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Abstract

ヒトには、集団に協力的に行動し、裏切り者をパニッシュする
（罰する）傾向があるが、パニッシャーは必ず非パニッシャー
よりも損をする

本研究では、パニッシャーがどのようにパニッシュによる利益
を得ているのかを明らかにする

裏切り者をパニッシュした人は、「信用でき、集団志向的で
非パニッシャーよりも尊敬に値する」と評価された

人は、パニッシュが公正（justified）か不公正（unjustified）
かを判別し、公正なパニッシュの場合のみパニッシャーに
対して信頼感を増す
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1. introduction

公共財問題とパニッシュメント

公共財（Public goods）
灌漑工事、寝ずの番などなど

協力しなかった人にも利益がある
→裏切った方が得

裏切り者にパニッシュする傾向（Gintis, 2000）
日常生活では、村八分、身体的・社会的脅しなど

実験室場面ではコストを払って裏切り者の利益を減らす

コストがあるにも関わらず、裏切り者をパニッシュする人
がいる（Fehr & Gachter, 2002; Yamagishi, 1986）し、それ
によって協力率が上昇する
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1. introduction

パニッシュ＝損…？

パニッシュにはコストが伴う⇒パニッシャーは減少するはず

パニッシュするよりしない方が得だと学習を通じて within-
generation で
パニッシュ感情は非適応的なので across-generation で

現在までパニッシュが残っているのだから、パニッシュそのも
のに何らかの報酬があるのではないか？

パニッシャーが非パニッシャーには得られない利益を得て
いれば、パニッシュは学習されうる
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1. introduction

パニッシュ＝信頼性の指標…？

公共財ゲームにおいて、高協力な人は低協力な人に比べ信
頼される（Fessler & Haley, 2003）
協力的な人は非協力的な人に比べ、他者からの報酬を得や
すい（Milinski, Semmann, & Krambeck, 2002a, b）

裏切り者を罰することが集団にとってgoodである状況では、
パニッシュが信頼性や公正さを示すシグナルとなり得る

パニッシャーが非パニッシャーより信頼された（Fessler & 
Haley, 2003）
パニッシュすることが信頼性や公正さのシグナルになるの
ならば、パニッシャーは他者から利益を受け取るかも

ただし、パニッシャーに利益を与え、非パニッシャーを罰す
る行為そのものにも説明が必要（Henrich & Boyd, 2001）
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1. introduction

パニッシャーと付き合う法

observerの最大利益は･･･
信頼できるパートナーを得るため、パニッシャーと協力的
な関係を築く

サンクションを避けるため、裏切らないようにする

→パニッシャーにとっての評判上の利益があるとすれば、信頼
と尊敬（あるいは恐怖）ではないか？

というわけで、「パニッシャーは裏切り者を罰することによって
なんらかの利益を得ているのではないか」という仮説を検討

Study1：パニッシャーへの評判は？
Study2-4：パニッシャーは本当に多くの金銭的利益を得る
のか？
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2. General methods for public goods game

参加者は偽名を与えられた

ゲーム内で評判を得ることが出来るが、あくまで匿名

1. 公共財ゲーム（Public goods game; PGG）
1 カナダドルと交換できる 10 ”lab dollars”を受け取る
10 のうち、好きなだけ場に提供／手元にキープできる
提供額は1.6倍され、グループ全員に等分される
誰がいくら提供／キープしたか、情報が与えられる

2. Punish
$1 支払えば、指定した相手から $3 引かれる

…新しいラウンド（1. ＋ 2.）へ
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3. Study 1 (pilot)

仮説

もしパニッシュが悪いことならば、パニッシャーは非パニッシ
ャーより好まれたりはしないだろう

もしパニッシュに信頼性やグループ志向性などの向社会的な
シグナルがあるのならば、パニッシャーは信頼でき、グルー
プ志向的で尊敬できると評価されるだろう

本研究では、パニッシャーに対する評価と本人のパニッシュ
行動の相関も検討した
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3. Study 1 (pilot) 

方法

5 ラウンド
4人でゲームをすると教示（実はコンピュータ相手）
1. 裏切り者（$1, $1, $0.5, $0.5, $0）
2. 高協力者（$9, $9, $8, $7, $7）
3. 中程度の協力者（$5, $4.5, $4, $4, $4.5）
コンピュータプレイヤーは、 $1パニッシュされると次のラ
ウンドで $1 分予め決められていた数より多く協力する

参加者が $3 以下しか提供しなかった場合はパニッシュを受
ける（誰がパニッシュしたかは知らされない; Study1 のみ）

PGG後に質問紙
パニッシュした人／しなかった人はどんな人？
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3. Study 1 (pilot) 

質問紙の結果
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3. Study 1 (pilot) 

その他、主な結果

各ラウンドにおいて、25%の参加者がパニッシュした
全ラウンドを通じて、88%の参加者が少なくとも一度はパニッ
シュした

パニッシュした人としなかった人の間で質問紙の rating に
差はなかった

男性（$1.37/round）は女性（$0.86）よりもパニッシュした
参加者がパニッシュされた事例（13/141）のうち8回は、パニッ
シュされた人は他の参加者に激しく攻撃をした

パニッシュ額とパニッシャーが非パニッシャーより nice と感じ
るかどうかには有意な相関（r(50)=.36, p=.009）
ただし他の尺度では相関なし
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3. Study 1 (pilot) 

考察

パニッシャーは非パニッシャーに比べて信頼でき、集団志向
的で尊敬に値すると評価される

nice だとは判断されていないので、これはパニッシャーに対
する一般的なポジティヴな印象のせいではない

性別、パニッシュを受けたかどうかに影響されない

パニッシャーが他のパニッシャーを好んでいる、というわけで
もない
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4. Study 2

目的

パニッシャーに対して、実際にお金を与えるのかを検討する
必要がある

信頼・尊敬・報酬などの意味で

Study 2 の目的：人はパニッシャーを本当に信頼するのか？
参加者は PGG の後に 1 ラウンドだけ信頼ゲームを行う
相手がパニッシャー

相手が非パニッシャー
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4. Study 2

方法①

1 ラウンドのPGG＋Punishment
4人でゲームをすると教示（実はコンピュータ相手）
1. $1 しか提供しない裏切り者
2. $7 提供し、 $2 をパニッシュに使うパニッシャー
3. $7 提供するがパニッシュしない非パニッシャー

PGGの後で信頼ゲーム（Berg, Dickhaut and McCabe, 1995）
1. 各ペアは $10 ずつ受け取る
2. ペアの片方はもう片方に $10 のうち好きな額を預ける
3. 預けた額が3倍される
4. 預けられた方は好きなだけ返金することができる
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4. Study 2

方法②

信頼ゲームにて

1. strategy method
「それぞれのプレイヤーにいくら預けるか」を仮想的
に聞く（「後でランダムマッチングするから」という理由
で）

預けた額は相手に対する信頼の指標となる

2. 「ランダムマッチングされたよ」と他のプレイヤーとマッチ
ングされる（相手がどの人かわからないこともある）

3. 「相手は $8 預けてくれました、$24 中いくら返したい？」
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4. Study 2

結果：預けた額
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4. Study 2

考察

パニッシャー、非パニッシャーに関わらず、協力者は裏切り
者よりも信頼されている（Barclay(2004)を追試）

Study 1 では信頼性を高く評価されたにも関わらず、パニッシ
ャーが非パニッシャーより信頼されることはなかった

1 ラウンドしかなかったため、裏切り者に対して怒りのよう
な強い感情的な反応を感じなかったのかも

参加者は「パニッシュが裏切り者を協力へ導くか」を確認
できなかったので、パニッシュの必要性がわからなかった
のかも

→Study 3 でこれらの可能性について検討
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4. Study 3

目的

以下2点を検討する
1. 裏切り者がいる状況に繰り返しさらされた参加者はパニ
ッシャーを優先的に信頼するようになるのか？

2. 参加者自身のパニッシュ行動とパニッシャーに対する信
頼には関係があるのか？

今回も残りのプレイヤーはコンピュータ

裏切り者、協力者（パニッシャー／非パニッシャー）

二次的パニッシュ（パニッシュしない人をパニッシュする）
があるのならば（Bendor & Swistak, 2001; Henrich & 
Boyd, 2001; Sober & Wilson, 1998）、非パニッシャーは
パニッシャーよりもパニッシュを受けるはず
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4. Study 3

方法

PGG
5 ラウンド
4人でゲームをすると教示（実はコンピュータ相手）
1. 裏切り者（$1, $0, $1, $3, $6）
2. 非パニッシャー（$7, $7, $6, $8, $8）
3. パニッシャー（$7, $8, $7, $6, $8）

１ラウンド目はパニッシュを待ち、裏切り者が協力
し始めたらパニッシュをやめる（$0, $2, $2, $3, $1）

コンピュータプレイヤーは参加者からのパニッシュに
よって行動を変えない

PGGの後に信頼ゲーム
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4. Study 3

預けた額：主効果
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4. Study 3

預けた額：交互作用
フリーライダーをパニッシュ
するのに使った金額を基に
中央値で参加者を分割
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4. Study 3

その他の主要な結果

信頼ゲームで参加者が返金した額（相手から$8→手元：$24）
裏切り者（$8.1）＜協力者
パニッシャー（$12.9）と非パニッシャー（$10.3）の間に有意
な差はなかった（p=.18）

PGG
参加者はパニッシャーや非パニッシャーよりも裏切り者に
パニッシュした

ただしパニッシャーと非パニッシャーに対するパニッシ
ュ額には差が無かった

裏切り者が協力し始めるとパニッシュは減った
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4. Study 3

考察①

５ラウンドのPGGの後ではパニッシャーは非パニッシャーより
も信頼された

Long interaction は Study 1 と 3でパニッシャーが信頼さ
れ、Study 2 ではそうでなかった要因かも
ただしStudy 1 と 3ではサンクションの正の効果（パニッシ
ュされると裏切り者が協力）が観察できるし、Study 3 では
パニッシャーは裏切り者以外をパニッシュしない

ただし、信頼ゲームで多くのお金を返してはもらえない

パニッシュは単に信頼性の指標で、非パニッシャーより報
酬を与えられるわけではない

私見：天井効果の可能性は？
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4. Study 3

考察②

二次的パニッシュ（パニッシュしない人をパニッシュする）は起
こらなかった

理論的モデル（Bendor & Swistak, 2001; Henrich & Boyd, 
2001; Sober & Wilson, 1998）とは異なる結果
Kiyonari, Shimoma, and Yamagishi(2004)、Kiyonari and 
Barclay(2005)の結果とは矛盾しない
実験的状況で、「裏切り者をパニッシュした人に報酬／
パニッシュしなかった人に罰」タイプの行動は起こらな
かったが、「協力者に報酬を与えた人に報酬／与えな
かった人に罰」タイプの行動は生起した

二次的パニッシュがパニッシュを維持しているという理論
的モデルは間違っているのでは？
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5. Study 4

目的

Study 3 の結果を追試
PGGを自然発生的な状況で行っても起こるのかどうかも
あわせて検討（経済学者対策？）

裏切り者に向けられたパニッシュ（公正なパニッシュ：justified 
punishment）と協力者に向けられたパニッシュ（不公正なパニ
ッシュ：unjustified punishment）が信頼性に与える影響を検討
できたらいいな
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5. Study 4

方法

PGG
5ラウンド
本物の参加者4人で1グループ（×15組）

信頼ゲーム

ランダムマッチング

ペアのうち、受け取り役は実際に相手が渡した金額の3倍
を受け取り、そのうちいくら使うかを決定

→30人が受け取り役（渡された額はそれぞれ異なる）
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5. Study 4

分析の前に…

パニッシュをコーディング

公正なパニッシュ：最も協力度の低い人に対する、あるい
は、パニッシャーよりも協力度の低い人に対して下から２
人（以上）に対するパニッシュ

不公正なパニッシュ：それ以外

重回帰分析

従属変数は各プレイヤーが信頼ゲームで預けられた額

公正なパニッシュをした人はより信頼されるか？

グループの効果をコントロールするため、15のダミー変数
Barclay(2004)において、グループの協力度とメンバー
に対する信頼レベルに相関があったため
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5. Study 4

信頼ゲームで預けられた額①

予測変数

グループ（ダミー）：全て有意（standardized β平均=.548）
公正なパニッシュ：有意（正：β=.232, p=.032）
不公正なパニッシュ：有意（負：β=-.227, p=.031）
PGGでの協力度：非有意（β=-.019, p=.90）

回帰モデルは有意（F(17, 42)=12.54, p<.001）、かつ分散の
77%を説明

ε++−+−= gujcA 210.0196.0004.0644.2
預けられた量 PGGでの協力度 公正なパニッシュ 不公正なパニッシュ

グループ
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5. Study 4

信頼ゲームで預けられた額②

潜在的な問題

裏切り者は定義上「公正なパニッシャー」ではありえない

参加者が裏切り者を信頼しなかったことの副効果として、
公正なパニッシャーは非パニッシャーより信頼されたので
は？

しかし…信頼ゲームの受け取り役が公正なパニッシュに
使った額は信頼ゲームで預けられた金額の強力な予測因

→各グループから最も低い協力度のプレイヤーを除いて分析
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5. Study 4

信頼ゲームで預けられた額③

Reduced model
Nは15人減って45人
それでも回帰モデルは有意（F(17, 27)=8.35, p<.001）、か
つ分散の74%を説明
また、有意ではないものの、やはり公正なパニッシュは信
頼ゲームで受け取った額を予測する（β=.319, p=.058）
つまり、パニッシャーは「フリーライダーでないから」信
頼されたわけではない

ε++−+−= ∑ gujcA 084.0312.0033.0315.5
預けられた量 PGGでの協力度 公正なパニッシュ

不公正なパニッシュ

グループ
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5. Study 4

信頼ゲームで返してもらった額

受け取り手は平均して受け取った額の 46%を返した

渡した額は有意な予測因（β=.447, p=.033）
回帰モデルは有意（F(18,11)=2.69, p=.049）、かつ分散の
51.2%を説明するが、他の変数はすべて有意にならない
あまりにも観測変数が少なすぎる

参加者の半分が受け取り役、それぞれ１人にだけお金
を返す、2人の送り手役がお金を送らなかった…

渡した額のみで予測してみた⇒有意（β=.615, p=.002）
回帰モデルは有意（F(18,11)=3.82, p=.012）、かつ分散の
67.3%を説明
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5. Study 4

最終的な獲得利益

どのグループに属しているかは強力な予測因

Individual-levelで獲得金額を予測したのは、参加者が「不公
正なパニッシュに使った金額」のみ（β=0 to -.276, p=.025）
参加者が信頼ゲームの受け取り役だった場合はより多くの
獲得金額を得ていた（β=.275, p=.001）
公正なパニッシュも PGGでの協力度も、グループ変数をコン
トロールした後では有意にならなかった

有意ではないけど、公正なパニッシュが正の係数であった
ことは注目できる（β=.104, p=.40）
公正なパニッシャーに対する信頼は、非パニッシャーと比
べた時のディスアドバンテージをひっくり返した

この回帰モデルは有意（F(18,41)=8.32, p<.001）、かつ分散
の69%を説明
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5. Study 4

その他の主要な結果①

参加者の協力度は線形増加

各ラウンドの平均協力度は $5.5, $6.0, $7.0, $7.5, $7.8

パニッシュは113例生起
公正なパニッシュは64例
不公正なパニッシュは49例
内23例は前ラウンドでのパニッシュに対する報復
何例かは不公正なパニッシュに対する報復だったが、
これを公正なパニッシュと再定義しても結果に影響なし

非パニッシャーにパニッシュしたと思われる事例（2次的パ
ニッシュ）は疑いも無く存在しなかった
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5. Study 4

その他の主要な結果②

男女差

PGGにおける協力度： 男性（$36.1）≒女性（$32.9）
パニッシュに使った額： 男性（$4.4）＞女性（$1.9）
公正なパニッシュ： 男性（$2.7）＞女性（$1.1）
不公正なパニッシュ： 男性（$1.7）≒女性（$0.8）

グループ内での協力度をコントロール

PGGにおける協力度と公正なパニッシュに使った額との
間には正の相関（r=.33, p=.011）
PGGにおける協力度と不公正なパニッシュに使った額と
の間には負の相関（r=-.36, p=.006 ）
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5. Study 4

考察①

先行研究（Barcley, 2004; Fehr & Gachter, 2002）
他者をパニッシュし、信頼できるという評判を得る機会が
あることが PGG での協力度を（複数ラウンドを通じて）上
げることを示してきた

本研究

男性は女性よりもパニッシュする

これは単に攻撃性のためではない

←公正なパニッシュを多く行うが、不公正なパニッシュを
多く行うわけではないから

パニッシュの 20%は自分へのパニッシュに対する反撃
パニッシュにはコストがかかる（Sober & Wilson, 1998）
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5. Study 4

考察②

Study 3 を追試
1. 二次的パニッシュは起こらない

もし二次的パニッシュが一般的でないのなら、他のプ
ロセス（パニッシャーが信頼を得る、など）がパニッシ
ュ感情の進化を支えてきたはず

2. 公正なパニッシュを行った人を信頼する

ただしどちらでも多くのお金を返してもらってはいない
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5. Study 4

考察③

PGGの協力度は信頼ゲームで預けられた額を予測しなかっ
た（Studies 2 and 3, Barclay(2004) と異なる結果）

PGG で協力した人は不公正なパニッシュをせず、公正な
パニッシュを行った（多重共線性の問題？）

というか、協力しないのにパニッシュだけした人は不公
正だと判断されている

レビューアーからの指摘

ダミー変数がグループ内の協力度をすでに説明してい
るからでは？

パニッシュが存在することで、裏切り者が協力するよう
になった結果、協力度のシグナルとしての価値が失わ
れたからでは？
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5. Study 4

考察④

公正なパニッシャーは実際に信頼に値するのか？

パニッシャーの行動は相手が協力者かどうかによって変
化する可能性があるから微妙

どうして公正なパニッシャーがより多くの利益を稼がなかった
のか？

信頼ゲームが１ラウンドしかなかった

パニッシュが本当に信頼のシグナルなのかが不明

偽かもしれないからシグナルの意味を割り引いた？

それにしても、やはりパニッシャーが非パニッシャーに比
べて獲得利益が少なかったわけではない（実際問題、有
意ではないものの少しだけ多い）ことは注目に値する
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5. Study 4

考察⑤

どうして人は自分の獲得利益を減らすような不公正なパニッ
シュを行うのか？

４分の３以上の不公正なパニッシュはなんらかの「報復」

将来的に、他者からのパニッシュや攻撃を思いとどまらせ
る効果があるのかも

攻撃性は将来の自分に対する犯罪を抑止する効果が
ある（Daly & Wilson, 1988）
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6. General Discussion

PGG における繰り返しの効果

繰り返しのあるPGGにおけるパニッシュのみがパニッシャー
に対する信頼を向上させる

Studies 1, 3 and 4：パニッシャーは信頼される（パニッシュ
分の利益を回収できる）

Study 2：・・・（Kiyonari & Barclay(2005) や Kiyonari et 
al.(2004) でも１ラウンドの PGG で同様の結果）
１ラウンドの PGGだけでは、裏切り者の真意、パニッ
シャーの真意が判断できない

Study 2 では、公正なパニッシュかどうかわからない
Study 2では、パニッシュの裏切り者に対する効果が観
察できない

41

6. General Discussion

パニッシャーが評判による利益を得るには

参加者が…
すでにゲームに慣れていること

パニッシュが全員にとって good だとわかっていること
パニッシュの背後にある意図に気づいていること

裏切り者がパニッシュされるよう感情的に望んでいること

実験状況でこれを満たすのは難しい
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6. General Discussion

パニッシュはさほどコストを伴わない

裏切り者に協力させることができることを皆がわかっている状
況で、パニッシュによる評判を得ることができるならば

ただし、与えられた文化的状況によって、パニッシャーの
正当化具合も変わってくるだろう

どれだけ集団で活動しているのか

パニッシュのコストがどのくらいか

パニッシュによる利益が進化の過程において原始時代にも
存在したのならば、なぜ利他性や利他的パニッシュが進化し
たのか、そのメカニズムが説明できる

二次的パニッシュよりもパニッシュによる評判の方が重要


