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クラウドソーシングとメカニズムデザイン

松原 繁夫

本稿では，クラウドソーシングを対象としたメカニズムデザイン研究について紹介する．クラウドソーシングは，
Amazon Mechanical Turk の普及などにともない，近年非常に注目を集めている．クラウドソーシングには，必然
的に人が含まれるため，そのインセンティブをどう設計するかが課題となる．本稿では，マイクロタスク型クラウド
ソーシングにおけるワーカの特性，タスク割当法，結果集約法について述べ，つぎに，コンペティション型クラウド
ソーシングに関する研究を紹介する．また，DARPA ネットワークチャレンジに関する研究も紹介する．

This paper introduces mechanism design researches for crowdsourcing. Recently, Amazon Mechanical Turk

has become popular and crowdsourcing has got much attention. Crowdsourcing inevitably includes humans

in the process. Thus, how to design incentives is a considerably significant problem. This paper shows stud-

ies about workers’ profile, task allocation problems, and aggregation methods in micro-task crowdsourcing,

and then shows studies about competition-type crowdsourcing. In addition, we show studies about the

DARPA Network Challenge.

1 はじめに

メカニズムデザイン研究は 1960年代にミクロ経済

学やゲーム理論の分野において始まり，現在，計算機

科学や情報技術と結びついて発展を遂げている．メカ

ニズムデザイン理論は，人，あるいは，エージェント

が合理的に振る舞う，つまり，自己の効用を最大にす

るように振る舞うという仮定の元で，望ましい社会的

選択を遂行する制度を設計するための方法論を与え

るものである．設計者にとって望ましい社会的選択と

は，例えば，オークションの場合には，社会的余剰の

最大化や収入最大化の実現などに対応する．ここでの

基本的な考え方は，人やエージェントは自らの利益と

なる場合には嘘をつくなど戦略的な行動をとること

もあるとの仮定の元で，人やエージェントの行動を直

接制御しようとするのではなく，適切にゲームの規則

を設計することで，人やエージェントの行動を間接的
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に制御しようという考え方である．

計算機科学や情報技術分野においても，インター

ネットの発展により，異なる目標や選好を持った異な

る組織が参加する状況を対象とすることが増え，戦略

的振る舞いの元での社会選択を議論することの重要性

が増している [27]．一方で，システムの大規模化・複

雑化にともない，メカニズム設計においても計算量の

問題が生じるため，アルゴリズムの開発などの点で，

経済学分野から計算機科学分野への期待も大きいと

言える．

さて，これまでのメカニズムデザインの研究対象と

しては，オークションが取り上げられることが多かっ

た．しかし，近年，メカニズムデザインの研究対象と

してクラウドソーシングが注目を集めつつある．クラ

ウドソーシングという用語は，Jeff Howeの命名によ

るもので [16]，Wikipediaでは以下の説明が与えられ

ている．

クラウドソーシングは，狭義では不特定多

数の人に業務を委託するという新しい雇用

形態．ウェブサービスのトレンドの一つでも

ある．群衆（crowd）と業務委託（sourcing）
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を組み合わせた造語．

アウトソーシングという用語はかなり普及している

と思われるが，アウトソーシングが特定の人，組織に

業務を委託するのに対し，クラウドソーシングでは不

特定多数に業務を委託する点に特徴がある．最近は

クラウドソーシングという用語も認知を得つつある

が，クラウドコンピューティングと混同される場合も

ある．クラウドコンピューティングのクラウドは雲を

意味するのに対し，クラウドソーシングのクラウドは

群衆の意味であるので注意されたい．

クラウドソーシングが注目を集めているのは，Ama-

zon Mechanical Turk (MTurk) の出現によるところ

が大きい．Mechanical Turkは，元々は社内のタスク

処理用に開発されたものであるが，2005年に外部に

公開され，Human Intelligence Tasks (HITs)と呼ば

れるマイクロタスクの主要な取引市場となっている．

そこでは，Webページの分類，録音データの書き起

こし，検索結果の妥当性検証などのタスクが 1 件数

セント程度で取引されている．これらのタスクの多く

は，計算機で自動化するのは困難であるが，人にとっ

ては比較的簡単に処理できるという特徴を持つもの

である．

これは人工知能研究の新しい形であるとも言える．

従来の人工知能研究は人の知的活動のモデルを計算機

の上で実現しようとしてきた．それに対し，クラウド

ソーシングでは，非専門家による単純な作業を組み合

わせて複雑なタスクを実行することを考え，組み合わ

せ方の知識を計算機に持たせようとするものである．

また、メカニズムデザイン研究という視点で見れば，

これまでオークションなどでは設計したメカニズム

を実際に人を使って性能検証することは難しかった．

それに対し，クラウドソーシングでは高々数ドルで実

際に性能検証が行える．この点が，多くの研究者が興

味を持つ理由となっていると考えられる．　

さて，後述するように，MTurkにおいてはインド

人のワーカが多い．よって，Web ページの分類や画

像へのタグ付けといった単純なタスクを，安価な労働

力を使って処理しているだけと見る読者もいるかもし

れない．しかし，クラウドソーシングを対象にしたメ

カニズムデザイン研究はより広がりのあるものであ

る．例えば，2009年 12月に，DARPA（国防総省国

防高等研究事業局）ネットワークチャレンジが実施さ

れた [5]．これは，米国内の秘密の場所 10か所に係留

された気象用風船を，いかに早く見つけるかという

課題であった．そこで求められたのは，各地域に散ら

ばった潜在的なボランティアを集めて，効率的な問題

解決を可能とする大規模チームを形成することであっ

た．この実験では，MITチームが 9 時間かからず 10

個の気球を見つけることに成功し，優勝した [29]．　

MITチームは，再帰的なインセンティブスキーム

を通して，多くのボランティアに参加するよう動機

づけた．例えば，Aが Bをチームに誘い，Bが Cを

チームに誘い，Cが Dをチームに誘い，Dが 1個の

風船を見つけた場合，Dに$2,000，Cに$1,000，Bに

$500，Aに$250を支払うというものである．これは，

正にMITチームはメカニズムデザインの問題を解い

ていたことを意味する．

以下，2章では，タスクという側面から見たクラウ

ドソーシングの分類を紹介し，本稿で議論する範囲を

明確にする．3章では，組織ではなく，個々のワーカ

の動機づけに関する研究を紹介する．4章では，ワー

カへのタスクの割当て問題を議論する．タスク依頼者

はワーカの正確なスキル水準を知らないという点で，

従来のタスク割当て問題と性質が異なる．また，クラ

ウドソーシングでは，同じ問題を複数のワーカに与

え，結果を統合することで品質の改善を図る場合が多

い．そこで，に 5 章では，意見集約法に関する研究

を紹介する．6章では，コンペティション型クラウド

ソーシングに関する研究を紹介する．コンペティショ

ン型もマイクロタスク型と並んで，現行のクラウド

ソーシングの主要な形態である．7章では，将来のク

ラウドソーシングとして，DARPAネットワークチャ

レンジの問題に再度焦点を当て，関連する研究を紹介

する．最後に 8章を結びとする．

2 クラウドソーシングの分類

本章では，本稿で議論の対象とする範囲について明

確にする．クラウドソーシングの分類・定義に関して

は様々な議論がある [8] [11] [9] [1]．例えば，Wikipedia

をクラウドソーシングの一つと考える立場もあれば，
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クラウドソーシングに該当しないと見る立場もある．

金銭の授受が行われるか，また，タスク依頼者とワー

カという明確な関係が存在するかなど，様々な分類軸

が考えられる．

まず，本稿では，金銭の授受が行われる場面を議論

の対象とする．これは，後述するように，タスク自体

の面白さやタスクの社会的意義が，ワーカの振る舞い

に影響しないと言うことではない．それらはインセン

ティブ設計において重要な要素である．しかし，メカ

ニズムを設計するとした際に，金銭報酬額に比べて，

タスクの面白さや社会的意義などを任意の水準に設定

することは難しい．また，画像のタグ付けや録音デー

タの書き起こしなどは，その便益がもっぱらタスク依

頼者に属するため，無報酬ではワーカの参加を得るこ

とが難しい．このようなタスクも多く存在するため，

金銭授受が行われる場面を議論の対象とする．

さて，金銭授受をともなうクラウドソーシングもい

くつかに分類できる（例えば， [19]などを参照）．本

稿では，マイクロタスク型とコンペティション型を取

り上げる．マイクロタスク型は，上述のようにWeb

ページの分類は画像のタグ付けなど，数分程度で処理

できるタスクである．MTurkで取り引きされるタス

クの多くはマイクロタスク型であり，画像へのタグ付

けタスクなどは 1 件数セント程度の報酬である．定

額報酬のものが多いが，アンケートに回答するなど付

加的な作業をした場合にボーナスを支払うといった設

定がなされる場合もある．

コンペティション型は Tシャツのデザインやロゴ

のデザインなどクリエイティブなタスクに対して用い

られるものである．報酬額も数百ドルなど大きくなる

が，一方で，デザインが採用された 1ワーカしか報酬

が得られない設定となっていることが多い．どのデザ

インを採用するかは，依頼者自身が決定する場合もあ

れば，閲覧者の投票等により決定される場合もある．

3 ワーカの特性

クラウドソーシングには必然的にワーカが含まれ

る．タスク依頼者にとって望ましい結果を得るには，

タスク内容の指示とともに，どのようにインセンティ

ブを与えるかが課題となる．インセンティブは，(1)

まず，MTurkのような取引市場にワーカとして登録

するかどうか，(2)複数のタスクがある中でどのタス

クを選択するか，(3)あるタスクを選択した後，どの

程度の労力を投入するか，といった様々な点に影響を

与える．インセンティブ設計においては，外因的イン

センティブ（金銭的報酬や仮想的なポイントなど）と

内因的インセンティブ（タスク自体の面白さ，他者と

交流への欲求など）をどううまく組み合わせるか，ま

た各々をどの程度与えるかを検討することが必要であ

る．また，メカニズムデザイン的視点からは，インセ

ンティブシステムが，ワーカの戦略的操作からどの程

度頑健であるかを確認する必要がある．

メカニズムデザイン手法を適用する上で，まず

は個々のワーカの性質，つまり，どのような効用関

数を持つかを知ることが重要である [31]．Ross らは

MTurk におけるワーカの人口分布を調査している．

やや古く 2009年 11月時点での調査であるが，米国が

56%，インドが 36%，英国，カナダなどその他の国が

8%となっている．インドのワーカが多いことが特徴

である．ワーカが MTurk から得る年間の報酬額は，

$10,000以下の区間が多く 32%，$10,000-$20,000 が

14%，$20,000-$30,000が 12%といった数値になって

いる．年間$10,000の報酬を得ようとすれば，週当た

り$200分程度のタスクを処理することになる．また，

米国のワーカの年収は，$10,000から$70,000程度ま

で均等に近い形で分散しているのに対し，インドの

ワーカの年収は$10,000以下が 64%と非常に多い．こ

のことから，米国のワーカは暇つぶしといった参加動

機が多く，インドのワーカは生活の糧を得るといった

参加動機が多いと推察される．

国によって賃金水準が異なるが，米国のワーカとイ

ンドのワーカが混合した状態にあることが，MTurk

の一つの特徴と言える．では，ワーカの振る舞いに

ついて，もう少し詳しく見てみよう．Horton らは，

ワーカの留保賃金を計測する方法を提案している [15]．

留保賃金とは，ワーカがタスクをする／しないの境と

なる報酬額はいくらかということである．Hortonら

の採った方法は単純なもので，報酬額を少しずつ減額

していき，どこでタスクを継続することを止めるを

観察するという方法である．それをタスクの難易度，
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つまり，タスク処理にどれくらい時間を要するかを変

化させ，各場合における留保価格を計測した．中央値

は時間当たり$1.38であった．

さらに結果を分析することで，(1)報酬額が減れば，

ワーカが働く時間は短くなる，(2)タスクがどれくら

い時間を要するかは，ワーカが働く時間に影響を与

えない，ということ知見を得た．前者は予測されたこ

とであるが，後者は経済学における合理的モデルか

らはうまく説明できない．ワーカが合理的であれば，

タスク処理に時間がかかれば，タスクを継続して処

理しないはずである．この結果を元に，Hortonらは，

MTurk において target earner が存在すると結論づ

けている，つまり，一日に稼ぐ目標を決めており，そ

の額に達すれば働くことを止めるワーカが存在する

ということである．

つぎに興味が持たれる点は，作業量ではなく作業の

質である．Masonらは報酬額を上げることで，作業

品質が向上するかどうかを調べた [23]．画像を時間順

に並べ替えるタスクや，パズルを解くタスクを用い

て，報酬額を変えてワーカの振る舞いが観察された．

その結果は，報酬額を上げると，ワーカがそのタスク

を選択するよう動機づけられ，また，タスクの処理速

度を向上させるが，一方で，作業品質自体は向上しな

いというものであった．この実験では，報酬は作業品

質に条件づけられておらず，特に報酬額と作業品質に

因果関係が存在しないため，当然の結果と考えること

もできる．

さて，上述のように，インセンティブは報酬によ

るものだけではない．Rogstadiusらは，内因性動機

と外因性動機がワーカに与える影響を評価している

[30]．タスクは画像中の血球の数とマラリアに感染し

た血球の数を数えるタスクである．内因性動機に関

しては，NPO団体が人命救助のためにこのタスクを

行っているという記事をワーカに読ませた場合と，あ

る営利目的の製薬企業がこのタスクを行っているとい

う記事を読ませた場合を比較している．タスクに対

する社会的意義が強調される場合とされない場合で

ある．実験結果は，内因性動機づけにより，つまり，

NPO団体のための作業という文脈を与えることによ

り，より正確な作業結果が得られることを示してい

る．また，外因性動機づけよりも内因性動機づけの方

が強い刺激になると報告している．

また，Shawらは経済的インセンティブと社会的イ

ンセンティブの影響を調査している [32]．例えば，事

後に回答の正確さが評価されますといった一文をタス

クの指示内容に付加したり，このタスクを担当してく

ださり感謝しますといった一文を付加することでワー

カの振る舞いに変化が生じるかを調べている．その結

果は，結果が他者と不一致であれば報酬を減額すると

いった経済的インセンティブの操作は回答の正確さの

向上に寄与したが，社会的インセンティブは統制条件

と比べて有意な差が確認されなかったというもので

ある．

Shawらは経済的インセンティブの影響を調査した

ものの，初期報酬額やボーナス・ペナルティ額の設定

法については明確な指針を与えていない．王らは，不

誠実ワーカの参加を防ぐことを目的として，成果報

酬方式を用いた報酬設定法を提案している [35]．クラ

ウドソーシングにおける効率的なタスク解決の実現

には，不誠実ワーカの影響排除が必要である．これま

で，機械学習手法を用いた，不誠実ワーカの結果への

影響を排除する方法が提案されている．しかし，事後

の対処ではなく事前に不誠実ワーカの参加を防げれ

ば，より効率的なタスク解決が可能になると考えら

れる．MTurk上での実験では，固定報酬方式に比べ

て成果報酬方式が不誠実ワーカの参加を防ぐのに有

効であることを示しているが，結果の予測精度はま

だ十分ではない．興味深い結果の一つは，初期報酬を

0とするよりも，小額の報酬を与える方が不誠実ワー

カの参加を防ぐ効果が高いことである．初期報酬が 0

の場合，かえってワーカはタスク依頼者が報酬 0 で

仕事をさせることはないと考える，といった理由の存

在が考えられる．

実験に用いているタスクが異なるため，各研究間

の単純な比較は難しいが，様々なインセンティブの

組合せに関する実験を非常に安価に行えるところが

MTurkの利点と言える．ただし，報酬に対する反応

などは，実験経済学や社会心理学においても多くの知

見が蓄積されている．実験が安価に行えるからといっ

て，既存の知見を再確認するだけの実験とならないよ
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う注意が必要である．

4 タスク割当法

本章では，タスク割当てに関する研究について紹介

する．分類タスクにおいては，一人のワーカに依頼し

た場合，ワーカが真面目に作業をしたとしても，分類

を間違える場合がある．よって，1つの分類問題を複

数のワーカに与え，得られた結果を統合することでよ

り高精度な解が得られると期待される．結果の統合

法に関しては次章で詳しく述べるが，例えば多数決

を用いることが考えられる．ここで問題となるのは，

1つのタスクに複数ワーカを割り当てれば，解の推定

精度を向上させることができるが，一方で，より多く

のワーカに依頼すれば費用が増大する．よって，推定

精度の向上と費用抑制をどう両立させるかが課題と

なる．

2値の分類タスク，例えばWebページが男性向け

か女性向けかを判断するといったタスクに対して，最

初に 5 人のワーカに尋ねると決めれば，途中経過に

関わらず 5 人のワーカに尋ねることが多い．この状

況に対し Parameswaranらは，例えば，男性向けに

2票，女性向けに 1票入った時点で，男性向けと判断

するか，女性向けと判断するか，つぎのワーカに尋ね

るかを動的に制御する方法を提案している　 [28]．こ

れは，各時点において，当該ページを男性向けと判断

した場合の推定誤差，女性向けと判断した場合の推定

誤差を計算することで，推定誤差が要求値以内に収ま

るようにフローを制御している．Tran-Thanhらは，

異なる種類のタスクが含まれ，その処理費用が異なる

場合に議論を拡張し，さらに推測誤差における上限を

求めている [34]．

さて，分類タスク以外にも，タスクの割当て方が課

題となる場合がある．それは，ワーカのスキルが異な

り，かつ，高スキルのワーカにすべてのタスクを依頼

することができない場合である．難易度の高いタスク

を低スキルワーカに，難易度の低いタスクを高スキル

ワーカに割り当てるようなことをすれば，全体のタス

ク処理性能が低下することは明らかであろう．

Hoらは，ワーカのタスク割当て問題をオンライン

タスク割当て問題として定式化している [14]．タスク

依頼者にとって各ワーカのスキルが既知であり，か

つ，ワーカが同時に存在している場合には，よく知ら

れた割当問題として定式化でき，ハンガリー法など既

存のアルゴリズムを用いて解くことができる．これ

に対し，ワーカが逐次現われる場合，つまりオンライ

ン版の問題においては，ワーカのスキル分布はわかっ

ているとしても，高スキルワーカがいつ現われるか，

計何人現われるかはわからない．そのため，最初に低

スキルワーカが現われた場合に低難度のタスクを割

り当てるのか，中難度のタスクを割り当てるのかと

いったことを決定しなければならない．この問題は，

オンラインアドワーズ問題として知られる問題と同

じになる [6]．オンラインアドワーズ問題とは，検索

連動広告オークションにおいて，様々な検索キーワー

ドが逐次現われるときに，各キーワードに対する入札

額を決定する問題である．Devanur らは，期間を前

半と後半の 2つに分け，前半でキーワードの出現分布

を学習し，後半でその情報を元に最適な入札額を決

定する方法を提案している．これは，探索（explore）

と活用（exploit）を組み合わせたものとなっている．

Hoらの問題設定では，さらにワーカのスキルも最

初は不明としている．この問題に対して，まずオフラ

イン版に関して線形計画問題として定式化し，その双

対問題を解き，Devanur らの方法と同じく期間を前

半と後半に分け，前半をスキル分布の学習およびワー

カのスキル推定に用い，後半では，獲得した情報を元

に，タスク依頼者が得る利益が最大となるように，逐

次現われるワーカにタスクを割り当てる方法を提案

している．

なお，上述の研究においては，ワーカの選好や戦略

的行動についてはまだ考慮されていない．それに対

し，Singer らは，オンラインでワーカが到着する場

合に，価格設定とタスク割当てを自動化する方法を提

案している [33]．タスク依頼者がタスクの完了期限を

課し，ある知られた分布に従い到着するワーカがタス

ク処理に要する費用や数を虚偽申告する可能性があ

るとの仮定の元で，タスク依頼者の予算制約の元でで

きるだけ多くのタスクを処理し，支払いを最小化する

誘因両立なメカニズムを提案している．

また，松原らは，複数タスク割当問題に対して，タ
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スク依頼者がワーカ全体の選好分布を知っているが，

ワーカ個々の選好は知らないとの仮定の元で，タスク

選好に関するワーカの虚偽申告を防ぐメカニズムを

提案している [24]．

5 結果集約法

本章では，複数のワーカから得られた結果を集約す

る際に生じる課題とその解法について述べる．上述

のように，クラウドソーシングの特徴の一つとして，

不特定多数のワーカにタスクを依頼する点がある．こ

れは，タスク依頼者にとって個々のワーカのスキルを

確認できない，あるいは，ワーカが誠実にタスク処理

を行っているか確認できない，といったことが生じ，

結果の作業結果の品質保証が難しくなる．この問題に

対し，結果の信頼性を保証するために，複数のワーカ

に同じタスクを依頼し，その結果を統合することがよ

く行われている．

現在，よく用いられるのは単純多数決であるが，

Maoらは投票方式の選択について議論している [22]．

ワーカの判断に不確かさが存在することに鑑み，ノイ

ズが含まれたデータから正しいランキングを推定で

きるかという課題を設定し，単純多数決，ボルダ法，

Maxmin 法，Kemeny 法，Thurstone モデルを比較

している．Condorcetモデルと Thurstone-Mosteller

モデルという 2 つのノイズに関する理論モデルの上

で検証したところ，推定性能で優れているのはボルダ

法であった．しかし，MTurk上での実験では，ボル

ダ法は推定誤りが多く，単純多数決が比較的良い性能

を示した．これは，理論的なノイズモデルが，現実を

うまく捨象できていないことを意味する．Maoらは，

理論が役に立たないというのではなく，クラウドソー

シングにおける投票の研究は始まったばかりであり，

理論と現実のギャップを埋めていくことが必要とまと

めている．

Ghoshらは，コンテンツの良否を閲覧者が評価付

けして決定する状況を扱っている [12]．タスク依頼者

にとっては，コンテンツの品質も不明であるし，ワー

カの品質も不明な状態である．ワーカに関して何の情

報もなければ，ランダムに意思決定する以上に精度よ

くコンテンツの良否を判断することは不可能である．

しかし，Ghoshらは，依頼者が一人の良いワーカを

存在し，そのワーカが 50%以上の精度で評価付けを

することを知っていれば，評価されるコンテンツが増

えるに従い，推定誤差が 0 に収束することを示して

いる．ここでは，コンテンツを，多段階ではなく，が

良い／悪いの 2 クラスへの分類を要求する点が問題

を単純にしている．提案方法は，悪意のあるワーカに

よる戦略的操作に対して頑健であることが示されて

いる．戦略的操作とは，コンテンツの評価を故意に変

化させようとして，真の評価とは異なる評価を報告す

ることである．しかし，つねに真の評価とは異なる評

価を報告するワーカがいたとすれば，そのワーカの報

告は評価決定に有益である．なぜなら，そのワーカの

報告をつねに反転させて評価に組み込めば良いから

である．よって，悪意のあるワーカにとって，できる

最善のことはランダムに評価を報告することとなる．

結果，最終評価には影響を及ぼせないことになる．こ

れが実現できるのも，一人の良いワーカの存在を知っ

ていて，そこを起点に各ワーカの精度を評価できるか

らである．

6 コンテスト

本章では，コンペティション型クラウドソーシング，

いわゆるコンテストに関する研究を概観する．コン

テストは，all-payオークションと見ることができる．

All-payオークションとは，勝敗に関わらず，入札者

全員が自己の申告額を支払うオークション方式であ

る．コンテストにおいては，上位のワーカには報酬が

与えられるが，それ以外のワーカには報酬が与えられ

ない．タスク処理には何らかの費用が発生するため，

下位のワーカはその費用を回収できないことになる．

この点で，コンテストでは all-payオークションが行

われていると見ることができる [7]．

さて，報酬総額は変えないとして，一位のワーカだ

けに報酬を与える方が良いのか，二位のワーカにも

報酬を与える方が良いのか，メカニズム設計におい

て興味が持たれる点である．後者の場合，一位となっ

た場合の報酬額が減るため，ワーカは努力水準を下げ

るかもしれない．一方，二位のワーカにも報酬が与え

られるとなれば，より多くのワーカの参加を得るこ
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とができ，全体として多くの成果物が得られるかも

しれない．この問題に対し，Moldovanuらは，依頼

者の効用が成果物の総和によって規定される場合に，

どのように報酬を設定すれば良いかを議論している

[25]．これは，例えば，旅行プランを作成する場合な

ど，部分と部分を組み合わせてより良いプランを作成

可能な場合に相当する．ワーカの費用関数が投入労力

に関して線形，あるいは，凹関数で表されるときは，

一位のワーカにのみ報酬を与えるのがタスク依頼者

にとって良く，一方，ワーカの費用関数が凸関数で表

わされるときは，一位だけでなく，二位以下にも報酬

を与える設定とすることが依頼者にとって良いことを

示している．一方，文献 [26]では，依頼者の効用が成

果物の中で最大の品質水準によって規定される場合に

ついて議論している．これは，例えば，ロゴデザイン

など，複数のデザインを組み合わせて使用するといっ

たことが難しい場合に相当する．

また，DiPalantinoらは，複数の難易度の異なるタ

スクが存在し，ワーカのスキルも異なる場合に，ワー

カがどのようにタスクを選択するかを解析し，依頼者

にとって最適な結果を与える報酬設定法を提案してい

る [7]．そして，Taskcnċomというクラウドソーシン

グサイトのデータを用いて，提案モデルの妥当性を検

証している．

さて，上述の研究は決定論的モデルを仮定してい

る．つまり，参加者のスキルが決まっていて，投入す

る労力によって，成果物の品質が定まると仮定してい

る．それに対し，Cavalloらは，成果物の産出過程に

不確実性がある場合を扱っている [2]．この場合，一

位のワーカに全ての報酬を与えるのではなく，少しで

も貢献があったワーカには報酬を配分するメカニズム

が効率的となることを示している．

Levらは，コンテストにおいて，参加者同士が協力

する場合について議論している [21]．協力の形態の一

つは合併（merger）であり，これは他の参加者から

誰と誰が協力しているかを観察できる場合である．も

う一つの形態は結託（collusion）であり，これは他の

ワーカから誰と誰が協力しているかを観測できない

場合である．合併の場合は参加者の期待効用は変化せ

ず，また，依頼者の効用についても，各ワーカの成果

物の和で表される場合は変化しない．一方，結託が生

じると，結託外のワーカから結託内のワーカに効用を

移転させることになる．また，結託が社会的余剰を増

加させる場合があることを示している．

Gao らは，成果物の品質（最適解の品質）だけを

問題にするのではなく，同時に分散を小さくすること

を目的として，どのようかコンテスト形式が良いかを

議論している [10]．報酬総額が同一という前提のもと

で，以下のコンテスト方式が比較されている．

• 2ワーカを集めて，勝者のみが報酬を獲得

• 4ワーカを集めて，勝者のみが報酬を獲得

• 4ワーカを集めて，2つのコンテストを実施．報

酬額は 2つのコンテストで差を付ける

• 4ワーカを集めて，まず 2ワーカずつでコンテス

トを行い，勝者に報酬を与える．さらに勝者同士

でコンテストを行い，その勝者に報酬を与える．

理論的解析においては，依頼者の期待効用のみを考え

れば方法 1が優れており，期待効用と分散の両方を考

慮する場合には方法 3と方法 4が優れることを示し

ている．ただし，MTurk上での実験では理論予測と

一部異なる結果が得られており，方法１よりも方法 2

が優れるという毛ｋｋが得られている．

さて，多くの研究では，ワーカの参加が外因的であ

る，つまり，参加するかしないかは戦略空間外にある

と仮定して議論している．しかし，コンテストに参加

して個人合理性を満たすことが難しい場合には，ワー

カはコンテストに参加しないであろう．この参加が内

因的である場合のコンテストを，Ghoshらは議論し

ている [13]．ここでの興味は，自由参加，つまりワー

カの意思に任せるのが良いか，あるいは，コンテスト

参加に補助金を与えるのが良いかという判断である．

後者は，参加すること自体に報酬を支払うため，多く

のワーカが参加するようになるが，コンテスト勝者へ

の報酬は，その分減じられることになる．分析の結果

は，参加に対して課税する，つまり，コンテスト参加

に対してワーカに課金し，それをコンテストの勝者へ

の報酬額に含めるという方法が，依頼者にとって最善

となることを示している．
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7 DARPAネットワークチャレンジ

本章では，1 章で触れた，DARPA ネットワーク

チャレンジの課題を再訪したい．この問題は，ソー

シャルネットワークの存在の元で，ある情報を持った

者（DARPA ネットワークチャレンジでは風船の位

置を知っている者）に到達するために，問い合わせ

をどう伝播させれば良いかというものである．より

具体的には，どのように報酬設定すれば，短時間で

低費用で目的を達成できるかという問題である．　

Kleinbergらの研究は本課題に対する先駆的な研究で

あり，固定報酬契約というインセンティブメカニズム

を考察している [18]．これは，例えば，風船を発見し

た場合に$2,000 の報酬を与えるとして，ネットワー

ク上のある節点 Aが節点 Bを勧誘し，つぎに，節点

Bがこの申し入れを受け入れれば，節点 Bは報酬の

一部，例えば，$1,500を報酬額として節点 Cに問い

合わせネットワークへの参加を勧誘するといった方法

である．この固定報酬契約の元では，ネットワークの

分岐係数（幅優先探索で遭遇する新たな節点の平均

数）の値が 2のところで相転移し，2以上であれば低

費用で目的の節点を発見できるが，2より小さければ

費用が指数的に爆発することを示している．　

Cebrianらは，分割契約方式を提案している [3]．こ

れは，優勝したMITチームが採用した戦略と同じで

ある．目的とする情報を持った者に所定の報酬を支払

い，その者に到達する情報を提供したもの，つまり，

問い合わせネットワークに勧誘した者に少し少ない報

酬額を支払い，というように順次遡っていく方法であ

る．この方法では，分岐係数が 2 より小さい場合で

も，低費用で目的の節点を発見できることを示して

いる．

ただし，分割契約方式には固定報酬契約にない問題

がある．それは，根節点が目的節点に至る経路に存在

する節点は，架空の節点を入れることで付加的な報酬

を得られるという点である．節点 Aが，自己の架空

名義である節点 A’を作りだし，節点 Aが節点 A’を

勧誘し，節点 A’が節点 Bを勧誘とした場合，外部か

らは節点 Aと節点 A’が同一かどうか判断できない．

この問題に対して，Chenらは，架空名義節点の挿入

を防ぐ報酬設定法を提案している [4]．

8 むすび

本稿では，近年注目を集めているクラウドソーシン

グを取り上げ，そこに存在するメカニズムデザインの

課題や研究を紹介した．多くの研究では，ワーカの振

る舞いを予測する理論モデルを構築した後で，実際に

MTurkなどで実験を行ってデータを収集し，理論と

現実のギャップを埋めるというアプローチを採ってい

る．理論予測と整合しない結果が得られている研究も

いくつかあるが，それは，ワーカの振る舞いにおける

バイアスなどをより深く知る機会が与えられている

と見ることができる．また，MTurkなどで実験を行

う際には，どのようなタスクを設定するかで結果が変

化する可能性がある．この点では，まだアートという

側面もあるが，評価タスクの整理など今後行われてい

くと考えられる．

また，2章で述べたように，本稿ではMTurkなど

金銭報酬のあるクラウドソーシングに関する研究を主

に取り上げた．しかし，ESPゲームなど，金銭報酬で

はなく，ゲームの面白さを主な参加動機とするGame

with a purpose (GWAP) なども興味深い．GWAP

に関するインセンティブ設計については，文献 [20]な

どを参照されたい．　

最後に，クラウドソーシングは，複雑なタスクを世

界各地に分散した労働力を使って処理するという点

で，生産性や社会の流動性を大きく改善する機会を与

えると言える．一方で，ワーカの側から見て，不当に

安い報酬で単純な作業に従事させれるという批判も

ある．文献 [17]では，研究者らが自分たちの子供をク

ラウドという仕事環境で働かせたいと考えられるよ

うになるには，どのような課題があるかを議論してい

る．議論が尽くせているとは言えないが，計算機科学

的な手法だけでなく，社会に与える影響も考えて議論

していくことが求められる．
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