
Meta-decision-making
The Science of How We Make Decisions

メタ意思決定

私たちがどのように意思決定を行うかを科学する



How does the way we present decision problems influence the 
decision-making? How does the way we ask a question influence the 
answer that we get? In this seminar, I will focus on the various 
cognitive biases and heuristics that shape the information-processing 
during decision-making. In setting the space for deliberation, decision-
makers make crucial meta-decisions in how much time, effort, and 
information-processing they invest toward making decisions. These 
meta-decisions crucially impact on the quality and speed of decisions, 
the role of emotion and habitual processing, as well as on the 
positioning with respect to opportunity costs. The goal of the present 
scientific approach is to systematically identify the potential adverse 
effects from such meta-decisions, and to develop optimal strategies 
for decision-making that aims for rationality, fairness, and well-being. 



私達が意思決定を提示する方法は、意思決定にどのよう に影響していま

すか? 私たちが質問をする方法は、私た ちが得る答えにどのように影響し

ますか? 本セミナーで は、意思決定中の情報処理を形作るさまざまな認知

バイ アスとヒューリスティックに焦点を当てます。意思決定 者は、審議の

場を設定する際に、意思決定に費やす時間、 労力、および情報処理の量

について重要なメタ決定を行 います。これらのメタ決定は、決定の質と速

度、感情と 習慣的な処理の役割、および機会費用に関する位置付け に

決定的に影響を与えます。現在の科学的アプローチの 目標は、そのよう

なメタ決定からの潜在的な悪影響を体 系的に特定し、合理性、公平性、お

よび幸福を目的とし た意思決定のための最適な戦略を開発することです。





Suppose…

You have 10,000 yen you can donate

仮に…

10,000円寄付できます



Imagine that there is a young girl who suffers from a kidney disease.
She would need expensive surgery to survive.
Would you be willing to pay 10,000 yen to help her?
Perhaps if you listen to her mother’s emotional plea?

腎臓病に苦しんでいる若い女の子がいると想像してみてください。
彼女は生き残るために高価な手術が必要になるでしょう。
彼女を助けるために１万円払ってみませんか？
おそらく、あなたが彼女の母親の感情的な嘆願に耳を傾けるなら？



?



If you can donate 10,000 yen, then you could consider 
offering that money to another project.
If you pay the same amount to a project in Sierra 
Leone, maybe you can save five young girls.
What should you do?

10,000円を寄付できれば、そのお金を別のプロジェクトに寄付
することも考えられます。
シエラレオネのプロジェクトに同じ金額を支払うと、
5人の若い女の子を救うことができるかもしれません。
何をするのが適切ですか？



If we think only about the cute girl with the kidney 
disease, maybe we will feel strong empathy and want to 
help. 
But if we make a comparison, we will more likely come to 
a rational conclusion about how to help in the best way.

腎臓病の可愛い女の子だけを考えれば、強い共感を覚えて
助けたいと思うかもしれません。
しかし、比較すると、最善の方法でどのように支援するか
について合理的な結論に達する可能性が高くなります。



Paul Bloom, in his book "Against 
Empathy", makes exactly this 
argument. Empathy can lead to bad 
decisions. We need more rational ways 
of thinking about how to help people.

ポールブルームは、彼の著書「Against 
Empathy」で、この議論をしています。
共感は、次善の決定につながる可能性が
あります。 人々を助ける方法について、
より合理的な考え方が必要です。



The rational way to help people must 
combine compassion with economical 
thinking. Particularly, we have to think 
about opportunity costs. This argument 
is made most forcefully by the 
bioethicist Peter Singer.

人々を助けるための合理的な方法は、思いや
りと経済的思考を組み合わせる必要がありま
す。 特に、機会費用について考える必要があ
ります。 この議論は、生命倫理学者のピータ
ー・シンガーによって最も力強くなされています
。



A role for
cognitive science?

認知科学の役割？

For decision-making, we have to 
think about how to combine 
emotions with reason. This is the 
topic of meta-decision-making: 
The study of how we can control 
decision-making. 

意思決定のためには、感情と理性を
どのように組み合わせるかを考えな
ければなりません。 これは、メタ意
思決定のトピックです。意思決定を
どのように制御できるかについての
研究です。





フレーミング効果の研究

Studying framing effects



失うリスクを強調するとき、
ギャンブルをします。
保つチャンスを強調するとき、
ギャンブルをしません。
オッズは同じですが、人々は異なる
行動を選択します。
何故ですか？

When you emphasize the risk of 
losing, they gamble.
When you emphasize the chance 
of keeping, they don't gamble.
The odds are the same, but 
people 
choose different actions. Why?



According to Daniel Kahneman, this is 
because of a phenomenon called "Loss 
aversion". People have an automatic 
reflex to get emotionally upset 
particularly about the risk of losing.

ダニエル・カーネマンによれば、
これは「喪失嫌悪」と呼ばれる
現象によるものです。 人々は、
特に失うリスクについて感情的に
動揺する自動反射神経を持っています。





Indeed, the data show that higher 
activity in emotional brain areas 
correlates with the framing effect.

確かに、データは、感情的な脳領域での
より高い活動がフレーミング効果と相関し
ていることを示しています。



Some of the main factors in meta-decision-making 
are: time, effort, amount of information, number of 
choice options, decision rules.

メタ意思決定の主な要因には、時間、労力、情報量、選択
オプションの数、決定ルールがあります。



私たちは、さまざまな要素を含め、メタ意思決定の正
式なモデルを作成しようとしています。

We try to make formal models of meta-
decision-making, including the various 
factors.





I'd like to give one example of our research. 
This is a study about making food choices.

私たちの研究の一例を
挙げたいと思います。
これは、食べ物の選択
についての研究です。





If we give it as a two-
choice task, people spend 
more time looking at items 
that they will choose than 
at items that they will 
reject.
2つの選択肢のタスクとして
与えると、人々は、拒否する
アイテムよりも、選択するア
イテムを見ることに多くの時
間を費やします。



If we give it as a two-
choice task, people spend 
more time looking at items 
that they will choose than 
at items that they will 
reject.
2つの選択肢のタスクとして
与えると、人々は、拒否する
アイテムよりも、選択するア
イテムを見ることに多くの時
間を費やします。

This result was consistent with 
the so-called "Gaze Cascade Hypothesis" 
according to which looking leads to liking.

この結果は、見た目が好みにつながる、
いわゆる「視線カスケード仮説」
と一致していました。



But in a follow-up study, we changed the choice 
paradigm. From a forced two-choice task (choose 
or reject), we changed it into a free three-choice 
task (choose, reject, or defer).

しかし、追跡研究では、選択パラダイムを変更しました。 強制
的な2つの選択肢のタスク（選択または拒否）から、自由の3つ
の選択肢のタスク（選択、拒否、または延期）に変更しました。





In this experiment, the 
viewing time was the 
longest for items that were 
neither chosen nor rejected, 
but placed on a wishlist.

この実験では、選択も
拒否もされなかった
ウィッシュリストに
登録されたアイテムの
視聴時間が最長でした。



In this experiment, the 
viewing time was the 
longest for items that were 
neither chosen nor rejected, 
but placed on a wishlist.

この実験では、選択も
拒否もされなかった
ウィッシュリストに
登録されたアイテムの
視聴時間が最長でした。

This result was not consistent with 
the so-called "Gaze Cascade Hypothesis" 
according to which looking leads to liking.

この結果は、見た目が好みにつながる、
いわゆる「視線カスケード仮説」
と一致していませんでした。





Importantly, the style of decision-making changed 
depending on the framing of choice options. With an 
option to stay undecided, people checked more 
information, for a longer time.

重要なことに、意思決定のスタイルは、選択オプションのフレ
ーミングに応じて変化しました。 未定のままに
するオプションで、人々はより長い時間、より多くの
情報をチェックしました。





一般的に、質問をする方法は、得られる答えに影響を与える
ことがよくあります。 特に意思決定において
知っておくことが重要です。これは、良い方法でも
悪い方法でも使用できる、デュアルユース種類の
知識です。

In general, the way you ask the question often 
influences the answer you will get. This is important 
to know, especially in decision-making. It is a dual-
use kind of knowledge, which can be used in a good 
way, 
or in a bad way. 



一般的に、質問をする方法は、得られる答えに影響を与える
ことがよくあります。 特に意思決定において
知っておくことが重要です。これは、良い方法でも
悪い方法でも使用できる、デュアルユース種類の
知識です。ここで、科学と倫理が出会います...

In general, the way you ask the question often 
influences the answer you will get. This is important 
to know, especially in decision-making. It is a dual-
use kind of knowledge, which can be used in a good 
way, 
or in a bad way. Here, science meets ethics…
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