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「主知主義者 の説話に潜む不合理な仮定は,理 知的であると称

経済学は ,経 済行為 を導 く判断 の基本 的 な論理構造 を

せられる行為においてはそれがいかなる種類のものであれ ,ま ず
‐

見誤 って きた。それは ,経 済学が人 間 の合理的能力 を不

なすべ きことを企画するというある内的作業がそのイ
テ為 に先行 し

当 に高 く評価 し,判 断 の負担 とい う基本的な制約 を見逃

てぃなければな らない,と い う仮定である。
」

して きたか らである。選択 とい う判断 の形式 は ,不 当に

(G.ラ イルの『 ′
いの概念』p32)

重 い負担

断者に強 いている。適切な判断 を行 うには

,

じた ,負 担 の軽 い判断 の形式 を用 いなければな
目的 に応 ̀判
ま

と

め

らない。そ のため ,現 実 の決定 の場面 では ,判 断 の負担

経済 は人間行為の産 物 である。行為 は ,部 分的 であれ

,

を軽減するさまざまな方策が意識 的 ・無意識 的 に採用 さ

人間の判断に基づいてぃる。 したがって ,経 済学は ,人

れてきた。決定規則 の広範な採用 も,そ の一つである。

間の判断 をその考察 の対象 とせ ぎるをえない。 しか し

選択が ,多 くの場合 ,あ る行為 の 直接的な指定 ではな く

経済学 では ,こ れ まで ,半 」
断 がいかにな され るか ,に つ

行動定型や決定 ルールの比較であるの も,こ のためであ

いてきわめてか たょった見方 をして きた。それは,経 済

る。 この とき,事 前 の選択 よ りも実績に基づ く判断が重

的判断が「選択 とい う形式」で働 くと考 えたことにある。

要 となるのは当然 である。

,

この考 えは ,あ ま りに も一般的な もの になったので ,こ

,

わ￨し は ,人 間の判断 を非合理 な もの とも,不 合理 な

の形式に乗 らない判断 の働 きと論理 については ,研 究 の

ものと も考えていない。 この論文 の主眼は,こ れまで経

対象 とされ ず ,選 択 の不十分な形 と見な されて きた。

済学が人 間 の合理性 をあま りに一面的に扱 って きた こと

'れ に対 し,こ の論文 は ,次 のことを主
張する。経 済

に対 して ,別 の視点があ りうることを示すことにある。

的判断の重要な ものの多 くは ,選 択 とい う形式 に乗 らな

経済学 が想定するとは異 なる形式 によってでは ,人 間 は

い。人間は ,な すべ き行為 の多数 の選択肢 のそれぞれ を

自己の合理的能力の限界内で十 分合理的に経験 と知識 と

比較して ,ぁ る行為 を選択するのではな く,わ れわれの

行為 とを組織 してきた。人間に無限 の合理性 を想定する

知識が教 える規則に基づ いて ,状 況 に応 じた行為 を構成

経済学 の見方 こそが非合理 であ り,わ れわれの条件 を見

している。そこに働 く判断は ,状 況 の定義 と規則そ の も

損 なっているの である。

の,す なわちわれわれの知識 と切 り離す ことがで きない
。
選択理論が想定す るように ,選 択肢 のそれぞれについて

,

I.選 択という判 断形式

世界がたどる経過 と結果 について ,わ れわれが十分な知

経済学 において,人 間 の判断 を「選択」 という形 で捉

識を蓄積 しているこ とはほ とん どない。われわれは ,み

えようとした歴 史は長 い。新古典派 の経済学 が限界革命

ずから行 った行為 について経験 している であ り
の
,そ の

という形 で姿 を現 した とき,す でに「選択」は ,重 要 な

行為に基づいて,知 識を再編成 している。 したがって

問題設定 としてで内包 されていた。 しか し,そ の論理 を

われゎれの知識そのものが過去の経験に
焦点を当ててい

もっとも鮮明に表出 したのは L.C.ロ ビンズであろう。

る。ゎれわれの判断は ,規 に づ
則 基 く即座 の判断 と,そ

かれは 「諸 目的 と代替的用途 を もつ希少 な諸 手段 との間

,

れらの規則 に関する反省 との
往復運動である。

の関係としての人間行動を研究する科学」として経済学
39
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を定義 し,稀 少 な手段 を選択 す ることこそが活動 の経済
学的側面 であ り,経 済学 の 目的 であると主 張 した。 かれ
は ,こ の結論 を導 くた めに ,次 のように注意 している。
「時間 および 目的達成 のための諸手段 が限 られ てお り,か
20世 紀末の現在に
れたのが計画経済 の思想 であった。
たっ
て ,言 十画経済 の思想 のあやま りを指摘することはゃ
さし

]と ι
´
:方

関す る理論 は精緻 とな り,分 析 され る状況 も多様 な もの
フ
′
なった。それに もか かわ らず ,経 済学 における「選択」

経済 を巨大 な一企業 の経営 のよ うに,計 画的・系統的に

はつねにある特殊 な理解 にたった ものであった。それ は

組織す ることである。 このような考 えの起源は,古 くサ

行為 に先 立 って ,選 択肢 の集合 つま り代替的 な行為 の集

ン・ シモ ンにまで逆上 れる 2)。 ヵゥッキーは ,マ ルクス

合が与 えられ ,そ の集合 の中か らあるひ とつの行為 を指

の忠実な弟子 であろうと考 えていたが ,社 会主義社会を

定 し,そ れが実行 に移 されるという考 えである。 この と

「大工業企業におけるもの と同一の原理が適用 されなけれ

,

ばならない単一の巨大工場 」 と規定 した 3)。 レーニンは

1羅
1で
:う
:考
:揮
1画
:ス
:(

つ代替的使用 が可能であ り,し か もそ の 目的 に重 要性 の
順序 がつけ られ るな らば ,そ の ときには ,イ 予動 は必然的
に選択 という形式 をとることになる。」

1)

この考 えは ,1870年 代以降の経済学 の方法論的 な主題
を表現 していた。経済学 は ,そ の後 ,行 為 の 「選択 とい
う形式」 とその結果 とを研究す る学 問 となった。選択 に

き,判 断は行為 に先立 って,各 選択肢 の結果 を推浪1し

それ らを比較考量す ることである と理 解 され ,そ れ以外

「計画経済」ということば自体は使わなかったが,か れが

に熟考 と判断 の経路 を認 めていな い。上 の引用 でロビン

『帝国主義論』で「生産 の社会化」ということばで意味し

ズが 「行動 は必然的 に選択 という形式 をとる」 といつて

'

ていた ものは ,今 日のことばでいえば「計画経済」であっ

いるが,じ つは選択 という形式は,決 定 にいたる判断の

た。有名な「単一の事務所 と単一の工場」 ということば

一つの特殊 なもの過 ぎない。しか し,経済学 にお いては ,

も,社 会主義経済 をひとつの企業のように,計 画的・系

選択 という形式 が,決 定 を導 く判断の唯一の一般的 なも

統的に組織 した いという,か れの願望 の表明だった。

)で あると考 えられるようにな り,そ れ以外 の判断 の形

計画経済がたんなる巨大な企業経営 と違 うのは,そ れ

式は排除 されて しまった。この点 は,期 待効用の最大化

が夕結
『 のない経済 を形成 しようとしたことである。一元

やベイジア ンの考 えにお いて も,同 様 である。 これに対

的で自己完結的な計画 にお いては ,経 済活動のすべてを

し,こ の論文では,状 況 の定型的 な定義 とそこにおいて

計画 の網 にかけることがで きる。そのことにより,不 確

取 られるべ き規則 による決定 がはば広 く採用 されている

実性 を縮小することができる。すべてが計画通 りに進む

ことを指摘 し,そ のような判断が一般的である理 由を考

ならば,そ こには計画外の事態は生 じえない。一国の経

察す る。

済 のすべ てにわた って ,精 度 の高 い,詳 細 な計画 を立て

人間行動 を選択 とい う形式 で考察す ることは ,経 済学

ることがで きれば ,そ の経済 は ,一 企業 の工場 の計画 よ

にとって ,重 大 な帰結 をもた らした。第一 に ,そ れは経

りも,は るかに確実 に運営で きるはず であつた。そ こに

済学 の理論形式 に ,重 大 な歪み を与えた。すべ ての行動

は外部 の撹舌Lと いう,資 本主義 企業に とって避けること

を最適化 (す なわち効用 や利潤 の最大化 )で 捉 えようと

ので きな い宿命 が克服 され ている。そ の とき,経 済は

し,そ れが達成 された状態 を想定 する ことか ら,多 くの

市場 の気 ま ぐれで無政府的 な変動 か ら解放 され て,目 的

「経済法則」を導 きだ した。価格 と限界効用 とが比例する

に向か って整然 と組織 だて られた生産 によつて,市 場経

というのは ,そ の初歩的 な一 例 である。 しか し,選 択 と

済 よ りはるかに高 い生産性 を実現 で きるはず であつた。
しか し,実 際 には ,網 羅的 で精度 の高 い計画 を立てるこ

いう形式 を人間行動 の必然 とみ る考 え方は ,経 済理論 に

イρ

,

可︱︱
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とによつては ,不 確実性 を縮小す ることも,高 い生産性

れている。 いいか えれば ,経 済学では ,合 理的行動 は選

を実現 す ることもで きなか った。

択 の合理性 と考 えられている 4)。 消費者行動 の理論はま

本節 の主眼は計画経済の分析 ではない。 したが って

,

さにこのような構造をもっているし,生 産者の理論も
,

多くの指摘すべ きことがあるが ,そ の実態 に立ち入 るこ

効用の値として利潤をとれば,同 じ論理構造をもつてい

とは しない。問題 は,計 画経済 の思想に内包 された考 え

る。

たつの特徴的な事柄が認め
方である。計画経 済には ,ら 、

このよ うな行動形態は ,さ まざまな場面で さまざまな

られる。 一つは ,未 来志向型 の決定 であ り,も う一つは

形 に定式化 されているが ,確 実な状況における選択 と不

´元的な決定 である。計画経済の思想は ,き わめて一面

確実な状況 における選択 と,基 本的には二つ の場面 に分

。
的な選択 決定 の論理 をもっていた ということがで きよ

けることがで きる。以下では ,確 実な場合について簡単

ぅ。決定は ,す べ て事前 の成果 の評価 によ りな され ,そ

に言及 したあ とで,不 確実 な場合 の定式について ,ぃ く

の中で最善 の ものが選択 される。 この選択 を系統的 ・網

らか詳 し く考察することに しよ う。

羅的にやればやるほど,決 定 はよい もの とな り,近 視的
゛rJ己 的 な個人や企業が局所的な判断に基づいてお こな

確実な場合の選択

う集合的な決定 よ りはるかによい成果が得 られ る。 こ う

確実な場合 の選択 の問題は ,制 約条件付 きの効用最大

考えていたにちがいないが ,そ れは G.ラ イルのいう主

化問題 として定式化で きる。 その典型 は ,消 費者 の買 い

知主義的 な錯覚 に基づ くものであった。 この意味で ,計

物行動における選択理論 であ る。これは ,次 の形 をとる。

画経済 の思想は ,す べ ての経済行動 を事前選択 として捉

消費者は ,財 ・ サー ビスの組合せ全体の上 で定義 され

えようとする新古典派経 済学 の思想 に通 底 す る もの を

た効用関数ンをもつ と仮定 され る。これ らは価格や所得 の

もっている。

水準 か ら無関係に定義 される もの とする。 この とき,消

つ

経済的決定 をどのよ うな もの と理解するかは ,経 済体

は

制を反省的に考 えるあた って も,必 要 な ものである。

費者 はつぎの最大化問題 の解 をもとめ ,そ れ を実現する
よう市場 で行動する 5)。

ス

H.選 択理論の基本形
れ
几

消費者効用 の最大化

写済学 では ,個 人あるいは組織 で ある経 済主体は ,選
ヤノ
〕
場面 で ,つ うじょう,合 理的選択 を行 うと前提 され

を ている。 ここにおいて ,「 合理的」 とは ,代 替的 な行為 の
1確

集合に対 し,主 体 が うま く順序 づ け られた選好 をもち

,

価格体 和 =OI,P2,…・,"

と予算額Bと が与えられた とき,消 費者は ,制 約条件
χ ′1+為・′2+…・十昴・μv≦ B,
l・

・,ゐ ≧o
χl≧ 0,為 ≧0, …
の もとで ,効 用

(乃

,乃 ,… ,称 )を 最大化するよう,購

む 所与の制約 をみたす集合 のなかで ,そ の順序において もっ

入す べ き財 ・ サー ビスのベ ク トルχ=01,為 ,… ,称 )を

経 とも選好 される代替案 を選択することをい う。 よく順序

選択する。

￨て

づけられた選好は ,選 好関係が 「閉 じている」 な どの仮

は 定のもとに ,一 般 に ,ひ とつの実数値関数 で表現する こ

消費者行動 をこのような形 で定式化することについて

に とがで きる。 これが効用関数であ り,そ の値 が代替案 の

は多 くの批判 がある。 それ らは ,大 月1し て三つに分け る

と 効用である。 したがって ,別 の表現 をもちいれば ,合 理

ことがで きよう。

ま

的選択 とは ,可 能 な行為集合 のなかで最大 の効用 をもつ

I的

代替案 =選 択肢 を選びだす ことである。

I

燿

第一の批半1は ,人 間 はよ く順序 付 け られた選好 をもつ
か どうか ,そ れが安定的 で あるか どうか ,と い う疑間 で

任意の選択 の場面にあた って ,ひ とは代替案 の集合 と

ある。消費者 の効用関数は ,暗 に前提 されているいるほ

効用関数 とを もち ,合 理的選択 を行 う。新古典派 の想定

ど安定 していない。消費者は ,一 貫 した選好順序 をもた

する経済人は ,こ のよ うな判断行動 を う存在 と
行
前提 さ

ず ,衝 動買 いな ど,し ば しば不合理 な行動に走 る。 ヴェ
′テ

判断 の論 理 とわれわれ の知識 (塩 沢 由典 )

人 の選好 が隣人 の消費行動 に依存 して
た。塩沢由典 (1983)は

いることを指摘 し

,市 場 が複数回開かれる場合 に

と
・
は ,購 入ベ ク トル χ=01,χ 2,¨ ,紛 を自家消費 する
ことを指摘
考 えて選好I贋 序 を決 めるこ とに も難点 がある
で
した。 ぃったん購入 した財・ サー ビスを次 の市場 販売

は ,効 用 は世界 の状況 が何 であるかに依存する。すなゎ
(s,a)で 与えら
ち ,効 用 は世界 の状態Sと 行為aと の関数ン

れ る。選択者 は世界 の状態sを 決定す ることはで きなぃ

いる。

が ,行 為 についてはSと は独 立に集合 4の 範囲で選択・決

という範囲
同 じ速度 で計算 す るとして も,品 目数 が数十
ニエ ンス・
で人間的 な時間尺度 を越 えて しま う。コンヴ イ
つ う,3000品 目が扱われ ているか ら,こ
ス トアには ,ハ ヽ
こに足 を踏 み入れた消費者 は ,も し,上 のような効用最
の に とうてい
大化計算 を行 って いる とす るな ら,一 生 間

定 が可能 と考 える。 この とき,合 理的選択 の基準は,期
待効 用 の最大化 となる。
状態 の集合Sの 各元 すなわ ちある事象sが 起 こる確率を
φ←)と しよう。 この確率 が どのように推定 されるかにつ
ぃ て は ,後 に議 論 す る。行 為αの 期 待 効 用 の値 は

,

←,α》←)で 与 えられる。ただ し,総 和記号
晨υ lα )=Σ ″
8)。
した
の助変勢 は集合Sの すべてにわたるものとする

がって ,不 確実性 のもとでの合理的選択の問題は,次 の
期待効 用の最大化 という公式 を取 る。

期待効 用 の最大化

7)。

いて も,こ
効用最大化 とい う定式 は ,確 実 な状況 にお
こで
のようにさまざまな難点 を含んでいる。 しか し,こ
は
の
は ,そ の定式 の批判 が 目的 ではな い。この定式 要点
べ ての財・
べ
市場 に対す る需要 の表明 の前 に ,購 入す きす
サー ビスの数量 を決 めて いるとい う時間的 な枠組 みにあ
,

る。 ここにおいては ,選 択 は事前 に ,市 場 にた

いし何 ら

かの行為 をなす前 に行 われ ている。
確実 な状況 での合理的選択 にお いては ,選 択

の対象 が

の うえ,も っと

は ,状
もよい選択肢 が選ばれ るとされて いる。 このこと
に も変 わ らな
況 の把握 とその推移 に不確実性 がある場合
。

カ

その効用ツ(a)の 選択 で もあるが ,不 確実 な世界におぃて

て も,最 大化
第二の批判 は ,問 題 が定式化 された とし
の計算 が実際 にはで きな いとい う難点 である。上 の問題
の ところ
を整数問題 として厳密 に解 こうとす ると,現 在
ていな
その計算時間 が2の N乗 に比例す るもの しか知 られ
と
ぃ。 この計算時間 はたちまち爆発す る。 コンピュ,夕

い

可能 な状態 の集合 をS=(S)と する。次に,決 定者が選

と

いう問題 もあ

る。効用 は ,1子 来 なにが起 こるかに も,依 存 して

明確 で ,そ のすべ ての選択肢 を比較考量

付

選 び出す ことにある。確実 な状況下 では ,行 為の選択は

という批判 である。これは情報 の不完 全性 の問題 である。

計算 を終 えることはで きな い

不確実 性 の下 での選択 の問題 は ,」 .マ ルシ ャクな
ど
て
その
きた
基本的な枠組みは次の
。
によ り,展 開 され
ょ
は
のである。まず
,世
界
決定者の
うな も
予知で きな1、 ぁ
る状態sを とるもっ と考 え られている。世界のこのょぅな
び うる行為 の集合 をИとしよう。選択 はИの元αをひとっ

で めた効
する ことも可能 であ り,そ のような可育旨l■ ま 含
る 6)。
用関数 がどのような意味 をもつか ,あ いまいであ
として
第二の批判 は ,効 用関数 が うま く定義 され うる
らな い
も,商 品の価格 や品質 など,必 要 な情報 が手に入

また ,将 来 なにが起 こるか分 か らな い ,と

「1

不確実 な場合の選択

ブ レンは ,人 間の見栄 や見せび らか しにみ るように ,個

状態Sが 集合Sの 元すべてをわた

るとき,決 定者 は ,期 待効 用

ズυlα )=Σ ν←,α 》(S)
する。
を最大化するよう行為の選択肢の集合4の 形 を選択
(S,α )が 定 まるという設
状態Sと 行為αあ結果 として効用ν
えるべきであ
定は,く わ しく述べ るならば次 のように考
かの知識に
ろう。現在 における世界の状部 に関す る何 ら
(S)が 従う
基づいて行為αを行 うとき,結 果″=″ 0,a)=r。
て
(の をもつ
'￨,a)
と推測 され る。このとき,″ ←,α )の 効用ν
して
に展開
のよう
が定義 される。推測為(5)は ,世 界 がど
的なも
いくかに関す る予想である。 この予想は,決 定論
もある。
のである場合 もあれば ,確 率的な推測 である場合
夕を行 うとき,結
後者 の場合 ,予 想は状態sに おいて行為
れを
が従 う確率メ′IS,α )で 与 えられる。以下では,こ
果ノ
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「世界 の展開規則」 と呼 ぶ ことに する。 この とき,s,α に

試行 によるデー タが必要 で ある。そ のよ うなデー タは

,

対する期待効用は ,正 確 には

かな らず しも都合よ く手 に入 るとはか ぎらない。とくに

,

夕0,α )=Σ

(め

・′ ls,α )

世界 の運動法則 ない し展開規則にかんする確率メrls,の

(ノ

と計算 され る。 したがって ,期 待効用 の最大化 は式
Σγ
←,α 》←)=Σ Σν(の 。′ ls,α )・ φ←)

の推定 を行 うには ,す べ てのs∈ S,α ∈Иの組合 せについ

が最大値 をとる行為αを選 択 す ることを意味する。ただ

な らない。それには大変 な数 の事例 が必要 になるが,そ

し,屁 ま結果 の集合 Tの すべ てにわたるもの とする。

もそ もそ のよ うな豊富な経験 をわれわれが もって いない

∈rの 分布 が分 か る程度 にデー タを得 なければ
て ,結 果 ′

(′

このような定式 において ,ま ず問題 になるのは ,確率

か もしれな い。第二 に ,も しこのような十分 なデー タが

←,α)な い し
分布φ(S)(sCめ お よ び 世 界 の 展 開 法 則″

な く,あ らたに必要 な状況設定 の もとに試行 を行 うとな

′ IS,α )(S∈ S,′ ∈r,α ∈И)を どのように決 めるか ,で あ

ると,そ の試行 自体 が経済的実験 となる。 そ こには,不

る。 もし,こ の決定 が恣意 的 な ものな ら,期 待効用 を最

利 と分 か っているがために通常な ら採用 されない試行 も

大化する こと自体 の意義 が疑 わ しいものになる。恣意的

含 まれ ることになる。 もし,実 行 した とすれば ,か な り

,期 待効用 を最大化す ることによ り得

の場合 ,望 ま しくない結果 を生み 出す ことにな ろ う。よ

られた行動 が,最 大化 に基づかな い方法 によって得 られ

い決定 を行 うために,決 定 をあてず っぼ うにすることか

た行動 よ り優れている ,あ るいはよ りよい結果 を生む と

らおこる不利益以上 の損失 を覚悟 しなければな らな いと

信ずべ き理 由はない。

すれば ,そ のよ うな決定 の方式 は ,経 済的 に妥当 な判断

(′

E演 1に 基 づいて

世界の展開規則 を手 に入れる第一の方法 は ,世 界 にか

とはいえない。

んする理論 か らの演繹 である。 もし,こ の世界 をニ ュー

何 らか の客観性 のある推定結果 を得 るのには ,こ のよ

トン的物理世界 と想定 す ることがで き,す べ ての質点 の

うな困難 がある。そ こで ,確 率分布 は客観的 な ものであ

位置 と運動量 とを知 ることがで きるな ら,ラ プラースが

る必要 はない,主 観的 な もので十分 である,と 主張する

言及 した悪 魔的知性 に とって ,将 来 はすべ て計算 すべ き

研究者 が出て きた。その理 由は ,つ ぎのように述べ られる。

ものであ り,決 定論的に推測可能 な もの となる。したがっ
て,世 界 の状態sと 選択す べ き行為αとが与 え られれば

,

もともと不確実な状況 の もとでは ,確 率分布 を正確 に
は知 りえな い。 しか し,ひ とび との合理的行動 を記述す

世界のその後 の展開 は理論 の適用 として決定可能である。

るには ,客 観的 な法則 も確率 も必要 ではない。必要 なの

場 系 の運動が問題 になるような場 合 には ,こ のような

は ,行 為決定者 が抱 いている世界 に関す る仮説 であ り

形で世界 の展開規則 を手 にいれ ることがで きる。しか し

各事象 の生起確率 についてのかれの意見 である。 もしそ

経済 で直面す るような場面 にお いて ,こ のよ うな決定論

れ らカシ ls,α )や φO)の 形 で与 え られ ,そ の もとに定義

的な展開規則 が演繹 で きる場合 は ,ま ずな い。われわれ

される期待効用 が最大化 されていさえすれば ,こ の行為

は普遍的な不確実性 に取 り囲 まれている。 そ こで ,次 善

主体 の選択 は合理的 な もので ある。なぜな ら,選 択 が合

の方法 として ,確 率論的 な展開規則豚 ′IS,α )を 推測 す る

理的 であるかいなかは,選 択者 の心的 な過程 の性質 であっ

ことが考 えられ る。 この場合 で も,理 論 か ら演繹 で きる

て ,客 観的 な最大化 との間 には直接 の関係 がないか らで

可能性はあるが ,ほ とん どの場合 ,実 際的 でない。 した

ある。

,

,

(′

がって,過 去 の経験 に基づ き,類 似 の状況 を調 べ ること

この主張 は ,合 理的選択 が どんな ものであるかに関 す

で,い ま直面 している状況 での展開規則 を推測 する こと

る考察 としては正 しい。ここでは ,「 合理性」はあ くまで

が要請 される。 しか し,そ れ も容易 ではない。

自己の思考世界 の論理的整合性 の問題 である。 目的追及

確率 の推定 については ,統 計的推測 という統計学 の重

という状況 では ,そ れは もっ とも高 い成果 をもた らす と

要な分野 がある。 しか し,こ のような理論 に基づ いて確

推定 され る選択肢 を選択す ることである。 いま,あ る個

率分布 の推定 を行 うには ,第 一 に:周 到 な調査 ない しは

人 が定式 の設定 が正 しいと信 じてお り,そ の もとで期待

判断 の論 理 とわれわれ の知識 (塩 沢由典 )
′α l二 )と が推定 される とすれば ,す べてのsに っ
ぃて
Pに IИ )Fρ 1輸 ・Pに ン み ol二 ).P(二

効用最大化問題が解けた としよう。 も しかれが合 理的に
思考す る人間な ら,か れはそ の解 を最良 の もの として採

)

択す るであろう。す くな くとも,他 の代替案 を採択 すべ

示す ように ,行 為 の決定規則 は ,さ まざまな起源 をもち

を計算 し,最 大 の値 を与 える事象 ∴ が起 こった と
推定す
ることが妥当であろ う。 このよ うな推定 をベィズ
推定と
4́が
い う。事象
生ずる以前 に推 測 されてぃた二の
生起確
∈
と
れが知
られた
後に推測 されるこの
率′(比 )← め ,そ
生起
確義ρ6誂 IИ 冶 ∈の とは ,一 般に ことなる。この とき,確

うる。世界 を確率的にモ デル化 し,そ のモデル上 で期待

率′(屁 )は 事前確率 (あ るいは ,a prbn確 率 ,先 験
碑

効用 を最大化 す るという手続 きでえ られ る選択規則 は

と)呼 ばれ る。条件付確率ズ嵐 IИ )は ,事 象Иを知った

き理 由 を,か れは もっていない。しか し,こ のような「合
理性」 の設定 は ,問 題設定 の枠組 み まで含 めて考 え るな
らば ,け っしてよ く考 え られた もの とはいえな い。後 に

,

後 の事後確率 (あ るいは a postenoH確 率 ,後 験確率)と

そのひとつのあ りかたにすぎない。

呼ばれ る。また ,確 玲

01二

)は 予測確率 と呼ばれる

このような推定 は ,確 率ズニ)やρO

ベ イジアンの思想 と影響
主観的確率 に基 づいて行動 モデルを構築 す る考 えは

。

I二 )が 客観的に知

られている場合には問題 がない。反対に,確 率減りなど

,

統計学 におけるベ イジア ンの思想 (ベ イズ的接近法 ない

について十分な理由な しに ,こ のよ うな推定がなされる

しベ イズ的方法 )の 影響 が大 きい。 が イズ自身は 18世 紀

場合には問題 が起 こる。原因が判明 しないので,結 果を

の人 であるが ,こ の思想が強力にな ったのは ,主 として

みて原因を探ろ うとしている。こたちのどれが原因か直

L.J.Savagc(1954)の 貢献 による。統計学 の歴史 の 中で

接判定 できない。こういう状況 が対象である。このとき

は ,比 較的歴史 の浅 い考 え方 である。 しか し,こ の思 想

事前確つ に )を どのように調べたらよいのであろうか。

は ,経 済学 に強力 な影響 を与えた。ベ イジア ンの思想 は

結局 ,事 前確率 については十分 な知識 が得 られないので

数理経済学 が全盛 となる1950年 代 に遅ればせに現 れたが

,

,

,

,

なんらかの主観的な判断に基づいて仮の数値 を用いるし

,

か しかたがない,と い う結論 になるであろう。ベイズ推

新古典派経済学 の要請 によ く応 える ものであ ったので

定は,事 実上 ,こ のような便宜的な処理を認めるものと

多 くの経済学者 に受 け入れ られる ことになった。
ベ イジア ンの考 えは ,次 の数学定理 に基礎 をお いてい

なる。

る。いま,排 反的 な事象 の組二 ←∈Sが あ り,各 事象二 の

この是非 をめ ぐって激 しい議論 が交わ された。事前確

は正 で ,か つΣ′(二 )=1と す る。事象二 の もと

率 を恣意的に取れば ,推 定 もまた恣意的 なものになりか

確印

で事象 4が 起 こる条件付確率 をPO I屁 )と しよう。この と

ねない。これに対 して ,ベ イジア ンの立場か らの反論は

き

次 の2点 にある。第一 に ,ど のような統計的推測・統計モ

,

P(И )=Σ ´

デルの構築に も,先 験的 ない し主観的 な判断 に基づいて

∩二)=Σ ′01∴ )・ P(二 )

そ こ で ,事 象Иの も と で の 事 象二 の 確 率ズ翼

IИ ト

1翼 )・ ′(二 )/Σ ′

なされる部分 が含まれている。統計的推汲1に は,主 観的
第二に
ないし先験的 な判断 は逃れ られな い ものである。

ρ ∩二)/′ α)は ,上 の式 を代入 して
′(嵐 1/)=′

,

,

￨二 )。 ′∈ム)

事象 の観察 とベ イズ推定 とによって ,事 前確率′(二 )を 修

と与えられ る。 この定理 は論理的 に正 しいものである。

正 してい くことがで きる 9)。 したがって ,最 初 は事前確

しか し,こ の定理 の用 い方 ,解 釈 につ いては ,統 計学者

率ズ屁)が 主観的 であま り根拠 のないものであつても,し

のあいだで活発な議論 がある。

だいに経験的に意義のあるものにしていくことができる。

ベ イズの定理 は ,し ば しば ,結 4/4か ら未知 の原 因二
を推定するときに ,用 いられ る。た とえば ,あ る観測例
が どの事象二 に属するか どうか判別 で きな いが ,二 たち
の 確 率メニ )と

イイ

,事 象二 の も とで事 象Иが 起 こ る確 率

この主張は,ベ イジアンの立場 をとらない学者たちにも
次第に受 け入れ られるようになってきている。ベイジア
ンと非ベイジア ンとの議論 は,統 計的推測の理論構造に
し
反省的 な光 を当てた点 で大 きな貢献があ った。 しか
'
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太ィジア ンの考 えが有力 な もの として広 く受 け入れ られ

た。 もちろん ,主 観確率 を推測するとい う負担 は依然 と

るに したがつて ,あ る種 の副作用 も生ずるにいた ってい

して残 っているが ,そ れが主 観的なものであってよいと

る。

主張 されるか ぎ りにおいて ,確率 に客観的な裏付 けをも

ぃかなる統計的推濃1に おいて も,結 論 はなん らかの事

たせる負担 か ら判断者 は解放 され ることになった。 この

前確率 ないし先験確率 を前提 として導 かれている。 この

革新 は ,情報 が不完全 であるとい う批判 にたい しては不

意味では ,ベ イジア ン推定 は,ど こにそのよ うな先験的

十分なが ら応えている。情報 が不完全 で あって も,そ れ

な推測 が含まれているか ,明 らかに した ともいえる。他

が不足 している部分 については主観確率 を用 いればよい

方,こ の考 え方 は ,十 分 な理 由な しに主観的な確率 を利

か らである。 しか し,こ の革新 は ,合 理性 の限界 を指摘

10)。
不確実
用する習慣 を統計学 と経済学 に持 ち込 んだ

する批判 については ,す こしも応 えていない。多数 の可

な状況 の もとで ,期 待効用 を最大化す るという定式 を一

能 な選択肢 のすべ てについて ,期 待効用 を計算 し,そ れ

般的な意味のあるもの とする理解 をつ くった の も,ベ イ

らを比較 しなければな らないという計算 の手続 き的構造

ジア ンの考 えの影響 で ある。この思想の比較 的 な成功 は

は変わっていない。一っ一つの選択肢に,期 待 される結

,

/1N確 実 な場合 がす べ て主観確率で処理 で きるとい う型 に

果 の効用ではな く,確 率的平均である期待効用 を計算 し

はまった考 え方 をも生み 出 している。

なければならない分だけ,計 算 と思考の負担は大 きくなっ

不確実性 の下 における意志決定理論 は ,そ れが一 定 の

ている。

客観的意味 をもつためには ,確 率 の推定にあま りに も大

判断に必要 とされ る判断者 の負担 ,こ れ を以 下 では

きな負担 がかか っているも世界 の展開規則は ,決 定論 の

簡単に 「判断 の負担」 と呼ば う。 この判断の負担 を無視

世界 では ,ニ ュー トンカ学 の基礎法則 を使 って ,巨 大 な

したことか ら,選 択理論 は ,現 実的 な思考過程や判断か

運動方程式 を作 り,現 在時点における所与の状態 か ら将

らかけ離れたい くつかの特徴 をもっている。

来のある一時点における状態 を計算 しなければな らない。

,

第一 に,こ の理論は ,決 定 の必要 がある場合 にはいつ

確率論的 に考 えるにも,本 来 は ,こ のよ うな世界理論 に

で も,選 択 の判断 がなされ る,と 想定 している。これは

基づいて ,客 観性 をもつ展開規則 を構成すべ きであろ う。

選択 という判断形式に ともな う負担 が無視 され ,そ のよ

しか し,そ のよ うな要請 を満 たすことは ,負 担 が重過 ぎ

うな判断がつねに無償 で行 い うるかのごとく考 え られて

プ

いるか らであろ う。

,通 常はで きない。 ベ イジア ンの思想は ,こ の負担 を

,

免除 し,そ れ らが単 に主観的 な もので あって もか まわな

第二 に ,選 択理論 では ,す べての選択 が,い ま,こ こ

いとい う風潮 を作 り出 した。 これはベ イジア ンの本来 の

で ,一 回限 りになされ ると考 えられている。 これ も,選

趣旨ではないであろう。 しか し,そ の思想が ,結 果 とし

択 の思考負担 が無視 された結果 で あろ う。
選択 の判断 は

て,こ のよ うな副作用 を生んでいることは否定 で きない。

いつで も,必 要 なか ぎ り,そ の場 で行 うことが可能 と想

,

定 されているか らである。
Ⅲ.選 択理論に欠落するもの
選択理論 は ,確 実 な場合 であれ ,不 確実 な場合であれ

第二 に,選 択理論 の特徴 は ,す べ ての判断 が将来 にお
,

こる事象へ の評価・比較 で あるとい う時間的構造 にある。

ある共通 の前提 にた っている。 それは選択 を行 うに必要

すなわち,選 択理論 では ,判 断 はすべ て事前 の状況 で働

な判断者 の負担 を無視 し,一 般 には ,過 大 な問題設定 と

くと考 えられている。

その解決 とを求 めていることで ある。

最後 に ,選 択理論 の第 四 の特徴 は ,決 定 に当たって判

確率 を導入 して期待効用 を最大化す るよう再定式化 し

断者 は可能 な選択肢 のすべ てにわたって比較検 討 しなけ

たこ とは ,判 断者 の負担 という観点 か らは ,な んの改善

ればな らないと前提 されていることである。状況 の可能

にもなっていない。主観確率 の導入によって ,世 界 の展

な分岐 と取 り得 る行為 の多様性 を考 えると,比 較 しなけ

開規則 を推定す る判断者 の負担 は ,い くぶんか軽減 され

ればな らな い選択肢 の数 は ,す ぐに膨 大 な数 になるが

,

イ5

判断 の論理 とわれわれ α
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選択理論 は ,こ れ らすべ ての選択肢 を横断的 に見渡 せ る
と考 えて いる。
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以上の特徴 は ,す べ て ,決 定 に ともな う判断者 の負担

ある行為 の選択 ・決定 に ,世 界 の 多数 の時間経路 を想

は ,ほ とん ど疑 いがない。均衡理論 ,と くにアロー・ ド

定 し,そ の制御変数 として取 るべ き行為 を考 える:選 択

ブルー型 の一般均衡 理論 にお いては ,人 間の行動がすべ

理論 のこのような問題設定 は ,行 為 の決定 に他 の判断形

て選択 の場面 に引 き戻 され て考察 されて いる。所与の価

式 が介在 して いる事実 を隠 しだて ,こ のような思考によつ

格 の もとで ,ど の財 をどれだけ市場 に提供 し,ど の財を

て しか ,将 来 の行為 にた いする有効 な判断がな りたた な

どれだけ市場 か ら受け取 るか。ひ とび とはこうした計算

ノ

いかの印象 を作 り出 している。しか し,後 にみるように

を行 う機械 と考 え られ ている。その計算結果 を集計 して

σ

決定 は ,か な らず しも,純 粋 に将 来 に向 けての推測 とい

交換 が過 不足 な く実行 され るよう価格 を調整するのは市

1

う形式 を取 らな くて もよいのである。選択肢 の比較考量

場 の働 きである。 ここでは ,原 理 として任意 の価格体系

1

という過程 を経な い決定 は可能 であ り,人 間 の判断 には

が可能 と想定 され てるか ら,一 定 の価格 の もとになされ

宰 績に基 づ く判断 という思考 の回路 もあ る。

た過去 の経験 を生か して行動 するといった余地は残され

,

,

選択理論 の論者 たちは ,選 択 が必要 とされる場面 のみ

ていない。生産や消費 は ,取 引 の後 に ,特 定 された時点

を考 えて いるのか もしれ ない。 しか し,選 択以外 の決定

で実行 され るもの として想定 され てはいるが ,そ れらが

の場面 についてかれ らが明示的 に語 ることな いし,そ の

表舞台 に上 がることはない。均衡 では ,ひ とびとの計画

ような場面 の存在 にす らも気付 いていな いようである。

はすべ て実現 される。そ こには ,意 図 した結果に反する

あるいは ,ロ ビンズが主張 したように ,経 済学 の考察す
べ きものは ,選 択 の場面 であって ,人 間 のその他 の考察
は経済的現象 を構成 しないと考 えて いるのか もしれない。
いずれ に しても,選 択理論 にお いては ,経 済的行為 はす
べ てが選択 の結果 である とされて いる。その意味 で ,選
い
択 と決定 とを区別す る可有旨l■ や必要 も考 えられ ていな 。
わた しは ,人 間 の判断 が選択 という形式 ではけっして
働 かないといつて いるのではな い。重要 な判断が一 回限
りになされ ることを否定 しようとい うので もない。歴史
イ6

事態 が生 まれ ることはな い。均衡理論 の中 の経済人は
てい
実行 の結果 か ら学 ぶ ことのな い人間 として想定 され
を
る。すべ ての可 能性 を見渡 し,将 来 の事態 にのみ関心
,

ている
もち ,世 界 の構造 については優 れた知識 を蓄積 し
こ
が ,自 分 の過去 の行動 や判断に関心がな く,反 省する
上
ともな い人間。 こうした人間像 が均衡理論 か ら浮かび
がるものだ とした ら,そ れは選択理論 の想定 する人間像
にびった りと重 なって いる。

比較経済体制研 究 第 5号
する。しか し,こ の企業 の場合 ,研 究開発費 に毎年8億 円

IV.意 思決定の諸相

の予算 がついている。したが つて,ほ ぼ毎年 8件 の案件 を

について考 え
経営 の場面 におけ るさまざまな意思決定
り上げてみよう。 といって
るために ,ひ とつ の事例 を取
を紹介 しよ うというの
の
の
も,あ る特定 の会社 特定 経験
について
の の
ではない。新商 品 の開発 とそ 後 意思決定

走 らせ ,4〜 5件 ほどが開発 に成功 する。 この内 ,さ まざ
まな検討 の結果 ,発 売 にこぎつ けるのは年3〜 4件 程度 で
ある。

,

ある案件 の初期 に問われるのは ,こ のまま本格 的 な開
・ スタデ ィの
発 に入 るのか ,そ れ ともフィージ ビリテ ィ

ることで ,意 思決定 のさまさま
場面 をいろいろ挙 げてみ
ぎな い。設定 とし
い
な様相 を取 り出 してみ ようと うにす

この とき,1
段階 で中止す べ きか,と いつた判断 である。
な らず し
案件 ごとの開発成功確率 を推定す るこ とは ,か
研究開発費 が8案 件分 しかな いとすれ
も必要 とされな い。

えて ,あ らた
ては,た とえば ,旧 来 のカセ ッ ト搭載 に代
「 ウオー クマ ン」 を開発す
にミニ・ デ イスクを搭載 する
い
るといつた事例 を想像 して もらえばよ 。

・
ビ
ば ,探 索 され ている開発案件 の中で ,フ イージ リテ ィ

る。 もし,開 発 が
商品開発 は ,多 くの局面 に分 けられ

ス タデ ィの結果 ,有 望 な上 位 8番 目までの案件 を選出すれ

大格的なものであるならば ,ひ とつの商品の発売 にいた

ば よい ことになる。 も し,そ のような選出の結果 ,成 功

の
術
るまでには,ア イデアの探索 ,コ ンセプ ト 検討 ,技
の案出
的問題の克服 ,意 匠の改善 ,市 場調査 ,生 産方沐
全性 のチェック
原価の削減目標 ,要 求仕様 の達成 ,安
ロモーション
・
の
価格設定 ,キ ヤツチ フレーズ 決定 ,プ

しな
率 が極端 に悪 く,期 待 された2〜 3件 しか開発 に成功
か った とすれば ,取 るべ き対 応策 は研究開発費 の予算 を

,

,

の発
の
増額 す る,探 索努力 をよ り強化 す る,毎 年 新製品
売件数 を縮小す るな どである。

べ
るいは検討
方式の決定など,多 くの解決す き課題 ,あ

る。新
開発 の最終局面 では ,次 のような判断 を迫 られ
するか。
製品 を市場にだすか ,開 発 の失敗 をみ とめ,撤収
この判断 にお いては ,選 択肢 は ,二 つ しかな い。発売 に

しなければならない課題 がある。
の 索
時間 的 に整理 すれ ば ,こ れ らは ,開 発対 象 探
で
フィージ ビリテ ィ・ ス タデ ィ (技 術面 な らびに需要面
,

を延
踏 み切 るか ,撤 収か ,で あ る。場合 によれば ,発 売
の
ば して ,開 発 を続け,商 品 を改善す るという第 二 選択

の開発妥 当性 の検討 ),商 品開発 ,発 売準備 ,発 売 となる
であろう。 しか し,こ の時間的推移 は ,か な らず しも単
こと
もでな く,多 数 の課題 が同時並行的 に追及 される
線白
tあ
るこ
れば ,各 段階 で同様 の調査 ・検討 が必要 とされ
ともある。
へ
止す
か
各段階 の移行面 では ,次 の段階 突入する ,中
るか,決 断 を迫 られる。 ある技術問題 があ り,そ れが突
断 を迫 られた としよう。開
破できるか ,で きな いか ,半 」
発の核 となる技術問題 で突破 で きな い ものがあれば ,開
ュールでは
発全体 を断念せ ざるをえな い。現在 のスケジ
不可能 であるが ,開 発期間 を延期すれば突破

で きるのか

できないのか。開発の各段階 でこうした判断 が求 め られ

,

,

それに基づ いて 中止 か続行 か ,決 定 されてい く。
の くらいの確
開発 の初期段階 では ,あ る開発案 件 がど
率で成功す るか ,問 われ ることになる。標準 的 には ,1案
2件 以上 の新製品
件に一年 の開発期間がかかるとし,毎 年
1条 に
発売に成功す ることが要請 され ているとしよう。 件
つき,1億 円の開発研究 費 がかか り,成 功率 は50%程 度 と

るべ き選
肢 がないわけではな いが ,い ずれ にして も,取
の選択肢 の
択肢 の数 は少数 に限 られている。 これは多数
とは異な る
間 か らの選択 を想定 して いる通常 の選択 理論
い て
判断状況 である。しか し,選 択肢 が少数 だか らと っ
の経
判断 が簡単 になるわけではな い。過去 の新製品発売
を無視 で
験 がい くらか役 に立 つにして も,製 品 の固有性
,

き
きるわけで もな いし,環 境 の変化 を無視す るこ ともで
であ
ない。そ う した意味 では ,こ れは一 回か ぎ りの決定
である。
り,い ま ,こ こでなさなければな らな い決定
ぜ しいのか。
選択肢 が2な いし3し かな い判断 が ,な 難
れぞれ
し
選択理論 では ,各 選択肢 に期待恭1潤 を計算 ,そ
ことになっ
を比較 して ,期 待利潤 の大 きい選択肢 を選 ぶ
は2
ている。発売 か ,い なか の決定 の場面 では ,澤 択肢
いと
つ。簡単 のために ,発 売 すれば ,成 功 か失敗 しかな
とえば ,成 功 の場合 ,今 後 10年 間 にわた つて毎年
し

,た

総売上 10億 円 ,売 上利益2億 円 が期待 で きる。失敗

,

の場

イ

/‐

)
判断 の論理 とわれわれ の知識 (塩 沢由典

す る判断 と決定 がある。商品が成功 し,よ く売れてぃて
増産 の必要 があ るが ,も はや容量一杯 で ,増 産す るには
新 しいライ ンを増設 しなければな らない場合がその一例
である。 もう一 つは ,商 品 の売れ行 きが悪 く,今 後も商

のための宣伝費等 ヘ
合 ,1億 円 (売 上利益0,製 品売込み
20
の投資 1億 円)の 損失 としてみ よう。10年 間 の売上利益
10億 円 としよう。 これは約
億円 を現在価値 に割 り引 いて
20%と い う高率 の割引率 を想定す るこ とにあた る。発売

,

場合 である。

,

さなか ったか ら,現 状維持 が決定 され続 けて きたとぃぅ
ことがで きる。実際的には ,そ のような判断は ,毎 日な
され るというよ りも,状 況 のある事態 がそのような判断
を要請 する というべ きであろう。 このような決定は,時
間 の流れ の中の任意 の時点 で可能 であるが,そ れを毎日

こで ,あ る一定 の信号 を「解発者」(rdcaSCr)と して,必
の
が
する思考装
要 な場合にだけ,存 続 か どうか 判断 発動
置 が働 いていると考 え られ る。

,

の反
ここでは ,販 売店 の評価 や最終購買者 である消費者
れか 。これ
は
応 も重要 な判断材料 である。販売促 進 ,あ
て ,対 応

を変 えて い くことがで き,ま た しなければな

らな い活動

である。開発中 と発売後 のもっとも大 きな違

いは ,企 業

いうことである。販売
外音6の 人間 の判断 が関係す ると
い材料 を提供 し
促進 は ,こ の企業外 の人間 の判断 によ
きかけるこ とであ る。
自社 の製品 を購入 して もらうよう働
,

の の (つ ま
したがつて ,そ の活動 は ,と うぜん対話型 も
り,働 きかけ ,反 応 を見 る関係 )に なる。
・
の判断 と決
販売 が軌道 に乗 つた後 にも,企 業 生産者
・
の生産量 の決定 である。
定 は続 く。ひ とつは ,毎 日 毎週
わせ る こと
これは ,基 本的 には ,市 場 の需要 の動 きに合
もち ,ど の
の
にな るが ,短 期的 には ,緩 衝在庫 をど 程度
いつた判断問題 が発生 す る。
程度生産 を平準化 するか ,と
にお こる
この問題 は ,ほ ぼ同一の状況 が繰 り返 し定期的
とは大 きくこ
の
中での決定 であ り,上 記 の一 回限 り 決定
となる'l■ 格 をもっている。
生産量 の決定 と関係 しているが ,質

ょうな判断 はつねに問われてお り,状況 がその必要を示

行 って いた のでは ,決 定者 に対す る負担 が重すぎる。そ

な判断 と決定 が
発売 に踏 み切 つた として も,さ まざま
を行 うか も重要 な決定
要請 され る。 どのような販売促 進
'事
ちろん商
曇
項 である。 この計画 立案 にあた つては ,も
る。しか し
の性格 やね らうべ き顧客層 の違 いが考慮 され

か とい う決断 よ りも,社 会や消 費者 の反応 を見

とぃうこと自体 が判断 の対象 となる。形式的には,こ の

の異 なる決定 とし

にかん
の
て考 えるべ きものに商品 の存廃 や生産容 量 増減

生産・販売 を続 けるべ きか,判 断 を問われた としよう。
そのときの判断材料 として ,も ちろん将来 の需要予測が
のは,む しろ販売
考 えられ る。 しか し,よ り重 きをお く
いる
の実績 であろう。最初 に立 てた予想 が大 きく狂 って
に基
とき,あ らたな予想 を立 てて判断 するよ りも,実 績
があ
づいた判断 がなされる。 もちろん ,次 のような場合
ーが,￨う す こし
りうる。実績 は悪 いが ,商 品マ ネジヤ
いるとしよう。開発責任
待 てば需要 が拡大する と考 えて
に対す るマネ
者 が商品 マ ネ ジャー にな った場合 ,商 品
な事態が発生
ジャニの期待 が大 きく,し ば しば このよう
ーの判断 を尊
す る。会社 は ,し ば らくは ,商 品 マネジヤ
い しか し,こ の事態
重 して ,販 売 を続け るか もしれな 。
マ ネジヤー
が長びけば ,上 位者 は ,実 績 を示 して ,商 品
れば ,意 見の違
に意見 の修正 を迫 るであろ う。場合 によ
いのあるまま,商 品 マネジャーの意に反

して ,撤 退,す

なわち生産 と販売 の中止 が決 め られ るこ

ともあろう。こ

の場合 ,判 断 の基礎 にな るのは実績 である。

・
クルにおい
このように,ひ とつの商品のライフ サイ
なくされてい
ても,企 業はさまざまな場面 で決定 を余儀
々の判断 と決定
る。そ こにはあま りにも性格 の異なる種

に 力 南 早

ような場合か。 これが問題 である。

このような判断 と決定 にお いては ,そ れをいっ行うか

０ な 比 響

は ,利 潤 の害1引 現
の
期待利潤 は0で ある。いま,企 業 効用
とき,選 択 理論 では
在価値 で測 られ る としよう。 この
しそれで済 むな ら,決
発売 を選 ぶ ということにな る:も
の決断 にお い
し
定 に悩 む ことはほ とん どない。 しか ,こ
ではな い。
て真 に問題 にな って いるのは ,こ のような選択
' 1の 結果 は ,発 売 が有利 である。発売 した いが ,そ の
の もてるのは ,ど の
判断 は正 しいか。判 断 の結果 に確信

半 解 づ ４

品 を販売 しつづけるべ きか どうか ,半 l断 を問われてぃる

る現在利
の成功確 率 を50%と しよう。発売か ら期待 され
である。他方 ,撤 収 の
潤 は4億 円 (5億 円 ‑1億 円)で ,正

比較経済体制研究 第 5号

がある。このような多様性の中で,判 断の形式 とそのあ

どちらが起 こ りうるかは ,推 汲1す べ き事項 であ り,判 断

り方について,な にか一般的なことがいえるであろうか。

の重要な内容 となる。
いま,成 功確率 が 10%と 推定 された としてみ よう。期

次節では,そ うした問題について考 えてみたい。

待利得 を計算す るには ,毎 年2億 円の売上利益 を効用 とし

V.賞 金額と判断費用

て どう評価す るか とい う問題がある。やや高め の割引率

判断 の様相 を左右 す る重要 な要因 が二つ あると考 え ら

を用 いて ,割 り引 き現在価値 を10億 円 としてみ よう。 こ

れる。ひ とつは ,決 定に賭け られた成果 の差異 の大 きさ

の とき,期 待利潤 は 1億 円,広 告投資 が1億 円であるか ら

である。 これが金額 の大 きさに換算 で きるとして ,そ れ

期待利得 は0円 となる。だか らといって ,発 売 の期待利得

を賞金額 と呼 ば う。 もうひとつは ,決 定に要す る判断者

0円 ,撤 収 の期待利得0円 として ,賭 け られた賞金額 を0円

のさまざまな負担である。それは ,思考 の時間な ど,か

とするのでは ,問 題 がはなはだ しく歪 め られて しまお う。

ならず しも金銭的 なものではない。 しか し,賞 金額 との

もし,成 功確率 が50%と とすれば ,期 待利潤 は4億 円

比較 のために ,そ の よ うな転換が可能 として ,負 担 を金

億円 ‑1億 円 )と な り,賞 金額は4億 円 ‑0億 円で ,4億 円

額表示に変 えた ものを判断費用 と呼ば う。 これ らは とも

となる。問題 が成功 に転 ぶか ,失 敗 とでるかの判別 にあ

に正確 に定義で きるものではな いが ,い ちお うの大 きさ

るとすれば ,成 功確率 の推定 も判断 の重要 な内容 であ り

が推定 で きれば十 分 である。以下 に夕 るように両者 の比

成功確率 が0か ら100%ま で変わ りうるとすれば ,期 待 で

較が問題 になるが ,両 者 が近 似的 に もほぼ等 しい場合 が

きる最大 の利得 は9億 円 ,最 小 の利得 は ‑1億 円 (つ ま り

問題 になることはない。

1億 円の損失 )で ある。 この とき,賭 け られた賞金額 は

将来 の推移 が確実な場合には ,決 定に賭 け られた賞金
額の定義 は簡単 で ある。考 え られて いるい くつかの選択

,

(5

,

,

最大 と最小 の差 ,10億 円 と考 えるのがよいで あろう。
以上 は ,発 売 という一 つの選択肢 に関するものである。

肢のそれぞれについて ,利 害 を金銭 換算 し,そ の最大 の

複数 の選択肢 が関係す る場合 には ,各 選択肢 の さまざま

ものか ら最小 の ものを引 けばよい。 た とえば ,A案 の利

な分岐 の内 ,利 得 の最大 の ものを一方 に とり,利 得 の最

得が 10万 円 ,B案 の利得 が ‑5万 円 (つ ま り5万 円の損失 )

小 の ものを他方 にとって ,前 者 の最大 か ら後者 の最小 の

とすれば ,Aか Bか の決定 に賭 け られた賞金額は 15万 円

差 を賞金額 とするのが妥当であろう。

である。 この とき,注 意 しなければな らな いのは ,差 額
のみが関係す るということである。 Aの 利得 が HO万 円

判断費用 については ,こ れほど恣意的 ではない。あ る
仕方 で判断 しようとす るとき,入 手すべ き情報 の探索 に

,

Bの 利得 が95万 円であ つて も,Aか Bか の決定 に賭け ら

費や され る時間や 目的 とする情報 の獲得費用 ,そ れ らを

れた賞金額 はおな じ15万 円である。

利用 して行 われ る計算や検討 ,思 考 の時間 ,討 論 や会議

ある決定 の結果 に不確実性 のある場合には ,賞 金額 の

に費や され る時間 ,等 等 のすべ てを金銭換算 した もので

定義は ,や や難 しくなる。それぞれの選択肢に期待禾1得

ある。消費時間 を金額 に換算す るには ,企 業 に とっての

を計算 して ,そ れ らの最大 か ら最小 を引 けばよいという

時間当た りの雇用費用 (簡 単 には ,給 与 プラス社会保険

訳にはいかな い。商品開発 の後期 に ,広 告投資 を して発

断費用 を事前 に正確 に推定
等費用 )を 用 いればよい。半」

売に踏み切 るか ,開 発 を断念 して撤収 するか ,決 定 を迫

することは不可能 として も,す べ ての会計計算 とおな じ

られ るとい う前節 の状況 を思 い出 してみ よう。開発 を断

く,事 後的 には (つ ま り決定 が下 された後には),あ る程

念すれば ,あ らたな得失 は0円 である。発売 に踏み切 り

度 ,妥 当 な推計 がで きると考 え られる。

,

成功すれば ,広 告投資分 を差 し引 いて ,19億 円の利得 が

さて,あ いまいさを覚悟 の上で,話 を単純化 してみよ

望める。失敗すれば,広 告投資 1億 円の損失 となる。この

う。ある決定事案 について ,そ こに賭 けられた賞金額 と

支ではない。これは発売
場合 ,成 功か,失 敗かは,選 択月

判断費用 について,次 の不等式が成立 しなければ,そ の

とい う選択肢 を選んだ ときの,状 況 の分岐である。その

ような判断は妥当なものと言 えないであろう。

判断 の論理 とわれわれの
(決 定 に賭け られた賞金額 )≫ (判 断費用 )

ここに ,不 等号 ≫ は ,通 常 の ごと く,左 辺 が右辺 よ り
,

かな り大 きいことを意 味す る。
このような不等式 が要請 され ることは ,そ うでな い場
『
倉 彙言i言 11lλ 87蠣

誓言 ill告

lil]た 曇i

うのでは ,最 善 の決定 をした として も,そ の ことによる
利益 で決定にかか った費用 を回収 で きないことになる。
判断費用 が賞金額 よ り小 さい場合 に ,ど の位 の差 があれ

言 17[[は

『
i』 [il颯

[[玩 1檸 :警 l[[[[

:

掛 けるかに関係す るもうひ とつの問題は ,そ れにょ
って
判断 の確 か らしさが高 まると期待 できるかぃなかに
ぁる。
い くら判断に費 用 と時間 とを注 ぎ込んで も,判
断の確か

ば十分か。 これは常識 に待 つ以外にな いであろう。賞金

さが高 ま らな いのであれば ,そ う考 え られた時点で
半
1断

額 がつねにあいまいで ,か つ不確実 な もので あることを

に掛 ける努力 を中止すべ きであろう。

考 えれば ,判 断費用 は賞金額 の何分 の 1か に抑 えてお くの

このような留保条件はあるものの ,賞 金額 が大きに
ヽ
決
定にあた っては ,事 情 が許 せば ,情 報集めと正 しぃ半

ヾ
普通 で あろう。

1断

たぶんに大 ざっばな基 準 ではあるが ,上 の不等式 は ,

のため に十分 な時間 と費用 を掛 けて もよいことになる
。

判断 の在 り方 にさまざまな示唆 を与えて くれ る。前節 の

このよ うな判断 と,短 い時間 の中で ,ほ とん ど費用を
掛

例 で :ま ず ,毎 日の生産量の決定 を考 えてみ よう。 この

けずに処理 しな ければな らない決定 との間に,そ の決定

決定 の賞金額 はそ う高 い ものではない。売れ行 きの予濃1

様式に大 きな違 いがでるのは 当然 であ ろう。

を間違 えて,多 少多めに生産 した として も,も し商品 が

賞金額 が小 さな決定 の場合 には ,と うぜん ,判 断の立

日もちするものな ら,損 失 は在庫 の持 ち越 し費用 だけで

て方に強 い制約 がつ く。情報収集に時間 を掛けることも

あ る。保管場所があ らか じめ確保 されているとすれば ,

で きない し,大 掛 か りな意志 決定 システムに訴えること

持 ち越 し費用 は ,持 ち越 し在庫 の総額 の金利程度 の もの

もで きない。すべてを簡便 にや らなければならない。こ

である。 1000万 円 の在庫 を年利 10%で 抱 えた として も,

の とき,一 つの方法 は ,簡 単 に入手 で きるある特定の変

一 日あた りの金利は2800円 以下 である。よ く判断すれば ,

数 に注 目 し,そ れを指標 として特定 の行為 を決定する規

在庫量 を半減で きるとして も,賞 金額 は1400円 である。

則 を採 用す ることである。 このことの意味については
,

り良 い決定 のため に ,時 間あた り雇用費用2000円 の社

次節 で考 える。注 目すべ き変数 は ,少 数 な ら,複 数であっ

員が1時 間掛けて判断するに当た らないことは明 らかであ

て もよい。計算 の負担 を極小 に抑 えるためには,決 定規

る。

則 は ,そ れ ら変数か ら簡単に計算 で きる関数でなければ

̲ぃ

これに対 し,新 商品 の発売 か ,撤 退 か とい う判断にお

な らない。

いては,賭 けられた賞金額 ははるかに大 きい。賞金額 が

指標 とすべ き変数 は ,つ うじょう,状 況 の一部 を観測

10億 円であるか ら,成 功 か失敗 か正 しく当 てることがで

した結果 (た とえば ,前 期 の売上実績 )で あるが,決 定

きれば ,こ れだけの差額 が生 じる。 もし,そ れがで きる

規則Iの 取 りようによっては ,そ れは決定 の内部変数であつ

とすれば ,そ の判断 に到達するた めに 1億 円かけて も,十

て もよい。た とえば ,決 定 に当た って ,補 助的 に需要の

分元 が取れ ることになる。もし1億 円掛 ける積 もりになれ

推測 を行 う場合がある。指数平滑法 によって需要 の推測

ば ,単 純計算 では ,時 間あた り雇用費用2000円 の社員の

を行 う場合 に ,今 期実績 を善,今 期予想 をrと するとき

労働5万 時間 を投入 で きる。一年 に8000時 間働 くとして ,

次期予想は

6人 のチームで一年間 の検討 がで きることになる。

もっとも,発 売 か撤退 か という決定 を要請 された とき,
その判断に これだけの費用 と時間 とをかけることになる

5θ

,

二l=ガ ーα・

―χl)

と与え られる。ただ し,α は不等式0<α <1を 満 たす平滑
定数 である。この とき,変 数■ ま観測結果 ではな いが,判

:
i
:

・
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て ,決 定規則 の中の最良.の ものを選ぶことには意義が
あ

断に寄与する変数 となる。

決定規則にしたがって行為の決定がな されるとすれば

,

る 11)。 た とえ ,最 良 の ものが得 られないとして も,決

それは行為主体 が一種 の定型行動を行 うことを意味する。

定規則 の変更 によ り,よ り高 い成果 が得 られ ,そ の差額

この場合 ,こ の決定 には,可 能 な選択肢 の比較は介在 し

Pに つ いて ,上 の不等式 が得 られ るな らば ,比 較考量は

てぃない。比較 をせずに,決 定 を行 うことで,判 断の負

有益 だ ったことになる。

担を軽 くしているのである。選択理論は,す べての選択

これに対 し,決 定に賭け られる賞金額 が大 きいときに

場面で,選 択肢 の比較考量 が行われ ぅ と想定 しているが,、

は ,判 断に掛 けられる負担 の程度 は大 きくな り,判 断 の

賞金額の小 さな決定の場合には,そ のような想定は,ほ

仕方にた いする自由度 も大 きくなる。 この ときには ,さ

とんど支持できない。選択 にかかわる判断費用がほとん

まざまに提案 されている意志 決定方式 を用 いて ,十 分 な

ど0で あるなら,こ のようなときに も選択理論は正 しいこ

検討 をす ることがで きる。選択理論 が提案す る期待効用

とになるが,事 実 はその反対 である。

最大化 も,そ の一つの可能性 である。

賞金額 が小 さい場合 に,一 回限 りの選択 を行おうとす

VI.決 定 と選択の違 い

れば,判 断に要す る負担 が大 きくな りすぎる。そのよう
な場合でも,選 択 の判断が効果的に働 く場面 がある。そ

経済理論 は ,こ れまで ,決 定 と選択 とをほぼ同一の も

れは,選 択 の問題 を,一 回限 りの行為 の選択か ら,多 数

の と考 えて きた。選択理論 によれば ,あ らゆる経済的決

の類似 の状況 における決定規則 の選択へ と置 き換 えるこ

定 は ,可 能 な選択肢 の集合 の 中か らの最善 の選択肢 を選

とである。一回限 りでは負担 が重すぎ,選 択の判断 を行

び 出す ことである。判断にかかわる負担 を無視 し,す べ

うに値 しない場合であっても,お なじような状況 を多数

ての決定 を,一 回限 りに ,い まここで行 お うと考 えるな

まとめて,そ れ らに共通する決定規則の間で比較考量 を

ら,決 定 のために選択は必要 であ り,決 定はかな らず選

行 うことは可能である。これは,つ ぎのような簡単 な計

択 を含む ことになる。 しか し,こ こには ,選 択 と決定 の

算の問題 である。

差異 にかんする一切 の考察 が欠 けている。

いま,一 回の決定 に賭 けられた賞金額 をPと しよう。あ
・る類似 の状況 において ,複 数 の決定規則れ,/2,…・,和 が
あるとする。ここでⅣは2以 上の数 で あるが ,あ ま り大 き

な

数 を想定す るのは現実的 でない。ひ とつの規則 の平均

この点 を考 えるために ,も う一度 ,第 H節 の抽象的 な
設定に戻 って考 え直 してみ よう。考 え直 しの手掛 か りは

,

不確実 な状況 での決定 を主題 とした A.ヴ ァル トにある。
かれは ,問 題 をつ ぎのように定式化 している 12)。

成果 の推測 に費用C,規 則 の計算 に費用εが掛 か るとしよ

期待効用の最大化 の場合 には ,世 界 の状態卜 (s}と 行為

う。すべ ての選択肢 を評価す るには ,Ⅳ・Cの 費用 が掛 か

の集合 4=(α )と が想定 された。行為 の結果 か ら期待 され

る(比 較その ものには ,費 用 が掛 か らな い もの としよう)。

る期待効用 ←,α )が 与 え られ るとき

評価費用Cが どの程度 であれ ,ち い さな賞金額Pに 対 して
は

,

E(υ

lα )=ニ タ

0,α )・ φ(s)

を最大化す るよう選択肢αを発見す ることが選択理論 の内

,

Pく Ⅳ oC

容 であった。 ヴァル トは ,こ れに加えて ,状 態にかんす

とな りやす い。 しか し,も し類似 の状況 が しば しば繰 り

る信号 の集合ル (Z)を 考 える。信号Z● ∈のが観察 された場

返 され ,比 較考量 が有効 な範 囲 で ,ν 回 の決定 が要請 さ

合 に ,あ る特定 の行為α(α ∈И)を とるという関数 を考 える。

れる とすれば ,比 較考量 の一 回当 た りの負担 は小 さな も

かれは ,こ れ を (統 計的 )決 定関数 と名付 けている。

の となる。実 際 ,も しP>ε かつν を十 分大 きい とみ る こ
とがで きるな らば

,

ν・P≫ Ⅳ o C tt ν・ε
が成 立 す る。 この とき,あ る時点 でⅣ oCの 費 用 を掛 け

決定関数 は ,さ まざまな意味 をもち うる。 それは仮説
検定 の一 手段 であ りうる。ある仮説 を逐次的 に検定 しよ
うとす る場合 によ く用 い られ る 「逐次尤度比検定」は
その一例 である。

,

判断 の論 理 とわれわれ の知識 (塩 沢由典 )
るばか りでは ￨い 。それは ,行 為 その ものを決定する
規
則 を与え るもの と考 えることもで きる。ある状況のもと
で ,信 号Zが 観察 された とき,行 為α=グ 0)を とる行動規
則
zに
これは
し
,観 察 対 行為α=alz)を 行う
を取 ってみよう。
よう指定す る決定関数 と考 えることがで きる。

た とえば ,あ る薬 の開発過程 で ,冨 1作 用 として ,服 用
後 に湿疹 がでる ことが,心 配 された としよう。副作用

の出

現率 が10%以 下 な ら開発 は進め られ ,30%以 上な ら開発
を断念 しなければ な らな い。そ こで ,副 作用 の出現率 を

10%以 下 とする仮説 Hlと 副作用 の出現率 を30%以 上 とす
る仮説 H2に ついて ,過 誤 の確率 を (第 1種 ,第 2種 それぞ

決定規則1が 一つ与 え られ る とき,決 定に要する半1断 は

れ )一 定以下 とす るよう判断 した い。 この 目的 のため逐

大幅 に軽減 される。なぜな ら,状 況に応 じて,観 察zを 行

づいて
…
次尤度比検定 では ,観 察 デー タZl,Z2,・ ,ろ に基

い ,関 数4)の 値 を計算 すれば よいか らである。もし観

尤度比

,

,

察 が変化 してZ'と なった とすれば ,取 るべ き行為 も変化

=鰤

してα墜 dの となる。決定 の状況 ごとに,観 察が行われ
i

決定規 則 に基 づいて ,取 るべ き行為 が決定 される。この
とき,可 能 な さまざまな選択肢 との比較考量は一切され

の
ち
計算 す る。ただ し,れ ま,′ 回 の観察 にお いて副作用

ていな い。比較考量する ことな く,決 定 を導 くことは可

認 め られた回数 ,れ 一 λOま 冨1作 用 の認 め られなか った回数
とする。逐次尤度比検 定 は ,尤 度比λの値 について大小一

能 なのであ る。決定関数 は ,も しそれがなければ,実 行

とを決め ,次 の継続規則 と停 止 ・決定規

可能 な解 を探索す る手間や ,幾 つかの可能 な選択肢の優

定 の幅σ+と

C―

劣 を比較考量す る必要 を省 いて くれる。その意味で,決

則 とをお く。

定規則 は ,い かに行為 すべ きかを教える指令 であり,知

C+な る限 り観測 を継続す る。
c̲≦ λ
"≦

識 である。

して ,仮 説 Hlを 採用
λ
"<C̲と き,観 察 を停 止

一定 の規則 に基 づいて ,決 定 を下す ことは ,さ まざま

する。

な場面 で採用 されている。 どの状況 では どのような処置

C+く λ"と き,観 察 を停 止 して ,仮 説 H2を 採用

をし,ど のような帳票 を発行すべ きか といつた ,事 務手

す る。
これが逐次尤度比検定 の決定 関数 である。過誤 の確率 を

5%以 下 にした いとき,C+を 19,C― を0052と おけばほぼ
'´

続 きの大多数 は,業 務規定 や暗黙 の慣習 によって決まっ
ている。 ここでは:事 務処 理は ,ど う処理すべ き場合か
を判断 し,そ の場合 ごとの処理手続 きに したがつて,こ

分 である ことが分か って いる。

とを進める ことを意味す る。 た とえば ,製 造会社の販売

ヴァル トの定式 の優 れた ところは ,状 況 の観察 か ら

,

えて

が
担当者 は ,電 話 で注文 を受 ければ ,当 該 の商品に在庫

いることである。 ベ イジア ンの思想に基 づ いて ,主観的

あるか どうか確認 し,出 庫指図書 と納品書 と請求書を作

ある統計的 な決定 を行 うための具体的 な手続 きを与

な仮説 を立 てることは容易 であるが ,そ れ を統計的 に意
の
味 があるよ う仮説検定 しようとすれば ,一 般 には ,上
決定者 の主観世界 を離 れ
ような手続 きが必要 となる。

て

,

い くらかで も現実的 な判断 を下そ うとすれ ば ,確 率分布
の推測 か ら始 めるのでは ,な かなか選択 に入れ ない。 そ
の
こに要請 され る決定事項 と判断 の負担 とは膨大 な も で

の
ある。上 で分かるように,仮説検定 という作業その も
とつの決定である。 もし確率 の差異 が結果に大 き
が

,ひ

く影響 しないならば,確 率の決定に多大の努力 を費やす
こと自体 も無意味 となる。
いられ
決定関数は,し か し,統 計的判断 を行 うのに用
52

成 し,出 庫指図書 と納品書 を出荷係 に ,経 理係

に請求書

を送付す る。出荷係 は ,指 図書 を受 け取 ると,納 入書

を

た ところ
添付 して製品 を出荷 す る。配送係 は ,指 定 され
の
に商品 を送 り届 け,注 文主 に納品書 を差 し出 し,添 付
は経理 に送 ら
受領書 に受取 サイ ンをもらう。 この受取 書
に 求
れ ,経 理係 は納品 の確認 がで きた段階 で ,発 注元 請
書 を送付す る。 これ らはすべ て定型的 な仕事

であ り,ど

ぞれ
の状況ではどうすべ きか明確に決まっている。それ
に
の仕事に係があるように,組 織で仕事がなされる場合
oま

め まつ
,ど の仕事をどの人が担当するか,あ らかじ 決

て いるのが普通 であ る。
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このように既定の規則 によ り,決 定がな され ,職 務 が

決定 は ,状 況 ごとに ,観 察 に基づいて行 われる。 ここに

遂行 され る。 この とき,探 索や問題解決活動 はほ とん ど

は決定規則 はあるが ,比 較考量に基 づ く選択 は介在 しな

取 るべ き状況 を判断 し,規 則 に したがっ
必要 とされな い。

い。 これに対 して ,選 択 は ,決 定関数 の集合 の 中か ら

て行為 が指定 され る。 それはほ とん ど定 め られた末1激 に

どの関数 を採用するかにある。選択肢 は ,観 察 を行為 に

対 し,あ る一定 の反応 を行 うことである。 ときに例外的

つなげる規則 ,ヴ ァル トのい う決定関数 たちである。

,

な処理 を要求 され ることがあ り,ま た どのような処理 を
Ⅶ .決 定を支えるわれわれの知識

すべ きか判断に迷 う場合 もあるが ,多 くは定型的 に業務
の遂行 がなされる。業務 のこのような決定規則 は ,組 織
における意思決定に関 し,マ ーチ とサイモ ン (1977)が
「実行 プ ログラム (perfOmance programs)」

と呼 び ,サ イ

アー トとマーチ (1967)が 「業務遂行 ルール
Forlnance rulcs)」

(task pCr̲

組織や熟練者 の記憶 に止 め られた 「徴候」→ 「取 るべ
き行為」 というパ タンは ,吉 田民人 (1990)の い うCD
変換 として理 解す ることがで きる。 CD変 換 ないしCD
意味変換 とは ,徴 候 =認 知 された意味(COgn‖ VC MCa」 ng)
をとるべ き行為 =な すべ き意 味 (D缶 ec」 ve Mca面 ng)に

と呼 んだ ものである。

これ らは ,組 織 における行動 として観察 された ものだ

変換 することをい う。吉田は ,こ れ を情報処理 における

が,個 人 の熟練 について も,同 様 な考察が可能である8

意味変換 の類型学 として考 えるのだが ,わ た しは ,む し

熟練 を支 えるものの多 くが ,徴 候→ 取 るべ き行為 という

ろ ,こ れがわれわれの知識 のひ とつの在 り方 であると考

反射的 な判断 にあることは ,中 岡哲郎 (1971)や

R.ネ

えてみたい。

ルソンと S.ウ ィ ンター (1982)の 指摘す る通 りである。

つ う,世 界記述的 な ものが連想 され
知識 とい うと,も 、

これ らの判断 には ,長 い思考過程は存在 しない。 それ ら

る。記述 といっても,世 界 の個別ば らば らな記述 とはか

は熟練者 の記憶 として蓄 えられた 「徴候」→ 「取 るべ き

ぎらない。個 々の事態 をある連 関 の もとに記述 しようと

行為」のパ タンで あ り,あ る徴候 はほ とん ど瞬間的 に取

すると,法 則的 な記述 となる。知識 は ,世 界 にかんする

るべ き行為 を惹起する。熟練 に必要 な素早 くかつ 円滑 な

個別的記述 ない し法則的記述 の内容 であるというのが普

決定 は ,多 くのこのような瞬時 の判断に支 え られて いる。

通 の考 えである。世界 を法 則的 に捉 える知 識 の原型 は

R.ネ ルソンとS.ウ

ィンターが い うように,こ のよ

｀な判断 に基 づ く自動的決定 を 「選択」 と呼 ぶ ことは

,

,

た とえば ,「 西 の空 が夕焼 けすると,明 日は天気 がよい」
とい う俗諺 にある。 この俗諺 は ,「 西 の空 が 夕焼 け して

「選択」という言葉 が熟考 を含意す るか ぎ リミス リーデ ィ

る」という認知 的意味 の事態 が ,「 明 日は天気 がよい」と

ングである 13。 このよ うな判断は ,長 い経験 の中 で試 さ

い う認知的意味 の事態 をもた らす という形 で ,世 界 の法

れて ,対 象 に関す る深 い知恵 を含 むようになって いるが

己述的 された知識 は ,吉
則 を記述 している。 このように言

,

そこに長 い思考 が介在 している訳 ではない。中岡 が い う

田の用語 を使 うとCC変 換 の形態 をとっている。すなわ

ように,熟 練 の知的性格 を考察す るのに ,思 考 の量 で測 っ

ち,認 知 された意味事態が別 の認知 された意味事態に変

てはな らない 14)。 決定規則 には ,規 則 その ものに知恵

換 され ることを教 える。不確実性 な場合 の選択理論 で前

が含まれているのであ り,規 則 はその知恵 を集約す るも

提 された世界 の展開規則 も,こ のような法則的記述であ

のとしてある。結果 の導 出が 自動的 で反射的 なのは ,状

が確率
る。 それは状態sの もとに行為αを取 ると,結 果 ′

況が要請 する判断 の性質 なのである。

′ ls,α )で 従 うとい う形 を取 っている。
(ノ

規則 に基づ く決定 において も,選 択 は考 え られる。 し

われわれ の知識 は ,し か し,世 界 の記述的 な把握 に止

かし,そ れはある特定 の行為 を選択す ることではな い。

まらない。あ る状況 の もとには ,あ る行為 をとれ。 こう

すべての決定関数 の集合Dの 中か らどの決定関数′を採用

い う形で の知識 もあ りうる。吉田が CD変 換 と呼んだ も

するか ,こ れがヴァル トに とっての選択 の問題 で あった。

のがこれにあたる。それは ,一 般 に,あ る 「徴候」 を認

ここでは ,決 定 と選択 とは ,は っきりと区別 されている。

知すると,あ る行為 をなせ ,と い うパ タンをとっている。

判断 の論 理 とわれわれ の知識 (塩 沢由典 )

指令的知識 は ,論 理学 が対象 としてこなか った ものであ

想定する比較考量 の負担 か ら逃れてい るのでぁる
。
行為 の選択 ではな く,決 定規則その ものが比較
考量の
の
対象 となることはあ りうる
=そ とき,こ の決定規則を
支 えている指令的知識 も同時に比較検討の対象 となっ
て
いる。現行 の決定規則 が思わ しい成果 を上げなぃ
なら
あるいは現行 の決定規則 に満足で きないな ら,新 しぃ
規
則 が求 め られ る。決定規則 と指令的知識は,っ ねに仮
説
の地位 に止 まる。

る。認識論 は ,世 界 にかんす る真 なる命題 を獲得 する方

このような比較において も,す べての決定関数を対象

それ らを,こ こでは指令的知識 と呼ばう。世界 を記述す
る命題 とちがって ,こ のよ うな知識 については真偽 を問
うことがで きな い。 もし,そ の知識 の有効性 を何 らか の
意味 で判別す るとした ら,そ れはそ の知識 の有用性 (す
なわち指令 され る通 り行為す るとき,ど のような成果 が

,

え られるか )で 測 られることになろう。論理学 の対象 は

,

つねに真偽 の判別可能 な命題 であったか ら,こ のような 、

法論 を問 うもので あったか ら,指 令的知識 は ,認 識論 の

とす ることはあま り現実的 ではない。観察値の集合Zの

範囲外 にもあった。 しか し,だ か らといって ,オ 旨令的知

4の 個数を
個数 をⅣ,決 定結果 ない し取 るべ き行為 の集合ノ

識 の重要性 が損 なわれ るわけではな い。G.ラ イル(1987)
が指摘 した ように ,わ れわれの知識は ,kllowing― thatの

ν とするとき,決 定関数全体 の集合Dの 個数はレVと なる
。
あれか これかの決定 (つ ま りν=2)に おいて も,観 察結

形 をとるだけではない。われわれの知識 には ,も うひ と

果 が多様 であ り,と くに二つ以上 の指標 を参考にすべき

つ ,か れが knOwhg― howと 呼 んだ種類 の知識 がある。C

ときには ,観 察値 の集合Zの 個数Ⅳはす ぐ数十 の大きさと

D変 換 を原型 とする指 令的知識 は ,記 述的知識 とともに

なる。 2Ю が 1024,2"が 概数 で105万 であ ることを考えれ

,

われわの知識 の二 大領域 を構成す るものであ り,多 くの

ば ,そ れ らすべてを評価 。比較 しようとすることの無謀

場面 でわれわれの決定 を支 えているものは行為規則 の形

さが分 かろ う。比較がな され るに して も,多 くの場合

をとった指令的知識なのである 15)。

少数 の規則 を評価す るものでなければな らな いだろう。

,

選択理論 は ,こ のような指令的 な知識 を認めようとせ

とくに ,二 つの規則 の比較 ,つ ま りこれまで採用されて

ず ,世 界 の展開規則 を知 ることと,そ の結果 に対する価

きた規則 と新た に検討 されて いる規則 の評価 と比較が重

値評価 とにすべてを分析 して考 えている。 このような思

要 な もの となる。比較 によるよ りよい決定規則 =決 定関

考 の背後 には,わ れわれの判断は ,(展 開規則 に代 表 され

数 の採用 は ,い わば進化論的になされ る。

ろ)世 界 に対 する記述的知識 と,(結 果 の評価 に代表 され
る)規 範価値 とか ら組み立 て られて いるという,固 定 し

Ⅷ。実績 に基づ く評価

しか し,わ れわれの知識 は世界 に

選択理論は ,伝 統的 に ,す べてを事前 の選択 として考

対 する記述的知識 (つ ま り真 として知 られて いる命題 の

えて きた。すなわち,選 択 はイ
予為 のな される前 に取られ

集合 )に 限定 されな い。 いか になすべ きかを指示 する知

る,あ る判断 であると考 えて きた。一回かぎ りの行為の

識 も,そ れ らと同 じように重 要 である。 このような知識

選択においては ,行 為 がな される以前 に ,そ の行為がも

は ,あ る意味で ,動 物 に も認め られる。すなわち ,そ う

た らす将来へ の影響 をさまざまに推測 して判断す る以外

意識す るか どうか を問わないな らば ,動 物 たちも,あ る

にない。すべてを事前 の判断 に基づ く選択 として考えよ

刺激 に反応 して特定 の反射 をお こなっているし,そ れぞ

うというのは ,選 択理論 が作 り出 し,み ずか ら落 ち込ん

れ の状況 に応 じた反応パ タンの レパ トリーを備 えている。

で しまった先入見 で ある。 しか し,す べ てを事前 に比較

ま,生 物 として生 きて い く上
この意味 では,指 令的知識 ι

し判断することは ,必 要 で もな いし,で きな いことでも

で ,記 述的知識 よ りよ り根底的 な ものである。わ れわれ

ある。

た三 分論 がある 16)。

の判断や決定 は ,多 くの場合 ,こ の「いかになすべ きか」

選択 の対象 を一回か ぎ りの行為 の選択 か ら繰 り返 され

の知識 に依存 している。それ こそが有用 な知識 であ り

る状況 における決定規則 の選択に切 り替 えるとき,ま つ

それ らを利用す ることによって ,わ れわれは選択理論 が

た く新 しい判断 の構造 が見 えて くる。類型化 された状況

,
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においてある規則 に基 づいて決定 がな され る場合 には

評価判断 は,ベ イジア ンのよ うな主観的な推測 を含 まず

,

,

決定規則 の評価 については ,将 来 を予想 して結果 を評価

また事態 の経過 に対 して も,思 考 の中 で構成 された もの

する必要 はない。 その規則 が実際 に適 用 された場合 の結

にあま り依存 していない。 その意味 で ,こ の評価 は ,相

果に基 づいて ,成 果 を判断す ることがで きる。 つま り

対的 に信頼度 の高 い,客 観的 なものとみなせる。

,

実績 に基づ く評価 が可能 な場合 には ,そ れに基づ く判

規則 に基 づ く決定 にお いては ,事 前 の推測 の代わ りに実

断 が可能になる。た とえば ,商 品 の存廃 に関す る判断 は

績に基 づいた評価 が可能 である。

,

もちろん ,こ の とき,つ ねに一定 の成果 がえ られ る訳

そのようなものであろう。販売実績 が損益分岐点 を割 り

ではない。 それは ,行 為 が予定 どお り実行 で きたか どう

込んでなかなか 回復 しないときは ,当 該商品 の生産 の停

か,ど の程度 ,う ま くで きたか どうか ,に 依存 している。

止 を決断 しなければな らない。

それは ,ま た ,行 為 のなされる状況 の違 いに も依存 して
ぃる。 しか し,そ のような多 くの依存関係 をすべ て計算

Ⅸ.系 列的な決定過程

することはできないし,必 要 もな い。 それ らの依存関係

第 V節 で暗 に考 えたのは ,あ る行為 の結果 が ,他 の類

セ捨象 した うえで ,結 果 として得 られ る成果 に (ば らつ

似 の状況 に影響 のない場合 で あった。類似 の状況 が繰 り

きはあるものの)あ る一定性があれば ,そ の平均的 な水

返 され ,い まとった行為 の結果 が次 の決定状況 に影響 を

準を基礎 に ,行 為規則 としての行動 を評価 ・判定す るこ

与 える場合には ,そ の影響 が次 に取るべ き決定 を左右す

とがで きる。 ここでは ,行 為 の結果 に関する実績 が重要

ることを考慮に いれなければな らな い。 とくに定期的 に

な意味 をもっている。評価 は ,不 確実 な未来 の予想 に基

おな じ状況 が繰 り返 され ,今 の決定 が次期 に影響す る場

づくものでな く,経 験 された実績が与えるもので ある。

合 には ,次 期 の状況 における決定 との関係において 「い

そこでは ,評 価 に当たって ,世 界 の展開規則 のような大

ま」 の行為 を決定 しなければな らな い。 こうした状況 に

掛か りな仮説 を形成する必要がない。結果の推定 は,わ

おいては ,問 題 の設定 自体 が変 わ って くる。

れわれが計算するよりも,現 実 の世界 に計算 させる方が

この代表的 な事例 は ,在 庫調節 に見 られる。すべ てを
最適化 の文脈 で考 えることに慣 れた人には,次 のように

確実であ り,ま た誤 りもす くない。
実績 の評価 がつねに容易 であるとは限 らな い。広告 の

説明すれば ,一 回限 りの選択 との差異 が理解 されよう。

効果を正確 に測 ることは ,た とえ事後的 にであろ うと

在庫 をもって受注に応 じている卸売 り商 を考える。考察

難しい。販売実績 でそれを見 ようとして も,売 行 に影響

されるのは ,か れの扱 うひ とつの商品 である。商品 の仕

する要素 が多す ぎて ,広 告 の貢献分 を抽出す ることが困

入れには発注費用 がかかる。 ただ し,他 の商品 の仕入れ

難な場合 が多 いか らである。 このような場合 ,効 果 の測

量 。在庫量 との関係 は無視 で きるもの とする。在庫 の持

定は,事 前 の期待 の中で抱 かれている効果 の推定 と大差

ち越 しには ,保 管費用 がかか る。 さらに ,在 庫不足 で受

のない主観的 な ものか もしれな い。 しか し,事 前 の期待

注に応 え られな いときに も,特 別 な損失 があるもの とす

に比べ て ,実 績 の評価 がよ り簡単 に,ま たよ り正確 にで

る。それぞれの費用関数 が次 のように定義 され るとする。

,

きる場合 が少 な くな い。 このような場合 ,一 回限 りの選

cO)数 ン を発注す るときの発注費用

択か ,決 定規則 の選択 という区別 は ,選 択 の場面 におけ

′セ)在 庫 が不足 で受注数量Zが 応え られなかった

る選択肢 の評価 をいかに行 うか関 して も重要 な差異 をも

ときの損失
力0)数 ラ を次期 に持 ち越す ときの保管費用

たらす。
行動にたいす るこのような評価は ,不 確実 な場 合 の期

卸売 り商 は ,一 定期間 ごとに在庫量 を点検 し,発 注す

待効用 とおな じく,幾 つかの前提 に立 っている。た とえ

るか どうか ,い くら発注す るか ,決 める。 この とき,注

ば,過 去 の成果 に基 づいて ,将 来 の成果 を類推す るとき

文 は確率的 に発生するが ,一 期間中の注文は確率分布 が

そこには世界 の定常性 が前提 されて いる。 しか し,こ の

毎期一定 で,密 度関数φOで 与 え られ るとする 17)。 さて

,

,

半1断 の論 理 とわれわれ の知識 (塩 沢 由典 )
期首在庫 がχであるとき,入 荷後 に手持 ちカシにな

るまで

証明 され ている。 この政策 は ,各 回 ,次 の ように発注ミ

,

を決 めることである。

つま り数動 一χを発注 す るとしよう。簡単 のために調達

在庫量ァについて ,χ <Sの とき,ッ =S― χを発注する。

この と
rと
時間 は0と し,販 売 1単 位当た りの利得 を す る。
る。
き,今 期期待 される損失Дん χ)は ,次 のように計算 され

その他 の場合 は ,発 注 しない。
この場合 ,各 回 の入荷後 の在庫量 は ,sと Sと の間で変動

+∬ [み 0‑ゆ ―
r.dφ (ゆ ″
LO;⇒ =CO― →

+∬ レ
(ζ 一

する。

(1)

・ア(め ″
′

このような在庫管理 の最適政策 は ,ア ローゃマルシャ

]φ

ク,ス カーフといつた一般均衡論 の推進者たちにょり研

"―

がとら
期首在庫 がχであ り,こ んご無限にある発注政策
れた ときに期待 される最小割引損失 を知 としよう。最

究 された。 しか し,そ れはア ロー とドブルーの一般競争

策に
初 の段階でノまで発注 し,そ の後 は決 め られた発注政

限 りの決定 ではな く,繰 り返 される状況 の中で,ぁ る決

モデル とは異な る理論的文脈 のなかにある。それは一回

受定
定規則 を選びだす ことにあた る。前節 のヴァル トの言

従 うとすると,次 期 の割引期待損失 は

に戻 してみれば ,観 汲1結 果 は期首 の在庫影 であり,取 る

Od4
ゆ
φ
α
Oを ∫ ー
φ
[(① ∬

べ き行為 は ,角 の ときのみ ,当 該商品 をノ=Sttχ 量だけ発

LAン

注す るというものであ る。 つま リヴァル トのい う決定関
数 ノは次 の形 をとっている。

となる。た だ し,α は割引因子。
を満
最適政策 は ,も しあるとす れば ,次 の関数方程式

̲χ

Oも

のとき)

足 する。
(そ

カト電
メし

;→ +α

1/Cの

¨0司
Oな ″
ルー
″φ

C21

の他 の場合)

ここに設定 されている状況 は繰 り返 しを前提 としてい
る。需要 は確率的 に変化 す るが ,そ れが定常過程

の に
くのはかな らず しも容易 ではな い。 ここで暗黙 中
が有
すべ ての代替的 な政策は よく定義 され ていて ,Ю
の
意 に唯一 さだま るもの と仮定 され ている。 この仮定 妥
,

は意味 をもたな いことである。次期以降 ギんな政策をと
い
るか を考 えて ,今 期 の数量 を決定 しなければならな 。

当性 については ,こ こでは考察 しな い。
て
上 の仮定 が成 立すれ ば ,ノ 0が 具体的 に求 ま らな く
ε
O)
も,最 適政策ッω を見つけることがで きる。費用 関数
がzに 比例 す るとき(ε O)=ε ・Zの とき),最 適政策 はある数
について ,次 の単純 な形 となる

え

の場合 ,確率分布 が一定]で ある ことが仮定 されている。
て
重要 なことは ,最 適在庫政策 は ,一 回限 りの決定 とし

これは特殊 な形 の積分方程式 であ り,こ れ を具体的 に解

3が 決 まって ,在康

[う

18)。

ここで考 えられ ている政策 (つ ま り,ど れだけ発注する
てい
か という決定規則 )は ,毎 期 おな じものと前提 され
々
る訳 ではな い。今期 はある規則 ,来 期 は別 の規則,来
るのでもよ
期 は さらに別 の規則 に したがつて決定 がされ
いう関
い。言 い換 えれば ,選 択肢 は ,{ん 0}̀・ 12' と
の中から
数 の無限列 である。 このような関数 の無限列
が得 ら1■ る。
最適 な ものが選 ばれ ると,毎 期 おな じ規則
,

xく Sな

ら,Sま で注 文 する。

χ≧Sな らば発注 しない。
これは最適 な在庫量 が確定 して存在 して いる場合 である。
に固
O)が Zに 比例的 でな い場合 ,た とえば発注
費用関数θ
量は
定費用 がかかる場合 ,こ のような固定 した最適在庫
するが
存在 しな い。 その場合 ,確 率分布 の形 に も依存
ことが
ある場合 には ,次 の6,S)法 が最適 な政策 である
,

では,判
これは きわめて注 目すべ きことであろう。 ここ
つて ,頭 からあ
断 の負担 を減 らすた め といった理由によ
の から最
る決定関数 を与 えるのでな く,関 数 の無限列 中
な く,毎
適 な ものを選 び 出す と,そ れがどの期 かに関係
よい,と い
期 おな じ関数 に したがつて発注 量 を決 めれば
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ぅ結論が得 られるのである。 これは類似 の状況 における
の ｀もしれない。
決定規則 の意外な強力 さを示唆するも 夕
もう一つ注意すべ きことは,現 実 の在庫管理 において

る確率分布 は ,ほ とん どあてずっぼ うに等 しい。上に導

上に述べたような計算 の結果 ,最 適管理規則 を導 いてい
ることはほとん どないということである。アローやマル

事前に知 ることはほ とん ど不可能 である。商品 の人気 と

シャク,ス カーフたちの研究 は,6,S)法 が特定 の場合

は十分考 え られるぉ第二に ,週 日変動や季節変動 な どの

ヨl■ を示 しただけである。
には,最 適政策である可有

周期的変動 が無視 され ている。 この変動 を方程式 の中に

いた関数方程 式 の正 しさは ,確 率分布 が一定であること
が前提 であるが ,こ の前提 自身 が どの くらい正 しいか

,

,

ぃらた ものに左右 されて ,確 率分布 自身 が変動 すること

より多 くの場合 ,実 際 には ,つ ぎのような試行錯誤 が

組み込 む ことは可能 ではあるが ,方 程式 はいっそ う複雑

なされ る。た とえば6,s)法 を採用 する場合 ,Sと Sと を適

化 し,解 は もとまらなぃか ,も とまって も計算 が きわめ

当に定 める。最初 は ,あ てず っぼ うであるか もしれ ない。

て繁雑 な もの となる。 このように ,関 数方程式 を解 く方

このように暫定的に決 め られた決定規則 に したが って

法 は ,一 見合理的に見 えるが ,そ の結果 が正 しいもので

,

ばらく実際 に運営 してみる。Sが 小 さす ぎると,在 庫切

あるた めには ,こ れ らの多 くの単純化 の仮定 と,関 係す

れが起 こる。在庫切 れによる顧客 を失 う可能性は ,大 き

る固定変数 の設定 が妥当であることが要求 され る。 これ

な損失 と考 えられ るか ら,こ のような事態 が頻発 す るの

らの点 に考慮する と,試 行錯誤 の方法 によ り求 めた もの

は好 ましくな い。 したがって ,受 注量 が例外的 に大 きく

と,結 果 に大差 がないか もしれ ない。

l′

もないのに ,在 庫切 れが起 きた場 合 ,Sを 適当に (た とえ

よ り実際的 には,方 程式 を立てるに十分 な知識 がな く

ば,10%ほ ど)大 きく取 り直す。最低在庫量 がつねにか

また式 を立てたにして も,簡 単 に解 けるとはか ぎらな い。

なりの水準 に止 まるな ら,sを 小 さく取 り替 えてみる。毎

また ,そ れが解けた として も,実 用 に供 しうるようなよ

回の発注 量はS一 Sに 近似 しているか ら,一 回 の発注費用

い解 が 出て くるとは限 らな い。 ここで 「 よい解」 とは

が最小 になるよう別 に計算 す ることもで きる。 もしそれ

過去 。現在 の状態 にかんす る変数 か ら,簡 単 な計算 で発

が求 まるな ら,Sや Sの 取 り替えに当た って ,S,Sを この

注量 が求 め られることをいう。

,

,

値に保 つよう,そ れぞれsと Sを 同時 に調整 す ることに も

この よ うに事情 を考 え る と,実 際 の状況 にお いて

意味がある。 このような調整 によって ,在 庫切れ をそ う

(S,S)法 が採 用 され る場合 に ,必 要 な数値 が 「経験的」

■こすこともな く,ま た ,最 低在庫量 がそれほど負担 で

に ,つ ま り山勘 で決定 され るとして も驚 くに当た らな い。

ない場合 には ,ほ ぼ最適に近 い政策 が得 られる と考 え ら

第一に重 要 なことは ,実 際的 に運用可能な管理方式 を得

れる。

ることであ り,次 に重要 なことは ,そ の管理方式 が ,知

,

このような試行錯誤 と,関 数方程 式 (2)を 解 く方法 と

られ ている管理方式 の範囲内 で比較的 よい成果 を挙 げて

を比較 してみよう。関数方程式 (2)は ,つ ねに解 けると

いることである。あ る管理方式 が最適 である必要 は ,実

はかぎ らな いが ,い まそれが可能 だ と考 え:ま たそ のた

際的 には ,ほ とんどないし,そ うであるか どうか の判定

めの費用 は無視 で きると仮定 しよう。 これは ,関 数方程

もほ とん どで きない。需要 の分布 を推定 するには ,定 常

式を解 く方法に偏 って有利な想定である。

的 な状況 の もとでの多数回 のデー タが必要 であるが,状

それにもかかわ らず ,関 数方程式 の解 が試行錯誤 の結
果に比 べ てつねに優れ て いる とはか ぎらな い。第一 に

況 はすでに変化 しているか も知れな い。

,

期待損失 (1)式 の導出にあた って ,数 々の単純化 の想定

X.決 定を下す に十分な判断

をおぃていることによる不正確 さがある。 た とえば ,調

決定規則 にもとづ く決定 があま り意味 をな さな い場合

達時間を0と 置 いたが ,そ の影響 を調 べ るには,別 の定式

について も考察 してお こう。 それは ,決 定 に賭け られた

化が必要 となる。第二 に ,受 注発生 の確率分布 が正確 に

賞金額 が大 きい場合である。 この場合 ,正 しい判断 を下

推定で きな い。特 に ,当 該商品 が新 しい場合 ,推 定 され

すためには ,最 大限 の努力 が払 われると考 えて もよいで

判断 の論理 とわれわれの知識 (塩 沢由典 )

い判断 といえよう。選択理論 は ,こ のよ うな決定不能 の
場合 を想定 していないが ,判 断 がつかないか ら決定 で き

がで きる。さて,会 社 としては ,最 近 5年 間 の新発売
商品
約20件 の内,7件以上 が成功 していれば ,倒 産 しなくてす

ないという場合 を認めることは ,決 定 の考察 にお いて重

む としよう。 この とき,も し開発案件 の発売成功確率
と

要 なことと思われ る。

して25%以 上 を望む ことがで きるな らば ,そ のよぅな
開
に
り
ることは
発案件 乗 出す
十分正 当な投資 といぅことに

この点 を例証す るために,第 4節 で例 に引 いた例 を少 し
変更 して ,次 のよ うな問題 を考 えてみ よう。 いま ,新 商

なろう。

品 の開発案件 がある。この開発 にかかる研究開発費 は 1億

問題 をよ り明確 に してみ よう。企業 の 目標は,倒 産の

円 ,開 発 に成功す る確率 はほぼ70%,開 発 に成功 した商

確率 を10%以 下 に抑 えた範囲 で ,よ り大 きな期待利潤を

品 を発売 して成功す る確率 がほぼ70%と しよう。発売 に

獲得す ることだ としてみる。2億 円の投資に失敗すれば

あたっては ,1億 円の宣伝広告費が必要 であるが ,成 功す

倒産 して しまう小 さな企業 の場合 には ,成 功するかどう

れば ,今 後 10年 にわたって ,毎 年総売上 10億 円 ,売 上利

かの確率 をい くら正確 に求 めて も,そ れで倒産 のリスク

益2億 円が期待 で きる。この とき,新 製品 の開発 に乗 り出

を減 らす ことはで きない。た とえば ,約 50%と ぃう確率

すべ きであるか ,否 か。

値 の推定 を一桁上げて49%と 精密 に して も,一 回限りの

,

10年 間 の売上利益20億 円 を割 り引 いて ,現 在価値 10億

決定 においては ,開 発に乗 り出すべ しとの決断はできな

円 として計算 してみよう。発売 して成功す る確率 は ,ほ

い。 また ,成 功に有利な条件 が見 つか って ,成 功確率が

ぼ25%。 期待利得は,2.5億 円。 これに対 し,発 売 までの

10%上 がった として も,な お倒産 の確率 が40%も あり

投資額 は2億 円である。投資2億 円に対 し,期 待利得 が2.5

1
開発 に乗 り出す ことはで きない.こ の決定 に必要 とさオ

億円あれば ,開 発に乗 り出す べ きであろうか。投資 に対

ているのは ,発 売 の成功 が90%と いう確信 であり,そ の

する期待利潤率 は ,25%で ある。

ような確信 はい くら情報 を集 め ,思 考 しても,得 られる

いま,こ の判断 を迫 られて いるのが ,資 本金 1千 万円

,

,

ことはまれで ある 19)。 これ に対 して ,上 のより大きな

売上年 10億 円 ,売 上利益2億 円 の会社 であった としよう。

企業の場合 には ,倒 産 の確率 は ,発 売 にこぎつけた20件

成功 すれば年2億 円の売上利益 が見込 め るか らといって

の内 14件 以上が失敗する確率 である。発売後 の成功確率

,

研究開発費 に1億 円 ,宣 伝広告費に1億 円 を投資す ること

が50%で あるな ら,2項 分布 の累積確率 よ り,こ れは5.8

は,リ ス クが大 きい。失敗 した ときには ,会 社 は破産す

%で あ り,倒 産確率 10%以 下 という範囲に十分1又 まつて

る。 もし,そ うとすれば ,成 功率 が倍 の50%と して も

いる。

,

そのような博打に会社 の運命 を賭け ることはで きな いだ
ろう。

1
このように ,あ るひ とつの判断問題 も,そ れがおかオ

ている会社 の状況 によ り,判 断 が変わ って くる。 このよ

反対 に ,判 断 を迫 られて いるのが もっと大 きな会社 に

うな判断の違 いは ,従 来 , リスクに対 する態度 の違いと

関す るもので あ るな ら,結 論 は変わ ってこよう。 た とえ

して説明 されてきた。 しか し,こ の違 いは ,決 定に要求

∫∂

ｃ′

成功率は約25%で あり,年 平均2件 の成功商品を、っこ
と

ェ

控える (あ るいは ,無 為 という決定 を下す )こ とが正 し

タ

が得 られな いことがあ りうる。 このよ うな場合 ,決 定 を

︱

断に努力 をつ ぎ込んで も,決 定す るに十分 なだけの確信

こ

,

には ,不 確 か さが ともな う。状況 によっては ,い くら判

僣

ように,つ ねに意思決定 でで きるとはかぎらない。判断

こ

つ と考 えることができる。 しか し,選 択理論 が指示す る

間に,す
でに20件 の成功商品 があ り,一 件 ごとに2億 円の年
売上利
益があるとする。売上総利益40億 円の内,10億 円が、
般
管理費に,も う10億 円が設備投資に,8億 円がllJl究
開轟
に回 されている。余剰金が12億 円ある。 この企業
では
開発案件 がいつも8件 程度走ってお り,平 均4件 の開
発に
べ
成功する。開発 に成功 した案件はす て発売すると
れ
よう。 この うち,半 数 が成功 するとすれば,開 発案
件の

す

選択理論 も,そ のよ うな意思 決定支援 システムのひ と

ば,次 のような会社 を考 えてみよう。過去 10年

う

され うる。

さ

あろう。そ こにはあ らゆる意思 決定支援 システムが動員
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される判断内容 の差異 として説 明する ことも可能であろ

分論 に基づいている。過去 の経験は ,世 界 の展開規則や

ぅ。一 回限 りの決定 において ,本 当 に欲 しいのは ,成 功

現在 の状態 に関す る確率分布 を変えるという経路 を通 じ

するか どうかの予沢1で ある。それ を100%正 しく推測 す る

て しか ,決 定 に影響 を及 ぼす ことがで きない。選択肢 の

ことがで きないとして も,90%程 度 の確信 が もてなけれ

評価 は事前 の推測 にのみ基づいている。 これは推測 の困

ば,倒 産 の危険 を冒 して開発 に乗 り出す ことはで きない。

難 をもた らすだけでな く,評 価 の不確 か さの原因にもなっ

この場合 ,も っと確実 に期 待利潤 が正 となる開発案件 の

ている。 これ らすべてのことと,可 能 なすべ て選択肢 を

出現 を待 った方 が良 い とい うことになる。 これに対 し

比較するとい う要請 は ,判 断にかかわ る決定者 の負担 を

毎年8件 程度 の開発 を行 っている会社 では ,開 発 の最終成

無視す るものである。選択 という形式 では ,判 断費用 が

功率 が25%で も,倒 産 せずに利益 を上 げ られ る確率 が90

決定 に賭けられた賞金額 を上回る可育旨l■ が強 い。したがっ

%以 上 となる。 これは決定 を行 うに十分な場合である。

て ,選 択理論 は ,実 際的 に も規範的 に も,意 ′
思決定 の一

,

一回限 りの決定 とい う状況 では ,決 定 を下す に足 るだ

般的指針 ではあ り得 ない。

けの十分 な判断 が得 られな いことが多 い。 その場合 ,決

経済的に妥 当 な決定 は ,わ れわれの知識に よ り直接的

̲ご 下 すに足る判断がえ られず ,利 潤機会 を狭 めざるを

に基づいている。それは ,世 界に関す るさまざまな仮説

得ない。 これに対 し,多 くのプロジェク トを同一 資本 の

の体系 であ り,そ こには事実命題 ・記述命題 とは別に

計算の もとに置 くことで ,判 断 をある導 の繰 り返 し状況

われわれが いかに行為すべ きかに関す る知識 =仮説 が欠

におけるものに転換す ることがで きる。 これは企 業活動

かせない要素 として存在 している。われわれの知識 は

において規模 の利益 が 出現す る一 つ の形態 と見 ることが

世界 を類似 の状況 に分類 す ること,そ の もとで の状況 の

できる 20)。 この ことは ,逆 に ,企 業 の活動規模 を選ぶ

定義 と目的設定 までをも含 んでいる。 そのように して設

ことがで きるな らば ,そ れ を適 当な大 きさにすることに

定 された 目的 に対 しては ,取 るべ き行為 を決 め る決定規

より判断 の容易 さを確保 す ることがで きることをも意味

則 があ り,決 定 はその規則 を適 用することでな される。

する。

このよ うな決定にお いては ,異 なる選択肢 の比較考量 と

決定 を下す に十 分 な判断がで きない場合 には ,無 限 の

,

,

いう選択は ,直 接的 には介入 しない。

努力 をして も,決 定 につなが らな い。 したがって ,そ の

決定 とそれ を導 く判断 は多様 な様相 を示すが ,判 断 が

ような決定 にとっては ,判 断 の負担 は無限大 である とい

妥当 な もので あるためには ,判 断費用 が決定 に賭 けられ

,こ ともで きる。状況 を変 えることによ り,決 定 が可 能

た賞金額 を上回るような ものであってはな らな い。 この

になるとすれば ,半 1断 の負担 は有限 の大 きさに縮小 され

制約 を実現 す るため ,決 定 の状況 が再定義 され ることが

たことになる。第5節 では ,決 定規則 を考 えることによ

ある。繰 り返 しや類似 の状況 における判断 と決定 におい

り,繰 り返 しのある場合に判断負担 を頭害1り する ことが

ては ,判 断 を定型化することによって ,一 回 ごとの判断

できることに注意 した。 このような負担 の軽減 は唯一の

費用 を大幅 に小 さくで きる。一 回限 りの決定 を要請 され

ものではない。上の仮説例 は,大 きな賞金額 が賭 け られ

た場合 には ,決 定 を下す に十分 なだけの判断 を下せない

た決定 では,問 題状況 を変 えることで ,判 断費用 を賞金

場合 があるが ,多 数 の決定 の一部 とす ることによ り,確

額より小 さな範囲に抑 える判断が可能 になることを示 し

信 の度合 いを高 めることがで きる。
事前 の推測 の代わ りに実績 を用 いることで ,評 価 の負

ている6

担 を軽減 し,評 価 自体 を正確な ものにすることがで きる。

XI.結 論
決定 を導 く判断 が どの よ うに働 いて いるか ,そ の論理
構造 と判 断形式 の妥 当性 とを考 察 して きた。
選 択 という判断形式 は ,事 実 命題 と価値判断 とい う二

複数 の規則 =仮 説 の比較 は ,多 くの場合 ,反 省的 にな
される。す なわち,現 行 の決定規則 の実績 が思わ しくな
い場合 ,新 しい行為規則 の形成 と試行 とが行 われ ,結 果
がよければ ,新 しい決定規則 へ の移行 がおこる。 これは

判 断 の論理 とわれ われ の知識
進化的 な過程 と捉 えるこ とがで きる。 すなわち ,状 況 に
応 じて規則 が複製 され ,適 用 され るが ,そ の規則 その も
のが取 り替 え られ るこ とによ り,決 定 と行動 とが変化 す
る。 このよ うな行動 の変化 は ,仮 説形成 。実行 ・ 反省 と
い うサイ クル を媒介 と してい る。 ここには ,行 為主体 の
世界 に関す る知識 =仮 説 と,行 為 を実 際 に行 うこ とか ら
開示 され る世 界 の運動 との相互作用 があ る。 これ は ,ミ
クロ とマ クロの共進化 の過程 であ る。
選択理論 は ,判 断 の負担 を無視 す る とい う,大 きな欠

だ もの となる。

陥 を抱 えてお り,わ れわれの判断 がいか にイ
〒われ て いる
か も,ま たそれ をよ りよ く行 うには どうした らよ いか も

上の操作は,も う一 回繰 り返す こともで きる。
)・ ′ )
ノ〔4)=Σp(二 IИ ′

,

=Σ⊇ )。 ′ =1義 )・ ノ6鴫 )/Σ ′α:1翼 )。
ノQ)
この反復操作 の極限 では ,も しそのような確率分布力靖在す
るな ら,等 式
∞
′ (二 FΣpO)。 ′ ′1比 )。 ・
′ に )/力 ′￨二 )・ プ(二
をみたすはずである。 これよ り,結 X/41,И 2,・・1,И ′
の生起
確率P 1),P02),… ,P )が 推定 されれば ,そ れと予測分
布メ 14)(r∈ r,s∈ めか ら,原 因の確率分布 を求めること
がで きる。この とき,最 終的に得 られた確率分布は,最 初に
与えた確率分布 (先 験分布 ,事 前分布 ともいう)と 無関係に
もとまっている。
主観確率 の考 えが経済学 に受け入れ られた もう丁つの要因と
して,ケ インズの影響 を挙げることができる。ケインズの初
期 の著作 に『確率論』(レ arお ″PЮ bα b〃 ″ )が ある。ケィ
̀ο
ヽ
ンズは,こ こで確率 を推論 の確 か らしさとする,新 しも
確率

解明す ることがで きな い。決定 と判 断 の理論 には再編成
が必 要 であ る。われわれ の判 断 にかんす る考察 をよ り実

)

質的 な もの とす るため には ,事実命題 と価値判 断 とい う
三 分論 を放棄 し,わ れわれの知識 の在 り方 その もの を見
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直す必要 がある。

1)C.L.ロ

ビンズ

(1957)。

原著は 1932年 初版。p22お よ

するというサ ン・ シモンの構想は,レ ーニ ン『帝国主義論』
の最後のシュルツ三・ゲーヴァニッツの引用の中にも現れる。
3)ラ トスラフ・セルツキー (1993)p130か ら引用。pp 20〜
21お よび pp 129〜 132を も参照 した。
4)古 典哲学 は,選 択の合理性 よりも,目 的の合理性 に関心を
払ったが,新 古典派経済学では,目 的にかんしては選好順序
の推移性など選好の一貫性 を前提するだけである。
5)よ リー般的に,χ l,χ 2,:・・,玲 が̲定 の範囲内で負の値 をと
ることをみとめてもよい。このとき,予 算制約3を 所与 とす
ることなく,労 働など,消 費者の手持ちの資源を市場に提供
する代わ りに,必 要な財・サー ビスを入手するよう一般化す
ることができる。
6)塩 沢由典 (1983),pp 69〜 70.
7)こ の問題は,す でにいろいろなところで指摘 したので詳細は
省略する。詳 しくは,塩 沢由典 (1990)第 8章 をみよ。2の
Ⅳ乗に比例す る計算時間の爆発の様子については,次 の表を
参考にせよ。
2の N乗 に比例する計算時間
問題 のサイズ
Ⅳ
計算 に要 する
時間

∞

0001秒

l秒

17秒

12日

35年

57万 年

366千

375百

万年

億年

議論 を簡単 にす るために ,こ こでは世界 の可能な状態 の数 は
有限 である と仮定 す る。そ うでな い場合 ,総 和記号 の代わ り
に積分記号 を用 いる必要 があるが ,実 質 的論理 は変 らな い。
いま,И は観測 され るが ,〃 につ いては観測不可能 な試行 の
系列ε(1),E(2),… ,a″ )が ぁ って ,そ れ らか ら排反 的 かつ

̀θ

の見方 を提唱 した。この確率論 は,仮 言命働 ⊃αが恒真でも
恒偽 でもないときに,仮 定力における命題αの確率α/力 を論
理的に指定 しうるとい う主張にたっている。これが命題の東
Lか らその部分刺 F{力 ⊃′ ￨′ ∈ι}へ の写像 のことであるな
ら自明な主張にすぎないが,そ のような主張 を越えて,ケ イ
ンズは任意 の仮定れこ対 し命題αの論理的確率 と呼びうるもの
が定義 されると考えた。ケイ ンズはそれが [0,1]区 間に属
する実数であるとすることを拒否 している。では,そ れがな
にを意味するか ,か れは明確でない。ケイ ンズの籠愛をうけ
ていた若 き天才ラムゼーは,論 理的確率 を主観確率 として解
釈する道 をひらいた。ケインズの論理主義解釈は,そ の後
哲学者・論理学者 のカルナ ップ (1968,第 3章 )の 支持を受
,

H)

けて,い くらかの権威 を与えられた ものとなった。論理的確
率の考 えは ,二 つの事象 の間の条件確率 を主観的に与えるこ
とへ の抵抗 を少な くした。
この比較 は,厳 密にいえば ,正 しくない。決定 に賭けられた
賞金額 は,一 回か ぎりの決定 に賭 けられた ものではなく,決
定規則レ1,ち ,… ,れ を繰 り返 し採用するときに得 られる平均
利得 の最大 と最小 の差 をとるべ きである。それ をP′ とすれ
ι
ざ,い っ んに1カP｀ ザ。 しか し,繰 り返 される回数ンが十分
̀ざ
大 きければ
,P′ ≫Ⅳ・C/ン が成立する。

12)A Wald(1950;RcpHnt:1971)。 平易 な解説 としては,松
原望 (1985)第 5章 が ある。
13)Ndson and Winter(1982),p82
14)中 岡哲郎 (1971),p102
15)こ の ような知識 の在 り方お よびその前提 となる ものにつ て
t｀

は ,塩 沢 由典 (1990)第 3章 お よび塩沢 由典 (1997)第 1章

Ｒ

び p25よ り引用。
2)あ る社会機関が社会経済を全社会に役立つように規制,組 織

参

10)

注

事１
比較 経済体制研 究

RMサ
をも見 よ。
三
と
の
るいは事
分論は
)と
を峻別する
,当 為 存在 (あ
,
実
16)こ
倫理学上の方法論的二元論 と密接に関係 していよう。わた し
の注意は,し か し,こ の方法論的二元論 を否定す ることでは
ない。決定 を導 く判断については ,事 実認識 と価値判断 とを
超 える,知 識 の大 きな領域があることを指摘 したいだけであ
る。
17)こ こでは,変 数 を連続 とみている。取 り得 る値 を有限個に制
己号 の代わ りに総和記号Σをもちいることが
限すれば ,積 分言
できる。
18)Arrott Karlh,and Scarf(1958),Part l and Palt

Ⅲ

19)期 待効用 を計算す る方式では,売 上利益 20億 円をどの程度

の効用 と考 えるかによ り,い くらで も結論 を変 えることがで
きる。た とえば ,効 用 を割引現在価値 とする評価法 を取 り続
ける として も,害 1引 率 を 30%と すれば ,10年 間の割引現在
価値 は約 8億 円 となる。開発 の最終成功率 が 25%で あれば ,
期待利得 は 2億 円 とな り,投 資 2億 円 と同額 になる。割 引率
をもっ と高 くすれば ,投 資は で きない ことにな る。 しか し,
リス クが高 いことと割 引率 が高 いこととは同 じであろ うか。
また ,売 上利益 が 10年 に分散 せず ,一 年 に 20億 円 の売上利
益 が望め る場合 ,ど うい う基準で効用水 準 を決定 す るのであ
ろうか。期待効用 の計算 には ,か な り恣意 的な部分 がある と
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塩沢由典 (1990)『 市場 の秩序学』筑摩書房。
塩沢由典 (1997)『 複雑系経済学 入門』生産性 出版。
ルツキー (1993)『 社会主義 の民主的再生』宮鍋職・西村
可明・ 久保庭真彰訳 ,青 木書店。

R.セ

中岡哲郎 (1971)『 工場の哲学』平凡社。
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土屋守章 ,ダ イヤモ ン ド社。
松原望 (1985)『 新版 意思決定の基礎』朝倉書店。
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