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経 済学研究 40-1
北 海道大学 1990.6

数値的確率の値域に対する或算術的接近

園 信太郎

1 .目的

N は自然数系である。但し， 1=minNかつ寸 O

εNとする。

R は実数系である。但し， Dedekind切断の原理

によりその連続性を統制する。

I={XERIO三以^X三五1}とおく。

VnεN U {O}[N[ηJ={mENlm壬η}Jとお

く。特に N[OJ=φ。

Map(A， B)は集合Aから集合Bへの写像の全

体である。特に Map(φ，B)={φ}。

dom(f)は写像fの定義域である。写像fをf(・)

と表記する場合もある。

IdくA>は集合A上の恒等写像である。即ち，

V xEA[IdくA>(x) =xJ。

fεMap(A， B)かっ C三Aとする場合において，

f[CJは集合 Cの写像/による像である。即ち，

f[CJ ={y EBIヨxεC[y = f (x) J}。

。εMap(N， R)とする場合において， αは各項

が実数である，自然数系を添字集合とする，数

列であるが，これをくα(n);nEN>と表記する。ま

た N呈domげ)をみたす写像f~こ対して， f の N

への制限flNを，<f(η) ;ηεN>と表記する。

数列くα(n);ηεN>の極限が存在する場合におい

て，この極限を limくα(n);ηεN>と表記する。

数列くα(n);ηεN>に対して，NU {O}上の写像

ヱj=lを，[k=O =宇~ 1~1 a(j) =oJ八[kεN=キ

ztiα(j) = (~ 1~ 1 a (j) ) +α(k+l)J，により定

義する。また， limく~ J~l a (j);ηεN>が存在す

るのならば，これを~ j~l a(j)と略記する場合も

ある。

SeqB= {f IヨηεNU{O} [tεMap(N[nJ， N) 

^ V i， jE三N[i<jキ f(i)<f(j)JJ}とおく。特

にφE三SeqB。

fε SeqBとする場合において，nENU{O}八fE三

Map(N[n]， N)，をみたす η は一意的に定まる。

この nをo(f)と表記する。特に δ(φ)=0。

SeqN = {flf E三Map(N，N)  ̂Vi， jE三N[i<j今

f (i) <f (j) J }とおく。特に IdくN>ESeqNo また

SeqB n SeqN=φ。

Seql = SeqB U SeqNとおく。

任意の自然数 nに対して，

Seq (η) ={fεSeqIIヨhεNV j εN U {O} 

[t(k+j) =n十2・jJ}
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とおく。特に Seq(l)= {く1+2・(k-1);kE N>}。
また VnεN[Seq(n)~SeqNJ が従う。

VnεNU {O}[β(η) =2-nJとおく。

目的を述べる。

ρをNから Rへの任意の写像とする。

V jE三N[O<ρ(j)Ĵ 
l=limくヱι1ρ(j);nE三N>

と仮定する。

VfεSeqI [[J E SeqBニ争 P(J) = 2. ~'!lρ げ (k))J

[̂JE SeqN=宇P(J) =limく2.%=1ρ (J(k));ηε 

N>JJ 

により SeqI上の写像Pを定義する。M=P[SeqIJ

とおく。 IAPち，

M={XERIヨfεSeqI[x=P(J) J}。

また

Md={XE三RIVyεRVzεR[y<x<z二争ヨ U

εM[vヰx̂ y<v<zJJ}

とおしこの場合，選択公理を利用することな

しに，即ち Tikhonovの定理を利用することな

しに，しかも自然数及び実数に関する基本的な

諸原理のみを利用することにより，

M=Md 

を証明することが，この論述の目的である。な

お，この結論と実質において同ーの結論が，

A. Sobczyk and P. C. Hammer， The ranges of 

additive set functions， Duke Math. ].， 11 

(1944)， 847-851， 

の第3節， 848頁，定理3.2の証明中の，上から

第 2行目から第 6行目までにおいて， Cantorの

三進集合の利用により従うとして，簡略に処理

されているが，以下においては，集合関数の概

念も，無限集合の概念に対する一般的定義も，

また Cantorの三進集合も，利用することがない

のであり，さらには集合の定義関数も用いるこ

とがないのである。なお，上掲の論文は，

R. J Nunke and L. J Savage， On the set of 

values of a nonatotnic， finitely additive， finite 

measure， Proceedings of the American Math. 

ematical Society， V 01. 3， N o. 2， April， 1952， 

217-218， 

の最初の頁における第2番目の脚中内において，

さらにはまた，

L. J Savage， The Foundations of Statistics， 

Wiley， New York， 1954， 

の第 3章第3節，定理 2に対する， 35買におけ

る脚中内において，言及されていることを注意

する。

2 .補元的列

fεSeqIをみたす任意の写像fを固定する。

S(l)=N¥f[dom(J)J， 

S(l) =φ=争g(l)=0， 

S(1)ヰ φ=争g(l)=minS(l)，かつ任意の自然数

hに対して，

S(k+1) =S(k)¥{g(k) }， 

S(k+1)=φ=宇g(k+1)=0， 
S(k十1)宇 φ=宇g(k+1)=minS(k+1) 

と定義する。
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Vk εN[S(k十1)ヰ φ=争g(k)<g(k十1)J

が従う。

ヨηεN[S(n)=φ]ならば， 仇 =min{nεNI

S(n) =φ}とおき，かつ

jC=gIN[n*-1J 

と定義する。またVnEN[S(n)ヰ φ]ならば，

jC=g 

と定義する。

fCESegI 

が従う。このfCをfの補元的列と呼ぶ。

N=f[dom(f)J Ufc[dom(j勺J，かつ

φ= f[dom(f) J nfc[domσC) J 

が従う。

fESeqIをみたす任意のfと任意の自然数 nと

に対して，f(m)εN[nJをみたす自然数 mが存

在するのならば，この m の最大数を m(f， n)と

表記し，かっこの mが存在しないのならば m(f，

n) =0と定義する。即ち，

m(f， n)=max{mENl!(m)εN[nJ }，但しこ

こでmaxφ=0とする，

により写像 m(・，・)を定義する。 h=jCとおく。

数学的帰納法により，任意の自然数 nに対して

ヱ2=Iρ(k)=~ 'J!5!() ρ げ (k))+~ 'J!~'l' n)

ρ(h(k))， 

が従う。この式により，

1=Pげ)+ P (h) 

が従う。即ち，

VfE三SeqI[1 =P (f) + P (fC) J 

が従う。この結論から，

VvER[vεM C}1-vEMJ 

が従う。

3 .写像 B

VfεSeqN[B (f) =ヱエ1βげ(j))J 

により SeqNを定義域とする写像Bを定義する。

V万gεSeqN[j = g C} B (f) = B (g) J 

を示す。ヨjE三N[j (j) *-g (j) Jとする。

j*=min{jE三Nl!(j)宇g(j)} 

とおく。 f(j*)<g(j，yJとする。

0壬βげ(j*))一β(g(j*)一1)<B (f) -B (g) 

より B(g) <Bび)が従う。 g(j*) <f (j*)の場合

も同様であり ，B(f)<B(g)が従う。

さらに次の命題が従う。

[命題]くf(k，・);kεN>を各項が SeqNの元であ

る任意の写像列とし，かっfをSeqNの任意の元

とする。

VkεN[B (f(ム・))<B(f(k+l，・)) J 
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と

B (f) =limくB(f(ム・));kEN> 

とを仮定する。

P(f) =limくP(f(k，・));kεN> 

が従う。

[証明]ifkEN[j(・)ヰf(ム・)]にもとづき，任意

の自然数 hに対して，

j (k) =min{j E三Nlf(j)ヰf(ムj)} 

とおく。

O<B (f) -B (f (k，・)) 

<βび(j(k))-l)一βび(k，j(k)))。

故に，f(j(k))ヰf(ムj(k))より，

f(j(k)) <f(ムj(k)) 

が従う。故に，

βσ(j(k)十1))豆 (β(j(j(k)))+βげ(j(k)+1))) 

β(f(k， j(k))-l) 

<B (f) -B (f(ム・))。

ところが，Nを任意の自然数とすると，

ヨKε Nifk εN[K壬h二争

B (f) -B  (f(丸・))<βび(N))]。

この Kを固定する。

if k ε N[K壬h二争 βび(j(k)+1)) 

<β (f(N))] 

が従う。故に，

ifk ε N[K~玉 k =宇N壬j(k)] 

が従う。ところが，任意の自然数 hに対して，

IPび)-P(f(ム・)) 1 < ~ J=j(j(k))ρ(j) 

三三~ J=j(k)ρ(j)。

故に，

ifk εN[K壬k=キ1P(f) -P (f(ム・))1<ヱ;二N

ρ(j) ] 

が従う。故に，

if NE三NヨKε Nifk εN[K三三hキ

IPげ)-P(f(ム・))1<ヱヱNρ(j)] 

が従う。ところが，

O=limくヱユNρ(j);NεN>。

故に，P (f) =limくPび(ム・));kEN>

が従う。 [証明終]

4 .写像 F

nを任意の自然数とする。

A (n) = {f E SeqNl1 = f (1)八/εSeq(η)}， 

かつ

B(n)={f<三SeqNl1ヰf(1)八fESeq(η) } 

とおく。 Seq(n)から A(n+l)への写像 Gin)を，
任意の自然数kに対して

k=lならば Gin)(f)(k) =1，かつ l<kならば

G in)(f) (k) =f(k-l) +1， 
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により定義する。Seq(n)から B(n+1)への写像

弘前を，任意の自然数 hに対して

Gin)げ)(k) =f(k) +1， 

により定義する。A(n+1)から Seq(n)への写像

H';:)を，任意の自然数hに対して

HAn)げ)(k) =f(k+1) -1， 

により定義する。B(n十1)から Seq(n)への写像

H~n) を，任意の自然数 h に対して

H~') (f) (k) =f(k) -1， 

により定義する。

HAn)o GAn)二 IdくSeq(n)>̂

G';:)o HAn)=IdくA(n+1)>

が従う。故に G';:)は Seq(n)から A(n+1)への

全単射である。

H~n)o (立〉二IdくSeq(n)>̂

ぽ )0H~n)=IdくB(n+ 1)>

が従う。故に Gin)は Seq(η)から B(n十1)への

全単射である。また

VnεN[Seq (n) =A (η)UB(n)̂ φ=A(n) 

n B (n) J。

以上にもとづき，写像の列くF(n，・);nεN>を帰

納的に定義する。即ち，

F(l， 1) =く1+2・(k-1);kE. N>八

VnεN V jE三N[[jE三N[β(n-1)J二争 F(n+

1，j) = G ';:) (F (夙 j))Ĵ 
[jE.N[β(η)J¥N[β(n-1) J 二字

F (n+ 1，j) = G ~n)(F (n， j一β(n-1)))J J。

各自然数 nに対して，写像 F(n，・)は N[β(n

l)Jから Seq(n)への全単射である。

5 . Dedekind切断に関する注意

次の命題を Dedekind切断の原理にもとづいて証

明する。

[命題]くb(η);nεN>を各項がIの元である

任意の数列とする。

Vm， nεN [m=n φ b(m)=b(n)J 

と仮定する。

ヨxE.1ヨn(・)ε SeqN[x=limくb(n(k));k ε 

N> ̂ [VkE.N [b(n(k))<b(n(k十1))J V 

Vkε N [b(n(k+1))<b(n(k))JJJ 

が従う。

[証明]

L= {xεRIヨnεNVmεN[η孟m=主 Z孟

b (m) J} 

かつ

u= {xεR I V nεNヨmεN[η孟 m

八b(m) <xJ} 

とおく。仮定より，

OE.L 

かつ

1εU 
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が従う。また

R=L U U。

次に

VxELVyεU [x<yJ 

を示すo X及びyを，各各，L及び Uの任意の

元とする。

ヨη巴 NVmεN [n孟mニ争 X三五 b(m) ] 

が従う。この m を固定する。

ヨmEN[η話m八b(m)<yJ 

が従う。この m を固定する。

X三玉 b(m) ̂ b (m) <y 

が従う。故に，

x<y 

が従う。

Dedekihd切断の原理により r或実数が存在し

て，その実数は Uにおける最小数であるか，あ

るいは Lにおける最大数であるかの，いずれか

一方，しかも一方のみである」が従う。

Uに最小数が存在する場合を考える。

ω=minU 

とおし任意の自然数 nに対して，

ω(n) = ω ・ ~J~l β (j)

とおく。また，x<ωをみたす任意の実数xと任

意の自然数 m とに対して，

ヨJεN[エ<b (l) < w^m < 1] 

が従う。この Jの最小数を 1(x， m)と表記する。

即ち，

l(ιm) =min{!EN I x<b(l) <ω̂ m<!} 

とおく。

η(1) = 1 (ω(1)，1)八VkεN [n(k+1) 

= 1 (max{ w (k + 1)， b (n (k)) }， n (k)) ] 

により写像 n(・)を定義する。任意の自然数hに

対して，

n(k)<n(k十1)，

b (n (k) ) < b (n (k + 1) ) ，かっ

ω(k) <b(n(k)) <ω 

が従う。

次に Lに最大数が存在する場合を考える。

v=maxL 

とおく。任意の自然数 nに対して，

v(n)=v+(1-v)・β(η)

とおく。また，v<xをみたす任意の実数zと任

意の自然数 m とに対して，

ヨlEN[v<b(l) <x̂ m<!] 

が従う。この Jの最小数を l(ぁm)と表記する。

即ち，
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l(広 m)=min{lE N I v < b (l) <x^m < l} 

とおく。

η(1) =l(v(1)， 1)̂  V kεN [n(k+1) =l(min 

{v (k + 1)， b (η(k) ) }， η(k)) J 

により写像 n(・)を定義する。任意の自然数 hに

対して，

n(k) <η(k + 1)， 
b(η(k+1))<b(n(k))，かっ

v<b(n(k))<v(k) 

が従う。

以上により結論が従う。 [証明終]

6 .選択公理を利用せずに M=Mdを示すニと

[命題]ρ をNから Rへの任意の写像とする。

VjE三N[O<ρ(j)J ^l=limく~J=l ρ (j) ;nεN> 

と仮定する。

M=  {xεRIヨfESeqB[x=~m ρ び (j))JV 
ヨfεSeqN[x=lim<~J=l ρ び (j)) ;nE N> J}， 

かつ

Md= {xεR I VyERVzεR [y<x<z二争ヨ

vEM[vヰx̂ y<v<zJJ}

とおく。選択公理を利用することなしに

M=Md 

が従う。

[証明J[第 1段JM三Mdを示す。 xをxEM

をみたす任意の実数とする。

ヨfεSeqB[xニ Pげ)J 

とする。このfを固定する。

V ηεNVjE三N[[jEN[δ(f)] '"争ん(j)

=f(j)J [̂jEN¥N[o(f)J '"宇ん(j)

= f (o(f)) + n+ (j-o(f) -1) JJ 

により写像の列くん;nεN>を定義するo

nENをみたす任意の nに対して，

P (fn) = P (f) + ~ k'ニnρび(o(f))+k) 

が従う。故に，

VnεN [x<P(fn) J 

かつ

x=limくP(fn);ηEN> 

が従う。故に

Vy ER [x<y'"争ヨηEN[X<P(fn) <yJJ。

故に

VyER [x<y =争ヨ vEM[x<v<yJJ。

次に

ヨfESeqN[X=P (f) J 

とする。このfを固定する。

VnεN [gn=f I N[nJJ 
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により写像の列 <gn;nEN>を定義する。

n εNをみたす任意の nに対して，

P (gn) =~J~l ρ げ (j) ) 

が従う。故に，

V n EN  [P (gn) <xJ 

かつ

x=limくP(gn);nεN> 

が従う。故に

VyεR [y<x =争ヨnεN [y <P (gn) <xJJ。

故に

VyεR [y<x =宇ヨ vEM[y<v<xJJ。

以上により

Vy， zεR [y<x<z今

ヨUεM [y<v<xVx<v<zJJ 

が従う。故に

x εMd。

故に M三Mdが従う。 [第 1段終]

[第 2 段JMd~M を示す。 Z を xEMd をみた

す任意の実数とする。

VyER [y<x=争ヨ UεM [y<v<xJJ 

とする。

式 10 VyεR [y<x =争ヨnεNヨgESeqN[g

εSeq(η) ̂ y <P (g) <xJJ 

を示す。 yをy<xをみたす任意の実数とする。

ヨvEM[y<v<xJ。

この U を固定する。

ヨfE三SeqB[v=Pげ)J 

とする。この/を固定する。

Vn εNV jEN[[jE三N[o(f)]'=争点，(j) 

= f (j) ]八[jE三N¥N[o(f)] =争ん(j)

=f(δび))+n+2・(j-o (f) -1) ] ] 

と定義するo

nENをみたす任意の nに対して，

P(fn) =P(f) +~j~oP げはげ))+ n+2・j)

が従う。故に，

VnεN [v<P(ん)J

かつ

v=limくP(fn);nEN>

が従う。故に

ヨηεN [v <P (fn) <xJ。

この nを固定する。

五三Seqび(δげ))+η) ̂ v <P (fn) <x 

が従う。故に，
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ヨnεNヨgεSeqN [gεSeq (n) ̂ y <P (g) < 

x] 

が従う。

次に

ヨfESeqN [V=P げ)]

とする。

VnεN [gn=f I N[n]] 

により写像の列くgn;nEN>を定義する。

n εN をみたす任意の nに対して，

P (gn) =LJ~l ρ げ (j) ) 

が従う。故に，

VnεN [P (gn) < v] 

かつ

v=limくP(gn);ηεN> 

が従う。故に

ヨnεN [y < P (gn) < v]。

この η を固定する。

gnεSeqB ̂ y < P (gn) < v 

が従う。故に，

ヨfE三SeqB[y <P (j) <x] 

が従う o 前述の場合に帰着する。故に，いずれ

の場合においても，式 1が従う。

Vyε R[y<x 二キ N(y)=min{ηε NI ヨgε

SeqN[gεSeq(n)八y<P (g) <x]}] 

により ，xより小である実数の全体を定義域とす

る，写像N を定義する。式 1によりこの写像の

定義が成立する。また第 4節における写像の列

くF(n，・);ηεN>を利用する。

Vyε R [y<x二争 J(y)=min{jENI jE三N[β

(N(y) -l)]̂y<P(F(N(y)， j)) <x}] 

により写像Jを定義する。Jの定義域は N の定

義域と同じ集合である。

VyεR [y<xキ G(y) = F (N (y)， J (y) ) ] 

とおく。また任意の自然数 hに対して，

エ(k)=x・LJ~l β (j) 

とおく。

f(1，・)=G(O)(・)八VkεN [j(k+1，・)=

G(max{x(k)， P (j(ム・))})(・)]

により写像の列くf(ム・);kEN>を定義する。

故に，

VkεN [P(j(ム・))<Pび(k+1，・)) ] 

かつ

式 20x=limくPげは・));kεN> 

が従う。第 3節におげる写像Bを利用する。任

意の自然数 hに対して，

b(k)=B(j(ム・)) 
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とおく。

V k'， k"EN [k'ニ k"C=? b (k') = b (k") ] 

が従う。第5節における命題の，証明により，

ヨωεIヨn(・)E SeqN [ω=limくb(n(k));kε

N>八[Vk εN [b(n(k))<b(n(k+1))]V 

Vkε N [b(η(k+1)) <b(n(k))]]] 

が従う。この ωとn(・)とを固定する。

VkEN [b(n(k))<b(η(k + 1))] 

とする。

g(1)=min{nεNlβ(η) <ω}八VjεN  

[g(j-卜l)=min{nεN 1 (~{=lβ (k)) + 
β(n) <ω}] 

により写像gを定義する。

gE三SeqN

が従う。また

ω=B(g)。

故に，

B (g) =limくB(j(n(k)，・));kεN> 

が従う。第3節における命題により，

P(g) =lim<Pげ(η(k)，・));kεN> 

が従う。故に，式 2より，

x=P(g) 

が従う。故に，

Z ε M  

が従う。

VkEN [b(n(k+1))<b(n(k))] 

とする。第 2節におげる補元的列を利用する。

Vk εN [g(k，・)=!C(n(k)，・)]

により写像の列くg(k，・);kεN>を定義する。

Vk εN [g(ム・)εSeqN]

が従う。また

1ω=limくB(g(k，・));kεN> ̂ Vk εN  

[B (g(ム・))<B(g(k+l，・))]。

この場合

ヨgεSeqN [1ω=B (g)]。

この gを固定する。

B (g) =limくB(g(ム・));kεN>。

故に

P (g) =limくP(g(ム・));kεN>。

ところカま

VkεN [P(g(k，・))=l-P(j(n(k)，・))]。

故に
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l-P (g) =1imくP(j(n(k)，・));kεN>。

故に，h=gCとおくと，

P(h) =limくP(f(n(k)，・));kEN>

が従う。故に，式 2より，

x=P(h) 

が従う。

故に，

xEM 

が従う。

次に

寸VyER[y<x =宇ヨ uεM [y<v<xJJ 

とする o xEMdより，

VzεR[x<z =争ヨ vE M [x < v < zJ ] 

が従う。 yをy<l-xをみたす任意の実数とす

る。

x<l-y。

故に

ヨvE M [x < v < 1 --y ]。

この Uを固定する。

y<l-v<l-x。

ところが，第 2節の末尾の式より，

l-v εM  

が従う。故に

Vyε R [y<l-x=キヨ vEM[y<v<l-xJJ。

故に，上述の議論により，

l-xεM  

が従う。故に，

x εM 

が従う。

故に，

Md?;;;'M 

が従う。 [第2段終]

以上により

M=Md 

が従う。 [証明終]

7 .補遺

AをRの任意の部分集合とし，かつ xをRの

任意の元とする。zは次の式(~ )をみたす場合，

かっその場合に限って，Aの集積点である。

(~) Vyε RVzεR [y<x<z =争ヨ UεA [vヰ

x̂ y<v<zJJ。

これが，R におげる点集合を論じる際の，今日

におげる，.集積点， accumulation point，の定
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義」であり，この定義の重点は，点列を表現す

る記号列も，無限集合を表現する記号列も，式

( '" )において存在していないという，その地点

に存在しているのである。周知のように，選択

公理の特別的な場合である従属選択の原理を利

用することにより，式('" )が次の式(u)と同値

であることが，容易に従う。

(u)ヨfEMap(N， A) VyERVzER [y< 

x<z=宇 ヨ ηεNVmEN[n壬m=宇f(m)::f:::-x 

ŷ<f(m) <zJJ。

しかしながら，この一見すると自明であるはず

の，式('" )と式(u)との同値性を，安易には借

用できないという状況において，集合 M と集合

M の集積点の全体 Md，即ち M の導集合とが，

集合として一致すること，即ち空でない M はR

における空でない完全集合であることを，極端

に初等的な諸原理のみにもとづ、いて，敢て証明

することを，筆者は，実行したのである。

(1990年 2月27日，火，於北大教養部，了)




