
生物における相互協力関係の理論
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1. 相互協力関係と自然淘汰説

自然淘汰説によれば，生物はより多くの子孫を残す適

応的な形質が進化する.協力関係とは，自分の繁殖上の

利益だけではなく，つき合う相手の利益も計る間柄であ

り，適応進化の考えと矛盾するように見える.以前は，

種全体の繁栄に有効 l畳車生l だとする説があったが，

現在はあくまでも，他者より自分の子孫を増やすのに効

果的な形質が進化する(個体淘汰)と考えられている.

でI主，協力関係は生物界に存在しないのか? そんな

ことはない[ 1 J[18J. なわばり争いでは，一定の規則に

則って比較的平和的に勝負が決まる場合も多い.クジラ

では，傷ついた相手を溺れぬように助ける行動が同種内

のみならず，異ー種間でもよく見られるという [15]. 肉食

の大型崎乳類では共同で狩をし，獲物を分配する [12]. ド

グエラヒヒはあぶれ雄が適合して他の雄の支配する群れ

を乗っ取る[ 1 ].小鳥の群れは，交替で首を挙げて天敵

を監視しながら餌をとる.働きばちが子を作らないのは，

血縁者の子育てを助けているから意味合いが違うが，鳥

には他人の子育てを手伝う種も多L 、( [18J，第27章).

ある個体の行動がその個体自身の適応度を下げて受け

手のそれを上げるとき，それを利他行動という.働きばち

など血縁淘汰と呼ばれるものでは，送り手が自分の直系

の子孫の数の期待値を減らすが受け手が血縁個体である

ために，血縁者の子孫も含めれば有利になる(本稿で述

べる相互協力行動は個体適応度を下げる行為ではなL 、).

その説明の前に協力」関係を探る手始めとして非ゼ

ロ和ゲームの 1 つであるタカハトゲームを紹介する.

2. ゲーム理論となわばり争いの儀式化

非血縁個体聞の関係を説明するのに，ゲーム理論は絶

大な効果を発揮した.生物の進化は，目前の相手と適応
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度(子孫の数の期待値)を直接比べるのではない.集団

全体の平均値より得か損かが重要だと考えられている.

ここにすべての鍵がある.他人の儲けた分だけ必ず自分

が損する(ゼロ和ゲーム)なら，個体淘汰説では協力関

係は絶対に説明できない.しかし，つきあいは両者の振

舞いによって，双方とも得したり，損することもありう

る.

表 1 (a)は，なわばり争いを説明するタカハトゲームの

利得表である [9 J. 各個体のとれる手段は，どちらかが

傷つくまで争う(タカ派)か，相手がタカ派なら無理せ

ず撤退する(ハト派)かどちらかとする.ハト派同士な

ら勝率は半々とする.勝つ利益がV ， 争って傷つく損害

が C である.C が 0 でないために非ゼロ和ゲームとな

り，双方の得点の合計は一定でなくなる . C<V ならば，

相手がハト派の場合自分はタカ派の方が得で(V>V/2) ，

相手がタカ派でもやはりタカ派の方が有利である [(V

C)/2>O]. V <C ならば，栢手がタカ派なら自分はハト

派の方がましであり， r弱虫ゲーム J [IIJ の状況になる.

このとき，タカ派とハト派が V/C: 1-V/C の比率でい

る状態で均衡する.それよりタカ派が少ないときはタカ

派が，多いときはハト派が有利になる.この均衡状態を，

戦略の違う突然変異が生じても適応度が低く，子孫が増

えないため，進化的な安定状態 (E S S) という [9J. 

表 3 種類の非ゼロ和ゲームの利得表

(a)タカハトゲーム iω)囚人のジレンマゲーム

自分\相手 H D 自分\相手 D C 

タカ派H (V-C)/2 V 裏切り D P T 

ハト派D 。 V /2 協力 C S R 
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大事なことは，両者の利益の合計が最大になるのは双

方ハト派のときなのに， E S S は V>C ならすべてタカ

派， V<C でもタカ派が残る.全体の利益(群淘汰)と

E S S (個体淘汰)は違う予測をする.また，タカ派とハ

ト派が対すればその場限りではタカ派が得である. (タ

カ派同士だと大損するために共存状態で均衡している)

このゲームになわばりの主と侵入者の違いを考えた非

対称闘争，ハト派同土がひけらかしを行なし、，それが長

L 、方が勝つとした消耗戦などが解析されている [9 ].ま

た角が長い方がタカ派となり，短い方が遠慮する秩序が

一度できると，それを崩しにくいという( [2J，第 8 章).

タカハトゲームは相互協力関係でも，血縁者間の利他

主義でもないが，つき合う相手と損傷を比較すべきでな

いという，非ゼロ和ゲームの好例である.で、は， VがC

より大きい場合には，ハト派は絶対に損なのだろうか?

3. 囚人のジレンマと相互協力行動

餌を分け合う状況は多くの晴乳類に見られる.そのさ

い，餌をとった個体がとれなかった個体に餌を分けるこ

とはその場かぎりでは自分の餌を減らす分だけ損である

が回限りのつきあいだけではなく，長いつきあいの

中で互いに助けあうことで両者とも得になる. (反復ゲ

ーム)

反復囚人のジレンマゲームでは図ごとの利得表は

表 1 (b) で表わされる [2 J が，反復ゲーム全体の利得表

は，表 2 のようになる.ここで却は同じ相手と再びつき

あう確率(または値引率)である.つきあう回数は平均

1/ (1一四)となる. 1 回ごとに使える手は協力と裏切り

の 2 種類だけだが，全体の戦略としては，常に協力し続

ける(全面協力)，全面裏切り，でたらめに協力と裏切り

を半々に使い分ける(でたらめ)， 2 つの手を l 回ごとに

繰り返す(悪玉善玉)，相手に 2 回続けて裏切られた後だ

表 2 反復囚人のジレンマの利得表(期待値)

自分\相手 TFT 全協堪忍悪善全裏てナこ

しっぺ返し(TFT) 30* 30 30 24 9 22 

全面協調 30 30 30 14 。 15 

堪忍袋(TF 2 T) 30 30 30 14 8 18 

怒玉善玉 26 41 41 20 5 23 

全面裏切り 14 50 18 30 10* 30 

でたらめ 24 40 33 22 5 23 

ただし (T， R ， P， S)=(5 ， 3 ， 1 ， 0) ， w=0.9 とした. *は

進化的に安定な戦略を意味する. rでナこらめ」対「堪忍

袋J 以外は単純なマルコフ過程の期待値計算による.
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け仕返しする(堪忍袋)，そして回目は協力して 2 回

目以後は前回の相手の手を真似する戦略(しっぺ返し)

など，さまざまな戦略がある.自分の手を変えれば相手

の以後の方針も変わるので回限りのゲームのように

相手の手を変えず自分だけ変えた場合を考えるのは意味

がない.そこが肝腎だ.相手が裏切れば次回仕返しして

相手も損をする.このように回限りのつきあいでは

損をするが，つきあいを繰り返すことにより淘汰上有利

になり，双方とも得になる行動を相互協力行動という.

しっぺ返しと同じようでも，初回裏切って後は相手の真

似をするのは，協力関係を実現しづらい[3 J. 互酬制が

すべて相互協力関係(互恵制)を導くわけではない.

これらの戦略のうちどの戦略が最も優秀かが問題だ

が，その答えは相手の戦略にも左右される.考え方は 2

通りある [2]. 1 つは， 集団全体が自分と同じ戦略な

ら，自分だけの戦略を変えても得にならなl' ， E S S を

求めるもの. 2 つめは，戦略を公募してゲームの選手権

を開き，そこで優勝した戦略を最も優秀だとする考えで

ある.

まず， E S S の条件を満たす戦略は 2 つに大別される.

1 つは全面裏切りである.集団全員が全面裏切りなら，

少しでも協力する戦略は必ず損をする.もう l つが相互

協力である.これが進化的に安定になるには，こちらが

先に裏切ることはなく(上品さ)，相手が裏切ればある一

定の規則で仕返しして相手だけに際限なく裏切らせては

いけない〔豊重重L という 2 つの性質を持つことだ.

ただし，相互協力行動の集団に全面協力などの戦略が

出現しても，両者互いに協力し合うだけだから区別がつ

かない.ゆえに，相互協力の進化的安定性を議論するに

は，淘汰上中立な突然変異がし、ても構わないという但し

書きがL 、る [2 J. 実際には，相互協力と全面協力の差は，

上品でない第 3 の戦略が出現したときに露呈する [3 J. 

報復を等価報復に徹したのがしっぺ返し戦略である.

報復は等価以上に厳しくしても，それ以下にとどめても

よいが，あまり緩過ぎると裏切り者が得をする.つきあ

いが長続きするほど，報復は限定的でもよい. Axelrod 

[2 Jが計算機プログラムの形で戦略を募集し，選手権を

行なってどんな戦略が有効か調べた結果，相互協力戦略

は軒並み好成績だったが，上品でない戦略は皆成績が悪

かった.さらに上品さと報復権に加え，報復を限定する

寛容さを備えた戦略が，協力関係を築きやすく好成績で

あった.

これをもとにして，却を固定せず，裏切られたら縁を
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切る場合[5Jや，つき合う人数が変化する場合[4Jを考え

た研究もある.いずれも，通常の反復囚人のジレンマに

比べ，相互協力関係が維持されやすい.また，松田博嗣

博士[7Jは，つきあいを近隣個体聞に限定した場合，血縁

淘汰と同様に真の利他主義も進化しうることを示した.

4. Thompson [14J の相互扶助ゲーム

相互協力関係は，反復囚人のジレンマのように双方が

毎回協力し合う場合だけでなく， 1 @lごとに助け合う状

況も考えられる.その例が Thompson [14J の担互韮旦

ゲームと，後述の反復英雄ゲームである.相互扶助ゲー

ムは， 1 回ごとに見れば，相手の援助を必要とする側と，

相手を助ける余裕がある側の立場の遠いがあり，その立

場が回を追って入れ替わるゲームである.たとえば，以下

に示す吸血フウモリの食料分配がその好例である [16J.

吸血コウモりは，夜，有蹄類の血を吸って食料とす

る.おとなでは約93%の個体が吸血に成功するが，残り

は腹を空かせて巣に戻る.飢えに弱いので日の空腹

でも飢え死にする危険がある.吸血できた個体は，よく

失敗した個体に巣内で血を吐き戻して分け与えるとい

う.これは飢えを凌ぐのに有効である.しかし，血を分

け与える個体はその分自分の食料が減るため，その場限

りでは損をしている.この負担をC とする.それに対し

て分けてもらう個体の利益をB と表わす.同じ食料でも

満腹と空腹ではありがたみが違うから ， B>C>O と考

えてよい.

血縁者同士なら，餌の分配は利他行動とも考えられる

が，巣内のおとな同士の血縁度は平均 0.11 と低く ， B/ 

C>9 でないと血縁淘汰で説明できない . B/C はせい

ぜL 、 4 程度だろう( [16Jの図).同じ巣内の個体は数年は

っきあうため，非血縁個体問の相互協力行動として説明

できる.

巣内の 2 個体聞の関係だけを考える.毎回，両者は93

%の確率で(独立に)吸血に成功する.双方吸血できれ

ば助けは要らず，とともに夫敗すれば助けようがない.

問題は一方だけが吸血できた場合て、ある.両者の吸血率

に差がなければ，自分が相手に助ける求める確率 ql と，

相手が自分に求める確率 q2 は五分五分である.助けを

求める側に行動の選択権はなく，助ける側は援助するし

ないを自由に選べる.裏切り戦略とは，自分は助けを求

めるが，相手を決して助けない戦略であり，相互協力行

動と l土，過去に自分が助けを求めたときに相手が助けて

くれなかった場合に限り，自分も相手を助けなくなる戦

1989 年 11 月号

略である.援助する側の負担をC，される側の利得をB

とすると，相互協力戦略同土の利得は (QlB-q2C)/( 1 ー

叩)，裏切り戦略が相互協力戦略を相手にして得られる

利得は， QlB/(I-Q戸)と表わされる(必ずしも突互に助

けを求めない点に注意).相互協力行動が有利 (ESS) と

なる条件は ， B/C>(2一回)/(3wー 2) で，叩が 1 なら

B/C> 1 となる [8J. 

若者のコウモリの場合は， 33%吸血に失敗する.おと

なとの関係では，上の基準に照らすと ， w が 1 でも B/

C>6 となり，相互協力行動による若者からの直接の見

返りだけでは，おとなの方が若者を助けても割りに合わ

ない[8 J. また，裏切り戦略に対し報復に出た観察例は

ない.

5. 反復英雄ゲーム

相互扶助ゲームでは，毎回両者の立場の違いがはっき

りしていた.しかし同じ立場の個体同士でも，交互に相

手を助け合う状況がありうる.ここに示す雌雄同体魚ハ

ムレットに見られる，卵の取引がその好例である [6 J. 

ハムレットは，日没前に番いを{乍る.卵を小出しにし

て，交互に産卵(雌役)と放精(雄役)を繰り返し，日

に 10回ほど同じ番いで産卵する.たまに一方が続けて放

精することもある.彼のデータによれば，それは平均し

て一番い当り 1 回強生じ，雌雄役を交替する場合に比べ，

2 度続けて放精した後に離婚する割合が有意に高い.

骨量に産卵の負担 ( e ) の方が放精のそれ ( s ) よりも大

きいと考えられ，他方，子を作る成果(v)は同じである.

そこで，利得表は表 1 (c)のように書ける.これは英雄ゲ

ームと呼ばれるもので，つきあいが一度きり (w=O) で，

両者の問に情報交換ができないなら，雄役を (V+e-s)

/2V(残りが雌役)で使い分ける状態で均衡する.ただ

しこれだと，双方とも産卵し，受精できす併に無駄になる

場合が生じてしまう.一般に魚類では，卵を無駄にしな

いため放精のときに雄が峨に合図を送る行動が観察され

る.情報交換があれば，一方が放精すれば他方が産卵す

るため無駄はないが，雄役の方が高い利得を得る.どち

らが雄役をするか根比べになる.合図は早過ぎても損な

役を引き受けてしまうし，遅過ぎても時間の浪費になる.

これを次のように単純に考える.番いは単位時間あた

り一定の確率mで離婚し，新しい相手を探しにゆくとす

る(平均探索時間 T.). 番いを作ると，いずれか一方が

雌役をやるとし、う合図をしてから産卵・放精を始める(自

分が雄役になるのは得だから，相手の提案を拒否するこ
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とはなL 、).産卵時間を Th とし， 同じ番いで続けて産

卵する確率を加とする.日没も蔵卵数の限界も考えず，

産卵と伴侶探しをずっと続けると仮定する.つきあいが

l 回きり，つまり叩が O のとき，利得の長時間平均を最

大にする，進化的に安定な，雌役をやる合図を送る頻度

u は ， (l+mT， )(V-e)/(T.+Th )(e-s) となる [8J. 

つきあいを続けるとき，自分が雄役の後と雌役の後で離

婚頻度，および雌役をやる合図を送る頻度を変えると予

測されるが，簡単のため，相互協力戦略の個体は雄役の

後すぐに雌役を宣言し，由主役の後相手が雄役を宣言しな

ければ速やかに離婚すると考える(ハムレットでは 2

回目以降も合図を送るのに聞があく，これは蔵卵数が有

限で互いの産卵能力を確かめながら番いを維持している

ためだ).こう仮定すると ， u の ESS は [V-e+w(V

s)J (l+mT.)/(e-s) [Th+T.( 1 ー即日となる u や適

応、度は却が高いほど高く，つきあいが長いほど率先して

損な雌役をやるはずだ.

この u の値をとる相互協力行動は，裏切り戦略，つま

り 2 回続けて雄役をやろうとする個体に対して進化的に

安定である.裏切り者は必ず得な雄役を演じるが，すぐに

離婚されるため高い利得を挙げることができないのだ.

もう 1 つ強調したいことは，負担の重い雌が合図を送

ることだ.もし雄役が合図するならESS の u は無限大

になる.今度は相手の提案に合意するとは限らないの

で，その受諾率を考えると，受諾率は上に示した雌役が

合図を送る頻度に一致する.ともあれ，雄役をしたいこ

とは言わなくてもわかっているから，雌役をかつて出る

方が目立つ合閣を送るはずだ.実際，魚類では雄が合図

を送るものも多いが，ハムレットでは雌が合図を送る.

他の雌雄同体魚でも雌が合図すれば，この理論は支持さ

れる.雌役をサボる個体が離婚率が高いという，相互主

義の報復まで確認された数少ない例である.他にもイト

ヨを用いた実験で 2 尾(実は鏡の中の自分)で天敵を

偵察するさいに相棒が及び腰だと前進しないと L 、う例が

ある [10J.

6. その他のゲーム

がもしあれば，相手が前回タカ派の方針をとらない限り

ハト派であり続けると L、う相互協力戦略は，加が l に近

ければ進化的に安定である.このとき，つきあい 1 回あ

たりでみてより高い利得を得ることができる.囚人のジ

レンマの状況だけを相互協力関係と考える必要はない

し，相互協力をすべて囚人のジレンマに当てはめる必要

もない.こうした関係は生物界には広く見られる現象と

考えられ，こうした解析は，今まで伺体淘汰説で説明さ

れなかった多くの現象を説明する手段として有効だと期

待される.

最後に，非血縁個体聞のつきあいで無用な争いを避け

るための心構えとして，非ゼロ和ゲームで高い利得を挙

げるときの指針をいくつか列挙する.まず，担圭主生墜

しないことだ.実は，表 2 を見ればわかるように，しっ

ぺ返しはつき合う相手より高得点になることは有り得な

いのだ.次に，いたずらに相手が自分を苦しめると心配

せずに，相手も相手自身の利益を高めようとしていると

期待することだ.第 3 に，報復する余地を残すために，

つきあいの終わりをはっきりさせないことだ.第 4 に，

誰かに裏切られた場合，報復する相手を間違えないこと

だ.第 5 に，自分が相互協力主義者であることを相手に

表明することだ.ゼロ和ゲームと違って，相手に自分の

戦略を教えることは必ずしも損ではない.そして最後に，

報復は控えめに行なうことだ.相手が再び協力してきた

ら，長く根に持たず協力し直すことだ.でないと，些細

な誤解やでき心から裏切りが生じたとき，報復が報復を

呼ぴ，貴重な協力関係がだいなしになるだろう [13J.

こうしたことは，処世術として，ある程度誰もが考え

ていることと思う.しかし私たちの本能や常識は，よく

これらと逆のことを幅きかけ，非ゼロ和ゲームの状況に

適応していない.私たちは，己の本能を疑~"こうした

鉄則を心すべきである.ただ，ゲーム理論はまだ単純で

ある.理論が未発達であることも忘れないでほしい.
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新しいコラム“OR メモランダム"へぜひご投稿を

一一一みなさん，こんな話，アイディア，経験は，ありませんか?

平成 2 年 l 月号から，上記の新しいコラムを設けま

す.このコラムは， ORにかかわる機念，原理，知識

(手法，定理)，それらの図解，よい教材や問題，実学

ORの実施経験，そこから得られた知恵やアドパイス，

失敗談と教訓，新しい問題提起，新しい観点，視~，

プレームワーク，未だ解けていない問題，面白研究テ

ーマなどを， “新鮮にヘしかも， “コンパクト"に表

現し，提示していただくものです.

だれでも，自分だけにしまっておくにはもったいな

いユニークなアイディアや概念，フレッシュな見方，

発想，他の会員(読者)に伝えて，意見をたたかわせ

たい問題提起などがあるのではないでしょうか.どう

アプローチしたらよし、か分からない研究テーマなども

あるに違いありません.ふるってご投稿ください.

(原稿は，刷り上がり半ベージから 3 ページに納まる

ようにお書きください. なるべく， コンパクトに!

加筆訂正をお願いする場合があります. ) 
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