
限定合理性への手がかり   

一実質合理性（SubstantiveRationality）一  

下川 拓平  

エージェントの「合理性」という，行動を特徴づける特性が，いわゆる情報構造の理論を朴－てどのように定式化さ  

れるかを［6，2］，それぞれにて言及／定義される，実質合理性：“SubstantiveRationality‥の概念に焦点をあてて論じ  

る．これは「合理性」の認識論的分析の，ある種の土台を探し出す作業をi，含む．具体的には，この“Substantive  

Rationality”がエージェント間の共有知識であるとの一見同一の前提条件で，上記の文献で一見背反な結果が導出さ  

れている，その簡単な例を見る（「合理性」の定義の微妙な差異によl），まるで異なる結果が導出されてしまうことは，  

示唆する所大である）．簡単なイグゼンプラを見ながら説明を行う．  

キーワード：完全情報展開型ゲーム ，情報構造，実質合理性   
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り，したがってこれらの仮説や数理的理論にもとづく  

政策や予測を意味のあるものと認定できない，として，  

ハーバード・サイモンのいわゆる限定合理性［8］の議  

論へとシフトしていく．しかし，筆者の存知する範囲  

では，この限定合理性という言葉が経済学において，  

あるいはゲーム理論のなかで，何がしかの結果を導出  

する土台として定義をされているのをあまり見かけな  

し、ように思われる．   

行重力科学としてのゲーム理論におし－て，エージェン  

トの行動を規定するはずであるエージェントの情報能  

力の輪郭を明確にする，ということが「限定合理性を  

定義する」こと，ならば，それは極めて本質的であろ  

う．ではまず合理性というものが何かを我々は分析的  

にとらえる必要がある．  

2．枠組の概観  

ゲーム論の枠組で「合理性」を論じるのは，それが  

数学的な概念として厳密に記述されるという意味で，  

また例題が構成しやすいという意味で，好都合である．  

「合理性」についての議論は，ミクロ経済学の領域  

において例題や事例を用いて，非常に数多く，また  

様々なアプローチをもってなされている．本来ならば  

経済エージェントの「合理性」というものについての  

先人の考究をある範囲で鳥略すべきところであるが，  

本稿ではそれをあえてせず（あるいは先行する節にて  

論じた範囲にとどめ），主としてゲーム理論の数理的  

展開におけるそれへ焦点をあてて，そのゲーム理論に  

おける「合理性」の概念の精緻化を，後述する「実質  
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1．合理性とは  

現在パラダイムシフトが生起しつつある，というこ  

とは，ある意味周知である，ということをまず強調し  

た上で，現行のミクロ経済学のパラダイムにおいては，  

次のような前提にもとづく理論が機軸をなしていると  

いわれている．   

・エージェントの意思決定は「効用（利益）最大  

化」を機軸になされる．つまりこれが行動原理．その  

最大達成を「めぎす」ための「合理性」の仮定が不可  

欠．   

・ミクロ経済学における「合理性」の仮定は，よく  

指摘されるように非常に強力で，ある種無限の記憶と  

計算力を仮定する．この仮定にしたがったエージェン  

トによる理論が主軸．  

・エージェントの意思決定が常に合理的である，と  

いうことはつまり全エージェントは同質ということを  

も含意する．  

・情報伝達速度は無限大（つまり一瞬で全ての情報  

がエージェントに共有される）．   

・上記のように，エージェントが合理的に利益最大  

化へ意思決定した首舜間にある状態ができる．ケネス・  

アローによれば，この状態はパレート最適となる（厚  

生経済学の基本定理．例えば文献［3］を参照）．   

無論，批判者は，上記のような仮定は現実とは異な  

しもがわ たくへい  
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のアクションはCによってとられる，等々である．   

定義2．2（完全情報ゲーム）与えられた展開型ゲ  

ーム〈r，Ⅳ，（方才）繕〃，¢〉が完全情報ゲームである，と  

は，任意のノードにおいて，すべてのプレイヤは「誰  

が，どういうアクションをとってきたか」を記憶して  

いる， の謂である．つまり参加しているゲームにおい  

て，現在そのゲームがどのノードに到達しているか，  

をすべてのプレイヤは知っているということになる．   

定義2．3（モデル）展開型ゲームg＝〈r，Ⅳ，  

（打～）ォ∈P，¢〉を所与とする．gのモデルとは，三つ組  

〈β，（君）～∈〃，S〉である．ここに，βは世界の状態を表  

示する集合，書は  

君：β→2β  

であり，プレイヤiの可能性対応（probabilitycorre－  

spondence）とよばれる．通常，この可能性対応は，  

エージェントの保有する情報の「精緻さ」を表現する．  

（β，書）の二つ組を，プレイヤ（エージェント）Zの  

情報構造とよぶ．さらにsについて，まずプレイヤZ  

がとることが可能なアクションの集合をAgと表示し  

て，  

の：¢‾1（ダ）→Aォ  

を才の戦略とよぶ．才がとり得る戦略全体の集合を  

∑ォと表示して，  

s：β一→口∑オ ブ∈∧「  

とする．なお，ロォ∈Ⅳ∑∠の要素は通常戦略プロファ  

イルとよばれる．   

可能性対応は，プレイヤの世界に対する「認識力」  

を規定する．つまり山′∈書（仙）は，「プレイヤ才は，  

世界の状態仙において，世界の状態仙′と実際の仙を  

区別できない」の謂となる．   

s（甜）の値の意味は，「世界の状態が仙にある場合，  

各プレイヤの戦略はこれこれである」ということにな  

る．なお，「世界の状態が似であったときに，プレイ  

ヤブがとる戦略」を，Sf（仙）と表示することとする．  

つまり   

s∴β－－－一→∑〆  

である．onto写像である理由は，「どのような戦略も，  

『とられ得ない』ことはない」という直観による．   

可能性対応について，本稿では次の二つを仮定す  

る：  

1）山∈P才（山）forall仏∈β，   

2）cu′∈Pi（a））impliesPt（w）⊆Pi（co’）   

1）の意味は，「才は，実際の世界の状態を，『可能な  

（25）747   

合理性」の定義への直感的な道筋を例にして，論じて  

みる．   

次に，後続する議論で使用する通常のゲーム論の緒  

概念を，記法に着意しながら定式化しておく．まず，  

展開型ゲームから示す．   

定義2．1（展開型ゲーム）展開型ゲームとは〈r，  

Ⅳ，（打方）“三八，¢〉である．ここに，rは（有限）木構造  

（Ⅴ，E）（Ⅴはノード（ヴァーテックス）の集合，且  

はⅤ上の二項関係，通例の木における「エッジ」），  

Ⅳは有限集合でプレイヤ（エージェント）の集合を  

表示し，さらに，プレイヤの利得函数は，  

7Ti：r→R（実数）foralli∈N，  

とする．ここで，r（⊂Ⅴ）は木構造rのターミナル  

ノード，あるいは「菓」の集合で，子ノードをもたな  

いノードの集合（通常の木構造におけるそれと同一の  

概念）とする．最後に，  

¢：V一丁→Ⅳ  

で，各ノード（ターミナルノード以外）における，  

「アクション」（通常，エッジに付されるインデックス  

として図示される）をとるプレイヤを表示する．木構  

造を採用する理由は，各プレイヤが時系列でアクショ  

ンをとっていく，という状況を表示するためである．  

ルートノード（親ノードをもたないノード）から，タ  

ーミナルノードへ向かって各プレイヤが順にアクショ  

ンをとる，と解釈する．   

念のために一例を図1に示す．   

図1において，プレイヤの集合はⅣ＝（A，β，C），  

アクションはすべてのプレイヤにとって（1，2）であり，  

またそれぞれのノードには¢の値すなわちプレイヤ  

の名前が付されている．またターミナルノードそれぞ  

れには徽，鶴，方。の値が付されている．最初のアクシ  

ョンはAによってとられ，例えばAが2をとれば次  

月  
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図1展開型ゲーム  
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sJl（の），よってsz・（仙′）＝の＝Sf（仙）．逆に，いかなる  

仙′′∈吾（仙）に関してもsど（仙）＝S7・（仙′′）であるから  

アブ（仙′′）⊆sJl（♂f），よ って定義2．5よ り 仙′′∈  

凡（s；1（の））．■   

命題2．7より，式（1）は前提となすべきプレイヤオの  

性質を規定する．すなわち，もし式（1）が成立するよう  

なgは，自分のとる戦略をきちんと認識していると解  

釈できる．本稿では，式（1）を常に仮定して議論を行う．  

3．「合理性」を概念操作の対象となす  

完全情報ゲームという条件をもうけた上で，合理性  

の議論が比較的クリアに行えることを以‾Fに見ていく．  

また本節は，枠組自体を紹介するという本稿の主旨の  

一つにそって，やや多くの記法や概念を導入していく．   

展開型ゲームダ＝〈r，Ⅳ，（弟）ヱ・甜，¢〉と，そのモデ  

ル〈β，（書）ぎ∈入「，S〉を所与とする．まず任意の戦略70ロ  

ファイル：（♂1，…，♂沼）∈口f∈〃∑7・は，任意のノード〃  

からターミナルノードへいたる道筋を一意に決定する  

ことに注意し， このとき決定されるターミナルノード  

を丁ひ（♂l，…，♂m）で表示する．   

完全パスとは，ルートノードからあるターミナルノ  

ードへいたる， 一意に決定されるパスのこととする．  

（〃r，ぴ1，‥・，～）（〃rはルートノード，また机∈竹J∈  

r）のように表示する．またパスとは，すべての完全  

パスおよび，任意の完全パス（ぴr，…，〃．メ，…，〃々，…、り  

の，部分列すなわち：（〃ノ，…，〃々）と表示できるものす  

べて， とする．   

戦略プロファイル（仇，…，♂m）によってパス（〃．メ，…  

〃々）が“実現’’される場合，つまりこの戦略プロファ  

イルで，ノード叛からゲームをはじめるとノード〃々  

にいたる場合，   

（♂1，…，♂m）廿（〃J，…，〃々）あるいは  

（仇，…，♂m）ル勅  

のように表示することとする．つまり，   

（仇，…，♂m）什諭（♂1，…，♂m）  

がつねに成立する．また，任意の戦略プロファイル♂  

＝（♂1，…，の＿1，の，仇＋1，…，♂m）に対応して，♂■J＝（♂1，  

… ，¢＿1，の＋1，…，♂m）という，よく用いられる記法も  

採用しておく．展開型ゲームのモデルにおける戦略プ  

ロファイルs（仙）についても，同様の記法：s＿ノ（山）を  

用いる．   

これから，任意の戦略プロファイルとノード‡ノか  

ら各プレイヤの利得を与える写像：  

状態』の一つとして認識できている」という仮定，ま  

た2）は，「世界の状態が仙のときにもし∠が『自分は  

仙′という状況下にいるのかもしれない』と思うなら  

ば，α′という状況下では，仙とそれに類似する状  

況：君（仙）と山′をも区別できないであろう」となる．   

命題2．4 展開型ゲームのモデル〈β，（君・）～・∈∧r，S〉に  

おいて，書に上記1），2）を仮定すると，  

∪仙∈βP～・（仙）＝β，かつ  

書・（仙）∩書（仙′）ヰ牒 →書（甜）＝君（仙′）  

が成り立つ．  

証明：略．■   

つまり，君は1），2）というある種自然な条件で，  

β上に分割を構成する．このように∠∈Ⅳそれぞれに  

対応して構成されたβ上の分割を，オの情報分割  

（informationpartition）とよぶ．   

定義2．5（イベントの認識）一般にE⊆βをイベ  

ントとよぶ．今，  

凡：2β∋古い（仙∈β】君（山）⊆g）  

なる対応を定義する．このとき，もし凡（g）幸8であ  

れば，gはα∈〟と（g）において，イベントgを認識  

しているという．   

〟ど（E）は，「gがイベントEを認識する，というイ  

ベント」となる．   

定義2．6（共有知識（例えば文献［7］））与えられ  

た展開型ゲームのモデル：〈β，（書）ヱ紺，S〉のイベント  

E⊆βについて，  

A（且）＝∩踪（且）  
∠∈∧J  

として，さらに  

C（E）ニA（g）∩．4（A（且））∩．4（A（A（g）））∩・・・  

なる集合を定義する．C（g）が非空のとき且は共有  

知識であるといい，C（且）⊆βは，「Eが共有知識で  

ある」というイベントである．   

展開型ゲームのモデル〈β，（書）ぎ∈〃，S〉を所与とし，  

条件1），2）が成立しているものとする．このとき，  

sJl（の）⊂βは，「才が戦略のをとる，というイベン  

ト」となる．この場合，もし，（sゴ（山）＝のとして）  

凡（s㌻1（仇））⊇君（仙），forallの∈∑r  （1）  

であるならば，次が成立する：   

命題2．7 上記式（1）が成立しているとき，またその  

ときに限って，仙′∈書（仙）は常にs∫（山）＝Sォ（仙′）を含  

意する．   

証明：仙∈βとする．任意の山′∈書（仙）（仙≠仙′）に  

ついて，（1）よ り仙′∈〟i（s；1（の））つま りP∫（山′）⊆  
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ばならない」，F2）は，「αパこおいて〃が実際到達さ  

れるとすると，才の想定は似でよい」，F3）は，  

「eォ（叫〃）なる『想定された別の世界』は，〃到達よ  

り以前の変更だけ，とみるのが自然である」の謂であ  

る．   

定義3．3（Stalnakerの実質合理性［2］）展開型ゲ  

ームとそのモデルにおいて，世界仙においてプレイ  

ヤ才が実質合理的であるとは，才が任意のノード〃で，  

世界ゐ＝eォ（仏㌧む）において合理的である，の謂である．  

庁む：口∑ブヨ（仇，…，♂m）  
オ∈∧r  

い（爪（才），…，方m（り）∈Rm  

（ただし，f＝r〃（♂1，…，♂m））が定義できる．これも，  

個々のプレイヤに対応して，禿山（仇，…，♂m）＝方ざ（J）な  

どと記法を定義しておく．   

定義3．1展開型ゲームとそのモデルにおいて，世  

界仙におけるプレイヤオが，ノード〃において，合  

理的であるとは，   

（∃仙′∈書（仙））（∀の∈∑乙）  

（泉恒（s（仙′））≧万両（s▼イ（仙′），の））  （2）  

つまり，ノード〃にいたった所で，仙′という∠にと  

って可能性を否定できない世界で，才がとることにな  

る戦略sォ（仙′）が，最適反応になっている，というこ  

とである．これを用いて，   

定義3．2（Aumannの実質合理性（［5，6］））与え  

られた完全情報展開型ゲームとそのモデルにおいて，  

プレイヤ才が世界仙において実質合理的であるとは，  

任意のノードについて，式（2）が成立することである．   

さて，この定義について次の疑問が生じる．「完全  

情報なのであるから，あるプレイヤが，ノード〃（幸  

びγ：ルートノード）にいたったと想像した場合に，〃  

にいたるという仮想的な世界は『もとの世界とは必ず  

しも一致しない』はずである」．  

「合理的」である才の思考は，「〃にいたる，という  

ことを仮定すると，世界の認識を少々変更せねばなら  

ないが，それでも最適反応をするように戦略を設定し  

ておく」となるはず，との直観である．   

この直観は，プレイヤ才が，世界山の中で，〃に  

いたったと想像したときに「想定する」世界仙′＝  

e才（叫〃）をまず規定することを要求する．つまり，そ  

の仙′において「合理的」に行重力するようなsf（仙′）が  

選ばれることが，才の合理性の定義として採用されね  

ばならない．   

そのような山′＝e∫（叫〃）はどのような規定をうける  

か．文献［1，2］にて提示されている条件を，やや形式  

的に書き直してみると：   

Fl）：s（ez（叫〃））什びr〃，   

F2）：s（仙）什〃r〃ならばeォ（叫〃）＝叫   

F3）：むまたはそれより下にあるノードをVlぴで表  

示して，任意の〃′∈Vいこついて，また任意  

のプレイヤブについて，もし〃′∈¢1（才）なら  

ば，S∠（eォ（叫〃））（〃′）二Sぎ（甜）（〃′）．   

Fl）は，「〃はeォ（仏＼む）において実際に到達されね  

すなわち，   

（∃仙′′∈書（ゐ））（∀の∈∑∠）  

（禿山（s（仙′′）≧庁む，ど（s＿ゴ（仙′′），の））  

が任意のノード〃において成立するとき，となる．  

（3）   

定義3．2と定義3．3がどのように違うのか，以下の  

ような簡単なイグゼンプラによ－）見ることができる．   

まず，世界β＝（助，…，山5）とする．プレイヤは  

〈4β）で，¢‾1（A）＝（Al，A2），¢‾1（β）＝（β）であり，  

アクションはA，βともに（⊥，斤）である．   

s（肋）＝（⊥β，⊥） s（山2）＝（斤β，⊥）   

s（仙3）＝（兄L⊥） s（仇）＝（尺斤，斤）  

s（仙5）＝（斤⊥，β）  

（s。（肋）（Al）＝⊥，S。（肋）（A2）＝斤，Sβ（肋）（β）＝⊥，  

等々という意味）また，  

P。（a）h）＝〈a）k）forallk∈（1，…，5），  

f㌔（wh）＝（a）h）for k＝1，4，5and  

f㌔（山2）＝」托（仙3）＝（肋，仙3）  

とする．   

まず明らかに，この例ではβは，世界仙ではノー  

ドBにおいて合理的ではない．つまりAumannの意  

味（定義3．2）の実質合理性は助にて成立しない．  

さらに，定義2．6により，Aumannの意味での実質  

合理性が助にて共有知識であることもない．一方，  

βは世界山2ではノードβにおいて合理的である，  

／／二T＼  

ノノ＼ 
β  

＼ 
A2  ／＼  

0  

0  

図2 イグゼンプラ  
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というのはβはAがノードA2において⊥をとる可  

酸性を否定できか－からである（鳥（山2）＝（仏2，仙3））．  

同様に，プレイヤAは世界仙。ではノードA2におい  

て合理的である．ここで，先に導入した，Fl）  

～F3）をみたす対応e。（＿，＿），eβし，＿）を考える．この  

場合，あきらかにeβ（助，β）＝仙2であり，e。（肋，A2）  

＝仇であることから，定義3．3により，A，β双方は  

a）lにおいてStalnakerの意味で実質合理的であり，  

よって，a）lにおいてStalnakerの意味での実質合理  

性は共有知識である．   

結論：上記の例において，我々は世界助でのStal－  

nakerの意味での実質合理性が共有知識であることを  

みた．ところが，助では，ゲームの「合理的解」で  

あるバックワードインダクションソリューション（例  

えば教科書として文献［4］）は得られない（山4にて得  

られる）．一方，この例においては，Aumannの意味  

での実質合理性が共有知識となることはない  

（Aumannは，文献［6］において，実質合理性の共有  

知識は，かならずバックワードインダクションソリュ  

ーションを含意する，という意味の定理を証明してい  

る．このイグゼンプラは，その一例を提示している）．   

●Aumannの意味での実質合理性が共有知識であ  

る＝⇒それはバックワードインダクションソ リューショ  

ンを提供する，   

●Stalnakerの意味での実質合理性が共有知識であ  

ることは，かならずしもバックワードインダクション  

を含意しない．  

4．結論  

我々はエージェントの行動を規定するその情報  

「力」を定式化する数理的な枠組を，見てきた．特に，  

完全情報展開型ゲームにおける実質合理性という概念  

を，エージェントの情報構造（本論の中では，与えら  

れたゲームに対応するモデルという形であらわれた）  

を伺いて二通りに定義し，その違いをイグゼンプラを  

通じて観察した．   

このような枠組は，まだそれほど一般的ではないと  

も思える．ここで紹介したことは，Aumannをはじ  

めとする先人の，比較的最近の結果の（あまり忠実で  

ない）片鱗である（筆者自身が己の考究の課程で導入  

した概念をも（便宜的に）含んでいることをここに申  

しそえる）．  

「合理的であるかどうか」といった非常に抽象的な  

概念が，ゲーム理論という実際問題を直接的に扱う枠  

組のなかで，どうやら輪郭を見せてくれる，という事  

実はそれなりに示唆に富むのではなかろうかと筆者は  

考えるものである．枠組そのものについてのご教示を  

含め，識者の御意見，御批判をたまわれば幸いである．  
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