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はじめに

■ Regretに関するレビュー

■ 後悔を避けるために、人はどんな意思決定戦略を用いているか？

そのためにはまず敵を知り、

対策を立てているはずだ。

■ ７つのProposition（命題）から振り返る

１．後悔とは、人々が調節したがる、認知的な不快感情である。

２．後悔とは、「もし過去に違う風に決定していたなら、現在の状況はもっと良かっただろう」と、
人々が想像するときに経験する感情である。

３．後悔は、失望感などの感情や、一般的な不快感とは、その現象や行動傾向が異なる。

４．後悔は、過去と未来の決定について、「経験」され得る。

５．後悔は、その決定プロセスと結果について、経験され得る。

６．後悔回避は、リスク回避と異なる。

７．後悔制御戦略について。
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後悔とは何か？

■ 後悔は、一般的に基本感情だとは思われていない

■ というのは、高次認知的処理から生まれるから

後悔は「もし違う決定をしていたなら、現在の状況はもっと良かっただろう」と、人々が想像すると
きに経験する感情である

A counterfactual emotion. ( Kahneman & Miller, 1986)

後悔を感じるには、現在の世界の状態を把握する（自分の選択が、どんな結果をもたらしたの
か）と同時に、他の可能性（他の選択が、どんな結果をもたらし得たのか）を想像する能力が必
要になる

• そんな認知処理を経るために、後悔らしきものを感じられるのは7歳程度から（Guttentag & 
Ferrell, 2004）

Proposition１

後悔とは、人々が調節したがる、認知的な不快感情である。
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後悔とは何か？

■ それでは、むしろ後悔は「認知的感情」ではなくて、「感情的認知」ではないのか？？

→ 感情体験（Roseman, Wiest, & Swarts, 1994）に当てはまるので、後悔は感情である。

もし機会が与えられれば実際にそうする。意図に関係なく実際の行動Actons

嘆いたり、ミスを修正しようとしたり状況に対する特定の行動傾向Action
tendencies

今のはなかったことにして、２回目のチャ
ンスが欲しい

感情から導かれる目的

（喪失から立ち直りたい）

Emotivational
goals

やってしまった失敗や機会の喪失概念や理論 （喪失）Thoughts

沈むような感覚、落ち込み身体的あるいは精神的感覚、
主観的体験を含む

（のどの奥のしこり？）

Feelings

後悔感情体験（例：悲しみ）

■ 後悔は、結果に対する自分の役割に焦点を当てる不快感情であって、「どうしてその結果
が起こったのか」、「どうしたらその結果を変えられたのか」、「どうしたら将来防ぐことがで
きるか」、などなど考えることを動機付ける感情である。

Proposition２

後悔とは、「もし過去に違う風に決定していたなら、現在の状況はもっと

良かっただろう」と、想像するときに経験する感情である。
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後悔とは何か？

■ では、後悔の特性とは何か？

■ １つは、違う行動を導くということ

例えば、不満足なサービスを受けたときに、（Zeelenberg & Pieters, 1999）

• 後悔した人→違うサービス業者に移る。

• 失望した人→そのサービス業者に文句を言ったり、他の人に文句を言ったりする。

• ついでに、後悔した人はあまりその経験を他の人に言わないらしい。

■ もう１つは、personal agencyが関わる感情であるということ

例えば、世界は４分の1の確率でS１-4のどれかになる

あなたはAかBか行動を選択することができる

• このとき、A＆S2の状態のとき、後悔する

– もし選択肢がなければ、後悔しない

• あるいは、B＆S4の状態のとき、失望する

– 他の状態より悪い、しかし、Aを選んだときよりは良い

すなわち、雨が降ったことに対して人はがっかりするし、傘を持って出なかったことに対して人
は後悔する

$25$50$100$0B

$0$25$50$100A

S4S3S2S1Actions

States of the WorldProposition３

失望感などの感情や一般的な不快感とは、その現象や行動傾向が異なる。
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後悔いろいろ

■ その性質ゆえに、その研究分野はマーケティング、法、薬、文化心理学、神経経済学、
経済や心理学など多岐に渡る

■ もともとは1950年代の経済学で、「後悔最小化の原則」が唱えられたのが発端
（Luce&Raiffa, 1957; Savage, 1951）

人は後悔を最小化する選択をするという大原則ができあがる

この頃の後悔の定義は、「選んだ選択肢と、その他の選択肢のうち1番起こり得たと思われる結
果との違い」（認知プロセスだったってこと）

ただし、「結果の起こる確率を完全無視している」と批判され、それゆえにまったくの不確実な中
での意思決定にしか用いることはできないとされた

というわけで、その後の経済学では、「後悔を避けるためにどのように人は意思決定を行うか」
が議題の中心になっていく

■ 一方で、心理学では後悔の性質そのものが議題になる

基本的にその研究は、KahnemanやGilovich一派の「どんなときに後悔するか？」という研究と、
Zeelenbergの「後悔の特性は何か？」という研究が中心

反実仮想の研究者（Roese）からもアプローチがありつつ、「後悔とはそもそも何か」という視点か
ら研究が進められている

■ これらの視点の違いから、後悔の時間的側面が映し出される
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後悔いろいろ

Proposition４

後悔は、過去と未来の決定について、「経験」され得る。

Anticipated
Regret

Decision
Process

Decision
Outcomes

Experienced
Regret

Decision
Process

Decision
Outcomes

Decision
Process

Experienced
Regret

Now FuturePast

経済学が興味を
持って研究して
きたプロセス

心理学が興味を
持って研究して
きたプロセス

仮想感情
Virtual emotions
（Frijida, 2004）
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後悔いろいろ

■ さて、P2「『過去に違う選択をしていたら、今はもっと良かっただろう』と想像する時に後悔
する」という命題について、では下のような例はどうだろうか？

あなたは友人の結婚式に招かれています

ところがそんな大事な日に限って寝坊してしまいました。このままちんたら行ったのでは到底間
に合いません。

そこで、40ｋ/h制限の私道を80ｋ/hでふっとばしました。

そのおかげで結婚式には間に合いましたが、自分の行動を振り返ると・・・

■ 後悔には２つの要素が存在する（Connolly & Zeelenberg, 2002）

結果の評価

間違った選択、不当な方法でなされた決断

初志貫徹できないと、結果によらず後悔する（Pieters & Zeelenberg, 2005）

Proposition５

後悔は、その決定プロセスと結果について、経験され得る。
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後悔とリスク

■ 後悔回避は、しばしばリスク回避と混同される

確かに、予期された後悔はリスク回避も促進するが、同時にリスク志向も促進する（Zeelenberg
& Pieters, 2004b）

では、何がこのリスク回避・志向を引き起こしているのか？

■ リスク回避もリスク志向も、「得られなかった結果のフィードバック」に依存する

例えば、あなたは、80％の20＄（安全ギャンブル）と、20％の80＄（リスキー・ギャンブル）のどち
らかのギャンブルをチョイスできるとする

選択に関わらず、あなたは強制的にリスキーギャンブルの結果を知らされる

どちらのギャンブルを選択しますか？

• 安全ギャンブルの結果を知らされる人々は、安全ギャンブルを選択する

• リスキーギャンブルの結果を知らされる人々は、リスキーギャンブルを選択する

あり得た結果を知ることを、人々は恐れる

Proposition６

後悔回避は、リスク回避と異なる。
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後悔調節のための戦略

■ Proposition３で述べたように、後悔すると人々は嘆いたり、ミスを修正したいと思うし、
Proposition６で述べたように、後悔する決定を予め避けようとする

■ 人々は後悔を制御しようとする行動＝戦略をとる

将来の後悔を避け、起こってしまった後悔を調節しようとする

これらの戦略は、それぞれ決定焦点型、代替選択型、感情焦点型にわかれる

決定焦点型

Ⅱ. Manage

current regret

Ⅰ. Prevent

future regret

感情焦点型代替選択型
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後悔調節のための戦略

■ 問題焦点型

Ⅰ.未来の後悔を避けるために、

決定の質を高める ・・・情報を集める努力をする

決定の正当性を高める・・・いわゆる「普通の」選択をする(Simonson, 1992)

責任転嫁 ・・・他の人やプロの意見に従う

決定自体を遅らせる、あるいはしない

ただし、やらないことの後悔はやったことの後悔より長く残る（Gilovich & 
Medvec, 1995）

Ⅱ.今の後悔を調節するために、

なかったことにする

決定をやり直す

例えば、よくない洗剤を買ってしまった場合、お金を返してもらうか他の代替品
を買いなおす（Zeelenberg, Van der Pligt &Manstead, 1998）

それが最良の選択だったのだと思い込む
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後悔調節のための戦略

■ 代替選択肢焦点型

Ⅰ.未来の後悔を避けるために、

決定のやり直しが効くようにする

ただし、満足感はやり直しが効かない選択の方が高い（Gilbert & Ebert, 2002）

もう一方の選択の結果が見えないようにする

比較が後悔を生み出すため（Proposition６参照）

Ⅱ.今の後悔を調節するために、

なかったことにする・決定をやり直す

見方によってはこちらに入る

もう一方の選択肢はそんなによくなかったんだと合理化する（Gilovich & Medvec, & 
Chen, 1995）
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後悔調節のための戦略

■ 感情焦点型

それでもだめなときは・・・

Ⅰ.未来の後悔を避けるために、

最悪の事態を予測し、後悔を覚悟する

現実には、それと同等か、それよりもよい結果しか起こらない

Ⅱ.今の後悔を調節するために、

後悔なんかしていないと思いこむ
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後悔調節のための戦略

■ 人々は後悔を制御しようとする行動＝戦略をとる

Proposition７

後悔制御戦略は、決定・代替選択肢・感情焦点型の戦略があり得る。

a.決定の質を支持する

b.決定を正当化する

c.責任転嫁

d.決定をやり直す

a.決定の質をあげる

b.決定の正当性をあげる

c.責任転嫁

d.決定を遅らせる

決定焦点型

a.後悔を抑圧・否定するa.他の選択肢をとる

b.他の選択肢の質をさげる

Manage

current regret

a.後悔を予期するa.やり直しが効く選択にす
る

b.もう一方の結果が見えな
いようにする

Prevent

future regret

感情焦点型代替選択肢型
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後悔調節の利点

「不快な後悔の痛みと、快いプライドの成長が、学習を促す」（Shefrin & 
Stateman, 1985）＝機能的な面

また、後悔を経験し、表現することで直接的な利益に結びつくこともある

後悔の表明が、アメリカの裁判で軽減理由になった例もある

「私はたくさんの過ちと浅はかな決定を行ってきた。・・・私は自制心を失い・・・今、後
悔する多くの行動をとった」→反省の色あり、罰金の軽減を受けた（で、禁固１年）

というわけで、後悔を調節することで利益を得ることもある

後悔を隠すよりも、むしろ後悔を経験し、表現することも大切だろう

そして、後悔と付き合っていくことも大切だろう
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発表者所感

読みやすいレビューでした。

Zeelenberg一派の研究は散乱・拡散していて、ときどき何がやりたいのかわからなく
なるのですが、この立場で研究しているのだということがよくわかるレビューでした。

まとまっているし短いし平易な英語だし、その点でも非常に読みやすかったです。

自分の卒論と合わせて。

最後にジャストで後悔表明の話がでてきて驚きました・・・（一瞬焦った）。

後悔の機能的な側面を主張しているのですが、どちらかといえば認知プロセスを重
視した形になってしまい、不快感情は「何が何でも避ける！」としか扱われていない
ことが気になります。

例えば、それが感情であるならば、「共有されやすい」、「シグナルとなりやすい
（少しは）」などなどの側面を持ち合わせてもいいはず

ただし、それはどの高次認知感情においても同じことですが


