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はじめに 
 一般に情報公開する場合と秘密を厳守する場合とは，どのような差異があるのであろうか。

社会における公開と非公開についての問題点等を明らかにすることにより，その処方のための

手がかりを考えていくものである。そのために事例を示し，併せて，発表者の研究内容である

FS 技術の考え方も紹介する。 
 
１．現状分析 

（１）現状分析 
一般に情報公開は重要なものであると考えられている。特に情報公開がない場合，モラ

ルハザードという怠け心が働くときがあり，不正が起こることも少なくないのである。 
ところが，情報公開をしないで秘密を保護するということが重視される場合もある。特

に秘書的な業務等において顕著に見られるのである。 
 そこで，これらの情報公開する場合と秘密を厳守する場合とは，どのような差異がある

のかについて考えていく。 
 
２．分析手法 
 （１）分析手法 

分析を行うための一つの手法として，経済学におけるゲーム理論，特にその中の囚人の

ジレンマという考え方を切り口として分析を行ってみることにする。 
 分析においては，情報公開を必要とする場合を二者（A と B）における利害の対立が一般

にあるものとして考える。一方，秘密の保護を行う場合を二者（A と B）における利害の対

立が一般にないものとして考えることにする。 
 ところで，図１を基に囚人のジレンマを説明すれば次のようになる（１）。（図の中の拡大

数字は，A におけるデメリットの大きさを表す。また拡大でない数字は B におけるデメリ

ットの大きさを表す。）二者（A と B）において最良の策は黙秘である。しかし，個人的に

デメリットが小さいのは，二者とも自白である。したがって，最良が黙秘でありながらど

ちらも自白という選択をしてしまうことになる。すなわち，個人合理性＞全体合理性となる
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ことで，二者（A と B）にとって不利な状況を選択することになる。  
 

図１ 囚人のジレンマ 
 

 
 
 

 
 
３．事例 

（１）不正表示の問題 
 この事例においては，一般に社会に対して二者（A と B）における利害の対立がある

場合である。この場合においても互いに情報公開が公正にされているときは，協調関係で

あることがわかる。（図２参照） 
 

図２ 不正表示の問題（１） 
 

 
 
 

 
 しかし，個人合理性＞全体合理性となる状況が起きると次のような状況が見られること

がある。(図３参照) 
 

図３ 不正表示の問題（２） 
 

 
 
 

 
 
（２）成績評価 
 この事例においては，本来は社会に対して二者（A と B）における利害の対立がない場合 
であると考えられる。すなわち，協調関係であり，秘密の保護の関係として捉えることもで

きるのである。（図４参照） 
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図４ 成績評価（１） 
 

 
 
 

 
 
 しかし，個人合理性＞全体合理性となる状況が起きると次のような状況が見られること

がある。（図５参照） 
 

図５ 成績評価（２） 
 

 
 
 

 
 
（３）インフルエンザ対策（２） 
 この事例においては，本来は社会に対して二者（A と B）における利害の対立がない場

合であると考えられる。すなわち，先述の成績評価と同様に協調関係であり，秘密の保護の

関係として捉えることもできるのである。(図６参照) 
 

図６ インフルエンザ対策（１） 
 

 
 
 

 
 
 しかし，個人合理性＞全体合理性となる状況が起きると次のような状況が見られること

がある。(図７参照) 
 

図７ インフルエンザ対策（２） 
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４．処方の一つとしての FS 技術 
 本来は，二者（A と B）における利害の対立がある場合もない場合も協調関係が成り立つ 
ことが重要であると考えられる。しかし，個人合理性＞全体合理性となる状況が起きると， 
囚人のジレンマの状況を示す場合が見られるようになる。（情報公開や秘密の保護を行わなけ 
ればならないのに，不正等の行為を行う者は強制的に排除しなければならない。）このような 
状況が生まれるのは，情報公開をしなければならない立場であるのに，情報公開をしないと 
きや，秘密の保護を行わなければならない立場であるのに，情報公開をしたときに顕著に 
見られるものであると推察する。 
 そこで，このような個人合理性＞全体合理性に起因する囚人のジレンマが働かないように

する一つの処方として，発表者の研究内容である FS 技術（４）について説明する。 
 FS 技術は，経済学のネットワーク外部効果に「早く」という概念を取り入れたものであ

る。ネットワーク外部効果は，商品やサービスを多くの人が選択すると，それらの人の利

便性が高まるというものである。したがって，FS 技術を先述の内容に適用すれば，全体合

理性＞個人合理性である協調的な行動（公正な情報公開，互いに信頼感を持った成績評価，

思いやりを持ったインフルエンザ対策行動）を多くの人が選択すればするほど，それらの

人の利便性が高まるということである。さらに FS 技術では，早くその行動を取ることを選

択した人に対して更なる利便性を高める効果を加味しているのである。もちろん，これら

の選択においては強制等をかけるものでなく，自主的な選択に委ねられているのである。 
したがって，FS 技術は，囚人のジレンマが働かないようにする一つの処方として検討で 

きるのではないかと考えているのである。 
 

おわりに 

 本発表において明らかになったことをまとめると次のようになる。 
① 互いに利害の対立がある者においては，情報公開をしなければならない。 
② 互いに利害の対立がない者においては，秘密の保護を行わなければならない。 
③ 情報公開をしなければならない立場であるのに，情報公開をしない場合は不正等が行 

われる場合がある。すなわち，囚人のジレンマが働く場合である。 
④ 秘密の保護を行わなければならない立場であるのに，情報公開をした場合は対立的な 

側面を示す場合がある。すなわち，囚人のジレンマが働く場合である。 
⑤ 情報公開をしなければならないのに，不正等を行う者は強制的に排除しなければならない。 
⑥ 秘密の保護を行わなければならないのに，不正に対立的にする者は強制的に排除しなけ 
ればならない。 

⑦ 情報公開をしなければならない場合，及び秘密の保護を行わなければならない場合を

間違わないように対応することが重要である。その錯誤があれば個人合理性が重視され，

全体合理性が損なわれることになるものと考えられるのである。  
⑧ 囚人のジレンマが働かないようにするためには，処方の一つとして次のことが考えられる。 
  FS 技術の手法によって自主的に協調へ向かうように制御することである。 
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注  
（１）[１]参照。 
（２）一般に新しいインフルエンザウイルスが大流行すれば，それまでのインフルエンザ 

ウイルスが消滅すると言われる。これは，経済学的な側面から見ればネットワーク外

部効果（ネットワーク外部性ともいい，「より大きなネットワークに参加すれば，そこ

から得られるメリットがより大きい」という効果である。この効果を利用したものが，

コンピュータの OS とか記憶媒体の規格等の普及に現れている。）が働いているのでは

ないかと推察するのである。 
 ところで，一般にインフルエンザウイルスは，同じ体内では，一週間程度しか存在

できない。換言すれば宿を借りていかなければならないのである。そこで，経済学で

いう「小さな親切を波及させていくと，結果として大きな親切になる。」という理論を

応用することにした。具体的には，次のようになる。健康な人が「思いやりマスク」

というブランド的効果を持ったマスクをかけていくのである。 
   ねらいは，感染者（感染の疑いのある人を含む。）への啓蒙であり，さらに健康でマ

スクをかけている人がもし感染した場合，その人のところで他への感染を阻止すると

いうものである。この場合重要なことは，自身のためにというよりも多くの人に対す

る思いやりのためにマスクをかけるということである。 
   インフルエンザウイルスは，先述のように経済学でいう「ネットワーク外部効果」 

に類似した性質で広がっているのではと推察する。同様に「ネットワーク外部効果」 
を利用した「思いやりマスク」の促進により，インフルエンザウイルスを兵糧攻めに 
していくことが期待できるのではないかと考えている。 
 一般に小さな動物は，大きな動物に対して「群れ」を形成するという習性がある。

すなわち協調関係を形成していると考えられる。ところで絵本『スイミー』等（３）には，

群れを作って大きな魚に対抗している状況を示している。 
（３）[２][３]p.110 参照。 
（４）FS 技術を本四３架橋に適用する場合について述べると次のようになる。「本四３架

橋の道路部分のスペースを飛行機に例えると，現在の自動車によって利用されている

スペースの比率は，「搭乗率」になる。そこで，残りのスペースすなわち空席を有効に

活用する。本州四国連絡高速道路株式会社は，この空席（一定期間における空席の総

計）を利用して FS 回数券綴りという形で３回往復分の回数券を販売し，より早く売上

げが伸びた場合は，さらに空席を無料通行券として FS 回数券綴り利用者にボーナスを

支給する。すなわち，FS 回数券綴りの売上げが早く伸びれば FS 回数券綴り利用者の

１回往復当たりの料金がさらに安くなり，さらに FS 回数券綴りの売上げが伸びるとい

う仕組みなのである（５）。」 

（５）[４]p.22 引用（一部修正）。 
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