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研究成果の概要（和文）：本研究では、ビリを罰するという鞭型インセンティブやトップに報酬を与えるという
飴型インセンティブが、能力の異なる人々から構成されるチームのパフォーマンス向上にどのように影響するの
かを説明する、ゲーム理論的フレームワークを提供する。解析の結果、全員の努力の平均値を最大化するという
想定にいては、チームメンバー間の能力格差が大きい時には飴型が望ましく、小さい時には鞭型が望ましいこと
がわかった。理論予測を検証するためにラボ実験およびフィールド実験を行ったところ、インセンティブに対し
て人々は理論が想定するよりも複雑な反応をする一方で、飴型・鞭型の使用方法については理論予測と整合的で
あることが確認された。

研究成果の概要（英文）：We provide a game theoretical framework to explain how bottom punishment or
top reward enhances performance of teams when there is heterogeneity across players in
cost‑performance relationships. We derive easy‑to‑check sufficient conditions to judge whether
reward or punishment is better. From the sufficient condition, we know that punishment is better for
less heterogeneous people and reward is better for more heterogeneous people if the performance
function is additive. To check the theoretical predictions, we conducted the field and laboratory
experiments. We found that while the reactions of the actual people to the two incentives are more
complex than the predicted behavior by the theory, how they use sticks or carrots are consistent
with the theoretical predictions.

研究分野： ゲーム理論
キーワード： 飴と鞭
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１．研究開始当初の背景

２．研究の目的

飴と鞭、つまり報酬への期待と懲罰への恐
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や集団の行動の外的インセンティブによる
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調整手段である。それゆえ、飴と鞭の研究の
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る）や鞭型のインセンティブ（最も成果の低

積されている。しかしながら、これらの分野

いものに懲罰を与える）が集団に課されてい

における飴と鞭の研究は、「適切な行動をす

るとき、集団に属する人々の均衡行動がどの
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ようなものになるのかを明らかにする。これ
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団の中で個人がどのような意思決定を行う

明らかにする。さらには理論分析の結果を実
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センティブが集団に課されるとき、集団の中

どの程度当てはまるのかも明らかにする。

でより優れた成果をだしたものには報酬を
与え、劣った成果をだしたものには懲罰を与

３．研究の方法

える、という相対評価の形をとるとみなすこ

本研究の特徴は、飴と鞭という古くから存

とができる。飴と鞭を相対評価の一形態とし

在した外的インセンティブの仕組みを、「適
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ある。
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に分析するために、本研究において新たに提
適切な行動 => 飴
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案する達成度選択ゲームそれ自体も先行研
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本研究
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図１ 従来研究に対する本研究の位置付け
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４．研究成果
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