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英語名︓regret aversion

 後悔回避とは、意思決定場⾯において、将来の結果について予測をおこない、後悔による不快
な状態を避けるように決定を⾏うことを指す。余計な⾏動をして失敗したときや、普段と違うよ
うな⾏動をとって失敗したときには、後悔が⼤きいため、リスク回避に結びつく。逆に⾏動しな
かったことの予期的後悔が⼤きいときは、リスクをとることもある。神経基盤として、内側前頭
眼窩⽪質と扁桃体の活動が増すことが知られている。このことは、特に内側前頭眼窩⽪質が、後
悔という⾼次感情に基づく適応的な意思決定を⽀えていることを⽰唆している。
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後悔回避とは
 後悔回避とは、意思決定場⾯において、将来の結果について予測をおこない、後悔による不快な状
態を避けるように決定を⾏うことを指す。

 後悔とは、意思決定によって⽣じた悪い結果を、現実とは異なる良い状況（以前の状況や他の選択
肢を選んだ状況）と対⽐する反実仮想（counterfactual thinking）によって⽣じるネガティブな感
情である（例:もし…だったら）。これを経験についての後悔（experienced regret）という。

 ⼀⽅、予期的後悔（anticipated regret）とは、意思決定場⾯において、未来の結果についてのメ
ンタルシミュレーションを⾏い、選択肢間の⽐較をすることによって⽣じる。たとえば、これからあ
る選択をおこなったとして、将来失敗したときに、その選択をどの程度後悔するか（たとえば、⾏動
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して失敗したときに、「⾏動しなければ良かった」とどの程度ネガティブに感じるかどうか）を予測
し、⽐較判断する。こうした仮想的⽐較によって、後悔を回避するように意思決定を⾏うことが、後
悔回避である[1]。

 後悔は、⾃責感（self-blame）と、「もう⼀度決定をやり直したい」という欲求に特徴づけられ
る。⼀⽅、失望（disappointment）や悲しみ、フラストレーションは、後悔と同様に悪い結果に伴
って⽣じるネガティブな感情ではあるが、期待や要求⽔準（aspiration level）との対⽐にとどま
り、欲求を引き起こさない点が後悔とは異なる（例:がっかりした、期待はずれだった）[2]。

⼼理学研究、⾏動経済学研究
 後悔回避は、期待効⽤理論に基づいては説明できない意思決定の現象を説明するものとして、⼼理
学や⾏動経済学において研究が進められてきた。

 後悔回避は、予期的後悔による現象として位置づけられる。たとえば、失敗から⽣じる後悔を回避
しようとして、結果の曖昧な選択肢やリスクのある選択肢を避けて、確実に失敗しない（ただし⼤成
功もしない）選択肢を選んだり（確実性効果）、商品選択において、「既知の物は良い物だ」と直観
的に判断するバイアス（再認ヒューリスティック）によって既知のメーカーやブランドを選んだりす
ることが後悔回避の例として挙げられる。そのほかにも、⾃ら⾏動を起こすことによってより強い後
悔が想定される場合には損をしても動かなかったり（例︓レジ待ちの列を移らない）、そもそも⾃分
の選択しなかった結果がフィードバックされないようにして後悔しないようにしたりする（例︓友⼈
と同じメニューを選ぶ）ことなどがある。

 とくに、後悔回避は、リスク回避・リスク志向のどちらの⾏動とも結びつく。余計な⾏動をして失
敗したとき（例:転職しなければ良かった）や、普段と違うような⾏動をとって失敗したとき（例:い
つもと同じ店に⾏けば良かった）には、後悔が⼤きいため、リスクのある決定を避けること（例︓現
状維持をする）が習慣になったりすることが多い[3]。このような場合には、後悔回避の⾏動はリス
ク回避に結びつく。逆に⾏動しなかったことの予期的後悔が⼤きいときは、リスクをとることもある
（例︓株式投資）[2]。

神経基盤
 脳神経科学的研究の中では、内側前頭眼窩⽪質（medial orbitofrontal cortex、ブロードマン11
野、12野）の脳損傷患者および健常者を対象に⼼理実験課題（ルーレット課題）を⾏ったCoricelli
らのグループの研究が有名である[4][5] [6]。この研究では、経験後悔・予期後悔の強さおよび後悔
回避的な選択と、内側前頭眼窩⽪質（medial orbitofrontal cortex）の活動との間に相関が⾒いださ
れている。その他の研究でも、後悔に前頭眼窩⽪質が関わることが追試されている[7] [8]。

 Camilleら[5]の研究では、実験参加者は、提⽰された2つのルーレットからどちらかひとつのルー
レット（賭）を選ぶことを求められた。そして、選んだ賭で得られたポイントによって実験参加者の
報酬が決まるという課題になっていた。実験では、賭選択後に選択した賭の結果だけをフィードバッ
クする条件（部分フィードバック条件︔期待との⽐較による失望を仮定）と選択した賭と選択しなか
った賭のどちらも結果をフィードバックする条件（完全フィードバック条件︔選ばなかった賭との⽐
較による後悔を仮定）を⽐較した。その結果、健常者は、選んだ賭によって損失を被った場合（か
つ、選ばなかった賭、あるいは期待がそれよりも良い結果だった場合）、完全フィードバック条件で
は不完全フィードバック条件よりも、⾃⼰報告によるネガティブ感情の評価と⽪膚電位反応の双⽅に
おいて強い感情反応が⾒られた。⼀⽅、内側前頭眼窩⽪質損傷患者は両条件に差がなかった[5]。
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 同様の課題を健常参加者に対して実施したfMRI研究[4]は、経験後悔の⼤きさ（ここでは得られた
結果と得られなかった結果の差分）が、背側前帯状⽪質（Dorsal anterior cingulate cortex、ブロ
ードマン32野）、内側前頭眼窩⽪質、および海⾺前部（anterior hippocampus、ブロードマン27
野、28野、34野、35野、36野）の活動と関連することを⽰した。また同時に、予期的後悔の神経基
盤として、決定直前の内側前頭眼窩⽪質と扁桃体の活動が、当該の試⾏までに経験された、累積され
た後悔の⼤きさと関連していることを⽰した。この知⾒は、内側前頭眼窩⽪質が経験後悔・予期的後
悔双⽅に共通する神経基盤として、後悔という⾼次の感情を⽤いた適応的な意思決定に重要な役割を
果たしていることを⽰唆している[4]。
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