正誤表（
『心理会計学』
，中央経済社）
頁・行

誤（前）

正（後）

第１章 JDM 研究のイントロダクション
23 頁・下 7

心理学の基礎的な仮説を発展させ

心理学の理論に基づいて仮説を展

る

開する

25 頁・下 4

管理

統制

29 頁・上 11

「フレームワークを用いてプロジ

「フレームワークを通してプロジ

ェクトを走らせる」ためには、一

ェクトを遂行する」ためには、一

般的かつタスク固有の確立された

般的な、さらにタスクに特有の組

知識が要求される。特に後者の知

織的な知識（institutional

識は、タスク分析を通して得るこ

knowledge，組織知）が要求され、

とができる。

このうち後者はタスク分析を通じ
て得られる。

29 頁・上 14
31 頁・上 9

JDM 研究課題を検証するために適

JDM 研究の問いを検証するのに適

切な方法

した方法

…正確性は JDM の質における唯

…正確性は JDM の質における次元

一の次元である。

の一つにすぎない。

第３章 知識と個人的関与
82 頁・下 6 *
98 頁・上 1

すべての認知プロセスに広がる可

すべての認知プロセスへと浸透し

能性がある…

ていく可能性がある…

少なくとも何人かの学生が適切な

適切な知識を有する学生も少なく

知識をもっているという…

ともいくらかは存在するという…

113 頁・下 9・ 最も直接的な操作

明白な（る）操作

下 11
113 頁・下 2

外部監査人および内部監査人の，

タスクとの外部・内部の監査人の個

タスクへの個人的関与の影響

人的関与の影響

116 頁・上 5

最も巨大で、

最も大きく、

116 頁・上 6

したがって、より複雑な相互作用

より込み入った相互依存関係を理

を理解するために、主要な影響だ

解するためには、主たる影響だけに

けに留まらず、さらに研究を進展

留まらない研究群を必要とするの

させる必要がある。

である。

第４章 能力、内発的動機づけ、その他の個人変数
第４章（全体） 適切な
適切である

関連する

or 関係する

（本章では、
「relevant」はこちらの
ほうが文意をとりやすそう。）

124 頁・下 5

多くの専門的文献

熟練化（を扱う）文献の多く

127 頁・下 7

監査人の判断に同意する監査委員

監査委員会の構成員が監査人の判

会のメンバーの判断の範囲に対し

断に同意する程度に対し、推論能力

て推論能力が影響しないことを…

が何ら影響を及ぼさないことを…

PD 能力の結果としての監査人か

PD 能力の結果として、内部監査人

ら内部監査人への信頼に違いがな

に対する監査人の依存に差異がな

いことを…

いことを…

128 頁・上 3

4 つの異なる監査タスクのための

4 つの異なる監査タスクに対する

128 頁・上 12

数値

数

129 頁・下 12

まったく

相当に

129 頁・下 9

経験的な問題

実証的な問い

129 頁・下 8

限定的な

幅の狭い

130 頁・上 12

職業的な場面

専門的な環境

130 頁・下 11

評価

評判

第 1 に、会計専門家の立場を自ら

第 1 に、専門家という会計のポジシ

選ぶ人々は、一様に刺激に対して

ョン（立場）を自ら選ぶ人々は刺激

高い欲求をもつことが妥当である

に対する高い欲求を一様に有し、結

ように思えるが、結果として、こ

果的に、この種の動機は関係しない

の種類の動機は適切ではなく、研

ということがもっともらしいと思

究成果として、これらの環境によ

われるけれども、研究によると、こ

って提供される刺激は、ある人々

れら環境によって供される刺激は、

にとっては高すぎる欲求であるか

個人によっては過大であるかもし

もしれないことが示されている。

れないと立証される。

131 頁・上 4

業績と能力の動機

達成および力量の動機

131 頁・上 16

仕事環境

職務環境

131 頁・下 7

相反するものを含んでいる

はっきりしないものである

132 頁・下 7

より直接的な仕組みを通すこと

より直接的なメカニズムを通じて、

132 頁・下 4

努力目標（effort direction）におけ

努力の方向性（effort direction）の強

る増大

化（or 高まり）

* 以下ある「…における増大」
・
「増

☛ 「…の増大」などとしたほうが意

大された…」という訳

味が通りやすいように考える。

多くの変数があるので、動機は成

数多くの変数が存在しており、パフ

果にポジティブな影響を持たない

ォーマンスに対して動機がプラス

128 頁・上 1

131 頁・上 9
132 頁・上 3
以下本章全て
130 頁・下 8

134 頁・上 1

（…）
。

の影響を及ぼさない原因となって
いる（…）
。

135 頁・上 16

公正と公平

正義と公平性

135 頁・下 7

範囲を示す

程度をいう

135 頁・下 1

…は、以下に含まれる。

…には、以下がある。

136 頁・下 15

異なる種類の成果は、その文脈に

文脈に依存し、様々なタイプの結果

依存して公平であると知覚する…

が公平であると認識する…

会計人は顧客や当局のような異な

会計士は、顧客や規制者のような

る関係者についても自身の評価を

様々な関係者の評判を維持する必

維持することを求めるし、

要があり、

刺激に対する、ある評価的な反応

刺激（人、事象など）に対する評価

（個人、出来事など）

的な反応

136 頁・下 3

138 頁・上 4
138 頁・上 10

気分は、単純な誘発体（valanced） 気分とは、単に誘発的な、それらと
であると思われており…

関連する特定のターゲットをもた
ない強度の低い情緒であると考え
られており、

139 頁・上 2

どちらの JDM の質が決定された

JDM の質が決定される規準

のかの基準
139 頁・上 14

あまり関心のない気楽な状況では

利害の小さな慣れ親しんだ状況で
は

139 頁・下 14

動機は感情に応じることがなく

動機は感情に優先し

139 頁・下 5

選択肢についての情報の広範囲に

選択肢についての情報の広範な探

わたる探索をおこなうことに反す

索を行うのではなく、

るような
139 頁・下 4

解答

その解答

140 頁・上 10

投資家のような人々を、やりそう

投資家のような人々に、そうでない

にもない選択をするように向ける

ならば行わないであろう選択をす

ので

るよう導くことから

140 頁・下 5

不正確であるし

不正確であることもあり

141 頁・上 9

感情を片付ける

感情に対処する

141 頁・下 12

不確かな情報であるにもかかわら

反証をするフィードバックがある

ず固執してしまう、感情に影響す

にもかかわらず固執する、感情に影

る要因についての不適切な理論

響を及ぼす諸要因についての不適

（たとえば、「お金は幸せをもら

切な理論（たとえば、
「お金は幸せを

す」
）をもっている。

もたらす」）を有する。

財務比率情報を与えられた経営者

財務比率情報を提示される経営者

142 頁・上 2

は、その比率それ自体の実際の価

は、比率自体の実際の数値や、ある

値や、ある比率を去年の比率や業

比率が前年の比率や業界平均に対

界の平均といかにして比較するの

してどのように比較されるかの符

かという標示より、それらの比率

号よりむも、それら比率に対する感

への感情的な反応を正確に呼び出

情的な反応をより正確に想起でき

すことができること

ること

その結果、数的データにもとづく

結果的に、数値データに基づき投資

どのような投資理論とも一致しな

理論が予測するであろうものと首

い意思決定を下すことを

尾一貫しない決定をすることを

142 頁・上 11

資本予算の背景

資本予算の設定という文脈

142 頁・上 15

経営者たちは、それがもっている

経営者らは、その経済的価値は低い

低い経済的価値にもかかわらず、

にもかかわらず、中立的な感情の選

圧倒的に中立的な感情の選択肢を

択肢を圧倒的に選択したのである

142 頁・上 8

選んでいる
142 頁・下 8

なぜなら、プロスペクト理論は

プロスペクト理論は JDM の規範理

JDM に関する規範理論ではなく、 論ではないから、この状況において
この状況において、感情が。ネガ

は、JDM の質に対して感情がネガ

ティブなあるいはポジティブな影

ティブあるいはポジティブな影響

響をもっているのかどうかについ

をもつかどうか言うことはできな

て述べることができないからであ

いのである

る
143 頁・上 6

予測された気分の影響

気分の影響の予測

143 頁・上 9

ただ、ある 1 つの研究（Kida et al.

1 つの研究（Kida et al. 1998）を除く

1998）では

すべては、

143 頁・下 12

必要とする

伴う

143 頁・下 11

提示

示唆

143 頁・下 10

監査を実施するために

検証を導くために

143 頁・下 9

間違いである

誤解させるものである

143 頁・下 5

JDM に対する非常に重要な

JDM にとって相当の重要性のある

143 頁・下 4

ある人の…とみなされる

ある者の…をいう

143 頁・下 3

JDM 研究における関心の従属変

JDM 研究にとって関心事となる従

数

属変数

この節では、前者の特徴に関係す

本節は前者の特徴づけに関わる研

る研究については手短に触れる

究に簡潔に触れるけれども、後者は

が、後者には最大限に関係する。

もっとも関連性がある。

投資家の JDM の事例報告におい

投資家の JDM の逸話的な説明では

143 頁・下 1

144 頁・上 4

て
144 頁・上 12

伝統的な文献では、自信について、 自信に関する伝統的文献は、独立変
1 つの従属変数として考察してお

数として自信を調査しており、

り、
144 頁・上 14

144 頁・下 4

自信過剰は、人々が正確なものよ

自信過剰は、人々が、平均して、正

り平均して高い自信の評価をもっ

確なものよりも高い自信の評価づ

ているときに実証される。

けをしているさいに立証される。

最近の研究は、これが大きく弱点

最近の研究は、これが非常に脆弱な

をさらしやすい仮定であることを

仮定であることを示している。

明らかにしている。
145 頁・上 6

これら違いが与えられたとき、

かような差異があるとして、

145 頁・上 8

自信過剰でない人々に対して、そ

どのような人々が多かれ少なかれ

のような人々については、ほとん

自信過剰なのかについては、ほとん

ど知られていない。

ど知られていない。

「男性的」になることを知覚され

「男性的」であると認識されている

145 頁・上 12

る
145 頁・上 17

他の理論は、ある中間状態として

中間状態として生起する知識の自

現れる知識の自信過剰における違

信過剰の差異を仮定する研究もあ

いを仮定する。

る。

145 頁・下 3

いくつかの状況のもとでは

状況によっては

146 頁・上 1

責任帰属バイアス

自己奉仕バイアス

146 頁・上 3

知識の自信過剰におけるこれらの

知識の自信過剰のかような差異は、

違いは、
146 頁・上 5

146 頁・上 8

一般的には、独立変数あるいは中

一般的には、独立あるいは中間状態

間状態としての自信を考察する研

の変数として自信を調査する研究

究は、自信過剰がより高くなるほ

は、自信過剰の程度が高まるほど、

ど、正確性や規範理論の合意とし

正確性ないし規範的な理論との一

て典型的に定義される、より質の

致として典型的に定義される、より

低い JDM に関係することを明ら

質の低い JDM と関係すると知見す

かにしている（Arkes 2001）
。

る。

そのような自信過剰が JDM に影

それを通じて自信過剰が JDM に影

響すると見られることを通して示

響するとみられるメカニズムがい

されている、いくつかのメカニズ

くらか提示されているものの、ほと

ムがあるが、ほとんどの理論に共

んどの理論に共通する要素は、

通する原理は、
146 頁・下 4

多くの研究者の関心は、実験のタ

多くの研究者は、実験のタスクに先

スクが仮説の推定を引き起こすこ

だって自信を測定することは、仮説

とであろうことよりも、自信を測

の推測を導くと懸念する。

定することにある。
147 頁・上 5

その代替的な方法としては、さま

代替策としては、自信の程度を変動

ざまな自身の程度を引き出すさま

させる状況的な諸要因を変化させ

ざまな状況的要因によって自信を

ることにより、自信を操作するのが

操作することが妥当である。

もっともらしく思われる。

147 頁・上 10

関連付けられる

相関する

147 頁・上 12

集合的な違い

複数の差異

147 頁・上 15

心理学研究のように、

心理学の研究と同様に、

147 頁・下 14

完全に

相当に

147 頁・下 12

意思決定支援に関する信用

意思決定支援への依存

意思決定支援の信用

意思決定支援の依存

コンセンサス利益予測についての

コンセンサスの利益予測との一致

147 頁・下 9

合意
148 頁・上 9

自然実験である。

本質的には実験によるものである。

148 頁・上 10

投資家の自信に関係する要因につ

自信を従属変数とみなし、投資家の

いて、従属変数として考察してい

自信と関連する諸要因を調査する。

る。
148 頁・下 4

予約価格

留保価格

149 頁・下 19

信頼評価の方法

自らの自信の評価づけのなされ方

149 頁・下 15

そのような信頼評価の仕方は、自

自信の評価が引き出される方法は、

信過小が観察された水準の影響か

観察される自信過小の水準に影響

ら引き出される。

を及ぼす。

149 頁・下 6・ 付属的な知識

部下の知識

下5
149 頁・下 2

これらの研究で、JDM の質に対す

これらの研究のどれもが、JDM の

る自信の影響を考察しているもの

質に対する自信の影響については

はない。

調査していない。

150 頁・上 3

母集団

普通の人々

150 頁・上 6

意思決定支援によって供給される

意思決定支援により供されるよう

ような他の情報に対する個人の知

な他の情報と比べて、自らの知識へ

識への過剰な信頼の原因になって

の過剰な依存によるものである。

いる。
150 頁・上 7

将来の研究に向けて最も確かな道

将来研究にとってもっとも有望な

のりは、

道筋は、

150 頁・上 19

人々が自らの効用関数に結合させ

人々が効用関数に組み込む感覚

る感覚

（feelings）

リスクに対する態度について中間

中間にある状態としてリスクに対

状態であると見ている。

する態度をみている。

150 頁・下 4

両方の場合において

いずれにしても

151 頁・上 7

選択肢

選択

151 頁・上 10

意見の一貫性を遂行

思考法の一貫性を論証

151 頁・上 11

新聞は、

大衆紙（popular press）では、

158 頁・下 2

新聞（が）

* 参考文献とされているのは、The

150 頁・下 5

Wall Street Journal や Fortune 等
151 頁・上 13

多くの意思決定の理論（最も著名

意思決定の理論の多く、特に期待効

なのは期待効用理論）は、

用理論は、

リスクに対する態度において、

人によってリスクに対する態度に

人々の間で違いはあるが、なぜそ

差異があると仮定するが、そうした

のような違いが存在するのかは定

差異が存在する理由は特定してい

かではないと仮定している。

ない。

他の理論は、これらの違いを説明

これら差異を説明するために、動機

するために、動機と感情について

づけおよび感情の要因の組み合わ

の要因の組み合わせに依拠してい

せを用いる研究もある（レビューに

る（レビューには、…）
。

ついては、…）
。

151 頁・下 3

直観的で

直ちに

152 頁・上 1

変数

パラメータ

152 頁・上 2

不適切な

関連のない

152 頁・上 3

混在しているが、
（Larrick 1993）

はっきりしない（Larrick 1993）も

151 頁・上 13

151 頁・上 15

のの、
152 頁・上 17

不適切なタスク形式の特徴は、…

無関係の（レレバントでない）タス

引き出すことができる…

クの様式という特性があると、誘発
しうる…

152 頁・下 12

人々は選択肢について損得勘定に

人々は、利得ないしは損失をもたら

よって判断する傾向にある

すものとして選択をみる傾向があ
る

152 頁・下 6
152 頁・下 1

このようにして処理の観点から彼

したがって、プロセスの観点から

らの JDM の質は低くなる

は、質の低い JDM となる

そうであれば、拡大解釈すると、

同じ方向でさらに進めると、このと

もし違う形式で情報が与えられれ

き、異なった様式で情報を与えられ

ば、人々が与えられた情報に普通

るならば、同様のリスク態度を通常

153 頁・上 7

は同じリスクに対する態度をもち

ならば有し、かつ特定の情報のもと

同じ選択をおこなうということは

では同様の選択をする人々は、一致

しないであろう。これは、少なく

しないということである。このこと

とも人々の JDM の質の一部は低

は、人々のうちで少なくとも誰かの

いということである。

JDM の質が低いことを意味する。

問題描写プロセスを通して、つま

問題表象プロセスを通じて、すなわ

り損得を含むような状況の描写を

ちある状況を利得ないし損失を伴

通して

うものとして表象することを通し
て

153 頁・上 13

実験の設定の間

処理間

153 頁・下 12

確 実 性 等 価 額 （ certainty

確実性等価（certainty equivalent）の

equivalent）を含む、

テクニックを含んだ、

ポートフォリオの危険性とネガテ

ポートフォリオの危険度と相反す

ィブな関係がある

る関係がある

154 頁・上 4

* リスク回避性が高いと、選択す
るポートフォリオの危険度は低く
なるという意
154 頁・上 8

十分に実際的な重要性

大きな実務上の重要性

154 頁・上 15

それらの差が生じる経緯と JDM

それらが生じる経緯および JDM に

についてそれらが及ぼす影響を伴

及ぼす影響とともに、これら非常に

うので、これらの非常に重要な会

重要な会計の設定においてさらな

計環境においてさらなる注意を向

る注目に値する。

ける値打ちがある。
154 頁・下 10

この節では、パーソナリティと

本節は、パーソナリティと JDM の

JDM の議論において繰り返し現

議論において日常的にみられる諸

れてきた要因との影響について考

要因の影響を考察する。

える。
154 頁・下 6

主義

教義（tenets）

154 頁・下 3

「そのような認知のタスクが引き

「認知的なタスクに取り掛かり、あ

寄せられ、処理される方法につい

るいは処理する方法の…特性」

ての特性」
155 頁・上 1
155 頁・上 3

「ある人の行動を統制する知覚さ

「ある者の行動に対する統制の源

れた原因」

に関する認識」

外的な統制の所在は、人々が、ほ

外的な統制の所在の個人は、たいて

とんど外的な機会によって強いら

いは外的な、偶然の力により結果が

れる要因によって起こる結果であ

生じると信じる。

ると信じるものである。
155 頁・上 8

どのような違いも

任意の違いが

155 頁・上 10

不確かな

問題のある

156 頁・上 9

研究論文は、どのような認知様式

研究は、認知様式が機能するプロセ

が処理を操作するのかを示さない

スを示さないけれども、その定義

が、その記述は問題の抽出と情報

は、認知様式が問題表象および情報

の探索に影響することを示してい

探索に影響すると示唆する。

る。
156 頁・上 17

どのような認知プロセスが大きな

どのような認知プロセスが努力の

努力の受益先なのか

増大という受取先であるのか

156 頁・下 8

一般的には、

典型的には、

156 頁・下 7

JDM の質より仕事の成果

JDM の質よりも職務のパフォーマ
ンス

156 頁・下 5

結果として、それは、より大きい

結果的に、彼ら（訳注：内的なもの

努力をして、より高い仕事の成果

に動機づけられた人）は、より大き

をもつと仮定されている

な努力を行使し、より高い職務のパ
フォーマンスとなると仮定される

156 頁・下 1

（冒頭ヌケ）いくつかの研究では、 しかしながら、…統制の所在がパフ
成果に対する統制の所在の影響を

ォーマンスに及ぼす影響を予測す

予測するための鍵は、ある個人内

るための鍵は、ある人の所在および

での所在と仕事の環境との間の組

職務環境の間の適合であると示し

み合わせであることを示している

ている

認知様式は人々が意思決定をおこ

認知様式は、意思決定をするさいに

なう際に焦点を当てる多くの代案

人々が焦点を当てる複数の代替案

の範囲と情報量から構成されると

の範囲、および彼らが用いる情報の

いう

量から構成されると提案する、

Driver（1971）の尺度形式を用いて

Driver（1971）による様式の尺度を

いる後述する研究

用いる以下のような研究

157 頁・上 15

多くの選択肢

複数の代替案

157 頁・上 17

利益を大きくし、費用を小さくす

高い利益、および低い費用をもたら

る

す

157 頁・上 19

情報の使用と成果

情報の用法とパフォーマンス

157 頁・下 10

特定の株や債券

特定の株式

アナリスト（MBA 学生による代

（MBA 学生により代用された）ア

用）

ナリスト

157 頁・上 6

157 頁・上 14

158 頁・上 7
157 頁・下 9

157 頁・下 3

カテゴリーの幅の尺度の形式

カテゴリーの幅による様式の尺度

157 頁・下 1

重要な錯誤（material error）

重要な誤謬（material error）

158 頁・上 6

監査人の虚偽の判断

監査人による不正の判断

158 頁・上 9

選ばないであろうということを

選ぶ可能性が低いことを

158 頁・上 12

Bernardi（1994）は、内的な統制の

Bernardi（1994）は、内的な統制の

所在をもつ監査人は、虚偽をより

所在の監査人は、不正を検知する可

発見しやすいであろうということ

能性が高いと予測するが、それを発

について、明らかにしていないま

見はしていない。

158 頁・上 11

での予測している。
158 頁・下 12

それらの多くが JDM の質に対し

JDM の質に対してそれら多くは影

て影響がないという観点から特に

響がないとわかったという見地か

成功してはこなかった

らいえば、特段の成功を収めてきて
はいない

158 頁・下 8

158 頁・下 4

影響を明らかにする研究は、これ

影響を発見している研究は、これら

らのパーソナリティ要因が能力や

のパーソナリティ要因が能力およ

その他の個人変数に相関しうると

びその他の個人（ヒト）変数と相関

仮定される相関する未知の変数

するならば、相関する欠落変数

（corelated omitted variables）の影

（corelated omitted variables）の影

響を検出しているのかもしれない

響を検出しているのかもしれない

（たとえば、Pincus 1990）
。

（たとえば、Pincus 1990）
。

男性と女性、あるいは文化的な背

研究はしばしば、男女（men and

景が異なる人々の間で、JDM の違

women）間で、あるいは文化的背景

いがあるのかどうかを考察する研

が異なる人々の間で、JDM の違い

究もいくつかある。

が存在するのかどうかを調査して
きた。

159 頁・上 3

会計の研究者にとって関心のある

会計研究者に関心のある集団内の

グループの間で、ジェンダーや文

ジェンダーおよび文化的背景がさ

化的背景が混成されていることを

まざまであることによれば、

考えると、
159 頁・上 5

経済的な成果…記述の研究が明示

経済的帰結…予備的な証拠は示し

している

ている

159 頁・上 7

心理学的で社会学的な

心理学的かつ社会学的な

159 頁・上 9

といえる

をいう

上 17
159 頁・上 12

について表している
Hofstede（1980）の 5 つの諸次元

職務環境に関わる文化的要因を分

（five dimensions）のスキームや、 類するための Hofstede（1980）の 5
作業環境に対して適切な文化的要

次元（five dimensions）のスキーム

因を分類することに関連する尺度

とその関連尺度を用いている。

を用いることである
159 頁・下 14

合理的

責任感がある

159 頁・下 13

個人主義対集団主義（individualism

個人主義対集団主義（individualism

versus collectivism）は、人々が自己

versus collectivism）とは、文化内の

利益に焦点を当てる文化に帰属す

個々人が、自己の利益に焦点を当て

るのか、それとも、より大きな集

るのか、より大きな集団の利益に焦

団の利益に焦点を当てる文化に帰

点を当てるのかに関するものであ

属するのかの程度に関係する。

る。

JDM の質に対するジェンダーや

ジェンダーと文化的背景が JDM の

文化的背景の影響に関する研究成

質に及ぼす影響に関する知見を議

果について議論する代わりに、こ

論する代わりに、本節は、JDM の質

の節では、どのような研究が、認

に影響を及ぼしうる認知的、かつ他

知や JDM の質に影響しうる他の

の諸要因におけるジェンダーと文

要因におけるジェンダーや文化的

化的背景に関する差異について研

背景に関係する違いについて、わ

究がわれわれに教えてくれること

れわれに語ってくれるのかを議論

を議論する。

159 頁・下 3

する。
159 頁・上 1

そのような違いはたくさんあるの

そうした差異は数多く存在するた

で、関心を寄せる構成概念として

め、関心のある構成概念としてジェ

ジェンダーや文化的背景について

ンダーや文化的背景を調査する研

考察する研究は、多様で完全に混

究は、複数の、完全に混同された構

成されている構成概念の影響を効

成概念の影響を実質的に調査して

果的に考察する危険を冒してい

いるというリスクを冒している。

る。
159 頁・上 11

このように

したがって

160 頁・上 4

断片的な

エピソード

161 頁・上 9

思考

推論

161 頁・上 10

根拠

源

161 頁・上 14

東洋文化圏から来た人々は、埋没

特別の知見といえば、東洋文化圏の

図形テストによって求められるよ

人々は、埋没図形テストが要求する

うな背景から図形を抜き出す能力

ような、背景から図形を抜き出す能

が低いことは、1 つの具体的な研

力が低いことである（Nisbett 2003）
。

究成果である（Nisbett 2003）
。

161 頁・上 16

しかし、文化に関係する能力の違

しかしながら、文化に関わる能力の

いについての今日的な研究は、

差異の今日までの研究は、それらを

Hofstede（1980）の諸次元に関係し

Hofstede（1980）の諸次元へと関連

ていない。

づけていない。

文化的な集団を超えて

文化的な集団にまたがる

文化を超えた

文化間の

要因

不確実性回避の次元

162 頁・下 6

論理的プロセス

推論プロセス

162 頁・下 5

これらの違いのいくつかは、1 つ

これらの差異には、ある下位グルー

の下位群であるらしいことを示

プにとって比較的に質の高い JDM

し、一方では、その他の違いは質

となる可能性が高いことを示すも

の低い JDM は、それと同じ下位

のもある一方で、同一の下位グルー

群であるらしいことを示してい

プにとっては比較的に質の低い

る。

JDM となる可能性が高い別の差異

162 頁・上 6
上8
162 頁・上 9
162 頁・下 10

が存在することを示している。
162 頁・下 1

構成概念それ自体としての

構成概念自体として

163 頁・上 1

代理変数となるような特定の関心

代理するかもしれない特定の関心

の構成概念

のある構成概念

多様な構成概念の効果的な混成物

複数の構成概念が実質的に混じり

163 頁・上 3

合ったもの
163 頁・上 15

諸変数の実用的な意義の欠如

諸変数の実務上の重要性がないこ
と

163 頁・下 12

知識や他の重要な諸変数のような

知識および JDM の質に影響するタ

JDM の質に作用するタスクの複

スク複雑性のような他の重要な変

雑性と相互作用しうる。

数と相互作用しうる。

163 頁・下 7

経験的な

実証の

163 頁・下 7

さらに、自信過剰や中間状態のよ

さらに、自信過剰のように、ここで

うな、ここで議論された諸変数の

議論された変数の 1 つを誘発するこ

1 つを誘発することによって機能

とにより、中間の状態として機能す

する会計の文脈に特有の要因もあ

る、会計の文脈にとって特有の諸要

るのであろう。

因も存在するかもしれない。

投資家の集団対個人の基準に関す

集計・個別という基準による証券に

る有価証券についての考えについ

関する投資家の思考法を調査する

て考察する際に

にあたり、

たとえば、正確であるべきことに

たとえば、正確であろうという動

163 頁・下 5

163 頁・下 2

164 頁・上 2

対する動機（たとえば、訴訟関連

機、すなわち訴訟の懸念、および望

のもの）と求められる結論にいた

ましい結論に到達しようという動

る動機（たとえば、顧客への会計

機、すなわちクライアントに対する

責任）との相互作用が監査人の

説明責任の相互作用が監査人の

JDM の質に及ぼす影響について

JDM の質に及ぼす影響について調

考察することは、興味深いものに

査するのは、興味深いかもしれな

なるであろう。

い。

したがって、概していうと、上述

全体として、このため、これら諸要

の要因のみに焦点を当てる研究、

因が単独で、あるいは他の要因と合

あるいは会計の JDM に最も特有

わさって、会計の JDM に最も独自

に影響する他の要因との組み合わ

に影響を及ぼすような道筋に焦点

せに焦点を当てる研究が、将来の

を当てる研究が、将来に向けて最も

ための最大の利益となるように思

関心のあるものかもしれない。

われる。
164 頁・注 1

基本的な

初歩的な

164 頁・注 2

道徳性の開発

道徳性（モラル）の発達

倫理学や道徳性に依拠することを

倫理と道徳性（モラル）への依存に

含むような JDM の質を規定

関わる JDM の質を決定する

164 頁・注 3

諸変数の JDM の質への影響

JDM の質に対するその影響

164 頁・注 4

直観的には、監査人のような専門

監査人のような専門家は、いかなる

家に大きな違いがあるということ

タイプの能力についても大きな差

は、どのような類型の能力につい

異があるとは、直観的には思われな

てもありそうにないが、経験的な

いものの、実証研究の証拠はそうで

証拠からは、そうなることが示さ

あることを示している

れている
164 頁・注 5

164 頁・注 6

165 頁・注 7
165 頁・注 11

複合的で独立した

複数の独立の

運動

身体・運動感覚性（身体的）

博学

自然主義者

ときどき

時として

このようにして、能力は実験や観

したがって、能力は、実験の、ある

察調査において測定される傾向に

いは質問紙の設定で測定される傾

ある。

向がある。

その影響は明らかに妥当なもので

そうした影響は明確にありそうで

ある

ある

評価

評判

から引き出されているの

に起因するもの

165 頁・注 12

引き起こす

導く

165 頁・注 13

現在の努力に対する動機の影響の

モチベーションが現在の努力に及

説明としての自己効力感の難しさ

ぼす影響の説明としての自己効力

は、ある人が現在も高い水準の成

感の困難は、高水準のパフォーマン

果を十分に期待できるタスクを経

スを現段階で予測するために十分

験したことがなければ、特定のタ

にそのタスクをある人が経験しな

スクのための自己効力感は高そう

いと、特定のタスクに対する自己効

にないことである。

力感が高い可能性は低いことであ

結果として、一定期間の時間をか

る。

ける状況だけではなく一回試行の

結果的に、1 回限りの試行の状況で

状況であっても、高い動機が高い

は、高いモチベーションが高い自己

自己効力感を引き起こすことはな

効力感を導く可能性は低く、むしろ

いようである。

ある期間を超えてのみなのである。

なんらかの緩和点

どこか中間の地点

動機と JDM の質との関係

モチベーションと JDM の質の間の

165 頁・注 14

逆 U 字の関係
165 頁・注 15

サーベイ

質問紙の

会計責任

説明責任

一般的な動機の他の前提に

一般的な動機に先立つ要因
（antecedents）

165 頁・注 16

技術

技法

165 頁・注 17

説明したときの出来事のほうに、

説明した場合に、ある出来事に対し

より高い確率を割り当てるときに

てより高い確率を割り当てるさい

起こっている

に起こる

モデル構築のような物理的なタス

モデルを構築することのような身

ク

体を使うタスク（a physical task）

これらの研究は、ここで議論され

こうした研究は、議論されない。

166 頁・注 18

ていない。
166 頁・注 19

166 頁・注 20

期待される感情は期待される効用

期待される感情は期待効用の一部

に関するものではなく、むしろ

ではなく、むしろ JDM に影響を及

JDM に作用する 1 つの独立した要

ぼす別個の要因であると特に言及

因であることに留意している

している

彼女の研究のなかでは操作されて

研究では操作されていないけれど

いないが、
「報酬／もうけ」と「罰

も、Luft（1994）の被験者は、報償・

／損失」という用語でフレームさ

利得および罰則・損失に関してフレ

れたインセンティブ契約間におけ

ームづけがなされたインセンティ

166 頁・注 23

る選択の際、Luft（1994）の被験者

ブ契約の間で選択するさい、感情的

は感情的な反応を予測しているよ

なリアクションを予測されている

うに見える。

ようである。

これらの知見については多くの議

自信を従属変数として調査する研

論があるが、従属変数としての自

究は、典型的には、自信過剰と JDM

信について考察する研究は、一般

の質の間の関連がほとんどないこ

的に、自信過剰と JDM の質との

とを知見する（Plous 1993）が、こう

間の関係はほとんどないことを明

した知見については大論争がある

らかにしている（Plous 1993）
。

（たとえば、Sporer et al. 1995）
。
* 参考文献のヌケあり

166 頁・注 24

仮説の推定（hypothesis guessing） 仮説の推測（hypothesis guessing）と
とは、被験者が実験で検証されて

は、実験で検証中の仮説を被験者が

いる仮説を理解することを意味す

理解することを意味する。危険なの

る。危険なのは、彼らがそのとき

は、被験者らがこのとき、そうでな

に意図的に意思に反して仮説に一

い（訳注．検証中の仮説を理解して

致するように行動すること、ある

いない）ならばしないのに、仮説と

いは仮説に一致しないように行動

首尾一貫するように意図的に行動

することである。

することや、そうでないならばしな
いのに、仮説と首尾一貫しないよう
に行動することである（Cook and
Campbell 1979）
。* 参考文献ヌケ

166 頁・注 26

測定尺度が、サーベイや実験に起

尺度は、質問紙や実験からもたらさ

因する傾向があるのは、一般的に、 れる傾向があり、なぜならアーカイ

166 頁・注 27

アーカイバルの測定尺度は有用で

バルの尺度は、典型的には、入手可

ないからである。これらの要因の

能ではないためである。これら要因

操作は、それらを固定化されたパ

の操作は、それらが固定的なパーソ

ーソナリティ特性と考えると適切

ナリティ特性と考えると、もっとも

ではなくなる。

らしくはない。

ここで、セックス（sex）とは、女

性別（sex）は、ここでは女性と男性

性と男性との間の生物学的な違い

の間にある生物学的な差異をいい、

をいい、ジェンダーの尺度として

ジェンダーの尺度として典型的に

一般に用いられているものである

用いられることに注意されたい。

ことに留意されたい。
166 頁・注 29

この章は、これらの違いについて

本章は、これら差異の基盤、すなわ

の根拠、つまり、それらが心理学

ち、それらが生理学的なもの

上のものであるのか、社会学上の

（physiological）なのか、社会学的な

ものであるかについては、議論し

ものなのかを議論しない。

ていない。
166 頁・注 30

文化の違いに関する特定の会計研

本節は、文化的な差異に関する特定

究については、その大部分が、

の会計学研究をレビューせず、なぜ

JDM の質の問題よりもマネジメ

ならそれらの大多数は、JDM の質

ント・コントロール・システムの

の論点よりもむしろ、マネジメン

研究課題や変数を考察しているの

ト・コントール・システム研究の問

で、この節ではレビューしていな

いおよび変数を調査するからであ

い。さらに、この節では、会計研

る。さらに、本節は、文化的な差異

究は繰り返し Hofstede（1980）の

のその他の分類法を議論すること

研究を採用しているので、他の文

はなく、なぜなら会計研究では、

化的な違いの分類学については議

Hofstede（1980）の研究を日常的に

論していない（この研究のレビュ

用いているためである（当該文献の

ー は 、 Harrison and McKinnon

レビューについては、Harrison and

1999）を参照されたい）。

McKinnon（1990）参照）。

第５章 認知プロセス
168 頁・上 8

原因となる認知プロセスを直接的

質の低い JDM を改善する手法は、

に目標に定めるならば、質の低い

原因となる認知プロセスをそれが

JDM を改善する方法は最も効果

直接に標的とするならば、最も効果

的である。

的である。

169 頁・上 1

要求する。

要求するかもしれない。

171 頁・上 1

（費やした努力）

（費やされる努力）

171 頁・下 12

JDM における予測可能な誤りを

JDM の予測が可能な誤りをもたら

生んでしまうというコストも避け

すという点において回避できない

られない

コストがある

172 頁・上 2

認知プロセスよりはむしろ

認知プロセス以外の

172 頁・上 3

操作または測定のどちらかを含ん

操作ないし測定の何れかを伴うも

でおり、また後者の場合は、さら

のとして分類され、後者について

に直接的か間接的かで分類され

は、直接的に、あるいは間接的にな

る。

される。

ある特定の話題における事前の指

話題となる領域の事前の説明を報

示を報告するよう要求する

告するように求める

直接的測定法は、実験環境の中で

これらの方法は、典型的には、実験

しか有効でないというのが一般的

の設定においてのみ利用可能であ

な考え方である。

る。

172 頁・上 7
172 頁・上 16

172 頁・下 5

鍵となる批判は、言語化の要求が、 主たる批判は、言語化するように要

求することは、
173 頁・上 6

典型

標準（norm）

173 頁・上 11

1 つの方法は、特定のプロセスの

1 つのアプローチは、特定のプロセ

説明を前提として、そのようなア

スの説明を仮定し、そうしたプロセ

プローチが作用していることを暗

スが作用していることを指し示す

示するような質問をすることであ

であろう質問をすることである。

る。
173 頁・上 12

たとえば、Hopkins（1996）は、複

たとえば、Hopkins（1996）は、複合

合金融商品の財務諸表上の分類が

金融商品の財務諸表上の分類は、そ

JDM に影響を与えるのは、それが

れら金融商品の負債もしくは資本

負債か持分かについて被験者が最

としての被験者の分類をまずは通

初におこなった分類を通じてであ

して影響を及ぼすと仮定する。

るという前提を置く。
173 頁・上 15

実験実施後にこの説明をするため

この説明を実験後に調査すべく、彼

に、Hopkins は、被験者に対して、 は、研究において以前に見た勘定の
実験のはじめに勘定残高のリスト

リストを用いて負債資本比率を計

を用いた負債資本比率を計算させ

算するよう被験者に依頼する。

ている。
173 頁・上 18

173 頁・上 19

173 頁・下 10

実験後の質問は、あらゆるプロセ

実験後の質問は、それらが任意のプ

スに有効であるならば、優位性を

ロセスにとって有効であるという

もつことになる。

点で優位性がある。

しかしながら、質問された点につ

しかしながら、こうした質問は、研

いて、被験者の記憶違いがあるか

究内の当該時点で被験者が記憶の

もしれないで、質問は採用しづら

問題を経験するかもしれないため、

いかもしれない

利用には意外と困難がありうる

特定の認知プロセスのみを捉え、

特定の認知プロセスのみと関係す
るという点で、

173 頁・下 8

知識測定に向け

知識の測定につき

173 頁・下 7

再認テストでは、どの程度まで情

再認テストは、情報が記憶され、検

報が記憶され検索されうるのかを

索されうる程度を調査するため、以

調べるため、まず既に出てきた情

前に見られた情報を人々に提示す

報をあらかじめ提示する。

る。

また、そのテストにおいては、不

それらはまた、紛らわしい選択肢

正解の選択肢（distractors）やあら

（distractors）や以前に見られなか

かじめ見せていない項目も用いる

った項目を提示するため、すべての

ため、単にすべての項目に反応す

項目に肯定的に反応するだけでは、

173 頁・下 5

173 頁・下 2

るだけでは、記憶の完全な検索に

完全な検索を人々がしているよう

は至らない。

にはみられない。

手がかり検出理論

信 号 検 出 理 論 （ signal detection
theory）

174 頁・上 1

特定の項目の情報

特定の話題についての情報

174 頁・上 5

手がかり

プロンプト（prompts）
【訳者注 2】

174 頁・上 6

統制手続き

統制

174 頁・上 12

心理学者は資料を作るが、

心理学者は無意味な（実験の）マテ
リアル（nonsense materials）を創作
するが、

174 頁・上 14
174 頁・上 15

検索の質が異なる結果とみなされ

検索の質に関して異なる結果をも

てしまうということである

たらす

すなわち、再認テストでの被験者

再認テストにおける被験者の基本

の基礎的なタスクは、
「以前見た」、 的なタスクは、どの項目が「既視で
「知っている」
、
「新しい」
、および

ある」または「既知である」のか、

「知らない」ということを把握す

どれが「新規である」または「未知

ることである。

である」のかを見つけ出すことであ
る。

174 頁・下 10

174 頁・下 9

これは、再生テストの結果や記憶

その記憶内の力の強さや再生テス

を強化する方法とは不整合であ

トの結果とは首尾一貫しないもの

る。

である。

第 3 は、タスク情報によって形成

第 3 に、これらの差異を悪化させう

される刺激が結果に影響を及ぼし

る手がかり再生に関連する特定の

てしまう可能性があるからであ

問題は、プロンプトは、出力干渉

る。これは特に、手がかり再生テ

（output interference）をもたらしう

ストに関連する固有の問題であ

るタスク情報の 1 つの形態であるこ

り、両テストの差異に悪影響を及

とである。

ぼしうる。
174 頁

第 4 は、被験者は、実験時に問わ

第 4 に、被験者は問われると実験の

れた情報を思い出すことができる

情報を想起することができるかも

が、判断や意思決定をおこなう際

しれないけれども、判断や意思決定

に自身で形成した情報に着目して

を行う際に自身で創り出す情報に

しまう点である。

焦点を当てるかもしれない。

そのことと一貫して、再生は JDM

結果として、こういったことを被験

と単純には関係しない。なぜなら

者がなしていると実験者ははっき

実験者は、被験者がすることとそ

りと理解できないため、再生は

のものを捉えることはできないか

JDM とは何ら関係がないかもしれ

らである（Moser 1992）
。

ない（Moser 1992）
。

174 頁・下 1

別々に

さまざまに

175 頁・上 1

それらの

これらの

175 頁・上 7

購入する

入手する

175 頁・上 14

興味深いことに、これまでの研究

興味深いことに、研究は、情報探索

から、情報探索処理の分析におい

のプロセスを研究するさい、手法の

てどの方法を選ぶかが重要である

選択が重要であると示している。

ことが示されている。
175 頁・下 9

以上のように、研究者は、これら

結果的に、これらの問題、特に、関

手法選択の問題、特に、関心のあ

心のある独立変数と手法に関連す

る独立変数と関係する情報探索行

る探索行動の差異とがどの程度ま

動について、用いる方法ごとに差

で相互作用するかにつき、認識して

異が生じる可能性があるというこ

おく必要がある。

とについて、少し気にかけておく
必要がある。
175 頁・下 5

問題表象を測定する際、研究者は、 問題表象を測定するさい、研究者
被験者にプロトコル法や、筆記に

は、プロトコル法を用いたり、ある

よる分析をおこなわせることがで

い は 被 験 者 に 筆 記 分 析 （ written

きる

analyses）を供するよう依頼したり
できる

175 頁・下 3

この筆記による分析は、具体的に

これら筆記分析は、タスクに依存し

はタスクに依存して、膨大な計算、 て、数値計算、説話（ナラティブ）

175 頁・下 2

物語的な記述、もしくは絵などの

の記述、あるいは絵といった形態を

ような形式をとる。

とりうる。

たとえば、Vera-Munõz et al.（2001） 一 例 と し て 、 Vera-Munõz et al.
は、被験者に、仮想のクライアン

（2001）は、架空のクライアントに

トに対して非投資の意思決定をす

対し、投資の引きあげの助言を与え

る助言を与えるメモを書かせてい

るメモを書くように被験者に求め

る。

る。

この方法では、研究者は、被験者

研究者はまた、提示された分析を解

に対して、分析結果を解釈するよ

釈するよう被験者に依頼すること

う要求することもできる

もできる

176 頁・上 6

処理

手続

176 頁・上 6

しかしながら、日常の処理と整合

しかしながら、日々の職務と整合性

的であるがゆえに、人は自身の処

があることは、人々がその処理の部

176 頁・上 3

理の一部分だけを記録しがちであ

分的な記録のみを文書化すること

るというデメリットもある

に慣れている点において、不利益を
創出しうる

176 頁・上 11

これらの手法は、研究者が、再生

これら手法は、研究者が、発見事実

や再認について以下のような特定

（the findings）と記憶検索の結果の

の仮説を有している場合のみ有効

みに基づき予測されるものとを区

に機能する。すなわち、再生や再

別する、再生や再認についての特別

認といった処理が、発見事実と、

な予測を有する限りにおいて機能

記憶検索の結果によってのみ予測

する。

される帰結とを区別しうるという
仮説である。
176 頁・上 15

176 頁・下 15

176 頁・下 13

研究者は、プロトコル法、もしく

研究者は、プロトコル法により、あ

は、単純に被験者にいくつかの手

るいは、プロトコルの有無のそれぞ

がかりを与えたうえで、プロンプ

れにつき、所与の手がかりの集合に

トがある場合もしくはない場合

対する 1 組の説明や予測をもたらす

に、説明や予測をさせることで、

よう被験者に単に求めることによ

仮説生成プロセスを測定すること

り、仮説生成プロセスの測定をなし

ができる。

うる。

プロンプトとしては、仮説のサン

プロンプトは、サンプルの仮説、あ

プルを提示することや、上司など

るいは上司のような他の（情報）源

他者から別の仮説を提示されるこ

により表向きは提示される仮説と

となどが考えられる。

いうことになる。

しかしながら、研究者は、プロン

しかしながら、研究者は、プロンプ

プトによって潜在的に生み出され

トにより潜在的に創出される出力

る可能性のある他の変数への影響

干渉が他の諸変数と相互作用しな

がないかどうかを検討する必要が

いかどうかを考える必要がある。

ある。
176 頁・下 10

プロトコルの影響を超えて、

プロトコル法の他に、

176 頁・下 2

まじめに

真剣に

176 頁・下 1

ある特定の上位者によって生成さ

ある特定の上位者により生成され

れた仮説の集合

たとされる仮説

被験者は、通常とは異なる評価処

被験者は、そうした情報がないであ

理を採用してしまうかもしれな

ろう場合と比べ、異なった評価プロ

い。

セスに従事するかもしれない。

177 頁・上 4

とても信用できるものと

高い確率で生じるものと

177 頁・上 5

ポイントとなるのは、

ここでもポイントは、

177 頁・上 2

177 頁・上 9

探さなければならない

しばしば探さなければならない

177 頁・上 10

処理を決定づける要因を測定する

「間接的な測定」、あるいはプロセ

「間接的測定」は可能だろうか。

スを決定する諸要因の測定は、可能
だろうか。

177 頁・上 13

広義に

大部分が

177 頁・上 14

知識構造や教育・経験を用いて情

知識構造により情報探索を間接的

報探索を間接的に測定するだろう

に測定するのだろうか、それとも教

か。

育・経験を用いるだろうか。

もし仮に、知識構造を情報探索の

もしその代理変数として知識構造

代理変数として用いるならば、研

を用いるならば、記憶検索のよう

究者は、すべての JDM の質の効

に、知識構造によって影響を受けも

果が、同じく知識構造により影響

する他のプロセスよりむしろ、任意

を受ける記憶検索など他の処理で

の JDM の質の影響は情報探索プロ

はなく情報探索処理に起因するこ

セスに起因するとする困難なタス

とになってしまうという難しい状

クに直面する。

177 頁・上 15

況に直面するだろう。
177 頁・上 21

企業の人材選抜の手続き

企業の選考手続

177 頁・下 4

違う順で並べられた

違った順序で

177 頁・下 2

知識や性格により、被験者が研究

もしその知識や他の個人特性がそ

者がおこなう操作を

うではないものを示唆するとすれ
ば、そうした操作を被験者が

177 頁・下 1

たとえば、知識構造が優れている

たとえば、高度に構造化された知識

監査人は、実験者のインストラク

を有する監査人は、それ以外のこと

ションとは無関係に、自分の知識

をするようにとの実験者のインス

に基づいた順序に従って情報を探

トラクションとは無関係に、自己の

すだろう。

知識構造によって示される順序で
情報を探索するかもしれない。

178 頁・上 2

また他方で、認知処理の操作は、

またもう一つの困難は、認知プロセ

同時にほかの変数に影響されるか

スに向けた操作は他の諸変数に同

もしれず、そのことがその処理の

時に影響を及ぼすかもしれず、プロ

効果を取り出すことを困難にする

セスの影響を分離することを難し

という潜在的な難しさも想定され

くすることにある。

る。
178 頁・上 9

Sedor（2002）は、アナリストの異

Sedor（2002）は、様々な方法で処理

なる処理、特にアナリストによる

するよう、特に差別的に証拠を評価

証拠評価の多様性を検証するため

するようにアナリストを誘発する

178 頁・上 11

に、実験時に提示する将来の経営

べく、経営者による将来計画が提示

計画の形式を操作した。

される様式を操作する。

Sedor は、被験者に対する経営計

彼女は、マテリアルについて考えた

画の検討方法に関する操作チェッ

方法についていくつかの操作チェ

クの質問をいくつかすることで、

ックのための質問をすることによ

提示する形式の操作が証拠評価に

り、表示様式の操作が証拠評価に及

影響を与えるということを検証す

ぼす影響があることを確証する。

る。
178 頁・上 13

178 頁・上 17

また、Sedor は、質問に対する被験

彼女はまた、これら質問に対する被

者の反応を分析の媒介にして予想

験者の回答を分析において媒介変

される思考方法が、被験者の実際

数として利用し、予測される思考法

の判断と関連しているということ

は被験者の判断と関連することを

を示している。

知見する。

操作には予測効果があり、問題表

操作には予測される影響があり、問

象がその後の判断とも関係する

題表象とそれに続く判断を関連づ
けもする

178 頁・下 13

Kadous and Sedor は、再認テスト

再認テストを用いて問題表象を彼

を用いて問題表象を測定している

らは測定するけれども、彼らの設定

が、この方法では記憶検索を反映

において、この測定は記憶検索をむ

した測定となってしまうため、問

しろ反映する可能性が低い。

題表象の測定としてこの方法を用

さらに、情報探索のような他のプロ

いることは望ましくない。

セスは、一定に保たれている。

さらに、情報探索など他の処理は
一定に保たれていなければならな
い。
178 頁・下 10

178 頁・下 6

直接的測定法、間接的測定法、処

直接的測定、間接的測定、さらにプ

理操作のいずれもがデメリットを

ロセスの操作は困難でありうるた

有しているため、研究者は、処理

め、研究者は、プロセスを研究する

を研究する代替的手法を発展させ

ための代替的な手法を発展させて

ている。

きた。

1 つのアプローチは、想定される

1 つのアプローチは、仮説付けられ

処理の困難さに対する JDM の改

た処理の困難さを対象とする改善

善方法の影響を検証することによ

手法の JDM に及ぼす影響を研究す

り、JDM における処理を推論する

ることにより、JDM の根底にある

ことである。

処理を推論することを伴うもので
ある。

179 頁・上 3
179 頁・上 4

比較的短時間で被験者実験をおこ

比較的に少ない被験者の時間

なうことができる

（subject time）でそれを行える

しかしながら、推論の妥当性に対

しかしながら、推論の妥当性にとっ

する批判として、研究者が、JDM

て非常に重要なのは、JDM の改善

の改善方法についての観察される

手法の観察された影響に対する代

影響について、代替的な説明を無

替的な説明を研究者が排除するこ

視してしまうという点が挙げられ

とである。

る。
179 頁・上 7

179 頁・上 9

監査計画策定時の確率判断におけ

監査計画を策定しているさいの確

る監査人の意思決定支援を提供し

率判断に対する意思決定支援を監

ている

査人に提供する

記憶検索と仮説評価の困難さか

記憶検索および仮説評価の困難さ

ら、監査人の JDM は低品質にな

ゆえに、これらの判断における監査

るという仮説を立てている。

人の JDM は質が低くなると仮説付
ける。
*「誤」というよりも単なる好み。
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