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人はなぜ賭けるのか：
ギャンブルにおける

制御幻想・満足感・熱中感
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宝くじ 日本宝くじ協会 平成２０年度決算

宝くじ販売実績 １兆０４１９億円
当選者支払い金 ４７６１億円 （45.7%）
差額＝客の損失 ５６５８億円

競馬 日本中央競馬会 平成２１年決算

馬券収入 ２兆６０２３億円
勝馬支払金 １兆９４２２億円 （74.6%）

差額＝客の損失 ６６０１億円

背景と目的

平均的には損をするにもかかわらず、ギャンブルを続ける
人は後を絶たない。
ギャンブルに似たハイリスクの投資・投機も盛んである。

なぜ人は賭けを好むのであろうか。ギャンブルの魅力や
満足感はどこから発生するのか？

ひとつの原因は制御幻想（illusion of control）であろう。

制御幻想：
本当は制御不可能である事象を自分のスキルで
ある程度制御できると思い込み、成功確率を高く
見積もり過ぎる傾向（ Langer, 1975）

制御幻想に関する先行研究の大多数：
これから起こるただ１回の賭けに対して
勝つ自信の程度、勝率の予想値、賭ける金額
を測定してきた

現実のギャンブルに熱中する人々：
過去に多数回の賭けを経験し、今後も多数回の
賭けを継続していく

多くの先行研究の実験
条件は現実的でない

1. 比較的現実的なギャンブル（ルーレット）を用い、参
加者が多数回の賭けを経験した後で制御幻想が生
じるかどうか

2. ギャンブルの満足感と熱中感は何から生じるのか

3. 制御幻想がギャンブルの成功確率の自己評価と関
連しているかどうか

本研究の特徴と目的 実験：セッションＡ・Ｂ（手動で停止）

パソコン上でルーレットを
作成した。スタートボタン
をクリックすると・・・



2

損益金額の示された円の
内側を黒いボールが回転
し始める。次に減速開始
ボタンをクリックすると・・・

実験：セッションＡ・Ｂ（手動で停止）

ボールが次第に減速し静
止する。静止した場所の
金額がその試行の損益と
なる。参加者はこれを繰
り返す。

実験：セッションＡ・Ｂ（手動で停止）

デモ・プログラムA

しかし、実際にはボー
ルがどこで静止するか
はあらかじめランダム
に決められていて、参
加者は全くコントロー
ルできない。

回転中、この瞬間に減速開始
ボタンを押したとすると・・・

減速開始から静止まで
までの角度は
91度以上、270度以下

実験：セッションＡ・Ｂ（手動）

実験：セッションＣ・Ｄ（自動で停止）

スタートボタンをクリック
すると・・・

黒いボールが回転し始め
る。ランダムな時間の後、
自動でボールが次第に
減速し静止し損益が決ま
る。これが自動的に繰り
返され、参加者はただ眺
める。

実験：セッションＣ・Ｄ（自動で停止）
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デモ・プログラムC

•スタートから減速開始までの時間は500ms以上
2500ms以下の範囲でランダムに選ばれた

•減速開始から静止までの角度は91度以上、
270度以下（手動と同じ）

実験：セッションＣ・Ｄ（自動で停止）

手動ｖｓ自動条件に加え、勝つ回数を64.3％または
35.7％とし、２×２要因を被験者内要因とした：

勝ち条件
（勝率64.3％）

負け条件
（勝率35.7％）

手動条件 Ａ Ｂ

自動条件 Ｃ Ｄ

各セッションは84試行で構成されていた。

各セッション84試行の内訳

損益
Ａ、Ｃセッション
（勝率64.3％）

Ｂ、Ｄセッション
（勝率35.7％）

２５円 １８回 １０回

５６円 １８回 １０回

９９円 １８回 １０回

－２８円 １０回 １８回

－５７円 １０回 １８回

－９５円 １０回 １８回

合計損益 １４４０円 －１４４０円

• 「減速開始から静止までの距離はある範囲内でラ
ンダムに変動する」と参加者に教示した。

• ４つのセッションの順序は参加者間でカウンターバ
ランスされた。

• 各セッション終了後に参加者は質問紙で
主観的勝率（回数）
合計損益
満足度
熱中感
制御感（自分で結果を左右できた程度）

などを７段階尺度で評定した。

• 参加者は大学生40人であった。

•主効果は両方とも有意（p<.01）
•交互作用は非有意
•勝ちvs.負けの影響のほうが大きかった

結果：満足感（７＝非常に満足、１＝まったく不満足）
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•勝ちvs負けの効果は有意（p<.01）
•手動vs自動の効果のほうが大きい（p<.001）
•交互作用は非有意

結果：熱中感（７＝非常に熱中、１＝全く熱中しなかった）
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結果：制御感（７＝非常にできた、１＝全くできなかった）
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•２つの主効果と交互作用はすべて有意（p<.01）
•手動条件でかなり強い制御幻想が生じた
•手動条件では負けていても制御幻想が生じた

結果：主観的勝率（回数）

•手動・負け＝自動・負け（交互作用は有意）
•手動・勝ち＞自動・勝ち（p<.0１） → 制御幻想
•主観的勝率の平均値は客観的勝率に極めて近かった
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結果：主観的損益

円

勝ちも負けも大幅に過小評価していた

手動条件では反応時間（ボールが動き始めて
から被験者が減速開始ボタンを押すまでの時間）
も測定した。反応時間が熱中感、制御幻想など

と相関を持つかどうかは現在分析中である

考察
１．比較的現実的なギャンブル事態において参加者が

多数回の賭けを経験した後、ギャンブルの結果に全
く差がなくても自分で関与できる場合に制御幻想が
生じることが実証された。

２．満足感に強い影響を及ぼすのは勝ち負けの結果であ
るが、熱中感に強い影響を及ぼすのは自分でコントロ
ールできるという思い込みであることが示唆された。

３．手動条件においてギャンブルの成功確率の自己評価
は非常に正確であったにもかかわらず、制御幻想が
生じていた。このことは、Langer (1975)の提唱した

「制御幻想とは制御不可能な事態における成功確率
の過大評価である」という定義に疑問を投げかける。

４．制御幻想が勝ち負けの自己評価から乖離することが
病的賭博傾向へつながるのかもしれない。
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