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和文概要  党派が形成されるような社会集団での投票による意思決定状況は，従来，協力ゲームの特別な形  

であるシンプルゲームで記述され，社会選択へのゲーム理論的アプローチとして様々な研究がされてきた．本  

論文では，今まで考慮されてこなかった「意思決定主体の意見の柔軟性」を扱うために「投票者の許容範囲」  

という概念をシンプルゲームの枠組に導入し，また，「意見調整ゲーム」や「敗因分析ゲーム」という，投票状  

況の新たなモデルを用いることで，「意思決定主体の意見の柔軟性」が意思決定に与える影響を調べる．分析  

の結果，1）従来のシンプルゲームを用いたモデルは，本論文で提案する「意見調整ゲーム」の特別な形であ  

ること，2）直接の投票では決定が得られない場面でも，調整可能な意見が存在しうること，3）複数の党派の  

意見の相違は十分な情報交換を行うことで解消できること，そして特に，4）シンプルゲームの解概念として  

提案されているコアと決定案の間には「シンプルゲームのコアは各意思決定主体が後悔のない許容範囲を取っ  

たときの安定した代替案の集合である」という関係が成立すること，が明らかになる．  

1． はじめに  

本論文では，コアリション（提携）が形成されるような社会集団での，投票による意思決定  

状況を分析対象としてとりあげる．そのような社会では複数の意思決定主体が結託すること  

で，意思決定を支配できる集団を形成していく．本論文では意思決定状況として，「問題認  

識」，「情報交換」，「投票」という3つの場面からなるものを想定し，各々の状況で以下のよ  

うな意思決定主体の行動を考える．各意思決定主体は「問題認識」の場面で与えられた問題  

に対して自分の意見を確立する．「情報交換」の場面では複数の意思決定主体がコアリショ  

ンを形成し，その中で意見の交換による話し合いをおこなう．そして「投票」の場面では，  

意思決定を支配できるコアリションが組織票を投じる。直接の投票によって投票結果を得ら  

れれば，コアリションを形成する必要はあまりない．問題となるのは，十分な情報交換が行  

われれば決定に至ることができるものの，直接の投票では採決の結果が得られないときで  

あり，本論文ではこのような状況に焦点を当てる．つまり，情報交換において意思決定主体  

の意見に妥協が必要とされる状況である．本論文では，意見の柔軟性や妥協を扱うために  

「投票者の許容範囲」という概念を考え，意思決定主体の行動が意思決定に与える影響につ  

いての分析をおこなう．   

投票の場面を記述する既存のモデルとしてはシンプルゲーム川がある．シンプルゲーム  

は投票ゲームとも呼ばれ，特性関数型の協力ゲームの特別なモデルである．しかし従来のシ  

ンプルゲームでは意思決定主体の意見の柔軟性や安協を扱うことはできず，また意思決定主  

体が互いに協力することが前提になっているので，コアリション内での票の調整はいつでも  

可能であると仮定されていると考えることができる．しかし，現実の投票の場面において票  
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の調整が可能かどうかは，コアリションに属する意思決定主体の意見やその柔軟性に大きく  

依存する．そこで本論文では，「意思決定主体の意見の柔軟性」を考慮しながら投票の場面  

を分析するために，「投票者の許容範囲」という概念をシンプルゲームの枠組みに導入する．  

この概念を用い，「意見調整ゲーム」という投票状況の新しいモデル提案し，意思決定主体  

の意見の柔軟性を考慮にいれた投票の場面の分析のための枠組を構築することが本論文の  

目的の一つである．   

さらに本論文では，シンプルゲームによる従来の枠組と「意見調整ゲーム」による枠組の  

関係について調べていく．まずはじめに，多数決ルール，コンドルセルール，ポルダルール  

［1，2，7］などに代表される対称的なシンプルゲームに注目する・「意見調整ゲーム」のうち，特  

に，対称的なシンプルゲームから作られるものを扱い，その「意見調整ゲーム」がもとのシ  

ンプルゲームと同じになるための必要十分条件を与える命題を示す．その条件は「どのウイ  

ニングコアリションにも調整可能な意見が存在する」ということなので，この命題により，  

従来のシンプルゲームの枠組が本論文で提案する「意見調整ゲーム」の枠組の特別な形であ  

るということが明らかになる．この命題を与えることが本論文のもう一つの目的である．   

次に注目するのはコアの概念［1，2，4Jである．コアは，シンプルゲームの枠組でゲームの  

解概念として提案されているが，社会全体の決定をコアから選択するには問題も多く，票が  

割れてしまった投票状況を完全に解決するものではない．また現実の意思決定状況では採決  

の結果とコアは無関係にみえる．本論文では，コアの概念と投票の場面の関係を「意見調整  

ゲーム」の視点から明らかにするために，「安定な代替案」や「敗因分析ゲーム」という新  

しい概念を用いる．分析の結果まず示される命題は「直接の投票では採決の結果が得られな  

いよう投票の場面でも，調整可能な意見が存在しうる」というものである．また「複数の党  

派の意見の相違は十分な情報交換を行えば解消できる」ということを示す命題も示される．  

これらの命題はそれぞれ，「安定な代替案」の存在性と一意性に関するものである．そして  

さらに，「コアは各意思決定主体が後悔しない許容範囲をとったときの安定した代替案の集  

合である」という，コアの概念の新たな解釈を与える命題が得られる．この命題は，コア，  

「意見調整ゲーム」，「安定な代替案」，そして「敗因分析ゲーム」などの概念の間の関係を  

明らかにするものである．これらの命題を与えるのが本論文の主たる目的である．   

2節以降の構成は以下の通りである．まず2節では，既存のシンプルゲームの枠組とコア  
の概念について紹介する．3節では，「投票者の許容範囲」の概念について述べ，．これをシン  

プルゲームの枠組みに導入することで「意見調整ゲー ム」を提案し，その基本的な性質につ  

いて調べる．4節では，「意見調整ゲーム」での決定実について議論する．そのために「安定  

な代替案」や「敗因分析ゲーム」という概念を提案し，それによって意思決定を分析するこ  

とでシンプルゲームのコアに対して新たな解釈を与える．5節では本論文をまとめた上で，  

本論文の内容に関連する課題について述べる．   

2． シンプルゲーム  

本論文での集団意思決定状況の表現は，シンプルゲームの理論円をもとにした数理的な  

ものである．本節では，既存のシンプルゲームの基本的な枠組みとコアの概念を紹介する  

［1，2，4j．  

2．1．シンプルゲームの基本的枠組み  

投票者の集合をⅣ＝（ユ，2，‥・，乃）とし，可能な代替案の集合をA＝（α1，α2，…，αm‡とす  

る．投票者の集団は代替案の集合の中から，ある投票ルールによって一つを選び出そうと  
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している．その意思決定状況は「投票者の集合」と「投票ルール」の組みからなるシンプル  
ゲームで表現できる．  

定義1（シンプルゲーム）シンプルゲームとは2つ組G＝（Ⅳ，Ⅳ）である。ただし，Ⅳは 

［ぶ∈Ⅳ∧r⊃ぶ］⇒r∈Ⅳ  

を満たすコアリション（Ⅳの非空部分集合）の集合とする．   

コアリションとは投票者の提携を表硯するものである．Ⅳに所属しているコアリション  
を特にウイニングコアリションとよぶ．ウイニングコアリションは，そこに属する投票者  

間で意見の調整が成功すれば，投票結果を完全に決定できるだけの力を持つようなコアリ  

ションである。従って，一つの投票ルールはウイニングコアリションの集合Ⅳで表され  

る。例えば，多数決ルールであれば，過半数を有している集団はすべてウイニングコアリ  

ションである。  

定義2（真のシンプルゲーム）シンプルゲームG＝（Ⅳ，Ⅳ）に対して  

g∈Ⅳ⇒Ⅳ＼∫≠Ⅳ  

が成り立つとき，Gは真であるという．   

其のシンプルゲームにおいては，投票結果を完全に決定できるような二つのコアリション  

が存在する場合には，必ずその両方に属する投票者が存在する。  

定義3（対称的なシンプルゲーム）シンプルゲームG＝（Ⅳ，Ⅳ）に対して  

r∫∈Ⅳ∧lrl＝剛⇒r∈Ⅳ  

が成り立つとき，Gは対称的であるという。   

対称的なシンプルゲームは匿名による投票ルールを表す．例えば，どの投票者も同じ重み  

の一票を持っている場合がそうである．対称的なシンプルゲームでは，ヴ＝min（I∫llg∈Ⅳ）  

とするとg∈Ⅳ⇔lぶt≧ヴとなる［1ト代表的な投票ルールとしては多数決ルール，コン  
ドルセルール，ポルダルール［1，2，7］などがあり，これらの投票ルールによる意思決定状況  

は貴かつ対称的なシンプルゲームで表現できる．  

例1（多数決）3人の投票者による多数決では，2人以上のコアリションがウイニングコ  

アリションである．つまり投票者の集合をⅣ＝（1，2，3）とすると，ウイニングコアリショ  

ンの集合はⅣ＝（（1，2），（1，3），（2，3），Ⅳ）となる・この場合のシンプルゲームG＝（Ⅳ，Ⅳ）  
は貴かつ対称的である．  

2。2。投票者の意見とシンプルゲームのコア  

投票の場面を構成する要素のうち，投票者の集合と採決の方法は，一つのシンプルゲームを  
与えることで特定できる．投票の場面では，各投票者は，可能な代替案に対する自分の意見  
に応じて行動する．この投票者の意見を表現するために，ここでは可能な代替案に対する線  
形な順序を用いる．可能な代替案の集合をA＝（α1，α2，…，αm）とする．  

定義4（線形順序）γをA上の二項関係とする．以下の3つの条件を満たすとき，rはA  
上の線形順序であるという。  

（1）∀α，わ∈A，αrわ∨わγα  

（2）∀α，わ，C∈A，αγわ∧わγC⇒αrC  

（3）∀α，わ∈A，αrわ∧わ7－α⇒α＝わ  
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エ（A）をA上の線形順序全体の集合とする．7－∈エ（A）とするとr＝（αJl，αJ2，…，αJm）と  

書くことができ，各γ∈エ（A）は各投票者が持つことが可能な意見を表現している．また，  

投票者戎の理想とする意見を月五∈エ（A）と書くことにし，（月わ五∈Ⅳを月と書く．   

一つのシンプルゲームG＝（Ⅳ，Ⅳ）に，可能な代替案の集合A，そして投票者の意見  

R＝（Ri）i∈Nを付加したものをコミッティー（committee）と呼ぶことがある［1］．ここでも，  
4つ組（Ⅳル町4月）（ただし（Ⅳ，Ⅳ）はシンプルゲーム）をコミッティーと呼び，Cで表す．  

定義5（コミッティー）コミッティーとは，4つ組C＝（Ⅳ，町A，月）である．ただし（Ⅳ，Ⅳ）  

はシンプルゲームをなし，月＝（月盲）壱紺であるとする．   

コミッティーにおいてどの代替案が選ばれるか，あるいはどの代替案が選ばれるべきかと  

いうことについては様々な研究がある【1，2，7ト次の，代替案の間の支配関係は，選ばれる  

べき代替案を考える上で基本的な概念である．  

定義6（支配関係）コミッティーC＝（Ⅳ，Ⅵ1A，月）が与えられているとき，Cにおける支  

配関係βom（C）を次で定義する．  

∀α，わ∈A，α伽m（C）わぎ］∫∈町∀官∈∫，［鴫αではない］   

α伽m（C）わであるとき，代替案αは代替案わを支配するという．支配関係は投票者の集  

団全体の代替案に対する選好関係と解釈できる［5］．  

定義7（コア）コミッティーC＝（Ⅳ，町A，月）のコアCoγe（C）は他のどの代替案にも支  

配されない代替案の集合である．   

シンプルゲームのコアは選出されるべき代替案の集合として提案され，研究されている  

【1，2，4ト意思決定状況によってはシンプルゲームのコアは空であったり，複数の代替案を含  

んでいたりする．また，直接の投票によって採決の結果が得られるとき，コアの要素は投票  

結果と一致する．直接の投票によって採決の結果が得られないとき，つまり票が割れてし  

まったとき，コアの役割が重要になる．  

例2（コアが存在する状況）3人の投票者が3つの代替案の中から，多数決により1つを  

選び出そうとしている・投票者の集合をⅣ＝（1，2，3），代替案の集合をA＝（α，わ，C）と  

し，各投票者の理想とする意見は凡＝（α，わ，C），月2＝（わ，C，α），月3＝（c，わ，α）であると  

する．   

このシンプルゲームのコアはCoγe（C）＝（わ）である．この場合は，直接の投票では採決  

の結果が得られないものの，コアは唯一代替案わをもつ．   

上の例では代替案わを全体の決定とするべきであるが，実際の意思決定においては他の  

代替案が選出されるかもしれない．また，コアが複数の要素を含むときは決定案を完全に  

放り込むことができず，コアが空のときでも現実の状況では何らかの意思決定が下される．  

より現実的なゲーム理論的分析をおこなうには，どのウイニングコアリションでどのよう  

な票の調整がおこなわれ，いかなる採決の結果を得るかを考える必要がある．次節では，こ  

のような分析を行なうための枠組を構築していく．   

3．意見調整ゲーム  

本節では，従来のシンプルゲームおよびコミッティーの枠組に「投票者の許容範囲」の概念  

を導入し，「意見調整ゲーム」という集団意思決定状況の新しいモデルを定義する．さらに，  

「意見調整ゲーム」を用いた意思決定状況の分析のための枠組を構築し，その基本的な性質  
について述べる．  
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3．1。投票者の許容範囲  

現実の意思決定状況において，問題の重要性の違いや選好のあいまいさなどにより，各投票  

者の意思決定に対する認識は様々である．自分自身の「理想とする意見」に固執する投票者  

もいれば，「理想とする意見」以外にもいくつかの「許容できる意見」をもつ投票者もいる．  

また，各投票者の意見に著しい相違がある場合でも必ず決定に至らなければならない状況セ  

は，各投票者の意見は，程度に差はあれ柔軟性を見せるだろう。ここでは，このような意見  

の柔軟性を「投票者の許容範囲」で表現する．「投票者の許容範囲」は，投票者の「理想とす  

る意見」を含む「許容できる意見」からなるものとする．  

定義8（投票者の許容範囲）投票者戎の許容範囲とは投票者宮の理想とする意見且を含  

む£（A）の部分集合君である。また（君）壱∈ⅣをPと書くことにする．   

各投票者の許容範囲は「問題認識」の場面で決まるものとし，投票結果がでるまで変化し  

ないものとする。  

例3（問題認識）5人の投票者に3つの代替案が与えられたとする．投票者の集合をⅣ＝  

（1，2，…，5）とし，代替案の集合をA＝（α，わ，C）とする．   

各投票者は次のように考えている．投票者1の理想とする意見は凡＝（α，わ，C）である  

が，この意思決定にはあまり関心がなく，許容範囲は賞＝エ（A）である．投票者2の理想  

とする意見は月2＝（α，C，わ）であり，この理想の意見に固執する．したがって，許容範囲は  

為＝（（α，C，わ））である。投票者3の理想とする意見は月3＝（わ，α，C）であるが，自己矛盾し  

ており，理想とは逆の意見も許容する．したがって，許容範囲は巧＝（（わ，α，C），（c，α，り）で  

ある．投票者4の理想とする意見は月4＝（わ，C，α）であるが，代替案わと代替案cに対する  

選好には迷いがあり，許容範囲は昂＝（（わ，C，α），（c，わ，α））である．投票者5の理想とする  

意見は月5＝（c，α，わ）であるが，代替案cと代替案αではどちらが選出されてもかまわな  

いと思っている。したがって，許容範囲は昂＝（（c，α，わ），（α，C，わ））である．   

以上のような投票者の許容範囲（君）才∈Ⅳが「問題認識」の場面で決まるものとする．   

「情報交換」の場面では様々なコアリションが組まれ，その中で互いの投票者が許容範囲  

書から意見γ∈君を出し合うことで話し合いがおこなわれる。話し合いは駆け引きの要素  

もあり，各投票者は自身の持っているすべての意見を出してしまうわけではない．  

例4（情報交換）投票者の集団Ⅳに対して代替案の集合A＝（α，わ，C）が与えられたと  

し，豆，ブ，た∈Ⅳとする．投票者豆の理想とする意見は凡＝（α，わ，C），許容範囲は蔦＝  

（（α，わ，C），（α，C，わ），（わ，α，C））であるとする．投票者Jの理想とする意見は月j＝（わ，α，C）， 許  

容範囲は巧＝（（わ，α，C），（α，わ，C））であるとする・投票者たの許容範囲は島＝エ（A）である  

とする．コアリション（豆，J，た）での2通りの話し合いを考えてみる．  

［話し合い＝まず，投票者豆が意見（α，C，わ）を発言し，その意見に同調した投票者たが同  

様の意見（α，C，わ）を発言した．代替案わを推すのは難しいと考えた投票者ブは意見（α，わ，C）  

を発言し，コアリション（豆，ブ，た）としては代替案αを推すことになった・  

［話し合い2］まず，投票者jが意見（わ，α，C）を発言し，その意見に同調した投票者豆と投票  

者たが同様の意見（わ，α，C）を発言した。結局，コアリション（豆，ノ，りとしては代替案わを  

推すことになった．   

「情報交換」の場面での投票者の行動が意思決定に大きな影響を与える．これは現実の意  

思決定状況においてしばしば見られる現象である。  
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3．2．意見調整ゲームの枠組みと性質  

ここで想定している意思決定状況は「投票者の集合」，「投票ルール」，「代替案の集合」，  

「理想とする意見」，「投票者の許容範囲」の5つ組（Ⅳ，Ⅵ1A，月，P）で表現できる．本論文で  

は，「投票者の許容範囲」が意思決定に与える影響に注目するため，この5つ組を，コミッ  

ティーC＝（Ⅳ，町A，月）と投票者の許容範囲Pを用いて，C（P）で表すことにする．つま  

り，C（P）＝（Ⅳ，Ⅵ1A，月，P）である．また，考慮しているコミッティー C＝（Ⅳ，町A，月）が  

明らかな場合，（Ⅳ，Ⅳ）をGで表す．   

前小節の例のように，各投票者は自分の許容範囲に従って意見を交換して，互いの接点を  

見出しながら，ある代替案を社会全体の決定にできるような集団を形成しようとする．「意  

見調整ゲーム」は従来のシンプルゲームおよびコミッティーの概念に各投票者の許容範囲を  

導入したモデルで「投票」直前の状況を記述したものである．   

maxグーで，7－∈上（A）におけるトップの代替案を表すものとする．この記号を用いると，コ  

アリション∫∈2Ⅳ＼（め）の中で，代替案α∈Aの決定に納得できる投票者の集合を  

g（α）撃（豆∈∫仲∈君，maXr＝α）  

と表すことができる．これを用いて「意見調整ゲーム」を以下のように定義する．  

定義9（意見調整ゲー ム）コミッティー C＝（Ⅳ，l弟4月）と投票者の許容範囲Pの組，つ  

まりC（P）が一つ与えられたとする・C（P）における「意見調整ゲーム」とは2つ組Gc（P）＝  

（Ⅳ，Ⅵ有（P））である・ただし，  

Ⅵ七（P）撃（ぶ∈2Ⅳ＼伊）l］α∈A，∫（α）∈Ⅳ）  

とする．  

「意見調整ゲーム」Gc（P）では，実際に意見調整可能なウイニングコアリションがl佐（P）  
の要素となっている．以降，lγに所属するコアリションをシンプルゲームGのウイニング  

コアリション，Ⅵ有（P）に所属するコアリションを「意見調整ゲーム」Gc（P）のウイニング  

コアリションとよぶことにする．   

以下の命題で，「意見調整ゲーム」はシンプルゲームになることがわかる．  

命題1「意見調整ゲーム」Gc（P）＝（Ⅳ，Ⅵ有（P））は，l佐（P）が空集合でないときにはシン  

プルゲームになる・すなわち，l佐（P）に村して  

［∫∈Ⅵ有（P）∧r⊃∫］⇒r∈lイセ（P）  

が成り立つ．  

証明：C（P）＝（Ⅳ，町A，月，P）に関する「意見調整ゲーム」Grc（P）＝（Ⅳ，Ⅵ七（P））に対して，  

g∈l佐（P）かつr⊃∫とする・ぶ∈l佐（P）より，ある代替案α∈Aが存在してg（α）∈Ⅳ  

となる・r⊃∫かつ∫⊇g（α）より，r⊃∫（α）である・よってr∈l佐（P）となる．  1   

シンプルゲームGのウイニングコアリションは投票ルールのみに依存していたが，「意  

見調整ゲーム」（プc（P）のウイニングコアリションは各投票者の許容範囲にも依存している．  

つまり，「意見調整ゲーム」は投票者の許容範囲を導入することでコアリション内での協力  

が可能かどうかを明確にしたシンプルゲームであるといえる．シンプルゲームでは投票者の  

協力が仮定されていた・これはl佐（P）⊆Ⅳとなることからもわかる．   

次の命題は，シンプルゲームが真であることと，「意見調整ゲーム」が真であることの間  

の関係について述べたものである．  
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命題2C－（P）＝（Ⅳ，町A，月，ア）に対して，シンプルゲームGが真であるならば，「意見調  

整ゲーム」Gc（P）も真である．  

証明：シンプルゲームG＝（叫Ⅳ）が真であるとし，「意見調整ゲーム」をGc（P）＝（Ⅳ，l佐（P））  

とする・ぶ∈閏有（P）とするとⅥ有（P）⊆Ⅳなのでぶ∈Ⅳである。Gが寅であることより  

Ⅳ＼g≠Ⅳとなるサlイセ（P）⊆ⅣなのでⅣ＼g雇lイセ（P）である。よって，「意見調整ゲーム」  

Gc（P）は真である・  
l   

代替案のうち，それが選ばれることに投票者盲が納得できるものの集合は，  

max書聖（maxr∈Alr∈君）  

と表せ，また，代替案のうち，ウイニングコアリションを構成するだけの投票者を納得さ  

せられるものの集合，つまり，選出される可能性のある代替案の集合は，  

A。（P）撃（α∈At呵α）∈Ⅳ）  

と書くことができる．  

例5例3の状況で，投票者の集団は代替案の集合の中から多数決によって1つを選び出そ  

うとしている。各投票者が納得できる代替案の集合はmax巧＝（α，わ，C），maX角＝（α），  

max昂＝（わ，C），maX為＝（わ，C），maX巧＝（c，α）となる・   

シンプルゲームGのウイニングコアリションは3人以上のコアリションである．  

「意見調整ゲーム」（プc（P）において，コアリション（1，2，5）は3人とも代替案αで納  

得できるので，代替案αに組織票を投じることで勝つことができる ．しかしコアリション  

（1，2，3）では全員の承諾を得られる代替案が存在せず，票の調整がつかないのでウイニン  

グコアリションではない．この「意見調整ゲーム」（三c（P）のウイニングコアリションは  

（1，2，5），（1，3，4），（1，3，5），（1，4，5），（3，4，5）とこれらを含むコアリションである・また，  

ウイニングコアリションの組み方とその中での話し合いにより，どの代替案も決定案とな  

りうる。よってAc（P）＝（α，わ，C）である・  

例6例2と同じ意思決定状況を考える．各投票者が納得できる代替案の集合はmax且＝  

（α），maX薫＝（わ7C），maX為＝（c，わ）であるとする。  

「意見調整ゲーム」G！c（P）のウイニングコアリションは（2，3）とⅣであり，Ac（P）＝（わ，C）  

である。つまりコアの要素ではない代替案cも，ウイニングコアリション内の話し合いに  

よっては選出される可能性がある．   

以下の定理は，シンプルゲームの対称性と，「意見調整ゲーム」の対称性の間の関係につ  

いて述べたものであり，従来のシンプルゲームの枠組と，本論文での「意見調整ゲーム」の  

枠組の関係を明らかにするものである．  

定理1C（P）において，シンプルゲームG＝（Ⅳ，Ⅳ）が対称的であるとする・l佐（P）≠¢  

とすると，Gc（P）＝（Ⅳ，Ⅵ有（P））が対称的であるための必要十分条件は  

（∀∫∈2Ⅳ＼（¢））（lぶl＝ヴ⇒］α∈A，g（α）＝∫）   

である。ただし，q＝min（lg11g∈Ⅵ′）とする．  
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証明：「意見調整ゲーム」G！c（P）が相称的であるとする・定理の仮定よりⅥ有（P）≠¢であ  

り，∫∈Ⅵ七（P）とすると，ある代替案α∈Aが存在して卵α）∈Ⅳとなる・定理の仮定よ  

りl∫（α）l≧ヴとなる．g′をIg′t＝qとなる∫（α）の部分集合とすると，Gは対称的なので  

ぶ′＝ぶ′（α）∈Ⅳとなり，したがって∫′∈1穐（P）である・Gc（P）が対称的であることより，  

任意のコアリションr∈2Ⅳ＼（砂）に対して，lrl＝‡∫′l＝ヴとするとr∈一作（P）となる・  

よって，ある代替案わ∈Aが存在してr（わ）∈Ⅳとなる．lr（わ）l≧ヴであり，Gが対称的  

でありかつr（わ）⊆rなのでr（わ）＝rとなる．   

逆に，任意のコアリションぶ∈2〃＼（砂）に対して，lgl＝ヴならば，ある代替案α∈Aが  

存在して∫（α）＝ぶとなるとする．定理の仮定よりぶ（α）はGの最小メンバーのウイニング  

コアリションなので∫＝∫（α）はGc（P）の最小メンバーのウイニングコアリションである・  

また，命題1よりr⊃ぶならばr∈lイセ（P）なのでGc（P）は対称的である．  
1   

定理1によって，任意の百人での話し合いで全員の承諾を得られる代替案が必ず存在  

することと，「意見調整ゲーム」が対称的であることは同値であることがわかった．これは  

G＝Gc（P）（Ⅳ＝l佐（P））となるための条件を与えたことになる．つまり，任意の投票者  

が互いに協力可能である「意見調整ゲーム」が古典的なシンプルゲームであるといえ，従来  

のシンプルゲームの枠組が，本論文で与えた「意見調整ゲー ム」の枠組の特別な形として位  

置づけられることが明らかになった．  

例7（意見調整ゲームが対称的である状況）3人の投票者が3つの代替案の中から，多数  

決により1つを選び出そうとしている．投票者の集合をⅣ＝（1，2，3），代替案の集合を  

A＝（α，わ，C‡とし，各投票者の理想とする意見は凡＝（α，わ，C），月2＝（わ，C，α），月3＝（c，α，わ），  
決定に納得できる代替案の集合はmax貧＝（α，わ），maX薫＝（わ，C），maX為＝（c，α）であ  

るとする．   

Ⅵ有（P）＝（（1，2），（1，3），（2，3），Ⅳ）であり，この「意見調整ゲーム」Gc（P）は対称的であ  

る・Ac（P）＝（α，わ，C）で決定案はウイニングコアリションの組み方とそこでの話し合いによ  

るので，各投票者とってはコアリション内の話し合いが非常に重要である．   

4．意見調整ゲームの投票結果とシンプルゲームのコアの関係  

本節では，「意見調整ゲーム」の枠組みの中で「直接の投票では採決の結果が得られない意  

思決定状況で，コアリションを形成することにより如何なる代替案が選出されるか？」，「各  

投票者の許容範囲は意思決定にどのような影響を与えるか？」，「決定案とシンプルゲームの  

コアにはどのような関係があるか？」という3つの問題について考えてみる．当然，これら  

の問題は互いに関連しているので，「意見調整ゲーム」における決定実についての分析をお  

こなうことで，いくつかの定理を与える．  

4．1．ウィニングコアリションの安定性と決定案  

「意見調整ゲーム」では，あるウイニングコアリションが形成されても，その結託が崩れな  

いという保証はない．「投票」の場面まで投票者は他者との接触を繰り返し，自分にとって  

より好ましいコアリションの形成を目指すであろう．しかし，意思決定状況によっては非常  

に強く結託したウイニングコアリションが形成される可能性がある．どのような状況でそ  

のようなウイニングコアリションが存在するのかを以下の例でみる．  

例8（安定したウイニングコアリションが存在する状況）3人の投票者が3つの代替案の  

中から，多数決により1つを選び出そうとしている・投票者の集合をⅣ＝（1，2，3），代替  
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案の集合をA＝（α，わ，C）とし，各投票者の理想とする意見は玖＝（α，わ，C），月2＝（わ，C，α），  
月3＝（c，α，わ），決定に納得できる代替案の集合はmax賞＝（α，わ），maX角＝（わ），maX為＝  

（c，α）であるとする．  

「意見調整ゲーム」G！c（P）のウイニングコアリションは（1，2），（1，3），Ⅳの3つである・   

ウイニングコアリション（1，2）は代替案わに組織票を投じるであろう．投票者2にとっ  

ては理想の代替案が選出されるので満足である．投票者1は代替案わに納得できるものの，  

理想とする意見はα勒わなので代替案αをより好む。したがって投票者1は「できれば，代  

替案αを支持してくれる投票者3とコアリションを組みたい」と思うはずである。   

ウイニングコアリション（1，3）は代替案αに組織票を投じるであろう．投票者1にとっ  

ては理想の代替案が選出されるので満足である．投票者3は代替案αに納得できるものの，  

理想とする意見はc穐αなので代替案cをより好む．しかし代替案cを支持してくれる投  

票者は存在しないので，投票者3は「投票者1とコアリションを組む以外の策はない」と  

思うはずである。   

ウイニングコアリションⅣ＝（1，2，3）は話し合いの結果により代替案αまたはわに組  

織票を投じるであろう。しかし投票者2と投票者3では意見に接点が見出せず，互いの存  

在が邪魔なはずである．   

例8のウイニングコアリション（1，3）に対して次のことがいえる・  

1．コアリション内での話し合いは駆け引きを必要とせず，全員の了解を得られる代替案  

が存在する．   

2．コアリションに所属する投票者はそこから離脱しようとはしない．   

3．現状のメンバーで既に勝てるので，内部の混乱を避けるために新たな投票者をコアリ  

ションに加入させようとはしない．   

投票者が意思決定状況を正確に把握することができれば，このような安定したウイニング  

コアリションが形成され，「情報交換」が終了してしまうであろう．また，例7では投票者  

の許容範囲の違いにより，例8のような安定したウイニングコアリションは存在しない．  

定義10（ウイニングコアリションの安定性）「意見調整ゲーム」Gc（P）＝（Ⅳ，lイセ（P））の  

ウイニングコアリションg∈lヰセ（P）に対して  

（∃α∈A）［（g（α）＝∫）∧（∀豆∈g）（∀わ∈A＼（α））（わ伽⇒わ≠Ac（P））】  

が成り立つとき，∫は安定であるという．  

「意見調整ゲーム」Gc（P）＝（Ⅳ，Ⅵ有（P））の安定したウイニングコアリションの集合を  

一転（P）撃（∫∈Ⅵ七（P）lgは安定である・）  

とし，安定したウイニングコアリションが組織票を投じる代替案の集合を  

（∃∫∈恥（P））［（g（α）＝ぶ）岬∈g）（∀わ∈射（α））（わ伽⇒わ絢p））］〉  Ac（P）撃〈α∈A   

とする．   

次の定理は，一定の条件下でのAc（P）の存在性に関するものである・  

定理2C（P）に対して，lAc（P）l＝1ならばAc（P）＝Ac（P）が成り立つ・  
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証明：α∈Ac（P）とする・このときⅣ（α）∈Ⅳである・ぶ＝Ⅳ（α）とおくと，ぶ（α）＝∫で  

あり，またtAc（P）l＝1であることからどんなわ∈A＼（α）に対してもわ≠Ac（P）なので，  

α∈Ac（P）である・   

一方，α∈云c（P）とすると，ある方∈l晦（P）に対して∫（α）＝gが成り立つ・∫∈妬も（P）⊆  

1ヰセ（P）⊆Ⅳであり，かつg（α）⊆Ⅳ（α）なので，呵α）∈Ⅳとなる・よってα∈Ac（P）であ  
る．  1   

この定理により，「直接の投票では採決の結果が得られないよう投票の場面でも調整可能  

な意見が存在する場合がある」ことがわかる．   

次の命題は，Ac（P）の一意性に関するものであり，さらに多数決ルールやポルダルールな  

どの投票ルールでは「いかなる安定したウイニングコアリションが形成されようと，その  

組織票による採決の結果は同じである」ということを示すものである．  

定理3C（ア）に関して，シンプルゲームGが真であれば，Ac（P）の要素は高々一つである・  

証明：α，わ∈Ac（P）かつα≠わとする・α∈Ac（P）より，ある安定したウイニングコアリ  

ション∫∈一転（P）が存在して∫（α）＝gかつ任意の投票者ま∈ぶが代替案わ∈A＼（α）  

に対してわ且αならばわ≠Ac（P）となる・同様にわ∈Ac（P）より，ある安定したウイニ  

ングコアリションr∈l毎（P）が存在してr（わ）＝rかつ任意の投票者ブ∈rが代替  

案α∈A＼（わ）に対してα月ゴわならばα≠Ac（P）となる・シンプルゲームGが真なの  

で命題2より，「意見調整ゲーム」G！c（P）も真となる・よって∫∈l偉（P）⊆Ⅵ匂（P）より  

Ⅳ＼∫≠Ⅵ七（P）となる．r∈房七（P）⊆l佐（P）なので∫∩了「≠¢となる・したがって  

た∈∫∩了「とすると，投票者たの理想とする意見はα月たわまたはわ月たαである．ところが  

g（α）＝g∈l毎（P）⊆勒（Pし⊆ⅣかつⅣ桓）⊇∫（α）より呵α）∈Ⅳなのでα∈Ac（P）で  

あり，同様にr（わ）＝r∈lイセ（P）⊆Ⅵ七（P）⊆ⅣかつⅣ（わ）⊇r（わ）よりⅣ（わ）∈Ⅳなので  

わ∈Ac（P）である・これは矛盾する・  
l   

この定理により，「直接の投票では採決の結果が得られなくても，安定したウイニングコ  

アリションが存在すれば，たとえそれが複数であっても，十分な情報交換により全体として  

の決定案を唯一にしぼることができる」ことがわかった．これにより「複数の党派の意見の  

相違は十分な情報交換を行えば解消できる」ということがわかる．  

4．2．敗因分析ゲームとシンプルゲームのコア  

ここでは，シンプルゲームのコアと「意見調整ゲーム」の関係を調べるために，「敗因分析  

ゲーム」を考える．「敗因分析ゲーム」は，すでに採決の結果が得られたと想定し，各投票  

者がその結果をどのようにとらえるかについての考察にもとづく概念である．投票者の中に  

は実際に得られた決定に納得できないものもいるかも知れない．「意見調整ゲーム」では各  

投票者の許容範囲の選択が意思決定に大きな影響を与えているので，決定に納得できない投  

票者は「もし許容範囲が違っていたならば，自分にとってより好ましい代替案が選出できた  

のではないか？」と考えるかもしれない．つまり各投票者は，実際とは異なる許容範囲を用  

いた仮想の「意見調整ゲーム」を分析することで実際の意思決定を振り返るのである．   

「意見調整ゲーム」での採決の結果を∬∈Aとする．すると，決定案∬よりも好ましい  

代替案を全体の決定にするためにはどのような話し合いにも応じるとした投票者宮の許容  

範囲が  

ギ撃（γ∈エ（A）】（maxγ）伽）  
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と書ける．またP∬＝（芹）盲∈Ⅳとする．   

投票者の敗因分析は実際の意思決定状況C（P）＝（Ⅳ，町A，月，P）での投票者の許容範囲  

Pを仮想の許容範囲」”に変更した5つ組C（P訂）＝（Ⅳフ町A，月，P∬）を用いて行われるも  

のとする。つまり，決定案∬を知った上での仮想の意思決定状況を考えるのである．   

仮想の許容範囲ダガを考えると，コアリションg∈2Ⅳ＼（¢）の中で代替案α∈Aの決定  

に納得できる投票者の集合は，  

ぶ∬（α）撃（哀∈∫仲∈芹，maXγ＝α）  

となる．  

定義11（敗因分析ゲーム）c（P）＝（Ⅳ，町A，月，P）についての「意見調整ゲーム」（プc（P）＝  

（Ⅳ，l柘（P））における決定案を∬∈Aとする・決定案∬に関する「敗因分析ゲーム」とは2  

つ組Gc（f慄）＝（Ⅳ，lヰ有（f咄））である・ただし，  

Ⅵ七（P∬）空（ぶ∈2Ⅳ＼（¢）l］α∈4㌘（α）∈Ⅳ）  

である．   

「敗因分析ゲーム」は「意見調整ゲーム」なので，「意見調整ゲーム」のときと同様に諸概  

念が定義できる．具体的には，  

max芹些（maxγ∈Aい－∈芹），  

A。（P£）竺（α∈AlⅣ∬（α）∈Ⅳ），  

l毎（P∬）撃（∫∈Ⅵ有（f咄）lgは安定である・），  

A。（P∬）撃（α∈Al（］ぶ∈l毎（P∬））［（ぶ∬（α）＝∫）∧（∀戎∈g）（∀わ∈A＼（α））（鴫α⇒わ卓Ac（P訂））】）  

などである．   

以下では，実際の「意見調整ゲーム」における決定案∬と，「敗因分析ゲーム」での安定  

したウイニングコアリションによる決定案の集合Ac（fは）の関係を調べる・  

例9（敗因分析1）3人の投票者が3つの代替案の中から，多数決により1つを選び出そ  

うとしている．投票者の集合をⅣ＝（1，2，3），代替案の集合をA＝（α，わ，C）とし，各投票  
者の理想とする意見は凡＝（α，わ，C），月2＝（わ，C，α），月3＝（c，α，わ）であるとする・表1で3  

つの状況を考える．   

状況1ではウイニングコアリション（1，3）が安定であり，それによって代替案αが選出  

されたとする．同様に状況2ではウイニングコアリション（1，2）が，状況3ではウイニン  

グコアリション（2，3）が安定であり，それぞれの状況で安定したウイニングコアリション  

により代替案が選出されたとする。  
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表1実際の「意見調整ゲーム」Grc（P）＝（Ⅳ，Ⅵ七（P））  

実際の許容範囲 状況1 状況2 状況3  

max且   （α）（α，わ）（α）  

max角   （わ）  （呵 （む，C）  

max蔦   （c，α）（c）  （c）  

Ac（P）   （α）  （わ）  （c）   

それぞれの状況での決定案に対して敗因分析をおこなった結果が表2である．なお，各状  

況での決定に納得できない投票者は安定したウイニングコアリションから外れた投票者で  

ある．  

表2「敗因分析ゲーム」Gc（P芯）＝（Ⅳ，l穐（f咄））  

仮想の許容範囲 ∬＝α  ∬＝わ  ∬＝C  

max芹   （α） （α，わ）（α，わ，C）  

max巧   （わ，C，α）（わ）  （わ，C）  
max巧   （c，α）（c，α，呵 （c）  

Ac（f慄）   （c）  （α）  （わ）   

状況1において，もし投票者2が代替案cを許容していれば，実際の決定案αよりも好  

ましい代替案わが選出されていたかもしれない．つまり投票者2は本当の意味では納得は  

しないものの，最悪の結果は避けられたといえる．同様のことが状況2，3でもいえる．  

例10（敗因分析2）4人の投票者が3つの代替案の中から，1つを選び出そうとしてい  

る．決定には3票以上が必要である．投票者の集合をⅣ＝（1，2，3，4），代替案の集合を  

A＝（α，わ，C）とし，各投票者の理想とする意見は鞠＝（α，わ，C），月2＝（わ，C，α），月3＝（c，α，わ），  

月4＝（α，C，わ）であるとする．表3で3つの状況を考える．  

表3実際の「意見調整ゲーム」（プc（P）＝（Ⅳ，lイセ（P））  

実際の許容範囲 状況1 状況2 状況3  

max巧   （α） （α，呵 （α）  

max角  （わ）  （わ） （わ，C）  
max蔦   （c，α） （c）  （c）  

max為   （α）（α，C，呵（α，C）  

Ac（P）   （α）  （わ）  （c）   

状況1ではウイニングコアリション（1，3，4）が安定であり，それによって代替案αが選  

出されたとする・同様に状況2ではウイニングコアリション（1，2，4）が，状況3ではウイ  

ニングコアリショ．ン（2，3，4）が安定であり，それぞれの状況で安定したウイニングコアリ  

ションにより代替案が選出されたとする．  
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それぞれの状況での決定案に対して敗因分析をおこなった結果が表4である．なお，各状  

況での決定に納得できない投票者は安定したウイニングコアリションから外れた投票者で  

ある。  

表4「敗因分析ゲーム」G′c（Pだ）＝（Ⅳ，Ⅵ有（f化））  

仮想の許容範囲 ∬＝α  ∬＝わ  ∬＝C  

max芹   （α） （α，呵 （α，わ，C）  

max愕   （わ，C，α）（呵 （わ，C）  

max愕   （c，α）（c，α，わ）（c）  

max堵   （α）（α，C，♭）（α，C）  

Ac（P訂）   （α）  （α）  （c）   

状況1と3では決定に納得できない投票者がいくら許容範囲を変えたとしても決定案は  

変わりそうにない．   

次の定理は実際の決定案とシンプルゲームのコアの関係を明らかにしている．  

定理4C（P）＝（Ⅳ，町A，月，P）に対してG＝（叫lりが真のシンプルゲームであるとする．  

任意の決定案∬∈Aに対して  

月c（Pだ）＝（∬）⇔∬∈Core（C）  

が成り立つ．  

証明：Åc（f咄）＝（∬）とする・決定案∬が他のある代替案α∈A＼（∬）に支配されていると  

すると  

（度∈叫α且∬）＝（戎∈叫］月∈ギ，maX月＝α）  

＝ Ⅳ∬（α）∈Ⅳ   

となり，したがってα∈Ac（Pご）となる・一方∬∈Ac（P劣）なので，ある安定したウイニン  

グコアリションg∈1柘（P〇）が存在してg訂（∬）＝ぶかつ任意の投票者j∈gが代替案  

α∈A＼（∬）に村してα月j∬ならばα¢Ac（P∬）となる・ところが，定理の仮定よりシンプル  

ゲームGが真でg∈t毎（Pγ）⊆l穐（f唖）⊆ⅣなのでⅣ＼g≠Ⅳより∫∩八澤（α）≠¢とな  

る。よって，投票者た∈∫∩∧笹（α）の理想とする意見はα月た∬であるが，これは矛盾する．  

したがって∬∈Core（C）となる．   

道に，∬∈Coγe（C）とすると決定案∬は他のどの代替案にも支配されない．よって，任  

意の代替案α∈A＼（∬）に対して  

∧ド（α）＝（ま∈Ⅳl∃月∈芹，maX月＝α）  

＝（哀∈呵α月五∬）針Ⅳ  

となり，したがってα≠Ac（クエ）となる・また，Ⅳ£（∬）芋Ⅳ∈Ⅳより∬∈Ac（P∬）である・  

よってAc（P訂）＝（∬）となるので，定理2よりAc（Pだ）＝（∬‡である．  
l  
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系1C（ア）に対して，Gが其のシンプルゲームであるとする・  

Core（C）＝¢⇔任意の決定案∬∈Aに対して∬卓Ac（P訂）  

が成り立つ．  

系2C（ア）が与えられたとする．任意の決定案∬∈Aに対して  

∬∈Coγe（C）⇒Ac（P∬）＝（∬）  

が成り立つ．   

定理4より，真のシンプルゲームのコアは「投票者全員が後悔しない許容範囲を取れたと  

き，十分な情報交換により必然的に決定案となる代替案の集合」であると解釈できる．また  

系1より，「其のシンプルゲームのコアが空」であることと「どのような代替案が選出され  
ようと意思決定に対して後悔している投票者が必ず存在する」ことは同値であることがわか  

る．与えられたシンプルゲームが真でなくても系2が成り立つが，系の逆は成り立たないこ  

とを次の例でみる．  

例11（シンプルゲームが真でない状況）4人の投票者が4つの代替案の中から，1つを  

選び出そうとしている．決定には2票以上が必要である．投票者の集合をⅣ＝（1，2，3，4），  

代替案の集合をA＝（α，わ，C，d）とし，各投票者の理想とする意見は私＝（α，わ，C，d），月2＝  

（d，α，わ，C），鞄＝（わ，C，α，d），月4＝（c，わ，α，d），実際の許容範囲はmax且＝（α，わ），maX筏＝  
（d，α），maX昂＝（わ），maX昂＝（c）であるとする．   

この場合のシンプルゲームGは真ではない．   

実際の「意見調整ゲーム」Gc（P）では安定したウイニングコアリション（1，2）により  

代替案αが選出されたとし，この決定案αに関する「敗因分析ゲーム」〔7c（Pα）を考え  

る・各投票者の仮想の許容範囲はmax芹＝（α），maX巧＝（如），maX巧＝（わ，C，α），  

max堵＝（c，わ，α）となりAc・（Pα）＝（α）であるが，シンプルゲームのコアCore（C）は空な  

ので，当然α≠Core（C）である．   

5．結論  

本論文では，集団意思決定の新しい数理的なモデルとして「意見調整ゲーム」を提案し，こ  

れを用いて，集団意思決定状況を分析するための新たな枠組を構築した．このモデルは，「意  

思決定主体の意見の柔軟性」を考慮するために，「投票者の許容範囲」という概念を従来の  

シンプルゲームあるいはコミッティー を用いた枠組に導入したものである．実際，定理1  

では『「意見調整ゲーム」がもとのシンプルゲームと同じになるための必要十分条件はどの  

ウイニングコアリションにも調整可能な意見が存在することである』ということが示され，  

従来の枠組が「意見調整ゲーム」による枠組の特別な形であることが明らかになった．   

さらに本論文では，ゲームの解概念としてのコアと「意見調整ゲーム」の間の関係を調べ  

るために，「安定した代替案」や「敗因分析ゲーム」という概念を導入した．・そして定理2  
および定理3として，「安定した代替案」の存在性と一意性に関する命題を与えた．これら  

の定理により，集団意思決定の文腺において，「直接の投票では採決の結果が得られないよ  

うな状況でも，調整可能な意見が存在しうる」ことと，「複数の党派の意見の相違は十分な  

情報交換によって解消できる」ことを示した．さらに定理4では，コア，「意見調整ゲーム」  

「安定した代替案」そして「敗因分析ゲーム」の間の関係を与え，「コアは各意思決定主体が  
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後悔しないような許容範囲をとったときの安定した代替案である」という，コアの新しい解  

釈を与えた．この解釈が得られたことで，「コアから社会全体の決定を選出すべきである」と  

いう主張に十分な正当性を与えることができた．   

本論文で得られたいくつもの命題やそれらが集団意思決定状況の文脈において示唆する  

意味は，本論文で構築した枠組の強力さを十分に示している．今後，集団意思決定状況の分  

析に本論文で構築した枠組を用いることで，従来の枠組を用いた場合よりも詳細な結果が得  

られることが期待できる．   

最後に，本論文の内容に関連する課題について述べる。  

1）本論文では，投票者の許容範囲は他者との話し合いでは変化しないものとしている．  

しかし現実の意思決定状況では様々な意見を聞くことで問題認識も変化する．したがって，  

意見調整ゲームを現実の意思決定状況により近づけるためには，投票者の許容範囲の変化の  

過程を表現する必要がある．   

2）本論文では，投票者の意見は代替案の全体の集合の上の線形順序であった．しかし実  

際の投票者の意見は線形順序たならない場合が多く，実際［1］では，弱順序を用いて理論を  

展開している。弱順序を用いた，本論文の枠組の一般化が望まれる．   

3）実際の意思決定状況では，投票者が党派間を移動することが，本論文が想定している  

ほど容易ではない場合もある．本論文の枠組に，党派間の移動のしやすさの概念を導入する  
ことで，より現実の意思決定状況を表現することができる枠組を得ることができるだろう．   
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ABSTRACT  

ON SIMPLE GAMES WITH PERMISSION OF VOTERS  

Akira Yamazaki Takehiro Inohara BunpeiNakano  

、了l止J／√′／…川〃J‥J●Tl√イ川り／丹川  

Inthispaper，treating且exiblevotersinvotingsituations，WeeXaminethein且uencesofthe且exibility  

Ofvotersoncoalitionfbrmationandfinaldecisionmakinginthesituationsofgroupdecisionmaking．We  

employnewmodelsofvotingsituations，Calledpermissiongames andpost11latedgames七odealwiththe  

VOting situations with Aexible voters，and showl）that simple games can be seen as specialization of  

Permissiongames，2）thattherecanbeanopinionthatispermissiblefora11decisionmakers，eVenifno  

decisioncannotbemadebyvoting，3）thatcoalitionswithdi鮎rentopinionscanagreeonthesameopinion  

throughenoughinformaionexchange，and4）thatthecoreofasimplegamecanbeinterpretedastheset  

Ofal1alternativesthatdonotcausevotersanyregretintermsoftheirflexibility．  
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