理論では非論理的とされた回答が確率的な解釈を反映
している可能性があり，また，認知負荷をかけた状態であっても，確率的な情報を用いた
推論が行われているためである (Markovits et al., 2013, 2015; Verschueren & Schaeken,
2005)。第４章から第６章では，条件文のデフォルトの解釈が条件付き確率かを検討するた
めの実証研究を行なった。

7.2

研究結果の総括

本研究では，6 つの研究を行い，そのうち研究 1，2，5，6 では条件文の解釈に関して検
討を行った。研究 3 は研究 2 で示された直感的過程での規範の適用がモラルジレンマ判断
課題においても見られるかを検討し，研究 4 では条件推論の文化差の検討に先立ち，認知
の文脈依存性の文化差について検討を行った。本節では，各研究からどのような知見が得
られたかの総括を行う。
第４章の研究 1 では，メンタルモデル説で重視されている条件関係と反例が条件推論に
与える影響を，確率的アプローチである Wason 選択課題の期待情報獲得モデル (Oaksford
& Chater, 1994, 1996) で説明可能かを検討し，確率的アプローチが適用範囲の広い理論で
あることを示した。反例が条件文に与える影響について，反例となる事例の探索が必要な
Wason 選択課題では，反例が少なく A が C の十分条件と解釈される条件文ほど A & ¬C の
選択が多いことが示されており (Ahn & Graham, 1999)，反例の探索が容易なほど選択課題
のパフォーマンスが向上するというメンタルモデル説の知見と矛盾する。一方，期待情報
獲得モデルに基づけば，生起頻度が小さい事例ほど期待情報獲得量が大きくなることか
ら，反例が少なく A が C の十分条件と解釈される条件文ほど A & ¬C の選択が多いことが
説明可能である。実験では Wason 選択課題と条件関係の評定を求め，選択課題で A と ¬C
カードを選択した参加者は，A が C の十分条件，C が A の必要条件と解釈していることを
示した。条件関係が強く，反例 A & ¬C が少ないほど A & ¬C カードを選択しやすいこと
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から，期待情報獲得モデルの希少仮説に基づく予測が支持されたといえ，条件関係と反例
が条件推論に及ぼす影響を，確率的アプローチから整合的に説明できることが示された。
また，研究 1 では義務論的な条件文を用いており，義務論的推論のパフォーマンスが領域
固有説ではなく，確率といった領域普遍的な要因で説明できることを明らかにした。
第 5 章の研究 2 では，条件文のデフォルトの解釈が条件付き確率かを，直感的論理 (De
Neys, 2012, 2017; Morsanyi & Handley, 2012) の実験パラダイムを用いて検討した。直感的な
過程での条件推論については，確率的な情報の利用が直感的に行われるとする知見
(Markovits et al., 2013; Oaksford & Chater, 2010) と，条件付き確率に基づく判断は認知負荷
が高い (Evans et al., 2007) という知見がある。研究 2 では，命題と事例の組合せの好意度
評定を行い，好意度評定のパターンが連言，実質含意，条件付き確率，マッチングバイア
スのどのモデルにより予測できるかを分析した。その結果，直感的な条件文の真理値の好
意度評定のパターンは条件付き確率（de Finetti 表）に基づくモデルで最も良く予測される
ことが示された。このことから，条件付き確率に基づく条件文の解釈は，直感的に生じる
デフォルトの解釈であると考えられる。また，実験 2-1 の結果は，条件文の反応パターン
が連言とは異なることを示しており，条件文の初期表象が連言と同じとするメンタルモデ
ル説の予測とは異なる結果となった (Johnson-Laird & Byrne, 2002)。直感的な過程で真・
偽・空の三値に基づく反応をしていたことは，直感的な命題の解釈が命題論理のような真
か偽かの二値ではなく，真でも偽でもない不確実な状態を含んでいることを示しており，
人の条件推論のモデルとして命題論理よりも，不確実性を含んだ確率的アプローチが適し
ているといえる。
第５章の研究 3 では，直感的過程での論理や規範に基づく反応が，モラルジレンマ判断
でも生じるかを身体性認知の実験パラダイムによって検討した。研究 3 では，モラルジレ
ンマ判断において，冷たさの知覚が共感性を低下させ功利的判断を促進するが，反応時間
は増大させないことを示した。モラル判断の二重過程理論では，直感的・感情的な過程で
生じる義務論的判断に比べ，功利的反応は計算が必要であり熟慮的で時間を要するとされ
ている (Greene et al., 2008) が，本研究の結果は直感的な規範や計算がモラルジレンマ判断
においても生じるという (Białek & De Neys, 2016) の知見を支持するものであった。第５
章の研究 2，3 は，思考や意思決定において，初期値-干渉モデル (Evans, 2003) のように，
ヒューリスティック反応を生じさせるシステムと，アナリティック反応を生じさせるシス
テムがシリアルにはたらくのではなく，直感的論理モデル (De Neys, 2012, 2017) のよう
に，直感的過程でヒューリスティックと規範がパラレルにはたらく可能性を示している。
また，こうした直感的過程でのヒューリスティックと規範の競合検知には，論理的勘とい
った感覚的・身体的な反応が関わると考えられる。
第 6 章の研究 4 では，条件推論の文化差研究に先立ち，処理の文脈依存性に文化と表記
習慣がどのように影響するかを，住所表記を用いたプライミング課題により検討した。ア
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メリカ，日本，マレーシアの参加者を対象に実験を行なった結果，顕在的な SOA700ms の
プライミング課題でのみ，文化と表記習慣の影響が見られた。東洋人は全体から要素への
認知を行いやすい傾向が指摘されており (Kitayama et al., 2003)，マレーシア人では住所表
記（市名から州名）の習慣とは異なっていても，全体から要素（州名から市名）のプライ
ミングで促進効果が見られた。顕在的な課題でのみ文化差が見られたことは，参加者が意
識的にプライムを文脈手掛かりとしてターゲットを予測していたことを示唆している。認
知の文化差と二重過程について，二重過程理論 (Evans, 2003) では，包括的で文脈に依存
した推論は直感的な過程で生じ，規範的で文脈から独立した推論は熟慮的過程で生じると
されている。一方，Buchtel & Norenzayan (2009) は熟慮的な過程で用いられる方略は，文
化内での経験や学習によって獲得されるとし，東洋人が包括的な方略を用いて判断や意思
決定を行いやすいとしている。研究 4 では地名かどうかを判断する意味的判断課題を用い
ていることから，意味判断といった比較的高次の認知課題では，文化差の影響は意識的な
方略の利用に現れる可能性が示唆された。
第 6 章の研究 5 と研究 6 では，条件文の解釈の文化差を検討し，新たに提唱した包括的
条件付き確率モデル P (A → C) =P (A) * P (C|A) により，東洋人参加者の条件文の解釈が説
明できるかを検討した。包括的条件付き確率モデルは，条件文 A → C の解釈を，全体の中
で「A が生じるか」を考慮し，その上で「A の場合に C か」を考慮するというモデルであ
る。条件付き確率モデルは「A の場合に C か」という「A の場合」のみに焦点を当ててい
るのに対し，包括的条件付き確率モデルは全事象をもとに条件文の主観的確率を判断して
いる。このモデルは，東洋人が文脈依存的で全体的認知を行いやすく，素朴弁証法を用い
て思考し，因果関係をより広範に捉えやすいという特徴を反映させている。
研究 5 では Politzer et al. (2010) を追試し，条件文や空値の解釈に文化差が見られるか
を，西洋人（フランス人，アメリカ人）と東洋人（中国人，日本人）参加者により検討し
た。また，直説法的条件文と条件付き賭けとの相似関係が Politzer et al. (2010) と同様，東
洋人参加者でも示されるかを併せて検討した。参加者には条件文の確率判断課題と，¬A
事例の真理値判断課題，条件文や空値の評価課題に回答するよう求めた。研究 5 の結果か
ら，東洋人は西洋人よりも賭けの文脈で包括的条件付き確率に基づく反応を示しやすく，
条件文の真偽や勝ち負けが定まらないと判断しやすかった。一方，文化に関わらず，直説
法的条件文では条件付き確率に基づく回答が多く，¬A 事例を空値と判断していた。この
ことから，文化に関わらず，直説法的条件文のデフォルトの解釈は条件付き確率であると
考えられる。東洋の参加者は真偽が分からない場合があると考えやすく，また文脈の影響
を受けやすいため，¬A 事例の利用可能性が高くなる賭けの文脈では，¬A も含めた全事例
を考慮する包括的条件付き確率に基づき判断しやすくなるといえる。
研究 6 では，因果条件文の解釈においても文化差が見られるかを，Over et al. (2007) の
実験パラダイムを用いて，アメリカ人と日本人参加者を対象に実験を行なった。参加者に
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は因果条件文が真または偽である確率と，A & C，A & ¬C 事例が生じる確率を回答するよ
う求め，条件文が真である確率が，条件付き確率，包括的条件付き確率のどちらでより予
測可能かを検討した。モデル比較の結果，アメリカ人では条件付き確率に基づくモデルの
当てはまりが良く，日本人では両モデルで当てはまりの良さに差が見られなかった。東洋
人は因果条件文の内容や文脈によって，¬A 事例を考慮に入れるか入れないかを判断して
おり，二種類の条件文の解釈を使い分けている可能性が考えられる。西洋，東洋の参加者
とも，条件付き確率によるモデルの当てはまりが良かったことは，因果条件文においても
条件付き確率による条件文の解釈がデフォルトである可能性を示している。また，Buchtel
& Norenzayan (2009) は東洋人が熟慮的な過程で包括的な方略を用いて判断を行いやすいと
しており，研究 4 でも意識的な方略の利用に文化差が見られたことから，東洋人が P (A)
を考慮する包括的条件付き確率, P (A → C) =P (A) * P (C|A), を用いて条件文の真偽を判断
するかは意識的な方略の可能性がある。
7.2.1 条件文の解釈と真偽判断過程のモデル
本研究は，条件文のデフォルトの解釈を明らかにし，人が条件文をどのように理解し，
そこからどのように条件文の真偽を判断しているかを検討することを目的としている。条
件文の解釈について，研究結果から明らかになった知見は以下のとおりである。第一に，
条件文の解釈のモデルとして，確率的アプローチは命題論理に基づくアプローチよりも当
てはまりが良く，条件文の解釈や推論パフォーマンスを整合的に説明できる。第二に，条
件文 A → C のデフォルトの解釈は「A を仮定した場合の C」という条件付き確率であり，
直感的な真偽の判断は条件付き確率に基づく解釈と一致する。第三に，文化に関わらず条
件文は条件付き確率と解釈されるが，東洋人は文脈や条件文の内容により¬A 事例の利用
可能性が高まると，全事象を考慮した包括的条件付き確率 P (A → C) =P (A) * P (C|A) によ
って条件文を解釈する。以上の知見を踏まえて，条件文の解釈と条件文の真偽判断過程
を，Figure 7.1 のモデルに示した。
本モデルは，二重過程理論における直感的論理に基づき (De Neys, 2012, 2017)，直感的
過程でヒューリスティックと規範に基づく反応が生じると仮定している。従来の二重過程
理論である初期値-干渉モデルでは (e.g., Evans, 2003)，条件推論の直感的過程でマッチング
バイアスといったヒューリスティック反応や内容効果が生じ，熟慮的過程でヒューリステ
ィック反応を抑制し，規範に基づいた反応が生じるとしている。また，直感的な条件文の
解釈について，個人差研究 (Evans et al., 2007) や発達研究 (Barrouillet & Bauffroy, 2015)
は，条件付き確率に基づく解釈は認知負荷が高く，熟慮的な思考が必要だとしている。し
かし，研究 2 と研究 3 は直感的過程においてヒューリスティック反応だけではなく，規範
に基づく反応が生じること，および，条件文の直感的な解釈が条件付き確率と等しいこと
を明らかにした。本モデルは，これらの結果を反映させたものである。
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Figure 7.1. 条件文の解釈と条件文の真偽判断過程のモデル
研究 2 において，条件文の理解の直感的過程で条件付き確率に基づく反応が生じたこと
から，推論者が直感的に条件文を「A を仮定した場合の C, P (C|A)」と解釈していることが
明らかになった。よって，直感的論理における条件文の真理値は，A & C を真，A & ¬C を
偽，¬A 事例を空となる de Finetti 表と等しくなり，直感的に A & C と A & ¬C 事例から条
件文の信念強度を評価しているといえる。また，研究 2 ではマッチングに基づく反応も見
られたことから，条件文の理解過程の直感的ヒューリスティックでは，条件文の表層的な
特徴に基づく連言解釈やマッチング反応や，内容，文脈，長期記憶からの知識に基づく情
報の重み付けが生じると考えられる (Oaksford & Chater, 2010)。直感的過程で生じた反応は
熟慮的過程で精査され，A を仮定した場合に生じる様々な可能性を意識的に考慮し，条件
文の信念強度を確定する Ramsey テストが行われる(Oaksford & Chater, 2010)。
本モデルにおいて，文化の影響は直感的過程ではなく，熟慮的過程で現れるとした。東
洋人参加者を対象に直感的な条件文の理解を検討した研究 2 は，直感的な真理値の解釈が
de Finetti 表と等しいことを示しており，また，研究 5 において，抽象的な直説法的条件文
を用いた課題では，文化に関わらず条件文の解釈が条件付き確率であることが示されてい
る。よって，東洋・西洋ともに直感的な過程での基礎的な条件文の理解は条件付き確率と
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等しいと考えられる。研究 4 の結果や東洋人が熟慮的な過程で包括的な方略を用いて判断
を行いやすいという知見は (Buchtel & Norenzayan, 2009), 意図的な方略の利用に文化差が
現れる可能性を示唆しており，熟慮的な過程で文化差が影響すると予測される。研究 5 と
6 の結果から，内容や文脈により¬A 事例の利用可能性が高まった場合，東洋人参加者は，
全事象を考慮した包括的条件付き確率 P (A → C) =P (A) * P (C|A)をもとに，条件文の信念
強度を評価するといえる。
推論の dual source model (Klauer et al., 2010; Singmann et al., 2016) や dual strategy model
(Markovits et al., 2013, 2015; Markovits, Brisson, & de Chantak, 2017; Verschueren et al., 2005)
は，直感的な過程では知識や頻度・確率に基づいた情報が用いられ，熟慮的な過程では推
論の形式や反例に基づいた情報が用いられるとしている。Klauer et al. (2010) は推論規則の
妥当性を強調した場合，論理形式に基づく反応が増えたとし，また，Markovits et al. (2013,
2015) は反例の数が多い条件文では推論を妥当ではないと評価しやすいことを示した。こ
うした知見に基づくと，論理的規則や反例を強調した教示や材料を用いた場合，熟慮的過
程でこれらの情報を用いて条件文の真偽を判断する可能性が考えられる。

7.3

本研究の意義

条件推論研究では，命題論理に基づく理論と主観確率に基づく理論の間で，20 年以上に
わたり議論が行われている。条件文のデフォルトの解釈を明らかにすることは，推論理論
が前提としている条件文のモデルの妥当性を検討することであり，推論の理論を検討する
際に重要な意義を持つといえる。本研究で得られた結果は確率的アプローチを支持してお
り，日常的な条件文のデフォルトの解釈が条件付き確率であり，また，文化に関わらず直
説法的条件文は条件付き確率として解釈されることを示した。
本研究の学術的意義の一つは，直感的論理という新しい二重過程理論の枠組みから，確
率的アプローチの妥当性を示したことである。確率的アプローチでは，条件文のデフォル
トの解釈が条件付き確率であると主張されているが，発達研究や個人差研究では条件付き
確率に基づく反応は認知負荷が高いことを示していた (Barrouillet & Gauffroy, 2015; Evans
et al., 2007)。こうした矛盾は，初期値 - 干渉モデル (Evans, 2003) のような従来の二重過
程理論では説明が困難であった。本研究では，直感的過程でヒューリスティック反応だけ
ではなく規範的な反応も自動的に活性化するという，直感的論理モデル (De Neys, 2012,
2017) を適用することで，直感的な過程でマッチングヒューリスティックによるバイアス
だけではなく，条件付き確率に基づく反応も生じることを示し，デフォルトである条件付
き確率に基づく解釈が直感的に行われることを明らかにした。推論理論の多くは，二重過
程理論に基づき，バイアスや内容効果などの直感的過程で生じる反応と，論理的規範の適
用や反証といった熟慮的過程で生じる反応を区別している。しかし，推論研究の多くは顕
在的な課題を用いて行われており，直感的な過程での推論や命題の解釈は不明な点が多
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い。本研究により，直感的な条件文の解釈を明らかにしたことは，直感的な過程で人がど
のように条件文を解釈し，推論を行うかを予測する上で，重要な知見を提供したといえ
る。
本研究のもう一つの意義は，文化差を検討することで，条件付き確率に基づく条件文の
解釈が文化普遍的に見られることを示した点である。推論規則の文化普遍性について，
Braine & O’Brien (1991, 1998) は，and, or, if といった論理結合子に相当する接続詞がほぼ全
ての言語において見られることから，全ての人は生得的に基礎的な推論規則についてのメ
ンタルロジックを持つと主張している。本研究の結果は，
「規則」ではなく「確率」を支
持していたが，全ての人にとって条件文 if A then C は「A と仮定した場合の C」を表して
いる可能性がある。命題論理の体系は古代ギリシアにまとめられ，西洋人の認知における
矛盾のない態度や規則の適用と関連し (Spencer-Rodgers et al., 2010)，また，西洋人はより
規範に基づく推論を志向することが指摘されている (Heine & Norenzayan, 2010)。こうした
点からは，西洋人はより規則的で不確実性の少ない命題論理に従った推論を行うことが予
測される。一方，確率は不確実性の体系であり，確率的アプローチは包括的で不確実性に
寛容な東洋の思考スタイルと親和性が高いと予測できる。しかし，研究 5 の結果は西洋人
も東洋人と同様，条件付き確率に基づく判断を行なうことを示していた。分析的思考は
WEIRD サンプルに偏っているが，包括的思考は世界の様々な地域に見られる思考スタイ
ルであることが指摘されており (Varnum et al., 2010)，不確実さを含んだ確率的な条件文の
解釈は，全ての人に共通のデフォルトの解釈であることが考えられる。

7.4

展望

本研究では条件文のデフォルトの解釈が条件付き確率であり，条件推論は「A を仮定し
た時の C」の信念強度を評価する過程であることを示した。本研究で明らかにできなかっ
た問題として，全ての条件推論は確率的であり論理的ではないのかという問題と，条件付
き確率に基づく解釈がどのように獲得されたのかという問題があげられる。
7.4.1

確率と論理

本研究で明らかにできなかった第一の点として，全ての条件推論は確率的かという問題
がある。確率説に基づけば，推論は主観確率である信念強度を評価し，更新する過程であ
る。推論の体系では，確率推論といった結論が不確実な推論は帰納推論 (inductive
reasoning) に分類される。帰納推論とは，例えば「ライオンにはキバがある」
「ヒョウには
キバがある」
「ジャガーにはキバがある」といった前提から，
「全てのネコ科の動物にはキ
バがある」という結論を導く推論である。演繹推論と異なり，帰納推論では結論は必ず真
とはいえない。それでは，条件文の真偽を主観確率から判断する条件推論は，帰納推論と
いえるだろうか。
141

演繹推論の確率的アプローチは，推論は不確実さを含んでいるが，帰納推論とは区別さ
れるとしている (Evans & Over, 2013; Oaksford, 2015)。Evans & Over (2013) は，帰納推論で
は結論は常に前提よりも不確実であるが，条件推論は不確実さを低減させる過程であると
し，不確実さの増減という点で両者を区別している。Goel & Dolan (2004) は演繹推論と帰
納推論の脳画像研究を行い，演繹推論では左半球の下前頭回がより活動し，帰納推論では
左半球の中前頭回の活動がより多いことを示した。彼らは，演繹推論における左下前頭回
の活動は言語，ワーキングメモリ，統語的処理を反映し，帰納推論における左中前頭回の
活動は帰納推論に必要な一般知識の利用を反映すると考察している。Oaksford (2015) は，
条件推論も帰納推論も確率的であるが，条件推論では前提の構造が決まっているが，帰納
推論では前提の構造が決まっていないという違いがあることを指摘している。条件文の意
味は「A を仮定した場合」であり，条件推論はこの構造に基づいて行われる。そのため，
条件推論といった命題に基づく演繹推論では，統語処理と関連する脳領域の活動が見られ
たと考えられる。
以上のことから，条件推論は確率的だが，前提の構造をもとに結論を導出する演繹推論
とみなすことができる。それでは，条件推論は全て確率的であり，命題論理で主張されて
いる演繹推論の規則や反例は用いられないといえるだろうか。研究 1 では，反例や条件関
係が条件推論課題に及ぼす影響について，メンタルモデルではなく確率的アプローチから
説明可能なことを示したが，確率的アプローチでは説明できない規則や反例の利用例も存
在することが考えられる。
確率的アプローチと命題論理に基づくアプローチを統合した，dual source model (Klauer
et al., 2010; Singmann et al., 2016) や dual strategy model (Markovits et al., 2013, 2015, 2017;
Verschueren et al., 2005) は，確率に基づいた情報は直感的な過程，命題論理に基づいた推
論規則や反例は熟慮的な過程で用いられるとしている。例えば，Verschueren et al. (2005)
は，認知負荷が高い場合は条件付き確率，認知負荷が低い場合は反例を用いて推論の妥当
性を評価することを示している。また，Markovits et al. (2017) は，確率と反例を操作した
論証課題の実験を行い，参加者により確率か反例のどちらを用いて妥当性を評価するかの
違いがあり，推論方略に確率か反例かという個人差があることを示している。
脳画像研究の知見も統合的なアプローチを支持しており，条件推論における確率判断と
妥当性判断では活動する脳部位が異なることを示している。Schwartz, Epinat-Duclos, Léone,
& Prado (2017) は児童を対象に，条件文の論証の確率判断課題（結論がどの程度生じそう
か）と，妥当性判断課題（結論は前提から必然的か）を行い，その際の脳活動を記録し
た。妥当性課題で論理的に妥当な判断をした場合，左前頭野と内側前頭前野の活動が見ら
れた。一方，確率判断課題での判断の違いは右前頭野と両側の頭頂野の活動が見られた。
妥当性判断で見られた，左前頭野と内側前頭前野は成人の演繹推論においても見られる活
動であり，論理的に妥当な判断を行う際のワーキングメモリの活動を反映していると考え
142

られる。確率判断課題における脳活動は，線形関係（例：A は B より大きく，B は C より

大きい…）の推論で活動する領域と重なっており，確率判断では高い確率から低い確率ま
での線形関係を評価している可能性がある。こうした結果から，条件推論には二つの質的
に異なる過程が関わり，妥当か否かといった二値判断にはワーキングメモリが必要な認知
負荷の高い処理が関係すると考えられる。
これらの知見を総合すると，認知負荷の低い条件文のデフォルトの解釈は確率的だが，
熟慮的過程でどのような情報をもとに条件推論を行うかには複数の要因が関連することが
考えられる。一つは課題の欲求であり，確率判断課題では Ramsey テストといった確率的
な評価が行われるが，妥当性や真偽といった二値判断課題では反例や論理的規則が用いら
れやすい可能性がある。第二に，Markovits et al. (2017) が指摘した確率と反例の利用しや
すさの個人差要因がある。論理規則の利用しやすさの個人差は Klauer et al. (2010)も指摘し
ており，論理規則の適用しやすさの個人差を含んだモデルが，条件推論パフォーマンスへ
の適合が最も高いことが示されている。第三に，文化差が熟慮的過程での条件推論に影響
すると考えられる。研究 4 から 6 の結果は，条件推論の文化差が熟慮的な方略の利用の差
として現れる可能性を示しており，文化における学習や教育が，熟慮的方略の差に影響し
ていることが考えられる。本研究では条件文の日常的で直感的なデフォルトの解釈に焦点
を当てていたが，熟慮的な過程で条件文がどのように理解され，どのような情報をもとに
推論を行うかは，今後さらに検討が必要だといえる。
7.4.2

条件付き確率に基づく解釈の獲得

本研究で明らかにできなかった第二の点として，条件文のデフォルトの解釈としての条
件付き確率がどのように獲得されたのかという問題がある。この点について，発達研究と
直感的論理の知見から次の可能性が考えられる。
Barrouillet と Gauffroy らによる条件文の発達研究は，条件文の解釈が，連言，双条件，
条件付き確率と発達的に変化することを示している (Barrouillet & Gauffroy, 2015; Gauffroy
& Barrouillet, 2009)。Gauffroy & Barrouillet (2009) は，ヒューリスティック過程は発達的に
変化しにくく，条件文の初期のメンタルモデルである連言は発達の早期に直感的に構築さ
れ，連言が条件文の直感的な解釈になるとしている。
一方，直感的論理の発達研究は (De Neys & Feremans, 2013, Steegen & De Neys, 2012)，発
達段階が進むにつれて，直観的なヒューリスティックと規範との競合を検知するようにな
ることを示している。小学校 3 年生は基準確率問題でヒューリスティック反応とアナリテ
ィック反応が競合する場合も，競合しない場合も同程度の回答の確信度であったが，小学
校 6 年生になると競合する課題では回答の確信度が低下していた。ただし, 3 年生でも基準
確率を理解していたことから，3 年生の反応は知識不足によるものではなく，モニタリン
グ機能が未発達であり，成人が自動的にできる規範的な知識の活性化とモニタリング
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(Franssens & De Neys, 2009) ができなかったためだといえる。
これらの知見を統合すると，条件文を連言として解釈することは，直感的なヒューリス
ティックであり発達による変化を受けず，成人の条件文の解釈にも影響するといえる。一
方，条件付き確率に基づく解釈は学習により獲得される条件文の解釈の規範であり，モニ
タリング機能が発達するにつれ，自動的に条件付き確率による解釈が活性化し利用できる
ようになると考えられる。今後，条件文のデフォルトの解釈がどのように変化し獲得され
るかを明らかにするには，直感的論理研究で用いられている，直感的ヒューリスティック
と直感的規範の競合検知課題などを用いて，直感的過程での条件文の解釈の発達的変化を
明らかにする必要があるといえる。
7.4.3

条件文と不確実性

本研究では，条件文のデフォルトの解釈が条件付き確率であることを明らかにした。条
件文のデフォルトの意味が「もし A ならば…」という仮説に関する主観確率であること
は，不確実な世界でさまざまな可能性を考え，未来を予測するためには条件文を用いてい
ることの反映だといえる。確率的アプローチは，人の推論が真か偽かの二値論理ではな
く，不確実な状態を含んだ多値論理であることを明らかにしてきた。近年の確率的アプロ
ーチでは，条件文の A や C の真偽が不明な場合の真理値についても検討されており
(Baratgin, Politzer, Over, & Takahashi, 2018)，人が不確実さをどのように捉えているかについ
ての知見が蓄積されている。
本研究によって，日常的で直感的な条件文の解釈は文化を問わず条件付き確率であるこ
とが示された。今後，条件文を用いて熟慮的に推論する過程でどのような規範や方略が用
いられ，文化がどのように影響するか，条件付き確率としての条件文の解釈がどのように
獲得されるかについては，さらなる研究が必要だといえる。
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付録
Appendix 1. Bayesian Mixed Meta-Analysis の全結果
仮定思考理論 (条件付き確率モデル)の log BF
Suppositional Interpretation
Fixed Effects
none
Suppositional
Matching
Suppositional + Matching
Suppositional*Matching
none
Suppositional
Matching
Suppositional + Matching
Suppositional*Matching
none
Suppositional
Matching
Suppositional + Matching
Suppositional*Matching
none
Suppositional
Matching
Suppositional + Matching
Suppositional*Matching
none
Suppositional
Matching
Suppositional + Matching
Suppositional*Matching

Random Slopes
Intercept only
Intercept only
Intercept only
Intercept only
Intercept only
Suppositional
Suppositional
Suppositional
Suppositional
Suppositional
Matching
Matching
Matching
Matching
Matching
Suppositional + Matching
Suppositional + Matching
Suppositional + Matching
Suppositional + Matching
Suppositional + Matching
Suppositional*Matching
Suppositional*Matching
Suppositional*Matching
Suppositional*Matching
Suppositional*Matching

Random Effects
Participants
0.0
274.6
59.7
288.6
322.0
305.5
353.8
318.3
361.7
399.1
129.2
349.6
146.6
352.1
389.1
340.9
393.2
349.5
394.3
434.4
345.4
397.8
354.9
399.9
425.5

Participants and Items
-14.6
261.7
45.5
275.9
307.8
300.4
325.7
308.3
332.7
368.1
117.7
323.8
124.3
324.3
359.5
327.5
352.2
328.4
351.4
389.6
333.7
358.1
335.3
358.0
369.6
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Participants and Experiments
-1.1
273.8
58.6
287.8
319.0
353.8
353.9
359.0
359.0
392.5
162.0
349.4
161.4
348.4
381.6
389.9
389.8
389.1
389.0
424.5
415.2
415.1
414.5
414.4
413.6

Participants, Items and Experiments
-16.6
259.9
43.5
274.0
305.5
323.1
323.1
328.4
328.4
362.4
130.1
320.1
129.6
319.2
353.0
345.3
345.2
344.5
344.4
380.9
360.7
360.7
360.0
360.0
359.1

best
Participants
Participants
Participants
Participants
Participants
Participants_experiment
Participants_experiment
Participants_experiment
Participants
Participants
Participants_experiment
Participants
Participants_experiment
Participants
Participants
Participants_experiment
Participants
Participants_experiment
Participants
Participants
Participants_experiment
Participants_experiment
Participants_experiment
Participants_experiment
Participants

連言モデルの log BF
Conjunctive Interpretation
Fixed Effects
none
Conjunctive
Matching
Conjunctive + Matching
Conjunctive*Matching
none
Conjunctive
Matching
Conjunctive + Matching
Conjunctive*Matching
none
Conjunctive
Matching
Conjunctive + Matching
Conjunctive*Matching
none
Conjunctive
Matching
Conjunctive + Matching
Conjunctive*Matching
none
Conjunctive
Matching
Conjunctive + Matching
Conjunctive*Matching

Random Slopes
Intercept only
Intercept only
Intercept only
Intercept only
Intercept only
Conjunctive
Conjunctive
Conjunctive
Conjunctive
Conjunctive
Matching
Matching
Matching
Matching
Matching
Conjunctive + Matching
Conjunctive + Matching
Conjunctive + Matching
Conjunctive + Matching
Conjunctive + Matching
Conjunctive*Matching
Conjunctive*Matching
Conjunctive*Matching
Conjunctive*Matching
Conjunctive*Matching

Random Effects
Participants
0.0
245.1
59.7
257.7
293.3
279.4
307.2
289.4
314.3
352.8
129.2
317.0
146.6
319.1
356.3
320.8
349.1
326.5
350.4
390.2
335.0
363.4
319.6
329.6
337.3

Participants and Items
-14.6
232.0
45.5
244.8
278.9
272.1
283.8
278.0
289.3
325.3
117.7
291.2
124.3
291.4
326.5
301.6
313.0
301.5
312.0
349.4
316.3
327.8
346.8
369.2
387.3

Participants and Experiments
-1.1
244.2
58.6
256.9
290.3
309.5
309.4
313.5
313.3
347.6
162.0
317.3
161.4
316.3
349.4
348.0
347.9
347.2
347.1
382.3
379.5
379.4
319.6
329.6
337.3
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Participants, Items and Experiments
-16.6
230.1
43.5
242.9
276.6
282.5
282.3
286.6
286.4
321.0
130.1
287.6
129.6
286.7
320.4
307.5
307.3
306.7
306.5
342.4
330.7
330.5
378.9
378.7
378.3

best
Participants
Participants
Participants
Participants
Participants
Participants_experiment
Participants_experiment
Participants_experiment
Participants
Participants
Participants_experiment
Participants_experiment
Participants_experiment
Participants
Participants
Participants_experiment
Participants
Participants_experiment
Participants
Participants
Participants_experiment
Participants_experiment
Participants_Items_experiment
Participants_Items_experiment
Participants_Items

実質含意モデルの log BF
Material Implication (MI) Interpretation
Fixed Effects
none
MI
Matching
MI + Matching
MI*Matching
none
MI
Matching
MI + Matching
MI*Matching
none
MI
Matching
MI + Matching
MI*Matching
none
MI
Matching
MI + Matching
MI*Matching
none
MI
Matching
MI + Matching
MI*Matching

Random Slopes
Intercept only
Intercept only
Intercept only
Intercept only
Intercept only
MI
MI
MI
MI
MI
Matching
Matching
Matching
Matching
Matching
MI + Matching
MI + Matching
MI + Matching
MI + Matching
MI + Matching
MI*Matching
MI*Matching
MI*Matching
MI*Matching
MI*Matching

Random Effects
Participants
0.0
97.7
59.7
149.5
168.3
89.9
110.6
147.2
165.1
184.8
129.2
214.9
146.6
230.3
242.8
214.8
230.6
231.9
246.9
258.2
206.2
224.7
410.3
410.1
409.3

Participants and Items
-14.6
83.6
45.5
135.8
154.2
76.4
83.0
132.7
138.6
157.6
117.7
199.5
124.3
206.0
216.8
202.9
207.0
209.8
213.9
222.2
187.8
194.3
221.7
238.7
248.7
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Participants and Experiments
-1.1
96.7
58.6
148.5
166.6
107.0
106.6
162.2
161.8
180.2
162.0
240.1
161.4
239.5
248.1
262.1
261.7
261.6
261.1
266.3
254.3
254.0
191.7
197.5
201.3

Participants, Items and Experiments
-16.6
81.7
43.5
133.9
152.1
79.2
78.8
135.0
134.7
153.3
130.1
209.2
129.6
208.6
217.4
219.5
219.1
218.9
218.5
223.9
199.8
199.4
253.7
253.3
252.8

best
Participants
Participants
Participants
Participants
Participants
Participants_experiment
Participants
Participants_experiment
Participants
Participants
Participants_experiment
Participants_experiment
Participants_experiment
Participants_experiment
Participants_experiment
Participants_experiment
Participants_experiment
Participants_experiment
Participants_experiment
Participants_experiment
Participants_experiment
Participants_experiment
Participants
Participants
Participants

Appendix 2. モラルジレンマ課題 (Greene et al., 2001; Koenigs et al.,
2007) の日本語訳
1. Country Road (Low-conflict)
あなたが田舎道をドライブしていると，道端の茂みから助けを呼ぶ声が聞こえてきまし
た。車を降りて駆け寄ったところ，あなたは足が血だらけの男性を発見します。この男性
は，散歩中に事故に遭ったので近くの病院まで連れて行ってくれと，あなたに頼みまし
た。
すぐに病院へ行かなければ，男性は足を切断して失ってしまうことになるでしょう。あ
なたは男性を助けようと，はじめは考えました。しかし，男性を車に乗せれば，車内は男
性の血で汚れてしまうと気づきます。あなたは，車の革張りのシートを血で台無しにした
くはありません。
革のシートを汚さないようにするため，あなたは道端に男性を置き去りにしますか。
2. Plane Crash (Low-conflict)
あなたが乗る飛行機がヒマラヤ山脈に墜落しました。生存者はあなたと男性と少年の 3
人だけです。極限の寒さと風に耐えながら，あなたたちは何日も移動しています。あと数
日かけて，山の反対側にある小さな村に辿り着かなければ，あなたは生き残ることができ
ません。
ところが，足を怪我した少年は，速く動くことができません。彼がこの行程を耐えられ
る可能性はゼロです。おまけに，食糧がなくなれば，あなたと男性も死んでしまうでしょ
う。そこで，少年を殺して彼の遺体を食べて残りの数日を乗り切ろうと，男性があなたに
提案してきました。
あなたと男性が無事生還するため，あなたは少年を殺しますか。
3. Hired Rapist (Low-conflict)
あなたはここ数年の結婚生活に不満を感じてきました。妻があなたへの愛情をすでに失
っていることがはっきりと伝わってくるからです。そんなとき，あなたは，数 年前に強
盗に襲われた妻を慰めてあげたときには，彼女がとても感謝してくれたことを思い出しま
した。そこで，彼女からの愛情を取り戻すため，あなたは次のような計画を立てます。
あなたは見知らぬ男にあなたの留守中に自宅を襲うように依頼します。この男は妻を縛
りあげて強姦することになっています。あなたはこの恐ろしい知らせを聞いたらすぐに彼
女の元に戻り，親身になって慰めます。そうすれば，妻があなたの大切さに改めて気づく
でしょう。
妻を慰めて感謝してもらえるように，あなたの妻を強姦するため男を雇いますか。
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4. Infanticide (Low-conflict)
あなたは 15 歳で妊娠してしまった少女です。妊娠を隠すため，あなたはゆったりとし
た服を着て，わざと太ることによって，あなたはなんとか周囲に妊娠を秘密にしておくこ
とができました。ところが，ある日，学校で破水してしまいます。とっさに女子更衣室へ
駈け込むと，あなたはそこに隠れて，数時間後に赤ん坊を産みました。 しかし，あなた
は赤ん坊を育てていく覚悟ができていません。
そこで，出産で汚れた更衣室を元通りにした後，赤ん坊をタオルにくるみ，学校裏のゴ
ミ箱に捨てて，何事もなかったように振る舞えば，心配はなくなると思いつきました。
これからも今までと変わらない生活を送っていくため，あなたは赤ん坊をゴミ箱に捨て
ますか。
5. Architect (Low-conflict)
あなたは若い建築家です。あなたは上司と一緒に担当の建設現場を訪れています。この
上司は，あなたをはじめとした周囲の人々を不幸にさせてきた卑劣な人物です。
あなたが上司を視察中の建物から突き落とせば，上司を転落死させることができて，み
んなは事故だと考えるだろうと，あなたは思いつきました。
あなたの人生からこの上司の存在を消すため，あなたは彼を建物から突き落とします
か。
6. Hard Times (Low-conflict)
あなたは発展途上国で暮らす貧しい家族の家長です。ところが，農作物の不作が 2 年続
いたため，あなたは家族を食べさせていくことができません。あなたの息子たちは 8 歳と
10 歳で若すぎるため，都市で出稼ぎの仕事を見つけることができません。しかし，あなた
の幼い娘が都市に行けば，お金を稼ぐことができます。
あなたと同じ村の出身で知り合いの男性が，都市で暮らしながら，あなたの娘のような
幼い子供が出演するポルノ映画を作っています。彼は，あなたの娘が彼の撮影所で 1 年間
働けば，向こう何年かの栽培期において，家族が食べていくには困らないだけのお金を稼
げるだろうと，あなたに言いました。
家族を食べさせていくため，あなたは娘を児童ポルノ業界で働かせますか。
7. Transplant (Low-conflict)
あなたは医者です。あなたは，何らかの臓器不全が原因で今にも亡くなってしまいそう
な 5 人の患者を担当しています。他にも健康な患者を 1 人担当しています。
はじめの 5 人の患者の命を救うためには，この若くて健康な男性から(彼の意思に反し
て)5 か所の臓器を摘出して，5 人の患者の体に移植する以外に方法はありません。あなた
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がこの移植手術を行えば，若い男性は亡くなりますが，他の 5 人の患者は生き延びること
ができます。
5 人の患者を助けるため，あなたはこの移植手術を行いますか。
8. Smother for dollars (Low-conflict)
病気の友人を見舞うため，あなたは病院の待合室で待っています。隣には，若い男性が
座っています。すると，男性が話しかけて来て，自分の父親は重い病気だと説明しまし
た。医者は長くて 1 週間だと余命を宣告しているようです。彼の父親は，真夜中に期限切
れとなってしまう相当な額の生命保険に加入していると彼は説明を付け加えました。
夜中になる前に父親が亡くなれば，男性は多額のお金を手にすることができます。彼は
このお金をとても必要としているため，父親がこれ以上生き長らえると都合が悪いと言い
ます。そこで，彼はあなたに 100 万ドルの半分を報酬として，父親の部屋へ行き，枕を使
って窒息死させてくれないかと提案しました。
あなたとこの男性がお金を手にするため，あなたは彼の父親を殺しますか。
9. Sacrifice (High-conflict)
あなたと夫と 4 人の子供たちが故郷へ帰ろうとする途中で，山脈を横断することになり
ました。ところが，あなたたちがキャンプをしていた場所は，その土地の一族が大事にし
ている神聖な埋葬地でした。
一族の長によると，あなたたち一家は罰として死刑に処されると現地の法律で定められ
ているようです。しかし，一族の長は，あなたの手で長男を殺すことを条件に，あなたと
夫と他の 3 人の子供の命は助けてくれると言っています。
あなたと夫と残りの 3 人の子供が助かるため，あなたは長男を殺しますか。
10. Crying Baby (High-conflict)
敵の兵士たちがあなたの村を占領しました。敵兵は生き残った民間人を殺すように命令
が下されています。あなたと何人かの村人はある大邸宅の地下室に隠れていました。とこ
ろが，高価な貴重品を求めて家を捜しに来た敵兵の声が外から聞こえてきました。
そのとき，あなたの赤ん坊が大声で泣き始めます。泣き声を外に漏らさないように，あ
なたは赤ん坊の口をふさぎました。あなたが赤ん坊の口から手を離せば，泣き声を聞きつ
けた敵兵が地下室にやってきて，あなたたちは殺されてしまいます。あなたと他の村人が
助かるためには，あなたは自分の子供をこのまま窒息死させなくてはいけません。
あなたと他の村人が助かるため，あなたは自分の子供をこのまま口を塞いで窒息させま
すか。
11. Footbridge (High-conflict)
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暴走したトロッコが突き進む線路の先で，5 人の労働者が働いています。トロッコがこ
のまま進み続ければ，彼らは轢き殺されてしまいます。あなたが立っているのは線路の上
にある歩道橋で，トロッコと 5 人の労働者のちょうど中間地点にあたります。また，あな
たの隣には，偶然にも大きな身体をしたよそ者がいます。
5 人の労働者を助けるためには，あなたがこのよそ者を歩道橋から線路へと突き落とし
て，その大きな体でトロッコを食い止める以外に方法はありません。その結果，よそ者は
死にますが，5 人の労働者を助けることができます。
5 人の労働者を助けるため，あなたはこのよそ者を線路に突き落としますか。
12. Vaccine Test (High-conflict)
ウイルスの流行が全世界に拡大すれば，死者は数億人に達することが予想されていま
す。あなたは自宅の研究所で，2 種類の薬を開発しました。1 種類がワクチンであること
は間違いないのですが，どちらがそうなのかあなたには分かりません。もう 1 種類は致死
性が高く危険な薬であることも分かっています。
どちらの新薬がワクチンであるかが分かれば，あなたはそれを数億人の命を助けるため
に使うことができます。そして，あなたは 2 人の人物を治療しています。ワクチンを見分
けるためには，この 2 人にそれぞれ，新薬を 1 種類ずつ注射する以外に方法はありませ
ん。 その結果，1 人は助かり，もう 1 人は死にますが，あなたはワクチンで多くの命を
救うことができます。
数億人の命を救えるワクチンを見分けるため，あなたは 2 人の人物のどちらかに危険な
薬を注射して殺しますか。
13. Sophie’s Choice (High-conflict)
戦時下に，あなたは自分の 8 歳と 5 歳の子供と，敵が占領する地域に住んでいます。敵
の本部にある研究所では，医者が人体実験を行っています。その実験はとてつもない苦痛
を伴っており，必然的に死に至ってしまうものです。
医者はあなたの子どもの 1 人に実験を行うつもりです。そこで，どちらの子供で実験を
行うか，彼はあなたに選ぶ権利を与えました。そのため，あなたは 24 時間以内に，子供
の 1 人を彼の研究所へ連れて行かなくてはいけません。また，あなたが子供も差し出さな
い場合，彼は子供達を探し出して 2 人に実験を行うと言います。
子供 2 人を同時に失う事態を避けるため，あなたはどちらか 1 人を選んで，研究所へ連
れて行きますか。
14. Lifeboat 2 (High-conflict)
クルーズ船に乗っていたところ，船上で火事が起こったため，あなたたちは船から脱出
することになりました。ところが，救命ボートには本来の定員を超える人数 を乗せなく
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てはいけません。そのため，あなたが乗る救命ボートは，水面の近くまで沈み，あと数セ
ンチ沈めば沈没してしまう危険な状態になっています。
やがて，海が荒れ始めると，ボートの中にも水が入り込んできました。このままでは，
救助隊が到着する前に，ボートは沈没して，全員が死んでしまいます。ボー トには，怪
我をした人物も乗っています。いずれにしても，彼は助かりません。あなたがこの人物を
船の外に放り出せば，ボートは沈まず，残りの乗員を助ける ことができます。
残りの乗員が助かるためにあなたは怪我をした人物をボートから放り出しますか。
15. Ecologists (High-conflict)
あなたは人里離れた密林地帯で暮らす環境保護団体の一員です。ところが，軍事テロリ
スト集団に襲われて，あなたたち全員が人質になってしまいました。人質の中には，子供
が 8 人います。テロリストの 1 人は，あなたに好意を持ってくれています。彼は，テロリ
ストのリーダーが人質全員を翌朝に殺すつもりだと，あなたに教えてくれました。
そこで，彼はあなたと 8 人の子供が逃げるための手助けをしようと申し出ます。ただし
条件として，彼の気に入らない仲間の人質の 1 人をあなたが殺して，誠意を見せて欲しい
と求めて来ました。彼の要求に従えば，他の人質は翌朝に殺されますが，あなたと 8 人の
子供は逃げることができます。
あなたと 8 人の子供がテロリストから逃げて生き延びるため，あなたは仲間の人質の 1
人を殺しますか。
16. Vitamins (High-conflict)
あなたは荒野で身動きが取れなくなっている登山隊の隊長です。おまけに，探検隊の中
には，遺伝的なビタミン欠乏症を患っている一家 6 人がいます。しかし，このビタミンを
多量に蓄えた腎臓をもつ人々がまれに存在するようです。
偶然にも，探検隊の中には，こうした腎臓を持つ人物が 1 人います。一家 6 人 の命を
救うには，この男性から腎臓を取り出して，相当量のビタミンを確保する以外に方法はあ
りません。ただし，そうした場合，男性は死ぬことはなくとも， 大きく健康を損なって
しまいます。この方法に男性は反対していますが，あなたの判断次第で強制的に実行する
ことができます。
ビタミン欠乏症の 6 人の命を救うため，あなたは強制的にこの男性の腎臓を摘出します
か。
17. Euthanasia (High-conflict)
あなたは少人数の兵士部隊の隊長です。敵地の奥深くの任務から帰還しようとしている
と，隊員の 1 人が敵のトラップにかかり，重傷を負ってしまいました。さらに，そのトラ
ップは無線装置に繋がれていて，すでにあなたたちの存在を敵に警告しており，敵はすぐ
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にやってくるはずです。
敵が，負傷した仲間の兵士を発見すれば，彼を拷問して殺すことは明らかです。負傷し
た兵士は置き去りにしないで欲しいとあなたに懇願します。しかし，彼を連れて行けば，
隊員全員が捕まってしまいます。この兵士を拷問させないためには，あなたが彼を撃ち殺
す以外に方法はありません。
この兵士を敵の拷問に遭わせないようにするため，あなたは彼を撃ち殺しますか。
18. Lawrence of Arabia (High-conflict)
あなたは，山岳部族と河川部族，2 つの部族の兵士で構成された軍隊のリーダーです。
あなたはどちらの部族にも属していません。ある夜，山岳部族兵士の 1 人が，河川部族兵
士の 1 人と口論になって相手を撃ち殺してしまいました。そのため，河川部族は，この犯
人を死刑にしない限り，山岳部族へ攻撃をしかけるといっています。 しかし，山岳部族
は仲間の兵士を殺すことを拒みました。
2 つの部族が戦闘を始めて何百人という多くの人命を失う事態を避けるには，あなたが
犯人を公開処刑にし，あなたの剣でその首を切り落とす以外に方法がありません。
2 つの部族が戦を始めて多くの命を失う事態を避けるため，あなたはこの兵士の首を切
り落としますか。
19. Submarine (High-conflict)
あなたが艦長を務める軍の潜水艦は，大きな氷山の下を潜航しています。ところが，艦
内で爆発が起こり，酸素供給源の多くを失ったことに加えて，乗組員の 1 人が致命傷を負
ってしまいました。彼は，その致命傷により，多量出血で死んでしまうことは明らかで
す。
さらに，残りの酸素量では，全ての乗組員が生き残ることはできません。他の乗組員を
助けるには，致命傷を負った乗組員を撃ち殺して，残りの乗組員が生き残るのに必要な酸
素を確保する以外に方法はありません。
残りの乗組員の命を救うため，あなたは致命傷を負った乗組員を撃ち殺しますか。
20. Bomb 2 (High-conflict)
あなたは，強靭な肉体と固い意志を持ったテロリストと交渉しています。彼は大勢の人
がいる場所に爆弾を仕掛けて，何千人もの人を殺害しようとしています。あなたにとって
唯一の有利な条件は，彼の 10 代の息子を拘束しているということです。
彼を止めるため，あなたにできる方法が 1 つだけあります。衛星中継で彼と連絡を取
り，そのカメラの前で，あなたが彼の息子の片方の腕を折って降伏を迫るという手段で
す。それでも降伏しない場合，もう片方の腕も折ると脅せば，彼を止めることができるで
しょう。
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爆弾で何千人もの命を奪おうとしているテロリストを食い止めるため，あなたは彼の息
子の腕を折りますか。
21. Preventing the Spread 2 (High-conflict)
あなたはウェイターです。あるとき，1 人の客が自分が間もなく刑務所に入ると話して
いるのを，あなたは耳にします。さらに，彼が服役前の最後の 48 時間に，できるだけ多
くの人に HIV を感染させる計画を立てていることを知ります。あなたは彼のことをよく知
っており，彼の話は全て本当で，既に多くの人に近づいていることが分かりました。
あなたは偶然，彼がケシの実にアレルギーを持っていることを知っています。もし彼が
ケシの実を食べれば，痙攣を起こして，少なくとも 48 時間は入院しなければいけなくな
ります。
この男が HIV を拡大させることを防ぐため，あなたは彼に強いアレルギー反応を引き起
こさせますか。
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Appendix 3. Vallacher & Wegner (1989) の行動識別質問紙 (Behavior
indetification form; BIF) の日本語訳
行動識別質問紙

教示文

どんな行動でも，様々な観点から捉えることができます。例えば，ある行動について，
ある人は「文字を入力する」と表現するかもしれませんが，ある人は「キーを押す」と表
現するかもしれません。さらに別の人はその行動を「考えを表明する」と表現するかもし
れません。この調査では，様々な行動がどのように表現されるべきかについて，あなたの
個人的な好みを知りたいと考えています。こちらの画面には，これから順番に様々な行動
が提示されます。
それらを言い換える表現として F と J の２つの選択肢があります。あなたがその行動を
最もよく表していると思う方を，F か J の選択肢の中から，どちらか一つを選んで，キー
ボードの「F」か「J」を押して回答して下さい。もちろん，正しい答えや間違った答えは
ありません。言葉の使い方は人によって好みが異なっていますので，あなた自身がよりふ
さわしいと思う方の表現を一つ回答してください。
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行動識別質問紙（Behavior identification form; BIF） 質問項目
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Appendix 4. 研究 4 で用いた市名と県・州名
Japan
Prefecture
Aichi
Mie
Nagano
Nara
Okayama
Shiga
Shizuoka
Yamaguchi

City
Toyota
Ise
Matsumoto
Ikoma
Kurashiki
Kusatsu
Hamamatsu
Shimonoseki

Malaysia
State
Johor
Kedah
Kelantan
Pahang
Perak
Perlis
Selangor
Terengganu
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City
Muar
Jitra
Bachok
Kuantan
Taiping
Kangar
Kelang
Besut

U.S.
State
Arizona
Arkansas
Colorado
Illinois
Minnesota
Missouri
New Mexico
Texas

City
Phoenix
Little Rock
Denver
Chicago
Minneapolis
St. Louis
Albuquerque
Dallas

Appendix 5. 研究 6 で用いた因果条件文
If global CO2 emissions increase, then the average temperature もしCO2の排出量が増加すれば，平均気温が高くなるだ
will rise
ろう
If the destruction of tropical rain forests continues, then many
animals will be made extinct

もし熱帯雨林の破壊が続けば，多くの動物が絶滅に瀕す

If Apple computers stops developing new products, then the
stock prices of Apple will decline

もしアップルが新しい製品の開発をしなくなれば，アッ
プルの株価が低くなるだろう

If oil prices slump, then the cost of living will be low

もし原油価格が暴落すれば，物価が下がるだろう

If the auto industry is developing more eco-friendly cars, then
the fuel efficiency of cars will decline

もし自動車会社がエコカーの開発を進めれば，自動車の

If the global population is reduced, then the global food
shortage will get worse

もし世界の人口が減少すれば，食料問題がより深刻にな
るだろう

るだろう

燃費が悪くなるだろう
If the government encourages medical research on cancer, then もし政府がガンの医療研究を推進すれば，ガンの生存率
cancer survival rates will drop
が低下するだろう

If fewer and fewer people use smartphones, then the profits of もしスマートフォンの利用者が減少すれば，電話会社の
Telco will increase
利益が増加するだろう
If global CO2 emissions increase, then the average temperature もしCO2の排出量が増加すれば，平均気温が低くなるだ
will decrease
ろう
If the destruction of tropical rain forests continues, then many
animals will be protected from extinction

もし熱帯雨林の破壊が続けば，多くの動物が絶滅から救

If Apple computers stops developing new products, then the
stock prices of Apple will rise

もしアップルが新しい製品の開発をしなくなれば，アッ

If oil prices slump, then the cost of living will be high

もし原油価格が暴落すれば，物価が上昇するだろう

If the auto industry is developing more eco-friendly cars, then
the fuel efficiency of cars will improve

もし自動車会社がエコカーの開発を進めれば，自動車の

われるだろう

プルの株価が上がるだろう

燃費が良くなるだろう
If the government encourages medical research on cancer, then もし政府がガンの医療研究を推進すれば，ガンの生存率
cancer survival rates will rise
が上昇するだろう
If the global population is reduced, then the global food
もし世界の人口が減少すれば，食料問題がより解消に向
shortage will get better
かうだろう
If fewer and fewer people use smartphones, then the profits of もしスマートフォンの利用者が減少すれば，電話会社の
Telco will decrease
利益が減少するだろう
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