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1.1 はじめに 

 

本研究は、監視・罰則を強化しても不法投棄が減らなかったという問題を出発点とし、

産業廃棄物不法投棄問題を題材に、ゲーミング・シミュレーション（以下、ゲーミング）

を用いて、従来の社会的ジレンマ研究と整合しない点に焦点を当て問題提起を行う。産業

廃棄物処理の構造を社会的ジレンマと捉えてゲーミングを設計し、このゲーミングを用い

た 4 つの研究からサンクション（監視、罰則、報酬）がある場合に、それらがない場合よ

りも非協力行動が多くみられるようになることを例証する(demonstrate)。一方で、監視と

しては機能しにくい信憑性のない情報であってもそれを開示することで、情報共有に繋が

り、非協力行動の減少に繋がることを示す。 

 

1.1.1 本論文の構成 

まず、産業廃棄物の不法投棄の現状を現行制度との関連で説明する。現行制度を社会的

ジレンマの観点から捉え、解決を試みる。次に関連する社会的ジレンマの研究をレビュー

する。ここでは主にサンクション導入の効果に関するものと相互協力の期待についての研

究に焦点を当てる。さらに本研究で用いる手法であるゲーミングを紹介する。ゲーミング

は心理学での実験と共通の部分もあるが、異なる点もある。そのため、ゲーミングの特徴

について述べる。その後、産業廃棄物不法投棄ゲームの開発について、ゲームの持つ構造

的与件及び設定したルールを紹介する。以上に基づき、4 つの研究を展開した。研究 1 で

は、2 種類の監視主体を設定し、監視主体がいることで非協力行動が増加するか検討した。

罰則の伴わない監視は非協力行動を抑止するインセンティブが不十分である可能性がある

ため、研究 2 では罰則であっても非協力行動が増加するかを検討した。研究 3 では、正の

サンクションである報酬の場合でも非協力行動が増加するかを検討した。これら 3 つの研

究を踏まえ、研究 4 では協力行動をもたらす可能性として、情報開示に着目し、監視とし

ては機能しにくい場合であっても協力行動をもたらすことを例証した。最後にこうした結



3 

 

果が得られた理由について考察し、現実の問題との対応や残された課題について検討した。 

 

 

1.2 産業廃棄物不法投棄の現状と関連する諸制度 

 

1.2.1 不法投棄の現状 

日本では、産業廃棄物（以下、産廃）が年間およそ 4 億トン発生しており、近年では約

4-5 万トンが不法投棄されている(Figure 1-1 環境省, 2014)。しかし、発表されている統計

は新規発覚分についてのみであり、不法投棄が実際にどの程度存在しているかはわからな

い。実際に、すべての不法投棄を発見することは不可能である。そのため、公表されてい

るよりも多くの不法投棄が存在する可能性がある。10 年ほど前には岐阜県で 56 万トンの

不法投棄が発見された。石渡(2002)は、公式統計の不法投棄量の少なさを指摘し、不法投

棄の現状や処理のフローなどから逆算し、およそ年間約 4000 万トンが不法投棄されてい

ると推定した。 
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Figure 1-1 不法投棄量の推移（環境省, 2014） 

 

環境省の発表によると、産廃不法投棄の新規発覚案件数は平成 10 年がピークだった。

この時期とは異なるが、日本での不法投棄事件としては、例えば香川県豊島や青森・岩手

県境における不法投棄が大規模不法投棄事案として知られている。古市・谷川・石井・金

(2007)は、大規模案件の規模について以下のように説明した。1980 年から 1990 年にかけ

ての香川県豊島の案件では、50 万㎥もの不法投棄が発覚し、その対策費用は約 447 億円

にものぼった。また 1991 年から 2000 年にかけての青森・岩手県境の案件では、約 88 万

㎥の不法投棄が発覚し、対策費用は 655 億円にものぼった。しかし、これ以外に宮城県村

田市、福井県敦賀市、三重県四日市市では 100 万㎥を超えるさらに大規模な不法投棄も存

在しているとした。産業廃棄物の中には環境に重篤な悪影響を及ぼすものもあり、上記の

事案のように不法投棄によって被害を受けた環境を回復させるには長い時間と膨大な費用
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を必要とする。 

 

1.2.2 不法投棄に対する罰則 

こうした事件を受け、政府は何度も罰則を強化しており、廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律（以下、廃棄物処理法）改正、および罰則の強化は、平成 3 年、9 年、12 年、15

年、16 年、17 年、23 年に実施されている。平成 3 年には、廃棄物処理基準や施設の規制

強化が行われ、日本全域における不法投棄が禁止され、罰則が強化された。平成 9 年には、

管理票1制度（詳細は後述）がすべての廃棄物に適応され、電子管理票制度、適正処理推進

センターの産業廃棄物原状回復基金制度が創設、罰則は 3 年以下の懲役、または 1000 万

円以下の罰金（ただし法人の場合には 1 億円）に引き上げられた。平成 12 年には、不法

投棄された産廃の撤去命令の対象者拡大、罰則は 5 年以下の懲役、1000 万円以下の罰金

にまで引き上げられ、管理票義務違反にかかわる罰則も強化された。平成 15 年には、業・

施設許可の取り消し、不法投棄にかかわる未遂罪が創設され、特定産業廃棄物に起因する

支障の除去等に関する特別措置法（以下、産廃特措法）が制定された。平成 16 年には、

不法投棄目的の収集運搬に対する罰則（3 年以下の懲役または 300 万円以下の罰金）が創

設され、受託禁止違反について 5 年以下の懲役または 1000 万円以下の罰金に引き上げら

れた。平成 17 年には、管理票制度違反に係る勧告に従わないものについての公表・命令

措置が導入され、廃棄物輸出に係る未遂罪、予備罪が創設された。平成 23 年には、管理

票制度の強化、優良産廃処理業者認定制度の創設、不法投棄に係る法人の罰則が 3 億円以

下の罰金にまで引き上げられた。罰則だけではなく、優良事業者を認定する仕組みも存在

している。しかし、この制度では、ウェブサイトで公表される、許可更新時の事務処理を

一部簡略化できるといったメリットがあるが、不法投棄を防止する大きな誘因であるとは

考えにくい。 

こうした幾度もの取り締まり強化にもかかわらず、平成 23 年の改正廃棄物処理法の通

                                                   
1 正式名称は産業廃棄物管理票。一般的にはマニフェストと呼ばれている。 
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知文書では、「巧妙かつ悪質な不適正処理が後を絶た」ないことが指摘された。石渡(2002)

は、産廃不法投棄問題を論じ、取締り強化によって却って不法投棄が増加したと述べてい

る。また宮本(2003)は監視体制の強化によりゲリラ的な小規模不法投棄に移り、不法投棄

件数は増加していると報告している。小野・遠藤・山田(2007)は、埼玉県、千葉県は大都

市圏における動脈物流の拠点であり、かつ静脈物流の中継基地となっているため、不法投

棄しやすい環境が整っており、不法投棄残存量は増加する傾向にあることを指摘している。

また、最終処分場の残存容量のひっ迫といった問題から処分料金が高騰し、不法投棄等が

誘発され、産業廃棄物に対する不信感、不安感が高まり、その結果、新たな処分場を確保

できないといった悪循環も起きているという指摘もある(石渡, 2002; 長崎, 2003)。長崎

(2003)は三重県における不適正処理の対策として、監視取り締まり体制を実施したが、こ

うした悪循環は解消されていないと報告した。小出(2005)は、不適正処理が発覚する確率

が低ければ、不適正処理による処理費用の低減に努め、不適正処理が増加すると述べてい

る。 

 

1.2.3 不法投棄に対する監視の困難性 

取り締まりを強化しても不法投棄が減少しない理由の一つに、不法投棄問題は監視や取

締りが困難であるという点が挙げられる。その理由として、廃棄物の最終処理までにいく

つもの業者が関わるのですべてを追いかけることはできず、しかも業種ごと個別に取引が

行われるので、委託した廃棄物の行く先がわかりにくいことや、産廃の処理過程で中間処

理やトラックの積み替えなどにより委託した産廃が分割・混合されることや、1 県で 1000

カ所近くの不法投棄現場が存在すること、警察が検挙するには内偵などを必要とするため

年数件が限界であること、などがある。小野ら(2007)は、都市近郊であれば 10,000 ㎥の廃

棄物の山は 1 か月ででき、約 1 億円を手にすることができると試算しており、こうした不

法投棄や不適正保管はゲリラ的に発生し、現在の行政システムでは対応できないことが多

いとしている。この点は、岩城(2007)でも指摘されており、京都府の不法投棄事案に関し
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て、現在の組織・人員・体制では行政対応が困難であるとした。 

廃棄物を委託する際に排出事業者が委託先を把握できるように管理票という制度がある。

管理票とは、排出事業者が廃棄物を委託する際に発行し、それぞれの業者が産業廃棄物の

種類、数量、運搬業者名、処分業者名、最終処分の場所などを記入する伝票である。管理

票システムは、廃棄物を「ゆりかごから墓場」まで管理するため、全国統一式伝票を用い

て、排出事業者が収集運搬業者や処分業者に委託した廃棄物の処理の流れを自ら把握し、

不法投棄の防止等を目的として、廃棄物処理の流れを管理するためのシステムである（村

田, 1998; 竹内・松村・尾崎, 2010）。平成 8 年の産業廃棄物専門委員会報告書(環境省, 1996)

では、管理が徹底されず、不法投棄防止の対策としては十分に機能していないとも指摘さ

れている。 

 

1.2.4 不法投棄による環境悪化の原状回復費用 

上述の通り、環境省は、不法投棄は減少傾向であるとしているが、同時に環境省の発表

による不法投棄等残存量は減少していない(Figure 1-2)。産業廃棄物の発生量自体も公表し

ており、それによれば産廃の発生量および処理量は減少傾向にある(Figure 1-3)。ただしこ

こで示されている発生量は、処理量の合算と等しいことから、そもそも産業廃棄物がどの

程度発生しているかが不明である。いずれにせよ、不法投棄が行われたまま、原状回復が

為されていないという実状があることには変わりなく、原状回復の対応とその費用を捻出

することも大きな課題である。 
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Figure 1-2 不法投棄等残存量の推移（環境省の発表資料より作成） 

 

 

 

Figure 1-3 排出量と処分量の推移（環境省の発表資料より作成） 
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不法投棄によって汚染された環境の原状回復の費用は、不法投棄者が明らかな場合には

不法投棄を行ったものに課される。しかし不法投棄の実行者が不明、もしくは費用を負担

する能力がない場合には政府がその費用を負担し、原状回復にあたる。このことは原状回

復費用が税金などの公的資金で賄われるということを意味する。実際に、「第一次循環型社

会形成基本計画」(環境省, 2003)において、不法投棄の多発とその原状回復方策の確立など

といった課題が指摘されており、それに伴い、産廃特措法が制定され、1997 年以前の不法

投棄事案を計画的に原状回復させるため、環境修復費用の一部 1／2 もしくは 1／3 の補助

が認められるようになった。これは平成 24 年までの時限法であったが、特定支障除去等

事業を完了させることが困難であるため、平成 35 年 3 月 31 日までの延長が決定された。

また、不法投棄の実行者を明らかにすることは困難であるが、排出元は産廃から比較的割

り出しが容易である。青森・岩手の不法投棄事案では、原因者である排出事業者が 1 万 2000

社以上特定された（小野・遠藤・山田, 2007; 滝川, 2007）。牧谷(2007)は、不法投棄の発

生原因は事案により様々であるとしながらも、その根底には、排出事業者にとっては不要

なものである廃棄物の処理に、費用や労力をかける動機付けが働きにくいことを指摘し、

排出事業者は適正な処理がなされるか十分な確認を行わないまま、より安価な事業者に廃

棄物の処理を委託しがちで、結果として不法投棄される事案が散見されるとした。排出事

業者責任の強化にはこの状況を打破する狙いもある。こうした理由から廃棄物から割り出

しが容易である排出元や業種に撤去費用を負担させる排出者責任を課すようになった。こ

れにより、排出業者は不法投棄するかもしれない業者に委託しないようにするという誘因

が生じる。 

また 1998 年以降に判明した不法投棄等事案の原状回復費用に対しては、廃棄物処理法

に基づき設置した基金による支援が行われ、産業界からの出えん金 7 分の 4、国からの補

助金が 7 分の 3 の割合で拠出された基金から、原状回復事業を実施する都道府県への事業

費の 10 分の 7 以内の金額を支援している（平成 24 年度末までの支援に関しては、産業界

からの出えん金 3 分の 2、国からの補助金が 3 分の 1 の割合で拠出された基金から原状回
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復事業を実施する都道府県への事業費の 4 分の 3 以内の金額を支援）。したがって、産業

界全体が原状回復の費用を負担しているということであり、不法投棄の責任を産業界が自

ら負っていると解釈できる。 

現実には、多くの場合、不法投棄の行為者を特定することは困難であり、公的資金や排

出者責任、出えん金による原状回復措置が取られている。これらはつまり、不法投棄の責

任を関わった業者すべてで負担させる仕組みにすることで外部不経済を内部化している。

これは、後述するように、不法投棄問題を社会的ジレンマ構造にしているとみなせる。す

なわち、適正処理よりもコストのかからない不法投棄という目先の自己利益を追求する行

動が、そこに関わる業者すべてに負担を負わせる仕組みになっている。 

監視の難しさから不法投棄の量を正確に推定することは難しい。また技術の進化や廃棄

物輸出などもあり、廃棄物の発生量も変動しており、単純に不法投棄量の増減を取り締ま

りの前後で比較することも困難である。そのため、取り締まりの強化が不法投棄に与えた

影響については、良いとも悪いとも一概には言えないだろう。しかし、不法投棄等の残存

量が減少していないのであれば、不法投棄の発生のメカニズムを探ること、もしくは産廃

処理を巡るダイナミクスを明らかにし、取り締まりの影響を検討することは廃棄物政策に

おいて重要であると考えられる。 

そこで、「産業廃棄物不法投棄ゲーム」を用いてサンクションの効果について検討する。

社会心理学における社会的ジレンマ研究は協力行動が導かれる場合について膨大な蓄積が

あり、これらの知見をうまく適用できるならば、協力行動を導くことが可能になるだろう。

本研究では、サンクションが協力行動をもたらすという従来の社会的ジレンマ研究におけ

る知見が不法投棄問題に適用可能か否かを検討し、適用可能でないとすればサンクション

が協力をもたらさない理由、ひいては非協力行動が増加する理由、そして協力行動をもた

らす仕組みづくりのために求められる要件について考察する。 
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1.3 社会的ジレンマとしてみたときの本研究の着眼点 

 

上記の仕組みから、本研究では、産業廃棄物の不法投棄問題を社会的ジレンマ状況とし

て捉え、取り締まりの強化が非協力行動としての不法投棄に与える影響を検討する。 

社会的ジレンマ状況は、次のように定義することができる。 (a)個人は“協力”か“非

協力”かを選択できる、(b)一人ひとりにとっては“協力”よりも“非協力”を選択する方

が短期的には望ましい結果が得られる、(c)全員が“非協力”を選択した場合の結果は、全

員が“協力”を選択した場合の結果よりも悪いものとなってしまう(Dawes, 1980; Pruitt & 

Kimmel, 1977; Messick & Brewer, 1983)。 実生活の例を挙げるとすれば、漁業における

乱獲やエネルギーの過剰使用などが考えられる。こうした問題では、人々が協力し合って

いるときには大きな問題は生じないが、個人の利益を優先することで社会全体の資源が枯

渇するといった悲劇的な側面を示す。不法投棄の事例では、適正処理を協力行動、不法投

棄を非協力行動と捉えることができる。つまり、各主体は“適正処理”と“不法投棄”を

選択することができる。各主体にとっては“適正処理”よりも“不法投棄”のほうが利益

は大きく、短期的には望ましい結果が得られる。全員が“不法投棄”を選択した場合、周

辺環境は被害を受け、莫大な原状回復費用を産業界全体で負担しなくてはならず、その金

額は適正処理にかかる金額よりも大きい。全員が“適正処理”を選択した場合には周辺環

境を保全することができ、莫大な原状回復費用が発生することはない。そのため、全員が

“不法投棄”をすると、全員が“適正処理”を選択した場合の結果よりも悪いものとなっ

てしまう。先に述べたように、不法投棄による原状回復費用を産業界が負担するという出

えん金の仕組みがあるため、結果、産業界が仕組みとして社会的ジレンマ構造を作り上げ

ていることになる。 

 

1.3.1 サンクション 

社会的ジレンマ問題の主要な解決策の一つは、利得構造を変換することである。その例
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として監視や罰則、報酬といったサンクションが挙げられる。多くの先行研究はサンクシ

ョンが協力行動をもたらすことを示している (Caldwell, 1976; Eek, Loukopoulos, Fujii, 

& Gärling, 2002; Van Vugt & De Cremer, 1999; Wit & Wilke, 1990; Yamagishi, 1986, 

1992; Balliet, Mulder, & Van Lange, 2011; Fehr & Gächter, 2002; McCusker & 

Carnevale, 1995)。 

しかし、これまでの研究から、サンクションが小さい、監視が不完全な場合にはサンク

ションは十分に機能しないとされており(Van Dijk, Mulder, & Kwaadsteniet, 2014)、さら

にサンクションによる弊害として、大きく二つの問題が指摘されている。一つは、二次的

ジレンマ問題であり、もう一つは協力しようとする意思が低下するという問題である。 

二次的ジレンマ問題(Oliver, 1980; Yamagishi, 1986; Yamagishi, 1988)とは、サンクシ

ョン導入や維持といった構造変革の際にかかるコストに関しても、そのコスト負担を巡っ

て社会的ジレンマ問題が発生するという状況である。例えば、監視や罰は誰が行うのか、

報酬は誰がどのように払うのかといったコストが生じる。このコストを負担するかしない

かということ自体が社会的ジレンマ構造をしているという問題である。 

また、サンクションと一括りにしても罰のような負のサンクションと報酬のような正の

サンクションでは帰結が異なるという指摘もある。Kiyonari & Barclay (2008)は、罰では

なく報酬を用いることで二次のフリーライダー問題を回避することが可能であると論じて

おり、協力者に報酬を与えるか報酬を与えなかった人を罰する人は、非協力者を罰しなか

った人や罰しなかった人を罰する人よりも支持されること、さらに、明確に罰する意思が

ないとしても罰しなかった人よりも罰した人を受け入れないということを示し、負のサン

クションよりも正のサンクションの方が容易に支持されることを示唆した。しかし、報酬

であってもサンクションと同様に内発的な動機付けを減少させるということも示されてい

る(Irwin, Mulder, & Simpson, 2014)。一次のジレンマでの協力率に関しては、正と負のサ

ンクションで帰結が異なるということは意味しないが、正と負のサンクションを一括りに

せず、その帰結が異なる可能性も視野に入れなければならないだろう。 
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サンクションが、協力する意思を低下させるという問題も指摘されている。例えば、サ

ンクションは人々に社会的ジレンマ状況での決定を道徳的なものではなく、ビジネス上の

ものであるという枠組みに当てはめさせるようにすること (Tenbrunsel & Messick, 

1999; Messick, 2000; Frey, 1993; Gneezy & Rustichini, 2000; Fehr & Rockenbach, 

2003)や、個人間の信頼を低下させることで協力の基盤を揺るがす(Mulder, Van Dijk, De 

Cremer, & Wilke, 2006a; Mulder, Van Dijk, Wilke & De Cremer, 2005; Chen, Pillutla, & 

Yao, 2009)といった影響をもたらす。サンクションという外在的に与えられた誘因は内発

的動機づけを低下させる(Deci, 1976; Lepper & Greene, 1978)ため、サンクションが自発

的に協力しようとする気を失わせる(Mulder et al., 2006; Taylor, 1976,1982; Yamagishi, 

1988)。サンクションは道具的協力でしかないため、サンクションを逃れる方法があれば

その方法をとるようになることやサンクションがなくなると協力率が低下すること

(Miranda & Aldy, 1998; Kim, Chang, & Kelleher, 2008; Mulder et al., 2006b)もサンクシ

ョンの負の影響の一つと言えるだろう。サンクションが機能するために大事なことは、サ

ンクションが道徳的規範を伝えるものであるということであり、そのためにはサンクショ

ンは十分に大きく、サンクションの主体を信頼できなければならない(Mulder, Van Dijk, 

& De Cremer, 2009; Muehlbacher, Kirchler, & Schwarzenberger, 2011; Wahl, 

Kastlunger, & Kirchler, 2010)。このようにサンクションは時として協力行動に負の影響

さえ及ぼす。これまでの研究では主に個人の心理に与える影響からサンクションが機能す

る要件について言及されてきた。しかし、社会的ジレンマ状況においては、自身の協力意

図といった個人の心理的側面だけではなく、他者が相互協力を目標としているか、他者に

協力を期待できるかどうかという点も個人の意思決定において重要となる。サンクション

が機能するのは、共通目標と相互協力の期待があるためであり、たとえ個人としては協力

しようとする意思も持っていたとしても、共通目標が共有されておらず、相互協力の期待

もない状況ではサンクションが協力行動をもたらすとは限らない。 
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1.3.2 目標期待理論 

Pruitt & Kimmel(1977)は、目標期待理論を提唱し、囚人のジレンマ状況に置いて相互

協力が達成されるためには共通目標の共有と相互協力の期待が必要であるとした。目標期

待理論において、繰り返しのある囚人のジレンマ状況で相互協力が達成される必要条件の

一つとしては、非協力の応酬よりは相互協力の方が得であるということに気づくことであ

る。このことに気づくということは、目先の自己利益追求だけではなく、相手の利益も考

えて相互協力を目指した方がよいというように目標を変換することである。繰り返しのあ

る囚人のジレンマ状況では、はじめのうちは互いに非協力を選択するため、協力率が低下

する。自身が非協力を選択するのであれば相手もまた非協力を選択するだろうということ

は予想可能であり、相互非協力の状態が続くことになる。相互非協力の状態が続くことで

プレーヤーは相手から搾取することは難しいことに気づき、囚人のジレンマの帰結は相互

協力か相互非協力しかないということに気づく。相互協力と相互非協力という帰結しか存

在しないのであれば、どちらの利得が高いかは明らかであり、プレーヤーは相互協力を得

られない限り、自己の利益の追求が不可能であることを認識し、短期的にみた利得構造そ

のものに直接反応することはやめて、相互協力状態の達成を目標とした行動選択に移行し

ていく。このことが相互協力達成を目標とすることである。そして二つ目の必要条件とし

ては、協力しても搾取されないだろうという相手に対する信頼があることである。相互協

力の達成を目標としたとしても、相手が協力するという期待がなければ、相互協力は達成

できない。自分だけが協力をしても搾取されるだけであり、相互非協力から脱することは

できない。それゆえ、第一の条件だけでは不十分であり、第二の条件もあわせた 2 つがそ

ろって相互協力が可能となる。 

Yamagishi(1986)は、この目標期待理論を発展させ、構造的目標期待理論を提唱した。

構造的目標期待理論では、公共財問題へのアプローチ方法としては、構造的なアプローチ

と目標期待理論によるアプローチのどちらも理論的困難を伴うことを指摘した。すなわち、

構造的な変革というアプローチを取れば、サンクションはそれ自体もまた公共財であるた
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め、二次的ジレンマ問題が生じてしまう。目標期待理論は、個人の協力行動を通じて他者

との相互協力を達成しようとするものであり、サイズの大きな集団においては相互協力の

達成は期待しにくい。構造的目標期待理論では、これらの困難を打破し、フリーライダー

という望まざる帰結と相互協力の重要性に気づいたメンバーは、協力行動を通じて直接他

者に協力行動を誘発させる代わりに、他者の協力を保証するサンクションシステムを設立

させるための協力をする。サンクション設立における自発的な協力のために重要な要件は、

自発的な協力は困難であるという実感である。つまり、他者が協力しないのではないかと

いう恐れや期待がサンクションシステムの導入に貢献するとし、サンクションシステム導

入の意思が人々の期待の機能であるとした。 

構造的目標期待理論によれば、一度目標が採択されれば、意思決定は個人の“合理性”

で行われるものではなくなる。協力を妨害するのは、コストベネフィットではなく、むし

ろ搾取の恐れであり、この恐れを低減させる上で二次の協力が効果を持つ。このように構

造的目標期待理論は構造的要因や心理的要因のどちらか一方ではなく、その相互作用に着

目している。ただし、構造的アプローチを含む故に監視が不完全である場合に起こりうる

限界について解決されていない。前述のとおり、監視が不完全な場合、サンクションが成

功するとは言えない。 

本研究では、サンクションが、産業廃棄物不法投棄問題に関わる構造的与件や人々の相

互作用によって非協力行動をもたらすこと、その一方で、相互作用の中で相互協力の期待

を持つことでサンクションがない状態でも協力行動が行われることを例証する。 

社会的ジレンマ状況で協力が達成されるには、共通目標の共有と相互協力の期待が本質

的に重要であり(Dawes, 1980; Pruitt & Kimmel, 1977; Yamagishi, 1986)、これらがない

まま、サンクションだけがあれば協力行動がもたらされるというものではない。本研究で

は、相互協力の期待が持てるようになるための重要な要素が、コミュニケーションの枠組

みと情報の共有であると考える。 
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1.3.3 コミュニケーション 

社会的ジレンマ状況において、コミュニケーションが可能な状況では相互協力は達成さ

れやすい(Dawes, Alphons, Kragt, & Orbell, 1990; Dawes, McTavish, & Shaklee, 1977; 

Orbell, Van de Kragt, & Dawes, 1988)。  

ただし、コミュニケーションも、サンクションと同様、必ずしも協力行動をもたらすと

は限らない。例えば、協力に焦点を当てたディスカッションが相互協力の達成に必要であ

ること、そして非協力行動に焦点を当てたディスカッションでは失敗に終わるということ

を示した研究 (Deutsch, Epstein, Canavan, & Gumpert, 1967)や、競争的な動機づけをさ

れた場合には、参加者は非協力行動についての内容ばかりを話題にし、非協力の期待が高

まり、協力率が低下することが示した研究(Deutsch, 1958, 1960)がある。 

本研究で取り扱う産業廃棄物処理の問題においては、後述するように様々なコミュニケ

ーションが想定される。この時にもたらされるコミュニケーションが、相互協力の期待を

高めるように働けば相互協力は達成されやすくなり、競争的な動機づけをさせるのであれ

ば協力行動を減少させてしまう可能性がある。そして、競争的な動機付けをさせる可能性

があるコミュニケーションとしては、産廃処理委託をする際の交渉や取引が考えられる。

交渉や取引を相手を出し抜かなくてはならない場面だと認知すれば、競争的に動機づけさ

れる方向にコミュニケーションは働き、非協力行動が増加するかもしれない。しかし、産

廃処理を通じて行われるコミュニケーションは取引や交渉を含み、これらは協力に焦点を

当てることも非協力に焦点を当てることもある。したがって、その状況をどのように捉え

るかによって人々の振る舞いが変わる可能性があると考えられる。このような状況下では、

次項で述べる利得情報共有という要因が重要な意味を持つことになると考える。 

 

1.3.4 情報共有 

これまで情報共有の効果としては、相手の行動履歴がわかることで社会的ジレンマの協

力行動をもたらすということは数々の研究で示されてきた。例えば、自身の選択が公開さ
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れる場合には公開されない場合よりも協力率が上昇すること (Bixenstine, Levitt, & 

Wilson, 1966; Jerdee & Rosen, 1974; Fox & Guyer, 1978)が挙げられる。 

本研究では、行動履歴ではなく利得情報の共有化に焦点を当てる。これまでの研究から

非協力の帰結に関する情報を一方的に提供するだけでは協力率は高まらないということが

わかっている(Alcock & Mansell, 1977; Caldwell, 1976; Edney & Harper, 1978; 三井, 

1975)。これまでの研究では相手の利得構造が完全に共有されている状況が扱われること

が多く、相手の利得がわからない状況は扱われてこなかった。本研究では相手の利得がわ

からない状況を取り上げ、利得構造に関する情報と協力行動の関連を探る。相手の利得が

わからない状況では、相手の利得を知ろうとすることで、ゲーム全体のダイナミクスに影

響を与えうる。相手の利得がわからないときには、利得に関する情報を教えることが相互

協力の期待の手がかりとなり、利得情報を教え合うことで相互協力の期待は高まり、一方

利得情報を相手に教えないということは非協力のシグナルとなりえるという双方向の影響

が考えられる。ただし、これは因果関係までを正確に予測するものではない。利得情報の

共有はゲームのダイナミクスから生じるものであり、明確な因果関係を立証することは難

しいだろう。しかし、こうしたダイナミクスをあらわそうとする研究はそもそも多くない。

本研究では、次章に紹介するゲーミングによってこうしたダイナミクスを表現する。利得

情報が共有されることの効果については、実験室実験の場合、具体的な数字が明示される

ことが一般的であり、これまであまり研究されてはこなかった。しかし、現実においては

漠然とした構造はわかるものの、相手の正確な利益までを知って相互作用しているとは、

必ずしも言えない。本研究ではこうした状況をゲーミングに反映させ、利得情報を共有す

る効果について、サンクションがない場合に競争的に動機づけさせることを防ぎ、相互協

力をもたらすと考える。 

利得情報の中でも、本研究では協力のコストがわからない状況を設定した。協力のコス

トがある場合には、相互協力を目指すにしろ、相手だけに協力させて自分は搾取するにし

ろ、相手の協力を引き出すには相手がその協力のコストを負担できる状態でなければなら
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ず、そのためにも相手の協力のコストを知る必要がある。しかし、相手の利得情報を知り

たくても、自分だけが利得情報を開示することで相手にだまされるかもしれないと思うの

であれば、利得情報は開示しないだろう。しかし、そのままでは自身にとって相手の選択

に関係なく非協力のほうが利益は大きいとしても、相手の利得がわからない状況であれば、

相手の選択を予測できず、相手が協力を選択する確率と利益の積として予測される利得の

期待値はわからないため、非協力が協力より相対的にどのくらい得であるか判断する基準

がないため利得情報を開示するという選択肢を取ることも予想される。さらに加えて、後

述するように、本研究で用いたゲーミングでは委託金を交渉で決める場面を設定している

が、どの程度委託金を出せば相手が協力するかはわからない。委託金は連続変数であるた

め、協力、非協力の定義はできないが、協力のコストがあれば定義が可能となる。相手が

協力するために必要なコストがわかれば、それ以上の金額を渡すことで相互協力に繋がる

ことが理解しやすくなる。このことは、自分の利益だけではなく、相手の利益を考えなく

てはならないという状況になり、同時にそのことは互いの利得情報の共有化にも繋がり、

相互協力に繋がるだろう。しかし、サンクションがあり、そのサンクションを出し抜くこ

とができるのであれば、監視の目を逃れようと競争的に動機づけされ、交渉はあくまで相

手を出し抜く状況であると認知し、自身の情報を秘匿することでより多くの利益を得よう

として、情報が共有されず、却って非協力行動をもたらしてしまうかもしれない。 

 

本研究で検討する状況は、交渉を含む自由なコミュニケーションというゲーミングが持

つ特徴と、非共有の利得情報というゲーミングの構造的与件が組み込まれている。社会的

ジレンマ状況において相互協力を達成するためには、自発的な情報共有化 (Dawes, 1980; 

Dawes, Alphons, Kragt, & Orbell, 1990)と、非協力でなく協力に関する話し合いが必要で

ある(Deutsch, 1958; Deutsch, Epstein, Canavan, & Gumpert, 1967)。サンクションがこ

の自発的な情報共有化と協力に関するコミュニケーションを妨げることは、協力をもたら

さないだけではなく、非協力を引き起こすことに繋がりかねない。以上から、本研究では、
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研究 1 では監視の効果を、研究 2 では罰の効果を、研究 3 では報酬の効果を、利得情報の

共有という点とあわせて検討を行う。その一方で、サンクションで協力をもたらすことが

できないとしても利得情報の共有と協力に関するコミュニケーションを促進することがで

きるのであれば、相互協力に一歩近づくことになるだろう。そこで研究４では行動履歴の

開示の効果について利得情報の共有という点とあわせて検討を行う。 

行動履歴の開示には、自らをその行動に縛り付ける程度を示すコミットメント(Kiesler, 

1971)や、重要な他者からの期待からもたらされる主観的規範(Ajzen, 1991)が含まれる可

能性も含め、利得情報共有と協力行動とがどのような関係にあるか検討を行う。行動履歴

の開示は、監視の機能を有するとも考えられる。しかし、開示される行動履歴が協力／非

協力の判定基準にはならず信憑性のない情報であれば、監視としては機能しにくいと考え

られる。もし行動履歴の開示に監視としての機能しか備わっていないのであれば、協力行

動がもたらされることはない。しかし、監視以外の機能を有するのであれば、協力行動を

もたらすことも考えられるであろう。その機能としてコミットメントや主観的規範が考え

られる。例えば、Ostrom(1990)は、現実の社会において対話が共有地の悲劇を防いでいる

ということを発見した。また、話し合いの後に参加者が協力することを約束すると、例え

その約束が何の拘束力や強制力がなく、その約束を反故にしても何の罰も科されないとし

ても、ディスカッションだけの場合よりも協力行動が増加することが示されている(Orbell, 

Van de Kragt, & Dawes, 1988)。これらの知見はメンバー間のコミュニケーションだけで

はなく、そのプロセスで醸成されるコミットメントや主観的規範が社会的ジレンマの解決

につながる可能性を示唆している。こうした点から利得情報の共有を促進させる仕組みを

検討する。 

 

 

1.4 ゲーミング・シミュレーション 
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前節で述べたように本研究では利得情報共有が一つの柱であり、参加者間の相互作用の

中でどのように利得情報が共有され開示されるかということが、社会的ジレンマ状況にお

いてのみならず、社会的葛藤の解決に際しても重要であると考える。 

情報開示の重要性は今日の社会では広く認められており、実際に透明性や追跡可能性を

高めるなどの工夫がなされてきている。しかし、実践されていることの多くは一方向的な

情報提供に留まっている。本来重要であるのは、受動的な客体としてではなく能動的な主

体としての個々人が、情報を発信しあい共有するプロセスであり、そのプロセスを通じて、

社会に創発がもたらされたり、逆に誰も望まない帰結になったりといった社会力学(Social 

Dynamics)の解明である。例えば、Meadows, Meadows, Randers, & Behrens (1972;大来

佐武郎訳 1972)は、個体や個物を単位とした分析だけでは不十分であるとして、全体の力

学を取り扱うシステム・ダイナミクスという研究分野を確立した。これは自然科学では生

態学や気候学・気象学などの領域に浸透していった。他方、心理学分野では、情報提供を

受けた個人がどのように認知し対応するか、そしてその個人のパフォーマンスがどのよう

になるかについての研究は膨大にあることに比して、個々人が異なる情報を持ち寄り、そ

れが共有されていくプロセス、さらには、マクロなレベルでの社会的帰結について取り上

げた研究は極めて少ない。そこで本研究では、ゲーミングを用いて、適切な情報共有がな

されなければ社会全体の維持が困難になるという帰結がもたらされることを示し、情報共

有のあり方について議論を深めることを目的に取り組む。この目的のために、本研究では、

実験室実験ではなく、ゲーミングを用いる。 

 

1.4.1 ゲーミングとその特徴 

Greenblat(1988; 新井潔・兼田俊之訳 1988)は、ゲーミング・シミュレーションに関連

するいくつかの用語について説明を試みた。まず、シミュレーションとは、現実のあるい

は提案されたシステム、プロセス、環境が持つ中心的な特徴あるいは要素についての操作

的なモデルであるとした。ゲーミング・シミュレーションは、ゲーム的側面を持つシミュ
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レーションであり、環境と参加者の活動というゲームとしての特徴を持ち、プレーヤーは、

演ずべき役割、達成すべき目標、行うべき活動、何がなしうるかの制約、そして、各プレ

ーヤーの行動や偶然を含むシステム内での他の要素の作用の結果としての、正と負の利得

が与えられる。ゲーミング・シミュレーションでは、ゲームにおける役割、目標、活動、

制約、結果、そして、それらの結びつきが、現実世界から抽出され、形作られ、現実世界

のシステムのこれらの要素をシミュレートする。つまり、ゲーミング・シミュレーション

は、シミュレートされた文脈の中にゲーム活動を取り込んだハイブリッドな形式である。 

一般的に、シミュレーションとゲームは同じものを指す場合もあるが、厳密に同一では

ない。風洞実験や訓練のためのシミュレーターはシミュレーションではあるが、ゲームで

はない。また、その構成要素が現実世界のシステムやプロセスの何を表現するかが明確で

はない多くの現代のカードゲームやボードゲームもゲームではあるが、シミュレーション

ではない。ただし、その成り立ちには十分なシミュレーションの用途があったものは数々

存在し(増川, 2006)、カードゲームをシミュレーションに用いることは十分に可能である

(杉浦, 2015)。 

Livingston & Stoll(1973)は、シミュレーションゲームについて、シミュレーションとい

う現実の何らかの側面を模したモデルのもとで、複数のプレーヤーがそれぞれの目標を達

成するために競争したり協同したりするというゲームとしての要素で構成されているとし

た。広瀬(1997, 2000)は、シミュレーションゲームに関して、現実味のある模擬社会状況

を作り出して、自己の役割に強くコミットしたプレーヤーがそれぞれの自発性に基づいた

相互作用を行うものであり、初期条件（与件としての社会構造的要因）を設定し、プレー

ヤーの行動結果が集積されることで創発する社会状態を予測することもできるとした。矢

守・吉川・網代(2005)では、ゲーミングは原則として、複数のプレーヤー、複数の選択肢、

選択肢に対する明示的選択、選択に依存した成果の発生という要素を持つとした。 

そして、Duke(1974 中村美枝子・市川新訳 2001)は、ゲーミングとは、ハイブリッド

コミュニケーションスタイルであり、ある社会の構造的与件を模した利得の異なるプレー
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ヤーのコミュニケーションを通じて相互作用するものであると説明している。 

Gray & Borovitz (1986)は、ゲーミング・シミュレーションとコンピュータ・シミュレ

ーションの違いについて、シミュレーションは、ランダムなシナリオ、極端なシナリオ、

統計的出力分布といったものを素早く容易に作り出し、経営者が対処すべき問題の範囲を

理解するのに役立つ計算結果を与え、反対に、ゲーミングは実用的な感じを与えるととも

に、シミュレーション設計者が仮定した人々の反応ではなく、実際に人々がそのような反

応をするかを知る機会を与えてくれるとした。シミュレーションは、構造の比較的単純な

競争状況及び扮装状況をモデリングするのに適しているのに対し、ゲーミングでは、現実

の状況に特有の多元的な複雑性を挿入し、理解することが可能となる。しかし、現在、こ

れらの垣根は徐々になくなりつつあるだろう。Deguchi(2011)はまさにこの二つの要素を

ハイブリッド化している。 

さらに、Greenblad(1994; 新井潔・兼田俊之訳, 1988)は、ロール・プレイングとの違い

としては、ロール・プレイングは、ゲーミング・シミュレーションの 1 種であり、ゲーミ

ング・シミュレーションはロール・プレイングやその他の要素を含むものであるとした。

ロール・プレイングは、参加者はある役割を割り付けられるとともに、自分の置かれた状

況についての一般的な説明を受けるが、そこから先の行動は自由である。一方、ゲーミン

グ・シミュレーションにおいては、役割は相互に作用しているシステムにおいて定義され

る。他の役割と相互作用するような役割に力点が置かれる。また、モデルは動的な相互作

用の基礎を形作り、先に述べた制約、報酬、懲罰を含む。さらに、ゲーミング・シミュレ

ーションは、特定の人々のパーソナリティや立場という点から「推測し直すこと」

(second-guessing)はほとんどない。参加者はシナリオや役割規定だけではなく、自身の行

動を方向付ける目標や目標達成のために利用できる資源、自分がとってよい、あるいはと

ってはいけない行動を規定するルール、そしてプレイの順序について指示される。参加者

の行動やルール違反の結果がどうなるか、また、参加者の役割や行動に組み入れられてい

ない他のシステムの要素がどのように反応しそうかについても知らされる。このように、
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参加者の行動が、望ましい最終目的を達成する上で成功か失敗か、目標が見える形でモデ

ルが構築される。ゲーミングは、ロール・プレイングと比較して、構造化や形式化の程度

や個々の役割演技よりも相互作用プロセスを強調するという点が異なる。 

 

1.4.2 ゲーミングと相互作用 

心理学におけるほとんどの実験研究は、個人を従属変数とするか、集団事象を扱う際に

も個人を分析の基礎単位として用いることを前提としている。Shubik (1965)は、ゲーミン

グを統制された実験の対極に位置づけた。そして、実験ゲームが現象間の違いを一般化す

るために、明白な正確さとより大きい解析力を必要とし、それゆえ現実の様々な要素をそ

ぎ落としているのに対し、ゲーミングは論理的緻密さや検証といった点よりも参加者間の

相互作用に重きを置いており、参加者が互いに影響を及ぼしあい、その相互作用が社会的

な状況を作り出していくというそのダイナミックな相互作用プロセスを観察できるもので

あり、個々人の相互作用過程に基づく社会力学を描き出すことを試みるとした。例えば、

Gamson(1966; 1990)は、情報を含む様々な資源格差がある状況下で生じる社会力学を観察

するツールとしてのゲーミングを開発した。また、Klabbers(1996)は、ゲーミングを用い

て相互作用をする複数の行為主体間での相互確認の重要性をモデル化した。このような研

究の蓄積があるにもかかわらず、社会力学の実証的な観点からの扱いの難しさや、一度に

大人数を必要とすること、また、分析に要する時間や労力のため、近年、このような大規

模なゲーミング研究は減少傾向にある。しかし、個人と社会の相互構成系の解明を標榜す

る社会心理学(Yamagishi, 1990)にとって、マイクロからマクロへの分析ツールとして有用

なゲーミングは、さらに活用すべきであると考える。ゲーミングは“課題発見の道具”

(Armstrong & Hobson, 1973)としての利点がある。Duke & Geurts (2004)は、Armstrong 

& Hobson (1973)を引用して、ゲーミングは直感的かつ測定が困難な方法で問題を熟考す

るときに未来を創造することを可能とする。ゲーミングは社会に還元することに関連した

複雑なダイナミクスを理解し、これまで指摘されてこなかった課題を提起することが可能
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となるだろう。 

広瀬(2000)は、ゲーミングの特徴の一つに“現実味”を感じさせることを挙げている。

ここでいう参加者にとって“現実味”があるということは、現実を忠実に再現することと

は異なり、多くの参加者にとっては非日常的、また現実には存在し得ない場面であっても、

参加者が相互作用過程の中で現実にあり得そうだという実感をもつことである。さらに、

ゲーミングは、初期条件は設計者によって与えられるものの、その帰結については“参加

者の相互作用次第で複雑に変化しうる状況を作り出すことができる”という点もゲーミン

グの特徴に挙げている。社会的ジレンマの帰結は集団構成員の相互作用の帰結に依存して

いるため、ゲーミングが相互作用プロセスを反映した帰結を観察できるという特徴は社会

的ジレンマ研究を行うのに適している。 

ただし、ゲーミングは、その結果が生じるメカニズムを解明するために個別の要因を分

析の俎上に載せることは難しいという制約がある。したがって、個別にどの要因がその結

果をもたらしたのかが不明であるという批判はあるだろう。しかし、構造的与件としての

初期条件の違いを操作とみなすことは可能であり、監視や罰則の有無という初期条件の違

いによって得られる帰結が異なるならば、その初期条件の違いに意味があると解釈できる。 

 

1.4.3 ゲーミングと社会的ジレンマ研究 

社会的ジレンマに関しては、ゲーミングを用いた研究も行われてきた。例えば、コモン

ズゲーム(Powers, 1980)や Gamson の SIMSOC (1978)を基にした SIMINSOC(Hirose, 

1997, 2011) は、社会的ジレンマ状況でのプレーヤーの相互作用をシミュレーションして

いる。これらのゲームでは、プレーヤーは互いにコミュニケーションを行い、取引を含む

状況を生み出し、互いに依存しながら自身の利益を最大化するための意思決定を行う。ま

た仮想世界ゲームは、社会的ジレンマ構造や富の偏在、その他複雑な要因を盛り込まれ、

プレーヤー自身が教室を移動するなどしながら役割を演ずる。共有地の悲劇（Hardin, 

1968）をコンピューター上に再現した「環境ゲーム」（大沼, 2001; Ohnuma, 2005）や
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Garbage (Thiagarajan, 1991)を基に、二次的ジレンマと監視の問題を扱う廃棄物ゲーム

(Hirose, Sugiura & Shimomoto, 2004; 大沼, 1997; 杉浦・広瀬, 1998) は、いずれも社会

的ジレンマ構造をしたゲーミングであるが、これらは複数プレーヤーが相互作用するもの

の、役割の違いはない。 

社会的ジレンマに関する理論的な研究は数多く積み重ねられてきたが、その多くは、監

視によって非協力行動が完全に見つかるか、所与の確率で発見できるような選択肢が用い

られてきた(Messick & Brewer, 1983; Messick, Wilke, Brewer, Kramer, Zemke, & Lui, 

1983)。しかし、現実では監視・罰則によって完全に非協力行動を発見することは不可能

であり、非協力行動の発見確率は事後的にしか算出できず、事前に定めることはできない。

さらに、産廃問題では、巧妙に不法投棄が発覚しないような工夫が凝らされ、それに応じ

てまた監視が強化されていく。このことを一般化して言うならば、監視者と被監視者の相

互作用によって監視をしても非協力行動がますます発見しにくくなる状況を相互に作り上

げていると考えられる。こうした相互作用を許容し、その結果が帰結に反映されるように

するためにゲーミングを用いる。 

なお、本研究で用いるゲーミングは実験室実験とは多くの点で前提が異なっている。本

研究は社会的ジレンマのある特殊な状況下では、サンクションがない場合よりもある場合

に非協力行動が多いことを例証するが、社会的ジレンマ一般について普遍的に論ずるもの

ではない。 

本研究で用いる「産業廃棄物不法投棄ゲーム」は、社会的ジレンマの構造を持ち、監視

と罰則などの要件を盛り込みながら、ロール・プレイングにより異なる役割を持つプレー

ヤーが交渉や取引などの相互作用を行うものである。仮想世界ゲームは、社会の多種多様

なダイナミクスを考えるツールの一つとして有効だが、社会的ジレンマ以外の側面も多く

混在しており、産業廃棄物処理の問題に特化して考えるには適さない。廃棄物ゲーム

(Hirose et al., 2004; 大沼, 1997; 杉浦・広瀬, 1998)は二次的ジレンマと監視の問題を扱っ

ているが、ルールも利得構造も単純で、簡便に実施できるものの、現実の問題に還元して
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考える材料を提供するには扱われている要因が少なく、それに関連するルールを追加する

ことは難しいため、産廃処理の問題について考える上で重要となる構造的与件を組み込む

ことは難しい。以上のように、本ゲームは、産業廃棄物処理と不法投棄という問題を検討

することに特化するため、次章で述べる構造的与件を組み込み、より現実的な側面をゲー

ム内に反映させている。 
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2 産業廃棄物不法投棄ゲームの開発 
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2.1 産業廃棄物不法投棄ゲームの構造的与件 

 

本研究では、現実の産廃問題におけるサンクションの効果について検討するために社会

的ジレンマ構造をした「産業廃棄物不法投棄ゲーム(大沼・北梶, 2007)」を用いた。このゲ

ームは不法投棄問題について検討する上で不可欠な 8 つの構造的与件を持っている。8 つ

の構造的与件とは、社会的ジレンマ構造、異なる役割、役割によって異なる利得構造と初

期情報、廃棄物処理フローの一方向性、困難な監視、不法投棄の帰結のタイムラグ、排出

事業者責任、管理票である。 

社会的ジレンマ構造 ゲームのプレーヤーは、協力としての適正処理か非協力行動として

の不法投棄を意思決定する。個々人にとっては、適正処理よりも不法投棄の方が利益は大

きくなる。しかし、全員が不法投棄をすると、全員が適正処理をした場合よりも社会全体

の利益は小さくなる。 

異なる役割 ゲームには、産廃処理業界に存在する業者に対応して 5 つの役割が存在する。

5 つの役割は、排出業者、中間処理業者、最終処理業者、一次収集運搬業者（以下、一次

収運）、二次収集運搬業者（以下、二次収運）である。それぞれの業者は役割固有の仕事が

あり、産廃の適正処理のために自身の仕事を遂行することが求められる。具体的には、排

出業者は生産をしてお金をゲーム内に発生させ、同時にその副産物として産廃を発生させ

る。排出業者は、排出業者自身だけでは廃棄物処理を完遂することはできないので、一次

収運と交渉し、委託金を支払って産廃の処理を委託する。一次収運は、排出業者から委託

された廃棄物を中間処理業者に委託金を払って委託する。中間処理業者は、廃棄物の量を

縮減することができる。また、二次収運と交渉し、委託金を払って産廃を委託する。二次

収運は、中間処理業者から受け取った産廃を最終処理業者に委託金を支払って委託する。

最終処理業者は、委託された産廃を埋め立てることができる。また、各業者は取引をする

相手とコミュニケーションをすることができる。一次、二次収運は直接取引しない業者と

もコミュニケーションできるが、排出業者、中間処理業者、最終処理業者は一次、二次収
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運としかコミュニケーションすることができない。 

役割によって異なる利得構造と初期情報 適正処理には費用がかかるが、その費用は役割

によって異なっており、ゲーム開始時、自分以外の業者の利得構造については知らされて

いない。例えば、生産により発生する利益や生産、縮減、埋め立てにかかる費用について、

他の業者に関してはそれらがどのくらいの利益もしくは費用であるかプレーヤーは知らな

い。処理にかかる費用は協力のために必要なコストであり、取引相手となる他業者にとっ

てコストがどの程度かかるかはゲーム中に情報を集める必要がある。 

廃棄物処理フローの一方向性 上記の通り、廃棄物は、排出業者の生産によって発生し、

排出業者から一次収運、中間処理業者、二次収運、最終処理業者へと処理を委託されてい

くか、その途中で不法投棄される。この流れは固定であり、廃棄物が逆方向に流れること

はない。ただし、金銭のフローは制限されていないため、このことはプレーヤー間の影響

関係が一方向であることを意味せず、ゲーミングのダイナミクスによって、どのような影

響を及ぼすかとは異なる。 

困難な監視 ゲームでは多数のプレーヤーが同時に様々な場所で交渉や取引、処理、結託、

利益計算、情報交換を行っている。このように同時多発的に行われている相互作用の中か

ら不法投棄を探し、監視することは非常に困難である。なお、不法投棄はいつでもどこで

も誰でも可能である。会場内外の人が集まる場所にも人目につかない場所にも数多くの不

法投棄サイトが設定されており、不法投棄されないようにすべてのサイトを監視すること

は不可能である。また誰かが不法投棄をしたとしても、誰が不法投棄したか、どの程度不

法投棄されたかは全セッションが終了するまでわからない。 

不法投棄の帰結のタイムラグ 不法投棄の帰結はすぐには反映されず、環境の悪化という

形でフィードバックされる。全セッション終了の際に、ゲーム内で不法投棄された総量が

知らされ、プレーヤーは全員その量に応じて、不法投棄によって被害を受けた環境を修復

するための費用を支払う。 

排出事業者責任 排出事業者は不法投棄に対して重い責任を負う。不法投棄が発見された
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場合、発見された廃棄物から不法投棄者を特定することは困難だが、排出先を特定するこ

とは比較的容易である。そのため、排出業者は不法投棄の原状回復費用を他の業者よりも

多く負担する。また、後述の管理票の監督責任も広義の意味での排出事業者責任に含まれ

る。 

管理票 管理票は廃棄物が適正に処理されたことを確認するための書類であり、管理票に

しかるべき記載がない、または返戻されないということは不法投棄されたとみなされる。

そのため、管理票が提出されないなどの不備があった場合には、管理票に不備があった排

出業者が罰金を支払う。ただし、管理票の記載内容の正確さを確認するすべはないため、

虚偽の記載が可能であり、不法投棄されていないかということを明らかにする機能は期待

できない。 

 

 

2.2 産業廃棄物不法投棄ゲームのルール 

 

このゲームでは自己利益の最大化がプレーヤーの目標であると教示され、プレーヤーは

ゲームの成績に応じて報酬（景品）を受け取る2。 

ゲーム開始時には業者の種別に関わりなく全員一律 10S(S はゲーム内の通貨単位)ずつ

所持している。赤字になってもゲームは最後まで継続できるが、ゲーム終了時に最終資産

が赤字の場合には報酬はもらえない。 

 

2.2.1 プレーヤーの種類 

プレーヤーの役割は、排出業者、一次収運、中間処理業者、二次収運、最終処理業者の

                                                   
2 現金ではなく景品を用いることで深刻な葛藤状態となることを回避している。ゲーミン

グは参加者に現実味を感じさせるという性質があるため、多くの場合、現金を用いずとも

参加者はその役割に強くコミットする。そのため、ゲーミング終了後の葛藤解消に重きを

置き、景品を用いる。 
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5 種類が存在する。それぞれ、適正処理の際に果たす役割が異なる。各業者は 2 名から 3

名で、合計では最低 10 名から最大 15 名までで実施する。5 の倍数の人数でないときは、

現実の状況に合わせ、排出業者がもっとも人数が多くなるようにし、上流の業者から順に

人数を増やす。プレーヤーはくじ引きを引いて 5 種類の業者のうち、自身が担当する業者

一つが決定する。 

各プレーヤーの主な役割は次の通りである。排出業者は生産を行い、その副産物として

産業廃棄物を排出する。中間処理業者は中間処理を行い産廃の量を減らす。最終処理業者

は産廃を埋め立てる。一次収運は産廃を排出業者から中間処理業者に運ぶ。二次収運は産

廃を中間処理業者から最終処理業者に運ぶ。 

発生した産廃は、排出業者が一次収運に委託金を払い産廃を引き取ってもらい、以下、

一次収運から中間処理業者、二次収運、最終処理業者の順に、産廃とお金のやりとりをす

る。産廃委託量と委託金額は当事者間の交渉により決める（Figure 2-1）。 

 

 

 

Figure 2-1 産業廃棄物不法投棄ゲームの処理フロー 
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2.2.2 ゲーム場の設定とプレーヤーの移動・接触 

ゲーム会場は、教室など室内で各プレーヤーに 1 つずつ机が用意され、壁を向いて配置

された(Figure 2-2)。各業者は少し離れたところに配置されており、互いの姿は見えるが、

交渉の際には取引をしたい相手のところに移動する必要があり、何をしているか知りたい

ときにはそばまで行く必要がある。また、業種によって移動できるプレーヤーに制約があ

る。排出・中間・最終処理業者は、進行係席へ行くとき以外は、他業者のいる場所へ移動

できず、自分の場所に来る一次及び二次収運としかコミュニケーションできない。一方、

一次及び二次収運はどの業者のいる場所にも移動でき、直接接触できる。一次及び二次収

運は、室内を自由に移動できる。したがって、一次及び二次収運はすべてのプレーヤーの

ところに移動して、直接コミュニケーションをとることができるが、それ以外のプレーヤ

ーはその場から移動できず、一次及び二次収運以外とは直接コミュニケーションをとるこ

とができない。なお、進行係は誰が不法投棄したかわからないということをプレーヤーに

より印象づけるために、進行係席は会場外に設置した。 
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Figure 2-2 会場の配置 

 

 

2.2.3 ゲームの進行とディブリーフィング 

ゲームは、練習（20 分以内）1 セッション、本試行（各 15 分以内）5 セッションを行

う。セッションはゲームのひとつの区切りを表す。時間内に後述の管理票がすべて提出さ

れた場合にもその時点でセッション終了となる。時間内に埋め立てられなかった産廃は不

法投棄とみなされる。つまり、セッションを越えて産廃を保有し、次のセッションで処理

することはできない。プレーヤーは、以下の手順にしたがって産廃を適正処理するか、不

法投棄をする。 

不法投棄は産廃を不法投棄ボックスに入れるだけで、セッション時間内であれば誰でも

いつでもどこでもでき、費用は一切かからない(Figure 2-3)。 
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Figure 2-3 不法投棄をするプレーヤー 

 

ゲーム内では、産廃は小さなカード状となっており、カードには 10t（トン）または 5t

と表示されている(Figure 2-4)。例えば、生産によって 100 トンの産廃が排出されたら、

10 トンのカードが 10 枚このゲーム世界に出回ることになる。不法投棄ボックスは、牛乳

パックに穴を空けて作られたもので(Figure 2-5)、室内外の至る所（20 箇所以上）におい

てあり、各業者指定の席だけでなく、プレーヤーがよく通る場所にも通らない場所にも、

目につきやすいところにも目につきにくいところにもある。また、誰かに目撃されない限

り、全セッションが終了するまで誰がどのくらい不法投棄したかは、他のプレーヤーにも

進行係にもわからない。 
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Figure 2-4 産廃カードの見本 

 

 

Figure 2-5 不法投棄ボックスの見本 

 

5 セッション終了後、不法投棄された産廃が集計され、後述の環境インパクト指数が計

算される。プレーヤーは全員環境インパクト指数に応じた環境修復費用を支払う。費用を

徴収し、最終資産が確定した後、事後質問紙に約 10-20 分程度で回答する。 

その後、参加者を全員集合させ、ディブリーフィングを行う。ディブリーフィングでは、

まず不法投棄による環境修復費用を差し引いた今回のゲームでの最終資産に応じた量の菓

子を参加者に配布する。次に、ゲームに参加しての感想、ゲーム中に注意を払った側面、
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その業者を担当することになってどう思ったか、他の業者に対しての感想、ゲームの狙い

は何だと思うかなどを参加者全員が発言し、その感想を参加者全員で共有する。その後、

ファシリテーターからそのゲームの中で何が起こり、どのように進んでいったのかを振り

返り、ゲーム内の各所で起きていた出来事を全員で共有する。続いて、参加者からの質問

に答え、このゲームの狙い、日本の産業廃棄物不法投棄の現状、社会的ジレンマ問題に関

して、産廃不法投棄をめぐる日本の諸制度、こうした制度とゲーム内のルールの対応関係

を説明する。そして直接かかわらない局所的な出来事や他業者の交渉がそれぞれどのよう

に行われていたか、また非対称に設定している利得情報などについて情報を共有し、ゲー

ムに対する理解を促す。最後に、ゲーム内での振る舞いは、ゲームの構造や利得構造など

の状況によって影響を受けたものであり、必ずしもその個人の人格によるものではないと

いうことを強調し、葛藤が緩和されるように十分に時間をかけて説明をする。ディブリー

フィングは約 15 分から 30 分程度で行う。ディブリーフィング終了後にはプレーヤーは配

られた菓子を再配分し、おおよそ平等に分配するという行動が観察される。このことは、

ディブリーフィングによって参加者は自身の役割から解き放たれ、ゲーム内での未解決の

ままだった葛藤を終わらせたということを示唆している。 

 

2.2.4 管理票 

管理票は、各業者が適正処理したことを示す書類で、プレーヤーは廃棄物を適正に処理

したら、管理票に判を押す。各業者が産廃を適正処理した際に管理票に捺印して産廃とと

もに委託業者に渡し、全業者が捺印することで適正処理したとみなされる。管理票には、

一次管理票と二次管理票の二種類がある。一次管理票は排出業者が発行し、一次収運を経

て中間処理業者へ渡される。中間処理業者は二次管理票が戻ってくるまで一次管理票を保

管する。二次管理票は中間処理業者が発行し、二次収運を経て最終処理業者へ渡される。

最終処理業者は、産廃の埋立処理をした後に捺印し、二次収運へ二次管理票を返戻する。

二次収運は、最終処理業者の捺印を確認した上で、自分も捺印し、中間処理業者へ返戻す
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る。中間処理業者は、二次管理票の捺印を確認したら自分もそこへ捺印する。さらに中間

処理業者は一次管理票にも捺印し、一次収運へ一次管理票と二次管理票を返戻する。一次

収運は、二種類の管理票について、中間業者の捺印を確認した上で自分も捺印し、排出業

者へ返戻する。排出業者はすべての捺印を確認し、進行係へ提出する。 

排出業者は、一次、二次管理票のうち、一枚でも提出できなかった場合には、提出でき

なかった排出業者は罰金を支払わなければならない。時間内に提出されなかったとき、も

しくは時間内に管理票に必要なすべての捺印がそろわなかったときは、そのセッション終

了時に排出業者責任としてその排出業者から罰金 100S が徴収される。排出業者以外から

は罰金は徴収されない。 

なお、管理票は自己申告制となっているため、不法投棄をしても虚偽の申告が可能であ

り、その真偽は誰にもわからないため、管理票に捺印する際に何の支障もなく返戻できる。

プレーヤーの行動を確認することは誰にもできず、管理票の記載内容を確かめることはで

きないため、不法投棄をしたとしても適正処理したものとして管理票に判を押し、偽装す

ることは可能である。 

 

2.2.5 環境インパクト指数と環境修復費用負担 

全セッション終了時に、環境インパクトに応じてすべてのプレーヤーは環境修復費用を

負担する。環境インパクトは、適正処理によるものと不法投棄によるものがあるが、適正

処理をしたときの方が不法投棄による場合よりも環境インパクトは小さい。 

中間処理及び埋立をした場合、適正処理ではあるが環境インパクト指数が若干上昇する。

全セッション終了時、すべてのプレーヤーは、環境インパクト指数の 1 の位を四捨五入し

て 10 で割った金額を負担する(Table 2-1)。中間処理をすると、10 トンにつきインパクト

は 1 上昇し、中間処理をしない場合は 5 上昇する。また、埋立を行うと、5 トンにつきイ

ンパクトは 1 上昇する。100 トンすべてを中間処理し、埋立するという適正処理を行う場

合、インパクトは 20 となる。 
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Table 2-1 適正処理による環境インパクト指数と費用負担額 

 

 

不法投棄による環境インパクト指数の上昇は適正処理よりも大きい。不法投棄量（トン）

がそのまま環境インパクト指数となる。つまり 100 トンすべてを不法投棄すると、インパ

クトは 100 となる。不法投棄による環境修復費用負担額は、排出業者とそれ以外の業者で

異なる。排出業者以外の業者は、環境インパクト指数の一の位を四捨五入して、10 で割っ

た金額を負担しなければならないが、排出業者は、環境インパクト指数に 4 をかけて一の

位を四捨五入し、10 で割った金額を負担しなければならない(Table 2-2)。すなわち排出業

者は他の業者のおよそ 4 倍の額を負担しなければならない。 

 

Table 2-2 不法投棄と環境修復費用負担金額 

 

環境インパクト指数 修復費用(Ｓ) 

0-4 

5-14 

15-24 

: 

95-104 

: 

0 

1 

2 

: 

10 

: 

 

 

不法投棄量(単位:t) 環境インパクト指数 排出業者以外の 
修復費用(Ｓ) 

排出業者の 
修復費用(Ｓ) 

5 

10 

15 

20 

: 

100 

: 

5 

10 

15 

20 

: 

100 

: 

1 

1 

2 

2 

: 

10 

: 

2 

4 

6 

8 

: 

40 

: 
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2.2.6 プレーヤー別の行動選択肢と利得 

以下には、各プレーヤーが適正処理した場合に生じる利益を説明する。すべてのプレー

ヤーは、不法投棄をすればその分の委託金を支払う必要がなくなる。委託金額は当事者間

の交渉により決められる。処理委託の取引は、一人の業者とだけ取引してもよいし、対象

となる業者であれば複数名に分けて委託して、取引してもよい。例えば 100 トンの産廃を

持っている場合、100 トンすべてを 1 人の業者に委託してもよいし、50 トン、30 トン、

20 トンのように分けて委託することも可能である。同様に所持している産廃を適正処理と

不法投棄に分割して処理することも可能である。つまり、100 トンの産廃を 50 トンは委

託、50 トンは不法投棄としてもよい。 

産廃委託を引き受けた金額と引き渡し金額の差が自分の利益になる点は全業者共通だが、

排出・中間・最終処理業者にはそれぞれ異なる利得構造があり、これ以外の利益や費用が

発生する。これら排出業者の生産利益や中間・最終処理業者の適正処理費用について、ゲ

ーム開始時に他の業者は知らない。詳細については個別の業者ごとに後述する。 

排出業者 排出業者は生産により利益を得ることで、ゲーム内にお金を増やすと同時に産

廃を発生させる。一人の排出業者が 1 回に生産する平均量は約 100t である。排出業者は

このゲーム内で唯一社会全体の資本を増やすことができる役割である。進行係へ生産を届

け出て、10S を支払い、10 面サイコロをふり、その目によって利益とそれに伴い排出され

る産廃の量が決まる(Table 2-3)、さいころの目が 1-2 の場合は少、3-9 の場合は中、10 の

場合は多となる。この情報は、ゲーム開始時は排出業者しか知らない。 

排出業者は適正処理を選択して一次収運に委託するか、不法投棄をすることができる。

適正処理の場合、ここで得た利益から、一次収運へ委託金を払い、産廃を渡す。その差引

額がそのセッションの直接の利益となる。また、排出者責任により管理票に不備があった

場合には罰金 100S を支払い、不法投棄に対する環境修復費用を他業者の約 4 倍の額を負

担しなければならない。つまり管理票の罰金を考えなければ、非協力の方が常に得である
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という点は他のプレーヤーと共通だが、その誘因の程度は排出業者では弱い。  

 

Table 2-3 生産単位と利益 

 

 

一次収運 適正処理として排出業者から受け取った産廃を中間処理に委託するか不法投

棄することができる。適正処理の場合、排出業者から委託金と産廃を受け取り、中間処理

業者へ委託金を払って産廃を渡す。その差額がそのセッションでの利益となる。また、ど

の業者の元へも移動してコミュニケーションをとることが可能であるため、必要があれば

情報収集や情報伝達ができる。 

中間処理業者 一次収運より受け取った産廃を中間処理するか、あるいは中間処理をしな

いまま二次収運に委託する、もしくは不法投棄することができる。適正処理として中間処

理をすると産廃の量を半分に減らすことができる。中間処理には費用がかかるが、そのま

ま全量が最終処理業者に渡されて埋立された場合に比べて、社会全体で負担する費用を低

減できる。なお中間処理も分割して処理することが可能である。中間処理を行うかどうか

の決定をした後、二次収運に委託するかどうかを決定する。したがって、一次収運から受

け取った金額から、中間処理費用と二次収運へ委託した費用を差し引いた額がそのセッシ

ョンの利益となる。  

中間処理にかかる費用は、10 トンあたり 1S で、そのとき環境インパクト指数は 1 高ま

る(Table 2-4)。中間処理をしない場合は費用は掛からないが、10 トンあたり環境インパク

ト指数が 5 高まる。この場合、最終処理業者で適正に埋立されても、社会全体で負担する

コストは大きくなる。ただし、中間処理をしなければ、中間処理業者の費用負担は軽減さ

生産単位 生産による利益(S) 産廃発生量(t) 

少 50 40 

中 75 100 

多 100 160 
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れる。この中間処理に関する情報に関しては、ゲーム開始時には中間処理業者しか知らな

い。 

 

Table 2-4 中間処理費用と環境インパクト 

 

 

二次収運 中間処理業者から受け取った産廃を最終処理業者に委託するか不法投棄する

ことができる。適正処理する場合には、最終処理業者へ委託金を払って産廃を渡す。その

差額がそのセッションの利益となる。また、すべての場所へ移動して、どの業者ともコミ

ュニケーションをとることが可能であるため、必要があれば情報収集や情報伝達ができる。 

最終処理業者 二次収運より受け取った産廃を埋立処理するか不法投棄することが可能

である。埋立には費用がかかるが、不法投棄した場合より社会全体で負担する費用を低減

できる。二次収運から受け取った金額から埋立費用を引いた額がそのセッションでの利益

となる。 

埋立にかかる費用は 5 トンあたり 1S で、そのとき環境インパクト指数は 1 高まる(Table 

2-5)。埋立をしなかった場合は、すべて不法投棄となるので埋立費用はかからないが社会

全体で負担する費用は大きくなる。この最終処理に関する情報に関しては、ゲーム開始時

には最終処理業者しか知らない。 

 

なお、ここでは、産廃取引によって生じるお金のやり取りしか記載していないが、処理

委託以外に、「管理票捺印代」「適正処理確約代」「補償金」「情報代」などの名目で業者間

のお金のやり取りをすることは自由であり、実際そのようなやり取りが観察され、一人の

業者が影響を及ぼす範囲は非常に広範であり、複雑である。 

程度 料金(S)/10t 環境インパクト指数/10t 

する 1 1 

しない 0 5 
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Table 2-5 埋立費用と環境インパクト指数 

 

 

2.2.7 社会的ジレンマ構造 

プレーヤーは全員、廃棄物を適正処理する協力行動と、不法投棄する非協力行動を選択

することができる。この選択は、ゼロサムではなく、連続的なものである。つまり、自身

が保有している廃棄物を全量適正処理、もしくは不法投棄するだけではなく、もしそうし

たいのであれば、一部を適正処理、残りを不法投棄することも可能である。 

適正処理する場合、直接交渉相手と対面して取引を行う。プレーヤーは自身が適正処理

する量を決め、契約を結び、委託金を支払わなくてはならない。 

プレーヤーは誰でも、産廃の適正な処理や委託以外に、非協力行動として不法投棄する

ことも可能である。不法投棄は、セッション中いつでもどこにでもできる。なお、誰にも

見られずに不法投棄することは容易であり、誰が不法投棄したか、どの程度不法投棄され

たかは全セッションが終了するまで、誰かに目撃されない限り誰にもわからない。不法投

棄の影響は即座に反映されるものではなく、タイムラグがある。全セッションが終了した

際に、すべてのプレーヤーは非協力の帰結として不法投棄量が大きく影響を与える環境イ

ンパクト指数に応じて環境修復費用を支払わなくてはならない。また、排出業者は他の業

者よりも多く不法投棄のための修復費用を支払わなくてはならない。排出業者は、廃棄物

を責任もって処理する、もしくは適正に処理したかを確認する排出者責任があるためであ

る。 

料金 

埋立地 埋立地販売料金(S) 

5t 1S 

環境インパクト指数 

埋立量 環境インパクト指数 

5t 1 
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不法投棄をすると、社会全体で負担する金額は適正処理した場合よりも大きくなる。個々

のプレーヤーにとっては、適正処理をしたときよりも不法投棄をした方が最後に環境修復

費用を負担することになっても利益が大きくなるが、不法投棄が多くなるほど全プレーヤ

ーにとっての全体の利益は小さくなる。仮に、毎セッション社会全体にもたらされる金額

が一定（75S）で、各業者 1 名の 5 名のゲームの場合の社会全体の利益は以下の通りであ

る (Figure 2-6)。中間処理量が多いほど、また、埋立量が多いほど、社会全体にもたらさ

れる利益が大きい。ただし、個々人の利益は交渉によるため、適正処理をしたからといっ

て必ずしも利益が大きくなる保証はない。 

以上のゲームを用いて、以下の 4 つの研究を行った。 

 

 

Figure 2-6 中間処理・埋立処理および不法投棄による社会全体の利益の変動 
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3 研究１：監視主体がいる効果3 

 

                                                   
3 本章、及び次章は、『北梶陽子・大沼進（2014）社会的ジレンマ状況で非協力をもたら

す監視罰則――ゲーミングによる例証――.心理学研究 第 85 巻 第 1 号 9-19. 』として公

刊された論文から一部抜粋し改変したものである。 
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3.1 目的 

 

研究 1 の目的は、監視の存在が非協力行動を増やすことの例証にある。具体的には、監

視のない統制条件で監視のある条件よりも非協力行動が少ないことを示す。 

 

 

3.2 方法 

 

3.2.1 条件操作 

三つの条件を設定した。現実で生じている問題を参考に、排出監視条件と G メン監視条

件の 2 種類の監視主体を設定した。 

排出監視条件では、排出業者が管理票に付き添って移動し、直接監視することができる。

現実には、排出事業者は委託した産廃を載せた運搬車を尾行してまで不法投棄されないか

を確認しようとしているという報告もあり、その要素をゲーム内に構築した。産廃は管理

票とともに移動するので、排出業者も管理票とともに移動すれば不法投棄を発見できるは

ずである。不法投棄の被害が大きい排出業者は監視の誘因が十分に大きく、不法投棄を減

らす努力をするはずである。また、不法投棄を発見したら次からはその業者に委託しない

ようにすることもできる。したがって、他の業者も排出業者から取引相手に選ばれず不利

益を被るので不法投棄しない誘因が存在する。以上より、監視の負の効果がなければ排出

監視条件では監視があることにより不法投棄が少ないと予想される。 

G メン監視条件では、産廃取引に直接関係しない第三者である“産廃 G メン”という監

視の役割が存在する。現実には、都道府県職員などで組織された G メンと呼ばれる監視員

が存在しており、その要素をゲーム内に構築した。G メンは 1 ゲームに 1 名で、どこでも

自由に監視することができ、疑わしいプレーヤーについて回れば不法投棄を発見できるは

ずである。また、他の役割では自分の最終資産が多いほどゲーム後の報酬も多くなるが、
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G メンの最終資産はゲーム後の報酬と関係せず（G メンも所持金はある）、G メンは全体

の不法投棄量が多いほどゲーム後の報酬が少なくなる。従って、G メンは最終資産を気に

せず不法投棄を減らそうとするはずで、不法投棄を防止する誘因は十分に大きい。また、

G メンに不法投棄を発見されると他のプレーヤーに知られ、今後取引相手として選ばれな

い可能性が高まるため、どの業者にも不法投棄をしない誘因が存在する。従って、 G メ

ン監視条件でも監視の負の効果がなければ監視がないときよりも不法投棄が少ないと予想

される。 

上記 2 条件で排出業者や G メンが監視をする場合には、会場内を歩き回り、不法投棄が

されていないか見回る。また、どの業者にも自由に尋問したり、不法投棄をしないよう呼

びかけたり、自分が得た情報を他業者に提供したりできる。なお、どちらの条件でも排出

業者が監視費用を負担する必要があり、排出監視条件では進行係に、G メン監視条件では

G メンに監視費用を支払う。ただし、排出業者にとっては生産で得る利益（期待値 75S）

や管理票不備による罰金(100S)と比べると監視費用(10S)は少額だと考えられる。 

統制条件では監視主体が存在しない。ルール上、移動できるプレーヤーは一次及び二次

収運のみであり、排出業者は他業者の場所へ移動できないため、自ら監視をして回ること

が不可能である。統制条件は監視や制裁行動が他の条件より極めて弱く、サンクションが

非協力行動を抑止するという考え方をする限り先の 2 条件より協力行動は少ないと予想さ

れる。 

 

3.2.2 参加者とゲーム進行 

参加者は 1 ゲーム 10 名から 15 名で 9 ゲーム行い、大学生 111 名が参加した。ゲーム日

程、実施条件を決めた上で、参加可能な参加者を割り当てた。1 業者につき 2 名から 3 名

をくじ引きで割り当てた。排出監視条件で 38 名、G メン監視条件で 37 名（うち不法投棄

ができない G メン役 3 名は分析対象から除外）、統制条件で 36 名が参加した。 

全ての条件で、ゲームの目的は自己利益最大化で最終資産に応じた景品を渡すこと、最
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終資産がゲーム終了時にマイナスとなった場合には景品を渡せないことを事前に説明した。

なお、実際には資産がマイナスになった者にも最低限の景品を渡した。 

ゲームは、まず全体のルール説明（20-25 分）後、くじ引きで業者を決め、業者ごとに

ルール説明を約 10 分行った。その後、20 分の練習試行を実施した。ほとんどの場合、練

習試行では時間切れになり、時間内に処理されなかった産廃は不法投棄とみなされ、その

分も環境修復費用として徴収された。質問は常に受けつけた。ルールが十分理解されたと

見られた時点で、ゲームを初期状態に戻し、本試行を開始した。本試行は 1 セッション 15

分で 5 セッション行った。全セッション後、環境修復費用を徴収し、ゲームは終了した。

ゲーム終了後、質問紙への回答を求め（約 15 分）、さらにディブリーフィングを約 15 分

から 30 分行った。全体で 1 ゲームの実施時間は約 3 時間であった。 

 

3.2.3 従属変数 

協力に関する行動変数として、不法投棄量や産廃の取引量を各参加者がゲーム中に記録

用紙に記入した。以下の分析ではこの自己申告の値を用いた。この値は各参加者の合計値

が進行係の管理しているデータとほぼ一致したため、そのまま使用した。練習試行を除い

た 1-5 セッションを分析対象とした。 

ゲーム終了後、参加者が回答した質問紙の内容は、他業者の利得情報認知度、他業者に

関する情報収集度、同業者との連携、他業者との連携、協力意図、ゲーム内での環境に対

する態度、ゲーム内でのお金に対する態度であった。 

利得情報の認知度は、“あなたが排出業者の利得に関する情報（生産利益など）を知った

のはいつですか”、以下、中間処理業者（中間処理費用など）、最終処理業者（埋立地の料

金など）の 3 項目で、それぞれ“何セッション目で知ったか”、または“最後まで知らな

かった”を選択肢に含めた。分析では自業者の利得に関する質問項目への回答は含まない。 

他業者に関する情報収集度は、“私は他プレーヤーの利得構造に関する情報を収集した”、

“私は直接産廃の取引をしない業者の利得構造に関する情報を得た”の 2 項目であった(α
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=.74)。同業者との連携は、“私は同業者とよく連絡を取り合った”、“私は同業者と協力し

た ”の 2 項目であった(α=.91)。他業者との連携は、“私は他業者とよく連絡を取り合っ

た”、“私は他業者と協力した”の 2 項目であった(α=.71)。協力意図は、“ばれなければ不

法投棄をしてもよい（逆転）”、“不法投棄はしたくない”の 2 項目であった(α=.65)。また、

ゲーム内での環境に対する態度として“私は環境に配慮して行動した”、ゲーム内でのお金

に対する態度として“お金のために行動した”という項目をそれぞれ単項目で尋ねた。他

業者の情報収集度からゲーム内でのお金に対する態度までは、いずれも“1: まったく思わ

ない”から“7:非常に思う”の 7 段階で評定させ、それぞれの項目の平均値を尺度として

用いた。 

 

 

3.3 結果 

 

3.3.1 監視の実施状況 

排出監視条件での監視実施状況の測度は監視費用の支払い回数とした。排出監視条件で

は、排出業者はほぼ全員監視を行い、1 度も監視費用を払わなかった参加者は 9 名中 1 名

のみであった。3 ゲーム計 26 回の監視費用が支払われ、誰も監視費用を支払わなかったセ

ッションは 3 ゲーム合計で 6 回だけであった。G メン監視条件では、監視費用の支払いの

有無にかかわらず、G メンはゲーム中は常に自発的に監視を行っており、不法投棄はやむ

なしと考えたり黙認する G メンはいなかった。それにも関わらず、監視者は不法投棄を発

見することはほとんどできなかった。各ゲーム 10 名から 15 名のプレーヤーがおり、監視

者が同時に全員を監視することは不可能である。交渉も同時に複数箇所で行われており、

その一つに監視者が関与している間に他のところで不法投棄が行われることもある。これ

らの複合的な理由により不法投棄を発見することはほとんどできなかった。これらの点は

以下に紹介していく研究 2 から研究 4 までの全ての条件で同様である。 



51 

 

 

3.3.2 生産量と不法投棄量 

各ゲームの生産量は 880～1680t の範囲にあり、条件間に差がない(F(2, 6)=1.58, n.s.)

ことを確認した（統制条件M=1217t (SD=317.23)、Gメン監視条件M=1487t (SD=181.48)、

排出監視条件 M=1480t (SD=34.64)）。以下の分析では不法投棄量を非協力行動の指標とし

て分析した。産廃の処理が完了する前にセッションの制限時間になってしまった場合には、

処理し切れなかった産廃は不法投棄とみなすルールがあるが、本試行では管理票が返戻さ

れなかったことはなく、どの条件でも時間切れによる不法投棄はほとんど観測されなかっ

た。この点は、以下に紹介していく研究 2 から研究 4 まですべてで同様であった。率では

なく量で分析した理由は、取引相手として選ばれないプレーヤーも存在したため、この場

合は一人がそのセッションに受託した量を分母として計算できないためである。 

不法投棄量を従属変数として、条件（3：統制、排出監視、G メン監視）×業者（5：排

出、中間、最終、一次収運、二次収運）×セッション（5：1‐5 セッション）の分散分析

を行った（平均値と標準偏差は Table 3-1）。条件と業者は参加者間、セッションは参加者

内要因配置であり、ゲームの要因も条件に含めた mixed model となっている。また、セッ

ションは連続変数とみなした。 

分析の結果、条件の主効果(F(2,387)=22.47, p<.001)、業者の主効果(F(4,387)=5.14, 

p<.001)、業者×セッションの交互作用効果(F(4,387)=2.56, p<.05)が得られた。条件の主

効果が得られたので、最小二乗平均の差を検定したところ（有意水準 5%、以下同）、統制

条件と排出監視条件の間で有意な差が見られた。統制条件の不法投棄量は、排出監視条件

の約半分にすぎなかった(Figure 3-1)。なお、条件×セッションの効果は見られなかった

(Figure 3-2)。業者の主効果が得られたので、最小二乗平均の差を検定したところ、排出業

者と最終処理業者、一次収運、二次収運との間で、中間処理業者と最終処理業者との間で、

最終処理業者と一次収運との間で有意差が見られ、処理フローの下流に位置する最終処理

業者と二次収運の不法投棄が多かった。また、業者×セッションの交互作用効果について、
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最終処理業者と二次収運では不法投棄量が減少したのに対し、中間処理業者、一次収運は

最終セッションで不法投棄量が増加した(Figure 3-3)。 

 

Table 3-1 条件別業者一人あたり平均不法投棄量の推移(研究 1) 

 

 

業者 Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD
統制
　排出 2.50 6.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.50 20.10 10.00 20.25
　中間 7.86 10.80 8.57 21.30 0.00 0.00 7.14 17.75 21.43 31.82 45.00 65.14
　最終 3.57 5.89 10.71 24.62 5.71 7.39 1.43 3.55 5.00 7.17 26.43 41.19
　一次 5.00 8.77 2.50 6.70 3.75 10.05 7.50 20.10 13.75 24.25 32.50 64.60
　二次 8.33 18.95 4.17 6.17 5.83 9.48 0.00 0.00 0.00 0.00 18.33 23.79
　合計 5.28 10.89 5.00 15.27 2.92 7.32 3.33 12.73 9.86 21.68 26.39 48.64
排出監視
　排出 2.22 6.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.67 19.07 8.89 19.33
　中間 4.29 7.39 10.00 21.00 2.86 7.10 4.29 10.65 12.86 16.90 34.29 33.81
　最終 16.43 17.72 34.29 41.61 24.29 23.55 18.57 16.43 19.29 21.08 112.86 71.17
　一次 5.56 6.93 5.56 12.71 11.11 17.48 0.00 0.00 21.11 31.42 43.33 45.73
　二次 35.00 35.60 6.67 7.58 15.83 11.90 23.33 35.56 10.83 18.20 91.67 70.26
　合計 11.18 20.30 10.53 24.01 10.13 16.69 7.89 18.82 14.21 22.99 53.95 62.44
Gメン監視
　排出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
　中間 2.86 7.10 4.29 5.02 2.86 7.10 7.14 17.75 7.14 17.75 24.29 40.89
　最終 13.33 15.99 21.67 28.26 25.00 21.97 8.33 10.45 7.50 11.65 75.83 39.76
　一次 8.33 9.13 8.33 18.95 11.67 26.53 0.00 0.00 15.00 23.30 43.33 62.88
　二次 15.83 21.66 8.33 18.95 18.33 23.79 6.67 9.59 5.00 7.77 54.17 76.59
　合計 7.21 13.66 7.65 17.84 10.29 20.02 4.12 10.57 6.32 14.66 35.59 54.92
全条件
　排出 1.54 5.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.62 16.05 6.15 16.49
　中間 5.00 8.77 7.62 17.52 1.90 5.90 6.19 15.65 13.81 23.71 34.52 48.78
　最終 11.00 15.04 22.25 33.69 18.00 20.80 9.50 13.47 10.75 15.83 71.50 64.14
　一次 6.09 8.24 5.22 13.20 8.70 18.57 2.61 12.29 16.96 27.05 39.57 57.16
　二次 19.72 28.47 6.39 12.29 13.33 17.01 10.00 23.22 5.28 12.14 54.72 67.90
　合計 7.96 15.77 7.78 19.61 7.78 15.90 5.19 14.73 10.28 20.47 38.98 56.87

3セッション 4セッション 5セッション 合計(t)1セッション 2セッション
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Figure 3-1 条件別 5セッション合計不法投棄量の平均(研究 1) 

 

 

Figure 3-2 条件別セッションごと不法投棄量推移(研究 1) 
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Figure 3-3 業者別セッションごと不法投棄量推移(研究 1) 

 

3.3.3 質問紙 

他業者の利得情報認知度について、他業者の利得を最後まで知らないまま取引をしたプ

レーヤーがどの程度いたかを明らかにするために、途中で知ったか、最後まで知らなかっ

たかに分け、χ2検定を行って条件間の差を確認した(Table 3-2)。なお、この分析では同業

者に関する情報は除いているので、業者の効果は含めていない。 

その結果、排出業者の利得情報を最後まで知らなかった人の割合に有意傾向が見られた

(χ2(2)=4.98, p<.10)。排出業者の利得情報を得ていた割合は、排出監視条件では全体の半

分以下であり、それ以外の条件では 7 割前後の者が利得情報を得ていたことと比べて少な

かった。中間処理業者の利得情報についても条件間で有意傾向が見られ (χ2(2)=4.77, 

p<.10)、統制条件で最も高く、排出監視条件で最も低かった。最終処理業者の利得情報に

ついても条件間に有意な差が見られた(χ2(2)=8.99, p<.05)。最終処理業者の利得情報は、

統制条件で約 6 割が共有していたが、 G メン監視条件で約 4 割、排出監視条件では約 2

割しか情報が共有されていなかった。 
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Table 3-2条件別他業者の利得情報認知度(研究 1) 

 

 

他業者に関する情報収集度、同業者との連携、他業者との連携、協力意図、ゲーム内で

の環境に対する態度、ゲーム内でのお金に対する態度について条件に関する分散分析を行

った。以下の分析ではすべて、条件（3：統制、排出監視、G メン監視）の１要因配置で、

業者、ゲームの効果を含めた枝分かれ配置となっている(Table 3-3)。 

他業者に関する利得情報収集度について、条件に主効果が見られ (F(2, 62)=3.67, p<.05)、

Tukey 法を用いた多重比較の結果、統制条件と他の 2 条件の間で有意な差が見られ、統制

条件で最も情報収集を行っていた。 

同業者との連携に関して、条件に主効果が見られ(F(2, 63)=4.29, p<.05)、多重比較の結

果、G メン監視条件と排出監視条件の間で有意な差が見られた。排出監視条件では同業者

内での連携が強かった。 

他業者との連携に関して、条件の主効果が見られ(F(2,63)=7.52, p<.01)、Tukey 法を用

いた多重比較の結果、統制条件と排出監視条件の間で有意な差が見られた。他業者間の連

携は統制条件で最も強く、排出監視条件では最も他業者との連携が行われなかった。 

協力意図に関しては、条件の主効果は見られなかった（F(2, 62)=1.48, n.s.）。 

ゲーム内での環境に対する態度に関しては、条件間で有意な傾向が見られ(F(2, 63)=3.71, 

p<.10)、Tukey 法を用いた多重比較の結果、統制条件と排出監視条件、G メン監視条件と

排出監視条件の間で有意な差が見られた。排出監視条件では環境には配慮していなかった。 

ゲーム内でのお金に対する態度に関しては、条件の主効果が見られなかった(F(2, 

条件 途中で知った
最後まで

知らなかった
途中で知った

最後まで
知らなかった

途中で知った
最後まで

知らなかった
統制 n 20 8 19 10 16 12

% 71.4% 28.6% 65.5% 34.5% 57.1% 42.9%
排出監視 n 13 16 12 19 6 25

% 44.8% 55.2% 38.7% 61.3% 19.4% 80.6%
Gメン監視 n 17 8 16 11 10 17

% 68.0% 32.0% 59.3% 40.7% 37.0% 63.0%

排出業者に関する利得 中間処理業者に関する利得 最終処理業者に関する利得
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63)=1.85, n.s.）。 

 

Table 3-3 各項目の平均値と標準偏差(研究 1) 

 

 

 

3.4 考察 

 

排出監視条件で、監視のない統制条件よりも不法投棄量が多かった。また、排出監視条

件では他の条件よりも、情報収集行動が減少し情報が共有されず、同業者との連携は強い

が他業者との連携は弱く、環境に配慮していなかった。以上より、取引に関わっており直

接利害に関係している主体による監視があると、処理に必要な費用といった情報が共有さ

れず、自業者の利益にしか注意が払われなくなり、結果として不法投棄せざるを得なくな

ったと解釈できる。しかし、G メン監視条件では必ずしも不法投棄が多くはなかった。G

メンは取引に関わっておらず、利害が関連しない業者にとって競争的になったり警戒した

りする必要がなかった可能性が考えられる。 

ただし、研究１では監視があっても直接的な罰則がなく、選択的誘因としては不十分で

あるという批判が可能である。そこで研究２でこの点をさらに検討する。 

  

Mean ( SD ) Mean ( SD ) Mean ( SD )

他業者に関する利得情報収集度 4.31 ( 1.81 ) 3.53 ( 1.62 ) 3.51 ( 1.39 )
同業者との連携 4.28 ( 2.28 ) 4.63 ( 2.23 ) 3.85 ( 1.90 )
他業者との連携 5.10 ( 1.59 ) 3.97 ( 1.33 ) 4.46 ( 1.25 )
協力意図 5.32 ( 1.44 ) 4.68 ( 1.42 ) 4.87 ( 1.53 )
ゲーム内での環境に対する態度 4.72 ( 2.36 ) 3.34 ( 2.10 ) 4.62 ( 1.74 )
ゲーム内でのお金に対する態度 4.25 ( 1.71 ) 4.92 ( 1.48 ) 4.38 ( 1.48 )

統制 排出監視 Gメン監視
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4 研究２：罰則があることの効果 
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4.1 目的 

 

研究 2 の目的は、罰則の存在が非協力行動を増加させることの例証である。具体的には、

罰則のある条件で罰則も監視もない統制条件よりも不法投棄量が多いことを示す。 

研究 1 では、加罰が明示的でなく選択的誘因としては不十分だという可能性がある。研

究 1 のゲームの中では、不法投棄を発見されたプレーヤーは次のセッションで委託しても

らえなくなるため、排除という実質的に罰に相応する対応が可能である。しかし、委託し

てもらえなくても資産が減るわけではないため、サンクションとして不十分ではないかと

いう批判はありえる。 

そこで研究 2 では、同じ監視主体が直接的に罰を加えられる条件を設定し、監視罰則の

効果を検討する。 

 

 

4.2 方法 

 

4.2.1 条件操作 

次の三つの条件を設定した。 

G メン罰金条件では、産廃取引に直接関係しない第三者である産廃 G メンが各ゲーム 1

名存在し、会場内のどこでも自由に監視できる。さらに不法投棄の現行犯を見つけたら不

法投棄の発覚 5t につき 2S を罰金として不法投棄者から徴収する。罰金徴収という実効性

を持たせているため、サンクションの負の効果を考慮しなければ、監視だけの場合よりも

不法投棄しない誘因は大きい。G メンのゲーム後の報酬は不法投棄量で決まるため、G メ

ンも不法投棄防止に取り組む誘因が十分に大きいとみなせる。なお、研究１と同様、G メ

ンの最終資産はゲーム後の報酬には関係しない。 

G メン監視条件では、G メンは監視を行えるが、不法投棄の現行犯を目撃しても罰金を
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徴収できない。不法投棄を発見した場合は他のプレーヤーに報告できる。それ以外はすべ

て G メン罰金条件と同様である。 

なお、研究 1 では G メン条件でも排出業者が監視費用を出していたが、研究２では監視

費用は不要とした。 

統制条件では、G メンなど監視主体が存在せず、不法投棄を誰かに見られたとしても罰

金を取られることもない。よって、サンクションが非協力行動を抑止するという前提で考

える限り、先の 2 条件に比べて協力行動は少ないと予想される。 

 

4.2.2 参加者とゲーム進行 

参加者は 1 ゲーム 11 名から 15 名で 9 ゲーム行い、大学生 118 名が参加した。1 業者に

つき 2 名から 3 名をくじ引きで割り当てた。統制条件で 36 名、G メン監視条件で 38 名、

G メン罰金条件で 44 名が参加した。なお、不法投棄ができない G メン役 6 名は分析対象

から除外した。 

ルール説明や総所要時間などは研究１と同一である。ただし、研究 2 以降、中間処理を

しなかった場合の環境インパクトは廃止とした。 

 

4.2.3 従属変数 

研究 1 と同様、協力に関する行動変数として、不法投棄量や産廃の取引量を各参加者が

ゲーム中に記録用紙に記入した。以下の分析では、この自己申告の値を用いた。また、分

析の対象は練習試行を除いた 1-5 セッションとした。 

ゲーム終了後、参加者は質問紙に回答した。内容と評定の仕方は研究 1 と同一であり、

他業者の利得情報認知度、他業者に関する情報収集度 2 項目(α=.84)、同業者との連携 2

項目(α=.87)、他業者との連携 2 項目(α=.77)、協力意図 2 項目(α=.75)、ゲーム内での環

境に対する態度 1 項目、ゲーム内でのお金に対する態度 1 項目について尋ねた。 
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4.3 結果 

 

4.3.1 監視と罰金徴収の実施状況 

G メン監視条件と G メン罰金条件では、G メンの目的は不法投棄防止であり、ゲーム中

は常に監視をしていた。なお、G メン罰金条件では、G メンが罰金を徴収できたのは 3 ゲ

ームで計 4 回 210t だけであり、全不法投棄量 2515t のうち 8.3％であった。ゲーム後のデ

ィブリーフィングでは、すべての G メンは“熱心に監視をしたが、現行犯を発見すること

は難しかった”と述べていた。 

 

4.3.2 生産量と不法投棄量 

9 ゲームの生産量は 880～1740t の範囲にあり、ゲームでの生産量が条件間に差がない

(F(2, 6)=0.51, n.s.)ことを確認した（統制条件 M=1233t (SD=318.96)、G メン監視条件

M=1393t (SD=302.86)、G メン罰金条件 M=1440t (SD=120.00)）。 

不法投棄量を従属変数として、条件（3：統制、G メン監視、G メン罰金）×業者（5：

排出、中間、最終、一次、二次）×セッション（5：1-5 セッション）の分散分析を行った

（平均値と標準偏差は Table 4-1）。条件と業者は参加者間、セッションは参加者内要因配

置とし、ゲームの要因も条件に含めた mixed model となっている。 

結果、条件の主効果(F(2,395)=21.87, p<.001)、条件×業者×セッションの交互作用効果

(F(8,395)=4.52, p<.001)が得られた。条件の主効果が得られたので、最小二乗平均の差を

検定したところ、条件間の有意な差は見られなかったが、傾向としては、統制条件は最も

少なく、Gメン監視条件とGメン罰金条件で同程度に不法投棄量が多かった(Figure 4-1)。

なお、条件×セッション、業者×セッションの効果は見られなかった(Figure 4-2, Figure 

4-3)。 

条件×業者×セッションの交互作用効果については、全体としては最後のセッションで
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不法投棄量が増加したが、統制条件の排出業者、中間処理業者、一次収運、G メン監視条

件の最終処理業者、G メン罰金条件の排出業者、一次収運ではセッション全体を通じて減

少傾向が見られた。ただ、G メン罰金条件の排出業者と一次収運はセッションを経て不法

投棄量が減少しても他業者より不法投棄量は多かった。 

 

Table 4-1 条件別業者一人あたり平均不法投棄量の推移(研究 2) 

 

 

業者 Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD
統制
　排出 0.00 0.00 10.00 14.32 10.00 18.26 7.50 20.10 0.00 0.00 27.50 45.50
　中間 15.00 17.72 16.25 21.89 3.75 4.90 6.25 7.49 3.75 6.58 45.00 40.11
　最終 3.33 3.79 5.00 5.87 12.50 13.69 10.00 11.37 24.17 21.26 55.00 33.35
　一次 5.00 10.13 8.75 23.45 3.75 10.05 1.25 3.35 0.00 0.00 18.75 42.80
　二次 0.00 0.00 17.50 12.37 12.50 18.51 0.00 0.00 14.17 14.21 44.17 18.90
　合計 5.00 11.21 11.53 17.88 8.06 14.20 5.00 11.70 7.22 14.06 36.81 40.13
Gメン監視
　排出 12.50 26.19 15.00 33.20 5.00 13.40 10.00 20.25 15.00 26.31 57.50 56.56
　中間 10.00 15.54 4.17 7.44 1.67 3.79 0.00 0.00 28.83 32.17 44.67 33.07
　最終 36.67 38.36 15.00 23.30 9.17 18.67 0.00 0.00 5.00 11.37 65.83 70.98
　一次 0.00 0.00 2.50 6.70 0.00 0.00 7.50 13.16 47.63 50.40 57.63 49.38
　二次 2.00 4.08 0.00 0.00 5.00 10.21 0.00 0.00 8.00 16.33 15.00 15.81
　合計 11.82 25.12 7.73 20.48 3.94 11.50 4.24 12.60 22.55 35.73 50.27 52.22
Gメン罰金
　排出 20.00 23.84 20.00 25.67 17.78 24.67 20.00 30.15 10.00 20.23 87.78 99.40
　中間 2.22 6.36 7.78 15.83 6.67 12.84 2.22 4.20 14.44 32.81 33.33 67.38
　最終 1.67 3.79 0.83 1.90 0.00 0.00 5.00 11.37 4.17 9.48 11.67 26.53
　一次 24.44 31.30 15.56 28.65 8.89 17.48 20.00 31.26 6.67 19.07 75.56 97.48
　二次 1.88 3.52 8.13 16.20 0.63 1.67 5.63 9.95 19.38 20.32 35.63 37.59
　合計 10.85 21.23 11.22 21.57 7.44 16.57 11.10 22.62 11.22 22.76 51.83 79.40
全条件
　排出 11.20 22.06 15.20 25.73 11.20 20.14 12.80 24.68 8.40 20.02 58.80 76.06
　中間 8.70 14.68 9.78 17.30 4.35 8.92 3.04 5.69 14.48 28.07 40.35 51.12
　最終 13.89 27.41 6.94 15.00 7.22 14.24 5.00 10.06 11.11 17.46 44.17 52.79
　一次 10.40 22.27 9.20 22.53 4.40 12.40 10.00 21.63 17.64 36.91 51.64 72.68
　二次 1.32 3.20 8.95 14.18 5.53 12.62 2.37 6.99 14.74 17.97 32.89 29.82
　合計 9.23 20.15 10.27 20.13 6.59 14.50 7.05 17.09 13.31 26.03 46.45 61.06

5セッション 合計(t)1セッション 2セッション 3セッション 4セッション
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Figure 4-1 条件別 5セッション合計不法投棄量の平均(研究 2) 

 

 

Figure 4-2 条件別セッションごと不法投棄量推移(研究 2) 
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Figure 4-3 業者別セッションごと不法投棄量推移(研究 2) 

 

4.3.3 質問紙 

他業者の利得情報認知度について、他業者の利得を最後まで知らないまま取引をしたプ

レーヤーがどの程度いたかを明らかにするために、途中で知ったか、最後まで知らなかっ

たかに分け、χ2検定を行って条件間の差を確認した（Table 4-2）。なお、この分析では、

研究 1 同様、自分の役割に関する情報は除いている。 

排出業者の利得情報を最後まで知らなかった人の割合には有意差が見られ(χ2(2)=8.29, 

p<.05)、G メン罰金条件で情報共有が進んでいなかった。中間処理業者の利得情報(χ

2(2)=1.17, n.s.)、最終処理業者の利得情報(χ2(2)=1.49, n.s.)について有意差は見られなか

った。 
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Table 4-2 条件別他業者の利得情報認知度(研究 2) 

 

 

他業者に関する情報収集度、同業者との連携、他業者との連携、協力意図、ゲーム内で

の環境に対する態度、ゲーム内でのお金に対する態度について、条件（3：統制、G メン

監視、G メン罰金）の 1 要因配置の分散分析を行った（業者、ゲームの効果を含めた枝分

かれ配置）(Table 4-3)。 

他業者に関する利得情報収集度について、平均値の傾向としては統制条件で最も情報収

集を行っており、研究1と同様の傾向を示したが、条件間に有意な差は見られなかった(F(2, 

66)=1.33, n.s.)。 

同業者及び他業者との連携、協力意図、ゲーム内での環境及びお金に対する態度に関し

ては、条件の主効果が見られなかった(同業者との連携：F(2, 67) =0.24, n.s., 他業者との

連携：F(2,67)=0.19, n.s., 協力意図：F(2, 66)=0.43, n.s., ゲーム内での環境に対する態度：

F(2, 67)=1.00, n.s., ゲーム内でのお金に対する態度：F(2, 67)=0.34, n.s.）。 

 

Table 4-3 各項目の平均値と標準偏差(研究 2) 

 

 

条件 途中で知った
最後まで

知らなかった
途中で知った

最後まで
知らなかった

途中で知った
最後まで

知らなかった
統制 n 17 11 14 14 13 17

% 60.7% 39.3% 50.0% 50.0% 43.3% 56.7%
Gメン監視 n 20 7 18 10 17 12

% 74.1% 25.9% 64.3% 35.7% 58.6% 41.4%
Gメン罰金 n 12 20 18 14 19 16

% 37.5% 62.5% 56.3% 43.8% 54.3% 45.7%

排出業者に関する利得 中間処理業者に関する利得 最終処理業者に関する利得

Mean ( SD ) Mean ( SD ) Mean ( SD )

他業者に関する利得情報収集度 4.36 ( 1.73 ) 3.85 ( 1.60 ) 3.91 ( 1.38 )
同業者との連携 5.15 ( 1.63 ) 5.33 ( 1.75 ) 5.18 ( 1.62 )
他業者との連携 4.64 ( 1.07 ) 4.70 ( 1.23 ) 4.54 ( 1.44 )
協力意図 4.57 ( 1.42 ) 4.26 ( 1.84 ) 4.33 ( 1.80 )
ゲーム内での環境に対する態度 3.83 ( 1.89 ) 4.43 ( 2.00 ) 4.30 ( 2.37 )
ゲーム内でのお金に対する態度 4.42 ( 1.56 ) 4.71 ( 1.89 ) 4.63 ( 1.73 )

統制 Gメン監視 Gメン罰金



66 

 

 

4.4 考察 

 

監視・罰則の有無に関する条件の主効果が見られ、有意ではなかったものの、傾向とし

ては監視・罰則のない統制条件で不法投棄量が最も少なかった。排出業者の利得情報につ

いて他の条件よりも統制条件で最も共有された。以上の結果は、監視も罰則もない方が利

得情報の共有化が進み、相互協力が達成されやすかった可能性を示唆している。また、罰

則がサンクションの実効性を高め、協力率を高めるという主張を支持する結果は得られな

かった。一つの解釈としては、他者の協力を期待できず他者に不法投棄されるなら自分で

不法投棄をした方がましだと考えた可能性がある。この点は今後さらに検討していく必要

がある。 

こうした課題はあるが、研究２でも監視・罰則が協力行動を妨げるという結果は一貫し

て得られたといえよう。 
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5 研究３：報酬があることの効果4 

 

                                                   
4 本章は、『Kitakaji, Y., & Ohnuma, S. When Rewards Cause Non-Cooperative 

Behaviors in a Social Dilemma Situation: A Study Using the “Industrial Waste Illegal 

Dumping Game“. 15th International Conference on Social Dilemma, p88』として発表さ

れた。 
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5.1 目的 

 

研究 3 の目的は、次の二つである。一つ目は、罰則だけでなく報酬の存在も非協力行動

を増加させることの例証である。具体的には、報酬のある条件で報酬のない統制条件より

も不法投棄量が多いことを示す。二つ目は、一方的な監視・罰則ではなく、全員がお互い

に監視をし、罰を与えることができる場合に、不法投棄が増加するかを検討することであ

る。 

研究 1、研究 2 では、サンクションの中でも監視と罰という負のサンクションの効果の

みを検討してきたが、研究 3 では、正のサンクションについて検討する。競争的な状況認

知や非協力に焦点を当てたコミュニケーションを促進し、報酬が相互協力の期待をもたら

さなければ、研究 1 や研究 2 の監視や罰則同様、協力行動を増加させることはなく、却っ

て非協力行動をもたらすだろう。 

本研究においては、不法投棄に対する罰の一つである排出事業者責任との対比としての

報酬制度について検討する。排出事業者責任は、不法投棄が発生しないように、産廃の処

理責任を排出事業者に一手に担わせるものである。そこで、排出事業者が不法投棄されな

かったかを確認し、その証明となる書類である管理票が返戻されれば排出業者が報酬を受

け取ることができるという仕組みをゲーミングに実装することで、報酬の効果を検討する。

報酬の制度を現実に導入するにはその報酬の元手となる費用が必要となるため、実際に現

場で効果があるかを検討するにはコストが膨大になるため、ゲーミングを用いて検討する

ことに意義があるだろう。 

また、研究 1、研究 2 では、監視をする役割が G メン、もしくは排出業者に固定されて

いたため、監視者と被監視者という区別があり、監視される側の協力動機やゲームに対す

るコントロール感を奪い、監視されるという立場が非協力を選択することがデフォルトで

あると認識することになり、協力動機の低下に繋がってしまった可能性がある。そこで、

研究 3 では、監視する・されるという関係ではなく、全員が相互に監視し合う条件を設定
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した。 

 

 

5.2 方法 

 

5.2.1 ルールの変更 

研究 1 と研究 2 では、業者は 5 種類存在したが、ゲームの簡略化のため収運の役割を廃

止し、排出業者、中間処理業者、最終処理業者の 3 種類とした。それに伴い、実施人数は

6 名から 8 名とした。そのため、排出業者は中間処理業者と、中間処理業者は最終処理業

者と取引をするように変更となった(Figure 5-1)。また、どのプレーヤーでも会場内を自由

に移動し、直接対面でコミュニケーションをとることが可能であるように変更した。ただ

し、中間処理業者を超えて取引をすることはできない。つまり、排出業者と最終処理業者

は直接取引することはできない。 
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Figure 5-1 ルール変更後(三業者版)の産廃処理フロー 

 

さらに管理票の不備による罰金を 100S から 50S に変更した。各業者のゲーム開始時の

所持金は 10S であり、生産によって得られる利益が最多で 100S であることから、管理票

不備に対して 100S という罰金を徴収された場合、そのプレーヤーが適正処理をすること

やゲームに参加し続けることへの意欲を失う恐れがあった。このことを回避するため、管

理票の不備による罰金を減額した。 

 

5.2.2 条件操作 

次の三つの条件を設定した。 

報酬条件では、規定時間よりも早く管理票を返戻することでプレーヤーは報酬を受け取

ることができる。セッションは 15 分以内としているが 10 分以内に管理票を進行係に提出

1) product

• make money & waste

2) treatment (C)

• Reduce waste

3) landfill (C)

• Reclaim in landfill

Producing industries Intermediate treatment industries Terminal industries

Social dilemma

D D D

C C

By face-to-face negotiation, decide the amount of waste to 
dispose appropriately, make a contract, and pay commission

Nobody knows how much illegal dumping has occurred, or 
who is responsible, until the game is over. 

There is a time lag until the consequence of D happens.

It incurs costsIt incurs costs
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した場合には、廃棄物を迅速に処理したとみなし、管理票を提出した排出業者は 20S を報

酬として受け取ることができる。報酬があることは、排出業者以外の業者も知っており、

受け取った報酬20Sを分配することは自由であると教示されている。現実の産廃処理では、

処理をせずに敷地内に産廃を放置し続け、それによる火災が発生する場合があること、有

害な廃棄物は迅速に処理される必要があることから、管理票の返戻時間に制限を設けた。 

相互監視罰金条件では、プレーヤー全員が、誰に対しても監視を行うことができる。誰

かが不法投棄しているところを発見し、そのことを進行係に通報した場合には、不法投棄

を通報されたプレーヤーは不法投棄 5 トンにつき 5S の罰金を徴収された。発見者は徴収

された罰金から不法投棄 5 トンにつき 2S を捜査協力金として進行係から受け取った。不

法投棄者を発見する誘因が存在し、かつ罰金が相互協力の期待を損なわせるものでないな

らば、これらがない条件よりも不法投棄をしない誘因は大きいと考えられる。ただし、研

究 3 においても実際に不法投棄を発見するのは困難であった。 

なお、相互監視罰金条件でも報酬条件でも、サンクションのための費用はかからない。 

統制条件では、管理票返戻による報酬や不法投棄発見による罰金徴収、報酬は存在しな

い。よって、サンクションが非協力行動を抑止するという前提で考える限り、先の 2 条件

に比べて協力行動は少ないと予想される。 

 

5.2.3 参加者とゲーム進行 

参加者は 1 ゲーム 6 名から 8 名で 10 ゲーム行い、大学生 67 名が参加した。1 業者につ

き 2 名から 3 名をくじ引きで割り当てた。統制条件で 3 ゲーム 20 名、相互監視罰金条件

で 3 ゲーム 21 名、報酬条件で 4 ゲーム 26 名が参加した。 

ルール説明や総所要時間などは研究 1、研究 2 と同様である。 

 

5.2.4 従属変数 

これまでの研究と同様、協力に関する行動変数として不法投棄量や産廃の取引量を各参
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加者がゲーム中に記録用紙に記入した。以下の分析ではこの自己申告の値を用いた。また、

分析の対象は練習試行を除いた 1-5 セッションとした。 

ゲーム終了後、参加者は質問紙に回答した。各業者の利得情報の取得時期については、

これまでと同様の方法で測定した。 

以下の項目は単項目で測定した。他業者に関する情報収集度は、“私は他プレーヤーの利

得構造に関する情報を収集した”、同業者との連携は、“私は同業者と協力した ”、他業者

との連携は、“私は他業者と協力した”、協力意図は、“ばれなければ不法投棄をしてもよい

（逆転）”、また、ゲーム内での環境に対する態度として“私は環境に配慮して行動した”、

そして、ゲーム内でのお金に対する態度として“お金のために行動した”のそれぞれ単項

目で尋ねた。他業者の情報収集度からゲーム内のお金に対する態度までは、いずれも“1: ま

ったく思わない”から“7:非常に思う”の 7 段階で評定させ、それぞれの項目の平均値を

尺度として用いた。 

 

 

5.3 結果 

 

5.3.1 不法投棄量 

不法投棄量を従属変数として、条件（3：統制、相互監視罰金、報酬）×業者（3：排出、

中間、最終）×セッション（5：1-5 セッション）の分散分析を行った（平均値と標準偏差

は Table 5-1）。生産量は共変量として設定し、条件と業者は参加者間、セッションは参加

内要因配置とし、ゲームの要因も条件に含めた mixed model となっている。 

結果、条件の主効果(F(3,237)=9.92, p< .001)、条件×セッションの交互作用効果(F（2,237）

=4.44, p< .05)、業者×セッションの交互作用効果(F(2,237)=3.46, p< .05)が得られた。条

件の主効果が得られたので、最小二乗平均の差を検定したところ（有意水準 5%、以下同）、

統制条件と報酬条件の間で有意な差が見られた。統制条件の不法投棄量が最も少なく、報



74 

 

酬条件の不法投棄が最も多かった(Figure 5-2)。統制条件と相互監視罰金条件の間に有意な

差は見られなかったが、傾向としては、統制条件よりも相互監視罰金条件の方が不法投棄

量が多かった。 

条件×セッションの交互作用効果については、報酬条件ではセッションを経るごとに不

法投棄量が増加したが、他条件では漸減した(Figure 5-3)。 

業者×セッションの交互作用効果については、排出業者の不法投棄量はセッションを経

るごとに増加したが、中間処理業者では漸減、最終処理業者ではあまり変化していなかっ

た(Figure 5-4)。 

 

Table 5-1 条件別業者一人あたり平均不法投棄量の推移(研究 3) 

 

平均値(t) セッション
条件 業者 Mean ( SD ) Mean ( SD ) Mean ( SD ) Mean ( SD ) Mean ( SD ) Mean ( SD )

統制 排出 0.00 ( 0.00 ) 0.00 ( 0.00 ) 0.00 ( 0.00 ) 0.00 ( 0.00 ) 0.00 ( 0.00 ) 0.00 ( 0.00 )
中間 11.88 ( 16.00 ) 5.00 ( 8.77 ) 11.25 ( 11.53 ) 1.88 ( 3.52 ) 2.50 ( 6.70 ) 32.50 ( 33.97 )
最終 20.83 ( 20.43 ) 9.17 ( 18.67 ) 13.33 ( 30.32 ) 4.17 ( 7.44 ) 15.00 ( 26.10 ) 62.50 ( 66.61 )
合計 11.00 ( 17.01 ) 4.75 ( 12.05 ) 8.50 ( 18.81 ) 2.00 ( 4.87 ) 5.50 ( 16.04 ) 31.75 ( 48.44 )

報酬 排出 0.00 ( 0.00 ) 0.00 ( 0.00 ) 12.50 ( 20.10 ) 13.75 ( 23.17 ) 30.00 ( 39.22 ) 56.25 ( 78.11 )
中間 3.33 ( 9.53 ) 5.56 ( 9.96 ) 7.22 ( 12.41 ) 13.33 ( 21.32 ) 13.89 ( 18.74 ) 43.33 ( 47.07 )
最終 5.56 ( 15.89 ) 21.67 ( 24.66 ) 10.00 ( 15.26 ) 7.22 ( 9.27 ) 15.56 ( 18.53 ) 60.00 ( 64.18 )
合計 3.08 ( 11.06 ) 9.42 ( 18.06 ) 9.81 ( 16.08 ) 11.35 ( 18.86 ) 19.42 ( 27.43 ) 53.08 ( 63.70 )

相互監視 排出 6.67 ( 15.16 ) 1.67 ( 3.79 ) 3.33 ( 7.58 ) 8.33 ( 12.34 ) 15.00 ( 23.30 ) 35.00 ( 37.02 )
罰金 中間 40.00 ( 33.87 ) 10.00 ( 24.85 ) 29.29 ( 27.44 ) 5.71 ( 9.17 ) 15.71 ( 15.20 ) 100.71 ( 78.80 )

最終 1.25 ( 3.35 ) 0.00 ( 0.00 ) 4.38 ( 11.72 ) 7.50 ( 9.81 ) 1.88 ( 3.52 ) 15.00 ( 15.81 )
合計 15.71 ( 27.31 ) 3.81 ( 15.02 ) 12.38 ( 21.41 ) 7.14 ( 10.35 ) 10.24 ( 16.59 ) 49.29 ( 62.51 )

全条件計 排出 2.00 ( 8.76 ) 0.50 ( 2.19 ) 6.00 ( 14.35 ) 8.00 ( 17.00 ) 16.50 ( 30.36 ) 33.00 ( 57.92 )
業者別 中間 16.88 ( 26.08 ) 6.67 ( 15.59 ) 15.00 ( 20.08 ) 7.29 ( 14.85 ) 10.63 ( 15.63 ) 56.46 ( 61.69 )

最終 8.04 ( 16.41 ) 10.87 ( 20.29 ) 8.91 ( 19.59 ) 6.52 ( 9.06 ) 10.65 ( 18.75 ) 45.00 ( 57.35 )

全条件 合計 9.40 ( 19.85 ) 6.27 ( 15.68 ) 10.22 ( 18.70 ) 7.24 ( 13.88 ) 12.39 ( 22.08 ) 45.52 ( 59.69 )

1 2 3 4 5 合計
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Figure 5-2 条件別 5セッション合計不法投棄量の平均(研究 3) 

 

 

Figure 5-3 条件別セッションごと不法投棄量推移(研究 3) 
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Figure 5-4 業者別セッションごと不法投棄量推移(研究 3) 

 

5.3.2 質問紙 

利得情報の認知度について、他業者の利得を最後まで知らないまま取引をしたプレーヤ

ーがどの程度いたかを明らかにするために、途中で知ったか、最後まで知らなかったかに

分け、χ2検定を行って条件間の差を確認した（Table 5-2）。なお、この分析では、研究 1、

研究 2 同様、自分の役割に関する情報は除いている。 

排出業者の利得情報を最後まで知らなかった人の割合には有意差が見られ(χ2=15.08, 

p<.001)、統制条件では約 85％の人が知っていたのに対し、報酬条件では 80％以上の人が

最後まで排出業者の利得情報を知らないままであり、情報共有が進んでいなかった。中間

処理業者の利得情報を最後まで知らなかった人の割合には有意差が見られ(χ2=6.06, 

p<.05)、統制条件、相互監視罰金条件では 7 割強の人が利得情報を共有していたが、報酬

条件では約 60％以上が情報を共有していなかった。最終処理業者の利得情報を最後まで知

らなかった人の割合に有意傾向が見られた (χ2=5.45, p<.10)。報酬条件では、最終処理業

者の利得情報が共有されていなかったのは 3 割にも満たなかったが、報酬条件では 7 割、

相互監視罰金条件では約半数が情報共有されていなかった。 
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Table 5-2 条件別他業者の利得情報認知度(研究 3) 

 

 

他業者に関する情報収集度、同業者との連携、他業者との連携、協力意図、ゲーム内で

の環境に対する態度、ゲーム内でのお金に対する態度について、条件（3：統制、相互監

視、報酬）の 1 要因配置の分散分析を行った（業者、ゲームの効果を含めた枝分かれ配置）

(Table 5-3)。 

他業者に関する情報収集度については、条件間に有意な差が見られた(F(2, 36)=7.34, 

p<.05)。Tukey 法を用いた多重比較の結果、報酬条件と他の 2 条件の間で有意な差が見ら

れ、統制条件で最も情報収集を行っていた。 

同業者及び他業者との連携、協力意図、ゲーム内での環境及びお金に対する態度に関し

ては、条件の主効果が見られなかった(同業者との連携：F(2, 67) =0.24, n.s., 他業者との

連携：F(2, 36)=2.03, n.s., 協力意図：F(2, 37)=0.46, n. s., ゲーム内での環境に対する態

度：F(2, 37)=0.21, n. s., ゲーム内でのお金に対する態度：F(2, 37)=0.48, n.s.）。 

 

条件 途中で知った
最後まで

知らなかった
途中で知った

最後まで
知らなかった

途中で知った
最後まで

知らなかった
統制 n 12 2 9 3 10 4

% 85.7% 14.3% 75.0% 25.0% 71.4% 28.6%
相互監視 n 7 7 10 4 6 7

% 50.0% 50.0% 71.4% 28.6% 46.2% 53.8%
報酬 n 3 15 6 11 5 12

% 16.7% 83.3% 35.3% 64.7% 29.4% 70.6%

排出業者に関する利得 中間処理業者に関する利得 最終処理業者に関する利得
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Table 5-3 各項目の平均値と標準偏差(研究 3) 

 

 

5.4 考察 

 

報酬の有無に関する条件の主効果が見られ、報酬のない統制条件で不法投棄量は最も少

なかった。各業者の利得情報については報酬条件では共有されにくく、統制条件において

最も共有されるという結果であった。これらの結果から、報酬がないほうが利得情報の共

有化が進み、相互協力が達成されやすかった可能性が示唆された。また、罰や報酬がある

ことで協力率を高めるという主張を支持する結果は得られなかった。報酬条件では、適正

に処理をすることよりも、いかに報酬をもらうかということに関心が集まり、自身の短期

的な利益に固執し、他者の利益について注意を払わず、相互協力の達成を促進する利得情

報の共有に失敗したと考えられる。そして、相互監視罰金条件と統制条件では有意な差が

見られなかったが、相互監視罰金条件と報酬条件との違いとして、相互監視罰金条件では

全員が監視者であり、被監視者にもなりえるのに対し、報酬条件では、報酬を受け取るの

は常に排出業者のみであったという点が挙げられる。報酬を分配することは可能であり、

実際にゲームでも分配する場面は見られたが、そもそもの立場の違いがゲームの枠組みを

違いに繋がり、行動に影響を及ぼした可能性が考えられる。この点は今後さらに検討して

いく必要はあるが、研究 3 においては、正のサンクションも協力行動をもたらさず、むし

ろ非協力行動をもたらすという結果が示された。 

また、報酬の仕組みに関して、今回の条件で設定した方法とは別に、適正処理した業者

Mean ( SD ) Mean ( SD ) Mean ( SD )

他業者に関する利得情報収集度 5.40 ( 1.67 ) 3.35 ( 1.85 ) 4.55 ( 1.47 )
同業者との連携 4.70 ( 2.68 ) 5.62 ( 1.86 ) 6.14 ( 1.11 )
他業者との連携 5.16 ( 1.86 ) 3.85 ( 1.85 ) 3.38 ( 1.69 )
協力意図 4.10 ( 2.15 ) 4.12 ( 2.14 ) 4.71 ( 1.95 )
ゲーム内での環境に対する態度 4.15 ( 2.52 ) 4.19 ( 2.48 ) 3.67 ( 2.13 )
ゲーム内でのお金に対する態度 4.55 ( 1.96 ) 4.58 ( 2.04 ) 5.29 ( 1.31 )

統制 報酬 相互監視罰金
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に報酬を支払うという仕組みの方が、これまで研究 1、研究 2 で比較した監視や罰則に対

比する形になるのではないかという指摘が可能だろう。しかし、現実に実装することを考

えた際、業者の数は無数であり、何をもって適正処理とみなすかは難しい。排出事業者や

中間処理業者、収運にとっては、委託をすることが適正処理に当たるが、結局埋立されな

いのであれば、それは適正処理されたとは言えない。不法投棄とは異なり、それが適正処

理であると即座に判断することができない。ただ、この点は、インセンティブ構造を変換

して協力行動の誘因を高めているのであれば、最終的に適正処理される誘因も高まってい

るはずなので、それほど大きな問題ではない。重要な問題は、報酬であっても結局適正処

理したかどうかを確認する術がないことである。そのためには結局、監視をしなくてはな

らないが、その監視ができないため、無意味なものになってしまうだろう。研究 1 と研究

2 ではその無意味な監視や罰則の効果について検討しているため、報酬が無意味である場

合に効果を検討することは、今後の課題である。また、今回の報酬条件であっても管理票

は虚偽の申告が可能で、排出事業者も実際に適正な処理がされているかは確認することが

難しいが、排出事業者責任は、その発見確率が個別に罰する場合とは異なり、不法投棄現

場から、元の排出事業者を見つけ出すことは不法投棄者を発見することよりは容易である

という側面がある。そのため、この排出者責任に対応した報酬制度を検討する意味はある

だろう。 
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6 研究４：行動履歴を開示することの効果5 

 

                                                   
5 本章は、『Kitakaji, Y. & Ohnuma, S. (2015) Even Unreliable Information Disclosure 

Makes People Cooperate in a Social Dilemma: Development of the “Industrial Waste 

Illegal Dumping Game”』として the 46th International Simulation and gaming 

Conference において発表した Proceedings (pp. 503) から一部抜粋し改変したものである。 
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6.1 Purpose 

 

We demonstrated that sanctions did not always successful and sanctions even 

increased non-cooperation. Sanction has counter-effect on illegal dumping. Then, how 

can we decrease illegal dumping? The key of this problem is tracking sheet system. We 

focus on the tracking sheet in study 4 and reconsider the function of tracking sheet 

other than surveillance. 

This study explored the function of the tracking sheet system. When contracting 

out waste treatment to other industries, it is necessary to pass tracking sheets to prove 

appropriate waste disposal. Each industry stamps and fills in its tracking sheets and 

returns them to the producing industries upon completion of waste disposal. The 

producing industries have to check the tracking sheets, which are returned if waste is 

disposed of appropriately. If tracking sheets are not returned to the producing industry, 

the producing industry that failed to submit the tracking sheet pays a fine as a result 

of producer responsibility. However, anyone can fake tracking sheets. Indeed, the 

descriptions on 60% of tracking sheets are unreliable (Asaoka, Tanikawa, & Baba, 

2012) for confirming actual appropriate disposal in Japan. Professions of industrial 

waste pointed out a flaw in tracking sheet system such as lack of traceability or 

incorrect description and concluded that current tracking sheet system does not work 

enough as surveillance (Japanese Ministry of the Environment, 1996). 

If the tracking sheets only serve a surveillance function to induce cooperation, 

they are difficult to use effectively. However, if they have a different function from 

surveillance i.e. framing the situation as requiring mutual cooperation, they may work. 

Hence, this study examined the necessary conditions by redesigning the tracking 

sheets system in the game. 



83 

 

 

 

6.2 Method 

 

6.2.1 Condition 

We set two conditions, a control and a disclosure condition. We manipulated how the 

tracking sheets were checked. Under the disclosure condition, all the players had to fill 

in the amount of commission or landfill in the tracking sheets (Figure 6-1) and pass 

them to the next industry by hand. If any blanks remained in the tracking sheet, the 

producing industries were penalized and paid a fine. However, they did not have to fill 

in the correct amount. There were no penalties for mistakes in the document. In the 

control condition, when producing industries or intermediate treatment industries 

passed industrial waste to the next industry, they only had to stamp tracking sheets 

(Figure 6-2). Players did not have to fill in the amounts of waste disposed. If any 

tracking sheets were not stamped, the producing industries had to pay penalties.  

 

 

Figure 6-1 Example of a tracking sheet in the disclosure condition. There were blanks 

for stamps and spaces for the amount of commission. 
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Figure 6-2 Example of a tracking sheet in the control condition. There were blanks 

for stamps in the tracking sheets. 

 

6.2.2 Participants 

We conducted six games in total: three games each for the control and the disclosure 

conditions. Fifty-six students participated in the study, with 9 to 12 participants in 

each game and more than 3 of each type of player. We changed number of player par 

game in study 4 though the number of player is 6 to 9 in study 3. 

Instruction was conducted in the same way in study 1 to study 3, and it took 

approximately the same time as study 1 to study 3. 

 

6.2.3 Dependent valuables 

We measured the observed amount of illegal dumping and provided a post-game 

questionnaire. 

The amount of illegal dumping. To assess cooperation, we compared the amount of 

illegal dumping per person between conditions.  

Questionnaire. After the game ended, players answered a questionnaire about the 

degree of shared information, disclosure of information, collection of information, 

honesty on tracking sheets, effects of information disclosure, cooperation with the 
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same/other industries, attitude in the game, and intention to cooperation. Participants 

answered the items except for the items of the degree of shared information on a 

7-point scale, from 1 (I do not think so at all) to 7 (I very strongly believe so) to describe 

their feelings after the game. The contents of the questionnaire were as follows. 

The degree of shared information. Players answered whether they knew other players’ 

payoffs. They chose from the following options: practice session, 1-5 session, or did not 

know until the end of the game. We labeled their responses as “knew” and “didn’t know” 

in our analysis. We eliminated responses on the payoffs within the same industry and 

analyzed the remaining findings with a chi-square test. The reason why we eliminated 

responses on the payoffs within the same industry is because players were informed of 

the payoffs for their role. 

Collecting information. We measured how players tried to collect information. 

Players rated 5 items such as “Other players provided information about bargaining or 

payoffs” and “I collected information about bargaining or payoffs of product 

(intermediate treatment, or terminal) industries.” (α = .74). 

Disclosing information. We asked if players disclosed their information about payoffs 

or bargaining with 5 items such as “I provided information about bar-gaining or 

payoffs” and “I gave out information about bargaining or payoffs.” (α = .47) 

Honesty on tracking sheets. To assess dealing with tracking sheets, we presented 2 

items: “I reported on tracking sheets honestly and I stamped them” and “I felt a sense 

of obligation to report on tracking sheets honestly and I stamped them.” 

Effectiveness of information disclosure. To assess the effectiveness of tracking 

sheets, we presented 2 items: “Disclosing information about bargaining or payoffs 

benefitted me” and “Writing down the amount of commission facilitated our 

communication with each other.” 
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Cooperation with the same/other industries. We asked if players cooperated with the 

same/other industry player. Cooperation with the same industry consist of 2 items: “I 

collaborated with players in the same industry” and “I cooperated with players in the 

same industry” (α = .98). Cooperation with the other industry consist of 2 items: “I 

collaborated with players in other industries” and “I cooperated with players in other 

industries” (α = .93). 

Attitude in the game. To assess attitude in the game, we presented 2 items: “I acted in 

the game with concern for the environment” and “I acted in the game for money.” 

Intention to cooperate. To assess players’ intention to cooperation, we presented 1 

item: “I may dump illegally if I am not detected (reverse).” 

 

 

6.3 Results 

 

6.3.1 The amount of illegal dumping 

To check differences between conditions or industries, a three-way analysis of variance 

(ANOVA: conditions × industries × sessions) using a mixed model including a factor for 

game and the amount of productions as covariate was conducted on a session within 

participants, and conditions and industries between participants. We analyzed the 

amount of illegal dumping as the outcome measure (Table 6-1). There was a significant 

main effect of condition, showing that cooperative behaviors were more likely in the 

disclosure condition (F(1, 200) = 3.05, p < .05) (Figure 6-3). A significant interaction 

was found between session and industries (F(1,200) = 4.60, p < .05). There was not a 

significant interaction between session and condition (Figure 6-4). The more time that 

elapsed, the more the producing and intermediate treatment industries decreased the 
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amount of illegal dumping, while the terminal industries dumped more illegally 

(Figure 6-5). However, checking by condition, more was dumped illegally in the control 

condition. Moreover, only one player engaged in illegal dumping in the final session in 

the disclosure condition and this was caused by the rumor that he was dumping 

illegally. Upon hearing this rumor, he became angry and publically engaged in illegal 

dumping, despite not having dumped much illegally until then. 

 

Table 6-1 The amount of illegal dumping (study 4) 

 

 

 

Figure 6-3 The total amount of illegal dumping by condition (study 4) 

 

Means(t)
industries M ( SD ) M ( SD ) M ( SD ) M ( SD ) M ( SD ) M ( SD )

control producing 10.00 ( 31.62 ) 6.00 ( 18.97 ) 6.00 ( 18.97 ) 0.00 ( 0.00 ) 6.00 ( 18.97 ) 28.00 ( 59.78 )
condition intermediate treatment 0.00 ( 0.00 ) 8.89 ( 20.28 ) 0.00 ( 0.00 ) 4.44 ( 13.33 ) 0.00 ( 0.00 ) 13.33 ( 22.36 )

terminal 0.00 ( 0.00 ) 0.00 ( 0.00 ) 7.78 ( 23.33 ) 8.89 ( 17.64 ) 13.33 ( 33.17 ) 30.00 ( 36.06 )
all 3.57 ( 18.90 ) 5.00 ( 15.99 ) 4.64 ( 17.10 ) 4.29 ( 12.60 ) 6.43 ( 21.81 ) 23.93 ( 42.19 )

disclosure producing 3.00 ( 9.49 ) 4.00 ( 12.65 ) 0.00 ( 0.00 ) 0.00 ( 0.00 ) 0.00 ( 0.00 ) 7.00 ( 22.14 )
condition intermediate treatment 1.11 ( 3.33 ) 0.00 ( 0.00 ) 0.00 ( 0.00 ) 0.00 ( 0.00 ) 0.00 ( 0.00 ) 1.11 ( 3.33 )

terminal 0.56 ( 1.67 ) 0.00 ( 0.00 ) 1.11 ( 3.33 ) 0.00 ( 0.00 ) 5.56 ( 16.67 ) 7.22 ( 16.41 )
all 1.61 ( 5.94 ) 1.43 ( 7.56 ) 0.36 ( 1.89 ) 0.00 ( 0.00 ) 1.79 ( 9.45 ) 5.18 ( 15.96 )

all condition producing 6.50 ( 23.00 ) 5.00 ( 15.73 ) 3.00 ( 13.42 ) 0.00 ( 0.00 ) 3.00 ( 13.42 ) 17.50 ( 45.18 )
by industries intermediate treatment 0.56 ( 2.36 ) 4.44 ( 14.64 ) 0.00 ( 0.00 ) 2.22 ( 9.43 ) 0.00 ( 0.00 ) 7.22 ( 16.74 )

terminal 0.28 ( 1.18 ) 0.00 ( 0.00 ) 4.44 ( 16.53 ) 4.44 ( 12.94 ) 9.44 ( 25.78 ) 18.61 ( 29.60 )

all condition all 2.59 ( 13.92 ) 3.21 ( 12.52 ) 2.50 ( 12.25 ) 2.14 ( 9.09 ) 4.11 ( 16.82 ) 14.55 ( 32.99 )

session1 session2 session3 session4 session5 total
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Figure 6-4 The amount of illegal dumping by session by condition (study 4) 

 

 

Figure 6-5 the amount of illegal dumping by session by industry (study 4) 

 

6.3.2 Questionnaire 

The rates of sharing payoff matrix about other industries; benefit of product, cost of 

intermediate treatment and landfill. To compare the rates of the sharing payoffs 
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between conditions, a chi-square test was conducted on the sharing rates of the payoffs 

of other industries. There was no significant difference in payoffs for product and 

intermediate treatment (product: χ2(1) = 0.45, n.s., intermediate treatment: χ2 (1) = 

1.15, n.s.), but there was a significant difference in the payoffs for landfill (χ2 (1) = 

9.47, p < .01). Players in the disclosure condition knew more about the payoffs for 

landfill than players in the control condition (Table 6-2). 

 

Table 6-2 The rates of sharing payoff matrix about other industries (study 4) 

 

 

Collecting and disclosing information. We investigated whether players disclosed or 

collected information about bargaining and payoffs. There were marginally significant 

differences in information collection between conditions (F(1, 37) = 4.85, p < .10). In the 

disclosure condition, players collected more information. However, there was not a 

significant difference in disclosing information (F(1, 37) = 1.62, n.s.) (Figure 6-6). 

conditions knew didn't know knew didn't know knew didn't know
control n 9 9 12 7 8 11

% 50.0% 50.0% 63.2% 36.8% 42.1% 57.9%
disclosure n 11 7 15 4 17 2

% 61.1% 38.9% 78.9% 21.1% 89.5% 10.5%

about producing about intermediate treatment about reclaiming on landfill
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Figure 6-6 The degree of collecting and disclosing information 

 

Honesty on tracking sheets. We asked how the players reacted to tracking sheets. 

There were significant differences in both items, “I reported on the tracking sheets 

honestly and I stamped them” (F(1, 38) = 29.21, p < .05), “I felt a sense of obligation to 

report on tracking sheets honestly and I stamped them” (F(1, 38) = 11.28, p < .05). 

Players behaved more honestly on tracking sheets in the disclosure condition than in 

the control condition (Figure 6-7). 

  

Figure 6-7 The degree of the honesty on tracking sheets 

1

2

3

4

5

6

7

collecting information disclosing information

control disclosure

not at all

very much

1

2

3

4

5

6

7

I reported toward tracking sheets honestly
and I stamped them

I felt a sense of obligation to report toward
tracking sheets honestly and I stamped them

control disclosure

not at all

very much



91 

 

 

The effectiveness of information disclosure. We investigated whether players felt 

the information disclosure was effective. There were significant differences in both 

items, “I thought that disclosing information about bargaining or payoffs benefitted me” 

(F(1, 38) = 9.11, p < .05) and “Writing down the amount of commission facilitated our 

communication with each other.” (F(1, 38) = 80.46, p < .001). Under the disclosure 

condition, more players thought that the disclosure of information benefitted them and 

facilitated their communication with each other than in the control condition (Figure 

6-8). 

   

Figure 6-8 The effectiveness of information disclosure 

 

Cooperation with the same/other industries. We investigated the degree of cooperation 

with the same/other industries. There was marginally significant difference in 

cooperation with the same industry (F(1, 38) = 6.23, p < .10). However, there was no 

significant difference in cooperation with other industries (F(1, 37) =2.93, n.s.). Under 

the control condition, players cooperated more with others in the same industries than 

in the disclosure condition (Figure 6-9). 
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Figure 6-9 The degree of cooperation with the same/other industries 

 

Attitude in the game. We investigated which factors players paid attention to. The 

results showed significant differences. Players in the disclosure condition answered 

that they paid more attention to the environment (F(1, 38) = 9.58, p < .05) and those in 

the control condition reported they acted for money (F(1, 38) = 7.30, p < .10) (Figure 

6-10).  

  

Figure 6-10 Attitudes in the game 
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Intention to cooperation. We investigated how players were intent to dispose 

appropriately. The result didn’t showed significant difference (F(2, 38)=1.29, n.s.：

control condition M=3.61 (SD=2.13), disclosed condition M=2.68 (SD=2.00)) (Figure 

6-11). 

 

Figure 6-11 the intention to cooperation 

 

 

6.4 Conclusion 

 

In this study, there were no penalties for incorrect descriptions on tracking sheets in 

the disclosure condition. In addition, anyone could fill out tracking sheets and no one 

could check their contents, so the incentive to provide correct descriptions was weak. 

This means the information on the tracking sheets was unreliable and hardly effective 

for surveillance. Nevertheless, filling out tracking sheets decreased non-cooperative 

behaviors. Players were active in information-gathering and shared their information 

specific to each industry. In addition, they thought that filling in tracking sheets 
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facilitated their communication. 

The reasons for the results obtained can be explained by commitment and subjective 

norms. Commitment is defined as the degree to which one is bound or tied to a 

behavior by oneself (Kiesler, 1971). Commitment affects subsequent behavior. Players 

made a social contract repeatedly during the game, although they filled in the tracking 

sheet after they made a decision about whether to treat the waste appropriately or 

engage in illegal dumping. Therefore filling in the tracking sheet worked as a form of 

commitment and had an effect on the behavior. The other possibility is due to 

subjective norms, which is derived from an expectation from significant others (Ajzen, 

1991). Players might feel subjective norms then become cooperative because they knew 

that the other players they had made contracts with were able to see the contents of 

the tracking sheets, even though they knew that it was uncertain for the other players 

whether the written information is accurate or not. 

Suppose that writing the additional information on the tracking sheet has a 

function of increasing commitment and facilitating the perception of a subjective 

norms, if so we need to discuss more carefully the effects of communication. Both 

commitment and subjective norms require the existence of the other players, although 

the others do not surveil the player. The communication allowed between the 

participants was the same across the two conditions, that is, players in both conditions 

were able to communicate freely. Yet the framing, prior to discussion, was different in 

the two conditions. Kitakaji & Ohnuma (2014) argued that surveillance and penalty 

frames a situation as self-interest while alternatively participants consider the 

situation as involving a common goal if sanctions are not present. Similarly, writing 

the amount on the sheet might trigger a norm of communicating with each other, and 

thus promote communication and information sharing. We need to explore these 
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possibilities further.  

Finally, we need to consider the application of these findings for real society. This 

study does not propose that we should intentionally keep the recording of tracking 

sheets imperfect. However, we need to recognize that it will be impossible to 

adequately inspect all documents and all disposal processes in reality. Despite such 

limitations, it is notable that many industries comply with regulations and dispose of 

waste appropriately. We propose that since the recording tracking sheets is an 

extremely complicated process and requires the active communication between 

industries it serves as a means of promoting information sharing. This important 

function of tracking sheets must not be overlooked in any discussions about how to 

improve their functionality.  

In summary, although they provide an imperfect system in terms of reliability, 

tracking sheets do serve to promote opportunities for information disclosure between 

industries. We should leave the decision on reliability of disclosed information to a 

disclosing party in order not to imply the strengthening of surveillance which might 

prevent people from sharing information. These results indicate that benefits can 

derive, even without any change to surveillance practices. Specifically our results 

indicate that it is not always necessary to make tracking sheets traceable for 

surveillance purposes, but rather they can be used to promote the sharing of 

information, the establishment of a sense of a shared common goal and subsequently 

enhanced mutual cooperation. 
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7 総合考察 
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7.1 これまでの研究のまとめ 

 

本研究は、日本における産業廃棄物の不法投棄問題を例に、この問題が社会的ジレンマ

問題の構造を呈していることなどといった重要と思われる構造的与件を持つゲーミングを

開発し、社会的ジレンマ状況において、監視、罰則、報酬が協力行動に与える影響につい

て検討した。研究 1 では、排出業者が監視する条件で、監視主体のいない統制条件よりも

不法投棄量が多かった。研究 2 では、罰則のある条件では罰則のない統制条件よりも不法

投棄が多いという傾向が見られた。研究 3 では、報酬のある条件で報酬のない統制条件よ

りも不法投棄量が多かった。つまり、研究 1 から研究 3 において一貫して、監視・罰則・

報酬といったサンクションがある条件の方が、それらがない統制条件よりも不法投棄量、

すなわち非協力行動が多いという結果が示された。他業者の利得情報に関する情報認知度

は、研究 1 から研究 3 で一貫して、統制条件のほうが他の条件よりも共有されていた。情

報収集度に関しても、研究 2 では有意差が見られなかったものの、傾向としては一貫して

統制条件の方が情報収集したと回答していた。以上のことから、監視・罰則・報酬がある

ことで、情報共有が妨げられ、場合によっては非協力行動を増加させる場合があることが

示された。 

さらに、これら 3 つの研究から示された協力行動と密接に関連する情報共有の効果につ

いて検討するために、情報開示を監視とは異なる観点から捉えなおした。研究 4 では、監

視としては機能しにくい情報開示の機会が設けられている開示条件のほうが、そうした機

会がない統制条件よりも不法投棄量が少ないという結果になった。また、他業者の利得情

報に関する情報認知度については、情報公開条件において、統制条件よりも共有されてい

た。情報収集度に関しても、同様の結果を示していた。つまり、研究 1 から研究 4 で一貫

して、協力行動の多い条件では利得情報が共有されており、不法投棄の多い条件では利得

情報が共有されていないという結果になっていた。 

不法投棄量や他業者の情報認知度、情報収集度以外の従属変数である同業者との連携、
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他業者との連携に関しては、研究 2、研究 3 では有意差は見られなかったものの、不法投

棄が少ない条件では他業者と連携しており、不法投棄が多い条件では同業者と連携してい

るという傾向が見られた。協力意図に関しては、どの研究においても有意差は見られず、

どの条件であっても同程度の協力意図を持っていたと考えられる。さらに、ゲーム内での

環境、およびお金に対する態度に関しては、研究 2、研究 3 では有意差は見られなかった

が、研究 1 においては統制条件、G メン監視条件において、排出監視条件よりも環境に配

慮しており、研究 4 では情報公開条件で環境に、統制条件でお金に関心を向けていた。 

ただし、研究 1、研究 2 の G メン監視条件の不法投棄量については、傾向としては 2 つ

の研究で一貫して統制条件よりも G メン監視条件の方が不法投棄量が多いという結果に

なったが、研究 1 においても研究 2 においても、G メン監視条件では統制条件との間に有

意な差が見られていない。また、研究 3 においても、傾向としては統制条件よりも相互監

視罰金条件の方が不法投棄量が多いという結果になっていたが、二つの条件の間に有意差

は見られなかった。このことから、監視・罰則・報酬の主体によって異なる効果について

は、さらに検討する必要があるだろう。これまでの社会的ジレンマ研究では、こうした主

体の問題は二次のジレンマ問題における費用負担の問題や、その行使者のリーダーシップ

や印象、公正性に関する研究が進められてきた(Sutter & Rivas, 2014; Mulder, Van Dijk, 

& De Cremer, 2009; Muehlbacher et al., 2011, Wahl et al., 2010; Balliet et al., 2011)が、

本研究では行使者が誰であるかという点が直接一次の協力率にも影響するという可能性を

示唆している。また、研究 2 の G メン監視条件における各業者の利得に関する情報共有度

が統制条件よりも高いという傾向を示していた。中間処理業者と最終処理業者の利得に関

する共有度に関しては有意差は見られていないこと、統制条件と G メン罰金条件との比較

では、統制条件の方が情報が共有されていることから、本研究の仮説を棄却するものでは

ないと考えるが、前述の内容も含め、監視主体の効果についてはさらなる検討が必要であ

る。 

検討すべき点は残されているが、以上の研究から、監視や罰、報酬といったサンクショ
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ンがむしろ情報共有を妨げ、社会的ジレンマ状況における相互協力の達成を困難にする場

合があることが示された。さらに協力行動が少ない場合には情報の共有も進んでおらず、

情報共有が社会的ジレンマ状況における相互協力の達成と密接に関連していることが示さ

れたと言えるだろう。 

なお、本研究では業者に関する仮説は持たないが、以下では、4 つの研究で観察された

業者の効果について考察を行う。業者の効果が見られたのは研究 1 だけであったが、不法

投棄量の傾向としては、研究 1 では二次収運、最終処理業者、研究 2 では排出業者、一次

収運、研究 3 では中間処理業者、研究 4 では排出業者、最終処理業者の不法投棄量が多く

なっていた。ただし、研究 1、研究 2 では 5 業者、研究 3、研究 4 では 3 業者であり、単

純な比較はできない。 

次に、研究 1 から研究 4 の統制条件、研究 1、研究 2 の G メン監視条件を比較すると、

業者による不法投棄の傾向は異なっており、研究 1 の統制条件では、中間処理業者と一次

収運といった交渉によって中間マージンを取ることができる業者の不法投棄量が多いが、

研究 2 では、最終処理業者や二次収運、中間処理業者といった処理フローの下流に位置す

るほど不法投棄量が多かった。研究 3 では最終処理業者、次いで中間処理業者が不法投棄

し、研究 4 では最終処理業者と排出業者が同程度に不法投棄していた。G メン監視条件に

関しては、研究 1 では最終処理業者や二次収運のような処理フローの下流に位置する業者

の不法投棄が多かったのに比べ、研究 2 では二次収運の不法投棄は少なく、研究 1 では全

く不法投棄が見られなかった排出業者の不法投棄量が多くなっていた。 

また、研究 1、研究 3、研究 4 では、業者×セッションの効果が、研究 2 では、条件×

業者×セッションの効果が見られた。研究 1 では、最終処理業者、二次収運ではセッショ

ンを経るごとに不法投棄量が減少したのに対し、中間処理業者、一次収運は最終セッショ

ンで不法投棄量が増加した。研究 3 では、セッションを経るごとに排出業者の不法投棄量

は増加したが、中間処理業者では漸減、最終処理業者ではあまり変化していなかった。研

究 4 では、排出業者と中間処理業者ではセッションを経るごとに不法投棄量が減少したが、
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最終処理業者では不法投棄量が増加した。業者×セッションの効果は見られなかったが、

研究 2 では、二次収運の不法投棄量が、セッションを経るごとに増加した。さらに研究 2

では、条件×業者×セッションの交互作用効果が見られた。全体としては最後のセッショ

ンで不法投棄量が増加したが、統制条件の排出業者、中間処理業者、一次収運、G メン監

視条件の最終処理業者、G メン罰金条件の排出業者、一次収運ではセッション全体を通じ

て減少傾向が見られた。 

業者の効果については、4 つの研究で一貫した結果は見られなかった。業者の主効果は

研究 1 でのみ見られたが、その他の研究では業者の主効果が見られなかったこと、条件×

業者の効果が見られなかったことから、わずかな条件の変化や交渉の成り行きなどにより、

どの業者が多く不法投棄をするかが変化しうると考えられる。また、研究 1、研究 3、研

究 4 で業者×セッションの効果、研究 2 で条件×業者×セッションの効果が見られたこと

から、セッションを経るにつれ、つまりプレーヤー間の相互作用が進むにつれ、業者によ

って不法投棄の傾向が異なるようになった。さらに研究 1 と研究 2 では、一次、もしくは

二次収運が取引のある業者と結託して不法投棄を行っていた場面が観察されたが、研究 3

と研究 4 では、収運の役割がなくなることでプレーヤー間の相互作用の仕方が研究 1、研

究 2 とは異なるものとなったため、一概に記述することはできない。収運はどのプレーヤ

ーのところに移動でき、直接コミュニケーションをとることができたため、プレーヤー間

の相互作用に大きく影響を与えたと考えられる。しかし、同じ統制条件であっても不法投

棄の傾向が研究ごとに異なっていたこと、さらに同じ 5 業者、または 3 業者であっても、

このような差が生じた理由を説明しうるものではないため、この点は今後の課題として残

されている。どのような状況やゲーム展開でこうした現象が再現されるのかという点につ

いてさらなる検討を行う必要がある。 

いずれにせよ、研究 1 では、統制条件と排出監視条件の間に、研究 2 では統制条件と G

メン罰金条件の間に、研究 3 では統制条件と報酬条件の間に、そして、研究 4 では統制条

件と情報開示条件の間に、不法投棄量及び情報共有の程度に差が見られた点は、監視・罰
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則・報酬が効果を持たないだけではなく、場合によっては非協力行動をもたらしてしまう

ということを示している点は重要な意味を持つだろう。すなわち、研究 1 からは監視主体

が利害関係にあることに関する弊害、研究 2 からは罰行使者の権限が強いことの弊害、研

究 3 からは集合的な報酬にすることの弊害が情報共有を阻害し不法投棄を増やす可能性を

指摘し、一方で、研究 4 からは監視や罰則に繋がらない情報開示による相互協力をもたら

す可能性を提起できる。 

 

 

7.2 得られた結果に関する理由の考察と課題 

 

7.2.1 サンクションが機能しない理由 

監視や罰則、報酬がある場合に却って非協力行動が増加してしまった理由としては、い

くつかの理由が考えられる。例えば、選択的誘因が存在することにより、非協力が所与で

あるとみなされた可能性や、監視や罰則を恐れるあまり自己の利益の確保に固執してしま

った可能性、非協力をかならずしも発見できないという点を利用して、現実に報告されて

いるようにより巧妙な非協力が行われた可能性などが考えられる。また、サンクションが

協力への内発的動機づけを減少させる効果も考えられる(Taylor, 1982; Yamagishi, 1988)。

今回の研究では、協力意図は条件間に差が見られなかったため、内発的動機付けが低下し

たことを示唆する積極的な結果は得られなかったが、協力意図と内発的動機づけは同一の

ものではない。本研究では協力意図のみを測定したが、協力意図のみではなく内発的動機

づけについても測定し、内発的動機づけが低下する効果、また内発的動機づけと協力意図

の関連について検討する必要があるだろう。 

また、Van Dijk et al.(2014)は、サンクションがある場合にも非協力行動がもたらされ

る理由として、次のように説明している。サンクションが小さい、監視が不完全な場合に

はサンクションは十分に機能しないことが示されており(Van Dijk et al., 2014)、サンクシ
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ョンがビジネスフレームを持ち込ませることや個人間の信頼を低下させることで協力の基

盤を揺るがす(Tenbrunsel & Messick, 1999; Messick, 2000; Frey, 1993; Gneezy & 

Rustichini, 2000; Fehr & Rockenbach, 2003; Mulder et al, 2006a; Mulder et al., 2005; 

Chen et al., 2009) といったサンクションの負の効果が知られている。サンクションは道

具的協力でしかないため、サンクションを逃れる方法があれば、その方法をとるようにな

る(Miranda & Aldy, 1998; Kim et al., 2008; Mulder et al., 2006b)。サンクションが機能

するために大事なことは、サンクションが道徳的規範を伝えるものであるということであ

り、そのためにはサンクションは十分に大きく、サンクションの主体を信頼できなければ

ならない(Mulder, Van Dijk & De Cremer, 2009; Muehlbacher et al., 2011; Wahl et al., 

2010)。そして、サンクションが行われる動機としての怒りに着目し、道具としてサンク

ションを捉えるだけではなく、心理的な側面からサンクションを捉えることの必要性を説

かれている(Van Dijk et al., 2014)。サンクションは、非協力への不寛容を示し(Cooter, 

1998; Williams & Hawkins, 1986)、人々に協力が道徳的に正しい選択であるという意識

を持たせることが可能であり(McAdams, 2000, Mulder, 2009)、それゆえ協力行動をもた

らすことに有効である。しかし、ともすれば、サンクションが非協力行動を引き起こして

しまうことすらあり得る。サンクションが状況認識にどのような影響を与えるかというこ

とに注意を払い、サンクションが社会的ジレンマ状況を相争う状況ではなく、互いに協力

する状況であると思わせる仕組みづくりを考えなくてはならない (Messick, 2000; 

Deutsch, 2006)。 

 

7.2.2 サンクションがなくても協力する理由 

社会的ジレンマ状況の解決のためには、どういう状況であるかという認識をどのように

形成するかが重要であり、このプロセスをさらに検討する必要があるだろう。そして、こ

の状況認知は人々のコミュニケーションの枠組み、ひいては、相互作用の帰結に影響を与

え、そのことがさらに状況定義に影響を与え、認識した状況定義が強化され、個人内、及
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び個人間で信念が強化されていく。こうした人々の振る舞いが現実を作り、その現実によ

って人々の信念が強化されていくというプロセスが生まれていく(Moscovici, 1988, 2001; 

Yamagishi, Jin & Miller, 1998)。 

本研究においては、協力行動が多く見られた条件では利得に関する情報がより共有され、

非協力行動が多い条件では利得に関する情報が共有されていないという関連が見られた。

利得情報の共有が協力行動と関連した理由としては、コミュニケーションが相互協力の期

待を醸成するように機能したこと、利得構造がわかることで社会にとってより望ましい状

態としての共通目標が共有されたこと、利得情報を教えることが相互協力の期待の手掛か

りとなったことや、虚偽であったとしても行動履歴を公開することでコミットメントや主

観的規範がもたらされたことなどが可能性として考えられる。ゲーミングではいくつもの

要因が互いに影響を及ぼし合うため、いずれか一つというのではなく、いくつもの要因が

複合的に絡み合って協力行動につながったと考えられる。ゲーミングのようにダイナミッ

クな相互作用が可能な状況においては、協力をもたらすと考えられる諸要因が、もたらさ

れる帰結に対してより大きな影響を与える。これまで実験室で行われてきた先行研究にお

けるサンクションの負の効果やコミュニケーションの効果が、ゲーミング状況では実験状

況よりも増幅されて再現されたと解釈できる。 

 

7.2.3 産業廃棄物不法投棄ゲームが持つ構造的与件の影響 

以下では、「産業廃棄物不法投棄ゲーム」が持つ構造的与件、及びゲーミングが持つ特質

と、ゲーム内での状況定義の関係について考察を行う。2 章で述べたゲームの構造的与件

のうち、ここでは異なる役割が存在し、その役割によって利得構造が異なるということ、

役割によって持っている初期情報が異なり、自分以外の役割に関する情報がわからないと

いうこと、そして、行動履歴が不確実であり、非協力行動の発見が極めて困難であるとい

うことの 3 つの与件に着目する。行動履歴が不確実であり、非協力行動のすべてが発見さ

れるわけではないという構造的与件は非協力行動を誘発するように働きかけることが予想
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される。異なる役割が存在すること、かつ、異なる役割の利得がわからないということに

ついては、単独では、協力／非協力のどちらをもたらすかは予測できないが、この点につ

いては、コミュニケーションを自由に行って交渉や取引を行うことができる点とあわせて

検討する必要があるだろう。本研究はゲーミングを用いているため、通常の実験室実験以

上に参加者間の多様なコミュニケーションや相互作用が観察される。ゲームの中では、コ

ミュニケーションや交渉を行う際に、相手の利得を知って有利に交渉したい、とにかく相

手の利得情報を知りたい、とにかく産廃を処理したい、相手の仕事がなくてかわいそうな

どさまざまな動機が含まれており、競争的な状況と認知するか、協力し合う状況と認知す

るかはコミュニケーションを通じてなされるダイナミックな相互作用に依存する。コミュ

ニケーションが可能な状況では社会的ジレンマ状況での協力率は上昇するならば、この構

造的与件は協力行動をもたらすと予測できる。ゲーミングの特質上、そもそも自由にコミ

ュニケーションをとることは可能ではあるが、コミュニケーションの効果をより強めるも

のであると考えられる。また、交渉は相手と利益を調整しなくては妥結できない。このこ

とは、自分の利益だけでなく、相手の利益も考えなくてはならない場面であるということ

であり、協力行動をもたらすと考えられるだろう。一方で、交渉によっては協力したくて

もできないという状況も生まれ得るため、非協力行動をもたらすとも考えられる。 

そして、相手の利得がわからないという与件や非協力が必ずしも発見されるわけではな

いという与件と、多様なコミュニケーションが行われるというゲーミングの特質により、

ゲームの状況は、目標や状況定義が変化可能であるとみなされやすく、かつ、これらが相

乗的に組み合わさるために情報共有が進みやすくなると予測される。その理由は以下のと

おりである。 

まず、相手の利得がわからないという状況であるため、相手の利得を知ることでこのゲ

ームの状況を把握するように行動すると考えられ、このことは協力行動をもたらす方向に

導くだろう。つまり、個人の利得最大化という目標が与えられているものの、他者から搾

取することによって達成する目標であるか、他者と協力することによって達成される目標
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であるかは、上記の二つの要素の存在によりゲーム内のダイナミクスによって変化可能な

状況であるとみなせる。また、このことは非協力の帰結にタイムラグがあることにも関わ

っており、非協力によってもたらされる不利益がゲーム中にはわからないことで状況の定

義を困難にし、状況を定義する際のコミュニケーションが関わる比重を大きくしていると

も考えられる。 

そして、自身の利益を最大化するためには、相手から搾取するという方法がある。しか

し、本研究では、協力のためにはコストが必要となる。そのため、相手に協力をさせて自

分が搾取をするためには、相手の協力のコストに関する情報を入手し、その情報によって

交渉を有利に進める必要がある。つまり、いかに相手に利得情報を開示させるかが交渉で

アドバンテージを握るための鍵であり、相手の利得構造について知ろうとするのは当然の

戦略になるだろう。同時に、自分だけが一方的に利得情報を開示することは交渉における

不利に繋がるかもしれない。このことは利得情報を秘匿することにも繋がる。だが、多様

なコミュニケーションの一つである交渉は、前述の通り、相手と利益を調整する必要があ

り、そのことが相手の利得を考えることにつながり、相互協力を達成することが可能とな

ることも考えられる。 

以上より、実験状況と比較すると、本研究で行われたゲーミングでは、非協力を選択す

ることで自己の利益を最大化することができるかどうかは、他者に大きく依存しているこ

とが参加者に伝わりやすい状況である。こうしたゲーム特有の状況に、各研究での条件操

作を行うことにより、参加者のゲームの枠組みに関する認識が変化したと考えられる。研

究 1 から研究 3 における、利害当事者による監視や第三者の権限が強い罰則、分配の方法

を考えなくてはならない集合的な報酬がある場合には、コミュニケーションの焦点は、非

協力や選択的誘因に集まり、非協力への懸念が高まり、自身の利得を秘匿することで、相

手から搾取しよう、あるいはされまいとした結果、相互非協力に陥ったと考えられる。研

究 4 では、行動履歴の開示は利得情報とは無関係であり、しかもその行動履歴は協力の度

合いを示すものではなかったが、監視としては捉えにくく、罰則にも結びつかないもので
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あったため、行動履歴を記載することがコミットメントや主観的規範をもたらし、また記

載された情報がどのような意味を持つのかを明らかにするために相手の利得構造を探り、

コミュニケーションが促進され、互いの利得に関する情報が共有され、相互協力という目

標を設定することに繋がった可能性が考えられる。これは、Dawes et al. (1990)が述べる

ように、コミュニケーションを通じてお互いの利益に目が向き、相互協力の期待が高まり、

実際に相互協力に繋がったと解釈できるだろう。 

協力にコストが必要な社会的ジレンマにおいてはそのコストに関する利得情報を共有す

ることが重要となる。本研究では、情報が完全ではなく、交渉を行う必要がある場面であ

ったため、情報共有は進みやすく、サンクションがない場合には一定の協力行動を達成す

ることはできた。しかし、サンクションがあることで利得情報の共有が妨げられ、結果と

して、サンクションがない場合よりも社会全体としての帰結が悪化した。これは、直接的

ではないものの、サンクションがあるだけではなく、話し合いがあることをコモンズが維

持されることの条件とした Ostrom, Walker, & Gardner(1992)の研究に繋がるだろう。 

なお、研究 1 から研究 4 全てで一貫して、協力意図に条件間の差は見られなかった。こ

のことは協力したくても、情報共有が阻害されることで、相手に対してどの程度の協力の

コストを渡すことが妥当であるかわからず結果として非協力を選択することや、相手から

搾取されるのではないかという不安から自身の利得構造に関する情報を開示できない状況

になってしまったこと、また、適正処理や委託をしたくても処理するための費用や委託費

用が足りなかった、他の人が不法投棄すると考え不法投棄される前に自分で不法投棄した、

全セッション終了時の環境修復費用の支払いを見込んでお金を貯めこむために不法投棄し

た、交渉が妥結せず産廃の行き場がなくなったため不法投棄したなどといった取引による

利益調整の際にやむなく非協力行動を取らざるを得なかったという可能性を示唆している

とも考えられる。協力が望ましいと思う程度が同じでも、他者が協力するだろうという期

待を持てなければ相互協力は達成されない(Pruitt & Kimmel, 1977)状況が再現されたと

解釈できる。本研究でも、サンクションが、非協力行動への関心や懸念を喚起させるもの
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であったと考えれば、同様の解釈は可能である。ただし、報酬に関しても同様に解釈でき

るかは慎重に検討するが必要がある。報酬条件のときは報酬に関心が集まりすぎたという

認知負荷がかかったという可能性を棄却できない。コミュニケーションの中心が報酬にな

ったと考えられるが、それにより参加者は報酬を得ること、そして自身の利益を確保する

ことに意識が向かったと考えられる。 

以上のように、現在までの研究では認知レベルでどのようなことが起きたかということ

についてはある一つの説を支持する論拠はなく、様々な解釈が可能である。得られた結果

は、条件とゲーミング構造やコミュニケーションといった要素との相互作用によるもので

あり、様々な要因が混交しているという指摘はもっともである。序論でも述べたようにゲ

ーミングは課題発見の道具としての側面があり、問題を一般化して、精緻に検討すること

に向かない。こうした事象を起こす要因がどのような認知的要因であるか本研究だけでは

明らかではないが、それでも選択的誘因の有無によって帰結が異なるという結果は重要な

意味を持つだろう。少なくともサンクションの存在が、ある認知と相互作用プロセスに影

響を与え、その結果、非協力をもたらすということ、また、たとえ監視としては機能しに

くいとしても協力行動をもたらすことを例証し、単にサンクションでありさえすればよい

のではなく、サンクションが機能する条件についての示唆を得たという点に意義はある。 

また、構造的与件に関しても、今回設計した構造的与件のすべてが、今回の事象が生じ

る必要条件なのか、もしくは不要な構造的与件であるかという点までは明らかではない。

本研究は、現実の産廃不法投棄問題を例に、取り締まりを強化すると不法投棄が増加する

ことになるという事象を説明するために重要と思われる構造的与件を組み込んでいるため、

これらの構造的与件と監視・罰則・報酬といった選択的誘因が相互に影響を及ぼしあって

いると考えられる。上記の認知プロセスと相互作用プロセスとの関連について更なる検討

を必要とする。 

以上の研究が含意することとして、サンクションはただ存在すればいいというものでは

ないということが挙げられる。これまでにもサンクションが負の効果を持つ条件に付いて、
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たとえば誘因が小さい、監視が不十分である、誘因が取り除かれる、サンクションの主体

が信頼されていないということが検討されてきた(Van Dijk et al., 2014; Mulder et al., 

2006b; Mulder et al., 2009)。サンクションが実効性を持つにはこれまでの研究で示されて

きた、サンクションがモラルを喚起するものでなくてはならない(McAdams, 2000; Cooter, 

1998; Williams & Hawkins, 1986; Mulder, 2009)といった点や、相互協力の達成のために

必要である共通目標の共有や相互協力の期待の醸成(Pruitt & Kimmel, 1977)を促すもの

でなくてならない。本研究では、協力がもたらされる条件では、利得情報が共有されると

いう状況が観察された。このことは共通目標の共有相互協力の期待につながったと考えら

れるだろう。 

そして、サンクションに実効性を持たせることが目的と考えられる行動履歴の開示は、

必ずしも監視と同じことを意味せず、行動履歴の開示は必ずしも非協力行動の発見によっ

て協力率を高めるのではなく、別の機能を持っている可能性がある。別の機能というのは、

ある種のコミットメントや主観的規範といったものが考えられる。コミットメントや主観

的規範は他者からの協力期待を伝えると同時に、自身の協力意図を他者へ伝えるものにな

った可能性がある。ただしコミュニケーションや情報共有を促進させることとの関連は明

確に実証されたわけではないため、今後さらなる検討は必要となるだろう。しかし、虚偽

が可能な状況であっても自らが開示することがコミットメントや主観的規範に繋がるので

あれば、これまでにない新しい知見に結びつく可能性がある。そのように結論付けること

は尚早であるが、少なくとも行動履歴の公開という仕組みも監視以外の側面から捉えなお

すことも必要となるだろう。 

 

 

7.3 本研究の意義と限界 

 



110 

 

7.3.1 現実的な示唆 

人びとの行動を変えるという目的を達成するために必要なことは、取締りだけではない。

むしろ、取締りの強化や罰則の導入が却って事態を悪化させている場合も存在することを

本研究は例証した。さらには、コストを投資して罰を与えるために監視の追跡可能性を高

めるよりも、情報共有ということに着目することによって人々の行動を良い方向に向かわ

せることが可能かもしれない。本研究では、利害に関わる排出業者が監視をする、監視者

の権限が強い、報酬を一手に排出業者が受け取ると言った条件の場合に、非協力行動が増

加した。社会的ジレンマの研究ではないが、罰が過大であることが成績に負の影響を与え

る(Yerkes & Dodson, 1908)ことや報酬が大きすぎることによる負の効果が示されている

(Ariely, Gneezy, Loewenstein, & Mazar, 2009)ことから、過大なサンクションの影響を鑑

みる必要もあるのではないだろうか。今回直接は検討していないが、排出事業者責任につ

いても見直しが必要となる可能性を示唆していると考えられる。今回検討した以外にも、

現実の構造的な要因を丁寧に検討することで、取締り以外の処方を発見することが今後重

要となるだろう。 

また、本研究においては利得構造を変換させる手段として罰と報酬の効果を比較したが、

現実的には報酬は廃棄物を適正に処理する誘因を強化するものであり、廃棄物の発生抑制

という観点から考えると、監視・罰則の強化という政策がとられる(渡邉, 2014)という点も

考慮しなくてはならないだろう。ゲーム内では、適正処理と不法投棄は表裏一体のもので

あったが、現実においては適正処理を増やすことが必ずしも不法投棄を減少させるという

ことに繋がらない。 

現在、一部の県、政令指定都市では、産業廃棄物税が排出事業者もしくは最終処分業者

に課税され、廃棄物の排出抑制に努めている。しかし、長崎(2003)は、課税により、不法

投棄への動機付けが強化されること、廃棄物の流入や追い出しに繋がること、自治体によ

るバラつきによる二重課税問題などが指摘しながらも、許認可や監視指導などに代表され

る「規制的手法」と、産業廃棄物税のような経済的手法、そして、事業者による自主情報
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公開といった「社会的手法」を最適に組み合わせて、相乗効果を追求していくことが重要

であるとしている。この「社会的手法」の効果はまさに、本研究でも例証することができ

たと考える。取締り以外の処方を検討する一つのきっかけになるかもしれないものが、産

廃処理の委託取引で用いられる管理票である。管理票は、現状、様々な不備、不正確さが

指摘され、追跡可能性の低さが問題視されている（環境省, 1996）。しかし、これは必ずし

も仕組みがずさんであることと同じではない。処理の複雑性、日常業務としての効率とい

う点から、なるべくして今の状態になっているとも言える。しかし、これは否定的な結果

につながるものではなく、その不完全さが情報共有を促進させるという取締りとは異なる

効果を生み出すという可能性に目を向ける意義はあるだろう。 

管理票は追跡可能性を高めることを一つの目標として電子化が進められており、GPS に

よって管理することが検討されている。電子管理票システムは、管理票の情報を電子化し

て、排出事業者、収運、処分業者の 3 者間で情報処理センターを介して管理票の情報を登

録、報告、通知を行うものであり、その特徴として、コンプライアンスの点から、管理票

の、未交付、記載漏れ、確認漏れを防止すること、データの透明性という面で管理票情報

を第三者である情報処理センターが管理・保管し、登録情報の変更、取り消しの管理を行

い、偽造を防止、そして、情報の加工が容易であり、排出事業者の行政報告が不要となる

ため、事務・コストの削減が可能である(竹内・松村・尾崎, 2010)。電子管理票の普及率は、

平成 23 年度には 26％と推測されている(金・谷川・濱田・尾崎, 2012)が、2015 年に行わ

れた第 5 回検討会においては、管理票の総発行数に関する公式な統計はないため、正式な

統計は不明である。保管、返却作業の効率化は進んでいるが、修正や確認に伴う作業の増

加や運搬車ではなく事務所の担当者が管理票情報を登録する場合があるため、廃棄物だけ

が先に施設に搬入され、処理が完了しても管理票情報が登録されていないといった問題点

が指摘されている(岡島, 2010)。また、國塩(2010)は、電子管理票システムの統一化がなさ

れていないことを指摘し、二重の管理が必要となること毎年の法改正に伴うシステム改正

のコスト企業が負担していること、すべての企業において導入されなければ紙管理票と電
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子管理票の二重の二つのシステムが混在することによる現場の混乱、また積み替え保管時

や輸送時の管理が容易である紙管理票の交付を求める企業の存在を指摘している。また、

収運の輸送や積み替え保管場所の管理向上のために IC タグの利用が検討されている。電

子管理票は、その導入が進められており、今後も一層普及していくであろう。しかし、本

研究は、これが取締りの強化と同じ結果に繋がらないかどうか、管理票の機能について見

直しを図るきっかけとなる知見を示唆することができたと考える。 

平成 27 年度 9 月 30 日に行われた第 5 回検討会では、管理票の頒布団体から出えん金の

協力が確約され、電子管理票に関する予算の大幅拡大が示唆された。平成 28 年度は廃棄

物処理法の見直しが行われるが、その中では管理票制度と排出事業者責任の徹底が検討さ

れており、管理票、排出事業者責任の持つ影響については、現実の状況を鑑み、さらに検

討することが必要となるだろう。研究 3 では、排出事業者責任に対応させた報酬制度を検

討したが、今回は排出事業者責任がどの条件においても存在しており、その効果について

明確に比較することはしなかった。今後は、この点の検討も必要である。 

また、本研究は産廃不法投棄問題を焦点に当ててきたが、本研究が示唆する内容は不法

投棄問題に留まらず広く応用可能であると考える。例えば、企業の不祥事など、巧妙に隠

蔽されたら発見が難しく、監視が困難な問題はほかにも存在する。こういった問題は監視

の目を厳しくすることには限界がある。こうした監視が困難でサンクションの効果が期待

できない事例では、情報共有の仕組みをどう作るかという考えを制度設計に組み込むこと

が重要になる。ただし、個別の問題ごとに構造的要因を把握することに注意を払わなくて

はならないが、このときに生じる対象物の持つルールを明確にし、システムを発見すると

いう行為がゲーム化という行為(麻野・飯田・米光, 2002)であり、この点からも現実の問題

に建言するうえでゲーミングが優れているということが言えるだろう。ゲーミングの可能

性については次節に詳述する。いずれにせよ、本研究では協力行動の多い条件では利得情

報の共有が進んでいるという状況が観察されたが、本当に重要なことは利得情報を知るこ

となのか、それが何らかのシグナルになっているのか、その過程そのものであるのか、も
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しくはそのすべての条件がそろうことであるのかは明らかではない。今回、情報を共有し

た程度については測定したが、それが本当に誤りのない情報であったかは測定していない

ため、この点については本研究からはいずれの説も検証はされていない。そして共通目標

の共有や相互協力の期待とどのように関連しているかという点や、さらに言えば相互協力

と情報共有の関連は見られたが、どのような因果関係にあるかという点も明らかではない。

また、新規で取引を結ぶのであればよいが、すでに取引関係にあるのであれば、ある程度

の情報は共有されており、これ以上の改善は望めないかもしれない。以上のような検討事

項は存在するが、もし情報を共有することが状況の枠組みに影響を与えるとしたら、自身

の利得情報を公開することは相手から搾取する意図はないことを示すシグナルになるとも

考えられる。何らかの不祥事やエラーがあったとしても、それを公開することで相手から

搾取、過重な罰を受けることがないというシグナルを互いに示すことができたら、事態の

深刻化は防ぐことができるかもしれない。 

情報共有が重要であるという示唆は上記以外の点からも重要である。協力意図に一貫し

て差が見られなかったという点は、不法投棄をしようという悪意を持っていたということ

ではないということであり、不法投棄をしているのは、その人の心の在り方によるもので

はないということである。不法投棄が起こるのは、その人がそういう意図を持っていたか

らではなく、構造的にそうせざるを得ない状況になっているとしたら、サンクションを導

入する前に、不法投棄せざるを得ない社会構造に目を向けるべきである。さもないと、む

しろサンクションによってさらに個人を不法投棄するように追い込んでしまっているとい

う可能性すらある。日本では、国土の面積の点から、最終処分地を確保することは非常に

困難である。これは産廃に限った話ではない。最近では、放射性廃棄物、震災廃棄物、災

害廃棄物など、処理場や仮置き場に関する問題は頻繁に報じられている。処分地の確保に

は、土地の確保、行政の許可、周辺住民の理解が必要となるが、これらは容易ではない。

しかし、処分地が確保できないとしても経済活動は止まらず、廃棄物は生み出され続ける。

石渡(2002)は、「俺たちがいなかったら、誰がこのゴミを片すんだ」という不法投棄業者の
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言葉を紹介している。こういった状態にまで追い込まれている処理業界を取り締まるだけ

ではなく、まずはその状態を共有し、何がより良い解決であるかを社会全体として考える

こと、つまり共通目標を形成することが解決の重要な一歩になると考える。 

残された課題としては、現実の処理フローは、ゲームに比べると非常に複雑である。例

えば、排出事業者が自社処分場を持っていることや積替保管場があることが挙げられる。

不法投棄に関しても、もっと巧妙な手段がとられており、不法投棄の実行犯として穴屋6、

まとめ屋7、一発屋8、見張り役9などがあり、さらに裏では地上げ屋、土砂採取業者やペー

パーカンパニー10が横行し、許可業者が暗躍している。今回はゲーミングのために単純化

して実施しているが、それ故、業者同士の結託が観察しやすい状態となった。今後はゲー

ム内の業者内、業者間の結託についてさらなる分析を行うことで、不法投棄発生のメカニ

ズムを検討する上で有用な知見が得られる可能性もあるだろう。 

二点目に、ゲーム内では、最終処理業者は望むだけ埋め立てをすることができた。しか

し、実際は埋め立て地の容量にも限りがあること、用地の確保は困難を極めることから、

最終処分場の経営者は少しでも延命をはかるために、不法投棄を行う。この点は最終処理

業者の不法投棄に対する誘因を高めると予測できる。結果に対する影響は、条件間の関係

を変えるものではないと考えられるが、特定の業者が特に強い誘因を持つことで全体にど

のような影響を与えるのか業者間の関係を観察する際には重要となるだろう。 

                                                   
6 不法投棄用に確保した土地を、不法投棄ができる環境を整えるために、穴を掘り、トラ

ックがサイトに入り、産廃を不法投棄できるように鉄板、覆土、囲いなどを用意し、現場

での進行管理を行う。不法投棄後に覆土された土地の売却まで行う場合もある。 
7 不法投棄をする収運業者を集める。穴屋の用意した土地の規模に合わせ、その分のトラ

ックを招集する。 
8 継続的な契約がなくスポットで不法投棄を行う。まとめ屋に仲介してもらうこともある。

穴屋が用意したサイトに不法投棄をすることもあれば、そうした不法投棄用に整えられて

いない場所に捨て逃げをすることもある。 
9 不法投棄を行う際に、警察や G メンの監視、監視カメラから逃れるために、そうした監

視の監視を行う。現場にいる穴屋と連携し、ダンプを誘導する。県境まで監視を行う場合

もある。 
10 実態を伴わない書類上のみで存在している企業。偽装下請けを繰り返すことで自社処分

場を持つ企業が書類上元請けとなり自社処分場で処分することができるようになる。自社

処分場を利用した不法投棄の隠れ蓑となる。 
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三点目は、外部不経済の問題である。現実には、なかなかすぐには行政代執行が行われ

ず、行われたとしてもその程度はさまざまである。末井(2009)は、不法投棄を発見したに

も関わらず代執行の対象行為でない場合には、罰則の適用実現には行政主体が消極的であ

ること、処罰されても義務が不履行のままであるといった点を指摘しており、さらには廃

棄物が撤去されても、土壌汚染や水質汚染まで解消されるとは限らず、出損金制度や排出

事業者責任という仕組みがあるとはいえ、まだまだ外部不経済は存在している。この点に

ついては、ゲーム内には産廃処理にかかわる主体しか存在しなかったが、行政や住民とい

ったプレーヤーがいる場合の集団間の葛藤がある状態としてのアプローチも必要だろう。 

最後は管理票の罰金額である。日本の現実の管理票に対する罰金は、アメリカなどと比

較して非常に少額であることが指摘されている(村田, 1998)。現在の日本では、管理票義務

違反で 6 か月以下の懲役または 50 万円以下の罰金、措置命令違反の場合で 5 年以下の懲

役、もしくは 1000 万円以下の罰金、もしくはその両方となっている。しかし、坂本(1997)

は平成 9 年の法改正によって管理票を交付しなかったものに対しても原状回復措置を取ら

せることができることを指摘しており、原状回復措置のための費用という点を考慮すると、

ゲームにおける金額は妥当であるとも言えるだろう。ゲームでは、管理票に関する違反は

ほとんど見られなく、管理票の罰金に条件間の差はないため、本研究の結果を否定するも

のではないが、管理票の機能について検討するうえで重要な要素となる可能性があるだろ

う。 

 

7.3.2 ゲーミング研究の可能性 

サンクションが非協力行動を引き起こすという結果は、ゲーミングの構造的与件との相

互作用があることで生じた結果であると考える。これだけの要素を実験室実験で同時に実

装するということは困難であり、そもそも実験室実験の持つ緻密さが損なわれ、一般化に

よる高い説明力が失われるため、実験室実験の目指す方向とは異なる。実験研究は、その

緻密さゆえに、研究の主な関心は個別の要因や個人の認知に集まっているように思われる。
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個別の要因、個人の認知に関する研究は、もちろん必要であるが、それが現実社会におけ

る説明の妥当性を持つためには、複数の要因が互いに関連しあう状況下での検討を同時に

進めていかなくてはならない。今後は、システム単一の影響だけではなく、複数のシステ

ムが集まった時の複雑な相互作用プロセスを解明するようなアプローチが必要とされるだ

ろう。ゲーミングは現実の様々な要素を同時に実装した状態で参加者間の相互作用をシミ

ュレートとすることが可能であり、ゲーム全体のダイナミクスを描くことが可能である。

それゆえ、明解な要因間の関連を説明することは難しく、ゲーミングに実装された状況以

外の社会的ジレンマ状況一般化は難しい。しかし、このことは取り上げた個別の事例に関

しては高い妥当性と説明力を有する。また、フィールド研究では、社会の状況や個人の活

動を密接に関連した総体として描くことに優れているが、その一方で構成要素を抽出し、

それらのダイナミクスを描き出すことは不得手である。実社会の様相を描き出すフィール

ド研究、個別の要因の因果関係を明らかにする実験研究、そして、複数の要因の相互作用

の影響を描き出すゲーミングなど、それぞれに発見された課題について相補的に検討を重

ねることで、理論と現実への応用の橋渡しが可能となるだろう。 

さらに、ゲーミングの可能性について言及するならば、その観察可能な変数やダイナミ

クスの多様さが挙げられる。例えばゲーミングの特徴の一つとして、多重話(Duke, 1974)

が挙げられる。多重話とは、コミュニケーションが同時多発的に双方向で行われることを

指し、これにはコミュニケーションの有無ではなく、いつ、どこで、誰が、誰と、何につ

いて、どのようにコミュニケーションしたかという要素が含まれている。本研究では十分

に測定することはできていないが、分析方法が大きく発展している現在、プレーヤーが会

場内をどのように移動しているか、どのような内容について話しているかなどを分析する

ことも不可能ではない。こうした変数を分析できるゲーミングはコミュニケーションや情

報伝達の研究においても新たなアプローチを可能にするだろう。加えて、ゲーミングはマ

クロな帰結の測定を容易にする。個人から社会、社会から個人という影響過程を独立に観

察するのではなく、これを同時に為し得、その帰結についても、個人の集合的な総和とし
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てだけではなく、集団の相互作用の結果、生み出される帰結も観察可能である(広瀬, 1997; 

Guetzkow, 1959; Gamson, 1990)。社会と人間の心理の両方に着目する社会心理学研究に

おいてこそ、ゲーミングは必要となる。 

しかし、ゲーミングの持つ広範な可能性とは裏腹に、ゲーミングの有用性を支持してい

る分野は多くない。Klabbers(2004)は、ゲーミングの専門家が関心を持っている領域とし

て、ビジネスや経済、教育など 13 領域を挙げているが、ともすれば政治学や工学のシミ

ュレーションの一つとして、または人材育成や市民教育などのツールとしてしかみなされ

ていないという実状がある。こうなってしまっている理由として、そもそもゲーミング・

シミュレーションとは何かという点について、まだまだ多種多様なアプローチがあり、初

学者にとっては理解しにくいということが挙げられるだろう。ゲーミングとは何か、ある

いはゲーミング・シミュレーションとは何かということを明確に説明できる一貫した理論

はなく、体験したことがあれば有用性は理解できるが、体験しないものには理解が難しい

(Duke, 1974; 矢守・吉川・網代, 2005)。新井(1998)もまた、ゲーミング・シミュレーショ

ンとは、簡単に言うとゲーム的側面を持ったシミュレーション活動としながらも研究者の

間でそれほど明確な理解がなされているわけではないともした。ゲーミングはすでに、半

世紀上の歴史を持つ。ゲーミングの有用性は一度体験すれば明らかであるが、そのことが

ゲーミング自体を理論的に確立させることを遅らせていると考える。ゲーミングは体感す

ることで学び取ることに優れているがゆえに、筆者を含め、ゲーミング研究者はそのこと

に頼りすぎている面があるだろう。ゲーミングが勃興した時期の研究者たちが確立したゲ

ーミングのデザインなどに関する指南書は数々あるが、それらをもってしても、ゲーミン

グの持つ本当の可能性に気づくには、ゲーミングを体験することが不可欠であり、そこに

はゲーミングをファシリテートするものがいなくてはならず、ゲーミングに精通した先人

の存在が不可欠だろう。ゲーミングの研究者は、そのツールを無料で公開する、ファシリ

テーションについての講習を行うなど、誰でもが実施できることを目的としているが、こ

の点に到達するのはまだ時間を要するであろう。ゲーミングは科学的な研究に資するため
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に、口承伝統のようなあり方ではなく、客観的に理論的に記述可能であるようになること

が求められる。ゲーミングは、それ自体が直観的であるという利点を持つ。その特徴を失

うことなく、しかし、例えば教育ツールの一つにとどまらず、科学的研究手法としの一つ

として考えるならば、より理論的に説明可能なものとすべきであり、今後のゲーミング研

究を行う上で避けては通れない重要な課題である。 

ゲーミングとして見た場合に、産廃ゲームはルールが複雑であること、拘束時間が長い

こと、実施の際のツールが多々必要であることは改善されることが望ましい。しかし、全

体としては、参加者がゲームにリアリティを感じ、熱心に取り組めていたことからも、一

定の評価は可能である。 

 

7.3.3 社会的ジレンマ研究の他分野への拡張 

社会的ジレンマ研究はこれまで数多くの研究により、意義深い知見を提供してきた。こ

れらの知見は、実験や調査など様々なアプローチがとられており、現実的な示唆に富んで

いる。共通目標の共有もその一つである。本研究では、その重要性について、再考する一

端を担うことになったと考えている。社会的ジレンマ状況において、共通目標の共有とい

う概念は相互協力というわかりやすい目標があるため、置き換えは容易であるが、社会的

ジレンマ状況以外の社会的な葛藤状況でも重要となるだろう。つまり、社会に多様な役割

とそれに伴う価値がある中で何が望ましいのかという判断が分かれることも多い。その状

況では自分以外の他者に社会全体にとってより望ましい意思決定をしてもらうことを期待

するのは難しい。まず何が望ましいのかということについて社会として共有しなくては葛

藤の解消は困難だろう。共通目標の共有は社会的ジレンマ状況におけるサンクションの実

効性だけではなく、より広範な影響を持つだろう。今後社会的ジレンマ以外の観点からも

研究が行われることが求められる。 
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7.3.4 まとめ 

本研究は社会的ジレンマ状況におけるサンクションに関する研究と、リスクなどの分野

のような社会的ジレンマ以外の様々な状況における情報共有に関する研究をつなぐもので

ある。従来の情報共有や情報開示に関する研究では、例えば、開示する情報の種類を操作

することでその効果を検討し、扱われる情報の種類は行動履歴や相手の内的属性に関する

情報といった限られた種類の情報しか扱われてこなかったが、本研究では情報開示の効果

だけではなくサンクションなど他の要因との関連を示すことができた。すなわち、相互協

力の期待や共通目標の共有といった社会的ジレンマにおける相互協力の達成に深く関わる

ことが知られている要因(Pruitt & Kimmel, 1977, Yamagishi, 1986)に影響を与える過程

を明らかにした。 

本研究は、単一の役割ではなく様々な役割が存在する社会的ジレンマ状況で情報共有の

機能を検討し、このことを明らかにするためにゲーミングを用いて検討した点に特色があ

る。また、ゲーミングにより現実味のある生態学的妥当性の高い状況をつくりだすことで、

役割ごとに利得が異なり、そこから得られる情報が不確かであるという中で、サンクショ

ンが負の効果を持つこと、情報公開が監視とは異なる機能を持つことを例証できた点に独

創性がある。ただし、本研究では特殊なある一つの社会的ジレンマ状況で得られた結果に

すぎず、社会的ジレンマ一般への当てはめは性急であり、これらの事象が起きた要因、メ

カニズムについてさらなる検討を行うことが求められるだろう。 

社会的ジレンマ研究領域は、公共財、コモンズといった研究領域とオーバーラップして

おり、共通する問題意識が出発点にあったはずである。しかし、そのアプローチは、理論

研究や実験研究、フィールド研究のような特化したパラダイムに分割されていき、こうし

たそれぞれのアプローチを包括的に取り入れた研究は少ない。本研究を含め、ゲーミング

を用いた研究は、これらの領域が再会し、異なるパラダイムが相互に触発しあうきっかけ

となるよう、今後さらなる発展が望まれる。 

  



120 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 引用文献 

 



122 

 

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision 

processes, 50, 179-211. 

Ariely, D., Gneezy, U., Loewenstein, G., & Mazar, N. (2009). Large stakes and big 

mistakes. The Review of Economic Studies, 76(2), 451-469. 

Alcock, J. E., & Mansell, D. (1977). Predisposition and behaviour in a collective 

dilemma. Journal of Conflict Resolution, 21(3), 443-457.  

Armstrong, R. H. R., & Hobson, M. (1973). ALEA Local Government Gaming 

Simulation Exercise. Birmingham: The Open University. 

新井潔. (1998). ゲーミングシミュレーションとは何か, 新井潔・出口弘・兼田敏之・加藤文

俊・中村美枝子, ゲーミングシミュレーション, 日科技連. 1-43. 

麻野一哉・飯田和敏・米光一成 (2002) ベストセラー本ゲーム化企画, 原書房. 

Asaoka, K., Taniakawa, N., & Baba, H. (2012). Sangyouhaikibutsu saisyuusyobunjou ni okeru 

manifesuto kisai jouhou no sinraisei no kentou no kekka oyobi kousatsu (Study on the reliablity 

of information on the manifest of landfilled industrial waste in Japan), Dai 23 kai Haikibutsu 

Shigen Junkan Kenkyuu Happyoukai Kouen Robunsyuu (Proceedings of the 23rd Annual 

Conference of Japan Society of Material Cycles and Waste Management), 27-28. 

Balliet, D., Mulder, L. B., & Van Lange, P. A. (2011). Reward, punishment, and 

cooperation: a meta-analysis. Psychological bulletin, 137(4), 594. 

Bixenstine, V. E., Levitt, C. A., & Wilson, K. V. (1966). Collaboration among six persons 

in a prisoner's dilemma game. Journal of Conflict Resolution, 488-496. 

Caldwell, M. D. (1976). Communication and sex effects in a five-person prisoner’s 

dilemma game. Journal of Personality and Social Psychology, 33, 273-280. 

Chen, X. P., Pillutla, M. M., & Yao, X. (2009). Unintended consequences of cooperation 

inducing and maintaining mechanisms in public goods dilemmas: Sanctions and 

moral appeals. Group Processes & Intergroup Relations, 12(2), 241-255.  



123 

 

Dawes, R. M. (1980). Social Dilemmas. Annual Review of Psychology, 31, 169-193. 

Dawes, R. M., Alphons, J. C., Kragt, A. J., & Orbell, J. M. (1990). Cooperation for the 

benefit of us -not me, or my conscience. In J. J. Mansbridge (Ed.) Beyond 

self-interest. Chicago: The University of Chicago Press, pp.97-110. 

Dawes, R. M., McTavish, J., & Shaklee, H. (1977). Behavior, communication and 

assumptions about other people’s behavior in commons dilemma situation. 

Journal of Personality and Social Psychology. 35, 1-11. 

Deci, E. L. (1976). Notes on the theory and metatheory of intrinsic motivation. 

Organizational behavior and human performance, 15(1), 130-145.  

Deguchi, H. (2011). Economics as an agent-based complex system: toward agent-based 

social systems sciences. Springer Science & Business Media. 

Deutsch. M. (1958). Trust and suspicion. Journal of Conflict Resolution, 2, 265-279. 

Deutsch, M. (1960). The effect of motivational orientation upon trust and suspicion. 

Human Relations, 13, 123-140. 

Deutsch, M. (2006). Cooperation and Competition. Deutsch. M., Coleman, P. T., 

Marcus, E. C., (Eds.) The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice 

second edition, San Francisco; Jossey-Bass, 23-40. 

Deutsch, M., Epstein, Y., Canavan, D., & Gumpert, P. (1967). Strategies of inducing 

cooperation: An experimental study. Journal of Conflict Resolution, 11, 345-360. 

Duke. R. D., (1974). Gaming: the Future's Language. Wiley. 

（デューク, R. D., 中村美枝子・市川新訳 (2001) ゲーミングシミュレーション: 未来

との対話. アスキー） 

Duke, R. D., & Geurts, J. (2004). Policy games for strategic management. Rozenberg Publishers. 

Edney, J. J., & Harper, C. S. (1978). The effects of information in a resource 

management proble. 



124 

 

Eek, D., Loukopoulos, P., Fujii, S., & Gärling, T. (2002). Spill-over effects of 

intermittent costs for defection in social dilemmas. European Journal of Social 

Psychology, 32, 801-813. 

Fehr, E., & Gächter, S. (2002). Altruistic punishment in humans. Nature, 415(6868), 

137-140. 

Fehr, E., & Rockenbach, B. (2003). Detrimental effects of sanctions on human 

altruism. Nature, 422(6928), 137-140. 

Fox, J., & Guyer, M. (1978). “Public” choice and cooperation in n-person prisoner's 

dilemma. Journal of Conflict Resolution, 22(3), 469-481. 

Frey, B.S.(1993). Motivation as a limit to pricing. Journal of Economic Psychology, 14, 

635-664. 

古市徹・谷川昇・ 石井一英・金相烈. (2007). 廃棄物の不法投棄対策と環境再生 廃棄物の不

法投棄対策への総合的・体系的アプローチ. 廃棄物学会誌, 18(2), 77-83. 

Gamson, W. A. (1966). Resource conflict in community politics. American Sociological Review, 

71-81. 

Gamson, W, A. (1978). SIMSOC; Simulated Society Participants Manual with selected readings 

(3rd ed). New York: FreePress. 

Gamson, J. (1990). Rubber wars: Struggles over the condom in the United States. Journal of the 

History of Sexuality, 262-282. 

Guetzkow, H. (1959). A use of a simulation in the study of inter-nation relations. 

Behavioral Science, 4, 183-191. 

Greenblat, C. S. (1988). Designing games and simulations: An illustrated handbook. 

Sage Publications, Inc. 

（グリーンブラット, C. S. 新井潔・兼田俊之(訳) (1988). ゲーミング・シミュレーシ

ョン作法 初版 共立出版） 



125 

 

Gray, P. & Borovitz, I., (1986). The contrasting Roles of Monte Carlo Simulation and 

Gaming in Decision Support Systems. Simulations, 47(6), 233-239. 

Hardin, G. (1968). The tragedy of the commons. Science, 162(3859), 1243-1248. 

広瀬幸雄  (1997).シミュレーション世界の社会心理学: ゲームで解く葛藤と共存. ナカニ

シヤ出版, 1997. 

Hirose, Y. (1997). Kaso sekai geimu toha nanika? (What is SIMINSOC?). Simyure-syonn sekai no 

syakai shinrigaku (Social psychology in simulated society), 11-23. 

広瀬幸雄  (2000). 多元的現実を理解するメディアとしての仮想世界ゲーム シミュレー

ション＆ゲーミング, 10, 14-21. 

(Hirose, Y. (2000). SIMINSOC as a media for communicating multiple realities. 

Studies in Simulation and Gaming, 10, 14-21.) 

広瀬幸雄  (2011). 仮想世界ゲームから社会心理学を学ぶ ナカニシヤ出版 

Hirose, Y., Sugiura, J., & Shimomoto, K. (2004). Industrial waste management simulation game and 

its educational effect. Journal of Material Cycles and Waste Management, 6(1), 58-63. 

Irwin, K., Mulder, L., & Simpson, B. (2014). The Detrimental Effects of Sanctions on 

Intragroup Trust Comparing Punishments and Rewards. Social Psychology 

Quarterly, 77(3), 253-272. 

石渡正佳 (2002). 産廃コネクション WAVE 出版 

(Ishiwata, M.) 

岩城吉英. (2007). 京都府における産業廃棄物の不法投棄等対策の現状と展望. 廃棄物学会

誌, 18(2), 84-89. 

Jerdee, T. H., & Rosen, B. (1974). Effects of opportunity to communicate and visibility of individual 

decisions on behavior in the common interest. Journal of Applied Psychology, 59(6), 712. 

環 境 省  (1996). 平 成 8 年 の 産 業 廃 棄 物 専 門 委 員 会 報 告 書  環 境 省 

<http://www.env.go.jp/recycle/ill_dum/com_support-restore/02-r01.pdf> (2015年11月25日) 



126 

 

環 境 省  (2003). 第 一 次 循 環 型 社 会 基 本 推 進 計 画  環 境 省 

<http://www.env.go.jp/recycle/circul/keikaku/01.pdf> (2015年11月25日) 

環境省 (2011). 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行につい

て  環境省  <http://www.env.go.jp/recycle/waste_law/kaisei2010/attach/no110204004.pdf>  

(2015年12月18日) 

環境省  (2014). 産業廃棄物の不法投棄等の状況 (平成 25年度 )について  環境省

<http://www.env.go.jp/press/files/jp/25698.pdf> (2015年11月25日) 

環 境 省  (2015). 平 成 27 年 度 9 月 検 討 会 資 料  環 境 省 

<http://www.env.go.jp/recycle/ill_dum/com_support-restore/05-y.pdf> (2015年11月25日) 

Kiesler. C. A. (1971). The Psychology of commitment: Experiments linking behavior to belief. Noew 

York: Academic Press. 

Kim, G. S., Chang, Y. J., & Kelleher, D. (2008). Unit pricing of municipal solid waste and illegal 

dumping: an empirical analysis of Korean experience.Environmental Economics and Policy 

Studies, 9(3), 167-176.  

金・谷川・濱田・尾崎, (2012). 日本と海外における電子マニフェストの比較. 第 23 回廃

棄物資源循環学会発表講演論文集 2012, 15-16. 

Klabbers, J. H. (1996). Problem framing through gaming: Learning to manage 

complexity, uncertainty, and value adjustment. Simulation & Gaming, 27(1), 

74-92.  

Klabbers, J. H. G. (2004). Saga about ISAGA: A retrospect and a prospect. InISAGA 

SAGSAGA Conference. Bridging the gap: transforming knowledge into action 

through gaming and simulation, Munich. 

小出秀雄. (2005). 環境規制の遵守と罰金の基礎理論: 廃棄物処理法の場合. 環境経済論の

最近の展開』 一橋大学経済研究所. 

國塩綾子. (2010). 電子マニフェスト導入による廃棄物管理合理化事例と課題. 廃棄物資源



127 

 

循環学会誌, 21(4), 228-231. 

Lepper, M., & Greene, D. (1978). The Hidden Cost of Reward: new Perspectives on 

Psychology of Human Behavior. Hillsdale, NY: Erlbaum.  

Livingston, S. A., & Stoll, C. S. (1973). Simulation Games: An Introduction for the 

Social Studies Teacher (by) Samuel A. Livingston and Clarice Stasz Stoll. Free 

Press.  

McCusker, C., & Carnevale, P. J. (1995). Framing in resource dilemmas: Loss aversion 

and the moderating effects of sanctions. Organizational Behavior and Human 

Decision Processes, 61(2), 190-201. 

牧谷邦昭. (2007). 廃棄物の不法投棄対策と環境再生 産業廃棄物の不法投棄等の現状と対

策の動向. 廃棄物学会誌, 18(2), 71-76. 

増川宏一. (2006). 遊戯: その歴史と研究の歩み. 法政大学出版局. 

Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J., & Behrens, W. W. (1972). The limits to 

growth. New York, 102.  

（メドウズ, D. H., メドウズ, D. L., ラーンダズ. J., & ベアランズ. W. W., 大来佐武

郎(訳) (1972). 成長の限界 ダイヤモンド社；東京） 

Messick, D. M., (2000). Context, norms, and cooperation in modern society. Van Vugt, 

M., Snyder, M., Tyler, T. R., & Biel, A. (Ed.), Cooperation in modern society. 

Promoting the welfare of communities, states and organizations: Routledge., 

231-240. 

Messick, D. M., & Brewer, M. B. (1983). Solviong social dilemmas: a review. Review of 

Personality and Social Psychology, 4, 11-44. 

Messick, D. M., Wilke, H. A. M., Brewer, M. B., Kramer, R. M., Zemke, P. E., & Lui, L. 

(1983). Indiviual adaptations and structral change as solution to social dilemmas. 

Journal of Personality and Social Psychology, 44, 294-309. 



128 

 

Miranda, M. L., & Aldy, J. E. (1998). Unit pricing of residential municipal solid waste: 

lessons from nine case study communities. Journal of Environmental 

Management, 52(1), 79-93. 

三井宏隆. (1975). N 人グループにおける個人利益と共通利益の葛藤について. 実験社会心

理学研究, 15(2), 162-167.  

宮本秀春. (2003). 千葉県における不法投棄等の実態と対策について (特集 不法投棄の実

態と対策). 生活と環境, 48(9), 15-18. 

Moscovici, S. (1988). Notes towards a description of social representations. European 

journal of social psychology, 18(3), 211-250. 

Moscovici, S. (2001). Social representations: Explorations in social psychology. New 

York University Press. 

Muehlbacher, S., Kirchler, E., & Schwarzenberger, H. (2011). Voluntary versus 

enforced tax compliance: Empirical evidence for the “slippery slope” 

framework. European Journal of Law and Economics, 32(1), 89-97.  

Mulder, L. B. (2009). The two-fold influence of sanctions on moral concerns. 

Psychological perspectives on ethical behavior and decision making, 169-180. 

Charlotte, NC: Information Age Publishing.  

Mulder, L. B., Van Dijk, E., & De Cremer, D. (2009). When sanctions that can be 

evaded still work: The role of trust in leaders. Social Influence, 4(2), 122-137.  

Mulder, L. B., Van Dijk, E., De Cremer, D., & Wilke, H. A. M. (2006a). Undermining 

trust and cooperation: The paradox of sanctioning systems in social dilemmas. 

Journal of Experimental Social Psychology, 42, 147-162. 

Mulder, L. B., Van Dijk, E., De Cremer, D., & Wilke, H. A. M. (2006b). When sanctions 

fail to increase cooperation in social dilemmas: considering the presence of an 

alternative option to defect. Personality and Social Psychology Bulletin, 32, 



129 

 

1312-1324. 

Mulder, L. B., Van Dijk, E., Wilke, H. A., & De Cremer, D. (2005). The effect of feedback on 

support for a sanctioning system in a social dilemma: The difference between installing and 

maintaining the sanction. Journal of Economic Psychology, 26(3), 443-458. 

村田哲夫. (1998). 廃棄物問題をめぐる法制度の展開 産業廃棄物処理をめぐる法制度の現

状と課題. 廃棄物学会誌, 9(6), 424-433. 

長崎敬之. (2003). 産業廃棄物税 産業廃棄物税の創設と施行後の状況. 廃棄物学会誌, 14(4), 

202-208. 

大沼進（1997）廃棄物処理ゲームと二次的ジレンマ．広瀬幸雄編著『シミュレーション世 

界の社会心理学』，ナカニシヤ出版, 149-152． 

大沼進. (2001). 社会的ジレンマにおいて環境変化と他者行動が協力行動や解決策選好に及

ぼす効果. 心理学研究, 72(5), 369-377. 

Ohnuma, S. (2005). Environmental Commons Game: Is the Free Rider a “Bad Apple”?. In Gaming, 

Simulations, and Society (pp. 21-28). Springer Tokyo. 

大沼進・北梶陽子 (2007). 産業廃棄物不法投棄ゲームの開発と社会的ジレンマアプローチ

――利得構造と情報の非対称性という構造的与件がもたらす効果の検討―― シミ

ュレーション＆ゲーミング, 17, 5-16. 

(Ohnuma, S. & Kitakaji, Y. (2007). Development of the "industrial waste illegal 

dumping game" and a social dilemma approach: Effects derived from the given 

structure of asymmetry of incentive and information. Studies in Simulation and 

Gaming, 17, 5-16.) 

岡島壮介 . (2010). 電子マニフェスト導入の効果と課題 . 廃棄物資源循環学会誌 , 21(4), 

224-227. 

Oliver, P. (1980). Selective Incentives in an Apex Game An Experiment in Coalition 

Formation. Journal of Conflict Resolution, 24(1), 113-141.  



130 

 

小野雄策・遠藤和人・山田正人. (2007). 日本における産業廃棄物の処分を巡る諸問題―現

場で何が起きている―. 廃棄物学会誌, 18(6), 370-381. 

Orbell, J. M., Van de Kragt, A. J., & Dawes, R. M. (1988). Explaining 

discussion-induced cooperation. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 

811-819. 

Ostrom, E. (1990). Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. 

Cambridge university press. 

Ostrom, E., Walker, J., & Gardner, R. (1992). Covenants with and without a Sword: 

Self-governance Is Possible. American Political Science Review, 86(02), 404-417. 

Powers, R. (1980). The Commons Game. Suite 4H, 10 West 66th Street, New York, NY 

10023. 

Pruitt, D. G., & Kimmel, M. J. (1977). Twenty years of experimental gaming: Critique, 

synthesis, and suggestions for the future. Annual Review of Psychology, 28, 

363-392. 

坂本弘道 . (1997). 産業廃棄物  廃棄物処理法の改正について . 廃棄物学会誌 , 8(5), 

352-361. 

Shubik, M. (1965). Game theory and related approaches to social behavior. New York: 

John Wiley & Sons. 

末井誠史. (2009). 条例の実効性の確保について--全国市長会の検討会の提言を参考に. レ

ファレンス, 59(7), 5-26. 

杉浦淳吉 (2015). トランプのルールを応用したゲーミング・シミュレーションによる社会

的課題の理解. シミュレーション＆ゲーミング，24(1) (印刷中) 

杉浦淳吉, & 広瀬幸雄. (1998). 廃棄物処理における監視と罰則のジレンマを理解するた

めの廃棄物ゲーム. シミュレ-ション & ゲ-ミング, 8(1), 51-56. 

Sutter, M., & Rivas, M. F., (2014). Leadership, Reward and Punishment in Sequential 



131 

 

Public Goods Experiments. Van Lange, P. A., Rockenbach, B., & Yamagishi, T. 

(Eds.). Reward and Punishment in Social Dilemmas. Oxford University Press. 

133-157. 

竹内敏・松村治夫・尾崎弘憲. (2010). 産業廃棄物の電子マニフェストシステム.廃棄物資

源循環学会誌, 21(4), 215-223. 

滝川義明. (2007). 廃棄物の不法投棄対策と環境再生 青森・岩手県境廃棄物不法投棄事案

への岩手県の取組み―早期全量撤去による環境再生と再発防止に向けて―. 廃棄物学

会誌, 18(2), 97-102. 

Taylor, M. (1976). Anarchy and cooperation. Wiley. 

Taylor, M. (1982). Community, anarchy and liberty. New York: Cambridge. 

Thiagarajan, S. (1991). Garbage A Card Game that Simulates the Trade-Off between Competition 

and Concern. Simulation & Gaming, 22(1), 112-115. 

Tenbrunsel, A. E., & Messick, D. M. (1999). Sanctioning systems, decision frames, and 

cooperation. Administrative Science Quarterly, 44, 684-707. 

Van Vugt, M., & De Cremer, D. (1999). Leadership in social dilemmas: The effects of 

group identification on collective actions to provide public goods. Journal of 

Personality and Social Psychology, 76, 587-599. 

Van Dijk Erik, M. B. L., & de Kwaadsteniet Erik, W. (2014). For the Common Good?–

The use of sanctions in Social Dilemmas. Van Lange, P. A., Rockenbach, B., & 

Yamagishi, T. (Eds.). Reward and Punishment in Social Dilemmas. Oxford 

University Press. 70-84. 

Wahl, I., Kastlunger, B., & Kirchler, E. (2010). Trust in authorities and power to 

enforce tax compliance: An empirical analysis of the “Slippery Slope 

Framework”. Law & Policy, 32(4), 383-406.  

渡邉裕之. (2014). 産業廃棄物不法投棄の 「罪と罰」: 厳罰化政策に対する経済学的考察. 



132 

 

京都産業大学経済学レビュー, 1, 177-209. 

Wit, A., & Wilke, H. A. (1990). The presentation of rewards and punishment in a 

simulated social dilemma. Social Behaviour, 5, 231-245. 

Yamagishi, T. (1986). The provision of a sanctioning system as a public goods. Journal 

of Personality and Social Psychology, 51, 110-116. 

Yamagishi, T. (1988).The provision of a sanctioning system in the United States and 

Japan. Social Psychology Quarterly, 51, 265-271. 

Yamagishi, T. (1990). Major theoretical approaches in social dilemmas research. 心理学

評論, 32(3), 262-294.  

Yamagishi, T. (1992). Group size and the provision of a sanctioning system in a social 

dilemma. In W. B. G. Liebrand, D. M. Messick, & H. Wilke (Eds.), Social dilemmas: 

Theoretical issues and research findings. International series in experimental 

social psychology, New York: Pergamon Press, pp.267-287. 

Yamagishi, T., Jin, N., & Miller, A. S. (1998). In‐group Bias and Culture of 

Collectivism. Asian Journal of Social Psychology, 1(3), 315-328. 

矢守克也・吉川肇子・網代剛. (2005). 防災ゲームで学ぶリスク・コミュニケーション: ク

ロスロードへの招待. ナカニシヤ出版. 

Yerkes, R. M., & Dodson, J. (1908). The relation of strength of stimulus to rapidity of 

habit-formation. Journal of comparative neurology and psychology, 18, 459-482. 

 

 



133 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 研究一覧 

 



135 

 

本論文に掲載した研究成果の一部は、以下の学会、論文にて報告され、以下の支援を受

けた。 

 

研究 1・研究 2 

■査読付き論文 

 『北梶陽子・大沼進（2014）社会的ジレンマ状況で非協力をもたらす監視罰則――ゲ

ーミングによる例証――.心理学研究 第 85 巻 第 1 号 9-19. （日本心理学会優秀論

文賞）』 

■学会発表等 

 『北梶陽子, 大沼進, 社会的ジレンマ状況において監視が非協力行動をもたらすとき―

産業廃棄物不法投棄ゲームを用いた検討―, 日本社会心理学会第 52 回大会発表論文集, 

pp18』 

 『北梶陽子, 大沼進, 産業廃棄物不法投棄ゲームを用いた社会的ジレンマ状況における

サンクションの効果の検討, グローバル COEプログラム「心の社会性に関する教育研究拠

点」総括シンポジウム“心は「なぜ」、「どのように」社会的か？～フロンティアとアジェ

ンダ～”』 

■競争的資金の獲得等 

 2011 年度北海道大学大学院文学研究科「共生の人文学」プロジェクト第二期旅費支援 

 

研究 3 

■学会発表等 

 『北梶陽子，大沼進，社会的ジレンマ状況において正負のサンクションが協力行動を減少

させるとき：産業廃棄物不法投棄ゲームによる検討, 日本社会心理学会第 53 回大会発表

論文集, pp32』 

 『Kitakaji, Y., & Ohnuma, S. When Rewards Cause Non-Cooperative Behaviors in 



136 

 

a Social Dilemma Situation: A Study Using the “Industrial Waste Illegal Dumping 

Game“. 15th International Conference on Social Dilemma, p88』 

 『北梶陽子. 社会科学実験研究センター共催ワークショップ, 社会的ジレンマ状況に

おけるサンクションと情報公開の効果：産業廃棄物不法投棄ゲームによる例証』 

■競争的資金の獲得等 

 2012 年度北海道大学大学院文学研究科「共生の人文学」プロジェクト第二期旅費支援 

 2013 年度北海道大学大学院文学研究科「共生の人文学」プロジェクト第一期旅費支援 

 

研究 4 

■図書 

 『Kitakaji, Y. & Ohnuma, S. Even Unreliable Information Disclosure Makes 

People Cooperate in a Social Dilemma: Development of the “Industrial Waste 

Illegal Dumping Game”. Kaneda, T., Kanegae, H., Toyoda, Y., & Rizzi, P. 

“ Simulation and Gaming in the Network Society－ISAGA 2015, in Kyoto” 

(submit to be changed). Springer.』（発表論集に掲載された約 100 件から 20 件を選

りすぐって刊行される図書への採択が決定している。） 

■学会発表等 

 『北梶陽子，大沼進，社会的ジレンマ状況で行動履歴を記録することの効果：産業廃棄物

不法投棄ゲームを用いた情報公開の効果，日本シミュレーション＆ゲーミング学会2012

年度秋季全国大会』 

 『北梶陽子・大沼進. 社会的ジレンマ状況において虚偽可能でも行動履歴の公開が協力行

動をもたらすとき：産業廃棄物不法投棄ゲームによる例証. 日本社会心理学会第 54 回大

会発表論文集, pp 145』 

 『Kitakaji, Y. & Ohnuma, S. Even Unreliable Information Disclosure Makes 

People Cooperate in a Social Dilemma: Development of the “Industrial Waste 



137 

 

Illegal Dumping Game”. the 46th International Simulation & Gaming Association 

Conference(Excellent Oral Presentation Award (Student Category) 受賞)』（発表

論集に掲載された約 100 件から 20 件を選りすぐって刊行される図書への採択が決定

している。） 

■競争的資金の獲得等 

 平成 23年度財団法人科学技術融合振興財団調査研究補助金 

 日本社会心理学会若手研究者奨励賞 

 

研究１から研究４ 

■学会発表等 

 『北梶陽子. 社会の数理セミナー, 社会的ジレンマ状況におけるサンクションと情報公

開の効果：産業廃棄物不法投棄ゲームによる例証,社会の数理セミナー』 


