
愛のゲーム理論～基礎編 

                                        桃井富範 

【まえがき】 

 皆さんは、ゲーム理論という研究分野を聞いたことがあるでしょうか？ゲーム理論とは、複数の

それぞれのプレーヤーが、お互いに状況や相手に影響を与え合いながら、それぞれの目標を達成し

ようとするときの望ましい戦略や最適の結果を研究する理論です。こう言うと、ちょっと難しいで

すが、もともとはトランプゲームやチェスなどの必勝法を発見する為に開発された科学分野だと説

明すると分かりやすいでしょう。  

身近な例で言うと、映画『ビューティフル・マインド』で主演ラッセル・クロウが演じていたジョ

ン・Ｆ・ナッシュという人物がゲーム理論の研究を行っていました。あまり知られてはいませんが、

経済学や軍事学等に応用され、多くのノーベル賞受賞者を輩出しているとってもすごーい学問なの

です。  

 このゲーム理論を生物学に応用した分野は進化ゲーム理論evolution gameと名づけられています。

20 世紀に開発された比較的新しい理論です。  

 動物の進化という側面に的を絞ったゲーム理論の研究分野で、今政治等でよく使用されるタカ派

やハト派の言葉のルーツともなった学問ジャンルです。  

 ただ、こちらの進化ゲーム理論は今の時点では動物同士での行動ぐらいしか分析の対象にはなっ

ていませんでした。また、男性同士の戦略しか焦点となっていなかった点も弱点の１つでした。ま

た、一部の研究者のみの研究という印象が未だに存在し、名前は何となく聴いた事があるたちにと

っても、その内容が詳しくはわからないというのが実際でしょう。  

 まあ、逆に言うとそれだけ発展途上の研究分野なんですね。  

 今回、私はこちらの進化ゲーム理論研究に際してとても画期的な理論構築を行いました。それは、

１人の人間が複数の戦略を行使しうるとした点です。   

 これは、人間特有の複雑な恋愛ゲームの分析を可能とする画期的な発想です。  

 生命がその究極の目的を自らの遺伝子の保存と伝達だとするならば、人間の諸行動が子孫繁栄を

目的とした行為ということもできましょう。  

 そうであれば、われわれの行動は全て何らかの戦略に基づく行為だということが出来るでしょう。  

 

 そこで、今回は私がアニメや漫画、テレビドラマなど皆さんに馴染みのある例から世の男性女性

のための進化ゲーム理論をばっちり解説しちゃいます。  

 つまりは、「彼氏ほしいな」とかあるいは、「今私は××さんが好きなんだけど、○子もあの人素

敵だなって言ってたし、どうしよう？」「何故あいつの恋愛はうまくいって、俺の恋愛は成就しな

いのか？」などという皆さんの悩みを理論的に解明する方法を皆さんにお教えしちゃいます。   

 自分が無意識の内にとっている戦略行動、憧れのあの人が取っている戦略行動、恋のライバルが

とっている戦略行動を熟知すれば、天才戦略家孫子のように、無敵の恋愛の達人になれます！ 
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１．４つの進化戦略  

 さて、それでは愛のゲーム理論の説明に入ります。  

 愛のゲーム理論には４つの戦略が存在します。４つの戦略とは何かというと、タカ派戦略、ハト派

戦略、ブルジョワ戦略、聖者戦略があげられます。  

 以上の４つの戦略は、つまり男性女性を問わず、異性をゲットするために、あるいは自分がより異

性にもてる為に、あるいはゲットした異性をとられないようにするために、それぞれの人物達が行う

戦略です。それでは、まず最初に４つの愛の戦略を御教えしましょう。  

   

①タカ派戦略  

 タカ派って言葉、皆さんどこかで聴いたことありませんでした？この言葉って実は政治や派閥の世

界でよく使用される言葉なんです。「タカ派政治家～派の○○××氏は…」なーんて感じの台詞、Ｎ

ＥＷＳで時々耳にする台詞です。実はこの言葉の起源は進化ゲーム理論なんです。ちょっとした雑学

になったでしょ。  

 この言葉の起源はＪ．メイナード＝スミスさんという方の著書に登場するタカ・ハトゲームなので

すが、そこではタカ派戦略は「傷つくか相手が逃げ出すまで戦いを挑み続ける」戦略と記述されてい

ます。  

 ちょっとこの一文だと抽象的でわかりづらいでしょうから、簡単に説明すると、この戦略は、よく

青春スポーツ漫画に登場する戦略だと言えるでしょう。  

 愛のゲーム理論として例を挙げると、ヒロインが「この試合に勝った人と私は付き合う」等と賭け

をして、ヒロインを手に入れるために、必死で戦いあう主人公とライバルなんてのがよくあります。

あだち充さんの漫画なんかによくありそうなパターンです。  

 このとき、主人公とライバルは、ライバルを蹴落としてでも、自分がヒロインを射止めようと勝敗

を競い合うのですが、この二人がとっている戦略を一般的なタカ派戦略だと呼ぶことが出来るでしょ

う。  

 

②ハト派戦略  

 ハト派という言葉も、タカ派と同様、政治用語としてよく使用される言葉です。タカ派が外交政策

等に於いて、武力による解決を支持するのに対して、ハト派は対話による穏健な解決を支持するとい

うのが、政治用語の概念ですが、進化ゲーム理論ではどうでしょう。  

 この用語もＪ．メイナード＝スミスのタカ・ハトゲームに起源を発していて、ハト派戦略は「まず

誇示する。相手が戦いを挑めばただちに逃げ出す。」 との記述があります。  

 資源に対する欲求は強いが、それを所有しようとする欲求は低い戦略である。タカ派戦略は資源に

対する欲求も所有の欲求も強く、闘争という手段によって資源を手に入れようとするが、ハト派戦略

はグループに属し、そのグループ内の同意をもとに資源を手に入れようとするのが進化ゲームとして

の基本戦略です。  
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 ちょっと今の説明ではちんぷんかんぷんという人もいらっしゃるでしょうから、簡単な例を挙げて

愛のゲーム理論として説明すると、彼氏（彼女）を友達（職場仲間、上司）に紹介してもらう、お見

合いで結婚する、社員恋愛を行う、サークルの仲間だったのが恋愛に発展するなどが挙げられます。  

 所属する、友人仲間、職場仲間、会社、サークル等内にて仲良くしながら、その中でみんなの協力

と承認を得て、お付き合いを行うというのがその戦略として挙げられるでしょう。  

 必ずではありませんが、男性の描く小説や漫画等にはタカ派型の対戦型ドラマ（ドラゴンボールや

バガボンド等）が多いのですが、女性の描く作品にはハト派方のドラマ（サザエさんやちびまるこち

ゃん等）が多いと言えるでしょう。  

 つまり、男性は一般に対戦型コミュニケーションが多いのに対して女性が協調型コミュニケーショ

ン戦略を無意識的により多く採用しているという証明になるのですが、これは実は男性と女性の生物

学的特質が要因なのです。それについては後の男性の戦略と女性の戦略の項にて述べるとしましょう。   

 

③ブルジョワ戦略  

 タカ派戦略とハト派戦略は、これは動物界にも当然ながらよく見られる生存パターンなのですが、

今から説明するブルジョワ戦略、そして聖者戦略は人間のみが行っている戦略です。  

 Ｊ．メイナード＝スミスによると、ブルジョワ戦略とは「所有者であればタカのように、侵入者で

あればハトのように振舞うものである」 と記述がありますが、難解かつ、これは単純モデルの作成

の際に用いた概念であるので、今回の分析には一概に当て嵌まるとは言えません。  

 進化ゲーム理論として説明すると、ブルジョワ戦略とは資源に対して関心を示さないが、その資源

を得ようとする人間から利益を入手し、所有を増やす（所有に対する欲求は強い）。そして自らの所

有を得ようとする人間を資源とする戦略です。う～ん、この説明でもちょっとわかりづらいですよね

～。  

 愛のゲーム理論として説明する前に、ちょっと金を貸す人とお金を借りる人の喩え話をしましょう。  

 金貸しは金銭を他者に貸すと言う行為を行います。当然他者に貸すので、金を貸す人はその金銭を

自由に使用することが出来ません。しかしながら、その金銭はそれでも自分の金銭であることには変

化がありません。そして、その金銭を借りた人間は、その金銭を借りた人間に対してその利息を支払

うために（それは定められた数パーセントの利息の場合もあり、「悪いことしてるな～」という心理

的な負債間である場合もあります）、金を貸す人はその所有を増やします。金を貸す人は、金を借り

る人を助けるようでいて、結果としては金を借りる人から貸した以上の金銭を受け取るのです。それ

はつまり、金を借りる人は貸す人のために働いているようになってしまいます。  

 現代社会でこのロジックを把握しなければ、借金地獄などで損な人生になってしまいますので、

気をつけてください。（かなりいい事言ったぞと自己満足）  

 さて、愛のゲーム理論で言えば、例えばこういう方法で金持ちになった人間が、金を返せなくなっ

た異性に肉体関係を要求する、なんてパターンは、１つのブルジョワ戦略と言えるでしょう。借金を

返せなくなった女性が風俗に身売りされるなんてのも、実際にあるでしょう。青木雄二さんの難波金
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融道なんかに登場しそうなパターンです。  

 金持ち社長が、肉体関係を持つ秘書を複数抱えるなんてのも典型的なブルジョワ戦略といえるでし

ょう。  

 さらに発展させれば、ハーレムや大奥という制度も典型的なブルジョワ戦略のパターンと言えそう

です。  

 以上に挙げた例は、金銭的な裕福さを前提としたパターンですが、そうでなくとも、例えば付き合

うつもりはないが、異性の友達を多く確保しておくというのも、１つのブルジョワ戦略といえるでし

ょう。  

 

④聖者戦略  

 聖者戦略は異性に対する戦略を諦める代償として、それを狙う同性が取らざるを得ない戦略を回避

し、利益を手にする戦略です。異性に対して一切の関心を示さない代償として手に入るのは、それ以

外の地位、名誉等、自身の安全の保証です。なぜなら、異性を巡る争いに巻き込まれる心配がないか

らです。  

 それを皮肉ったのが坊主丸儲けという諺なのです。  

 聖者戦略も人間のみが取りうる高等戦略と言ってよいでしょう。  

 ワンポイントアドバイスとしては、聖者戦略を行っている人は必ずしも生殖能力と生殖欲求が無

いわけではないという点です。聖者戦略を行っている為に、異性に対する求愛行動を一切行えないと

言う場合が殆どだからです。  

 それを如実に表しているのが、よくニュースや週刊誌に報道される宗教手段の教祖が多数の女性信

者とSexするという事件です。これはまさに聖者戦略を行使している人間が必ずしも聖者ではないと

いう点を如実に表しているのです。  

 愛のゲーム理論では、聖者戦略を行う恋愛戦略は必ず悲劇になります。なぜなら、恋をしないのが、

聖者戦略の真髄なのに、恋をするからです。  

 例としては哲学者キルケゴールの悲恋など。  

 

２．愛のゲーム理論マトリックス  

 さて、私はプロローグで、１人の人間が複数の戦略を行使しうるという画期的な理論構築を行いま

したと言いましたが、きっと「？」という人が多かったんじゃないかと思います。  

 これを簡単に説明しますと、人間はタカ派、ハト派、ブルジョワ、聖者という４つの戦略のうち

たった１つの戦略を行えるのではなく、やろうとすれば全ての戦略を行使しうるという点です。  

 つまりは、４つの戦略はケースバイケース、いつでも変更しうる相対的な戦略なんです。  

 今回私は愛のゲーム理論の分析の為にマトリックスを作成し、４つの分析方法を定義づけました。  

 このマトリックスの横軸には異性に対する欲求を、Ｙ軸には異性の所有の欲求を当て嵌めました。

うーん、ちょっとこれも難しい表現だったかな、反省。  
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 簡単に言うと、Ⅹ軸異性に対する欲求とは、異性そのものに対する興味欲求を示します。つまり、

「オトコ（オンナ）が欲しいの～」という欲求を指し示します。  

 Ｙ軸所有の欲求は、興味欲求を持つ異性をずっと「自分のオトコ（オンナ）として側においておき

たい、自分だけのものにしてしまいたい」いう欲求を示します。  

 今回の分類はその、「オトコ（オンナ）が欲しいの～」という資源の欲求、「自分のオトコ（オンナ）

として側においておきたい、自分だけのものにしてしまいたい」という欲求が多いかあるいは少ない

かにより４つに分類されるとしました。  

 すなわち、タカ派は「オトコ（オンナ）が欲しいし、ずっと俺のものにし続けたい。そのためには

恋のライバルは容赦なく蹴落とすぜ～」という戦略。  

 ハト派は「オトコ（オンナ）は欲しいけど、みんなと争ってまで付き合ってもしょうがないよね、

友達でいられればいいや、ひょっとして、そのうち、ムフフフ…」という戦略。  

 ブルジョワは「オトコ（オンナ）なんて好きでもなんでもないけど、いないよりはいたほうがいい

わよね、一応たくさん確保しとこうかしら。保険にもなるし…」という戦略。  

 聖者は「オトコ（オンナ）なんていらねえや、恋愛なんてしても人間関係ぎすぎすするじゃん。俺

が欲しいのは身の安全と、名誉と同性の友人（ひょっとすると、恋人？）よ！」という戦略です。  

 これをまずはちゃ～んと記憶してください。   
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図．進化ゲームの４戦略（桃井富範作成） 
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３．混合戦略  

 私はさっき、人間はタカ派、ハト派、ブルジョワ、聖者という４つの戦略のうちたった１つの戦略

を行えるのではなく、やろうとすれば全ての戦略を行使しうると言いましたが、これを人間が採る『混

合戦略』と名づけるとしましょう。  

 この混合戦略は２つに区分できます。  

 その１つめは、『グループ内混合戦略』です。グループとは何かというと、自分が所属する集団や

組織であり、これが４つの戦略のうち何を採択しているかを指します。その集団内での自分の採る選

択は必ずしもグループの採る戦略とは一致しない為、４×４＝１６通りの戦略に区分出来ます。  

 これもちょっと難しかったかな。後ほど詳しく分かり易く説明するので安心して下さいね。  

もう１つは戦略そのものを変更してしまうという戦略です。これを『戦略変更混合戦略』と名づけま

しょう。『戦略変更混合戦略』は今回の著作では紙面の都合上掲載できませんが、皆さんにじっくり

と説明しますから楽しみにしていてくださいね。  

４．グループ内混合戦略  

 

①タカ派戦略グループ内戦略  

 まずはタカ派戦略グループ内戦略から説明を行います。タカ派戦略グループとは、さっき言いまし

た、「オトコ（オンナ）が欲しいし、ずっと俺のものにし続けたい。そのためには恋のライバルは容

赦なく蹴落とすぜ～」という戦略を用いるようなグループを指します。  

 これが果たしてどんなグループかと言うと、例えば、「軍隊」や、「暴力団」、「格闘技等のスポーツ

の部活やジム」等が挙げられるでしょう。  

 まさに「力こそ正義」という感じ。欲しいものは奪ってでもとる、あるいは欲しいもののためには

闘うグループです。  

 ワンポイントアドバイスとしてはタカ派戦略は動物としての本能から半ば無意識的に行われる場

合があるという点です。  

 どんな人格者であろうとも、独裁統治が悲劇を産むのはこのためです。  

 

タカ派戦略グループ内タカ派戦略  

 とても分かり易くて極端な例として、武論尊さん、原哲夫さんの作品「北斗の拳」が挙げられます。  

 「北斗の拳」は、北斗百裂拳や、『おまえはもう死んでいる』等の名台詞で現在まで読み継がれ、

世の男性諸君のバイブルともなっている名作ですが、「北斗の拳」のストーリーは、物凄い簡単に説

明すると、ユリアというヒロインを手に入れるために、北斗神拳や南斗神拳などの奥義を使用して（タ

カ派戦略グループ）、様々な男達が争う（タカ派戦略）というストーリーなんです。  

 その中でも特に、ユリアを巡ってラオウとケンシロウが壮絶なバトルを繰り広げる名シーンがあり

ますが、あれこそまさにタカ派戦略グループ内タカ派戦略の典型と言えるでしょう。  

 恋のライバルに愛しのあの人をゲットされたときには死兆星に拳を振り上げ、こう叫びましょう。
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「我が人生に一片の悔いなし！」  

   

タカ派戦略グループ内ハト派戦略  

 日本では馴染みがありませんが、タカ派戦略グループ内ハト派戦略をさす用語が存在します。それ

は、chicken hawk（チキンホークあるいはタカ派チキン）という言葉です。この言葉は、「臆病な強

硬派」を意味します。タカ派チキンは米国で用いられる政治の俗語で戦争など軍事活動に大いに賛成

しているが従軍して戦地に赴いたことがない政治家、官僚、評論家等を指します。チキンとは俗語で

臆病をいい、タカ派の主張をしているが実は自分は戦地に行きたくない腰抜け野郎という揶揄的な意

味で表現されるのです。つまりは、武力で異性を入手するという手段を擁護・賛成する、あるいはそ

の集団に属している（タカ派戦略グループに所属している）のだが、自らは一切そのような行為を実

行しない（ハト派戦略を実行している）人物や行動をタカ派チキンと定義しています。  

 タカ派チキンの具体例を挙げると、熱心な戦争支持者でありながら、自ら戦地に赴こうとはしない。

暴走族に所属しながら、一切暴力行為は行わない人々です。  

 その象徴的な例が、大人から子供まで人気の長寿漫画、藤子不二雄氏のドラえもんに登場する骨川

スネ夫です。スネ夫はジャイアンと共にのび太を苛めるグループに所属し（タカ派グループ）、のび

太いじめを肯定していながら、直接にはのび太には攻撃を加えていません（ハト派戦略）。  

 最近社会問題の主要なテーマの一つとなりつつある『いじめ』の背景にはこのような、イジメや攻

撃を容認、賛成していながら、直接的には『いじめ』や攻撃行為を行わないタカ派チキンの存在が重

要な役割を占めていると推測されます。  

 

タカ派戦略グループ内ブルジョワ戦略  

タカ派戦略グループ内ブルジョワ戦略は、「軍隊」「暴力団」「格闘技等のスポーツの部活やジム」と

言ったタカ派戦略グループに所属しながら、飽くまで所有（主に金銭）を増やす目的で行動する戦略

を指します。  

 具体的には超人気ハリウッドスター、ニコラス・ケイジの映画「ロード・オブ・ウォー」等の題材

ともなった武器商人が挙げられます。  

 更に、超極端な例としては、天才スナイパーデューク東郷を描いた劇画界の傑物さいとうたかを氏

の作品「ゴルゴ１３」が挙げられます。  

 

タカ派戦略グループ内聖者戦略  

 タカ派戦略グループ内聖者戦略とは、恋のライバルを蹴落とし、自分が勝利する為に闘う集団に属

していながら、そのグループ内にて、異性に対する戦略を諦める代償として、それを狙う同性が取ら

ざるを得ない戦略を回避し、利益を手にする戦略です。  

 今の説明だと、何だかとても矛盾しているような戦略に思えてしまいますが、とても分かり易い例

があります。それがボクシングです。ボクシングは男同士が一対一で殴りあう原初的なスポーツです。
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これは後ほど説明する優秀な子孫をより多く残そうとする本能から生じる万人の万人に対する闘争

の結果です。  

 しかしながら、ボクシングというスポーツや厳しい減量やそのストイック性の為に（有名なのが名

作「ロッキー」の名台詞、「女とは寝るな、足が弱る」です。）女性とは交際できなくなります。さら

に素手での格闘能力を身につけてしまうが為に、人間凶器として同性からの強烈なマークにあいます。  

 しかしながら闘っているのだが、自分が何の為に闘っているのかわからなくなるという極限状況の

中で王座に輝いたチャンピオンには、『強くて高潔な男』として、同性からの並々ならぬ畏怖と尊敬

が送られます。ボクシングがキングオブスポーツと呼ばれている所以はそこにあります。  

 それを具現化した名作がちばてつや氏の『明日のジョー』です。  

 

②ハト派戦略グループ内戦略  

 ハト派戦略グループとは、対話による解決や協調（ハト派戦略）を基調としたグループです。ハト

派戦略グループの主な例は、家族や親戚、友人、クラスメイト、サークルや部活、あるいは職場の仲

間、御近所付き合い等のコミュニティです。  

 

ハト派戦略グループ内タカ派戦略  

 ハト派戦略グループ内タカ派戦略とは、対話による解決や協調を基調としたハト派戦略グループ内

にてタカ派戦略を行うグループです。  

 今の説明だけでは何だかピンとこないでしょうが、例えば国家というグループ単位では警察が挙げ

られます。警察は国家に於いて行き過ぎたタカ派行動がないよう取り締まり、平和を維持するのがそ

の役目です。  

 建物の警備も同様にハト派戦略グループ内タカ派戦略と言えます。  

 例としては『変身！』でお馴染みの仮面ライダーが挙げられます。仮面ライダーはみんな（どこま

でがみんななのかについては不明）の平和のために悪の軍団と戦いました。  

 恋愛パターンとしては、例えばセクハラに悩む仕事仲間の相談に乗っているうちに恋仲になるなん

てのがあります。ロマンティックなのでいえば、国を守る騎士が、その国の女王様と結ばれると言う

メルヘンチックなストーリーもハト派戦略グループ内タカ派戦略の恋愛パターンと言えるでしょう。  

 

ハト派戦略グループ内ハト派戦略  

 ハト派戦略グループ内ハト派戦略とは、対話による解決や協調を基調としたハト派戦略グループ内

にてのハト派戦略です。家族や友人同士の和やかな付き合い等がこれに当てはまります。  

 ホームコメディ等のアニメの世界等がハト派戦略グループ内ハト派戦略を表現しています。  

 例えばいくら怒っても『冗談は顔だけにしろよ』で済ませてしまう人気ホームコメディ『アーノル

ド坊やは人気者』等です。  

 恋愛戦略としては、例えばクラスメイトだったりサークル仲間が付き合っていくうちに自然に恋仲
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になってしまったなんていうパターンです。  

 

ハト派戦略グループ内ブルジョワ戦略  

 ハト派戦略グループ内ブルジョワ戦略とは、対話による解決や協調を基調としたハト派戦略グルー

プ内にて自らの資源を増やすブルジョワ戦略です。  

 同性異性に関わらず仲間や友人を増やしたりする行為をハト派戦略グループ内ブルジョワ戦略と

呼べるでしょう。サークルを自分で作ったり、合コンを呼びかけたりする行為もハト派戦略グループ

内ブルジョワ戦略と言えそうです。  

 

ハト派戦略グループ内聖者戦略  

 ハト派戦略グループ内ブルジョワ戦略とは、対話による解決や協調を基調としたハト派戦略グルー

プ内にて自らの利益を顧みない（聖者）戦略です。  

 実際の例としては様々な平和友好活動を行う非営利団体があります。  

 

③ブルジョワ派戦略グループ内戦略  

 ブルジョワ派戦略グループとは、所有を増やす（主に金銭）行為を専門的に行う行為を行うグルー

プです。４つの進化戦略のブルジョワ戦略にて説明した金を貸す職業（金融業・投資）以外にも、サ

ラリーマンや公務員・アルバイトやパートとして業務を行う企業や仕事先も当然ながらブルジョワ戦

略グループと定義出来ます。  

 

ブルジョワ戦略グループ内タカ派戦略  

 ブルジョワ戦略グループ内タカ派戦略とは、所有を増やす（主に金銭）行為を専門的に行う行為を

行うブルジョワ戦略グループにて、欲しいものは何としてでも手に入れようとする、すなわちタカ派

戦略を行う戦略です。  

 企業ののっとりを目的として行われる敵対的買収なんかがいい例です。  

 愛のゲーム理論戦略でいうと、これの分かり易い例が買春です。買春とは、金銭と引き換えに女性

や男性と性行為を行うというセックスビジネスの買い手を買春と言いますが、これも援助交際等の問

題でかなり一時期問題となりました。  

 それ以外にも、メロドラマなんかで父の家が傾き、財産家に父の援助を条件に好きでもないのに嫁

いでいくなんていうパターンがありますが、これも１つのブルジョワ戦略グループ内タカ派戦略とい

えるでしょう。  

   

ブルジョワ戦略グループ内ハト派戦略  

 ブルジョワ戦略グループ内ハト派戦略とは、金銭等の所有を増やす行為を目的としたグループ（ブ

ルジョワ戦略グループ）に属し、対話による解決や強調を基調としたハト派戦略です。  
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 まあ、通常人間が行う働くという行為の殆どはこちらに分類されると言ってもいいのではないでし

ょうか。  

 漫画なんかで例えると、その代表作はサラリーマンの群像をリアルに描いた弘兼憲史氏の名作『課

長島耕作』があります。  

 

ブルジョワ戦略グループ内ブルジョワ戦略  

 ブルジョワ戦略グループ内ブルジョワ戦略は、金銭等の所有を増やす行為を目的としたグループ

（ブルジョワ戦略グループ）に属し、その中でもさらに所有を増やす行為です。  

 簡単に言うと、「金が全てだ」「金以外に信じられるものは無い」「金があれば何でも出来る」と投

資や仕事に励む戦略です。  

 この金銭至上主義を風刺したのが鬼才小林よりのり氏の名作『おぼっちゃまくん』です。  

 

ブルジョワ戦略グループ内聖者戦略  

 ブルジョワ戦略グループ内聖者戦略とは、金銭等の所有を増やす行為を目的としたグループ（ブル

ジョワ戦略グループ）に属し、自らの利益を顧みないボランティア行為等を行う戦略です。ブルジョ

ワ戦略は、行き過ぎると他者からのスパイト行動（いやがらせ行動）の対象になってしまうのですが、

この行為を行うと周囲の尊敬の対象となります。  

 簡単な例が金銭等の寄付や寄贈です。  

 実在の例としては、事業に成功して鉄鋼王となった後、慈善活動を行ったカーネギーや、ノーベル

賞を設立したノーベルが挙げられます。  

 ブルジョワ戦略グループ内聖者戦略の恋愛を表現した傑作としては『あしながおじさん』がありま

す。とある孤児院の少女ジュディは定期的に手紙を送ることを条件に後姿しか見たことのないあしな

がおじさんから奨学金を受けて、大学を卒業します。その後、とある男性からプロポーズを受けるの

ですが、自分が孤児院出身のため、愛していながらも断ってしまうのです。しかし、初めてあしなが

おじさんを訪ねてみると、あしながおじさんが実はそのプロポーズを送った相手だったのでした、め

でたしめでたし。  

 

④聖者戦略グループ内戦略  

聖者戦略グループとは、異性に対して一切の関心を示さない代償としてそれ以外の地位、名誉等、自

身の安全の保証等を手に入れる聖者戦略を行うグループです。  

 聖者戦略グループとしては宗教集団、赤十字、青年海外協力対等のボランティアグループが挙げら

れます。  

 

聖者戦略グループ内タカ派戦略  

 聖者戦略グループ内タカ派戦略とは、聖者戦略（宗教集団、ボランティアグループ等）グループ内
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にて闘争と勝利を目標とするタカ派戦略を行う戦術です。  

 その例としては十字軍が挙げられるでしょう。十字軍はキリスト教が聖地イスラム教を奪回するこ

とを目的として編成された軍隊です。ですが、今では十字軍の行った戦争は侵略戦争であると認知さ

れています。  

 一方十字軍の敵国だったイスラム教側にも聖戦（ジ・ハード）と呼ばれる制度が存在します。ジ・

ハードを行ったイスラム側も神の為の正義と証して、十字軍と戦いました。  

 どこに正義が、そして神が存在するのでしょうか。  

 ちなみにイスラム世界では一夫多妻制が存在します（これはイスラム教が悪くてキリスト教がいい

等という浅はかな議論ではありません。人間の持つエゴイズムそのものに対する議論です）。  

 歴史が明らかにするとおり、生き残った人間がハーレムを作っています。死んだ人間の義は、そし

て神や聖の義はどこにあるのでしょうか？  

 

聖者戦略グループ内ハト派戦略  

 聖者戦略グループ内ハト派戦略とは、聖者戦略（宗教集団、ボランティアグループ等）グループ内

にて、協力や対話を基調としたハト派戦略を行う行動です。  

 一般的なボランティア（奉仕）活動、宗教活動等です。  

 

聖者戦略グループ内ブルジョワ戦略  

 聖者戦略グループ内ブルジョワ戦略とは、聖者戦略（宗教集団、ボランティアグループ等）グルー

プ内にて、例えば信者の獲得や、金銭の獲得等のブルジョワ戦略を行う戦略です。  

 その例としては、さまざまな宗教グループの運営です。本来神を信じる等の宗教行為は自らの気持

ちの内でおこなうべきではありますが、それは敷衍し、同じ志の人間を増やそうとする行為は普遍的

に行われています。  

 例えば教会等の宗教集団がその例として挙げられるでしょう。  

 また、漫画の例として挙げられるのは、漫画界のバーチュオーゾ、手塚治虫氏の漫画『ブラックジ

ャック』です。  

 ブラックジャックも、人の生命を助ける利他精神の傍ら、法外な料金を請求するというそのひねく

れた人間性が、逆に読者の心を掴み、名作と読まれ継がれています。  

 ブラックジャックの利殖行為と名言『金ならいくらでもある』は、金さえあればいいという当時の

ブルジョワ戦略主義の風潮に対する強烈なアンチテーゼだったのでしょう。  

 

聖者戦略グループ内聖者戦略  

 宗教集団やボランティアグループ等の聖者戦略グループ内にて、さらに聖者と呼ばれるような戦略

（聖者戦略）です。  

 その何よりの例がイエス＝キリストですが、キリストは全人類への愛を引き換えにして人間の罰を
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償おうと自らが十字架に磔になりました。そんなキリストを讃えキリスト教が現在世に広まっている

のですが、キリストが実際実在したとして、キリストが生きているうちはこんな風にキリスト教は広

まらなかったでしょう。何故なら、生きているということは、生殖行動等のあらゆる選択肢が残され

ていて、十分に信頼されないからです。  

 冒頭にも述べましたが、宗教の教祖が信者とＳＥＸするなんて事例は世に腐るほどあります。  

 当然ながら生命としての欲求を我慢するため（聖者戦略）、生きているうちには全く報われず、死

んでから報われるかどうかも定かではありません。実際キリストのような人間はキリスト以外にひょ

っとすると結構いたのかもしれません。しかし、それが全て報われ、尊敬されているかというと確信

が持てません。  
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図．愛のゲーム１６分類マトリックス 

  

 ブルジョワ戦略グループ ブルジョワ戦略グループ タカ派戦略グループ タカ派戦略グループ 

 内ブルジョワ戦略 内タカ派戦略 内ブルジョワ戦略 内タカ派戦略 

 ブルジョワ戦略グループ ブルジョワ戦略グループ タカ派戦略グループ タカ派戦略グループ  

 内聖者戦略 内ハト派戦略 内聖者戦略 内ハト派戦略 

 聖者戦略グループ 聖者戦略グループ ハト派戦略グループ ハト派戦略グループ内 

 内ブルジョワ戦略  内タカ派戦略 内ブルジョワ戦略 タカ派戦略 

 聖者戦略グループ 聖者戦略グループ  ハト派戦略グループ ハト派戦略グループ  

 内聖者戦略 内ハト派戦略 内聖者戦略 内ハト派戦略 
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５．男性の戦略  

 私は先ほど、４つの進化戦略、ハト派の説明の場面で、男性は一般に対戦型コミュニケーション戦

略が多いと述べました。  

 それは何故かと言うと、人間の男性の生殖能力が拡散型だからです。男性は、その気になれば、短

い時間で複数の女性に生殖行動を行うことが出来ます。  

 それこそ１人の男性が１５歳ぐらいから性に目覚めて、その後毎日５人の女性と生殖行動を続けて

いたとしましょう。そうして７５歳で寿命を全うしたとします。そうすれば、人間は５人×３６５日

×６０年＝何と、１０９５００人もの女性と理論上性行為を行うことが出来ちゃうんです。その性行

為で子供が生まれる可能性を２０パーセントと見積もったとしても（実際の確率は定かではありませ

んが…）２１９００人の女性との間に子供を設けることが出来ちゃうんです。  

 ところが、実際問題として、男性と女性の数の比率は殆ど１：１と言っていいでしょう。  

 それゆえに、男性には熾烈な争いが起こってしまうのです。何故ってより多くの子孫を後代に残し

たいという自己保存本能が原因です。これは、生物の特質として全ての男性に埋め込まれてしまって

いるのです。  

 簡単に説明するならば、世界に１０００人の男性と１０００人の女性がいたとすると、意識的ある

いは少なくとも、間違いなく本能的に１０００人の男性はその全ての１０００人の女性と性行為を行

い、子孫を設けたいと思うはずです。しかしながら、ご存知の通り、女性はそんな簡単に沢山子供を

産むことは出来ません。  

 １０００人の女性を独り占めしてしまいたいという男性が１０００人いるのですから、当然そのパ

イを巡る争いが起こります。何度もいいますが、これは幾ら教養を身につけ、高い地位に立っていた

としても、本能に仕組まれている為に避けられません。  

 まさに、ホッブス（倫理の授業で聞いたことがあるのではないでしょうか？）の言ったように、「万

人の万人に対する闘争」が生まれてしまいます。世界に存在する殊男性同士の争いはここから発生し

ます。     

悲しい結果です。  

 これが永久に続けば、人が人を憎しみあい、殺し合いの絶えないまさに恐怖の世界です。当然なが

ら、そんな世の中では、男性は生殖に成功したとしても、その女性を奪われてしまったり、子供を殺

されてしまったりしてしまい、全員満足な子育ても出来ません。困りました。  

 ですが、そんな絶え間ない争いに疲れ果てた人類は、ある画期的な制度、進化ゲーム理論で言うと

ころの安定戦略を発明しました。  

 それが結婚という制度です。  

この結婚という制度については安定戦略の項目にて詳しく述べますが、簡単に言うと、１人に就き１

人までなら女性は男性と、男性は女性と生涯お付き合いして、子供を残していいよ、という安定戦略

が取られたのです。  

 ですが、そうなると今度は新たなる争いが発生します。それは、子孫の存続に適した優秀な女性を
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獲得する争いです。  

 つまり、飛びぬけて美人だったり（当然ながら、容姿が端麗だというだけで、子孫繁栄に適正があ

ります）、女性の家が資産家だったり（当然裕福なほうが子孫繁栄に適っています）、女性の頭脳がと

ても優秀だったり（子供に質の高い教養を身に付けさせ、子孫繁栄に役立てます。）するパートナー

を選ぼうと努力するのです。  

 当然ながら、結婚等の安定戦略が存在していても、最初に述べたとおり、男性にはより多くの女性

と生殖行為が簡単に行えてしまう為に、ちょっと油断すると、不倫や浮気などを行ってしまいます。

男性諸君は歳をとるにつれて、皆お互いのその習性を感得するようになりますから、他人に自分のパ

ートナーを奪われないか心配且つ油断があれば、「不倫のひとつぐらいしちゃうぞ、ムフフ」という

男達の集まりの苦しみの中で死ぬまで収束のない男性同士の暗闘に苦しむのです。  

 

６．女性の戦略  

 それでは今度は女性戦略を分析しましょう。私は男性戦略と同じく４つの進化戦略、ハト派の説明

の場面にて、女性には協調型コミュニケーション戦略が採用されているという説明を行いましたが、

それを女性の生殖能力から説明しましょう。  

 女性の男性とは異なる特徴は、自らの体内に子供を約１０ヶ月にわたって宿し続けるという点です。

当然ながら、その期間は子供を宿した以外の男性の子供の出産が出来ないのです。さらに性に目覚め

てから一生が発情期ともいえる男性とは異なり、一定の年齢にて生殖能力を失ってしまいます。  

 計算すると、女性が１３歳にて性欲に目覚め、その後閉経迄に（この数値を３３年と３ヶ月と仮定

します）性行為と出産を絶え間なく繰り返したとします。３３年と３ヵ月は月に換算すると、３９９

ヶ月ですから、それを出産にかかる期間１０ヶ月で割り算をすると、３９９÷１０＝３９，９人、つ

まり４０人にも満たない人数なのです。  

 ギネスブックに最も子供を産んだ女性が６９人を出産したとの記録がありますが、当然これは３つ

子や４つ子を含めた驚くべき人数と言えます。  

 ここで、女性の生殖能力と男性の生殖能力を比較してみると、自ずから男性と女性のとる生殖戦略

が明らかになります。ちょっと箇条書きで説明しましょう。  

①１０ヶ月＝３００日として、男性は３００日×５人＝１５００人と性行為を行う能力があり、その

うち２０パーセントの女性に子供をもうけるとして、３００人のより多くの女性の間に子孫を残すよ

うにプログラミングされた男性がおよそ１：１の比率で存在する。一方女性は１０ヶ月に１人の子供

を産むのが限界であり、さらに子供を生む能力のある時間が人生の約半分であるから、その結果とし

て、男性と女性との恋愛には驚異的な競争倍率の差が生まれる。  

 概算すると、３００（男性の１０ヶ月の生殖能力）×２（生殖能力のある男性と生殖能力のある女

性との比率）＝６００倍です。  

 言い方を変えると、女性は男性を選ばず、たとえ男性が複数の女性との間に子供を設けてもいいと

言うのであれば（先程述べた万人の万人に対する闘争の社会では）、何と、男性の６００分の１の努
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力で子供を産むことが出来ちゃうんです。ですが、そういう社会は所詮万人の万人に対する闘争の社

会の為、男達は皆闘争や殺し合いを繰り返し、女性も子供を無事出産できるかどうかわからず（子供

の父親となるべき男性が殺され、その女性が無理やり堕胎させられる可能性がある）、よしんば子供

が生まれたとしても男性ならばすぐ殺されてしまう可能性があります。ちなみに女性が協調戦略をと

るのは、生殖能力の特徴から女性同士の争いが男性ほどは必要ない、子供を身篭ってから、少なくと

も出産までの１０ヶ月がとても無力な為、また先程述べたように、一人の子供を出産するまでのコス

トが男性の６００倍あるために、争いが存在しては無事子孫を残せないからでしょう。また、女性に

とっては男性が複数の女性との間に子供を産むのは得策ではありません。自分の子供に金銭の投資や

教育があまり施されず、さらにその行為を行った男性がそうでない男性達からスパイト（制裁・嫌が

らせ）行動を受けるからです。  

 当然同一の男性の子供を産んだ女性同士にも男性の教育や資源を巡る争いが発生する為、万人の万

人に対する闘いは男性にとっても、女性にとってもメリットがありません。そうして、結局は安定戦

略を選ぶようになります。  

②さて、安定戦略として、男性と女性が結婚という制度にて結びつくようになると、今度は男性と同

じく女性の間でもパートナー選びの競争が起きます。  

 パートナー選びの競争のエッセンスは男性と同じく、容姿が端麗な、裕福の頭脳の優秀な男性を選

ぼうとするのですが、男性との違いは、１.安定戦略はとられていても、本能的な面ではやはり１．

男性の６００倍余裕がある。２．男性と異なり生殖を行える年齢に限りがある。３．子供を自分の体

内で育てなければならない為、その間保護を必要とし、男性に逃げられてしまう可能性すらあり、依

然として生殖のリスクが高い４．生殖に関する女性同士の争いは無く、同性同士の協調型コミュニケ

ーションが基本である、等の特徴を持ち続けます。  

 その結果として、女性は自分に言い寄ってくる男性には不自由しないものの（当然ながら男性のほ

うが潜在的に６００倍競争率が激しい）、女性はその中でより優秀な、子供を身篭ってからも逃げな

いような男性（より自分を愛してくれる男性）をゲットする必要があるのです。  

 それゆえに、女性の心中は「私に言い寄ってくる男はいくらでもいる。でも、私がおばさんになっ

ても愛しててくれるような（結婚適齢期の女性を歌い上げる森高千里さんの名曲がありました）誠実、

優秀そして魅力的な男性を１人ゲットしなきゃ」となります。  

 そんな女性の生殖戦略として最高の武器は男性を嫉妬させる能力です。ちゃんと子育てや教育を施

すかどうかを別にすれば、女性は男性の６００倍もてるのです。その為、ターゲットの男性に服従す

るようなフリをしてその後それ以外の男性にも気があるような素振りをして男性を嫉妬させ、服従す

る、その繰り返しを行いながら、男性を振るいにかけ操り、自分と自分の子供を育て、自分が歳をと

って生殖能力を失っても浮気をしないような男性をゲットするのです。男性間の争いは殆どの場合女

性が男性を振るいにかけている時期に起こります。  

    

７．安定戦略  
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 先程私は男性の戦略と女性の戦略の章にて、人間にプログラミングされた生殖能力の特徴のために

発生する争いをホッブスさんの名言より「万人の万人に対する闘争」と表現しました。  

 そしてこの「万人の万人に対する闘争」は男性にとっても女性にとってもメリットが無く、結局は

安定戦略を選ぶようになるという御話をしましたが、この安定戦略には男性と女性が子供を設ける為

の「結婚」以外にもバリエーションがあります。それを、結婚も含めて詳しく説明しましょう。  

 

①私達お付き合いしています―彼氏彼女の安定戦略  

 「俺達今付き合ってるんだ～」、「私彼氏と別れた…」、こういう言葉恋愛シーンでしばしば耳にす

る言葉です。実はこの「付き合っている」という男性と女性の関係は１つの安定戦略なんです。それ

では、今から「付き合う」という男性と女性の安定戦略を詳しく説明するとしましょう。  

 「付き合う」という関係は男女相互の排他的相互関係を表します。これは男性あるいは女性の「付

き合おう」等の申し出とそれに対する異性の了承「うん、わかった」等の返事にて成り立ちます。そ

れは、「別れる」（コミットメントの解消）あるいは「結婚する」（より相互的な親族等を含めたコミ

ットメント）迄行われます。文書等にての正式契約は無く、お互いが付き合っていると認識していれ

ば、二人は既に付き合っていることになり、それを家族・友人等に「私達付き合っているの」と言え

ば（シグナリング）、周囲にもその「付き合い」を認識させられます。  

メリットとデメリット  

 「付き合う」という安定戦略のメリットは、何と言っても「結婚」程の拘束力や有効性はないにし

ろ、男性と女性との間に排他的な相互コミットメントを築けるという点です。この相互コミットメン

トはデートやキスから、場合によってはＳＥＸ迄の行為を行っている、あるいは行う意欲があるとい

う意味合いがあります。  

 法律の拘束力はありませんが、もし「付き合っている」という関係を承知の上でその付き合ってい

る異性と交際したりしたならば、「人のオトコ（オンナ）を奪おうとしたヤツ」として友人等のコミ

ュニティから冷遇されると言う倫理的制裁を受けます。  

 男性と女性は時間をかけて、お互いの気質や性格、果てはＳＥＸの相性も含めて互いを熟知し、結

婚をするに値するかどうかチェックを行います（ちなみに男性は単なるＳＥＸ、女性は金が目的の場

合がありますので、注意してください。そういう場合は「ただ付き合っているだけ」という言葉を男

性女性共によく話します…。）  

 一方デメリットとしては、法律の拘束力が無く、倫理的な拘束力も少ないため、結婚とは異なり生

殖行動は出来ません。生殖行動を行うには結婚というプロセスを経る必要があります。  

 また、さらに彼氏、彼女よりもさらに魅力のある異性や、更に好条件の付き合いがあれば、結婚と

は異なり、すぐに別れてしまってもかまわない為にやはり依然として不安定なままです。  

 さらに「付き合う」という行為もそれをあまりに繰り返すと、異性から結婚してもすぐに浮気する

のではないかと危惧されてしまうのです。人間は当然ながら商品ではありませんが、しかしながら中

古より新品のほうがいいという心理が働いてしまいます。同性からも、恋に落ちる経験は誰しもあり
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ますから、１回や２回は黙認されますが、それがあまりに多いと単なる金目当てorＳＥＸ目当ての確

信犯としてスパイト（制裁・いやがらせ）行動の対象になってしまいます。  

 一度の「付き合い」にて最高のパートナーと巡り合う（その為には是非こちらを御参考に）のが理

想ですが、なかなか難しいのが人生の現実です。  

 

②結婚―崩れかかった人類普遍の安定戦略  

 そんな現実の「付き合い」の中で人生を共に生きていこうと決心した２人が行うコミットメントを

「結婚」と言います。「結婚」というコミットメントでは、所属する国に文書にて有形の契約を行い、

キリスト教や神教等の教会・寺院等にて莫大な費用を費やして、高価な指輪を嵌めてシグナリングを

行い、宗教的・倫理的な保護と束縛を受けます（キリスト教のカトリックでは離婚が禁止されていま

す）。  

メリットとデメリット  

 結婚のメリットは正々堂々と安心して生殖活動、そして子育てを行えるという点にあります。結婚

している男性女性は法律や宗教倫理に保護され、結婚している男性女性を手に入れようとする人間は

何らかの形にて制裁を加えられ、同性から相手にされなくなります。現在世界に普遍的に存在する生

殖と子育てを正式に許された唯一の方法です。  

 また、結婚の誓いはその女性のみとの交際を行い、それ以外の女性とは恋愛やＳＥＸを行わないと

の誓いの為、それを守っている限りは信用され、企業組織にて出世しやすくなるというメリットがあ

ります。  

 一方デメリットは、一度結婚してしまうと相手をもう選んだり変えたりすることができなくなって

しまうと言う点です。中には不倫や浮気と言って、結婚しているのに妻・夫以外の女性とＳＥＸを行

ったり、隠し子を作ってしまう人間もいますが、結局は出世が出来ない、同性・異性から相手にされ

なくなる等のスパイト（制裁・嫌がらせ）行動を受けてしまいます。  

 また、結婚を解消する離婚という制度も一応は存在しますが、この権利を行使すると、よっぽどの

場合を除いて、同性社会では人間扱いされなくなります。当然ながら出世は望むべくもありません。

子供を既に産んでいるならばほぼ１００パーセントそうなります。  

 子孫を残すという生命としての目標も果たしたために、完全な成人とみなされ、一切の甘えも許さ

れません。子育てや教育資金の労働の為に人生の労力を殆ど注ぎ込まなければならなくなるケースが

殆どです。  

 現代では社会の凄まじい進歩の為、結婚しても子供を産まない、永遠の誓いの筈の結婚に於いて離

婚が普通となりつつある等の社会問題が発生し、結婚そのものの制度も危ぶまれています。  

 

③ポルノにまつわる職業―子孫繁栄よりＳＥＸの快楽追求安定戦略  

 「結婚」して、子供を産む…生命としての自己目的は果たされますが、子供の養育費のために人生

を費やし、それ以外の異性との生殖の可能性も無くなってしまう。果たしてこれで人生をエンジョイ
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できるのか、これが人生だと言えるのだろうか、と考えたあなた、こんな人生はどうでしょう。  

 アダルトビデオのＡＶ男優・女優や歓楽街のソープやヘルスなどの風俗の職業に就いてしまうので

す。アダルトビデオであれば欲求不満な世の男性・女性の自慰に貢献し、ソープやヘルスには世の男

性的本能を抑えきれない男性諸君が異性を求めてやって来るために立派な商売となります。実際古来

より売春は人類最古の職業の１つです。  

 当然ながらこういう職業についていればＳＥＸの機会は一般的に生活している人と比べ物になら

ないぐらい増えるでしょう。快楽を追求する、あるいは金銭的な面で肉体を売らざるを得ない男性・

女性は幾らでもいるからです。当然そんな人たちの社会で生きていればＳＥＸなんて挨拶ぐらいの感

覚でしょう。  

 人間は生命として存続する為の仕掛けとして、ＳＥＸが物凄い気持ちのいいように作られています。

そのＳＥＸを沢山の人間と楽しむなんて（現在は避妊技術が発展している為にＳＥＸを行っても子供

を作らなくても済むんです）最高ではありませんか！  

 しかし、生殖を行い、子孫を残していくためには相応しくありません。何故なら、一般社会とは信

用、信頼で成り立っているからです。いいオンナ（オトコ）とたくさんＳＥＸしたくてたまらない、

みんなそうでしょう。しかし、それを我慢して社会生活を営んでいるのです。そうしなければ、争い

となり、子供をちゃんと産んで育てられないからです。  

 こういうポルノにまつわる職業をしていると認知された人間は（今はメディアが発達しているため、

あらゆる情報の伝達が早く、さらに悪事千里を走るといいます）、異性からは「必ず浮気する人間」

と、そして同性からは「自分のパートナーを寝取ろうとする人間」として、つまはじきにされてしま

います。当然その影響は罪のない子供に迄およぶでしょう。その結果著しく結婚相手としての評価を

下げ（一般的に付き合って結婚というプロセスを経て結婚する人たちからは結婚相手とみなされない

でしょう）、子供を育てるのすら困難となります。  

 一生生殖能力の持つ男性ならまだましです。生殖能力を人生の途中で失う女性は、その途端にＳＥ

Ｘの対象としての価値すら失い、悲惨な人生を送る場合が殆どです。  

 快楽を追求した結果、子孫繁栄が難しくなり、信用も失ってしまうのです。  

 

④聖職に就き子供を産まない―負けるが勝ちの聖者戦略安定戦略  

 先に述べた安定戦略を読んで、異性への欲求が争いや避けられぬ義務、労働、不幸を呼び覚ますと

絶望したあなた、とっておきの安定戦略があります。世に言う聖職（或いは神職）に就いてしまうの

です。例えば教会の神父や牧師の職に就くのです。  

 こういう職に就けば、欲望にまみれたマネーゲームや異性を巡るいざこざに心身を擦り減らす必要

が無くなります。  

 何せ、宗教の世界では、自分の欲求を抑えれば抑えるほど尊敬され、出世できてしまうのです。実

際、キリスト教に於いては、生涯独身の人間のほうが結婚した人間よりも出世出来ます。  

 しかし、人間というものは、異性を求めるように作られています。発達した学問や高度な知性や精
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神力を用いて自らの生殖欲求を抑え続ける行為は人間にとって有害ですらあります。  

 実際現在教育者・医者等の高度な倫理観を要求される職業の人間が心の病になるケースが多発して

います。これは、そもそも倫理感が人間の肉体にとっては不自然な行為ゆえです。  

 そうして心の病になったあなたが、メンタルクリニックに通ったとしましょう。しかし、そこの医

者も当然ながら職業として聖者戦略を演じています。話をして、薬をもらって、それだけです。気休

めにはなるでしょうが、これでは何の解決にもなりません。ちなみに病名をつけられ、シグナリング

の優位も宣告されます。宣告された人間は差別感や疎外感を抱いてしまうので、むしろ有害ですらあ

ります（この問題は早急に解決される必要があるでしょう。）。医者が全員キリストの如く独身にて、

自らの存続本能を拒否した高潔な存在であれば、考慮の余地は存在するが、そうでないのであれば、

その傲慢な姿勢は、自らの限界と他者への配慮を軽んじた傲慢な技術者として、刑罰の対象にすらな

ります。  

 さらに、聖者安定戦略を選んだあなたは子供を産んでいる夫婦（先程もいいましたが、彼らは彼ら

で必ずしも幸せではありません）を横目に一生羨望と嫉妬と後悔を噛み締めながら生きていかねばな

りません。  

 これも、当然ながら一生生殖の行える男性なら一抹の希望を持ちながら生きていけます。人生半ば

にて生殖能力を失う女性は悲惨です。後悔と未練のあまり眠れない夜もあるでしょう。   

 だからといって、生殖行為を達成してしまうと今度はなまくら坊主の烙印を押され、出世できなく

なります。  

 尊敬はされますが、悲惨な人生です。  

 

８．安定戦略番外編  

 一応安定戦略として、番外編を掲載します。はっきり言って今から述べる安定戦略は全くオススメ

出来ませんが、古代より連綿と続いているという事実も間違いではありません。  

   

 

①同性愛者になる  

 異性との交際は、不幸の原因になるから御免だが、それでも人間同士の愛は欲しい。生行為も行い

たい。そんなあなたはもういっそ同性愛者になってみてはいかかでしょう。  

 古代ギリシアより同性愛は伝統が存在し、男娼なる言葉すら存在します。文学分野ではランボーや

三島由紀夫、織田信長をはじめ、主だった戦国武将たちも堂々と同性愛を嗜んでいたといいます。  

 世の男性たちからも、ゲイが２人いれば、両刀使いを除いて異性奪取の競争相手が２人減るのです

から、これは歓迎されます。  

 しかし、エイズ等の病気に罹りやすく、女性と同じく拒否している人間に迫ると犯罪行為となりま

すから注意してください。  
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②自殺する  

 自殺という安定戦略も古代より多くの人間に採用された戦略でした。いざとなったら、世の中から

いっそ自発的にいなくなってしまうのです。  

 これも、多くの文学者たちや哲学者たちに採用されています。有名なのが、ゲーテ『若きウェルテ

ルの悩み』です。これも本一冊どころか、辞典が作成できてしまいそうなテーマですが、忠告してお

くと、人生なんてものは宇宙が出来てからの歴史からみれば、刹那の時間です。  

 何も自ら命を絶つ必要が果たして存在するのか疑問です。 

 

【あとがき】 

 今回の著作では愛のゲーム理論の基礎となるタカ派、ハト派、ブルジョワ、聖者という４つの基

本中の基本の戦略の説明と、混合戦略のうちの１つ、グループ内混合戦略、そして男女それぞれの

愛の戦略の基本、そして安定戦略の説明を行いました。 

 今回の著作でまずは、どんな人生を歩もうとも、全部手に入るわけではなく、得れば、同時に失

ってしまう。  

 ただ、選択の自由は与えられている。  

 みんな不幸だが、みんな幸福だという事実をみなさんが理解して有意義な人生を送ってくれれば

ありがたいと思います。 

 愛のゲーム理論の極意戦略変更混合戦略や対人戦略は次の機会にゆっくりと説明をおこないます、

乞うご期待！ 

 それでは皆さんの有意義な恋愛と人生を祈ります！ 
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