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Preface 
The "GEAR Transactions on Experiments-based Research on Advanced Management of Networks, Organizations, 

and Services (TERANOS)" is published as a medium for disseminating and encouraging the emerging research 

area of Experiments Based Management and Administrative Science (EBMAS). It is a great honor for all the 

committee members that we can launch the first TERANOS as a special issue of the GEAR 2012 post-conference 

proceedings. 

The General Conference on Emergence Art of Research (GEAR) is a series of conferences for highlighting the 

emerging approaches and areas of research. The first conference GEAR 2012 was successfully held in Tokyo on 

August 11th, 2012. The GEAR 2012 was a memorable first step toward the series of the GEAR, which was 

designed to launch brand-new research areas as well as to disseminate cutting-edge methodologies. The 

conference also was significantly more meaningful than just serving as a launching site of the Experiments Based 

Management and Administrative Science. 

The Experiments Based Management and Administrative Science (EBMAS) is an emerging area of study in 

which we analyze and solve the problems of organizational and human behavior in business processes via a 

quantitative experiment-based approach. The EBMAS will introduce quantitative experimental tests of hypotheses 

related to business administration and management. The EBMAS adopts an interdisciplinary approach broadly 

applying methodologies like ABM/ABS (Agent Based Modeling / Simulation), social network analyses, 

orthogonal designs of experiments, business games, persona methods, business case methods, narrative / manga 

approaches, educational measurement methodologies and so on. 

In this conference, we highlighted the general perspective of the EBMAS, invited the pioneers of this area to 

present their insights on the area, and discussed the state-of-the-art research. The keynote speech was presented by 

Prof. Takao Terano (Tokyo Institute of Technology) with the launching declaration of the EBMAS. In the special 

contributory dialogue session, Prof. Apostolos Gotsias (University of the Aegean) and Prof. Terano discussed 

challenges and further impacts on the EBMAS from various aspects. In the conference, we also had an 

exploratory workshop for educational application of manga case material to develop an evaluation method of 

learning in practice. 

As the post-conference proceedings of GEAR 2012, TERANOS Vol.1, No.1 records the outcomes of the 

conference with two specially invited papers and 25 accepted papers (full-paper reviewed before conference and 

revised after conference), including the GEAR 2012 award-winning papers. 

On behalf of all the committee members, we would like to express our sincere appreciation to all the participants 

and contributors of GEAR 2012. 

 

December 8th , 2012 

 

Editorial Board Chair: Dr. Toru Takahashi 

Conference Chair: Dr. Atsushi Yoshikawa 

Program Committee Chair: Dr. Masaaki Kunigami 

Workshop Chair: Dr. Akiko Orita 
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The Shape of Experiment-Based Management Science to Come 

Takao TERANO#1 
#1The Department of Computational Intelligence and Systems Science, Tokyo Institute of Technology 

Email: terano@dis.titech.ac.jp 

Experiment-Base Management Science (EBMS) we are developing is an emerging new field of both scientific and practical activities. 

This paper will give some perspectives on EBMS based on the plenary talk at General conference on Emerging Arts of Research on 

management and administration (GEAR) held on August 11, 2012.  The paper discusses when EBMS was born, why now they require 

EBMS, what are their research elements, where should we focus, which are the ways, and how should we go from here. 

1. The Shape of Jazz to Come: Introduction

When Ornette Coleman, a jazz alto sax player, started “free 

jazz” activities in the end of 1950s. On those days, they thought 

that Onette played only nonsense without any jazz theories and 

that audiences could not welcome the music.  However, the jazz 

history says Ornette was an excellent player, who was able to 

vividly play Charlie Parker’s adlib music as he was alive. Also, 

his activities have gradually become popular in the jazz literature 

[Segell 2005].   

Same as the history of jazz, it is often the case in some 

scientific researches such as physics or mathematics. The birth of 

quantum mechanics, non-Euclidean geometry, or recent econo- 

physics is a typical example of such fields.  First, they usually 

think bland new theories and ideas nonsense, they neglect them, 

then, however, they gradually accept new ones because of the 

appearance of new evidences. I believe that experiment-based 

management science (EBMS) should follow such traditions of 

new scientific and practical activities.  In this short paper, I 

would like to draw the shape of EBMS to come referring to the 

titles of (fairly) popular (jazz) music.  

2. A Child is Born: When EBMS

“A Child is Born” is composed and played by Thad Jones, a 

jazz trumpeter. 

In the literature, the experimental approach to management or 

organizational sciences started from the pioneering work by 

Cyert and March in 1960's [Cyert 1962].  Also, the Garbage 

Can model by Cohen, March, and Olsen [Cohen 1972] is 

well-known.  The existence of such early works is very 

remarkable, as both Fortran and Lisp, traditional programming 

languages for numerical and symbolic computation were 

developed in 1960.  However, because of the limits of computer 

performance and the hurdles of programming difficulties for 

social scientists, the approach has not been successful in those 

days.   

The second leap with agent-based modeling was found in the 

early 1990's. Interestingly, the movement of agent-based 

approach to social simulation or experimental management 

science spontaneously emerged in the worldwide [Terano 2007] . 

In European region, they started SIMSOC (SIMulating 

SOCiety) meetings, which are followed by the activities of ESSA 

(European Social Simulation Association) and JASSS (J. 

Artificial Societies and Social Simulation). In the North 

American region, COT (Computational Organization Theory) 

workshops were started at AAAI and Informs conferences, then 

CASOS (Computational Analysis of Social and Organizational 

Systems), CMOT (Computational and Mathematical 

Organization Theory) Journal,  NAACSOS (North American 

Association for Computational Social and Organization 

Sciences), then CSSSA (Computational Social Science Society 

of America) activities followed. 

In Japan, we organized PATRA (Poly-Agent Theory and 

ReseArch) group and then continue to have the series of AESCS 

(Agent-based approach to Economic and Social Complex 

Systems) workshops were hosted by PAAA (Pan-Asian Associ- 

ation for Agent-based Approach in Social Systems Sciences). 

 In summary, therefore, we have already had a long history on 

EMBS.   

3. Now or Never: Why not Now

“Now or Never” is composed and played by Hiromi Uehara, a 

jazz pianist. 

Now, we must develop, extend, then establish EBMS research 

in front of a large number of audiences because of the following 

two reasons: 

- Recent rapid progress of computer and network 

technologies makes us possible to easily implement 

computer-based simulation models. Such models help us to 

carry out EBMS with both machine agents and human 

subjects. Also, using such models, we are able to opera- 

tionalize the concepts and ways of thinking of traditional 

management sciences. By the word operationalize, we mean 

that i) social and organizational systems are observed by 

human  experiments and computer simulations, ii) with 

both machine- and human- readable documentations, they 

are comprehensively and consistently understood for human 

experts and students related to management sciences.   

- Because of the recent crises of economic conditions in 

worldwide and the tragedy of the great earthquake in Japan, 

we must deeply understand the mechanisms of human 

societies. We must develop the new principles of design and 

implementation of societies.  Contrary to physical sciences 

domains, there are no first principles in management science 

domains.  Therefore, the experimental approach is 

indispensable to uncover the secrets of human societies. 

4. Pick up the Pieces: What are the Elements

“Pick up the Pieces” is mainly played by the Candy Dulfer’s 

fusion music group. She is both a singer and a sax player. 

-1-
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  To build a new EMBS architecture, we have already had 

various pieces, or tools and techniques in our laboratory.  Some 

of them are listed in another paper by Kunigami and Terano 

[Kunigami 2012]. The most important idea in EBMS is the 

approach to uncover the interactions of micro-, mezzo-, and 

macro-scopic levels among agents shown in Figure 1. 

Our current pieces include: i) agent-based simulation 

techniques to explore vast parameter spaces with evolutionary 

algorithms and grid computers [Yang 2012]; ii) the combination 

of the organizational bottom up simulations and the orthogonal 

designs of experiments, iii) a new experimental method to 

measure the awareness via the integration of Business Games, 

the Manga / Narrative Business Cases, iv) visualizing techniques 

for human decisions and behaviors of business processes, v) 

conjoint  analysis techniques with Personae and/or 

organizational profiles, vi) abstraction techniques of the agents' 

semantic networks, and vii) virtual Scenarios and case set 

generation techniques based on the concept of design of 

experiments. 

About the detailed explanations on these pieces please refer to 

the papers elsewhere. 

5. Place to be: Where should we Focus

“Place to be” is composed and played by Hiromi Uehara, a 

jazz pianist. 

Using the pieces, we are attacking several critical problems on 

social, organizational, and/or economic fields. The recent lists 

are found in our GEAR website [GEAR 2012]. They are 

categorized into i) research and development of advanced 

knowledge systems, which include data mining, marketing, 

education, social networking, recommendation, and 

manufacturing task domain problems ii) application of 

agent-based social system sciences, which include organization, 

business, history, education, and financial task domains;   iii) 

integration of gaming and case methods, which include 

marketing, business competition, finance, MANGA cases, 

human/computer participating gaming task domains, and iv) 

theories for EBMS, which include doubly structured networks, 

chaos controls, behavioral finances, and games. 

These task domains are on the boundaries of traditional 

academic fields such as economics, organizational sciences, 

statistical physics, operations research, artificial intelligence, 

computer science, and system science. To address EBMS, we 

must focus on the principles of traditional experimental methods 

discussed in the paper and agent technologies, which are 

characterized by their internal states, problem solving and 

decision making functionalities, and interaction capabilities. 

6. Act Your Age: Which Way to Go

“Act Your Age” is composed and played by Gordon Goodwin 

with his Big Phat Band. He is a jazz pianist and a sax player. 

To act our age in EBMS fields properly, I would like to 

emphasize the following three points: 

- Architecture [Hamano 2008] and Code [Lessig 2006]:  The 

term architecture usually means a building, a typical 

artificial object.  However, some of artificial systems we 

have built often show emergent properties.  The internet 

and social network sites are typical examples. In these 

artificial systems, they often become autonomous and out of 

control.  The term code means such implicit rules 

determined by laws, cultures, and customs.  They 

determine our both conscious and un conscious behaviors 

and/or beliefs.  The concepts of architecture and code are 

critical to develop EBMS, because our experiments in social 

systems are deeply affected by the concepts. 

- Control and Harness [Axelrod 2000]:  About complex 

adaptive systems, the book states that they are not be able to 

controllable and they should be harnessed.  By harness, 

they mean to deal with things by natural forces, thus, 

compared with control, harness is a very calm concept.  To 

harness (social and organizational) systems, Axelrod and 

Cohen emphasize the principle of evolution of life: copying, 

recombination, and selection.  Their statements are very 

conformable to EBMS, because our experimental strategies 

heavily depend on evolutionary computation techniques. 

- Body points for acupuncture and moxibustion in oriental 

medicine:  In oriental medicine, acupuncture points are 

important concepts to transfer therapy knowledge to others. 

Without the concepts, they are hard to make therapies of 

acupuncture and moxibustion, because the treatment itself 

requires very tacit knowledge and experience.  They say 

the concepts of body points were invented once upon a time. 

To make clear the name and place of body points, the 

treatment techniques are considered to be distributed.  Out 

pieces of EBMS have similar properties.  Using our pieces, 

we are able to translate and transmit the results of EBMS 

with clear explanations. 

7. Adios Nonino: Concluding Remarks

“Adios Nonino” is composed and played by Astor Piazzolla, a 

Latin musician. The tune was composed, when the father of 

Astor passed away in order to pray for his death. The tune is, 

however, very beautiful with little feeling of the sadness on his 

death. 
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In this short paper, I have discussed the basic principles and 

key ideas of EBMS.  EBMS is a just started new field of both 

scientific and practical activities.  I believe, however, EBMS 

will be a major field in the near future to deal with real world 

problems in our societies.  Interestingly, Segell emphasizes the 

importance of the network of herds in a new community in the 

music world in his book [Segell 2006].  To make progress in 

EBMS, I would like to ask a favor for your participation with 

your herds.  
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Experiments Based Management Science (EBMS) has an impressive array of tools and simulation methodologies to tackle various 
business problems. We argue that it can be enhanced further by adopting a framework for analyzing and evaluating organizational 
solutions. The purpose of the paper is to combine the business economist's treatment of the network-organization with the simulation 
methodologies utilized by EBMS. In order to accomplish this task we propose a flexible organizational framework for the analysis of the 
networked-firm exchanges with other agents/organizations. We decompose the organization's environment into external and internal 
environments and we identify the agents who interrelate with the firm both internally and in the market. Finally, we propose two 
promising areas for EBMS research. The first area refers to the organizational behavior issues associated with the Japanese firm and the 
second relates to the non-maximizing agent behavior associated with the Transaction Cost and Agency theories of the firm.  

1. Introduction

Experiments Based Management Science (EBMS) models the 
exchange process among organizations and/or individuals 
through the use of controlled experiments. The behavior of the 
participants in the exchange (the agents) is usually examined 
through simulation so that actual agent behavior and resulting 
exchange outcomes can be evaluated. Simulation has the 
advantage of incorporating a great deal of detail in the agents' 
behavior but its use does not allow us to discover, expand and 
evaluate alternative plans of agent action (Simon, 1972). In this 
note, it is proposed that simulation aided by a framework for the 
analysis of the organization will greatly enhance the application 
and evaluation of EBMS exchange processes by examining the 
full array of options available.  

Human activity takes place either inside an organization or 
among organizations. An organization is defined as a group of at 
least two parties who engage in an economic exchange. By 
exchange we refer to the supply of a good or service for some 
other good (money) or service, either presently or in some time 
in the future. When an exchange takes place between two 
individuals, other parties are usually affected either positively or 
negatively. Thus in any exchange, a network of acting and of 
affected agents (individuals or organizations) is involved. In 
general, we have two types of environments where an exchange 
occurs. The first type refers to an environment in which each 
agent has a goal that is pursued with varying degree of success. 
The agent's goal seeking behavior is independent from the goal 
seeking behavior of the other interacting agent(s). The second 
type of environment refers to the case where an agent's behavior 
has to abide with the goal of some other agent or organization. In 
this case the agent's behavior is evaluated according to the goal 
set by another party (higher authority or more powerful). Hence, 
there might be a conflict between the agent's personal goal and 
the goal imposed on him. 

2. The firm-network agents

A firm (an organization) engages in exchanges in both types of 
environments. The firm in its external environment (the market) 
relates to other firms that seek their own goals. When the firm 
transacts successfully with a customer in the market, the other 
affected agents/firms are its competitors, complementors and the 

supplier of intermediate goods to the firm. The supplier's goal is 
positively related to the firm's sales revenue, since more of the 
intermediate goods will be demanded by the firm in the next 
period of production. The competitor realizes a negative effect 
from the firm's sales while the complementor firm realizes a 
positive effect. A complementor firm is a firm which produces a 
good that is used by the consumer together with the firm's good, 
for example toothpaste and toothbrush. Agent behavior in the 
external environment is coordinated by market forces (the 
interaction of independent agents). 

The firm enters into exchanges with agents in its internal 
environment also (inside it, with other sub-organizations). The 
participating agent sub-organizations in the internal environment 
are the production and support departments, the shareholders and 
the exit/entry sub-organization. The production department agent 
(production employees or mid level management) is assigned the 
goal of producing the firm's good at a given quality and at low 
cost, while the support departments agents (procurement, R&D, 
marketing, accounting and finance) are charged with providing 
their respective services so that the firm's good is made available 
to the consumer at a competitive price and quality. When 
production activities increase, the support departments realize a 
positive effect from increased production operations. Support 
staff employment and operations increase and decrease when 
production operations are expanded or curtailed. Shareholders, 
the providers of the firm's capital resources, increase their 
investment with increasing production activities and they exit if 
profits/operations are curtailed. The internal firm exchanges of 
goods and services are explicitly coordinated by the firm's top 
management, which rewards employees for their services and 
provides a satisfactory return to its shareholders. If the provision 
of service or the level of reward is not satisfactory for an agent, 
the agent can exit the firm. In the internal environment of the 
firm, we have conflicting agent goals. For example, the 
production employees' goal (high wages) is conflicting with the 
shareholders' goal (high return on investment in the firm). The 
external and internal environments are depicted in Figure 1. 

It should be noted that a time dimension is also denoted in the 
figure. In the first period, an exchange takes place between 
supplier and the firm and in the second period the firm proceeds 
to the exchange with the customer. The same time pattern is 
apparent in the internal environment, production takes place in 
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the first period and shareholders receive the return on their 
investment when the product is sold to the consumer. 

3. EBMS and the agents firm-network

The proposed framework for analyzing a business organization 
is both amenable to more detailed description of the processes 
involved as well as to assigning different goals to the agents 
involved. For example, different types of exchange processes can 
be examined between suppliers and production services or 
between production and distribution services (and vice versa). 
Utilizing the above framework, the Japanese firm's supplier and 
distribution processes can be evaluated, improved and compared 
to other international firms, taking into account the total effects 
on the internal and external environment agents (Asanuma 1994). 
The role of the closely associated bank of the Japanese firm can 
also be examined, since the bank can be treated either as a 
complementor or as a shareholder of the firm. What is the best 
relationship of the bank to the firm, under what environmental 
conditions?  

The proposed framework does not presuppose a particular 
behavioral goal by the agents. Maximizing (optimizing) behavior 
is traditionally assumed by the business economist, but non-
maximizing behavior has become more acceptable recently by 
the profession. Bounded rationality of agents and "satisficing" 
behavior are the cornerstones of the non-maximizing approach 
but their universal acceptance is hindered by difficulties in 
specifying realistic business models with which to test them 
against the maximizing postulate. Bounded rationality refers to 
the situation in which an agent does not have complete 
information about the terms of the exchange, or cannot make 
complex and far reaching, into the future, calculations. 
Satisficing behavior by an agent refers to the attainment of a 
predetermined, satisfactory state of the goal (exchange) rather 
than seeking and attaining the (unknown) optimum result of an 
exchange. Since EBMS is based on controlled experiments, agent 
rationality can be modeled, measured and evaluated in 
comparison to the assumed optimizing behavior. 

Transaction cost and agency theories of the firm (Gotsias 
2007) can also be helped by EBMS modeling since they assume 

boundedly rational agents. Transaction cost theory examines the 
conditions under which a firm moves transactions from the 
internal environment to the external (or vice versa), so that it can 
attain minimum cost of its business operations. Since the parties 
of the exchange do not command all the required information for 
completing a transaction at minimum cost, and they have 
conflicting goals, they are susceptible to opportunistic behavior 
by the other party. What organizational processes can insure that 
the firm will be protected from the risk of opportunism by the 
other party?  

Agency theory focuses on the information that is available to a 
party before or after an exchange takes place. A party might lack 
some pertinent information before an exchange tales place (ex 
ante hidden information). That party might not proceed with the 
exchange if the missing information was available beforehand to 
it, or might request some warranties in order to participate in the 
transaction. For example, the buyer of intermediate goods usually 
does not know the quality of the good before she actually buys it. 
The supplier has no incentive to provide truthful information on 
the quality of the intermediate good and will tend to claim high 
quality always. Also, an agent can take advantage of the other 
party after the exchange takes place, if he can hide information 
about his performance from the other party (ex post hidden 
action). A firm's independent distributor (or the staff of its own 
distribution channel) can claim that the product design of the 
firm's good is not satisfactory to the prospective buyers, although 
in reality his effort to sell the firm's product was minimal. Since 
the agent's behavior cannot be monitored by the firm, either 
before or after the exchange, the firm is again susceptible to 
potential loss from engaging in the exchange. EBMS modeling 
can simulate and identify the conditions under which agency cost 
can be reduced or minimized, for a given level of risk.  

4. Conclusion

EBMS has the necessary tools and the methodology to model 
an agent's behavior in the cases of organizational design, of agent 
goal seeking, of minimizing the cost of transacting and of using 
contracted agents to attain the firm's goals. Through EBMS we 
can evaluate the best processes to be utilized in the organization, 
so that the firm is protected from the opportunistic behavior of 
other parties. EBMS's modeling contributions can be significant 
in exploring the organizational behavior of the agents involved in 
a controlled experiment setting, an area that has not been tackled 
successfully in the theory of the firm.  
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http://www.trn.dis.titech.ac.jp/GEAR/2012/en/schedule.html 

Konnichiwa, and thank you for inviting me to this scientifically revolutionary conference. 

In particular, I would like to thank Professor Terano for sharing with me his innovative thinking and 

knowledge in several occasions, since we met. Prof. Terano introduced me to a large volume of work in 

agent based experiments and simulation. In consequence, he opened new doors of knowledge and he 

provided another way of looking at business economics. Since I am a business economist, my comments 

will relate to the ways in which Business Administration Science can be assimilated with Experiments 

Based Management Science. 

Professor Terano, 

Thank you for your acquaintance and for teaching me new methodologies and for opening new scientific 

horizons for me. I wish you continued health, prosperity and long academic and biological life. 

Now I turn to some comments on your very stimulating talk. 

- Why do we need an approach of Experiments Based Management and Administrative Science? 

Exchange is the fundamental characteristic of any societal organization. Exchanges take place among 

individuals (seller-purchaser), organizations (firms, unions) and even larger groups (firms in an 

industry or across industries, firms and governments).  

Exchanges are classified in external exchanges (market or macro level, according to Kunigami, Terano) 

and in internal exchanges (individual subunits or members, or micro level according to Kunigami, 

Terano). 

In between macro and micro levels, there is another unit that is responsible for transmitting 

information and takes decisions based on the state of the micro and/or micro environments, the mezzo 

(or messo) level. This mezzo level is the formal organization of the firm, its highest decision making 

unit. Its task is to coordinate the activities of the participants in the micro and macro levels. It 

coordinates member activities by contracting and by taking advantage of available information. 

A. Contracts 

An exchange is usually governed by contracts (formal or informal). By contracting, individuals/firms 

want to ensure that their goals will be attained. But the attainment of one person's goal is affected by 

the actions of the other party. These actions cannot be easily monitored by the other party because 

there is risk, difficulty in calculating future outcomes, limited information (bounded rationality of 

individuals) 

Problems with the business economist's methodology on contracting 

1. Many parameters influence each party's decisions so contracts are not perfect.
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2. Each party is opportunistic, that is it will try to get the maximum benefit by not adhering completely to

the terms of the contract.

The Experiments Based Management Science is a great help to the business economist. Conducting 

experiments by simulating different agent behaviors and by evaluating the results by the Taguchi 

method, as mentioned by Kunigami and Terano, is an excellent solution. This way exchanges can be 

studied and simulated under different types of contracts. Through Experiments Based modeling, we 

can identify the major factors that influence each party's decision making and design better contracts 

suited for the different cases in the macro and micro levels. 

B. Hidden Information 

Decision making depends on available information. But the other party in the exchange has no interest 

in supplying the information that he/she has. Information is hidden before the transaction (adverse 

selection problem) and hidden after the transaction takes place (moral hazard problem).  

An example of the ex-ante informational problem (adverse selection) is the sale of a defective product 

or service to a consumer or firm. The consumer (firm) learns about the quality of the product/service 

only after the transaction is completed but if this information was available before, the transaction 

might not take place or it might take place at a lower price. 

An example of the ex-post informational problem (moral hazard) is the behavior of an employee who 

does not provide the work effort initially promised. Since the firm cannot easily monitor the 

performance of the employee, it is forced to accept lower effort and/or incur higher costs.  

Problems with the business economist's methodology on hidden information 

1. Hidden information might be important in some cases and less important in other cases. What

parameters affect the importance of information and to what degree? The business economist has

established some very general rules that do not seem to always hold true.

2. Each party is assumed to be semi-rational and to calculate the probability of possible outcomes. Thus

the business economist suggests that by altering the incentives to the other party, more favorable

outcomes can be expected. But, what incentives are the most effective in each transaction is a

question that cannot be satisfactorily answered by the economist's methodology.

The Experiments Based Management Science is again helpful to the business economist. Experiments 

based design is required to simulate different incentive systems that generate differentiated agent 

behaviors and associated benefits in order to effectively manage the hidden information problem.  

-  Why ABS (Agent-Based Simulation) is necessary for an experiment on the management science? What is in 

the future? 

Contracts and incentive comparability, risk, agent contributed effort and expected net surpluses as well 

as bounded rationality by the principal are areas of uncertainty in economics. In economic theory, each 

individual decision maker is rational and he/she makes the best decision to get the maximum net 
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surplus. This is accomplished by the economic maximizing principle. But in reality, individuals are not 

entirely rational and do not maximize. ABS offers a way out of the maximizing economic approach by 

modeling actual behavior and calculating the degree of maximization and hence the underlying and 

supposed rationality of the agent(s). The same reasoning applies to the other thorny subjects in 

economic and management science.  

In my view, the combination of Agent Based Simulation (measuring agent behavior in controlled 

experiments) and Administrative theory (utilizing the framework provided by the economic theory of 

transacting agents) is a very promising path to take. It should be noted that a lot of work is done in the 

area of Experimental Economics, but up to now no significant contributions have been identified in the 

area of Management and Organization Science. Experiments Based Management and Administration 

Science provides such a path breaking route. I am sure that it will have a great impact social and 

organizational research and look forward to more contributions into the future. 
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Experiments Based Management and Administrative Science - A Manifesto - 
Masaaki KUNIGAMI#1, Takao TERANO#1 
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For the experiments based management science, we need to establish the methodologies for "what and how do we measure?" This paper 
presents a research plan for the experiments based management science on the business and administrative problem via the design of 
experiments. Applying the orthogonal design of experiments, we can realize quantitatively (a) the large factor-effect analysis on the agent 
based simulation of the business process, (b) detecting the agents' awareness and interpretation of the business in the business gaming / 
case-method / narrative approach including manga-texts.  

1. Introduction
As a scientific research methodology, experiments based 

hypothesis-testing process has remarkable progress not only in 
natural science, engineering, psychology, and pedagogy but also 
in economics, such as experimental economics or behavioral 
economics. [Friedman 1994][Miller 2005] However, in the 
business administration and the corporation management except 
the production / quality engineering, few approaches have 
enough experiments based validation. Many interesting theories 
and important hypotheses are mentioned based on inductive 
analogies and case based illustrations, without testing of 
falsifiable hypotheses. This paper presents a framework for 
applying the experiments based approaches into the problems 
from business administration / organizational management. 

2. Difficulties in the Experimental Approach
As the scientific research topic, the business / organizational 

management problems have several characteristics which bring 
difficulties on applying experiments based approach. These 
characteristics are represented as a) complexity that has too many 
hierarchically structural factors; b) importance of the human 
factors on the members' awareness or decisions; c) the 
environmental fluidity of the competitors or the market. 

Therefore, each case of business and administration has 
one-off uniqueness but little reproducibility. (Nevertheless, we 
often feel deja vu like the maxim: History repeats itself, so it is 
not strange that management strategies have many advocators 
and their followers.) This low reproducibility hides the difference 
between the instance-level characteristics and the class-level 
characteristics of a business process. For flying the flag of the 
Experiments Based Management Science, we need to present the 
new research models to clarify what/how can we measure or 
evaluate to explore the problems in business and administrative 
processes. 

In the following sections, we discuss the application of the 
orthogonal design of experiments as a tool of the experiments 
based management science. However, for overcoming difficulties 
mentioned on the business processes and organizational 
administration, we obviously need to combine the agent based 
simulation, business gaming and narrative approach with the 
design of experiments. 

3. The Research Model for The Experiments
Based Management Science 

Here we are going to mention that we need to introduce a 
mezzo-scopic structure between the microscopic (members / 
customers) and the macroscopic (market / industry) level. The 
reason why, problems on the business processes and 
organizational administration have the difficulties: a) the 
problems have complexity with numerous factors in hierarchical 
structures, b) each structural behavior strongly depends on the 
member's awareness and decisions. Such complex systems have 
been often described from the micro-macro loop viewpoint.  

We regard it is essentially important that the business / 
organizational problems exist in the mezzo-scopic level in which 
they don't have enough scale differences to neglect their 
corporations' uniqueness nor heterogeneity of their customers / 
members. On the other hand, though the Service Science or the 
Econophysics adopt the outcomes from the Experimental 
Economics or the Behavioral Economics, they tend to explain 
macro level phenomena by regarding the micro-level customers 
or investors as the homogeneous set of agents or particles.  

Fig.1 illustrate these difficulties from the viewpoints of the 
interactions between micro- mezzo- and macroscopic levels. The 

Mezzo Level
(firm / organization)

Micro Level
(individual members)

reactionA B

Large # of the micro 
and   macro level 
factors  affect to the 
mezzo  status.

The micro members
change  awareness 
and  decision  under
the  Mezzo  Status.

⇒ Low Reproducibility of Experiments

Macro Level
(market / industry)

reactionempirical
studies

industrial
policies

Figure 1: Structure & Difficulties of 
Management Problems

action

action

strategic
theories

Mezzo Level
(firm / organization)

Micro Level
(individual members)

reactionA B

Large # of the micro 
and   macro level 
factors  affect to the 
mezzo  status.

The micro members
change  awareness 
and  decision  under
the  Mezzo  Status.

⇒ Low Reproducibility of Experiments

Macro Level
(market / industry)

reactionempirical
studies

industrial
policies

Figure 1: Structure & Difficulties of 
Management Problems

action

action

strategic
theories

-9-

GEAR Transactions on Experiments-based Research on Advanced management of Networks, Organizations, and Services(TERANOS)  Vol. 1, No. 1, Revised Reviewed papers



arrow "A" indicates that the micro level (members / customers) 
numerous factors affect the mezzo level (corporation / 
organization) states. The arrow "B" shows the mezzo-level 
influence on the micro level actors' awareness and decisions. 

Introducing both the diversity of micro level agent's awareness 
/ decisions without off-scaling and an intermediate level structure 
enable to explore the emergence of organizational deviation and 
kaizen in the corporation management. [Kobayashi, 2011] 

Actual business and administrative processes include both "A" 
and "B" inter-level interactions, those bring the low 
reproducibility of business problems. So we mentioned ahead 
that single experiment can not deal with both difficulties 
effectively. Therefore, we need to apply appropriate experiments 
based approaches to each "A" and "B". (Of course, besides "A" 
and "B", the environmental fluidity of the competitors / market 
also exists as a critical factor. We will discuss this in another 
paper.) 

In this paper, at first we present the bottom-up simulation with 
the orthogonal design of experiments as the approach for "A". 
Then the combination methodology of gaming / narrative 
approach and the orthogonal design are also presented for "B". 

3.1 The Organizational Experiments by Bottom-up 
Simulations 

Here we discuss testing and evaluating the hypotheses and 
theories on the influence from the micro level factors to macro 
level states (the arrow "A" in Fig.1). At first, we need to build 
bottom-up organizational models which include the micro level 
agents' (customers / employees) behavior and its influence on the 
macro level states. Then, we conduct the simulation experiments 
for test and evaluation.  

However, these organizational models have numerous 
parameters which represent the characteristics and conditions of 
the organization. So not only descriptive statistics but also single 
factor comparisons can hardly explain any meaningful 
implications. However, the resources are always not enough to 
conduct full factorial designs of experiments for these numerous 
factors. Therefore, we are going to mention that the combination 
of the organizational bottom up simulations and the orthogonal 
designs of experiments is effective methodology for the 
exploration on the "A". 

The orthogonal design is one way of the fractional factorial 
designs of experiments, which are mainly used in the "Taguchi 
Method" or the "Quality Engineering". As textbooks explain 
[Taguchi 1993], the orthogonal design has following advantages: 
(a) it needs much fewer runs than the full factorial experiments, 
(b) its factor-effect analysis provides quantitatively evaluation on 
the contribution of hypothesis or theory, (c) the combination of 
the inner and outer orthogonal arrays provide robust outcomes 
against noise effect from the actual environment. (d) Orthogonal 
arrays with 3 levels (L9, L18, L27...) are also usable to explore 
nonlinear effects around the reference level. 

The bottom-up simulation experiments based on the large 
orthogonal arrays enable us to test quantitatively the numerous 
micro level parameters' contribution to the macro-level 
performance of the organization. It also brings the way to 
evaluate the reproducibility level of the contribution in actual 
situation. 

3.2 Experiments on the Awareness and Decision in 
Organizations 

For the simulating experiments in the "A" (Fig.1), it is 
required to build appropriate models of the "B" which represents 
the agents' individual and collective awareness and decision 
under the conditions and states of organizations. On the agents' 
decision and behavior lots of models have been presented based 
on broad background from the game theory to the behavioral 
economics. In these decision models have emphasized individual 
agents' information structure or their utility bias. 

Here we are going to present novel approaches that focus on 
the actual agents' awareness and those influence upon their 
decisions. Though it is not easy to grasp the actual agents' 
awareness and the change of those, here we introduce new 
experiments to measure the awareness via the Business Games, 
the Manga / Narrative Business Cases. 

(1) Visualizing Decisions and Behaviors in Business 
Process 

Measurement of awareness and orientation of actors in the 
business process is the crucial function for the experiments of 
business management. Business Gaming is a strong tool for 
experience based teaching of business decision under 
multi-actors interaction. Meanwhile it was difficult to efficiently 
measure the awareness or orientation of players except the 
outcome or score of the game. 

[Koshiyama 2011] proposes recording the players' recognition 
their objectives, observables and control variables reflecting their 
focal points in the decision making in the business game. It 
enables us to visualize the players' decision making process 
based on their awareness of the business condition. We can also 
compare these processes to the game outcome. 

This means that business games is a not only educational tool 
but also an effective device for observing the process in which 
business persons observe and aware their situation and decide 
their actions. In addition, we can realize an experimental 
environment to test strategies and hypotheses on the business 
management via combining the business games with an 
appropriate set of virtual case / scenario described later. 

(2) The Conjoint Analysis with Personae/Organizational 
Profiles 

On the mezzo-level business and organizational management 
problems, the micro level agents' awareness of their situation, 
and inclination / heterogeneity of their awareness are essentially 
important issues. With measuring them by well-designed 
experiments, we can provide the evidence based and testable 
foundations for the micro level agents' bounded rationalities. The 
Persona-Conjoint method and Semantic Network Abstraction, as 
follows, are under development for such experiments with the 
Manga / Narrative Business Case. 

First, the Persona-Conjoint method is proposed to measure the 
subjects' (managers, members or trainees of organizations) 
awareness on business situation via viewpoints of the personnel 
evaluation. [Uchida 2012]  

This method use the set of personae alternating with the 
specific character in the Manga / Narrative Business Case. The 
persona set is designed by similar way of the Conjoint Analysis, 
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so that the personae's attributes (backgrounds, capabilities, 
experiences, personality) are laid out by the appropriate 
orthogonal array. In the experiment, the subjects (experienced / 
non-experienced / controlled) are requested to determine the 
grade representing eligibility of these alternative personae in the 
case. The factor-effect analysis of the subjects' evaluation reveals 
their awareness on the key-factors of the business process in the 
situations. (Fig. 2) 

Even if in the same scene, different awareness leads the 
different evaluation on the same character of the case. The 
Persona-Conjoint experiments can quantitatively detect that the 
microscopic members' awareness on the critical information in 
particular business situations. The Persona-Conjoint method can 
be generally extended by using a set of profiles of the 
organization instead of a set of personae. 

(3) Abstracting the Agents' Semantic Network 
Semantic network is useful form which represents microscopic 

members' structure of awareness on the related factors. We can 
detect their semantic networks by making them describe the 
networks of relationship between embedded information in the 
Manga / Narrative Business Case or the Business Game. The 
networks reflect the subjects' semantic networks, and enable 
quantitative comparison between each other. [Uchida 2012] 
[Yoshizawa 2012] 

In the experiment, the subjects are requested to draw a 
network of related factors in the specific scene of the case. For 
avoiding to be a test of reading, the subjects' are requested to 
select the nodes of their networks from the prepared list of not 
only keywords but also pictograms and characters of the case. In 
the Manga based Business Case, the node of networks can be 
selected also from the elements of the visual scene of the text. 
(Fig.3)  

This Semantic Network Abstraction is efficient way to 
represent quantitatively and visually the microscopic agents' 
structures of awareness. It also introduces the various network 
analysis methodologies into research on the microscopic agents' 
awareness and behavior. The experiments including the Semantic 

Network Abstraction and the Persona/Profile-Conjoint method 
can help us understand the bounded rationalities of microscopic 
agents in the business and organizational problems. 

(4) Virtual Scenario / Case Set Generation Based on 
Design of Experiments 

Business game scenarios, business cases and narrative 
materials are usually built based on the actual cases and specific 
situations. By laying out major conditions and elements the 
situation, we can generate the set of virtual business cases or 
virtual business game scenarios. Such virtual cases / scenarios 
enable us to explore the situation dependence of the outcomes in 
(1) to (3).  

They will be evolved to a general experiment environment for 
management science from the integration of business games and 
business cases. [Nakano 2007] [Koshiyama 2012]  They will 
also provide integrated sets of business cases by which we can 
explore not the instance-level characteristics but the class-level 
characteristics of the business process. [Kobyayashi 2012] 

4. Emerging the Experiments Based
Management Science 

As illustrated above, we can build powerful experimental 
environments from the integration of the Design of Experiments 
based measurement methodologies with agent based simulations, 
business games and narrative approaches. These methodologies 
enable us to overcome the difficulties of low reproducibility in 
business process. They also provide the chance to test a lot of 
business management hypotheses, and the fields to establish new 
theories. (Fig.4) 
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Especially for the mezzo-microscopic management problem, 
the experiments based approaches have advantage that can 
quantitatively measure the micro level agents' bounded 
rationality. These approaches will open the way for 
evidence-based explanation on the bounded rationality including 
the levels, variations or dependence on the conditions. 

Lastly we supplement another advantage that the Experiments 
Based Management Science can provide a common language in 
the research on the information propagation. 

The propagation speed of the market and management 
information has been remarkably increasing, so that it brings 
great change into the way of management strategy from the 
macro to microscopic level. Especially in the mezzo-level 
business and management problem, the information propagation 
strongly depends on the individual organizations. This type of 
complexity makes the management science be more difficult than 
the Economics, the Econophysics or the Service science. 

Though the organizational dependence has been discussed by 
the several disciplines in the social, structural or technological 
viewpoints, there is not enough common methodology to 
compare the outcomes between each other. The Experiments 
Based Management Science is expected to provide the common 
measurement / evaluation methodologies across these different 
disciplines. [Gotsias 2012] 
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ミクロ・マクロ・レバレッジ戦略マニフェスト 
Manifesto for Micro-Macro Leverage Strategy 
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There is a paradox of long-term strategy; very small rules or designs have stronger effect  than large decision making such as resource 

allocation, in the long run.  This manifesto declares that we should strategically leverage the first half of  “micro-macro loop”, i.e., macro 

order is emergent upon micro rules. For a nation, century lasting competitive advantage can be created by changing a voting system. For a 

business organization, decades lasting competitive advantage can be created by changing some internal rule.  For an individual, life long 

success can be created from everyday habits.  The strategies of Nintendo, Google, Apple, Amazon, and Facebook is better illustrated with 

this Micro Macro Leverage Strategy framework than with conventional  strategic frameworks. 

１．長期戦略のパラドクス 

ここではあらゆる分野に通用する一般的な戦略の定義として

「特定の目標を達成するために、力や資源を総合的に運用する

技術・科学」と置いて話をすすめる。より総合的・長期的なものを

「戦略」と呼び、より局所的・短期のものを「戦術」と呼ぶのも一般

的な用法である。企業経営においては「戦略」は「トップ」が担う

もので、「戦術」は「現場」が担うものというのも一般的な理解であ

ろう。 

その一般的な理解では、企業における最大の戦略は新分野

への進出や撤退であり、戦略的意思決定と言えば大きな投資

やＭ＆Ａが代表的なものである。長期の戦略は更にその上位

の意思決定であり、長期政権の「大社長」であれば可能かも知

れないが、なかなか４年の任期の普通の社長では出来るもので

はない、また、各商品についての意思決定は、戦術レベルであ

って、その中でも例えば「デザイン」は数ある商品を成り立たせ

ている要素のうちのごく一部であって、ごくごく「戦術的」な要素

である、というのも一般的な理解であろう。すなわち、階層構造

の中の頂点が長期戦略、そのすぐ下が経営戦略、その下に事

業戦略、その下に商品戦略、その下に各商品の戦術がありその

一部に「デザイン」がある、という理解である。 

ところがアップルの成功を紐解くと、たしかに PC では圧倒的

劣位という状況下で音楽に着目して i-Pod と i-Tunes Music 

Store で巻き返すという見事な戦略、と見ることも出来るが、より

長期的に一貫していたのは、シンプルな美しさと使い易さという

デザインに対するこだわりである。これは初期の AppleⅡにも

Macintoshにもジョブス復帰後の iMacにも iPodにも iPhoneに

も iPad にもすべて共通する要素であり、大胆に言い切ってしま

うと、アップルの長期的な強みは「デザイン」にあったのである。

惚れ惚れとする美しい機器でしかも一旦使ったら非常に使い易

く滑らかな操作感。ユーザーはファンになりこれにハマり続ける

のである。しかし、これまでの「戦略」の認識では長期の戦略は

階層構造の最上位にあるのに対し、デザインは最も階層構造の

最下位にあるものである。長期の強みを生み出していた要素ほ

ど階層の下の方にあるというパラドクスである。 

グーグルの成功をもたらしたページランク、アマゾンの成功を

もたらしたレコメンデーション、フェイスブックの成功をもたらした

「いいね！」や情報の見え方のアルゴリズム、など、階層の下の

ほうに位置付く一見非常にミクロな「細かい」施策が長期的に非

常に大きな成功をもたらしているのも好例である。 

しかしながら他の要素と較べて厳密にそれがどれくらい貢献

したかの論証や定量化は極めて難しい。難しいがゆえに主流の

戦略論には採用されていないが、論証が難しいからと言って重

要でないわけでは無いのである。 

２．ミクロ・マクロ・ループからミクロ・マク

ロ・レバレッジ戦略へ 

ミクロ・マクロ・ループとは、ミクロの情報をマクロ情報につなぎ、

それをまたマクロレベルにフィードバックするという仮想上のサイ

クルのことである。（今井健一・金子郁容「ネットワーク組織論」） 

よく使われる例として終身雇用制・年功序列賃金・企業内組

合という企業内慣行というミクロの仕組みが、高度経済成長をも

たらし（ミクロ→マクロ）、また高度成長があったからこそこの３つ

のルールを維持することができた（マクロ→ミクロ）というものであ

る。（塩沢由典２０００） 

ミクロのルールがマクロの秩序を創発する原理を示す例とし

て挙げられるのが、蟻塚である。蟻塚は 10メートルの高さにもな

るアリのコロニーであり、極めて精緻な構築物だが、アリが設計

図を持っているわけではなく、個々のアリを律している少数のル

ールが存在しているのみである。このようにミクロの簡単なルー

ルがマクロの大きな秩序や構造物をつくってしまう。 

さて、ミクロ・マクロ・ループはメカニズムについての説明だが、

国家、企業、個人といった主体を前提に、「ではどうしたらよいか」

と考えたとき、自分の好ましい秩序を生み出す小さなルールは

何か？と考えることは優れて戦略的な問いの立て方であるという

のが本稿の主張である。自分の小さな打ち手が回り回って大き

な秩序を作ってくれるならば、その打ち手は非常に効率の良い

施策である。ミクロのルールがマクロの秩序を創発するメカニズ

ムを梃子に小さな施策で大きく企業（等の主体）の長期の行く末

を動かす、という意味を込めて、これをミクロ・マクロ・レバレッジ

と名付ける。これはミクロ・マクロ・ループの前半を国家・企業・個

人など特定主体の側から見た概念である。 

ミクロの打ち手はそれこそ無限にあり、それが長期の強みを

生み出すかどうかは決して自明では無いが、それが見えている

当の本人にはそれが長期的には本質的な強みをもたらすもの

であるという強い確信があるはずである。 

三品和広氏は戦略の要諦は「そんなばかな」と「なるほど」で

ある、という。競合他社にとってみると常軌を外れた打ち手であ
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り、事前には「そんなばかな」としか見えない。ところが、実際に

実行され、成功したのを見ると「なるほど」と言わざるを得ない論

理的な必然があるというのである。ミクロ・マクロ・レバレッジはま

さにその条件を満たす。「見えている」当人には、その細部への

こだわりが何を生み出すかが分かっているが、他社からはあまり

にも細かい施策（それは社長の仕事ではなく、事業部長の仕事

ですらなく、現場の担当者の仕事）であるため気づかれず、長

期にわたってその強みが自明のものになった時にはじめて「な

るほど、そうだったのか」とわかるものだが、その時にはもはや遅

い。まさに戦略的であると言える。 

３.ミクロマクロレバレッジ戦略の方法論

ミクロマクロレバレッジ戦略には、理解、構想、実証、シミュレ

ーションのレベルがあり得るが、適用の自由さと厳密さ・再現性

のトレードオフが存在し、厳密に再現性高く行おうとするほど不

自由となり、実用レベルには達さない可能性が高い。逆に言え

ば実証やシミュレーションの実用性を敢えて捨て去ることにより

理解と構想のための思考ツールとして極めて有用になツールに

なる。これまでの社会科学は自然科学へのコンプレックスからか、

いかに正しい統計的推計を行なうかなどで自ら縛って来たが、

それ故に扱い易い正規分布を仮定したりリニアなモデルを仮定

したりということが奨励され、それが事象の持つ本来のダイナミッ

クな本質を掴むことやより自由な構想を生み出すことを阻んでき

た。ここは敢えて厳密性・再現性に目をつぶることにより創造的

な戦略を生み出すツールとして発展させたい。 

さて、改めて定義をすると、「ミクロマクロレバレッジ戦略思考」

とは「思考回路にエージェントシミュレーションエンジン的なもの

を持ち、繰り返しの実験の後にどのようなミクロのルールがマクロ

の秩序を創発するかを考え、好ましいマクロの秩序のためには

どのようなミクロのルールが必要かを考える再帰的思考によるあ

らゆるレベルの戦略の考え方」である。そのためには観察力と論

理的思考と繰り返しの実験を頭の中で行なう強靭な想像力が必

要になってくる。 

戦略家が目指すことは戦いについての勝利であって、論争に

おける勝利では無い。また戦略家にとって重要なのは優れた戦

略を構想出来ることであって、その戦略を誰をもを客観的に説

得することでは無い。ミクロマクロレバレッジ戦略は真に戦略家

のための思考ツールである。真の戦略家のみが分かっていれ

ば良い「使い手を選ぶ」ツールである。 

４．この「眼鏡」で森羅万象を見る 

さて、このミクロ・マクロ・レバレッジこそが長期の戦略である、

という「眼鏡」で森羅万象を眺めると、これまで見えてこなかった

ものが浮かび上がってくる。 

たとえば、日本という国の戦略を考えた時、なぜ明治政府は

殖産興業・富国強兵策が出来たのに、現代の日本政府は後世

のツケでバラマキをする政策しか出来ないのか。個々を見れば

政治家の志の高低や判断の当否はあろうが、普通選挙以前で

あって選挙権を持っているのが高額納税者のみであった明治

政府と、普通選挙でしかも票の重さは地方の方が高く暇な高齢

層ほど投票率が高い現代日本では根本的に選ばれる政策が異

なる、と見るべきであろう。毎回の選挙では論点が異なるようだ

が、長期的に見ると採用される政策は、選挙制度とその運用方

法というミクロのルールに支配されている。税収で歳出の半分し

かカバー出来ていないという状況はどう見ても永続きする訳が

無いのに消費税を上げることすらどの政権でもなかなか出来な

い。たとえ政治家個人個人はどんなに賢明でもこのあり得ない

バカバカしい状況から抜け出ることが出来ないのである。逆に

言うと、明治政府は納税額 15円以上の 25歳以上の男子（生産

性の高い順におよそ国民の１割）に選挙権を与えるというミクロ

のルールを梃子に急成長を遂げるという見事なミクロ・マクロ・レ

バレッジ戦略を行なったと見ることが出来る。 

この「眼鏡」で自己啓発というものを考えてみたい。自己啓発

の代表選手として 1000 万部以上を売り上げたスティーブン・コ

ヴィの「７つの習慣」を見てみたい。「より幸せに、そしてより効果

的に生きるため」という目的に対して７つの習慣の実践が重要で

ある、というのがその骨子である。 

進学すべきか否か、この会社に就職すべきか、この人と結婚

すべきか等の大きな戦略的意思決定よりも、もっと毎日行なって

いる、たとえば目の前の人をちゃんと理解して感情移入をすると

いうような小さな「習慣」こそが人生という長期の戦略の成功をも

たらすものである、と読み解くことが出来る。よく考えてみると、ひ

とつひとつの習慣はミクロの施策であるが、それをひたすら繰り

返すことが、成功する人生戦略につながる、と主張している訳で、

まさにミクロ・マクロ・レバレッジを説いているのである。個人にと

ってはその時その時に意識される意思決定というのは会社にと

っての経営意思決定のようなものだとすると、それよりも現場で

日常的に行われれているミクロのルール、すなわち「習慣」こそ

が長期の成功に効くのである。 

５.このツールで構想する

望ましい結果をもたらす望ましい秩序を構想するならば、それ

こそがクリエーティブなミクロマクロレバレッジ戦略となる。 

それを意図的に行なった現実の事例として韓国における自

営業者の納税率を向上策がある。韓国政府が目をつけたのが

クレジットカードである。クレジットカードであれば全ての支払い

は記録が残ることになる。そのために韓国政府はクレジットカー

ド奨励策をとったのである。とりわけ最大の効果を上げたのがク

レジットカード宝くじ制度である。たかだか僅かの宝くじのおか

げで、消費者が「クレジットカードで払えますか」と店舗で尋ね、

仕方なく自営業者はクレジットカードに加盟し、また消費者はな

るべく現金でなくクレジットカードで払うようになった。その効果

は劇的であっと言う間に売り上げがガラス張りになってしまい、

まんまと売り上げは当局に捕捉され、自営業者はしっかり納税

するという当局の狙い通りの展開になった。 

わずかな「宝くじ」策というミクロの策が、自営業者にもキチン

と納税させるという見事なマクロの秩序を作ってしまったのであ

る。 

６．なぜ今か？ 

ページランクにより検索サイト後発のグーグルが圧勝し、レコ

メンデーションエンジンによりアマゾンが圧勝し、デザインと使い

易さでアップルが復活し支配する時代となり、140 文字という制

約が Twitterの秩序を作り、「いいね！」や視界の絶妙な制御で

フェースブックが SNS の勝者となった。ゲーム評価の仕組みが

任天堂の長期的な成功の背後にある。これまでの戦略論では

グーグル・アマゾン・Twitter・フェースブック・任天堂の成功を説

明できなくなりつつあるそういう時代を我々は今生きているので

ある。 

これからあらたに長期の戦略を構想するとしたら、どんな思考

ツールを使うべきであろうか。ポーターでも無ければバーニーで

も無く、ミクロマクロレバレッジ戦略である。 
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Future Scenario Analysis with the Methodology of Model Based Case Design
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This paper presents the model based case design methodology which enables the future scenario analysis by utilizing agent based 
modeling standard. Many companies have been faced with uncertainty and management-level personnel have to see what may occur in 
future by creating scenarios. However traditional case studies only provide the suggestions from the events that occurred in past times. 
This paper provides the case methodology for analyzing future scenarios, which consists of case description template and organization 
member’s behavior model.      

1. 背景

世界の不確実性が高まり，想定外の事象が多発する現代に

おいて，想定できる範囲を拡大することは，特に企業の経営者

やリーダーにとって，重要な課題となっている．一方，人間にと

って自身が置かれている環境や自らの意思決定を客観視する

ことは難しい．このため現環境において自身の行動がどのような

結果を生む可能性があるか，を十分に吟味しないまま主観に基

づいて意思決定を行いがちである．環境の不確実性の高まりと，

意思決定に関する認知の限界によって，現代社会を生きる

我々は想定外の結果に直面し混乱し易い状況に陥っている．

2. 目的

本研究は，以上の背景のもとで，意思決定における｢想定内｣

の範囲の拡大を目指すものである．畑村[00]は，起こり得る失敗

を想定しながら頭の中で経験則を習得する仮想失敗体験の必

要性を指摘したが，その具体的な方法は提示されていない．本

研究は，起こり得る将来シナリオに基づいて仮想体験を行うた

めの方法論として，モデル・ベース・ケースデザインを提案する．

従来のケーススタディは，過去に起きた事象から知見を得ること

が目的であるが，本方法論は，将来のシナリオをモデルに基づ

いて記述することで，意思決定の精度を向上し，将来起こり得る

事象についての想定範囲を拡大することを，その目的とする．

3. 提案手法の概要

ケース記述のテンプレートを図 1 に示す．これは，ランドスケ

ープと集団の性質という条件のもとでの，組織構成員の行動の

パターンと，行動の結果のパターンを記述するためのテンプレ

ートである．エージェント・ベース・モデルを記述するスタンダー

ドの 1 つである ODD  (Overview, Design concepts, and Details) 
プロトコル[Grim,et al. 10]の要素を企業経営の要素に置換し，

要素間の論理的な関係を整理することによって作成した． ODD
プロトコルに立脚することにより，モデルの記述の厳密さが確保

できる．尚、ODD プロトコルとケース記述のテンプレートの各要

素との関係を表 1 に示す．

実際にケースを記述するに際しては，まずテンプレートの要

素を，記述対象ケースの企業や集団にあてはめて具体化する．

次に，テンプレートの各要素からパラメータとする要素を選択し，

パラメータの条件を変更することにより，複数のケースのシナリ

オを設定する．その上で，パラメータ要素の変化による，構成員

の行動の変化とその結果の変化を記述する．構成員の行動変

化をシミュレートしながら，テンプレートをもとに集団として起こり

得る複数のシナリオを設定してケースを描き分けることにより，想

定範囲を拡大することが可能となる．図 1 のテンプレートを，食

品メーカーの製造部門に当てはめた例を図 2 に示す．

図 1 ケース記述のテンプレート

表 1 ODDに基づく企業経営要素の定義 

社会規範

（社会効用関数）

企業の

ビジネスモデル

（組織効用関数）

個人の価値観

（個人効用関数）

組織の多様性

（個人効用関数の

多様性）

成果主義型の

報酬制度

（効用配分）

法令遵守の度合

いの変化

（社会効用産出量）

企業の収益の

変化

（組織効用産出量）

従業員の

行動の変化

（行動状態の変化）

企業目標と社会

規範のジレンマ

（効用関数の相反関係）

行動変化の

動機づけ要因

（満足度の構成）

より満足を高め

る行動の探索

（探索学習）

友人の行動

の模倣

（模倣学習）

身近な情報や友

人の行動に基づ

く行動選択

（不完全情報による選択）

コミュニケー

ション環境

（ネットワーク構造）

従業員同士の

出会い・対話

（友人選択）

構成員の行動構成員の行動構成員の行動構成員の行動

行動の結果行動の結果行動の結果行動の結果

ランドスケープランドスケープランドスケープランドスケープ 集団の性質集団の性質集団の性質集団の性質

モデルの要素

デザインコンセプト（ODD）

社会規範，企業のビジネスモデル，個人の価値観

企業目標の達成と社会規範の遵守との間のジレンマ

人事制度（評価・報酬）

組織の多様性／同質性

相互作用(Interaction) 従業員間のコミュニケーション環境

偶然性(Stochasticity) 従業員同士の出会い・接点

適応(Adaptation) 従業員の行動の変化

目標・対象(Objectives) 従業員の行動変化の動機づけ要因

学習(Learning) 従業員の探索学習と模倣学習の方法・基準

感知(Sensing) 従業員が感知できる情報の範囲

創発(Emergence) 経営上の成果の変化

観察(Observation) 経営上の成果を評価する指標

行

動

規

則

結

果

分類 企業経営の要素

環

境

基本原則

(Basic Principles)

集

団

の

性

質

集団(Collectives)
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図 2 テンプレートを食品メーカーに当てはめた例

4. 構成員の行動とその結果の記述方法

4-1. 簡易モデルに基づく構成員の行動の再現

以上に示した方法でケースを記述することにより，将来起こり

得るシナリオをある程度の粒度で描くことは可能である．しかし，

個々の組織構成員の行動変化の過程までは記述できない．

個々の構成員レベルの行動を記述するためには，行動規則を

モデル化し，与えられた条件のもとで各構成員がどのような行

動を取り得るかをシミュレートすることが有効である．本論文では，

NK モデル[Kauffman 03]に基づくモデル化とシミュレーション

を行った．図 3 に，ランドスケープ，集団の性質，および構成員

の行動規範を NK モデルに基づいてモデル化した．その上で，

図 4 のように個々人の行動を机上でシミュレートした．個々人の

行動規則のモデル化と机上での簡易なシミュレーションにより，

3 章に示したテンプレートによる組織全体のシナリオ構築に加え，

組織構成員個人の行動のレベルで将来のシナリオを描くことが

可能となる．NK モデルは，局所解を持った複雑なランドスケー

プを整数値の範囲と依存関係によって容易に実現でき，また，

整数値の組合せに対する評価値の設定によって，階層間のラ

ンドスケープの相反関係を作り易い．よって，手動によるランドス

ケープの設定や構成員の行動のシミュレーションが行い易い．

表 2 および表 3 が一様な組織の構成員の行動の机上シミュ

レーションの例，表 4 および表 5 が多様性の高い組織のシミュ

レーション例である．

表 2 NK モデルに基づくモデル化の例 
：一様な組織

表 3 組織構成員の行動シミュレーションの例

：一様な組織

 

 

表 4  NK モデルに基づくモデル化の例 
：多様性の高い組織

表 5 組織構成員の行動シミュレーションの例

：多様性の高い組織

安全性を最優先

した食品関連の

規制

（社会効用関数）

A社のコストと安

全性のバランス

を取る方針

（組織効用関数）

各従業員のコス

トと品質に関す

る行動規範

（個人効用関数）

従業員の行動

規範の一様化

（個人効用関数の

多様性）

コスト削減への

貢献度を報酬に

反映

（効用配分）

製品の安全低下，

法令違反

（社会効用産出量）

企業目標の

達成度の向上

（組織効用産出量）

コストダウンを

追求し，安全性

を軽視

（行動状態の変化）

規制とA社の方針

間のジレンマ

（効用関数の相反関係）

自身の行動規範へ

の合致，報酬，

消費者への貢献

（満足度の構成）

より満足を高め

る施策の探索

（探索学習）

評価高い／自身

と実施施策が近

い友人を模倣

（模倣学習）

身近な情報や友

人の行動に基づ

く行動選択

（不完全情報による選択）

コミュニケー

ションを取り易

い環境を構築

（ネットワーク構造）

部署を越えた従

業員間の接点の

増加

（友人選択）

構成員の行動構成員の行動構成員の行動構成員の行動

行動の結果行動の結果行動の結果行動の結果

ランドスケープランドスケープランドスケープランドスケープ 集団の性質（パラーメータ）集団の性質（パラーメータ）集団の性質（パラーメータ）集団の性質（パラーメータ）

社会効用の

産出量

↘　減少

組織効用の

産出量

↗　増加

（ ）：モデルの要素名称

：全ケース共通の要素

：ケースにより異なる要素

1 2 3

・それぞれが異なったコストダウン施

策を取る

・最も安全性を重視した施策を取る

①の報酬が低く，満足度が低い

・①は高報酬の②の施策を模倣

・②，③は更に満足を上げるために

自分のポリシーと企業方針に沿った

施策を選択

⇒その結果，①の報酬は余り上昇し

ない

・①は更に高報酬の②の施策を模

倣

・②は現状の施策を維持

・③は周囲の②の施策を模倣

⇒結果的に，全員同一のコストダウ

ン施策を選択

行動変更 （初期状態） 模倣学習 模倣学習

行動選択 000000000000 001001001001 011011011011

社会効用 0.40 0.30 0.20

組織効用 0.10 0.27 0.30

個人効用 0.10 0.20 0.30

報酬 0.16 0.22 0.30

満足度 0.66 0.72 0.80

行動変更 （初期状態） 探索学習 現状維持

行動選択 001001001001 011011011011 011011011011

社会効用 0.30 0.20 0.20

組織効用 0.27 0.30 0.30

個人効用 0.20 0.30 0.30

報酬 0.24 0.33 0.30

満足度 0.74 0.83 0.80

行動変更 （初期状態） 探索学習 模倣学習

行動選択 100100100100 110110110110 011011011011

社会効用 0.30 0.20 0.20

組織効用 0.27 0.30 0.30

個人効用 0.20 0.30 0.30

報酬 0.24 0.33 0.30

満足度 0.74 0.83 0.80

Step

状態の説明

ライン長①

ライン長②

ライン長③

組合せごと

の評価値

行動パター

ンごとの評

価値

ランドスケープの

一定の相反

個人効用関数は同一

⇒一様な集団

社会 組織

ライン長① ライン長② ライン長③

低コスト志向 低コスト志向 低コスト志向

00 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1

01 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2

10 0.2 0.4 0.3 0.3 0.3

11 0.1 0.2 0.4 0.4 0.4

000 0.40 0.10 0.10 0.10 0.10

001 0.30 0.27 0.20 0.20 0.20

010 0.30 0.27 0.20 0.20 0.20

100 0.30 0.27 0.20 0.20 0.20

011 0.20 0.30 0.30 0.30 0.30

110 0.20 0.30 0.30 0.30 0.30

101 0.20 0.30 0.30 0.30 0.30

111 0.10 0.20 0.40 0.40 0.40

組合せ

(K=1)

評価値

個人

安全性を重視

低コスト志向だが

安全性も考慮

組合せごと
の評価値

⾏動パター
ンごとの評
価値

ランドスケープの
一定の相反

個⼈効⽤関数はそれぞれ異なる
⇒多様性の高い集団

社会 組織

ライン長① ライン長② ライン長③

安全性志向 両立志向 低コスト志向

00 0.4 0.1 0.4 0.1 0.1

01 0.3 0.4 0.1 0.4 0.1

10 0.2 0.3 0.1 0.4 0.1

11 0.1 0.2 0.1 0.1 0.4

000 0.40 0.10 0.40 0.10 0.10

001 0.30 0.27 0.20 0.30 0.10

010 0.30 0.27 0.20 0.30 0.10

100 0.30 0.27 0.20 0.30 0.10

011 0.20 0.30 0.10 0.30 0.20

110 0.20 0.30 0.10 0.30 0.20

101 0.20 0.30 0.10 0.30 0.20

111 0.10 0.20 0.10 0.10 0.40

組合せ

(K=1)

評価値

個人

安全性を重視

低コスト志向だが

安全性も考慮

1 2 3

・全員が，安全性が低くコストダウン

効果が大きい施策を選択した状態を

初期状態とする．

・①，②は自身の行動規範（①安全

性志向，②両立志向）をもとに，より

満足を高める施策をそれぞれ探索し

て選択した結果，社会効用と組織効

用を増加．

・③は満足度をより高める施策を見

いだせずに現状を維持．

・①，②は満足をさらに高める施策

を，自身の行動規範をもとに，探索し

続け，施策を変更．

・③は，より高い報酬を得ている②

の施策を模倣．

行動変更 （初期状態） 探索学習 探索学習

行動選択 111111111111 011011011011 010010010010

社会効用 0.10 0.20 0.30

組織効用 0.20 0.30 0.27

個人効用 0.10 0.10 0.20

報酬 0.20 0.30 0.25

満足度 0.40 0.60 0.75

行動変更 （初期状態） 探索学習 探索学習

行動選択 111111111111 110110110110 100100100100

社会効用 0.10 0.20 0.30

組織効用 0.20 0.30 0.27

個人効用 0.10 0.30 0.30

報酬 0.20 0.30 0.25

満足度 0.40 0.80 0.85

行動変更 （初期状態） 現状維持 模倣学習

行動選択 111111111111 111111111111 110110110110

社会効用 0.10 0.10 0.20

組織効用 0.20 0.20 0.30

個人効用 0.40 0.40 0.20

報酬 0.20 0.20 0.33

満足度 0.70 0.70 0.73

Step

状態の説明

ライン長①

ライン長②

ライン長③
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4-2. 仮想ケースの記述

前述したモデルの要素に基づくケース・テンプレート，および

手動で再現した構成員の行動変化をもとに，仮想のケースを記

述する．ケース中の下線部はモデルの要素に基づく記述であり，

カッコ内には該当するモデルの要素の名称を記載した． 

ケース A が一様な組織についての仮想ケースであり，前述の

表 3 のシミュレーション結果に基づく．ケース B が多様性が高

い組織についての仮想ケースであり，表 5 のシミュレーション結

果に基づく．手動でシミュレートした構成員の行動変化をケース

として記述することにより，設定した条件のもとでどのような事象

が生じ得るかを具体的に想定することが可能となる．

仮想ケース A： 一様な組織 

A 社は，消費者が求める製品安全性の確保と法令遵を考慮

しながらコストダウンを進める方針を打ち出した（ランドスケープ：

組織効用関数）．同社は安全性と原価低減のバランスを取ろうと

したが，高い安全性を要求する法令の思想とは合致しない部分

もあった（ランドスケープ：効用関数の相反関係）． 

一方 A 社内では，各工場の従業員に対しコストダウンへの意

識強化が行われ，従業員はコストの削減を最優先する行動規

範を共通して持つようになった（ランドスケープ：個人効用関数）．

こうした状況下で，同社のある工場では，次のような過程でコスト

ダウンへの取り組みが進行した． 

この工場には，製造ラインを担当するライン長が 3 名おり，当

初はそれぞれ異なる原価低減施策を推し進めていた．ライン長

①は，最も安全を重視した施策を採用していた．工程の無駄を

省く手法でコストダウンを図り，マニュアルに基づいて厳格に消

費期限を設定し，細菌検査を行っていたのである（行動状態）．

ライン長②は，①と同様のコストダウンと消費期限設定方法を採

っていたが，細菌検査ではなく人手による風味検査を行ってい

た（行動状態）．またライン長③は，材料廃棄の抑制施策を採っ

ていたが，マニュアルによる消費期限と細菌検査によって製品

の安全性を確保していた（行動状態）．このような当初の状態に

おいて，最も安全性を重視していたライン長①は，業績評価が

②，③より低くかった（効用配分）．これに不満を抱いた①は，よ

り高い評価を得た②の方法を真似て，品質管理方法を風味検

査に切り替え，細菌検査を止めた（模倣学習）．一方で，ライン

長②と③も，より原価低減効果の高い方法を見出し（探索学習），

消費期限の設定を現場の判断で調整するやり方に変更した（行

動状態）．こ方法は，製品の安全性を低下させる可能性がある

ものだが，業績評価が上がる期待があり，且つコストダウンを最

優先する自身のポリシー（個人効用関数）にも合致していた． 

このように②と③が施策を変更して会社目標への貢献度を上

げたために，①は②の方法を模倣してより原価を低減したにも

関わらず業績評価は相対的に②，③よりも低くなってしまった

（組織効用産出量）．そこで①は，自分より高い評価を得ている

②の方法を更に模倣することにした（模倣学習）．これと並行し

て③も日々のコミュニケーション通じて把握していた自分とやり

方の近い②の施策を取り入れることとし（模倣学習），この時点

で，全ライン長が，工程の無駄を削減しながら，消費期限を現

場判断で調整し，人の感覚に依存した風味検査で品質を管理

する方法をとるようになった（行動状態）． 

3 人は，より製品の安全性を向上させる（社会効用産出量）方

法があることは認識していた．しかし方法に変更すると，会社か

らの評価が下がる懸念や自身のポリシーに反して納得感が下

がる（満足度の構成）可能性あることから，以降は施策を変更し

なくなった．以上の過程を経て，当初よりも会社目標の達成度

は向上（組織効用産出量）したが，製品の安全性が低下する

（社会効用産出量）可能性の高い施策が工場全体に常態化し

た． 

仮想ケース B： 多様性の高い組織 

当初，A 社工場の製造ラインでは，皆が同じ方法で原価低減

に取り組んでいた．いずれのラインでも，材料廃棄を抑制しなが

ら現場判断で消費期限の設定を調整し，品質管理はコストのか

からない人手での風味検査を行っていた（行動状態）．会社の

コストダウン方針を重視し過ぎて，極端に原価低減を推し進める

施策が推し進められていたのである． 

そうした状況下で，新たに採用された人材が配属された結果，

ある工場では 3 つの製造ラインが，それぞれ独自の管理ポリシ

ーをもった人材によって管理されることとなった．ライン長①は製

品の安全性を最優先するタイプであり，②は原価低減と安全性

のバランスを確保することを重視，③は原価低減を最優先し安

全性を軽視するタイプ（ランドスケープ：個人効用関数）となった

のである．このような体制のもと，同工場では次のような過程でコ

ストダウンへの取り組みが進行した．まず①は，現状の方法が自

身のポリシーと合わない（個人効用関数）ことが分かったが，そ

の時点で考えられる施策変更の選択肢には自分のポリシーに

合致するものが見い出せなかったため（不完全情報），まずは，

現施策より安全性が高く会社目標に貢献できる方法に変更した

（行動状態）．その結果，自分自身の納得感は変わらなかった

が（個人効用関数），安全性が向上し報酬も増えたため満足度

は向上した（満足度の構成）．一方②は，自分のポリシーにより

合致し，かつ安全性と会社目標への貢献度をともに上げられる

方法を見出し施策を変更した（行動状態）．その結果，満足度

が大きく向上した．しかし③は，原価低減を最優先する自身の

考え方に現状のやり方が合っていると感じた．このため，安全性

や会社目標への貢献度をより向上させる選択肢があることは分

かったものの，現状の方法を変更しないことにした（行動状態）．

しかし，その結果①や②よりも業績評価が下がってしまった（効

用配分）．そこで，③は日々のコミュニケーションを通じて（友人

選択）把握していた②のやり方を真似て，より評価を上げようとし

た（模倣学習）．一方，①と②は既に変更した施策の実施を通じ

て更に自分の満足を高める方法を独自に見出し（探索学習），

会社目標への貢献度は若干低下するが，より安全性の高い施

策に変更した（行動状態）． 

5. 今後の課題と展望

本論文では，将来起こり得るシナリオを，テンプレートとモデ

ルに基づいたケースとして記述し分析する方法を提案した．将

来起こり得るシナリオ分析については，先行研究が存在し

[Schwartz 96]，シナリオ分析の有効性や方法が説明されてい

る．しかし，シナリオの基盤となるモデルが曖昧であるため，シナ

リオの前提が不明確になる可能性がある．また，異なるシナリオ

間に共通する要素と異なる要素の識別が不明確であるため、シ

ナリオ間の比較による考察が十分に得られない可能性がある．

但し，本論文で提案した方法を教育ツール等の形で実務に

展開するためには，次のような課題に対処する必要がある．ま

ず，ケース記述のテンプレートをより経営実務に合致するように

改訂することである．次に組織構成員の行動規則のモデル化に

ついても，本論文で用いた NK モデルは抽象度の高いモデル

であるため，手動でのシミュレーションが容易であるという利点

はあるが，より具体性があって実務に携わる人材が馴染み易い

モデルの探索あるいは開発が必要である．

一方で，このような課題はあるものの，モデル・ベース・ケース

デザインによって次の 3 つの成果を得ることができる．第 1 に，
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複数の将来のシナリオに共通する要素と異なる要素とを分離し

識別できることである．第 2 に，設定した条件下で，行動規範が

異なる組織構成員の行動変化のプロセスを分析し記述できるこ

とである．第 3 に，社会規範や企業の方針などのランドスケープ

が構成員の行動にどのように影響するかを分析できることである．

今後，モデル・ベース・ケースデザインの課題を克服し，実務

への適用を実現することにより，伝統的なケーススタディの概念

を転換することが期待できる．
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This paper describes a novel method to analyze the performance of business game learners. We design a gaming performance sheet to 
easily analyze the effects of business games. Comparative gaming experiments show our contribution as follows: The performance sheet 
enables us to detect the players' intentions and awareness hard to be measured. The performance sheet is advantageous in visualizing and 
quantifying individual intentions and awareness over the protocol analysis via video-recording or game-logging. 

1. 背景と目的

著者らはビジネスゲームにおける参加者の行動分析を研究し

ている．これまでビジネスゲームの開発方法論[越山・鈴木・吉

川・寺野 09]や学習行動の可視化手法[越山・國上・吉川・寺野 

11]を示している．本発表では学習行動の可視化手法を報告し，

実験経営学との接近を展望する． 

ビジネススクールや企業研修では体験学習が主に使われて

いる．これにはビジネスゲームやケーススタディ等があり，擬似

体験による実践的な知識の習得や，意識改革と行動変容を目

的としている[Kirkpatrick 59]．体験学習は効果的な教育手法 

[吉川 07] とされているが，その効果を測定する手段は未だ明

確にはなっていない．例えばビジネスゲームにおいてはゲーム

の勝敗や成績のみでプレイヤの学びを説明してきた．しかし，

第一著者が研修考課者として参画してきた研修現場の状況と

従来の説明とは違和感がある．そのため著者らはこれまでプレ

イヤの学びをプロトコル分析により客観的に説明する手法の研

究を進めている．具体的には，一度のビジネスゲーム実践を通

して，ゲーム中のプレイヤ同士の会話やゲーム画面を記録し，

ゲーム成績以外の評価手法を提案した．本稿ではこれまで 3

種類の評価実験[越山・吉川・寺野 09]に加え学習記述を分析

した実験を経た実験を報告する．実験：学習行動の可視化を目

的にビジネスゲームを行う．以下，本稿の構成は次の通りである．

まず 2 章では関連研究を述べ， 3 章では実験の概要と結果を

述べ， 4章にて結論と展望を述べる． 

2. 関連研究の調査

ビジネスゲームとは，仮想のビジネス環境で，限られた時間

内に経営の意思決定を下させ教育する手法である[Dill 61]．複

数の参加者が各々の仮想企業を経営し，生産や販売といった

企業活動を競争的ゲーム型のシミュレーションを通して，現実に

近いビジネスプロセスを経験する．ビジネスゲームの起源となる

ゲーミングシミュレーションは，軍事演習がもとになってはじまっ

た学習手法であり，ビジネスゲームとして広く認知されるようにな

ったのは，1950年代の欧米のビジネススクールからである．ビジ

ネスゲームのような体験学習は「Learning by Doing」といわれ，

自己の体験的な活動から事実や法則を習得し，新しいスキルや

態度，考え方を獲得する学習形態であるとされている．大学や

企業において，OJT での学習環境を整備するのは場所，時間，

費用が困難であり，昨今では OJT の効果も反省され，ビジネス

ゲームは有効な手段として認知されている[白井 01]． 

ビジネスゲームについて学習者の評価を扱った先行研究に

は，アンケートを取ったもの[Faria 87]やケーススタディとビジネ

スゲームにおいて意思決定回数の違いを比較したもの[Nakano 

05]がある．前者はビジネススクールの学生を二つの集団に分け，

一方は講義やケーススタディにより学習し，他方はビジネスゲー

ムを行った．数年に及ぶアンケート調査から ビジネスゲームは

講義やケースに比べて学習者の満足度が高いとしている．後者

はビジネスゲームの特徴である定量的な意思決定項目に加え，

ケーススタディでの定性的な項目も加えた，ビジネスゲームとケ

ーススタディを融合した教材を提案している．この教材を使って

の学習者の意思決定回数を調べたところ，ゲームプレイの回数

を重ねるほど習熟度が高まるとしている．  

3. 学習行動を可視化する手法の開発

3.1 実験の概要 

実験は学習者の行動を可視化する手法を開発する．ビジネ

スゲームのプロセスにおいてルール説明，ゲームプレイ，ディブ

リーフィングの中でも本研究ではゲームプレイに絞る．実験にて

採取したデータは次の通り．1) ゲーム結果，2) プレテスト／ポス

トテスト，3) パフォーマンスシート，4) プロトコルデータ． 

使用するビジネスゲームは 1製品 2市場モデル[Alexander 

Islands 99]である．被験者は某官庁職員 20名である．これらの

被験者は 30代の実務経験者であり，業務でも戦略的な意思決

定を担う立場である．尚，ビジネスゲーム中のファシリテーター

はゲーム進行を除いて，ゲーム設計者の意図が分かるような助

言はしない． 

3.2 パフォーマンスシート分析 

パフォーマンスシートは各チームがラウンド毎に 5つの設問

を選択肢に沿って回答する．  

パフォーマンスシートを質問②，質問④について可視化した

のがパフォーマンスチャートである．  
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図 1  Result of Performance Chart 
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 図 1 はパフォーマンスチャートの作成結果（②参照した指標）

を示す．1位，2位チームは状況と効率を参照し，経営状況を目

的にしながらゲームを進めている．一方，下位グループの 3 チ

ームは経営成績を目的にゲームを進めている．ビジネスゲーム

のラウンドを進めていくと優勝劣敗が明らかになり下位チームは

順位を上げるため成績を目的とする行動プロセスが分かる．成

績上位チームは上位で現状維持を目指すため，状況を目的と

している．他方，実験のビジネスゲームでは，ゲーム設計者が

意図した規模と効率の両面を可変項目と規定項目の制約の中

で探求する点までは各チームとも至っていない．規模を拡大す

るために早いラウンドで大目に現金借り入れして余分に在庫を

抱えた方が，ラウンド後半の規模拡大に備えることができる．本

ビジネスゲーム実践では各チームが剰余金を増やす目的に沿

って，主に状況を参照しながらゲームを進めていたことが分かる．

このビジネスゲームのポイントは在庫費よりも機会損失額が大き

いことに気づき，早いラウンドで借入金により大目に在庫を抱え

ることである．その点からは各チームは規模の拡大に向けた検

討は少なかった．それぞれで規模と効率を参照しているチーム

は少なく，4 分類のうち費用対効果や金利の経営環境を参照し

規模と効率を比較した方が，より多額の剰余金を残したと見られ

る．パフォーマンスチャートは広告，価格，借入金とそれぞれの

結果を見ることで，どの要素を検討し意思決定に至ったかが分

かる．パフォーマンスチャートは各意思決定項目において何を

参照（目的）としているかの変遷を可視化する．広告，価格，借

り入れのそれぞれの意思決定に際しても，直接的に他社の広

告や価格，借り入れの状況を参照するだけでなく，4 分類した

各項目について自社状況と他社状況を見ながら参照する（目的

とする）する必要がある．  

3.3  プロトコル分析との照合 

これまでの評価実験と同様の手法にて二つのチームのプロト

コル分析（発話）とパフォーマンスチャートを比較する．プロトコ

ル分析（発話）をパフォーマンスチャートの 4 象限に再分類した．

これらは別々の方法であるが，パフォーマンスチャートとプロトコ

ル分析（発話）の注目している項目の移り変わりは同様な傾向を

示す．またプロトコル分析に掛った時間は約 8 時間に対し，パ

フォーマンスチャートの分析時間は約 0.5時間であった． 

3.4  実験の考察 

実験から以下の 2点が明らかになった． 

 パフォーマンスチャートはプレイヤの行動変化を可視化する． 

 パフォーマンスシート分析の結果はプロトコル分析と同様な

傾向を示す． 

改良したパフォーマンスシートは，従来の作業コストのかかる 

プロトコル分析の代替となる．実験では改良したパフォーマンス

シートを使いプレイヤの学習行動を可視化する手法を開発した． 

4. 結論と展望

本研究ではパフォーマンスシート分析により学習者の行動を

可視化する手法を開発した． 

 パフォーマンスチャートはプレイヤの行動変化を可視化する． 

 パフォーマンスシート分析はプロトコル分析と同様な傾向を

示す． 

今後の課題は以下の3点である． 

1. ディブリーフィングにおいてパフォーマンスチャートを使用／

未使用で比較する．

2.パフォーマンスシートの適用範囲を調べる．

3. 異なるモデルのビジネスゲームや，ケーススタディ，マンガ教

材 [吉川 07] の体験学習で実験する ． 

これらを経て設計論の開発も重要となる． 

今後の展望として，この可視化手法を組織の意思決定プロセ

スを視る用途にも適用できる．実験経営学が目指す集団意思

決定を再現する手掛かりとなることも期待される． 
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ピクトグラム・ネットワーク： 

ビジネス・プロセスにおける認知の可視化
Pictogram Network: Visualizing Knowledge in the Business Processes 
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Pictograms are pictorial drawings or representational signs and instructions that can be used without regard to age, sex, and nationality. 
Pictogram networks represent knowledge and concepts by the use of the pictograms interconnected with arrows.  Since each pictogram 
represents a word or idea, drawing a pictogram network can become a helping guide to the understanding of others’ intention.  In this 
research, we propose a method useful for improving understandings and communication in business processes.  This collaborative 
approach makes it easier to realize any discrepancies of understanding among workers by comparing their pictogram networks and 
detecting the ambiguity as well as polysemy of the argument.  It can be applied in multi-lingual environment and will be useful in the 
establishment of a future peer review system. 

1. はじめに
ピクトグラムとは，年齢，性別，国籍などを問わず，指

示や意図，事物や概念，情報や注意を伝えることができる

図や絵文字である．ピクトグラム・ネットワークはこれら

の視覚記号を矢印記号で繋いだもので，知識や認知の視覚

化を可能とし，学習者が形成する情報のネットワーク構造

や学びの変化の抽出や作文教育などの学習環境においても

役立つことが分かっている（内田	 2012，吉澤	 2012）．大

学院生に対する英作文教育の実験においては，ピクトグラ

ム・ネットワーク（以下，ピクトネット）を利用して作文

を可視化要約し，作文者の意図と読者の理解の乖離を比較

することにより，論旨の曖昧さや多義性をある程度は検出

することができた（吉澤	 2012）．	 

このように，ピクトネットを利用することにより，学習

者相互の解釈を可視化したり定量化したりすることが容易

となることから，ビジネス・プロセスにおいてもこれが有

用であると考えられる．ピクトグラムは複数の解釈や抽象

概念を明確に示せるため，ビジネスにおける認知や知識を

視覚化でき，従業員同士の理解やコミュニケーションを改

善する一助となる．	 

2. 目的
自分の伝えたいことが，共に仕事を行う相手にきちんと

伝わっているかを，ピアリヴュー法とピクトグラムを使っ

た有向グラフを使って検証する．会社内で行われているこ

とを仮定して行う実験において，実験日当日に与えられる

仕事の課題についての計画書を日本語または英語で作成し，

その内容をピクトグラムで表現する，という方法について

検証することを目的とする．	 	 

3. 提案手法
Figure 1 は，ピクトネットの一例である．このピクトネ

ットは，男性のピクトグラム２枚が，握手を表すピクトグ

ラムとそれぞれ片側矢印で繋がれている．このピクトネッ

トからは，次のような状況が考えられる．①二人の人物が

出会い，親しくなった（友達になった）というような理解

や，②仕事で二人が出会い，意見が一致したことから協力

し合うことにした（仕事を一緒に行うことにした）という

ような理解が可能である．	 

FIGURE 1.  AN EXAMPLE OF A PICTOGRAM NETWORK 

ピクトネットを利用することにより，言語で表現しにく

い，曖昧になりがちな人の意図や理解を比べることができ

る．例えば，ある会社において，経営陣や技術部，営業部

など，各々の部署で，仕事の進め方や考え方に対する理解

が違ってしまうと，経営や事業を進行する上で，会社内部

のトラブルを生じさせる可能性がある．営業部の考えとし

ては，戦略上，技術部に先に行って欲しいと考えているよ

うなことを，技術部では後回しにしてよいものだと判断し，

直ぐに取りかからなかったとしたらどうなるかは容易に想

像できるであろう．遂行すべき業務の優先順位の判断を誤

り，早急に行うべき仕事をしばらく放置した結果，営業部

が立てていた戦略が成り立たなくなり，順調に事が進まな

くなってしまうこともあり得るのである．	 

このような問題を未然に防止するために，各部署の成員

たちが仕事への理解や意図をピクトネット表現することで

共有するとよいのではないだろうか．また，文章で作成し

た計画書や仕事の手順などをピクトネットで作成すること

により，自身の考えや戦略を見つめ直したり，経営上の問

題点を互いに探したりすることができるようになるため，
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業務を円滑に遂行するのに，この作業が有用となるのでは

ないだろうか．	 

基本的な手順の例としては，以下のようなものが考えら

れる．	 

- 営業部の社員が計画書を作成する
- 同じ社員がピクトグラムを用意し，ピクトネットを作

成する	 

- 他の営業部の社員がそのピクトグラムのリストを利用
して，ピクトネットを作成する	 

- 双方のピクトネットを比較し，営業部としての方針を
確認する	 

- 他の部署の社員が計画書と用意されたピクトグラムを
利用して，ピクトネットを作成する	 

- 互いの部署のピクトネットを比較することにより，会
社全体としての方針を確認する	 

	 より深い理解や意図の確認，問題解決を促すために，

ピクトネットを利用してビジネス・プロセスにおける認知

の可視化を行うことは，プレゼンテーションや計画書の内

容や構造の流れを明確にできると考えられる．	 

4. 分析の方法
	 社員同士の解釈の隔たりを図るため，ネットワークとし

て距離を簡単に図れる行列を利用する．それぞれのピクト

ネットの距離を見るため，行列の二乗距離をとる．計画書

を作成した者を writer，他の社員を reviewer とすると，両
社員のピクトネットは以下の数式で表現される．	 

!"# !"!!"#$%" − !"!!"#$"%"! 2

!"#$!%!!"#$!!
 

Table１は，ピクトネットの行列の表現である．ここでは，
ピクトグラム同士が繋がれていれば１，繋がれていなけれ

ば０としている．ピクトネット間の距離は，各社員のピク

トネットを行列で表現して隣接行列間の二乗距離で測定し

て，各標本の平均差に関する検定を行うことによって確認

する．	 

	 大学教育の作文教育の実験においては，作文者が作成し

たピクトネットと作文を読んだ者が作成したピクトネット

とを比較した上で作文の作成をし直し，その改訂版を最初

の読者とは異なる者に読ませ，ピクトネットを作成させて

作文の改善度を見て，教育の効果を図った(吉澤	 2012)．

ビジネス・プロセスにおいても，ピクトネットを利用する

ことにより，曖昧さや多義性を作成者に視覚的に気付かせ

ることができる．これにより，計画書の内容や構造の流れ

を部署間で共有し，確認することができるので，本手法は

事業の計画を支障なく進める上で有用となる．	 

TABLE 1. MATRIX REPRESENTATION OF PICTOGRAM 
NETWORKS 

5. まとめと今後の展望
本稿で提案した方法は，既に行った英作文教育の実験に

おいて行った手法と同様に手作業が多いため，手間と時間

を要する．そこで現在，作文の改善度を向上させるために，

iPad など，手軽に持ち運べてタッチパネルで簡単な操作が
できる上，場所を選ばずに無線 LAN を利用してインター
ネットにアクセスができるタブレット端末やコンピュータ

上で，簡単かつ短時間にピクトネットを作成できるような

ツールを準備している．まずは英作文授業における学習者

同士で実験して，ピクトネットを利用することによる教育

の相互作用を確認し，それをビジネス・プロセスにおける

認知の可視化にも適用することにより，ビジネスの分野に

おいても実用化できるようなものに発展させたいと考えて

いる．	 
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Net_Writer1 Pict_1 Pict_2 Pict_3 Pict_4 Pict_5 Pict_6 Pict_7 Pict_8 Pict_9 Pict_10

Pict_1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Pict_2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pict_3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pict_4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pict_5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pict_6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pict_7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pict_8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pict_9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Pict_10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Pict_11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pict_12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pict_13 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

Pict_14 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1

Pict_15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Writer1さんのPictのつながり 隣接行列Net_Writer1
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ソーシャルメディア志向型実験経営学に向けて
Toward “Social Media Oriented” Experiments Based Management and Administrative Science 
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The aim of this article is to try to define the concepts of “Social Media oriented” Experiments Based Management. Social Media has 
some desirable ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃs for the ａｄｖａｎｃｅ of the Experiments Based Management and Administrative Science(EBMAS). In this 
article, we mainly discuss about the applicability of social media opinions for the assessment of experiments for EBMAS. 

1. 背景

実験経営学においては、演習実行時に演習参加者が行った

施策の有効性を確認するための評価（演習内評価）や、演習実

施後に演習参加者が演習に参加したことによって得られる効果

の評価（演習後評価）など、評価プロセスが実験実施時の様々

な局面において重要な役割を果たしている。

このため、演習内評価に関して、参加者のモチベーションや

演習効果の向上を目的としたマンガ教材による多様な解釈の

可能性と「気づき」による自発的理解の促進などの試み[堀田

2009]がある。また、演習外評価においては、実験計画法を用い、

測定した効果以外の影響を排除した評価を可能とする試み[内
田 2011]が行われている。 

演習協力者の演習参加へのモチベーションは、評価結果に

より大きな影響を受ける可能性がある。このため、結果の評価手

法に関しては、評価の視点を明確化するための検討を行ってい

く必要がある。また、現状の演習では多数の参加者がいる場合

に、評価の処理等には多大な手間を要する。評価時における

研究者の手間軽減の観点から、既存プラットホームなどの活用

も考慮した検討が必要である。

2. 目的

本稿では、実験経営学にソーシャルメディア的な性格を取り

込む、「ソーシャルメディア指向型実験経営学」を提案する。ま

た、ソーシャルメディアを活用し、他者からの意見を直接利用す

ることで、実験や演習時の評価視点を明確化するとともに、実験

者の手間を軽減して簡易に行える可能性を示す。

3. 提案手法

3.1 発想の説明 
近年、「経営学」の分野では、「市場志向経営」と言う概念が

提唱されている。「市場主義経営」とは、「市場情報を継続的に

活用して、市場環境に創造的に適応することを志向する経営」

[黒岩 2010]であると言える。この市場志向経営は、製品志向

経営、販売志向経営などと対比すると理解しやすい。「製品志

向経営」とは、他社と比較して競争力の高い製品を開発し、提

供することを志向する経営であり、「販売志向」とは自社の製品

に関する広告や販促活動を通じて販売することを志向する。

本稿が提案を試みる『ソーシャルメディア志向』とは、近年の

各種 SNS 等ソーシャルメディアの普及を背景として、市場志向

経営よりもさらに顧客寄りを志向し、協奏的な経営を目指す立

場である。市場志向と最も異なる点は、顧客の意見を「活用し、

環境に適応する」のではなく、「協力してお互いのメリットになる

環境を構築する」ことを志向する点である。言い換えるならば、

「経営する側が顧客の動向を調べる」のではなく、「経営する側

と顧客とが互いの考えを共有し、よりよい製品を作り上げていく」

ことを目指す（Fig. 1）。ソーシャルメディアには、参加者間の考

えを共有する機能に加えて、参加他者による評価機能およびモ

チベーションを刺激するための機能が内包されている。これらの

機能を取り込み、実験経営学の発展のために活用しようとする

発想が、本稿の基礎となっている。

3.2 提案内容 
現状の「実験経営学」は、製品志向、販売志向、市場志向ま

でのすべての要素を既に実現している。まず、実験経営学はマ

ンガ等の採用および利用者の自発的気づきを促すという観点

からのアプローチと言った点での独自性がある。次に、論文やイ

ンタビュー等により、周知活動を随時行っている。さらに、演習

実施時には、演習参加者の意見を取り入れ、演習方法の改良

に努めている。

実験経営学が更に発展を遂げ、普及していくには、新たな観

点として、「ソーシャルメディア指向」の考えを取り入れ、1)利用

者の演習参加へのモチベーションをより強化する、2)演習時に

行う評価過程を従来以上に明確化する、3)、評価実施の手間を

簡易化できる仕組みを導入する、3)必要性があると考えられる

（Fig. 2）。 
これらを実現するために、実験経営学に取り入れるべきソー

シャルメディアの具体的機能として以下を提案する。

[1] （対応データベースの構築）演習時の利用者の対応結果

のデータベース化

[2] （情報共有）利用者の対応結果の公開と意見募集によるソ

ーシャルメディア化

以下、内容を説明する。

(1) 対応データベースの構築 
演習時の演習参加者の対応に関するデータベースを構築す

る。全文検索、類似対応検索機能等を開発し、事後の分析・対

応の類型化を支援する。

(2) 情報共有 
対応データベースを公開し、対応内容に関するコメントを募

集するともに公開する。また、データベース閲覧者からの評価

（「いいね」機能）を付与し、得られたカウントを対応に関する評

価指標とする。

以上の機能により、以下が実現されるものと期待される。

[1] 演習参加者の意見の保存による、事後分析の容易化、マ

イニング等への適用可能性の拡大。
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[2] データベース閲覧者から得られる意見による、対応内容に

関する評価

[3] 演習参加者の演習への参加モチベーション 
まず、[1]については、演習結果をデータ化して保管するこ

とにより、分析の容易化を図れる。また、同一の演習に対する結

果を比較検討することなども可能とできる。 [2]については、実

験者としての詳細な評価は別途行うにしても、単純に利用者か

らの直接的評価を評価尺度として取り込むことにより実現できる。

[3]に関しては、[Kubota 2012]に、楽天レシピとクックバッドとの

レシピ登録の比較を通じた、読者インセンティブの重要性の指

摘がある。実験経営学における演習も内容の充実に並行してこ

のような要素を取り入れていくのが今後の発展へ有効と期待で

きる。

4. まとめと今後の展望

本稿では、実験経営学の今後の発展に必要となる要素の一

つとして、ソーシャルメディア志向に関するごく基本的な考え方

を提案した。具体的な実現方法や実装方法については、今後

も検討していく必要がある。
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製品志向 販売志向 市場志向 メディア志向

起点 生産現場 既存製品 顧客ニーズ
顧客意見
企業意見

視点 内から外へ 内から外へ 外から内へ
外から内へ
内から外へ

対処法 製品改良 販売とプロモーション 統合型マーケティング
自発的参加モチベーション

利用者間の評価共有
志向 職人的 戦術的 戦略的 協奏的
目標 自己満足 顧客獲得 顧客満足 顧客共感

問題点 視野が狭くなる 短期志向に陥る 社会の幸福を見落とす 一方向制御は困難

[黒岩 2010]による「[恩蔵 2004] 「マーケティング」p15, 図表1-1の修正」をさらに追加修正

Fig. 1 Comparison of 4 types of Marketing Concepts 

実験経営学

マンガ
論文・インタビュー等

による周知活動
利用者意見の収集

による方法論の改良

投票による評価明確化・
簡易化

利用者の自発的参加
へのモチベーション

製品志向的要素
（独自性）

販売志向的要素
（広告・宣伝）

市場志向的要素
（利用者ニーズ）

ソーシャルメディア志向的要素
（評価の明確化・簡易化＋参加モチベーション）

Fig. 2 Toward “Social media-oriented” Experiments Based 
Management and Administrative Science 
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In organizational theory and business administration, it is difficult to use experimental research methods and get detailed data , until now, 

has become a case study with the main research tool. There is also experimental studies using, many of which were intended for a virtual 

organization consisting of several people in the room. In this paper, we propose to use Massively Multiplayer Online Role-Playing Game 

as an experimental study of business administration. We show this method make it easy to get to use experimental research methods and 

get detailed data about organization.

1. 背景

組織論や経営学では研究対象が組織であるために,細やか

なデータ取得や実験的な研究手法を用いることが困難であり,こ

れまでは事例研究が主な研究手段となってきた.一部,実験を用

いた研究も存在するが,その多くは室内において数人で構成さ

れる仮想的な組織を対象としたものであった. 

そこで,本論文では実験経営学の研究対象として Massively 

Multiplayer Online Role-Playing Game (MMORPG)を用いること

を提案する. 

2. 目的

本論文では,MMORPG を研究対象とした実験手法を構築し,

組織に関する細やかなデータ取得や実験的な研究を可能にす

ることを目的とする.  

具体的には、MMORPG 内のデータに着目することで、組織

員同士の会話に当たるチャットデータや組織員が行った一つ一

つの意思決定などのデータを取得することを可能にする.また、

MMORPG 内でのアイテムの価値などの環境変数を行うことで、

組織がどのように意思決定を変更していくのかという実験を行う

ことを可能にする. 

3. MMORPGとは

Massively Multiplayer Online Role-Playing Game 

(MMORPG)とは数百から数万人のユーザが参加可能なオンラ

インロールプレイングゲームである.MMORPGは従来の RPG と

は異なり,インターネット回線を利用することにより,一人ではなく

複数人のユーザによってプレイされる(Fig.1).MMORPG では,ユ

ーザ同士のコミュニケーションが様々な形態で可能となっており,

これにより仮想的な組織および社会が創発される.コミュニケー

ション形態は,簡単なチャット機能から,アイテムの交換や売買,戦

闘時の共闘など多岐にわたる. 

MMORPGとしてはWorld of Warcraftが挙げられる.World of 

Warcraft は世界最大の MMORPG とも言われ、2010 年におい

ては総プレイヤー数が 1150 万であったとも言われている[著者

不明 2012]. 

Fig.1 MMORPG Playing view (From Guild Wars) 

3.1 MMORPGにおける組織 

一部の MMORPG に存在する,組織論の観点から特徴的な

システムとして,ギルドがある.ギルドとはギルドマスター(GM)と呼

ばれる一種のリーダーを中心とした有志のユーザによって構成

されるコミュニティである.ギルドを構成するメンバーはギルド専

用のチャット機能やメール,掲示板等を利用することができる.ユ

ーザはギルドに参加しギルドメンバーになることによって,ギルド

メンバーから情報提供やアイテムの提供を受けたり,戦闘を共闘

したりすることができるようになる.これによりギルドメンバーはゲ

ームを有利に進めることができるようになる. 

このギルドはチェスター・バーナードの組織の定義を満たして

いる.チェスター・バーナードの定義によると,組織とは共通目的・

協同意思・コミュニケーションの三要素を備えた二人以上によっ

て構成されるシステムである[バーナード 1968].ギルドのメンバ

ーは,ゲームを有利に進行させるという共通目的を持ち,お互い

にアイテムの交換や売買や戦闘の協力を行う協同意思を持ち,

専用のチャットや掲示板というコミュニケーションの持ち,先の三

要素を満たしている. 

3.2 MMORPGにおける市場 

市場の観点からの特徴的なシステムとして,在庫およびバザ

ー,生産がある.在庫とはゲームに内に存在するアイテムの制限

数であり,バザーとはユーザ間のアイテムの交換や売買のシステ

ムである.この二つのシステムにより,アイテムの在庫状況や入手

難易度に応じてバザーにおけるアイテム価値が変動し,市場が

形成される.さらに,ゲーム内に複数の貨幣を定義し,為替を行っ

ているゲームも存在する.生産とはゲーム中のアイテム同士を組

み合わせて,新たなアイテムを生み出す能力である.生産のみ特

化した職業が存在し,より効率的な生産をゲームの目的としてい

るユーザを多く存在する. 

以上のゲーム内の要素により,アイテムの素材を収集する第

一次産業,素材からアイテムを生産する第二次産業,生産された

アイテムをバザーで販売する第三次産業といった豊かな経済活

動が行われている.このゲーム内に発生した市場は,システムの

アップデートによるアイテムのドロップ率の変動,新アイテムの登

場やフィールドの追加などの環境の変化に応じて,柔軟に変動

することが観測されている. 

4. MMORPGと実験経営学

MMORPG では、ギルドメンバー間のコミュニケーション,メン

バーの階層構造,メンバー間のネットワーク構造,メンバーのゲー

ム内の職業等の属性,ギルドとしての意思決定,およびシステム

のアップデート等の環境変動を研究対象とすることにより,従来
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の組織研究では不可能であった組織の内部状態をより深く知る

ことができる.また,現実世界よりも容易にそれらのパラメータに変

化を加えることが可能であるため,より実験的な研究を行うことも

できる. 

従来の組織論研究では、これらの組織内部のコミュニケーシ

ュン情報や外部環境の情報を手に入れるために、非常に労力

にかかる作業を行っていた.例えば、参与観察を行ったり、オフ

ィスの録画や録音した情報の解析を行ったりなどである.それに

対し、MMORPG ではすべてのデータがデータベースに登録さ

れているため、基本的にはクエリーを走らせるだけでよい. 

つまり MMORPG とは、実験的な研究手法を用いて、組織経

営に関わる組織の内部と意思決定の関係性を明らかにしようと

試みる実験経営学に適した研究対象であるといえる. 

MMORPG における研究例としては,組織としてのギルドの外

部環境変動への適応力に関する研究があげられる.具体的には、

アイテムのドロップ率等の外部環境変動が起こったときに、ギル

ド内のメンバーがどのようにコミュニケーションを行い最終的にど

のように意思決定を行ったのかというデータを取得し、解析する

ことができる. 

5. ゲーミングとMMORPG

本提案手法と同様に、プレイヤーにゲームを行わせ、その行

動を研究対象とする分野としてゲーミングが存在する[白井 

2001] .しかしながら、ゲーミンングでは数人から数百人程度の

プレイヤーで構成され、プレイヤー間がフラットな関係で繋がっ

ている.それに対し、MMORPG では数千から数万のプレイヤー

で構成され、プレイヤー間はギルドマスターを頂点にした階層

構造で構成されている点が異なる. 

6. まとめと今後の展望

本論文では,実験経営学の研究対象として MMORPGを用い

ることを提案した.そして,これにより,従来の組織研究では困難で

あった,組織内部の情報の取得やパラメータの変更が容易に行

えることを示した. 
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This paper proposes a pattern-oriented inverse simulation (POIS) method for analyzing social problems. To demonstrate its 

applicability in social simulation practice, we applied POIS to a historical simulation domain. A genetic algorithm (GA) based inverse 

technique is applied to fit the simulation outputs with actual data grouped in time intervals as patterns. The simulation results discovered 

family strategies sustained by the examination systems in imperial China, which relates to important sociological theories on the impact 

of the intergenerational reproduction of cultural capital within family circles on social inequality in the individual entry in labor and 

professional markets. The case study also proved that the new methodology of POIS can improve our current practices for systematically 

exploring simulation parameter space and fit model output with actual data. 

１．Introduction 

In the methodology of study of agent-based complex systems 

(ACSs), pattern-oriented modeling (POM) has been suggested as 

a unifying framework for decoding the internal organization of 

ACSs[1], which attempts to make bottom-up modeling such as 

cellular automata and agent-based modeling more rigorous and 

comprehensive. POM assumes that multiple patterns observed in 

a real system characterize the system and its dynamics, and often 

indicate the essential information underlying observed patterns to 

address real problems. 

Grimm et al. gave the definition of patterns as “observations 

of any kind showing non-random structure and therefore 

containing information on the mechanisms from which they 

emerge”[1]. They discussed how observed patterns could be used 

in POM to find the internal organization of ACSs through three 

key points: (1) guide the design of model structure, for example, 

in[2] , they used horizontal and vertical patterns and canopy gaps 

pattern to guide the modeling of spatio-temporal dynamics of 

beech forests of central Europe; (2) test and contrast theories for 

agent behavior, for instance, two theories of the herdsmen’s 

reasoning were contrasted to explore what determined the access 

of herdsmen to pasture lands[3]; and (3) reduce parameter 

uncertainty, for example, five observed patterns used as filters 

resulted in only 10 of the 557 parameter sets reproduced out of 

all of them[4] . 

The POM strategy has been widely used in ecology[2-4], but 

up until now not so many models have been used for social 

problems[5]. Here, we study such a topic, by using the POM 

strategy to analyze real social systems. 

Inverse simulation (IS) is a method, which employs 

optimization algorithms such as genetic algorithms (GAs) to fit 

all micro-level parameters by finding values to reproduce macro-

level parameters or patterns, through which real problems can be 

addressed[6]. It executes simulation steps in a reverse order: (1) a 

system level objective function is set, (2) the simulated worlds 

are then evolved to fit to macro-level parameters or patterns, and 

(3) the micro-level agent parameters are optimized by means of 

the objective function[6]. As for the objective function, usually 

sum-of-squares errors between observed values (macro-level 

parameters or patterns) from a real system and experimental 

values that are calculated by performing the simulation are used. 

The key idea of IS is to find optimal parameter values by means 

of solving “inverse problems”[7-8]. 

We combined the idea of POM and IS, and propose a Pattern-

Oriented inverse simulation (POIS) method to improve our 

current practices for systematically exploring simulation 

parameter space and fit model output with actual data. To 

demonstrate the practical applicability of POIS for analyzing 

social problems, we applied POIS to a historical simulation 

domain. The parameters values obtained by the previous 

simulation models failed to reproduce different types of observed 

patterns of the real family system. This study makes use of 

multiple observed patterns to guide the model design and test 

alternative assumptions as family strategies. Here, pattern refers 

to actual data grouped in time intervals. The evaluation sets how 

well the simulation output fit with the actual data. We also 

emphasize that the model focused on family strategies (norms) 

behind the whole family system in conveying cultural capitals to 

the descendants, rather than individual-based decision making. 

２．Multiple patterns of an elite family line 

In China, records of family trees and lineage had been made 

from old times and kept as genealogical records. This is known 

as Zupu. It was a paternal record from the primogenitor, 

including the blood relationship and each member’ s profile, 

occupation, qualified status of the examinations, achievement, art, 

contribution, qualified status of the examinations of wife’s birth 

family and/or daughter’s married family. 

In this study, we use the genealogical records of the Y family 

in the Ming and Qing Dynasties to discover family strategies in 

sustaining success with the examination systems in imperial 

China. The imperial civil service examination was served as the 

basic of a selection system for the recruitment of government 

officials. Those who passed the examinations were given titles, 

Jinshi, Gongshi, Juren, Gongsheng, Jiansheng, and Shengyuan 

refer to highest, second highest, etc. degree of successful 

candidates in the examination systems. The Y family is one of 

the typical cases, which continued to produce successful 

candidates. This indicates that the family strategies may have 

made for an advantage on these examinations, and that culture 

and habits are actually invisible standards for selection. 

By grouping the actual data in time intervals of ten years 

period from the individuals’birth years, we obtained multiple 

patterns of such a family system. First, we found successful 

candidate patterns at different scales, which means that (1) 

successful candidates who passed the final examination and 

received titles as Jinshi continued to be produced in the time 

series, and (2) successful candidates who received titles as 
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Gongshi, Juren, Gongsheng, Jiansheng and Shengyuan 

continued to be produced in the time series. We also found 

different types of patterns as successful candidate pattern and 

painter pattern refer to (1) successful candidates who received 

titles as Jinshi, Gongshi, Juren, Gongsheng, Jiansheng or 

Shengyuan are continued to produce in the time series, and (2) 

drawing was kept as a traditional life-style in the descendants and 

painters continued to be produced in the time series. 

In this study, we employ multiple patterns observed at 

different scales and with different types to guide the model 

design and also test alternative assumptions as family strategies. 

３. Agent Simulation through POIS

The agent simulation is implemented through POIS, using 

GA-based validations, illustrated in Fig. 1. Parameter sets which 

indicate different family strategies are operated on the family tree 

through agent-based simulation. By agent-based simulation, we 

obtained simulated cultural capital of all the agents. While real 

cultural capital is obtained from the attribute matrix, measured by 

the value of “0.5”  or “0”  (the threshold “0.5 represents a 

qualified statue given by passing the examination). Both 

simulated and actual data are grouped in time intervals. They 

appear as patterns. The repetition of so many multi-agent 

simulations (MASs) evolves the simulated multiple patterns 

(output data grouped in time intervals) to fit to the observed 

patterns (actual data grouped in time intervals). 

Fig.1 Agent simulation through POIS 

４．Simulation Results 

We conducted two groups of simulation experiments to 

examine the practicability of the POIS in historical simulation 

domain. The first group of simulation experiments tests how 

multiple patterns works to guide the design of model structure, 

and the second group of simulation experiments test and contrast 

alternative assumptions of women ’ s role in educating their 

children: “ family follows strategies in educating child with 

women’s role” or “family follows strategies in educating child 

without women ’ s role ” . The alternative assumptions are 

implemented in the in the agent-based model by two variables as 

the transmission rates from the mother and the aunt to the 

children, and tested by how well they reproduced identified 

multiple patterns. 

The measure of the model is set by the value of sum-of squares 

error (SSE), in order to assure the consistency of patterns and 

minimize the errors between the actual data and the simulated 

data. Intensive experiments found small SSE when employing 

two patterns with different types. Ｗe selected the results as the 

optimal solution for successful family strategies for cultural 

capital reproduction of the Y family line. 

We discussed the simulation results as follows: (1) when only 

employing a single pattern or one pattern at different scales, the 

simulation results failed to reproduce multiple patterns of the real 

system. We can only observe the phenomenon of activities in the 

Y family by one pattern, but it is not sufficient to see real 

phenomenon represented by multiple patterns with different 

types. (2) When employing two patterns with different types, the 

simulation successfully reproduced two types of patterns near the 

real trend. Therefore, multiple patterns with different types are 

proved important and useful to analyze the internal organizations 

of the Y family line, while only a single pattern or multiple 

patterns observed at different scales do not work well. 

Based on the above analysis, the main findings are 

summarized as follows: (1) school education helps to increase 

the child’s cultural capital, (2) grandfathers play an important 

role in educating grandsons, (3) both mothers from the wife-taker 

side and aunts from the wife-giver side pass on cultural capital to 

the child, which have proved a reciprocal relationship between 

family systems in cultural capital reproduction activities, and (4) 

a combined influence of grandfathers, fathers, mothers, aunts and 

uncles are important to maintain a successful family norm in 

cultural capital reproduction in imperial China. 

５. Concluding Remarks

In this paper, we discuss POIS method to analyze social 

problems based on the recent advances of the POM strategy and 

the IS method in ACSs. We have applied POIS to a historical 

simulation domain, in order to analyze a particular family line 

which produced more successful candidates in civil service 

examination in imperial China. Our previous simulation model 

on POM only employed a single pattern to analyze the internal 

organization of the cultural capital reproduction process of the Y 

family line, which failed to explain multiple patterns with 

different types of the Y family line. As an extension, this study 

employs the IS method to POM, which selects the appropriate 

internal structure of real family systems by operating the 

simulation model to fit two different types of patterns through IS 

techniques. POIS has come to be able to optimize the 

combination of appropriate patterns and the selection of the 

internal structure which are only trial and error in POM method. 

From intensive simulation experiments by POIS, we have 

obtained a model structure with its parameters indicating 

successful family strategies in civil service examination in 

imperial China. The simulation results discovered family 

strategies that sustained success in the examination systems in 

imperial China. This relates to important aspects of sociological 

theories on the role of cultural capital to transmit social 

inequality inter-generationally. This case study also proved that 

the new methodology of POIS can improve our current practices 

for systematically exploring simulation parameter space and fit 

model output with actual data. Our conclusion is that we should 

develop agent-based models using multiple different types of 

observed patterns, so that we are able to ground the agent-based 

models to real world problems. 
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This paper presents analysis of agent behaviors in large scale simulation. Agent-based simulation is used for various complex systems, is 
being on large scale. Changes in the number of agents may affect the simulation results. However, there is no detailed analysis of massive 
multi-agent based simulation much. Therefore, we analyze the results of simulation by increasing the number of agents. From these 
results, we reveal the size of the model can be handled by the multi-agent based simulation. 

1. 背景

エージェン ト ・ベース ・シ ミュ レーシ ョン (Agent-Based 

Simulation: ABS)は集団から個々の主体に立ち返って，エージ

ェントと呼ぶ個性を持った主体がどう振る舞うかに注目する[寺

野 03]シミュレーションである．ABS の優れた点は事例分析と数

学的モデルとの中間に位置する所である． 

ABS は市場取引や交通システム等の数多くの主体が関わる

モデルで用いられる場合がある．交通システムならば，車 1台を

1 エージェントと見ることもできるが，数台を 1 エージェントと見る

こともできる．前者の場合，数において大規模化したと言える．

本論文では ABSの大規模化とはエージェント数の増加すること

とする． 

大規模に ABS を行う場合，メモリ等の基盤的技術に問題が

ある．そこで大規模化の方式についての研究は為されており，

更にエージェント数の増加はシミュレーションに影響を与えてい

るようである[山本 07]．しかし，ネットワークにより構成されている

系の大規模化による挙動の変化に関する解析はあまりされてい

ない． 

そこで，エージェント数の増加が ABS にどのような作用をす

るかを知るべきである．したがって，大規模化による ABS のシミ

ュレーション結果の変化についての研究が必要となってくる．こ

れにより，ABS においてモデリングを行う際，エージェント数に

ついてどうモデル化すればよいか明らかにできるはずである．よ

って，ここでは ABS の大規模化に関する検証の提案と展望を

述べる．  

2. 目的

本研究では ABS においてエージェント数の違いが系の挙動

にどのような変化を与えるのかを観察する．日本の人口から 1

億程度をエージェント数の目標とする．エージェント数の異なる

シミュレーション結果の解析を行うことにより，どのような現象が

ABSによるモデリングの適用が可能であるかを明らかにする．  

また，相互作用のある環境としてネットワークを形成したエー

ジェントのシミュレーションを考える．そこで，ネットワークを形成

しているエージェントにおいての文化の流布モデル[Axelrod 

97]をシミュレーションの対象とする． 

3. 提案手法

本研究ではネットワークを形成しているエージェントにおいて

文化の流布モデルのシミュレーションを行う． 

3.1 ABSの大規模化 

エージェント数を変えてのシミュレーションをする．数の少な

いシミュレーションと，数の多いシミュレーションの比較を行う．こ

れにより，エージェント数がシミュレーションの結果に及ぼす影

響及びその境界を判別することができる． 

3.2 扱うネットワーク構造 

本研究ではレギュラーネットワーク，ランダムネットワーク，

Small-world ネットワーク，Scale-free ネットワークを扱う．Small-

world ネットワークとはノード同士の平均最短距離が小さく，クラ

スタ性が高いネットワークである．Scale-free ネットワークはノード

の次数分布がべき乗則に従うネットワークである． 

Small-world ネットワークには Watts-Strogatz モデル[Watts 

98]を用い，Scale-Free ネットワークには Barabasi-Albert モデル

[Barabasi 99]を用いる． 

(1) Watts-Strogatzモデル 

このモデルは Small-world ネットワークのモデルである．まず，

予め与えたノード数と次数により，ノードは隣接したノードのリン

クを次数の数だけ持つ．すなわち，この段階では正則グラフを

構成している． 

それから，各リンクに関して，ある張り替え確率にもとづいてラ

ンダムにリンクを張り替える．よって，張り替え確率が 0 ならばレ

ギュラーネットワークとなり，1ならばランダムネットワークとなる． 

ノード数を 100，初期の次数を 4，張り替え確率を 0.4としたグ

ラフは Fig.1のようになる． 

fig1: Small-world network 
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(2) Barabasi-Albertモデル 

このモデルは Scale-free ネットワークのモデルである．初めに

ノード数 Mからなる完全グラフを構成する．ここにノード数となる

Nになるまでノードを足していく．追加する際，既存のノードに対

して m 個のリンクを張る．どのノードにリンクを張るかは各ノード

の次数に応じた確率で決まる． 

ノード数 1000で張るリンクの数を 4 としネットワークの次数の

分布は Fig.2のようになる．  

Fig2: degree distribution of scale-free network 

3.3 文化の流布モデルのネットワークへの適用 

(1) 文化の流布モデルの概要 

Axelrod の文化の流布モデルは，エージェント格子空間上に

存在しており，それぞれが固有の文化を持っている．この文化

はある長さの数字列であり，タグという．ここで，ランダムにエー

ジェントを選択し，選ばれたエージェントはそれと隣接するエー

ジェントとタグの類似度に基づき，自身のタグ(文化)を変化させ

るというものである． 

タグが長さ 5である 2つのエージェントのタグを比較した時の

タグと類似度の関係は Fig.3のようである． 

Fig.3 Relationship between the degree of similarity and tags 

(2) ネットワークを構成するエージェントへの適用 

ネットワーク構造をなしたエージェントへの文化の流布モデル

の適用は組織最適化などで行われている[鳥山 09]．流布モデ

ルにおいて，格子空間上で隣接するエージェントをリンクの張ら

れているエージェントと考えれば，ネットワークモデルへの適用

ができる． 

本研究ではネットワークを構成したエージェントが相互作用を

行う際には，リンクの張られているエージェントを隣接したエージ

ェントとして流布モデルを用いる． 

4. まとめと今後の展望

この研究により以下のような結果が得られると予想される． 

 ABSを大規模化して，その結果についての解析をする．

 大規模化が必要なモデルにはスケールアップを行い，必

要のないモデルにはスケールダウンが行えるようになる．
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Agent-Based Simulation(ABS)による高耐災性都市インフラの設計 
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We have learned lessons that “we need to continuously make effort to minimize the damages by a huge earthquake, although the outbreak 
of the damage might be unavoidable” from the Great East Japan Earthquake. ABS technique has several desirable characteristics for the 
damage minimization analysis under disastrous conditions and we try to propose a methodology of applying ABS to such problems. 

1. 背景

平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災により、我が国の国民

生活や産業は多大な被害を受けた。特に、福島第一原子力発

電所では、波高 10m を超える津波により、低地に設置されてい

た非常用電源・電源板、冷却用海水ポンプの冠水により、全電

源を喪失した。全電源喪失により、原子炉内部の残留熱を冷却

できず、原子燃料が融解し、その際の高温下における燃料被覆

管（ジルコニウム）と水蒸気との反応によって生じた水素が格納

容器内に貯まり、水素爆発が発生した[東京電力 12]。これら一

連の事故の経過は従来では『想定外』とされていたものである。

いくつかの団体による検証が行われ、作成された報告書[事故

調査・検証委員会 11], [大前 11]では、重要な指摘がなされて

いる。特に、文献[大前 11]では、 
『「想定が甘かったことよりも、どんなことが起きても過酷事故

は起こさないという」設計思想・指針がなかったこと』

が指摘されている。この指摘の前提には、「人類が設計時点

までに得た技術に基づいて、経済的な制約の下で構築する巨

大システムにおいては、絶対に事故が起こらないという、いわゆ

る安全神話は成立し得ない」ということがある。また、巨大システ

ムにおいては、一旦事故が生じてしまえば、経済的・社会的な

ダメージは甚大であるため、事故が発生したとしてもその被害を

如何に少なく食い止めるか、が重要であるとの提言である。災

害は今後も発生する可能性があり、このような視点から、都市イ

ンフラに代表される巨大システムの対災害性に関する設計論を

検討する必要性が高まっている。

2. 目的

本研究構想は、エージェントベースシミュレーションモデル

(Agent-Based Simulation Modeling, ABSM)を巨大システムに

対して適用し、災害時対応のシミュレーション実験を通じて、災

害に対して耐性が高い社会システムを設計する手法の提案を

目的とする。

3. 提案手法

3.1 研究の構成 

本研究構想は、以下の三要素から構成される。

(1) 対象のエージェントシミュレーションモデル化 
(2) シミュレーション最適化手法の開発 
(3) シミュレーションによる最適化設計 

個々の要素について、簡単に述べる。

(1) 対象のエージェントシミュレーションモデル化 
以下では、巨大システムの具体例として、配電線の災害時復

旧過程のエージェントモデル化を対象とする。この分野の先行

研究としては、 [佐賀井 12], [永田 06]などがある。前者では、

災害時の配電線の応急復旧要員をエージェントとし、要員が対

象とした領域内を移動しつつ被害配電設備を応急復旧する過

程を摸擬する。また、後者は基幹系統を構成する設備そのもの

をエージェントとし、事故が発生した場合、設備間が協力して、

自律分散的に復旧を図る過程を摸擬する。

現在は、スマートグリッドの導入検討が進みつつあるため、高

耐災性配電網の設計問題への適用を考えた場合、どちらのタイ

プの要素も必要となる。スマートグリッドの災害時復旧では、配

電線自体が自律的に復旧をある程度行い、次いで復旧不可能

であった部分を要員が復旧にすると想定されるからである。

モデル化は、既存システムの改良および今後の情報収集に

より行う。先行研究により、基本的なロジック部は明らかになって

いるので、スマートグリッドの動作ロジック、あるいはシステムと人

間との相互関係の部分に関する部分の検討を行う。

(2) シミュレーション最適化手法の開発 
シミュレーション結果における応急復旧完了時間、あるいは

電力供給支障量などの耐災性評価指標を目的関数として、設

計パラメータを最適化・合理化する問題を考える。このような問

題の既存解法としては、逆シミュレーション[倉橋 99]や、応答曲

面法[吉野 05]などがある。しかし、本研究で検討するシミュレー

ション最適化は、設計パラメータの選択に依存してその難しさが

大きく変化することに加え、問題規模が非常に大きくなると予想

される。実現に向けては効率的解法の検討を行うとともに、並列

計算フレームワーク（[小野 10]など）を採用し、多数の解を高速

に得る方法に関する検討も必要となる。

(3) シミュレーションによる最適化設計 
前項の定式化に基づいて、システムの設計パラメータを決定

する。また、既存システムの設計パラメータに基づいた場合と比

較してその効果を明らかにする。本研究では、耐災性を評価す

ることが主目的であるため、いわゆる「最悪ケース」に相当する

条件をいかにぎりぎりまで想定するかが重要である。同時にシミ

ュレーション結果を現実へ反映させるための解釈も重要となる。

3.2 研究課題 

提案する研究において、解決に向けてチャレンジングな課題

になると考えられる点を以下に再度まとめる。これらについては

学際的な研究協力が必要になると考えられる。以上の研究構

成・課題を Fig. 1 にまとめる。 
・実験環境のシミュレーションモデル・フレームワーク開発
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・多数シミュレーションの並列最適化手法

・災害時の（苛烈な）被害条件の想定

・耐性性に関するシミュレーション結果の現実との対比（解

釈）検討

3.3 期待される成果 

本研究構想に従い、ABS を巨大システムの耐災性分析へ適

用することの利点は、以下であると考える。

(1) 条件を変更した複数回のシミュレーション実験が可能。 
(2) 組織的対応に関する知見が得られる。 
(3) 現場担当者・国民への訴求力が高い。 

以下、個々の項目に関して若干補足する。

(1) 条件を変更した複数回のシミュレーション実験が可能。 
今回の震災で得られた教訓を反映し、起こり得る「最悪ケー

ス」に近い分析を行うには、災害が発生してしまった場合、どの

ようなことが起こり得るかに関する知見が必要になる。このため

には、できるだけ多くのシミュレーションをできるだけ広いバリエ

ーションの被害想定に対して行う必要がある。多数のシミュレー

ションを通じて、生じうる事態を想定できるとともに、ロバストなシ

ステムの設計パラメータに関する知見を得られる可能性が高ま

る。

(2) 組織的対応に関する知見が得られる。 
エージェントシミュレーションでは、人や組織構造を考慮した

上で、それらの災害時対応行動のシミュレーションが可能となる。

耐災性の観点からは、性能向上などのハードウェア的な対策は

もちろん重要である。しかし、現実的には災害対応を行うのは人

および組織である。被害状況に関する十分な情報が得られない

ような状況においても、早期回復を図るには、事前対策としての

組織的対応行動に関するシミュレーション分析が有効である。

(3) 現場担当者・国民への訴求力が高い。 
対象とする巨大システムの設計パラメータを変化させ、シミュ

レーション過程を比較して提示することにより、現場担当者や周

辺住民の理解を促進することが可能となる。また、過程を閲覧で

きることにより、対応に関しての新たな気づきを促す効果が期待

できる。

4. まとめと今後の展望

重大な災害が発生した場合にも、被害をできるだけ少なく食

い止められるような巨大システムを設計するためにＡＢＳを用い

る研究構想について述べた。

本構想は、非常に広い分野を含む学際的課題であるが、国

民生活の安全・安心を確保するためにはその解決は焦眉の急

である。実験経営学が関係する多様な分野の密接な協力によ

る迅速な解決が望まれる。
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ステップ1: 対象のエージェントシミュレーションモデル化

災害時の（苛烈な）被害条件の想定
 「最悪」ケースの復旧想定

ステップ2: シミュレーション最適化手法の開発

ステップ3: シミュレーション分析

シミュレーション結果と現実との対比
 シミュレーション結果の現実への反映

シミュレーションモデル・フレームワークの開発
 対象のモデル化
 要員のモデル化
 シミュレーションフレームワークの開発
対象は巨大システムであり、非常に複雑、かつ要素数大

多数シミュレーションの並列最適化手法
 システム設計パラメータに関するシミュレーション最適化問題の定式化
 効率的解法の開発
個々のシミュレーションは独立に実行可能かつ多数のシミュレーション実行
パラメータ空間の効率的絞り込み

Fig. 1 Issues of This Research Plan 
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高信頼度電力供給の見えざるコストに関する検討
Research upon “Invisible Cost” by High-reliable Electric Power Distribution 

乙 山人
Sanjin OTSU 

Email: otsusanjin@gmail.com 

The aim of this article is to reveal the positive effects of the “invisible cost” of the reliable electric power distribution by Japanese electric 
power companies, which tends to be claimed for its high cost. Users of Japanese companies enjoy its high reliability unconsciously 
without any additive cost. If relatively low-reliable power resources such as photovoltaic or wind-power generators are connected to the 
power grid, users might have to pay additive cost to keep the quality of the electricity. In this article, we suppose such occasion and try to 
clarify the effect of the reliability of electricity from the viewpoints of social welfare. 

1. 背景

近年、太陽光発電を代表とする分散型電源が地域・コミュニ

ティなど小領域の電力供給源として脚光を浴びている。これは、

東日本大震災後の原子力発電所の稼働停止や、環境負荷が

少ない電力源として、再生可能エネルギーに対する期待が高ま

っていることによるものである。

一方で、電力供給事業はその規模が大きくなればなるほど経

済性が向上する、いわゆる『規模の経済』が実現する代表的な

事業の一つであると言われている。従来、我が国では、このよう

な規模の経済による供給システムが構築され、しかも世界的に

も高い供給信頼度の電力供給が実現してきた。

現在、分散型電源を地域に設置し、IT を活用して効率が高

い電力供給を行う、いわゆるスマートグリッド[高山 2010]に関し

ては複数の実証実験が行われているが、スマートグリッド導入時

の供給信頼性や供給コストへの影響はまだ必ずしも明らかにな

っているとは言えない。特に、分散型電源が導入された場合の

電力の供給信頼度への影響と、電力の供給信頼度低下に対す

る補償コスト発生の可能性の検討は重要である。信頼度低下に

対する補償コスト（信頼度補償コスト）は、分散型電源の導入に

よる効率性によるコストメリットとはトレードオフになるものであり、

両効果を適切に評価する手法がなければ、分散型電源導入に

よる経済的効果があるかどうかを確定することはできない(Fig. 1)。 

2. 問題提起と目的

2.1 問題提起 

本稿のタイトル中の『見えざるコスト』は、我が国の系統の高い

供給信頼度により、需要家が潜在的・間接的に得ている便益の

意味である。本来需要家は、自らの用途に対して必要とする信

頼度は、自己責任において達成する必要がある。ところが、我

が国では、一般電気事業者による供給の信頼度が十分高いた

め、需要家は追加の信頼性確保の必要性を意識することなく、

高信頼度電力を利用している。現在の系統に対して、必ずしも

可制御ではない分散型電源が導入された場合、現状の信頼度

が維持できるとは限らず[磯尾 2001] [廣瀬 2011]、需要家が信

頼度補償コストを負担する必要性が生じる可能性がある。

2.2 研究の目的 

本検討は、このような状況において、需要家が個々の必要と

する信頼度供給を求める場合、従来型の電力供給方式と比較

して分散型電源導入時の経済性を社会厚生の観点から適切に

評価できる手法を検討することを目的とする。

3. 提案手法

本検討は以下の手順により行う。以下の 3 ステップに分割し

て行う（Fig. 2）。 
1) 配電系統のモデル化

2) 需要家のモデル化

3) エージェントシミュレーションによる最適化

以下、手順の内容を説明する。

3.1 配電系統のモデル化 

本ステップにおいては、研究対象である配電系統をモデル化

する。モデル化では、配電ネットワークの信頼度を評価する手

法（[福留 2002]など）を用い、電力会社の垂直統合ネットワー

クと、分散型電源が導入された場合の水平分割ネットワークそ

れぞれの信頼性を評価する。実施する項目は以下の通りである。

(a) 現在の一般電気事業者が実現している信頼度に関する調

査を行い、基準となる信頼度を明確化する。また分散電源

の供給信頼度に関する基本的調査を行う。

(b) 分散型電源が導入された場合のコストおよび信頼度を算

出するモデルを開発する。このモデルでは、機器構成・機

器容量などにより、実現される信頼度およびコストを算出

する。この際の供給信頼度評価は供給ネットワークを考慮

した信頼度である必要がある。

(c) 需要家側における信頼度補償コストに関するモデルを開

発する。このモデルでは、需要家側が必要とする信頼度

が満たせない場合、信頼度を保証するために必要となる

追加コストを算出する。

3.2 需要家のモデル化 

本ステップにおいては、需要家に関して、行動形態を含めて

モデル化を行う。実施する項目は以下の通りである。

(a) 現在の需要家が必要としている用途ごとの信頼度の分布

を作成する。また、必要とする信頼度に対する所要容量に

関する分布を作成する。

(b) 需要家を用途ごと・容量ごとの分布に合わせて複数種類

に類型化する。

(c) 類型化された需要家の領域内の存在比率により、領域を

複数種類に類型化する。

3.3 シミュレーション分析 

モデル化した内容に従い、電力需給のバランスを取るための

供給を行い、その際の所要コストの比較を通じて供給の効率性

に関する評価を行う。
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(1) 導入可能量分析 

類型化された領域のそれぞれに対して、領域内の信頼度別

の総需要を満たすために設置できる分散電源とその種別を決

定するためのシミュレーション分析を行う。この分析では、需要

家は補償コストを負担しないものとする。

(2) コスト分析 

目標とする分散型電源の導入量に対して、信頼性が低下す

る場合、需要家が補償コストを負担する場合のコストに対する影

響を評価するためのシミュレーション分析を行う。

4. まとめと今後の展望

本検討の実施により、以下が得られるものと期待される。

 現状における社会的公正を大きく損なわない範囲での分

散型電源の適切な導入量に関する知見

 分散型電源が実現する必要がある供給信頼度とその際の

コスト上昇／削減

 既存系統が実現する必要がある供給信頼度とその際のコ

スト上昇／削減
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Fig. 1 The Influences by Introducing Distributed Power into Power Grid 

(b) After introducing distributed power resources 
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ステップ1: 配電系統のモデル化

電気事業者の供給信頼度調査

分散電源の供給信頼度調査

配電系統のモデル化

既存需要家の必要供給信頼度・容量分布の推計

導入可能量分析

 対象領域内に設置可能な分散電源容量
および種別を評価分析

需要家の類型化

需要家における信頼度保証に関するモデル化

対象とする領域の類型化

分散電源の供給信頼度調査

ステップ2: 需要家のモデル化

ステップ3: シミュレーション分析

コスト分析

 必要な信頼度の供給を行うために最終的に、信頼
度補償コストも含めた最終的費用を評価分析

Fig. 2 Research Steps 
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エージェント・ベース・シミュレーションを用いた組織における 

情報伝播の考察 
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Abstract: An organization is important for man and has various kinds of composition. When composition has a difference, a difference 
comes out especially in propagation of information. Then, we consider how to convey information efficiently by using an agent-based 
simulation. To observe how propagation of information takes place, we create ‘mission game’. This game has the main target and a sub 
target exists and when agents achieve an aim, it is considered as a game clear. We observe information propagation when changing an 
agent's organizational structure and how much in less time. As future work, we hope to extend the game. 

1. 背景

現代社会において組織というものは存在不可欠なものである．

これは古代ギリシアの時代から続くものであり[アリストテレス 61]，

人間にとって重要なものである． 

その組織というものにも様々な種類がある．例えば官僚組織

(ヒエラルキー組織)，タスクフォース(プロジェクト組織)，知識資

産共有の関係性(ネットワーク組織)等が挙げられる[富士ゼロッ

クス KDI 08]．官僚組織というものはいわゆるピラミッド型の構造

であり，情報は上(リーダー)から下(メンバー)へ流れる．対してタ

スクフォースの場合，プロジェクトごとに小チームが並列的にな

っており，情報は横に流れる．こういった様々な組織において，

リーダーからの命令が組織全体に伝わるときの伝送路に違いが

生じる． 

ここで考えなければならないのが情報の伝播がいかに重要で

あるかということである． 

2. 目的

上記のように組織と情報の伝播の関係は人間にとって非常に

重要な問題である．そこで本研究では情報の伝播に注目する．

例えば，ある組織内においてリーダーがメンバーにある指示を

出したときに，メンバー達に最も効率よく指示を遂行させるには

どの様に情報を伝播させるのが望ましいのであろうか． 

エージェント ・ベース ・シミュレーション (Agent Based 

Simulation; ABS)を用いて効率的な情報の伝達方法を考察す

る． 

3. 提案手法

3.1 シミュレーション概要 

本研究では「任務遂行ゲーム」(Fig. 1)を行うことを考える．例

えば，エージェント数を 100 人としてゲームを行うとする．そして

その 100 人でチーム(組織)を作り，ある目標に向かって動いて

いくものとする．ゲームでは主目標と副目標の 2 つを作る．主目

標というものはゲーム開始の時点で決められているものであり，

エージェント全員が知っているものとする．対して副目標というも

のは，ゲームの最中にリーダーから出されるものである．チーム

のリーダーがある時点で，それをチーム全体に指示するものと

する．主目標及び副目標を達成したときにゲームクリアとする．

ここで鍵になるのがリーダーが組織のエージェント達に副目標

を伝える方法である．ここで考えられるのが，エージェントが主

目標をこなす上で，さらに副目標の情報が追加された時のエー

ジェントの挙動の変化が観察できる事が予想される． 

さらに ABS を用いてこのシミュレーションを行うことにより，エ

ージェント同士の相互作用も観測できる．例えば，あるエージェ

ント(x とする)が時間 tにおいて副目標の情報が到達していなか

ったとしても，xの周りのエージェントが副目標に対して動き始め

ていたとしたら，x も周りの行動から副目標を知ることができるか

もしれない． 

さらに，エージェントを観察することにより，組織内での情報の

伝播を観察することが可能になり，情報の伝播についての考察

ができる．ABSを用いることでより現実に即した情報の伝播が見

られる事が期待できる． 

Fig. 1:任務遂行ゲームの流れ 
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3.2 モデルの説明 

(1) エージェントの属性 

エージェントの属性として大きく 3 つに分けることを考える．そ

れは， 

・ 指示(情報)に対する判断ルール 

・ 情報伝達能力 

・ 任務遂行力 

である．これらを軸にエージェントの属性を細かく設定してい

くことが，今後の課題である． 

(2) 組織 

背景の項でも述べたように，組織には様々な種類があり，情

報の伝送路に違いがある．そういった様々な種類の組織をいく

つかつくり，それぞれ「任務遂行ゲーム」を行い，どれだけ少な

い時間でゲームクリアさせることが出来るのかを観察する． 

さらに ABS を用いる事により個々のエージェントがどの様に

情報を受け取り，任務を遂行するのかも合わせて観察すること

が可能だと考える． 

4. まとめと今後の展望

 組織内での効率の良い伝達方法を見出ことができる

 「任務遂行ゲーム」を拡張し、組織同士の対戦ゲームを作

成する

参考文献 
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マーケティングセンスを鍛える「マーケティング道場」実験 
“Marketing Dojo“ Experiment to Develop Intuitive Marketing Skills 

 鳥山正博*1, 
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*1立命館経営大学院
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Email: toriyama.masahiro@gmail.com 

Marketing discipline has always been science oriented rather than intuition oriented since the birth of the discipline.  However, in the real 

world, there are marketing analyst with good marketing sense and bad marketing sense.  We have come up with the concept of Marketing 

Dojo, as in Judo or in Karate, which aims to train marketing intuition by guessing games of the market.  Although this is the intermediate 

report of the experiment, effect of increasing interest and ability to generate new concepts are observed.  This approach can be one school 

of Experiments Based Management and Administrative Science. 

１．概要 

 マーケティングというディシプリンは長らく直観から科学的方

法へという方向性で進化してきたが、どんなに科学的な手法を

教えてもそれだけでは決して優れたマーケターに育つことは無

い。「あいつは分析手法は良く知っているのだが、イマイチセン

スが無い」とはしばしば耳にすることである。ここではマーケティ

ングマインドの本質はセンスであり、科学的な分析手法などはそ

の道具に過ぎないと考える。ここで言うマーケティングマインドは

従来の科学的思考法も直観的思考も含む、結果としてマーケテ

ィング成果を出せる思考と定義する。同じマーケティング情報と

分析スキルがあってもマーケティング成果を出す人と出さない

人があるが、その差をここではマーケティングセンスと定義する。

現実の成功しているマーケティングマインドのあるマーケケター

の中には分析派マーケターも直観派マーケターも居る。ここで

はマーケティングセンス自体を鍛えることが出来ないか、という

問題の立て方をし、実際にマーケティングセンスを鍛えるプログ

ラム「マーケティング道場」を開発し実施した。「マーケティング

道場」は将来ある時点で行なわれるアンケートの結果を現在入

手可能な情報から当てさせるゲームであり、現在入手可能な定

性データとしてブログやツイッター等ソーシャルメディア上の発

言をテキストマイニングし可視化したものを用意した。この実験

的プログラムの前後でアンケートをとり主観的・客観的にどのよう

な効果があったのかを検証した。これまでに無かった情報環境

を作り上げ、実験し検証するアプローチは Experiments Based 

Management and Administrative Scienceの一分野を拓くもので

ある。 

２．背景と問題意識 

 マーケティングマインドの本質はセンスであり分析は所詮ツ

ールである。直観的マーケターにもセンスの善し悪しがあり、分

析者にもセンスの善し悪しがある。そのセンスを磨くのは結果で

勝負をするメンタリティであり、手段の正当性よりも、結果を出す

ことに対するこだわりでは無いかと考えた。現実にはそのメンタリ

ティが強い者がセンスを磨いているのだから、センスは意図的

に磨くことが出来るというのがこの試みの背後にある大きな仮説

である。なぜならば生まれながらの名マーケターは居いないか

らである。他の分野の参考例としては、キュレーターの審美眼を

磨く訓練、棋士のセンスを磨く日々の真剣勝負、意思決定のセ

ンスを磨く HBSのケースメソッド、トレーダーのセンスを磨く日々

の勝負があるが、いずれもどのように辿り着くかは明示的ではな

いが、真剣に結果を追い求めることで直観的な能力を高めてい

るのである。 

 では、センスを磨く為の条件は何か。ここでは以下の４条件

に目をつけた。①経験の数②結果がフィードバックされること③

まわりに優れたマーケターが居ること④はじめは外発的モチベ

ーションでスタートしても途中から面白さに気付き内発的モチベ

ーションに火がつくこと 

 さて、天才的マーケターが一人と凡庸なマーケターがたくさ

ん居るマーケティング組織は強いと言えるであろうか。それは決

してそうではない。なぜならばマーケティングは１人で出来る仕

事ではないため、ひとりで全商品のマーケティングが出来ない

以上たくさんのそれに準ずるマーケターが必要だからである。し

たがって、システマティックに育成する方法論が必要なのである。

では経営者にそのセンスが必要であろうか。経営者だって（経

営者こそ）マーケティングセンスが重要だと考えられる。家電を

例にとると、成功している時代のソニーの経営者は盛田・大賀と

いう希代のマーケティングセンスの持ち主である。アップルのス

ティーブジョブス然りである。近年最大の失敗例は全家電メーカ

ーが意味も無く突っ込んだ３Ｄテレビ競争であるが、まともなマ

ーケティングセンスのある経営者が居る企業であればおそらく

避けられたに違いない。その意味では経営者こそマーケティン

グセンスは重要だと主張したい。 

 また、組織的には、様々な段階のマーケターのマーケティ

ングマインドが高まることは構造的な強みとなる。マーケターは

自分とは違う消費者を含む消費者の好みに共感出来る能力と

想像力が大事だからである。天才的マーケターはたくさんの優

れたマーケターの中から確率的に生まれてくると考えられ、マー

ケティング力が優れた企業はそれが出来ている。例えば P＆G

ではブランドマネジャー制度によりマーケターの切磋琢磨がシ

ステマティックに行なわれている 

 今のマーケターは自分の担当商品だけを考えているが、マ

ーケティングの性格上様々な商品について考えられなければな

らない。消費者はいろんな商品の中に暮らしているからである。

消費者の消費行動全体の中でいかに自社商品を位置づけ、魅

力を感じてもらい、使い続けてもらうかの勝負である。それゆえ、

多少人為的にでも周辺カテゴリーの商品にも関心を持たせる必

要がある。 
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 関心を持たせるためにここではゲーミフィケーションの考え

方を援用している。ゲーミフィケーションとはゲーム産業で開発

されたノウハウをビジネスの他の領域に活用することであり、成

功したゲーミフィケーションははじめは外発的モチベーションで

始めながらも途中から内発的モチベーションのウエイトを高めて

いる。これらの問題意識に基づき、「マーケティング道場」を構想

した。 

３.「マーケティング道場」実験の概要

3.1. 実験概要 

2012年 4月下旬と 5月下旬に一般消費者アンケート調査を

行い、その結果を問う「当てっこクイズ」を４月および５月に実施

した。テーマはビール類とミラーレス一眼デジカメ（４月）とビー

ルテイスト飲料とコンパクトデジカメ（５月）。例えば４月には新商

品の認知、経験、ユーザー層、きっかけ、評価等に関する問い

を１７問尋ねた。 

 参加者は立命館経営大学院のマーケティング履修学生３０

人と株式会社ゲインの社員１０名、プラスアルファーコンサルテ

ィング株式会社の社員１０名である。 

 事前にツイッターおよびブログをクローリングしたテキストマ

イニングに欠けたデータを閲覧出来る環境を整え、趨勢等の各

種分析及び原文参照が出来るようにした。 

3.2. 事前の仮説 

以下のとおりの予め考えた仮説のもとにプログラムを設計し実

施した。 

・圧倒的に市場の動向を見るために使う時間を増やす 

・マーケティング目的のあらゆる情報を見ようとする、分析しようと

する 

・マーケターとしての能力アップ 

・日々の会話にマーケティング的な会話が増える 

・マーケティングの奥深さに気づきハマる人が増える 

・人材育成とマーケティング才能のある人材発見できる 

４．「マーケティング実験」の結果：主な発見 

4.1. 事後の自己評価 

 トータルな有用性の評価として事後にアンケートを尋ねており

その結果の代表的な発見は以下のとおりである。 

・プログラムが面白いと思った（５段階の top2box,以下同様）は

71.4% 

・マーケティングに対する興味関心が深まった 74% 

・マーケティングに対する知識や仮説構築力が高まった 61% 

と比較的高いのに対し、 

・消費者の気持ちや思考回路がわかるようになった 23% 

と簡単に考えていた消費者の立場に立って考えることの難しさ

をあらためて実感したことが伺える。 

4.2. 事前と事後の態度比較 

  各カテゴリーにおいて事前と事後で同じアンケートを尋ねて

おりその比較を示す。 

・ビールカテゴリーはマーケティング的に面白いと思う 

事前 61%  事後 80% と興味関心が深まっている。 

・ミラーレス一眼カメラについて考えることが好きだ 

事前 7%  事後 17%  とこれも水準が低いながら激増している。 

・ミラーレス一眼カメラカテゴリーに関心がある 

事前２１％  事後３７％と関心は増している 

以上、興味関心については明らかな効果があったことが発見で

ある。 

  では能力ではどうか。 

・ビールカテゴリーにおいて仮説を生み出す力がある 

事前 14%  事後 22% と水準は低いながら倍増しているのが

分かる。 

・ミラーレス一眼カテゴリーにおいて仮説を生み出す力がある 

事前 3.5%  事後 17.1%  と更に水準は低いものの、５倍に激増

するほどの効果が現れた。 

5. 今後の課題と研究の方向性

  まず、現段階での実験結果についてはより詳細な分析を行う。

成果があった人と無かった人の違いについて、実際に良いスコ

アを出した人と出さなかったひとの違いについて、投入した努力

と成果の関係、等の分析、成果があった人に関する定性調査等

を予定している。 

  次に、感想および改善提案からの知見をまとめ、現実に使

われるプログラムとしてブラッシュップをする必要がある。 

  最後に現実世界でのプログラム化すなわち商品化である。

一方で内容のブラッシュアップも必要であるが、ターゲットセグメ

ントと USP（Unique Selling Proposition）を明らかにすべく、顧客

側のヒアリングが必須である。それが明確になると、課金体系と

水準の設定、どのようにこの新しいコンセプトを伝えてゆくか、ど

のようなルートで顧客に到達するかといった課題に取り組むこと

になる。 

  一般にはじめての概念の商品・サービスは、使ってみてはじ

めてその価値に気がつくものであり、したがって立ち上げには

大変手間がかかる。この試みは、世の中に無い概念に基づくサ

ービスを開発し、実験的に行なうことで実ビジネスを立ち上げる

という実験の一環でもある。二重の意味で実験経営学なのであ

る。 

参考文献 

[Mintzberg 2004]  Minzberg, H.(2004)Managers not MBAs, 

Berrett-Koehler Publishers.〔池村千秋訳(2006)『MBA が会社

を  す:マネジャーの正しい育て方』日経BP社〕 

[井上明人 2012] 井上明人:「ゲーミフィケーション―<ゲーム>が

ビジネスを変える」,NHK出版.2012.1 

[Ashkanasy２００６]Ashkanasy, N.M.(2006)Introduction: 

Arguments for a More Grounded Approach in Management 

Education, AML&E, 5(2)207‒208. 

[徳永１９９０] 徳永豊: マーケティング環境と機会と脅威の分析，

『明大商学論叢』第７３巻１号，１９９０．８. 

[森本三男]  森本三男: 経営者教育:MBAコースとその対極 

『創価経営論集』 第 31巻第 3 号,  

-39-

GEAR Transactions on Experiments-based Research on Advanced management of Networks, Organizations, and Services(TERANOS)  Vol. 1, No. 1, Revised Reviewed papers



The 1st General conference on Emerging Arts of Research on management and administration (GEAR), 2012 

 

付加価値として｢遊び｣を加えたポイントサービス 
The added value of point service by the playing. 
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There is a perspective that point service is delay discount. So it is ineffective promotion for a homo economicus. But many point service 

get success in the market. There are various cases that have different cause each other. On the other hand, energy to move people in a 

playing has recently been attracting much attention. And it is say that competition is a one of type of playing. The aim of this research is 

the analyzing condition for huge impact of competition on point service. So we propose the model for Agent-based simulation. There are 

some customer agent that have the choice of discount service or point service. And they have addiction for the playing rise and fall by 

referred ranking of the mount of point. The more huge addiction they have, the higher propensity they choice point service.  

1. 背景 

ポイントサービスは「購入量に応じて企業が価値を保証する

ポイントを付与」することで顧客をロックインするサービスである． 

商品を値引いて販売する値引きサービスを即時の値引きとす

ると，このポイントサービスは値引きの遅らせたものだととらえる

ことができる．そのため，経済合理的な人間であれば，即時の

値引きを選択するためポイントをためることはない[田中 2011]． 

しかし，現実の市場において，ポイントサービスは年々広がり

を見せている[野村総合研究所 2008]．ポイントサービスが成立

するためには，それに対して，値引きの遅らせたものである以上

の顧客が求める付加価値を作りだす必要がある． この価値作り

の方法については様々な事例が存在するが，本稿では「遊び」

の要素を取り入れたポイントサービスを考える． 

1.1 様々な付加価値を持つポイントサービス 

現実の市場におけるポイントサービスの価値作りでは，様々

なケースが存在する． T-point カードは共通カードであり，異な

る店で貯めたり，使ったりできるようにすることで，他の店で購入

できる，という魅力を提供している[寺田 2011]．ANAのマイレー

ジプログラムはマイルのたまり方によってランク分けされ，それに

よって接客を変えるなどし，顧客のプレミアム感を刺激している 

[ANA 総合研究所 2008]．そのほかにも，オリジナル商品に交

換可能であるなどして，魅力を高め，付加価値をつけているケ

ースがある． 

1.2 遊びについて 

近年，ゲーミフィケーションなど，遊びのもつ人を動かす効果

を応用しようという動きが広がっている． 

また， Cailloisは遊びについて定義し，そのタイプを競争．偶

然，眩暈，模擬の 4 つに分類している[Caillois 1961]．また，

Cailloisは遊びの定義の 1つとして未確定の活動であることを挙

げている．すなわち，ゲーム展開が決定されていたり，先に結果

が分かっていたりしてはならない．相違の必要があるのだから，

ある種の自由が必ず遊技者側に残されていなければならない．  

このうち競争とはただ 1 つの特性に関わり，一定の限界の中

で，外部の助けを一切借りずに行われる遊びであるといってい

る． 

 

 

 

 

また，偶然とは，競争とは正反対に遊技者の力の及ばぬ独立

の決定の上になりたつ遊びであるといっている． 

1.3 目的 

本研究では「遊び」のタイプのうち競争と偶然という要素をポ

イントサービスに加えることでどのような効果があるか，ということ

をエージェントベースシミュレーションによる検証を行うことを目

的とする． 

2. 遊びによる動機づけ 

動機づけとは，人を行動に駆り立て，その行動を方向付け，

維持する心理的なメカニズムのことである[Schiffman 2008]．本

研究では遊びにより，この動機づけが行われると考える． 

2.1 競争・偶然による動機づけの変化   

競争を行うことで顧客エージェントの動機づけの度合いが変

化する．競争による動機づけの変化はスポーツ心理の分野で

研究が行われており，松本の実験によると競争に勝っても負け

ても動機づけは高まった[松本 2005]．しかし，同時に競争によ

るストレスの増加も指摘されている．そこで本研究では競争で勝

っても，負けても動機づけは高まる．しかし，負けが続くことでス

トレスにより動機づけが大幅に低くなる，ものとする． 

 また，偶然によっても顧客エージェントの動機づけは変化する．

賭け事において，前回の結果によって影響を受けるとしている

[Gehring 2002]．そこで，偶然によって良い結果になればなるほ

ど動機づけは高まり，逆に，悪い結果になればなるほど動機づ

けは低くなるものとする． 

3. 提案モデル 

figure1 はモデルの全体像である．競合関係にある 2 店舗が

市場に存在し，それら店舗の差異は，両店舗が行っているポイ

ントサービスに遊びの要素が入っているかどうかのみである．ま

た，購入する顧客エージェントが存在する．顧客エージェントは

ポイントサービスに動機づけの要素をもっており，動機づけの度

合いが高いか，低いかで購買店舗選択に影響を与える． 
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ポイントサービスの内容としては，一般的である購入金額に

比例したポイント数を付与するのに加えて以下の内容の競争，

偶然を行うサービスを想定する． 

競争：期間あたりの獲得ポイント数のランキング 

偶然：一定確率でボーナスポイントを獲得する 

以上のサービスを来店度のレジ通過時に行うことを想定する． 

尚，モデルは，日常的に高頻度で購入される商品である最寄

品を主に販売する，小売店の 2店舗間における競争を前提とし

て構築している．  

3.1 顧客エージェントの購買行動 

 顧客エージェント はポイントサービスへの動機づけだけでなく，

購買頻度   によって購買行動が決定される．購買頻度   は顧

客の生活スタイルや家族構成によって決定されるものである．  

また，本研究では顧客エージェントの店舗選択モデルとして

MCI（積乗型競合相互作用）モデル [Nakanishi and Cooper 

1974]を用いる． 

    
∏     

   
   

∑ ∏     
   

   
 
   

     ( ) 

 ただし，本研究では議論を分かりやすくするため，要因をポイ

ントサービスによるものとポイントサービス以外のものとの 2 つの

みとする．さらに，ポイントサービス以外の要因に対する感応度

は 1とし，変化しないものとする．このとき，店舗選択のモデルは

(2)式であらわされる． 

    
 
   

        

∑  
   

        
 
   

     ( ) 

 1 ステップあたり，   に比例した回数分，この選択は実行され

る． 

 

 

 

3.2 ランキングによる競争 

ランキングは一定期間ごとに更新されるものとする．顧客エー

ジェントは更新後の初回来店のときに前回順位と今回順位を確

認し，それによって動機づけの度合いが変化する． 

動機づけは順位の変化に関わらず，(3)式のように高くなると

する．しかし，T 回連続で下降が続くと動機づけが(4)式のように

低くなるとする． 

        (   )             ( ) 

        (   )   
             ( ) 

3.3 偶然のボーナスポイント 

 顧客エージェントの来店のたびに，確率 P でボーナスポイント

が付与されるものとする．顧客エージェントは初めからボーナス

ポイントを認知しているものとする． 

 ボーナスポイントを獲得した場合，(5)式で動機づけが高くなる．

しかし，ボーナスポイントを獲得できない場合，(6)式で動機づけ

が低くなる． 

        (   )             ( ) 

        (   )               ( ) 

4. 実験 

構築したモデルを用いて実験を行う．実験の想定として，消

費者は 1000人で全員均一とし，週 2で（1ステップに 1度）購買

行動をおこなうものとする．2ステップで一週間とし，5年間のシミ

ュレーションであり，480 ステップ行う．また，獲得ポイント数のラ

ンキングは毎ステップ更新されるものとする．また，消費者の遊

びに対する反応のパラメータは table1のものを用いた． 

実験は，遊び無し，くじのみ有り，ランキングのみ有りの 3パタ

ーンについて行った．遊び無しとくじのみ有りの結果を比較する

ことで，くじ引きの効果を，遊び無しとランキングのみ有りの結果

を比較することでランキングの効果を分析した． 

4.1 くじ引きの効果 

figure2と figure3はそれぞれ遊び無しのときと，くじのみ有りの

ときの購買回数の分布である．480 ステップのうち，380 ステップ

から 480ステップの 100ステップの間，それぞれの消費者ごとに

遊びありの店舗で購買を行った回数が横軸であり，その人数が

縦軸である． 

figure2を見ると，遊び無しのときは 50回を中心に購買回数の

分布が小さくまとまっていることが確認できる．また，figure3 を見

るとくじのみ有りのときは，中心は 50 回付近であるが，遊び無し

のときと比較し，分布の幅が広がっていることが確認できる．これ

はよりくじにあたった消費者は    が大きくなり，よりくじにはずれ

た消費者は    が小さくなるため，くじによるばらつきが反映され

たためであると考えられる． 

 

 

 

 

 

figure 1. overview of model 

table 2. parameters of the expenrint 
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4.2 ランキングの効果 

Figure4 はランキングのみ有りのときの購買回数の分布である．

ランキングのみ有りのときは遊び無しのときと比較し，高頻度の

消費者と，低頻度の消費者に 2分化していることが分かる． 

Figure5は低頻度の消費者の    の変化の推移である．100ス

テップくらいまでは大きくなっていっているが，それ以降ほとんど

あがることなく，だんだん小さくなっていることが確認できる．これ

は一度    が下がると，遊びありの店舗を選択する確率が下がり，

ランキングが下がりやすくなる．それによってまた    が下がると

いうループが起こっているためである． 

これらのことからランキングは一部の消費者の来店頻度と高

め，それ以外の消費者の来店頻度を低くするという効果がある

と言える． 

 

 

5. まとめと今後の展望 

本稿では遊びの要素がポイントサービスに与える影響を分析

することを目的とし，エージェントモデルの提案・実験を行った．

その結果，以下の結論が得られた． 

 くじ引きといった偶然の要素は消費者の来店頻度のちら

ばりを大きくする． 

 ランキングといった競争の要素は消費者を高頻度な消費

者と，低頻度な消費者に二分する可能性がある． 

今後の展望・課題として以下を挙げる． 

 結論を再現するパラメータの特定する． 

 消費者の分類を行う． 

本研究で得られた結論は，きわめて実務への示唆に富んだ

ものである，それゆえ，今後実務への応用方法を模索していく

べきであると考える． 
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figure 2. Distribution of coming-to-the-store 

frequency(CASE. without the play) 

figure 3. Distribution of coming-to-the-store 

frequency(CASE. with lottery system) 

 

figure 4. Distribution of coming-to-the-store 

frequency(CASE. with ranking system) 

figure 5. Process of sift the 𝛃𝐢𝐣𝐭 
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We propose an agent-based simulation (ABS) for social media marketing. The ABS enables us to 

examine virtual information distribution among agents (virtual users) by using the feature of social 

media. We define the feature of social media from existing social media. Marketers who want to use 

social media for their marketing could use the system to examine the information distribution in 

advance and could estimate the result of social media marketing.  

. 

1. 背景 

昨今，ソーシャルメディアを用いたマーケティング（以下，ソー

シャルメディアマーケティング）が注目されている．2011 年度の

ソーシャルメディアマーケティング支援市場規模は約 59 億円，

2015 年度には約 87 億円になると予測されている（矢野経済研

究所 2012年 6月 13日発表）．実際に多くの企業がソーシャル

メディアを活用し始めており，「ソーシャルメディア白書 2012

（翔泳社）」によれば，大手企業 400 社の Twitter アカウ

ント保有率が 51.2%，Facebook ページ保有率が 27.1%とさ

れる． [池田 10]では，ソーシャルメディアマーケティングの注

意点として，効果測定をきちんとできるように開始前に目的・目

標を明確化することが重要であるとしている．従って，導入前に

目的を確認し，どのメディアをどのように用いればよいかの十分

な検討，効果目標の設定が必要になる． 

2. 目的 

本稿では，ソーシャルメディアマーケティングを行う際の事前

の検討のために，仮想社会上で，ソーシャルメディアを利用した

際の情報伝搬をシミュレートが可能なエージェントベースシミュ

レーション（以下，ABS; Agent-based simulation）を提案する．本

稿で述べるソーシャルメディアは，インターネット上で人々が情

報交換をすることが可能なツールとする．  

 

3. ABSの提案 

3.1 ABSの位置づけ 

[アジャイルメディア 12]によると，ソーシャルメディアの活用

は，広告のみならず，顧客の声の収集，顧客との会話，顧客間

の口コミの活性化・支援，顧客と共に製品開発などがあるとされ

る．本稿で提案する ABS は，特に，顧客間の口コミの活性化・

支援のために，顧客間の口コミすなわちあるソーシャルメディア

上での情報伝搬のされ方に注目する． 

3.2 ABSの機能と活用方法 

 本 ABS では，ソーシャルメディアの特徴を登録すること，登録

された情報の一部を用いてそのソーシャルメディアでの情報伝

搬の様子をシミュレーションすることを可能とする．また，シミュレ

ーションを行う際には，シミュレータの利用者すなわちソーシャ

ルメディアマーケティングの利用者がソーシャルメディアの性質

の一部を指定可能とし，指定された場合はその性質に合うソー

シャルメディアを用いたシミュレーションを行う． 

(1) ソーシャルメディアの特徴を登録 

ABS では，ソーシャルメディアの運用者がメディアの特徴を

登録できる．登録する情報は，メディアの利用者の属性（多い性

別や年代），ビジュアルが主なのか文章が主なのか等マーケテ

ィングに利用しようとする人に参照して欲しい情報と，利用者の

規模，情報提供型か否か，口コミ伝搬力（強度），人のつながり

度と人の間でやりとりされる情報のつながり度が高いのか等

ABS のシミュレーションで利用するものである．これらの項目は，

[池田 11]において，主なソーシャルメディアの特徴とマーケティ

ング活用のポイントで述べられている項目を参考にした． 

(2) ソーシャルメディアの性質を指定 

一方で，ソーシャルメディアマーケティング利用者が利用した

いソーシャルメディアの性質を指定できる機能も有する．指定す

る情報は，マーケティング対象製品の寿命が長期なのか短期な

のか，情報提供の要素が強いのか否か，短期的な効果を期待

するのか中期的な効果を期待するのか等である． 

(3) シミュレータ 

 (2)で特定のソーシャルメディアの性質を指定された場合は，

登録されているソーシャルメディアから条件に合うものを選択し

利用する．指定されていない場合は，ランダムにソーシャルメデ

ィアを選択しシミュレーションを行い，(2)で指定された製品の寿

命等の条件に合致しそうな情報伝搬が行われたソーシャルメデ

ィアの情報を以下の結果と共に返す． 

シミュレーションの結果として，情報伝搬のされ方（どのくらい

の期間で，どのような性質を持つ情報がどういう性質の人に，ど
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のくらい伝搬するのか）を返す．シミュレーションの概要は次章

で述べる． 

(4) 活用方法 

ソーシャルメディアマーケティングの利用者である本 ABSの

利用者は，利用したい特定のソーシャルメディアの特徴がある

場合は(2)でそれを指定してシミュレーションを実行し，(3)で得ら

れた情報伝搬の状態を見て目標とする効果が得られそうなのか

否かを考察する．特に利用したいソーシャルメディアがない場

合は，マーケティングの対象とする製品や効果を得たい期間等

必要な情報を(2)で指定した上でシミュレーションを実行し，(3)

で情報伝搬の性質とソーシャルメディアの情報を得る． 

図 1に全体像を示す．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 An overview of the ABS 

 

4. ABSの概要 

4.1 情報と流す人の定義 

著者らは，人々が集まるネットワーク上での情報伝搬の仕組

みを分析するための ABS を提案した．本 ABS では，流される

情報を，一般的に多くの人に共有される情報なのか，少ない人

の間で共有されるのか，どのくらいの頻度で共有されるのかによ

っていくつかのグループに分類した．さらに人々もそれぞれの

情報をどのように流すのかで何タイプかに分類し，シミュレーシ

ョンでは，人のタイプ，情報のタイプを指定して情報伝搬の形態

がどのように変化するのかを見た（[松山 07]）． 

 本稿で提案する ABS では，[松山 07]と同様，情報の性質を

定義する． 性質は既存のソーシャルメディアで，興味関心でつ

ながるもの（例えば，“価格.com”）の情報を参考にする． 次に，

情報を流す人を Agentとし，Agent間で情報がどのように伝搬し

ていくのかを定義する．情報伝搬の性質は，発信者を重要視し

た人のつながりを主体としたソーシャルメディア（例えば，

“Facebook”）の情報を参考にする．  

4.2 情報と人の関係性 

[松山 08]では，人々のつながり，流される情報（コンテンツ）

のつながりをそれぞれ「ネットワーク」とし，それら双方の関わり

方によって情報伝搬のされ方が決定されるという二重ネットワー

クモデルを提案した．そこではコンテンツのつながり度合によっ

て同時に人々に流通されるコンテンツ群を決定し，人のつなが

りの度合によって流通する相手を決定する．本稿で提案する

ABSでは，各ソーシャルメディアが人のつながり度が高いのか，

人の間でやりとりされる情報のつながり度が高いのかによって，

[松山 08]での人とコンテンツのつながり度合を制御する． 

実世界のソーシャルメディアにおいて，同一のメディア・人・カ

テゴリーの情報でも伝播に差がある場合があるが，本モデルで

は，流通される人の性質の差によって伝搬のされ方に差がでる

ことで対応する．流通される人々も全く同じ場合に発生する差は，

現時点ではその要因が明らかではないため，本モデルには組

み込まない（流通の差はランダムに発生する）．  

4.3 情報流通のシミュレーション 

ABS では，まず，ランダムに流す情報および流す人を決定し

た後，4.2 で述べた情報，人のつながり度合によって次に流す

情報と人を決定していき，一定期間仮想社会上での情報流通

を行う．結果として，4.1 で定義した人の性質ごとに，流した情報

がどういう人に流したかを返す．図 2 に結果の返し方の一例を

示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 An example of the  ABS result 

 

5. まとめと今後の展望 

本稿では，ソーシャルメディアをマーケティングに活用したい

人のために，仮想社会上でソーシャルメディアでの情報流通の

シミュレーションが行える ABS（エージェントベースシミュレーシ

ョン）を提案した．仮想社会上でのシミュレーションを行うことで，

事前に発生し得るいくつかのケースを認識しリスクを軽減するこ

とが可能になる． また，特定のソーシャルメディアを用いること

で目的に沿った目標達成ができるのか否かを検証する際に，利

用すべきソーシャルメディアの種類あるいは優位な点の考察が

できるため，次の一手を打つことが可能になると考える． 

[池田 11]では，実際にいくつかの企業でのソーシャルメディ

アマーケティングの事例を紹介しているが，今後，提案したシミ

ュレータを実装し，現実との接地も考察したい． 
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Consideration for the boom and flaming on internet, the concept of the “stock” and “flow” .The fact is not made hackneyed by being 

stocked though it flows. 

1. 本論の趣旨

ネットのブームや炎上をストックとフローの概念から考察する。 

ネット上の投稿や動画などのファクトは時間が経つことで陳腐

化（フロー）してしまうものだが、まとめサイトなどに編集される（ス

トック）ことで、時間軸に関係なく閲覧可能となる。 

ファクトがストックされることで、ネットユーザーが祝祭的に集る

ためにブームや炎上が拡大する。 

本論は、ブームや炎上の構造を明らかにすることで、企業な

どの組織経営上の課題であるネット上での評判を上げる、また

は不用意に下げないための提案とする。  

2. 先行研究について

2.1 ブームや炎上の先行研究 

鈴木は「カーニバル化する世界」[鈴木健 05]において、ネット

掲示板２ちゃんねる（以下：2ch）を中心におきた“祭り”とよばれ

る集団騒動や２００２年の日韓ワールドカップにおける渋谷交差

点の集団ハイタッチをカーニバルとしてとらえ、“物語のない「祝

祭」が日常”を分析した。若年層の雇用不安など将来への不安

が“ネタとしての祭り“の発生減であり、「祝祭」を通じて不安を解

消している、としている。 

 中川は「ウェブはバカと暇人のもの」[中川 09]において、最強

メディアは地上波テレビとし、テレビで見たことをネットで検索し

てブログに書き込むというのが普通だとした。中川はタレント議

員の当選や芸能人ブログの炎上を例に、ネットのブームはテレ

ビが作っているとして、テレビや新聞などの既存マスコミが依然

としてネットに対して優位であると説いた。 

2.2 炎上とは 

一方、ネットでの「祝祭」は負の側面もある。炎上とよばれるネ

ットを通じた誹謗中傷である。 

炎上とは“サイト管理者の想定を大幅に超え、非難・批判・誹

謗中傷のコメントなど殺到すること“と執筆者が「学びとコンピュ

ータハンドブック」[佐伯 08]において定義づけている。 

ネット草創期は DOS 攻撃によってサイトがアクセス不能にな

ることを炎上（または落城）、2004 年のブログブーム以前は２ｃｈ

などのネット掲示板で批判されることが炎上と呼ばれていた。 

ブログブーム後は前述のとおりとなったが、twitter がブームと

なった 2011 年以降は twitter のリプライ機能で批判や嫌がらせ

が殺到することも炎上と呼ばれるようになっている。  

荻上は「ウェブ炎上」[荻上 07]で、鈴木とおなじく社会不安を

ベースにイラク人質事件とサイバーカスケードの関係について、

社会不安がベースとなり相手を消し去りたい「デリートユー」の心

理が炎上を引き起こすとしている。  

 そのデリートユーを引き起こす記事内容を、執筆者は[佐伯

08]において、炎上のブログや SNS に反感を買うような記事、反

社会的な行為の告白・知ったかぶり・特定ターゲットへの悪口／

軽蔑・提灯記事・利益誘導などであるとしている、 

2.3 先行研究の概念を説明するストックとフローの概念 

小林は「新世紀メディア論」[小林 09]において、“ウェブ上の

情報発信は、他のメディアと比べて更新頻度こそ命であり、そこ

では情報の「フロー（流動性・回転率）」が優先される”と、フロー

の重要性を説く一方で“一方でアーカイブされていく情報ものち

において重要性を帯びてきます。（中略）その情報を欲する

人々が時間軸を超えて存在するから（中略）、それは情報の「ス

トック」となります”として、フローだけではなくストックも重要であ

ると説いた。 

Fig 1 concept of the “stock” and “flow” 

 小林のストックとフローの概念を図にしたものが Fig１である。

ネット上はさまざまテキスト・動画・画像などのコンテンツが、既存

メディアよりも高い頻度で更新されていく。それらコンテンツは時

間の経過とともに陳腐化（フロー）し、ほとんどが閲覧されなくな

る。 
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それらコンテンツの全体または一部を切り取ったもの（以下：

ファクト）がアーカイブされることでストックとなる。 

これらはネットに限った話ではなく、取材で集めたファクトを編

集してストックとし、印刷して販売する新聞や雑誌、映像として放

送するテレビ局など、既存のマスメディアでも用いられる方法で

ある。 

ファクトがストックされる過程が編集であり、小林は編集者とし

て既存メディアに編集力の重要性を説いた。 

3. まとめサイトとネット上のブーム

3.1 ネットのフローの状況 

ネットにおいてストックとフローの概念が重要であるのは、ネッ

トは情報発信が容易で、既存メディアと比較してファクトが多く存

在するからである。 

ネットは、特に CGM(Consumer Generated Media)が普及した

２００４年以降、情報発信が容易となった。CGM はテキストを打

つだけで HTML を精製してくれるシステムで、ブログや SNS

（social networking service）などは CGM を利用したコンシュ

ーマー向けサービスの代表である。平成 23 年版 情報通信白

書によれば、ブログは平成２０年までに 300 万以上が利用され

ている（Fig2） 

Fig 2  Penetration of blog in Japan 

ファクトの元となる投稿は、ミニブログ twitter は、1 日の投稿

数が 4 億[twitter 12] 、写真投稿サイトの Tumblr は投稿合計

200億、1日の投稿数が 5500万[IT メディア 12] 、日本の SNS

の代表である mixi は 1 日の投稿数が 6 億[TeckWave 12]、で

ある。 

 それに合わせ朝日新聞や読売新聞のなどの大手新聞の速報

サイトで更新される記事、J-cast や IT メディアなどのネットメディ

アの記事、動画共有サイトの YouTube にアップロードされる動

画（1 分あたり 60 時間分[YouTube 12]）など、膨大な量のファク

ト日々更新される。  

ファクトはネット上にあふれ、一覧することが不可能である。 

 テレビが日本では地上波が東京においては 7局（1分あたり 7

分）、新聞も大手新聞は朝日・読売・毎日・日経など数誌である

ことと比較すると、いかにネットがフローの力が大きいかがわかる。 

Fig 3 twitter official account 

3.2 ネットのストックの先行研究 

ネットにおけるストック関連の研究は、藤代と伊地知の研究が

ある。 

藤代は「メディア・イノベーションの衝撃」[藤代 07]において、

はてなブックマークなどをプラットフォーム型、J-cast などのネット

メディアを編集型として、マスコミとネットの間の「ミドルメディア」

の概念を提唱した。マスコミは影響力が強いが共感力が低い、

２ｃｈなどのネットは共感力が強いが影響力が小さい。その間に

あるミドルメディアはそこそこの共感力とそこそこの影響力がある

とした上で、上などはミドルメディアが発火点であるとしている。 

伊地知は「ブログ炎上」[伊地知 09]において、２ｃｈなどの掲

示板などが炎上を広げる原因で、徐々に影響力の大きいメディ

アで報道されることで炎上が広がっていくとした。 

両者の研究をフローとストックの概念で解釈すると、ネットは

更新頻度が高いため、ほとんどのファクトがフローしてしまう。そ

のために閲覧されるタイミングが少なく、１つ１つはわずかな閲

覧数しかない、という基本的な考えは中川と共通する。 

そのファクトが影響力を持つためには、インターネットの普及

以前であればテレビ・ラジオ・新聞・雑誌などのマスメディアで報

道されるなどするしかなかったとしたのが小林である。 

テレビやラジオなどで報道されないようなニッチなニーズは専

門誌が請け負っていたが。ネットが普及し CGMによる手軽な情

報発信が増えると、ファクトが増えるだけではなく、ストックのツー

ルとして CGMが使われるようになった。 

 藤代は CGM にストックされるものをプラットフォーム型のミドル

メディア、伊地知は２ｃｈのまとめサイトをストックとして位置づけ、

雑誌やテレビなどに相当するような影響力をもちつつあり、炎上

はこのストックが原因で発生するとした。 

3.3 先行研究における課題 

 先行研究では既存マスコミとネットは上位と下位の関係にある

としている。中川はネットと既存マスコミには壁があり、ネット上の

ブームはあくまでネットの中であるとしている。 

しかし、実例ではネットのストックは、本来ストックであるマスコ

ミ情報ですらファクトとして分解し、再度ストックすることで、マス

コミの上位的な存在になることすらある。 

 実例の１つ目は涼宮ハルヒブームで、テレビの情報が文庫や

ネットの情報とあわせてストックされたことで大ブームを起こした。 

実例２つ目は企業のネットの炎上事例で、に既存マスコミにも

たびたび登場する有名企業 A の炎上事件は、有名という理由

だけは炎上せず、２ｃｈに掲載されることでも炎上しなかった。最

終的にストックの１つであるまとめサイトに掲載されることで炎上

した例である。 

前者はフローするファクトが、それが既存マスコミによる情報

であってもネット上にストックされることで、既存マスコミだけでは

起こせなかったムーブメントを起こした。 
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後者は有名というだけ、２ちゃんなどのミドルメディアに掲載さ

れただけでは炎上せず、フローするファクトがストックされること

で炎上した。 

 これら実例から先行研究を補強し、ストックとフローの観点かブ

ームや炎上の構造を明らかにする。 

4. ハルヒブームにみるストック

4.1 ハルヒとは 

「涼宮ハルヒの憂鬱」は第 8 回 スニーカー大賞・大賞受賞作

品（大賞受賞作は 5 年ぶり・過去 2 作品のみ）で、シリーズ 9 巻

で 430万部を売り上げたライトノベルである。 

ハルヒは哲学をライトノベルの形にして表現した作品で、男子

高校生「キョン」の一人称の視点から、同級生のハルヒが巻き起

こす騒動を描いている。 

ハルヒは世界五分前仮説神や人間原理などをベースに構築

されているが、それでいて日常に中に非日常を一人語りの形で

描くというライトノベルとしての基本を押さえており、気軽に読め

る秀作である。 

ハルヒは 2006 年 4 月から UHF 系列でアニメが放送されたこ

とがきっかけでネット上でもかつてないほどのブームが起こった。 

Fig 4 Haruhi Suzumiya official site 

4.2 ハルヒブームの過程 

2006年 4月にテレビ放送が始まると、その作品品質の高さか

ら 2ch をはじめとする口コミサイトなどで話題となった。その最大

の理由の１つが「わけのわからなさ」である。 

Fig 5 Order broadcast of Haruhi Suzumiya 

Fig5はハルヒの放送順と本来の話数である。 

第１回の放送「朝比奈ミクルの冒険 Episode00」にはハルヒは

ほとんど登場しない。最後まで見ないとこれが劇中劇であり、ハ

ルヒが監督して撮った映画であることがわからない。 

第２回、第３回が本来の第１回、第２回。第１回の劇中劇があ

ったせいで１回づれたもの解釈できるが、第４回の放送では本

来第７回に相当する「涼宮ハルヒの退屈」が放送され、物語とし

ての一貫性が失われてしまった。 

その後も時系列を無視した放送が続き、放送を順番に見てい

るだけでは物語全体を把握することは困難な状態となった。 

本来であればそのような表現手段をすれば人気は出ないは

ずであるが「次に何が放送されるのか」「なぜバラバラで放送さ

れるのか」という議論がネット上で盛り上がった。 

ハルヒの人気をさらに盛り上げた理由の１つは原作を忠実に

アニメで表現したことである。時系列を無視したバラバラな放送

であっても、原作を読んでいる側は何故時系列がばらばらなの

を理解でき、アニメで細かく表現された原作で起こったエピソー

ドによる変化などを楽しむことができた。 

例えばハルヒたちが集まる部室が描かれたシーンでは、夏休

みのバイトでもらってきたカエルの着ぐるみが、夏休み前には描

かれていないが夏休み後には描かれている。（なお、このバイト

のエピソードはこの時はアニメ化されなかった） 

そのため、ネット上では原作既読の原作派と、アニメのみしか

みていないアニメ派の間で問答が繰り返された。 

さらに UHF での放送で放送のタイミングが地域によってバラ

バラであったがために、ネット経由で放送を見るという人が多く

でた。最初に放送された地域の人が動画共有サイトに録画した

動画を違法・合法問わずアップロードした。 

5 月 16 日の第 7 話が終了すると投稿先との１つある

YouTube は閲覧数が増大したために負荷に耐えられずにサー

バーがダウン。その後も放送されるたびにサーバーがダウンす

るため、6 月 2 日に「ALL YOUR VIDEO ARE BELONG TO 

US」(Fig6)というメッセージとともにサーバー強化のメンテナンス

を行うほどであった。 

ALL～は、ネットシャーゴンの「ALL YOUR BASE ARE 

BELONG TO US」のパロディで、日本のゲームなどで散見され

るおかしな英語を揶揄するものである。ALL～のメッセージは日

本向け、特にハルヒの投稿にたいしての YOUTUBE 側のメッセ

ージであると推測される。 

エンディング曲（初登場 5 位）やイベント DVD（8 位）などもオ

リコンチャートに入るほどの売れ行きとなり、00 年代を代表する

アニメとも言われている。  

Fig 6 2006-06-02 YouTube Information site 
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4.3  ハルヒブームの要素 

ハルヒはテレビによるテレビ放送がストックとしてではなく、バ

ラバラなファクトとして存在した。これら原作上のファクトもあわせ

てストックされることで、人気に火が付いたといえる。 

ストックのツールとしてブログ（Fig7）や WIKI が利用された。

特にブログは無料で使えるサービスが普及した時期とも重なっ

たため、多く利用された。 

放送や原作のファクト以外でも、ハルヒの世界観を利用した

個人創作の小説(２次小説)や、アニメ上にでてきた本や文具の

リスト、動画を再編集したまったく別の動画（MAD 映像）など、

多くのファクトが作成され、都度ストックされた。 

ストックにより分散・フローしていた情報がストックされることで、

ブームを知らない層がブームの存在を知り、それまで集められ

たデータに容易にリンクすることで、ブームに乗ってくるようにな

る。 

フローしてしまった情報をストックとして閲覧ことで後追いする

ことが可能で、ブームがブームを呼んだといえる。 

Fig 7 One of Haruhi Suzumiya fan site  [鈴木舟 06] 

Fig8 は Google トレンドで「ハルヒ」の検索数を調査した結果

である。２００６年４月の放送中も多くの検索があるが、放送終了

後もいくつかピークがあり、多くの注目が集まっていることがわか

る。  

なお、同時期に放送されていたいくつかのアニメに関しては、

Google トレンドでは検索できないほど注目が低い。  

Fig 8 Google trands「ハルヒ」[google 12] 

5. 炎上におけるストック

5.1  炎上におけるストック 

炎上は批判などが殺到することである。しかし膨大なファクト

がフローしていくネット上では炎上の原因になるような記事を更

新しても、発見される確率は非常に低く、その記事に関して反

応する閲覧者を多く集まる状況でないかぎり批判が殺到するこ

とはない。 

炎上は、執筆者がいうように“炎上を引き起こす根本的な原

因に対する憤りなどが原因”ではあるものの、ファクトがフローし

てしまえば閲覧者が多く集まることはない。 

炎上につながるファクトはストックされ、ネット上で炎上してい

るという状態が知れ渡ることでネットユーザーたちが祝祭的に集

まることで引き起こされる。 

5.2 炎上の事例紹介１：企業 Aの広報ブログ炎上 

Fig 9 は、ある炎上事件 A（対象者の名誉のために具体名は

省略）の企業名を Google トレンドで調査した結果である。  

企業 A は、ある企業との提携をしたことを発表。その提携先企

業は過去に問題を起こし、ネット上で批判をされた企業だったた

めに、企業 Aが批判されることとなった。 

炎上の現場は企業広報用として使っているブログで、コメント

欄に「もう A 社の製品は買わない」などの批判コメントが数多く

寄せられた。 

炎上のネタとなるプレスリースは fig9 の６日目の時点で公開

さている。当日、日経新聞電子版に掲載されるなどしたが、大き

な変化はない。 

２ｃｈにスレッドが立ったのが 7日目。少し検索数が上がってき

ているが、それほど大きなものではない。 

最もアクセスが集中したのが 9 日目で、大手まとめサイトに掲

載された日で、批判が殺到し、炎上状態となった。炎上はその

後も続き、半年近くたっても批判コメントの投稿が続いている。 

Fig 9  Google trends「A」 

先行研究でこれを分析すれば「マスコミ等でも CM 展開して

いる有名企業がネット上の道徳観に反するようなプレスリリース

を行ったことが、炎上の原因」となる。 

しかし、プレスリリースだけでは炎上はおこらず、またマスコミ

掲載や２ｃｈでのさらしでも大規模な炎上にはつながらなかった。

フローしてしまうファクトだけでは炎上にならず、またマスコミ報

道でもそれが大規模な炎上の直接的な原因とはならなかった。 

事件 Aの炎上はストックであるまとめサイトに掲載されることで

発生し、大規模に発展した。 
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問題企業との提携というファクトに合わせ、まとめサイト掲載前

の２ｃｈ上の批判や、十数個程度ついていたブログコメントもファ

クトとして扱われ、ストックされることで多くの閲覧者が“祝祭”的

にあつまり、炎上祭りを楽しむ構造である。 

企業 A に落ち度はなく、単純な業務提携である。しかし、祝

祭として、広報ブログのコメント欄にある批判コメントをストックし、

炎上しているという状態で祭り上げられた。 

同様な事例[Livedoor 12]はフジテレビや花王株式会社など

でも起きている。フジテレビは韓流ドラマを放送した、というだけ

でデモのターゲットとされ、さらには韓流ドラマのスポンサーであ

る花王にもデモ隊が押し寄せるということがおきた。韓流ドラマ

の放送回数、花王のフジテレビの出稿状況など、ファクトがストッ

クされることでネット上に炎上がおき、祝祭の延長上としてのフラ

ッシュモブがデモ行進という形で現れた。 

フジテレビにも花王にも何ら落ち度や悪意はない。しかし社

会不安をベースとした反韓流の空気をベースに、多くのフロー

の中から反感をかうようなファクトだけを集める（ストック）ことで、

“理由のない炎上“が作り上げられた。 

5.3 炎上の事例紹介 2：炎上しなかった例 

ある炎上事件 B（こちらも対象者の名誉のために具体名は省

略）は、ある大学生 Bが twitter上で反道徳（わいせつ）な tweet

を公開した事件である。 

サークルの打ち上げで泥酔し、男性同志で下半身を露出し

てお互いいじりあう画像を twitter上で公開してしまった。 

公開 2 時間後には２ｃｈでスレッドが立って、本人特定などが

おこなわれた。しかし、スレッドは５００コメント近くで更新がとまり、

以降大きな騒動にならなかった。まとめサイトに掲載されず、

Google トレンドでも該当するキーワードはグラフが生成できない

ほどである。 

 同様に、プロフサイトや twitter などでは未成年飲酒をほのめ

かす記事は検索で数多く見つけることが可能である。 

Fig10 はプロフサイトで「１年生 カクテル」で検索した結果で

ある。多くのプロフが検索結果として表示され、その中のいくつ

かをみれば明らかな未成年が飲酒をにおわすプロフを公開して

いる。しかしこれらファクトだけでは炎上せず、現在も多くのプロ

フがそのままで公開されている。 

fig 10 search results in Zenryaku Profile 

5.4 炎上とフローとストック 

事件 A と事件 B を比較すると、事件 A はプレスリリースに対

する反発、事件 Bは反道徳的なわいせつな tweetである。 

犯罪的要素があるのは Bで、Aは単なる業務提携なのだが、

炎上の規模としては Aのほうが大きかった。 

A の炎上が大きくなったのは、業務提携というファクトだけで

はなく、批判コメントそのものがファクトとなりまとめサイトなどにス

トックされることで、炎上が加速した。 

特に「痛いニュース[痛い 12]」・「ハムスター速報[ハムスター

12]」などの閲覧者数の多いサイトに掲載されると“祝祭”として

炎上をネタ的に楽しむ形となった。 

逆に B やその他のファクトは、フローしたままストックされない

ために炎上には至らなかった。B は発見され２ｃｈにもさらされた

が、早期に大学への通報という形でおわり、祝祭とはならなかっ

た。 

6. まとめ

6.1 まとめ 

本来フローしてしまうファクトがまとめサイトなどにストックされ

ることでブームや炎上は引き起こされる。 

ファクトは当人から発信された情報、だけにとどまらず、２次的

に他者から発信された情報も含まれる。 

ストックは主に CGMを利用して作られており、ブログや WIKI

などである。 

ネット上で更新される情報は膨大で、１つ１つをすべて追うこ

とは不可能である。１つすべて、またはその一部がファクトとなっ

て編集されることでストックとなる。例えば２ｃｈ上に分散している

情報を集めて編集することで、２ｃｈでは既にフローしてしまって

閲覧できない、また分散していて分かりづらい情報でも、まとめ

サイトをみれば短時間に状況を把握することが出来る。  

炎上は炎上の原因となるような不適切な記事の更新だけでは

起こらない。本来フローするはずの記事がストックとなり、「○○

が炎上中」というニュースによって多くの人が動員され、憤りでは

なく「祝祭」として非難・批判のコメントなどが殺到することが炎上

の構図である。 

ネット上でブームを起こしたい場合は、いかに情報をまとめて

見やすくするかというストックとするための作業である“編集”の

力が重要であるともいえる。 

6.2 最後に 

 ネット上のブームも炎上も、一見相対しているようにみえる２つ

の現象もフローとストックの概念を使うと１つのロジックで説明す

ることが可能だ。 

今回はハルヒと事件 A、事件 B の３つの比較から考察したが、

ブームや炎上の実例は他にも多く存在する。さらにブームにな

らなかったものや炎上しなかった事例も多く存在する。 

それら多くの事例を参考に、たとえばストックとなっても炎上し

なかった例などを参考に、ファクトがストックされてムーブメントに

なっていく閾値を決めるなどができると思われる。 

さらにはファクトをストックにするための最適な方法の提示や、

逆にストックとされないための方法などを提示することで、ムーブ

メントを起こしたり、炎上を防止したりしたいと考える。 

最後になりましたが、本論を仕上げるにあたりアドバイスをい

ただきました東京工業大学の内田瑛さんはじめ、東京工業大学

の皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。 
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Abstract: Recommender systems provide users with a set of items which they may prefer. These users may belong to different 

communities according to their preference and items also may belong to different clusters according to their characteristics or users’ 

preferences. In our previous research, we proposed a novel approach which incorporates users, items and the relationships into one 

framework based on doubly structural network (DSN). In this paper, we extend the DSN model and give a conception model which 

clusters users and items simultaneously and gets a set of blocks based on our previous research. 

1. Introduction

With the development of recommender systems (RS), more and 

more users become familiar with RS and accept RS as necessary 

tools in their online activities. As information filtering systems, 

there are three basic approaches for RS: content-based approach 

(CB), collaborative filtering approach (CF) and hybrid approach. 

CB approach has its roots in information retrieval and 

recommends the right items to users through matching users’ 

profile with items’ features [Lops 2011]. On the other hand, CF 

approach predicts user’s rating for item based on his/her nearest 

neighbors’ rating for that item without knowing items’ contents 

[Sarwar 2001] [Adomavicius 2005]. And hybrid approach is used 

to integrate CB and CF approaches together to solve these 

problems. 

In our previous research [Chang 2012], we proposed a novel 

approach which incorporates users, items and the relationships 

into one framework based on doubly structural network (DSN) 

and developed a dynamic prediction model to learn users’ 

preference over time by focusing on the active user-item pair’s 

influence on the corresponding neighborhood.  

In this paper, we give an extension of our previous research 

through clustering users and items simultaneously and get several 

blocks. In each block, users or items are similar than those in 

different blocks and these users may have similar preference for 

these items. 

2. Literature overview

In the field of recommender systems, there are a lot of researches 

which adopt complex network or graph in the research of 

personalization in recent years. 

[Aggarwal 1999] introduces a recommendation model based on 

a directed graph of users in which a directed link indicates that a 

user’s behavior is predictive of the former user’s behavior. 

Recommendations are made by exploring short paths joining 

multiple users. In [Mirza 2003], they propose a graph-theoretic 

model for collaborative filtering, in which items and users are 

both represented as nodes and the edges represent interaction 

between users and items. Edges in this social network graph are 

induced by hammock jumps. In [Zhang 2009], they propose an 

integrated-graph model for users’ interests in personalized 

recommendation, which is based on Small-World network and 

Bayesian network. The Integrated-Graph model also consists of 

two layers. One is user’s layer for representing users and the other 

is merchandise’s layer for representing goods or produce. The 

relationships among users are described by Small-World network 

at lower layer. The implications among merchandises are 

represented by Bayesian network at higher layer. Directed arcs 

denote the interests and tendency between user’s layer and 

merchandise’s layer. Several algorithms for clustering and 

interest analysis based on Small-World network are introduced. 

[Kunigami 2008], [Kunigami 2010] proposed a doubly structural 

network model which is the original type of our DSN model. The 

DSN Model consists of two levels of networks: one is inner 

agent-model which represents agents’ beliefs or knowledge about 

the world and the other is inter agent-model which represents a 

social network among agents. The DSN model can be used to 

analyze some social phenomenon. 

3. Methodology

3.1 DNS model 

In our previous research, DSN model for recommender systems 

consists of three types of network: user-network, item-network 

and cross-network. Specifically speaking, we use nodes to denote 

users or items and edges to denote the relationships among them. 

The item-network consists of items and connections between 

them, the user-network consists of users and the relationship 

between them and the cross-network is a bipartite network which 

connects user-network and item-network together. The 

conception model of DSN is shown as Figure 1. 

Figure 1  The conception model of DSN for RS 
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3.2 Blocks 

As we talked above, in the field of recommender systems, there 

may be a group of users that have similar preferences for a set of 

items. For example, in a movie recommender system, a group of 

users may be interested in action movies. On the other hand, 

some other group of users may like drama movies. Thus we could 

cluster users into several communities and items into several 

clusters as Figure 2 shows, and these users and items are made up 

of a block. Hence, a block Bn contains a community of users 

Ucoumunty(n) and a cluster of items Icluster(n) and the relationships 

among them: users’ relationship WU, items’ connection WI, and 

user-item pairs R. In each block, users have similar preferences 

for these items which are in the same block.  

Figure 2  Blocks of the doubly structural network 

The specific definition of a block n is as follows: 

 

 

Where n is the indicator of the block, Ucoumunity(n) is made up of 

a set of users who belong to the block Bn,  Icluster(n) is made up of a 

set of items which also belong to the same block.      means the 

weight of relationship between user u and v, and     means the 

weight of relationship between item i and j.   means the 

preference of users for items. 

3.3 Proposed methodology 

As an extension of our previous work, we consider about the 

conception of block talked above. As the definition, users have 

similar preferences for items in each block, when a user rates an 

item, the activity may influence the neighborhood within the 

block. So instead of the influence of active user-item pair within a 

sub-DSN which was defined in our previous work, in this paper, 

we assume that the influence of an active user-item pair could 

propagate inside the block, since the users or items are much 

closer and similar in each block.  

   With respect to the proposed methodology, we give some 

assumptions as follows: 

a) Active user-item pair directly influences the according

target user-item pair which is made up of the neighbor

user of active user and the neighbor item of active item.

b) The influence propagates inside the block.

c) The influence depends on the weight (similarity) of

active user and his/her neighbor and active item and its

neighbor. The more similar the active user-item pair and

the target user-item pair, the more influence it will pose.

4. Conclusion and future work

In recommender systems, there may be a set of users which prefer 

a set of items, and when a user rates an item in the block, the 

active user-item pair may pose influence on the neighborhood in 

the block. In this paper, we gave the conception model of our 

research which clusters users and items simultaneously based on 

our previous research and got several sub-DSN based on the 

assumption we talked above. In the future, we will give the 

specific algorithm for influence of active user-item pair and use 

the real data set to verify and test our research. 
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The point service has been used by many people routinely, everywhere, and the trend will become high. First, the point service had been 

used as a tool for market, but now it performs as a tie-up between companies. In addition, the point exchange service made it possible to 

change other point, so the point came to be used as a pseudo-currency. Therefore, an important element in the point service is the ratio of 

exchange. We simulate consumer behavior when it changes the ratio of exchange by using ABS.  

1. 背景・目的

ポイント制度は 19 世紀のアメリカで始まり、現在では日本に

おけるその市場規模は 8000億円に上る。 

初期のポイント制度は、自社内で利用することが前提とされて

いた。しかしその後、多様な業種にわたりポイントの利用ができ

るよう、企業間での連携が結ばれるようになり、ポイントの汎用

性・利便性が増していった[岡田 2010]。さらに 2000年以降には、

異なる企業が発行するそれぞれ別々のポイントを交換すること

のできる、ポイント交換サービスが誕生した。これにより、ポイント

の汎用性・流通性はさらに高まり、企業の発行するポイントを「疑

似通貨」とみなすようになってきた[野村総合研究所 2008]。 

 今後、利用者がさらに増えていくことを考えた場合、ポイント交

換サービスの運営側が各ポイント間の交換レートをどのように決

定するのかが重要となる。 

そこで本研究は、ポイント交換サービスにおいて、各企業が

発行するポイント間にさまざまなレートを設けた場合の消費者行

動をシミュレーションし、その結果を考察しようとするものである。 

2. 先行研究

ポイントサービスにおける先行研究は、その利用方法やマー

ケティング手法といった経済的役割に関するものが主として扱

われ、その制度設計に関する研究は少ない。 

企業間の競争を、マルチエージェントモデルを用いてモデル

化し、戦略の分析を行った田中の研究がある[田中 2012]。これ

は、2 店舗間の競争を前提とし、戦略としてポイントサービスと値

引きを用いて、消費者の行動を分析し考察したものである。この

研究では、消費者と企業が相互作用を起こすが、ポイント交換

サービスについては扱っていない。 

現実では、消費者はひとつの販売店ですべての消費行動を

行うわけではないため、企業同士はポイントの提携を行い、顧

客の囲い込みを狙っている。また、各ポイントや提携内での業

種により、消費者のポイントに対する重みが異なるため、それら

を包括して扱うポイント交換サービスの必要性が生じる。 

3. モデル化の方針

モデル化するにあたり、最初はポイント交換サービスを扱わな

い場合を考える（Fig.1の点線内）。このとき、ポイント運営エージ

ェント(1～n)と消費者エージェントを考え、消費者エージェントに

はそれぞれ属性を持たせる。ポイント運営エージェントは、それ

が提携している、それぞれの企業の属性をもち、消費者エージ

ェントは購買活動を通じて、ポイントに対して選好が現れるよう

にする。次に、ポイント交換サービスを導入した際の場合を考え

る（Fig.1全体）。このとき、ポイント交換サービスエージェント・各 

ポイント運営エージェント・消費者エージェントといった３層構造

となる。 

Fig.1  モデルのイメージ 

前述のように、ポイント交換サービスが導入されることにより、

ポイントが疑似通貨のように扱われ(Fig1における各矢印)、それ

によりポイント運営会社と消費者の行動は、選択肢が広がること

となる。しかし、ポイント間の交換レートによって、消費者の行動

がレートに依存する現象が見受けられると予想される。 

このように、いくつものファクターが存在するなかで、ポイント

交換の際のレートは重要なものになると考えられるので、それを

変化させたときの消費者行動をシミュレーションしていきたい。 

4. 今後の課題・展望

 ポイントの市場規模とその内訳の調査

 エージェント作成における属性の決定

 モデル作りにおける消費者・ポイント運営会社の属性の要

素決定の仕方

 複数の要素があるときの重みづけの仕方

 各エージェント間での相互作用の仕方

 モデルの妥当性についての検証

 適正なレートの決め方
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This paper presents a new mobile interactive curation system for a museum. This system is designed to enable display the curation maps 

from both of museum and its customers. The curation map represents the network-shape contexts of exhibits' attributes. This system helps 

extracting customers' interest and sharing it among customers and curators. Experiments of collecting and sharing the curation maps by 

this system is helpful for promoting interactive evolution of displays in the exhibition type business.  

1. 背景

博物館の展示は，大きく分けて 2 つある．展示期間とテーマ

がある特別展示と博物館の所蔵品を展示する常設展示である．

博物館の展示における来館者の学びのポイントは 2 つある．展

示物の形状や説明といった展示物そのものの情報と展示物間

の関係性や関連性を表した関わりの情報である．博物館展示で

は，2 つの情報を適切に提示することで，展示物に対する来館

者の学びや気づきを促すことができる． 

特別展示は，展示テーマを定めることにより，来館者に展示

物間の関わり情報を示すことができる．また，展示期間があるこ

とから，博物館に繰り返し来る人へ新しい学びを提供することが

できる．テーマを本や新聞，ドラマといったメディアや社会問題

と結びつけることにより，博物館外での学びを促すことも可能で

ある．しかし，展示テーマを定めることで，来館者や提示できる

関わり情報が限定する欠点を持つ． 

一方，常設展示は展示物の大きさや膨大な収蔵点数から，

展示物の位置や見え方が限定され提示できる関わり情報が非

常に少なく，展示物と展示位置があまり変化しないことから，来

館者の新しい発見や気づきが起こりにくいという欠点を持つ．し

かし，展示物のジャンルが幅広いため，潜在的に特別展示と比

べ，より多くの関わり情報を持つ．また，展示テーマを定め，収

蔵品から関係する展示物を集めることで特別展示と同様の展示

を行うことができる． 

展示期間を定めた特別展示や幅広いジャンルの展示物をい

かした常設展示は，東京国立博物館や江戸東京博物館といっ

た収蔵品数の多い大規模な博物館においてできることである．

郷土資料館や市の博物館のように小規模な博物館では，展示

物のジャンルがある程度限定され，常設展示の欠点を強く出た

展示となってしまっている．そのため，本やドラマと関連性がある

場合や学校教育で取り上げられる場合でしか利用されない． 

本稿では，固定化された常設展示であっても来館者へ新し

い学びや気づきを促すために博物館におけるキュレ－ションに

着目する．キュレーションとは，情報を収集，分類し，共有する

一連の活動のことである．博物館における展示とは，展示者の

キュレーション結果であり，来館者は，展示者が意図する情報を

展示物の説明や位置から読み取らなければならない．しかし，

来館者の知識や興味から，必ずしも展示者の意図した情報を

読み取れるとは限らない．特に，関わり情報は展示物の属性か

ら無数に存在するため情報の提示が難しい．そのため，特別展

示のテーマや常設展示の年代や機能による分類によって展示

者が意図した関わり情報を示すことで，来館者へ正しく情報を

伝えている．潜在的に存在する関わり情報を提示するには，関

わり情報を提示できるような仕組みが必要である．また，来館者

の発見や気づきを促すことで，展示者が気づかなかった潜在的

な関わり情報を見つけ出す可能性があり，情報を共有すること

で新たなキュレーションを可能とする． 

2. 目的

本稿の目的は，常設展示における展示位置や見え方による

関わり情報の制限を排し，無数に存在する関わり情報を顕在化

するキュレーションシステムを提案する．キュレーションシステム

は，ユーザーのキュレーションを促し，展示者が気づかなかった

潜在的な関わり情報を発見させ共有することで，新たなキュレー

ションを促す． 

3. 関連研究

博物館展示の情報提示方法として， 携帯端末を利用しての

展示物情報の研究が行なわれるようになってきた．展示室内で

の ICT活用は，ディジタルミュージアムと呼ばれ，PDA(Personal 

Digital Assistance,PDA) や ス マ ー ト フ ォ ン を 活 用 し ，

AR(Augmented Reality,AR)やゲームといったコンテンツを通し

て来館者の学びや理解を促進させることを目的としている． 

博物館における PDAの活用研究として[矢谷 03]が挙げられ

る．矢谷らは，博物館での協調学習の支援を目的とした Musex

と呼ばれる教育システムを開発した．Musex は，PDA を用い展

示に関連するクイズを出題しすることで学習を支援する．また，

PDA をコミュニケーションツールとして活用し，共同で問題を解

かせたり，ユーザーの気づきを促すように説明を行うことで，ユ

ーザーと展示物，ユーザー間のインタラクション支援する． 

 スマートフォンの活用事例としては，東京国立博物館のトー

ハクナビがあげられる．トーハクナビは，音声や地図により，見

学コースの誘導を行う．伝統工芸品作成の疑似体験やクイズ，

スタンプラリー機能といったコンテンツが用意され，ユーザーの

興味や関心を引くように作られている． 

Musex，トーハクナビは，展示物そのものの情報提示に重点

が置かれている．そのため，展示物の属性による関わり情報の

提示が十分に行えないおそれがある．また，来館者の発見や気
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づきを促す機能があるものの，それらを共有する仕組みが存在

しないため来館者のキュレーションが適切に行われていない． 

4. 提案手法

本稿で提案するキュレーションシステムの概要を説明する．キ

ュレーションシステムは，展示者のキュレーションをユーザーに

発見的に追体験させ，ユーザーに興味を持たせる．ユーザー

はその興味から自発的なキュレーションを行うことで新しい気づ

きや学びを促す．このような展示者とユーザーの双方向キュレ

ーションを行うため，システムは大きく分けて 3 つの機能を持つ． 

 展示者のキュレーション結果をユーザーに発見的に追体

験させる．

 ユーザーのキュレーションを促進する．

 双方のキュレーション結果を共有する．

4.1 展示者キュレーションの追体験支援 

展示者キュレーションの追体験支援機能は，キュレーションマ

ップを利用することで，ユーザーに展示者のキュレーションを体

験させる．キュレーションマップとは，展示物間の関わり情報を

可視化したものである．従来，展示者のキュレーション結果は，

博物館の見学コースや展示物の説明に埋め込まれていた．し

かし，見学コースでは，展示物の配置により関わり情報が限定さ

れる．また，関わり情報が説明に埋め込まれていた場合，意図

するとおりにユーザーが展示物の関わり情報が読み取るとは限

らない． 

キュレーションマップは，展示物の属性を自身のキュレーショ

ン結果から繋ぐことで作成される．博物館上ではなく，展示物か

ら作成されるため，配置位置による関わり情報の制限が存在せ

ず，繋いでいる線によって展示者の意図した関わり情報が提示

可能である． 

キュレーションシステムは，キュレーションマップに従ってユー

ザーを誘導する．その際，携帯端末で展示物に関する情報を

読むことで，展示者のキュレーションを追体験する．例えば，

Fig1 では，ティラノサウルスがトリケラトプスを捕食しているという

関係をティラノサウルスの牙の形状と歯形がついた骨を結びつ

けることで，展示者がどのような意図で関わりを考えたかが読み

取れる． 

4.2 ユーザーキュレーションの促進 

ユーザーキュレーションとは，ユーザー自身が展示物に対す

る情報を収集，分類し，キュレーションマップと結びつけて共有

することである．ユーザーは，インターネットを活用することで館

外情報によるキュレーションが行なわれる．ユーザーキュレーシ

ョン促進機能では，インターネット検索，属性分類，キュレーショ

ンマップへの接続をユーザーが行うことで，ユーザーの主体的

な学びや新しい気づきを促す． 

Fig1 では，ある恐竜の化石が，インターネットで検索される情

報からトリケラトプスと同一であることをユーザーが発見し，共有

した例である． 

Fig2 は，キュレーションシステムで用いる携帯端末である．シ

ステム用のコンテンツには，ユーザーキュレーションを促すため，

展示者のキュレーション結果の表示，展示物への誘導，説明，

キュレーションマップへの追加，インターネット検索を行うことが

できる． 

Fig.1 Interactive Cuｒation System 

Fig.2 Mobile Device for Curation System 

4.3 キュレーション結果の共有 

展示者－ユーザーによって行なわれた双方向キュレーション

は，展示者同士やユーザー同士で共有される．キュレーション

マップは，展示物の属性をつなぐことで関わり情報の可視化を

行い，関わり情報がどのような考えのもとで見つけ出されたかを

示す．キュレーションマップは，博物館に依存せずに同様の展

示物があれば，そのまま活用できる．そのため，他の博物館と共

有することができる．このように，キュレーションマップを広く共有

することで，新しい発見や新たなキュレーションを促すことが可

能である． 

5. まとめと今後の展望

本稿では，展示者とユーザーの双方向キュレーションを可能

とするキュレーションシステムを提案した．本システムは，キュレ

ーションマップを用いることで，展示位置に依らず関わり情報の

提示が可能である．また，ユーザーの積極的なキュレーションを

促すことで，展示者は，ユーザーの興味に合わせたキュレーシ

ョンを知ることができ，展示者が気づかなかった潜在的な関わり

情報の発見を可能とする．また，キュレーションマップは，展示

物間の関わりであることから，博物館内でのユーザーの行動予

測を可能とする．そのため，展示者はマップを使用することで，

展示における経営実験が可能である． 

今後の課題として，システムによって得られたマップを分析し，

他の展示型ビジネスでも適用可能であるか確認する． 
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In this paper, we propose a Consumer Generated Media (CGM) system to understand different concepts of values. It includes 1) tools to 

develop manga texts, 2) e-learning system through romantic manga textbooks, and 3) development of romantic manual for certain people. 

1) tools enable us to develop manga textbooks. 2) gathers various concepts of values from users and gives them different concepts of 

values from users. In this system, users express their concepts of values through romantic manga textbooks. It also gives users different 

concepts of values as feedbacks, and users can learn them. In 3), we find clusters, have same concepts of values, from accumulated data in 

2) system. We develop manuals for concepts of values of each clusters based on accumulated data. 
 

1. 背景 

人間関係において、それまで培った経験や立場の違いは価

値観の相違を生み，互いの行動を理解できず，しばしばトラブ

ルに至る．例えば，恋愛においては男女間の経験や立場の異

なりから価値観の違いが生まれ，仕事においては世代の違いが

価値観の違いを生むことがある．また，文化圏の違いによる価

値観の違いが，企業の国際進出の場で度々問題として取り上

げられている．ゆえにこれらは経営上の問題にまで発展する可

能性がある． 

これらの問題を解決するには，まずお互いの価値観の違いを

知ることが重要であると考えられる．大枠で価値観が違うと拒絶

するのではなく，まずは価値観が共有できる部分とそうでない部

分を確認する．そこから，相手に譲歩できるところを見つけること

ができれば，問題解決の糸口になる可能性がある． 

こういった価値観がいかに違うのか調査したものはいくつか

存在するが，これだけで価値観の違いを知ることは難しい．これ

らの調査は大枠でどういった違いなのかは分かる意味では有益

と言える．一方で日常の文脈においてどういった違いに結びつ

くのかが分かりづらいため，相手の行動のより深い理解には足り

ていない．ゆえに，日常の文脈でどういった価値観の違いが生

まれるのかを知るための方法が必要である． 

そこで，恋愛を事例として，価値観の違いを認識し合える枠

組みが必要であると考えられる．日常の文脈での価値観の違い

を知る一つの方法に，日常の事例を対象にどのように考えるの

かを意見を交換するという方法があげられる．これには二つの

利点がある．一つには日常を対象とすることで，日常における行

動理解に直結していることである．二つには価値観そのものを

表出するのは難しいので，事例を通してどのように考えるのかを

話し合うことを通して価値観の違いを探れることである．ただし，

事例の題材を決めるにあたっていくつかの条件があげられる． 

１）多くの人が関心のある内容であること 

２）日常に大きな影響を与える内容であること 

３）正解がないこと 

多くの人が何らかの価値観を持つような関心を集めている題材

でないと，そもそも意見交換が活発にならない．また，その内容

が日常に関連するものであった方が日常の行動理解に直結し

やすい．そして，法的に何が正しいのか決められているような，

ある意味で正解があるような題材では価値観の違いが生まれづ

らい．これらの条件を満たす題材として恋愛がある．恋愛は恋人

の状態から結婚生活に至るまで老若男女の幅広い人々に関わ

りがある題材である．また，生活や仕事にもかかわりが深いため

に日常への影響が大きい．そして，大枠には法的な影響もある

が，恋愛に対する姿勢は実に多様であるといえる． 

ただし，恋愛における価値観の違いを認識するための枠組

みを機能させるためには多くの人の参加必要がある．多くの違

った価値観を集めるためには多くの参加者が必要になる．また，

日常の様々な場面の行動理解に結びつけるためには多くの事

例が必要になる． 

2. 目的 

本稿では恋愛における価値観の違いをマンガ教材で学ぶシ

ステムを提案する．また，多くのユーザーの意見を集めるためと

様 々 な 事 例 を 用 意 す る た め に Consumer Generated 

Media(CGM)としてのアーキテクチャーを利用する． 

ここでいうマンガ教材とはナラティブアプローチにより，知識の

活用の仕方を学ぶことを目的としたものである[吉川 05]．学習

者は問題解決を行うような設問与えられることで，登場人物の立

場になり問題解決の疑似体験をする．学習者はマンガの中から

情報を拾いだすなかで，知識発見や情報の使い方を学ぶ．さら

にそれらを他人と交換することで，他人の知識発見や情報の使

い方を学ぶこともできる．また，マンガは少しのセリフと絵で成り

立っているので解釈に多義性が生まれる余地がある． 

つまり，恋愛を題材としたマンガ教材を使うことで価値観の違

いを学ぶことができると考えられる．まず，マンガの中の登場人

物の行動を評価することで自分の恋愛の価値観を認識する．次

に，それを他人の評価と比べることで，ほかの人との価値観の

違いを学ぶことができるというわけである． 

多様な立場の人から多くの意見を集めるためにマンガ教材を

インターネットからアクセス可能なシステムにする．従来のマンガ

教材では人を同じ場に集めたうえでワークショップの形式で行

っていた．しかし，この方法では多様な立場の人を集めることが

難しいので，インターネットから個人学習を行えるようにする．多

くの人がインターネットから参加することで，恋愛の事例に対す 

-5 -



The 1st General conference on Emerging Arts of Research on management and administration (GEAR), 2012 

 

る意見が蓄積され，マンガ教材が CGM として機能する．さらに，

蓄積された意見をデータマイニングすることで特定の立場のグ

ループの価値観の傾向を明らかにする．そしてそれに基づきマ

ンガを変更することで，そのグループの価値観を理解するため

の恋愛マニュアルマンガも作成する． 

また，多くの事例を集めるためにマンガ教材を投稿できる仕

組みも必要である．そのためにマンガ教材を簡単に作成するツ

ールを開発する． 

3. 提案手法 

本提案手法は１）マンガ教材作成ツール，２）恋愛マンガ学習

システム，３）蓄積した意見からのマンガ改変からなる（Fig. 1）． 

3.1 マンガ教材作成ツール 

マンガ教材作成ツールは，簡単に恋愛の事例の作成をする

ためのツールである．作成には CG アニメーションツールと画像

処理を利用する[髙橋 12]．CG アニメーションツールを使うこと

で改変も容易であるという利点がある． 

3.2 恋愛マンガ学習システム 

恋愛マンガ学習システムは，多くのユーザーに参加してもらう

ためにオンラインで利用できるものにする．この際には個人学習

を行うことになるので，堀田らが提案したマンガ教材の個人学習

の方法を利用する．また，継続的に参加してもらうためにインセ

ンティブなども組み込む必要がある． 

ユーザーにはマンガ教材として，恋愛事例のマンガと設問が

与えられる．設問は登場人物の気持ちを主体的に考えることを

促す問題を設定する．例えば Fig.2 では「男性はどう答えるでし

ょうか？」と問うことで男性の気持ちについて主体的に考えること

を促している．これに対して，マンガ内の要素を根拠として回答

してもらう．マンガ要素としては，“セリフ”，“人物の表情”，“オブ

ジェクト”などがあげられる． 

3.3 蓄積した意見からのマンガ改変 

蓄積された意見からグループごとの傾向がみられると考えら

れる．その傾向に従って，ものマンガを改変することで，一読で

そのグループの価値観が分かるマンガ教材を新たに作成する．

例えば，20 代の男性の価値観を理解するためのマンガマニュ

アルという形になる．他にも全体的に不評だった点を強調したタ

ブーマンガマニュアルも作ることも考えられる． 

4. 今後の展望 

今後はまず恋愛マンガを作成して，価値観を理解するための

教材となるかを確かめる．その後にそれをもとに恋愛マンガ学習

システムに実装する． 

今後，検討する項目として以下があげられる． 

 ユーザーの参加のインセンティブをいかにデザインするか 

 マンガ教材の作成に不慣れなユーザーが作った場合，作

り手の意向が強く反映されすぎて多義性が著しく損なわれ

るような作られ方をしないか． 

 ユーザーの年齢や性別のほかに，いかなる属性をプロフ

ァイルとして加えるべきか 
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Fig. 1 Abstract of Proposal System 

 

Fig. 2 Example of a Scene in Manga Textbook 
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職場リーダー像の簡易ペルソナ作成実験 実施計画
The experimental design which creates the personas of a leader image 
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Usually, huge questionnaires and careful interviews are required in the case of "persona" creation. However, since there are few 
budgets actually, researchers cannot apply time and effort. In this research, we advocate the simple technique of "persona" creation. With 
the technique, we gain fixed rationality and probability, without applying time and effort. 

1. 背景

1990 年代から経営理論に 2 つの大きな流れが生じてきた。

マーケット・ベースト・ビューといわれる、マイケル・ポーターに代

表される競争戦略および市場での優位性確保を中心として戦

略立案を進めるものと、リソース・ベースト・ビューといわれる、ジ

ェイ・バーニーらの企業が持つリソースを中心としてリソースその

ものの優位性の確立を目指した戦略立案を進めるという立場の

2 つである。 
本研究が対象とする「ペルソナ」「シナリオ」「エスノグラフィー」

といった定性調査の活用も、これらの経営手法の研究が作り出

してきた新たな方策の一つと位置づけることが出来る。
[4] 一方、

新しい定性調査は、アプローチ対象（販売対象の市場、管理対

象である組織）に関する企業としてのモデル、または意見を表

現しているという側面を持っている。
[8] 

しかし、現状では「ペルソナ」という仮想人物像を定量調査と

定性調査とから導出する場面においても、プロモーション施策

を「シナリオ」におとしていくケースにおいても、現場観察と詳細

なインタビューによってフィールド調査を行う「エスノグラフィー」

の適用についても、ビジネスの現場では我流・自己満足がまか

り通っている。
[5] 

その理由の一つとして、「ペルソナ」作成の際に精緻な定量

調査や綿密な定性調査が必要とされているものの、現実にはこ

の部分に費用や手間をかけられないという事情があるのではな

いかと考えられる。
[6] 

 そこで本研究では、あまり手間をかけず、一定の合理性と確か

らしさを担保するような簡易手法を考案しようとするものである。

図 1 通常のペルソナ生成と施策検討プロセス 

2. 目的

学会来場者を実験協力者としてアンケートをとり、「職場リー

ダー」として“あるべき人材像”を導出する。ただし、アンケート設

計に実験計画法を取り入れ選択肢となる人材像は 小限にす

ること、集計にはコンジョイント法を適用することで少ないサンプ

ルでも調査結果の精度を高めること、を企図する。

3. 提案手法

3.1 事前準備 

IT 組織のリーダー人材についての研究[9]では、職場リーダ

ーが保有すべき能力として 25 項目の要件を洗い出し、系統的

検討により、もっとも重要な能力要件として 9 つのコアコンピテン

シーを導出した。今回は直交表を使う都合上、「管理統制・イニ

シャチブ」と「持論・ポリシー」を除く「「実務能力」「達成意欲・積

極性」「判断力」「人材育成」「構想力・ビジョン」「コミュニケーショ

ン」「折衝・調整力」の 7 つの 重要なコンピテンシー項目を取り

上げる。

表 1 職場リーダーが保有すべき主な能力要件 

もちろん全ての能力を保有する人材がリーダーとして優れて

いることは間違いないが、そのような人材は少ないし、若手に望

むことは無理がある。そこで、表 2 のような直交表を用意し、実

験対象者に、職場リーダーとしてふさわしい人材を選んでもらう

こととする。

定量調査 定性調査
ワークショップ１
（ペルソナ生成）

ワークショップ２
（施策検討）

No. コンピテンシー 行動例

1 実務能力
気付きや論理構成に必要な幅広く，適度に深い知
識を有すること

2 達成意欲・積極性
主体的に高いレベルの課題を設定し、達成に向けて
常に全力を傾注している

3 判断力
不確実な要素がある中で、プロジェクトを推進し成功
に導くことができるかどうか自分自身で判断できるこ

4 人材育成
職場や、プロジェクトのメンバーの特徴や持ち味に
応じたアドバイスを行うこと

5 構想力・ビジョン
複数案件を効率的に推進できるような開発計画等
の業務計画を立案すること

6 コミュニケーション
「聴くこと」、「話すこと」を通じて、相手との信頼関係
を構築できる

7 折衝・調整力
システムを開発することによる会社へのメリットを認
識し、社内調整できること
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表 2 職場リーダー候補の保有する能力 

ここで、タイプ A は全ての能力を平均的に保有することを表

し、タイプ B 以下はいずれかの 4 つの能力に秀でていることを

表している。

3.2 実験実施 

回答者には以下の 3 つのケースの組織について、ふさわし

い職場リーダーを選んでもらう。

表 3 回答ケースの設定 

組織の状況 

ケース１ 業績が下降気味であり、抜本的な手だてを打た

ない限り未来がない（例えば、テレビ事業部） 

ケース２ 業績は上向きであり、組織の雰囲気も明るい

（例えば、医療機器営業部） 

ケース３ 当面は安泰であるが、先行きはやや不透明

（例えば、システム子会社） 

タイプ A からタイプ H の 8 名をカードとして並べ、各ケースに

おける職場リーダーとしてふさわしいと思う順番に並べ替え順位

をつけてもらう。

 この作業とは別に、各ケースには職場リーダーとしてどのような

資質が求められるのかを自由記入で回答してもらう。

表 4 職場リーダーのタイプ 

図 2 職場リーダーのペルソナ（イメージ） 

3.3 事後処理 

 得られたデータをコンジョイント分析で集計し、どの項目の反

応が高かったのか感応度を把握する。その結果を踏まえて、図

2 に示すような、職場リーダー像のペルソナを描く。 
得られたペルソナが、自由回答に記載されたものと比較して、

回答者の思い描く職場リーダー像に近くなったかどうかを検証

する。

4. まとめと今後の展望

4.1 期待成果と課題 

この実験を通じて、直交表を作って、簡単なアンケートによっ

て、メンバーの考えている職場リーダー像を描くことができるか

どうかを検証することができると考えている。

以下の点が本研究のポイントであり、今後の課題である。

 いかに妥当な項目を直交表に盛り込むか

 コンジョイント分析によって納得感のある結果を得られるか

 これによって得られるペルソナが正当な手法の場合と比

べて“使える”精度のものになっているか

4.2 今後の展望 

本実験の成果を踏まえて、次のような展開を想定している。

 従来、検証の難しかった人材育成という領域に、実験ベ

ースによる新しいヒューマンリソースマネジメントのあり方を

構想できるのではないか

 そもそもの筆者の主たる研究テーマである IT リーダーの

育成領域で、本手法によるデータを多数収集し、蓄積す

ることで、実践的なシミュレーション基盤を構築できるので

はないか

 ペルソナ・コンジョイント法として、適用領域を確立・拡張さ

せることが可能ではないか
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エージェント・ベース・シミュレーションによる再教育制度の分析 
Analysis of the Teacher Retraining System through Agent-Based Simulation. 
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Abstract : This paper proposes a simulation model of the teacher retraining system as one of designing educational system. The proposed 

model is created based on the system that is required for teachers to periodically renew their license in Japan.We employ agent-based 

modeling in order to investigate the effect of the validity period of teaching license on academic achievements of students.In the 

simulation model, teacher can improve their teaching skill by taking training, however, they cannot teach students meanwhile taking the 

training.As its development, we will be able to compare the effect of teacher retraining on academic skills of students with number of 

teachers in school. 

1．序論 

本研究では教員の能力開発制度を分析・設計するという

問題にエージェント・ベース・シミュレーション(以下，

ABS)を適用する．ABS は実証的な実験や検討が難しい複

雑な社会システムの分析に対して多く用いられている[寺

野 10]．社会システムの構成員をモデル化してシミュレー

ションを行う ABS は，教員のみでなく，学生との相互作

用も考えなくてはならない学校教育に対しても有効である．

この分野に応用された例としては，ゆとり教育に対して学

生のモデル化を行ったものがある[Arai 05]． 

 本研究では，教員教育の制度の一つとして教員免許更新

制を取り上げている[文部科学省 12]．教員免許更新制の対

象となる教員が存在する小学校から高等学校までをモデル

化した．教員免許更新制に伴い，講習を受けた教員は指導

効果が高まるものと仮定し，学生の学力への影響を分析す

るシミュレーションモデルを作成する． 

2．シミュレーションモデル 

本稿では，日本の小学校から高等学校までを対象として，

教員免許更新制を取りいれた学校教育システムのモデル化

を行った．本モデルにおけるエージェントとして，学生エ

ージェントと教員エージェントが存在する．学生エージェ

ントは，毎ステップ誰かと勉強をする，もしくは自習をす

ることで学力を向上させていく．教員エージェントは，学

生エージェントの求めに応じて指導を行う．さらに，教員

は教員免許の有効期限毎に講習を受け，指導効果が高まる

ものとする．それぞれのエージェントの詳しい説明は 2.2，

2.3で行う． 

教員が講習を受ける場合に問題となるトレードオフは，

教員が講習を受けている間，学校業務に影響が出るという

ことである．これを本モデル内では，講習中は学生エージ

ェントと相互作用が起こらないとして表現する．現行の制

度では免許の有効期限が切れる前の 2 年間のうちに講習を

30 時間以上受講し修了することで免許の更新が可能とな

っている[文部科学省 12]．本モデルでは免許の有効期限が

切れる最後の 1 年間は教員エージェントと学生エージェン

トは相互作用が出来なくなることした．この間学校業務か

ら離れることとなるため，あまりに講習の回数を増やすと，

それだけ教員が学校からいなくなってしまう． 

免許の有効期限をパラメタ値として変更し，複数のシミ

ュレーションを行う．これは教員が講習を受ける頻度を変

えていることを意味する．これから得られる学生の学力を

測定し，これによって教員の講習をどの程度の頻度で行え

ばリスクが少ないのか，あるいは効果的なのかといった知

見を得ることを目的とする． 

2.1 学校のモデル化 

 本シミュレーションモデルでは，小学校から高等学校を

対象にモデル化しており，Fig.1 は概念図である．Fig.1 の

四角は，学校組織を表す．左が小学校，中が中学校，右が

高等学校の想定である．小学校・中学校・高等学校と教育

課程が高度になるにつれて学校組織が集約される．各学校

フェーズにおいて同じ学校に所属するエージェント同士で

のみ相互作用が生じ，学生の進学が起こる度に，同じ学校

のメンバーが組み変わる． 

Schellingの分居モデルを参考に各学校を NN  か

らなる二次元空間で表した選好空間としてモデル化し

[Schelling 78]，そこには学生エージェントと教員エージ

ェントが存在する．一世代の学生エージェントの時間は

Fig.2 の様に流れる．シミュレーション開始と同時に各初

期化設定が行われ，学生は小学校に配置される．小学校か

ら中学校に進学すると，複数の小学校の学生が一つの中学

校に集約され学校の数が減少する．中学校から高等学校に

進学する際には進学率が設定されており，学力の高い順に

高等学校に配置される．そこから大学に進学するときも同

様である．高等学校の卒業と同時にその世代の学生エージ

ェントは活動を終える．高等学校に進学を失敗した学生エ

ージェントもまたそこで活動を終える． 

2.2 学生のモデル化 

学生エージェントの意思決定の流れを Fig.3 に示す．学

生エージェントはステップ毎に学習方略を選択・実行し，

学力を向上させる．学習量は，その学生の学内順位と選択

した学習方略によって決定される．学内順位の変動により，

学習方略の選好が更新され，次ステップに移る．また，学
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生エージェントは同じ学校に所属する教師や学生としか学

べないため，付近にエージェントが居なければ探索する． 

Fig.1 Model of school in simulation 

Fig.2 Flowchart of student agent 

2.3 教員のモデル化 

教員エージェントは，小学校・中学校・高等学校のいず

れかに属し，学生エージェントの求めに応じて指導を行う．

ただし，教員には教える学生数に限界があることとする． 

Fig.4 に教員エージェントの時間の流れを示す．教員エ

ージェントには Teacher rank という変数が存在し，学生

への指導効果に影響する．現行の制度に従い，10 年毎に

免許更新を行い，これとともにランクが上がり，指導効果

が上昇するものとした．ただし，講習を受けている 1 年間

は，学生に指導を行えないことしている． 

研修を受けた教員は，Teacher rank が変化し，学生が

学習方略：教師を選んだ場合の学力向上値に影響する．こ

れにより提案モデルは講習により教師の能力が向上してい

ることを表現している．よって提案モデルを用いると，教

員の能力向上を行うと同時に時間と経費の制約によるトレ

ードオフを持った制度が学生の学力に与える影響について

分析することが出来ると考える． 

Fig.3 Flowchart of student decision-making 

Fig.4 Flowchart of teacher agent 

3．結論 

 本報告では教員の再教育施策の際に起こりうる問題を分

析するために，教員免許更新制を取りあげモデル化を行っ

た．講習の回数と学校業務に関われる時間がトレードオフ

となる問題を教員エージェントの行動として取り入れた．

今後は提案モデルでシミュレーション及び分析を行い，免

許更新制がない場合を基準として，有効期限を変化させた

場合の影響を分析，評価する． 
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研究実践のための観点を獲得する学習 
―研究初心者に向けたマンガ教材学習への発展可能性―

Method of Learning for Acquiring Viewpoints of Practical Knowledge in Research 
-The Expansion Possibilities on Manga Case Method for Beginners at Research-
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#1 Interdisciplinary Graduate School of Science and Engineering, Tokyo Institute of Technology 
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     We discuss that a learning method for bringing researcher up is necessary and Manga case method is suitable for it. Research needs 
practical as well as expert knowledge. However, beginners at research do not understand it, and also not have ability for acquiring the 
practical knowledge for advancing research. To improve the ability, they have to understand what and how to act at a complex situation in 
research activities and acquire the viewpoints.  Manga cases are described problems with research activities, and the problems are found 
and solve from learners' viewpoint. The cases are possible to encourage learners to acquire viewpoints of the practical knowledge. The 
paper reported that Manga case method have an expansion possibilities of learning system for bringing researcher up. 

1. 背景
理工系の高等教育では，講義中心の受動的な学習から研究

中心の能動的な学習へと転じる．多くの大学では学士課程のは

じめの 3 年間で専門分野の基礎知識を習得し，4 年次から研

究室に配属され，卒業研究に取り組む．

しかし，専門知識があっても，研究を実践するための能力が

不足しているために，能動的な学習への移行に馴染めず，研

究に悩む学生も多い．

研究生活では，学生自身が主体的に取り組むことや，教師と

学生という指導体系だけではなく，学生同士が教え合ったり学

び合ったりすることが望まれる場合もある．

しかし，いつでもどんな研究室であってもこれらの能力やスタ

イルが求められるわけではない．ある場面では学生自らが考え

ることが必要だが，ある場面では教員に指導を仰ぐべき時もある．

また，配属される研究室によって指導方針があり，課題やスケジ

ュールが綿密に決められている研究室もあれば，学生が自分で

設定する方針の研究室もある．

研究初心者にとっては，研究生活という文脈の中での適切な

振る舞いは理解が困難である．また，研究室配属前であれば，

研究室によって指導スタイルが大きく異なることも分かりにくい．

これらは研究を経験する中で理解するものであるが，研究を始

めても，なかなか理解できず，研究も進まなくなる学生も多い．

研究を実践するには，「研究室依存」の知識と，研究室によら

ずに共通するものがある．さらに，ある「文脈に依存」して必要な

知識と，文脈によらずに必要な知識がある．Fig. 1 ではこれらの

知識を例とともに表した．

2. 目的
そこで，研究生活を擬似的に体験することで実践能力を高め

ることができるのではないか，と考えた．この体験学習では，起こ

りうる問題をケース教材として提示し，それがどのような問題で，

どう行動したら解決するのかを議論し，その行動が何をどのよう

に状況を変化させるのかなどを思考する．様々な解決策が挙げ

られ，その中でどのような場面でどう研究に取り組むのか，という

研究スタイルの違いを知り，自分のスタイルを見直すきっかけと

なることをねらいとする．問題の捉え方や解決策の方向性や観

点の違いを学び，またそれを自らのものとして獲得することは，

研究初心者にとって重要である．

本稿では，体験学習の中でもマンガ教材学習を提案する．マ

ンガ教材は，ある文脈から見る目を養うことを目的とし，マンガに

よって描かれた状況から学習者が主体的に読み解くことを促す

教材である[吉川 07]． 
また，研究初心者だけで学ぶのではなく，研究経験者ととも

に学ぶことにより観点の相違を知り，何らかの気づきが得られる

と思われる．多様な学習者とともに学ぶ学習方法はケースメソッ

ドでも用いられている[竹内 10]． 
Fig. 1 で挙げた研究の実践能力のうち，提案するマンガ教材

学習では，文脈に依存のある知識を学ぶ．研究室に依存がある

知識は，マンガのケースを題材としてその違いを共有することを

学びとする．

3. 関連研究
研究を進める上での実践能力を修得させる教育は研究室に

委ねられている．しかし，学生個別への教育を支援する取り組

みはほとんど存在しない．宮野らは，研究生活という教育環境

の移行場面において，学生に対する個別の支援が必要である
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Fig. 1: Knowledge to Learn with Manga Case Method 
and Examples 
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と考え，研究初心者の理工系の学生を対象に，研究経験者の

ファシリテーションのもと，ワークショップを実施した[宮野 10]．ワ

ークショップでは，研究で身につく力とは何かを考えさせる導入

講義に始まり，グループワークでは専門知識に依存のないテー

マを提示し，論理的な思考を促すディスカッションを行った．こ

のグループワークでは，異なる意見・価値観を持つ人とのディス

カッションを通じて，意見や価値観の多様さを認識した上で，整

合的な解を導くことを目的とした．

しかし，このワークショップは研究を進めるための思考力や議

論する力の訓練の場にはなりえるが，研究生活の文脈に依存あ

る知識を修得することは難しい．ディスカッションで提示したテー

マは，専門知識だけでなく，研究生活という文脈への依存も低

いものであった．

実際の研究場面で起こりうる問題に対してどのように対処する

のか，そもそもどういう問題なのかを把握する力を養う必要があ

る．このような能力を養うために，マンガ教材学習を適用する． 

4. マンガ教材学習の適用
ナラティブ・アプローチを用いたマンガ教材では，マンガの描

画によって，学んだ知識を“いつ”，“どのように”という文脈の中

でどう使うのかを学ぶ[吉川 09]．ナラティブ・アプローチとは，

「断片的な知識を教えこむのではなく，物語の中に学習者を引

き込み，その物語の中で学ばせる手法」である．マンガ教材は

現実的な状況のシナリオを描いているので，擬似的な体験学習

であっても実践の場で応用しやすい．

また，マンガを用いることによって，教育主題に合わせて，

“何を見るのか”という学びのポイントを絵に埋め込むことができ

る．絵で表現することで，明示的な記述や説明をすることなく，

学習者に主体的に読み解かせ，自らの観点からの気づきや理

解を促すことができる[折田 10]．学習者によって多様な解釈が

可能であり，複数の知識から状況を解釈できるように設計されて

いる．

このような特長を活かし，研究生活において必要な観点を教

材の場面の中に埋め込み，何が問題で，どう解決させるかを考

える．たとえば顔の表情から読み取れる感情やコミュニケーショ

ンなどから表現される研究室の雰囲気は，文字で書き表すより

も絵の方が表しやすい．環境や仕草から研究のやり方を読み取

る訓練も，文字で明示的に表すよりも，絵の中から読み解く方が，

自分の研究生活を振り返りやすい．

ストーリーを持たせて，その文脈の中に情報を埋め込む．研

究生活で起こるトラブルを描くことで，自分の問題として考えや

すくする．ストーリーは架空だが，現実的なものにするため，実

際の事例を調査し，モデルケースを作成する．

類似したトラブルでも，研究室や経験によって解決方法が異

なる可能性もある．そのようなケースで学ぶことで，研究経験の

浅い学生は他の解決方法があることを学べる．マンガ教材では，

一つの解釈しか得られないようなケースではなく，立場や着目

点を変えると別の解釈が得られるようなものを作成する．

作成したマンガ教材を題材にして，自分の研究生活を振り返

るワークショップを行う．1）研究経験がほとんどない学生，2）研

究を進めている学生や若手の研究者，3）研究室を運営してい

る教授を対象者とする．研究経験が浅ければ，そもそも研究室

でどのようなトラブルが起こるのかが学べる．研究をすでに進め

ている学生にとっては，起こる問題は分かっていても，その対処

方法がわからない．先輩の学生や教授との議論を深めながら，

どう解決すればよいかを学ぶ．

教授が議論にかかわっても，このマンガ教材では唯一解がな

く，教授によってアプローチが変わることが想定されるため，偏

った議論にはならず，むしろ様々な意見が交わされると思われ

る．教授は学習者ではなく，議論を盛り上げる役割を果たすこと

が期待される．問題点と解決方法を述べる際には，理由を添え，

学生には何を求めているのかを伝える．何を求めているのかを

伝えるだけであれば，マンガ教材がなくとも可能だが，ケースが

あったほうが具体的に議論できる．

5. 学習の例
Fig. 2 はマンガ教材例の一部で，学生が研究相談のために

教員のもとへやってきたシーンである．教員は学生に対して，自

分で考えてみるように指示しているが，学生は具体的な指示を

求めている．

この場面を読んで，何が問題なのかを考え，議論の題材にす

る．Fig. 2 に挙げたシーンのみでは学生の知識レベルは不明だ

が，単に知識さえあれば，このような問題は起こらないのだろう

か．学生のマナーが悪かったために，教員は機嫌を損ね，指導

したくないのか．それとも，研究の進捗報告や計画が漠然として

いることを気づかせたいゆえの言葉なのか．このようにして，読

み手自身の研究への取り組み方を振り返りながら，様々にこの

シーンの何が問題なのかを考える．

次に挙げた問題に対して，自分ならどうするかを議論する．

他の学生や先輩に相談してみてはどうか．文献を探してみよう

か．もう少し考えて，いくつか選択肢を用意して意見を求めにい

くのが良かったのではないか．研究生活で起こりうる問題を一つ

提示しても，解決方法は読み手によって異なる．それはその読

み手の研究スタイルによる違いである場合もあれば，研究室に

よる違いであることもあるだろう．研究室によって異なる解である

場合は，自分の研究室の指導方針と比較するきっかけとなる．

一つの場面の中にも多様な観点から状況を捉え，異なる解決

策がある．その観点は，学習者によって異なるので，他の学習

者と議論を交わすことで別の観点を獲得できる．このような学び

は，研究初心者はもちろん，研究経験のある学生にとっても学

びになる．

従来，[山本 11]などでは高度な社会人育成のためにマンガ教

材学習を適用していた．ビジネスシーンで起こりうる問題を単に

研究という文脈に置き換えるだけではなく，研究生活だからこそ

起こりうる場面を描くことで，研究者育成のための学習へと発展

させる．

6. まとめと今後の展望
本稿では，研究初心者に向け，研究を実践するにあたって必

要となる知識を理解し，研究生活の場面でどのように活用される

のかを学ぶための学習を提案した．このような学習は，文脈の

中で学ぶことが効果的であり，言語による記述が難しい知識で

あっても教育的な効果が示されているマンガ教材学習が応用で

きると考えた．

本稿では，マンガ教材学習は社会人育成だけでなく，研究者

育成のための学習へと対象を広げられる可能性を述べた．
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Fig. 2: Example of Manga Case 
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拡張現実感システムを用いた博物館での発想学習に関する研究 
A Study on Concept Creative Learning at a Science Museum through an Augmented Reality System 
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Abstract: In this paper, we propose supporting concept creative learning through an augmented reality system. It is important to support 
concept creative learning attach information to exhibit. So we use a Laser Projection Augmented Reality System. We experiment in 
Science Museum. We attach information to exhibit using Laser Projection Augmented Reality System. And Visitor use System. After 
experiment, we conduct a questionnaire survey. As a result of survey, we confirm that the effect of concept creative learning. 

1. 背景

博物館や美術館といった施設における学習は，展示物に対

する教示によって得られる受動的な学習が一般的である．教示

による学習では，自分の考えを持ちそれを学習に活かせること

が難しい．また，解説文やアナウンスによる解説では，展示物の

どの部分を示しているのかを結びつけるのが容易ではないこと

が考えられる．一方，展示内容をもとに能動的に学習させる方

法が注目されている[高橋 12]．能動学習では，博物館などのコ

ンテンツを手掛かりに自らの考えを発想することで，発想力を養

い，学習に活かせることが期待出来る．また，展示物に直接知

識や解説を付与することで ，展示物と解説が結び付けやすくな

る利点もある．この能動学習の場合には，ほかのコンテンツを見

る際にも応用できることが期待できる． 

そのような直接展示物に情報を付与する技術として提案され

たのがレーザープロジェクションシステム Big Fat Wand(BFW)で

ある[高橋 10]．BFWは，レーザーを利用したプロジェクション型

の拡張現実感（Augmented Reality: AR） システムである．ARに

より情報を重畳することで，実世界の視覚的情報を使って伝え

る情報を説明できるようになる． 

2. 目的

このレーザープロジェクション用い，直接展示物に情報を付

与することで，教示内容と対象のコンテンツを結んだ教示が可

能になる．そこで，BFW による教示の学習効果を見るとともに，

学習者が自ら考え，楽しく学習してもらえることを目的とする． 

3. レーザープロジェクションシステム Big Fat
Wand(BFW) 

使用するレーザープロジェクターについて説明する．レーザ

ープロジェクションシステムは，高橋らにより開発された．BFW

は，実世界における三項関係の問題の解消を目的として開発さ

れたアクティブ指示装置である．PC により投影する画像を入力

し，BFW の手持ち部分（ハンディ部）にあるレーザーによって画

像を目的の位置に投影する(Fig.1)．Fig.2 にハードウェアの構

成，Fig.3にソフトウェアの構成を示す．BFWは，アクティ指示装

置として以下の特徴をもつ． 

・持ち運びが可能 

・PCにより投影する図形を簡単に変更可能 

・レーザーを使用した明るい場所での利用 

・ハンディ部を操作することで直感的に投影位置を変更可能 

・複数人での情報を共有 

以上のような特徴から，展示物に手を加えることが難しいよう

な環境の制約がある博物館であっても BFW により展示物に手

を加えることなしに情報を付与することが可能であると考えられ

る． 

Fig.1: Big Fat Wand の外観（上段）と使用イメージ（下段） 
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Fig.2:ハードウェアの構成 

Fig.3:ソフトウェアの構成 

4. 実験内容

本実験では BFW により博物館などの来館者の学習効果を

促し，楽しく学習ができたかを評価する．そのために，来館者に

対して，BFW を使って展示物の解説を行う．また，来館者に自

分で考えてもらうために，来館者に質問を行い，来館者自身に

自分の考えや意見を展示物に BFW を用いて描画してもらう．

(Fig.2)その後に学習意欲や楽しさなどのアンケートに答えても

らう．そのアンケートにより評価を行う．  

Fig.4:実験イメージ図 

5. まとめと今後の展望

本研究では，BFW を用いた博物館での発想学習方法を提

案した． BFWにより展示物に情報を付与して楽しく学んでもらう

とともに，BFW を用いたことで理解や発想の手助けができたか

を評価する．今後は，これに基づいた評価実験を行い，本手法

についての有効性を検討する． 
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タブレット端末を用いた英語作文支援システムの開発
Development of Supporting System Using Tablet for English Writing 
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Improving writing skills is deemed as a difficult thing in foreign language and requires a lot of time and effort for learners. The peer-
review method has been proved to be effective in learning process that makes writer to think more insightfully and logically. Based on the 
theory, a “pict-net abstraction” is introduced as a method of English composition writing, which can also be useful even in multi-lingual 
environment. However, this method is paper-based and limited by the time, space and educational resources. Therefore, in this paper, we 
will introduce the implementation of   “pict-net abstraction” using Tablet, in which we can improve learning efficiency and experience for 
English writing at anywhere and anytime. 

1. 背景
外国語教育において,作文能力改善方法の研究はよく行わ

れている.その中で,論理的思考力や表現力の育成はもっとも重
要な課題だと考えられている. 

1.1 ピアリヴュー（Peer Review） 
ピアリヴューという協調学習手法は 1970 年代に第一言語の

教育方法として P.Elbow に導入された後,1980 年代に第二言
語としての英語（English as a second language: ESL）教育として,
中国とシンガポールをはじめとしたアジア諸国において展開さ

れ,その効果も検証[Yoshizawa 2010]されてきた.その協調学習
の学習形態により,批判的あるいは論理的思考に基づく文章を
書くことに大きな効果[Yoshizawa  2012a]がある. 

1.2 ピクトグラム・ネットワーク（Pictogram Network） 
ピクトグラム・ネットワークはピアリヴューに基づき,新しい英語

作文教育支援法[Yoshizawa  2012b]として提案された.この手法
は指導者に頼らずとも,学習者同士で添削できる手法である.ま
た,この新しい作文教育支援法は,作文者の意図と読者の理解
の乖離を定量的に比較し,学習者の英作文の作成能力の上達
具合が把握できる. 
しかし,現状では,定量評価をするためのデータ入力を手動で

行う必要があり,時間・金銭・労力が大きくかかってしまう.それに
付随して,多くの人に利用してもらうことができていない. 

2. 目的
このような背景で英語作成から評価までの流れを,指導者にも

学習者にもできるだけ負担を少なくし,かつ,いつでも,どこでも利
用できるように,タブレット端末でシステム化をする. 

2.1 指導者にとって 
システム化により,データ入力の手間はなくなり,評価にかかる

時間も短縮でき,サーバに置くデータから使用者の学習傾向の
分析も行うことができる. 

2.2 学習者にとって 
薄型・軽量化のタブレットを活用し,学習者に対して,利用可能

な場所・時間を広げることが可能になる.さらに,作文の評価が自 

動的に蓄積され,推移も見ることができる. 

3. 提案手法
まず,サーバに保存した主題を書き手に送信する.そして,学習

者は文章とピクト・ネットをタブレットで作成し,サーバを経由し,読
み手に送信する.読み手は書き手の書いた英作文から,ピクト・ネ
ットを作成し,評価としてサーバに返信する.サーバは両方のピク
ト・ネットを定量的に評価し,その評価を書き手に送付する.最後,
書き手は二枚のピクト・ネットを参考しながら,自分の文章を修正
した後で,サーバに送信する.このシステム構成は図 1に表す. 

図１ 支援システムの構成

4. まとめと今後の展望
このシステムを開発したことにより、ピクト・ネットの定量評価の

方法を実用的にし、教育現場からの実証データを収集と分析、

この手法の英語教育における有効性を検証していきたいである。
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