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This study investigates the relationship between confidence and regret We predicted that high 

levels of confidence-where confidence is defined as reduced counterfactual thinking-would limit 出e

experience of regret A previous study by Gilovich & Medvec (1995) found an action/inaction effect, 

where regret is higher when one fails to act However. 出is effect may no longer exist once we conｭ

ceptually distinguish the decision to act 仕om one's confidence about 出at decision. The decision to act 

is usually accompanied with a high level of confidence, and little counterfactual thinking. We hypotheｭ

sized that regardless of action/inaction, regret will be significantly lower when a decision is made with 

high confidence. In Experiment 1, participants read a series of scenarios and made a decis.ion. Before 

receiving feedback on their decision, participants rated their level of confidence about the decision. 

In Experiment 2, participants read a hypothetical mistake made by an individual and estimated that 

individual's level of regret The results support our hypothesis 出at level of confidence about decisions 

affects feelings of regret 

Key words : regret confidence. decision making 

意思決定が行われた後で．別の判断をすればよかっ

たという感情．すなわち後悔（regret）がしばしば引

き起こされる。道家 ・ 村田（2009） は．過去の意思決

定を振り返ったときに生じる後悔を”経験後悔”．そ

れを予期したときに未来の意思決定に影響を与える

後悔を“予期的後悔”として．後悔を概念的に整理
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している。本研究で焦点を当てる経験後悔とは．“自

分が選択した行動によって生じた結泉と規準との比較

によ って生じる否定的な感情”である（上市 ・ 楠見．

2004）。例えば．異性に告白して断られたときに“言
わなければ良かった”と恩うことによって生じる感情

である。

反実仮想と後悔

後悔は，過去の失敗に対する反実仮想、（counterfact

ual thinking: “もし…ーだったら”と現実には起こら
なかったことについて考えること）に関する認知から

生じる感情であり．先行研究では反実仮想、を生み出し

やすい状況で後悔が強くなりやすいことが示されてき

た。 例えば．ネガティブな結5裂が得られたときに．選

択しなかった場合の結果をフィードパックすると．自
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らの選択結果と選択しなかった場合の結泉を比較でき

るために反笑仮想を生み出しやすく．後悔が強まる
ことが知られている （van Dijk & Zeelenberg, 2005）。

また. Pieters & Zeelenberg (2005）によれば．当初

意図していた行動をとれなかった場合．特に後悔が強

くなる（例えば．選挙で投票に行こ うとしていた人が

実際には投票できなかった場合などり。 これらの研究
は．意思決定に対する比較対象が明確なために反笑仮

想を生み出しやすく．後悔が強まる こ とを示してい
る。

このように，これまでの後悔研究では，意思決定の

際に他の選択肢が存在し．かっそれを自由に選べるこ

とは自明な前提とされてきた。 行動選択の自由度こそ

が．反実仮想を生み出す重要な要因だからである。つ

まり，判断する時点で別の選択肢を採用する可能性が

ある場合（少なくとも後でそう見積もることができる
場合）のみ反実仮想が生み出され，後悔が強くなると

考えられる。 極端に言えば．強制j的に選択させられた

としたら反実仮想は成り立たず，選択肢間の比較を行

うことによる後悔も起こ りえない。実際．コンピュー

タ によって強制的にある選択肢に割り撮られ悪い結果

を得たときよりも．自分自身で自由に選択して悪い結

果を得たときのほうが後悔は強いこ とが知られている

(Zeelenberg. van Dijk. & Manstead, 1998） 。 行動選
択の自由度が後悔の強弱を左右するというこ とは． 選

択肢が多い場合における失敗はより後悔が強いという

知見 （Schwartz, 2004）とも一貫する。

行劃ー非行動と後悔

従来の経験後悔に関する研究では． 行動して失敗した

場合よりも行動せずに失敗した場合の後悔のほうが強

いという知見が繰り返し認められている（Gilovich & 

Medvec. 1995）。 また． 上市 ・ 橋見 （却04） も同様の結

果を場面想定法実験で得ている。上市・楠見（2004)

が用いたシナリオにはスキーでどのようなコースを滑

るかといった問題や． 恋愛において告白するか否かと

いった問題が扱われていた。 例えばスキーに関するシ

ナリオにおいて． 景色はよいが危検なパノラマコース

を滑るか（行動）．安全な初心者コースを滑るか（非
行動） ， といった選択をさせた場合，相対的に後者の

後悔が強くなるという結果が示されている。

一方，行動をした場合に後悔が強くなるという知見

も例外的に得られている。 Zeelenberg, van den Bos. 

van Dijk, & Pieters (2002）は．先行経験がネガテイ

プなときには行動しないほうが行動するよりも後悔が
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3 選挙の場合にはm~的に－~では結果が覆ることはないが．
それにも関わらず， Pieters & Zeelenberg (2005）でl式予定し

ていた投察行動を採らなかった場合の後悔が大きくなるという結
栄が得られている。

強くなるが．逆に先行経験がポジティプなときには行

動するほうが行動しないときよりも後悔が強くなると

いう結果を示している。 例えば，いつも勝入している

メ ーカーの商品に全く問題がないのに．別のメーカー

の商品を麟入して不具合に遭遇してしまった場合に

は． むしろ行動 （別のメーカーの商品に乗り換えるこ

と） が後悔を強める。

自信と後悔

このように．行動ー非行動という一つの要因だけで

は後悔のパタンを説明することは難しい。 行動するか

否かの意思決定は．その判断に関わる自信によって大

きな影響を受けるからである。 自信の強い決定をした

場合には他の選択肢を考える可能性が低く，自信の弱

い決定をした場合には他の採りうるべき決定との聞で

迷いが生じるために反笑仮想の可能性が婚す。 つま

り ． 行動の有無とは独立に．自信の強い決定をした場

合には後悔が弱くなり，自信の弱い決定をした場合に

は逆に後悔が強くなるのではないだろうか。 この自信

の強弱はその判断に対する客観的妥当性や選択に対す

る自分のスキル等に影響を受けるだろう。 以下では．

その観点からこれらの2つの研究について再考する。

Zeelenberg et al. (2002）の例では．先行経験がネ
ガテイプなときには非行動によって後悔が強くなって

いる。 いつも購入しているメーカーの商品に不具合が

あったにもかかわらずメーカーを変更しないという判

断をして．また不具合に遭ってしまった場合には後悔

が強くなる。不具合があった場合にメ ーカーを変更す

るという行動は客観的な妥当性が高い（誰から見ても
納得できる判断である） が．メーカーを変更しないと

いう判断は客観的な妥当性が低いからである。 このよ

うに．客観的な妥当性が低い場合には，当然自信も弱

くなり．反笑仮想、の可能性が高まる。

上市・楠見（2004）の例では，行動 （景色のよいパ

ノラマコースを選ぶ）と非行動（初心者コースを選
ぶ）を選択する実験参加者の聞に系統的な個人差 （ス

キースキルの差） が存在する可能性があり．このこと

が後悔のパタンに影響を与えたのかもしれない。 ス

キースキルの低い実験参加者にとっては． 魅力的なパ

ノラマコースに惹かれていてもスキルが低いために初

心者コースを選択する可能性が高い。 つまり．スキル

の低い者は必ずしも初心者コースを選びたくて選んで

いるわけではない。 上級者コースのほうが楽しめると
いう情報がある以上． 安全を重視した自己の決断が正

しかったかどうか迷う可能性がある。 一方，スキース

キルの高い実験参加者がわぢわざメリットの少ない初
心者コースを選択しようと考える可能性は低い。 した

がって．スキースキルの高い参加者は自信をもって決

断をする可能性が高い。 このように， その実験参加者

が得意としている領域も意思決定時の自信に影響す
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る。苦手な領域に対する判断への自信は得意な領域に

対する判断と比較して相対的に弱くなるだろう。

このように， Zeelenberg et al. (2002）では客観的

な妥当性が．上市・楠見（2004）では得意領域が実験
参加者の自信に影響していた可能性がある。しかし

彼らの研究ではこの客観的妥当性や実験参加者の各シ
ナリオに関連するスキルについて検討していないた

め．これらのことを確認することはできない。上で鈴
じた意思決定時の自信の問題に関連して．妥当な理由

のある選択からの逸脱（例えば．いつも通っているの
とは違う道をわざわざ通ったときに事故に巻き込ま

れた場合など）が後悔を生み出しやすいことが知られ

ている（Kahneman & Tversky, 1982）。いつもと同
じ道を通らないという判断は先行経験がない限り客観

的な妥当性とは無関係であり．得意領域とも独立の判
断である。 したがって．ここでは現状維持から外れ

た判断を下したことによって“いつもと同じ道を通

ればよかった”という反笑仮想が生み出されたと考

えられる。 人には現状維持バイアス （status quo bias: 

Samuelson & Zeckhauser. 1988） があり．十分な板拠

なしに自分が通常採用している行動パタンから外れた

決定をすることは正当化するのが雛しいからである。

このようにある行動を選択することに妥当な理由がな

いことは選択に対する自信を弱める。 そのため． 後悔

が強くなりやすいのではないだろうか。一方，自信が

強い場合の意思決定で失敗したときには後悔は相対的

に弱くなると考えられる九

本研究の目的

以上より．本研究では． 意思決定時の自信が後悔に

与える影響について検討することを目的とした。 具体

的には．上市・楠見（2004） で影響していたと考えら

れる得意領域と Zeelenberg et al. (2002）で影響して

いたと考えられる客観的妥当性を実験操作上統制し．

自信に影響すると考えられる個人差変数としての自己

効力感を統計的に統制した上でも．自信が後悔のパタ
ンに影響をするかどうかを検討する。

まず．実験lでは場面想定法を用いて．意思決定時
の自信と行動の有無が後悔に与える影響について．コ

ンピュータ上で意思決定をさせる状況を仮想的に作り

出し検討する。続く実験2では，自信と行動の有無を

操作するために他者の後悔の程度を推測する状況を作

‘ ただし．自信のない決定をした場合．後で振り返って岨磁借
がなかったから仕方がない”と感じたり．自信のある決定をした

場合に．”なぜあんなに自信を持っていたのだろう．と後悔した

りするケースもあると思われる。 しかし．本研究では反実仮惣の

起こしやすさが後悔の大きさに与える彫響に着目しており．自信
がない場合のほうが自信のある劫合よりも相対的に反実仮想を起

こしにくいため．より後悔が大きくなると考える．

り，実験iの結来を追試する。

なお，行動と非行動の定義に関連して．必ずしも行

動と非行動とを分けられない場合も多く存在する。 例

えば．試験問題でAを選択するか， Bを選択するか．
迷うような場合である。 “A を選択した”ということ

は．“Bを選択しなかった”という意味で非行動なの

か．それとも“Aを選択した”という意味で行動なの

か．文脈によって行動と非行動が逆転してしまう。こ

うした混乱を避けるため．道家・村田 （2007）に従い，

現状変更を行動，現状維持を非行動と定義する。

仮説：後悔は．行動の有無にかかわらず．意思決定

時の自信の強さに依存し，自信が強いほどネガティプ

な結果が得られた場合の後悔が少ない。

実験 1

方法

実験参加者 実験参加者は広島修道大学の学生63

名 （男性 18名．女性45名．平均年齢19.84歳） であっ
マ．

，、．。

手続き 本研究ではコンピュータによって提示され

るシナリオ形式の意思決定課題を実験参加者に与え

た。 シナリオ課題は本研究のためにMicrosoft Visual 

C + + .NET 2005で新たに開発したものを用いた。 こ

れは．実験参加者に様々な状況が設定されたシナリオ

を呈示し．もし自分がシナリオ中の人物だったらどの

ような判断をするべきかを選択させる課題である。 実
験参加者は 10稜類のシナリオ課題に取り組んだ。課

題はコンピュータ教室で一斉に行わせた。 課題に取り

組む前に同意書への記入を求めた。

なお．課題への動機づけを高めるため．実験多加者

には実験開始前に “この際題は．合理的な判断ができ

るかどうかを調べるために開発されたものであり ． 用

いられているシナリオは実際に過去に起こった出来事

をもとに作成されたものである”と教示した。 実験

プログラムは“意思決定能力視lj定支援プログラム ver.

1.00”と画面上に表示した。 実験にかかった所要時間

は20分程度であった。

実験多加者は，まずシナリオ （Table 1） を読み．も

し自分が登場人物と同じ立場だったらどのような判断

をするかを2択で選択した。 例えば． “入試シナリオ”

では．自分が受験生だったら解答をAのままで変更

しないか（非行動），それとも Bに変更するか（行動）
色函面上のボタンをクリ ッ クすることによって選択

する。なお．提示されたシナ リ オでは，どちらの選択

肢がポジテイプな結果を生み出すのか．十分な情報を

提示していない。例えば株シナリオでは.A社は最近

新しい商品をほとんど出していないが， B社は社長の
スキャンダJレが雑誌で報じられるというように．いず
れの株の価格が今後上昇するか確実な情報はない。他

-120 -



必ずしも行
在する。 例

E択するか．

ということ

非行動なの

で行動なの
しまう 。 こ

l7）に従い．

する。

意思決定

－ネガテイプ

学の学生63

歳）であっ

て提示され

加者に与え
)Soft Visual 

－用いた。 こ

，たシナリオ

？ったらどの

lである。笑

組んだ。 際

課題に取り

実験参加者

：判断ができ

〉であり．用

；った出来事

： した。実験

2グラム ver.

’ た所要時間

を読み．も

〉ような判断

試シナリオ”

’ままで変更
るか（行動）
こよって選択

プちらの選択

ー分な情報を

A社は最近

3社は社長の

t う に．いず

Eはない。他

入訳

株

中西・井川・ 志和：自信があれば後悔しない

Table 1 

用いたシナリオの一覧

シナリオ 結果（A選択の例）

あなたは大学の入学試験を受けています。 間 後で答え合わせをしたらあな
題はAかBの2択式でした。 ある問題で．あ たが選ばなかったBが正解で

なたはAと解答しましたが． 見直しをしてい した。 このミスが原因であな

るうちに．もしかしたらBかもしれないと恩 たは希望の大学に入学するこ
いました。 しかしどちらが正解か．磁信は とができませんでした。

ありません。 あなただったら解答をBに夜え
ますか．それとも.Aのままで変えませんか？

あなたはA社の株を持っています。 ある と その年の終わかあなたの

き．証券会社からその株をB社に切り替えな 買ったA社の株は下落しま し

いかという勧誘がありました。ある綾総で た。一方， m入しなかった豆
は. B社の社長のスキャンダルが報じられて 社の株価は~鯛に上昇してい

いましたが．この会社は業界でも評判の新商 ます。

品をリリースしたばかりで勢いがあります。
一方， A社はこの業界では老舗で固定客も多
いのですが．最近は新しい商品をほと んど出

していません。 あなただったらA社の株を
売ってB社に変えますか．それとも. A1:土の
抹を持ち続けますか。

結果（B選択の例）

後で答え合わせを したらあな
たが最初に選んだAが正解で

した。 このミスが原因であな

たは希望の大学に入学するこ
とができませんでした。

その年の終わ り， あなたの
只ったB社の株は下落しまし
た。一方．あなたが手放した
A社の株価は順調に上昇して

います。

告白 あなたはAさんから告白されました。今．あ あなたは最初の考えを変え あなたは最初の考えを変え

ず.Aさんとつきあい始めま で. Bさんとつきあい始めま
した。 しかしあなたが付き した。 しかしあなたが付き
合うことに決めたA さんはと 合うことに決めたBさんはと

ても性格が悉く．結局すぐに でも性格が慈〈．結局すぐに
別れてしまいました。 一方． 別れて しまいました。一方．

Bさんは別の人と付き合う こ A さんは別の人と付き合うこ

とになり．結構楽しくやって とになり．給機楽しくやって

なたには恋人がいません。 Aさんは魅力的

だったので. A さんにOKの返事を しよう と

していた矢先. B さんからも告白されました。

どちらも．閉じくらい魅力的な人です。 あな

たはBさんと付き合うことにしますか．それ
とも考えを変えずにAさんと付き合いますか。

車主治 あなたは現在． 就般活動中です。ある日.A

社から内定をもらいました。 A社に入社しよ

うと思っていた矢先．同じ業種のB社からも
内定をもらいました。 あなたにとってはどち
らも同じくらい魅力的な会社です。 あなたは

B社に入社することにしますか．それとも．

考えを変えずにA社に入社しますか。

10. あなたは海外旅行先でスポーツを楽しもうと

スポーツ 針濁しています。選べるスポーツは．”イカー

シャ”と“リガーシンク”のどちらかで， 必

ずどちらかを選ばなくてはなりません。 しか
しあなたにはどちらもどんなスポーツか想

像がつきませんし旅行会社の人もよく分か

らないようです。 あなたは ．イカーシャ”を

選びましたが．現地で再確認の機会を与えら

れました。 そこで”リガーシンク”に変更す

るこ と もできます。 あなたは”イカーシャ”

のままにしておきますか（A） . それとも． 勺j
ガーシンク” に変更しますか （B) ? 

のシナリオも同様に．示される情報量の多寡に違いは

あるが．重要なのは． いずれの選択肢がポジテイプな

結果をもたらすのかについて．合理的に推測するため

の情報が与えられないという点である。

いるようです。 いるようです。

あなたが入社した直後.A社 あなたが入社した直後. B社

はあるスキャンダルから倒産

してしまいました。一方，あ

なたが入社を断ったB社はそ

の業種で ト ップのmに上り詰

めました。

あなたが選んだイカーシャは

とても危険なスポーツで．あ
なたは全治1 ヶ月の怪我を負
いました。 あなたが選択しな

かったリガーシンクは地元で

も人気のとてもおもしろいス

ポーツだったようです。

はあるスキャンダルから倒産

して しまいました。 一方．当

初入社する予定だったA社は

その業種でト y プの座に上り

詰めました。

あなたが選んだリガーシンク

はとても危険なスポーツで．

あなたは全治l ヶ月の怪我を

負いました。 あなたが当初選

択する予定だったイカーシャ

は地元でも人気のとてもおも

しろいスポーツだったようで
す。

次に．自分の判断（AかBかの選択）にどのくらい

の自信があるかを6段階（1 ：全く自信がないー6 ：非

常に自信がある）で評定させた。

自信の評定後．画面に判断の結果を表示した。例え
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ば．“入試シナリオ”の場合.A を選択すると“後で
答え合わせをしたらあなたが選ばなかったBが正解で
した。 このミスが原因であなたは希望の大学に入学す
ることができませんでした”といったフィードパック
を与えた。 実験参加者は最後に．自己の選択について

どう感じたかを6段階（失敗だった場合にはl ：全く
後悔していないる：非常に後悔している． 成功だっ
た場合には l ：全く満足していないー6 ：非常に満足し
ている）で評定することを求められた。

本実験で用意したシナ リ オ課題は， 実験参加者の判
断 （A/B）にかかわらず同様の結果 （失敗／成功）が
フィードパックされる仕組みとなっていた。 また． 本

実験で呈示した 10 シナリ オ中. 5 シナ リ オが失敗．残
りの5シナリオが成功の結果をフィ ー ドパックするも
のであった （Table l に示したのは本研究で用いた失
敗シナリオである）。
シナリオの呈示順序の効果を相殺するため．入試シ

ナリオからスポーツシナリオの順に呈示する正願条件
とスポーツシナリオから入試シナリオの順に呈示する
逆順条件を設け，実験参加者間でカウンターバランス
を行った。 全10 シナリオ終了後，操作チェックおよび
統制要因の測定のため事後質問紙への回答を求めた。
最後に実験の目的や内容についてのデイ プリ ーフイン
グを行った。 また．本研究については広島修道大学心
理学研究倫理・審査委員会において承認を得た。
事後質問紙 事後質問紙には，自己効力感尺度23

項目（成田 ・ 下仲 ・中里 ・ 河合 ・ 佐藤 ・ 長田， 1995).
本研究で独自に作成した得意領減に関する尺度（5項
目）を使用した。 自己効力感は“個人がある状況にお
いて必要な行動を効果的に遂行できる．可能性の官、知”
のことである（成田他. 1995）。元々 自己効力感が高
い者はシナ リ オの内容に合理的に推測するための情報
がなくても． 行動選択への自信も強いと考えられるた
めその要因を統制するために測定した。 また．得意領
域とは． 各シナリオにおける特定のドメインに関する
実験参加者のパフォーマンスに関する自信を示す変数
であり．”受験や資格試験などの本番に強い”（入試），
“もし自分が株をはじめたら儲けることができると思
う”（株）， “恋愛には自信がある” （告白） ． “就職活動
はうまく い くと思う”（就活）．”スポーツは得意な方
である”（スポーツ）の5項目からなる尺度である。 上
で述べたように．上市 ・ 楠見 （2004） では．回答者の
スキースキJレの高さが後悔のパタンに影響していたと
考えられるため．その可能性を取り除くために本研究
では回答者の得意領域への自信が決定に関連していな
いようにシナリオを設定した。 この操作が成功してい
ることを確認するために．各シナリオに対応する特定
の領減への実験参加者の自信 （得意領域） を測定した。
分析 分析には. HAD （清水・村山・大坊. 2006) 

version 9.63およびSAS University Edition を使用し

た5。 なお， 回答の得られなかった質問項目について

は欠損値としてその都度分析から除外している。 ま
た．本実験は． 失敗のフィードパッ クが与えられた際
の後悔について分析することを目的としているため．

以下の分析では失敗状況の5シナリオのみを分析対象
とする。

結果と考察

予備的分析 本研究では．実験参加者に行動ー非行
動のいずれがよい結果をもたらすかについて十分な手
がかりを与えていない。 こうした状況下でのデフォ Jレ

トの判断がどのよ うなものだったかを確認するために
シナ リ オごとに行動ー非行動の選択人数を算出した。

Table 2 より，いずれもシナリオでも行動より非行動
を選択する人数が多いこ とがわかる。 x2検定を行っ
たところ，いずれのシナリオでも有意に非行動を選択
する実験参加者が多いことが統計的に支持された。 本
実験における判断は，意思決定に有効な情報が提示さ
れていないため． そこで行われた決定はデフォルトの
判断と言える。 このことは．十分な手がかりがない不
確実状況では， 人々は現在の選択を変えようとしない
という現状維持バイアスが働いていることを示してい
る。 また．行動の有無によって自信がどのような影響
を受けるのかを確認するため．シナリオおよび行動の
有無別に自信の平均値を算出した。その結果．行動の
有無によって自信の程度に差が得られたのは入試シナ
リ オだけであり，その他のシナリオでは有意差は得ら
れなかった（Table 3）。
次に．実験参加者の得意領域が後憾の程度と関連し

ていないこ と を示すため．シナリオごとに後悔と自
信，自己効力感得点（23項目を合成したもの。 a=.87).
得意領域の単相関係数を算出した（Table 4）。 自信と
自己効力感についてはシナ リ オによって異なるもの
の，後悔と有意な負の相関を示した。 一方．得意領域
と後悔の相関はいずれのシナリオでも有意ではなく，
後悔が実験参加者の得意領域とは独立であることが示
された九

$ 本研究ではHADに実装されているHLM （階層線形モデル）
の担霊能を用いた。
6 自信と自己効力感の相関は入紋シナリオ （r= .28, Pく.05）. 株
シナリオ （r=.34.Pく.01). 事t活シナリオ （r= .38. Pく.01）.スポー
ツシナリオ （r= .33. p<.Ol） では有意であった。告白シナリオで
は有意な相関は得られていないか＝21. ρ＝ .10）. 自信と得意領
威の相関は入君主シナリオ (r=.29. Pく.05). ＂＇＊シナリオ (r=26. 

pく.05） で有意であった。告白シナリオ （r=.19. ρ＝ .13）と就活
シナリオ（r=.16. p=22） . スポーツシナリオ （r= 23. ρ＝ .07）で
は有意な相関は得られていない。 自己効力感と得意領域の相関は
告白シナリオのみで有意な正の相関が得られたか＝ .28. pく.05）。
入訳シナリオ（r=.19. p= .14）.抹シナリオ （r= 23. ρ＝ .07) . a 
活シナリオ （r=20. ρ＝ .12）.スポーツシナリオ （r=25. p=.05) 

では有意な相関は得られていない。
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Table 2 
シナリオ別の行動ー非行動選択人数

行動非行動

入試 22 41 x2=5.73, df= l.p<.05. ゆ＝ 0.30
株 8 55 x2=35加. df= I. pく.01.φ＝0.7
告白 4 59 x2=48.02. d/=I. pく.01. ゆ＝0.87
就活 10 53 x2=29.お. d/=I， ρく.01 ， φ＝O凪
スポーツ 11 52 x2=26凪. d/= I. ρ＜ .01. φ＝0.65 
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仮説の検!iE ：自信と行動が後悔に与える影響 自信

が後悔にどのような影響を与えているかを検討するた
め，後悔を従属変数，自信と行動の有無，自己効力感

および交互作用項を独立変数とし，個人差を上位階層

として投入した階層線形モデルによる分析を行った。

結果を Table 5に示す （F= l9.47, d/=11.19, AIC= 

1049.67.ρく01. R2=25）。後悔の級内相関は有意で
あった（ICC=.21.ρく.01）。なお． シナリオごとのば

らつきを統制するために． シナリオをダミ ー変数とし
て投入している。

階層線形モデル分析の結果．行動の有無の係数は有
意ではなく．自信．自己効力感および，自信と行動の

交互作用の項のみが有意となった。つまり，後悔に対

しては． 自信の有無が大きな影響を与えており．行動
の有無はそれ単独では直接の関係がないといえる。交

互作用の検討のため．実験参加者を ＋ ISD, -ISDを
基準として自信高群と自信低群に分けてパタンを検討

したところ（Figure 1），行動有群で自信の回帰直線

の傾きが有意であった。つまり．自信がないのに行

6 

5 

と、、に3

入試 3.05 
4.12 t(61) = 3.82.ρく.01, d= 1.01 

(1.05) (l.08) 
株 4.00 

422 t(7.8) =0.46, 11.s .. d=024 
(1.31) (0.81) 

告白 3.75 
4.0? t(61) =0.54. 11.S •• d=0.28 

(126) (l.14) 
就活 3.80 

4ｷ09 t(61) = 1.30. 11.S., d=0.26 
(l.23) (1.10) 

スポーツ 3.55 
3ｷ67 t(61) = 1.12, 11.S .. d=0.10 

(0.52) (1沼）

括弧内は標準偏差

4 

揮監 3
~ 

2 
y=・0必うt+4.0l・－ .. ・ー 非行動

y=・015x+4.0l・ -0一行動

。

Table 4 
後悔と各変数との相関係数 （r)

自信 自己効力感 得意領域

入試 -.30・ -.14 ー.09
株 -.36 •• -.35ｷｷ ー .17

告白 -.22t ー.43・・ -.17 
就活 ー .11 - .36” 一 .06

スポーツ -32“ -24 t -.19 

”·p<.Ol. ·pく.05. すρ＜ .10

-!SD +!SD 

自 fiil

Figure 1. 後悔と自信の交互作用パタン（ツく.01, 'p<.05) 

Table 5 
階層線形モデル分析の結果（実験1)

係数 標準誤差 95%下限 95%上限 df 

切片 4.01 0.25 3.50 4.51 61.00 15.89・・

行動 0.01 023 -0.45 0.47 242.00 0.04 
自信 -0.40 0.08 ー O局 -025 242.00 一5.08・・

自己効力感 ー0.02 0.01 ー 0.03 0.00 61.00 -2.30ｷ 

行動x 自信 -0.51 0.17 -0.86 -0.17 242.00 -2.95・・

行動x 自己効力感 0.02 0.02 ー 0.01 0.05 242.00 1.07 
自信x 自己効力感 0.00 0.01 ー O.Dl 0.01 242.00 0.00 
2次の交互作用 0.00 0.01 -0.02 0.03 242.00 0.32 
ダミー変数1 ー 0.21 0.27 ー 0.75 0.32 242.00 -0.79 
ダミー変数2 -0.59 0.19 -0.97 -0.21 242.00 -3.06・・

ダミー変数3 -0.71 022 -1.14 一027 242.00 -3.19・・

ダミー変数4 0.68 0.19 0.31 1.04 242.00 3.62・・

・・'Pく.01, 'p<.05, t p<.10 
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動した場合（選択を当初のものから変更した場合）に

特に後悔が強くなるという結果が得られた。このこと

は，自信を持って行動を起こしたときには失敗しでも

後悔しにくいが．逆に自信がなくて行動をした場合に

は後悔が強くなることを示している。 この結泉は． 人

の意思決定には基本的に現状維持バイアスが働くの

で．現状を変更するには特別の理由が要るということ

を示唆している。

実験lの結果は行動の有無よりも意思決定時の自信

が後悔に影響するという本研究の仮説を支持するもの

であった。一方で，参加者自らが行動の有無を選択す

る実験デザインであったため．自らの選択に対する自

信ではなく．自己の選択に対するコミットメントが後

悔に影響していたのかもしれない。 実験参加者の後悔

が自己の選択によるコミットメントではなく，意思決

定時の自信であることを確認するためには．実験操作

上自信からコミットメントの効果を取り除く必要があ

る。 そこで実験2では．実験参加者が意思決定者とな

るのではなく．第三者が行動の有無を決定した状況を

実験参加者に提示し．シナリオの登場人物に生じる後

悔の程度を推測させた。 他者の選択に対する推測であ

ればコミッ トメントの効果は生じず．個人のスキルや

自己効力感の影響も相対的に受けにくいと考えられる

ため，自信の効果をより純粋に検討することができ

る。また．実験2でも実験l と同様のパタンが示され

れば．“自信のあるときには後悔が弱くなる”という

信念（あるいは知識）が人々の問に共有されているこ

とが示唆されるだろう 。

実験 2

方法

実験参加者 実験参加者は広島修道大学の学生54
名（男性16名．女性38名）であった。

実験条件 笑験条件は2 （自信の有無）×2 （行動の

有無）の実験参加者間4条件であった（自信無・行動
無14名，自信無 ・行動有14名，自信有 ・行動無13名．

自信有・行動有13名）。

実験課題実験lの分析で使用したシナリオを第三

者の視点から瞥き直したものを用いた （全5 シナリオ
で失敗シナリオのみ）。実験参加者はある人物が行っ

た意思決定とその結果についてのシナリオを読み．そ

の人物がどの程度後悔しているかを6段階 （1 ：非常

に後悔している－6 ： 非常に満足している ） で評定し

た。実験では．シナリオ中の人物が意思決定の際に

持っていた自信の程度と．意思決定の際に行動を変更

したかどうかの2つの要因 （いずれも実験参加者間要

因） を操作した。 例えば，入試シナリオ （自信無 ・ 行

動無）は. Table 6に示した返りである。
手続き 4条件の質問紙を授業時間中にランダムに

配布して回収した。 回答時間に制限は設けなかった。

結果と考察

自信が後悔にどのような影響を与えているかを検討

するため．後悔を従属変数．自信と行動の有無およ

び交互作用項を独立変数とし上位階層として個人

差を入れた階層線形モデルによる分析を行った。結

果を Table 7に示す （F=8.08. d/ = 7.11, AIC = 758.99, 

ρく.01, R2= .09）。後悔の級内相関は有意であった
(ICC=.26. ρ＜ .01）。なお，実験l と同様に．シナリオ

ごとのばらつきを統制するためにダミ ー変数を投入

し後悔の程度については値が高いほど後悔が強くな
るように逆転して分析している。 階層線形モデル分析

の結果，行動の有無の係数は有意ではなく．自信の係
数のみが有意となった。

実験2では． 実験lで明らかとなった自信が後悔に

与える影響について．第三者の後悔の程度を推測する

という方法で追試した結果．実験l と問機に後悔には
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Table 6 
入学試験シナリオ に

状
客
も
ガ
待
況
く

A さんは大学の入学試験を受けています。 問題はaかbの2択式でした。ある問題で.A さんはa と解答しました
が．見直しをしているうちに，もしかしたらbかもしれないと思いました。 しかしどちらが正解か．確信はあり
ません。結局A さんはaのまま答案用紙を徒出しましたが．後で答え合わせをしたらAさんが選ばなかったbが正

解でした。このミスが原因でAさんは希望の大学に入学することができませんでした。

自信無・行動有条件
しかしどちらが正解か．確信はありません。結局Aさんはbに変更して答案用紙を提出しました

自信有 ・ 行動無条件

考え直してみましたが．やはり Aさんはこの問題については自信があったので. aのままにしました。結局A さ
んはaのまま答案用紙を提出しました

自信宥 ・ 行動有条件
考え直してみると．ますますbが正解のように思えて来たので．自信を持ってbに変更しました。結局Aさんは
bに変更して答案用紙を提出しました
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Table 7 
階層線形モデル分析の結果 （実験2)

係数 標準誤差

切片 5.02 0.21 
行動 ー0.03 0.18 
自信 -0.37 0.18 
自信x行動 一 0.27 0.36 
ダミ一家数l 0.15 0.19 
ダミー変数2 -0.15 0.19 
ダミー変数3 -0.32 0.20 
ダミー変数4 0.40 0.15 

・・ρ＜.01. ヲ＜ .05

行動の有無よりも自信が大きな影響を与えていること

が明らかとなった。 この結果は，実験1で得られた結

果が自らの選択に対するコミ ッ トメントの効果ではな

いことを意味している。 また．他者の経験した行為に

ついても“自信のあるときには後悔が弱くなる”とい

う信念が共有されていることが示された。

一方，実験lで認められた行動と自信の交互作用に

ついては，実験2では認められなかった。実験2で測

定されたのは他者の後悔に対する推iltlであり，実験参

加者が自ら行った選択ではなかったために行動へのコ

ミットメントが存在しなかった。 このように，実験l

と実験2とでは自らが行ったと仮定された行動と，他
者が行ったとされる行動という異なるタイプの行動を

扱っている。 なぜ交互作用が実験2で認められなかっ

たのか．本研究のデータだけでは明らかにすることは

できないが．自らの行動と他者の行動という違いが影

響した可能性がある。 この点に関連して． 本人の意思

決定と他者の意思決定に対する推測とで後悔に関する

パタンが異なるのはなぜかを明らかにする後続研究が

必要である。

総合考察

本研究では，意思決定時の自信が後悔に与える影響

について検討した。 実験lでは本人が意思決定をした

状況をコンピュータ上で仮想的に提示し得意領域や

客観的な妥当性，自己効力感などの影響を統制しで
も，意思決定時の自信が強いほどフィードパックがネ

ガティプであった場合の後悔が弱くなるという結果が

得られた。 実験2では．第三者が行った判断という状

況を質問紙で提示し．やはり自信が強いほど後悔が弱

くなるという基本的に同様のパタンが得られた。
これらの結果は， Kahneman & Tversky (1982） が

論じたような状況．すなわち． いつも と同じ道を逸ら

なかった場合に事故に巻き込まれるような状況で後悔

が強まるという結果と一貫している。 「この道を通っ

たときに事故に遭ったことがあるJ といった先行経験
（答鍛的にその判断を正当化／非正当化する情報）が

95%下限 95%上限 di 

4.59 5.44 印．∞ 23.77" 
-0.40 0.33 50.00 ー 0.19

-0.73 -0.01 50.00 ー 2.侃・

ー 0.98 0.44 207.00 一0.75
ー 0.22 0.52 207.00 0.80 
-0.53 023 207.00 -0.78 
-0.71 O.Q7 207.00 -1.62 
0.09 0.70 207.00 2.57・

特にない場合にでも．従来と異なる決定をしたという

こと自体が現状維持からの逸脱を意味し，自信を弱く

させると考えられる。

以上の結果は．行動骨非行動に影響すると考えられ

る様々な変数をより精綴に検討することが必要である

ことを示唆している。 なぜなら．行動するかしないか
という決定自体が，後悔を引き起こす状況と無関係で

はあり得ず，どのような背景があって行動したか（あ
るいはしなかったか）ということが後悔の強さに決定

的に重要な要因となるはずだからである。 行動ー非行

動の判断の背景には．客観的な妥当性や得意．領域．自

己効力感．判断についての自信など様々なものが想定

されるが． 本研究ではその背景として． 前者3変数の

影響を取り除いた上で自信の持つ効来を検討した。

それでは．意思決定時の自信が弱い場合に後悔感情
を強める傾向は．われわれに適応的な意思決定をさせ

るうえでどのように役立つのだろうか。 以下では．後

悔感情の適応的意義を現状維持バイアスの側面から見
たうえで． 経験による学習と後悔との関係について鈴

じる。

後悔感情の適応的意義

実験lの考察でも述べたように，実験参加者に行動

の有無を選択させた場合．多くの者が行動をしない選
択を行った。 このことは．現状維持バイアスの強さを

示している。 Zeelenberg et al (2002） が主張したよ

うに．人は特別な理由がない限り，行動を変更しない
ことがここでも確認された。

進化医学の分野では． 響症状は現状が自己にと って

望ましくない状態であることを示しており．具体的な

解決策がない以上． 新たな行動を抑制して状況の改善
を待つための戦略であるという指摘もある (r、fosse & 

Wiiliams, 1994） 。 もし問題の原因が明らかで具体的

な解決策があれば（例えば自らの行動によって改普が

可能であると主観的に判断できるのであれば）．その

問題を解決するためには積極的に行動をしたほうがよ

いが．原因が明らかでないときには現状維持を選択
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し行動を抑制するほうが適応、的なのかもしれない。

このことからも． 自信がないときには基本的に現状

にコミットする（現状維持バイアスに従う）というや

り方が適応的な意思決定とも考えられる。その意味

で． 特別な理由がないのに行動を変更して失敗した場

合の後悔が強いことは妥当である。 つまり，主観的に
自己の判断に自信がない状況では， いくら客観的に複

数の選択肢があったと しても現状維持を選択すること
が適応的な意思決定となるのではないだろうか。後悔

感情には自信がない状況下，すなわち個人にとってよ

り不確実な状況下で現状維持にとどまらせる機能があ

るのかもしれない。現状維持バイアスが後悔感情とど

のような関係にあるか，さらなる研究で検証すること

が必要である。

後悔と学習の促進

後悔のもう一つの適応的な機能として．将来の意思
決定の改善がある。後悔は情動反応、であり．将来の窓

思決定に影響する働きがある。 そのため．後悔にコ

ミットすることは． 経験に よ る個人的な学習を促進
させる機能を持つ可能性がある。 後悔を感じること

のできない脳の前頭眼禽回損傷患者がギャンプルで

適切な行動をとれないこ とを示す例もある（Camille,

Coricelli. Sallet. Pradat-Diehl. Duhamel. & Sirigu, 

20似）ように，後悔は学習による行動修正の程度を強

化する機能も持つ可能性がある。 特に自信が耳目い状況

下での判断は後悔を強めやすく．そうした場合には先

行する失敗経験を踏まえた予期的後悔による行動変容

が適応的な行動を導くのかも しれない。

一方．自信を持って判断を行った際には後悔も少な
く．イベント発生後にも自らの意思決定を廠みるこ

とが少ない。 このことは，思い込みエラー（mistake)

は訂正しにくい（海保， 1999）という知見とも関速す

る。また． 高い確信度は必ずしも正しい判断を導く訳

ではないという知見（Loftus, 1979） もある。 これら

は．強い自信を伴った決断の負の側面を明らかにして

いる。

今後の課題と展望

本実験では場面想定法によ り実験参加者に特定の状

況における感情をシミュレー トすることを求めてい

る。 そこでの笑験参加者の反応は“こういう状況では

多分こう感じるだろう”といった感情生起についての
一種の知機であり．実際に経験する後悔を直接測定し

ているわけではない。そのような意味で，本研究で測

定した後悔は．後悔した状況を想像させているため．
予期的後悔に近いものであった可能性もある。 道家 ・

村田（2009）では僅差で失敗した場合には予期的後憾

のほうが経験後悔よりも強いという結果が示されてい

る。 こうした違いが． 本研究で扱った自信の効果にど

のような影響を与えるのか， 明確に経験後悔を測定す

るための行動実験によって検討する必要がある。

また．本研究では意思決定の際に合理的な理由とな

る情報が唆昧な状況を設定した上で自信が後悔に与え
る影響を検討した。しかし実際の場面では主観的に

自信が強い状況では，客観的にも妥当な理由がある状
況であることが多いだろう。そう した状況下では“こ

れで失敗したなら仕方がない”と後悔を弱めるのが妥

当なのかもしれない。今後， 客観的な妥当性の有無を
条件に加えた検討をすることで． 自信に対応して後悔

の強さを変動させる戦略的行動の合理性を明らかにす
ることが求められる。
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