公共財ゲームにおいて罰の強度の非対称性が協力に与える効果
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概要
社会の中で協力しなければ個人が得をするが、全員が協力しなければ問題が解決できない
といった状況が多々発生する。このような状況を社会的ジレンマ状況と呼ぶ。この社会的
ジレンマを解消するためのアプローチの一つが懲罰や報酬といったサンクション制度であ
る。既存の研究では集団内の成員が均等なサンクションの機会を持つという前提が多かっ
た。しかし現実の社会や集団では、すべての人が同じ力で懲罰や報酬を与えられるわけで
はない。そこで本研究では罰の強度を非対称にしたサンクション制度を導入することが協
力に影響を与えるのかを場面想定法を用いて実験した。その結果、サンクション制度がな
い状態よりある状態の方が協力率が高く、多くの先行研究と同様の結果が得られた。さら
に罰の強度を非対称にしたところ、協力率にも罰の行使に使用したコストにも有意な差は
見れなかった。このことから、罰の強度が非対称であることは大きな影響力はなく、罰自
体がシグナルとして扱われていることが推測できる。
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