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1 はじめに

我々は日常生活や研究・開発を問わず、頻繁に \

数量"を用いる。ここでいう数量とは、我々の測定

や思考の中で実世界ないしは仮想世界と何らかの

繋がりを持つ量である、実際、我々の日常や純粋

数学を除く理工学の分野で扱われる数の大半は数

量ある。数量が一般的に有する最も代表的な属性

は、その \値"である。一方、抽象的な数も値を有

し、それについては種々の演算や、等値関係・大小

関係などの比較、方程式や不等式・論理式など、数

学において高度に体系化された理論が整備されて

いる。我々は数量が持つ値という属性についてこ

のような数学的理論体系を適用し、その間の関係

について様々な検証や変換、推論を行うことがで

きる。このような数量の取り扱いは非常に一般的

でかつ強力なものであるため、現状の知識情報処

理においても、この枠組みが使われることが多い。

しかしながら、純粋数と異なり実世界ないしは

仮想世界と何らかの繋がりを持つ数量が持つ属性

は，値だけとは限らない。特に物理学などで多く

扱われる測定の基準と手順が比較的明確な数量は，

\単位"という属性を有する。例えば、速度 v[m=s]

は 1秒と呼ばれる特定の時間長と 1 メートルと呼

ばれる特定の距離長を基準にとり、1秒間に対象が

移動する距離長の 1 メートルに対する比率を値と

するものである。また、数量の中でも集合族上で

定義される \測度"も、純粋数ではなく集合族の体

や環といった構造やその上の測度としてのファジ

イ測度・劣測度といった構造の属性を有する。こ

のような数量の値以外の属性についても、従来か

ら少なからず特徴づけを行う研究がなされている。

例えば単位については、各数量の有する単位とそ

れら数量に許容される数学的関係について、\単位

次元解析"という理論体系が研究されてきた [1][2]。

また、測度についてはその数学的性質や構造に関

する \ 測度論"の体系化が進んでいる [3]。単位も

測度も数量が持ち得る重要な属性であるが、上述

のように単位に関する議論は、測定の基準と手順

が比較的明確な数量に関してのみ意味を持つ。ま

た数量の値が測度であることは多いが，その議論

も数量が割り当てられる対象が一定の構造を持っ

た集合族である、と捉えることが特に必要である

場合に意味を持つ。

一方、数量が有する他の一般的属性として \尺

度" が挙げられる。尺度とは数量の値がその測定

対象と対応づくために満たす数学的規則や変換の

構造のことである。後に詳述するが、尺度は連続
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量ばかりではなく離散量にも定義され、代表的な

ものには名義尺度、順序尺度、間隔尺度、比例尺

度などがある。尺度は単位と同様に数量の測定過

程によって特徴づけられる属性であるが、測定対

象と数量を対応づける規則の種類によって決まる

ものである。心理測定における数量には、基準や

手順があまり明確ではなく単位がはっきりしない

ものもあるが、そのような場合でも測定の対応規

則は明確化でき、尺度を知ることができる場合が

多い。尺度は数量を特徴づける属性として、値ほ

どではないにせよかなり広範に議論可能なもので

ある。このように尺度は数量の一般的属性である

にもかかわらず、その研究の歴史は比較的新しく、

今世紀中葉に Stevensがはじめてその体系的分類

を行った [4]。その後、尺度に関する理論的考察は、

公理論的測定論 [5], [6]の分野において取り上げら

れ数学的公理化が進んだ。また、その実験測定上

の操作主義による尺度構成法の定式化については、

心理学的測定の分野で研究が進められ [7] [8]、更

には今日、情報処理分野において、主観や感性の

評価手法や意志決定支援手法にも生かされている

[9]。

このように尺度についても数学的特徴づけがな

され、かつ人間心理に関連する分野を中心として

応用が進められている。しかしながら、まだまだ

理論的発展の余地は多く、かつ工学的応用の可能

性も未開拓である。本論では、尺度に関する上記

の主要な研究を振り返りつつ、その数学的定義や

特徴を解説する。また、代表的な尺度構成手法に

関しても若干の紹介を行う。更に、尺度の数学的

性質と上述の単位次元解析の知見を合わせた最近

の筆者等の研究を説明し、尺度の性質が複数の数

量間の数学的関係を強く制約すること、かつそれ

に基づいて科学や工学の幅広い分野において新し

いモデリング手法を確立できる可能性を紹介する。

2 尺度の概観

尺度の体系的分類に関して、今世紀中葉に

Stevens が重要な貢献を行った [4]。彼は、測定過

程を \一定の規則によって対象や事象に数を割り当

てること"と定義した。そして、異なる規則の下で

数が割り当てられれば、異なる種類の尺度と測定

が導かれると主張し、幾つかの尺度を分類・定義

した。それらを表 1 にまとめる。この内、\絶対尺

度"は彼によって言及されなかったが、後の研究に

より加えられた [10]。また、彼は \対数間隔尺度"

の分類も与えているが、本論では割愛する。表中

の \基礎的経験操作" が、測定において値を対象に

割り当てる規則を表す。ただし、表中のより上の

尺度はより下の尺度の基礎的経験操作を割り当て

規則として含む。この詳細については、更に次節

で述べる。また、\数学的許容変換"とは、その尺

度が有する構造を \不変"に保つような変換のこと

である。

絶対尺度はいわゆる無次元量であり、数量の定

義上、異なる測定方法を通じて導いても常にその

値が不変であるので、単位を定義することに意味

が認められない量である。例として、２つの長さの

比や角度（ラジアン）、流体力学における Nusselt

数、Reynolds数などが挙げられる。\比例尺度" と

\間隔尺度"は、物理学や心理学、経済学、社会学

などの問題領域において主要な数量尺度である。比

例尺度量としては、質量、絶対温度、圧力、時間

間隔、周波数、金額などが挙げられる。これらの

値はすべて絶対的な原点を基準に定められ、そこ

から測った２つの測定量の比率はどのような単位

を採用しようとも不変である。一方、間隔尺度量

には、例えば摂氏や華氏の単位の温度や、エネル

ギー、エントロピー、時刻、音程などがある。これ

らを測る尺度の原点は絶対的なものではなく、我々

の定義によってどのようにも変更可能であり、２

つの測定量の差（間隔）の大きさに関する情報し

か持たない。これらは単位変換に関しては、任意

の２つの間隔の比が不変である。\順序尺度" は、

ホテルの格付けにおける星の数など我々の日常に
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おける定性的な程度表現や、１つの文章中の単語

出現度数の順位のような統計量として多くの例が

見られる。これは表現の変更に関して不変な大小

関係順序を表し、我々が設定する値の原点や間隔、

記号はあくまで便宜的なものである。最後の \名義

尺度"は、クラスの席順や人名、記号推論において

対象を表す記号などである。これは表現の変更に

関して不変な対象の区別を表すに過ぎない。この

ように測定における対応規則分類の観点を導入す

ることによって、連続量から離散量に至るまで幅

広い数量を数学的に特徴づけることが可能となる。

表 1: 尺度の種類

尺度 基礎的
経験操作

数学的
許容変換

絶対 絶対的値の
等値性の決定

同一群
x
0 = x

比例 比の等値
性の決定

相似群
x
0 = kx

間隔 間隔や差
の等値性の決定

一般的線形群
x
0 = kx + c

順序 大小関係
の決定

等方群
x
0 = f(x), ここで
f(x) は
任意の単調増加関数。

名義 対象の等値
性の決定

置換群
x
0 = f(x), ここで
f(x) は任意の一対一
代入。

Stevensの研究を受けて、Luceは尺度が有する

上記の数学的許容変換に基づき、定量的な尺度で

ある間隔尺度や比例尺度に関し、複数の数量間に許

容される一般的関係が限られることを示した [11]。

彼は２つの数量に関して、もしそれらが無次元量を

介さないで依存関係を持つのなら、その関係はそれ

ら２数量の尺度の性質に依存する基礎的な関数で

表されると主張した。例えば今 xと y が両方とも

比例尺度であり、yが xによって連続関数 y = u(x)

の形で定義されるとする。今、仮にその関係が対

数関数、即ち y = log xであると仮定する。表 1に

示される比例尺度 x の許容変換に従えば、xにあ

る正数 k を掛け単位を変更することができる。し

かしながら、これによって u(kx) = log k+log xと

なり、log k 分だけ yの原点が移動してしまう。こ

れは明らかに比例尺度である y の許容変換を破っ

てしまう。従って、xと yの間の関数関係は対数で

あってはならないことが判る。xと yそれぞれに許

容される単位変換は x0 = kx及び y0 = Kyである

ので、関係 y = u(x)は y0 = u(x0)$ Ky = u(kx)

となる。y の単位変換係数 K は k に依存するが、

xの値には依存しない。そこで、K を K(k)と表

す。従って、連続関数 u(x)について、以下の制約

を得る。

u(kx) = K(k)u(x)

ここで k;K は単位変換係数であるため、k > 0及

びK(k) > 0である。y = u(x)は xや y の測定対

象に関する関係を表し、それらの単位系の取り方

には依存しない、即ち kやK の変更について不変

である。ルースは比例尺度または間隔尺度の任意

の２数量の組み合わせに関し、このような関係制

約を考察し、そして x � 0かつ u(x) � 0 の条件下

での u(x)の各解を得た。

以上の研究成果を基に、我々は絶対、比例、間

隔の３種の尺度に関する２数量間の関係制約を考

察し、xと u(x)の負値域までを網羅する許容関係

の解を導いた。その結果を表 2 にまとめる。絶対

尺度同士、また絶対尺度から他の尺度を導く関係

は任意の関数でよい。これは絶対尺度が単位を持

たないため、いかなる u(x)であっても単位変換に

関する不変性が問題にならないためである。一方、

逆に１つの比例尺度や間隔尺度から１つの絶対尺

度、また１つの間隔尺度から１つの比例尺度を定

義することはできない。これは種々の単位の比例

尺度や間隔尺度を唯一の絶対尺度に対応づける非

定数の関数は存在しないためである。同様に、単

位変更の自由度が kと c の２つである間隔尺度を、

自由度が kのみの比例尺度に対応づける非定数の

関数は存在しない。これら以外の組み合わせでは、

興味深い関数関係が導かれる。比例尺度同士では
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べき関数の関係のみが許容され、間隔尺度同士で

は線形な関係のみが許容される。また、比例尺度

から間隔尺度を定義する関係では、原点変更を伴

うべき関数か対数関数が許容される。これらは何

れも、２つの数量関係の単位変更に関する不変性

の前提と、各数量の尺度が有する許容変換から帰

結されるものである。紙面の都合上、ここではこ

れらの許容関係に関する証明を省略する [12],[13]。

3 公理論的な尺度論

Stevensが尺度の分類を行うより遙か以前から、

科学の根幹をなす測定という行為に関する様々な

議論があった。その中で、19 世紀末に熱力学者

の Helmholtzは、測定を数学的に厳密に形式化可

能な過程と位置づける公理論的測定論を創始した

[5][14]。それまでの古典力学や電磁気学と異なり、

熱力学では自由エネルギーやエントロピーといった

直接測定が不可能でかつ我々にとって抽象的な数量

が理論体系の中心を担う。その意味で、Helmholtz

は数量やその測定過程を明確に議論する必要性を

感じていたと思われる。彼は、数やそれを数える

行為などに関する幾つかの定義や自明な公理を設

定し、それらを基に測定過程の公理化を目指した。

Helmholtz が公理化を目指した測定は、我々が

目的とする数量を原理的に直接測定する手段があ

る場合であり、これにより得られる数量を \外延

量" という。例として、距離や重さ、時間、体積な

どがある。これらはすべて定規目盛りや天秤釣り

合い、振り子の振れ回数、詰め込める立方体の数

などによって直接測定できる。外延量測定につい

ては、その後、Campbellが計数の公理化 [15] を、

またMengerが測定の公理化 [16] の理論を発展さ

せる。一方、Helmholtzに引き続き、Machは \内

包量"に関する測定論を提唱した [17]。これは原理

的に他の数量から間接的に誘導して測定されるも

のである。内包量の例は、温度、密度、加速度、一

対比較で得る重みなどである。これらは水銀の体

積膨張量への置き換え、重さと体積の商、距離と

時間の２重の商、一対比較値の幾何平均などで間

接測定される。

更に今世紀後半になって、Krantz等は以上のよ

うな測定論の成果を総括的に体系化した [6]。また、

そこではそれまでの測定論では扱われなかった数

量尺度の公理化が行われた。Krantz等は、上述の

外延量と内包量の測定過程が異なることから、測

定を \基本的測定（外延的測定）"と \誘導的測定

（内包的測定）"に分けて体系化した。これら２種

類の測定はその過程が異なるため、その尺度の定

義も各々異なる。

3.1 基本的測定と尺度

最初に基本的測定の定式化を述べる [6][10]。

定義 1 (関係システム) 次のような有限個の系列

�を \関係システム" という。

� =< A;R1; R2; :::; Rn >

ただし、

A:定義域であり空でない集合、

Ri:a1; a2; :::; ami
2 Aの関係 Ri(a1; a2; :::; ami)。

定義 2 (タイプと相似性) 関係システム �につ

いて、各 Ri が A の mi 個の要素についての関係

である時、正整数の系列 < m1; m2; :::;mn >を �

の \タイプ" という。２つの関係システム � 及び

� =< B; S1; S2; :::; Sn > についてタイプが等しい

時、両者は \相似"であるという。

定義 3 (同型性（準同型性）) ２つの関係システ

ム �; � について以下の条件が満たされれば両者

は \同型（準同型）" である。

1. �; � は相似である。

2. Aから B への全単射（全射）f が存在し

Ri(a1; a2; :::; ami
),

Si(f(a1); f(a2); :::; f(ami
))

定義 4 (数的及び経験的関係システム) 関係シス

テム � が以下の条件を満たす時、� を \数的関係

システム"という。
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表 2: 尺度の性質を満たす制約と可能な関係式

尺度の種類　　
No. 独立

(定義)

変数

従属
(被定義)

変数

　　　　制約 　可能な関係

1 絶対 絶対 u(x) = u(x) u(x): 任意の非定数関数
2 絶対 比例 u(x) = Ku(x) u(x): 任意の非定数関数
3 絶対 間隔 u(x) = Ku(x) + C u(x): 任意の非定数関数
4 比例 絶対 u(kx) = u(x) u(x): 不可能
5 比例 比例 u(kx) = K(k)u(x) u(x) = �

�
jxj�

6.1 比例 間隔 u(kx) = K(k)u(x) + C(k) u(x) = �
�
jxj� + �

6.2 u(x) = � log jxj + �
�

7 間隔 絶対 u(kx + c) = u(x) u(x): 不可能
8 間隔 比例 u(kx + c) = K(k; c)u(x) u(x): 不可能
9 間隔 間隔 u(kx + c) = K(k; c)u(x) + C(k; c) u(x) = �

�
jxj+ �

1) 表記 �
�
; �

�
はそれぞれ �+; �+ for x � 0 and �

�
; �

�
for x < 0を表す。

1. 定義域 Aが実数の部分集合。

2. Ri(i = 1; 2; :::; n)が実数の間の関係。

数的関係システムと見なさないものを \経験的関

係システム"という。

以上より、基本的測定とその尺度が定義される。

定義 5 (基本的測定) 測定対象に認められる経験

的な操作や関係の形式的な構造（経験的関係シス

テム）を記述し、それらが適当に選ばれた数・記

号間の操作や関係の形式的な構造（数的関係シス

テム）と同型ないしは準同型であることを示すこ

とを \基本的測定"という。

定義 6 (基本的測定における尺度) < �; �f ; f >

を \尺度"という。ここで、

�：経験的関係システム、

�f：満ちた数的関係システム、

f：�から �f の部分システムへの準同型写像。

\満ちた数的関係システム"とはその定義域が実数

全体であるもの、また \部分システム"とはその定

義域が元のシステムの定義域の部分集合で、かつ

部分システムで成立するすべての関係が元のシス

テムでの関係に一対一に対応がつくものである。経

験的関係システム � =< A; I >が以下に述べる \

分類システム"の時、名義尺度による測定が可能で

あることが知られている。

定義 7 (分類システム) � =< A; I > において、

関係 I がAの任意の２つの要素に関するものであ

るとき，�を \２元システム"という。更に I が全

て次の３つの性質を持つ時、I は等値関係、�は \

分類システム"という。また、互いに I が成立する

要素の集合を \I-等値類"という。

反射律：8a 2 A; I(a; a)、

対称律：8a;8b 2 A; I(a; b)) I(b; a)、

推移律：8a; 8b;8c 2 A; I(a; b) ^ I(b; c)) I(a; c)。

以上の定式化を具体例で説明する。図 1 に示す

ような経験的関係システム �を考える。この定義

域 Aは６つの錘からなる集合 fa; b1; b2; c1; c2; c3g

のべき集合であり、A上の関係として上皿天秤が

釣り合う現象を上記の等値関係と見なすことがで

きる。すなわち、物理的には困難ではあるが、全く
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A
{a} {b1,b2}

{c1,c2,c3}

{a},{b1,b2},{c1,c2,c3}の重さ:wa
{c1,c2},{c2,c3},{c3,c1}の重さ: dwc
{b1},{b2}の重さ:wb
{c1},{c2},{c3}の重さ:wc

同型, 準同型写像: f

経験的関係システムα

数的関係システムβ

図 1: 基本的測定の例

同一の錘集合自身を左右の上皿に乗せれば天秤は

釣り合うはずであり反射律が成立する。また、以

下の集合のペアについてそれぞれを天秤の左右の

上皿に載せて釣り合う場合には、お互いの皿の位

置を交換しても同様に釣り合うため対称律が成立

する。

(fb1g; fb2g); (fc1g; fc2g); (fc2g; fc3g);

(fc3g; fc1g); (fc1; c2g; fc2; c3g);

(fc2; c3g; fc3; c1g); (fc3; c1g; fc1; c2g);

(fag; fb1; b2g); (fb1; b2g; fc1; c2; c3g);

(fc1; c2; c3g; fag)

また、fa; b1; b2; c1; c2; c3gのべき集合の内、以下の

集合の組について２つの集合ペアが釣り合えば残

りの集合ペアも釣り合う推移律が成立する。

(fc1g; fc2g; fc3g);

(fc1; c2g; fc2; c3g; fc3; c1g);

(fag; fb1; b2g; fc1; c2; c3g)

従って、この経験的関係システム �は分類システ

ムである。これに対して、数的関係システム � の

定義域Bを実数の集合とし、� で I-等値類である

集合を B 上の同一の実数に割り当てる適当な全射

f を以下のように取る。

wa = f(fag) = f(fb1; b2g) = f(fc1; c2; c3g);

wb = f(fb1g) = f(fb2g);

wc = f(fc1g) = f(fc2g) = f(fc3g);

dwc = f(fc1; c2g) = f(fc1; c3g) = f(fc2; c3g)

ただし，wa; wb; wc; dwc 2 B

このとき、�における関係を実数の等号関係とする

と、同一の実数同士に等号関係が成り立つのは自

明なので Aの要素集合の各写像 f に反射律が成立

し、また上記の wa; wb; wc; dwc にそれぞれ等しい

各写像の間には、それぞれ対称律、推移律が成立

する。すなわち、実数の等号関係は等値関係 I と

見なすことができ、�は分類システムとなる。従っ

て、我々は天秤の釣り合いを等値関係と見なし、か

つ準同型写像 f を用いて、等しい重さの錘に同一

の実数ラベルを付ける測定を行い名義尺度を得た

ことになる。

経験的関係システム � =< A; I >が以下に述べ

る \系列"の時、順序尺度による測定が可能である

ことが知られている。

定義 8 (系列) � =< A;P >を任意の２元システ

ムとする。P が次の３つの性質を持つ時、P を大

小関係、� を \系列"という。

非対称律：8a;8b 2 A;P (a; b)) :P (b; a)、

推移律：8a;8b;8c 2 A;P (a; b)^P (b; c)) P (a; c)、

排中律：8a;8b 2 A;P (a; b); P (b; a)

　　　　の一方のみが必ず成立。

関係システムの定義域 Aに等値関係を満たす要素

が含まれる場合、すなわち � =< A; I; P >では、

I-等値類毎にグループ化して各々１つの要素で代

表させて表し、\商集合"A=I に置き換えれば、�

を �=I =< A=I; P > として系列化できる。この

時、�=I は順序尺度による測定が可能である。

上記図 1の例で、経験的関係システム�の定義域

Aを I-等値類毎にまとめた �=I について、A=I の

要素の関係 P (r; s) を、上皿天秤の両皿それぞれに

錘の集合 rと s を置いた時、sが載った皿の側に傾

くこととすれば、P (r; s)は上記の系列における定

義を満たす。また、数的関係システム �の定義域B

の要素の関係 P (wr; ws)を不等号 wr < ws とした
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時、全射 f を先の名義尺度における対応条件に加

えて、�で sが載った皿の側に傾く場合にwr < ws

の関係を満たす実数値を各 wa; wb; wc; dwc に割り

当てるものと定めれば、� も準同型な系列となる．

この時，全射 f による錘の集合に対する実数の割

り当て wc < wb < dwc < wa は順序尺度となる。

更に、経験的関係システム � =< A; I >が以下

に述べる \差システム"の時、間隔尺度による測定

が可能であることが知られている。

定義 9 (差システム) � =< A;D >において、関

係 D が A の任意の４つの要素に関するものであ

るとき、�を \４元システム"という。この時Aの

要素 fa; b; c; d; e; fg に以下の公理が成立すれば、�

を \差システム"という。

P (a; b),=D(a; b; a; a)、

I(a; b), D(a; b; b; a) ^D(b; a; a; b)、

D(a; b; c; d) ^D(c; d; e; f)) D(a; b; e; f)、

D(a; b; c; d);D(c; d; a; b)のうち一方が必ず成立、

D(a; b; c; d)) D(a; c; b; d)、

D(a; b; c; d)) D(d; c; b; a)、

9c 2 A;D(a; c; c; b) ^D(c; b; a; c)、

P (a; b) ^ :D(a; b; c; d))

9e 2 A; P (a; e) ^ P (e; b) ^D(c; d; a; e)、

M1(a; b; c; d), D(a; b; c; d)^D(c; d; a; b)^I(b; c)、

9e;9f 2 A;Mn(a; b; c; d),

Mn�1(a; b; e; f) ^M1(e; f; c; d)、

9e;9f 2 A;9整数 n;

P (a; b) ^D(a; b; c; d))Mn(c; e; f; d)。

ここでMnはDから再帰的定義される cとdの間の

n+1等分関係である。関係システムの定義域Aに

等値関係を満たす要素が含まれる場合には、定義域

Aを \商集合"A=I に置き換え �=I =< A=I;D >

を考えば差システムとなる。この時，�=I は間隔

尺度による測定が可能である。

図 1の例で、�=I について A=I の要素の関係

D(r; s; t; u) を、上皿天秤の左皿に錘の集合 r と

u 及び右皿に s と t を置いたとき左に傾く関係で

あるとすると、�=I は差システムとなる。また、

数的関係システム � の定義域 B の要素の関係

D(wr; ws; wt; wu) を (ws � wr) � (wu � wt) と

した時、全射 f を先の名義尺度、順序尺度の対応

条件に加えて、�=I で関係 D(r; s; t; u) が成立す

る場合に �でD(wr; ws; wt; wu)の関係を満たす実

数値を各 wa; wb; wc; dwc に割り当てるものと定め

れば、�も準同型な差システムとなる。このとき、

wa = wc + 4(wb �wc); dwc = wc + 2(wb � wc) の

関係が得られ、全射 f による実数の割り当ては間

隔尺度となる。このような f は唯一ではなく、�=I

に準同型な２つの数的関係システム �1; �2 を構成

する f1; f2は線形変換 f2 = k �f1+cの関係にある。

また、同じく２つの差システム �=I と � に関

して、A=I � A=I から B � B への写像 f(r; s) =

ws�wrかつ f(�; r) = wrを取るとき、�=Iは比例

尺度により測定される。この場合、図 1の例では、�

の f(�; c1) = wc及び f(c1; fc2; c3g) = dwc�wc に

関して同型な �=I における比較操作では両者が釣

り合うので、dwc = 2wcであることが判る。これと

先のwa; wbとの関係式より、2wb = 3wc; wa = 3wc

が導かれ、比例尺度が構成される。このような f は

唯一ではなく、�=Iに準同型な２つの数的関係シス

テム �1; �2を構成する f1; f2 は相似変換 f2 = k �f1

の関係にある。以上の公理化により明らかになっ

た尺度の特徴は、Stevens が掲げた表 1の内容と一

致する。

3.2 誘導的測定と尺度

次に誘導的測定の定式化を述べる。

定義 10 (誘導的測定システム)

� =< B; f1; f2; :::; fn >を \誘導的測定システム"

という。ここで、

B:測定の対象たる事物の集合（空でない）、

fi:B または積集合 Bm上の実数値関数。

定義 11 (誘導的尺度) ３項組 < �;R; g > を \誘

導的尺度"という。ここで、

�：誘導的測定システム、

g:B または積集合 Bm上の実数値関数、

R((f1; f2; :::; fn); g):f1; f2; :::; fn と g の対応関係。
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質量
m(a),m(b),m(c)

体積
V(a),V(b),V(c)

対象と数量・記号
との関係

a

d(a)=m(a)/V(a)
d(b)=m(b)/V(b)
d(c)=m(c)/V(c)

対象と数量・記号との関系

密度d(a)

指定した表現関係

R:(m,V)←→d

誘導的測定システムβ

b

c

図 2: 誘導的測定の例

定義 12 (誘導的測定) 誘導的測定システム �が与

えられたとき、指定した関係 R((f1; f2; :::; fn); g)

が成立するような B(または Bm)上の実数値関数

gを定めることを \誘導的測定"という。

以上の定式化を具体例で説明する。図 2 に示すよ

うな誘導的測定システム � を考える。この場合、

B = fa; b; cg かつ f1 = m; f2 = V である。ここ

で g = dとして R((m;V ); d) � d = m=V とする

と、dは V = 0以外の条件では必ず定まる。従っ

て、m � 0; V > 0において誘導的測定が可能であ

り、いわゆる密度 dが導かれる。

特に誘導的測定によって導かれる尺度に絶

対尺度がある。誘導的測定システム � =<

B; f1; f2; :::; fn > が与えられ、各 fi は比例尺

度とする。この時、R((f1; f2; :::; fn); g) � g =Qn
i=1 f

i
i を満たす関数 g が存在し、かつ各単位

系の変換 f 0i = ki � fi(i = 1; 2; :::; n)について常にQn
i=1 k

i
i = 1であるとする。このとき、< �;R; g >

は絶対尺度と呼ばれる。このような絶対尺度は一

意に決定するので、許容変換は恒等変換 g0 = gで

ある。

誘導的測定で定義される数量 gは、他の数量 fi

から派生的に導かれるため、その尺度の性質を基

礎的測定の場合のように自身が満たす公理によっ

て特徴づけることは困難である。しかしながら、そ

の数量が表 1に示される基本的測定における各尺

度の数学的群構造のいずれかと同じ形式の変換に

従う場合、その数量の形式的な尺度タイプを類別

することは可能である。以上のような公理論的規

則により，尺度を構成したり与えられた数量の尺

度を類別できる。

4 操作主義的と尺度構成法

単位次元解析でも登場したBridgmanは、測定過

程を操作主義の立場から定式化しようとした [18]。

すなわち、測定の手順によって測定過程や測定数

量の特徴づけを行おうとした。しかし、この考え

によれば、\ものさしで測った長さ"と \トランシッ

トで光学的に測った長さ"は異なる単位を持つこと

になり、一般性のある数量間の関係など求めるこ

とはできなくなってしまう [14]。

しかしながら、一般に測定が非常に困難な対象

についても、測定過程の操作手順を明確に定式化

することで結果の再現性を高め、科学的な基礎を

固めようとする動きが、心理学的測定の分野で進

んだ [7][8]。心理学的測定では幾つかの重要な仮定

を置く [10]。

仮定 1 (内部機構の仮定) 人間に対する入力とし

て刺激 X、それに対応する出力として直接観察可

能な顕在数量 y を考える。このとき、未知の潜在

数量 � を考え、

� = '(X);

y =  (�)

を仮定する。';  も未知である。

仮定 2 (実数連続体の仮定) 刺激Xiに対応する潜

在数量 � の値 �i は実数値である。

仮定 3 (関数の仮定) ' は X から xi への全射で

ある。すなわち、異なる刺激 X に同じ xiの値が

対応することがあり得る。一方、 は xiから yへ

の全単射である。すなわち、異なる  の値には必

ず異なる y の値が対応する。

このような実数連続体の仮定は、人間内部の心理

状態が実数値ないしはその集まりで捉えられると

仮定することに等しく、このような人間内部の状

態の集合を \心理学的連続体"という。また、関数

の仮定より、yを知れば � =  �1(y) によって内部

状態を知ることができることになる。
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以上のような枠組みにおいて、はじめに間隔尺

度として xiを実験的に評価する方法の１つを紹介

する。これは \カテゴリ評定法"と呼ばれるもので

ある [7]。

実験手続

1. 一群の刺激 X1;X2; :::;Xnがある。

2. 各刺激Xjは被験者 i(i = 1; 2; :::; N)に無作為

に１つずつ提示される。

3. 被験者 iは各刺激を、実験者によって明確に指

定された１つの属性（美しさ、好ましさ、硬

さなど）に関して、あらかじめ定められた次

のような評定形式で評定しなければならない。

(a) 被験者には、１つの属性に関して順序づ

けられた m 段階のカテゴリからなるカ

テゴリ系列 fCk; k = 1; 2; :::;mg が用意

される。

(b) 被験者は１つの刺激Xj が提示されるご

とにただ１つのカテゴリCk によって刺

激Xj を以下のように評定しなければな

らない。

sjki =

(
1 iがXj を Ck に評定したとき

0 iがXj を Ck に評定しないとき

(c) 被験者 iはこの評定を n個の刺激 fXj :

j = 1; 2; :::; ng すべてについて行わねば

ならない。

尺度値の求め方

1. 各カテゴリCkにその順序に従って重みwk（通

常は整数値）を割り当てる。

2. n個の刺激がそれぞれm個のカテゴリによっ

て評定された被験者N 人すべてについての度

数分布を fjk とする。

3. 以下を刺激 Xj に関する尺度値 Rj とする。

Rj =
1

Lj

mX
k=1

wkfjk

ここでLjは刺激Xjが評定された度数である。

この場合、sjkiが顕在数量であり、Rj が潜在数量

に相当する。各カテゴリの重みwkに与える整数の

間隔や原点は任意であり、Rj は明らかに間隔尺度

となる。

比例尺度として xiを実験的に評価する方法とし

て代表的なものに \マグニチュード推定法"がある

[10]。

実験手続

1. 一群の刺激X0;X1; :::; Xn がある。

2. はじめに基準となる刺激 X0 が被験者に示さ

れ、その評定量 R0 を実験者が定めた一定の

数値 C0とするように指示される。

3. 被験者は他の刺激Xj(j = 1; 2; :::; n)に対する

評定量Rj をC0に関して相対的な数値で回答

するように求められる。

これは Rj は潜在数量であると同時に顕在数量で

もあると見なす場合である。このようにして求め

た Rj は明らかに比例尺度となる。

これ以外にも比例尺度や間隔尺度、順序尺度な

どを構成する方法は多数提案されており、解説文

献も多いのでこれ以上の説明は割愛する [19]。

5 尺度論の発展と応用

以上、尺度論や尺度構成法について見てきたが、

最後に今後の尺度論の発展を展望する上での１つ

の材料として、尺度論と単位次元解析の結果を結

びつける理論とその工学的問題への応用について、

最近の筆者等の研究を紹介する。単位次元解析の

分野では、今世紀前半に以下の２つの定理が導か

れている [1, 2]。

定理 1 (Product Theorem) 相対的強度 (abso-

lute signi�cance of relative magnitude) を表す数

量 x; y; :::をそれから誘導される数量 f に関係づけ

る関係式は、以下の形式を有する。

f = Cxaybzc:::

ここで C; a; b; c; :::は定数である。
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定理 2 (Buckingham �-theorem) 　

もし �(x; y; :::) = 0 が１つの完全な式であり、各

数量 x; y; :::が相対的強度を表すのであれば、それ

を以下のような形式に書き換え可能である。

F (�1;�2; :::;�n�r) = 0

ここで nは �の引き数の数であり、rは x; y; ::: の

基本単位の数である。またすべての iについて、�i

は無次元量である。

上記の定理は、各数量が相対的強度を表すことを

前提としているが、これは数量が比例尺度に限られ

ることを意味する．また、基本単位とは、長さ [L]、

質量 [M ]、時間 [T ]のように �において他の次元と

は独立に数量の測定目盛を決める単位次元のこと

である。単位次元解析では無次元量、すなわち絶対

尺度の数量 �iを定義する式 �i(�i; x; y; :::) = 0を

\レジーム式" と呼び、式 F (�1;�2; :::;�n�r) = 0

を \アンサンブル式"と呼ぶ。式 F = 0 の引数は

すべて絶対尺度量であるため、アンサンブル式の

形式は定理 Buckingham �-theoremには従わず任

意のものが許される．

一方、第２節で述べたように、間隔尺度や比例尺

度の数量間の直接関係式は特定の関数形に限られ

る。表 2の５番目の２つの比例尺度同士の許容関係

はべき乗関係となっているが、実は上記のProduct

Theoremは、その多数量系への一般化になってい

る。このように比例尺度同士の多数量系の一般的

許容関係式については、既に単位次元解析によって

昔から明らかにされている。しかしながら、もう一

つの代表的な連続数量の尺度である間隔尺度をも

含む系に関する、一般的な許容関係式の形式は明ら

かにされて来なかった。そこで、筆者等は尺度論の

成果を踏まえ、Product Theorem と Buckingham

�-theorem を間隔尺度の数量を含めて表現される

関係に拡張し、以下の２つの定理を得た [20],[21]。

定理 3 (Extended Product Theorem) 比 例

尺度の属性量の集合 R と間隔尺度の数量の集合

I について、各 xi 2 R[ I を誘導量 � に関係づけ

る関数 �は、以下の２式の何れかの形式を取る。

� = (
Y
xi2R

jxij
ai)(
Y
Ik2C

(
X
xj2Ik

bkj jxj j+ ck)
ak)

� =
X
xi2R

ai log jxij+
X
Ik2C�g

ak log(
X
xj2Ik

bkj jxj j+ck)

+
X
x`2Ig

bg`jx`j+ cg

ただし、Rも I も空集合であることが可能である。

また、C は I の１つの被覆であり、C�g は I � Ig

(Ig � I) の１つの被覆である。� は間隔、比例、

絶対何れの尺度であってもよい。また、各係数は

定数である。

法則式に現れる各数量が比例尺度の数量または間

隔尺度の数量である限り、直接的な単位変換関係

を有する数量同士の関係は必ず上記に従う。

定理 4 (Extended Buckingham �-theorem)

�(x; y; z; :::) = 0 が１つの完全な方程式である場

合、かつその中の各属性量が間隔、比例、絶対尺

度の何れかである場合には、� = 0 は以下の形式

に書き換え可能である。

F (�1;�2; :::;�n�r�s) = 0

ここで、nは�の引数の数、rと sはそれぞれx; y; z;

:::の属性量が有する基礎単位及び基礎原点の数で

ある．また全ての iについて、�i は絶対尺度量で

あり、各々Extended Product Theorem のレジーム

式により求められる。

ここで基礎原点とは、摂氏温度において１気圧下

の氷点を原点にして測定がなされるように、間隔尺

度の測定において基準点として人為的に選ばれる

原点のことである。この定理においても、式F = 0

の引数はすべて絶対尺度の数量であるため、アン

サンブル式の形式は任意のものが許される。

以下の式は定理 3及び定理 4 の実例である。こ

れは振り子の振動解である。

� = �a sin((t� t0)(g=`)
1=2)
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ここで、�は振り子の偏角、�aはその振幅、tは時

刻、t0は基準時刻、gは重力加速度、`は振り子の

紐の長さである。この内、f�; �a; g; `gは比例尺度

であり、ft; t0g は間隔尺度である。この式は以下

のように変形可能である。

�1 = sin(�2) (1)

�1 = �=�a (2)

�2 = tg=` (3)

このように、１つのアンサンブル式と２つのレジー

ム式に書き換えることができ、レジーム式 (2)及び

(3)は定理 3のはじめの式に従う。ここで数量の数

は全部で６個なので n = 6、�; �aは基礎単位 [deg:]

を、t; t0; g は基礎単位 [s]、g; `は基礎単位 [m]を

共有し合計 r = 3、更に t; t0 は時刻を計る基礎原

点を共有するので s = 1 である。従って、定理 4

によればレジーム式の総数は n � r � s = 2とな

り、これは上記の書き換え結果と一致する。

以上のように，数量の尺度に関する数学的制約

は数量間の許容関係に極めて強い制限を与えてお

り、数学的に受け入れ可能な関係式の形式の多く

の部分を決めてしまうことが分かる。また、換言

すればこれらの定理を満たす範疇の式しか、妥当

な関係式とは呼べない。もし、測定データから上記

のような変形を許さない関係式が得られたとして

も、その式は対象が満たすべき本来の関係を表し

たもの（例えば物理学で言えば第一原理を表す法

則式）ではなく、単なる実験式に過ぎないことが分

かる。そこで、上記の測定データに当てはまり、か

つ上記２つの定理の条件を満たす関係式を見つけ

ることができれば、それは測定対象を支配する第

一原理法則やそれに基づくモデルである可能性が

極めて高い関係式を得ることができるはずである。

筆者等はこの考えに基づき、計算機が測定実験手

順をアレンジしながら、上記定理の条件を満たす

数量間の関係式を探索発見する \Smart Discovery

System (SDS)"を開発した [21]。SDSは、現状で

は測定対象の数値シミュレータを対象と見なし、そ

のシミュレータが有する対象式を知らずに実験操

作して種々の数量の値の組みを表すデータを取得

する。SDS のアルゴリズムの詳細は省略するが、

O(n2)、すなわち数量の数の２乗に比例する程度の

計算量で探索を終了できる。以下に、SDSが探索

発見できた対象系の例を示す。

図 3は３石トランジスタからなる一定時間内の

光量増加率を測定する回路である。この系は以下

の 18属性量からなる式で表される。

(
R3hfe2

R3hfe2+hie2

R2hfe1
R2hfe1+hie1

rL2

rL2+R1

)(V1 � V0)

�
Q
C
�

Khie3X

Bhfe3
= 0 (4)

ここで、L; rは光量と光素子Csdの感度、X;K;B

は表示電流計針の位置、針バネの定数、磁石磁場

の強さを表す。また、hiei ; hfei は、それぞれ i番

のトランジスタのベース入力インピーダンスと電

流増幅率を表す。更に V0; V1 は電源の正極、負極

の電位、Riは各抵抗の抵抗値、C;Q はコンデンサ

の容量、蓄積電荷を表す。ここで、電位は間隔尺

度及び電流増幅率は無次元量であるため、RQ =

fL; r;R1; R2; R3; hie1 ; hie2 ; hie3 ; Q; C;X;K;Bgが

比例尺度の集合，IQ = fV1; V2g が間隔尺度の集

合、AQ = fhfe1 ; hfe2 ; hfe3gが絶対尺度の集合と

なる。SDSはこの系に関して実験測定データと尺

度に関する情報だけから、以下のような１つのア

ンサンブル式と８個のレジーム式を発見した。

1 = (�4 +�5)
�1:0 + �1;

�1 = �2�3�8 +�2 + �3�8;

�2 = �1�2�6�7 +�1�6 +�2�7;

�1 = R1r
�1:0L�2:0;

�2 = hie1R
�1:0
2 ;

�3 = hie2R
�1:0
3 ;

�4 = hie3XKB
�1:0(V1 � V0)

�1:0;

�5 = QC�1:0(V1 � V0)
�1:0;

�6 = hfe1 ;

�7 = hfe2 ;

�8 = hfe3
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図 3: 光測定の電子回路

ここでアンサンブル式は形式がコンパクトになる

ように、媒介変数�1;�2を導入して最初の３つの

式に分けて示している。各レジーム式をアンサン

ブル式に代入すれば、元の対象回路モデル式 (4)が

得られることが確認された。

更に物理系以外の分野についても適用を試みた。

簡単な例では、音の周波数 f とそれに対して人間

が感じる音程 I の関係は Fecherの法則として知ら

れる。f は比例尺度であり、I は主観的数量である

がカテゴリ評定を用いたとすると間隔尺度となる。

これに基づいて、以下の２種類の関係式候補が得

られた。

I = �f� + ; or I = � log f + �

この内、後者が Fechnerの法則に合致する。

以上のように、数量が有する尺度という属性の

情報を利用することで、かなり複雑な対象や人間

系が絡むような対象についても、数学的な妥当性

を保証する法則式やモデル式を体系的に見いだす

ことが可能となる。

6 おわりに

本論では、尺度に関する主要な研究を振り返り

つつ、その数学的定義や特徴を解説し、また、代

表的な尺度構成手法に関して若干の紹介を行った。

更に、尺度と単位次元解析の知見を合わせた最近

の筆者等の研究を説明し、尺度の性質が複数の数

量間の数学的関係を強く制約すること示した。数

量が有する \値"という属性を中心とした従来の推

論や評価・システム同定、モデリング手法に比べ、

\尺度"というやはりかなり一般的に知られる数量

の属性に関する種々の制約や考慮を導入すること

で、これまで解析者の主観に頼っていた対象に関

する解釈・理解や複雑ないしは大規模な対象系の

把握が、より体系的に行えるようになる。このよ

うな理論と手法を背景として、科学や工学の幅広

い分野において新しい推論や評価・同定、モデリ

ング手法を確立できる可能性があると考えている。
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