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国際関係の結果予測の展開形ゲーム

一一シナリオ・バンドル法一一一

1.はじめに

いかなる現実問題の分析もゲーム理論を適用す

る場合，われわれはまずつぎのことを念頭に買か

ねばならない.

( 1) プレイヤーの集合

(2) プレイヤーの選好とそれを決定する動機要

~q 

(3) プレイヤーのとる可能な戦略の範間

(4) 各プレイヤーのとる戦略の組の定める結果

は何カミ

(5) (4) の結果に対するプレイヤーの選好順位

これは現実問題をどう認識してモデル化するかと

いうこと，すなわちゲームのルールを同定するた

めのモデリング技術であるが，ゲーム理論の適用

においてはこの技術の役割が非常に重要である.

モデル化の方法はいうまでもなく対象となる問

題により異なる.対象のおかれている制度的・物

理的拘束が比較的明瞭で経済学・経営工学・社会

工学などの理論的考察がある程度なされていて解

析的な定式化が可能であり，充分納得のゆく計量

法とデータが具備されている場合，たとえばすで

に見た，水資源やゴミ処理の共同開発事業や宇宙

船軌道決定のような場合には上述の五つの問題は

比較的簡単に処理・統合されて特性関数の算定，

仁，あるいは Nash 解などの計算を行なうことが

できる.

これに対して，現実がきわめて混沌としてい

て，制度的・物理的拘束もばく然とし，既存の理

論的接近では解析的な定式化の糸口がつかめない

場合にはとの(1) -(5) のどれ Aつを明確にするに
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もそれ自体高度な知的作業を要するであろう.そ

のような状況の典型的な例は国際紛争状況であ

る 1) が，われわれをとりまく圏内的問題でも例を

あげれば枚挙にいとまがない.そしてこの場合に

は (1)-(引が明確にされたなら，ゲームのルール

をゲームの木を用いて展開形ゲームとして把握す

るのがもっとも自然である.

しかし，よく知られているように展開形ゲーム

ば一般にはきわめて複雑で、あるから，これを解析

的に分析することは困難と思われてきたわ. これ

に挑戦したのが，以下に紹介する A. Perlmutter 

と R. Selten8) によって開発された「シナリオ・

パンドル担ミ」である.

シナリオ・ノミンドル法はとくに国際紛争状況を

分析する系統的手法で，専門家の定性的判断を基

礎にして完全情報をもっ展開形ゲームとほぼ同ー

のシナリオ・パンドルを構成し評価するための手

法である.このゲームでは最適解を求めることは

容易であるから分析の主要部分はシナリオ・パ

ンドルを構成すること，すなわちゲームのルール

のモデル化にあるといえる.

シナリオ・バンドル法で、は分析上数値で、あらわ

されたノ4 ラメーターを必要とせず，定性的判断だ

けで充分である.これはかかる問題では信頼のお

ける計量的方法が確立されていないことから，そ

の使用を避けることが賢明と思われるからであ

る.したがってわれわれは分析結果から，紛争状

況の起こり得る帰結について予測することができ

るが定量的な結論は期待できない.

シナリオ・バンドル法を実際に適用するため

に， 1976年 10月 3 日から 10日まで西独の Bad
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Salzuflen で会議が SADACむとブオルクス・

ワーゲン財団の援助のもとで行なわれ， 11名の政

治・経済・軍事の専門家が動員された. より正確

にいえば，この会議によって具体的問題を扱いな

がらシナリオ・バンドル法は開発されたのであ

る.シナリオ・バンドルは問題とする特定地域を

対象として特定時聞を出発点として構成される

が， Bad Salzuflen の会議(以下BS 会議と略

記)で、はペルシャ湾地域を対象に会議の日時を出

発点、として， 14個のシナリオ・バンドルが構成さ

れた.ここで， 14個というのは出発点に起こり得

る事件・初期行動の違いによってーっす命つシナリ

オ・バンドルをつくったからである.

2. シナリオ・バンドル構成の基礎データ

現実問題のモデルを構成するとき，百頭に述べ

た(1) -(5) のことを明確にしなければならないこ

とはすで、に述べた.シナリオ・バンドル法では，

これらを各専門家への質問の解答から構成する.

そのための方法を以下に述べよう.

2.1. プレイヤー

最初にプレイヤーを決定しなければならない.

ここで1主意思決定の単位として国家を考えるから

プレイヤーはおもに国家であり，つぎの 4 種類に

分類される: (1) 地域勢力 (2) 周辺勢力 (3) 

超大国勢力 (4) 非国家的勢力. (1)の地域勢力

は問題になっている地域内の国家， (2) の周辺勢

力は(1)の周辺に存在する国家， (3) の超大国勢力

はUSA ， ソ連などの超大国， (4) の非国家的勢

力は PLOなどの政治的，または民族的団体をあ

らオフす.

BS会議では， (1)としてイラグ，サウジアラ

ビア，イラン，クウェート，アラブ首長国連邦，

パーレーン，オーマン，カタール， (2) として南

イエメン，ヨルダン，パキスタン，インド，エジ

プト，シリア，イスラエル， (3) としてUSA，ソ

連， EC諸国，中国， (4) として P LO , Kurds , 

Gulf Revolutionaries の計 22のプレイヤーが考

1978 年 4 月号

えられた.

2.2. 目標と恐怖

プレイヤーの選好を決定する動機要因として，

ソ、レイヤーの日照と恐怖を考える.まず目僚につ

いて述べよう.

目標とは，プレイヤーの主要な関心である未解

決な政治問題の望ましい解として性格づけられ

る. たとえば，経済成長， 特定地域の支配権獲

得，軍事力強化，国内安定などである.目標は状

態の変化後，目標に近づいたかどうか判断できる

程度に操作的なものを選ばなければならない.

つぎに，目標について一応の分類を行なう.日

僚は，現在獲得していないものを獲得しようとす

る達成目標と一定の努力により何かを維持しよう

とする維持目標に分類される.また，経済発展，

園内安定などの内部目標とそれ以外の外部目標に

分類され，外部目標はさらにつぎのように細かく

分類される:領土に関する要求をもっ領土目標，

他を支配しようとする支配目標，他から独立しよ

うとする独立目標，他を思想的に管理しようとす

る思想目標など，また超大国勢力に関しては，全

世界的な規模の会体的目標と問題の地域に関する

地域的目標とがある.

つぎに恐怖について述べる. 11 !;\'!の反対概念で

ある恐怖とは，他のプレイヤー，あるいは，起こ

り得る偶発事による敵対行為の可能性から引き起

こされるm大な危険の認知である.たとえば，他

からの攻撃，貿易不均衡などがあり，恐怖の分類

も目標の分類と同様である.

シナリオ・パンドル法で、は，目傍:と恐怖をプレ

イヤーの合理的な意思決定過程のための基本的与

件として取り敏い，プレイヤーの選択する戦略で

あるとは考えないめ. こうして，各プレイヤーの

目標と恐怖を決定したならば，それらを1ft:要度に

応じて順位づける.

2.3. 軍事力と防衛関係

軍事的対立の結果を判断するために，各プレイ

ヤーの軍事力を順位づけると有効である.また，
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対立状況において，誰が誰を援助する意志をもっ

ているかを判断するのに，プレイヤー聞の防衛関

係構造を決定しなければならない.これは行列で

ぶ現できる.すなわち，行とダIJに軍事))の順位に

よってプレイヤーを対応させ，行のプJ レイヤーが

列のアレイヤーを防衛する関係にあるとき，対応

する行列の場所に印をつけておけばよい.

2.4. 許容提携

ここで，提携とは，ある共同行動をとる目的で

協力するプレイヤーの集合であると規定するか.

また，提携は常に 2 人以上のプレイヤーから成る

とし，プレイヤーのすべての部分集合を提携と考

える必要はなく，現実に可能と思われる提携つま

り許容提携のみを考えれば充分である.

具体的な提携の型としては，提携メンバー聞の

対立原因を平和的に解消するための合意提携，他

のプレイヤーに対して軍事行動をとるための攻撃

提携，防衛条約を結ぶための条約提携などがあ

る.

2.5. 初期行動

プレイヤー，目標と恐怖のリストと重要度およ

び許容提携が決定されると，つぎにそれぞれの初

期行動を決定する必要がある.ここで初期行動と

は，シナリオ・バンドルを構成するときに決定さ

れる初期時点でアJ レイヤーまたは許容提携が選択

する行動を意味する.

初期行動がとられる場合の許容基準について考

えよう.初期行動をとるものはその成功を期待す

るものと考えてよいであろう.すなわち，初期行

動がとられるのはその成功によって目標に近づ

き，恐怖を減少させることが可能な場合で‘なけれ

ばならない.許容提携の場合はすべてのメンパー

の n 擦と恐怖を考慮しなければならない.

また，初期行動の成功は好ましくない側面効果

を引き起こすかもしれない.たとえば，軍事攻撃

の危険を増加させたり，多額の経済物資の消費に

より国内経済発展を遅らすかもしれない.初期行

動がとられるにはその負の側面効果による被害よ
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りも成功による利益のほうが，大きくなくてはな

らない. これらのことを考慮、して初期行動を決定

しなければならない.なおこれらを考える場合，

多くの初期行動は第三者の仲裁または干渉がない

場合その最大の成果が期待されるが，適当な都合

のよい第三者の仲裁を仮定して成功を期待するこ

とも許される.ただしこの仲裁は第三者の目標と

恐怖の観点から見て可能なものでなければならな

し、.

具体的な初期行動の型を考えると，許容提携に

ついては許容提携自身が初期行動の現実の型をあ

らわすから(許容提携の定義を見よ)，各プレイヤ

ーの初期行動について考える.軍事的行動，援助

的行動，経済的行動，政治的行動が主なものであ

る.経済的行動とは石油の輸出禁止など，政治的

行動とは条約の破棄などである.このようにプレ

イヤー単独の初期行動は攻撃的な行動が多い.

2.6. 圏内事件

革命や支配者の死は初期状況を変え，プレイヤ

ーの目標と恐怖を変化させる.このように圏内事

件とはプレイヤーが制御できない緩慢あるいは急

激な事態の展開であり目標と恐怖の長大な変化に

関係している.石油の価格上昇，産業国聞の貿易

の不均衡などの超地域的事件も例外的に圏内事件

と考えておくと便利である.国内事件の可能性に

ついて定性的な判断が与えられなければならない

が，これはつぎのような形で評価される:ほとん

ど起こりそうにない，起こりそうにない，低い確

率で起こる， 少なくともある適当な確率で起こ

る.

3. シナリオ・バンドル

初期行動または国内事件の結果，それに反応し

て他のプレイヤーがある行動を選択し，またその

選択に対して他のプレイヤーがある行動を選択す

る.以下，このように各プレイヤーまたは許容提

携の選択が続き，ある終点で停止される.したが

って，一つのシナリオ・パンドルは幾何学的には
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ゲームの木で表現される.許容提携の選択を含む

ことを除いては，完全情報をもっ展開形ゲームと

同一であるへ

3.1. シナリオ・バンドルの構成

BS 会議で構成されたシナリオ・バンドルの一

つ(図 1 )を例にとって説明しよう.

最初に，サウジアラビアの国内事件からシナリ

オ・バンド、ルがはじまる. この事件が， i適当な

確率」で起こることが示されている.つぎにこれ

に対応するサウジアラビアの選択が示される.も

しサウジアラビアが iEmirates を接収する」選

択をすれば，これに反応して誰が意思決定をする

かを定めなければならない. BS会議の結論は，

( i )イランが介入する ( ii )イランとサウジアラ

ビアが防衛条約を結び，イランはサウジアラビア

の行動を容認する という二つであった.

これはつぎのような系列モデルで表現される.

最初イラン・サウジアラビア提携が行動を選択

し，もし提携としての志思決定をしなければ，イ

ランが単独で行動を選択する.イラン・サウジア

ラビア提携の決定とイラン単独の決定が実際の時

間的11民序でなされるのではなく， この二つの志思

決定は同時であると考えてよい. この状況は二つ

の分枝点を no-枝で、水平に結ぶことにより示され

る.

イランの選択の後USAの選択があってこのシ

ナリオ・バンドルは完成する.なお，一般にシナ

リオ・パンドルでは経験上提携による行動は一つ

であると考えて充分である.むろん個人のプレイ

ヤーは複数個の行動を選択してよい.

3.2. 停止原理と結果

さて，上でUSAの選択をもってシナリオ・バ

ンドルが完成と述べたが， このためには木の終点

をどのようにして定めるかを明らかにせねばなら

ない.

これより先，可能な行動が見いだせない分校点

は明らかに終点である.またあるプレイヤーまた

は提携にとって一つの選択が別の選択よりも，後

1978 年 4 月号

Event 

「ベルンャ湾内における'恥 ')';(1') .政治的
地{止の強化」がサウジアラビアの高!順
位の日標に新し ()JII わる

サウ/ア弓ビア

正 mlrate:-; を J長4x) る

図 1

で、何が起こっても有利な場合，不利な選択以後の

シナリオ・バンドルの構成は停止される.そのよう

なものをつくる必要がないからである.し、かなる

プレイヤーも提携も，行動する怠志のない分校点

はそこでシナリオ・パンドルの構成が停止される

から，原点以外の分校点でプレイヤーまたは提携

の戦略に無関係な園内事件が起こることはない.

以上.のようにして終点が定まり，シナリオ・バ

ンドルの構成が完了すると，終点に対応する結果

に対してそれを評価する必要がある.評価に重要

な key-words がわく内に示される(図 l 参照). 

3.3. 選好判断と分析

各プレイヤーはシナリオ・パンドルの終点に対

して狭義の選好関係をもっと仮定する.すなわち

無差別な選好関係は排除される.実際に手法を使

う場合、 BS会議ではこの仮定は大きな制限には

ならなかった.

選好判断とシナリオ・パンドルの分析は同時に

ダイナミッグ・プログラミング形式に終点から原

点に向けて後向きに進められる.すなわち，以下

で明らかなように選好判断をすべての終点に対し

て行なう必要はない. このことは分析能率をきわ

めて高めるのである.これを図 l で説明しよう.

最初にUSAの分校点を評価する.図 l では，

USAは「仲裁J の選択を選好し，したがって

no-校を選択しないことを示している(校を横切
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る 2 木の短線はその校が選択されないことを示

す).つぎにイランの分校点を考える. USA の

no-枝は選択されないから， USA の「仲裁」の

校に続く終点とイランの no-校の終点の 21聞に対

するイランの選好を評価すればよい.図 l はイラ

ンが「仲決J に続く終点を選好することを示して

いる.

つぎに，イラン・サウジアラビア提携の分校点

を分析する.すでに述べたように提携の行動は一

つであるから，行動を選択するかどうかについて

提携メンバーの選好を評価する.この場合，メン

パー全員が提携の行動を選好したときだけ，提携

の意思決定としてその行動が実際に選択される.

図 l では，イラン・サウジアラビア提携はその行

動を選択している.最後にサウジアラビアの分校

点が同様に分析される.

以上のようにして，シナリオ・パンドルの分析

の結果，残った校全体がゲームの最適解，あるい

は均衡解となる. S 4 で説明するように， より正

しくいえばこの均衡解は完全均衡点とよばれ，唯

一つ存在する.また均衡解が示す原点 O から終点

までの経路を，均衡プレイという.

こうしてつのシナリオ・バンドルに対して

p住」の均衡解が求められるから，国内事件:または

初期行動のもたらす結果を予測することができ

る.別のシナリオ・バンドルは別の結果をもたら

すから，これらバンドルの結果を比較検討してさ

らに分析を深めることができる.<R要なことは，

歴史の推移によってどのシナリオ・パンドルが現

実と類似していたか，支た違っていたか，それが

予測できなかったのは何故かという因果関係が後

で容易にチェ y 夕日J能だということである.その

意味でこの方法は柔軟性をもっている 8 ) 

BS会議では， 46の初期行動， 13の園内事件が

考えられ，そのうち蓋然性のある 14のシナリオ・

バンドルが構成されたが，図 l 以外の紹介は紙似

の関係で省略したい.
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4. シナリオ・バンドルのゲーム構造

この節では，シナリオ・パンドノL の概念をゲー

ム理論的に形式化しよう.

4.1. ゲームの木

ゲームの木Kは原点 O をもっグラブ理論の意味

の木である.分校点 v が分校点、 zに続くとは，原

点 O と引を結ぶ経路上に z があり x と U が異な

ることである.また νが♂に直接的に続くとは，

百が Z に続き ν と x がーつの枝で連結されること

である . x における選択とは，♂と z に直接的に

続く分校点を結ぶ枝である.ゲームの木の分校点

全体の集合を X であらわし，とくに m 個の選択

をもっ分校点の集合を X怖であらわす.選択のな

い分枝点を終点とよび， その全体を Xo であらわ

す.分校点 zにおける選択の全体を A(x) であら

わす. .'Vにおける部分木 K:c とは.'Vと z に続く

分校点全体とそれらを結ぶ枝から成るゲームの木

のことである.

4.2. シナリオ・バンドルと完全均衡点

シナリオ・バンドル B= (N, K , c , a , h) は，つ

ぎのように定義される.

(a) N={I ， ・ "， n} はプレイヤー集合

(b) K はゲームの木

(c) じは ， X-Xo の各点 z に対して提携 c(♂)

を対応させる関数である(ここで2.4. と異な

りゲーム理論の通常の用法に合わせてNの任

怠の部分集合を提携とよぶ).ただし c は

つぎの 2 条件を満たす.

(1) c(x) 二件ならば :r=O で OEX1

(2) l c( x)l>l ならば XEXZ である

で， I c(♂) 1 は提携 c(x) のメンパーの数を

あらわす.関数 c を，決定点関数という.

(d) a は ， Ic(x) 1>1 なる分校点全体 Y 上で

定義された関数で、 XEY に対して枝 a(x) を

対応させる.枝 a(x) を z における行動とよ

ぶ.♂における他の校を b(x) であらわし，

no-枝とよぷ.関数 a を行動関数という.
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(e) h=(ht, …, hn ) はプレイヤ -l ，"'， n の利

得関数の組で，終点 ZEXo に対して実数

hi(z) ， i=l ，"'， n を対応させる.また hi は，

(3) νキZ， ν ， ZEXo に対して h;，( ν) キ h， (z)

を満足する.

決定点関数 c は分校点 zでの怠思決定者を指定

する. <:(0)=ゅの場合， シナリオ・パンドルはあ

る園内事件からはじまる.条件 (2) は 2 人以上

のソレヤーから成る釦携は二つ以上の行動をもた

ない三とをノぷす. 利得関数 h， I 土!足数値であらわ

されるが，その値自身には立味がなくモの 11民序だ

げに志~~未がある序数効用をあらわし，条約 (3) は

!照美別な選好関係が存在しない 4 とを示す.

戦略の組 S は，各 .x~X-Xo に刈して z にお

;子る選択を対応させる関数である.いま μ を分校

λ~( y における選択とする.

このとき，

(S(x) for XEX-Xo, XキU
(4) 8'(♂) =i 

~ a ror ,1J =11 

であらわされる戦略の五Il S' を 8jα とかく.

分校l.\ ,1J EX -Xo と戦略の車[J. S を考えると，

終/，( z が -志的に定まり z と z の問の校が戦略

の指1. S によって選択される.この終点を z(x， S) 

であらわし，

(5) hi (ι S)=hi(Z(♂， S)) 

と定義し，利得 hi(X， S) をプレイヤの♂にお

ける戦略の組 S に関する局所利得とよぶ.

じ (x)={i} なる分校点 z を考える.与EA(x) が

♂におL 、て戦略の組 S に関して最適であるとは，

(6) ん(♂， Sjà) =max lu(x, S/a) 
α~A(花、

が成り \1:つことである.

つぎに !C(，1J) 1> 1 なる分校}，r，( ~fV を与える :r

には;つの選択 a(x) と b (，1J) がある . a(.1J) が i淡

111れの私I. S に閃 L て最適であるとは，

(7) すべての iε c(x) に対して，

h，(♂，ぷja (，7;)) >hi( ♂ ， Sjb(:r) ) 

が成り立つことである.

また ， b (.1J) が S
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に関して最適であるとは，

(8) 少なくとも Aつの iεc(x) に対して，

ht{.1J, Sjb(x)) >hi(X, Sja(x)) 

が成り Jλつことである.

形式的iこ ， c(O) =ゅの場合，原点 O の唯一ーの校

は S1こ関して最適であると定義する.

補題 1. S を任忠:の戦略の組とする.各分校点 z

lこ対して S に関する唯一の最適選択が存在する.

CITE明)

J における選択の数が有限であることと利得開

放の条件 (3) より成り立つ. (証明終わり)

さて， シナリオ・パンドルの最適解で・ある完全

均衡点を定義しよう.ここでは，シナリオ・バン

ドル B= (N, K , c, a , h) を完全情報をもっ展開形

ゲーム G と L て考えるわ.

定義(完全均衡点)戦略の組 P がゲーム G の

完全均衡点とは， すべての XEX-XO に対して

選択 S*(♂)が S* に関して最適であることであ

る.

つぎの基本定理が成り立つ.

定理 すべてのシナリオ・パントル β=(N， K，

c, a , h) は 11!主・の完全均衡点をもっ.

4.3. 存在証明

い主 Kちをゲームの木 K の x における部分水

とし Cx ， a.t:, h.'C をそれぞれら μ， h の K.. への制

|伎とする . G.r. =(N， K:町内， a.c , hx) はーつのシナ

リオ・バンドルを定義する . G.c を z におけるゲ

ーム G の部分ゲームとよぶ.

補題 2. S* を G の完全均衡点と L ， s.c* をぷ*

の Kもへのff1Ill浪とする. この時， Sx水は z におけ

る部分ゲーム G.l'の完全均衡点である.

(ぷE明)

最適性の性質はゲームと戦略を制限しても成立

する 77' ら，完全均衡点の定義よけ明らかである.

(説明終わり)

定理 すべてのンサリオ・パントル B=(N， K，

c, a , h) は 11佐宇の完全均衡店、をもっ.

(証明)
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原点 O から終点までのもっとも長い経路に含ま

れる枝の数を，シナリオ・バンドルの長さとし、し、

L であらわす. L~，こ関する帰納法で証明する.

L=1 の時は補題 l より成り立つ.つぎに L=I ，

..， m の時に定理が成り立つと仮定する.いま L

=m+l のシナリオ・バンドル G を考える.原点、

O に直接的に続く分校点における部分ゲームの長

さは m 以下だから，仮定によりこれらの部分ゲ

ームは，唯一の完全均衡点をもっ.補題 2 より，

これらの完全均衡点は， Gの完全均衡点があれば

それを各部分ゲームに制限したものと等しい.し

たがって G の任意の完全均衡点 S は， 各部分ゲ

ームに制限すればすべて等しい.また原点 O にお

ける S に関する最適選択は，最適性の定義から

8(0) に無関係に定まるから補題 1 より任意の完全

均衡点 S に対して同一であり，これを 8*(0) と

おし

原点 O では 8*(0) を選択し，他の分校点ではそ

れを含む部分ゲームの完全均衡点と一致する戦略

の組 8* は， 明らかに G の唯一の完全均衡点で

ある.

(証明終わり)

5. おわりに

H. Raiffa [4 J は決定の木によって意思決定分

析の基礎づけを行なったが，展開形ゲームによっ

て社会的計画の構造の基礎づけを試みたものに鈴

木・中村 [5J がある.これは現実問題への直接

的な適用を意図したものではないが，それには計

画の木のぼう大さを克服することの重要性が述べ

られている. この点シナリオ・パンドル法ーはすぐ

れて実際的なものであるといえよう.

これらのアプローチに対して，とくに理論的レ

ベルから，ゲームのルールは参加プレイヤーにと

って同じものである保証はないという批判がなさ

れるかもしれない.これについては註 (2) で碁や

チェスの名人を例にして述べたとおりである.

シナリオ・バンドル法で、は専門家の判断の集積
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が系統的に行なわれるが，この点、はデルファイ法

などの予測手法と似た感じを与えるかもしれな

い.テ引ルファイ法はし、わゆる社会選択理論と関係

しており，後者はゲーム理論と実質的に深い関係

にある 10) そして筆者たちにはこれらの聞をカバ

ーする豊かな分野が存在するように思われる.ち

なみにデルファイ法の創始者の一人である N.

Dalky は 1953年に展開形ゲームのすぐれた論文を

書いている.

註

1) H. Morgenthau のそれのような国家(政府)の行

動一般理論は抽象的レベノレでは興味深いが， トピカ

ルな問題に適用するのは困難のように思われる.

2 ) 碁やチェスのようにノレールの明確なものでも理論

的な最適解を現実に計算することは不可能である.

しかし， その一方で碁やチェスの名人が存在するの

は彼らがゲームのルールを彼ら独自の方法で近似し，

そのもとで最適解を求め， それが結局， よい結果を

もたらすのであろう. これは白州ほことながら， 展

開形ゲームの適用にあたっての重要なヒントである.

3) A. Perlmutter は政治学者， R. Selten はゲーム

理論，数理経済学の指導的立場にいる専門家である.

4) Verein zur F�derung der Systemanalyse der 

Arms Control. 

5 ) ここで合理的というのは，プレイヤーが自己の選

好にそって行動するという弱L、意味の使用法であっ

て，選好や目標が合理的であるか否か左いった強い

意味においてではない.しばしば人聞は合理的に行動

するものではないといわれるが，それは後者の意味の

合理性を述べているように思える.

6 ) これは， 常識的な意味の提携という語法と異なる

ことに注意されたい.たとえば， 2 人の人がどの映画

を見るかで行動の一致をみたならば， これもまた提

携とよぶのである.

7) 展開形ゲ{ムの一般的説明は， たとえば鈴木光男

[2 ]を参照.

8 ) 定性的判断のみでシナリオ・バンドル法を構成す

る理由の一つは，このような事後検証とモデル改善が

容易になしうるということにある.

9 ) 完全均衡点の概念は一般の展開形ゲームにおいて
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考察されている.この詳細は， R. Selten [6 J を参

Jl澵. 

10) 鈴木・中村[ 8 J , Nakamura[ 9 J, [12J Kaneko 

and Nakamura [11]. 
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