確率の概念の起源について

確率の概念の起源について

文学研究科哲学専攻博士後期課程３年

後藤

蔚

要旨
ヒューム（David Hume、1711-76）によれば、
「蓋然性（probability）
」には「偶然（chances）
」
に基くものと、
「原因（causes）
」に基くものとがあるが、偶然とは、実は密かな隠れた原因
に他ならない。従って、偶然に基く蓋然性と云っても、実のところは、原因に基く蓋然性な
のである 。
1

確率の対象は偶然ではない。物事が全くの偶然によって出鱈目に生起するのだとすれば、
そこにどのような「確率」が云えるだろうか。確率の概念を可能にしているのは、物事は然
るべき原因があって起るのだという考えである。確率とは原因の分布に他ならない。骰子を
対称に作れば、夫々の目を出現させる原因も対称に分布し、だからどの目も同じ確率で出る
筈だ。それが予め分っていたからこそ、人は骰子を作って、偶然のゲームに利用したのだ。
何か立方体状のものを何回も転がしているうちに、どの面もほぼ等しい割合で出ることに気
づいたというようなことが骰子─確率─の概念の起源なのではないだろう。
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１．確率の概念の起源
逆説めくが、骰子の起源は、この現実の世界においては、どんな出来事も偶然に決まると
いうようなことはあり得ないと考えたことにあるのではないか。即ち、骰子の六つの目のど
れが出るかについては、夥しい数の原因が関係しているだろう。それら原因の一つ一つが、
どの目が出るかに影響を与える。或る原因は１の目の出ることに寄与するだろうし、他の原
因は別の目の出ることに貢献するだろう。そこで、骰子を対称に作れば、夫々の目の出現に
寄与する原因の数を均等に出来る筈だ。対称に作るのだから、特定の目が出ることに原因が
片寄ることはあり得ない。骰子を対称に作れば、原因も対称に分布し、結果も対称となる。
そのような考えに基いて骰子が発明されたのだとすれば、骰子、つまりは確率の概念のベー
スにあるのは、何事も出鱈目に生じることはない、あらゆることは然るべき原因があってそ
うなるのだ、という見方であるということになる。
そもそも何か或る物事が「偶然に決まる」とはどういう事態を云うのであろうか。物事は
決まるべくして決まるのであり、
「偶然」に「決まる」とは言葉の矛盾ではなかろうか。物
事は出鱈目に決まると考えていたのでは、確率という概念は生まれようがなかったろう。原
因と結果との間に整然とした関係が存在すると想定してこそ、確率という概念は生まれ得る
のである。しかし、原因と結果との間に、具体的にどのような関係があるのかは、知られて
いない場合が圧倒的に多いだろう。それでよいのである。骰子で特定の目の出る原因とは如
何なるものであるか。それらを、定性的にせよ、漏れなく列挙することは不可能であろう。
ましてや、それらを定量的にきちんと数値化することなど、到底人智の及ぶところではない
に違いない。ところが、ここに奇蹟とでも呼ぶべきことがある。骰子を対称に作りさえすれ
ば、原因は対称に分布するのである。これを疑うことは出来ないだろう。そして、これこそ
が確率論が有用なことの理由である。ラプラス（Pierre Simon Laplace、1749-1827）が『確
率の哲学的試論』の冒頭で云っていたのもこのことである。人間と「魔」との間には知性に
おいて無限の隔たりがあるが、確率が活躍するのは、まさにこの隔たりにおいてである。確
率論はこの隔たりを奇妙にも結構埋めてくれるのである。
以上を要するに、確率は、経験に先立って、人間の頭の中に存在していたのである。つま
り、何か立方体状のものを何回も転がしているうちに、どの面もほぼ等しい頻度で出ること
に気づいたというようなことが確率の概念の起源なのではない。対称な立方体を投げればど
の面も同じ割合で出ることが予め分っていたからこそ、人は骰子を作って、偶然のゲームに
利用したのである。勿論、これは、概念としての骰子─確率─の起源についてであり、物体
としての骰子についてならば、古代に占いや賭け事に使われた羊や鹿の指関節の骨がその起
源であったろう。
以上は、経験に先立って確率の概念は存在するという立場であり、そのベースにあるのは、
あらゆることは原因があって生じるという考えである。これに対して、確率を「頻度」の極
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限値として定義する経験的な立場では、なぜ骰子の六つの目の頻度が安定するのかを説明出
来ない。試行を繰返せば頻度が一定の極限値に収束するという「大数の法則」を天下り的に
認めることにおいて、確率の頻度説は成立つ。原因の分布が確率だとする先の見方に対して、
頻度説では頻度の極限値が確率なのである。頻度説を唱えたフォン・ミーゼス（Richard
von Mises、1883-1953）によれば、確率は「コレクティヴ」と関係づけられて始めて意味を
持つ。コレクティヴについては第５節でその正確な定義を述べるが、取りあえずは集合のこ
とだとしておこう。或る個人についてその生活習慣や健康状態を如何に詳細に知っていたと
しても、その人の死亡の確率については何も云えないのである。個人については死亡の「確
率」は何の意味も持っていない 。単独事象について確率を云々するのは全くのナンセンス
2

なのである。では、そうした個人を千人集めれば、何故安定した数の死者が発生するのか。
頻度の極限値を確率とする限り、こうした不思議な規則性について、何も説明出来ない。
では、確率とは原因の分布のことだとすれば、なぜ大数の法則を説明出来るのか。これを
ラプラスに沿って見てみよう。
ラプラスは、
『確率の哲学的試論』において、先ず、確率を次のように定義している。
偶然に関する理論は、同じ種類に属する全ての事象を、先ず一定数の同等に可能な場
合、即ちそれらが存在するかどうかについて我々が決めかねる程度が同じである場合
に帰着させ、次にその確率を求めている当の事象に好都合な場合が幾つあるか、その
数を決定することから成る 。
3

「同等に可能な」場合というのが「原因が均等に分布している」ということである。では、
「同等に可能でない」場合、即ち「原因の分布が均等でない」場合にはどうなのかという問
題が生じるが、これについては次節で述べることにして、先に進もう。事象が沢山集ること
によって生み出される規則性について、ラプラスは次のように云う。
我々が偶然という名のもとで理解する不安定な未知の原因─これは事象の進行を不確
実で不規則にしている─のただ中で、これらの事象の数が増えて行くに従って驚くべ
き規則性が生まれることがある。この規則性は或る計画に起因するように見え、人々
はそれをこの世界を支配している摂理の一つの証だと考えて来た 。
4

このように従来「摂理の証」と思われて来た驚くべき規則性も、ラプラスによれば、
このような規則性は単純な諸々の事象が夫々持っている可能性が展開したものに過ぎ
ない。
ラプラスの云っていることは、単独の事象がそれ自身で持っている可能性が、事象が沢山
集ることによって、我々の目に見える形となって発現する、ということである。では、何故
そのようなことが可能なのか。これについて、ラプラスは、壷から白玉、黒玉を取り出す
（取り出した玉は色を確認後、元の壷に戻して、よく掻き混ぜる）場合を例に、次のように
説明している。
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取り出された白玉と黒玉の数の比は、最初のうちは大抵極めて不規則である。しかし、
この不規則性を生み出す不安定な原因は、事象の規則的な進行にとって好都合な結果
と不都合な結果とを代わる代わる生み出す。そして、これらの結果は、多数の試行の
集りのうちでは互いに打ち消し合って、壷中の白玉と黒玉の数の比を、即ち各々の試
行で白玉が取り出される可能性および黒玉が取り出される可能性を、だんだんとよく
見積もれるようにする。これより、次の定理が出て来る。
取り出された白玉の数と取り出された玉の総数との比が、各々の試行で白玉が取り
出される確率と異る差を考えよう。この差が或る与えられた区間内に入る確率は、
この区間を如何に小さく想定しようとも、事象を無限に繰返せば、限りなく確実性
に近づく。
この最後の定理が「大数の法則」に他ならない。壷中に白玉がa個、黒玉がb個入ってい
るとし、p＝a/
（a＋b）としよう。n回の試行でk回が白玉であったとすると、ε＞０を如何に
小さくとっても、│
（k/n）−p│＜εとなる確率は、nが大きくなるに従って、次第に１に近
づく、というのが上記でラプラスの云っていることである。
ラプラスは『確率の哲学的試論』において、大数の法則を、数式を具体的に展開すること
によって証明している訳ではない。実は、この法則を数学的に最初に証明したのは、ラプラ
スよりほぼ一世紀前の数学者ヤコブ・ベルヌイ（Jakob Bernoulli、1654-1705）である。そ
の証明は、当時としては大変困難なもので、ベルヌイはそれに20年を要したという。それで
ベルヌイは自分の与えた証明に大きな重要性を認めたということを、ラプラスは『確率の哲
学的試論』で紹介している。
さて、個々の試行における白玉抽出の可能性はp＝a/（a＋b）である。n回の試行の結果、k
回が白玉であったとすると、頻度k/nがpに向って収束して行くという規則性は、個々の試
行が持っていた可能性p＝a/
（a＋b）がそのように展開したのだ、というのがラプラスの主張
である。p＝a/
（a＋b）は、同等に可能な場合の数に対する好都合な場合の数の比であり、一
方、k/nは、実際に観察された頻度である。本来この両者の間には何の関係もない筈である。
前者は空間的な配置であり、後者は時間的な系列である。それが何故結びつくのか。それは
いかにも不思議なので従来は「摂理の証」と考えられていたが、それをベルヌイが証明した
のだ、とラプラスは云うのである。大数の法則は、同等に可能な場合の数に対する好都合な
場合の数の比としての「確率」と、実際に観測される「頻度」との間を架橋する。
現在では、これは簡単に証明される。即ち、各回の試行は独立であるから、n回の試行で
ｋ回白玉の出る確率p
（k、n）
は
p
（k、n）
＝nCk p（1−p）
k

n−k

である。
（n回中或る特定の箇所でk回白玉が出る確率はp（1−p） である。k回の白玉はn
k

n−k

回中どこで出てもよく、それには nCk 通りあるから、n回中どこかでk回白玉が出る確率は
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Ck p（1−p） である。ここに、nCk は、n個の異るものの中から重複を許さずにk個を選ぶ

n

k

n−k

場合の数である。
）上記の等式から出発して、後は純粋に数学としてのステップを踏んで行
けば、所要の結論が出て来る。つまり、│（k/n）−p│＜εとなるようなkは、k1、k2、…、
km であったとして、
n
P（ε）
＝p
（k1、n）
＋p
（k2、n）＋…＋p（km、n）
n
なる和を作ると、εを一定にしたまま、nを大きくするとき、P（ε）
は１に近づくことが解
n
析的に示せる：lim P（ε）
＝１．

証明は以上の通りであるが、これは何を「証明」したことになるのかを考えて見よう。統
計的、経験的な事実を数学的に証明出来るわけがないのは勿論である。上でやったことは、
ただ、数学的なことを数学的に証明したに過ぎない。ただし、その証明を通じて、統計的な
事実（頻度が一定値に収束する）について、どうしてそういうことが起るのかを「説明」し
ている。つまり、上記の証明のステップが全体として明らかにしているのは、比率k/nが確
率p＝a/
（a＋b）
とどのように関係するのか、そのメカニズムである。
２．
「同等に可能」
ラプラスは、確率を、
「同等に可能な場合の数に対する好都合な場合の数の比」として定
義したが、全然問題がない訳ではない。即ち、（ⅰ）確率を考え得る如何なるケースでも、
最終的には、
「同等に可能な場合」に辿り着ける筈だということが前提されていること、ま
た、
（ⅱ）
「同等に可能な」場合とは「決めかねる程度が同じ」場合だと云い換えられている
が、少くとも後者には多義性があること、である。
（ⅰ）については、
「同等に可能」な基本事象が現実に存在しない場合があることを、壷の
例で示して見よう。三つの壷A、B、Cがあり、壷Aには白玉２個と黒玉１個が、壷Bには白
玉１個と黒玉２個が、壷Cには白玉１個と黒玉１個が、それぞれ入っているとする。そこで、
次のようなゲームを行う：
ゲームⅠ．硬貨を投げ、表ならば壷Aから、裏ならば壷Bから、玉を１個抽出する。
ゲームⅡ．硬貨を投げ、表ならば壷Aから、裏ならば壷Cから、玉を１個抽出する。
硬貨は表裏対称であり、玉の抽出はいずれも無作為に行うものとすれば、それぞれのゲー
ムで白玉を引出す確率は次のように計算出来る。即ち、ゲームⅠについては
（1/2）
（2/3）
＋
（1/2）
（1/3）
＝（2＋1）/6＝3/6＝1/2

（１）

であり、ゲームⅡについては
（1/2）
（2/3）
＋
（1/2）
（1/2）
＝（4＋3）/12＝7/12

（２）

である。ゲームⅠでの白玉の確率3/6は、同等に可能な場合の数６に対する、好都合な場合
の数３の比である。つまり、６や３は現実に存在する「場合の数」である：
A：○○●、B：○●●

……

全体で６個中、３個が白。
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（３）

一方、ゲームⅡでの白玉の確率7/12では、12が同等に可能な場合の数である訳ではなく、
７が好都合な場合の数である訳ではない：
A：○○●、C：○●

（４）

このゲームⅡでは、全部で５個ある玉のうち３個が白玉であるが、白玉を抽出する確率は
3/5ではない。7/12という答を決めているのは計算である。7/12というのも「確率」である
が、それは「同等に可能な場合の数に対する好都合な場合の数」とはなっていない。
これは「同等に可能」という事態が現実には存在しないことを示している。ゲームⅡで、
Aからの抽出かCからの抽出かは五分五分なので、A中の玉の総数とC中の玉の総数とを揃え
ることが考えられる。そこで、Aでは白玉、黒玉の数を一斉に２倍し、Cでは一斉に３倍す
れば、A、Cとも玉の総数はそれぞれ６個となり、先に得た7/12という確率は、同等に可能
な場合の数に対する、好都合な場合の数の比となる：
A：○○○○●●、C：○○○●●●

……

全体で12個中、７個が白。

（５）

これは、
「同等に可能」という概念が、ゲームⅡの場合には、（５）に示したような形で頭
の中にだけ存在することを示している。確率の計算式（２）はそのことの反映である。
以上はどちらの壷から抽出するかが五分五分の場合であったが、例えば、骰子を投げて、
１から４迄の目が出ればAの壷から、５または６の目が出ればBの壷から、というような場
合には、Aの玉の総数とBの玉の総数との割合が２対１になるように倍数を設定すれば、「同
等に可能」な場合が実現出来る。また、選択肢の壷が二個でなく、三個以上の場合にも同じ
ような考えが適用出来る。
これらは、同等に可能な場合が実在しなくても、頭の中では想定可能なケースであったが、
例えば偏った硬貨を投げるようなケースでは、どうすれば同等に可能な基本事象に辿り着け
るのかは全く不明である。ラプラスの定義からすれば、そもそも、偏った硬貨に確率を考え
るということ自体がおかしいのかも知れない。しかし、ラプラスは『確率の哲学的試論』で、
偏った硬貨についても確率を論じており 、それによれば、一回だけ投げる場合には、どち
5

らの面に偏っているかを知らない限り、偏った硬貨でも、表、裏の確率はどちらも1/2であ
ると云う。
「決めかねる程度が同じ」だからである。しかし、偏っているとは、確率が1/2で
はない、ということであろうから、これはパラドクスである。実は、こうした問題があるの
で、小論では確率とは原因の分布のことだとしたのである。同等に可能な場合とは原因が均
等に分布している場合であり、偏った場合とは原因の分布が不均等な場合である。
次に、
（ⅱ）については、決めかねる程度が同じ場合に等しい確率を与える原理として、
ケインズ（John Maynard Keynes、1883-1946）が「無差別の原理（principle of indiﬀerence）
」
と呼んだものである 。これが引起こすパラドクスを、ケインズが挙げる例の中から、一つ
6

だけ引いておこう：
ここにワインと水の混合物があり、1/3≦ワイン/水≦３であることだけが分っているとし
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よう。ワイン/水の値は、1/3と３との間において決めかねる程度が同じであるから、無差別
の原理を適用して、同区間中、均一に分布していると仮定出来る。そうすると、ワイン/水
の値が２以下である確率P
（ワイン/水≦２）は、
P
（ワイン/水≦２）
＝
（2−1/3）/（3−1/3）＝5/8．
一方、1/3≦ワイン/水≦３であれば、1/3≦水/ワイン≦３であるが、これもそれだけしか
分らないので、無差別の原理を適用して、先程と同様に、水/ワインの値が1/2以上である確
率P
（水/ワイン≧1/2）
は、
P
（水/ワイン≧1/2）
＝
（3−1/2）/（3−1/3）＝15/16．
しかし、ワイン/水≦２ということは、水/ワイン≧1/2ということである。
３．可能性
ラプラスによれば、事象が沢山集ることで現れて来る規則性は、「単純な諸々の事象が
夫々持っている可能性が展開したもの」であった。では、個々の単純事象が持っているとさ
れるこの「可能性」とは如何なるものであろうか。本節と次節で、それを探って行こう。
現代確率論の発展に大きく貢献したフランスの数学者レヴィ（Paul Lévy、1886-1971）
は、硬貨投げの系列を例に、次のように云う ：
7

経験主義者は、一回限りの試行に関しては確率の概念を否定する。経験主義者にとっ
て、確率は試行の長い系列を扱うときだけに意味のある概念なのだ。しかし試行は独
立で、全て同じ条件で実現される。「今まで裏が出すぎた。これからは表の味方をし
よう」と云って仲介する悪魔はいない。故に、夫々の試行は、それが繰返されて行く
と、表と裏の頻度が次第に等しくなって行く事実を引起す《何者か》を含んでいるの
である。これこそ、私が一回限りの試行に対しても確率を云々することが出来ると云
い、また表と裏が同様に確からしいと云って表現している当のものなのである。私が
前以って一度も試して見たことがなくても、硬貨の対称性は、このことを予見させて
くれる。
この《何者か》こそがラプラスの云う「単純な事象が夫々持っている可能性」に他ならな
い。ラプラスもレヴィも偶然が客観的に存在することを認めない。18世紀後半から19世紀初
頭にかけて活躍した啓蒙思想家ラプラスにとって、偶然や確率は、人間の無知を反映するも
のに過ぎず、客観的に存在するものではなかった。一方、量子力学の興隆を目撃した20世紀
のレヴィは、かえって、何かが「偶然に決まる」とはどういう事態なのかを理解出来ないの
である。彼によれば 、一つの原因あるいはむしろ幾つかの原因によって決定されない事象
8

を考えることは不可能である。
「偶然に決まる」などと云う人は、自分が何のことを云って
いるのかはっきり分っていないのだ。アインシュタインは、量子力学についてのボーアらと
の論争で、神は骰子を振らないと主張したが、レヴィは、自分の考えもアインシュタインと
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同じだと明言している。
ところで、レヴィが数学者として、確率の理論を展開し、多くの精緻な結果を得たのは、
数 学 の 一 分 野 で あ る「 測 度 論 」 を ベ ー ス と す る、 コ ル モ ゴ ロ フ（Andre ̆ Nikolaevich
Kolmogorov、1903-）により定式化された公理的な方法（1933年）によってである。それは、
現代の幾何学が「点」や「直線」を無定義語として導入し、「２点は１直線を決定する」な
どの公理によって点や直線を特徴づけるのと全く同じやり方をとる。即ち、測度論的確率論
では「確率」とは何かはもはや問われない。それは、幾何学で「点」とは何か、「直線」と
は何かが問われないのと同じである。次の公理を満たしていさえすれば、それが「確率」な
のである：
（ア）0≦P
（A）
≦１、特に、P
（Ω）
＝１
（イ）P
（ΣAn）
＝ΣP
（An）

（可算加法性）

数学ではこれ以上のことは何も云わない。確率をどう解釈するかは、数学の問題ではない。
そうであればこそ、測度論的確率論は多大の成果を生み、色々な分野に応用されているので
ある。
これらの公理のうち（ア）は形式的なものに過ぎないから、実質的に確率を規定している
のは（イ）だけである。即ち、排反な事象の確率は「足し合わすことが出来る」という「加
法性」こそが測度としての確率を特徴づけている。
４．傾向説
さて、
「可能性」とは何であるかの続きであるが、パース（Charles Sanders Peirce、
1839-1914）は、骰子を振ったときに或る確率で特定の目が出るということは、その骰子が
或る《would-be》を持っているということであり、それは、人間が何かの「習慣（habit）」
を持っているのと同じである、と論じている。或る人がどういう習慣を持っているかを示す
ためには、その習慣によってその人がどういう場合にどう行動するかを描写しなければなら
ないのと同様に、骰子の《would-be》を定義するためには、それによって骰子がどう振舞
うかを述べる必要がある。そして、その人の行動そのものが習慣という訳では全くないのと
同様に、骰子の振舞そのものが《would-be》であるということでは全然ない。骰子の振舞は、
それを振ったときに出る目の系列として表される。この系列が《would-be》なのではなく、
そういう系列を生じさせているもの、それが《would-be》なのである 。
9

このようにパースは、出た目の系列とそれを生じさせている《would-be》とを完全に分
けた。この《would-be》が、ラプラスの「可能性」やレヴィの《何者か》に連なるもので
あることは明らかである。
パースは《would-be》が骰子に内在すると考えたが、それに疑問を呈したのがポパー
（Karl R.Popper、1902-94）である。例えば、鉛を仕込んだ骰子を地球の表面で振る場合と、
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月の表面で振る場合とでは、重力の影響の大きさが異ることから、出る目の系列はかなり異
ったものとなろう。だから、そうした系列を生じさせている《would-be》は、骰子に内在
するのではなく、或る状況全体（骰子もその一部）に内在すると考えなければならない。こ
うして生まれたのが「傾向性（propensity）」の考えである。
レヴィと違い偶然の存在を積極的に認めるポパーは、単独事象に対して客観的な確率を与
える必要から傾向説を唱えるに至った。頻度説を唱えるフォン・ミーゼスは、単独事象につ
いて確率を云々するのはナンセンスであると主張した。これに対して、ポパーは、単独事象
の確率こそが根元的であり、それは他の如何なる言明によっても置き換えられ得ないと主張
する。ポパーは、物理学者ランデ（Alfred Landé、1888-1975）の思考実験（「ランデの刃」
）
を受け、次のように論じる 。
10

チューブを通って象牙の球が鋼鉄の刃の真ん中に落とされ、右へ落ちる球と左へ落ちる球
の比が平均して五〇対五〇と観測されたとしよう。落とされた球の数が一千個だったとして、
決定論者は、五〇対五〇の結果の比とランダムな変動との両方を説明するには、一千個の単
独の出来事のあらゆる初期条件は、それに対応したような形で分布していた筈だと仮定する
しかない。これら一千個の初期条件群は、何故、五〇対五〇の比とランダムな変動とを示す
のかを説明しようとすれば、それを決めているもう一段階前の一千個の初期条件群を持ち出
さざるを得ず、かくて無限後退に陥る。また、今後生じる一千個の出来事は、これ迄の一千
個と極めてよく似た統計的結果を齎すと推測せざるを得ないだろうが、決定論者は、それら
の統計結果もそれらに対応した初期条件の分布による、と説明しなければならないだろう。
だが、何故、その比は、こうも奇妙な迄に安定するのか、それについて決定論者は何も答え
られない。
こうした実験の長い反復系列において実際に実現されるような統計的頻度の原因と見做さ
れているのが、ポパーの云う傾向性である。それは実験を取巻く状況全体に内属する。そし
て、それは他の如何なるものにも還元され得ない。
ところで、単独事象に確率を与えるという点では、傾向説に特に目新しいところがある訳
ではない。それはラプラス以来、「可能性」として云われて来たものである。問題は、単独
事象に対して、どのように客観的な確率を付与するか、である。ポパーは次のように論じる 。
11

先ず、
「同等に可能」ということをベースにするラプラスの確率の定義では、偏った硬貨
は本来、確率の対象となり得ない筈である。硬貨投げや骰子投げのような偶然のゲームだけ
ではない。物理学や生物学さらには社会学、経済学などで確率を扱うためには、同等でない
可能性─「加重された可能性」─に基いた確率概念が是非とも必要だろう。結局、問題は、
加重された可能性を測る方法─同等でない可能性に数値を付与する方法─が存在するだろう
か、ということになる。ポパーは、統計的方法を使えば、それは可能だという。ポパーは、
頻度に基く確率では単独事象を扱えないとして確率の頻度説を斥けたが、それは「確率とは
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何であるか」を問題にする限りでのことであり、数値を付与する方法としてまで統計的な方
法を否定した訳ではない。一方で確率の客観性を主張するポパーにとって、数値を決定する
のに統計的方法を使うのは当然だとも云える。そもそも統計的方法によらずして、客観性が
保証されるような方法が存在するだろうか。
ポパーの考えを、硬貨投げを例に、整理して見よう。
（１）正しい硬貨であれ、偏った硬貨であれ、表が出るのを現実化する傾向性は、この硬貨
を投げることの構造に内在している。一回の投げることに内在する表の傾向性は、多数回投
げた際の表の相対的頻度によってその大きさを評価出来る。
（２）とは云え、多数回投げたときの表の頻度が安定していなければ、このことは無意味で
ある。しかし、物理的状況が変らなければ磁石の針がいつも一定の方向を指すように、もし
諸条件が安定しているならば統計的平均も安定するという傾向は、我々の宇宙の最も注目す
べき特徴の一つである。
（３）傾向性は単なる可能性ではなく、物理的現実であると仮定される。傾向性は、「力」の
観念の一般化である。力が現実のものであり、存在するように、傾向性も現実のものであり、
存在する。力は傾向性の一種である。
（４）傾向性は、硬貨や骰子など物体に内在する属性ではなく、或る状況（当該の物体はそ
の一部）に内在する属性と見做されるべきである。傾向性は、各試行について同じであると
仮定されている実験環境全体によって決まる。
最後の（４）はパースとの関係で、既に見たところである。力が、物体の属性ではなく、
二つ以上の物体の関係に関わる属性であり、関係的な概念であるように、傾向性もまた、客
観的な状況全体の関係的な属性である。
このようなポパーの傾向説は、数学としての確率論とどのような関係にあるのであろうか。
既に見たように、測度論的確率論は「確率」とは何かを問題にせず、若干の公理を満たして
いさえすれば、それが確率だとして、公理的に理論体系を構築する。実質的な公理としては
可算加法性だけである。加法性とは、面積や体積の基本をなすもので、重ならない場合には
足し合わすことが出来るということである。確率とは全空間に対し１という値をとるような
測度に他ならない。ポパーは、
「加重された可能性」つまりは「傾向性」とは、この測度の
ことだと主張している。
測度論的確率論を構築したコルモゴロフは、その著書『確率論の基礎概念』において、自
分の公理的確率が経験的事実に如何に関係づけられるかについて、一節を設けて論じている 。
12

コルモゴロフは、確率は、繰返し可能な状態の集合Sに関係づけられることによって、経験
との繋がりを持つことが出来るとする。これは、傾向性とは客観的状況全体の関係的な属性
であり、頻度によって測られるとするポパーの考え方と基本的に同じである。ポパー自身、
コルモゴロフの理論を「新古典理論」と呼び、それは傾向性解釈で解釈する以外に可能な解
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釈は全く思いつけないと述べている 。
13

さて、ポパーは、自分の提案しているのがニュートン流の力の仮説に似た新しい物理的仮
説であると強調している。その仮説とは、どの実験配置も（それゆえ系のどの状態も）傾向
性を生成し、それはときに頻度でテスト出来るという仮説である 。
14

もう少し具体的に見てみよう。量子論における「２スリット実験」は、スリットが二つの
場合に後方のスクリーン上に現れる電子の分布は、スリットが一つだけの場合に現れる分布
からはまるで予想出来ないものになってしまうというものであった。つまり、スリットが二
つの場合には干渉縞が現れるのである。しかし、電子はスクリーンに向けて一回に一個ずつ
しか発射されていないので、この干渉縞は、電子同士の干渉によるものではない。ポパーは
これこそが確率の傾向性解釈によってしか説明出来ない現象だとして、次のように云う：一
つ一つの電子はどちらか一方のスリットを通れるだけである。もう一方のスリットが開いて
いる（あるいは閉じている）ということに影響されるようなことはあり得ない。しかし、傾
向性解釈の観点に立てば、スリットが両方開いている場合と、一方だけ開いている場合とで
は、起り得る可能性は明確に違っている。傾向性は可能性に依存する。だから、二つの場合
で結果が異るという事実は十分に納得が行く、と 。
15

こうした考え方に誰もが納得している訳ではない。ポパーの見方によれば、スリットを一
つから二つにすることで干渉縞が生じたのは実験配置の全体が変化したからであり、スリッ
トが二つの場合にも電子は必ずどちらか一方だけを通ったのだということには変わりがない
ということになる。こうした見方に対して、ファイヤアーベント（P.K.Feyerabend）は次
のように批判する ：ポパーは実験条件がそのような傾向性を付与したのだというだけで思
16

考を停止してしまっている。
「はっきりと決まった経路」という考えは量子論と矛盾を来た
すのであり、これをどう理解したらよいか、ということが問題なのである。それは、粒子が
波動性を持つとして始めて納得出来ることである、と。
次に、ポパーに対する哲学的観点からの批判としては、次のようなものがある。ポパーに
よれば、傾向性とは力の観念の一般化であるが、それは、また、因果の概念の一般化である。
事実、ポパーは、
「因果性は、傾向性が１に等しいという、傾向性の特殊な場合に過ぎない」
17

と語っている。しかし、因果は時間的に非対称（原因が先で結果が後）なのに、確率はそう
ではない。実際、事象Aの下での事象Bの確率が定義されるならば、Bの下でのAの確率も定
義される。傾向説に対する批判はここを突くもので、傾向性が因果の概念の一般化であると
すれば、それは「確率」ではあり得ないとする。これをハンフリーズ（Paul W.Humphreys）
のパラドクスによって見てみよう ：
18

フリスビー（プラスチック製の円板）を作る二つの機械Ⅰ、Ⅱがある。１日当り、Ⅰは
800個生産し、不良品は１％、Ⅱは古い機械なので200個生産し、不良品は２％である。１日
の終りに、二つの機械で作られた1000個のフリスビーからランダムに１個取出す。それが不
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良品であることをDとし、それがⅠまたはⅡによって作られたことをそれぞれM、Nとする。
通常の確率計算によれば、
P
（D│M）
＝0.01、
P
（M│D）
＝P
（D│M）
P
（M）
（P
/
（D│M）P（M）＋P（D│N）P（N））
＝0.01×0.8/
（0.01×0.8＋0.02×0.2）＝8/12＝2/3
である。
（一般に、P
（A│B）は、Bという条件の下でのAの確率（条件付確率）を表す。ま
た、上記のP
（M│D）
の算出については、ベイズの定理を使った。）
P
（D│M）
、P
（M│D）を通常の条件付確率と考える限り、ここに何の問題もない。一方、
傾向説での解釈では、P
（D│M）については問題はない。それはまさに機械Ⅰが不良品を作
り出す傾向である。しかし、P
（M│D）については、傾向を部分的原因と考えるならば、夕
方に不良品を取出すことが、その日の昼間にその不良品が機械Ⅰによって生産されたことの
2/3の部分的原因である、ということになり、これは意味をなさない。
こうした批判に対しては、各種の解決策が提案されているが、そのうち、（１）確率的因
果説と（２）長期傾向説とを見ておこう。
（１）確率的因果説
傾向が部分的原因だとすれば、それは時間的に非対称であり、確率ではあり得ない。確率
とはコルモゴロフの公理を満たすものであったから、傾向が確率でないとすれば、傾向の満
たすべき新たな公理系を作ればよい。このような発想から開発されたのがフェッツアー（Jim
Fetzer）の「確率的因果計算（probabilistic causal calculus）」の理論である。それは、非ユ
ークリッド幾何学にならって、非コルモゴロフ的確率論と呼べよう。ところで、現代の数学
はコルモゴロフの公理をベースとする確率論によって既に厖大かつ精緻な定理を得ている。
これを捨てて他の公理系に乗り換えるとすれば、現在の公理系では解決出来ない余程の困難
に直面するか、あるいは新しい公理系を採用することで余程の成果が見込まれる場合に限ら
れるだろう。
（２）長期傾向説
一般に、繰返し可能な状況の集合をSとし、P（A│B）とはP（A│B＆S）の略であると考え
る。ここにB＆Sは、次のような繰返し可能な状況の集合である。即ち、Sを繰返すのである
が、Bの要素であるような結果にだけ注目し、そうでない場合には無視する。事象の条件付
確率をこのように解釈すれば、フリスビーの例でも、全ての条件付確率は意味を持ち、何ら
問題は生じない。即ち、夕方にフリスビーの一つをランダムに抽出し、不良品かどうかを試
験するという、繰返し可能な状況の集合をSとする。P（M│D）とはP（M│D＆S）の短縮形で
あると解釈する。つまり、P
（M│D＆S）が2/3であるとは、夕方に試験するということを毎
日繰返し、抽出されたフリスビーが不良品であった日にだけ注目すると、それが機械Ⅰによ
って生産されていることはおよそ2/3に近い頻度で起るということである。個々の場合にお
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いて、抽出されたフレスビーが不良品と分るまでにMかNかは既に決まっているけれども、
長い系列の頻度と考えることで、完全に意味を持つ。
この場合、傾向は最早、部分的原因とは考えられていない。かわって頻度が登場するので、
傾向説は頻度説に還元されるのかという疑問が生じよう。頻度説については次節で詳しく論
じる予定であるが、この疑問については、頻度説では確率はコレクティヴに関係づけられる
のに対して、傾向説では確率は傾向であり、繰返し可能な状況と関係づけられる点で、両者
は異るのである。
ここ迄のところを整理すれば、次のようになる。
《傾向説》

数値化（数値としての確率）

・可能性（ラプラス）───・好都合な場合の数/同等に可能な場合の数
・好都合な場合の数/決めかねる程度が同じ場合の数

（A）
（B）

・would-be（パース）
・何者か（レヴィ）
・傾向性（ポパー）
（A）の発展形として、
・加重された可能性（ポパー）
・原因の分布（小論）
・測度論的確率論（コルモゴロフ）
（B）の発展形として、
・無差別の原理（ケインズ）
《頻度説》
・コレクティヴ（フォン・ミーゼス）───・頻度

（C）

小論においては、（A）と（C）とは確率の客観的な解釈を与え、（B）は認識論的な解釈
（認識のあり方に関わるような解釈）を与えるものと考える。ケインズの無差別の原理は確
率 の《 論 理 説 》 に 繋 が る も の で あ り、 さ ら に そ れ を 批 判 す る 形 で ラ ム ジ ー（Frank
Plumpton Ramsey、1903-30）やデ・フィネッティ（Bruno De Finetti）の《主観説》が提
起された。しかし、それらについては、小論では、紙幅の関係で省略せざるを得ない。
５．頻度説
フォン・ミーゼスにとって個別事象の確率とはナンセンス以外の何者でもない。彼の考え
は「先ずコレクティヴ、それから確率（First the Collective ─then the Probability）」とい
う言葉に端的に表明されている 。
19
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例えば、骰子を繰返し投げたときの出た目の系列はコレクティヴである。一回一回の投げ
の結果はコレクティヴの要素であり、出た目の数─六であるとか、偶数であるとか─は要素
の性質である。六の目あるいは偶数の目の出る相対頻度は、夫々一定の極限値1/6、1/2に収
束する。奇数が三回続いた後の目だけを選んだ場合にも、六の目あるいは偶数の目の相対頻
度は収束し、その極限値は、もとの系列における極限値1/6あるいは1/2と変わらない。
厳密には、コレクティヴとは、次の二つの条件を満たす集団現象あるいは観察結果の無限
系列である：
（１）
〔収束の公理〕コレクティヴの要素の性質の相対頻度は一定の極限値に収束する。
（２）
〔偶然性の公理〕これらの一定の極限値は如何なる箇所選択（place selection）によっ
ても影響を受けない。即ち、事前に定められた規則に従って選択された部分系列において相
対頻度を計算しても、それは、もとの系列におけるのと同一の極限値に収束する。
この、如何なる箇所選択によっても影響を受けない相対頻度の極限値は、「与えられたコ
レクティヴにおける確率」と呼ばれる。単に「確率」と云われる場合もあるが、それは省略
形である。確率とは、先ずはコレクティヴがあっての確率である。
（２）は「賭博方式排除の公理」
（principle of the impossibility of a gambling system）と
も呼ばれる。ここで本質的な条件は、部分系列としてどのメンバーを選ぶかは、それについ
ての観察の結果とは独立でなければならないということである。即ち、選択はその結果につ
いて何かが知られる前になされなければならない。そのようなどんな方式─例えば、「奇数
が３回続いたら次は偶数に賭けよ」とか「７回ごとに賭けよ」とか─を採用したところで、
長期的に勝利のチャンスを高めることは出来ない、というのがこの公理の意味するところで
ある。この公理を満たすコレクティヴにおいて有利な賭の規則を求めることは、永久機関を
製作しようと試みるようなものである。
結局、コレクティヴとは、性質の相対頻度が特定の値に向って収束し（収束の公理）、し
かも、どんな規則に従って部分系列を選び出そうともその極限値は変らない（偶然性の公理
あるいは賭博方式排除の公理）ような系列である。このようなコレクティヴに対しては、フ
ォン・ミーゼスがそれを発表した当初から、収束の公理と偶然性の公理とは相容れない─矛
盾する─のではないかという批判があった。前者は高度の規則性を要請し、後者は高度の無
秩序を要請する（少しでも秩序があれば、それを利用して有利な賭の規則を作ることが可能
になる）からである。もし矛盾するならば、収束の公理と偶然性の公理とを共に満たすコレ
クティヴなるものを定義してみたところで、そのようなものは存在しないということになる。
確率論に大きく貢献したフランスの数学者ボレル（Émile Borel、1871-1956）やレヴィに
よるフォン・ミーゼスへの批判は、
「人間は偶然を真似ることは出来ない」というものであ
った。ボレルは云う：
「コレクティヴの理論（…）に対してなされ得ると私に思える本質的
な反対論は、
（…）人間の精神にとっては偶然を完全に模倣すること（…）は不可能である
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ということである」。このように云われるのは、コレクティヴは偶然を真似たものと見做さ
20

れているからである。収束の公理に加えて偶然性の公理を満たすものがコレクティヴであり、
確率はコレクティヴについて定義された。しかしそうしたコレクティヴのようなものを人間
は構築し得ないというのがボレルやレヴィの主張である。
ボレルは、この点で、幾何学との相違を強調する。幾何学においては、経験的な不完全な
直線の代りに、観念的な直線を導入し、そうすることで、我々は、真に基本的な諸性質だけ
を保存し、諸々の偶有性を除去する。直線によって形づくられる図形のあらゆる性質はこの
公理的定義から演繹され得る。偶然に対しては、そうはいかない。経験的な偶然に代えて、
何らかの合理的メカニズムを導入することは人間精神にとって不可能である。
これは、現代数学としての確率論について前に述べたことと矛盾しない。前に云ったこと
は、数学では確率を無定義語として導入する、ということであり、ここで云うのは、コレク
ティヴのような構造を備えたものをベースに偶然を定義することは不可能である、というこ
とである。実際、
「数学」としては、コレクティヴの実例を作り出すことは出来ない。何故
なら、コレクティヴは無限な系列であり、無限系列の実例を作り出すためにはそれを生み出
す数学的な規則を与えなければならないが、そうすると今度はその規則それ自体が有利な賭
博方式に利用されてしまうことになるからである。このように全ての可能な賭博方式の排除
を要求するならば、コレクティヴは存在し得ない。
ランダムな無限系列を実際に作り出すことの困難さは、次の例によっても推測される：い
ま０、１から成るランダムな系列を書き上げるとしよう。０００の後には必ず１を書くとい
う訳には行かない。０が三つ続けば次は１に賭けよ、という有利な賭け方が存在することに
なってしまうからである。従って、系列のどこかには必ず００００が存在する。しかもこの
００００という並びは何回でも際限なく現れる。もしそうではなく、例えば千回しか現れな
いとすると、千回目が過ぎた途端に、「０が三つ続けば次は１に賭けよ」が有効になってし
まうからである。そして、今度は、この００００に対して、０００に対する上記の論法と全
く同じ論法を使って、０００００の存在と、それが無限回現れることが示される。かくて、
ランダムな無限系列では、０が一万個連続して並んでいる箇所が必ずどこかに存在し、しか
もそれは無限回現れなければならないということになってしまう。百万個並んだ０について
も同様である。
収束の公理と偶然性の公理とを巡るこうした困難に対して、チャーチ（Alonzo Church、
1903-）は、選択されるべき要素が実際に計算出来る（アルゴリズムで示される）ものでな
ければ賭博方式ではない、とすることを提案した。即ち、「偶然性の公理」とは、計算可能
な如何なる賭博方式による選択によっても影響されないことである、と。これは、実際に計
算可能な賭博方式つまり実行可能な賭博方式だけを排除しようとするものである。チャーチ
は、この場合には、収束の公理と偶然性の公理の両方を満たすような系列が存在することを
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示したのである。
しかし、フォン・ミーゼス後の数学としての確率論の発展の歴史を見れば、フォン・ミー
ゼスの頻度説は、結局は、コルモゴロフの公理系に基く測度論的確率論に吸収されるべきも
のであった。測度論的確率論は、既述のように、次の二つの公理だけから出発する：
（ア）0≦P
（A）
≦１、特に、P
（Ω）
＝１
（イ）P
（ΣAn）
＝ΣP
（An）

（可算加法性）

従って、測度論的確率論においては、フォン・ミーゼスの（１）収束の公理と（２）偶然
性の公理とは、最早「公理」ではなく、証明されるべき「定理」として扱われる。そして、
実際にそれらは、或る条件の下で、証明されている。「大数の法則」や「無規則性の定理」
がそれである。
逆に、フォン・ミーゼスの頻度説では、収束の公理と偶然性の公理とを天下り的に認め、
それを基に確率を定義するという方法をとる。コレクティヴの二つの公理（１）（２）から、
測度論的確率論の二つの公理（ア）
（イ）を導こうというのである。しかし、可算無限個に
対する加法性（イ）は導くことが出来ず、有限個に対する加法性（有限加法性）が導けるだ
けである。現代の測度論的確率論の精緻な結果は可算加法性をもとに始めて得られるもので
あるから、頻度説では有限加法性しか云えないということは頻度説の大きな弱点である。こ
れが、頻度説が測度論的確率論にとってかわられた大きな理由である。
６．結び
既述のように、確率の解釈には、認識論的な解釈と客観的な解釈とがある。前者は認識の
あり方に関わるような解釈で、ケインズの論理説あるいはラムジーやデ・フィネッティの主
観説がこれに相当する。一方、小論で扱ったフォン・ミーゼスの頻度説あるいはポパーの傾
向説は後者に属する。これら諸説の中で、歴史的には傾向説が一番新しいけれども、それは、
そもそもの確率の概念の誕生以来綿々と続いて来た考えの一つのバージョンであるというの
が小論の主張である。即ち、ラプラスの「可能性」、パースの「would-be」、レヴィの「何
者か」と続く系譜の延長上に、ポパーの「傾向性」はある。これらのベースにあるのは、も
のごとが全くの偶然によって生じるものなら、そこには如何なる確率もあり得ないという考
えである。物事は偶然には生起しないからこそ、そこに確率が云えるのである。確率とは原
因の分布に他ならない。
１．Hume, D.（1739）邦訳158頁。
２．von Mises, R.（1928）p.11.
３．Laplace, P.S.（1814）邦訳13頁。下線は筆者による（以下同じ）。
４．同74頁。以下の引用も同書74-5頁からのものである。
５．同70頁。
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６．Keynes, J.M.（1921）pp.41-8.
７．Levy, P.（1970）邦訳219-20頁。
８．同198-200頁。
９．Peirce, c.s.（1910）pp.79-80.
10．Popper, K.R.（1982 a）邦訳128-137頁。
11．Popper, K.R.（1990）邦訳16-29頁。
12．Kolmogoroﬀ, A.N.（1933）邦訳4頁。
13．Popper, K.R.（1983）邦訳225頁。
14．Popper, K.R.（1983）邦訳198頁。
15．Popper, K.R.（1982 b）邦訳200-1頁。
16．同書の訳者による解説による（350-1頁）。
17．Popper, K.R.（1990）邦訳35頁。
18．Gillies, D.（2000）邦訳210-1頁。
19．Von Mises, R.（1928）p.18.
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The Origin of the Concept of Probability
GOTO, Shigeru

Is it true that chance is the object of probability? If chance happens quite haphazardly,
the notion of probability will be impossible. The idea of equal probability of the each side
of a dice comes from symmetry. Then experience may be unnecessary for the notion of
probability. But, if so, what explanation is possible as to the law of large numbers?
After such consideration this paper shows that Popper s idea of the propensity has its
origin in Laplace s notion of possibility which appears as stability of frequency. The law of
large numbers combines the propensity with the frequency.
Key Words: probability, chance, cause, possibility, propensity, frequency, law of large
numbers.
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