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研究ノート

境界設定問題の事例研究としての再現性の危機
伊勢田哲治*

The Replicability Crisis as a Case Study for the Demarcation Problem

Tetsuji Iseda

近年，心理学を始めとする諸分野で，再現性の危機と呼ばれる方法論上の問題が生
じている．これは，統計的な手法において不十分な研究が黙認されてきたために，他
の研究者が再現しようとしても失敗するという問題である．方法論的な問題が認識さ
れたあと，大規模な再現実験のプロジェクトが発足し，実際に多くの著名な研究につ
いて結果が再現されなかった．これを受け，研究計画の事前登録やデータのオープン
化などの対策が国際的に進められている．本稿では，科学哲学における境界設定問題
の観点から再現性の危機がどのように捉えられうるのかについて考察を行う．　

§1 再現性の危機のはじまり
危機のひとつのきっかけとなったのは，ダリル・J・ベムの 2011 年の論文である

(Bem 2011)．ベムは認知心理学者として確立した地位を持つ研究者であったが，1990

年代ごろから超能力の研究に興味を持ち，この分野においても論文を執筆してきた．
2011年の論文もまた超能力の研究であったが，それまでと違い，この論文が掲載され
た Journal of Personality and Social Psychologyは主流の心理学系学術誌であった．超
心理学の論文が主流の心理学の学術誌に掲載されるのは極めてまれなことであり，編
集委員会もこの論文が物議を醸すことは当然認識していた．本論文の前には，編集委
員会からのコメントとして，本論文が通常よりも慎重な査読のプロセスを経ながらも，
一般の心理学の論文と同じ基準で掲載の可否を決定すべきだという編集委員会の判断
が説明されている。また，通常の因果関係についての信念に逆らう内容に鑑みて，他の
研究者からのコメントを同時掲載することになったことなどが説明されている (Judd

and Gawronski 2011)．
さて，その論文の内容であるが，ベムはこの論文の中で 9つの実験を報告している．
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その多くはよくある心理学の実験に似た内容だが，ただ，通常は被験者の選択の前に
行われる操作を後から行うという点が異なっている．以下に 9つの実験にベムがつけ
たタイトルと簡単な内容を列挙する．

1.1 実験 1 性的刺激の予知的検知
男女 50 人ずつのコーネル大学の学生に対して，コンピュータ上に表示されるどち
らのカーテンをクリックしたらその背後に画像が隠れているかを推測してクリックし
てもらうという実験を行った（以下，すべての実験において被験者はコーネル大の学
生で，各実験に 50人から 200人が参加している）．実際には，コンピュータは選択が
行われた後にどちらに画像を置くかをランダムに決定する．その結果，性的な画像に
ついては正答率が有意に高いが，他の画像については有意差がないという結果が得ら
れた．なお，本論文では全体を通して有意差が出やすい片側検定がおこなわれており，
有意性の判定は有意水準を５％にとって行われているようである．使用された画像は
性的な画像だけでなく，性的ではないがロマンチックな画像，快い画像，不快な画像，
中立的な画像などが含まれていた．性的な画像の中には男女の性的な画像だけでなく
同性愛的な画像も含まれていた．

1.2 実験 2 不快な刺激の予知的回避
この実験では，ある中立的な画像とその画像の鏡像反転を示し，被験者にどちらか
を選んでもらう．選択後，コンピュータはどちらかの画像を「正解」，どちらかを「不
正解」とランダムで決定し，正解の画像を選んだ被験者には快い画像を，不正解の画像
を選んだ被験者には不快な画像を一瞬見せる．この実験の背後にある仮説は，もしわ
れわれに不快な刺激が予知できるなら，不快な画像と結びついていない「正解」の画
像を選ぶ確率が有意に高いはずだということである．結果として正解の比率は 51.7％
で，4 つ異なる方法で分析してみたがいずれでも統計的に有意だと報告されている．
また，刺激を求めるタイプの被験者のみを取り出して分析するとさらに大きな正解率
（53.5％)が得られたと報告されている．

1.3 実験 3 事後的プライミング１
プライミングとは，選択の前に関連する言葉を提示することで選択課題への反応速
度が上がるといった現象を指す言葉である．ベムはこの実験の手順をひっくりがえし，
選択の後にプライミング刺激を提示することで選択速度が上がるかどうかを実験した．
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具体的には，画像が快いか不快かを選択したあとで，ランダムに快い語か不快な語を
一瞬見せるという実験を行った．どの程度選択速度が速いことを「速い」とカウント
するかについて２通りの基準を試したが，いずれの基準についても２種類の分析方法
をためし，４つの分析すべてで有意な差が得られたことが報告されている．

1.4 実験 4 事後的プライミング２
実験 4は実験 3の再現実験だが，一つ条件が変わっており，プライミングに用いら

れる快い語や不快な語がプールからランダムに選ばれるのではなく，画像の内容と関
連したものを事前に選んだ上でどちらが表示されるかはランダムに選択される（たと
えば，フルーツの画像に対しては「甘い」と「苦い」が事前に選ばれて紐付けられてお
り，このどちらかが選択課題のあとに一瞬表示される）．この実験の結果も実験３と同
じ４つの方法で分析され，どの分析でも実験３ほどではないが有意な結果が得られた．

1.5 実験 5 事後的馴化 1
馴化とは，どんな刺激でも何度もそれにさらされているうちに刺激としての強さが

弱まるという現象や，繰り返しある刺激にさらされ続けるうちにその刺激を好むよう
になるという現象を指す．実験５では後者のタイプの馴化の実験の順序を逆にし，２
つの画像のうちどちらが好ましいかを被験者に選ばせたあと，ランダムに一方の画像
を選んでその画像を繰り返し瞬間的に見せる，という実験を行う．背後にある仮説は，
被験者は馴化が行われることを予知して，馴化刺激が提示される方の画像を好む傾向
を示すはずだということである．この実験は不快な画像のペアと中立的な画像のペア
について行われ，被験者全体には有意な差がなかったものの、女性の被験者に限定す
ると不快な画像について行う選択について有意な差が得られた．

1.6 実験 6 事後的馴化 2
実験 6は，実験のデザインとしては実験 5とほとんど同じだが，画像としては性的

な画像のペアも用いられた．性的な画像の場合は，馴化によって好む度合いが下がる
（馴れることで性的刺激が弱くなるため）ことが仮説として予想された．この実験にお
いては，実験５の仮説をふたたび支持する有意な結果が得られるとともに，新たな性
的な画像についての仮説も弱いながら有意な結果となった．



伊勢田「境界設定問題の事例研究としての再現性の危機」 7

1.7 実験 7 退屈の事後的誘発
退屈の誘発とは，馴化と逆方向に働く効果で，同じ刺激が繰り返されることでその刺
激に退屈し，好む度合いが下がることを言う．ベムは被験者が事後的に同じ画像を何
度も見せられることを予知して，見せられる前に退屈を感じるはずだという仮説を立
てて実験した．実験の内容は実験５や実験６とほぼ同じだが，画像としては快いもの
も不快なものも刺激の弱いものが用いられ，また事後的に画像を見せる際にも長めの
時間大きなサイズで見せることにした．結果として，被験者全体では有意な差は生じ
なかったが，別途行った質問票調査で「退屈しやすい」「刺激を好む」といった選択肢
を選んだ被験者のみに限定すると，事後的に表示される画像を選択する比率が 47.9％
で有意な差が見られたという．

1.8 実験 8 想起の事後的促進 1
この実験の対象になっているのは単語の想起課題，すなわち見せられた単語を思い
出して答えるという課題である．課題で使われる単語を課題開始前に見る（「練習」す
る）ことで想起が容易になるという効果は知られているが，ベムはこの「練習」を課題
遂行後に行っても効果があるのではないかと考えた．事後的な「練習」を行った被験
者において，「練習」することになる単語とそれ以外の単語との間で想起課題の成功率
に有意な差が見いだされたとベムは報告する．ただし，正確にいうと有意な差があっ
たのは被験者のうち「刺激を好む」群で，それ以外の被験者だけで分析するとそうし
た差が見られなかったという．

1.9 実験 9 想起の事後的促進 2
この実験は実験 8のすこし条件を変えた再現実験になる．今度は全体として有意な
差があったが，「刺激を好む」群が特に大きな差を見せたというわけではなかった．
これらの実験を報告したあとで，ベムは一般的なディスカッションに移るが，そ
こでひとつ興味深いコメントをおこなっている．それは「引き出し効果」(file drawer

effect)への言及である (Bem 2011, p. 421)．引き出し効果とは，統計的に有意な結果が
得られなかった実験が「引き出し」にしまわれて有意な結果が得られたものだけが報
告されることで，メタアナリシスなどの際に実質的な一型錯誤の大きさがコントロー
ルされなくなることを言う．ベムはこの効果に言及した上で，一連の実験のうち最初
に行われた事後的馴化実験についてはパイロット実験がいくつか行われたことを報告
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している．これが興味深いのは，この実験報告を読んだ他の研究者がまず思い浮かべ
るのが，ベムは膨大な数の実験を行った上で有意差が出た 9つのみを報告しているの
ではないか（つまり引き出し効果を利用しているのではないか）という可能性で，こ
こで実質的に一部の実験についてはその疑念が正しいことを裏付けているからである．

§2 ベム論文へのコメントと再現性の危機
すでに触れたように，この論文はウェイゲンメーカーズらの批判的コメントととも

に出版された (Wagenmakers et al. 2011)．ウェイゲンメーカーズらは，ベムの論文に
少なくとも３つの問題があると指摘する．第一は，探索的実験と検証実験の混同であ
る (Wagemakers et al. 2011, p. 427)．ウェイゲンメーカーズらは，この論文では実際
には探索的に行われた実験があたかも検証的な実験であるかのように（つまり最初に
仮説を立ててそれを検証するというスタイルで行われたかのように）報告されている
のではないかと指摘する．そうした指摘の根拠になっているのは，被験者が示される
画像が実際に報告されたのと関係のないさまざまなカテゴリーに分類されていること
（実験 1），必要性のはっきりしないデータ変換が行われたあとに有意差が見いだされ
ていて，変換する前のデータについて有意差があったかどうか報告されていないこと
（実験 3），突然性別ごとの分析が行われていること（実験 5），などであり，引き出し
効果についてのセクションで述べられたことも，ここで実際に報告されていないよう
なさまざまな仮説が探索的テストの対象になっていたことを示唆すると述べている．
ウェイゲンメーカーズらの第二の論点は，条件付き確率の逆転についてのものであ

る (Wagemakers et al. 2011, p. 428)．統計的推論に登場する確率は，ある仮説が正しい
としたときにある結果が得られる確率であって，その結果が得られたときにある仮説
が正しい確率が得られるわけではない．ベムの論文で報告された結果が正しいとして
も，その背後にある予知能力の存在についての仮説の正しさの確率が得られるわけで
はない．ウェイゲンメーカーズらはもしベムが報告する効果量の予知能力がカジノで
も使えるのであればわれわれは簡単にカジノを破産させることができるということを
計算で示し，カジノが破産せずに営業しているということからしてもそうした予知能
力の存在は非常にありそうにない（事前確率はほぼゼロである）と主張する．この状
況でベイズの定理を用いると，仮にベムの論文で報告される実験を受け入れるとして
も，予知能力が存在するという仮説の事後確率は非常に低いままである．
ウェイゲンメーカーズらの第三の論点は古典統計学の有意性検定そのものについて
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のものである (Wagemakers et al. 2011, p. 429)．ベムが用いている片側検定は効果が反
対側に出ることが考えにくい場合に用いられるもので，古典統計学の中でもとりわけ
有意差がでやすい手法である．これが本当に仮説を支持しているといえるのか確かめ
るため，ウェイゲンメーカーズらはベムの報告する結果についてベイズ統計学におけ
るベイズファクターを計算する．その結果，9つの主要な結果のうち，どちらかとい
うと帰無仮説に有利な結果が 5つ（挿話的証拠 3，実質的証拠 2），対抗仮説（予知能
力があるという仮説）に有利な結果が 4つ（挿話的証拠 3，実質的証拠 1）で，予知能
力仮説を支持するのは実験 9のみという結果になった．その実験 9にしても，証拠の
強さのレベルは低い（「実質的」の上に「強い」「非常に強い」「極端に強い」などのカ
テゴリーがある）．
以上のような考察から，ウェイゲンメーカーズらは，いくつかの提言を行う (Wage-

makers et al. 2011, p. 430)．まずテストされる仮説やデータの変換方法，分析方法につ
いてはデータを集める前に決定しておくべきである．有意性検定を行う場合はベイズ
ファクターも計算し，両者の判定が食い違う場合はそのことも報告されるべきである．
超能力の研究を行おうとする研究者は，これに加えて実験に使った画像，プログラム，
生データを公開した方がよいし，対立する立場の研究者との共同研究を行った方がい
い，という提言も行われている．
ウェイゲンメーカーズらが指摘しているポイント以外にも，好ましくないデータの
操作が行われている可能性が示唆されるポイントがある．それは，実験ごとに被験者
数が異なり，50，100，150，200と 50の倍数でばらついている点である．この特徴か
ら疑われるのは，ベムは被験者を 50人ずつあつめ，最初の 50人で有意な結果がえら
れなければ 50人追加し，それでもだめならさらに 50人追加し，といった手順を踏ん
で有意な結果を得たのではないかということである．これは事実上独立の有意性検定
を繰り返し行うのと同じ効果を持ち，20回に 1回は偶然に統計的に有意な結果が生じ
る．これは「停止規則」の問題として知られ，ベイズ主義から古典統計学への定番の
批判である．
以上のような不適切なテクニックには近年の再現性の危機の議論では Pハッキング

（P-hacking）やハーキング（HARKing）という名前が与えられている．Pハッキング
とは研究者側の「自由度」（どういうデータ変換をするか，どういう分析手法を使う
か，データの収集をどこで止めるかなど）を利用して，統計的に有意な P値（5％の有
意水準なら p≦ 0.05)を得ようとすることである．ハークは「結果を知ったあとでの
仮説形成」(hypothesizing after the result is known)の略語であり，データを見てから，
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「この仮説のテストとしてこのデータを見たら有意な結果が出ている」といえるような
仮説をあとから形成することである．このやり方をとったとき，通常の仮説検定で使
われる P 値はほとんど無意味な数字となり，一型錯誤はまったく統制されなくなる．
当然一般の心理学の研究ではこうした行為は推奨されているわけではないが，（少なく
ともベムの論文の時点では）積極的に禁止されていたわけでもなく，その意味ではベ
ムは同時代的な心理学の研究の規範を大きく逸脱していたわけではない．
興味深いことに，ウェイゲンメーカーズらの批判は，決してベムが不適切な研究行

為を行っていたということに尽きるものではない．彼らの 3つの論点のうちあとの２
つの論点は古典統計学を主な手法とする研究全体にあてはまることであり，というこ
とは当時の心理学研究のほぼ全体に向けられた批判ともなっている．心理学で主要な
分析手法として疑いなく受け入れられている仮説検定法は，条件付き確率の逆転とい
う問題や，ベイズ的には証拠とならないものを証拠として報告するという問題をはら
んでいる．
多くの心理学者がウェイゲンメーカーズらの指摘を重大に受け止めた．ベムの研究

は，（好ましいとは思われていないものの黙認されているものも含めて）現在の心理学
の研究手法の範囲内で予知能力の存在さえ示せてしまうということを明らかにした．
ということは，同じ手法で行われた通常の心理学的研究の中にも予知能力と同列なも
の（つまり現実には存在しないが数字の上であたかも統計的に有意な結果が得られた
かのように見せられているもの）があるかもしれない．この問題意識から，心理学にお
いて大規模な再現実験のプロジェクトが発足した (Open Science Collaboration 2015)．

2015年に公開された調査結果によれば，検証の対象となった 100の実験（すべて主
要な学術誌に公表されたもので，オリジナルの研究ではこのうち 97について統計的に
有意な結果が報告されていた）のうち，再現研究で有意な結果が得られたのは 3分の
1にとどまった (Open Science Collaboration 2015)．もちろん，母集団の間で差があっ
ても偶然有意な結果が出ない（二型錯誤）可能性もあるが，報告された効果サイズか
ら二型錯誤の確率を見積もったところ，97のうちおよそ 89件は再度有意な差が得ら
れるはずであったのに，実際に有意差が得られたのは 35件にすぎなかったのである．
こうして，「再現性の危機」が単なる恐れから現実の問題へと転化することとなった．
この危機への応答として，心理学の領域においてさまざまな新しい仕組みが提案さ

れてきた (Chambers 2017)．まず，研究の事前登録制 (pre-registration) がある．これ
は，実際に実験を実施する前に仮説や分析手法など研究の概要を登録しておくという
方法であり，事前登録された研究についてはハーキングは不可能になる．データの公
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開の仕組みも新たに導入された．これは，分析前のデータをオープンにしようという
ものであり，もっとも適切な分析方法が適用されたかどうかを第三者がチェックでき
るようになる．データが公開されていれば，Pハッキングが行われてもそれを発見す
ることが可能になる．もちろん，こうした取り組みが広がりつつあるものの，多くの
心理学者は従来どおりの研究を行っているというのも反面の現実である．

§3 科学哲学の問題としての再現性の危機
科学哲学の観点から，ベムの論文に端を発する再現性の危機は多様な観点から分析
可能である．特に，統計の哲学におけるベイズ主義対古典統計学の対立は，ウェイゲ
ンメーカーズらの分析の下敷きにもなっている．しかし，本稿では少し視点を変え，
境界設定問題の例題として再現性の危機を考えてみたい．
境界設定問題というのは，科学と非科学，とりわけ占星術や創造科学のようないわ
ゆる疑似科学をどう区別するか，どのように両者の境界を設定するかという問題であ
り，科学哲学の大きな問題となってきた（伊勢田 2003)．ベムのような超心理学の研
究も疑似科学の例としてよく名前が挙がる．近年は境界設定問題の研究は必ずしも盛
んではない，ラリー・ラウダンが「境界設定問題の薨去」という論文で境界設定問題は
擬似問題なのだと論じたことが大きな影響を与えている（Laudan 1983)．しかし，さ
まざまな疑似科学的言説を科学的言説から区別するという現実的課題はなくなってお
らず，それに答えるような哲学的な議論を準備するという営みは決して不毛なものと
はいえないだろう. そうした考え方から，近年また疑似科学についての哲学的論考は増
え始めている (Pigliucci and Boudry 2013)．
再現性の危機や，その発端となったベムの研究は，科学的な方法論とは何かという
問題を問いかけるという意味において，実践的な境界設定問題を提示している．より
具体的には，以下のようなことが境界設定問題から問うべき問題の候補となるだろう．

(1) ベムの研究は「科学的」とみなすべきだろうか．
(2) ベムの研究と同じ手法でより直観に沿った結果を得た研究は科学的とみなすべ
きだろうか．

(3) ベムのような研究が許容されるような査読のプロセスで維持されてきた心理学
の領域は科学的とみなすべきだろうか．

これらの問いについて直観的に答えるなら，(1)は，予知能力がいとも簡単に実証さ
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れたと主張するベムの研究の内容からいって科学的とは認めがたいという直観が働く
だろう．(2)(3)については対立する 2つの直観があるように思われる．これらは再現
性の危機以前の心理学という領域全体に関わることであり（また再現性の危機以後も
心理学の研究の大半にあてはまることであり），科学的でないと答えるなら通常の科学
として問題なく受け入れられてきた一分野を全否定することにつながる．それはやり
すぎに感じられる．しかし，他方でベムの論文の検討やそれに端を発する再現性の危
機が示すのは，一見したところ問題のない研究結果を使って素人を騙す方法は無数に
あるということである．再現性の危機以前の心理学の方法論や査読の基準をそのまま
科学的なものとみなすのであれば，そうした疑似的な研究結果に支えられて効果のな
い商品が流通するという非常に憂慮すべき結果を生むことになる．

(2)や (3)についての対立する直観をうまく両立させる「科学」の判定基準としては，
以下のようなものを提案することが可能である．これを「既知の信頼のおけない実践」
基準 (known unreliable practice criterion, KUP基準と略す)と呼ぶこととする．

KUP基準：もしある研究が，信頼のおけない研究実践をそれと知りながら使い
続けるならば，このことはその研究が科学でないという強い示唆を与える．た
だし，ここでいう「信頼のおけない研究実践」とは，正しくない結論を生む確
率が高い方法論や分野の運営の規則などを指す．

この基準についてまず触れておくべきは，これが必要条件でも十分条件でもなく，
「強く示唆する」という形で定式化されているということである．これは境界設定問題
を必要十分条件の提示ではなくベイズ的な推論の結果の報告として捉える考え方を背
景にしているが，その考え方自体についてはここでは論じない（伊勢田 2019 参照）．
それを踏まえても，これはあくまで第一近似であり，今後さらに精確なものにしてい
く必要がある．特に，信頼がおけるとみなされるためにどの程度の確率が求められる
かについて，なんらかの指針を示す必要があるだろう．
ベムの論文は，探索的研究を検証型の研究であるかのように報告したり，片側検定

での有意性のみに基づいてある効果が存在すると結論づけたりすることが，予知能力
の存在すら簡単に示せるような研究実践であることを示した．こうした方法論が特定
の結果への利害関心なく用いられる限りではそれほど大きな問題はないかもしれない
（すなわち，それほど精度は高くないかもしれないものの，正しくない結果を高い確率
で生む傾向があるとまではいえないだろう）．しかし，こうした「つけ入る隙のある」
方法論が特定の結果への利害関心と結びつくなら，系統的に誤った結果を生み出す信
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頼のおけない方法論となってしまうだろう．そして，以前は伝統的な心理学の方法論
がこうした特徴を持つことは意識されていなかったが，再現性の危機以降，この問題
が存在しないふりをすることはできない．つまり，現在の心理学は古典的な方法論に
ついて KUP基準を満たす状態に変わってきていると考えられる．
以上の考察を踏まえて，KUP 基準を (1)，(2)，(3) にあてはめて考える．話の都合
上 (2)，(3)から先に考える．KUP基準を (2)や (3)にあてはめると，答えは「一概に
は答えられない」というものになるだろう．上記の考察はベムが使ったような方法論
が特に信頼性が低いわけではなく，特定の利害関心と結びつくことで特に信頼性の低
い方法論となるということを示唆しており，一般の研究がこの条件を満たすかどうか
は議論の余地がある．また，再現性の危機以前については，そうした信頼性の低さが
知られていなかったわけであるから，それ以前の心理学を非科学的だと判定する必要
はなくなる．他方，ベム本人については，予知能力の存在を示したいという特定の利
害に基づき，引き出し効果などを意識的に用いたことが疑われるので，KUP基準を満
たしそうである．つまり (1) については No という答えが強く示唆されると考えるこ
とが可能である．また，今後特定の意図のもとに積極的にベムのような研究方法を利
用する研究もまた同じ条件を満たし，同様の判定になるだろう．
以上，境界設定問題の例題として再現性の危機とその発端のひとつとなったベムの
論文について考察した．哲学的な境界設定問題を現実の問題とリンクさせていく上で，
こうした事例についてさらに考察し，KUP基準やそれに類する基準を検討していくこ
とは今後も重要さを増していくであろうと考えられる．
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