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1. はじめに

他のプレイヤーを観測できる透過型平均場ゲー
ムを用いて、大規模な群衆の動きが、少数の種に
なるプレイヤーの動きに依存する確率的な平均場
として現れることを示す。
動物や人間の社会行動において、周囲の個体と

相互作用を起こしながら全体として動く、群衆の
動きはさまざまな場面でその性質が研究されてい
る [1, 2, 3, 4]。一方、多数の独立で理性的なプレ
イヤーが参加するゲームの解析に平均場ゲームが
提案され、その解析手法は金融工学などの分野に
多数応用されている [5, 6, 7]。
ここでは、従来の平均場ゲームでの大数の法則

に基づく決定的な平均場とは異なり、プレイヤー
がゲーム内での相手の行動を観測し自分の行動を
変える透過型ゲーム [8]では、Polyaの壺のように
少数の種になるプレイヤーの動きに応じてランダ
ムな平均場となる均衡状態が生じることを、後退
型のHamilton-Jacobi-Bellman方程式と前進型の
輸送方程式がカップリングした連立方程式を具体
的に解くことで示す。

2. 透過型協調ゲームとPolyaの壺

2 状態 Q = {0, 1} 上での多数のプレイヤー
X−n, . . . , X−1, X0の協調ゲームを考える。以下で
はプレイヤーとその状態は同一視し、例えばX0は
Qに値をとる確率変数と考える。プレイヤー X0

は、ランダムに選ばれたプレイヤー Y とゲームを
行い、F = F (X0, Y ) = 1{X0=Y } に従う報酬を
得る。
透過型ゲームでは、相手のプレイヤー Y の状態

が見えるため、X0 の最適条件戦略はミラー戦略
π0(Y ) = δY となる。ここで δxはディラック測度
とする。時刻−nに種となる b+ r人のプレイヤー
が (r/(b+ r))δ0 +(b/(b+ r))δ1のようにQ上に分
布しゲームが始まり、ミラー戦略に従うプレイヤー
が次々と加わり累積すると考え、n → ∞とする
と、確率変数列 . . . , X−n, . . . , X−1, X0は、Polya

の壺 [9, 10]からランダムに抜き出されたボールと

同じ性質を持つ。その時刻 0での平均場

M = lim
n→∞

1

n

n∑
i=1

δX−i(t)

は、遠い過去を示すランダムな末尾事象 (tail event)

であり、ベータ分布（M(1) = 1−M(2) ∼ β(b, r)）
を持つ。また、(X−n, . . . , X−1, X0)は、入れかえ
可能な事象 (exchangeable event)であり、その意
味でこの群衆内の各プレイヤーは匿名性を持つ。

3. 時間発展のある透過型平均場ゲーム

前節で見たような形で初期プレイヤーが既に時
刻 0で無数に累積していたと仮定し、その後、プ
レイヤーが引き続き透過型協調ゲームを行うこ
とを考える。プレイヤー X0(t) は、レート 1 の
Poisson時計 N0(t)に従う行動時刻に透過型協調
ゲームを行う。X0(t)はスイッチングコスト αを
支払い、状態を変化できる。その瞬間ペイオフは
F = 1{X0(t)=Y (t)}−α|dX0(t)|となる。ここで、プ
レイヤー Y (t)は、無限のプレイヤーからなる平
均場

M(t) = lim
n→∞

1

n

n∑
i=1

δX−i(t)

からランダムに選ばれ、X0(t)は Y (t)を観測した
上で、π0 = π0(t, x, y) = P (X0(t) ∈ ·|X0(t−) =

x, Y (t) = y) という条件戦略に従って状態を変化
させる。この条件戦略は、割引率 βを考慮した条
件付き期待累積利得

U(t, x) = E

[∫ ∞

t
e−β(s−t)FdN0(s)

|X0(t) = x,M(s), s ≥ t] ,

を最大化するように選択する。
他のプレイヤーも同様に最適化された戦略をとる

と考えると、この問題は、最適戦略π0 = π0(t, x, y)、
ランダムな価値関数 U = U(t, x)、ランダムな平均
場M = M(t)で以下のHamilton-Jacobi-Bellman
方程式と輸送方程式を同時に満たすものを見つけ
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ることに帰着される。

π0 ∈ argmax
π∈P(Q)

∫
x′∈Q

{F + U(t, x′)− U(t, x)}π(dx′),

− dU(t, x)

dt
+ βU(t, x)

=

∫
Q2

{F + U(t, x′)− U(t, x)}π0(dx
′)dM(y),

dM(t)

dt
=

∫
Q2

π0M(t, dx)M(t, dy)−M(t),

lim
t→∞

U(t, x) = U∞(x),M(0) = M0, (1)

ここで、終期値 U∞(x)は次の定常状態方程式を
満たす。

βU∞(x) =

∫
Q2

{F + U∞(x′)− U∞(x)}π0(dx
′)M(∞, dy).

また、初期値M0は、前節で得られたベータ分布
に従うランダムな平均場である。

4. ランダムな平均場解による群衆の行動

時間発展のある透過型平均場ゲームでは、他の
群衆の動きによって将来得られる利得を考えて、今
ミラー戦略を取るのが得策ではないケースも考え
られ、プレイヤーはより戦略的な思考が望まれる。
以下では、α ≤ (1 + β)/(2 + β)であり、スイッ

チングコストが十分小さい場合を考える。この場
合には、最適戦略はミラー戦略

π0 = π0(t, x, y) = δy,

であり、その平均場はM(t) ≡ M0 となり、群衆
のランダムな平均場が出現する。またこの場合の
価値関数は U(t, x) ≡ U∞(x) = 1−α(1−M0(x))

1+β +
1

1+β
1−2αM0(1)M0(0)

β となる。実際にこの解を (1)に
代入すると、α ≤ (1 + β)/(2 + β)ならば、ミラー
戦略を行う平均場に対する最適反応がミラー戦略
であり、均衡することがわかる。
また、通常の平均場ゲームでは、π0 = δ1（相手

プレイヤーの戦略によらず、全員必ず状態１を選
択する）はナッシュ均衡だが、時間発展のある透
過型平均場ゲームでは、プレイヤーの行動時刻に
遅れが生じ、状態 0に留まるプレイヤーがいるた
め、π0 = δ1は自身の最適反応にはならない。
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