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１．はじめに

規範的，英語では normative，という形容詞

は人によって内訳がかなり異なっているようで

ある。極端な場合には，数学的接近をしている

のならば「規範的だ」としている場合もあるよ

うである。ここでは，サヴェジ氏の「基礎論」

（１９５４，１９７２）での規範的接近を問題とする。

彼は，公準たち（postulates）を提示する際

に，読者が一人一人の立場から，各公準を「た

めす」ことを強く望んでいる。「この公準を自

身が侵犯していることに気づくのならば，自身

はどのように反応するであろうか」と，自身に

問うことを事実上要求しているのである。

彼は自身が提示する公準たちが，「経済行動

における合理性」に反していないことを，真剣

に要請する。つまり数学的公準系の基盤に「合

理性」が貫徹されることを要求するのである。

今日の数学においては，数学的に rich（豊饒）

ならばそれが良い公理（axiom）であるという

見解が，しばしば暗黙の内に通用しているよう

であり，例えば選択公理が好例である。そし

て，数学原理から（経済行動に対する）公理系

へという，いわば「ながれ」があるようであ

る。だが，サヴェジ氏は「逆」であり，「経済

行動における合理性」から公準系へという，い

わば批判的「ながれ」を保持している。この意

味でサヴェジ氏は「古典的」である。

２．無差別性の非自明性

Preference，つまり選好を，サヴェジ氏は

「このみ」の問題ではなく，「決定」の問題で

あるとする。「個」の選好を問うとは「個」の

決定を問うことに他ならない。つまり，「決定

の合理性」が問われることとなる。

異なる選択肢 a，bに対して二者択一を求め
られて，bを「個」が選ぶのならば，彼は a
よりも bを「選好する」と表現しても，悪く
はないであろう。だが，ここで無差別性が問題

となる。「異なる」選択肢が「無差別」とは，

結局いかなることか。εを任意の，但し正の，
「額」とすると，これがいかに微少ではあって

も，aよりも「bと ε」を選び，bよりも「a
と ε」を選ぶのならば，この場合，aと bとは
無差別であると表現しても，不当ではないであ

ろう。

しかし，この∀ε＞０を「経験的に」とらえ
ようとすると，問題に突き当たる。例えば，ε
として１０－１６円をとり，これくらいで「充分

だ」と判断したとする。しかし，この「充分

だ」は，「aと bとが「無差別ではない」とす
れば，その格差は１０－１６円より大である」とい

う判断を，暗黙の内に前提としているのであ

り，無差別性に対する何らかの特徴づけが既に

行われていると，想定しているのである。つま

り，潜在的な「論理の悪循環」が疑われるので

ある。

そこでサヴェジ氏は選好への間接的接近をは

かることとなる。つまり「aか bかで bを選
ぶ」状況を，「aは bよりも選好される，には
あらず」と表現して，a＜bと表記するのであ
る。ここで用心すべきなのは，�a＜b（a＜b
にはあらず）を b＜aと表記するとしても，こ
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の＜は，否定�によって間接的に導入される二
項関係であり，positive な意味はこのままでは

持ち得ないということである。

後にサヴェジ氏は，第六公準 P 6や，その
前任者である P 6′によって，＜に対して，posi-
tive な意味づけを行うこととなる。彼が P 6′
を探り出すのにいかに苦心しているかは，「基

礎論」を見ればわかることである。

３．「結果」の非自明性

Consequence，つまり「結果」だが，これは

行為者である「個」が荷うこととなる「窮極的

むくい」のことであり，このような「むくい」

を「行為，act」から「単離」して，あたかも

prize や income のように取り扱うのがサヴェ

ジ氏の流儀である。

彼が「基礎論」で述べている様に，「結果」

とは「個」の状態だが，しかし Savage（１９６７a）

で本音を漏らしているように，これは純粋経験

の一種である。それは外物によって示唆はでき

ても近似はできない一個の「経験」であり，

「むくい」である。例えば，あえて筆者の例を

あげれば，「根元苦」，「平常心」，「適」，などが

ある。

「結果」は単離されて自在に活用される。

「快晴の日の「窮極的どしゃぶり体験」」という

ような想像上の実験が，自在に遂行されたりも

するのである。

Utility，つまり効用とは，「個」が保持する

価値尺度であり，各「結果」に実数値を対応さ

せる関数によって表現される。Probability，つ

まり確率に基づいて，結局「たしからしさ」の

尺度に基づいて，サヴェジ氏は効用を基礎づけ

ている。しかし，確率概念に先行して，ある種

の価値判断が導入される。つまり，「ある「結

果」の対（c, c′）が存在して，c′は cよりも選
好が上位である」という第五公準 P5が持ち出
されるのである。これは数学的には，nontrivial-

ity と表現されるものだが，内容上は確率に先

行して，価値尺度ではないが，ある種の価値判

断が，例えば（はずれ賞，あたり賞）というよ

うに，「存在する」ことを意味する。

一方，「結果」間の選好だが，これは行為間

の選好の統制下に組込まれる。つまり，常に

「結果」cをもたらす選択肢，結局の所「行
為」を，<c>と表記すると，「c＜c′とは<c>＜
<c′>のことである」と定義するのである。
<c>はいわゆる定数的行為だが，その性格は自
明ではない。「この」世界の状態がいかなるも

のであれ常に「結果」cをもたらす行為とは，
「不動の行為」であり，「あたりまえ」とは言

い難い。しかし数学的には，「定数」の「関

数」への埋め込みであり，ほとんど慣例的であ

る。

４．「行為」の定式化

Act，つまり「行為」の定式化だが，空では

ない「この」世界 Sの各「状態，s」に対して
「結果」を対応させる関数を，みな「行為」と

呼ぶこととするのである。「想像上の実験」の

場で多様な行為が考察される。

「この」世界 Sとは「状態，state」たちの
集まりであり空ではない。Sの部分集合は「事
象，event」と呼ばれる。空事象 及び全事象

Sは共に事象である。
Bを事象とし nを正の整数とする。（B）

が Bに対する分割であるとは，

のことである。分割は任意有限個の空事象を項

として含み得る。例えば，（B, C）を Aに対す
る分割とすると，例えば（B, , C, , ）も

Aに対する分割である。このような空項を含
む分割は，Lebesgue 式近似和の極限で期待値

を導入する際に，逆像によって誘導される（定

義域上の）分割たちが当然空項を含み得るの

で，暗黙の内に利用されていると言って良い。
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行為 fは，Sから「結果」の全体Csq への
写像である。fが有限個の値しか取らない場
合，これを初等的と形容する。つまり，fが初
等的とは，Sの fによる像が有限集合であるこ
とである。

（B）を Sに対する分割とし，（c）を「結
果」の列とする。すると，B上で「結果」cの
みを値として取る行為は，初等的である。

５．確率

Bruno de Finetti の主観主義をサヴェジ氏は

強く支持している。主観主義の立場とは，行為

者としての「個」から分離された客体としての

「確率」，つまり「真の」確率の存在を認めな

い立場であり，結局，「絶対的な」確率を拒否

する立場である。この立場は，個体差が確率に

影響することを容認する。つまり，同じ状況，

同じ証拠，同じ「このみ」を持つ「異なる」個

人が，同じ事象に対して，「異なる」確率を保

持することを拒否しないのである。ここで注意

すべきなのは，主観主義における「個」とは，

「合理」的であるということである。主観主義

における合理性とは，個体差を容認するのであ

る。

若き日の de Finetti は，「Dutch book 排除の

原則」を導入して，この「個」の合理性をとら

えようとした。後年彼は，マネー（money）

の効用関数を表に出していない（若き日の）自

身の流儀を棄て去ることとなるが，サヴェジ氏

は，若き日の de Finetti の枠組みを，一貫して

高く評価している。「その雨が降れば，この百

円を謹呈する」という（信用できる）「くじ」

に，７３円まで出す覚悟がある「個」は，「その

雨」の確率を０．７３と判断しているのである。

この「かけ率」による接近は，あくまでも近似

的ではあるが，確率の本質に関っている。つま

り確率とはきわめて日常的な「もの」であり，

それは「個」のオピニオンである。

例えば火山の専門家を想定してみよう。彼は

火山の噴火などの火山活動を調査し研究してい

る。しかし，人の尺度からすれば地質学的尺度

は巨大である。頻度論的に（「特定の」火山

の）噴火の「確率」を見積ることは，頻度論的

接近に忠実である限りにおいて，極めて困難で

ある。しかし彼は，個人的な確率，即ち personal

probability を，保持しているはずである。我

我ができる最善に近いことは，この火山学者

が，堂堂と，「これは私のオピニオンだが」と

ことわりつつ，自身の個人的確率を公表し得る

雰囲気及び環境を整えることであろう。そのた

めには，本来の「確率」とはいかなるものか

を，教育の場で「おしえる」ことが必須であ

る。「データが少ないので確率はわからない」

などという言い回しは，結局は探求者本人の貴

重な「経験」を死蔵する実に「恐ろしい」表現

である。

Bruno de Finetti の流儀を深く研究したサ

ヴェジ氏は，結局次のように確率をとらえる。

「「あなた」が選んだ「その」卵が食えるのな

らば１００円を謹呈する」という（信用できる）

「くじ」があるとして，「その白」よりも「そ

の茶」の方を選ぶのならば，自身にとって，

「その白」よりも「その茶」の方が，「食え

る」事に関して，「より確からしい」と（自身

は）判断していると，（少なくとも自身は）み

なすとする。しかし，無差別性の問題があるの

で，サヴェジ氏は，「事象 Bは事象 Cよりも
確からしい，にはあらず」という間接的な接近

を図ることとなる。つまり，B＜Cという二項
関係＜を導入する。この場合，B＜Cとは�C
＜Bのことであり，＜は，このままでは，posi-
tive な意味は持っていない。

ここで用心すべきなのは「等確率」の非自明

性である。Bと Cとが無差別，つまり B＝・C
とは，定義上は，B＜C∧C＜Bだが，その内
容は自明ではない。例えば，なぜか「うら」と

「おもて」との区別はつくが，「絶対的に歪ん

でいない」一枚のコインの「存在」と，その

「投げ上げ」を持ち出して，異なるが等確率の

3２０１５．６ サヴェジ基礎論における規範的接近 園 3（ ）
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事象たちの存在を主張するとしよう。すると，

当然のことだが，このような「コイン」の存在

を仮定することは，結局の所，ある種の（自明

でない）事象たちの「たしからしさ」が定量化

できることを仮定することと，実質的に同じな

のではないのかという疑念が，提示できる。

「たしからしさ」が実数値として量化できるこ

とは少しも自明ではないので，いわば潜在的定

量化仮説へのこの疑念は正当であり，真剣に対

処しなければならない。

６．P６′

第六公準 P 6の前任者である P 6′を，サ
ヴェジ氏は苦心して「発見」する。即ち，

「B及び Cを任意の事象とし，B＜Cとせ
よ。すると「世界」に対するある分割が存在し

て，その分割の各項Dに対して，B∪D＜C。」

が P 6′である。コインの投げ上げに関する
「世界」の分割を考えれば，この公準はもっと

もらしいであろう。

しかし，この公準を，何らかの「連続性」に

関ると見なしてしまうと誤解が生じやすい。実

際，Banach limit を利用することによって，有

限加法性を満たすが完全加法性は満たさない，

自明ではない（しかも興味を引く），P 6′をみ
たす「確率」が容易に定義できる。

サヴェジ氏は，Bruno de Finetti の思索を継

承して，Kolmogorov systemにおける完全加

法性を，「公理」ではなく，有用な「仮説」と

見なしており，この「仮説」を満たさない「確

率」が，常に「不合理」とは言い切れないと判

断している。

この P 6′と従属選択の原理とを利用して，
サヴェジ氏は，次の等分割補題を導く。

「Aを任意の事象とせよ。Aに対する分割
（B，C）で，Bと Cとが無差別であるものが

存在する。」

この等分割補題に基づいて，サヴェジ氏は，

定性的確率＜を表現する定量的確率の存在を導

く。この「確率」は，定量的に精密とでも呼ぶ

べき性質を持っているのだが，結局潜在的定量

化仮説を導入する必要はなくなり，しかも

「個」を指定すれば，「確率」は一意的に定ま

る。

この「確率」は有限加法性をみたし，また条

件つき確率の定義の「合理性」が基礎づけられ

る。さらには，乗法法則及びベイズ・ルールが

導出される。

７．P７など

P 1から P 6までにより，初等的行為に対す
る von Neumann―Morgenstern 効用の存在が

示されるが，第七公準 P 7の導入により，一
般的行為に対する効用関数の存在が従う。

だが，この P 7はサヴェジ氏の創出であり，
「商量の原理，the sure―thing principle」に基

づくものではない。また，この P 7を利用す
ることにより，効用関数の有界性が従い，St.

Petersburg paradox が生じないこととなる。

なお副産物として，期待効用最大化の原理が従

う。

統計学においてしばしば言及される自乗損失

は，「上に有界」ではない。つまり，損失の根

拠である効用が有界ではない。結局，期待効用

最大化の原理を尊重する限り，St. Petersburg

paradox が不可避である。やはり自乗損失には

問題があると言って良いのではなかろうか。自

乗損失に執着すると，common sense に反する

規準にぶつかるかもしれない。

８．「１」に関する注意など

Kolmogorov systemでは公理の一つとし

て，P（Ω）＝１が掲示される。数学の一分野と
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／【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／２０１５　経済学研究Ｖｏｌ．６５，Ｎｏ１／本文／００１～００６　�園様  2015.05.13 15.19.50  Page 4 



して確率論を展開するのならば，この天下り式

仮定は別に問題とはならない。ここでの「１」

とは，実数体（さらには複素数体）の乗法単位

元である。だが，統計学における「確率」とは

「たしからしさ」であり，それは「ふたしか」

に関るものであり，この「ふたしか」そのもの

は，空間，点，図形，数（すう），量，長さ，

次元，といった数学の対象では（通常は）な

い。この事物論理における「ふたしか」が，純

論理における「１」に結びつく必然性はない。

そこで統計家は，P（Ω）＝１を，何らかの合理
的な根拠に基づいて導出する暗黙の責務を負

う。この証明されるべき等式は，例えば，「Dutch

book 排除の原則」から従うのだが，そこでの

「１」は，もはや純論理での「１」ではなく，事

物論理的基盤を持つ「１」である。

なお，通常の確率論では，ある種の完全加法

的測度を「確率」と呼ぶとしているのみで，

「確率」そのものは無定義である。J. Neyman,

E. S. Pearson, A. Wald, E. L. Lehmann, といっ

た名前から連想される領域を数理統計学と呼べ

ば，そこでの「確率」とは，正にこの無定義概

念としての「確率」であり，そのままでは事物

論理との関りは不明である。しかし現実の作業

から第一に要請されるのは，正にこの「定義」

なのである。例えば，特定の検定統計量の値が

特定の棄却域に入る「たしからしさ」とは，結

局いかにして「定義」されるのであろうか。数

理統計学は，このような基本的問に対して，な

ぜか沈黙するのである。

さらには，「変量」の「特定の具体的値」に

よる置き換えを，この独特の領域は遂行する。

その際，「実現値，realized value」という「こ

とば」が発明されて，「その変量をその実現値

によって置き換える」などと言われたりする。

しかし，このような「直接的置き換え」は，数

学的に正当化されるものではない。数学的に

は，例えば事象「X＝x」が与えられていると
いう「条件つき」での，（条件つきの）「確率」

及び「期待値」が，考察されるべきである。

９．よくある錯誤

「通用する確率がかなり小さい事象が現に起

こったとするよりは，この仮説を棄却するべき

だ。」との趣旨の発言が良くなされるが，このよ

うな「論法」には問題がある。問題となってい

る「事象」の生起が観察される「まえ」に算出

された（「その」事象の）確率が，その事象が

実際に起こったという「事実」と，どのように

関るかは少しも自明ではない。但し，「まえ」

の確率が「０」であるのならば，そこで現実に

この「０」が通用すれば，検定仮説は当然棄却

される。だが，問題の確率が，例えば１０－１６で

あっても，実際に通用すれば，ただ「起こっ

た」という事実のみがもたらされるのみであ

る。「あと」と「まえ」とを結びつける logic

が明晰に規定されない限り，この種の「論法」

の合理的基盤は不明である。宝くじで大当たり

を取った場合，抽選の過程になんらかの不正が

（ほぼ確実に）あったと判断するよりは，ただ

単に lucky だったとする方が common sense に

合致するであろう。「証拠」を得た「あと」

と，まだ得ていない「まえ」の状況とは，混同

されてはならないのである。

補遺：２０１４年９月１０日に同志社大学今出川キャンパス

（京都）にて，日本心理学会の場で，筆者は短い講演

を行った。また，同年１１月１９日には統計数理研究所

（立川，東京）にて，やはり短い講演を行った。上の

短文はそれらの講演に関るものである。なお，両講演

に際しては，特に吉野諒三教授（統計数理研究所）に

御尽力を頂いた。他に，繁桝算男，川崎能典，両先生

より有益な刺激を受けた。ここに感謝の意を記させて

いただく。

２０１５年２月７日（土）札幌の北大キャンパスにて

5２０１５．６ サヴェジ基礎論における規範的接近 園 5（ ）
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