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賭げの数理欄 V

1. もう一つの縄題

今度は問題の見方を少し変えて，最初 l 単位の所持金

をもっている人が R(>りだけの金を必至きとしていると

しよう .R より少ない金額では役に立たないとする.そ

のために賭けをして所持金をふやすことを考える z この

とき所持金が R 以上になる確率を最大にするには，どの

ようにしたらよし、かを考えよう.

このことは金額 Xに対する効用が，

tt (X) = 。

となることを蕊旅する.

XくR

X??R 

いま第 t 凹の賂けの後の所持金額を X(t) とする .X(t)

主主 R となれば，実際には絡けをやめることになるが，こ

のときは， X(t)=X(t十 1)=X(t十2)=……と考える.

また X(t)=O となった場合も同様とする.

とこのとき公平な熔け，宥科な賂け，不*，11な:絡げのそれ

ぞれの場合について ， X(t) はマルチンゲ…ル， 劣マル

チンゲーノレ，俊輔マルチンゲーノレになる.そうして 1 問の

務けにおいて所持金が機会話する比率に上限 Kがあれば，

つねにX(t) くKR であるから ， X(t) は有界になるーし

たがっていずれの場合にも，(蓬努は省略するが，一絞の

場合から系として得られる) X(めはある纏率変数 X肋

に収束する.そうしてこの場合，

E (u (X",)) =Pr {X", ??R} 

を最大にするようにすることが襲安しいことになる.

ここで濁らカミに，

E(u(X"，));謡 E (X",) /R. 

2. 公平な鰭iずの場合

ここで公平な熔けの場合には，

l=E (X(l))=E (X(2))='" ・ a ・コ=E (X(t))=. 

であり，かっ X(t) が有界であるから ， E(X"， )=l とな

る.したがって ， E(u(X.，)) 話 l/R となる.
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すなわち必要なだけの金が得られる媛喜容は l/R~越えな

い.そうして等号が成り立つのは u(X.， )=R or むとな

る場合である.すなわち所持金がちょうど 0 になるかま

たは R になることが望ましし\

したがって，つねに勝った場合にも所持金額がR を越

えないような範期で賭けるべきだということになる.ま

たいつまでも総着がつかないという場合をさけるために

は固に上記の条件と満たす範囲でできるだけ多く賂

げるのがよいことになる.そうすれば所持金がR になる

か，またはむになってしまうかの結棄をがもっとも速くつ

くことになる.

公平な熔けの場合には，上下の限界が決まっていると

賭け方の戦略によって影響される商は少ない.

3. 有利な賭けの場合

有利な絡けの場合には，途中で賭けをやめない場合に

は，確率 i で X(t)→∞となるから，必ず途中で X(t)~とR

となり ， E(u( X，∞))ロ 1 となるようにすることができる‘

そのためにはたとえばこれまでに述べたプライ寸 γの

ノレーんを用いればよい，

いまプライマンのルールを用いたときの所持金額を

X*(t) とすれば X*(t)/X*(t-l) t=l , 2…… は

互いに独立に尚一分布にしたがし、，かっ，

E {Iog x'ペ t)/X*(tー 1) }口μ> 0 t日 1 ， 2…… 

である，したがって t が大きいとき，

log X*(t) =Iog X*(t) / X'ペ 0)

エぉ 10草 Xペt)/X'ペt-l) 十

10草 X*(t-l)/Xホ (t-2) 十.....・十 10gX*(1)~μ

となる.よりくわしくは大数の強法則により確率 l で，

;logX水(市μ
となる.したがって Rが大きいとき XペりがR を越え

るときの t の伎を"とすれば，

よ 10gR~μ
すなわち， t*~(logR)/μ となる.
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これに対して他の任意の戦略を用いたときの所持金額

を X(t) とすれば，すでに前に示したように，

lims呼tiogX{MP

である.したがって X(t) が R を越えるときの t の値を

f とすれば， R が大きいとき，

会 log R :;;;，p.ー ε

t
O 2 (10草 R)/(μ-6)

となる.したがって Rが大きいとき 確務 i で

t O/げさ 1

となる.すなわちプライマ γのノレールを用いればRが大

.きいとき，もっとも阜く R-:で所持金をふやすことがで

きるとし、ってよい.

4. 不利な賭けの場合

不利な賭けの場合には，ことが面倒になる.いま X*R(t)

を呂様綴がRであるときに， E(u(Xw ))を最大にするよ

うな戦略を湾いたときの所持金額とし，またこれに対応

して，

u* (R) =E  (u (X本Rω))

とおくと，ダイナミックプ日グラミングの原理により，

日(R)=Ef日(v-ß" ， )f 
t\X日(l)/J

ただし X*R( l)= 0 のときは， { }内の鐙は u(∞)=

0 とするという関係、が成り立つ.なぜならば l 回賭けを

行なうと所持金が X日 (1) に変わるが， そうなると所

持金額を R/X*R( I)倍しなければならないととになるか

らである{所持金を一定倍することのできる磁場主は，最初

の所持金の額には無関係であるにいま変数を変換して，

叫熔 (R)=世* (log R) 

とすれば， X*R(I) を簡単のために X本とあらわずと，

世事(logR) =E  (v* (log R-log X*)) 

となる.そうして他の任意の戦略を用いたとき?のX(I)を

X とあらわずL 最適性の原理により，

型機(logR);三E {v* (log R-Iog X)} 

となる.

関数併の形を具体的に求めることは，一般には不可能

であるが，それはつぎの性質をもつことは明らかである.

10 智* (0)=守本 (log 1)口 i

20 併は単調非増加関数

30 v* (.:v+Y)2V* (.:v) v* (y). なぜなら.:v;::log R1 

世話logR. とするとき，所持金を R1Rz倍するのに，

まず最初に九倍し，っきfにさらにそれを Ra倍する

ことができれば，確かに窃擦が逮せられるからであ

る.さらに 30 よ !)，

1978 年 12 月号

ザ* (.:v+y)-v* (Y)2世帯(.:v)(り市 (11) …1)

となるから， この両辺を V で害uって ， 11吋O とすれば，

H の微分可能性を仮定すると，

が'(.:v}2宮市 (.11) v*' (0) 

となる.そこで帯'*'(O)=-c~O とおくと，

世*， (.:v)二三一cv* (.:v) 

これより，手 (log v* (.11))注 -c
む* (.:v)2e-c.r 

を得る，そうするとさらに，

u本 (R)=v*(log R);三 R-c

となる R> 1 のとき都市(R)<I:だからにこで c>O で

なければならないととがわかる.

また X(t) がほぼ逮統的に変わるとすれば， 所持金を

R1 Ra傍にするにはまずR1借し，ついでさらに九倍に

しなければならない.そこでこのような場合には，

ψ* (.:v+1I) 今世帯(.:v) v* ( 宮)

となり，

v* (.:v)与e-C.r， u* (R)与R吋

を得る司そこで仮りに u*(R)=R-c としてみよう.公

平な絡けの場合にはちょうどここで C出 i となっていた

ことを思い起こせば，これはまったくでたらめな想定で

はないであろう.そうして不利な賭けの場合にはc>1 と

考えられる.そうすると最適な戦略は，

E(器官))=R-CE(XC)
を殺大にするようにすればよいことになる.

c>l だから X. は Xの凸関数，したがってその期待値

を大会くするには，期待値とともにばらつきをなるべく

大きくするようにするのがよいということになる.

たとえばもっとも望書単な場合として， P ;2ドのくじのう

ち i 本だけが f当引で鎗は fiまずれj となる場合. i 

番問のくじが当る議事~Pt， 当ったときの配当額を η と

なる場合を想定する.このとき所持金のうち的だけで t

番のくじを使うことにすると，

E(Xc)= L;i句作。÷η lt"ïl c

となる.これは lt"í の関数として凸関数だから L;lt"(= 1 

L;7t'í:::: O の範囲でこの債を最大にするのはその端点，す

なわちある i に関して町田 1，その他の lt"J""O となる場

合である.すなわち，

maXPi 7t'í C=P♂肉料

となるとき汐番自のくじに金金額を投ずればよいととに

なる，これは「危険分散j の逆の「集中決戦J 型の戦略

である.しかしながらこの場合 c は突は最適戦略に応じ

て定まることになるから，突はまだ解は宛余には定まら

なし\この爵窓についてはつぎにもう少しくわしく考え

よう.
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