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研究成果の概要（和文）：人々にとって、自由意志とは何を意味するのだろうか。本研究は人々の自由意志概念
を構成する具体的な要素について、自由記述により検証をおこなった。その結果、人々にとって自由意志とは、
「何ものにも拘束されず、自分の心理状態にそって行為を選択する」ということを意味することが明らかになっ
た。さらに、人々の自由意志信念は責任帰属や自己コントロールなど、われわれの社会生活で重要な機能を果た
すことが実証されている。これらの知見にもとづき、人々の自由意志信念の構造と機能を説明するモデルを構築
することができたと考えられる。

研究成果の概要（英文）：What is meant by free will? The present research used a free description 
method and explored specific factors which constitute people’s concept of free will. The results 
suggest free will means for people to choose actions along with one’s mental states and is free 
from constraints. Furthermore, the research found that free will beliefs have important social 
functions such as attribution of moral responsibility and self-control. On the basis of these 
evidence, a model was constructed which explains the factors and functions of people’s free will 
beliefs.

研究分野： 社会心理学
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１．研究開始当初の背景 
 自由意志に関する問題は哲学を中心とし
て、心理学や脳科学、法学などで議論されて
いる。しかし、「自由意志」という概念が何
を意味するか、その内実は研究領域間、ある
いは研究領域内でまったく一貫していなか
った。そこで本研究は「自由意志」という概
念の意味を人々の自由記述を通じて探ると
ともに、それらの自由意志概念がわれわれの
社会生活でどのような機能を果たしている
かを実証的に明らかにすることを試みた。 
 
２．研究の目的 
 本研究の主な目的は次の 2 つであった。第
1 に、本研究は「人々の自由意志概念が何
から構成されているか」を明らかにするこ
とを目的とした。第 2 に、本研究は「人々
の自由意志に対する信念がわれわれの社会
生活でどのような機能を果たしているか」
を検証することを目的としていた。これら
の検討を通じて、人々の自由意志概念を構
成する要素や「自由意志は存在する」とい
う信念の社会的機能を記述したモデルを構
築することを目指した。 
 
３．研究の方法 
 自由意志概念の構想要素の検討について
は、自由記述と質問紙の 2 種類の方法を使用
した。まず、自由記述の方法については、参
加者に対して「自由意志をもつ」というこ
とは何を意味すると思うかを数行で説明し
てもらった。その自由記述の回答について
コーディングをすることで、どのような要
素が自由意志の下位概念として抽出できる
かを分析した。 
 また、質問紙の方法については、自由記
述の研究で自由意志概念の主な構成要素と
して抽出された他行為可能性、行為者性、
制約からの自由の 3 つの下位概念について、
それぞれの下位概念の内容を反映した質問
項目を複数作成し、それらの質問項目から
構成される自由意志信念尺度を作成した。
それぞれの下位概念の項目例を以下に記載
する。 
 
他行為可能性 
1. ほとんどの場面で、われわれには複数の行
動の可能性が開けている 
2. ある行動が起きたときに、ほかの行動が起
きることも当然可能だったはずである 
行為者性 
1. わたしたちは自分の意のままに行動をす
ることができる 
2. ほとんどの行動は当人の思考や欲求、動機
によって引きおこされる 
制約からの自由 
1. 人の行動は外的な要因によって強制さ
れるわけではない 
2. 当人以外の誰かが行動を決定することは
できない 

 
 次に、自由意志信念の社会的機能の検討に
ついては、自己コントロール（衝動的反応の
抑制）と責任帰属（行為に対する道徳的責
任の付与）という 2 つの機能に焦点を当て、
「自由意志は存在する」という人々の信念が
これら 2つの機能を有しているかを検討した。
検討の方法として、これまでの研究で開発し
た自由意志信念尺度および自己コントロー
ルと責任帰属の各尺度を使用し、自由意志信
念の下位尺度（他行為可能性、行為者性、制
約からの自由）と自己コントロール・責任帰
属との関連を分析した。 
 
４．研究成果 
 まず自由意志概念の構成要素の検討につ
いて、自由記述の研究では他行為可能性（複
数の行為が可能であること）、行為者性（自
分の心理状態が行為を引き起こすこと）、制
約からの自由（内的もしくは外的要因に拘
束されずに行動すること）に言及していた
参加者が多く、人々の自由意志概念はこれら
の要素から構成されることが示唆される。つ
まり、人々にとって自由意志とは、「何もの
にも拘束されず、自分の心理状態にそって
行為を選択する」ということを意味すると考
えられよう。 
 つづけて、質問紙尺度の研究では、調査デ
ータについて因子分析をおこなった結果、自
由記述の研究と一致して他行為可能性、行為
者性、制約からの自由という 3 つの因子が抽
出された。さらに、これらの下位概念の項目
は自由意志と関連した実体 2元論や因果的決
定論、運命論などの概念と同じ因子に分類さ
れることはなかった。このような質問紙尺度
の研究結果も、人々の自由意志概念の構成要
素が他行為可能性、行為者性、制約からの自
由という 3つであることを支持しているとい
えよう。 
 さらに、自由意志信念の社会的機能に関す
る検討では、自由意志信念と自己コントロー
ル・責任帰属との間にそれぞれ正の相関関係
が観察され、自由意志信念が強い人ほど、自
己コントロールや責任帰属が促進されてい
た。すなわち、「自由意志は存在する」と信
じている人ほど、自分の衝動的反応を抑制し
たり、自分や他者に道徳的責任を付与する傾
向があることになる。 
このように、自由意志信念が自己コントロ

ールや責任帰属を促進するならば、それらを
通じて自由意志信念は個人の社会への適合
を促進するであろう。なぜなら、自己コント
ロール（自分の衝動的反応を抑制する）と責
任帰属（行為に対して道徳的責任を付与す
る）は、それぞれ社会にとって望ましい行動
をうながすと考えられるからである。つまり、
「自由意志は存在する」という信念は社会へ
の適合をうながす、個人にとって望ましい帰
結をもたらすと考察される。 
 



 
 以上のように、本研究は自由意志信念の構
造と社会的機能を説明する統合的なフレー
ムワークを構築できたと考えられる。今後の
展開の可能性として、「自由意志は存在する」
という信念が個人にとって望ましい帰結を
もたらすならば、自由意志信念を強めるべき
なのか、自由意志信念を強めるべきとしてど
のように強めるのか、自由意志信念を強めた
ときの弊害はないか、などの問題を心理学的
にもしくは他領域の研究者とも議論しなが
ら検討していくことが挙げられる。 
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