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1. はじめに

社会システムのような大規模システムにおいて

複数の代替案の評価を行なう場合，さまざまな観

点から評価しなければならない.そのとき，それ

らの観点、からの評価は互いにコンフリクトしてい

るのが普通である.すなわち，すべての観点から

の評価がすぐれているような代替案が存在するの

はまれである.このような場合に最適な代替案を

選択するための方法論の l つとして多属性効用理

論がある.この理論はさまざまの観点からの評価

値(属性値)をある条件のもとで統合し，統合さ

れた評価値により代替案に優劣をつけ最適な代替

案を選択する方法論を与える.また，各評価値を

代替案を選択した場合の結果の値であると解釈す

ると，その結果が不明確であっても，結果の生起

する確率がわかれば，評価の期待値を計算するこ

とにより，代替案の優劣を評価することができ

る.

本稿では，多属性効用理論の基礎となる期待効

用理論の概説を行ない，多属性効用理論で得られ

ている主な結果について示す.

2. 期待効用理論の発展

多属性効用理論は von Neumann と Morgen-
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stern [12J ， [20J ， [35J に始まる期待効用理論を

基礎としている.この期待効用理論は確率測度の

混合集合(mixture set) 上の順序を保存する線形

な実数値関数(効用関数)の存在に関する理論とし

て種々の公理系により体系づけられてきた[ 12J , 

[20J. そこで，本節では基礎となる線形効用理論

(linear utility theory) について概説し，特に

近年，その拡張として確立された理論についての

ベる.

2.1 線形効用理論

結果の集合をX とし，その上の単純確率誤u度P

の集合をP とする.単純確率測度とは確率測度で

あり，有限集合 AcX に対して ρ(A)=1 となる

ものを言う.任意のp， q 壬 Pに対して砂+(1 一λ)q，

0::;; えさ三 l も単純確率測度となるので， このよう

に生成されるすべての単純確率測度がPに含まれ

るとき Pを混合集合と言う.>-をP上に定義され

た順序とする.すなわち ， p>-q, p, q E Pはpのほ

うが q より好まれることを表わす.また， p-qは

p>-q, q>-p のどちらでもないことを示し ， p と q

は無差別であると言う.

線形効用理論では次のようなP上の順序〉を保

存する線形な実数値関数u が存在するための必要

十分条件を種々の公理系として体系づけている.

ρ>-q~u(p)>u(q) (1) 

u(砂+(I-À)q)= えu(p)+ (1 -À)u(q) (2) 
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ここで， u は正線形変換に対して一意となる.

(2)の線形性によりかを結果zが生起する確率とす

ると ， u(p)= 'L，p:cu(x) となり p の評価はおのお

のの結果の評価値(効用)の期待値を与えること

がわかる.

(1), (2)を満たす u が存在するための必要十分条

件となる l つの公理系は，次の公理 1-皿である

[12J. 

公理 1 (順序)

〉と~は推移律を満たし ， p>-q コ not q>-p 

公理 11 (独立性)

p>-q, O<ﾀ< 1 

=字Aρ +(l-ﾀ)r >-えq+(I-À)r

公理m(連続性)

ρ >-q>-r=宇ある α， ß E (0， 1) に対して

α:p +(1 ーα)r>-q， q>-゚p+ (l-゚ )r 

この公理系の他に公理 I の順序を陽的に仮定し

ない興味ある次のような公理系が uが存在するた

めの必要十分条件として得られている [21J.

公理W(連続性)

p >-q, q>-rニ3少なくとも l つの 0<α<1 に対

して q-α:p+( 1 ーα )r

公理V (優越性)

(i)ρ >-q， pとr=ザ>-Àq+ (!-ﾀ)r 

(ii) q>-p, rとρ=キÀq+ (l -À)r>-p

(iii) p-q， p-r=ザ-2q+(!-À)r

公理VI(独立性)

1 . , 1 , 1 
ρ-qニ辛17P+17f~11q+17r

意思決定者がこれらの公理系を満たすような選

好判断を行なうと仮定できるならば， u を構成す

ることにより意思決定者の P上の選好順序を知る

ことができる.しかし，これらの公理系が合理的

であるということに関しては数多くの批判があり

議論されてきている.そこで，これらの各公理の

批判をやわらげるために，それぞれの公理を満た

さなくてよい線形効用理論を拡張したいくつかの

理論が提案されてきている.たとえば，公理 I を

満たす必要がない Fishburn の SSB理論 [21J ，
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公理Eを弱い条件にした Chew と MacCrimmon

[4J , Machida [30J の理論，公理皿を満たす必要

がない辞書的期待効用理論 [13J などがある.

2.2 線形効用理論の拡張

本節では Fishburn が最近確立した線形効用

理論の拡張の 1 つである 88B理論についてのベ

る. S S B理論は推移律を満たす必要がないよう

に線形効用理論を拡張したもので，それはP上の

順序を保存する次のような性質をもっ skew-sy

metric bilinear な実数値関数ゅの存在を示した

ものである.

ゆ (p， q)=-rþ(q， p) (3) 

φ(2ρ + (1 -À)q， r)=神(p ， r)

+( l-À)ゆ (q， r) (4) 

(3) , (4) よりゅは双線形になることは明らかであ

る.

φ が存在するための必要十分条件である公理系

は公理lVと公理Vおよび次の公理で与えられる.

公理VH(対称性)

. 1 
p>ー q>-r， p>-r， q- Zp 十三f のとき

. 1 
Àp+(1-2)r-tρ+17q 

. 1 
0か十 (1-i)p~17r+17q

この φは正の乗数倍に対して一意に存在するこ

とが証明されている.

ゅの双線形性により P:c， 仰をそれぞれ結果 x， y

が生起する確率とすると φ(p， q) = 'L，P:cq:cφ (x， y) 

となる.ゅは iうが q より好ましい程度を表わすと

解釈すると ， p が q より好ましい程度はおのおの

の結果の好ましさの程度の期待値を与えることが

わかる.

3. 多属性効用理論の発展

結果 XEX がベグトル X= (Xl , "'， x，，) として表

わされているとする.このとき各Xiは t 番目の評

価(属性)の値を表わす.属性 i の値全体をXi と

すると，結果の集合は X=X1 x … xXη として表

(11) 831 © 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.



わされる.X上の議会集合をPとし ， Ph … ， P匁を

pEPの周辺分布の集合とすると ， P1は Xd:の混

合集合である.

多属性効用理論はP上の線形効用関数uが存在

することを前提としている.この uを求めること

ができれば，互いにコンブリクトしている各属性

の評儲を統合した評価を行なうことがでさる.し

かし U を直接的に求めることは一般に非常に国

難で、ある.そこで，多麗性効汚理論はかを P五をP

EPの i罵性の潟辺分布とするとU(ρ)=!{Ul(Pl) ，

…，的(p，，) )のように比較的求めるのが容易である

各九上の線形効用欝数Uf，の欝数として表現! (分

解表現)を求める方法論を提供する.

この方法論としては，各Pi上の選好}I照序が他の

属性の{底抗 EX1 X … xXトl X Xi+1 X … xXねによ

りどのように変化するかを条件づけることにより

f の勝的な表現を構成することが中心となってい

る. この条件の基本的なものとして Keeney の

効潟独立性 (utility independence) [24-28J が

ある.効用独立伎を用いてfの加法型，乗法型多

種線形避の分解表現を構成する方法論は Keeney

と Raiffa により体系づけられている [28J.

多属性効用理論の最近の発肢は，この効用独立

性を拡張し，より涼範題のfの分解表現を求める

方向にある.この効用独立性な拡張するには大き

く分けて 2 つの方向があると考えられる. 1 つは

各 Ui の形がおの変化にどのように欽王子するかに

着目した近似的な意味でのfの構成方法である.

その条件としては Kirkwood の parametrie deｭ

pendenee[29J , Bel1の補間独立性(interpolation

independence) [2J , [3 J，町村・中村の凸依存性

[31J，[33J ， [34Jなどがある.もう i つの蛇張の方

向としては，各民上の選妻子顕序が xi の値により

変化する条件を効用独立伎を含む静で拡張するも

のである.その条件として Fishhurn と Ke邑主主主y

の一般化効罵独立役 [16J ， [18J, Fishburn の双

独立性(bi1ateral independence)[14J , [1 5J , Faｭ

rquhar の fraetional indepe汲denee[5]ベ6J， Fi-
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shburn と Farquhar の第n動燃独立性 (degr告e

n utility independence)[19J などがある.また，

中村山2J により第 π効用独立性と凸依存伎を結

びつけるいくつかの独立性条件が定義されてい

る.これら以外のものとして Bell の条件付効用

独立性[1]， Farquhar の multivalent preferenee 

s主rueture [8J..... [1引が定義されている.

以下の節で，上でのベた主な独立性条件の定義

とその分解表現について示す.

3.1 独立性条件

X=YxZ となっている場合を以下で、考える，

pEP の Y， Z に対する周辺分布を Py， p. とし，

その混合集合を Py， PZ とする . (PII , z) , (ν， ρ.)を

それぞれZEZ， YE Yにより条件づけられた py， p.

を表わすとする.

次に若干の定義を行なう.

(i) 1う >-q 牛字 q>-う

(ii) -=XxX =宇>-=ゆ

(iii) py >-.qy ∞ (py， z) >-(qy, z) 

(iv) py >-..1いj{h， z)サ(q"， z')

〉十(Py， ZI)寸(qy， z) 

(i)の>-*は〉の双対な選好瀬序を表わす. (iむよ

り，すべての Pが互いに無差別で、あるとき JI鼠序〉

を φ で表わす.(iiむの>-.は z 巴 Z により条件づけ

られた py上の選好}I疑序を表わす. (iv)の〉がは

z， z' 屯 Zの 2 つの値により条件づけられたpy上の

選好}I僚序を表わす.これを m儲の鑑 (m;;:主計によ

り条件づけられた py 上の選好順序として拡張し

た定義は中村 [32J ， Farquhar [5J により与えら

れている‘

以下に今まで、に得られている独立役条件のいく

つかを示そう.

(1)加法独立性 [11J ， [28J

Y(VI)Z仲>-zzt=t� for all z' 正 Z

これは， YがZに加法独立であるとは， Z,Z'EZ 

により条件づけられた py 上の鱗序がすべて無差
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別になることを示している.

(2) 効用独立性

Y(U1)Z∞ >-z= >-z' for all z E Z 

これは， Yが Zに効用独立であるとは，任意の

zιZ により条件づけられた py 止の順序はど ιZ

により条件づけられた Py 上の 11原序と一致するこ

とを示す.

(3) 一般化効用独立

Y(GU1)Z゙  >-z={>-z', >-zぺゆ} for all z 正 Z

これは ， Yが Zに一般化効用独立であるとは，

任意の ZEZにより条件づけられた py上の順序は

ど正 Zにより条件づけられた py上の順序と一致す

るか，逆転するか，すべて無差別になることを示

す.

(4) 双独立性

Y(B1)Z ゙  >-zz，ニ>-zz" for all z' E Z 

これは ， YがZに双独立であるとは，任意の z，

Z' EZ により条件づけられた py上の順序は 2， Z' ε

Zにより条件づけられたpy上の順序に A致するこ

とを示す.

(5) 凸依存性
m+l 

Y(CD明)Z∞ Vz (ν)=ZF(z)同 (ν)
叫+1

Z仇(z)= 1 

ただし， VZ(ν) 会 [u(ν， z) -u(旬。，Z)J/ 

[u(γ* ， Z) -u(旬。， z)J

これは ， YがZに第m凸依存であるとは，任意

の zιZ~こ対する Y との正規化された条件付効用

関数 Vz(ν) は Z1> ..・ ， z叫1 巨 Z に対する Y上の正規

化された条件付効用関数 VZ1 (ν) ,… , VZm + 1 ( ν)の凸

結合で表わされることを示す.補間独立性はY(C

D1 )Z と同じ定義になっている.

(6) 第m効用独立性

Y(UI間 )Z∞ (i)すべての z* E A に対して

n l(z)蹕;I(z*) 
z(êA\{ポ}

(iil n [(z) = n l(z) 
Z 巨 A z 巨 Z

ここで， A は Zの mf岡の要素をもっ部分集合で

ある . l(z) は条件付無差別関係として次のように

1981 年 11 月号

定義される.

P1l1(z)qll ﾞ (P lI， z)-(qy， z) ， py， q，l 正 P

これは ， Y が Z~，こ第 m 効用独立であるとは ， z 

EAにより条件づけられた無差別関係の共通集合

は Z 巨 Z により条件づけられた無差別関係の共通

集合に一致し，しかも，そのような関係になる A

の要素の最小の数がmになっていることを示す.

3.2 分解表現

多属性効用関数の分解表現fが属性ごとの効用

関数を用いて構成されるために提案されている一

般的な形式は Fishburn による次の格子モデル

[17]ヵ:ある.

ll(ν， z) = I; I;gi(ν)ゐ (z)

前節で定義されている各独立性条件はすべてこ

の格子モデルに当てはまる分解表現を与える.第

m効用独立性はこの一般的な格子モデ、ルが成立す

るための必要十分条件になっている.また，凸依

存性もこれと同値な条件になっていることが示さ

れている[32].前節に示した条件以外の独立性条

件は格子モデルには当てはまらない分解表現を構

成する.すなわち，完全には属性ごとの効用関数

により分解表現を構成することはできないモデル

になっている.

以下に前節で示した(1)-(5)の条件が成り立つ場

合に 2 属性効用関数 u(y， z) がどのように分解表

現されるかを示そう.多属性効用関数の分解表現

は 2 属性効用関数の分解表現を用いることにより

容易に導びくことができるので，本稿では割愛す

ることにする.

(1) 加法的分解表現

nV1)ZÞu(払 z)=u(ν， ZO)+u(yO ， z)

(2) 乗法的分解表現

Y(UI) Z, Z(UI) Y 又は Y(GUI) Z, Z( GUI) Y 

Þu(y， z)=u(ν， ZO)+u(ν。 ， z)+ktt(ν， ZO)

u(ν。 ， z) 

(3) ﾛne-way Utility Independence 分解表現

Y(UI)Z または Y(GUI)Z
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