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1 Introduction

Descartesに始まり，古今の哲学者は (e.g., Davidson, 1984; Dennett, 1987)，人間の合理性 (ra-
tionality)を “数学や論理学的なルール（規範的なルール）に従って推論すること”と捉えた．す
なわち，人間の認知システムには，そのような規範的ルールが埋め込まれていると見なされてき

た．しかし，心理学における推論研究では，人間の推論にそのような規範に従わないバイアスがあ

ることを示してきた (Evans, 1982, 1989; Wason & Johnson-Laird, 1972; Tversky & Kahneman,
1974)．
一方で，近年にはそのような合理性に対する新しい見方が登場した (Evans, 1993; Stich, 1990)．

特にAnderson(1990)は，合理性の考えを規範的ではなく，適応的 (adaptive) なものとして再概念
化した．この考えでは，もし有機体の行動がその環境に適応しているのなら，例えその行動が論理

学的なルールに従っていなくても合理的だと考える．このような適応的な合理性の考えは，経済学

(Simon, 1959)から最適採餌理論（optimal foraging theory）の領域まで広く取り上げられていた．
Andersonはこのアプローチを記憶，カテゴリ化，問題解決の領域まで拡張し，合理分析 (rational
analysis)として包括的に捉えた．
本論文では，このような合理分析のアプローチを，Wasonの４枚カード問題に拡張するのが目

的である．４枚カード問題では，被験者に４枚のカード (Figure 1 ) と１つの if-then(if p, then q)
ルール（“もし片面が母音 (p)であるならば，その裏面は偶数 (q)である”）が与えられる．４枚の
カードはA(p), K(q), 2(not-p), 7(not-q) という４つが見えている．被験者には，そのルールが真か
偽か見分けることができるよう，カードをめくることが要求される．正しい解答はA(p)と 7(not-q)
のカードを選ぶことであるが，多くの被験者は pと q のカードを選ぶか (46%)，pのカードのみを

選ぶ (33%)．Johnson-Laird & Wason(1970a)で正答を報告したのはわずか 4%のみであった．
この４枚カード問題の正答は，Popperの提唱する科学的な仮説検証，反証主義に基づいている．

しかし近年の科学哲学ではそのような考えはもはや受け入れられておらず，ベイズ的な確率推論に

基づくアプローチが主流である (Earman, 1992)1 ．本研究では，４枚カード問題における合理分
析を，このベイズ的な考えから行う．すなわち，カードをめくることによって得られる情報量の期

待値を最大化させるために，人はカードを選択するのだと考える．また，合理分析では，環境とい

うものもうまくモデル化されている必要がある．本研究では稀少性の前提 (rarity assumption)に
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おいて，人間行動は適応という意味で合理的だと主張するものである．この稀少性の前提が，本当

に環境というものをうまくモデル化できているかについては，討論の節で改めて考える．

本論文では，まず最初のセクションで合理分析を展開 (develop)する．そして，次のセクション
で，その分析結果が，実際のさまざまな４枚カード問題のデータとマッチしているかを考える．最

後に，本分析における稀少性の前提と，インプリケーションについて述べる．

2 Rational Analysis

2.1 Informative Outline

４枚カード問題における推論は，日常的な仮説検証の場面にも当てはまる．例えば “もし牛もつ
を食べたなら (p)病気になる (q)”という仮説を人が持っているとしよう．このような仮説検証を
行う場合に，人がどのような事例を用いるのかというのが４枚カード問題である．このとき p と
いう事例を探して，q であるかどうかを検証することは意味があるように思われる．だが，not-p
の事例を検討することには，あまり価値がないようにも思われる2．また，q である事例を探して

p であることを検討することや，not-q である事例を探して p でないかを検討することも，何か情
報があるような気がする．

2.2 Bayesian Approach

今回の分析では “情報量が多い”ということを，“不確実性が多く減少する”と捉える．n個の

相互背反ですべてを尽くす (exclusive and exhaustive) 仮説があり，それれの仮説が正しい確率を
P (Hi)とすると，これの仮説群の持つ不確実性 I(Hi)は

I(H) = −
n∑

i=1

P (Hi)log2P (Hi) (1)

となる3．これは Shannon-Wienerの情報量の定義に基づく (Shannon & Weaver, 1949; Wiener,
1948)4．ここでカードをめくって新たにデータ (D)が加わると，新たな不確実性の値が得られる．

I(H|D) = −
n∑

i=1

P (Hi|D)log2P (Hi|D) (2)

ここで P (Hi|D)はベイズの定理を用いて

P (Hi|D) =
P (D|Hi)P (Hi)

n∑

j=1

P (D|Hj)P (Hj)

(3)

2素朴に考えると，心理実験で統制群の意義を了解していると，この考えはやや奇異に思われる感じがする．おそらく，
今回の具体例では，要因の交絡がない状況を想定しているのだろう（たぶん）．因果的な仮説検証では，not-p を調べる
ことにも意味がある気がする．実際，因果推論のモデルとして有名な Power-PC model (Cheng & Novick, 1992) では，
P (q|p) が重要な役割を果たす (∆P のパラメータの 1 つ）．なお，こうした交絡のある共変関係の中から因果を拾い出す
モデルとしては，Gopnik, Glymour et al. (2004) の Bayes Net が最近は有力である（ここでも当然 P (q|p) は重要な役
割を果たす）．

3論文では左辺が I(Hi) となっているがこれは明らかに変．notation を修正しておいた．以下も notation がおかしい
と思われるところは修正してある．

4式の中にエントロピーの式 (log2P (Hi)) が含まれている点に注意．
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情報量は，データを得たときの不確実性の減少として定義される．従って，得られた情報量 Igは

Ig = I(H)− I(H|D) (4)

となる5ただし，カードをめくる段階では，どのようなデータが得られるか（裏が何であるか）

はまだわからない．そこで，人はカードをめくる前に，ありえる結果（４枚カード問題の場合，裏

が母音か子音か，など）から得られる情報量の期待値を取る．

E(Ig) = E
(
I(H|D)− I(H)

)
(5)

この式は以下のようになる．

E(Ig) = E
[ m∑

k=1

P (Dk)I(H|Dk)
]
− I(H) (6)

where

P (Dk) =
n∑

j=1

P (Hj)P (Dk|Hj)

人はこの情報量の期待値に従って行動していると考える．この情報量の期待値が高いほど，その

カードをめくることによって得られる情報量が多い，すなわち対立する仮説のうちどの仮説が正し

いかの確証度をより高めることができる．

2.3 Optimal Data Selection and the Selection Task

上の式を４枚カード問題で考えてみよう．４枚カード問題では仮説は２つである．１つめは関係

仮説 (dependent hypothesis)である．つまり，if p, then q の形式を取る仮説である．これをMD

とする．２つめは独立仮説 (independent hypothesis) である．pと q は無関係だという仮説である．
これをMI とする．ここで p が生じる（存在する）確率 P (p)を a，pが存在しないときに qが生

じる確率を bとすると，それぞれの仮説のもとで，事象が生起する確率は下の表１のようになる．

表 1: MD, MI それぞれにおける同時確率表
MD MI

q not-q q not-q

p a 0 ab a(1− b)
not-p (1− a)b (1− a)(1− b) (1− a)b (1− a)(1− b)

E(Ig)を算出するためには，(6)式より明らかなように P (Hj)と P (Dk|Hi)が必要になる．ここ
で P (Hj)というのは，２つの対立する仮説MD とMI のどちらが正しいかという事前確率である．

MD = 1 −MI なので，ここではMI を仮説の事前分布としてパラメータとして扱う．P (Dk|Hi)
は，ある仮説のもとでデータが得られる確率のことである．これは一見，Table 1 の値がそのまま
当該するかもしれない．しかし，４枚カード問題における P (Dk|Hi)は，“ある仮説のもとで，○

5論文では Ig = I(Hi|D)− I(Hi) となっていたが，明らかに符号が逆転しており，誤植だと思われる．
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○というカードをめくったときにデータが得られる確率”のことである6．そのため，例えば “MD

が正しいもとで，qをめくったときに，pを得られる確率”は，以下の式のようになる．

P (p|q,MD) =
P (p, q|MD)

P (p, q|MD) + P (not− p, q|MD)
(7)

となる．

以上の定式化によって，仮説の事前分布MI，pの事前確率 a，pが存在しないときに qが存在す

る確率 bという 3つのパラメータであるカードをめくったときに得られる情報量を算出することが
できるようになった．以下では，意味をわかりやすくするため，パラメータ bの代わりに，そこか

ら算出可能なパラメータ p(q)（pの存在の有無を考えないとき，qが存在する確率7)を 3つ目のパ
ラメータとする．

2.4 Model Behavior

上記した３つのパラメータの変動を考慮に入れ，あるカードをめくった場合に得られる情報量を

示したのが Figure 2 である．情報量の大きさは，面積として表現される．なお，前提として

P (q) ≥ P (p)P (MD) (8)

であり8，それを満たさない部分は，図には点で示してある．また，not-p カードの情報量は常
に 0であるため，ここには記していない．この図より次の 5つのことがわかる．

• P (q)が小さい限り，pカードをめくることで得られる情報量が大きい．

• P (p)と P (q)が小さい限り，qカードをめくることで得られる情報量が大きい．

• not-q カードをめくって大きな情報量が得られるのは，P (p)が大きい場合だけである．

• not-p カードはめくっても情報量が得られない．

• 事前仮説MI は，３枚それぞれのカードをめくった場合の情報量を rescaleするが，その情報
量の順序は変えない．

このようにしてみると，人のバイアスとして見られていた q のカードめくりが，正答と捉え

られてきた not-q のカードめくりよりも得られる情報量が大きい場合があることがわかる．この
E[Ig(q)] ≥ E[Ig(not− q)]を示す領域を Figure 3 に黒色で示し，そこを領域 Rとした．MI は .5
としてある．この領域 Rは，要するに pと qが稀 (rare)にしか出現しない状態のことである．私
たちはこれを稀少性の前提と呼び，以下のシミュレーションは，すべてこの領域 R内で行うこと

とする．

では，このような定式化が，実際のデータをどのように説明するのだろうか．以下のセクション

では，これまでの実証データを “Data”パートで概観し，その結果を “Model”パートにおいて，今
回の合理分析で説明することとする．

6つまり Table 1 は同時確率だが，P (Dk|Hi) は条件つき確率だということ．
7q の周辺確率．
8その理由は，数式の意味を考えたらわかると思う
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3 Standard Abstract Results

3.1 Data

通常の４枚カード問題を扱った研究のメタ分析結果を Table 2 に示す．その結果，カードを選ぶ
頻度は p > q > not− q > not− pであることが明らかであった．

3.2 Model

R領域における情報量の期待値を取ると，E[Ig(p)] ≥ E[Ig(q)] ≥ E[Ig(not−q)] ≥ E[Ig(not−p)]
となる．この結果は，上記した実証データと単調に (monotonically)一致する．従って，今回のモ
デルの妥当性が示された．

4 Nonindependence of Card Selections

4.1 Data

４枚カード問題では，カードの選択に相関があることが指摘されている (Evans, 1977; Pollard,
1985)．具体的には，pカードを選んだ人はあわせて qカードを選ぶ傾向が，not-pカードを選んだ
人は not-q カードを選ぶ傾向があることが指摘されている．一方，pと not-p，q と not-q は負の
相関関係があると指摘されている．この結果はあまり一貫していないとも言われているが，その

点を確かめるため，メタ分析を行った (Table 3 )．AAの行が先行研究の結果である．z 値を示し

ており，この値が正だと正の関係，負だと負の関係である．TA(true antecedent)が p，FA(false
antecedent)が not-p，TC(true consequent)が q，FC(false consequent)が not-qを示している．や
や TAと TCの正の相関が弱いものの，符号が逆転することもなく，上記の指摘を支持する結果と
なっている．

4.2 Model

カードをめくることによって得られる情報量を，相対的に評価するため，以下のスケーリング

を行った．まず，すべての E(Ig)に 0.1を加えた．これは，たとえ not− pのように情報量が 0の
カードでも，被験者があまり考えずに課題を行ったために，めくってしまうことがあるためである．

次に，この E(Ig) + 0.1を４枚のカードすべてにおいて算出し，情報量の総和を求め，各カードを
めくったときに得られる情報量を，この総和値で割った．これにより，４枚のカードをめくれると

きに，各カードが相対的にどの程度情報量を持っているのかを指標化することができる．以後これ

を scaled expected information gain, SE(Ig)と呼ぶ．
次に，稀少性仮説が成立する P (p) ≤ .2, P (q) ≤ .2の範囲でかつ P (p) ≤ P (q) ≤ P (p) + .25（被

験者が関係仮説が正しいという信念を持っているかつ，もしその信念があったとしても，両者の存

在確率自体に大きな違があるとは考えていないことを示す e.g., Klayman & Ha, 1987），という範
囲で，各パラメータを 0.25刻みで動かし，そのつど SE(Ig)を算出した．その上で，SE(Ig)の相
関係数を算出した結果が Table 5 の AAの行である（括弧内は Table 3 からもってきたものであ
り，実証データを結合した結果である）．この結果は，実証データにおける相関と符号がまったく

同じで，非常に整合性が高いものである．
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5 Nagations Paradigm Selection Task

5.1 Data

４枚カード問題は前件 (antecedent; p)や後件 (consequent; q)を否定 (negation)することでバリ
エーションを作ることができる (Evans & Lynch, 1973)．このバリエーションに関する実証研究も
多くなされてきた．このバリエーションは以下の４つがある．

• if p, then q：前件も後件も肯定，通常の課題．以後 “AA”．

• if not-p, then q：前件否定，後件肯定．以後 “NA”．

• if p, then not-q：前件肯定，後件否定．以後 “AN”．

• if not-p, then not-q：前件も後件も否定．以後 “NN”．

これらのいずれの課題でも，与えられた命題の前件カードと，その対偶命題の前件カードを選

択すると，論理学的な正答である．つまり，if not-p, then q であるならば，not-p と not-q を選
ぶのが正解である．ここで，話をわかりやすくするために，どのバージョンにおいても，与えら

れた命題の前件を TA(true antecedent)，後件を TC(true consequent)，裏命題の前件を FA(false
antecedent)，後件を FC(false consequent)とする．すると，どのバージョンにおいても，TAカー
ドと FCカードを選ぶのが，論理学的に正解となる．
このような課題を実行した場合，被験者にはマッチングバイアスが生じることが知られている．

すなわち，命題に表示 (named)されているカードと同じもの（それが否定されているかは関係な
く）を選ぶ傾向である．具体的には，AA課題とNA課題では TA > TC > FC > FAという順序

が，AN課題とNN課題では TA > FC > TC > FAという順序が生じることが一般的に指摘され

ている．この点に関して，メタ分析を行ったところ，その一般的な指摘を支持するものであった．

Table 4 の括弧の中に，その平均頻度が記されている．
また，このパラダイムの実験では，やはり先に記したカード選択間の相関が，同じパターンで存

在することが示されている．このメタ分析結果を Table 3 に記す．

5.2 Model

このパラダイムを解釈する上で重要になってくるのが contrast set というものである．人は “ジョ
ニーはお茶を飲まなかった”といったときに，“ジョニーはジュースとか，水とか，スコッチとか，
カクテルを飲んだのだ”と補事象を正確に解釈しているだろうか．これまでの研究で，人はこのよ
うなときに，否定された事象の上位カテゴリの間にだけ，補事象を想定することが示されている．

つまり，上のような文を読んだとき，人はジョニーがジュースといったソフトドリンクを飲んだこ

とは想定するが，スコッチやカクテルのような上位カテゴリが異なる飲み物を飲んだことは想定し

ないということである．このように，人があるものを否定されたとき，頭の中で解釈する補事象の

セットを contrast setと言う (Hampton, 1989; Oaksford & Stenning, 1992)．
この contrast setの考え方のポイントは，人は補事象の範囲を，無意識のうちに限定してしまうこ

とである．さて，そのような枠組みで negationのパラダイムを考えてみよう．これまで稀少性の前提
により，P (p)や P (q)は低い値に設定してきた．今回のシミュレーションでも .0 ≤ P (p), P (q) ≤ .2
と設定する．ここで，pや qが否定された命題が登場した場合はどうなるだろうか．厳密に考える

と，P (p)は .8以上になるはずである．しかし，先ほどの contrast setの考え方により，P (p)は非
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常に限定されてしまうため，.5には満たなくなってしまうだろう．ただし，ある事象が否定される
ことによって，その存在確率が以前より小さくなることはまれであろうからもとの確率よりは高く

なるに違いない．以上の考察を踏まえて，例えば ANルールでは，.0 ≤ P (TA) ≤ .2 であるが，否
定された後件に関しては，.2 ≤ P (TC) ≤ .5という前提をおいて，上でやったように .025刻みで
サンプリングを行った．この場合，(8)式の前提を破ることになるが，それは contrast setという
現象を想定すれば，不自然なことではない．同じような手続きで，Figure 2 における P (p)や P (q)
の存在範囲を決定し，NAや NNルールのサンプリングを行った．
以上のサンプリングを用いて，平均 SE(Ig)を算出した結果が Talbe 4 に記されている．括弧に

記した実証データと単調な関係を示しており，本モデルの妥当性が検証された．また，カード選択

の相関についても算出し，その結果を Table 5 に記す．やはり，符号は実証データと同じであり，
本モデルの妥当性を示す結果となっている．

6 Probabilities of Fictional Outcomes

6.1 Data

Kirby(1994)は，我々と異なる観点から，P (p)を操作し，カードの選択が変わるかを検討した．
彼は，被験者に，あるコンピュータが表に 0から 1000までの数字（実験 2と 3では 0から 100）を，
裏には +か −の記号を打ったカードを作成していると教示した．そして，被験者に，コンピュー
タがミスをしていないかを確かめて欲しいと頼んだ．ここで，小さい P set条件では，“もし片面
に 0の数字があるのなら，裏面には+が打たれている” というコンピュータのカード作成のルール
を教示した．一方，大きい P set条件では，“もし片面に 1から 1000(0から 100)までの数字があ
るのなら，裏面には−が打たれている”というルールを教示した．また，Kirbyは，コンピュータ
のエラー率は .01(実験 2では .1)と教示した．その結果が Table 6 の括弧内に記されている．大き
い P set条件では，not-q の選択率が増加している．これは Kirbyが予測したとおりであった．一
方，Kirbyが予測できなかった結果も見受けられた．１つは，大きい P set条件で not-p カードの
選択率が増加したことであり，もう１つは，qカードの選択率が，あまり安定していなかったこと

である．

6.2 Model

Kirbyの実験は，まさに P (p)を操作するものであった．すなわち，大きい P set条件では，P (p)
の確率が非常に高められている．我々のモデルは，P (p)が大きくなると，not− qの選択率が上昇

することを示している．従って，我々のモデルはKirbyとは別の観点から，実験結果を予測できて
いたことになる．さらに，我々のモデルは Kirbyが予測できなかった結果も予測可能である．こ
こで，Kirbyの実験状況で，被験者は P (p) = P (q)と考えると想定する．これは Bourne(1978)の
結果などを踏まえると自然な仮定である．さらに，実験で与えられたコンピュータのエラー率を

P (MI)だと考える．ただし，実験 2の.1というのは，コンピュータにしては異常に大きいので実
験 2でも P (MI) = .01と考える．実験 3ではエラーの情報が与えられなかったが，コンピュータ
だということで，エラー率を低く見積もると被験者が考えたるのは自然と思われる．そこで実験 3
でも P (MI) = .01とした．このような条件のもと，算出した SE(Ig)が Table 6 である．Kirbyの
結果を見事に予測しており，モデルの妥当性を示していると言えるだろう．
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7 Therapy Experiments

7.1 Data

４枚カード問題には，実験者が介入を行い，正しいカードの選択を促すという研究がある (Wason,
1969; Wason & Golding, 1974; Wason & Johnson-Laird, 1970)．例えばWason(1969)の研究で
は，実験者が被験者に，まず pのカードに着目させ，その裏に何があると考えているかを尋ねる．

次に，not-q のカードに着目させ，同じことを考えさせる．そして最後に，実験者は not-q のカー
ドを裏返し，pがあることを確認させる．

しかし，このようなセラピーによって最終的なテストで正答に至ったのは 42%に過ぎなかった．
また，特徴的なことに，正答に至った被験者には，いくつかの変化のパターンが見出された．それ

は以下の２つである．

• カードの選択が p ⇒ p, q, and not-q ⇒ p, and not-q と移行するパターン

• カードの選択が p and q ⇒ p, q, not-q ⇒ p, and not-q と移行するパターン

特に最初のパターンは，実験者があれだけ not-q に着目するよう教示したのに，qの選択まで増

やしており，興味深い点である．

7.2 Model

このパターンを説明する鍵は，Rの領域における SE[Ig(p)] ≥ SE[Ig(q)] ≥ SE[Ig(not − q)] ≥
SE[Ig(not− p)] という順序性である．先に述べたように，この情報量の順序は，実際のカードの
選択と単調に関係している．従って，被験者が not-q の選択を増やそうとしても，同時に qの選択

も増やさなければ，違和感を感じてしまうだろう．そのことが，上の１つめのパターンを説明して

いる．２つめのパターンも同じように説明できる．被験者がなかなか反証主義的に正しい解答に至

らないのは，その解答が情報量順序の原則を破っているからである．また，このような説明をする

ことによって，被験者がなかなか正答に至らない理由に示唆を与えることができる．被験者がなか

なか正答に至れないのは，これまで考えられてきたように “not-q カードをめくれない”というこ
とではない．むしろ，q カードをついめくってしまうところにあるのではないだろうか．

8 Reduced Array Selection Task (RAST)

8.1 Data

４枚カード問題の先行研究では，選択肢を q と not-q に限定したものがある (Johnson-Laird &
Wason, 1970b; Wason & Green, 1984)．この実験において，刺激は 30個であり，色がついていた．
実験者は被験者に 15個は黒色で残りの 15個は白色であること，またそれぞれは三角もしくは円形
をしていることを教示した．黒色の刺激はすべて，黒色ボックスに入れられ，白色の刺激はすべて

白色ボックスに入れられた．被験者は “すべての三角刺激は黒色である”といったルールを確かめ
るために，好きな箱から刺激を取り出すことを許された．その結果，被験者は黒色ボックスから刺

激を取り出してはいた (qの選択)が，その数は最大でも 8個であった．そして，すべての被験者が
白色ボックスから 15個の刺激を取り出した (not-q の選択)．
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8.2 Model

この実験のポイントは，qの事例とnot-qの事例が，同数存在することである．すなわち，P (q) = .5
である．このとき，希少性の前提は破られ，E[Ig(not− q)] ≥ E[Ig(q)] となる (Figure 2 )．従って，
被験者が not-q のカードを選択したことが説明でき，モデルの妥当性が示されたこととなる．

9 Thematic Selection Task

近年の４枚カード問題に関わる研究は，主題材料効果を扱ったものがほとんどである (e.g., Cheng
& Holyoak, 1985, 1989; Cosmides, 1989; Evans, 1989; Gigerenzer & Hug, 1992など)．これらの
研究では，例えば，“もし旅券が ‘入国’ならば，裏面の伝染病リストに ‘コレラ’が含まれていない
といけない”というような推論や，‘Mもしある男が ‘キャッサバの根’を食べるのなら，彼は顔に成
人の ‘刺青’を彫っていなければならない” のような形式のルールにすると，正答率 (p と not-q の
選択率）が上昇することが指摘されている．ただし，これらの推論は，一般的な４枚カード問題の

ように “仮説検証”ではない．それは義務推論 (deontic reasoning)と呼ばれるものであり，一般的
な４枚カード問題とはやや性質が違うことが認められている．これらの推論の目的は，ルールが “
破られたか”を確かめるものである．しかし，そのルールが破られたとしても，ルールが “反証”
されるわけでは決してない．そのため，義務推論を扱った主題材料効果は，一般的な４枚カードと

同列に論じることができない．しかし本研究では，同じ確率推論の枠組みが，これらの研究でも適

用できることを示す．

9.1 Data

上記の義務推論に関して，Gigerenzer & Hug(1992)は，“ルールのタイプ”と “視点”という２
つの要因が大切であるという指摘をしている．ルールのタイプとは，“義務 (obligation)”か “許可”
かという違いである．例えば，旅券の例は，義務の例である．義務とは，if action(p), then must
condition(q)の形態を取り，許可とは if condition(p), then may action の形態をとる．また，視点
とは，行為者 (actor)か義務・許可を与える側 ( 指示者； enforcer)かの違いである．

Cheng & Holyoak(1985)は義務タイプの推論で，指示者の視点を取ると，p と not-q の選択率
が上昇することを示している．Cosmides(1989)は，同じ知見を追試した上で，ルールのタイプを
許可にすると（Cosmides自身は “社会的契約を変更した”と捉えている），not-p と q のカードの
選択率が上昇することも示している．Manktelow & Over(1991)では，許可ルールで視点の操作を
行った．その結果，指示者の視点では not-pと q の選択が，行為者の視点では pと not-q の選択が
増えることを明らかにした．Gigerenzer & Hug(1992)は，これらの要因を系統的に操作し，

• 義務タイプのルールでは，指示者のとき p と not-q，行為者のとき not-p と q が選択される

• 許可タイプのルールでは，指示者のとき not-p と q，行為者のとき p と not-q が選択される

ことを示した．
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9.2 Model

繰り返しになるが，この推論ではルールの検証が目的ではない．ルールの使用 (rule use)が目的
である．そのようなとき，不確実性の低下という観点はあまり適切ではない．むしろ，主観的な期

待効用 (expected utility)の観点から考えるのがよいだろう．下の表２はそのような効用を表にし
たものである．

表 2: 許可者と行為者における効用の違い
Perspective Action Not-action

Enforcer
Condition −0.1 −0.1

Not-condition 5− 0.1 −0.1
Actor

Condition −0.1 5− 0.1
Not-condition −0.1 −0.1

どのカードをめくるのにも.1のコストがかかるという前提で，あるカードには効用が伴うと考
えてある．例えば指示者の立場だと，ルールに反した人間を見つけるのが目的になるので，条件

(condition)を満たしていないのに行為を行っている人の発見の効用が高い．一方，行為者の場合，
フェアではない事例を見つけることが目的となる．すなわち，条件を満たしているのに行為が出来

ない（許されていない）人を発見することの効用が高い．

このような課題をやるとき，被験者は普通どの程度の人がルールを破っているか分からないだろ

う．従って，P (MI)と P (MD)（義務・許可遂行の事前確率）は等しい (= .5)と考える．そして，
４枚のカードをそれぞれめくったときの期待効用を以下のように算出することとする (actは行為，

conは条件を指す）．

EU(con) = P (act|con)U(con, act) + P (act|con)U(con, act) (9)

EU(con) = P (act|con)U(con, act) + P (act|con)U(con, act) (10)

EU(act) = P (act|con)U(con, act) + P (con|act)U(con, act) (11)

EU(act) = P (con|act)U(con, act) + P (con|act)U(con, act) (12)

この式を計算するためには，表２に書いた効用の値に加え，条件つき確率の値が必要になる．こ

の条件つき確率は

P (x|y) = P (x|y,MI)P (MI) + P (x|y, MD)P (MD) (13)

である．P (x|y, MI)や P (x|y, MD)は (7)式を用いて，求めることができる．従って，P (x|y)と
いう条件つき確率は，やはり表１のパラメータ aと bで構造化することができる（ただし以後は b

ではなく P (q)を用いる）．
このルールの場合，稀少性の前提を置くことは不適切だと考えられるため（焦点となる対象が限

定されるため，P (p)や P (q)はそれほど小さくならない），P (p)と P (q)を .1から .9の間でサン
プリングし，平均的な期待効用を算出したのが Table 8 である．指示者の視点では行為と not-条
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件のカードをめくることが，行為者の観点では not-行為と条件のカードをめくることが予測され
る．行為のカードは義務ルールでは p，許可ルールでは qになる．条件のカードは義務ルールでは

q，許可ルールでは pになる．従って，この結果は，例えば許可ルールにおいて，指示者の視点に

立つならば not-p と q のカードを選ぶことになり，これまでのデータと同一の結果を示している．
従って，期待効用という，義務推論独自の観点に立った上で，やはり表１に基づいた確率論的な枠

組みで，先行研究の結果を説明することができた．このことは今回のモデルの有効性を示している

と言えるだろう9．

10 Discussion

以上見てきたように，我々の確率論的なアプローチは４枚カード課題の多くの結果を説明するこ

とができた．このことは，我々のモデル化の妥当性を示しているだろう．討論では，本モデルと他

の演繹推論モデルとの違い，確率論的なアプローチとの違いを述べ，最後に希少性の前提について

検討を行う．

10.1 Relations to Theories of Deductive Inference

演繹推論のモデルとして有名なものにメンタルモデル (Johnson-Laird, 1983)がある．このモデ
ルの最大の問題点は，モデルの中に確率論的な考えや期待効用といった考えを一切入れていないこ

とである．しかし，直感的に考えても，そのようなメカニズムのみで我々が推論しているとは考え

にくいのではないだろうか．また，このモデルでは，通常の４枚カード課題で人が not-q を選びに
くいのは，そのようなカードがメンタルモデルに表象されていないからだと考える．しかし，介入

研究 (therapy research)で見たように，人は not-q カードに着目するよう促されても，qカードを

選んでしまうという傾向をもっている．これは，本モデルでないと説明ができない．

また，主題材料効果を説明するために実用的推論スキーマ (Cheng & Holyoak, 1985)や社会的
契約理論 (Cosmides, 1989)がある．しかし，これらの研究は主題材料効果に特化した説明であり，
４枚カード問題へ一般化できる形のモデルになっていない．そもそもそのようなスキーマ（領域固

有の知識）がどのようなものであるかも不明確である．一方，我々のモデルでは，そのような領域

固有の知識は，確率推論の際のパラメータに影響を与えると考える．このように考えることによっ

て，主題材料効果の研究と一般的な４枚カード問題の結果とを統合することが可能になっている．

10.2 Relation to Probabilistic Approaches

これまで Bayes的な考えに基づいた確率論的なアプローチがなかったわけではない．Rips(1990)
や Fischhoff & Beyth-Marom(1983)は，４枚カード問題に対して，すでにそのような考え方を適
用していた．しかし，その説明はかなり大枠に過ぎないものであり，pと qカードを選択する理由

づけに過ぎないものであった．本研究のように，４枚カード問題のデータを包括的に説明できるよ

うなものではなかった．また，Klayman & Ha(1987, 1989)も同じような考え方を示した．しかし
それはWasonの 2-4-6課題に特化したものであった．Kirby(1994)のみが，４枚カード課題を，確
率的なアプローチに基づいて包括的に説明しようと試みている．ただ残念なことに，彼のモデルで

9ここではもう情報論的な考えや，ベイズ的な確率更新の考えは使用されていない点に注意．用いているのは表１の枠
組みだけ．
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は重要なデータのいくつかが説明できない．それは本論文で見てきた通りであり，我々のモデルの

方が説明力は大きい．

面白いことに，本モデルは，これまで演繹推論研究とは無関係だと思われてきた，因果推論研究と

類似性を示している．この研究では 2×2のContingency Tableより，人の因果推論のパターンを予
測しようという研究である．その中でCheng & Novick(1990, 1992)の確率対比モデル (probabilistic
contrast model)は，明示こそしていないものの，Bayes的なアプローチが含まれており，本研究
との類似点が大きい．そして，我々の研究と Cheng & Novick(1990, 1992)のモデルは，大きくは
Andersonが提唱した合理性のモデル (Anderson, 1990, 1991a, 1991b)やGigerenzerらの確率論的
なモデルの流れと一貫していると言えよう．

10.3 Rationality

本研究ではほとんど希少性の前提 (rarity assumption)をもとに議論を行ってきた．果たしてこ
のような前提は妥当なのだろうか．本当なら Anderson(1990)が提唱するように環境の分析を行う
必要があるが，そうでなくともこの前提が妥当だという考察は難しくない．

被験者は，世の中に対する非常にたくさんの経験を有している．そのような莫大の経験の中で，

与えられたルールの pや qのルールに相当する事例に出くわす可能性は非常に低いのではないだろ

うか．たとえば，“すべてのカラスは黒い” というルールを考えてみても，世の中にはカラスでは
ない事例に溢れているし，黒くない事例も非常に多い．Klayman & Ha(1987, 1989)は，2-4-6課
題の文脈で検証すべき仮説の原因に相当するものが存在する確率は非常に小さいことを言及して

いる．また，Anderson(1990)では，Schustack & Sternberg(1981)のContingency Tableを再分析
し，原因の事前存在確率が .25，結果の事前存在確率が .27ということを示した．これは，希少性
仮説を支持するものであるし，P (p)より P (q)が大きいといってもそれがわずかに過ぎないとい
う我々のシミュレーションの前提に沿うものである．また，“もし表面が母音ならば裏は偶数であ
る” というルールでは，母音の存在確率は 5/26ではないかという意見もある (Kirby, 1994)．しか
し，文字の “タイプ”という水準はこの事前確率の算出で重要ではないだろう．重要なのは文字の
“トークン”という水準ではないだろうか10．

では，我々は本当にこのような Bayes流の計算を実際にして行動しているのだろうか．それに
はさまざまな見方が可能である．極端な立場の１つに立てば，人々は暗黙にでもそのような洗練さ

れた確率計算を行っていると考えることができる．すなわち，人間は適応的な意味でも，規範的な

意味でも合理的だと捉えられる．他方で，今回の合理分析はどの行動が最適であるかを示したに

過ぎず，人間の心的な演算 (mental operation)がそれに沿っているとは限らない (remain neutral)
という立場に立つこともできる．この立場に立つと，今回我々が予測した通りに人がカードを選択

したのは，心的な演算を行ったからではなく，（進化によって獲得された）生得的な機構や，我々が

生まれてからの学習の結果だと考えることができる．また，この２つの立場の中庸に立ち，部分的

には演算が行われているが，部分的にはそのようなことはないと考えることもできるだろう．

生得的な機構や学習によってすべてを説明することは難しい．実験的に信念を操作したとき，被

験者のカードの選択が変わることを予測できないからである（RAST課題など）．一方で，我々が
今回のような計算を日常ですべて行っているとも考えにくい．今回は単純な課題であったが，日常

の複雑な課題の前では，こうした計算はいとも簡単に組み合わせ爆発を起こしてしまうからである

(e.g., Charniak & McDermott, 1985)．今後，このメカニズムのどこまでが心的に演算されている
のかを考えていく必要があるだろう．

10ここは正直よくわかりませんでした．ごめんなさい．
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11 いくつかの反論とその回答

11.1 Evans & Over (1996)11

11.1.1 主な批判点

(1) 式の情報量の考え方は，反直感的な結果を導くのではないだろうか．不確実性は２つの仮説
があった場合，P (H1) = P (H2) = 0.5のときに最大になる．このとき，例えば，最初 P (H0)が
0.25だったとする．次にある情報を得て P (H0)が 0.5になると，不確実性が増加（情報量が低下）
したことになってしまう．さらに言えば，ある情報を得て P (H0)が 0.75になっても，何の情報量
も得られないことになってしまう．

11.1.2 回答12

カードの選択を規定するのは増加した情報量 Ig ではなく，その情報量の期待値 E(Ig)である．
まずその点を確認する必要がある．また，Evans & Overのアイディアは言い換えると，“事後分
布が事前分布に比べてどの程度移動したのか”ということになると思う．このアイディアを体現し
ているのは，Kullback-Lieblerの距離 Dであるだろう (Kullback & Liebler, 1951)．しかし，驚い
たことに，指標をこのように変えても最終的に得られる式は我々の式とまったく同じになってしま

う．つまり，Evans & Overが示唆したアイディアに基づいて定式化をすると，得られた結果の解
釈こそ異なるが，得られる結果そのものはまったく同じになってしまうのである．

11.2 Laming (1996)13

11.2.1 主な批判点

Oaksford and Chaterは Shannon-Wienerの情報量を用いたが，この指標は仮説とデータの連関
の程度を示すものであり，あるデータのもとで仮説の弁別性を示すものではない．また，４枚カー

ド問題は１回きりの課題であり，ある仮説のもとでデータが得られる確率は 0か 1かのどちらかで
ある．さらに，これまで繰り返し接していないような状況で，何らかの事前確率を持つと考えるの

もおかしい．また，基本的にカード選択の順位でのみモデルが検討されており，実際のカード選択

率を予測していない点も不十分である．

11.2.2 回答14

確かに Shannon-Wienerの情報量は仮説とデータの連関を示すものである．しかしそれが唯一の
解釈ではない．同時に仮説間の弁別性も示すものである (Fedorov, 1972)．また，Lamingは頻度
論 (frequentist) の立場で反論している．しかし，我々のモデルはベイズ的主観的確率の立場に依
拠するものである．確率を主観的な信念と考えるため，（経験したことがないものに対する）事前

11Evans, J. S. B. T., & Over, D. E. (1996). Rationality in the selection task: Epistemic utility versus uncertainty
reduction. Psychological Review, 103, 356-363. より抜粋．

12Oaksford, M., & Chater, N. (1996). Rational explanation of the selection task. Psychological Review, 103,
381-391. より抜粋．

13Laming, D. (1996). On the analysis of irrational data selection: A critique of Oaksford and Chater (1994).
Psychological Review, 103, 364-373. より抜粋．

14Oaksford & Chater (1996). op. cit.
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確率も常に考えることができるし，データが得られる確率も 0か 1のように 2値的なものにもなら
ない．順位だけといっても，これだけ幅広いデータを説明できることは，やはりこのモデルの妥当

性を示しているだろう．

11.3 Klauer (1999)15

11.3.1 主な批判点

Oaksford & Chater (1996) が認めているように，彼らのモデルは基本的に連続的な意思決定の
場における選択行動を定式化したものである．しかし，Shannon-WienerのE(Ig) に基づいた選択
は最適解に至らないことが指摘されている (e.g., Bandemer et al., 1977)．より規範モデルでよい
とされているのは Chernoff (1959, 1972) の基準である．この基準では下記の Kullback-Leiblerの
情報量16に基づいてカード選択をすると考える．

I(Hi, Hj , e) =

[∑

D

Pe(D|Hi)
Pe(D|Hj)

]
Pe(D|Hi) (14)

得られた結果を Table 1 に示す．通常人は，４枚カード問題のような状況に置かれたとき，あ
る命題が正しいという信念を少し強く持っているだろう．こうした P (MI) = 0.40 の状況では，
Shannon-Wienerの基準も，Chernoffの基準も同じような結果になる（希少性の仮説のもとで）．
すなわち，pと q の情報量が大きい．しかし，P (M) = 0.60のような状況になると，なんと２つ
の基準で予測が違ってくる．Shannon-Wienerの基準では，先ほどと同じく pと qの情報量が多い

が，Chernoffの基準では pと qの情報量が多いのである．

このどちらの基準が適切かを検討するためには，P (MI)を操作した実験をする必要があるだろ
う．いくつかの研究でそのような操作を行っているが，その多くの研究では論理的に正しい（す

なわち pと qの選択が増えているように思われる (e.g., Fiedler & Hertel, 1994; LOve & Kessler,
1995; Pollard & Evans, 1983)．
さて，さらに４枚カード問題を連続的でない選択行動だと考えよう．このとき，誤った結論に

なってしまうリスクやコストなどを考慮したモデルを立てることができる．このモデルを実際のこ

れまでの研究結果のデータにフィットさせてパラメータを推定した．最終的に得られた結果が Table
2 である．このモデルでは，“被験者がどの組み合わせを選ぶか”まで検討することができるのが大
きな特徴である．そして，得られた結果は，これまでの実験結果の順位とだいたい一致している17．

推定されたパラメータで，P (p) = 0.26, P (q|q) = 0.05であり，希少性の前提も保持されている．

11.3.2 回答18

彼らの考えは我々の考えと共通点が多い．合理分析，ベイズ理論，最適データ選択など，我々の

考えをより進展させたと考えることもできよう．

ただし，彼らの主張は，実証的示唆に乏しいように思われる．例えば，P (MI)を強めるような操
作をした場合に論理的に正しい答えが得られるという知見は一貫していない．特に，P (MI)の信

15Klauer, K. C. (1999). On the normative justification for information gain in Wason’s selection task. Psycho-
logical Review, 106, 215-222. より抜粋．

16先ほどの Kullback-Leibler の距離とは違うので注意．
17これまでのアプローチと違い，パラメータをデータから推定している点に注意．
18Chater, N. & Oaksford, M. (1999). Information gain and decision-theoretic approaches to data selection:

Response to Klauer (1999). Psychological Review, 106, 223-227. より抜粋．
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念を直接低めるような操作をした Green & Over (1997)や Oaksford, Chater, & Grainger (1997)
では，信念の操作は qの選択率にほとんど影響を与えなかった．

また，連続的でない選択的行動のモデルでは，確かにある程度実証データを説明している．推

定されたパラメータも希少性の仮説を満たしている．しかし，他のパラメータ P (MI)l0/P (MD)l1
の値は，if p, then q ルールのもとでは 13.3であり，if p, then not-q のルールのもとでは 1.44で
あった．つまり，P (MI)が，前件肯定の場合により高い．このことから，P (MI)が高い方が，論
理的に正しいカードを選択するという予測を導く19．これは上の予測と正反対で矛盾している．ま

た実証的な支持もほとんどない．

19ここも論理がよく理解できませんでした．
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