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Abstract: Both theoretical comparison among three psychological scaling methods
based on theory of evaluation of Human Interface (HI) and experimental comparison
among them based on subjective extent obtained from these methods are discussed.
The three methods used in this study are as follows: method of successive categories,
fuzzy graphic rating scale (FGRS) and multiple-scale technique (MUSCAT). First, the
theoretical comparison makes it clear that the FGRS and the MUSCAT are suitable to
evaluate HI, due to measuring subjective extent for each participant, no need of
repeated measurement, and so on. Next, the experimental comparison is performed
through having participants rate subjective tallness of Japanese adult men with the
three methods simultaneously. The obtained results show that the three kinds of the
psychological scale values for stimuli are almost equal at the level of the interval
scale, and no significant difference is not found in gravity centers of psychological
scale values obtained from the MUSCAT and the FGRS.
Key words : psychological scaling method, fuzzy set theory, absolute judgment,
method of successive categories, fuzzy graphic rating scale, multiple-scale technique

1. まえがき
1.1

HI評価における主観量測定の重要性と特殊性

人間の主観や感性に関係した量の測定法である主観量
測定法は，心理学などの人文系の分野において主として
用いられてきた．しかし工学分野においても使いやすさ
や快適性など人間側の要素を重視するヒューマン・イン
タフェース(以下HI)の重要性が認識されてからは，その測
定法として重要な意味を持つようになった．例えば主観
量である「快適さ」と物理量である「生理指標」の相関
関係を調べようとする場合には必要不可欠である[1]．本
稿で扱うHIの評価とは，HIのさまざまな属性を人間の内
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省報告に基づき主観的に評価することを意味する．
主観量の測定は，心理学などでもHIの評価でも，人間
を測定器として測定する基本的な姿勢には変わりはない
が，HIの評価には他の分野にはない特殊性もある．
①反復測定が困難：心理学などの場合には実験条件の
統制が容易であるが，HI評価の場合には実験条件の統制
が困難な場合(つまり同じ条件で繰返し評価したとみなし
難い)が多い．これは HI評価の場合，測定対象が何らかの
作業であることが多いため実験条件を揃えることが困難
なことや，さらに1回の作業に長時間を要する場合には繰
返し実験することさえも困難なことなどによる．
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②個人毎の主観量も重要：人文系の測定では測定集団
全体のコンセンサスとしての主観量の測定に重点がおか
れていたが，HIの評価で扱う使いやすさや快適性などは
個人差も重要な意味を持つため，各個人毎の主観量の測
定も重要である．
③測定が測定対象を妨害：評価対象が作業である場合，
評価を測定することがその作業を中断することになるこ
ともある．
上述したような特殊性のために，現在提案されている
主観量測定法の中にはHIの評価に利用し難いものも含ま
れている．したがって本稿の目的である主観量測定手法
のHI評価への適性を明らかにすることは
①原理的に適していない手法を無理に適用することを
回避でき，測定対象にもっとも適した手法を示すこ
とができる，
②適性の考察を通して，新たな手法への改良点が明ら
かになる，
といった意義がある．これらは実験者の無駄な労力 の軽
減，および新しい手法の開発という意味で重要である．

1.2

代表的な主観量測定法

表1は代表的な主観量測定法[2-6]を次の三つの特徴によ
り分類したものである[注1]．

まずあいまいさの扱い方について見ると，統計論の区
分に分類される方法では，主観量の真値は一つの数値で
表現されるという立場に立つ．これに対してファジィ集
合論の区分に分類される方法では，主観量はファジィ集
合として表現されるという立場に立つ．このため後者で
は回答の際に主観量のあいまいさ，あるいは主観量間の
関係のあいまいさが考慮される．これに対し，前者では
これらは考慮されず，それよりも反復測定の際の値の変
動が重視される．
次に推定方法について見ると，直接推定に区分される
手法は文字どおり評定者に主観量を直接回答させる方法
である．これに対し，間接推定に区分される手法はカテ
ゴリー尺度図を用いた評定や対比較結果をもとに心理尺
度を構成し，その尺度を用いて主観量を推定する手法で
ある．
さらに判断の方法について見ると，比較判断に区分さ
れる手法は一つの基準対象との比較，あるいは対比較の
ように二者の比較をもとに回答させる方法である．これ
に対して絶対判断に区分される手法は全対象中での個々
の対象の位置を判断させる方法である．
表1に示した方法は，HIの評価に利用可能と考えられ，
かつ一次元属性の測定法に限定した．これらの手法は心
理尺度構成法と呼ばれるものであり，間隔尺度以上の尺
度の水準を満たす心理尺度値，つまり主観量を与える[注2]．

Ⅰ：評価に関連するあいまいさの扱い方
(統計論−ファジィ集合論)
Ⅱ：主観量の推定方法(間接推定−直接推定)
Ⅲ：判断の方法(絶対判断−比較判断)
表1 代表的な主観量測定法の分類
表中の分類はⅠ：あいまいさの扱い方，
Ⅱ：推定方法，Ⅲ：判断の方法に対応する
Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ
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注1：表1中の「フ ァジィマグニチュ ード推定法」は筆 者の独断
による予測・命 名であり，その方法が現在 存在するかは不
明で ある．お そらく筆 者の予 想では基 準に対し て5倍くら
いと言った回答法を許す方法になると思われる．

HI評価に用いる手法を選定する場合， 1.1の適性と並ん
で重要な要因となるのが，本稿のもう一つの目的である
各手法から得られる主観量の間の関係である．得られた
主観量を比較することの意義として次の三つを挙げるこ
とができる．
①新しく開発した手法の有効性を検証できる．
②異なる手法間で測定された主観量を比較検討するこ
との妥当性が判断できる．
③① に関連して，とくにファジィ理論を用いた方法と
ファジィ理論を用いない従来法を比較することによ
り，主観量測定において種々のあいまいさを考慮す
ることの有効性が検証できる．
そして上記のような視座から，SD法による結果とファ
ジィグラフ評定尺度図法の比較[5,6]，マグニチュード推
定法とメンバシップ関数例示法の比較[7]，さらにファ
ジィグラフ評定尺度図法とファジィ範疇法の比較[8]，お
注2：対象の属性に割り当てられた数値の差まで意味を持つよう
な物差である [2]．例えば，距離，セ ルシウス度などが該当
する．平均値， 標準偏差，相関係数などの 統計量が意味を
持つ．

よびファジィグラフ評定尺度図法と多重尺度図法の比較
[3]などがすでになされている．

1.3

本稿で取り上げる3種の手法

本稿で取り上げる主観量の測定法は表1中で太字で示し
た次の3種である．
(a)系列範疇法[2]
(b)ファジィグラフ評定尺度図法[5,6]
(c)多重尺度図法[3]
ここでこれらの手法を取り上げた理由は，(a)の系列範疇
法は心理学などの人文系の分野だけでなく，HIの評価に
もすでに用いられている[9-11]．したがってその適性を明
らかにしておくことは重要である． (b)のファジィグラフ
評定尺度図法は境界に不明瞭さを持った概念や程度など
の測定法として近年よく用いられている [5,6,12,13]．また
(c)の多重尺度図法は，データの収集法そのものは (a)の手
法と同じであるが，尺度構成法にファジィ理論を用いた
ものである．現時点での応用例は少ないが，今後の応用
が期待されている方法である．1.2で述べたようにこれら
3種の方法のうちの一部の手法を，得られる主観量に着目
して比較した研究は既に行われている．しかしながら，
これらの3種の手法のHI評価への適性を明らかにし，それ
とともに各手法から得られる主観量，すなわち心理尺度
値を比較する研究は行われていない．従ってそれらを明
らかにすることは，1.1および1.2で述べたように，応用上
重要である．
また表1から明らかなように取り上げた3手法は全て絶
対判断型となっている．比較判断型の方法を取り上げて
いない理由として，
①比較判断による手法の場合，対象(刺激)の増加にとも
ない評価回数が2乗のオーダで増加し，被験者に負担
となること，
②系列範疇法との比較を行いたいこと，
が挙げられる．また本論文で取り上げる3種の方法は同時
に測定することができるので，得られた主観量の比較を
行う際に文脈効果の影響を考慮する必要はない．これら
の理由から，比較判断型の手法との比較も重要ではある
が，本稿では絶対判断型に限定した．

1.4

目的および得られた結果の概要

本稿の目的は次の2点である．
①3種の主観量測定法をHI評価への適性という観点から
比較し，各手法のメリット，デメリットを明らかに
する.
②3種の手法から得られる主観量を比較し，各手法から

得られる値の間の関係を明らかにする．
続く2.で3種の手法のHI評価への適性を理論的に考察し，
3.では心理実験結果をもとに3種の手法から得られた心理
尺度値間の比較を行っている．そして4.は全体のまとめ
である．
それぞれの目的に対し得られた結果の概要を示すと次
のようになる．
! HI評価の特徴である， (a)反復測定の条件が満たされ
るとは限らない，(b)各個人毎の測定結果も重要， (c)評価
の回答作業ができるだけ対象に与える影響が小さいとい
う条件に加えて，(d)日常的な判断に近いという条件を考
慮すると，多重尺度図法が推奨される．一方主観量の表
現力という点を考慮すると，ファジィグラフ評定尺度図
法が推奨される．
②3種の手法から得られる主観量は間隔尺度の水準にお
いてほぼ同等である．また多重尺度図法とファジィグラ
フ評定尺度図法から得られる心理尺度値は，それらの重
心位置に有意な差が認められないことが明らかになった.

2. 3種の主観量測定法のHI評価への適性の
理論的な考察
2.1 各手法の処理手順
まず3種の手法の測定原理の概略とそれらの重要な特徴
を示す．また各種法を用いた尺度構成の具体例は3.2で示
す．
2.1.1 系列範疇法
系列範疇法は順序尺度の性質を有する言語的なカテゴ
リーから構成されたカテゴリー尺度図を用いて得られた
結果をもとに，心理学的連続体すなわち主観量の連続体
上でのカテゴリーの心理的な距離を推定，つまり間隔尺
度を構成する手法である．例えば，後出の図1(b),(c)のよ
うな評価属性と言語ヘッジから構成されたカテゴリー尺
度図(図1の例では，評価属性：高い，言語ヘッジ：非常
に，など)を用いて，同一刺激について反復測定を行い，
その結果得られた各刺激の相対度数分布をもとに尺度構
成を行う．この手法では次のような仮定を設けている[2].
①カテゴリーの境界は確率的な変動を除けば明確に定
まっている．
②カテゴリーの選択は，カテゴリーの境界と対象の心
理的な程度の比較に基づいて行われる．
③同一刺激を反復測定した際に回答が複数のカテゴ
リーに分布する原因を確率的な変動とみなす．つま
り刺激の分布は正規分布に従うとみなす．
④各刺激の分布は等しい標準偏差を持つ．
これらの仮定に従えば，各刺激についてその度数分布が

正規分布となるようにカテゴリーの間隔を定め，それら
を全刺激について平均することによってカテゴリーの尺
度値(共通尺度値と呼ばれる)を求めることができる．つま
りカテゴリーの間隔は標準正規分布の標準偏差を単位と
して定められる．

さらにここで
⑤真理値限定から得られた一致の程度をunitary true [注4]
と仮定する

後出の図1(a)のようなグラフ尺度図，いわゆる数直線を

ことにより，カテゴリーと同じ言語ヘッジを持つ言語真
理値の形状がカテゴリーの心理尺度値の推定値として与
えられる(例えば，「非常に高い」の心理尺度値は「非常
に真」の形状として与えられる)[8]．これより，この言語

用いて，刺激(対象)の持つ属性の主観的な程度，すなわち
心理尺度値を直接回答させる方法である．この方法は心
理尺度値の境界の不明瞭さ(以後，ベイグネス)をファジィ
集合を通して扱うことができる [注3] ．この手法はメンバ
シップ関数の同定法という観点からは，該当要素応答法

真理値の形状をファジィグラフ評定尺度図法を用いて同
定することがカテゴリーの尺度構成に相当し，そしてこ
の形状を用いることで刺激の心理尺度値が与えられる．
主観的な背の高さの場合を例にとると，ある人が「非常
に背が高い」と評定されたら，その人の背の高さの心理

に分類される[14]．

尺度値は「非常に真」のメンバシップ関数により表され
ることになる．

2.1.2 ファジィグラフ評定尺度図法

Heskethらの提案した方法では「最もよく表している点」
と「その点が変動する可能性のある範囲」を回答させ，
三角型メンバシップ関数を構成し，その心理尺度値を表
現している[5,6]．また吉川・西村[15]はこの方法を改良し，
「最もよく表していると思う範囲」と「表しているとみ
なせる範囲」の二つの区間を回答させ，台形型メンバ
シップ関数を構成し，その心理尺度値を表現している．
本稿では，後者の方法を採用した．
2.1.3 多重尺度図法
多重尺度図法のもととなるファジィ範疇法は，カテゴ
リーおよび対象の主観量の両者のベイグネスを考慮して，
カテゴリー尺度図から得られた評定結果に対する心理尺
度値をファジィ集合として推定する方法である．しかし
系列範疇法との類似点は，カテゴリー尺度図を用いる点
のみであり，単に系列範疇法をファジィ化した方法では

ただし，カテゴリー尺度図が離散的であるために，得
られる刺激の心理尺度値は言語カテゴリーの形状によっ
て規定される離散的な値しか取れないことになる．この
欠点を緩和するために提案されたのが，多重尺度図法で
ある[3]．この方法では，同一刺激を異なるカテゴリーか
ら構成された同一属性に関する複数の尺度図を用いて測
定し，各尺度図から得られた結果を合成することにより
上記の欠点を緩和するものである．吉川らは心理実験を
行い，合成に用いる尺度図は2本，合成法は max合成後に
凸化演算を行う方法が推奨されることを明らかにしてい
る[3,16] [注5 ] ．本稿でも2本の尺度図から得られた結果を
max合成する方法を用いている．この手法はファジィグラ
フ評定尺度図法と同様，1回の評定からベイグネスを考慮
して刺激の心理尺度値を推定することが可能である．

ない．
ファジィ範疇法のもととなる評定判断過程のモデルで
は，以下のような仮定が設けられている[15]．
①刺激の持つ属性の主観的な程度は「刺激が属性を持
つ」という命題の真理値と等価である．
②この真理値とカテゴリーと同じ言語ヘッジを持つ言
語真理値の一致の程度をもとにカテゴリーが選択さ
れる.
③属性の主観的な程度，それと等価な真理値，言語真
理値および真理値と言語真理値の一致の程度はファ
ジィ集合として表現される．
④一致の程度の算出は命題の真理値を言語真理値で真
理値限定することにより行われる．

2.2 HI評価に対するメリット，デメリット
表2は3種の主観量測定法の特徴を比較したものである
[17]．6種の比較項目のうち上の3項目が 1.1で触れたHI評
価の特殊性を強く反映している項目であり，残りの3項目
は主観量測定一般に共通するとみなせる項目である．
まず上の3項目について見てみると，多重尺度図法およ
びファジィグラフ評定尺度図法とも評価は高く，これら
の方法がHI評価に適していることが見て取れる．両者の
差異は，測定対象への妨害性に現れている．これは多重
尺度図法の場合カテゴリー尺度図を使わず口頭で評価を
回答させるといった工夫を行うことにより作業への影響
注4：数値真理値[0,1]を定義域，所属度 [0,1]を値域とするとき，
傾き1 ，切片0 (つまり ，数値真 理値＝所 属度) となる type-I I

注3：広義には メンバシップ関数 例示法のような尺 度図上の1点
だけ を回答さ せる方法 や区間推 定法のよ うな所属 度1の範
囲だけを回答さ せる方法も，この手法の一 種とみなすこと
ができる．これらの手法の解説は文献[21]に詳しい．

ファジィ集合．
注5：ファジィ集合 A,Bのmax合成＋凸化は「AからB まで」を表
す集合を求めていることに相当する[22]．

表2
方法
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3種の主観量測定法の特徴の比較

最もよく表していると思う範囲

多重尺度図法＋ファジィ範疇法
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△
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①ファジィグラフ評定尺度図法，多重尺度図法ともに
HIの評価に適している．そして
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(c) カテゴリー尺度図2
図1

実験に用いた回答用紙の例とその回答法

分多い場合にはその有効性は失われない．

3. 3種の主観量測定法から得られる主観量の
実験による比較
3.1 実験条件および手順
被験者：京都 工芸繊維大学 の学生および 教職員であっ た．彼ら
は日本語 を母国語として おり実験内容 の理解について は問題が
ない．ま たすべての被験 者はボランテ ィアとして参加 した．記
入洩れや 回答方法に誤り のある被験者 を除いたデータ 解析可能

・作業への低妨害性，日常的な判断に近い点を重視す
れば多重尺度図法

な被験者は54名であった．

・心理尺度値の表現力を重視すればファジィグラフ評
定尺度図法

200cmの間を10cm刻みに分割した9種を用いた．

が推奨される．これらの方法は測定対象，回答者(被験者)
に応じて適宜使い分ければよい．
②系列範疇法はHIの評価に適しているとは言い難い．
しかし集団全体の共通評価だけが必要で，被験者数が十

す
ご
く

√
基本カテゴリー

を表現する際にその自由度が低くなるという欠点もある．
このため尺度図を構成するカテゴリーの選択の仕方が，
心理尺度値の表現力を左右することは言うまでもない．
これらの考察をまとめると次のようになる．

非
常
に

(b) カテゴリー尺度図1

次に下の3項目について見てみると，直接推定法である
ファジィグラフ評定尺度図法および刺激の評定に先立ち

に程度を直接回答するファジィグラフ評定尺度図法に比
べて，より日常的な程度の判断に近い形で回答できる．
このため初心者にも回答しやすいと考えられる．しかし
その反面，カテゴリー尺度図が離散的であるために，
ファジィグラフ評定尺度図法に比べて刺激の心理尺度値

少
し

け
っ
こ
う

√

低い

を軽減できるのに対し，ファジィグラフ評定尺度図法の
場合は必ずグラフ尺度図への評価の記入が必要なことに
よる．また表より系列範疇法はHI評価に適しているとは
言い難いことがわかる．

カテゴリーの心理尺度構成が行えるファジィ範疇法は実
時間で刺激の心理尺度値が求められるが，系列範疇法は
データの集積が必要なため実時間の尺度構成は不可能で
ある．また多重尺度図法は「非常に」などの言語ヘッジ
を通して属性の程度を回答できるので，グラフ尺度図上

け
っ
こ
う

ど
ち
言ら
えと
なも 少
い
し

刺激 ： 日本 人男 性の 数 値で 表さ れ た身 長と した ． 120c m から
回答用紙：主観的な高さの評定用と言語真理値の同定用の2 種を
用いた．
主観的な 高さの評定用の回答用 紙には，1ページに 図1に示す
ような，2つのカテ ゴリー評定尺 度図と1つのグラフ 評定尺度図
が印刷さ れていた．カテ ゴリー尺度図 は系列範疇法と 多重尺度
図 法で 用い るデ ータ の収 集に 利 用さ れ， 一方 グラ フ尺 度図 は
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(c)心理尺度値の1レベル集合の上限と下限
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(b)尺度図1および2の各カテゴリーに
関する共通尺度値

(a)心理尺度値の重心と共通尺度値
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非常に

(d)心理尺度値の台集合の上限と下限

1名の被験者の実験結果：図中FGRSはファジィグラフ評定尺度図法による心理尺度値，
MUSCATは多重尺度図法による心理尺度値を意味する．

ファジィグラフ評定尺度図法による尺度構成に利用された．
グラフ尺度図は長さ10cmで，その両端と中央にアンカー(縦棒

よく表し ているカテゴリ ーを各尺度図 それぞれ一つず つ選択す
ることによって回答した(図1(b),(C)参照)．

)が設けられていた．被験者は左 上の数値的な身長に該当する自

言語真 理値の同定は， 先の主観的な 高さの評定と同 様，グラ

分の身の回りに居る日本人成人男性を想像するように求められ，

フ尺度図を用いたファジィグラフ評定尺度図法により行われた．

その人の 背の高さ−低さ の程度を「最 もよく表してい ると思う

同 定す る言 語真 理値 は， 先の カ テゴ リー 尺度 図の 基本 カテ ゴ

範囲」と 「表していると みなせる範囲 」をそれぞれの 区間の両

リーに用 いられていた言 語ヘッジと真 あるいは偽を組 合わせた

端の2点を記入することにより回答した(図1(a)参照)．
また各 カテゴリー評定 尺度図は，例 えば「非常に高 い」のよ
うな言語ヘッジにより表された7 つの基本カテゴリーとそれらの

もの12種類( 例えば 「非常に 真」)と「 真でも偽 でもない 」の計
13種であった．これらを1ページ当り 5種，3ページにわたって印
刷した．

基本カテゴリーの 間 を表すカテゴリー6 つの計13カテゴリー

表紙に引き続き，先の2 種類の回答用紙を主観的な背の高さの

から構成 されていた．被 験者は，与え られた数値的身 長を最も

評定10ページ， 言語真理値の同 定用の4ページの 順で綴じ1冊の

回答用紙とした．なお上記のページ数には，2種類の回答用紙の
先頭にあ る各課題の回答 法の教示のペ ージを含んでい る．全被
験者とも同じ冊子を用いて実験を行った．
実験手順 ：各被 験者に回答用 紙を配布して 回答してもら い，後
日回収し た．人と相談せ ずに必ず一人 で回答する旨の 教示を回
答用紙の表紙に印刷するとともに配布時に口頭で伝えた．

あるが，それらの間の分散は等しくないことがわかる．
つまり厳密には系列範疇法により尺度構成するための前
提となる仮定が満たされていないことを意味する．この
ような身長という比較的簡単な刺激を用いた場合でも厳
密には仮定が満たされていないことからも，HIの評価で
系列範疇法の仮定を満たすように実験を行うことが容易
でないことがわかる．

3.2 実験結果

系列範疇法：図2(b)は全被験者の評定結果を用いて算出
したカテゴリーの共通尺度値である．意味上の原点であ

ファジィグラフ評定尺度図法：グラフ尺度図上に回答
された二つの区間からファジィ集合を構成する手順は次
のようである．グラフ尺度図上に被験者により回答され
た2つの範囲を規定する4つの境界を物差を用いて1[mm]単

る「どちらとも言えない」を0とおいた．図から「どちら
とも言えない」付近の間隔が狭く，末端カテゴリーであ
る「非常に」あるいは「すごく」とその一つ内側のカテ
ゴリーとの間の間隔が広くなるという系列範疇法から得
られる結果によく見られる傾向が現れている．また図2(a)

位で読み取った．それらの値をグラフ尺度図の左端を0，
右端を1として数値化した．二つの範囲のうち「もっとも
よく表していると思う範囲」を1レベル集合，「表してい
るとみなせる範囲」を台集合とし，そしてその間の尺度
値は線形補間を行い台形型のメンバシップ関数を構成し

の菱形で示したデータは，このカテゴリーの共通尺度値
と評定結果をもとに1名の被験者の刺激に関する心理尺度
値を表したものである．

た[注7] ．このようにして得られた結果の一例を図2(c),(d)に
示した．

3.2.1 各手法から得られた心理尺度値の一例

次にこのカテゴリーの共通尺度値と各刺激に対する評
定結果の分布を用いて，その分布の正規性および等分散
性の検定を行った．その結果をまとめたものが表3である．
ここではギルホードに倣い，共通尺度値をもとに計算し
た期待累積比率と実測累積比率の食い違い量を χ2 検定す
るMostellerの方法を用いた[2][注6]．表から実測比率と期待
比率から算出したχ2値は，尺度図1，2それぞれ46.4，43.9(
自由度96)となり，有意水準を0.995(χ 2=64.06)としても
「両者に差はない」という仮説は棄却されなかった．一
方，等分散に関するχ 2値は，尺度図1，2それぞれ66.2，
49.2(自由度8)となり，0.01の点(χ2=20.09)を超えて有意で
ある．これらより各刺激に対する分布の形状は正規型で
表3
検定項目

系列範疇法の仮定に関する検定結果
各尺度図のχ 2

df

100α%点

1

2

正規性

46.4

43.9

96

χ

等分散性

66.2

49.2

8

χ2

2
0.995
0.01

(96) = 64.6

(8) = 20.1

図2(c)から，ここに示した被験者は「もっともよく表し
ていると思う範囲」を幅を持った区間として回答してい
ることがわかる．また全被験者の1レベル集合幅の平均値
は4.6[mm]，その標準偏差は2.8[mm]であった．この値を用
いて，この標本平均が母平均0に一致するという仮説をt
-検定により検定した結果，t値は36.24となり自由度485の
片側0.05%点3.29を超え仮説は棄却された．このことは
Heskethらが用いているような「最もよく表している範囲」
を最初から一点として回答させる方法[5,6]が必ずしも適
切でないことを示している．
多重尺度図法：上述のファジィグラフ評定尺度図法に
おける刺激のメンバシップ関数の場合と同様の手順によ
り言語真理値のメンバシップ関数を構成した． 2.1.3で述
べたように，これらの言語真理値がそれぞれ対応するカ
テゴリーの心理尺度値の推定値となる．なお文献3,8,17で
は例えば，「非常に高い」と「非常に低い」が0.5を対称
軸として線対称になるように，「非常に低い」を「非常
に真」のtype-IIの否定として求めていた[注8] ．しかしこれ
までの研究から例えば「非常に真」と「非常に偽」が0.5
を対称軸としてほぼ線対称となることが得られているの
で，本稿でも文献16と同様「非常に偽」を「非常に低い」
の推定値として用いた．また基本カテゴリーの間を表す

注6：ギル ホード [2]にはカ テゴリー 境界の尺度 構成をし た場合

注7：台集合と いう術語は， ①所属度が0でない要素 の区間を指

の計算例だけが 示されている．本稿ではカ テゴリー重心の

す場合と ②考慮してい る全体集合を指す場合 があるが，本

尺度構成を行っ ているので，実測比率を重 心に対応させる

稿では前者の意 味で用いている．後者に対 しては全体集合

ために，あるカ テゴリー以下と判断された 比率を，そのカ

という語を用いる．

テゴリーより下 と判断された比率＋そのカ テゴリーと判断
された比率×0.5として補正した．

注8： ƒ’(x) = ƒ(1–x)として定義される．ƒ’(x) = 1 – ƒ(x)が 通 常
type - Iの否定．ただしx ∈ [0,1]．

カテゴリーは両側の基本カテゴリーのBetween集合[18]と
して算出した．次に被験者の評定結果に対応する各尺度
図のカテゴリーの心理尺度値をmax合成することにより，
刺激の心理尺度値を求めた．このようにして得られた結
果の一例を図2(c),(d)に示した．
3.2.2 手法間における心理尺度値の比較
(a) 相関係数
1.2で触れたように，3種の手法から得られる心理尺度
値は少なくとも間隔尺度の水準を満足する．そこで各手
法から得られた心理尺度値間の関係を明らかにするため
に相関係数を算出した．ところで，ファジィグラフ評定
尺度図法と多重尺度図法から得られる心理尺度値はファ
ジィ集合であるため，通常の数値データに適用される方
法で相関係数を求めることができない．そこで文献8と同
様，ファジィ集合の重心を求めることにより非ファジィ
化した．図2(a)は1名の被験者の二つの重心と系列範疇法
の心理尺度値である．これらを用いて推定法間の相関係
数を算出し，3種の手法間の比較を行った．
表4は3種の測定法から得れた心理尺度値をもとに算出
した相関係数である．表より被験者毎に求めた相関係数
の全被験者についての平均値は，いずれの手法の組合せ
に対しても0.98以上となった．また各被験者ごとの相関係
数の中で最小となった値でも 0.946であった．この値は自
由度7(=刺激数9-2)の相関係数の両側0.1%点 0.898を超えて
有意である．図2に示した結果はこの被験者に対するもの
である．さらに全被験者の値を用いて相関係数を求めた
結果，もっとも小さな値になったファジィグラフ評定尺
度図法と系列範疇法の尺度図2の組合せでも 0.98以上と
なった．これらの結果から考えると，3つの手法から得ら
れた心理尺度値は，間隔尺度の水準において同等である
と結論付けることができる．
(b) 一致度，類似度および形状，位置の指標

度図法から得られたファジィ心理尺度値の関係を一致度
と類似度の二つの指標を用いて比較した．相関係数が間
隔尺度の水準での比較を行っていたのに対し，これらの
二つの指標は比率尺度の水準での比較を行っていること
に相当する．一致度はその二つのファジィ集合から求め
られた論理積集合の所属度の最大値として与えられる．
また類似度はその二つのファジィ集合から論理積集合と
論理和集合の濃度を求めて，論理和集合の濃度に対する
論理積集合の濃度の比として与えられる[注9]．前者は二つ
のファジィ集合が最もよく一致している要素での所属度
を与えるのに対して，後者は二つのファジィ集合の位置
および形状の厳密な一致の程度を与える．両指標とも0か
ら1の間の値を取り，1に近いほど一致の程度がよい．
表5に示したように，上記の二つの指標の全被験者，全
刺激に関する平均値( 標準偏差)は，一致度が 0. 871(S
D:0.274)，類似度が0.363(SD:0.240)であった．母平均と標
本平均の差に関するt-検定を用いて，一致度の標本平均が
1に等しいという仮説を検定したところ，t値は0.47(自由
度485)となり，有意水準を片側0.1(t=1.282)にとっても仮
説は棄却されなかった．これに対し，同様の検定を類似
度について行ったところ，t値は2.65となり有意水準0.01(
片側，t=2.326)で仮説は棄却された．これらの結果からわ
かることは，二つの手法から得られた心理尺度値は位置
と形状を考慮した厳密な意味での一致は得られていない
ものの，二つの心理尺度値の間に所属度が1となる要素は
存在する．しかしながら類似度の低下は位置のずれと形
状の相違の二つにより引き起こされるため，この結果だ
けではそれぞれの要因の影響の度合を推定することはで
きない．
そこで形状の差異と位置のずれの影響を推定するため
に次のような指標を算出した．位置のずれを評価する指
標として，二つのファジィ集合の重心間の距離を1から引

文献3,16と同様，ファジィグラフ評定尺度図法と多重尺
表4

手法の
組合せ

3種の測定法から得られた心理尺度値の間の
相関係数

表5

2つの手法の心理尺度値の関係を表す
4種の指標の検定結果

指標

平均値(SD)

t値

df

100α%点(片側)

一致度

0.871(0.274)

0.47

485

t 0.10 (485) = 1.282

類似度

0.363(0.240)

2.65

485

形状

0.532(0.227)

2.06

485

t 0.05 (485) = 1.645

位置

0.944(0.049)

1.14

485

t 0.01 (485) = 2.326

ファジィグラフ評定尺度図法 多重尺度図法
系列範疇法
多重尺
度図法 尺度図1 尺度図2

系列範疇法
尺度図1 尺度図2

被験者間
平均値

0.988

0.988

0.985

0.993

0.991

標準偏差

0.009

0.009

0.011

0.007

0.006

最小値

0.963

0.958

0.946

0.957

0.971

最大値

0.998

0.998

0.997

0.999

1.000

全被験者

0.980

0.983

0.980

0.989

0.987

いたものを用いた．重心間距離の絶対値を1から引いた理
注9：濃度はファジィ集合が連続の場合には，そのメンバシップ
関数の面積として与えられる．
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平均値による形状の指標と位置の
指標の関係

由は他の指標と同様に1に近づくほど位置に関してよい一
致を示すようにするためである[注1 0] ．一方形状を評価す
る指標として，二つのファジィ集合の重心を一致させた
ときの類似度を用いた．ファジィ集合の重心を一致させ
ることにより，位置のずれの影響を完全ではないものの，
ある程度除外することができる．これらの指標をそれぞ
れ形状と位置の指標と呼ぶ．
図3は形状の指標と位置の指標の関係を表したものであ
る．被験者内平均値で表示した．全被験者に関する形状
および位置の指標の平均値はそれぞれ0.532(SD:0.227)，
0.944(SD:0.049)であった(図中の■，表5参照)．一致度，
類似度の場合と同様に，母平均と標本平均の差に関する t
-検定により標本平均が1と等しいという仮説の検定を
行ったところ，形状，位置に対してそれぞれ，t値2.062，
1.143となった．前者は片側0.05の点(1.645)を超えて有意
となり，後者は片側0.10の点(1.282)で有意と判断されな
かった．ファジィグラフ評定尺度図法から得られる心理
尺度値は位置，形状とも完全に制約がないのに対し，多
重尺度図法から得られるそれは基本的にカテゴリーの心
理尺度値の形状に依存する離散量である．このことより
両者の形状の一致は望めない．にもかかわらず位置の指
標として表されている両者の重心間の位置に有意な差が
認められないことは特筆に値する．また評価の際の回答

図4

3種のカテゴリーの心理尺度値の重心の分布

可能性がある．
3.3 考察
3種の測定法から得られた心理尺度値の間で有意な正の
相関が認められたことは，従来系列範疇法を用いて測定
されていた対象を他の二つの手法により測定することが
可能であること示している．さらに2.2のHI評価への適性
の比較結果を併せて考えると，評価者全体の共通評価の
みが重要で，被験者数が多く，しかも反復測定とみなす
ことができるといった条件が整っているという特別な場
合を除けば，ファジィグラフ評定尺度図法あるいは多重
尺度図法を用いることが推奨される．ただし3.2.1で触れ
たように，系列範疇法の要求する仮定を厳密に満たすこ
とは困難が伴うと予想される．
最後に評価カテゴリーの個人差について述べる．1.1で
触れたようにHIの評価では個人差を測定することも重要
である．ところが，系列範疇法の場合には，たとえ被験
者間でカテゴリーの表す程度に差があっても，各カテゴ
リーは単一の値により表現されてしまう．しかし今回の
実験でファジィ範疇法から得られた心理尺度値から被験
者ごとに各基本カテゴリーの重心を計算し，その分布を
求めたところ図4に示すような結果が得られた．これより
無視することのできない個人差が存在することが明らか
である．また「ちょっと−だいぶん」では0.55~0.7，「だ
いぶん−すごく」では0.8~0.9のそれぞれの区間で，被験
者の間でカテゴリーの表す大小関係が逆転している例も
見られる．これらの結果は系列範疇法を用いる際には，
慎重な取り扱いが必要なことを示唆している．

の自信の程度を考慮すること[19]やファジィグラフ評定尺
度図法の改良を行うこと[20]によって，さらに改善される

4. まとめ
注10：ここでは全体集合が[0,1]であるため単に1から引くだけで
よい が，任意 の大きさ の全体集 合の場合 には1から 引く前
に全体集合上で の最大距離で重心間距離を 正規化する必要
がある．

本稿では絶対判断型の主観量測定法3種について，HI評
価に対する適性の理論的な考察，および各手法から得ら
れる主観量の比較を行った．以下のような結果が得られ
た．

①多重尺度図法およびファジィグラフ評定尺度図法が
HI評価に適している．作業への低妨害性，日常的な判断
に近い点を重視すれば前者，得られる主観量の表現力を
重視すれば後者となる．
②3種の手法から得られる主観量は間隔尺度の水準で同
等であることが明らかになった．また多重尺度図法と
ファジィグラフ評定尺度図法から得られる心理尺度値は，
それらの重心位置に有意な差が認められないことが明ら
かになった．
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