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決定理論における利失・後悔と選択基準に関する一考察
甲南大学大学院 𠮷川　歩

利失表を用いた意思決定問題の代替案選択方法として決定理論が利用されている．本稿ではまず①従来から
利用されている2種の利失・後悔に加え，新たに3種の利失・後悔を提案する．次に5種の利失・後悔と5種の選
択基準の25種の組合せについて，②得られる結果が同一となる冗長な条件と③適切な代替案の選択を阻害す
る条件を明らかにする．また④利失に損失が含まれている場合に代替案の選択を回避する手法を提案する．

A New Approach to Payoffs, Regrets and Selection Criteria in
Decision Theory

Graduate school, Konan University Ayumi YOSHIKAWA

Abstract: Decision theory with a payoff matrix is useful for selecting an alternate under an uncertain state. In
this paper, we first define one payoff and two regrets in addition to the payoff and the regret already used as
the payoff matrices. Next we compare all 25 pairs of the five selection criteria and the five payoffs and regrets.
Then we show redundant pairs that are obtained same results. Also, we reveal cases in which selection criteria
do not work appropriately. Moreover, when some alternates take negative values in a payoff matrix, we propose
a method for avoiding those alternates.
Keywords: decision theory, payoff matrix, selection criteria, regret, payoff with negative value

1 研究目的

研究背景 経営戦略の選択などの意思決定の特徴

は，想定される複数の将来の状況の下で，状況が確

定する前に複数の代替案からもっとも有効と判断さ

れるものを選択せざるをえない点にある．よく知ら

れているように代替案を評価する手法として利失表

を用いた決定理論が利用されている [1, 2, 3]．しかし

ながら，これまで利失表でよく用いられている利失・

後悔は利用可能なもののうちの一部である [4, 5, 6]．

研究目的 本稿では続く2章で従来の利失・後悔

と選択基準を概説した後，3章でまず新たに3種の利

失・後悔の定義を提案する．そして4章で従来から利

用されている利失・後悔も加えた5種の利失・後悔と

5種の選択基準の合計25種の組合せについて，異な

る組合せから得られる代替案の選択結果が等しくな

る冗長な条件を明らかにする．また代替案の適切な

選択を阻害する条件も合わせて示す．さらに5章で利

失に損失が含まれている場合に代替案の選択を回避

するための方法についても提案する．

2 従来の利失・後悔と選択基準

利失表の記法 まず本稿で用いる利失表の記法に

ついて触れておく． m個の将来の不確定な状況を

sj(j = 1, . . . ,m)とする．それに対してn個の取りう

る代替案をai(i = 1, . . . , n)とする．各状況sjのもとで

aiを採用した時に得られる利失すなわち結果の推定

値をcijとする．よってこの意思決定問題の利失表は

表1のように表せる．また各状況sjの生起確率をpjと

表 1: 本稿で用いる利失表

状況 s1 . . . sj . . . sm

生起確率 p1 . . . pj . . . pm

a1 c11 . . . c1j . . . c1m
...

...
. . .

...
. . .

...
代
替
案

ai ci1 . . . cij . . . cim
...

...
. . .

...
. . .

...
an cn1 . . . cnj . . . cnm
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する．

後悔 代替案選択での後悔rijは代替案選択後に状

況が確定したとき，最良の代替案と選択した代替案

の結果の差異として(1)式で定義される．

rij = cij − max
i=1,...,n

cij (1)

選択基準の大別 利失・後悔から代替案の選択に

用いられる選択基準は①生起確率を利用する期待値

基準，Laplace基準，②最小値，最大値に着目するマク

シマックス基準，マクシミン基準，Hurwicz基準の2

種に分類できる．また以下で示すように，Laplace基

準は期待値基準，マクシマックス基準およびマクシ

ミン基準はHurwicz基準に含まれる．なお本稿では，

各選択基準の定義あるいは性質の説明の際に，対象

となる利失あるいは後悔を区別して取り扱う必要が

ない場合には一般化して“∗ij”と表す．

期待値基準 状況sjの生起確率pjが推測できると

き，各代替案aiを期待値により比較し，最大となる

代替案aiを採択する方法である．

max
i=1,...,n

m∑
j=1

pj · ∗ij (2)

Laplace基準 各状況sjが等確率で発生するとみな

し(pj = 1/m)，期待値基準を適用する方法である．

max
i=1,...,n

m∑
j=1

∗ij
m

(3)

マクシマックス基準 代替案aiごとに状況sj間で

利失・後悔∗ijの最大値を求め，代替案間で最大とな

る代替案aiを採択する方法である．

max
i=1,...,n

· max
j=1,··· ,m

∗ij (4)

マクシミン基準 代替案aiごとに状況sj間で利失・

後悔∗ijの最小値を求め，代替案間で最大となる代替

案aiを採択する方法である．

max
i=1,...,n

· min
j=1,··· ,m

∗ij (5)

Hurwicz基準 楽観度係数α(0 ≤ α ≤ 1)を導入し，

代替案aiごとに利失・後悔∗ijの最大値のα倍と最小

値の(1− α)倍の和を求め，代替案間で最大となる代

替案aiを採択する方法である．αが1のときは(4)式の

マクシマックス基準，0のときは (5)式のマクシミン

基準に一致する．

max
i=1,...,n

{
α · max

j=1,...,m
∗ij + (1− α) min

j=1,··· ,m
∗ij

}
(6)

3 提案する利失・後悔

提案の基本方針 𠮷川は代替案aiごとの評価値ei

間の比較に，ミニミン基準： min
i=1,...,n

· min
j=1,...,m

∗ijのよ

うな最小値演算を用いる方法を試みている [4]．しか

し最小となる代替案aiを選ぶ合理的な根拠は見当た

らないことから，本稿でも代替案aiの評価値ei間の

比較演算は最大値演算のみを用いる．したがって本

稿で扱う対象は，新しい利失・後悔を提案し，それら

を従来の選択基準と組合せる方法を考察することで

ある．以下では新しい利失として状況内順位oij，ま

た新しい後悔としてレンジ補正後悔qijおよび最大値

補正後悔wijをそれぞれ提案する．

状況内順位 代替案aiを決定する際には状況sjが

変化してもできるだけよい結果が得られる選択をし

たい．この要請は(1)式の後悔rijを利用した選択基準

で従来は扱われてきた．本稿では「選び損なっても

マシ」ではなく，想定した状況と異なったとしても

良好な選択となることを積極的に表す量を状況内順

位oijと呼び，(7)式で定義する．

oij =

{
1 cij = max

i=1,...,n
cij

0 otherwise
(7)

(7)式は状況sj内で各代替案aiが最良案であるかを

定量化している．

レ ン ジ 補 正 後 悔 例 え ば 状 況 s1 の 代 替 案

{a1, a2, a3} に 対 応 す る 利 失 ci1 が 順 に {20, 10, 0}，

s2に対する ci2が順に {0, 100, 400}であったとする．

このとき後悔 ri1は (1)式より {0,−10,−20}，同様に

ri2は {−400,−300, 0}と計算できる．例えばこれら

に (5)式のマクシミン基準を適用すると評価値 eiは

{−400,−300,−20}となり，代替案a3が選ばれる．し

かし状況ごとの cijのレンジを比較するとs1の20に

対し，s2は400であり，レンジに大きな差がある．こ

– 150 – 日本経営システム学会誌



Journal of Japan Association for Management Systems

のようにレンジに大きな差がある場合，選択基準と

の組合せによっては事実上単独の状況の後悔のみに

よって代替案が選択されてしまうこともある．そこ

で利失 cijのレンジの影響を補正したレンジ補正後

悔qijを(8)式で与える．

qij =
rij

max
i=1,...,n

cij − min
i=1,...,n

cij
(8)

先の例に (8)式を適用すると qi1と qi2はそれぞれ

{0,−0.5,−1}と{−1,−0.75, 0}となる．これらに先と

同様(5)式を適用すると評価値eiは{−1,−0.75,−1}と

なるため，代替案a2が選ばれる．　

最大値補正後悔 補正後悔としては(8)式のレンジ

で補正を行うもの以外に最大値で補正する方法も考

えられる．状況s1とs2の最大値がそれぞれ1000と20

であったとき，例えばs1の最大値1000に対する990と

s2の最大値20に対する10はどちらも差，すなわち後

悔が10として扱われる．しかしながら前者はほぼ同

じで後者は差があると扱う方が適切な場合もある．

そこでcijの最大値を考慮した最大値補正後悔wijを

(9)式で与える．

wij =
rij

max
i=1,...,n

cij
, ただし max

i=1,...,n
cij > 0 (9)

ただし状況sjごとの最大値 max
i=1,...,n

cijで割るため，す

べての最大値が正でなければならない．先の例では

前者の差−10は−0.01，後者の差−10は−0.5と換算さ

れ，重みの違いが明確になる．

4 選択基準間の冗長性と代替案の選択阻害条件

扱う問題点 2章と3章より，利用できる利失・後悔

は5種，選択基準は5種である．これより25種の組合

せが代替案の選択に利用可能である．ここで問題と

なるのは，これらの25種の手法から得られる選択結

果の冗長性である．つまり利用可能な手法は増えた

ものの，得られる結果が複数の手法の間で同一であ

るのならば冗長性が増加したに過ぎない．まず得ら

れる結果が一致する組合せを明らかにすることが必

要となる．またそれに加えて利失・後悔が特定の性

質を有するとき代替案の選択が適切に行えない場合

がある．したがって先の問題に加えて代替案の選択

を阻害する利失表の条件についても明らかにするこ

とも重要である．よって扱う問題をまとめると次の

2点となる．

Ⅰ 代替案の選択結果が一致する利失・後悔と選

択基準の冗長な組合せ

Ⅱ 代替案の適切な選択を阻害する利失・後悔の

特徴

4.1 利失・後悔と選択基準間の冗長性

冗長性の考え方 利失表と (2)から (6)式の選択基

準を組合せて代替案を選択するときには，各代替案

aiの評価値eiを最大値演算で比較する．このとき利

失・後悔と選択基準の異なる組合せの間で，それら

から得られる評価値eiの最大値を与える代替案aiが

常に一致する場合が冗長とみなせる．本稿ではこれ

を広義の冗長性と呼ぶ．また単に最良案だけでなく，

代替案の評価値eiの値や順序の情報も得たいときも

ある．この場合は利失・後悔と選択基準の異なる組

合せの間で，得られる評価値eiの順序あるいは値が

常に一致する場合が冗長とみなせる．本稿ではこれ

を狭義の冗長性と呼ぶ．以下では後者の狭義の冗長

性について考察した後，広義の冗長性に緩和して考

察を行う．

2種の冗長性 選択基準から計算される代替案ご

との評価値 eiの順序あるいは値が一致してしまう

ケースには，🄐解析的に一致する場合と🄑数値的に

一致する場合に大別できる．前者はさらに⒜条件に

よらず一致する場合と⒝一定の条件を満たす場合に

一致する場合に細分できる．以下ではそれぞれが生

じる条件を示す．

条件によらず解析的に一致 この分類に該当する

組合せは常に冗長であり，いずれか一方の評価を行

えばよい．以下の組み合わせが該当する．

① 利失 cijと後悔rijの期待値基準およびLaplace
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基準

② 後悔rij，状況内順位oij，レンジ補正後悔qij，最

大値補正後悔wijに対するマクシマックス基準

利失cijと後悔rijの期待値基準およびLaplace基準

この条件は中村 [2]が指摘しているものである．ある

代替案aiに対する後悔期待値基準の評価値eiは(2)式

から(10)式の第2式となる．

ei =

m∑
j=1

pj · rij =
m∑
j=1

pj · cij −
m∑
j=1

pj · max
i=1,...,n

cij (10)

後悔rijの定義 (1)式から利失 cijで書き直すと第3式

のようになる．ここで(10)式の第3式の第2項はiによ

らず一意であるため，後悔の期待値基準は利失の期

待値基準にバイアス項が加わったにすぎない [7]．ま

たLaplace基準も期待値基準に包含されるため，同様

の結果となる．なお順位，値で一致するため狭義の

冗長性となる．

後悔rij，状況内順位oij，レンジ補正後悔qij，最大

値補正後悔wijに対するマクシマックス基準 利失

cijを除く他の利失・後悔は定義に状況sjごとの利失

cijの最大値 max
i=1,...,n

cijから偏差を利用している．その

ためマクシマックス基準を適用する際の評価値eiの

演算
ei = max

j=1,...,m
∗ij

で状況内順位の最大値“1”，3種の後悔の最大値“0”を

与える代替案aiは常に一致する．なお最大値以外の

評価値eiの順位は利失・後悔により異なる場合があ

るため狭義の冗長性は満たされない．

一定の条件を満たす場合に解析的に一致 この

分類に該当する組合せは利失・後悔が一定の条件と

なった場合に，いずれか一方の評価を行えばよい．該

当するものとしては次のようなものがある．

③ 利失 cijの各状況 sjの最大値 max
i=1,...,n

cijがすべ

て等しい場合，利失cij，後悔rij，最大値補正後

悔wijに同じ選択基準を用いた評価値の順位が

一致

④ 利失 cij の各状況 sj の最大値と最小値の差

max
i=1,...,n

cij − min
i=1,...,n

cijがすべて等しい場合，後

悔rijとレンジ補正後悔qijに同じ選択基準を用

いた評価値の順位が一致

⑤ 利失cijの各状況sjの最大値がすべて等しくか

つ最小値もすべて等しい場合，すべての利失・

後悔に状況内順位oijを除く同じ選択基準を用

いた評価値の順位が一致

上記の③から⑤の各条件を考えるときに利失cijの最

大値，最小値および両者の差をそれぞれ

max
i=1,...,n

cij = βj , min
i=1,...,n

cij = γj , βj − γj = δj

と表す．そうすると後悔rij，レンジ補正後悔qij，最

大値補正後悔wijは(1)，(8)，(9)式より，それぞれ

rij = cij − βj , qij =
rij

βj − γj
=

rij
δj

, wij =
rij
βj

と表すことができる．またそれぞれが状況sjによら

ず一定となることを定数Kβ，Kγ，Kδを使って

βj = Kβ , γj = Kγ , δj = Kδ

のように表すと，例えば③の条件は

rij = cij −Kβ , wij =
rij
Kβ

と書き換えることができる．これより利失 cijに定

数を加えたもの，さらにそれを定数で割ったものに

なっているため，同じ選択基準を適用した場合の評

価値の順位が一致することがわかる．残りの④から

⑤の条件も同様にして導くことができる．

数値的に一致する場合 前述の解析的に一致する

場合は定義式から複数の組合せで評価値の順位が一

致する条件を導くことができた．しかしながらそれ

らの条件を満たさない場合でも数値的に複数の組合

せで評価値の順位が一致する場合がある．異なる利

失・後悔に同じ選択基準を適用した結果が一致する

ケースを予め検出することで無駄な評価を回避でき

る．この検出法として次の方法が利用できる．

⑥ 利失・後悔を1次元化して順位相関係数を算出

⑥の条件は，先に示した③から⑤ の条件を一般化し

たものとなっている．なお相関係数の算出に順位相

関係数を用いるのは，異なる利失・後悔の間に線形関
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係がある必要はなく，単調性があれば十分であるこ

とによる．したがって“kendall”あるいは“spearman”

の順位相関係数が1となれば，いずれか一方の利失・

後悔のみを利用すればよい．

4.2 代替案の選択を阻害する条件

代替案の選択を阻害する利失・後悔の条件 4.1で

は利失・後悔と選択基準の異なる組合せから同じ代

替案が選択される問題について示した．それとは別

に，利失・後悔が特定の特徴を有する場合には評価

値eiが等しくなり代替案が選択できなくなる場合が

ある．これには次のような条件が該当する．

1 各代替案aiの利失・後悔の最大値 max
j=1,...,m

∗ijが

すべて等しいとき，マクシマックス基準で代

替案を選択不能

2 各代替案aiの利失・後悔の最小値 min
j=1,...,m

∗ijが

すべて等しいとき，マクシミン基準で代替案

を選択不能

3 各代替案aiの利失・後悔の最大値がすべて等し

く，かつ最小値もすべて等しいとき，Hurwicz

基準で代替案を選択不能

4 各代替案aiの利失・後悔の総和
m∑
j=1

∗ijがすべて

等しいとき，Laplace基準で代替案を選択不能

5 各代替案 aiの利失 cij に状況 sj 内の最小値

min
i=1,...,n

cijが少なくとも 1つ存在するとき，レ

ンジ補正後悔qijではマクシミン基準で代替案

を選択不能

6 状況内順位oijではマクシミン基準で代替案を

選択不能

1から4の各条件はそれぞれの選択基準の定義の

(3)式から (6)式より直ちに導かれる．5の条件はレ

ンジ補正後悔qijは定義より必ず−1 ≤ qij ≤ 0となる

ため，最小値が少なくとも1つ存在すればマクシミン

基準の各代替案の評価値は−1となってしまうため

である．また6の条件は状況内順位oijの定義より最

大値以外の利失に対しては0となるためである．マク

シミン基準での評価値がすべて0でなければどの状

表 2: 代替案選択の冗長性と阻害条件：表内
の数字は前掲の各条件を表す

cij oij rij qij wij ∗ij
Maxi-max ② ② ② ② 1
Maxi-min 6 5 2
Hurwicz 3
期待値 ① ①

Laplace ① ① 4
選択基準共通 ③⑤ ③④⑤ ④⑤ ③⑤ ⑥

況でも最大値となる代替案が存在することになる．

冗長条件および阻害条件のまとめ 以上の結果を

まとめると表2のようになる．なお紙幅の都合上，表

2の各条件に対するcijの例などは続稿に譲る．

5 利失に損失が混在する場合

代替案選択の必然性 意思決定で考慮すべき条件

として代替案選択の必然性がある．つまり利失表が

どのようであれ，必ずいずれかの代替案を選択せざ

るをえないのか，あるいは場合によっては選択しな

いという意思決定が認められているのかである．前

者の場合はここまで提案してきた手法により選択す

ればよい．ここでは後者でかつ利失に損失が混在す

る場合について考察する．

利失に損失が存在する場合 意思決定に用いる利

失表に負値で表される損失が存在する場合は将来の

状況によっては代替案を実行することにより損失が

生じる可能性があることを示している．この場合「損

失が生じる可能性があるならばどの代替案も選択し

ない」という結論に至ることもある．ただ表1の利失

表では「どの代替案も選択しない」という案は導か

れない．そこで「どの代替案も選択しない」を表すた

めの方法として，表1の利失表にすべての状況sjに対

して利失が0，つまりj = 1, . . . ,mについてc0j = 0と

なるダミーの代替案a0を追加する．ここでダミーを

加えた利失をc′ij，ダミーを加えた利失c′ijから得られ

る利失・後悔を∗′ijで表す．

代替案非選択が機能する条件 上述の非選択の代

替案a0が選択される評価値の条件はi = 1, . . . , nに対
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して，期待値基準（Laplace基準を含む）の場合(11)式

が，Hurwicz基準（マクシマックス基準，マクシミン

基準を含む）の場合(12)式が成立することである．

m∑
j=1

pj · ∗′ij <
m∑
j=1

pj · ∗′0j (11)

α· max
j=1,...,m

∗′ij + (1− α) · min
j=1,...,m

∗′ij

< α · max
j=1,...,m

∗′0j + (1− α) · min
j=1,...,m

∗′0j (12)

例えば(11)式の“∗′ij”を“c′ij”とすると，利失を用いた

期待値基準となり
m∑
j=1

pj · c′ij < 0 (13)

のように利失の期待値がすべて負が条件であること

がわかる．また“∗′ij”を“r′ij”，α = 0とすると後悔マク

シミン基準となり

r0j = c0j − max
i=0,...,n

cij = − max
i=0,...,n

cij

および

min
j=1,...,m

r0j = − max
j=1,...,m

· max
i=0,...,n

cij

を利用すれば，

min
j=1,...,m

rij < − max
j=1,...,m

· max
i=0,...,n

cij (14)

の条件が導ける．

代替案非選択の応用 なお本稿では損益が均衡す

る0を閾値として利用したが，追加するダミーの利

失を任意の値とすることで，例えば“c0j = c”ならば

「利益がc円以下であれば代替案を選択しない」のよ

うな条件付けも可能である．

6 まとめ

得られた結果 決定理論で用いられる利失・後悔

および選択基準について，状況内での順位に着目し

た順位量を用いる選択基準，後悔にHurwicz基準を

適用する選択基準，レンジおよび最大値で補正した

後悔を利用する選択基準を提案し，それらの特徴を

示した．また利失・後悔と選択基準の組合せ間が冗

長となる条件と適切な代替案の選択を阻害する条件

を明らかにした．さらに利失に損失が含まれていて

代替案の選択が必須でない場合，いずれも選択しな

いことをダミー代替案を用いて実現する方法につい

ても示した．

参考文献

[1] 木下栄蔵：わかりやすい意思決定論入門, pp.5–9,

近代科学社, 1996

[2] 中村雅章：経営意思決定手法の基礎, pp.147–155,

同友館, 1997

[3] 飯田耕司：意思決定分析の理論, pp.153–158, 三

恵社, 2005

[4] 𠮷川　歩：利失表を用いた決定理論における選択

基準の比較, 第50回日本経営システム学会全国研

究発表大会講演論文集, pp.32–35, 2013

[5] 𠮷川　歩：利失表を用いた決定理論の選択基準に

関する考察, 第29回ファジィシステムシンポジウ

ム講演論文集, pp.153–156, 2013

[6] 𠮷川　歩：利失表を用いた決定理論に関する一考

察, 甲南会計研究, Vol.8, pp.87–100, 2014

[7] 𠮷川　歩：利失表を用いた決定理論に関する一考

察, 第52回日本経営システム学会全国研究発表大

会講演論文集, pp.36–39, 2014

[8] 𠮷川　歩，𠮷川奈緒子：利失表を用いた決定理論

の選択基準間の関係, 甲南大学情報教育研究セン

ター紀要, No.14, pp.53–65, 2015

– 154 – 日本経営システム学会誌


	1 研究目的
	2 従来の利失・後悔と選択基準
	3 提案する利失・後悔
	4 選択基準間の冗長性と代替案の選択阻害条件
	4.1 利失・後悔と選択基準間の冗長性
	4.2 代替案の選択を阻害する条件

	5 利失に損失が混在する場合
	6 まとめ

