
 
 
 

1 はじめに 

ゲーム理論は多くの先駆者によって研究されてきた

が, ノイマン式コンピュータで有名なフォンノイマン

によって, ゲームを規定するルールの下でゲームの主

体として意思決定を行うプレーヤーが取りうる行動戦

略を選択することでゲームの勝敗を決するための数学

的枠組みとして規定され, 1928 年の「ゲーム理論」で

ミニマックス定理が証明された 1)ことで飛躍を遂げた.  
 その後, 現実のゲームの分類適用から経済学をはじ

めとする多くの応用分野が開拓されたが, ノイマンの

枠組みが支配的であった. 数学者のナッシュは純粋戦

略非協力 n 人有限ゲームには少なくても１つの均衡解

（プレーヤーが 適戦略を取り合ってゲームがロック

して動かなくなる状態）が存在することを連続写像の

不動点定理を用いて証明し, 非協力ゲームを画期的に

進展させた. その後も経済学において発展している一

般均衡解やその他のゲームの解についても不動点定理

を利用して, 多くの研究と応用があるが 2), 優位戦略
3)4)と劣位戦略のコンセプトと非協力ゼロ和二人ゲー

ム以外はここではほとんど利用しないので省略する.  
 本研究では彼らの画期的なゲームの基礎理論を, よ
り多くの応用対象に適用できるようにするために, あ
る目的を持った応用対象をゲームと見なして, プレー

ヤーをその目的の目標到達度を比較する要因に広げ, 
意思決定者を別に置き, 行動戦略を対象に対して適用

する要因として拡張した二元配置実験を扱う. 分散分

析や 適水準組み合わせの決定が目的では無く、比較

要因のどの水準が優れているかを決定することが目的

である. 決勝等で行うように, プレーヤーと戦略の役

割は逆にしても良いし, 極論すればプレーヤーと戦略

が要因に割り付けられて優れた水準の組み合わせを決

定することが目的なら何でも良いとする. ここで優れ

た水準の組み合わせは必ずしも性能データの 適水準

の組み合わせではなくゲーム理論の評価法を用いる. 
本研究における決勝や敗者復活で用いるトーナメン

ト戦では戦略要因の多数の水準を二個づつの水準に分

割して, プレーヤー要因の二水準と組み合わせて利得

表を作り、二人ゲームの理論を用いて, 均衡解を次々

に求めては比較水準の勝者を残すことによって, 総当

たりリーグ戦よりも比較水準数を減らしている. 
ゲーム進行の大きな枠組みとしては仮想的なスポー

ツゲームに似た方法として, 予選があって, 決勝トー

ナメントがあって, さらに, 敗者復活トーナメントが

あって, 決勝トーナメントの勝者と敗者復活トーナメ

ントの勝者が戦って優勝者を決めるものとする. 個々

の試合では複数のゲーム（適用例）の勝率で試合の勝

者を決める. ここで扱う各ゼロ和ゲームはプレーヤー

と戦略の利得表のナッシュ均衡解で勝敗を決する方法

が主であることはほぼ従来どうりである 5).  
本研究の主目的はゲーム理論を一般的な要因の評価

にも利用できるようにするために, 必要な用語を定義

してゲームの枠組みとフローを構築して実例を示すこ

とによって, 汎用手法二元要因への拡張が可能である

ことを示し, そのための条件やその範囲を限定し, そ
の意義を考察し,  得られた結果と今後の課題を明確

に示すことである.  

2 ゲームの枠組み 
  本研究で用いる用語を簡単に説明しよう.  
ゲーム：ある利得によって評価できる, ある目的を持

った応用対象（例：カーブフィッテイング） 
プレーヤー：ゲームの利得を変える比較すべき汎用手

法要因（例：前処理法）で, 異なるゲーム（例題）

に対する汎用性と類似効果が期待できることが必要

である. （ある実験に個別に作用して他の実験では

効果の異なる物理要因とかは適さない. ） 
戦略：ゲームの利得を変える適用すべき汎用手法要因

（例：情報量基準）で, 異なるゲーム（例題）に対

する汎用性と類似効果が期待できることが必要であ

る. （ある実験に個別に作用して他の実験では効果

の異なる物理要因とかは適さない. ） 
優位戦略：他のプレーヤーがどのような戦略をとろう

と, あるプレーヤーが過半数のゲームを取って勝利

する戦略 
劣位戦略：他のプレーヤーがどのような戦略をとろう

と, あるプレーヤーが過半数のゲームで負けて敗退
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する戦略 
意思決定者：プレーヤーに代わって戦略選定の意思決

定を各プレーヤーの利得を 大化するように行う.  
利得：プレーヤーと戦略の組み合わせによって生じる

そのゲームの評価値（点数差を取るなどしてゼロ和

化して利得とするのが望ましい） 
予選トーナメント：各プレーヤーの戦略による利得を

比較して, 過半数のゲームで勝つ優位戦略と過半数

のゲームで負ける劣位戦略に分類する.  
プレーヤーと戦略の入れ替え：ゲームに適用すべき戦

略を比較すべきプレーヤーとし, 初に比較しよ

うとした要因を適用すべき戦略とする.  このよう

に, この方法では比較したり適用したりする汎用

手法要因は可換であることが必要である.  
決勝トーナメント（敗者復活トーナメント）：優位戦

略（劣位戦略）グループに対して, プレーヤーと戦

略の入れ替えを行って, トーナメント方式で各対

戦のゼロ和利得表から mini-max 原理を用いて, ナ
ッシュ均衡点やダブル均衡点を見つけて, 利得の

正負からそのゲームの勝者を決定し, 対戦ゲーム

の過半数先取法によって, 次々と対戦試合の勝者

を決定していき, 優勝者を決定する.   
  命題 6) 
  ゼロ和ゲームもしくは非ゼロ和対称ゲームにおい

て mini-max 均衡点は ナッシュ均衡点に一致する. 
終決戦：決勝トーナメントの優勝者と敗者復活トー

ナメントの優勝者で 終決戦を行って, 対戦の利

得表から mini-max 原理を用いて, ナッシュ均衡点

やダブル均衡点を見つけて, 利得の正負からその

ゲームの勝者を決定し, 対戦ゲームの過半数先取

法によって, 終勝者を決定する.   
次に予選から 終決戦までの試合によって 終勝者を

決めるためのフローチャートを示す. 
Preliminary Tournament

Selection of
Dominant Strategies

Selection of
Non‐dominant Strategies

Tournament for
Decision of Winner

Tournament for 
Decision of Loser’s Revival

Decision
Maker

Winner Winner

Final Decisive Battle

Final Winner  
Fig.1: Flow chart for decision of a final winner 

3 予選と決勝の例 

本章では予選と決勝の例を示そう. 

3.1 予選トーナメント 

 次に予選のための点数表の例と結果の取り纏め表の
例を示す. ここでは小さい方が良いマイナス表示. 
 

Table 1: Points table of the first game                  
in the preliminary tournament 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Table 2: Results of the preliminary tournament 
(classification of strategies) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

このゲームではプレーヤー1はS-1~S-4が劣位戦略, 
プレーヤー2 は S-5 が優位戦略で右表の該当箇所に 1
点が入る. これを 3 ゲーム行うので 大 3 点. 2 点以上

で優位か劣位に戦略が分類される.  
結局, プレーヤー2 が戦略 S-5 を選んで勝利した.  

3.2 決勝と敗者復活トーナメント 

本項では, 予選とはプレーヤーと戦略を入れ替えて, 
予選で選ばれた優位戦略をプレーヤーとする決勝トー
ナメントと劣位戦略をプレーヤーとする敗者復活トー
ナメントの二人ゼロ和ゲーム（比較するプレーヤーと
戦略の組み合わせの性能差を取ってゼロ和利得化）の
対戦例として第 1 試合の第 1 ゲームの例を示す.  

 
Table 3: Results of the reward table at the first game of 
the first match in tournament for the loser’s revival 

 
 
 
 
 
 

第 1 試合はゲームカウント 3:0 で S-4 の勝利 
 

行プレーヤーの利得が表記されている. 列プレーヤ

ーの利得は符号を変えたものになるゼロ和ゲームであ

る. 各行の 小マスを探し, その中の 大のマスが 
min-max 均衡点. 逆に各列の 大のマス中での 小の

マスが max-min 均衡点. 一致すれば Table3 のようなナ

ッシュ均衡解, 異なれば Table4 のようなダブル解. そ
のゲーム値が正なら行プレーヤーの負なら列プレーヤ

ーの勝利. 符合不一致なら引き分けとなる.  
 

Non‐Dominant
Player

S‐4

S‐2
Strategy P‐1 P‐2

P‐1 ‐2.5 ‐15.9
P‐2 9.35 ‐4(6)

Strategy Player
P-1 P-2

S‐1 ‐49.2 ‐61.1
S‐2 ‐54.0 ‐65.9
S‐3 ‐51.7 ‐65.1
S‐4 ‐56.5 ‐69.9
S‐5 ‐275 ‐310
S‐6 ‐107 ‐132

Strategy Player(P‐1) Player(P‐2)
Dominant 
games

Non‐do 
games

Dominant 
games

Non‐do
games

S‐1 0 2 1 0

S‐2 0 3 1 0

S‐3 1 2 1 0

S‐4 0 3 1 0

S‐5 1 1 2 0

S‐6 0 2 1 0

2 0 3 2



Table 4: Results of the reward table at the second game of 
the 4th match in tournament for the loser’s revival 

Non‐dominant
Player

S-3

S‐1

Strategy P-1 P-2

P-1 ‐4.50 57.2

P-2 ‐66.2 ‐4.50
 

第 4 試合はゲームカウント 2:1 で S-3 の勝利 
 
過半数のゲーム先取をしたプレーヤーがその対戦試

合の勝者となる. そのスコア表が Table 5 である.  
 
Table 5: Results of tournament for the loser’s revival 

 
 
 
 
 
 

このトーナメントの優勝者は S-3 であった.  

3.3 最終決戦 

優位戦略による決勝トーナメントの勝者である S-5
と劣位戦略による敗者復活トーナメントの勝者である
S-3 による 終決戦も同様に行い, そのスコア表を次
の Table6 に示す.  

 
Table 6: Results of the final decisive battle 

 

 
終勝者は以外にも 2:1 で劣位戦略の S-3 であった.  

4 結 論 
・複数水準の汎用手法二元要因（プレーヤーと戦略）

の水準の良否を総合比較するという目的（従来の実

験計画法では, 適水準比較, 悪水準比較, 水準平

均値比較などがあった）では二人ゼロ和利得化表の

均衡水準比較法を用いた. 複数実験（ゲーム）の勝率

方式では場合の数が減る訳ではないので, 効果はな

いが, 過半数実験（ゲーム）先取方式にすれば若干削

減できる. しかし, 均衡点発見に多少手間がかかる.  
・今後の実験（ゲーム）のためにより良い戦略を練る

という目的では二人の優勝者の勝率を用いた混合戦

略法等が使える.  
・通常のゲーム理論と異なり, 意思決定者をプレーヤ

ーから分離することによって, プレーヤーと戦略に

類似効果が期待できる任意の汎用手法要因を割り当

てることができるし, 場合によっては入れ替えるこ

ともできることを示した.   
・予選と決勝の勝者の決め方を具体的に示した. 決勝

や敗者復活戦や 終決戦ではゼロ和二人ゲームの繰 

り返しによるトーナメントである.  
・仮想ゲームトーナメント（決勝トーナメントと敗者 
復活トーナメント）の勝者達による 終決戦の 終

勝者に敗者復活戦（劣位戦略をプレーヤーとした対

戦）の勝者がなりえることがあることを例示した. 
これによって, 少なくとも予選だけでは 終勝者決

定には不十分であることが判る. 逆に, この方法で

充分かという完備性については予選の方法は他にも

あるし, 決勝はリーグ戦では無いので, 全ての組み

合わせを網羅した訳ではないから, 否定的であろう.   
・本例では逆要因のトーナメント結果は付録のように

一致しないが, 詳細は今後の課題とさせて頂く.  
・多元配置や対象毎に効果が異なる個別的物理要因へ

の拡張や予選の勝者が対戦せずにペアを組む場合等

は今後適した例題とともに吟味する必要がある.  
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付 録 

 逆に, S-1 から S-6 を先にプレーヤーとし, P-1, P-2
を戦略として予選を行うと次の Table のような結果に
なる. ここで, D は優位で N は劣位戦略である. 
 

Table A1  Results of the preliminary tournament 
    (classification of strategies) 

 S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6
Sto D N D N D N D N D N D N
P-1 1 2 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2
P-2 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0

 
優位戦略はプレーヤーS-5 の P-2 で, 劣位戦略は元の
終勝者プレーヤーS-3 以外の P-1 である.   
それぞれ 1 つであるから決勝も敗者復活トーナメン

トも必要なく, いきなり P-1 と P-2 の 終決戦となる
が, 戦略 S-3 は予選で落ちているので, それぞれ 5 つ
の戦略が使える. 終勝利戦略は前とは異なる. 
 

Winner Loser Game Count 
S-4 S-2 3:0 
S-4 S-6 2:1 
S-3 S-4 2:1 
S-3 S-1 2:1 

Winner Loser Game Count
S-3 S-5 2:1 
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