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� はじめに

いわゆる公共財供給問題（社会的ジレンマ問題）に

ついての被験者実験を行うと、ナッシュ均衡である「全

員が公共財へ寄付しない」と言う状態が最初から現れ

ることはほとんど無い�。だが、それは決して協力的な

結果が発生することを示すわけではなく、多くの実験

で、「最初はみんなある程度協力的であったのが、ゲー

ムを繰り返しているうちに徐々に協力度が下がってゆ

く」と言う緩やかな協力の崩壊傾向が見られる。

この「徐々に協力度が下がる」と言う結果を生み出

している社会的なメカニズムと被験者の行動原理を調

べるために、被験者に実験中に自由記述を書いてもら

うという試みを行った。また、実験後に一般的な他者

信頼尺度の質問紙に回答してもらい、その結果と比較

を行った。

� 閾値つき公共財供給ゲームの被験
者実験

今回の実験では、����� ��� ������ 	
�の閾値付き

公共財供給ゲームの枠組みを採用した。

��� ゲームの構造


グループあたりの被験者数を �人とする。�人は

それぞれ �点の持ち点があり、その中から寄付する量

を意思決定する。寄付できるのは 
点単位で、点／


点／ �点／ �点／ �点／ �点のいずれかである。

被験者は寄付をする前に他の人と事前に相談するこ

とも許されておらず、また、誰がいくら寄付したのか

を事後的に知ることも出来ない。ただし、意思決定後

�さらに言えば、この「全員が非協力」という状態が生まれるこ
ともほとんど無い。

図 
� ゲームの構造

に実験実施者が全員の寄付の合計を伝えるので、その

情報を次回の意思決定に利用することはできる。

�人の寄付量を集計した合計が 
点を下回ったとき

は、寄付した点数は全て没収され、何の見返りも無い。

合計が 
点を超えたときのみ公共財が発生し、全員

が平等に公共財からの利益を享受できる。実験では、

公共財の価値の決まり方が �種類（比例 �式 
�／固定

�式 ��）の場合をそれぞれ調べる（図 
）。

公共財の価値の決まり方によって、プレーヤー ��� �


� �� �� �� ��の寄付量を �� としたとき、彼の寄付ゲー

ム終了後の利益 ��をそれぞれ以下のように定義する：
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単純に全員の寄付額の合計の �倍を人数で割った値

を返す既存のゲームとの違いは、このゲームにはナッ



シュ均衡状態が複数あることである。すなわち、全員

が寄付ゼロと言う既存のゲームと同じナッシュ均衡に

加えて、「全員の寄付金額の合計が 
になり、かつ寄

付したことが損をしない�任意の組み合わせ」が全て

ナッシュ均衡になる。

すなわち、一人あたりの寄付が � 以下の ������ な

ナッシュ均衡は、��� �� �� �� ���
�� ��� �� �� 
������

��� �� �� �� ����� ��� �� �� ��
����の合計 �
 通りが

存在する�。

このゲームでは「全員がいくらかの寄付をしている

状態」もナッシュ均衡になりうる。そのため、他の被

験者の行動を考慮せずに自分の最適行動を計算するこ

とは出来ない。すなわち、「他の被験者がどう行動す

るかの予測」の影響を受けやすくなっている。

このゲームを 
回繰り返すことで、被験者の行動

を調べた。

��� 被験者のプロフィール・実施方法

実施した実験の環境は下の表の通りである。

実施日 被験者 公共財 男性�女性



月 �日 公募 変動 
 �




月 �日 公募 固定 
��!

�月  日 同一校 �クラブ� 変動 
��"

表 
� 実験環境

今回検討する実験の被験者は全て中学生である。実

験は �
年 

月 �日・�日と、��年 �月  日に

実施した。前者（�
年 

月）の被験者は京都およ

び近隣府県の中学生を公募する形で集められた。後者

（��年 �月）の被験者は京都産業大学に近い中学校

の運動部員の協力を得た� 。また、被験者には実験実

施前に、「ゲームで得た得点に応じた景品�」が出る旨

が告げられた。
�「寄付したことが損をしない」条件は、「� 寄付したけど �し

か戻ってこなかった」と言う場合を排除する為の条件である。
�一人あたりの寄付が ��無差別� な場合を含むと、

����� ����������� ����� ����������� ����� �����������
����� ������������ ��������� ������� ����� ���������� の、
合計 �	�通りがさらに追加される。

�付記しておくと、ここで挙げた「運動部」と言うのは陸上部で
ある。練習は非常に熱心で、京都市下ではかなり強豪に属するそう
である。ただし、球技系のクラブほど「チームワーク」が強調され
ることは少ないと考えられる。

�実験経済学の立場では、ゲームで得た利得に応じた報酬（感応
的報酬）を与えられることを被験者が理解していること、その報酬
が被験者（および他の被験者）の行動に依存している必要がある
（
������ ��� ����� ��� を参照）。だが、中学生を対象にした
実験であるため、「現金をそのまま報酬とすることの教育的影響」
を考慮し、通常大学生で行った実験で支払う報酬の数分の �にした
上で同額程度の景品と交換させた。

��� 質問紙調査と自由記述欄

実験中の被験者の選択プロセスを検討するために、

質的データと質問紙による調査データを利用する。実

験実施者が被験者の意思決定を集計している時間を用

いて、実験結果の記録用紙の自由記述欄に感想やコメ

ントを記入してもらった�（図 �）。これを質的データ

として利用する。

また、実験終了後に得点を集計する時間を利用し

て、#�一枚の質問に回答してもらった。質問には、天

貝 	�� 	��の「他者信頼性尺度」を用いた�。これを質問

紙調査として利用する。さらに、小山が講義中に行っ

た、同様の実験�で集めた自由記述の記録も分析に利

用する。

図 �� 結果記録用紙の自由記述欄

�被験者に実験中に自由記述を書いてもらうことは、被験者の思
考の構造化を促す可能性があり、自由記述を行わない場合と必ずし
も同じ結果を生まない可能性がある。ここで行ったのは、一つの可
能性の提示であることをお断りしておく。

�オリジナルの尺度は 	件法であるが、最初の調査実施時に質問
紙にミスがあり � 件法で一度集めてしまったので、以後 � 件法に
統一してデータを収集した。質問は以下のとおりである：

�� これまでに出会ったほとんどの人は私によくしてくれた

�� 人は信頼できるものだと思う

�� これまでの経験から、他人もある程度は信頼できると思う

�� 人はたいていお互いに正直に、誠実に関わりあいたいと思っ
ている

�� 私は多少の事があっても、今の信頼関係を保っていけると思う

	� 周りのほとんどの人は私を信頼してくれると思う

�� 私には信頼できる他人がいる

�� この先の人生でも、無理をしなくても信頼できる人と出会え
るような気がする

�授業を行った教室のレイアウトの関係上、同じ机に座っている
人を同組にした �列（�机）を �グループにし、閾値を ��点にし
て実験を行った。この実験は同じ机に着席している複数人での意思
決定であることに加えて、報酬も用意していない。そのため、授業
で行ったものは、正確には「ゲーミング」を行った、というべきか
もしれない。ここでは参考データとして用いる。



� 結果

��� 質問紙調査の集計結果

表 �に質問紙の全体集計、クロス集計の結果を示す。

実施日別だけでなく、性別および学年別集計でも他人

への信頼度に有意な差は見られなかった。

$ 平均 標準偏差

全体 ! �"%� �%��



月 �日 � �"%
 �%"�



月 �日 � ��%" �%�

�月  日 � � % !%
�

男性 �� �"%�! �%��

女性 
� �"%
� �%�



年生 �� � %�! �%��

�年生 �" ��%�
 �%�

�年生 �
 � % !%"�

表 �� 集計結果

以下、実験結果と比較することで他人との信頼度と

実験結果の間に関連が無いことを見ていくが、他人を

信頼する度合いの差によって結果の差が生じたわけで

ないことはここで確認しておく�。

��� 実験結果

図 �から図 �のグラフが、各グループの合計寄付量

の推移である。点線は �グループの平均値の推移を表

している。凡例の名前についたカッコ内の数値は、各

グループの他者信頼尺度の平均値を表している。

この中で、特に目をひくのは図 �の結果である。京

都産業大学ではオーストラリアの中学生との比較実験

や京産大生との比較実験も行っている（詳細は &�'(

�)*��� ��� �� 	��を参照）。そこで得られた一般的な知

見としては、さまざまな条件（閾値のあるなし、変動

条件のあるなし）に関係なく、「徐々に協力が崩壊し

てゆく」と言う傾向が見られる、ということである。


 回の試行後もまだ協力関係を保っているケースは

非常に珍しい。

�すなわち、学年や性別 � 他人への信頼度 � 実験の結果と言
う因果パスはひけない、ということである。この結果は、大学生を
用いた囚人のジレンマの実験で性別・学年で実験中の行動 �協力を
選択する確率� に有意差を得た 
���� �	�の実験の結果とは異なる
点が興味深い

図 �� 公共財価値変動・公募

図 �� 公共財価値固定・公募

図 �� 公共財価値変動・同一クラブ



��� 質問紙調査の結果と、実験結果との
�無�関係

実験結果と質問紙の集計結果との比較から得られる

注目すべき結果は、�残念な結果ではあるが�「他人を

信頼する尺度と実験結果の間で関係が見られない」こ

とである。

直感では、図 �のような結果をみて、「他人への信

頼度が高いのではないか」と考えがちである。しかし、

図 �のグループだけが他者信頼尺度が特別に高いと言

うわけでないことである。すなわち、ここで協力が成

立したのは被験者達の一般的な他者を信頼する傾向が

高かったからではなく、あくまでも「いつもいっしょ

に練習する仲間」であった効果が非常に大きい、と考

えるべきであろう。

運動部のメンバーと言った「他人と共同作業を行う

経験」を積んだとしても、そのことが他人を信頼する

傾向を高める訳でもないし、逆に他人を信頼する傾向

がある人間が運動部に入っており、そのことが協力の

維持に影響を与えたわけでないことが示唆されている

と言えよう。

また、図 � から図 � の全てのグラフにおいて、グ

ループ内での他者信頼尺度の平均値の順位と、
試行

でのグラフの位置（上から何番目か）の順位和は対応

していない。さらに言えば、+����'��検定でグルー

プ毎の順位和に差がある、という検定を行った結果か

らも有意差がでない。サンプル数がそれぞれ �グルー

プと少ないため厳密な議論は不可能であるが、徐々に

協力が崩壊してゆくという一般的な傾向を緩和する影

響力を他人を信頼する尺度が高い人間が持ちあわせて

いるわけでないことを示唆していると言えよう。

加えて、最初の �回分の寄付量の合計と他人を信頼

する尺度の間にも明確な相関は無かった。

囚人のジレンマ実験と異なり、「他人を信頼するか

否か」という参加者の個別的な要因ではなく、�人が

参加し、フリーライダーになることが可能」と言う制

度的な要因がはるかに強く出た結果になっている。

� 自由記述の検討と、現段階での不
十分なまとめ

次に、自由記述の検討から、徐々に協力が崩壊する

メカニズムがなぜ発生するのかを検討してみよう。自

由記述欄から見受けられる被験者の意識の特徴として、

次の �つを指摘することができる�	：


% �全員が平等に負担すると考えときの寄付量であ

る�� 点の寄付がある種の義務と感じている参加

者がいる。また、自分が �点を下回る寄付をする

ときには、非協力的行為もしくはただ乗りをやっ

ていると言う自覚がある被験者は少なくない��。

�% 「協力して利益を得ることはやぶさかではない

が、グループ全体として必要な量 ��
�以上の寄

付はしたくない」と考え、実際にそのように行動

する（＝合計が 
を上回っていた場合に次回の

自分の寄付を減らす）被験者は少なからずいる。

すなわち、被験者は利益追求を行う合理性を持ち

合わせている��。

�% 協力が失敗したときに、他の被験者に対して「け

ちだ」という記述をするなど、「自分も他者から

見ると全体を構成する環境の一部である」と言う

意識が少ない発言が多い。

�% 「協力したいけど、自分だけ損をしたくない。だ

から寄付はしない。」と言う趣旨の記述が多い��。

総じて、「他の被験者の行動は、次回も今回とほぼ

同じである」と暗黙のうちに想定した記述と寄付量決

定が多いのが特徴と言えるだろう。これらの手がかり

から時間の経過にによる総寄付量の推移のイメージ図

書くと図 !のようになる。

合計寄付量が 
点を超える領域では、各参加者にで

きるだけ自分の寄付量を減らそうとする誘引が働くた

め、
点へと合計点を押し下げる力が存在している。

合計点が �点を下回ると、�他の被験者の行動を与

件として�自分の寄付だけで 
点を上回ることが不可

能になるため、全員が協力をほぼあきらめ、一気にほ

とんどの人が寄付しない状態になることが多い。

この �つの領域の間が復元力とあきらめのせめぎあ

う空間である。ある被験者は前回が  点や "点だった

とき、「もう一度 
点に戻そう」と前回より多くの寄

付を行う。また、「前回はあまりにも利己的に動きす

ぎた」と反省してあまり寄付をしていなかった被験者

が寄付を増やす場合も存在する。逆に、「もうだめだ
�	中学生の記述は短くて不十分なことも多いため、先に述べたよ
うに講義時に集めた大学生の記録も参考にした。

��ただし、「全員が �」と言う状態は実験でまだ現れたことは無
い。

��変動条件では ��を超えた部分も必ずしも無駄ではないが、��
以上の寄付に対しては自分の寄付量 � に対する直接のリターンは
���であるため、自らの利益の増大を目指す場合には寄付量をギリ
ギリまで減少させる誘引が存在する。

��ほとんどの被験者がこの傾向を示している。一種の「リスク回
避」の性向と考えれば、理解しやすい。



図 !� 時間による合計の推移（イメージ図）

ろう」とあきらめて寄付を減らしたり、しなくなる人

も発生する。

図 �� 協力の崩壊例

協力が崩壊する事例では、「誰かが反省して寄付量

を増やすタイミングで他の人があきらめている」と言

う「ちぐはぐ」を何度か繰り返すうちに、あきらめた

人が増え徐々に多数派となり、崩壊が進むと言うプロ

セスを描くことが多い。図 �は固定条件 �

月 �日実

施�での実験結果のうち、
グループを抜き出したも

のである。被験者 
が協力的 �寄付量 ��になった �回

目の試行では被験者 �と被験者 �が全く寄付をせず、

被験者 �が協力的 �寄付量 ��な �回目の試行では被験

者 �を除いて寄付量がゼロであり、被験者 �が協力的

になった !回目から "回目の試行ではほとんど非協力

的であった被験者 
と �が  回目で寄付をするという

状況になっている。何らかの形で「相手が協力的な行

動をする」ことが確信できるように事前コミュニケー

ションを取ることが可能であれば、このような「すれ

違い」は防げるだろう。この点では、ワンショットの

囚人のジレンマ実験で意思決定前の事前コミュニケー

ションの結果を調べた +���� 	!�の結果 �事前コミュニ

ケーションと協力行動の選択確率の間に統計的に優位

な関係が得られた�と同様の傾向が示唆されている。
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