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第�章 モデルの検証
�調査と実験�

小山友介

��� はじめに

����� 現実は本当にモデルの通りなの？

本章では，調査と実験について考える．これまでの各章では，様々な社

会現象がある理論（主として合理的選択理論）に基づいたモデルを通じて

説明されてきた．読者にとって�理論モデルの多くは「なるほど！」と感じ

るものだっただろうが，中には「本当なの？」と疑問を感じるものも混じっ

ていたかもしれない．

これらの理論モデルに共通するのは，「もし，人間がこういった意志決定

を行うなら，結果はモデルが示すようになる」と言う一つの数学的な命題

である，と言うことだ．すなわち，人間の意志決定に関しては仮定として

カッコに入れてしまって，モデルの結果に議論を集中させる�と言うスタン

スだ．

数学的なモデルに採用される人間の意志決定に関する仮定は，人間の行

動に関する観察や省察から抽象化したものが採用されこともあるが，「数学

的に解けないといけない」と言う要請が第一条件としてくることが多い�．

数学的なモデルを作成するにあたって一番典型的な仮定である，方法論的

�シミュレーションでは，「プログラム上で実現できる範囲」に意志決定についての制約が
緩和される，しかし，結果の分析を行いやすくするために，アクセルロッドが提唱した ����
原理（���� �� ����	�
 ������が採用されることが多い．
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個人主義と合理的選択理論を採用した場合，「人間は他人の意志決定とは独

立に�自分の意志決定が可能である」「人間はあたかも ��� �	
モデル上で想

定した目標関数を最大化するように行動している」と言う仮定が採用され

る．しかし，モデルと同じ状況に対して人間に実際の意見を聞いた場合，実

験として人間に実際に行動してもらった場合に，モデルの理論的結果と同

じ結果が得られる保証はない．

����� 現実への接近の方法：調査と実験

モデルの結果と人間の実際の行動を比較する場合，いくつかの方法が考

えられる．たとえば，実際にモデルが示している状況に近い状態で起こっ

た社会現象の事例を集める方法�「もし～と言う状況だったら�どうする？」

とみんなに聞いて回る方法，何人か集めて実際にやってもらう方法などが

ある．一つ目の方法が事例調査�二つ目の方法が質問紙調査，三つ目の方法

が実験に該当する．それぞれの方法の長所と短所を概観しておこう．

事例調査

現実で起きている事例の調査結果から理論が本当に説明できる場合には，

もっとも理論の検証にふさわしい．加えて，一つの具体的事例を深く調査

する（厚みのある記述を行う）ことで，類似の問題に共通する構造が明ら

かになる，と言う性質も重要である．しかし，理論を支持する結果と支持

しない結果の両方が存在することも少なくない．また，説明に必要な最小

限の要素だけでつくられた理論モデルの結果と異なり，事例調査の結果は

様々な影響が絡み合って生まれたものである．そのため，事例の結果が本

当に理論が仮定した要素の影響で得られたのかについての確証を得ること

が難しい．抽象的な概念を調べたい場合には，事例調査をすることは難し

い．紙数の制限もあるので，以降の説明では触れないことにする（関心の

ある方は�章末にいくつか参考文献を示すので�そちらを参照されたい）．
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質問紙調査

実験が難しい社会科学において，質問紙調査は長い間人間の意志決定を

調べる数少ない方法の一つであった．実験と比較したとき，一度に多人数

に対して実施可能なために一人あたりの実施コストが低い，一度に多くの

質問が聞ける，と言った利点がある．しかし，直接行動を調べるわけではな

いため，「質問の回答通りに実際に行動するか」についての確証は得られな

い．実験が可能な現象に対しては，質問紙調査で心理指標を測定しておい

て実験結果と比較する，と言った形で実験と補完的に使用することもある．

実験

��年のノーベル経済学賞以降，実験に注目が集まっている�．実験は管

理された環境で人間の行動の結果を集めることができるため，理論の検証

に比較的適している．しかし，行動を引き起こした意志決定のプロセスを

分析するためには，他の方法（被験者への面談やアンケート，プロトコル解

析など）で補完する必要がある．加えて，実験可能な理論モデルが少ない

こと，実験を一回行うのに必要なコスト（被験者集め，実験の準備，実験

補助者への人件費，被験者への謝金など）が高く，十分なデータ数を手に

入れるだけの回数の実験を行うのが難しいことなどマイナス点も多く，決

して万能ではない．

方法にはそれぞれ長所と短所があり，決定版と言うべき方法はない．節

を変えて，ある現象の分析に対して，理論・質問紙調査・実験でどのよう

な分析ができるのかについて見てみよう．

����� 質問紙調査と実験の例：寄付

理論の結果，質問紙調査の結果，実験の結果を比較する例として．「寄付

行為」をあげてみよう．寄付は，直接的に自分が利益を得ることがない，純

粋に利他的な行動であると見なすことができる．みんな，有志の寄付で建

����� 年度のノーベル経済学賞は
 経済学に実験的手法を採用した先駆者として
����
��� ����� と �����	 �������� に与えられた．受賞理由と二人の研究内容の詳細は

���������������	��������������	�����������������	������	を参照．
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てられた公共的な施設（「卒業生一同」と言う記念碑がある建物は，いくつ

もの大学で見かけることができる）を利用した経験があるだろう．また，寄

付によって活動が支えられている基金（交通遺児への奨学金基金など）も

多数ある．寄付行動は「理論的には明確な解答があるが，現実はそうなっ

ていない未解決問題」の典型と見なすことができる．

そこで，実際の結果はどうか，質問紙調査と理論モデル，実験の結果を

見てみよう．

質問紙調査の結果

����������
は，����人の大学教授に郵送質問紙を郵送し �回答者 ���

人
，年に �ドル以上の寄付を行うかを調査した．専攻別に集計した結果，

例外的に低い経済学 ����パーセント
を除いた各分野で寄付した人の比率

は ���から ���パーセントだった�．

理論的結果と実験の結果

実験と理論の説明をするにあたって，以下の「寄付ゲーム」の環境での

人間の振る舞いを考えることにしよう：

全員で �人のグループがあり，グループのメンバーはそれぞれ

持ち点として �点持っている．メンバーは 点から �点の範囲

で自由に寄付を行うことができる．意志決定を行うにあたって，

他のメンバーと相談することは許されない．また，自分以外の

他のメンバーがどれだけ寄付したかを知ることもできない．た

だし，全員の寄付量の合計は意志決定後に知らされる．全員の

寄付を集めて公共財（全員が利用できる財）がつくられる．公共

財の価値は �寄付の合計
����とする．メンバーは自分の手元

������の研究は「利益最大化行動を科学的な行為として教育する経済学を習うことで，利
他的行動を行う頻度が下がるか」と言う趣旨で行われている．そのため，全体の集計結果は
論文中で公開されておらず，経済系とそれ以外の研究者での寄付をした人の比率を比較する，
と言う報告になっている．また，余談であるが，そもそもこのような調査に協力すること自体
が，利益最大化行動からは得られない結果であると言っていい．その意味で，回答者は自分の
利益にならない公共行動をする意志を持っていることになる．
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に残した持ち点に公共財の価値の分だけ得点が加わる．すなわ

ち，グループの各メンバーの得点は，�公共財の価値
 � ���寄

付量
である．

このゲームの理論的結果と実験結果を見てみよう．

理論的結果 このゲームで自分の利益を最大化する戦略は，「寄付をせずに

�点
，他人の寄付でできた公共財の結果のただ乗りをする」である．なぜ

なら，自分の寄付 �点あたりの公共財価値は �� � � ��点しかいからであ

る．全員が同じ戦略 �全員が合理的であると言うことは，全員が同じ戦略を

とると言うことも意味している
を取った結果，「全員が寄付せず，生まれて

くる公共財の価値はゼロ」と言う結果なる．

この結果は，「頭では理解はできるが，直感的に納得しがたい結果」だろ

う．一方，実際の結果は以下のように意外な結果となった．

実験の結果 寄付ゲーム実験の結果をサーベイしている ����������
によ

ると，それぞれの実験において，�回限りの寄付ゲームでの平均寄付量は

総額の �から �パーセント程度である．また，寄付ゲームを繰り返し ��

回
行うと徐々に寄付量が下がってゆき，�回目以降の平均は ��パーセント

になる．しかし興味深いことに，�回のゲーム後にもう一度同じメンバー

でゲームを再開したところ，�度目の第 �ラウンドと同程度の寄付量 ��

パーセント台
に回復すると言う結果が得られている．同様の結果は，筆者

が講義中に行った ������とはすこし状況が異なる実験でも見られた．日米

間での人間のパーソナリティやゲームの微妙な設定の違いからは不変な特

性であると思われる．

��� 社会調査

調査という言葉はいろいろな用途で用いられるが，本章では議論の対象

を「社会調査」に限定する（排気ガスや水質調査など，自然現象の調査は

対象としない）．
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����� 社会調査の定義と目的

前節で「みんなに聞いてまわる」と書いたが，厳密にはそれでは調査に

ならない．ちょっとした示唆を得るには十分だが，そこで得た結果を信じる

のは，「偶然知り合いになった数人の外国人から，その国の国民性をわかっ

た気になる」ぐらい怪しいものである．社会科学では実験は最近まで主た

る研究方法ではなく，社会調査が唯一のデータ収集法法としてその代わり

を担ってきた．そのため，社会調査の方法は自然科学の実験の方法と同様

に科学的な手続きを踏んで実行しなくてはならない．

飽戸 �����
による社会調査の定義は，「��
社会または社会現象について，

��
現地調査（フィールド・サーベイ）により，��
統計的推論のための資料

を得ることを目的とした調査のことである ���
」というものである．�番

は自然科学的も含む一般的な意味の調査から，言葉の適用範囲を限定して

いるだけで，特に意味は無い．�番の「現地調査」とは「自分でデータを集

める（�次資料）」という意味で用いられており，官庁などで公表されてい

るデータを借りた（�次資料）場合には社会調査と呼ばないことを表して

いる．�番の「統計的推論のための資料を得ること」が，社会調査の最大の

目的である．

社会調査は目的によって大きく２つに分けることができる．一つは「基

礎資料を集める調査」で，大学生のインターネット利用率や恋人の居る割

合などの，分析したい対象の実態を把握するためのデータを集める調査で

ある．ほとんどの場合には官庁や業界団体の統計資料で代用することがで

きるが，存在しない場合には自分で調査しなくてはならない．もう一つは

「理論化のための調査」で，どのような人がインターネットをよく利用する

のか，といった一般的な理論化のために行う調査である．

社会調査法は「知りたいことに接近する方法（の一つ）」であり，社会調

査を行う目的は調査を行う人によって異なる．「とにかく調査をする」と言っ

た，目的のない調査も現実には存在するが，そういった調査は，結果に特

に何も言うべきことがなかったり，今後の調査や研究で参考にすべき点が

無かったりと，ほとんどが失敗に終わる．調査を成功させるためには，目

的（＝知りたいこと）が明確である必要がある．
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����� 種類

社会調査を統計的推論に堪えるよう適切に行うには，調査対象となる「母

集団」を明確にする必要がある．母集団は日本国民全体だったり，就職活

動を行っている大学生全体だったり，３年Ｂ組のクラス全員だったりと，調

査によって異なる．母集団の構成者すべてを調査するのが全数調査（悉皆

調査），その一部を調査するのが抽出調査（サンプリング調査）である．日

本国民全体が母集団のような構成者が多い調査では，国勢調査（全数調査）

などの一部の例外はあるが，����� !��� �"��"� ��# � $�%��"
調査のよ

うな抽出調査がほとんどである．

抽出調査の場合，データの「量」よりも「質」に注意すべきである．こ

こでのデータの質とは，「母集団の統計的性質をどれだけ正確に保てている

か」の意味である．母集団の統計的性質を保つためには，抽出に恣意性が

ないこと（無作為であること）が重要である．このような抽出を無作為抽

出という．組織の調査における幹部職員など，無作為抽出ではデータ数が

不十分になる場合には，母集団のある部分についての身は抽出率を上げた

り，全数調査を行うこともある．調査の目的に応じて，この辺りは臨機応

変な対応が必要である．

抽出調査のデータ数（回答者数）が多いほど，その集計結果と実際の母

集団の性質との間の差（誤差）は小さくなる．サンプル数が数百あれば誤

差の大きさは数&程度になるため，データ数はそれほど大きくなくても構

わない（今田編（�），第 �章，���ページを参照）．ただし，属性別の

集計（クロス集計）を行いたい場合には，属性別の集計である程度（可能

であれば数十以上）は残るようなサンプル数が必要である．

意味のない調査

社会調査には「とりあえず聞いてみれば何か出てくる」と言う気軽さが

ある．そのため，まさに「とりあえず聞いた」だけの質の低い調査も多数

報告されている�．質の低い社会調査のほとんどが，�番目の条件（統計的

�いい加減な社会調査の問題点については，谷岡（����）を参照
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推論のための資料）を満足していない�．これらの調査結果のほとんどが，

統計的推論の検討に耐えないものであることは言うまでもないだろう．

����� 調査の設計と実施

質問紙を配布して行う調査の流れは，図 ���のようになる．以下，それ

ぞれの項目について見ていこう．

図 ���' 社会調査の流れ

調査目的と質問内容の決定

調査をする際に重要なのは，「これだけは明確にしたい」という具体的な

目標を用意することである．また，意外と忘れてしまいがちなのが，「回答

者の属性によって，回答パターンに差がつくような質問を考える」ことで

ある．全員が「はい」と答えてしまうような質問は，特別な場合を除いて

意味のない質問である（日本人に対して「あなたは日本人ですか？」と聞

�日常生活で見かけるいい加減な社会調査の典型例は，ニュースで流れる「街の声（道行く
人  ��人に調査した，と言うアレである）」である．データはどこで集めたのか（丸の内の街
角ならサラリーマンが多くなるし，住宅街の銀行ならサラリーマンはほとんどいない）・日時
はいつか（平日の昼間は専業主婦が多くなる）などの要素で，回答者の属性が大きく変わる．
その結果，そこから得られる「世論」の内容も大きく変ってくる．厳しい言い方をすれば，「自
分が望むような回答をしてくれる人たちが多い場所に出向く」と言った「情報操作」すら可能
なのである．
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く場合を考えると容易にわかるだろう）．

分量は，回答者が集中して回答できる分量（時間にして約 �分程度）に

絞るように心がける．それを超える場合には，Ａ調査・Ｂ調査という風に

いくつかに質問紙をわけて，幹となる重要な質問は全質問紙に加えて全員

から聞き，枝葉となる質問はある質問紙だけに入れる，といった工夫をす

る必要がある．

質問文の作成

質問文を考える際の第一条件は，回答者の回答に信頼が置けるような文

を考えることである．以下によろしくない質問文の例を挙げてみよう：

�� 意味があいまいだったり，多義的な質問：「テレビゲームと子供の成

長の関係について，どう思いますか？」・・・「テレビゲーム」で回答者

が浮かぶイメージが差がありすぎる．

�� 複数の意味を込めた質問：「今の内閣の経済・外交政策を評価します

か？」・・・どの政策を意識するかで，回答が変化する可能性が高い．

�� 回答者になじみのない用語や表現を用いた質問：「日本が �億ドルを

負担した()*+について，どう評価しますか？」・・・()*+（朝鮮半

島エネルギー開発機構）とは，北朝鮮に軽水炉型原子炉の建設を支援

する国際共同事業体．ほとんどの人になじみのない言葉なので，ちゃ

んとした回答は期待できない．

意味があやふやだったり，複数の意味に取れたり，誘導的な質問だった

り，質問文に回答者が知らない可能性がある専門用語を使ったり，回答者

の主観で大きく差が出るような質問では，回答結果の信頼性は著しく損な

われる．質問文を作成する際には細心の注意を行う必要がある．

質問に対する回答法は様々で，目的にあったものを選択することが重要

である．以下に例を挙げよう：

�� 自由回答法（	��� ���,��）：回答欄にある程度大きなスペースを用意

して，自由に記述してもらう．
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�� 単一回答法（���-�� ���,��）：複数の選択肢から一つを選んでもらう．

�� 複数回答法（%.�"� ���,��）：複数の選択肢から好きなだけ選んでも

らう．

�� 限定回答法（��%�"�# ���,��）：複数の選択肢から決められた数まで選

んでもらう．

�� 順位法（ �#����-）：すべての選択肢に望ましい順位をつけてもらう．

�� 一対比較法（�����# ! %����� �）：�つの選択肢のうち好きな方を次々

と選んでもらう．

�� 評定法（��"��-）：�段階（非常に好き，どちらかと言えば好き，どち

らでもない，どちらかと言えば嫌い，非常に嫌い），�段階などの選

択肢から一つ選んでもらう．

自由回答は統計分析に適さないので，事前調査でよく用いられるが，本

調査ではあまり採用されることはない．統計作業のしやすさから，単一回

答法と評定法の質問が最もよく用いられる．

質問紙の作成

質問紙で回答者に聞く項目は二つに別れる．一つは性別や年齢，職業な

どといった「回答者の属性」を聞く質問である．これらの項目は質問紙の

冒頭に置かれることが多いことから，フェイス �	�!�
項目と呼ばれる（た

だし，プライバシーに関わる質問が多く質問しづらいため，最近では最後

に置くことも多い）．もう一つが調査で実際に聞きたい質問項目である．

質問文の並べ方には注意が必要である．例えば内閣支持率調査の場合，「あ

なたは現在の内閣を支持しますか」という質問の前にどのような質問を並

べるかで，内閣支持率が大きく変ってしまう可能性がある．内容が深く関

連する一連の質問群では，前の質問に答えたときの思考内容が頭に残った

まま次の質問に回答するため（キャリーオーバー効果），結果に影響を与え

ることがある．
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調査の実施

社会調査を本格的に実施するにあたって，少数の標本（本番の調査の数

％程度）で予備調査（プリテスト）を行うことが望ましい．どれだけ質問

内容や文面を吟味しても，回答者にわかりにくい質問，誤解されやすい質

問が残ることが多い．また，全員がほぼ同じ回答をする無意味な質問があ

ればそれも明らかとなる．予備調査の結果から，質問文や質問紙の構成の

微調整を行ったあと，実際の本調査を行う．

本調査にはかなりの時間と費用がかかる．最も頻繁に用いられる，郵送

調査の場合の予算の概算をしてみよう．通常郵送調査では調査票，返信用封

筒，回答用と謝礼を兼ねたボールペンなどを同封した封筒を郵送して，返

信を待つ．そして，�週間目，�週間目あたりでまだ返信していない世帯に

向けて催促のはがきを出す．約 �ヶ月の調査期間中で回収率が �％程度行

けば，データの回収はまずまず成功である．この想定で予算を概算してみ

よう．

表 ���が，�世帯に切手を貼った返信用封筒を同封した調査票を配布

するケースでかかる費用の概算である．封筒が往復で �枚，�枚 �円

の想定で �万円である．封筒に貼る切手代は，定形外で �グラム以内の

想定で �円（��年現在），往復の �枚に貼るので �万円である．

催促状に使うはがきは �枚 �円（��年現在）で �枚として �万円，

謝礼用ボールペンは �本 �円として �本で �万円である．合計は ��万

円にもなる．

表 ���' �回の郵送調査にかかる費用の概算

単価 数量 金額

封筒 � � �

切手 � � �

催促状用はがき � � �

謝礼用ボールペン � � �

合計 ��
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ここに示した費用は，金銭として直接かかる費用のみである．実際に調

査をする場合には，ここにあげた費用以外に，質問紙の印刷代（紙やトナー

は，手元にある資材を使えば見かけ上はタダである）や，封筒詰めや宛名

書きといった軽作業をする人手（これもアルバイトを使うとコストに跳ね

返ってくる），回収したデータのコンピュータへの入力作業（入力会社に依

頼すると，�人分のデータあたり �円程度かかる）といった手間や費用

がかかる．

近年では，調査会社に依頼してインターネットを使って調査を行う方法

もある．この場合，希望の母集団からの数百サンプルが数日（�日～�週間

程度）で集まるうえに，入力する手間がかからないという利点がある．質

問文をこちらで用意して向こうで/��0にしてもらう場合，費用は �サ

ンプルで �万円，�サンプルで �万円程度である．

��� 実験

����� 定義と特徴

実験についても，まず実験について定義を述べておこう．

実験が取り扱う社会現象を，「「複数の人間が相互作用した結果発生した

行為の集積」として表現できるもの」と定義する．社会現象に対するこの

定義の上で，社会学における実験を以下のように定義する．

複数の被験者の意志決定の結果発生したさまざまな社会現象に

関する結果を，統制を加えた環境下で科学的な目的のために集

めることを目的とした行為

「実験環境を人為的に統制を加える」，「存在している現象を観察するの

ではなく，観察・分析したい現象のデータを直接生み出す」と言う意味で，

実験は事例調査と異なる種類のデータを提供する．また，単なる「意思の表

明」ではなく，「実際の行動」のデータを提供すると言う意味で実験は質問

紙調査とも異なる（表 ���）．実験が可能な現象は限られているが，この特

徴を有効に使えば，実験は社会現象を解明する一つの重要なツールになる．
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事例調査 質問紙調査 実験

データ収集条件の人為的統制 ○ ○

データの生成 ○ ○

実際の行動の観察 ○ ○

表 ���' 他の手法との比較

����� 事前計画と実験設計

実験には時間や人手や費用などの制約がある．そのため，「（今までの実

験データより）繰り返し回数が長期にわたった場合や多人数の場合に何が

起こるのか様々な人数のケースを系統的に調べる」という「広範なデータ

を入手して結果の普遍性を検証する」手続きが困難であることが多い．

例えば，�人の相互作用から起こる社会現象を調べたいとき，�人を集め

て得られるデータは �つである．�データが必要であれば，�人を集め

る必要がある．�．人数が違う場合の結果が必要であるときには，また別で

データを集めなければならない．これだけの被験者を集めるにはかなりの

困難が伴う．そのため，実験の事前計画には十分な時間をかける必要があ

る．以下に考慮すべき項目を並べてみよう．

実験の目的を明確にする

ある社会現象に対する実験を行うとしても，実験者によって異なる目的

を設定することが可能である．実験の目的によって被験者の意志決定環境

が変化するので，実験環境を定義する前に実験の目的を明確にし，実験を

進める手続きを定義しなくてはならない．

�ここが，個人の意志決定を扱う実験（心理学実験の大部分）との大きな差である．意志決
定を調べる実験では，!�人を集めれば !�個のデータが手に入る．
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変数を選択する

実験は，被験者に意志決定を行うときの環境を厳密に管理することで，

データの科学性と追試可能性を保証している．そのため，実験実施者が意

図的に操作した変数以外は，環境を完全に同じにする必要がある．明瞭に

決定したつもりでも，実験をしてみると不明瞭な箇所は出てくるものであ

る．何回か予備実験と修正を繰り返して，実験の設計の不備をなくす必要

がある．

強調するが，実験の設定はできるだけシンプルにしたほうがいい．また，

変数の統制抜けを避けるため，先行研究や過去に自分たちで行った実験を

元に実験を設計することが望ましい．

�回の実験にかけられる時間

�回の実験で被験者を拘束できるのは，実験の概要説明から実施，その

後の謝金の支払いやデブリーフィング（実験の目的の説明，場合によって

はこれはしなくてもよい）の時間を合わせて �時間程度である．それ以上

になると，実験中の被験者の集中力に問題が出る（すなわち，実験の結果

に信憑性が無くなる）．また，拘束時間が長い実験は被験者を集めるのに

苦労する．

そのため，実際に被験者に実験をやってもらうために使える時間はせい

ぜい �時間程度と考えた方がいいだろう．�時間程度で可能な実験を設計

する必要があるし，また，限られた時間を有効に用いるために実験の手順

の十分な吟味を行っておく必要がある．

人手，手間，予算

被験者が一人の意志決定実験を行うのとは異なり，社会学の実験を一人

で行うのはほぼ不可能である．実験の実施を手伝ってくれる協力者や補助

者の存在が欠かせない．そのため，何人かの研究者で研究グループを組む

ことも多い．前日の準備まではそういったグループの「有志」の努力で何

とかなることが多いが，実際に実験を行うときには，時間的な制約から円
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滑な運営を行う必要もあるので，実験補助者をアルバイトとして雇う必要

性が出るかもしれない．

実験を実施するにあたって，予算が一番の制約となることも多い．例と

して前述の寄付ゲームを �人の被験者を集めて �すなわち �グループを一

度に
行う場合，被験者への謝礼や実験協力者のアルバイト代，実験に用

いた文房具やカードなどの費用も合わせて最低でも �～�万円程度は必要と

なる．

����� 実験の実施

次に，実験を実施するにあたって必要な作業を挙げていこう．情報の秘

匿が厳密なことを除くと，文化祭やコンサートなど，何かイベントを実施

する際のプロジェクト管理と基本線は同じである．イベントスタッフの経

験がある人には，既知のことしか書かれていないはずである．

実験準備

被験者を集める 実験を行うにあたって一番大変な作業は，実験にふさわ

しい被験者を集めることである．人が集まる箇所に張り紙をしたり，1)2

ページに挙げたり，知り合いに頼んだりと，集める方法は任意で構わない．

ただし，過去に類似の実験を行った経験があるかどうかだけは，厳重にチェッ

クすることが必要である．

病気や用事で当日に被験者が急にキャンセルする場合や被験者が当日遅

刻してくるもあるので，予備として �，�人多めに集めておく方がいいだろ

う（実験の実施にあたっては，余った被験者には実験に参加した人と同等

の謝礼を渡して帰ってもらう）．

実験が �度限りの場合には被験者集めをシステム化する重要性はない．だ

が，研究グループとしてさまざまな種類の実験を何度も行う場合には，被

験者プールのデータベースを作成することが望ましい．データベースには，

実験参加希望者の名前・性別・連絡先（メールアドレスと携帯電話番号）・

過去に参加した実験の種類，を登録しておく．このデータベースは同じ実

験に �回以上参加する危険性を回避するためだけでなく，別種の実験参加
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を促す連絡メールを送るためにも用いる�．

被験者には前日に必ず確認の連絡を入れる．その際に，筆記用具と印鑑

を忘れないように確認する．

プロトコル，インストラクション，デブリーフィングシートの作成 実験

実施者側が実験の手順を参照するマニュアルをプロトコルと呼ぶ．一方，被

験者に実験の進め方の手順を説明するために書かれたマニュアルをインス

トラクションと呼ぶ．双方を事前に作成し，研究グループ内で何度かチェッ

クを行う．

特に，インストラクションは全く実験の予備知識がない被験者が実験の

手順を理解するために用いるので，誤解が生じないようにチェックを入念

に行う必要がある．被験者が実験の内容と手順を理解しているかチェック

するために，要所要所でチェックテストを入れておく．

プロトコルには当日の集合時間，機器の設置・受付・会計といったそれ

ぞれの準備担当者の名前，当日のタイムスケジュールを明記しておく．当

日手伝うだけの実験補助者がいる場合には，実験補助者が混乱しないよう，

実験補助者の作業は丁寧に記す必要がある．

実験終了後に実験の目的や内容を解説することをデブリーフィング �#�3

4���5�-
と呼ぶ．デブリーフィングシートは必要に応じて作成する．

実験に必要な小道具を準備する 実験に必要な小道具は多い．順不同で列

挙すると以下のようになる：

� 筆記用具：実験中に用いるカード類および封筒

� 各種書類：被験者に書いてもらう実験参加合意書や謝礼の領収書，実

験補助者のバイト料金領収書

� マニュアル類'実験参加者向けの実験インストラクションと実験実施

者向けのプロトコル

�実験参加希望者にデータを登録してもらう際に質問紙調査に回答してもらい，その結果も
データベースに登録してもらっておくと，研究の幅が広がる．「他人への信頼度が高い人だけ
を集めて実験する」と言ったことが可能になるためである．
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� その他小道具：実験参加者がつける腕章，被験者の席を決めるくじ，

実験会場への案内板，受付のチェックシートなど

当日にトラブルが発生しないことはまずない．余裕をもってトラブルに

対処するために，これらの小道具はすべて前日までに印刷・作成して準備

しておく．

謝礼と人件費を用意する 謝礼には被験者への謝礼と実験補助者へのアル

バイト料金がある．実験補助者のアルバイト料金は通常の短期アルバイト

程度（�時間あたり �円から ��円程度）必要である．実験被験者の参

加謝礼は，実験へのインセンティブを高めるために，実験の結果（＝ゲー

ムで得られた得点）に比例した報酬を支払うことが多い．この場合，被験

者の受け取る平均が通常のアルバイト時給と同等かすこし高め（�時間あ

たり �円から ��円程度）になるように設定する．

小銭も含めて十分な量を前日までに用意しておくことが望ましい．

リハーサル できる限り当日と同じ環境でリハーサルを行う．リハーサル

を行うことで実験中の作業に慣れ，実験中の作業が迅速化するからである．

リハーサルで想定時間内に終わらなかった場合，実験本番で時間内で終わ

る可能性はほぼ無いので，実験の手順の変更を検討する必要がある．

また，コンピュータを用いた実験を行う場合には，実験当日に利用する

コンピュータを用いてリハーサルを行うことが望ましい．コンピュータの

微妙な設定によって，実験システムが正しく動作しないことがあるためで

ある．

実験の実施

会場設営と撤収 実験会場の設営は，時間に余裕を持って行う．会場を前

日から借りることが可能なら，前日の夜にすませておく．当日は，実験関

係者の集合時間はすこし早めにするのがよい．まず最初に受付を用意して，

被験者が会場に早めに来た場合に備える．

実験情報が事前ばれないように，プロトコル・インストラクション・デ

ブリーフィングシートは被験者の目の届かない箇所に保存しておく．可能
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なら実験関係者控え室を実験会場とは別個に用意し，そちらに保存するの

がよい．実験中に隣の被験者の意志決定が見えないように，席の間隔は十

分開けておく．

実験会場を撤収する際は，プロトコル・インストラクション・デブリー

フィングシートが会場に残っていないか二注意する．残ったプロトコル・イ

ンストラクション・デブリーフィングシートは，すべて会場から持ち帰り，

別の場所で処分する．

実験中の注意 実験会場では，実験進行担当が常に被験者全員から見える

位置に立つ．会場の側面もしくは後方に実験補助者を配し，被験者からの

質問を受け付けたる．被験者間のコミュニケーションを制限しているとき

には，被験者同士が話さないように注意する．実験進行担当者・実験補助

者ともに，被験者と直接面識が無い人が行う．実験責任者は，緊急時の対

応のために，別室に待機しておく．

実験前の説明は，被験者が不要な緊張や役割期待を持ってしまわないよ

うにつとめる．実験進行担当者が実験のインストラクションはゆっくりと

丁寧に読み上げる．実験実施日間で実験環境が変わってしまうことがない

ように，インストラクションの文面以外の言葉はできるだけ言わないよう

につとめる．可能であれば，実験の説明はビデオに撮影して流してもよい．

被験者の質問は，インストラクションの乱丁・落丁などの必要最小限以

外は受け付けない．その代わり，被験者の全員がチェックテストをクリアー

するまで，インストラクションの説明を丁寧に行う．被験者がチェックテ

ストをクリアーしているかの確認は，実験補助者が会場内を巡回して行う．

被験者同士で確認させてはならない．

実験を開始する前に，被験者に最終意志確認を行う．同意書に署名して

もらって回収するのが一番であるが，実験進行担当者が「実験の参加を取

りやめたい場合には，今立ち去ってください」と言ってしばらく待つ，（コ

ンピュータを用いた実験の場合には）「同意する」ボタンをクリックすると

実験が始まるような仕組みにしておいてもよい．被験者は納得して会場ま

で来ている以上，ここでも合意確認はほとんど儀礼的なものである．しか

し，同意確認が無い実験に対しては，データの信頼性に疑問を持たれるこ

とがある．
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実験本番が始まったら，被験者に不要な緊張を与えないために，実験補

助者が会場内を巡回する必要はない（試験監督をするのではない）．カー

ドの回収と前回得点カードの配布など，実験補助者と被験者の間の接触は

必要最小限にとどめる．

実験終了後，直ちに各被験者の謝礼を計算する．謝礼の受け渡しは他の

被験者から見えない箇所（別室が望ましい）で行い，署名・捺印された領

収書と引き替えで渡す（被験者が印鑑を忘れた場合には，謝礼は印鑑と引

き替えに翌日以降に渡す）．

実験後のデータの管理 実験中に被験者が記入した意志決定の記録シート

は，日付を明記して保存する．同じ実験を複数回行う場合，日付の記入を

忘れると記録がすぐに混乱するので，忘れずに行う．コンピュータ化した

実験でデータがデジタルデータしかない場合には，消失すると復元不可能

であるので，複数の記録メディアやマシンに保存する�．

��� データの分析

����� 前段階の作業

誰かに「あの調査（実験）の結果，どうだった？」と聞かれてデータを

そのまま見せるヒトはいない．生のデータをそのままみても，何が重要な

結果かわからないためである．データの分析とは，「データ内に潜む，重要

な性質を掘り起こすこと」に他ならない．調査も実験も，データ分析は図

���の順番で行う．

データ入力 データ分析の第一歩は，コンピュータで処理可能にするため

にデータを入力することである．データ入力時点でミスが大量に発生する

ので，独立して �名が入力して入力後に相違点をチェックするのが望まし

い ��度打）．これによって，入力ミスが激減する�．

�研究グループのメンバーに対してメールで配布する，と言う形でデータを持つ人間を複数
にするのがもっとも安全である．

�入力者が  ％の確率でミスをするとすると，�名が同じ箇所で入力をミスする確率は �� "
となる．
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図 ���' データ分析の流れ

データクリーニング データ入力後，データクリーニング作業を行う．デー

タクリーニングとは，データ入力のミスや回答者の無意味な回答（�から �

で回答する必要がある箇所で �や �を回答する）を「欠損値」として処理

し，分析時に発生する問題を事前に回避することである．データクリーニ

ングはデータを入力する時点でも可能であるが，データ入力を業者や調査

を内容を詳しく知らない学生に委託した場合は，コンピュータ上でデータ

クリーニングを行うこととなる．また，とにかく全部データを入力してし

まってからコンピュータ上で一括処理する方が速いため，データクリーニ

ングをコンピュータ上で行うことも多い．

単純集計 データクリーニングが終わったら，入力した全ての項目につい

て集計表（度数分布表）を打ち出す．この段階でミス（質問にあり得ない

数値）を発見したら，データクリーニングに戻る．このプロセスは分析の

基礎となるプログラムの作成（特にデータ入力部分の作成）を兼ねており，

集計表が間違いなく打ち出せるようになったら，集計に使ったプログラム

と集計結果は保存しておく．今後は単純集計を出すために作成したプログ

ラムに追加していく形で，データ加工や詳細な分析のためのプログラムを

作成する．

����� データ分析

一通りの前段階準備が終われば，いよいよデータ分析である．データ分

析はデータの加工と分析の間を往復する形で行われる．
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データ加工 データの加工とは，分析の際に用いるさまざまな変数を入力

データから生成することを指す．寄付ゲームで，被験者の意志決定（寄付

する／しない）が前回のゲームの結果の影響をどれだけ受けるかを調べる

状況を考えてみる．グループの人数や公共財価値の算出方法などが全て同

じ環境下で実験した場合には前回の公共財価値と寄付選択率を分析にその

まま用いればいいが，グループの人数や公共財価値の計算式が異なる環境

で行った実験結果の比較と分析を行いたい場合，実験でのグループ人数や

公共財価値ではなく，どの実験環境でも共通して出現する変数として，「自

分以外の寄付選択率」を用いると分析がしやすい．

データ分析

データ分析は，さまざまな度数分布表，クロス集計表，散布図を作成する

ことから始まる．クロス集計表とは，複数のカテゴリー（性別，職業）の全

組み合わせについて個別に集計した表のことであり，散布図とは二つ（も

しくは三つ）の項目の値を座標空間にプロットしたものである．

基本的に，これらの基礎的な集計表を作った段階で見受けられなかった差

異は，どんな高度な統計手法を用いても検出することは出来ない．これら

の表を多数作成しつつ考察を深めることで，大まかな分析方針を決定する．

具体的なデータ分析手法は紙数の関係から省略するが（詳しくは章末の

文献案内を参照されたい），基本的な方針だけを挙げておこう．

社会現象ではある結果を示す変数に対して原因となる変数が複数ある場

合が普通である．他の原因となる変数の影響を制御して，個別の変数によ

る結果への影響力を評価したい場合には，回帰分析系の手法（重回帰，パ

ス解析など）を用いる（図 �����
）．複数の変数に共通する因子を見いだ

し，変数間の構造を調べたいときには多変量解析の手法（因子分析，主成

分分析など）を用いる（図 ����4
）．両者のアプローチを統合した（もしく

は同時に行う）分析に共分散構造分析があるが，これは高度で難度の高い

分析となる．
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#� 回帰モデル

　　　

#� 構造モデル

図 ���' 分析の違い

����� 分析で用いるソフトウェアについて

データを分析する時に用いるソフトウェアは，基本的に何でも構わない．

最も安価に分析したい場合には，市販されているパソコンにプリインストー

ルされているエクセルでも可能である．エクセルには組み込み関数が豊富

に用意されており，その中には統計計算を行う関数も多数存在する．また，

ピボットテーブルを用いればクロス集計を行うことが可能であるし，分析

ツールを用いれば重回帰分析や分散分析を行える．これらを駆使すれば，か

なりの分析が可能である．

だが，エクセルの関数ヘルプには誤りが多く，分析ツールの計算精度も

高くない（他の本格的統計ソフトと小数第 �位から計算結果が異なること

も決して珍しくない）．また，質的変数の回帰モデルや多変量解析などの

本格的な分析はエクセルで標準的にサポートされていない．そのため，基

礎的な分析を手軽に行うために使うか，他の統計ソフトの分析結果をグラ

フ化するときに使うのが標準的な使い方となるだろう．

研究者が利用している統計ソフトウェアとしては，�6��と �7�が双璧

である．昔は �7�が圧倒的なシェアを誇っていたが，近年は �6��の利用

者が増えている（いち早く89:を整備したことが理由らしい）．この �つ

以外にも，��6（経済学研究者に圧倒的に支持されており，時系列分析に
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強い）や ��7�7���879��などが訳使われているソフトである．

これから統計ソフトウェアを勉強する人は，周囲で最も使われていて，い

ざとなったときに質問できるソフトウェアにするとよい．そのソフトウェ

アに解説本が多数出版されているならなお望ましい．分析のプログラムは

再利用や相互利用できるので，一緒に研究しているグループがあれば出来

るだけ同じソフトウェアを使うと研究を効率化できる．

��� 今後の課題

今後の課題として，実験のコンピュータ化と社会学における実験の意義

を簡単に記しておく．

����� コンピュータを利用した実験

最近では，実験にネットワークにつながったコンピュータ（たとえば;8:

を用いたクライアント・サーバシステム）を利用することも多い．実験に

コンピュータを用いると，実験一回あたりにかかる費用や手間が下がるだ

けでなく，コンピュータを用いない場合には不可能な実験も可能となる．

図 ���' ;8:
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手間の面から見たコンピュータ化の利点

コンピュータ化の利点を説明するために，寄付ゲームを繰り返す実験を

考えてみよう．被験者の間でお互いの意志決定がわからないように実験を

進めるには，たとえば以下のような手順が必要になる：

�� 被験者に自分の意志決定をカードに記入してもらう

�� 実験補助者がカードを回収する

�� 被験者達に見えないところでグループ全員の意志決定を集計し，公共

財の価値を計算する．

�� 寄付の合計と公共財の価値が記されたカードを実験補助者が各被験者

に渡す（各被験者に対して個別に席上の机の上に置く）

このプロセスを繰り返すのは非常に時間がかかる．回収の迅速化と確実

性を高めるには，�グループ（�人）あたり実験補助者を �名（すなわち �

名）用意する必要がある．だが，�名用意したとしても，実験時間を �時

間とした場合，繰り返せる回数は �回から ��回程度が上限である．

こういったコストと手間を省き，実験の効率化をはかるために，ネット

ワークにつながったコンピュータ（クライアント・サーバシステム）を利

用することができる．コンピュータを用いた場合，先ほどの手順は以下の

ように変更される：

�� 被験者はコンピュータ上で意志決定を行う

�� 意志決定の結果はサーバに送られる

�� サーバで被験者の意志決定の集計と，公共財の価値計算が行われる

�� 各グループの寄付の合計量と公共財の価値がサーバから各被験者に送

信される

コンピュータ化をしたことで，以前の手順の �から �がすべて自動化され

るだけでなく，カードの回収のための実験補助者は不要になる．また，サー

バ内に実験中に被験者の意志決定を記録できるので，実験後に記録を入力

する手間も省くことができる．
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研究可能性の拡大

コンピュータ化のさらなる利点としては，実験時間内で繰り返せる回数

が飛躍的に増えることがあげられる．寄付ゲームの場合，�時間の実験時

間で �回から �回程度の繰り返しが可能になる．そのため，これまでは

時間的制約から不可能だった繰り返し回数のデータを用いた研究が可能に

なる．

また，ゲーム途中の得点計算をコンピュータに任せることで，人間が計

算を行っていた場合には不可能な複雑な実験を行うことが可能になる．た

とえば，次のような寄付ゲームの拡張は，コンピュータ化無くしては不可

能である：

最初は �人ずつの �グループでこれまでと同じ形でスタートす

る．繰り返し �回ごとに各グループの結果が公表され，被験者

はその情報を元に次の �回の寄付ゲームを �グループのうち

どのグループでプレイするかを選ぶことができる．各グループ

の人数には制限が無く，人になってもかまわないものとする．

寄付ゲームは最終的に �回（移動機会は �回）繰り返される．

実験が拡張できる大前提は，�時間の実験時間で行える繰り返し回数が

増やせたことである．また，容易に想像できることだが，�回ごとに各グ

ループの人数と被験者の所属グループが変わることで，得点計算処理は非

常に複雑になる．実験実施者側が実験中にミスをする可能性を考えると，こ

の実験はコンピュータ化抜きには考えられない．

コンピュータ化の弱点

実験のコンピュータ化は利点ばかりではなく，もちろん弱点も存在する．

まず，実験システムの開発と維持にかかる費用である．実験プログラム

の開発および実験用コンピュータに実験システムを設定するには，理工系

大学院の修士課程かそれ以上の専門的な能力が必要である．そのため，研

究グループ内にそのようなスキルを持つ人がいない場合には外注する必要

があるが，ここにあげた拡張寄付ゲームの実験システムを構築しようとす
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ると，プログラムの開発とサーバマシンの設定を合わせた費用は（一番安

い場合でも）�万円から �万円かかる．

次に，実験システムが安定稼働するまでにはかなり時間がかかる．ネッ

トワークが関係するシステムでは通常のプログラムと比べてチェックする箇

所が膨大に増えるので，トラブルの発生原因の特定が難しい．システムが

複雑になるほどデバッグ（プログラムの誤りの修正）に手間がかかる．加

えて，十分なストレステスト（高負荷試験）を行っておかないと，実験中

に思いがけないエラーが発生することがある．また，システムのエラーと

は別に，実験プログラムのインターフェイスを調節したり，被験者の気ま

ぐれな行動から安全なシステムを構築するための時間も無視できない．被

験者が発作的にプログラムを終了させてしまったり，間違えた操作をして

しまった場合にも現状復帰できる頑健なシステムを構築するためには，テ

ストを繰り返す必要がある．最低でも数回，実際の実験と同じ想定で（実

験協力者や実験補助者を総動員して）システムをテストし，その結果発見

された要改善点を開発者にフィードバックする，と言うプロセスを最低で

も数回行う必要がある．

最後に，一度決定した仕様を変更することが難しい．手実験では容易に

変更可能な実験設定の変更でも，一度プログラムを書いたあとで変更する

ことは難しいからである（プログラムの内部処理場は可能でも，画面表示

の関係で実質上不可能な場合もある）．拡張寄付ゲームの例の場合，プロ

グラムを書く段階で被験者の人数やグループ数，繰り返し回数などは変更

可能なパラメータとして設定してことはみんな考えるだろう．だが，「被験

者が意志決定する際に表示する情報を変更する」と言った，微妙な設定変

更を行いたいと考えても，プログラムを書く前に表示する情報の設定パラ

メータを用意しておかないと，後で修正することは非常に困難である．様々

な設定を変更可能なプログラムは複雑なため，開発コストが高騰する．実

験開発者側は将来の拡張可能性も十分配慮してシステムを開発（もしくは

外注）する必要がある．
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����� 社会学に固有の実験法について

最後に，社会学で実験という研究ツールをどのように用いるのが望まし

いのかを議論しよう．議論するに当たっては，類似の対象にアプローチし

ている他の諸学問の方法を参考しよう．ここでは，社会心理学，実験経済

学，ゲーミングシミュレーションで一般的に行われている方法を比較した

後，社会学における実験の意義を議論する．

社会心理学における実験

末永編 <�=によると，社会心理学は，社会的行動の理解と予測を目的として

いる．「社会的」とは，「他者の介在」を意味している �6�
．実験の目的は，「人々

が行動する社会的場面に対して研究者の側が人為的な統制を加えたうえで，

その人の行動を観察したり，言語報告を求めたりする」ことである �6��
．

この学問的な性質から，「社会的場面での被験者の意志決定の一般的性質を

調べる」ことへと主たる関心は向けられる．

実験の際にとられる手法としては，（ミルグロムによる権威への服従実験

（アイヒマン実験）で有名な）被験者に嘘の実験目的を伝えて被験者の行動

を観察したり，偶然モノを落とした風に装ったり，と（次に述べる）実験

経済学と比べるとかなり自由度が高い．また，被験者に対する報酬に対し

ては，記念品程度のこともあり，明確なルールはない．

経済学における実験

経済学で実験を行う目的には，社会心理学と同じ趣旨で行う �
被験者の

行動に関する分析に加えて，�
理論が示した結果が人間を用いても得られ

るかの検証，�
理論の負荷試験 ��"���� ���"
，�
制度の評価，がある．理

論の負荷試験とは，通常の経済理論で想定している状態 �完全に利己的な個

人で構成された市場での完全競争
 からどれだけ乖離しても理論が想定す

る競争均衡に達するかを被験者を用いて調べるものである．制度の評価と

は，オークション市場や ���排出権取引市場などが理論が想定しているパ

フォーマンスを発揮できるか，実際に被験者を用いて実験することで評価
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することである．このように，被験者の行動にかなりの合理性が予想出来

る経済現象に限定されるものの，被験者間の相互作用とその結果として発

生する現象に対する分析と評価を行う点に特徴がある．

また，実験経済学では，「被験者に金銭的報酬を支払う」ことを実験手続

きの正当性の担保として求められる．金銭的報酬は実験結果に対応した単

調増加関数であることが要求される．授業中に教育の一環（もしくは正式

な実験の予備実験）として実験を行う場合でも，実験結果を成績に加点す

ることが望ましいとされる．この理論的根拠が，「価値誘発理論」である．価

値誘発理論は，実験の被験者に事前に特定した特性を誘発させるために実

験者が報酬手段を適切に使用すること，そのためには報酬が以下の �つの

条件を満足することを求めている �����#%�� ��# �.�#��<�=
．

�� 単調性：被験者は少ない報酬より多くの報酬を好み，報酬に飽きたり

る（欲望が飽和する）ことがあってはならない

�� 感応性：報酬は被験者 �および他の被験者たち
の行動に依存しなけ

ればならず，被験者の理解している制度的ルールに依存していなけれ

ばならない

�� 優越性：実験中の被験者の効用の変化は，主として報酬に由来しなく

てはならない

報酬に対するこれらの諸条件が要求される背景は，「定常繰り返し法」と

呼ばれる実験手法とも関連している．定常繰り返し法とは「被験者に同じ環

境での意志決定を繰り返してもらう」という実験方法である．実験を始め

た段階では被験者は実験環境になれていないし，どのように振る舞うのが

自分の利益にかなう合理的行動であるかを理解しているとは限らない．そ

のため，一回目の意志決定に注目するのではなく，環境について学習した

後に意志決定がどこに収束したかに注目する，と言う実験方法である．

すなわち，報酬に対する価値誘発理論が要求されるのは，同じ環境が繰

り返されるなかで被験者が実験中の単調な作業に退屈してしまい，「実験に

最善を尽くすことより，いろいろ試すことからくる知的好奇心の満足の方

に流れる」ことを防ぐために設定されている条件である�	．
�	現在では学会誌への論文投稿の必須条件となっており，制度的な要請ともなっている．
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被験者の行動原理と金銭的報酬について

実験経済学で要求される被験者に金銭的報酬を払う条件は，データの科

学性の担保が主たる理由であるが，経済学固有の理由もある．それは，「経

済学が分析の対象としているのが，被験者の主たる行動原理が金銭的動機

である現象」であること，「理論の検証のために，実験中は被験者に対して

かなりシンプルなゲームを繰り返させる（定常繰り返し法）」ことである．

そのため，「被験者の主たる行動原理が金銭的動機でなくてもよい現象」を

実験することが多いと考えられる社会学では，無条件にこの条件を適用で

きるかは不明である．

事実，社会的ジレンマ問題のような「被験者の主たる行動原理が金銭的

動機でなくてもよい現象」「他人との相互関係によって，ムキになって（実

験に熱中して）真剣に行動する現象」の実験結果では，たとえ実験中に得

られた得点に対応した金銭的報酬を払ったとしても，全員が完全に利己的

な行動をとるという結果（ナッシュ均衡）が得られることはまれである．ま

た，実験結果に比例的な金銭的報酬を払わなかったときでも，結果は金銭

的報酬を払ったときと見分けがつかない．そのため，実験を行うにあたっ

て，「被験者たちを実験の世界に熱中させるだけの作り込みさえあれば，比

例的な金銭的報酬にそれほどとらわれなくとも信頼できる結果が得られる

はず」と考えることも可能である．

「統制された環境の中で人間が様々な行動をする，その結果に金銭的報

酬が伴わない．日常生活への影響もない」現象とは，まさに「遊び」であ

る��．この「遊び」を教育や制度設計の研究に取り入れているのがゲーミ

ングシミュレーションである．

ゲーミングシミュレーションの手法

ゲーミングシミュレーションは「ビジネスゲーム」という形で「現実と

対応がつく仮想世界で，現実に使えるスキルを訓練する」手法として開発

され，その後はビジネスだけでなく国際関係論や都市工学などの分野でも

��「実際，遊びは本質的に生活の他の部分から分離され，注意深く絶縁された活動であり，
それはふつう，時間と場所の明確な限界の中で完成される．（カイヨワ，『遊びと人間』，多田道
太郎・塚崎幹夫訳，講談社学術文庫）」
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「計画・政策担当者の訓練や新しい計画の評価を行う手法」として発展して

きた��．また，社会学や社会心理学などの領域では，「板書講義では伝わり

にくい社会構造を仮想的に体験することで，わかりやすく理解するための

ツール」として，学生の教育に利用されている（新井他 <�=）．ゲーミング

シミュレーションは多様な形態で用いられるため，厳密な定義は専門家で

も議論が分かれている．だが，「プレイヤーの役割構造を作り込んだ人為的

なコミュニケーション空間を構築して，ゲーム内の仮想現実を体験する」と

いう漠然とした共通理解がある．

実験は「被験者の意志決定を中立に保つために，被験者の意志決定に影

響する情報を与えてしまう可能性をできるだけ排除する」という方針であっ

た．ゲーミングでは実験とは異なり，ゲーム内でのプレーヤの役割に対し

て十分豊か（複雑）な定義を与え，役割に伴うインセンティブ構造を十分

に作り込む．十分に作り込まれた「リッチな現実感」を提示することで，プ

レーヤーがゲームに「熱中」する構造を作り込む．ゲーミングではゲーム

内の結果に対して，プレーヤーに報酬を払うことはないが，プレーヤーが

十分に熱中する構造があれば，ゲームの結果に比例した報酬を用意しなく

ても，ゲームの結果に再現性があることが知られている．

また，ゲーミングは「デブリーフィング」と呼ばれるゲーム後の相互反

省の機会を非常に重要視する．デブリーフィングではゲームの内容や途中

で起こった出来事に対して，ゲームプレーヤー同士が自分のゲーム内経験

に基づいて率直に話し合う．ゲームで起こった出来事やその背景にある構

造と因果関係について理解を深めるのである．

社会学における実験の意義と方法

経済学と合理的選択理論は，意志決定原理として利益最大化��を採用し

ている．他者の選択は「選択肢を選ぶ状態空間」としてのみ影響を与える．

すなわち，意志決定の過程そのものに影響を与えることはない．また，利

得を変化させない限り，外的な環境の変化は中立であることが仮定されて

��飛行機の操縦を訓練するフライトシミュレータ，都市開発ゲーム，日本や中国大陸で全国
統一を目指すシミュレーションゲームなどを想像してもらうとわかりやすい．

��ここでは金銭的利益のような，客観的な利益を議論の対象としている．他者の利益を自分
の利益に換算すると言った，主観的な利益は考慮しない．



���� 今後の課題 ��

いる．

しかし，役割期待に沿った行動が典型例だが，社会学が想定する人間の行

動は他者との相互作用が意志決定に深く関係し，客観的な利得を変化させ

ない環境変化に対しても行動が劇的に変化することが多い．そのため，実

験経済学が想定しているような金銭的報酬のみを誘因とした想定での実験

では，満足のいく実験を設計することが難しい．また，解明ができない現

象が多数存在することも容易に予想される．ゲーミングで用いられている，

「プレーヤーの役割期待を作り込むことで，ゲームに熱中させる」インセン

ティブ構造を実験設計時に積極的に採用することが重要だろう．

それでは，金銭的報酬が全く無用である，と言い切るのは難しい．ゲー

ミングが行おうとする「リッチな現実感」のなかで行われるゲーム結果は，

たとえ再現性があるものであっても，要因の分析と切り分けを行うのは非

常に難しい．デブリーフィングによってゲーム参加者の意図を聞き出した

としても，本当にゲームの設計者や実施者が考えていた要因が再現性のあ

る結果の主要因であるかについて，確証を得るのが難しいのである．分析

が可能なように環境をシンプルにしすぎると，被験者の「飽き」の問題が

また浮上してくる．

最終的な「落としどころ」は，「金銭的報酬で被験者の最低限のコミット

メントを担保しつつも，様々な動機に基づいた被験者の行動を誘発できる

ようなリッチな現実感を持つ実験環境」と言うことになるだろう．

社会学の実験目的には，単なる理論的命題の検証に限定されることなく，

近年の実験経済学やゲーミングが目標の一つとして掲げている「制度設計」

も，積極的に加えるべきだろう．

まとめ

ここまでの議論をまとめよう．社会学において，実験中の被験者のイン

センティブ設計についての基本指針は以下のものとなった：

�� ゲーミングの手法に従い，被験者の役割について解明したい現象の再

現に十分な「リッチな現実感」の提示につとめる

�� だが，実験へ被験者が許容可能なレベルで真剣に参加することを担保
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するために，結果に比例した金銭的報酬を用意する

また，社会学における実験目的としては以下の �つを挙げる．

�� 社会現象に対する仮説を構築する前段階として，被験者の意志決定を

探索する

�� 被験者の行動に関する仮説を検証する

�� ある社会現象に対する理論的な帰結を検証する

�� 社会現象に対してある制度を構築（環境に制約を与える）した場合に

起こる結果にたいして，制度の評価・テストを行う

��� さらに勉強するために

まず，調査と実験の双方についてわかりやすくかかれた優れたテキスト

として，『実証研究の手引き�調査と実験の進め方・まとめ方』（古谷野�長

田 ����）を強くすすめる．この本で全体像をつかんだ後で，必要な個別テ

クニックが書かれた本へと進むと間違いがない．

社会調査を行う人の場合，次の本は『社会調査ハンドブック』（飽戸 ����）

にするすることを進めたい．社会調査の定義，データの抽出法，調査の実

施法，データ分析の方法から，実際の質問紙のサンプルまでが網羅されて

いる．

仮説検証型の調査の好例は多数存在するので各人の好みに合うものを探

せばいいが，考察を行う基礎データを集める種類の社会調査のいい例を挙

げるのは意外と難しい．ここでは，>/(によって行われた「性についての

実態調査」と，山田昌弘『現代日本フツーの恋愛』を挙げておく．

実験を行う人の場合，実験経済学の実験マニュアルか社会心理学の実験

マニュアルを読むことになる．実験経済学の実験マニュアルとしては，『実

験経済学の理論と方法』�����#%�� ��# �.�#�� ���������
がある．本章

の内容も，この本に多くを依っている．合理的選択理論を一つの仮想論的

として実験を行うのなら，一読することを強く進めたい．社会心理学では，

『社会心理学研究入門』�末永俊郎編 ����
がある．この本は実験だけでな
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く，質問紙調査や面接調査など，心理学で行う研究手法が一通り説明され

ているので，持っていると便利である．

本章の冒頭で仮想論的とした合理的選択理論の入門書には，『社会科学の道

具箱?合理的選択理論入門?』（)��"�� ���������）がある．このような合理

性の仮説に基づいた理論的帰結と実際の結果が異なるという「アノマリー」

現象を集めた本には，『市場と感情の経済学』������� ���������
がある．

著者のセイラーは経済学の基本法則の検証に行動分析の手法を用いる行動

経済学者で，本章で取り上げた実験経済学とは研究スタイルが異なる．行動

経済学者達の基本的な業績を集めたリーディングスに，@;� �!��，A��.��

��# ���%��@�(����%�� ��# �$����B �#� �
がある�この論文集は実験

の優れた事例集としても一読を勧めたい．

ゲーミングについては『ゲーミングシミュレーション』（新井他 ����）を

読めば，概要をつかむことができる．実際に自分でゲームを作ってみると

きは，『ゲーミング・シミュレーション作法』�8����4��# ���������
が役

に立つ．

人間の意志決定について述べられた本では，『心理学が描くリスクの世界：

行動的意志決定入門』が質問紙調査と実験の結果が数多く載っており，便

利である�

本文中ではデータの分析法についてほとんど触れることができなかった

ので，ここでいくつかおすすめの本を挙げておく．『バイオサイエンスの統

計学：正しく活用するための実践理論』（市原 ���）は統計学の基礎から

実験データの各種検定法まで，豊富な図と具体例でわかりやすくかつ簡潔

に紹介されている．（今回は紹介しなかった）ノンパラメトリック検定の説

明も充実しており，十分な数の実験データを取りにくい社会学の実験の分

析には最適である．実験データの分析はこの本で十分だが，もっと複雑な

検定が必要になったら『心理学のためのデータ解析テクニカルブック』を

参照すること．

本文の注でも挙げたが，谷岡一郎『「社会調査」のウソ�リサーチ・リテ

ラシーのすすめ』はいい加減な調査が陥りやすい罠について丁寧に紹介し

てある名著である．調査や分析を行う前に，是非一度読んでおきたい．
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