
宮沢光一著， 情報・決定理論序説， 637 頁， 3500 

円， 1971 年 11 月刊，岩波書店.

決定理論を，情報量，情報価値などの概念を導入

しこれだけ詳しく論じたのは，本書がはじめてで

あろう この方面の第一級の研究者である著者が，

永年の研究と経験を傾けられたものであり，決定理

論を研究する研究者にとって，頼りになる座右の書

である.

本書の特長は，

1) 判断確率，効用関数，それに情報が三位一体

となって機能している決定理論の論理的構造を

明確にしたのち，ベイズ論的決定理論の本質を

解明

2) 情報量，情報の価値の概念を明確にし，決定

論の観点から両者の関係の説明

3) 多段階決定問題における情報の収集，蓄積，

学習のメカニズムを，情報構造としての把握

などであろう 以下各章の内容は，

第 1 章「決定問題の基礎理論」では，問題の提起

を行なったのちに，決定基準の公理論的導出をして

ある.次に，判断確率と選好指標の説明的導入をし，

判断確率と効用関数について論じている.

第 2 主主「基本決定問題と情報」では，未知な真の

状態。(状態空間 θ の一つの要素)は， θ の上の

事前I確率法則 E をもっている.行動空聞をA とし，

AXθ の上の効用関数 u (・，・)が与えられる場合，

どのような行動をとるべきかという基本問題

Do={θ，~， A , u} を定義. 次に，決定者が最終決定

をする前に，未知な自然の状態に関する情報を求め

るのがふつうであり，その情報(一般には無料では

得られなし、)の価値について論じている また，ベ

イズの定理に関したいくつかの事項，高精度測定の

原理について考察している.最後に，基本決定問題

Do に直面している決定者が，情報 e を利用できる

ようになった場合， この決定問題を拡張された決定

問題 D三{Do， e}を定義している.この問題について

は，はたして情報 e が基本決定問題 Do の解決のた

めに貢献してくれるかどうかについて考察している.

第 3 章 f2 項情報と正規情報」では 2 章で述べ

たことを，より具体的なそして典型的な場合につい
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て考察している. 以上1. 2, 3 章では， 判断確率

(主観確率)，効用関数，それに情報が三位一体とな

って機能しているベイズ論について，その論理的構

造を明確にしている.

第 4 章「十分統計量(十分縮約情報)J では，状態

。に関する情報が， n 個のデータの組x=(x" 一 ， xn) 

である場合， このデータを締約することを考える

この縮約情報ともとの情報との関連について考察し

ている.縮約情報が，もとの情報が O に関しでもっ

ている情報のすべてを体現している場合，締約情報

を θ に関する十分統計量という. この十分統計量を

ベイズ論の観点から論じている.

第 5 章「仮説検定とそのペイズ論的検討」では，

単純な検定問題，検定問題と 2 行動問題，有意水準

と信頼係数， 1 点仮説の検定などについて論じてい

る

第 6 章「回帰分析とそのベイズ論的検討」では，

伝統的立場からの回帰分析，ベイズ論的回帰分析，

回帰モデルによるベイズ論的予測，撹乱項の分散が

未知な場合，許容区間による予測，ベイズ論的許容

区間などについて考察している.以上 5， 6 章では，

伝統的な統計学に対するベイズ論の立場から，予測

の問題を中心として考察したものである.

第 7 章「情報量とその応用」では，第 2 章におい

て未知な自然、の状態に関する情報を定義したが，こ

の章ではそれがもたらす情報量について考察してい

る.すなわち，不確実性の測度，コード化とエント

ロピー，エントロピーの諸性質，実験がもたらす情

報量，情報が提供する情報量，情報の結合， Kullback 

の情報量 Fisher の情報量， について考察してい

る.

第 8 章「情報価値と情報量」では，情報の価値と

いう，より主観的な性格をもっ量を，情報量という

より容観的な量によって評価する問題を考察する.

また， 自然、の状態に関する二つの情報(もとの情報

と縮約情報)について，それらの情報価値のきーを，

それらの情報量の差で評価する問題を考察してい

る.

第 9 章「情報価値の比較」では， 状態空間 θ が

有限集合である場合について，情報価値と情報量に
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ついて考察している.また仮説検定論と情報価値に 情報の系列 eh e2, . ・は与件とし， 各情報を利用す

ついても論じている.以上. 7. 8. 9 章では，情報 るための費用は一定C (>0) である決定問題(逐次

量と情報価値は無縁なものかどうか，もし関係があ 決定問題とよぶ)について考察している.

るとすればどのようなものであるかとし寸問題を考 第12章「経験的ベイズ決定過程」と次の章では，

察している 決定問題がベイズ論的に接近されえない場合につい

第10章「動的計画法と制御問題」では，まず決定 て考察している.

問題Dで決定手番，偶然手番，情報手番が次々にい 第13章「情報の蓄積と学習過程j では，同じ決定

〈段階かにわたって生じてくる決定問題(すなわち 問題が次から次へとくり返し発生してくる場合を考

多段階決定問題)について検討している.これらの え，その聞における情報の蓄積とその利用のもたら

問題の解法は，動的計画法の精神を，問題の具体的 す効果について考察している.

性格に即して適用したものである また，これらの 以上，全般的にみて，具体的な問題や応用例など

決定問題を，決定者が影響をおよぼしうる(制御し を示し，実務家が使えるように考慮されているが，

うる)と考え，制御問題として考察している. どちらかといえば研究者向きの書である，

第11章「逐次決定分析」では，利用可能な次々の (小灯謙二)
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OR はなぜ役に立たないと思われるか

OR ということばがわが国に導入されてから，す

でに 20 年にもなるが，表面的にはそれが一応わが

国にも定着したように見えるにもかかわらず，“は

たして OR は役に立つのか"とか“OR の本を読ん

でもさっぱり役に立たない“OR ワーカーなどは

無用の存在だ"というような声を聞くことも少なく

ない.私は OR 専門家ではないと自分で考えている

(他人ももちろんそう思っているに違いなし、)から，

このような意見に責任をもって答える立場にはない

けれども，このような実際家の苫情には共感できる

ものも少なくないように思われる.そこで私の日頃

感じていることをランダムにのベて，皆さんのご批

判を得たいと思う.

1. OR 学というものはない OR の歴史をかえ

り見ればわかるように. OR は最初いろいろな分野

の専門家を一つのグループに集めて，いろいろなも

のの見方，考え方を取り入れて問題を解決するとい

うところから出発した.新鮮な角度から問題を見る

ことによって新しい解決法を見いだすことにその最

も大きいメリットがあった.この点はいまでも変わ

っていないはずである. OR チームのメンパーは何

よりもまず，一つの分野(数学，物理学，生物学，

社会学，心理学等)のすぐれた専門家であるべきで

あって，“OR の専門家"などであってはならないと

思う. OR はすぐれて interdisciplinary な活動で

あって，それ自体が新しい discipline になってしま

ってはおしまいである.

2. OR と応用数学は区別しなければならない:

以上のようにいうと. OR には LP，待ち行列，そ

の他多くの特殊な手法とその理論があり，それらは

最近大いに発展しているではな L、かといわれるかも

しれない. しかしこれらは. OR というよりもそれ

自体それぞれ応用数学，あるいは場合によっては抽

象数学の一分野と考えるべきである.これらの分野

が OR における問題から発生したものであり，また

ORでこれらの手法が役に立つことが多いとしても，

数学と OR は別のものである.それば近代の解析学

が，物理学ことに力学から発生したものであっても，

数学としての解析学が力学とはJ，JIJのものであること

と同じである.だからこれらの手法を知らなければ

OR ワーカーとしての仕事ができないことはないし

また何か LP や DP 等々を使わなければ OR にな

らないというものでもない.

3. OR で最も重要なことは知識の組織的な利用

である: OR ワーカーにとって大事なことは，とい

うよりもむしろ現場のふつうの実際家以外に OR ヮ

ーカーというものがする，あるいは実際家と同一人

物がわかれているにしても， とにかく OR ワーカー

© 日本オペレーションズ・リサーチ学会. 無断複写・複製・転載を禁ず.




