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要旨 

 

 新型コロナウィルスが流行して以降、どのように対応するべきか様々な意見が飛び交い、国家から個人レ

ベルに至るまでその妥当性を評価することは重要になっている。しかし認知心理学の研究は、人は論理的妥

当性にではなく意見の結論と自分の考えの近さによって妥当性を評価してしまう非合理な傾向があることを

明らかにしている。今回はその傾向を踏まえ、自粛や授業のオンライン化の是非について実際に人々が日常

で評価を行わなければならないような文章を作成し、課題に用いることで人の妥当性評価のメカニズムを探

った。分析の結果、人が妥当性評価を行う際には、先行研究が示す通り意見の結論と評価者の考えの近さが

最終視されること、文章内で引き合いに出される根拠一つ一つのもっともらしさが重要であること、根拠同

士の論理的な関係性は無視されること、ただし分析的思考を経た考えを持っている場合はその限りではない

ことが明らかになった。 
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1 導入 

1.1 背景 

 2020 年 2 月初旬、横浜港に寄港したクルーズ船

内で確認された新型コロナウィルスについての報道

がなされて以来、日本国内において組織・個人にか

かわらず、人の生死にかかわる重大な意思決定を迫

られる事例が多くあった。同時に SNS を中心に現状

に対してどのように対応すべきかについての主張や

意見が飛び交った。しかしこれらは論理的ものから

非論理的なものまで様々であり、より正しい意思決

定を行うために、それらの主張の妥当性を論理的に

評価することが求められた。 

 主張の妥当性を判断する際にはその主張が確かな

根拠に根付いているか、論理的整合性が取れている

かによって判断するべきであり、その主張がどれだ

け元々自分が持つ意見に近いか、主張の結論がどれ

ほど自分にとって都合の良いものであるかは無視す

るべきである。しかし、人間の判断がそのように行

われないことは認知心理学や意思決定とバイアスの

分野を始めとする多くの先行研究が示している。人

はある主張の妥当性を判断する際に、その主張の結

論が自分の考えと一致していれば論理的妥当性とは

無関係にその主張を妥当と判断し、異なっていれば

妥当でないと判断する傾向がある。これは信念バイ

アスと呼ばれる認知バイアスの一種である。（Evans 

et al , 1983）この傾向は先行研究によって繰り返

し確認されており、主に実験課題として三段論法が

用いられてきた。その例を以下に示す。 

前提１ すべての花は萎れる 

前提２ バラは萎れる 

結論 ゆえにバラは花である 

この三段論法は「すべての A は B, C は B, ゆえ

に C は A」という論理構造をもっている。この論

理構造では誤りであり、したがって前提１、前提２

から結論を導き出すこの三段論法は誤りであるが、

多くの人がこの三段論法は正しいと誤った評価をす

る。（Markovits, H., & Nantel, G, 1989） 

 
1.2 問題意識と本研究の目的 

人の三段論法に対する妥当性評価は論理的である

とは言えず、また評価者の事前の考えに影響をうけ

ることは多くの先行研究によって示されている。し

かし日常生活において実際にバラが花であるかを論

理的に評価することは稀であり、その形式が三段論

法である可能性はさらに稀である。そのような違い

が妥当性評価のメカニズムにおいて信念バイアスの

性質に影響を与える可能性がある。 

 三段論法と自然な文章の違いは見た目の形式のほ

かに大きく二つある。一つは判断する結論が前者は

事実であるかどうかがはっきりしている知のに対し

て、後者は事実であるかは不明な点である。三段論

法課題は実験参加者によって条件に差が出ないよう

に結論を(それが前提から論理的に導けるかどうか

は別にして）「バラは花である」のような誰にとって



も事実であると明らかに分かるものにしている。一

方で日常生活において信念バイアスが問題となるよ

うな意見や主張の結論が事実であるかどうかがはっ

きりしていることはまずない。 

 二つ目は前提の確実性である。三段論法課題は論

理を評価できているかを検証することを目的として

いるため、前提の二つの文章が事実に反していても

事実として考えるように指示がなされる。対して日

常で実際に妥当性を評価するような文章は論理だけ

でなく、そもそも前提として引き合いに出される根

拠が正しいのかどうかも判断に含まれるように思わ

れる。これらの違いが信念バイアスに与える影響に

ついて検討する必要がある。 

 今回の実験では新型コロナウィルスへの対応とし

て行われた自粛措置や授業のオンライン化の是非を

トピックに300文字程度の文章を用意して実験参加

者に提示し、それらの文章の妥当性評価に信念バイ

アスの影響が表れるか否かを検討した。加えて三段

論法課題も同時に行い、比較することで人の妥当性

評価メカニズムについて考察した。 

 

2 実験手順 

2.1 実験参加者 

実験参加者は慶応義塾大学の生徒 14 人、他大学の

学生 11 人、オンラインサービスの Crowd Works で

募集した 41 人、Amazon Mechanical Turks で募集し

た 4 人から回答を得た。実験協力者の合計人数は 70

人(男性 32 人、女性 35 人、無回答あるいはその他が

3 人)であった。実験参加者には謝礼とし 500 円が支

払われた。 

 

2.2 実験課題 

今回の実験課題は3つあり、一つ目は三段論課題で

ある。この課題は4つの三段論法で構成されており、

それぞれ論理的に妥当であるか、あるいは前提文お

よび結論に否定文(～でない)を含むかが異なる。実

験参加者は各三段論法が論理的に妥当である/妥当

でないのいずれであるかを評価し回答する。 

二つ目は文章課題である。自粛と授業のオンライ

ン化についてそれぞれ4つの意見が述べられた文章

があり、各文章は三段論法課題と同一の論理構造を

持っている。4つの文章には、論理的に妥当な肯定的

文章、非妥当な肯定的文章、妥当な否定的文章、非

妥当な否定的文章があり、実験参加者はそれぞれの

文章の論理的妥当性を7件法で評価する。また文章を

読む前に自粛および授業のオンライン化にそれぞれ

賛成している度合を-3～3で回答してもらった。 

三つ目はCRTである。これは直観的に思いつくが誤

りである答えを想起させる問題で構成されており、

どれだけ分析的な思考傾向であるかを測るアセスメ

ントである。今回はFrederick（2005）が開発した3問と

S. Thomson and M. Oppenheime (2016)が開発した

CRT2のうち1問、合わせて4問を日翻訳して利用した。 

 

3 分析と結果 

3.1 実験参加者の等質性について 

 それぞれの実験参加者群が異なる性質をもつ母

集団である可能性があるため、データの等質性を確

認するために分散分析を行った。その結果、慶應義

塾大学とCrowd Worksの実験参加者の間で自粛につ

いての非妥当な否定的文章に対する妥当性評価に有

意に差があることが確認された。（df= 32.52,t=4.01, 

調整済みｐ値<.01） 慶應大学の実験参加者のみ謝礼

として金銭を受け取っておらず、この点が実験に影

響を及ぼした可能性があるため、自粛について非妥

当な否定的文章の分析を行う際は慶應義塾大学の実

験参加者のデータを削除して行うものとする。 

 

3.2 文章課題における信念バイアス傾向について 

 文章課題における妥当性評価に信念バイアスの影

響が見られるかを確認する。もし信念バイアスが働

いているならば、自粛やオンライン授業化に賛成す

る実験参加者はそれらに対して肯定的文章の妥当性

を、論理構造の妥当性に関わらず、高く評価するは

ずである。逆に反対の実験参加者は否定的文章を高

く評価するはずである。この点について検証を行う

ために、自粛や授業のオンライン化にどれだけ賛成

するかという質問に 1～3 と答えた実験参加者を賛

成グループ、-1 ~ -3 と答えた反対グループに分類し、

それぞれの文章に対する妥当性評価の点数の平均値

を比較した。Welch の t 検定を行い Holm 法で多重比

較の補正を行った結果、自粛に賛成および授業のオ

ンライン化に反対のグループでは文章の論理的妥当

性にかかわらず実験参加者の考えに一致する文章の

妥当性が有意に高く評価された。(表 1,2) この結果

は自然な文章においても自粛に賛成あるいは授業の

オンライン化に反対する実験参加者には信念バイア

ス傾向が働くことを示している。一方で自粛に反対

および授業のオンライン化に賛成のグループでは有

意差は認められなかった。ただし効果量を見ると自

粛の反対グループは非妥当な肯定文と非妥当な否定

文の組み合わせを除き中～大程度の効果量があるこ

とがわかる。 

また統計的に有意な差はないものの、効果量から

考えると自粛反対と授業のオンライン化賛成グルー

プは肯定的・否定的にかかわらず妥当な文章の妥当

性を高く評価する傾向があることが認められる。こ

れはこの二つのグループが論理的妥当性に基づいて

妥当性を評価している可能性を示唆している。ある

程度の効果量があるにも関わらず有意な差が得られ

なかった理由として多重比較に伴う Holm 法を用い

た補正によって統計的検定が保守的になってしまっ

たことが挙げられる。 

 
  



表１：自粛の賛成/反対グループの各文章に対する妥当性評価点数

の差とその効果量 

反対 

/賛成 

妥当な 

肯定 

非妥当

な肯定 

妥当な 

否定 

非妥当

な否定 

妥当な 

肯定 

――― 0.90 

(0.50) 

-0.80 

(-0.50) 

0.78  

(0.39) 

非妥当な

肯定 

-0.33 

(-0.25) 

――― -1.70 

(-0.90) 

0.00 

(0.00) 

妥当な 

否定 

1.46** 

(0.95) 

1.78** 

(1.19) 

――― 2.00 

(1.90) 

非妥当な 

否定 

2.00** 

(1.46) 

2.38** 

(1.73) 

0.54 

(0.35) 

――― 

 
表 2：授業のオンラインの賛成/反対グループの各文章に対する 

妥当性評価点数の差とその効果量 

反対 

/賛成 

妥当な

肯定 

非妥当

な肯定 

妥当な

否定 

非妥当

な否定 

妥当な 

肯定 

――― 0.90 

(0.62) 

-1.80* 

(-1.24) 

-1.95** 

(-1.46) 

非妥当な 

肯定 

0.63 

(0.46) 

――― -2.70** 

(-2.29) 

-2.85** 

(-2.77) 

妥当な 

否定 

0.28 

(0.22) 

-0.35 

(-0.23) 

――― -0.15 

(-0.14) 

非妥当な 

否定 

0.71 

(0.50) 

0.08 

(0.05) 

0.43 

(0.27) 

――― 

※1 補正済み p 値が <.05 のとき*、 <.01 のとき**と記している。 

※2 表の下部は自粛賛成グループ、上部は自粛反対グループの妥

当性評価点数の差を表している。()内の数値は差の効果量である。

肯定文と否定文を比較する際は肯定文から否定文の評価点数を

引いた値、肯定文同士あるいは否定文同士では妥当な文章から非

妥当な文章の評価点数を引いた値となっている。 

 

3.3 三段論法との妥当性判断メカニズムの違い 

 先述したように文章課題と三段論法課題で大きく

異なる点の一つは、三段論法では前提が100％の確率

で事実であると考えて論理推論を行うように指示さ

れるのに対し、文章課題では根拠が事実である確率

を見積もる必要があることである。この主観確率が

信念バイアス傾向に影響を与えている可能性がある。

この点を検証するために、実験参加者の賛否の考え

と主観確率の二つの要素によって妥当性評価の点数

が決定されると仮定した主観確率モデルを立て、こ

のモデルと三段論法課題の正答率のどちらがより実

際の実験参加者の信念バイアス傾向の強さを予測す

るかを比較し、妥当性評価のメカニズムを探索する。

三段論法で用いられる推論能力が自然な文章での妥

当性評価でも重要であならば三段論法課題の正答率

によって自然な文章における信念バイアス傾向は予

測されるはずである。妥当性評価のメカニズムにお

いて主観確率が重要な役割を果たすのであれば主観

確率モデルが信念バイアス傾向を予測すると考えら

れる。 

 信念バイアス傾向の強さは、賛成グループの場合

は非妥当な肯定的文章の妥当性評価点数から妥当な

否定的文章の点数を引いた値で数値化する。反対の

グループの場合は非妥当な否定的文章から妥当な肯

定的文章の妥当性評価点数を引いた値である。 

 主観確率モデルではまず各文章について以下の式

に基づいて実験参加者iが文章jにつける妥当性評価

点数の予測値xijを算出する。 

xij = log(
𝑝𝑟𝑜𝑏(𝐻)𝑖𝑗

𝑝𝑟𝑜𝑏(~𝐻)𝑖𝑗
×

𝑝𝑟𝑜𝑏(𝐷|𝐻)𝑖𝑗

𝑝𝑟𝑜𝑏(𝐷|~𝐻)𝑖𝑗
)  (式1) 

 
ただし prob(H)は文章の結論が正しいと思う主観

確率、prob(~H)＝文章とは逆の結論が正しいと思う

主観確率、prob(D)＝文章中の根拠が事実であると思

う主観確率とする。このとき、
𝑝𝑟𝑜𝑏(𝐻)

𝑝𝑟𝑜𝑏(~𝐻)
 は文章の結

論が対立する結論と比較したときにどれだけ正しい

かの主観的な確率のオッズであり、信念バイアスの

定義から、実験参加者の信念が文章の結論にどれだ

け一致しているかは実験参加者の賛否の考えに置き

換えることが出来ると想定する。また prob(D|H)は文

章の結論が正しいと仮定したときに文章中の根拠が

事実であると思う主観確率であり、これは文章の意

味内容を表象する文章モデルが正しい主観確率であ

る。一方で prob(D|~H)は文章と対立する結論が正し

いと仮定したときに文章中の根拠が事実でありうる

主観確率であり、これは表象される対立モデルが正

しい主観確率である。よって
𝑝𝑟𝑜𝑏(𝐷|𝐻)

𝑝𝑟𝑜𝑏(𝐷|~𝐻)
は文章モデ

ルが対立モデルに対して主観的にどれほどもっとも

らしいかを表している。このモデル式は実験参加者

の考えと主観確率についてのオッズ比であり、主観

確率モデルはこれをもとに妥当性評価が決定されて

いると仮定している。 

prob(D|H)は文章中の根拠が事実であると思う主

観確率であるが、その値は今回の実験からは得られ

ないので、各文章の根拠についての主観確率を一定

の基準に基づいて設定し、推測値として主観確率モ

デルの式に代入する。主観確率の推測値は、おおむ

ね信用されると考えられる根拠は 0.95、懐疑的であ

ろう根拠は 0.5、考えに対立し否定されるであろう根

拠は 0.05 と設定する。例えば、自粛に賛成する人に

とって「自粛要請と感染染拡大スピードの抑制した」

という根拠は信用されるので主観確率の推測値は

0.95 と設定されるが、自粛に反対する人は懐疑的で

あるので 0.5 に設定される。(自粛に反対する人の中

には自粛の効果に懐疑的であり、なおかつ経済的な

ダメージの軽減などを理由に自粛に反対している人

が多いと考えられる。）prob(D|~H)も同様に計測する

ことが出来ていないので 0.5 と置く。 

主観確率モデルの信念バイアス傾向の予測値はこ



の予測妥当性評価点数を用いる。賛成グループの場

合は非妥当な肯定的文章の予測妥当性評価点数から

妥当な否定的文章の点数を引いた値を、反対グルー

プの場合は非妥当な否定的文章から妥当な肯定的文

章の予測妥当性評価点数を引いた値を予測値とする。 

三段論法の正答率および主観確率モデルに基づく

予測値をそれぞれ独立変数とし信念バイアス傾向の

スコアを従属変数として単回帰分析を行うことでそ

れぞれの予測力を検証した。結果、三段論法課題の

正答率は信念バイアス傾向を予測しなかったのに対

し、主観確率モデルは有意に予測した。(表 3) 

 
表３:信念バイアス傾向を従属変数とした標準化回帰係数 

標準化 

回帰係数β 

自粛の 

文章  

オンライン

化の文章 

三段論法課題の 

正答数 

.042 

(-.014 ) 

-.225 

(.040) 

主観確率モデル .517** 

(.260) 

.507** 

(.245) 

※ p<.1のとき‘、p<.05のとき*、 p<.01のとき**と記している。 

※2 ()内は自由度調整済み説明率を示している。 

 

続けて独立変数として分析的思考傾向を表すCRTの

正答率を主観確率モデルに加えて重回帰分析を行っ

た。その結果、すべての独立変数が有意に予測した。

またこの重回帰モデルは信念バイアス傾向の分散を

自粛の文章の場合は53.7%、オンライン化の文章の場

合は38.9%を説明した。(表4) 
 

表4:独立変数をCRT＋主観確率モデルとした標準化回帰係数 

標準化 

回帰係数β 

自粛の 

文章 

オンライン化

の文章  

CRT の 

正答数 

.254* -.320* 

主観確率 

モデル 

.784** .526** 

調整済み 

説明率 

.537 .389 

※ p<.1のとき‘、p<.05のとき*、 p<.01のとき**と記している。 

 

4 考察 

4.1 文章課題における信念バイアス 

 分析の結果から授業のオンライン化に賛成するグ

ループを除き、自然な文章においても信念バイアス

の影響があることを確認することが出来た。 

授業のオンライン化に賛成あるいは自粛に反対と

いう考えを持っている場合には論理的妥当性に基づ

いて妥当性を評価する傾向も見られた。これら二つ

の考えの特徴として、それらに対立する考えが直観

的に思いつく点が挙げられる。（例：感染を抑えるた

めに自粛をするべき、オンライン授業は授業の混乱

や質の低下を招くので続けるべきでない、など） 対

立した考えを考慮するということは双方の立場から

複数の要素を比較するということであり、そのよう

な分析的思考が論理的妥当性に基づく妥当性の評価

を促進した可能性がある。 

 

4.2 妥当性評価のメカニズム 

 信念バイアス傾向は、主観的確率モデルでは予測

できたのに対し、三段論法課題の正答率は予測でき

なかったことから三段論法課題と文章課題とでは妥

当性評価のメカニズムが異なり、自然な状況での判

断においては主観確率が重要な役割を果たすことを

示唆された。これは三段論法課題において正しく推

論できた実験参加者であっても文章課題においては

信念バイアスの傾向を見せることを意味しており、

もし自然な文章に対する妥当性評価を想定した信念

バイアスの個人差傾向やその発生メカニズムを研究

するのであれば、三段論法課題のみを用いる実験で

は不十分であると言える。 

 またCRTも信念バイアス傾向を予測することから

分析的思考傾向も妥当性評価に影響すると言える。 

 

5 結論と今後の展望 

 本研究が明らかにしたことの一つ目は、信念バイア

スは自然な文章の評価するときでも三段論法と同様

に発生するということである。 

ただし、分析的思考を経た考えを持っている場合

には論理的妥当性に基づいて妥当性を評価する傾向

がある。これが二つ目に明らかになったことである。 

最後に、実際にありうる状況での解決策の妥当性

判断では、三段論法とは異なり、根拠に対する主観

確率が解決策の妥当性判断に重要な役割を果たすこ

とが明らかになった。 

しかし本研究において、主観確率は推測値であり、

実験参加者から実際に計測出来ていないため、今後

の研究では実際に計測された主観確率からも本研究

に一貫する結果が得られるかを検証する必要がある。 
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