
1はじめに 

スクールカーストは，クラス内のステータスをあら
わす用語である．スクールカーストの存在は学級集団
や学年集団を歪める要因となり，いじめと大きな関わ
りがあると考えられている． 
学級内いじめについては多くの研究がおこなわれて

おり，社会学や教育学の観点からいじめやスクールカ
ーストについて論じられている1)2)3)． 
いじめやスクールカースト等の研究は実証研究を行

うには長期間学級を観察する必要がある．また，学級
に所属する実際の生徒は家庭状況や学級外での活動な
ど不特定多数の物事から影響を受けるため，実際にス
クールカーストやいじめに影響を与えている物事を見
極めるのは大変困難である．そのため，スクールカー
スト等の学級形成やいじめに与える要因についての調
査にはマルチエージェントシミュレーションを用いた
研究が有効である． 
マルチエージェントシミュレーションを用いた研究

では，ソシオン理論4)5)6)や同調・排斥行動7)8)などを考
慮した学級モデルが提案され，いじめの原因やいじめ
を傍観する第三者の出現9)，教師による学級運営手法10)

に関する知見が得られている．スクールカーストを実
装した研究11)ではスクールカーストの地位に属する生
徒がいじめ被害にあいやすいかの調査が行われた．  
本研究では，いじめが発生する前段階である学級集

団の形成に着目し，生徒がスクールカーストと友人グ
ループを意識した行動を行った場合に学級集団形成へ
与える影響についてマルチエージェントシミュレーシ
ョンを用いて調査を行う．先行研究で固定であったス
クールカーストの地位を可変とし，その地位に基づい
て友人グループを形成する．具体的には以下の通りで
ある．まず，先行研究10)で用いられた学級集団形成モ
デルに生徒間のコミュニケーションによって生じるス
クールカーストの地位を導入し，スクールカーストの
地位と生徒の好感度を基に友人グループを生成する．
マルチエージェントシミュレーションを用いた実験環
境に生徒の性格を実装し，生徒の行動と学級集団形成
への影響を観測するモデルを生成する．その後，スク

ールカーストの地位を重視して行動する生徒と，友人
グループ内での結束を重視する生徒の割合を変化させ，
学級内の生徒の性格が学級集団形成に与える影響を調
査する． 

2提案モデル 

2.1モデル概要 

本研究では，鳥海ら 10)のモデルを基に学級モデルを
構築した．ただし本研究では，生徒たちのスクールカ
ーストの地位や友人グループの安定化に基づいた行動
が学級集団形成に与える影響を正確に把握するため，
鳥海らのモデルから教師による介入を削除し，新たに
スクールカーストの地位と友人グループを追加する．
また，エージェントの性格や行動戦略を取り入れ，コ
ミュニケーションの際にスクールカーストや友人グル
ープを意識した行動をとるよう変更した．生徒エージ
ェントはスクールカーストの地位における立ち位置や
友人グループ内の人間環境を把握し，自身を取り巻く
環境の向上・安定を目指して行動する． 

2.2学級集団モデル 

中学校の 1学級を想定してモデル化し実験を行う．
学級には 30 人の生徒エージェントが存在する（エー
ジェント i=0,1,…,29）．エージェントは行動戦略に
基づいてコミュニケーションを行う．行動戦略はその
エージェントの性格に基づいて決められる．性格は「向
上主義」「平和主義」の 2種類あり，初期に与えられ
た性格で固定されるものとする．向上主義はスクール
カーストの地位の上昇や上位の友人グループへの所属
を目指すという性格を表し，平和主義は友人グループ
内で争いを避けて仲良くすることを目指すという性格
を表す．また，エージェントは同集団に属する他のそ
れぞれのエージェントに対して好感度を持つ．好感度
は[-1.0,1.0]で実験開始時にランダムに割り当てられ，
コミュニケーションを通じて変化する．好感度が定め
られたしきい値（今回は 0.0とする）を超えた場合，
そのエージェントから対象となるエージェントに向か
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って有向リンクを張る．このリンクのことを友人リン
クと呼ぶ．そして，エージェントは友人リンクを張っ
た相手を友人として認識する．友人リンクは実験開始
時に，エージェントの中から好感度の降順に最大 5人
まで張られる．ただし，友人リンクを張ったエージェ
ントは相手を友人とみなしているが，張られたエージ
ェントは必ずしも相手を友人とみなしているわけでは
ない．  

2.3スクールカースト 

各エージェントは同学級に属するすべてのエージェ
ントから向けられる好感度の合計値を保有する．学級
内のすべてのエージェントの好感度合計値を降順に並
べたときの順位を，各エージェントのスクールカース
トの地位の順位とする．基本的にエージェントはスク
ールカーストの地位の上位に属することを是とし，ス
クールカーストの地位は友人グループの生成やコミュ
ニケーション相手の選択の際の指標となる．友人グル
ープのカーストの地位はグループリーダーのスクール
カーストの地位で決まるものとする． 

2.4友人グループ 

すべてのエージェントは必ず 1つの友人グループに
所属する．友人グループは実験開始時に生成され，コ
ミュニケーションによってグループ数及びその構成人
数は変化していく．その詳細は 2.4.1節で述べる．友
人グループはグループリーダー1 人とその他のメンバ
ーで構成される．友人グループメンバーの数に制約は
ないため，グループの人数は 1～30人となる． 

2.4.1友人グループの生成 

友人グループは実験開始時に次のような要領で生成
される．はじめにクラスで最も地位が高い生徒を友人
グループ 1のグループリーダーとする．友人グループ
1 はこのグループリーダーが友人リンクを張っている
すべてのエージェントから構成される．友人グループ
1 の生成後，まだ友人グループに属していないエージ
ェントの中で最も地位が高いエージェントを友人グル
ープ 2のグループリーダーとする．友人グループに属
していないエージェントの中から，このグループリー
ダーが友人リンクを張っているすべてのエージェント
を友人グループ 2のメンバーとする．以上の要領で，
すべてのエージェントが友人グループに所属するまで
友人グループの生成を行う(Fig.1)．一旦グループが形
成されるとそのグループのリーダーは自身が他の友人
グループに移るまでグループリーダーのままとする． 

Fig.1 友人グループの生成 

 

2.4.2友人グループからの離脱 

エージェントは毎ターン終了後，自身の所属する友
人グループのメンバーに対する好感度の合計値を更新
する．メンバーに対する好感度の合計値がマイナスに
なると，エージェントは所属する友人グループから離
脱し，グループリーダーとなって 1人グループを生成
する．  

2.4.3友人グループへの加入 

エージェントが自身の所属している友人グループ以
外のグループリーダーと相互に友人リンクを張った場
合，一定確率𝑝𝑟

𝑖でそのグループへ移動するグループリ
ーダーが移動する場合はそのリーダーだけでなくグル
ープごと，該当するグループに移る．これをグループ
の合併と呼ぶ（Fig.2）．その場合，新しい友人グルー
プのグループリーダーはスクールカーストの地位の高
い方のエージェントがグループリーダーを引き継ぎ，
スクールカーストの地位が低いグループリーダーはグ
ループメンバーとなる．グループメンバーが移動する
場合は所属している友人グループから離脱し，そのエ
ージェントのみが次のグループに移る． 

Fig.2 友人グループの合併 

2.5コミュニケーション 

エージェントは 1ターンごとにコミュニケーション
を行い他のエージェントとの友人関係やスクールカー
スト順位を変化させていく．1 ターンは全てのエージ
ェントが 1回コミュニケーションを行うのに必要な時
間とする．エージェントは毎ターン学級内でランダム
な順番でコミュニケーションを行う．エージェントは
以下のプロセスに従ってコミュニケーションを行う． 

1. 行動戦略の選択 

2. コミュニケーション相手の選択 

3. 話題対象の選択 

4. コミュニケーションの実行 

5. 友人関係の更新 

行動戦略の選択は，一定の期間（これを行動戦略固
定期間と呼ぶ）ごとに更新されるが，その間は同じ行
動戦略を選択し続けるものとする．行動戦略の選択は
2.7 節にて述べるが，その 1 つである向上戦略を用い
た場合は「2.コミュニケーション相手の選択」と「3.
話題対象の選択」の順番が反対になる場合が生じる． 

エージェントは同学級に属する他のエージェントをコ
ミュニケーションの相手として，自身とコミュニケー
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ション相手以外のエージェントを話題対象に選択する．
「4.コミュニケーションの実行」については 2.6節で，
「5．友人関係の更新」については 2.8節で詳細に述べ
る．  

2.6好感度の更新 

コミュニケーション終了後，エージェントはコミュ
ニケーション相手と話題対象に対する好感度を更新す
る．好感度の更新はハイダーの認知的均衡理論を拡張
した下記理論に基づいて行う． 

ある人物のある対象に対する態度は，本人Pと話題
対象Xおよびコミュニケーション相手Oの 3 者間の心
情関係によって決定される．PがXに対して持つ心情関
係をPXとする．このとき，PX，PO，OXそれぞれの心
情関係を好意的（＋）非好意的（―）とすれば，3つの
心情関係の積が正であれば均衡状態，負であれば不均
衡状態となる．不均衡状態の場合，均衡状態になるよ
う「自分の話題対象に対する好感度(PX)」か「自分の
コミュニケーション相手に対する好感度(PO)」を変化
させる行動をとる(Fig.3)． 

Fig.3 コミュニケーションによる好感度変化 

コミュニケーションを行った本人をエージェント
𝛼𝑝，コミュニケーション相手をエージェント𝛼𝑜とし，
話題対象のエージェントを𝛼𝑥としてコミュニケーシ
ョンを行う場合，変化する好感度は， 

PX：話題対象𝛼𝑥に対するエージェント𝛼𝑝の好感度𝑙𝑝𝑥 

OX：話題対象𝛼𝑥に対するコミュニケーション相手𝛼𝑜の
好感度𝑙𝑜𝑥 

PO：コミュニケーション相手𝛼𝑜に対するエージェント
𝛼𝑝の好感度𝑙𝑝𝑜 

OP：エージェント𝛼𝑝に対するコミュニケーション相手
𝛼𝑜の好感度𝑙𝑜𝑝 

である． 

PO，PX，OXの関係が不均衡状態の場合，均衡状態に
向かうようにPO(𝑙𝑝𝑜)，PX(𝑙𝑝𝑥)が変化する．同様に，

OX，OP，PXの関係が不均衡状態の場合は均衡状態に向
かうようにOP(𝑙𝑜𝑝)，OX(𝑙𝑜𝑥）が変化する．また，均衡
状態であれば均衡状態を強化するように変化する．エ
ージェント𝛼𝑝の話題対象𝛼𝑥に対する好感度𝑙𝑝𝑥および，
エージェント𝛼𝑝のコミュニケーション相手𝛼𝑜に対す
る好感度𝑙𝑝𝑜は， 

𝑑𝑙𝑝𝑥

𝑑𝑡
= 𝑤 ∙ 𝑙𝑝𝑜𝑙𝑜𝑥   

𝑑𝑙𝑝𝑜

𝑑𝑡
= 𝑤 ∙ 𝑙𝑝𝑥𝑙𝑜𝑥   

に従って変化するものとする．同様に，コミュニケー
ション相手𝛼𝑜から話題対象𝛼𝑥に対する好感度𝑙𝑜𝑥およ
び，コミュニケーション相手𝛼𝑜からエージェント𝛼𝑝に
対する好感度𝑙𝑜𝑝は， 

𝑑𝑙𝑜𝑥

𝑑𝑡
= 𝑤 ∙ 𝑙𝑜𝑝𝑙𝑝𝑥   

𝑑𝑙𝑜𝑝

𝑑𝑡
= 𝑤 ∙ 𝑙𝑜𝑥𝑙𝑝𝑥   

に従って変化する．なお，𝑤は好感度変化の重みであ
る． 

2.7行動戦略 

生徒エージェントは学級でどのように立ち振る舞う
かを示す行動戦略を持つ．行動戦略は「向上戦略」「平
和戦略」の 2種類あり，定められた行動戦略固定期間
ごとに選択される．向上戦略を選択する確率を𝑆𝑖𝑚𝑝

𝑖 ，
平和戦略を選択する確率を𝑆𝑚𝑛

𝑖 とおく（𝑆𝑚𝑛
𝑖 は1 − 𝑆𝑖𝑚𝑝

𝑖

となる）．以下，2つの行動戦略について述べる． 

・ 向上戦略 

自分自身の地位や所属する友人グループの地位を上
げるよう行動する．そのために，向上戦略を選択した
エージェント（以下，向上戦略エージェントと呼ぶ）
はスクールカーストの地位が上位のエージェントと会
話を行う． コミュニケーション相手および話題対象の
選択方法を以下に示す． 

スクールカーストの地位が上位の友人グループに入
りやすくするために，自身よりもスクールカーストの
地位が上位の任意の友人グループの中から 1人を話題
対象としてランダムに選択し，選択したエージェント
が所属グループのメンバーから嫌われるような会話を
行う．  

つまり，向上戦略エージェントの所属する友人グル
ープよりも上位の友人グループで，グループメンバー
からマイナスの好感度を向けられているエージェント
を話題対象候補とする．話題対象候補が複数存在する
場合は話題対象候補の中からランダムで 1人を選択す
る．そして，話題対象候補に対してマイナスの好感度
を向けているエージェントをコミュニケーション相手
とし，コミュニケーションを行う．コミュニケーショ
ン相手に選択したエージェントが該当ターンにすでに
コミュニケーションを終えていた場合は同条件の他の
エージェントをコミュニケーション相手として，コミ
ュニケーションを行う．  
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次に，話題対象候補が存在しない場合，向上戦略エ
ージェントよりスクールカーストの地位が上位のエー
ジェントに好かれ，上位の友人グループに誘われやす
くなることを目的とした行動を行う．つまり，向上戦
略エージェントよりスクールカーストの地位が高いエ
ージェントの中で，向上戦略エージェントに対してマ
イナスの好感度を向けているエージェントをコミュニ
ケーション相手とする．コミュニケーション相手に該
当するエージェントが多数存在する場合はスクールカ
ーストの地位が最も高いエージェントをコミュニケー
ション相手として選択する．話題対象は学級内からラ
ンダムに選択する．  

さらに，上記 2パターンに該当するエージェントが
存在しない場合，向上主義エージェントは友人リンク
を張っているエージェントの中からランダムにコミュ
ニケーション相手を選択する．話題対象は学級内から
ランダムに選択する． 

最後に，どの条件も満たされない場合，すなわち，
友人リンクを張っているエージェントの中にコミュニ
ケーションが可能なエージェントが存在しない場合は
コミュニケーションを行わない． 

 

・ 平和戦略 

平和戦略を選択したエージェント（以下，平和戦略
エージェントと呼ぶ）は友人グループ内の安定を図る
ために行動する．友人グループ内でのコミュニケーシ
ョンを主に行い，グループメンバーの友好関係の向上
を目指す． 

平和戦略エージェントは自分が所属する友人グルー
プのメンバーの中で，コミュニケーションが可能，か
つ，平和戦略エージェントに対する好感度が最も低い
エージェントをコミュニケーション相手に選択する． 

自身に向けられている好感度がプラスの場合，平和
戦略エージェントの所属する友人グループの中から平
和戦略エージェントとコミュニケーション相手が互い
にプラスの好感度を向けているエージェントを話題対
象としてランダムで選択する．友人グループ内にこの
ようなエージェントが存在しない場合，同条件のエー
ジェントを友人グループ以外から選択する． 

向けられている好感度がマイナスの場合，平和戦略
エージェントとコミュニケーション相手が互いにマイ
ナスの好感度を向けているエージェントを学級内から
ランダムでコミュニケーション相手として選択する．
このようなエージェントが存在しない場合は平和戦略
エージェントとコミュニケーション相手が互いにプラ
スの好感度を向けているエージェントを学級内からラ
ンダムでコミュニケーション相手として選択する．  

上記のようなコミュニケーション相手が存在しない
場合，友人リンクを張っているエージェントの中から
ランダムにコミュニケーションを行う． 

上記のどの条件も満たさない場合，すなわち，友人
リンクを張っているエージェントの中にコミュニケー
ションが可能なエージェントが存在しない場合はコミ
ュニケーションを行わない． 

2.8学級内集団構成の更新 

1 ターンが経過し，全てのエージェントのコミュニ
ケーションが終了すると，変更された好感度を基に友
人リンク，スクールカーストの地位の更新を行う．好
感度の降順に友人リンクを張りなおすと同時に，新た
なスクールカーストの地位の順位を決める．また，更
新された好感度と地位を基に，友人グループからの離
脱，友人グループへの加入を行う． 友人グループの加
入が終了すると次のターンへ進む．  

3実験と考察 

3.1 行動戦略の有無が学級集団形成へ与える影響 

3.1.1実験内容 

生徒のコミュニケーション相手の選択方法が異なる
2 パターンの学級，すなわち，生徒が友人グループ内
の安定化やスクールカーストの地位向上を意識した行
動をとる（これを「行動戦略あり」と呼ぶ）学級と，
それらを意識しない行動をとる（これを「行動戦略な
し」と呼ぶ）学級の集団形成の違いを観察する．  

行動戦略なしのモデルは性格と戦略を考慮せず，鳥
海らのモデルを利用する．すなわち，友人エージェン
トと友人の友人であるエージェントの中からランダム
にコミュニケーション相手を選択し，ランダムな話題
対象についてコミュニケーションを行う． 

行動戦略ありのモデルは性格と行動戦略を考慮した
モデルである．生徒の性格は実験開始時に 0.5の確率
でランダムに振り分けられる．そして好感度を基に学
級内のスクールカーストの順位と友人グループを決定
する．これらは，コミュニケーションを通じて変化す
る． 

向上主義エージェント𝑖𝑖𝑚𝑝が向上戦略をとる確率を
𝑆𝑡

𝑖𝑚𝑝

𝑖𝑖𝑚𝑝，平和戦略をとる確率を𝑆𝑡𝑚𝑛

𝑖𝑖𝑚𝑝とし，平和主義エ
ージェント𝑖𝑚𝑛が平和戦略をとる確率を𝑆𝑡𝑚𝑛

𝑖𝑚𝑛，向上戦
略をとる確率を𝑆𝑡𝑖𝑚𝑝

𝑖𝑚𝑛とすると，それぞれの確率は以下
の式に従う． 

𝑆𝑡
𝑖𝑚𝑝

𝑖𝑖𝑚𝑝 =
𝑔𝑟𝑖𝑖𝑚𝑝

𝑔𝑛𝑖𝑖𝑚𝑝
+ 1

∙ 100 

𝑆𝑡𝑚𝑛

𝑖𝑖𝑚𝑝 = 100 − 𝑆𝑡
𝑖𝑚𝑝

𝑖𝑖𝑚𝑝 

𝑆𝑡𝑚𝑛
𝑖𝑚𝑛 =

𝑔𝑟𝑖𝑚𝑛

𝑔𝑛𝑖𝑚𝑛
+ 1

∙ 100 

𝑆𝑡𝑖𝑚𝑝
𝑖𝑚𝑛 = 100 − 𝑆𝑡𝑚𝑛

𝑖𝑚𝑛 

ただし𝑔𝑛𝑖はエージェント𝑖の所属する友人グループ
の人数，𝑔𝑟𝑖はエージェント𝑖の所属する友人グループ
内でのカースト順位を表す．向上主義エージェント
𝑖𝑖𝑚𝑝がグループ移動を行う確率を𝑝𝑟

𝑖𝑖𝑚𝑝，平和主義エー
ジェント𝑖𝑚𝑛がグループ移動を行う確率を𝑝𝑟

𝑖𝑚𝑛とした
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とき，それぞれの確率は以下の式に従う． 

𝑃
𝑖𝑚𝑝

𝑖𝑖𝑚𝑝 =
𝑔𝑟𝑖𝑖𝑚𝑝

𝑔𝑛𝑖𝑖𝑚𝑝
+ 1

∙ 100 

𝑃𝑖𝑚𝑝
𝑖𝑚𝑛 = 1 −

𝑔𝑟𝑖𝑚𝑛

𝑔𝑛𝑖𝑚𝑛
+ 1

∙ 100 

クラス内のコミュニケーションの最小単位を 1ター
ンとする．これは実世界においての授業前や授業後に
行われるコミュニケーションに相当する．昼休みのコ
ミュニケーションを 2ターン，放課後のコミュニケー
ションを 4ターンと仮定すると，授業が 6時限目まで
ある場合の 1 日のコミュニケーションは 10 ターン程
度となる 8)．中学生の通学日数が 200 日前後であるた
め，1回の実験ターンは約 1年間である 2000ターンと
する．戦略固定期間は 1週間である 50ターンとする．
試行回数 100回の平均を結果とする．  

以上の条件でクラス生成時からの生徒間の対人関係
を実験で再現する．形成されたコミュニティは以下の
3つのパラメータによって評価を行う． 

・孤立エージェント数 

・周辺エージェント数 

・相互リンク率 

孤立エージェントは誰からも友人リンクを張られて
いないエージェントを示し，周辺エージェントは相互
に友人リンクを張っているエージェントが存在しない
エージェントを示す．このような状態にあるエージェ
ントが存在することは学級経営上望ましくないといえ
る．相互リンク率は教室内に張られたすべての友人リ
ンクのうち，相互に友人リンクを張っている状態を示
す．相互リンク率が高い場合，生徒同士の関係が互い
に友人だと思っている割合が多いことを示し，学級経
営上望ましい状態であるといえる． 

3.1.2実験結果 

行動戦略をとる場合と行動戦略をとらない場合の学
級手段集団形成について比較を行った．結果を Table 
1に示す． 

Table 1 行動戦略の有無による集団形成 

 孤 立 エ ー
ジ ェ ン ト
（人） 

周 辺 エ ー
ジ ェ ン ト
（人） 

相 互 リ ン
ク率 

行動戦略
なし 

0.76 2.98 0.38 

行動戦略
あり 

0.33 1.77 0.43 

3.1.3考察 

行動戦略を取り入れることによって孤立エージェン
ト数，周辺エージェントが減少したことが分かる．平
和戦略によってグループ内のコミュニケーションが繰

り返され，向上戦略で新たな友人リンクを張る行動が
行われたことが要因であると考えられる．生徒は戦略
を用いることによって，自身の友人関係をより強固な
ものにするような行動を起こしたといえる．  

相互リンク数は行動戦略ありの方が増加しているこ
とが読み取れる．これは，平和戦略が友人グループ内
のコミュニケーションを繰り返す行動を行っているこ
とが要因であると考えられる．このことから，友人グ
ループやスクールカーストの地位を考慮して会話を行
うことが一対一の友人関係の生成にも良い影響を与え
ていると考えられる． 

また，生成されるグループ数は行動戦略なしの場合
が 10.45 グループ，行動戦略ありの場合が 5.87 グル
ープとなった．初期に生成されるグループ数に大きな
差はないため，行動戦略ありの場合はコミュニケーシ
ョンを通してグループの合併が多く行われたことが分
かる．グループの中にはメンバーが一人のみのグルー
プもあるため，グループの合併によってそのような一
人グループが減少したといえる． 

以上より，生徒がスクールカーストや友人グループ
を意識した行動をとることは結果的に学級集団形成に
好影響を与える一面もあることがわかった．グループ
数については Table 2に示す． 

Table 2 友人グループ生成数の平均 

 行動戦略なし 行動戦略あり 

実験開始時 11.13 11.18 

実験終了時 10.45 5.87 

一方で，一定のエージェントは実験の初期に孤立し
た状態とそうでない状態をくり返すが，実験が進むに
したがって孤立した状態は解消された．しかし，数タ
ーン連続して孤立状態にとどまったエージェントは孤
立状態が解消されなかった．孤立した生徒が発生した
際に教師が生徒のコミュニケーションを補佐すること
で孤立状態を解消することが肝要である． 

3.2 学級を構成する生徒の性格のばらつきが学級集団
形成へ与える影響 

3.2.1 生徒が性格に基づいた行動戦略を選択する場
合 

3.2.1.1 実験内容 

3.1 節にて，生徒が友人グループ内の安定化および
スクールカーストの地位向上を意識した行動をとると
き，孤立する生徒が少なくなることがわかった．次に
本節では，これら 2つの行動戦略が学級集団形成に与
える影響の違いを分析するため，それぞれの行動戦略
を持つ生徒の割合を変更して実験を行う．生徒の性格
は向上主義と平和主義の 2種類のみとする．向上主義
のエージェントを向上主義エージェント，平和主義の
エージェントを平和主義エージェント呼ぶ．ここでは，
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エージェントの性格による影響を明確にするため，4.1
節で用いた戦略選択の確率を変更する．すなわち，
𝑆𝑡

𝑖𝑚𝑝

𝑖𝑖𝑚𝑝を 100，𝑆𝑡𝑚𝑛

𝑖𝑖𝑚𝑝を 0，𝑆𝑡𝑖𝑚𝑝
𝑖𝑚𝑛を 0，𝑆𝑡𝑚𝑛

𝑖𝑚𝑛を 100とす
る． 

そして，学級内における平和主義エージェントの割
合を 100%，80%，50%，20%，0%（向上主義エージェント
の割合はそれぞれ 0%，20%，50%，80%，100％）に変化
させ，その結果を比較評価する．他の実験環境および
評価に用いる結果は 3.1節と同様である. 

3.2.1.2 実験結果 

それぞれの結果について，Table 3に示す． 

Table 3 生徒が性格に基づいた行動戦略を選択す
る場合の集団形成の様子 

 孤 立 エ
ー ジ ェ
ン ト 数
（人） 

周 辺 エ
ー ジ ェ
ン ト 数
（人） 

相 互 リ
ン ク 率
(%) 

学級内に
おける平
和主義エ
ージェン
トが占め
る割合 

（%） 

100% 0.89 2.51 0.48 

80% 0.84 3.43 0.43 

50% 0.74 4.91 0.38 

20% 0.67 6.44 0.33 

0% 0.40 5.89 0.35 

3.2.1.3 考察 

Table 3より，平和主義エージェントの割合が減少
すると，孤立エージェント数と相互リンク率がともに
減少していることが分かる．平和主義エージェントは
友人グループ間のつながりを重視し，互いが好印象を
与えあうコミュニケーションをとるため，グループメ
ンバー間の友人リンクが張られやすくなる．しかし，
平和主義エージェントの割合が 80%以上の場合，孤立
エージェント数は 3.1節の行動戦略なしの場合よりも
増加している．平和主義エージェントは友人グループ
内で会話を行うため，ターンが進行するにつれて友人
グループ内で互いに対する好感度は上昇していくと考
えられる．すると，他の友人グループからの加入が困
難となり，新たな友人を作ることが困難になる．その
結果，一旦孤立してしまうと既存グループに加わるこ
とが難しくなる．そのため，平和主義エージェントの
占める割合の高い学級では相互リンク率は増加するが，
新たな友人リンクは張りにくくなり，孤立エージェン
トが増加したと考えられる．このことから，友人グル
ープを重視する生徒が多い学級では孤立する生徒が現
れやすいと考えられる． 

一方，周辺エージェント数は平和主義エージェント
の割合が減少すると増加した（Fig.4）．向上戦略エー
ジェントは上位の友人グループ内の話題対象エージェ
ントに対する好感度が下がるようなコミュニケーショ

ンを行う．話題対象に選択されたエージェントからグ
ループメンバーへの好感度は変化しないため，話題対
象に選択されたエージェントが周辺エージェントとな
る可能性が高い．また，新しい友人リンクを張るため
に既存の友人リンクをはがすため，周辺エージェント
が発生しやすい．そのため，スクールカーストを重視
する生徒が多い学級では周辺エージェントが現れやす
いと考えられる． 

孤立エージェントの性格の割合は，平和主義エージ
ェントと向上主義エージェントが混在する学級である
場合，学級内において平和主義エージェントが占める
割合に対し，孤立エージェントが向上主義エージェン
トである確率が高いことがわかった（Table 4）．この
ような傾向が見られた原因は次の通りである．上記の
ように平和主義エージェントの行動は友人グループ外
のエージェントとの友人リンクを拒絶することになる．
一方で，向上主義エージェントはスクールカーストの
順位が上のエージェントに対して友人リンクを張るこ
とを目的とした行動を行っているため，現在所属して
いる友人グループから離脱し，孤立してしまうことが
ある．これより，平和主義エージェントの存在する学
級で向上主義エージェントが孤立した場合，途中で他
の友人グループに加入することが難しく孤立エージェ
ントの増加につながったと考えられる．以上より，ス
クールカーストを重視する生徒は友人グループを重視
する生徒と比べて孤立しやすいと考えられる． 

Fig.4 平和主義エージェントの占める割合を変更
した際の周辺エージェント数の時系列変化 

 

Table 4 孤立エージェントの性格別割合 

 平和主義
の孤立エー
ジェント 

向上主義
の孤立エー
ジェント 

学 級 内
に お け
る 平 和
主 義 エ
ー ジ ェ
ン ト が
占 め る
割合 

（%） 

100% 1.00 0.00 

80% 0.50 0.50 

50% 0.22 0.78 

20% 0.01 0.99 

0% 0.00 1.00 
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3.2.2 生徒が性格に基づいた行動戦略を選択するとは
限らない場合 

3.2.2.1実験内容 

3.2.1 節では生徒エージェントは性格に基づいた行
動戦略を選択し続けている．しかし，実際の学級では
友人グループを重要視している生徒であってもスクー
ルカーストを重要視した行動をとることがあり得るし，
その逆もしかりである．そこで，生徒に行動戦略固定
期間ごとに性格と同様の行動戦略を 80%，性格と異な
る行動戦略を 20%の確率で選択させ，モデルをより現
実に即した環境へ変更して実験を行う．すなわち，
𝑆𝑡

𝑖𝑚𝑝

𝑖𝑖𝑚𝑝を 80，𝑆𝑡𝑚𝑛

𝑖𝑖𝑚𝑝を 20，𝑆𝑡𝑖𝑚𝑝
𝑖𝑚𝑛を 20，𝑆𝑡𝑚𝑛

𝑖𝑚𝑛を 80とす
る． 

他の実験環境および評価に用いる結果は 3.1節と同
様である． 

3.2.2.2実験結果 

 それぞれの結果について，Table 5に示す． 

Table 5 生徒が性格に基づいた行動戦略を選択する
とは限らない場合のよる集団形成の様子 

 孤立エー
ジェント
数（人） 

周辺エー
ジェント
数（人） 

相互リン
ク率 

学級内
におけ
る平和
主義エ
ージェ
ントが
占める
割合
（%） 

100% 0.37 1.16 0.44 

80% 0.25 1.46 0.43 

50% 0.32 1.69 0.43 

20% 0.21 1.65 0.43 

0% 0.27 1.44 0.44 

3.2.2.3考察 

Table 6 行動戦略選択の確率を変化させた際の友
人グループ数の変化 

 戦略選択
100％のとき 

（3.2.1節
のケース） 

戦略選択
80％のとき 

学級
内にお
ける平
和主義
エージ
ェント
が占め
る割合
（%） 

100% 9.41 8.37 

80% 9.34 8.58 

50% 9.28 8.19 

20% 8.17 7.89 

0% 8.02 7.88 

Table 5より，学級内における平和主義エージェン
トが占める割合に対して，孤立エージェント数，周辺
エージェント数，相互リンク率はそれぞれそれほど大
きな差は見られなかった． しかし，Table 3と比較し
た場合，孤立エージェント数と周辺エージェント数は
どちらも減少していることが分かる．平和主義エージ
ェントが友人グループ以外のエージェントと会話する
ようになったこと，向上主義エージェントが友人グル
ープ内の繋がりを気にかけるようになり，友人グルー
プ内の繋がりの強化と新しい友人をグループに招き入
れる動きが両立して行われるようになったことが影響
であると考えられる．これは行動戦略が一貫している
場合と比べて友人グループ数が減少し,グループの合
併が多く行われるようになったことからも示されてい
る（Table 6）．よって，スクールカーストばかりを意
識している生徒に対して友人グループに目を向けるよ
う働きかけることは学級運営上望ましい指導であると
考えられる． 

3.3 スクールカーストの地位が上位に属するエージェ
ントの性格が学級集団形成へ与える影響 

3.3.1実験内容 

3.2 節より，学級に所属するエージェントの性格の
割合が学級集団形成に大きな影響を与えていることが
分かった．しかし，エージェントが学級集団形成に与
える影響は，スクールカーストの順位が上位になるほ
ど高くなると考えられる．そこで，スクールカースト
の地位の上位 5名の性格をそれぞれ平和主義のみ，向
上主義のみで固定し，そのほかのエージェントは実験
開始時に 0.5の確率で平和主義か向上主義に設定した
時の集団形成の相違を観察する．上位 5 人が必ずしも
グループリーダーになるとは限らない．例えば，上位
1 位のエージェントの友人グループに上位 3 位のエー
ジェントがメンバーとして含まれることもありえる．
他の実験環境および評価に用いる結果は 3.2.2節と同
様である 

3.3.2実験結果 

それぞれの結果について Table 7に示す． 

Table 7 スクールカースト上位 5名のエージェント
の性格別の集団形成の様子 

 孤立エー
ジェント
数（人） 

周辺エー
ジェント
数（人） 

相互リン
ク率 

上位 5
人の性
格 

平和
主義 

0.56 2.26 0.44 

向上
主義 

0.29 1.79 0.44 

3.3.3考察 

Table 7より，スクールカーストの地位で上位 5人
が平和主義エージェントである場合，上位 5人が向上

 
- 124 -



主義エージェントである場合と比べて孤立エージェン
ト数，周辺エージェント数がともに増加した．特に孤
立エージェント数は 3.2.2節の学級全員が平和主義エ
ージェントである場合と比べても大きく増加している．
スクールカーストの地位が上位に当たる友人グループ
のグループリーダーが平和主義エージェントである可
能性が高いと，そのようなカースト上位のグループに
加入しようとするエージェントが加入できず孤立して
しまう．よって，孤立エージェント数が増加すると考
えられる．このことから，教師は上位の生徒が友人グ
ループを重視する生徒ばかりであった場合，他のグル
ープのメンバーとの会話を促すことで孤立する生徒を
減少させるなどの手助けが必要だと考えられる． 

4 むすび 

本研究では先行研究で行われた学級集団形成シミュ
レーションに友人グループとスクールカーストの地位，
行動戦略の要素を追加し，生徒がスクールカーストの
地位や友人グループを意識して行動した際の学級集団
形成の評価を孤立エージェント，周辺エージェント，
相互リンク率を用いて行った．  

その結果，友人グループやスクールカーストが顕在
化した学級は孤立エージェントが発生しにくいことが
わかった．孤立エージェントや周辺エージェントは，
生徒が行動戦略を用いて友人グループ内で互いの好感
度を上昇させ結束を強めたり，スクールカーストの地
位の向上のために友人以外の生徒に話しかけることで
新たな友人を作ったりすることで減少することが判明
した．  

次に，学級を構成する生徒の性格のばらつきが学級
集団形成に与える影響を観測したところ，平和主義エ
ージェントが増加するにしたがって孤立エージェント
と相互リンク率が増加すること，そして向上主義エー
ジェントが孤立しやすいことが判明した．これより，
スクールカーストは孤立する生徒を減らすという面も
持ち合わせていることが示唆された． 

最後に，スクールカーストの地位で上位 5人に入る
エージェントの性格をそれぞれ平和主義，向上主義で
固定して試行した結果，上位 5人が向上主義の学級に
比べ，上位 5人が平和主義の学級は孤立エージェント
数，周辺エージェント数がともに増加した．スクール
カーストの地位の上位に当たる生徒が友人グループ内
の安定を重視する生徒である場合，スクールカースト
を重視して上位グループに移動しようとする生徒が孤
立してしまう可能性が考えられる． 学級を受け持つ教
師は学級全体で生徒がスクールカーストを重視しやす
いか，友人グループを重視しやすいかに加え，スクー
ルカーストの地位で上位に位置する生徒がどちらの傾
向にあるかを把握して学級運営を行うことが肝要であ
る． 

今後の課題として，本研究で得られた知見を基に，
いじめの発生条件や，スクールカーストと友人グルー
プや生徒の性格に基づいた適切な指導方法などを検証
することが挙げられる．  
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