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【問題・目的・背景】

ショップ」を開発した(保井 2016, Yasui et al 2017)。

本研究は、
地域活性化において持続可能な経済活動と参

本研究では、協創型ビジネスゲームの体験を通じた参加

加者個人の内発的な活力が重要であることに着目し、筆

者の内発的な活力を、参加者個人の主観的幸福度の向上

者らが開発したワークショップ形式の協創型ビジネスゲ

に基づき、定量的に示す。

ーム「人を幸せにするおカネを感じるワークシップ」
(Yasui et al. 2017, 江上 2017) を拡張し、参加者の内
発的な地域活性化分析手法として提案し、その有効性を
定量的に検証することを目的としている。さらに本ワー
クショップモデルが、参加者個人の主観的幸福度の向上
を定量的に示し、幸福に資する地域活性化のための体験
型学習、および行動支援のひとつのモデルの可能性を示

表１ 現代市場経済における２つの貨幣観と象徴する通貨の緒元

すことを明らかにする。地域活性化のためには、地域に
おける持続的経済活動が重要であることはもちろんであ

【研究方法・研究内容】

るが、さらに地域活動に参加する地域住民個人の内発的

まず、筆者らが開発した協創型ビジネスゲーム「人を

な活力が地域活性化の大きな原動力として近年注目され

幸せにするおカネを創るワークショップ」の概要を紹介

ている (前野マドカら 2014) 。

する。本ゲームで参加者は、①利潤最大化の通貨(Zeny)

また一方で、現代の経済活動の根幹をなすのは、市場経

が流通する Zeny 商店街のセッションと、②感謝最大化の

済の中核的役割を果たす通貨の流通であるが、地域経済

通貨(Emmy)が流通する Emmy 商店街のセッション、の二つ

においては、市場経済へ参加する者の動機づけに関して、

の仮想商店街で商品づくりと店舗経営ゲームに参加する。

二つの対立的な貨幣観が存在する。利潤最大化及び感謝

この仮想商店街では、各店が力を合わせて商品（桃太郎

最大化の貨幣観である (保井 2016)。地域経済において

プレート）の完成品を生産する街と仮想されている。Zeny

は、この二つの貨幣観の対立が地域住民の内発的活力に

及び Emmy、並びに桃太郎プレート商品について実際に使

及ぼす葛藤や不安が大きな問題となっている。

用したものを図 1 として示す。

筆者らはこれまでに、
このような地域経済における二つ
の対立的貨幣観がもたらす相克を踏まえ、また西部
(2013)、影山 (2015)、並びに内山 (2015) など、地域金
融及び地域通貨が地域住民の行動及びふるまいに及ぼす
影響を分析する最近の先行研究群を踏まえ、感謝最大化
の貨幣観を象徴する通貨「エミー (Emmy) 」
、並びに利潤
最大化の貨幣観を象徴する通貨「ゼニー (Zeny) 」に整
理することを提案した (保井 2016) (表 1)。そして、二
つの異なる貨幣観に基づき形成される地域の社会システ
ムをワークショップ形式で仮想市場空間上に形成し、参
加者にその違いを体感させ、市場原理に関する直感の気
づきを支援する協創型ビジネスゲームおよびワークショ
ップモデルである「人を幸せにするおカネを創るワーク

図１ Zeny および Emmy ならびに商品（桃太郎プレート）完成サンプル

ゲームの動機づけやルール等のフォーマットは表2の
とおりである。Zeny セッションと Emmy セッションの間で

異なるのは参加者の行動の動機づけであり、Zeny セッシ

4 つの因子すべてを満たしている傾向のタイプは、1111

ョンでは、自店の利潤が最大化すべく行動するように動

の幸福タイプと呼ぶ。本研究では、ワークショップ参加

機づけられる。Emmy セッションでは、商店街全体が持続

者から得られた主観的幸福度アンケート結果を母集団と

的で感謝のつながりが最大化すべく行動するように動機

し、幸福の 4 因子のそれぞれの値が、母集団の平均値よ

づけられる。

りも高い場合に 1, 低い場合に 0 と定義した。
例えば 1100
タイプは、幸福の 4 因子モデルの第 1 因子と第 2 因子が
平均値よりも高く，第 3 因子と第 4 因子が平均値未満の
タイプである。平均値は，ワークショップの最初（Zeny
セッション前）に行ったアンケート結果を用いて参加者
数の平均から求めた。また、主観的幸福度の定量的検証
については、幸福の 4 因子アンケートのみならず、同時
に、中長期的な主観的幸福度の評価に使用される Diener
の人生満足尺度 (Satisfaction With Life Scale: SWLS,
Diener et al. 1985) 、および参加者のポジティブ感情
及びネガティブ感情の推移を把握する日本版 PANAS (佐
表 2 協創型ビジネスゲームのフォーマット

実際のワークショップの模様を図 2 として示す。

藤・安田 2001) を用いて、Zeny セッション前と Emmy セ
ッション後に計測した。
【研究・調査･分析結果】
本研究の実証分析では、2016 年 5 月から 2017 年 6 月に
かけて、東京と非東京での開催を含め計 8 回 (うち東京
都 3 回、非東京 5 回(札幌市、秋田市、隠岐郡海士町、福
岡市、並びに熊本市)）にわたり、総計 207 名の参加者を

図 2 ワークショップの模様（出所: 筆者ら撮影)

得て本ワークショップモデルを適用、実施した。ワーク

（左： 2016 年 9 月 9 日 東京・大手町、右：2017 年 5 月 13 日 熊本市）

ショップの開催日や場所、
参加者の属性等を表3に示す。

本研究では、この協創型ビジネスゲームを用いたワー
クショップを東京と非東京(東京以外)における実証フィ
ールドに適用し、参加者の内発的な活力を、近年明らか
となった幸福学の知見に基づき、
幸福の4因子モデル (佐
伯ら 2012, 前野 2013, 前野マドカら 2014) をはじめと
する主観的幸福度を計測するアンケートによる定量的検
証を用いて評価を行った。幸福の 4 因子モデルとは、前
野らが日本人 1,500 人の主観的幸福度を因子分析した結
果特定された 4 因子であり、第 1 因子：自己実現と成長
（目標を達成したり、目指すべき目標を持ち学習・成長
していること）
、第 2 因子：つながりと感謝（多様な他者
とのつながりを持ち、他人に感謝する傾向、他人に親切
にする傾向が強いこと）
、第 3 因子：まえむきと楽観（ポ
ジティブ・前向きに物事を捉え細かいことを気にしない
傾向が強いこと）
、第 4 因子：独立とマイペース（自分の

表 3 ワークショップの参加日時・場所並びに参加者の属性等

考えが明確で人の目を気にしない傾向が強いこと）から

まず、ワークショップ参加者（全体、東京、非東京）に

構成される。また、この 4 因子を満たしている傾向を幸

対して、ワークショップ前後の主観的幸福度の変化につ

福タイプと呼び、
4 ビットの 2 進数で表現する。
たとえば、

いて t 検定を行ったものを表 4 に示す。

1111 タイプ 21%であった。
本ワークショップの参加者は、
貨幣観の背後にある規範等に関心がある者と推定され、
その中では、東京の方が 4 因子ともにバランスのとれた
幸福タイプが傾向的に多いと考えられる。また非東京で
1000 という自己実現因子だけ平均以上の者（例えば、が
むしゃらに何とかやってきて自分の実現力への自信はあ
るが、周りとの関係を必ずしもうまく結べず、将来に悲
観的で、まわりと自分を比べてしまう傾向の性格類型を
想起）が 13%(東京 では 8%)と相対的に多いのが際立つ。
表 4 定量的検証の結果 1（Zeny セッション前/Emmy セッション後）

さらに、東京並びに非東京の代表的な 4 つの幸福タイ

（全体：n=207、東京:n=92, 非東京:n=115）

プ(東京：0000, 1000, 1100, 1111、非東京：0000, 1000,

いずれもワークショップの実施により、幸福 4 因子のう

1011, 1111)に対して、ワークショップ前後の幸福指標の

ち第３因子の向上、Diener の SWLS の向上、日本版 PANAS

変化の t 検定を行ったものを表 5、表 6 にそれぞれ示す。

によるポジティブ感情の向上並びにネガティブ感情の減
退が、5%以下の有意水準で有意となった。さらに東京で
は上記に加え、幸福 4 因子のうち、第一因子の向上が 10%
有意水準、第 4 因子の向上が 1%有意水準で、それぞれ有
意となった。これは、保井らが先行して本ワークショッ
プモデルの有効性を報告した内容(保井 2016, Yasui et
al. 2017)と同等であり、参加者の幸福度の向上に寄与す
る結果となった。
次に、全体、および東京、非東京での参加者の幸福タイ
プの比率について図 3 に示す。

表 5 定量的検証の結果 2(東京での幸福タイプ別)
（0000:n=16, 1000:n=7, 1100:n=8, 1111:n=35）

表 6 定量的検証の結果 3(非東京での幸福タイプ別)
（0000:n=31, 1000:n=15, 1011:n=9, 1111:n=24）
図 3 参加者の幸福タイプ割合(全体：n=207、東京:n=92, 非東京:n=115）

全体では、1111 タイプという４因子を平均以上すべて
持つ者が 29%、0000 タイプという４因子を平均未満しか
すべて持たない者が 23%と割合が多かった。他方で，1000
タイプという第 1 因子だけ平均以上の者が 11%、1011 タ
イプという第 2 因子だけ平均未満の者が 7%、
1100 タイプ
という第 1 因子と第 2 因子は平均以上だが第 3 因子と第
4 因子が平均未満の者が 5%と、その他のパターンがおお
むね 1-3%の割合にとどまる中で、やや多くの割合を占め
た。また、東京/非東京別にみると、東京では、0000 タ
イプ 17%、1111 タイプ 38%、非東京は 0000 タイプ 27%、

東京では表 5 に示すように、0000 タイプでは、第 1 因
子の向上(5%有意水準)、第 3 因子の向上(5%有意水準)、
第 4 因子の向上(5%有意水準)、4 因子全体の向上(1%有意
水準)、Diener の SWLS の向上(5%有意水準)、日本版 PANAS
によるネガティブ感情の減退(5%有意水準)が見られた。
1000 タイプでは、第 3 因子の向上(10%有意水準)、第 4
因子の向上(5%有意水準)、Diener の SWLS の向上(5%有意
水準)、日本版 PANAS によるポジティブ感情の向上(5%有
意水準)とネガティブ感情の減退(5%有意水準)が見られ
た。1100 タイプでは、第 4 因子の向上(1%有意水準)、4
因子全体の向上(10%有意水準)、Diener の SWLS の向上(5%

有意水準)、
日本版PANASによるポジティブ感情の向上(1%

二つの貨幣観が引き起こす地域経済の課題の多様性に着

有意水準)が見られた。1111 タイプでは，Diener の SWLS

目し、本ワークショップモデルをさらに多くの地域コミ

の向上(1%有意水準)、日本版 PANAS によるポジティブ感

ュニティに適用し、参加者の内発的な活動の側面と経済

情の向上(5%有意水準)とネガティブ感情の減退(1%有意

活動的な側面とを総合的に分析し、さらなる仮説と実証

水準)が見られた。

につなげていきたい。

非東京では表 6 に示すように、0000 タイプでは、第 1
因子の向上(5%有意水準)、
第 3 因子の向上(10%有意水準)、
第 4 因子の向上(5%有意水準)、4 因子全体の向上(10%有
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