FCR 法矛盾度の新提案
— ファジィ測度による FCR 法アルゴリズムを参考にして
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Abstract: The FCR-method was proposed for improving the traditional bi-polar rating scale method. The
subjects are instructed to check both positive and negative mono-pole scales for one question. From the
paired response (p,n) , the integrated value I and the contradiction-irrelevance index C are calculated. In
this paper, a new contradiction-irrelevance index CI4 is proposed with reference to the Fuzzy measure
model for the FCR-method.

１．はじめに
FCR 法（Fuzzy-set Rating Method: ファジィ多
項目並列評定法）は，伝統的な評定尺度法の欠点を
補う目的で開発された技法である[1]．FCR 法の特
徴は，図１に示すように，単極の評定尺度を複数（通
例は，肯定 P と否定 N の２本）使用して，各尺度へ
の確信の程度を他の尺度への応答と独立に応答して
もらうことで，得られた複数の応答値をデータ処理
することで，通常の両極法への単一の応答よりも被
験者の態度や心理状態を正確に把握しようとするこ
とである．これまでに開発されたデータ処理方法に
は，統合値 I (Integrated Value)，矛盾度 C（矛盾
—無関心指標: Contradiction- Irrelevance Index ）
等がある[2]-[6]．さらに最近，ファジィ集合関数に
よる分析方法[7]も開発されている．本研究は，高萩
[8]で提案されたファジィ測度によるアルゴリズム
を参考に，小田の提案したアルゴリズムのうちで近
年推奨されている「複合スコア法１」(I4)に対応する
矛盾度の公式を提案することである．

図１

「無関心領域」あるいは「無関連領域」，右上は「矛
盾領域」と呼ぶ． HLS 上で指標の定義を行う．
３．ファジィ測度による FCR 法アルゴリズム
これまで，各種の指標が様々に提案されてきたが，
通例，統合値 I と矛盾度 C は全く別個の概念として
扱われてきた．しかし，その中で，高萩によるファ
ジィ測度による解析アルゴリズム（以下，
「ファジィ
測度モデル」と呼ぶ）[8]は，統合値と矛盾度を統一
的に扱っている．
ファジィ測度モデルには，２項目 FCR 法の応答
だけでなく，３項目法以上のデータも扱えるという
特徴がある．また，その関数型の性質から，応答値
や統合値の 0 や１，矛盾度の-1 と+1 は除外するほ
うが良い，と考えられている．
本研究で着目する，ファジィ測度モデルのひとつ
の特徴は， HLS 上の等統合値線と等矛盾度線が，
完全にシンメトリーなことである．（図２，図３）

FCR 法の応答尺度の例（２項目並列尺度）

２． FCR 法応答値の拡張ファジィ論理での扱い
FCR 法の２項目並列尺度（図１）で得られたデー
タ の 対 (p,n) は ，２ 次 元の拡 張 ファ ジ ィ論 理 空間
（Hyper Logic Space: HLS）[9]上の１点(T,F)にプ
ロットされる．ただし， (T,F)=(p,n)とする．
HLS は，真理値 T と偽値 F の直積 T×F である．
HLS を，横軸を T,縦軸を F とした２次元のデカル
ト座標で表すと，右下がりの対角線 F=-T の左下は

図２

ファジィ測度モデルの等統合値線
左側より，統合値 0.1,0.2…0.9

ジィ測度モデルによる等統合値線は滑らかな曲線で
あるが，複合スコア法の等統合値線（図４）は区分
線形関数であって，対角線上で不連続であるという
違いがある．また，ファジィ測度モデルの大きな特
徴として，統合値 Ifm と矛盾度 Cfm が不可分の関係
にあり，等矛盾度線が，等統合値線とシンメトリー
な関係にあることである．これは数学的整合性の観
点から望ましい特性といえよう．

図３ ファジィ測度モデルの等矛盾度線
左側より，矛盾度-0.8,-0.6…,0.6,0.8
４．複合スコア法１とファジィ測度モデル
小田の提案した各種の統合アルゴリズムの中で，
複合スコア法１の統合値 I4 だけが，ファジィ測度モ
デルによる統合値 Ifm と共通の特徴を持つ．両者に
共通の特徴とは，T,F のいずれか一方の値が決まっ
ても，統合値の範囲が狭まらず，もう一方の値が決
まって初めて統合値が確定するという点である．こ
の特徴は，FCR 法の測定の前提としての，
「肯定項
目尺度への応答と否定項目尺度への応答の独立性」
が，分析結果に最大限尊重されており，適切な特性
といえる．

５．これまでの矛盾度指標
FCR 法で,これまでに小田によって提案された矛
盾度指標は，C1 から C5 まである（表１）
．このうち，
近年推奨されている指標は,C3=T+F-1 である．この
指標は，FCR 法だけでなく，２次元のファジィ論理
やファジィ集合で使われてきた指標である．しかし，
C3 は，統合アルゴリズムとは無関係に定義されてお
り，その等統合値線 F＝-T+C3+1 は 図５に示され
るように，完全な線形で等間隔である．そして，多
くの統合値の等統合値線とはシンメトリーの関係に
はない．唯一，C3 の等統合値線とシンメトリーな等
統合値線を示すのは，逆転項目平均法の統合値 I2 の
みである．逆転項目平均法は，T と，F の否定によ
って T を推定した(１−T)との算術平均を統合値とす
る方式であり，原理が理解しやすいが，ファジィ測
度モデルと複合スコア法１が共に持つ特徴としての
「統合値に対する肯定尺度値と否定尺度値の独立性」
という性質は持たない．
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図４ 複合スコア法１の等統合値線
左側の F 軸より，統合値 0,0.1,0.2…0.9,1
また，図２と図４に見られるように，両者の等統
合値線の形状もかなり類似している．ただし，ファ
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図６
図５ 定和からのずれの矛盾度 C3 の等統合値線
左下の端点より，矛盾度-1,-0.1,0.2…..0.9,1
指標値が負の場合は無関心
６．新しい矛盾度指標の提案
複合スコア法１の統合値 I4 の等統合値線（図４）
にシンメトリーな矛盾度指標 Cnew を新たに提案す
る．
Cnew の等矛盾度線のあるべき形状を図６に示す．
ここには，矛盾度値が-1 から+1 までの 0.2 ステップ
で表記してある．以下では，そのような形状を示す
公式を検討する．ここでは簡単のため，Cnew を単に
C と表記する．
(1) F≧T の場合
等矛盾度線は，点(T,F)=(0,1)を通り，傾きが
1
𝐶
−
2
2
−
1 𝐶
+
2 2
の直線．
すなわち，
𝐶 − 1
𝐹=
𝑇+1
𝐶+1
である．
C について解くと，
1−𝐹−𝑇
𝐶=
𝐹−𝑇−1
となる．
分 母 が ゼ ロ に な る 条 件 は ， F-T-1=0 す な わ ち
F=T+1 であり，HLS 内，かつ，F≧T では，(T=0) and
(F=1)の場合に該当する．これは，古典論理における
「偽」の点である．この時，C=０と定義すべきこと
は自明である．
C の式自体の構造を考えると，分母分子に−１を掛
けると，C=(T+F-1)/(1-F+T) となり，分子は C3 に
一致している．分母は，２T の推定値ともいえる．

複合スコア法１の等矛盾度線

なお，蛇足ながら，T←1-F, F←1-T と置くと，
C＝（1-(1-T)-(1-F)）
）/ ((1-T)-(1-F)-1)
=(1-1+T-1+F) / (1-T-1+F-1)
=(F+T-1) / (F-T-1)
となる．これはもとの C の式に対して正負の符号が
逆の関係になっている．
(2)F＜T の場合
等矛盾度線は，(1,0)点を通り，傾きが(C+1)/(1-C)
の直線である．
すなわち，
𝐶+1
𝐶+1
𝐹=
𝑇 −
𝐶 − 1
𝐶 − 1
この直線は(1,0)点を通る.
C について解くと，
𝐹+𝑇−1
𝐶=
1+𝐹 − 𝑇
となる．
分母がゼロになる条件は，1+F- T =0 であり，書
き直すと，F=T-1 である．HLS 内で，かつ，F＜T
では， (T=1) and (F=0)の場合に該当する．これは，
古典論理における「真」の点である．この時，C=0
と定義すべきことは自明である．
式の構造は，C=(T+F-1)/(1-T+F)で，分子は C3
であり,分母は，2F の推定値になっている．
なお，蛇足ながら，T←1-F, F←1-T と置くと，
C＝（(1-T)+(1-F)-1）/ (1+(1-T)-(1-F))
=(1-T+1-F-1) / (1+1-T-1+F)
=(-F-T+1) / (F-T+1)
=(F+T-1) / (1-F+T)
となる．となる．これは，元の C の T と F とを
交換した形である．このことは，右上がりの対角線
に線対称の位置の矛盾度を示すことを意味する．
C３との大小関係を見るために，両矛盾度の差の図

を作成した．図中では，新たに提案する矛盾度を
Cnew と表記している．構造を見やすくするため，
図７は C3 を 0.1 刻み，Cnew を 0.01 刻みにし，図
８はその逆とした．
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C3 と Cnew の比較(2)

これらの図からは，C3<0 すなわち無関心領域では
Cnew>C3 で あ り ， C3>0 す な わ ち 矛 盾 領 域 で は
Cnew<C3 である．C=±0.5 近傍では，±0.2 くらいま
での違いが生じることになる．ただし，それは極端
な状況（たとえば，P と N あるいは N と P が 0.01
と 0.1 あるいは，0.09 と 0.9 など）の場合であり，
通常のデータでは，さほどの差異は現れない．
総合的に，|𝐶𝑛𝑒𝑤 | ≦ |𝐶3 |である．
（この結果は，FCR
法での評価であり，同じ(p,n)対から，Cnew では絶対
値が小さい矛盾が計算されることを意味する．）

７．まとめ
FCR 法は，様々な分野での応用が試みられている
が，その一方で，データ処理のアルゴリズムの開発
も行なわれている．今回は，新しく提案されたファ
ジィ測度モデルの性質に影響を受けて，過去に提案
された技法の見直しを行い，異なる矛盾度指標を得
た．この矛盾度指標は， FCR 法の提案以前からよ
く知られており，
「真と偽の和は１」という，定和条
件からのずれの程度を矛盾度に使おうというもので，
それが正ならば矛盾，負ならば無関心，その絶対値
がその程度を示す，というものである．簡明である
が，それが真に合理的な指標かどうかは不明である．
今回提案した指標の方が，人間の心理状態の微妙
な違いを表す上で，どちらがより適切かは不明であ
り，その判断には，今後，心理学的な実験や調査を
積み重ねる事が重要と思われる．
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