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Simultaneous-move game
(同時手番ゲーム）

定義

→A game in which

players move at the same time.

プレイヤーが同じタイミングで動き出す
ゲーム



Payoff Matrix（利得行列）
定義

→A visual representation of 
simultaneous-move games.

同時手番ゲームを図式化したもの
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Prisoner’s dilemma
(囚人のジレンマ）

 定義

→A two-person game in which each players

has a dominant strategy and those 

dominant strategies product 

a pareto inefficient outcome.

 二人のプレイヤーがいて、それぞれ優位戦略を持ち、ま
たそれに従うときパレート非効率な結果を生み出す

というゲーム



Dominant Strategy(優位戦略）
 定義

→A strategy (such as confessing in the

prisoners’ dilemma)  

that generates the best outcome for a players 
regardless of the other 

players’ strategies.

 1人のプレーヤーがもう一方の戦略を気にかけなくていい
時、最善の選択を行うことができるというもの



囚人のジレンマの利得行列
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ペニー 0年 ペニー 1年
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バックの優位戦略は….
 ・ペニーがRat（密告）を選んだ時

バックは

密告→懲役期間は 10年

黙秘→懲役期間は 20年

⇒「密告」したほうが短くて済む

 ・ペニーがClam up（黙秘）を選んだ時

バックは

密告→懲役期間は 0年

黙秘→懲役期間は 1年

⇒「密告」したほうが短くて済む

つまり バックにとっての優位戦略は「密告」



Tragedy of the Commons
(コモンズの悲劇）

 定義

→A generalization of the prisoner’s dilemma,

with dominant strategies leading to

pareto inefficient outcomes,

as in traffic congestion ,overfishing ,or                               

pollution.

 交通渋滞、魚の乱獲、汚染などの

パレート非効率な結果を導く優位戦略を伴う、

囚人のジレンマの総括。

協定を結ぶことで解決できる。



優位戦略の問題点
 優位戦略に従うと….

個々人にとっては最善の結果を得られる はず

 しかし、全員が自らの優位戦略に従ってしまうと….

全員にとってあまりよくない結果

 パレート非効率な結果を生み出してしまう。



Coase theorem (コース定理）
 定義

→The world’s most famous tautology,

the Coase theorem says that if there is

nothing to stop people from trading,

nothing will sop people from trading, and

so they will continue trading until they reach

a pareto efficient outcomes.

 人々がパレート効率的な結果を得られるまで

取引をし続けるという仮定。



人々にとって3つのいいこと
 コース定理を用いれば囚人のジレンマは解決できること

→パレート改善を繰り返しパレート効率的な結果をうみだ
すため。

 同時手番ゲームは囚人のジレンマのような試行ではない
こと

→ほとんどのゲームには優位戦略がないため

例）じゃんけん 相手が何を出すかによって勝つ手

が変わる

 囚人のジレンマは思いがけない利益を生み出すこと。

→企業側が優位戦略に従えば消費者側としては、

値段が下がりお得になる。



単語の紹介
 Simultaneous-move game 同時手番ゲーム

 Payoff matrix 利得行列

 Prisoner’s dilemma 囚人のジレンマ

 Dominant strategy 優位戦略

 Price war 価格戦争

 Arms race 軍備競争

 Tragedy of commons コモンズの悲劇

 Traffic congestion 交通渋滞

 Paradox of thrift 節約のパラドックス

 Carbon tax 炭素税

 Fossil fuel 化石燃料（石油、天然ガス）


