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　会議報告

The 40th Annual Meeting of the Cognitive Science Society

(CogSci 2018) 参加報告

中村 國則・上島 淳史・大貫 祐大郎　

中村 國則 1)

前々号の巻頭言で“CogSciに行こう”と書いた手
前今年の参加報告は自分がやらねば，と思ったわけで
はないが，2009年のAmsterdam以来の報告記を書
くことになった．The 40th Annual Meeting of the

Cognitive Science Societyは “Changing/mind”を
テーマとしてWinsconsin州Madison（かの“マジ
ソン郡の橋”のマジソンとは違います）で開催され，
4日間で口頭・ポスター併せて 700件近い研究発表
が報告された．結論からいえば，開催地のMadison

ののんびりとした空気も相まって今年も“面白くて
タメになる”CogSciだった．筆者はチュートリアル
の日は “Contemporary Cognitive Approaches to

Decision-Making”のワークショップに出て，本大会
の方ではなるべく“ここでしか聞けない話”を目当
てにあちこちのセッションを回ったのだが，やはり
モデル志向の強い研究発表が多いのは CogSciの特
徴で，色々と考えさせられることが多かった．個人
的にはワークショップの中の Neil Stewart の発表
が印象に残った．大規模データの中にみえる一見奇
妙なデータの振る舞いを極めてシンプルなモデルか
ら説明するアプローチは，ある意味 Big data時代
の認知研究の 1つのお手本になると感じた．
もう 1つ今回個人的，というか身の回りで話題に
なったのは “Gary night”なる催し物である．これ
は，UCSDの計算機科学者 Garrison W. Cottrell

が個人的に開催しているパーティーで，Rumelhart

prizeの reception後に近くのバーで催されていたも
のである．Receptionの時から 70年代のヒッピー
風の怪しげな風貌をした男がコンセプトや開催場
所を記したビラ，というか短冊のような紙を会場で
配って宣伝していたのだが，後から聞いたらその

1) 成城大学社会イノベーション学部

人物が Cotrellその人だった．何のためにわざわざ
CogSci とジョイント (?) でそんなささやかなイベ
ントを開いてるのかはよく分からないが，2年くら
い前から開催していたらしい．自分自身は行かな
かったのだが，行った人は口を揃えて“来年も行き
たい”と言っていたので，自分も是非来年は行って
みたいと思う．ある意味，このようなカウンターカ
ルチャー的な行為もどうということもなく受け入
れてしまうのは万国共通の Cognitive Scienceカル
チャーの良さなのかもしれない．この文章をお読み
の皆さんも，もし来年 CogSciにいってヒッピー風
の男が Rumelhart prize の会場でビラを配ってい
るのをみたらこの報告記を思い出して関心を持って
いただければ幸いです．
ということで，前々号の巻頭言に寄せるわけでは

ないが，今年も改めて面白くてタメになり，そして
自由な CogSciであったと思う．無論，ここに書い
たこと以外にも見どころは沢山あったと思うので，
その辺は上島さん，大貫さん，お願いしまーす．

上島 淳史 2)

この度，日本認知科学会の若手研究者国際会議発
表助成に採択頂き，The 40th Annual Meeting of

the Cognitive Science Society (CogSci2018) にて
ポスター発表を行った．

CogSci2018 はアメリカ合衆国のウィスコンシン
州マディソンで行われた．初日はWorkshopとTu-

torial の日で，続く 3 日間が本大会という構成で
あった．
初日 (7/25) の workshop は “Contemporary

cognitive approaches to decision-making” (web-

2) 東京大学大学院人文社会系研究科博士課程 1 年
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page: http://home.uchicago.edu/∼bartels/

cogsci-2018-symposium.htm, 最終アクセス:

2018/9/26) に参加した．この workshopでは，意
思決定を理解するための認知科学的アプローチが議
論された．最初のスピーカーであったDr. Jennifer

Trueblood（Vanderbilt大学）は，最終的な行動・
選択を良く予測できるモデルの中でも，認知処理過
程まで同時に考慮に入れた際に予測が悪くなるモデ
ルと良い予測を保つモデルが存在することを，最新
の意思決定理論の文脈で発表していた．最終的な行
動だけでなく，それを支える認知過程とも整合する
モデルを考えることが，意思決定を理解するために
重要であるというメッセージを受け，会場も意思決
定の科学と認知科学の相互交流について活発な議論
を行った．他にも現在勢いのある研究者が工夫を凝
らした認知科学実験を発表していた．個人的には，
どの発表においても，意思決定におけるトレードオ
フという観点があまり強調されなかった点を興味深
く感じた．Workshopに参加する以前は，環境・課
題に内在するトレードオフの解決に，認知過程がど
のように関係しているのかについて発表されるもの
と思い込んでいた．そのような適応的・経済的意思
決定の理論とは異なる部分を持つ，様々な認知科学
の理論から切り込んでいる研究が興味深かった．
次の日から始まった本大会 (7/26～28) でも，同
じく意思決定に関するセッションを中心に参加した．
エージェントの選択によって環境が変化する場面に
おける強化学習を，強力なマシンパワーによってモ
デル化する研究や，階層ベイズモデリングを活用す
ることで，多数の潜在変数を含む認知モデルのもと
で，個人ごとの認知過程の差異を検討する研究など
が関心を集めていた．全体的に CogSci参加者は技
術・計測方法に対してオープンであると感じたが，脳
活動や生理指標を計測した研究が比較的少数であっ
た（ただし，Symposium として “Data-intensive

brain imaging: The state of the art”が開催され，
盛況であった）．
筆者は最終日に，他者利益に影響する社会的意思
決定と，自己利益に影響する経済的意思決定が，社
会的インタラクションを含む場面で異なる認知処理
過程に支えられている可能性についてポスター発表
した．意思決定の研究者のみならず，注意過程，強
化学習，言語習得などの様々なバックグランドを持
つ研究者からコメントを得ることができた．どのよ

うな認知処理過程が意思決定の背後にあるのかにつ
いての質問を多数得た．
以上，意思決定系の研究とポスター発表の様子を

中心に CogSci2018の参加報告を行った．筆者は今
回初めてCogSciに参加し現場の雰囲気を知ったが，
どの発表者も自分とは少し異なる関心を持つ他者に
興味を持ってもらうために，自らの問題意識が公共
性を持つことが伝わるようにプレゼンを行っている
という印象を持った．このような他者に開かれた態
度が，多様な関心を持つ研究者が集まる CogSciに
活気を与えていることは間違いないと感じた．末筆
ながら，若手研究者国際会議発表助成に採択頂き，
このような機会を与えて頂いたことに，厚く御礼申
し上げたい．

大貫 祐大郎 3)

7月 25日の午前 3時，同部屋に泊まっていた中
村國則先生の「ピアー」という甲高い寝言が，The

40th Annual Meeting of the Cognitive Science

Societyの開始を告げる合図であった．寝不足かつ
不穏なスタートで始まった学会ではあったが，結果
から伝えると認知科学では現在何が求められている
のかを理解することで，自身の研究を見直すきっか
けにも繋がる有益な学会であった．筆者は若手研究
者国際会議発表助成を受け，2018 年 7 月 25 日か
ら 7 月 28 日までアメリカのMadison で開催され
た CogSciに参加した．以下からは，会場の雰囲気，
学会の印象および，自身の発表について報告する．

CogSciが開かれたMadisonは空気も澄んで気温
も 25℃程度なので，夏場の北海道のように過ごし

3) 東京大学大学院総合文化研究科修士課程 2 年
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図 1 CogSciの会場であるMonona Terraceの外観（左）と内観（右）

やすい気候であった．会場の Monona Terrace は
Frank Lloyd Wrightが 1938 年にデザインした建
物であったが，80年過ぎた 2018年に見ても色褪せ
ない感動を与えてくれた（図 1）．そのような歴史
のある建物で自身の研究を発表できたことは光栄な
ことであった．ちなみに筆者はMonona Terraceの
外観を撮ろうと外に出たら締め出されたので，会場
に戻るのに苦労した．
著者の専門分野は意思決定のため，Work-

shop: Contemporary Cognitive Approaches to

Decision-Making や Choice and decisions の発表
を傾聴し，意思決定の分野では現在何が求められて
いるのか，どのような手法が主流なのかを包括的に
学んだ．意思決定の分野では計算モデル間の比較に
関する発表が目立ち，日本の認知科学会以上に計算
機実験に重点が置かれている印象を受けた．また，
日本国内の学会では意思決定分野の発表は多いとは
言えないが，CogSci では意思決定に関するプログ
ラムが豊富に組まれていた．そのように，日本と海
外の認知科学会における同系色ながらも明確に異な
る毛色の違いも確認することができた．一方で，今
年の CogSci のテーマは Changing/Mind であり，
最新の社会情勢の変化に即した発表や，周辺機器
との関わりによって生じる変化に関しての発表も多
かった．例えば，Fake news about science などの
プログラムでは日常生活に直結した研究が発表され
ていたため，専門分野以外の発表も興味深く学ぶこ
とができた．
筆者自身の発表では，“Do different anchors gen-

erate the equivalent anchoring effect? Compari-

son of the effect size among different anchors”と
いうタイトルでポスターを使い発表した．発表内容

は，無関係の数値情報が後の数値推定に影響を与え
る現象であるアンカリング効果が，どのような刺激
を与えれば効果量が大きくなるのかを検討した．本
研究の結果から，アンカリング効果は数値推定させ
る対象と刺激の次元（高さや重さなど）を一致させ
ることと，刺激に数値を使用することが重要である
可能性が高いことを明らかにした．筆者の研究に関
して多くの方から意見を伺おうと積極的に声をかけ
たところ，最終的には 10人以上の研究者が発表を
聴きに来た.説明を聴いた人の中には，アンカリン
グ効果をマーケティングに利用するために専門的に
研究している方もいて，最新のアンカリング効果の
研究を踏まえた上での議論や，普段は目にしない分
野におけるアンカリング効果の研究なども学ぶこと
ができた．日本の学会発表では専門分野が被る研究
者は少ないので，日本の学会で発表するよりも深い
議論をすることができたので，国際会議での発表の
意義を改めて確認することができた．
自身の発表についての反省点としては，研究内容

を説明した後の議論がスムーズではなかった点があ
げられる．アンカリング効果を知らないような聴衆
でも，研究の説明には口を揃えて “Interesting”と
言ってくれるものの，その後の議論で相手の質問へ
の対応に困窮する場面が何度かあった．聴き手が疑
問に感じやすい箇所を想定して対策を準備していれ
ばスムーズに対応できる内容であったので，今後の
国際会議では研究内容を説明した後の対策も考慮し
ながら研究を発表していきたいと感じた．
以上が学会全体の印象および，自身の発表につい

ての報告である．最後に，今回の発表をサポートし
てくださった日本認知科学会の皆様に心よりお礼申
し上げます．


