
1 研究背景 

今日，企業活動において社内コミュニケーションを
いかに活性化させて情報・組織目標の共有や社員の意
識改革を行うかが企業における大きなテーマとなって
いる．これに関連し，2012年度に一般社団法人日本経
営協会によって実態調査が行われている1)

 ．この調査
では，企業・団体に対して，調査用紙の発送およびWEB

調査によって実施され，711件の企業・団体から有効な
回答が得られている．調査結果として，社内コミュニ
ケーションに満足していると回答した企業・団体は
37.6％に留まっている．この問題を解決する手段とし
て，ICTを利用したコミュニケーションツールの活用
が期待されており，中でも社内SNS（企業内SNS）の
活用が期待されている．しかし，同調査によれば，現
状社内SNSを活用・検討中の企業・団体は14.0%と普及
があまり進んでいない．またデジタルインファクト2)

によると，社内SNS 国内市場規模は，2014 年に26 億
円，2017年に44億円へ拡大する見込みである(Fig.1)．
以上のことから国内企業の現状として，社内SNSの需
要が伸び続けているものの導入があまり進んでいない
ことがうかがえる．

2 課題

社内SNSの需要があるものの導入が進んでいないの
には様々な要因がありそれらが複雑に絡み合っている
ため導入が失敗するメカニズムが解明できていないと

いう事情がある． 

例えば，社内SNSの導入が失敗する原因として，社内
SNSの導入目的が曖昧であることや十分に使いこなせ
ていないことなどが挙げられている3) 4)．そこで要因を
確認するためにこれらのWebサイトなどから，筆者な
りに社内SNSの導入が進まない問題の構造をまとめた
ものをFig.2に示す．この図は，社内SNSのシステム・
UI以外の問題で，社内SNSが使われなくなってしまう
原因の一部を抽出しそれらの因果関係をまとめたもの
である．主観的なまとめではあるものの，この図から
でも様々な要因が絡み合っていることがわかる． 

Fig. 2: 社内SNSが使われなくなる原因の構造 

この数ある要因の中でも，社内で影響力のあるマネ
ージャー（上司や人事など）が社内SNSを推進しよう
と積極的に社内SNSを活用しているにも関わらず社内
SNSがいずれ使われなくなってしまう事例が報告され
ている．これは影響力のあるマネージャーが活用して
いく中で，特定の社員の投稿に対して間違いなどを指
摘する内容を投稿したことを契機に，社員が影響力の
ある人からの指摘や評価を気にして萎縮してしまい社
内SNSを利用しなくなってしまうためだとされている．
つまり，これはマネージャーの方針によって社内SNS

が導入されたとしてもその導入行為自体によって導入
が失敗してしまう可能性があるということである． 

また，山本ら5)の実証研究によって社内SNSを利用す
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Fig. 1: 社内 SNSの市場規模予測 

（デジタルインファクト 2)を元に作成） 
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る社員，特に20代の社員は会社に監視されている気が
してしまい利用しにくいと考える傾向にあることが示
唆されている．さらに神戸ら6)は，ある企業において
社内SNS上のネットワークと実際の人間関係とを比較
し，社内SNS上の中心性指標の高い人物が必ずしもリ
ーダーではないことを明らかにしている．つまり，社
内SNSが活用されているときの中心人物は必ずしも実
際の会社組織で影響力のある人（上司や人事など）で
はないことが示されている． 

本研究では，Fig. 2を始めたとした様々な要因のうち，
影響力のあるマネージャーが原因となって社内SNSが
使われなくなってしまう問題状況に焦点を当てていく． 

3 研究アプローチと目的 

本研究では社内SNSの導入が失敗する要因・状況に
ついて分析する．数ある要因・状況のうち，影響力の
あるマネージャーが社内SNSの活用を推進しているに
も関わらず特定の社員の投稿に対して指摘する行為に
よって，いずれ使われなくなってしまう問題状況に焦
点を当てる．アプローチとして，まずメタ規範ゲーム
を参考としたエージェント・ベース・モデルを構築し
問題状況の再現を行う．このとき，他の要因の影響が
発生しないように気をつける．そのもとで，影響力の
あるマネージャーがどのように社内SNSを活用すれば
社内SNSの活用を推進しつつ社内SNSが使われなくな
ることを回避できるかの示唆を与える．また社内SNS

に投稿された内容の有用性が社内SNSの使用状況へど
のような影響を与えるかの示唆を与える． 

4 社内 SNSの定義 

今日企業によって販売されている社内 SNS パッケ

ージには様々な機能・用途があり，また定義が曖昧で

ある．そのため，研究にあたり本論文における社内SNS

の定義を行う必要がある．本研究では，影響力のある

マネージャー（上司や人事）が社内 SNSを活用してい

く中で特定の社員の投稿に対して間違いなどを指摘す

る内容を投稿したことを契機に，社員が影響力のある

マネージャーからの指摘や評価を気にして萎縮してし

まい，社内 SNSを利用しなくなってしまう現象をモデ

ルで再現する．それには社員が文章を投稿できそれを

互いに閲覧できる機能，投稿された文章についてさら

に文章を投稿できる機能の二つが必要である．その一

方で，例えば個別のチャット機能やファイルの共有と

いった問題状況にそくさない機能もある．そこで本研

究では問題状況を再現するために必要な機能のみを持

つサービスを社内 SNSとして定義する．以上より本研

究では5つの性質を持つSNSを社内SNSと定義した． 

【社内 SNSの定義】 

①一般社員は SNSに文章を投稿できる 

②一般社員は投稿に対してコメントをつけられる 

③さらにコメントに対してもコメントをつけられる 

④マネージャー（上司や人事）は一般社員の投稿に対

して指摘できる 

⑤利用者は互いの投稿を全て見ている 

5 参考としたモデル 

社内 SNS上には，社員によって多くの文章が投稿さ

れ共有される．その際，マネージャーから強制的に参

加されるよう命じられる場合もあるが，そうでない場

合は社員の自発的な参加が求められる．しかし投稿す

る際は労力がかかり，またマネージャーの監視を気に

する側面もある．そのため自身は投稿せず閲覧だけを

する，つまりフリーライドをする誘因が存在する状況

だといえる．これに関連して，本研究を行う上で参考

にしたモデルを 2つ紹介する．  

5.1 メタ規範ゲーム 

社内 SNS では投稿された文章が社員同士で共有さ

れる．社員は共有されている文章を見ることで有益な

情報を得られる場合がある．そのため共有されている

文章は公共財としての性質を有しているといえる．公

共財に関連するモデルとして，Axelrod のメタ規範ゲ

ームがある 7)．メタ規範ゲームは n 人囚人のジレンマ

ゲームにメタ規範（罰しない人を罰せよという規範）

を導入したものである．メタ規範ゲームは 3つの行動，

①個体（エージェント）が裏切り行動（他の個体に不

利益をもたらし自身は利得を得る）をするかしないか，

②裏切り行動をした個体を懲罰（裏切り行動を）する

かどうか，③懲罰しなかったエージェントを懲罰する

か，の 3つの行動決定とそれに伴う利得からモデル化

されている(Fig.3)．このようにメタ規範ゲームでは，

最初の行動とその行動に対する周囲の反応が利得の観

点から明示的に分けられてモデル化されている． 

k,j,i 個体 

S  裏切りが各個体によって発見される確率 

iB   i
の大胆さ 

jV jの執念深さ 

T 裏切りの誘因 

H 他者の被る被害 

P 罰されるコスト 

E 罰する人の強制コスト 

'P   裏切りを罰しなかったことを罰されるコスト 

'E   罰しなかった人を罰するコスト 

Fig. 3: メタ規範ゲーム 7)
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5.2 メタ報酬ゲームによる SNSのモデル化 

鳥海ら8)は，メタ規範ゲームを拡張したモデルであ
るメタ報酬ゲームを用いて，一般的なSNSのモデル化
を行っている(社内SNSのモデル化ではない)． 

SNSのモデル化では，投稿とそれに対するコメント
といった明確に異なる行動を表現する必要がある．そ
の観点からいえばメタ規範ゲームはSNSのモデル化に
適している．しかし，SNSではメタ規範ゲームでいう
懲罰に該当する構造がほとんど存在しない（例えば，
文章を投稿しないとペナルティが発生するというシス
テムはほとんど存在しない）．そこで鳥海ら8)はメタ
規範ゲームを拡張した一般化メタ規範ゲームのうちメ
タ報酬ゲームを用いてモデル化を行っている(Fig.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: 一般化メタ規範ゲーム 8)
 

メタ報酬ゲームでは3つの行動，①エージェントが協
調行動（他の個体に利得をもたらし自身はコストを払
う）をするかしないか，②協調行動をしたエージェン
トに報酬を与える（自身はコストを払い協調行動をし
たエージェントに利得を与える）かどうか，③報酬行
動をしたエージェントに報酬を与えるか，の3つの行動
決定とそれに伴う利得からモデル化されている． 

SNSではユーザーが文章を投稿し共有される．投稿
された文章は他のユーザーに利得をもたらしていると
捉えられる．そのため投稿行動はメタ報酬ゲームでい
う協調行動に該当するといえる．また投稿に対してコ
メント・いいね機能によって反応することができる．
これにより投稿したユーザーが見返りをもらえている
と捉えられる．そのため反応行動は，メタ報酬ゲーム
でいう報酬行動に該当するといえる． 

鳥海ら8)はこれらのことに着目してメタ報酬ゲーム
を用いて一般的なSNSのモデル化を行っている．作成
したモデルによるシミュレーション実験によりコメン
ト・いいね機能がSNSの定着を促進していることが示
されている．

 

6 シミュレーションモデル 

6.1 モデル概要 

メタ規範ゲーム7)，メタ報酬ゲーム8)を参考に問題状
況を再現するべく4章で定義した社内SNSのモデル化
する．構築した社内SNSモデルの概要をFig.5に示す．
本モデルでは，一般社員エージェントとマネージャー
エージェントという2種類のエージェントがそれぞれ
複数存在し，それら全エージェントが相互に繋がって

いるネットワークを仮定する． 

モデルの流れは以下のようになる．まず，一般社員
エージェントが社内SNSに文章を投稿するか決定する．
投稿した場合，その投稿に対して一般社員はコメント
を，マネージャーエージェントは指摘を行える．一般
社員エージェントがコメントを行った場合，そのコメ
ントに対しても一般社員エージェントはコメントを，
マネージャーエージェントは指摘を行える．ただし，1

つの投稿に対して，コメントもしくは指摘を行えるの
は1人までとし，各行動をするか決定するエージェント
の順番は毎回ランダムとする．これらを一般社員エー
ジェントごとに順番に行い全一般社員エージェント分
行う．これを NUM_LEARN 期分行うたびに学習を
行う．これを1ステップとして扱う． 

6.2 エージェント 

6.2.1 一般社員エージェント 

一般社員エージェント iは投稿確率
iB とコメント確

率
iL を持っており，それに基づき投稿とコメントを行

う．これらの確率は 0,1 で表される 3bit 列(0/7~7/7)で
表現される．初期生成時に一様分布で与えられる． 投
稿とコメントにより社内 SNSの活用を表現する．

 
6.2.2 マネージャーエージェント 

マネージャーエージェントは指摘のみ行う．一般社
員エージェントが行う投稿やコメントと異なり，行動
の順番が回ってきた際に必ず指摘を行う．これにより
影響力のあるマネージャーが社内 SNS を推進しよう
と自ら活用していく中で，社員の投稿に対して指摘を
行う状況を表現する．なお，本モデルではマネージャ
ーエージェントはコメントを行わない．これは，本研
究ではあくまでマネージャーの指摘が社内 SNS の使
用状況にどのような影響を与えるかを分析したいから
で，その目的を満たしつつなるべくシンプルなモデル
を作成したためである．  

6.3 エージェントの行動と利得 

6.3.1 投稿行動 

投稿は一般社員エージェントのみが行うことが出来
る．投稿とは社内 SNSに一般社員エージェントが投稿
するためのコストを払い文章を公開することを指す．
他の一般社員エージェントは公開された文章を見て利
得を得る．投稿すると，投稿した一般社員エージェン
トは投稿コスト Cost_Post を支払い，それ以外の一般

 

Fig. 5: モデル概要 
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社員エージェント全員は投稿されたことによる利得

Profit_Post を得る． 

6.3.2 コメント行動 

コメントは投稿もしくは投稿へのコメントに対して
一般社員エージェントのみが行える．コメントとはコ
ストを払い，投稿もしくは投稿へのコメントについて
コメントを送ることを指す．他の一般社員エージェン
トはそのコメントを見て利得を得る． 

コメントすると，コメントした一般社員エージェン
トはコスト ostC_Comment を支払い，それ以外の一
般社員エージェント Profit_NUM_Comment 人がコ
メントされたことによる利得 Profit_Comment を得
る． 

6.3.3 指摘行動 

指摘は投稿もしくは投稿へのコメントに対してマネ
ージャーエージェントのみが行える．指摘とはコスト
を払い，投稿もしくは投稿へのコメントについて指摘
する文章を送ることを指す．指摘された一般社員エー
ジェントは損失を被る．マネージャーエージェントが
指摘すると，指摘された一般社員エージェントは指摘
による損失 Loss_OutintPo を被る． 

6.3.4 適応度 

一般社員エージェント・マネージャーエージェント
の行動により，１ステップで一般社員エージェント i

が得た利得・コスト・損失の合計を適応度
iv とする．

一般社員エージェントは適応度を元にして次節で説明
する学習を行う． 

6.4 学習 

一般社員エージェントは， 1ステップごとに遺伝的
アルゴリズムによって学習を行う．まず，各一般社員
エージェントは適応度に応じて親となるエージェント
を 2 人選ぶ．その際その際エージェント iが選択され
る確率

i は以下の式によって決定される． minv  は全
一般社員エージェントの適応度のうち最小の値を指す． 

 

  




j

2

minj

2

mini
i

vv

vv
  

各一般社員エージェントは，こうして得られた 1対
の親エージェントの投稿確率・コメント確率を表す
3bit 列の染色体 2×2 個から，一様交叉(セルごとにど
ちらかの親の値を引き継ぐ)によって新しい投稿確
率・コメント確率を生成しその値を自身の確率とする
（Fig.6）．また bit のセルごとに確率 0.01 で突然変異
を起こし，親の値に関わらず値をランダムに設定する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6: 一様交叉 

6.5 エージェントの人数 

シミュレーション期間を NUM_STEP ステップと
する．また，全エージェント数を NUM_AGENT ，
そのうち NUM_BOSS 人をマネージャーエージェン
ト，残りの人のエージェントを一般社員エージェント
とする．  

6.6 シミュレーションフロー 

本節ではフローを全体フェーズ，投稿フェーズ，学
習フェーズの 3つに分けて説明する． 

6.6.1 全体フェーズ 

まず，全体フェーズのフローを Fig.7 に示す．本シ
ミュレーションでは一般社員エージェントが投稿する
か決める投稿フェーズを NUM_LEARN 期繰り返す
ごとに学習フェーズを行うサイクルを繰り返し行う．
投稿フェーズとは一般社員エージェントが投稿するか
決めるフェーズを指す．学習フェーズとは一般社員エ
ージェントが投稿確率，コメント確率の学習を行うフ
ェーズを指す．これらの詳細は次節以降で説明する．  

 

Fig. 7: 全体フェーズ 

6.6.2 投稿フェーズ 

 投稿フェーズでは一般社員エージェントごとに投稿

するか決定する．投稿フェーズのフローを Fig.8 に示

す．一般社員エージェント iは，自身の投稿確率投
iB に

従い，投稿するか決定する．図中の変数 sはプログラ

ム上で確率処理のために rand 関数で生成した[0,1] の

乱数であり，
iBs  のときに投稿する．変数 sは確率

処理をする度に生成する．投稿した場合は，そのエー

ジェントについて反応フェーズを行う．これを全一般

社員エージェントについて行い投稿フェーズを終える． 
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Fig. 8: 投稿フェーズ 

反応フェーズでは投稿に対してコメントもしくは指
摘を行う．ここでは，説明を簡単にするためコメント
もしくは指摘を行うことを反応と呼ぶことにする．反
応フェーズのフローを Fig.9 示す．この図では反応す
るかを決める確率を反応確率（一般社員エージェント
の場合

iL ，マネージャーエージェントの場合は 1）と
して説明している．フローは次のようになっている．
まず全エージェントの中からランダムに 1人選ぶ．選
ばれたエージェントは投稿に対して反応するか自身が
もつ反応確率を元に決定する．反応したエージェント
が一般社員エージェントであればコメントによる適応
度処理を行い，その後反応返しフェーズを行う．反応
したエージェントがマネージャーエージェントであれ
ば指摘による適応度処理を行う（マネージャーエージ
ェントの場合，反応返しフェーズは行わない）．反応
しなかった場合残りの全エージェントの中からランダ
ムに 1人選び再度反応するか決める．これを繰り返し
誰か１人が反応し反応返しフェーズを行う，もしくは
誰も反応しなければ反応フェーズを終える． 

反応返しフェーズとはコメントに対して，さらにコ
メントもしくは指摘を行うか決定するフェーズを指す．
反応返しフェーズはさらに下層のフェーズがない事以
外は，基本的に反応フェーズと同様なので説明は省略
する． 

6.6.3 学習フェーズ 

学習フェーズでは一般社員エージェントが学習を行
う．学習フェーズのフローを Fig.10に示す．まず，各
一般社員エージェントが親となる選択確率

i を計算
し親を決めるルーレットを生成する．そのもとで各一
般社員エージェントについて順番に学習を行う．学習
では親となる 1Parent , 2Parent を決める．それに
基づき一様交叉による学習を行う． 

7 シミュレーション実験 

7.1 マネージャーによる影響の再現実験 

モデルのパラメータ設定を Table.1に示す．これは 

Fig. 9: 反応フェーズ 

Fig. 10: 学習フェーズ 

Table. 1: パラメータ 

変数 変数名 値

シミュレーション期間 STEP_NUM 1000
学習周期 LEARN_NUM 4
突然変異率 MUNTATION_RATE 0.01
全エージェント数 AGENT_NUM 20
マネージャーエージェント数 BOSS_NUM 4
投稿コスト Post_Cost -3
投稿されたことによる利得 Post_Profit 1
コメントコスト Comment_Cost -2
コメントされたことによる利得 Comment_Profit 9
コメントから利得を得る人数 Comment_Profit_NUM 1
指摘されたことによる損失 PointOut_Loss 100
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メタ規範ゲーム 7)およびメタ報酬ゲーム 8)のパラメ

ータを元に設定した．ただし，マネージャーエージェ

ント数および指摘損失は，7.1.2節における問題状況の

再現実験を元に設定した． 

7.1.1 マネージャーがいない状況下の実験 

本研究ではマネージャーエージェントの行動が社内

SNSへどのような影響を与えるかを分析する．そのた

めには，まずマネージャーエージェントがいないとき

に社内 SNS が他の要因により使われなくなることが

ないことを確認する必要がある．つまり，社内 SNSの

導入が失敗する他の要因を排除する必要がある． 

そこで，マネージャーエージェントがいない状況で

のシミュレーション実験を行い，この状況を再現出来

ているかの確認を行う．そのために 10試行シミュレー

ションを行った結果を Fig.11, Fig.12に示す．縦軸は全

一般社員の投稿確率・コメント確率の平均値，横軸は

ステップ数を表している．また図における１つのグラ

フは 1試行における推移を表しており，10個分のグラ

フを各図に載せている． 

これらの図から全試行においてほとんどの一般社員

が投稿およびコメントを行っている状況になっている

ことがわかる．つまり，マネージャーエージェントが

いないときに社内 SNS が他の要因によって使われな

くなることがない状況を作れていることがわかる． 

Fig. 11: マネージャーがいない場合の投稿確率

Fig. 12: マネージャーがいない場合のコメント確率

また，このマネージャーエージェントがいない状況

のシミュレーション実験はメタ報酬ゲーム 8)と同等の

状況となっている．メタ報酬ゲームによるシミュレー

ション結果では協調行動および報酬行動が支配的とな

る．この結果は本モデルでいうと，全一般社員エージ

ェントの投稿確率とコメント確率の平均値が 1に近い

値となる状況に該当する．Fig.11, Fig.12の結果から本

研究のモデルはメタ報酬ゲームと矛盾しない結果とな

っていることが確認できる． 

7.1.2 マネージャーによる影響の再現実験 

続いて本研究で焦点を当てる問題状況の再現を行う．
つまり，一般社員エージェントが投稿およびコメント
を最初は行うがマネージャーエージェントの指摘によ
って，いずれ行わなくなってしまう状況をシミュレー
ション上で再現する．シミュレーション期間中にこの
問題状況が再現できるようにマネージャーエージェン
ト数および指摘されたことによる損失を設定する．設
定を終え，10 試行シミュレーションを行った結果を
Fig.13, Fig.14に示す． 

投稿確率・コメント確率ともに最初は高い値を取っ
ているものの最終的には下がっている． 前節での再現
実験も踏まえると，マネージャーの影響によって社内
SNSがいずれ使われなくなってしまう状況の再現がで
きているといえる． 

Fig. 13: マネージャーがいる場合の投稿確率 

Fig. 14: マネージャーがいる場合のコメント確率また，  

また，指摘損失を 100と設定した理由について補足

する．そのために指摘損失を区間[10,100]において 10

ずつ変化させ，それぞれ 10試行シミュレーションを行

った結果を Fig.15示す．この図では，シミュレーショ

ンを終えた時に全一般社員の投稿確率・コメント確率
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の平均値が 0.7 以上であれば投稿・コメント行動が一

般社員に定着しているとしその試行数を縦軸に，横軸

に指摘損失を取っている．例えば，指摘損失が 60のと

き，10試行中 4試行において投稿確率が 0.7以上なの

で投稿定着試行数が 4となっている．つまり，定着試

行数はその社内 SNS において投稿行動およびコメン

ト行動が定着した試行数を表す． 

この図から，指摘損失が 50のとき付近を堺に問題状

況の再現の成否が変わっていることがわかる．これは，

一般社員エージェントが 20 人に対しマネージャーエ

ージェントが 4人であるため他の利得やコストに比べ

指摘損失を大きな値に設定しないとマネージャーエー

ジェントの影響が小さくなってしまうためだと考えら

れる． 

そのうえで，全試行において社内 SNSにおける投稿

行動およびコメント行動が定着しないようなシミュレ

ーション，すなわち全試行において問題状況を再現で

きるシミュレーションを設計するために，指摘損失を

100と設定した． 

Fig. 15: 指摘損失を 10ずつ変化させたときの 

感度分析 

7.2 マネージャーエージェントの戦略の分析 

本節では，マネージャーエージェントがどのような
戦略を取れば，社内 SNS を活用しつつ社内 SNS が使
われなくなる状況を回避できるかの分析を行う．マネ
ージャーの戦略として，全一般社員のコメント確率の
平均値が閾値未満の場合指摘を全く行わない戦略
(Table.2)を考える．例えば閾値が 0.4の場合，コメント
確率の平均値が 0.4 未満のときはマネージャーエージ
ェントが指摘を行わなくなる．特に，閾値が 0の場合
は常に指摘を行い，1 の場合は常に指摘を行わない(=

マネージャーエージェントがいない状況)．前者は
Fig.13, Fig.14の結果に該当し，後者は Fig.11, Fig.12の
結果に該当する．また，マネージャーエージェントの
戦略を投稿確率ではなくコメント確率の平均値に応じ
るとしたのは，7.1.2節の実験結果において一般社員の
確率が著しく低下する際にコメント確率が先に低下し
ていたためである．
以上の戦略のもと閾値を区間[0,0.9]において 0.1 ず

つ変化させ，それぞれ 10試行シミュレーションを行っ
た結果を Fig.16示す．この図では，シミュレーション
を終えた時に全一般社員の投稿確率・コメント確率の 

平均値が 0.7 以上であれば投稿・コメント行動が一般

社員に定着しているとしその試行数を縦軸に，横軸に
閾値を取っている．例えば，閾値が 0.4のとき，10試
行中 8 試行において投稿確率が 0.7 以上なので投稿定
着試行数が 8となっている． 

この図から，マネージャーエージェントが戦略を取
ることによって社内 SNS が使われなくなる状況を回
避できることがわかる．特に閾値を 0.4 以上にすると
回避しやすいことがわかる．つまり，マネージャーエ
ージェントが社内 SNS を活用し普段指摘を行ってい
ても，一般社員がコメントをあまりしなくなったとき
に指摘を行わないようにすると，社内 SNSが使われな
くなる状況を回避できることがわかる． 

Table. 2: マネージャーエージェントの戦略 

Fig. 16: 閾値を 0.1ずつ変化させたときの感度分析

7.3 報酬を得られる人数の違いの分析 

 本節では，コメントによる報酬が社内 SNSにどのよ
うな影響を与えるかの分析を行う．そのためマネージ
ャーエージェントがいない状況下において，コメント
から利得を得る人数を変化させ，投稿確率・コメント
確率にどのような影響を与えるか実験を行う．つまり，
コメントの内容が他の一般社員エージェントにとって
も有益になると社内 SNS 全体にどのように影響を与
えるかを分析する． 

まず，コメントから利得を得る人数が 19人，すなわ
ちコメントの内容が全一般社員にとって有益である場
合の実験を行う．10試行シミュレーションを行った結
果を Fig. 17, Fig. 18に示す．  

縦軸は全一般社員の投稿確率・コメント確率の平均
値，横軸はステップ数を表している．結果として，投
稿確率・コメント確率ともに早々に 0近辺に収束，す
なわち社内 SNSが使われなくなっている．これは次の
ように考えられる．コメントの内容が全一般社員にと
って有益であれば社内 SNS は有用で一見多くの一般
社員が使うと考えられる．しかし，それは同時に投稿
やコメントを行わなくても利得を安定して得られると
いうことであり，その結果フリーライドが発生しやす
くなりこのような結果となる．そこで次に，コメント
から利得を得る人数を区間[1,9]において 1 ずつ動かし
それぞれ 10 試行シミュレーションを行った結果を
Fig.19 に示す．この図では，シミュレーションを終え
た時に投稿確率・コメント確率が 0.7 以上であれば投
稿・コメント行動が一般社員に定着しているとしその
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試行数を縦軸に，横軸にコメントから利得を得る人数
としている．例えば，コメントから利得を得る人数 4

人のとき，10試行中 5試行において投稿確率が 0.7以
上なので投稿定着試行数が 5となっている． 

Fig. 17: コメントが全社員にとって有益な場合の

投稿確率 

Fig. 18: コメントが全社員にとって有益な場合の 

コメント確率 

実験の結果として，コメントから利得を得る人数が
5 人以上の場合，投稿・コメント行動が著しく定着し
ないことがわかる．これらの実験からコメントによっ
て複数の社員に利得がもたらされる場合，つまりコメ
ントの内容が複数の社員にとって有益でありかつコメ
ントを他の社員も見られることは，社内 SNSの定着に
貢献しないことがわかる．別の言い方をすれば，これ
は，内容のやり取りを当事者しか見られないようなサ
ービスである個別チャットやメールが使われ社内SNS

が使われなくなってしまう要因の一つである可能性が
あるといえる． 

8 結論 

本研究では，国内企業において社内 SNSの導入がう
まく進んでない現状に着目し，導入が失敗する原因に
ついて分析を行った．まず，導入が失敗する原因には
様々な要因・状況があることを調査し，そのうち影響
力のあるマネージャーが社内 SNS を推進しようと積
極的に社内 SNS を活用しているにも関わらず社内
SNSがいずれ使われなくなってしまう状況に焦点を当
てモデル化を行った．その元で，2 つのシミュレーシ
ョン分析を行った．1 つ目の分析では，影響力のある
マネージャーが社内 SNSを活用し推進しようと普段 

Fig. 19: コメントから利得を得る人数を 

1人ずつ変化させたときの感度分析 

指摘を行っていても，一般社員がコメントをしなくな
ったときに指摘をやめることで一般社員が萎縮して社 

内 SNS を使わなくなる状況を回避できることを示し
た．2 つ目の分析では，投稿に対するコメントの内容
が複数の社員にとって有益であることもしくはそのコ
メントを他の社員も見られるようにすることは社内
SNSの定着に貢献せず，むしろ逆効果である可能性が
あることを示した．
今後の課題として，焦点を当てた問題状況以外の要

因を考慮できていないことが挙げられる．特に，本研
究のモデルでは一般社員エージェントは投稿時にコス
トを支払うようになっており相対的に損をするが，実
際は投稿することで自分の意見を発信できると投稿行
動自体をメリットと考えられる場合がある．そのよう
な場合にコメントの内容が複数の社員にとって有益で
あっても社内 SNS が定着する可能性がありその検証
が今後の課題といえる． 
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