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はじめに

Heuristicsの有効性

一般的な通念として “よりたくさんの情報があれば，より正確でよい判断ができる”というもの
がある．キャッチボールでボールを受け止めることを考えてみよう．正確なボールの到達点を予測

するためには，ボールの初期角度や力，風の強さ，ボールのスピン，などなどさまざまな情報を考

慮する必要がある．確かにこの情報は正確な予測をもたらすが，現実的にこのような情報を短時間

ですべて知り，計算を行うことは不可能である．

では，キャッチボールをしているとき，人間は何をしているのだろうか．この問題を効率的に解

決するためには，“gaze heuristic” を用いるのが有効である．人間は，視覚的にボールを捉え，そ
の到達すると思うところに動き，ボールが飛んでくる角度が一定になるように微調整を行いなが

ら，うまくキャッチをするのである (see McLeod & Dienes, 1996)．このような方法で解に到達し
た場合，先ほど述べたような情報のすべてが必要というわけではない．

このように heuristicは，問題解決に重要な特質を持っている．すなわち，“fast”で “frugal1”と
いう特質である．驚いたことに，この heuristicsはしばしば，より情報量と計算力を必要とするよ
うな一般的な問題解決方法よりもうまく解に到達することもある．

ここ数年，筆者らはこの heuristicがどのような場面で有効に働くのかということに関して研究を
行ってきた (Gigerenzer, Todd, & the ABC group 2, 1999; Todd & Gigerenzer, 2000; Gigerenzer
& Selten, 2001)．本章の目的は，それらの研究を概観することである．

筆者たちのアプローチ

heuristicということばは，1800年代に登場していた．Einsteinは，1905年の量子力学の論文で，
heuristicsを “不完全ではあるが，便利な”という意味でタイトルに用いていた．初期の心理学の文
献においても，意思決定に役立つ rules of thumb, mental shortcuts のような意味で用いられてい
た (Duncker, 1945; Polya, 1954)．1970年代に入ると，heuristicsが意思決定のエラーやバイアス
を生み出すという側面に焦点があたり，研究がなされてきた (Camerer, 1995; Kahneman, Slovic,
& Tversky, 1982; Kahneman & Tversky, 2000; Nisbett & Ross, 1980)．

∗rep: 村山 航（東京大学・日本学術振興会, mailto: murakou@orion.ocn.ne.jp)
1質素な・けちなという意味．わずかな情報量しか必要としないという意味
2Center for Adaptive Behavior and Cognition の頭文字をとったらしい
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私たちは，初期の心理学研究と同じような意味で heuristicsを用いる．すなわち，現実的な制約
があるなかでは，heuristics は，非常に適応的なツールであるという立場である．特に，私たちは，
heuristicsと環境の構造との関係に興味を持っている．従来の研究では，heuristicsと規範的なモデ
ルを比較して，そこにズレがあることをして “非合理的である”としてきた．しかし，規範的なモ
デルは，環境の制約を考えていない．私たちは，実際の環境の構造における制約と heuristicsとの
間の適合をもってして “合理性 (rationality)”を定義する3．

Tool Boxにある Toolsと同じで，heuristicsには非常に領域特殊的なものから，一般的なものが
ある．また，複数のものが同時に使われることもある．私たちは，このような heuristicsを常に，
計算機モデルとして提示し，上記の考えに従って，その合理性を評価してきた．具体的には，次の

4つのフェイズの流れで研究を実施してきた．

1. 人間行動を観察し，また心理学的な知見を援用することによって，heuristicsの計算機モデ
ルの候補をデザインする．

2. heuristicsが作用する環境構造の分析を行う

3. heuristicsのパフォーマンスをその環境構造の中で評価する

4. これらの heurisiticsを実際に人間や動物が使用しているかを決定する．

私たちが同定した heuristicsは，扱う問題状況の構造によって，4カテゴリに分類できる．以下，
それらを順に紹介していきたい．

Ignorance-Based Decision Making

私たちがよく遭遇するのは，“2つの選択肢のうち，どちらがある基準を満たすのか”ということ
を決定する場面である．このときによく使われるのが，recognition heuristics である．

The Recognition Heuristic

Given これまでに見たことがあるものと，見たことがないものからなる 2つの選択肢があるとき，

Find ある基準を満たしているのがどっちかと判断するとき，見たことがあるもの (recognize できるもの）
を選ぶ．もし両方見たことがないものなら，ランダムに選ぶ．

To illustrate 海外の国で，黄色い玉子焼きと青い玉子焼きが出てきたとき，recognition heuristicsに従え
ば，見たことのある黄色い玉子焼きを選ぶ．

このような recognition heuristicsはいろいろな場面で有用なことが分かっている (Goldstein &
Gigerenzer, 1999, 2002)．実際，株の投資に関して recognition heuristic のみに従った人が，は
るかに情報量を多く持っている専門家と互角に渡り合うもしくは負かしてしまうことが見出され

た (Borges, Goldstein, Ortmann, & Gigerenzer, 1999)．さらに，recognition heuristicに従うと，
less-is-more 効果という，反直感的な現象が生じることも分かっている．これは，中程度の知識を
持っている人のほうが，たくさんの知識を持っている人よりも多くのパフォーマンスをあげると

3引用されていないが，この考えは J. R. Anderson の “rational analysis” と非常に近い．ただし，rational analysis
が環境分析による最適解を求めることを主目的にしているのに対し，Gigerenzer らはそのようなアプローチをとっていな
いところに違いがある．この違いに関する簡単な議論は Oaksford & Chater (1999, Trends in Cognitive Science)を参
照のこと．
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いう現象である4．数十の街の名前のリストを用意し，そこから 2つ抽出して “どちらの街の人口
が多いか” という質問を繰り返しした場合（同じ問題も繰り返し提示する），街の名前の再認率
がどんどん上がっていくため，質問に対する正答率が落ちることが示されている．これはまさに，

less-is-more 効果を示したものだといえる5．

One-Reason Decision Making

2つの選択肢があった場合，片方だけを知っているのではなく，両方の選択肢に関する知識があ
るような判断をする場合も多い．このセクションでは，そのようなときの heuristicsを述べる6．こ

のようなとき，もっとも frugalなアプローチは one-reason decision making heuristics であると考
えられる．

One-Reason Decision-Making Heuristics

Given 2つの選択肢がある．その選択肢には，いくつかの手がかり次元がある．各選択肢の，それぞれの手
がかり次元における値が比較可能なとき

Find もし片方の選択肢のみ知っているなら，recognition heuristicsを用いる．両方を知っている場合，次
のステップを踏み，基準を満たす選択肢を選ぶ．両方とも知らない場合は，guessingする．

1. 何らかの手がかり次元を選択する

2. その手がかり次元における各選択肢の値を参照する

3. もしその値が違えば，より値が高いほうの選択肢を選ぶ

4. もし違わなければ，もう 1度最初に戻り，ほかの手がかり次元を選ぶ

To illustrate パスタを買いにいき，色やしっとりさ，においが違う 2つのパスタにでくわしたとする．そ
のときには，手がかり次元を 1つ選び（e.g., 色），その次元でもっとも appealingなパスタを選ぶ．も
しそれが同じくらいであるならば，別の次元に移行する．

この heuristicsは従来型の期待効用理論に比べて，かなり frugalである．さらに，この 1ステッ
プ目にあたる “次元の選択” には，さらに 3つの heuristicsをわれわれは考えている．以下，それ
らについて述べる．

4本文には明示されていないが，私たちが外界について，完全な情報を持っていることは少ない．recognition heuristics
は，“中程度の知識を持っている” 場合のパフォーマンスを最適化する heuristics だと考えられるが，これはまさに，実際
の制約を考慮した条件のときに，意思決定が最適化されるということであり，筆者のいう “ecological rationality”の概念
を体現する heuristics だといえる．

5分かりにくいところなので，この定式化と recognition heuristics の前提について補足する．街の名前が N 個あり，
そのうち知っている街の名前を n 個だとする．また，recognition heuristic を使うことによって，正答できる確率を α，
選択肢のうち 2 つとも名前知っているものがあったときに正答できる確率を β（“名前を知っている” ということと，その
選択肢に関して詳細な情報を持っている”ということを分けている点に注意）とする．ここで，N 個の中から 2個の街の名
前をランダムに選び取ったとき，それらが [知っている-知っている]の組み合わせなのは n(n− 1)/2通り，[知らない-知ら
ない] なのは (N − n)(N − n− 1)/2 通り，そして [知っている-知らない] の組み合わせなのは n(N − n) 通りである．全
組み合わせは N(N − 1)通りあるので，人が recognition heuristicsに従っていると仮定すると，全体的な正答率 f(n)は

f(n) = β × n(n− 1)/2

N(N − 1)
+

1

2
× (N − n)(N − n− 1)/2

N(N − 1)
+ α× n(N − n)

N(N − 1)
(1)

となる．ここで，例えば α = 0.8，β = 0.6 とすると，Figure 2 にあるような less is more 効果が生じる．中程度の知
識（知っている街の名前が半分程度という状態）の人が，すべての街の名前を知っている人よりも正答率が高いという状
態である．このとき大切なのは，recognition heuristicsによって less is more効果が生じるためには，大事な前提がある
ことである．それは，α Â β という前提である．つまり，“名前を聞いたことがあるものに yes と答えると，正答になる
確率が高い” という問題状況でないと，less is more 効果も生じないし，recognition heuristics も有効でないのである．
逆に言うと，人間は問題状況が α Â β であるかを理解して，recognition heuristics を使い分け u7 ているという前提が
隠されている．では，人間はどうやって α と β の大小関係を判断しているのだろうか．この点に関して，Goldstein &
Gigerenzer(2002) は，人間が過去の経験より能動的に推論しているとしている．しかし，この推論が人間はうまくできて
いるのかに関して，上記の論文では限定的な解答しか与えていない．

6先ほどの β パラメータに関する heuristics である．
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The Take The Best Heuristic

Given 2つの選択肢がある．その選択肢には，いくつかの手がかり次元がある．その手がかり次元は 0か 1
の値をとり，1のときにより基準を満たすと考えられる時

Find もし片方の選択肢のみ知っているなら，recognition heuristicsを用いる．両方を知っている場合，次
のステップを踏み，基準を満たす選択肢を選ぶ．両方とも知らない場合は，guessingする．

1. 手がかり次元のうち，妥当性（validity; 他の選択肢との弁別力が高いこと7は)が高い次元を選ぶ．

2. もし片方の値だけが 1であるならば，そちらの選択肢を選ぶ．もしそうでないなら，前のステッ
プに戻る．

To illustrate 休日の旅行で，バリとタヒチのどちらかを選ぶことを考える．両方の名前は知っているので，
次元の選択にいく．“天気がいいか”という次元を選んで比較するが，どちらもよいことが分かったの
で，“ホテルがビーチの近くにあるか”という次元を選ぶ．これはタヒチの方がいいと分かったのでこ
ちらを選ぶ．

The Take The Last Heuristic

上記の take the best heuristicsでは，妥当性のある次元を選ぶのにまだ時間がかかるかもしれ
ない．より時間節約的な heuristicsとして，最後にうまくいった次元を用いるという heuristicsが
ある．それがこの take the last heuristics である．

Given 2つの選択肢がある．その選択肢には，いくつかの手がかり次元がある．その手がかり次元は 0か 1
の値をとり，1のときにより基準を満たすと考えられる時

Find もし片方の選択肢のみ知っているなら，recognition heuristicsを用いる．両方を知っている場合，次
のステップを踏み，基準を満たす選択肢を選ぶ．両方とも知らない場合は，guessingする．

1. 手がかり次元のうち，さきほどの意思決定のときに最後にうまくいった次元を選ぶ．

2. もし片方の値だけが 1であるならば，そちらの選択肢を選ぶ．もしそうでないなら，前のステッ
プに戻る．

To illustrate 次の年，休日の旅行で，バハマとタヒチのどちらかを選ぶことを考える．両方の名前は知っ
ているので，次元の選択にいく．さきほどうまくいった次元は，“ホテルがビーチの近くにあるか”と
いう次元だったのでこれを選ぶ．これはバハマの方がいいと分かったのでこちらを選ぶ．

The Minimalist Heuristic

まったく次元の選択に関する知識がない場合には，この heuristicsを用いる．これは，つまると
ころ，アトランダムに次元を選択する heuristicsである．

7その次元を使うと，予測できる率が高い次元．フォーマルには

vi = p[t(a) > t(b)|ai is positive and bi is negative] (2)

である．このような手がかりを人が先験的に知っていることが，このモデルの大前提．
このようなことが先験的に分かっていれば，この heuristics がうまく働くのも当たり前のように見える．しかし，それ

ほど単純でもない．例えば，パスタを選ぶ場合も “長い” という次元を設定した場合，ほとんどのパスタの値が 1 となり，
その次元で 2 つのパスタを比較しても，異なる値をとることがほとんどなくなってしまう．要は，0 と 1 の値のばらつき
が大きい次元のことを，弁別力が高い次元といい，よりフォーマルには

di =
2xi(1− xi)

1− 1/N
(3)

となる．xi は次元 iにおける，値が 1である確率であり，N は事例の数である．xi = 0.5のときに，この値が最大化され
る点に注目．たとえ妥当性が高くても，この弁別力が低ければ，その手がかりがあまり使われることがなくなってしまう．
そして，生態学的にはこの 2 つの指標間の相関はそれほど高くない．Gigerenzerらの実験で使ったサンプルでは，負の値
ものものもある．

Gigerenzer & Goldstein(1996)では，このように妥当性を定義していた．ただし，以下の例では単なる “重要度” とし
て定義されているので注意．
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Given 2つの選択肢がある．その選択肢には，いくつかの手がかり次元がある．その手がかり次元は 0か 1
の値をとり，1のときにより基準を満たすと考えられる時

Find もし片方の選択肢のみ知っているなら，recognition heuristicsを用いる．両方を知っている場合，次
のステップを踏み，基準を満たす選択肢を選ぶ．両方とも知らない場合は，guessingする．

1. 手がかり次元のうち，1つをランダムに選ぶ．

2. もし片方の値だけが 1であるならば，そちらの選択肢を選ぶ．もしそうでないなら，前のステッ
プに戻る．

To illustrate さらに次の年，（以下略）

これまで述べてきた heuristicsを用いた意思決定と，cueのすべての次元の情報を用いた重回帰
分析などによる意思決定とを比較した結果は驚くべきものであった．ほぼ同じか，それ以上の結

果を示したのである (Table 10.1)89．特に，take the best heuristics は，一般化の成績において
も，いい点を修めた．重回帰分析が一般化の成績で低いのは，パラメータをデータに過度にフィッ

トさせてしまうため，他の領域への一般化がやや弱くなってしまうためだと考えられる (Geman,
Bienenstock, & Doursat, 1992)．
ここで示したのは 2択の場合であったが，3択以上の場合のシミュレーションも私たちは行って

いる．具体的には，親鳥が複数いる小鳥のどれにえさをやるのか，という状況に関してシミュレー

ションを行った (Davis & Todd, 1999)．ここで手がかり次元は，小鳥の大きさや鳴き声の大きさな
どである．ここでも，複数の次元の情報を統合した場合よりも，よりよい成績が，この one-reason
making decision heuristicsで得られた．

Elimination Heuristics for Multiple-Option Choices

選択肢が多いような場合，one-reason decision makingだとうまくいかないことが多い．なぜな
ら，one-reason decision making heuristicsでは，1つの次元で，1つの選択肢が選べることが前提
となっているが，選択肢が多いような場合には，そのようなことがなかなか起こりにくいからであ

る．そのような多肢選択の状況で役立つのが，elimination heuristics である．これは，手がかり次
元を順に使用して，選択肢の範囲を狭めていくという方略である (Tversky, 1972)．以下では，そ
のような heuristicsを 2つ紹介する．

1つめは，QuickEst heuristic(Hertwig, Hoffrage, and Martignon, 1999)である．これは，ある
対象にのある属性の値（e.g., 群馬県の人口）を推定する場合に用いる方略である．私たちの環境は，
ある特性を持っているといわれている．それは，“ものごとは J字型の（J字型を 90度右に倒した

8Captionにあるように，frugaltyが用いた手がかり次元の数，Fittingがトレーニングのデータセットとテストのデー
タセットを同じにした場合の正答率，Generalization はこの２つのデータセットを別にした場合の正答率．重回帰が一番
パラメタが多いため，Generalization の正答率が大きく下がっているのを見て取れる

9紹介された研究と同じようなシミュレーションとして，Gigerenzer & Goldstein(1996)を紹介する．ここで用いたの
は，先ほどと同じで，2 つの都市から人口の多い都市を判断させる課題である．都市はドイツの 84 個を選び，6 つの次元
を設定した（Table 1)．知っている都市の数 (84 通り) ×知っている都市における次元のうち，その値を知っている割合
(10%, 30%など 6 通り）で，合計 504 通りの仮想の人間を作成し (Figure 1 参照），その人が具体的にどのような都市の
名前を知っており，どの cue の値を知っているかをランダムに 500 回決定した．ただし，ランダムとはいっても一定の制
約はかけてある．具体的には，recognition heuristics に従った場合に，正答率が 80%（つまり α = .80) となるように，
知っている都市の組み合わせに制約をかけた．この 805%という値は，予備調査で実際の人間から得られた，生態学的に妥
当な値である．
それらの人が上記の heuristicsに従った場合や，重回帰モデル（回帰係数などはあらかじめ推定しておく）に従った場合

の正答率を検討した．属性について知っている率を 100%に固定した場合の図が Figure 6であり，その率を変化させて検討
したのが Table 2である．他のいくつものモデルと，遜色のない成績を示していることが明らかだろう．特に Figure 6から
明らかなように，知っている都市の数が中程度であるときのパフォーマンスがよい．これは先ほどと同じく，実際の現実世界
の制約上で，これらの heuristicsが合理的であることを示している．ただし，この曲線は，recognition heuristics(α = .80
の) による効果も入っているので，それによってこのような弧を描いた可能性も大きい点には注意する必要がある．

5



ような）分布に従いやすい”というものである10．例えば，ドイツにある街を，その人口の大きさ

によってプロットしていった場合，人口 10,000-100,000人の都市は人口 1,000,000人-1,090,000人
の都市よりもはるかに多いだろう．このような環境に共通に見られる，J字型の特徴を利用したの
が，QuickEst heuristicである．

The QuickEst Heuristic11

Given ある物体が，いくつかの手がかり次元とその値を持っている

Find ある物体の属性の値を推定する

1. 大部分の (common)物体群と，そうでない物体群を分けるような手がかり次元を選ぶ12．

2. もしある物体が，その手がかりにおいて大部分の方に入るならば，探索をストップする．そうで
なければ，物体群のなかから，大部分の物体群とそうでない物体群を分けるような手がかりを次
元を再び選ぶ．これを以後繰り返す．

3. 探索がストップした時，“大部分”の物体群の平均値を，ある物体の属性の推定値とする．

To illustrate ライバル会社の予算額を推定する場合を考える．多くの会社はローカル誌で広告を打つが，一
部の大会社は全国紙で広告をうつ（1 つめの手がかり）．この競争会社は全国紙で広告を打っていた．
そこで（この会社は多くの会社とやや違うということが分かったので），別の (2つめの）手がかりを
探す．そこで，次に “ラジオによる広告活動をしているか” を調べた．それもしていることが分かった
ので，次の（3つめの）手がかりである “テレビによる広告を行っているか”を調べた．これは競争会
社は行っていないらしい．そこで，それ以上の探索をやめ，全国紙で広告を打ち，かつラジオで広告を
打っている会社の予算額の平均値を，ライバル会社の予算額だと考えた．

この heuristicsのポイントは，複数の手がかりの情報を同時に使っていない点である．この heuris-
ticsと重回帰分析など複数の手がかりの情報を同時に使う分析との比較をしたところ，やはり同等
かそれ以上の成績が得られた (Hertwig et al., 1999, Figure 10.513)．

The Categorization by Elimination Heuristics

この categorization by elimination heuristics は，ある物体をいくつかのカテゴリのうち，どれ
かに分類する時に使用するものである (Berretty, Todd, & Blythe, 199714．

Given ある物体とその手がかり次元の値．また，分類されるべきカテゴリとそのそれぞれのカテゴリにおけ
る手がかり次元の値．

Find ある物体をどれかのカテゴリに分類する．

1. 手がかり次元のうち，もっとも妥当性の高い（うまく正しいカテゴリに配置できる15）手がかり
次元を選択する

2. その手がかり次元における，物体の値を求め，その値に基づいて分類すべきカテゴリを絞り込む．
それ以外のカテゴリは以降考慮しない．

3. 残ったカテゴリの中で，１つのカテゴリが残るまで上記のシークエンスを繰り返す．

10より正確にいうと，横軸を rank order，縦軸を属性の値にしたときのグラフが，この分布に従いやすいということ．
Figure 10-1 および 10-2（ここでは，人間の認識もこのような環境の構造を持っていることが示されている）を参照．

11文章にすると非常に分かりにくいのだが，Figure 10-1 および Figure 10-3 を参照にすると少しは理解の助けになる
かもしれない．

12手がかり次元 j で 0 の値を持っている物体群の平均値を s−j とする．この値が一番小さい手がかりが，一番最初に選
ばれる．s−j はもちろん，主観的な平均値である

13ドイツの都市の人口を推定する課題．
14東大にはない本だが，インターネット上に pdf ファイルあり
(http://www-abc.mpib-berlin.mpg.de/users/ptodd/publications/97cogsci/97cogsci.pdf)．
15この定義に関しては，原典を参照したが，やや曖昧に書かれていたため，よく分からなかった．ただ，以前言及した識
別力と関係すると書かれていた．
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To illustrate あるアルコール飲料のビンの特徴から，そのアルコール飲料を正確なカテゴリに分類すること
を考える．カテゴリは “ビール”[茶色・ビールボトル]，“赤ワイン” [赤・ワインボトル]，“白ワイン”[白・
ワインボトル]，“ロゼワイン”[ピンク・ワインボトル]，“ソーテルヌ”[黄色・ワインボトル]，“シャンパ
ン”[白，シャンパンボトル]である（カギ括弧内は手がかりの値）．妥当性の高い手がかりは，色であ
るので（色はそれ単体で 4つのカテゴリに分類可能だが，ボトルは 2つしか可能ではないため），まず
手元にあるビンの色を調べる．色は赤であったため，カテゴリは赤ワインに決定する．

この heuristicsのパフォーマンスは，他の事例モデルやニューラルネットワークモデルと数パー
セントしか違わなかった（Table 2)．しかも，用いている情報量は 1/4程度であった．従って，カ
テゴリや物体に対する情報量が少なく，判断を素早く下すためには，この heuristicsは有用である
(Berretty et al., 1997)．

Satisficing Heuristics

これまで述べてきたのは，複数の選択肢から 1つのものを選ぶという意思決定だった．そして，
その前提としてあったのは，“すべての選択肢が同時に利用可能”ということであった．しかし，現
実的な意思決定では，選択肢が順次提示されて，一度パスしたらその選択肢はもう選べないという

状況もある．例えば，いろいろな女性と出会う中で (from a stream of potential candidates that
are seen one at a time)結婚相手を選ぶという状況が挙げられる16．このような状況では，うまく

解の探索をストップする，異なった heuristicsが必要である．
この状況を解決するために，人は “最小限の成果で良しとする (satisfice)”ことができる (Simon,

1955, 1990)．この作業は，適切な要求水準 (aspiration level)を設定し，それを上まわった選択肢
があらわれたとき，それを選ぶということで遂行できる．このような方略では，いちいち選択肢の

比較などを行わないという意味で，生態学的に合理的である．

このとき問題になるのが，いかに要求水準を設定するかである．これまでの研究で，最初の 37%の
人を選ぶのが最も最適化された解を選ぶことができることがわかっている．しかし，他にも同じ

ような探索者がいる場合には，10%だけの探索で要求水準を設定するのが，もっとも期待値を高
めることも分かっている (Todd & Miller, 1999)．また，それまで魅力的だと感じていた人よりも
より魅力度に gapのある人に出会った場合に，探索をやめるというようなルールも提唱されてい
る (Seale & Rapoport, 1997)．さらに，男性も女性も探索をしているような状況では，告白を断
れた (rejection)情報と，告白された (offer)情報をもとに，要求水準を設定することが最適である
とも言われている (Todd & Miller, 1999)．いずれにしろ，非常に少ない情報量で意思決定をする
heuristicsであるということができよう．

Going to Work: Fiture Tests of Heuristic Tools

本稿では，計算機パワーや，時間・情報量をそれほど必要としないシンプルな heuristicsが，非
常にうまく作用することを示してきた．すべての情報を集めることができない，素早い判断を要求

される，現実的な環境において，この heuristicsはうまく働くだろう．
しかし，今後の展開が期待される，いくつかの問題も残されている．

• heuristicsは学習されたのか，社会的に構成されたのか，進化で獲得されたのか
16このような状況は私たちが想定している以上に多い．秘書問題 (secretary problem)，サルタンの持参金問題 (dowry

problem), 学術的には最適化停止問題 (optimal stopping problems) という．日本では “お見合い必勝法” と言われるこ
とも多いみたいである．この問題に関して，心理学的な観点から示したものに，R.H. フランク著・山岸俊男訳 “オデッセ
ウスの鎖 -適応プログラムとしての感情-” サイエンス社，1995 がある．
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• 複数の heuristicがあるとき，環境がどのようにある heuristicsの使用を triggerするのか

• 環境の構造を，手がかり次元や J字型の分布という言葉でいかに定式化できるか

• Bayesなどの heuristicsのパフォーマンスを評価する基準をどうするか

• 人が実際にそのような heuristicsを効率的に使っていることを示す方法論の開発

• ここで提示した heuristicsがうまくいかないのはどういうときか（e.g., recognition heuristics
は，選択肢の多くが再認された時にうまくいかない）．
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