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利己的集団における協調行動の進化において，空間的局所性は相互作用と世代交代の 2 つの要
素に分けることができる．我々 は，この 2 つの要素が協調行動の創発に与える影響を明らかにするため，空間的
局所性の進化を導入した N 人版繰り返し囚人のジレンマゲーム（N-IPD）の戦略の進化モデルを構築した． N-
IPDの戦略個体を1 次元グリッド上に配置し，各個体は遺伝的に保持する相互作用の規模と世代交代の規模に
基づいてグループを形成しゲームおよび世代交代を行うものとして実験を行った．本稿では，2 つの局所性が協
調行動の創発に与える基本的特性について解析を行う．また，相互作用の規模の進化を導入した場合，導入し
ない場合と比べ高い協調の比率をもたらせたことなどについて示す． 
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The purpose of this paper is to consider the dynamics of the evolution of spatial locality in the N-Person 
Iterated Prisoner’s Dilemma by focusing on two essential factors: the scale of interaction (which decides the neighboring 
members playing the N-Person games) and the scale of reproduction (which decides the neighboring candidates 
occupying each cell in the next generation). We conducted the evolutionary experiment of the evolution of strategies for 
one-dimensional N-IPD with/without the evolution of these two factors. The result has shown that the dynamic evolution 
of the scale of interaction could facilitate the emergence of the global cooperation when the scale of reproduction was 
relatively small.  
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1. はじめに 

利己的集団における協調行動の進化に関して，繰り
返し囚人のジレンマゲームを用いた研究が Axelrod を
はじめとして多くなされてきた[Axelord 84]．有田らは，ジ
レンマゲームを行う戦略集団を，動的要因を集団の構
成要素自体が内包する環境とみなし，動的環境におけ
る進化と学習の相互作用について知見を得るために，
表現型の可塑性を導入した繰り返し囚人のジレンマゲ
ームの戦略の進化モデルを構築し，進化と学習の相互
作用の一種である Baldwin 効果が戦略進化の過程で
確認されたことを報告してきた[Arita 00]． 

このような動的要因が個体間の相互作用に依存した
環境においては，その相互作用の表現が集団全体の
挙動を大きく左右する．ジレンマゲームにおける戦略の
進化実験に関する研究の多くは，集団内の各個体が他
のすべての個体と対戦を行う，総当たり戦の設定を用い
てきた．しかし，現実の社会構造を考えると，各個体が
他のすべての個体と直接結合しているのではなく，ある
程度の局所性を持って相互作用を行っていると考えら
れる．Grim らは，2 次元平面上にジレンマゲームの戦略
個体を配置し，各個体は平面上の近傍とのみゲームを
行う設定を用いて進化実験を行い，局所性のない環境
と比べより協調的なしっぺ返し戦略が集団を支配可能
であることを示した[Grim 96]．また，鈴木らは，前述の表
現型の可塑性の進化モデルを 2 次元平面に拡張し，
局所性の度合いに応じて，進化の過程に与える表現型
の可塑性の影響が異なることを示した[Suzuki 00]． 

しかし，局所性を導入した従来の研究は，空間的局
所性に関して区別して考慮することのできる 2 つの要素，
すなわち個体がゲームを行う対戦相手を選択する際に
生じる局所性と，各サイトにおける次世代の個体を選択
する際に生じる局所性を同一のものとして扱っている点
で局所性の影響を十分議論していないと考えられる．こ
れら2 つを区別した議論は，局所性が集団の進化に与
える影響について本質的であるにもかかわらず，十分
な議論がなされていなかった．石渕らは，空間型繰り返
し囚人のジレンマゲームにおいて，これら2 つの要素が
協調集団への進化に与える影響について解析した．彼
らはノイズ率が協調集団への進化に与える影響に注目
し，ノイズ率が中程度の場合において，相互作用の規
模，世代交代の規模どちらも大きくなるほど協調集団へ
の進化が難しくなることを示した [石渕 00]．  

一方，現実世界における意思決定は，一般的には 2
人以上の構成員によって行われるという観点から，ジレ
ンマゲームをより現実的な設定へと拡張した N人版繰り
返し囚人のジレンマゲーム（N-IPD）に関する研究がなさ
れている[Bonacich 76][Bankes 94]．これらの研究の多く
は，ある特定の規模の集団を設定し，その条件のもとで
協調行動が創発するか否かについて議論しているが，
現実世界を考えると，集団ははじめからある規模で存在

するのではなく，異なった規模の集団が混在する中で，
進化の過程においてその規模自体にも選択圧がかかり，
環境の変動にともなって拡大縮小を繰り返してきたと考
えられる． 

以上を踏まえ，本研究は，これまで同一のものとして
議論されてきた 2 つの局所性のそれぞれが協調行動の
創発にもたらす影響，および，局所性の進化を導入した
場合における協調行動の創発への影響と局所性の進
化のダイナミクスに関して知見を得ることを目的として，
空間的局所性の進化を導入した N-IPD における戦略
の進化モデルを構築し，実験を行った． 

2. N人版繰り返し囚人のジレンマゲーム 

N 人版繰り返し囚人のジレンマゲームは，2 人版繰り
返し囚人のジレンマゲームのより現実的な拡張として研
究されており，一般にはゲームを行う構成員の数が多い
ほど協調関係が築かれにくいという特徴があるとされて
いる．これは 2 人版ゲームと比較した場合，裏切り者の
みを直接罰する手段がないためであるとされている．し
かし，Bonacich らは集団の構成員の数の増加に伴う利
得式の変化に基づいてジレンマゲームを分類し，ある
条件においては構成員の増加と共に協調関係が築か
れることを実際に大学生を対象とした実験を用いて示し
ている[Bonacich 76]．また，Bankes は，協調行動の進化
にとって，ゲームの構成員の数よりも，むしろ利得式に
おいて協調することが全員裏切るよりもよい結果となる
最小の構成員数を決めるパラメータが重要であることを
進化実験に基づいて指摘している[Bankes 94]．本研究
では，N 人版繰り返し囚人のジレンマゲームを以下のよ
うに定義する． 

• ゲームの構成員数を n として，各プレイヤーはそ
れぞれ同時に協調（C）または裏切り（D）を選択す
る． 

• n 人中の協調者の人数c に応じて，以下の利得を
得る． 
協調者の利得   RC(c) = c/n      （1） 
裏切り者の利得  RD(c) = (c+k)/n     （2） 

図１：N-IPD の利得式 



 

k は裏切りへの誘惑の度合いを表す定数（1<k<n）． 
• 以上の対戦をg 回繰り返し行う． 

この利得式は，他のプレイヤーが次回も同じ手を維持
するならば，自分は裏切ったほうが高い利得を得ること
ができる（RD(c-1)>RC(c)）が，もし全員が裏切ると，全員
が協調するよりも全員にとって悪い結果(RD(0)<RC(n))
を招いてしまう，というジレンマ構造を含んでいる．この
状況を具体的に表現すると次のとおりになる． 

「n 人で共有財を利用するが，財を最大限に利用
するための維持費用としてコストk が利用人数に関わ
らず必要となる．そこで，k を構成人数で均等に配分
したk/n をそれぞれが負担しようと約束するが，実際
に各構成員がコストを支払う（協調する）か支払わな
いか（裏切る）は個人の自由である．ただし，各構成
員が共有財から得られるメリットは実際に支払われた
コストの総額に比例する．」 
ただし，利得が0 より小さくなるのを避けるために，実
際にはコストをすべての構成員の利得に上乗せして
いる． 
Bonacich らは，利得式から計算可能な，協調すること

のメリットと裏切りへの誘惑が，集団の構成員数の増加
に伴ってどのように変化するかによって利得式を 5 種類
に分類している．本研究で採用する利得式は，集団の
構成員数 n で正規化されているために，構成員数が増
加するほど協調者のメリットは増加し，裏切りへの誘惑
は減少するタイプに属する．彼らは，このタイプに属する
利得式では構成員の増加に伴い協調行動がより成立し
やすくなる可能性があることを指摘している． 

3. 空間的局所性の進化を導入した戦略の進化 

空間的局所性が協調集団の進化に与える影響を解
析するため，空間的局所性の進化を導入した N 人版
繰り返し囚人のジレンマゲームの戦略の進化モデルを
構築した．集団内の各個体は，大きさ N の 1 次元トーラ
ス状グリッドに 1 個体ずつ配置される．各個体は，N-
IPD の戦略 s，h，相互作用の規模 i，世代交代の規模ｒ
を遺伝的に保持する． 

3.1 空間的局所性の導入 

集団中の各個体は，図 2 に示すように，グリッド上で
の自身からの距離が，相互作用の規模 i（あるいは世代
交代の規模 r）以内である個体を近傍の個体と認識す
る．ここで，「ある個体を中心としたグループ」を，「中心と
なる個体の近傍であり，かつ，その個体自身も中心とな
る個体を近傍であると認識している集団」と定義する．
以後，相互作用の規模 i を用いて定義したグループを
相互作用に関するグループ，世代交代の規模 rを用い
て定義したグループを世代交代に関するグループと呼
ぶ． 

Seo らは，N-IPD を行う戦略個体を1 次元グリッド上に
配置し，対戦相手の選択の際に空間的局所性を導入し

た進化実験を行った[Seo 99]．ただし，彼らの用いた近
傍の大きさは，ある固定された構成員数でのゲームに
おいて，そのメンバを局所的に選択する際の範囲を決
定するものであり，本研究のように相互作用の規模がグ
ループの大きさ自体に直接影響するものとは異なる． 

3.2 戦略の遺伝子表現 

各個体は遺伝的に決定された戦略に従い，繰り返し
ゲームを行う．本研究ではひとつ前の対戦における協
調者の割合に応じて，次回の手を決定する戦略を採用
する．具体的には 2 つのパラメータ s(0≦s<1 を満たす
実数)，h（０または１の 2 進数）を用いて以下のとおりに
定義する． 

• 一つ前の対戦での協調者の割合をC として， 
   C≧s ならば  協調 
   それ以外     裏切り 

• ただし，繰り返し対戦の初回では，各個体がそれ
ぞれ h（0 ならば裏切り，1 ならば協調）を出すもの
とした擬似的な対戦履歴から協調者の割合を算出
し，これを用いて初回の手を決定する． 

このようにして定義される戦略は，N-IPD におけるしっぺ
返し戦略とみなすことができ，s が小さいほど，また，h が
大きいほど協調的な戦略であると言える． 

3.3 繰り返し対戦と進化 

以上のような戦略集団を用いて繰り返し対戦を行う．
集団中のすべての個体について，各個体を中心とした
相互作用に関するグループを用いて N人版繰り返し囚
人のジレンマゲームをそれぞれ独立に行う． 

次世代において各グリッドを占める個体は，そのグリ
ッドに存在する個体を中心とした世代交代に関するグ
ループの中から適応度に比例したルーレット選択によっ
て決定される．その際に各個体が用いる適応度は，各
個体がすべての繰り返し対戦で得た平均得点を，その
個体が所属する世代交代に関するグループ数で割っ
たものを採用する． 

また，選択の際，各個体の持つ遺伝子 s, h, i, r につ
いて，それぞれ確率 pm で定義域においてランダムに値
を割り当てなおす突然変異を導入する．以上の操作を
繰り返し，集団を進化させる． 

図２：相互作用の規模に関するグループ 



 

4. 進化実験と考察 

4.1 協調集団の進化への空間的局所性の影響 

はじめに，空間的局所性に関する2 つの要素が集団
に与える影響の基本的特性を明らかにするため，相互
作用の規模 i と世代交代の規模 r をそれぞれ，世代を
通してすべての個体について同一の値を用いて実験を
行った．この設定では，集団中のすべての個体が 2i+1
回の繰り返し対戦を行う．また，各個体はすべて 2r+1
回のルーレット選択に参加するため，世代交代は各グリ
ッドについて半径 r 以内の個体から繰り返し対戦での
平均得点に比例したルーレット選択を行った場合と同
等である．なお，本研究では，繰り返し対戦において，
場に出す手が確率 pnで戦略の意図した手と反転するノ
イズありのゲームを採用した．パラメータは，N=101，k=2，
g=100， pm=0.05，pn=0.1，世代数 2000 を用い，初期集
団の遺伝子は定義域でランダムに決定するものとした．
以後，特に断りの無い限り上記のパラメータを標準のも
のとして用いる． 

図 3 は i=8, r=8 での実験結果の一例である．ここで戦
略 s の平均とは，各世代において集団におけるすべて
の個体の持つ s を平均したものである．戦略 h の平均と
は，すべての個体の持つ h を平均したものである．また，
協調者の割合とは，各世代でのすべての繰返し対戦に
おける協調者の割合の平均である．グラフからわかると
おり，集団は世代を通してある方向へ収束するのでは
なく，協調戦略と裏切り戦略が混在し，大きく変動する
状態が続いた．また，戦略が協調者の割合に及ぼす全
体の傾向としては，戦略 s の平均が低いほど，また戦略
h の平均が大きいほど協調者の割合が高いと言える． 

図 4 は異なる相互作用の規模 i と世代交代の規模 r
を用いてそれぞれ 5 試行を行ったときの，世代を通した
すべてのゲームにおける協調者の割合の平均を示した
ものである．これより，相互作用の規模の増大に伴って，
協調者の割合は上昇しピークに達し，それ以降は次第
に低下していることがわかる．また，世代交代の規模の
増大に伴ってピークは高くなる傾向があることがわかる． 

はじめに，相互作用の規模 i が協調行動の進化に与
える影響について考察する．図 4 のような協調者の割
合のピークが生じるのは，前述の利得式の特徴を含め
た協調成立に関する様々な要因のもたらすトレードオフ
の結果であると考えられるが，本稿では特に，相互作用
の規模の増大に伴う，協調者の割合のグループ間での
多様性に注目する．図 5，6 はそれぞれ，i=8, r=2, 32 の
時の，ある試行での初期 200 世代における，各グリッド
上の個体を中心とした相互作用に関するグループによ
る繰り返し対戦での協調者の割合を，濃淡（黒: 0.0，白: 
1.0）によって示したものである．同図より，相互作用の規
模が大きい場合，近接するグループ間における協調者
の割合の多様性が小さくなっていることがわかる．これ
は，相互作用の規模が大きいほどグループの構成員数
が増加し，近隣のグループにおいて構成員が重複して
含まれるようになり，対戦結果が類似するためであると

図 4：異なる i, r での協調者の割合 
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考えられる．各個体の得る適応度は協調者の割合に大
きく依存するため，多様性の減少は近傍の個体間の適
応度差の減少をもたらす．相互作用の規模の増大に伴
う協調者の割合の減少は，この適応度差の減少によっ
て選択圧が働きにくくなっていることが要因の一つとな
っていると推測することができる．これに加え，前述の利
得式の特徴により，図 4 のようなピークが生じていると捉
えることができる． 

 次に，世代交代の規模が集団の進化に与える影響
について考察する．世代交代の規模が大きくなるに従
って全体的に協調者の割合が高くなる要因として，世
代交代の規模が集団おける戦略の多様性に与える影
響に注目する．このモデルでは，世代交代の規模が大
きいほど，あるサイトから離れた個体が選択される可能
性が高くなる．このため，集団において適応度の高い戦
略が出現した場合に，その戦略が他のサイトへ次々と
伝播していく可能性は r が大きいほど高く，集団の構成
は均一な方へと進化する傾向があると言える．図 7, 8は
それぞれ，i=8, r=2, 32 の時の，ある試行での初期 200
世代における各グリッド上の個体を中心とした相互作用
に関するグループでの協調者の割合の分布を示したも
のである．同図より， r=32の場合は全体として戦略が均
一であるのと比較して，r=2 の場合は協調者の割合に
局所的な差異があり，多様な戦略個体が混在している
ことがわかる． 

また，表 1 は，ある試行における世代ごとの各サイト
上の個体を中心とした相互作用に関するグループでの
協調者の割合の標準偏差と，世代内における協調者の
割合平均の世代間での標準偏差を r=2, 32 の場合で
比較したものである．前者は世代内での戦略の多様性
を，後者は世代間での戦略の多様性をあらわす指標と

捉えることができる．これより，r の値が小さい場合，世代
内の多様性は大きく，集団には多種の戦略が存在する
が，世代間で比較すると大きな変化は比較的小さいこと
がわかる．逆に，r の値が大きい場合，集団は単一の戦
略で占められるが，その戦略は世代間ではより動的に
変化していることが分かる．この性質が協調集団の進化
に与える影響は，モデルの特徴に依存するところが大き
いが，本実験においては，ｒが小さい場合は，この多様
性が協調的な戦略が集団全体に広まるのを妨げる方向
へ働くために，平均すると協調者の割合が低い結果と
なり，逆に，r が大きい場合には，より適応的な戦略が集
団全体にすばやく広まることができるために，結果として
高い協調者の割合がもたらされたと考えられる． 

 
表１：多様性と世代交代の規模 

 r=2 r=32 
世代内の多様性 0.28 0.21 
世代間の多様性 0.13 0.18 

 

4.2 相互作用の規模の進化 

次に，相互作用の規模の進化を導入して実験を行っ
た．具体的には，3.1 節で示したとおりに，各個体が遺
伝的に保持する相互作用の規模 i に従ってグループ形
成を行うものとした．図 9 は r=2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 50
の場合の世代を通したすべてのゲームにおける協調者
の割合の平均を表したものである．なお，比較のために，
図 4 の進化なしの場合での各世代交代の規模 r につ
いて，協調者の割合が最も高かったときの値を同時に
示している． 

この場合においても，前節の結果と同様，協調戦略と
裏切り戦略が混在し，大きく変動する状態が続いた．こ

図 5：i=2, r=8 の場合での協調者の割合の分布 
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図 6：i=32, r=8 の場合で協調者の割合の分布 
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こで注目すべき点は，相互作用の規模が，前節におい
て協調者の割合のピークを示した値に収束するのでは
なく，世代を通して大きく振動を繰り返したこと，また，世
代交代の規模が小さい場合において，相互作用の規
模の進化なしの場合と比較して，明らかに進化ありの場
合の方が協調者の割合が高いことである．図 10 は，相
互作用の規模の進化あり，r=2 の条件でのある試行に
ついて，世代を通したグループの規模の平均と，協調
者の割合の平均の推移を軌跡として示したものである．
グループの規模の平均とは，各世代において，実際に
繰り返し対戦のために形成されたグループの構成員数
の平均である．進化ありの場合ではグループの規模が
大きいほど，協調者の割合が高い傾向があることがわか
る．これは，図４において，進化なしの場合では相互作
用の規模が大きいほど協調者の割合が低いという結果
と矛盾する．このような結果となるのは次のような進化の
シナリオによるものであると推測される．まず，協調関係
が比較的構築されやすい小規模なグループにおいて，
協調関係が局所的に形成される．協調的な集団を前提
とすると，グループが大きいほど一人当たりにかかるコス
トが低いために，より大規模なグループを形成する個体，
つまり相互作用の規模の大きな個体が集団中に広まっ
ていき，全体として協調的な集団が形成される．この相
互作用の規模の拡大が，世代交代の規模が小さい場
合において多様な戦略が集団を占めることによる協調
者の割合の低下を補うようにして，個体の適応度を高い
平均得点の方へと平均化する．しかし，集団が過度に
大きくなると，相互作用の規模の小さい裏切り戦略によ
る侵入を容易に受けるため，裏切り集団へと進化する．
以上のような，相互作用の規模の拡大を含んだサイク

ルを繰り返すことで，進化なしの場合に比べ全体として
高い協調者の割合をもたらしていると考えられる． 

5. おわりに 

本研究では，利己的集団における協調行動の創発
に関して，空間的局所性の与える影響について知見を
得るために，空間的局所性とその進化を導入した N 人
版繰り返し囚人のジレンマゲームにおける戦略の進化
モデルを構築し，進化実験を行った． 

従来同一のものとして議論されていた，相互作用に
関する局所性と，世代交代に関する局所性を個別のパ
ラメータとして進化実験を行ったところ，本モデルでは，
相互作用の規模の増大に伴って協調関係の創発にピ
ークが存在し，世代交代の規模が大きいほど協調集団
への進化に有利であることが判明した．さらに，各個体
が相互作用の規模を遺伝子として保持する設定を用い
て実験を行ったところ，世代交代の規模が小さい場合
において，相互作用の規模の動的な進化により，進化
なしの場合と比較して高い協調者の割合をもたらすこと
が確認された． 

今後は，実験結果についてさらに解析を進めるととも
に，世代交代の規模の進化を導入した条件での実験を
進める予定である． 
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図10：協調者の割合とグループの規模 
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図9：相互作用の規模の進化 
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