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研究成果の概要：本研究ではグループ間の移動と外部性が囚人のジレンマにおける協力行動に

与える影響について理論分析と経済実験による実証分析を行った。理論モデルの分析ではグル

ープ間の移動と外部性が協力的行動を壊すメカニズムを進化ゲームの枠組みを用いて示した。

この理論モデルを基に行った被験者を用いた実験では、移動とグループ外部性が潜在的な協力

行動を消してしまうことが間接的に観察された。本研究で得られた結果は、排出権取引や環境

税など現在の制度設計の基礎となっている経済理論に新たな洞察を与えるものである。 
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 直接経費 間接経費 合 計 
2007年度 400,000 0 400,000 

2008年度 600,000 180,000 780,000 

年度    

年度    

  年度    

総 計 1,000,000 180,000 1,180,000 

 
 
研究分野：社会科学 
科研費の分科・細目：経済学・理論経済学  
キーワード：ゲーム理論、実験経済学、環境経済学 
 
１．研究開始当初の背景 
公共財の供給や囚人のジレンマによって描
かれる現実の問題はモデルや実験で想定さ
れる状況よりも様々な要素を含み複雑であ
る。例えば環境問題では、汚染物質がある境
界内の集団や行政区域などの境界を飛び越
えて問題となることが多い。地球温暖化、国
際河川・湖、大気汚染、土壌汚染などはその
例である。個々の集団はその境界内で規制な
どを通じてある種の対策を行っても他のグ
ループからの汚染スピルオーバーがそのグ
ループ内のプレイヤーの厚生に影響を与え

ることは上に挙げた例で現実に起こってい
る。さらに、現実ではプレイヤーはグループ
間を移動することができる。企業は生産過程
における汚染物質の排出規制があまりにも
厳しくなりそれが利益にも影響するようで
あれば規制のゆるやかな場所へ生産拠点を
移すであろう。一方、住民は環境の劣化をき
らい環境が良い自治体へ住居を移す可能性
が考えられる。こういったプレイヤーの移動
やグループの外部性の存在が集団としての
公共財の供給量、もしくは協力行動に影響に
ついて経済学的な考察を行ったケースは少
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なく、そのための理論的基礎とそれを実証す
る枠組みを提供することは重要であると考
えられる。 
 

２．研究の目的 
本研究の目的は、グループ間の移動とグルー
プ外部性という要素がどのように個人の行
動や、集団行動に影響を与えるのかについて、
１）理論的枠組みを提供すること、２）実験
経済学の手法を用いて実証を行うこと、３）
実験データの解析から理論モデル自体の検
証を行うこと、である。 
 
３．研究の方法 
（１）理論枠組みの提供 
理論モデルを構築、分析することでプレイヤ
ーの移動やグループ外部性がどのように協
力的行動に影響するかをシステマティック
に示すことが可能となる。本研究では進化ゲ
ームの手法によってこれらの影響を分析し、
実証研究の枠組みを提供する。 
 
（２）実験経済学手法を用いた移動と外部性
の影響の検証 
本研究では被験者を用いた経済実験の手

法を使い移動とグループ外部性の影響を実
証する。ここでの主仮説はグループ外部性と
移動の効果を示すことであるが、検証に当た
っては協力行動に影響する諸諸の要因を制
御した上で、これらの影響を検証することが
必要である。実験経済学の手法を用いること
で、これらの効果を区別し、移動や外部性の
純粋な影響を見ることが可能となる。 
 
（３）学習モデルの推計：理論モデルの検証 
理論モデルの枠組みである進化ゲームの

前提について実験データを用いて検証する。
具体的には、統計解析手法を用いて推計を行
いゲームの選択にどのような情報を用いた
かについて明らかにし学習パターンを判別
する。 
 
 
４．研究成果 
（１）グループ外部性と移動の協力的行動に
与える影響の理論的考察 
非協力ゲーム理論の枠組みではグループ

外部性と移動の協力的行動に与える影響を
考察することが困難であり、別の枠組みでの
分析が必要である。たとえば無限繰り返しゲ
ームにおける「フォークの定理」では協力解
が均衡(部分ゲーム完全均衡)として得られる
が、一般にこのアプローチでは非協力解を含
む無数の解が得られ、ある要素が均衡にどの
ような影響を与えるかという比較静学の分
析は行うことができない。したがって本研究
では図１のような排出ゲームを進化ゲーム

の枠組みで定式化し、アプローチからグルー
プ間の移動とグループ外部性の効果につい
て分析を行った。進化ゲームではある戦略を
選択するプレイヤーの割合がゲームを繰り
返す中でどのように推移するかを分析する。
各プレイヤータイプがどのように変化する
のかはレプリケーター･ダイナミックスと呼
ばれる過去の利得の増加関数によって構成
される微分方程式系で表される。ここではゲ
ームに複数の均衡が存在していても、パラメ
タの値や割合の初期値によってどの均衡が
達成されるかを理論的に分析することがで
きる。 

 
 

 

 
 
 
 
 

図１：移動とグループ外部性の排出ゲーム 
 
 
進化ゲームモデルでは囚人のジレンマゲ

ームの一種である排出ゲームを想定してい
るが、排出ゲームが汚染など講義の環境問題
を具体的にあらわすことが出来るためであ
る。また第２ステージに協力者の中で非協力
者に罰則を与えることができる「罰則ステー
ジ」を設定している。これは罰則が協力行動
を促すという実験研究での結果（例えば、
Ferh and Gachter, 2000  American 
Economic Review）や、共有資源管理に関す
るフィールド調査で罰則の役割が大きいと
いう結果（例えば、Ostro, 1990）を反映させ
たものである。 
分析に当たってはまずグループのインタ

ラクションがない場合のモデルからパラメ
タに関する基本的な理論結果を命題として
得た。例えば利得関数におけるパラメタと均
衡の安定性の関係やプレイヤーのタイプに
関する初期条件（協力者と非協力者の比率な
ど）と均衡の関係などについて明らかにした。
そして、この基本モデルにおける理論結果を
基にグループのインタラクションを考慮し
たモデルを構築し、シミュレーションを行う
ことで移動やグループ外部性の影響を分析
した。その結果は次のようにまとめられる。
１）移動がない場合、グループにおける長期
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的な協力行動は罰を科すプレイヤーの割合
によって決まる、２）グループ間の移動は（も
しそれがなければ達成したであろう）協力的
集団行動を崩すことが多い、３）汚染スピル
オーバー（グループ外部性）のパラメタが集
団行動に影響する。 
 
 
 (２)経済実験：移動とグループ外部性の実
証 
 今回の研究では表１にあるように日本

国内において 3セッション、米国ミネソタ大
にて 4セッションの合計 7セッションの実験
を実施した。（科学研究費補助金による実験
は大阪大学で行った 3 セッションである。）
大阪大学では被験者として大学の学生(主に
工学を専攻する学生)をインターネットで募
集し、3 セッションに延べ 24 名(各セッショ
ン 8 名の被験者)が参加した。実験セッショ
ンに参加した被験者には参加費用と選択に
応じた謝金が支払われた。これらの手続きは
実験経済学の文献で採用されている一般的
なルールに従っている。 
 
実験ゲーム 
本研究における実験ゲームは（１）の理

論モデルで描かれている「排出」、「罰則」、「移
動」の選択を行う３ステージから構成される
ステージゲーム(図１参照)を繰り返すこと
によって行われる。それぞれのセッションに
は 8人のプレイヤーが参加したが、はじめの
ラウンドで2つのグループにランダムに分け
られた。また、2 つのグループで罰則の基準
を異なるものにした。具体的にはグループ１
では緩やかな罰則を、グループ２では厳しい
罰則が科せられるようパラメタを調節した。
具体的には理論モデルにおいて、移動がない
場合にグループ２において協力的な行動が
長期的な均衡として発生しやすいように罰
則のパラメタ値を設定した。 
 
 

表１. トリートメントセッション 
 セッション数 
移動トリートメント 5（2） 
移動制限トリートメント 2（1） 
括弧内の数字は阪大で行った実験セッションの数 

 
 
移動とグループ外部性の検証を行うにあ

たっては、１）グローバル汚染、グループ間
移動なし、と２）グローバル汚染、グループ
間移動あり、というトリートメント条件のセ
ッションを実施した。また、グループ間の移
動の有無は移動コストやゲームのステージ
設定を変えることによって区別を行った。こ
れによって、グループ外部性や移動の効果を

区別することが可能となることが考えられ
る。利得関数や罰則・移動のコストについて
は表２にまとめられている。最後にゲームの
ラウンド数であるが、(非協力ゲームの枠組
みにおいて)協力解と非協力解が均衡となる
ように無限繰り返しゲームを想定している。
このため実験セッションにおいては8ラウン
ド以降、1/3 の確率で終了するという形をと
った。 

 
表２．利得関数とパラメタ値 

利得関数 
 πi=800+ei-0.3*Σej e∈{0,200} 
初期のグループサイズ 
 Ng=4 (総人数 8人) 
罰則コスト 
 τ=10 
罰則ダメージ(一人当たり) 
 グループ１ ω1=30、グループ２ ω2=110 
移動コスト 
 移動セッション 30 
 移動制限セッション 1200 
 
 
 
実験結果 
はじめに排出に関する選択であるが、実

験ゲームの中では被験者は排出について、
「高」と「低」の 2つから排出水準を選択し
た(表２)。各セッションとも一般的な囚人の
ジレンマや公共財ゲームの実験に見られる
ように、ラウンドはじめに協力行動が見られ
るが、ラウンドが進むにしたがって非協力行
動が増加することが観察された。図２は 2つ
のグループにおける排出の選択を表したも
ので、この結果を典型的に表すものである。
この排出に関する選択の結果は他の公共財
の供給ゲームや囚人のジレンマに関する実
験経済学の文献と整合的である。 
 
 

図 2：排出水準の推移 
 
 
次に「移動」の影響について考察しよう。

今回行ったセッションでは「移動あり」、「移
動制限」を含めてすべてのセッションにおい



 

 

て最終ラウンドでは非協力的な行動に落ち
着くという結果となった。したがって、「移
動なし」セッションで協力行動が、「移動あ
り」セッションで非協力行動が観察されると
いうケースは残念ながら得られなかった。 
しかし、移動のパターンとそれに関連す

る排出や罰則の選択をもう少し詳しく見る
ことによって移動や外部性がどのように行
動パターンに影響を与えたかを見ることが
できる。まず、移動の選択であるが、各セッ
ションにおいて複数のケースが観察された。
移動のパターンを詳細に見て取ると次のよ
うにまとめることができる。１）グループ２
（罰則の強いグループ）からグループ１への
移動するケースが多く見られる、２）グルー
プの平均利得の差が大きいときに移動が生
じる、３）移動を選択したプレイヤーは移動
前のラウンドで高い排出水準を選択し、罰則
を受けた後に避難するように別グループに
移動する。このことは統計的にも有意に示さ
れた。また実験データを用いて移動を促す要
因はどのようなものかについてプロビット
回帰分析を実施した結果、個人の利得と他の
グループの平均利得の差が大きいとき、また
罰則の被害が大きいときに移動する確率が
高いことが示され、この観察を裏付けるもの
となっている。 
次に、移動やグループ外部性を評価する

にあたってグループごと行動の違いを検討
してみよう。繰り返しになるが、理論予測で
は移動がない場合はグループ２のほうで協
力的行動が均衡として表れるはずであった。
したがって、ここでは今回の実験ではグルー
プ２において、１）より協力的な行動(低い
排出の選択)と２）より協力を促す行動(罰則
の選択)、が見られたかを確認する。先ほど
は、罰則や非協力的な行動をとったものがグ
ループの移動を行っていることを示してい
るので、このグループ間での行動の差異が確
認されれば、移動が協力行動に負の影響を与
えたということが間接的ではあるが導き出
されると考えられる。 
 
 
表３．グループごとの行動 

 グループ１ グループ２ 
高排出の割合 0.92 0.83 
罰則の割合 0.014 0.09 
N=25 

 
 
表３は各ラウンドにおけるグループごと

に低排出をえらんだプレイヤーと罰則をえ
らんだプレイヤーの割合の平均をグループ
ごとに示したものである。 
この表からは高排出を選択した人の割合は
グループ１の方が高く、罰則を選択した人の

割合はグループ２の方が高くなっている。実
際平均について統計的に有意に差があるか
について t 検定を行ったところ、両者とも
10％の水準で有意である結果が得られた。 
以上をまとめると、本来なら移動がない

場合、高排出を選択する人の割合が低く、加
えて協力行動から離脱することから受ける
罰則が高ければ最終的に協力行動が集団と
して表れるはずである。厳しい罰則の構造が
存在しているグループ２ではこのために協
力的行動が達成できた可能性があったし、実
際これが観測されている。しかし、グループ
を移動できる選択のためにこういった罰則
が行われたとしても、それが無効となり、し
かもグループ外部性により、次第にグループ
２で協力行動をとっていたプレイヤーも次
第に高い排出水準を選択するようになった
といえよう。つまり、間接的ではあるが「移
動」を選択した要因とグループ間における行
動の差異から移動とグループ外部性の負の
影響が見て取れるのである。 
 
（３）学習モデルの推計：理論の検証 
実験におけるゲームは繰り返しゲームであ
りそこから得られる被験者の行動はなにか
しらの学習過程を経ていると考えられる。本
研究で挙げられる仮説の基となる進化ゲー
ムを統計的に検定するためにも実験データ
を 使 っ て Camerer&Ho(1999 、
Econometrica) に よ る 学 習 モ デ ル
(Experience-Weighted-Attraction learning)
を今回の実験データから推計できるように
修正し、パラメタの推計を行った。EWA で
は各戦略が選択される確率がアトラクショ
ンによって決定され、またアトラクションが
ラウンドごとに更新するという構造を持っ
ている。EWA では自分が選択した過去の利
得や選択しなかった選択から得られたであ
ろう利得の情報に重み付けをし、アトラクシ
ョンしたがって推計結果のパラメタの値に
よって、どのような情報を使って学習を行っ
ているのかが明らかにされる。例えば、
Reinforcement型の学習では過去においてよ
り高い利得をもたらした戦略に、Belief型の
学習では選択されなくとも他の選択が高い
利得を産み出していればその戦略が選択さ
れる確率が上昇する。EWA 学習はこういっ
た複数の学習パターンを包括的に含むハイ
ブリットモデルであり、推計パラメタによっ
て重み付けを行うことができるのである。ま
た、これによって、進化ゲームが想定するプ
レイヤーの学習過程（レプリケーター・ダイ
ナミックス）と比較ができる。今回、推計に
あたりゲームがステージゲームであること、
またグループごとに異なる選択があること
を考慮し、学習モデルの構造を修正・変更す
ることによって推計を可能とした。学習モデ



 

 

ルにはアトラクションの初期値と情報のウ
エイトに関するパラメタを含む合計 13 のパ
ラメタについて、実験における実際に行われ
た選択、選択に対応する利得をデータとして
用い、最尤法によって推計した。 
推計結果について、推計パラメタに基づ

き計算した予測選択の確率値と観測値との
誤差は小さ全体のモデルの当てはめは概ね
良好であった。図２は各ラウンドにおける戦
略がとられた確率の観測値と予測値の誤差 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
図３：戦略選択における観測値と予測の誤差 
 
 

を表したものであるが、最終ラウンドに向け
て誤差が消えていることが見て取れる。 
EWA モデルではパラメタの値から各セッ

ションの学習パターンを判別することがで
きる。図４は推計結果を EWA ボックスにプロ
ットし、各セッションがどのような学習パタ
ーンにしたがっていたかを表している。ここ
では推計を行った 4 つのセッションのうち 3
つが reinforcement 型の学習パターンを、残
り一つ（S4）が Belief 型の学習パターンを
取っていたことが見て取れる。これらの学習
パターンはリプリケーター・ダイナミックス
とは異なるものであり、進化ゲームが想定す
る学習よりも複雑な情報を用いて選択をし
ていることが見て取れた。 
 
 

（４）まとめ 
本研究では実際の環境や資源管理問題に

見られるグループ外部性や移動の協力的行
動について理論的枠組みを提供し、実験経済
学の手法を用いて実証研究を行った。理論的
にはこれら要素が協力的な行動に負の影響
を与えることが示され、実験においても間接
的ではあるがその影響が確かめられた。また、
学習モデルの推計では均衡に到達するまで 
にプレイヤーはどのような情報を使って

いるのかを計量的に分析し、コンシステント
な学習パターンを見出すことが出来た。今後
は学習パターンと均衡の選択の関係、またど 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図４：EWA のパラメタ配置と学習パターン 
 
 
ういった要因が学習パターンを決定してい
るのかについて分析を進めることで、実際の
制度・政策設計に反映させる可能性があると
考えられる。 
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