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ゲー ムの理論 につ いて 統一 思想 との関連

京都大学教授 数理解析研究所

一 松 信

ある問題 の一例 は、以下に述べ る囚人の ジレンマであ る。

これにつ いて最近極めて示唆 に富む実験結果が報告 されている。それを本論 の主題 としたい。

その結論 は一 口にい うと、互いに憎み合 い足を引 っ張 り合 うよりも、互 いに愛 し合い共存共栄

を図 る方が、利己的な立場 か らみ て も有利であ るとい う、驚 くべ き一或 いは当然の一事実 であ

る。 これは或 る意味で、統 一思想 の説 くところの、為 にす る行為を裏づ けるもの といえ よう。

2.二 人 零 和 ゲ ー ム
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実の諸現象を これだけで解析 しよ
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話 の初め として、簡単に触れてお く。数学者Von　 Neumannの この方面に関す る最初の論文

1929年 彼がBerlin大 学教授 であ った時代に 出て いる。 しか し当時 は量子力学 の勃興 期で

て、彼に よる群論や作用素論 の論文は注 目をひいて も、 ゲー ムの理論はほ とんど注 目され

った。

の論文での主要定理 は、今 日の数学の言葉でい うと、線形計画法の双対定理に相当す る混

術 の存在定理であ った。その意味では名前 はともか く、内容 は純粋に数学的 であ った。(そ

容 の説明は専門にな りす ぎるので省略す る)

て経済現 象を売 り手 と買い手 との ゲームと解釈 して、 この理論を経済学 に応用 しよ うと試

のは、　Morgensternで ある。1940年 代の彼の研究に よって、 この理論は一躍有名にな った

実際面ではいささか不適切な適用例 も少 な くなか った。

人零和 ゲームは経済現象では原始的な物 々交換社会に相当す る。その均衡解 の存在定 理は

学の原点 であるが、それだけで複雑な現在 の経済現象を説明し ようとす るのは無理であ る。

和 とは和 が一定 であ り、一方が得を しただけ他方が損をす る状況である。必然的に この立

貫けぽ、足 の引 っ張 り合いや利益 の奪 い合 いにな る。 ところが非零和 ゲームの世界では、

面 か らみ ると奇妙な現象が色 々と発生す る。その一つが これか ら述べる囚人 のジ レンマで

。

3.囚 人 の ジ レ ン マ

の原形はFlood-Dresherに よる共犯二人 と検事 との駆 け引 きであ るが 、それ よりも変形
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として、二大企業 の間の駆け引 き一 定価厳守か ダンピングか一 とい う方がわか りやす い。 しか

しこのモデルは購買者を無視 してい るとい う批判が強 いので、 ここでは以下の ような秘密契約

を モデル として説明す る。

或 る大金持ちが、脱税 か財産隠匿か知 らないが 、或 る宝石商 と相談 して、かな り長期にわた っ

て毎月定額 →1え ぽ一千万 円ずつ の取 り引きを秘密 に行 うこととした。双方 とも約束 の 日に、

約束 した カバ ンに、一方は札束 を、他方 は宝石 を入れて持参 し、合言葉を交わすだけで、黙 っ

て カバ ンを取 りかえる。 その中身 につ いては一 た とえ空で も、贋物 でも一一切 どちらも文句を

いわ ない。勿論 そ うい う約束違反をすれぽ、次 回に仕返 しをされ ることを、覚悟 しなけれぽな

らない。 この ような取 り引 きにおいて、正直一協調 と、裏切 りとの二つ の手の選択を、 どの よ

うにす るのが よいだ ろ うか?

色 々の手が考 えられ る。最初か ら裏切 るのは不適切 だろ う。 しか し最後 の月には裏切 っても

仕返 しされ る恐れ はない。 また もし信ずべ き筋か ら、その金持ちが癌 にかか っていて、余命が

短 いとい う確実 な情報を知 り、 しか も本人 はそれを知 らないとした ら、 どうす るか?

これを無理に二人零和 ゲー ムと解 釈 して、　von　Neumannが 示 した最適戦略 としての混合戦

術を適用 して も、奇妙な結論を得 るだけである。

この囚人 のジ レンマにつ いては、おびただ しい数 の研究がある。理論的 なもののほか、シ ミュ

レーシ ョン実験 も多い。ただ し人 間に よる実験では、再現性に乏 しいので、近年 ミシガン大学

のAxelrodが 、計算機 に よる大規 模 なシ ミュレーシ ョン実験 を した。その結果は信 じ難 い も

のであった。

4.実 験 の結果

Axelrodは まず 、有名 な研究者 に趣 意書 を送 り、 この実験 に参加す るよ うに呼び掛けて、 プ

ログラムを送 って もらった。それは毎回K(協 調)かU(裏 切 り)

のいずれかの手 を返 し、それに応 じて定め られた得点表に従 う点を

得 る。 これ を200回 反復 して総得点 を競 うものであ る。得点表 は右

の標準得点 である。その プ ログラムは、乱数 を使 って もよい し、そ

れ までの両者 の手を記憶 して使 って もよい。

82

B/A K u

K

U

3.3

5.0

0.5

1.1

第一回の競技で は、14の プ ログラムが参加 した。優勝 したのは、 この方面の有名 な研究者 で

あるRapoport作 の、最 も短 い僅か4行 の ものだ った。それ は 自分 の方か らは裏切 らないが
、

いつ も相手の直前 の手を返すいわぽ"し っぺが えし"と もい うべ き作品だ
った。

この よ うな簡単 なプPグ ラムが、あっさ り優勝 したのは信 じ難い結果だ った。 当然他が弱す

ぎた と思わ れた。Axelrod自 身 も理 論的に研究 して改良案をだ した。次いで彼 はマイコンの雑

誌に広告を出 し、世界 中のプPグ ラマに呼 び掛けた。

そ の結果6力 国か ら合計62の プ ログラムが参加 した。作者には至0歳の小学生 か ら80歳 の老大

家 まであ り、長 さも4行 か ら152行 に及 んだ。第一 回の優勝者 は、参加す ることに意義 を感 じ

て加わ った。そ の他、 まった くランダムな手を打つ プ ログラム も、Axe|rodの 改良案 も参加 し

た。 自分 自身 との対決 をも含む総当た りの リーグ戦は、長時間を要 した。 しか しその結果は誠

に意外、 また して もRapoportの 最短 プPグ ラムが大差 を付け て優勝 した。 こ うなる ともはや

これが強 いのは偶然ではな くて、何か必然性があ りそ うに思われ た。

実際に解析 して見 る と、第二回の競技 で、上位を得たプ ログラムは、一つを除いてすべて次

の特徴を もっていた。

1.誠 実性 自分の方 か らは、決 して裏切 りを しない。

2.応 性 相手が裏切れば、直ちに報復す る。一 眼には眼 を。

3.容 性 相手が謝れば、直ちに許 して、いつ まで も怨念を残 さない。

4.解 性 見 るべ き相手 が見 れぽ、態度が一貫 して、反応が予測 できる。

唯一つ、お人好 しを喰い ものに して、点 をかせ ぐプ ログ ラムが上位に入 った。 しか しこれは

200回 の対戦 では成 功 したが、1000回 の対戦では、喰い ものにで きる相手 がな くなって惨敗 し

て しまった。一時は成功 して も、長続 きが しない。

ランダムな手を打つ プログラムは、明解性を欠 くために下か ら2位 になつた。最 も意外なのは、

Axelrodの 改良案が24位 に終 わった ことである。結果的 にい うと、第一 回の対戦 でわか った教

訓 ともい うべ き、誠実であ り寛容であれ とい う方針が、参加者に十 分には理解されず、巧妙な

術策を巡 らす方向の プ ログラムが多か った。
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5.　 Rapoport族 は 不 滅

Axelrodは さらに、得点を次の代 に遺す子孫の数 とした生存競争式 のゲームを試みた。その

結果は また して もRapoportの プ ログラムが優勝 した。千世 代の後に は、これが最大多数 にな っ

ただけでな く、増 加率 も最大 にな った。 このま ま続 けぽ、　Rapoport族 は、 この世 の王老 とな

るわ けであろ う。

この ような生態 的 トーナ メン トでは、環境 自体 も変化す る。厳 しい生存競争に生 き残 り勝 ち

残 るためには、他人を押 しのけて 自分 だけが得を しようとい う考 えは通用 しない。他人の足を

引っ張 るのは、 自分 の首を絞め ることになる。逆に他人 の成功は、 自分 の成功のための下準備

と考 えるべ きである。他人を打ち負かすのではな くて、他人に対 して、双方 に利益 となる行動

を とる ように誘導 す ることが重要 である。

その後AxelrodはRapoport族 を打ち負かすために、あの手 この手を工夫 してみたが、すべ

て失敗 した。全面的 な攻撃型 も、無反応無 関心型 も、対抗 できなか った。　Rapoportの プ ログ

ラムは、最初uc-一時的 に大被害 を受けても、固 く一致団結 したRapoport族 が、あ る最少数生

き残 る限 り、やがて勢力 を回復 し、最後には敵を撃退 して しま った。　Rapoport族 を打ち負か

す唯一 の手段 は、 これを分断 し孤立化 さぜて、各個 に撃破する作戦だ った。

6.討 論

この実験は、限 られたモデルで あって、 この結果を どの ように解釈すべ きか問題 であ るが、

これは極めて暗示的 な結論だ と思 う。

たぶん皆様は、具 体的な事例 を念頭 において、例 えぽ、誰の戦略が どの性質 をもつか とか、

どこの国の外交政策は どうい う点が上記 の好 ましい性 質に合わない とか、そ うい うこ とを考 え

なが ら話を聞いて下 さった こ とと思 う。私はわ ざと抽象的に述べたが、これ以上具体例 の説 明

を加える必要はない と思 う。人間の感情の類 が非零和であることは、次の諺か らも想像で きる。

喜びは分か ち合 えぽ増 え、悲 しみ は分 かち合えぽ減 る。

しか し上記 のモデルには、重大な問題点が残 されてい る。 まず細かいこ とだが、前 の標準得

点 の数値 の和 が一定で ないのが、非零和 として本質的なのだが、その数値が変化 した ときに ど

うか とい う疑問が ある。 しか しそれ よりも次 の問題の方が重要 と思 う。

以上に述べ たのは、繰 り返 しのある場合で あって、 どうして利己的 な生物の間に協調が生ず

るのかを説 明す るものではあ るが、個 々の場合の指針 としては、不十分である。一一回限 りの ゲー

ムに対処す る方針 としては、 これだけではす まない。

その点はVon　 Neumarmの 混合戦略 も同様 であ る。そ れを調べ るために、　Hofstatterは 、そ

うい う実験 もや ってみた し、 またScientific　 Americanの 読者 に、一種の懸賞募集 もした。

その結果次 のよ うな ことがわ かった。大多数が正直にKの 手 を とる中で、 自分だけが こっそ

りUの 手 を とることがで きれぽ、大儲けがで きるとい う状況は よくあ る。大勢 の中で 自分 一人

が怠けて も、天下 の大勢 に影響 はあるまいとして、手を抜 くの も同様 であ る。 しか しこの とき

大勢がUの 手 を とれぽ、全員が共倒れ になる。すなわ ち自分だけが得 をしよ うとすれぽ、却 っ

て全員が損 をす るのであ る。 この場合 の合理的な判断 とは何か。その答 として、道徳 な り、宗

教な りの原点があ るらしい。統一思想 の説 く所の授受作用 も、為にす る行為の教 えも、そ こに

発するのであろ う。

これ に関連 して、他 の注意を追加 したい。近年非対称 暗号系 の発達に より、文書の正 当性 の

証明はある程度可能になった。 しか し信用 で きない相手 と交渉す るときには、 これだけでは十

分ではない。い くら注意 しても、だ まされ る確率 を0に はできないことが、理論的に証 明され

ている。 しか し十 分長 く時間 を掛けれぽ、その確率をい くらで も小 さ くす ることがで きる。 し

か もその確率を、それほ ど小 さ くす る必要はないらしい。 とい うのは、一つ の救 いとして、大

局的 にみてその交渉が一 回限 りでなけれぽ、一度 でも相 手が裏切れぽ、その ことによって信用

を失 い、仲間外れにされ るとい う効果が期待できるか らであ る。従 って、そ うい う制裁効果 が

期待 できない秘密 交渉 は極度に難 しい。残 念ながら、だ まされてもど うしようもない場合 が多

いようであ る。

また相手の攻撃 に即応 して効果的な報復 をす るには、平常 か らそれができるだけの実 力を養

成 しておかなけれぽな らない。誠実 とい って も、相手に対す る十分の情勢 を要す るし、表面 は

寛容 であ って も、腹 の底 では怨念を忘れてはいけないらしい。
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7.結 び

以上 の議論 は、ゲ ームの理論に おけ る一つのシ ミュレーシ ョン実験の結果 の報告である。そ

れは直接に統 一思想 か らの帰結 とは言い難いが、自然科学 の面か らそれを裏付け る根拠 の一つ

といってもよいであ ろ う。　Axelrod自 身 も、この結果を政治家や、国際的 に活躍 してい る人 々

に もっと広 く知 ってほ しい と強調 してい るし、私 もこれを知って強い感銘を受けた。今後 皆様

方の御指導を受けて 、さ らに考察 を深めてゆ きたいと念願 している。

黄弼昊教授 の質 問

私 は哲学を専攻 してお りますが、科学哲学を専攻す る者ではあ りません。この発表 に対 して、

二つだけ質問 します。

この発表の内容は、結局憎悪 よりは愛を、戦争 よりは平和 を企図す るのが、個人だけでな く

社会、国家において もよい とい う、我 々が常識 的に知 ってい ることの数学的 な根拠を出 した も

のです。あ る原則に対す るsocial　 theoryを 提供 した とい うよ りは、それに対 す る一 つの根拠

を提供 した のであ って、その結論 を否定す るものは一 人もない ようです。 この収敏において ど

うでなけれぽな らないか、それに対 して二つ考え ることがで きます 。　game　 theoryは この二 っ

を前提 としてい るよ うです。

第一は、 ここに参与す る人はすべて合理的 であ り、理性的 な人である とい うことです。 とこ

ろが実際に この世 には非理性的な人が多 く、 どうしよ うもない人がた くさんいます。 そ こで分

析哲学の論理 に も最近ではfoggyworldす なわ ち不透 明 な世界、合理的 に説 明す るこ とので

きない世界に対す るロジ ックが別 になければな らないとい うような理論 もあ ります。 このゲー

ムセオ リーを もって現実に接近 し ようとすれ ぽ、「このよ うな ゲームセオ リーに参席 す る人は

すべて合理的 であ る」 とい う大前提 がなければな らず、現実 とは相 当異な るのではないか とい

うのが第一 の質問 です。

二番 目は、 この ゲームセオ リーが もってい る前提 の中の一つは、最近の論理学で い うif　ev-

erybody… …を含 んでいるので はないか、すなわ ちすべ ての人が この ようにすれば ど うなるか

とい うことです。 た とえば、すべ ての人が ホモセ クシ ュア リテ ィ(homosexuality)を 好 めば子

雛

供は生 まれ ないのではないか とい うような論理です が、この世 はそのよ うにすべ ての人が ホモ

セクシ ュア リテ ィを好む ようにはなってはいませ ん。

た とえば、すべての人が正直で ある時に、一人の人が正直でなければ、利益 を多 く受け ると

い うことです。 ところが、すべての人が嘘をつけぽ ど うな るで しょうか、それ は理論的には可

能であ るが、 この世 にはつねに善な る人 と悪 なる人 とが共存 しているために、その よ うな こと

を仮定す ることは不可能です。すべての人が統一思想を好 めば どうなるのか、すべての人が統

一思想に反対すれぽ どうな るのか とい うことも問題になるので し ょうが
、現実は明 らかにそ う

はなっていませ ん。その よ うなあ る存在が あって、それが現実 と合わないのに、 このセオ リー

が現実に接近 しようとすれぽ、 この二つ は現実 とは相 当かけはなれているのではないか とい う

ことです。

第二 に、 コメ ン トされた方 もゲームセオ リーは統一思想 と一致す る といわれま したが、万一

統一思想が完全に計算に よって、宗教家にな ることはよい とい う考 えを出 した とした ら、おそ

ら く、 このゲームセオ リー と一致す ると思い ます。

しか し、私が知 っている統一思想はその よ うなものではあ りません。 もちろん、憎悪 よ りも

愛を、戦争 よ りは平和 を訴 えてお ります。 しか し結論は同 じであ りますが、簡単に同 じであ る

といって はな らない場合が多 いのです。それを現代論理学 ではfallacy　 of　same　conclusionと

いいます。同一結論 の誤謬です。

人があ る花 を好 んでも、芽を出す か らよい とい う人 もおれぽ 、純粋な情熱のために好む人 も

あ ります。 ですか ら戦争 よ りも平和 のために とい う結論 は同じであ るが、その根拠が全 く異 な

る場合があ ります。それを さしおいて結論が同 じだか らといって、統一思想 と同 じである とか

また似 ている と言 うのは、同一結論 に対す る誤謬を犯しているのではないで し ょうか。

高橋教授の解答

今た くさんの質問があ りま した。最初の一つにお答いた します。私が説明 しま した ゲーム理

論 とい うのは、非 常に単純 な場 合を話 したわけです。今の御質問は数理経 済学 とか社会学へ の

発展は ど うい うことになるのか とい う問題 で したが、 ごもっともな質問だ と思 います。 ゲーム

セオ リーとい うのは、参加 した 人が全 て合理 的な考 えを もってい る時 にのみ成立す るのですが、

場合に よっては、非合理的な考 えを もつ人 もあるだろ うし、それか ら社会全体 とい うものは、
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不透 明といいますか、か な りは っき りしない面が多いので、そ うい う場合に、 これを適応 して

大丈夫か とい う質問です。私 もまさに同感 であ ります。 また この ゲームセオ リーとい うのは、

社会学への適応 といいま して も、非常 に単純な ケースに対 しての場合だけであ ります。人間は

必ず しも合理的な行動 をする とは限 らないと考え ます と難 しいのではないか と思 います。ただ

現在 、社会に対 して この ゲームセオ リーが適応 され成功 してい る一つ の例は、統計学へ の成 功

なのであ ります。 これは、エブ ラハム ・バ ール ドとい う人が数理統計学ヘ ゲームセオ リーの原

理を適応 して、推定 の問題 とか、検定の問題に新 しい方法をなげかけてお ります。 これは、実

は相手を人間でな くて 自然 と考 えた場合の ゲームセオ リーなのであ りまして、したが って、や

は り相手が人間の場合 、社会 に対 して適用す るとい うことは、現在の ままではなかなか成功 が

おぼつかないのではないか と思い ます。私 はゲームセオ リーの専門家ではないのであるいは間

違いか もしれ ませ んけれ ども、私 自身はそ う思 います。

朴先穆教授の提言

私は、統一思想 とゲーム理論は相 当距離 をもってい るとい う前提の もとでお話を しま した し、

も う一つ は統一思想が指 向す るある部分においてのみ この ゲーム理論は一致す る とお話 ししま

した。

先 ほど黄博士 も信頼 し愛 し協調 しあえば うま くゆ くとい うのは、 ゲーム理論を話 さな くて も

みな知 っている事実 であると言われ ましたが、それに私 も同感です。

ところでゲー ム理論が ここで話そ うとす る ことは、互いに利益を追求す るいろいろな人が参

与す るにあたって、自分の利益を追求 しよ うとすれぽ、人を陥れた り憎 んだ りす るに もかかわ

らず、む しろ ゲーム理論 で数多 く実験 してみ ると、自分を保護す るためにはかえって協調 と信

頼 と愛を重要視 しなけれぽな らない とい う理論 が数学的に現 われた とい うことです。その よ う

な意味か ら我 々が今 、社会的、精神的、人間的 な側面か ら指摘 しようとす る点 をむ しろ数学 が

証 明して くれるのではないか と思い ます。

金泰昌教授の提言

申しわけあ りませ んが、概念が 少 し混乱 している ようです。

た とえぽ、誠実性や適応性、寛容性、名誉性 、 これ はゲームセオ リーに関連 した結論 ではあ
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りません。 これは ゲームセオ リーに よって実験 してみた結果 を解釈す るものです
。ゲ ームセオ

リーとい うのは、何 らかの実在の内容 を もつ ものではな く、説明の論理 です。ですか ら、 ゲー

ムセオ リーが統一思想 と一致す る点があ るない とい うことは少 しおか しい と思 います
。あたか

もゲームセオ リーが共産主義 と一致す る点 もあ り一致 しない点 もあ るとい うことと同 じです
。

説明の論理 とい うのは、あ る内容を説 明す るのに何で も用 いることが できる場 合に、そ の中

で論理 を用 いた らどの よ うな説明になるのか とい う意味 であ りまして、ゲームセオ リー自体に

あ る具体的な内容があって、それが統一思想のいわ んとす る内容 と一致するか しないか とい う

ことは、少 し観点が誤 って いると思います。 このゲ～ムセオ リーは、セオ リーとい うことぽが

ついてい るため に、 ともすれぽその ような考 えを されるか もしれ ませ んが
、一種 の説 明の論理

にすぎないとい う点が必要 なのではないで しょ うか。数学 自体 が何 らかの内容 をも
ってい ると

いうよ?は 、人間の思考を存在 させ る論理 であるために、その論理を もって説明す る対象 は、

どうかする と共産主義思想に もな りえ、統一思想に もな りうるのです。 ですか ら、ゲームセオ

リー自体が 、これがあ る特定 の思想や あるいは理念 に一致す るとか、あるいはそこか ら現われ

た とか とい うことは少 しおか しい話 しではないか と思い ます。

二番 目として、社会科学をす る者 としてあるいはゲームセオ リーを多 く利用す る者 としてお

話 ししたい ことは 、これはた とえば考 える二人の方式が 同 じであ るときは適応されます。合理

性か非合理性 か とい うよ うな問題 よ りは、同 じ思考方式 を もった人 間 ど うしの戦い等は この

ゲームセオ リーに よって説 明がつ きます。

しか し、 アメ リカとベ トナ ムの戦 い等 の場合には、ゲームセオ リーに立脚 した戦略理論は う

ま く行 かないと思 います。 なぜ そ うか といえば、ベ トナムの人の考 える思考方式 は、広い意 味

での西欧人 の考え る思考方式 とは根本的に異な るために、それは うま く入 ってゆか ないのです。

甚 しきに いた っては、そ のよ うな点が、 アメ リカがベ トナ ム戦に うち勝つ ことので きなか った

理 由の一 部分だ と説明す る人があ ります 。

その次 にも う少 し譲歩 して、二者が利益を中心 とした 合理性に よって動 くとしても、国際政

治、国際関係を考 える場合 にこれが根本的に問題 となる点は、た とえぽ ソ連側 ではいかなる代

価を支 払 って も勝 てぽ よい とい うよ うな考 えを してお り、 アメ リカは最 小の代価を支払 って え

る勝利 が合理的 であると考 えていれば、同 じ勝利を6的 としておいた として も、ゲームセオ リー

のみ を もっては説明 しが たいのです。
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そ して最後 にお話 ししたい ことは、 ゲー ムセオ リーが成立す るためには、すなわちゲームセ

オ リーを もって説 明できるためには、両方 の情報が十分にある とい うこと、あ る面では完全 な

情報があ るとい うのが、最 も合理的な条件 とな ります。 しか し大部分の場合には、相 手に対す

る情報が、い くら情報化社会であ って も、互 いに秘密 を固守 しよ うとす ることのために得 るこ

とがむずか しくて、 また考え もしなか った媒介変数が多 く介入 され るために、 ゲーム理論 とい

う単純な論理 をもって は説 くことので きないあま りに も多 くの変数に我 々は当面す るように な

りました。その ような点か ら、 ゲームセオ リーは社会科学的 な説明方法 として初めは大歓迎を

受け ましたが、最近で はさほ ど大 きな効用 がないのではないか とい う懐疑論が現われ るよ うに

なった とい う点 をつけ くわえてお きたい と思 います。

金束圭教授 の質問

私 もゲー ム理論には非専門ですが、少 し感 じた ことをお話 しします。

一松先生 の特に数学 を中心 として、か な り統一思想 と結びつけてお られ るambitiousな 面

において、私 は相当高 く評価 します。 ところで今 しがたの金泰昌教 授のお話 しに対 して反論 を

一つ してみ ます。

統一思想 とゲーム理論は媒 体な くしては全 く説明で きないとい うことで したが、私 はそのよ

うにはみ ませ ん。統一思想には価値論 も論理学 もあ ります し、 ゲームセオ リーは価値論 ではあ

りませんが、論理学で あるために、関係性 はい くらで もあるとみ ます。

次に私の考え としては、人間 と人間 との関係、人 間 と自然 との関係 においてはゲームセオ リー

は成立す るが、神 と人 間 との関係においては不可能 ではないか と思 います 。そこで人間 と人間

との関係においては、ア メ リカの ドゥロー教授 の用 いたゼ ロサ ムソサ イエテ ィの ような本をみ

ても、人間 との商売 において、一人が損をすれぽ一人が得をす るとい うことがはっき りと現わ

れて います。

その次に人間 と自然 との関係において も、た とえぽ、科学文 明が 自然か ら発達す る代 りに公

害問題 が現われ ますか ら、やは りゼ ロサムセオ リーが成立 します。

しかし、神 と人間 との関係 においては、そ のよ うな理 由がない と思います。人間 と人間ある

いは人間 と自然にお いて はtake　 and　take,　 また はgive　 and　give　とい う力が生 じます が、神

と人間 との関係においては と うていゼ ロサ ムセオ リーが入ってゆ くす き間がない と思います。
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も う一つの問題 としては、統一思想の本をみ れぽ、宇宙の法則 は授受作用 の法則 とな ってい

ますが、その授受作用の法則の中の二番 目が調和の法則です 。宇宙を支配す る授受作用 は必ず

調和に満 ち、円満 な授受作 用であって、そ こには矛盾や相衝 はあ りえない とな っています。矛

盾や相衝がない とい うことは 、ゲームセオ リーがだめだ とい うことです。

この ような側面においては、先 ほ ど韓国の先生や コメ ンテーターが話 された ように、統一思

想 とは結 びつけがたい側面が あるよ うに思われます。 自分の考え としては、統一思想の 自然観

あ るいは人間観は、ゲームセオ リーをで きれぽ避け よ うとす る、捨て よ うとす るよ うな立 場で

あ り、 また先ほ どの話 のよ うに、神 と人間 との関係においてはゲームセオ リーは成立 しない と

い うことにな りますが、統一思想は原理 の研究に根をおいてお り、原理研究 自体が宗教に根を

おいてい るた めに、 この よ うな問題 が出たのではないか とい う考えが します。

発表 された一松先生が ここにい らっしゃらないので、具体的な答えは得 られませ んが、 しか

し、その発表論文をみれぽ、喜 びを分かちあえぽ大 き くな り、悲 しみは分かちあえぽ少な くな

るとい うことであ ります。 それが まさに神の心情 であ り、統一思想 で追求す る完全 な人格 体で

あ ります。私が見 るに、宗教問題に までゼ ロサ ムセオ リーを結 びつけ るのは少 し難 しいのでは

ないか と思い ます。 これは質問 とい うよ りは、私の意見 であ ります。

高橋先 生の答弁

今のいろいろな討論 の内容の一つに ゲームセオ リーは、現在社会 の中でそのまま適用す るの

は難 しいのではないか とい う意見があ りま した。私の説明 も数理的な ところに片寄 りす ぎて

いた とい う面 もあ ります が、例 えば、金先生が言われ ました よ うに、誠実性 ・応性 ・容性 ・解

性 とい う4つ の原理 は、 このゲームセオ リーか ら出てい るとい うのではな くて、む しろゲ ーム

セオ リーの実験結果 の解釈であ るとい う考え方が正 しい と思います。それか らその他の方 々か

らも言われま した ように、人間は合理 的な行動 だけで動 いているのではあ りません。 このゲー

ムセオ リーは、同じ土俵 といい ます か、同 じ場 の中では、あるいは、適用が可能であるか もし

れないけれ ども、アメ リカとベ トナムとい うよ うに、あるいは、西側 と東側 とい うよ うに、まっ

た く分野 の違 うものに対 してそれをす ることは危険 ではないだろ うか とい う批 判があ りまし

た。私 もまさにその とお りだ と思 います。 したがって、数学的な、あるいは科学的 な理性を前

提 とす る結論 とい うものは、そ のまま適用す る事 はできないのではないで しょうか。 自然科学
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は、常 に 自然を相手に します ので、そ うした結論が現実社会になかなか うま く適用 できません。

例 えぽ、 アメ リカが コン ピューターの使用 の結果、ベ トナムにおいて失敗 した とい うことを、

金先生がお っ しゃいま したけれ ども、そ うい うようなことがお こるか もしれません。そ うい う

意味で、やは りこれは私 自身 の個人的 な考えですが、社会的な問題 とい うのはなかなか数理 だ

けでは解決で きないのではないで しょうか。やは り統一思想の言われ ます ように、心情 とか愛

とか、そ うい うものがかな り人 間の行動に影響す る と思います。む しろ、そ うした ものが行 き

わたって人間の 自己中心的 な欲 とい うものがな くなって きた時に、 この数理的な理論 もあては

まる社会が くるのではないか と、そ のよ うに私 は考え るしだいであ ります。

ります。

司会者の感想

司会者 としても社会学を研究す る立場か らひ とことお話 ししたい と思い ます 。簡単に いって、

私 自身が感 じるこ とは、 ゲームセオ リーは いろいろ と社会科学的 にみて、社会科学が社会科学

とな るまで発展す るにあたって、そ の背後には数学的 な裏づ けがあ った し、また、 コン ピュー

ターが現われ ることに よって ソウシ ャルセオ リーが相当に発展 をみ ることが できた とい うこと

です。その ような立場 か らみ れぽ、相当に利用価値があ ると考 えられ ます。

しか し、数学や コンピューターの ような工学、自然科学 の側で、これほ どまでに先に進 んで、

我 々にこの よ うな利用可能 なパ ッケージを提供 した とき、問題は社会科学や思想的な形而上学

的な概念を取 り扱 っている我 々が、そ こに コンピューターとい う機械にいれ こむ ことのできる

概念を どのよ うに造作化するのか とい うことが課題 ではないか と思います。 ここで、 自然科学

があ る程度進んでおれぽ、作為的 な定義 をどの よ うに して設定可能 にす るのか とい う代案を社

会科学 の方 で うちだ しておけば、ゲ ームセオ リーとい うのは一つ のパ ッケージとして利用価値

は充分にあるのではないか と思わ れます。

いずれ にせ よ興味わ く討論で、ペ ーパーを発表 して下 さった高橋先生に深 く感謝 し、 コメン

トや御質問 くだ さった他の先生方 の協力 に対 して も、深 く感謝致 します。

92

SessionV

統一原理の倫理実践
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聖心女大教授文学博士
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(1)宗 教原理 と思想 ・理性

(2)原 理的統一の意味

(3)原 理の人間観

(4)原 理的存在と関係

(5)活 動の原力と方式

(6)人 間の生存目的と絶対価値
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