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1．はじめに  

1980年代後半のファジィブームを契機として，ファ  

ジィ理論の考え方がさまざまな分野に積極的に導入さ  

れるようになった．OR関連分野においても，意思決  

定論や数理計画法，デー タ解析や品質管理など．多岐  
に渡ってファジィ理論の導入が検討されている．   

数理計画法へのケァジイ理論の応用は古く，Za（1。11  
のファジィ集合に関する論文“FtlZZ）′Sets’，が国際雑誌  

に公表された年と同じ，1965年のZa（lellのシンポジ  

ウムでの講演【11にさかのほることができる．このとき  

のファジィ最適化の提案は，従来のペナルティ法と大  

差ないが，既に「だいたい～以下」などのソフトな制  

約概念が提示されていた．国際雑誌でのファジィ数理  

計画法の登場は，1970咋の有名なBpllllla．11とZa．（1ell  

の論文【2げ最初で，ファジィ意思決走法の考え方が  

与えられるとともに，ファジィ動的計画法が提案され  

た．また，ファジィ線形計画法は，日本国内では，1973  

年，国際雑誌では，1974年に捌中らl3，4】によって提案  

された．さらに，ファジィ係数をもつ数理計画問題は，  
1976年にNegoitaら【5】によって取り扱われている．  

1965年をファジィ数理計画法の胎動期の始点（胎  

動原点），1970年を黎明期の始点（黎明原点），1976  

年を発展期の始点（発展原一在）とすると，本年（1995  

年）は，胎動原点から30周年，黎明原点から25周年，  

発展原点から約20周年ということになり，ファジィ  
数理計画法に対する研究へもかなりの咋月が費やされ  

ていることがわかる．したがって，今となっては，一  

朝一夕にファジィ数理計画法のすべてを語れないこと  

が理解できよう．ファジィブーム以前は，ファジィ理  

論が不要なもの，役に立たないもの，数学的基盤がな  

いものと批判にさらされてい 

研究者により，細々と地道なファジィ数理計画法の研  

究が続けられてきた．しかし，ファジィブームも過ぎ  

去った現在，「ファジィ理論＝不安なもの」，「ファジィ理  

轟＝役に立たないもの」のレッテルがはがされ（「ファ  

ジィ理論＝数学的基準のないもの」のレッテルは未だ  

健在），ファジィ数理計画法に関しても，より多くの  
研究が見受けられるようになり，普及期に入ったと考  

えることができる．   

本稿では，ファジィ線形計画法を「トL、に，   
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について，著者の見解を述べたいと思う．なお，紙数  

の都合上，ファジィ数理計画法について詳しく解説す  

ることができない・興味がある読者は文献【6－10】を御  

覧頂きたい．  

2．ファジィ数理計画法の概観  

2．1ファジィ数理計画法の種類   

次の計画問題を考えよう．  

【問題1】ある工場では，2種類の製品P，Qを生産して  

いる．製品Pを1トン生産すると，だいたい3万円の  

変動費がかかり，製品Qを1トン生産する七，だいたい  

4万円の変動費が必要になる．1日当たり，だいたい250  

万円ぐらいまで変動費として調達できる．一方，製品P，  

Qの1トン当たりの租利益は，それぞれ，だいたい5万  

円，だいたい6万円である．このとき，粗利益を最大  

にするには，1日に製品P，Qを何トンずつ生産すれ  

ばよいだろうか？   

上の問題の下線部にあいまいさが含まれている．こ  

のようなあいまいさを厳密に分類すると，「不明確さ  

（allll）ig11ity）」と「漠然性（vagllelleSS）」の二つがある．  

問題1における「だいたい3万円」や「だいたい5万  

円」などは，真の値はただ一つであるが，正確な値が  

わからないあいまいさを表している．このように，真  

の値が明確にわかっていないあいまいさは，不明確さ  

と呼ばれる．一方，「だいたい250万円ぐらいまで」は，  

厳密に「250万円まで」というはっきりとした嘩界を  

緩め，250万円より大きくとも250万円付近であれば  

よいというように境界をほやかしたものを示している．  

このような境界のあいまいさ，つまり，意味的なあい  

まいさは，漠然性と呼ばれる．川一一般に，不明確さは尤  

もらしさを示す分布（確率分布や可能性分布など）で  

表現されるのに対し，漠然性は帰属度ついた集合（ファ  

ジィ集合やトール集合など）で表現される．   

ファジィ数理計画法では，不明確さ（係数値のあい  

まいさ）と漠然性（制約のあいまいさ，目標のあいま  

いさ，左辺と右辺の関係のあいまいさ）とが取り扱わ  

れている．取り壊うあいまいさの種類により，ファジィ  

数理計画法は次の三つに分類できる．   

1．漠然性のみを扱うファジィ数理計画法   

2．不明確さのみを扱うファジィ数理計画法   

3．不明確さと漠然性を同時に扱えるファジィ数理  

計画法   

－1  
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確率計画法は分布問題，二段問題，機会制  

約条件計画法に分類されるが，ファジィ数  

理計画法は，ほとんどが機会制約条件計画  

法に対応する様相制約条件計画法と解釈で  

きる【11ト近年，ようやく分布問題に対応  

するものい0，12】が研究され始めたが，二二段  

問題については，ほとんどなされていない  

（様相性目標計画法い】を拡張すれば，二段  

問題も取り扱える）．機会制約灸作計画法  

が，目的関数の有無や扱い方により，機会  

制約条件モデル，確率最大化モデル，満足  

永準最大化モデルなどに分類できるように，  

様相制約条件計画法も，様相制約条件モデ  

ル，様相性最適化モデル，満足水準最適化  
図1．ファジィ数理計画アプローチ   

でいるため，問題が明確に記述されていない．たとえ  

ば，（3）式の制約条件は，「だいたい3∬－十4∬2」が「だ  

いたい250以下」ということを表し，∬1，J2につい  

てどうなれば良いのかを明瞭に表していない．そこで，  

問題を明瞭にするため，解釈を導入する．この解釈を  

通しで，ファジィ数理計画問題が明瞭に記述された通  

常の数理計画問題（数学モデル）へ変換される．これ  

がフェーズ1である．一般に，解釈は無数に存在する．   

たとえば，．（3）式の5，6がα＝β＝1として，昼，5  

がα＝β＝2として，（1）式で定められているとし，  

5250が7＝50として（2）式で定められているとしよ  

う．このとき，（3）式の目的関数値が「ヱ以上」（zは  

変数）となり，ファジィ制約を満たすと確信する度合  

（必然性測度）が0．7以上で，ヱを最大化する問題（満  

足水準毅適化モデル）と解釈すると，問題1は，次の  

モデルに分類できる．文献【6lでは，あいま  

いさの種類やモデルに基づく分類がなされるとともに，  

一般的なファジィ数理計画問題の取り扱い方が議論さ  

れている．  

2．2ファジィ数理計画アプローチ   

ファジ1■数理計画法におけるアプローチを図示する  

と，図1のようになる．フェーズ0では，まず，問題  

1のように記述される係数の不明確さや制約や目標の  

漠然性を含んだ計画問題を，ファジィ集合を用いたモ  

デル（ファジィモデル，ファジィ数理計画問題）で表  

現する．たとえば，「だいたい礼」に対応するファジィ  

集合丘は，α，β＞0を用いて，  

（1）  

なるメンバシップ関数をもつ三角型ファジィ数で表現  

でき，「だいたいb以下」というファジィ集合≦むは，  

7＞0を用いて，  

計画問題に帰着することが知られている【6】．  

nla．Xilllize 3．6こrl＋5．3：℃2  

Sllb・tO 3．7∬1＋5．4汀：2≦265  

∬1，∬2≧0  
（4）   

′【≦ム（r）＝（7＋r）′7；  ‡定  

r≦わ  

わ＜r＜b＋7 （2）  
↑・＞♭＋7  

その佃の解釈としては，満足水準最適化モデルと双  

対な様相性最適化モデルがある．様相性最適化モデル  

では，たとえば，目的関数値に「300以上」という目  

標（ファジィ目標にすることも可能）を与え，目的関  

数値が300以上であり，ファジィ制約を満たすと確信  

する度合（必然性測度）を最大化する問題として解釈  

する．この場合，次の計画問題に帰着されることが知  

られている【6ト   

ma－Xilnize 九  

Sub・tO（5－2ん）ガ1＋（6－ん）尤2≧300  

（3＋九）∬1＋（4＋2ん）£2≦300－50ん  

諾1，諾2≧0  （5）   

上述のように解釈により得られた通常の計画問題を  

解くことが，フェーズ2になる．この段階では，通常  

なるメンバシップ関数をもつ線形のファジィ制約で表  

現できる．問題1のあいまいさを含む言葉をすべて，  

ファジィ集合で表現すると，問題1は次のファジィ数  

理計画問題として定式化される．  

ma．ximize 5こrl＋6J：2  

Sltl・）・tO 3こrl＋4≦250  （3）  

∬1、∬2≧0  

ただし，rl，∬2は，それぞれ，製品P，Qの生産量  

である．   

得られたファジィ数理計画問題は，「だいたいaぐら  

い」や「だいたいb以下」を表すファジィ集合を含ん  

－ 2 －   
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の最適化手法を適用することもできる．問題の構造に  

応じた解法を探求するのが研究課題となる．   

たとえば，（4）式は非負条件を除く制約式が1本の線  

形計画問題であるので，容易に，（∬l，∬2）＝（0，4喘）な  

る解が得られる・このとき，ヱ＝260嘉となり，この解  

は5，如こ対するメンバシップ傾が0．3以上のどのような  

係数ベクトルが実現しようとも制約条件の左辺の値（必  

要な原料）が265以下になること，および，畠，6に対す  

るメンバシップ値が0．3以上のどのような係数ベクトル  

が実現しようとも目的関数値（削利益）が26嶋以上  

であることを保証している．一方，（5）式は非線形計画  

問題であるが，二分法とシンプレックス法を用いて矧ナ  

ることが知られている【8ト特に（5）式の場合，∬lか∬2  

のいずれかのみが値をもつ解の巾に最適解があるので，  

触析的に吼（∬1，ズ2，九）＝（ 3900十岬，0，狙コ垣） tOOI）14  

を求めることができる．豆，主に対するメンバシップ値が  

』垂土建以上のどのような係数ベクトルが実現しよう 4  

とも制約条件の左辺の値（必要な原料）が叫 2  

以下になること．およぴ．5，6に対するメンバシップ  

値が直坦以上のどのような係数ベクトルが実現し 4  

ようとも目的関数値（私利益）が300以上であること  

を保証している．   

フェーズ2で得られた解は，解釈に基づき変換され  
た通常の計画問題の最適解となるが，この解がもとの  

ファジィ数理計画問題から見て合理的な解になってい  

るか，導入した解釈と異なった観点から見てどうか，意  

思決定者が意図した解が得られているかなどを確認す  

ることになる．これが，フェーズ3である．フェーズ3  

では，得られた解を図示したり，他の解釈による解と  

の比較，ファジィ数理計画問題における最適性の観点  

からの検討【12】などが行われる．検討結果，望ましい  

解が得られていなければ，問題の解釈を再検討し．新  

たな解釈を導入し，フェーズ1，2，3の手続きを望  

ましい解が得られるまで繰り返すことになる．   

フェーズ3と並行して，現実問題に適用するという  

観点から得られた解を評価することも重要である．往々  

にして，実際に決定するときに考慮している制約や評  

価基準が，ファジィ数理計画問題（ファジィモデル）に  

反映していなかったり，数式を用いて表現できないこ  

とがあり，このような場合には，元になっているファ  

ジィ数理計画問題をモデル化し直す必要がある．これ  
が，フェーズ4である．  

3．ファジィ数理計画法の利点と欠点  

3．1通常の数理計画法に対する利点と欠点   

難であり（満足水唯最適化モデルでは，（4）式のよう  

に，それほど困難にならない），より多くの計算時間  

を要する．このことより．取り扱い易さや計算時間を  

犠牲にしてまで，あいまいさを考慮する必要があるの  

か という疑問が生じるかも知れない．これに対する  

答えは，あいまいさの影響度，．問題の重要性，および，  

意思決定者の態度に依存するとしかいえない．   

あいまいさの影響度については，通常の数理計画  

問題に対して，感度解析や最適化の事後解析（Po畠t－  

Ol）timalitIyAllalysis）などが提案さ 

パラメータに対する最適解付近でのパラメータ変動に  

対する影響度が算出できる．感度解析や事後解析の結  

果，パラメー タ変動に対して影響が少なければ，得ら  

れている最適解を選択すれば良い．しかし，パラメ一  

夕変動の影響が大きい場合には，どのような解を選ぶ  

べきかという指針は与えられず，問題の分析者や意思  

決定者に委ねられている．すなわち，感度解析や事後  

解析は，解析のための手法であり，決定のための手法  

ではない．これに対し，ファジィ数理計画法では，あ  

いまいさのもとでの決定手法を与えている．   

また，ファジィ係数を含む制約が満たされ寧いこと  

により重大な問題が生じる場合には，係数の不明確さ  

を考慮する必要がある．不明確なパラメータが構造物  

の強度に関する制約や，原子力発電所の安全性に関す  

る制約などに含まれる場合には，係数の不明確さを考  

慮して，安全になるよに（必然性測度を用いて）制約  

を扱う必要がある．一方，「だいたい100万円以上」と  

いう漠然とした卿約や，「200万円以上の利益を得る可  

能牲があって欲しい」ト「だいた｝、100万円の利益は得  

なければならない」など．意思決定者のあいまいな制  

約やあいまいな目標，および，不確実性に対する微妙  

な要求を解に反映するためたは，制約や目標の漠卵三  

や係数の不明確さを考慮しなければならない．   

通常の数理計画法Iく対するファジィ数理計画法の利  

点は，ファジィ制約ヤフアジイ目標りように制約や目  

標の柔軟性・ソフト性，および，可能性測度や必然牲  

測度を用いることによる可能性追求やロバスト性に関  

する要求を取り扱える点にある．すなわち，．問題に意  

思決定者の好みを反映できることにある【13】・   

このような意思決定者の噂好の反映が，問題1の解  

にどのような影響を与えるかを見てみよう．問題1に  

おける漠然性，不明確さを無視しで，線形計画問題と  

して定式化すると，  

111aXinlize 5こl：l＋6ユ：2   

s11b．to 3コ：1＋如2≦250  

ユ：1，∬2≧0  

・（6）  

一般に，ファジィ数理計画問題を解くことは，あい  

まいさを無視した数理計画問題を解くことに比べて困  
キなる・この間題を解くと■．い：1，・r2）＝（83与，0）なろ最   

一 3 －  
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通解が得られる・このときの目的関数値は，エ＝416喜  

となる．（4）式の解と比較すると，正の値をとる変数  

が全く異なっていることがわかる．この解では，目的  

関数値は非常に大きいが，「だいたい250万円ぐらいま  

で」という調達可能資金を考えると，せいぜい300万  

円までしか調達できないにもかかわらず，5，主に対す  

るメンバシップ値が㌶以上の係数ベクトルに対して  

しか，300万円以下にならない．制約違反の可能性が  

高いことから，危険な解となっている．  

3．2確率計画法に対する・利点と欠点   

ると，一般に非線形計画問題になり，より多くの変数  

へ資金が分割される．ポートフォリオ選択問題におい  

て議論されているように，同じ確率分布に従う利得を  

もつ独立な二つの代替案へ投資する際は，半分ずつ投  

資してリスクを少なくする分割投資が最適となる．2  

帝で述べたタイプのファジィ数理計画法では，分割投  

資だけが最適とはならず，安全な解が得られるとは限  

らない．   

4．最適性の観点からの取り扱い   

ファジィ数理計画法の特徴であるソフト性，ロバス  

ト性などは，実行可能性ばかりではなく，最適性にも  

導入されている．2章で述べた満足水準最適化モデル  

や様祁性最適化モデルでの目的関数の取り放いは，最  

適性の概念を直接拡張したものではない．最適性の概  

念を直接拡張した可能的最適解や必然的最適解が提案  

されている【12ト必然的最適解は，目的関数の係数ベ  

クトルが中心付近で変動しても最適性を保証しており，  

最適性の概念にロ′†スト性が導入されている．最近，  

必然的最適性の概念にソフト性を加えたロバストな最  

適解として，ファジィ必然的最適解が提案されている  

【15ト   

ファジィ必然的最通解集合ロ0〆は，目的関数の係  

数ベクトルが中心付近で変動しても最適値からの差が  

それほど大きくない解のファジィ集合で，通常の制約  

集合∬のもとでは，次のように定義される．   

裡Opよ（∬）＝ilユー11一礼可（ト／‘釘（C））、 C  
illflllill（l（DL／（cy－C認）心（2）1 

y∈・Y   

（8）  

ここで，rは目的関数の係数ベクトルのファジィ集合  

（可能性分布）であり，かりは差がそれほど大きくな  

いことを示すファジィ集合である．ファジィ必然的最  

適解集合に基づけば，最も合理的な解は，伽Op†（訂）を  

最大にする解となる．   

問題1にファジィ必然的最適解の考え方を適用しよ  

う．制約条件は，満足水準最適化モデルと同様に扱お  

う．ファジィ集合βけを次のように定義する．  

ファジィ数理計画法に極めて腰似したものに確率計  

画法がある．確率計画法では，不明確な係数が確率分  

布により取り扱われているのに対し，ファジィ数理計  

画法では，可能性分布により取り扱われている．ファ  

ジィ数理計画法と確率計画法の類似性，等価性につい  

ては，文献【叫に述べられている．文献【14】には，ファ  

ジィ数理計画法と確率計画法の利点・欠点についても掲  

げられている．主な点を一まとめると，次の2点である．   
1．確率計画法では係数の従属性が取り扱えるのに  

対し，ファジィ数理計画法では係数の従属性を  

考慮した手法が未だあまりない．   

2．確率計画法では，期待値最大化モデル，分散最  

小化モデルなどを除き，－・般の液状の確率分布  

に従う係数ベクトルをもっ問題を解くことは困  

難である．一方，ファジィ数理計画法では，任意  

の形状のファジィ集合を取り扱うことができる．   

問題1のあいまいな係数を先のケァジイ数の広がり  

α＝βの喜を標準偏差，中心を平均とした正規分布  

（それぞれ，互いに独立と仮定する）とし，「だいたい  

250万円ぐらいまで」というファジィ目標を単に「畠50  
万円以下」として，確率計画法の分散最小化モデルを  

適用しよう．分散最小化モデルでは，目的関数値の分  

散を最小化するため，目■的関数値の最大化に関連する  

基準は導入されない．目的関数値の期待偵が150以上  

という’制約を加えよう．また，資金の制約の左辺が確  
率分布になるので，「250万円以下」である確率が0．8  

以上であれば良いとしよう．このとき，分散最小化モ  

デルは次の計画問題に帰着する．  

milliIれizeJ12＋0．251‥22   

凱1b．to 5こr】十6J：2≧150  

3∬1＋如2＋0．84 0．25J：1＋ズ2 ≦250  
∬l，J2≧0  

（7）  

この問題を解くと，（∬1，コて2）＝（晋，驚）が得られる・  
ファジィ数理計画法や通常の線形計画法による解と著  

しく異なるのは，変数巧 も変数1：2もl司時に正の偶  

を取ることである．このように，確率計画法を適用す  

1（）0一 

r≦0  

0＜r＜100  （9）  

γ＞100  

γ  

100  

このとき，最良ファジィ必然的最適解は次の間題を解  
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くことにより求め．られる．  

nlaXilllize JI．   

sub・tO（185＋74J車1＋（222⊥37／車2  

≧9550＋9000ん  

（270－108／申1＋（32（）＋54／申2（10）  

≧105（）0＋8（）5肋一  

3．7こ℃l＋5．血2≦265  

∬1，∬2≧◆0   

この間題は二分法とシンプレックス法により解くこと  

ができ，解（1て1，エ2，J～■）＝（55・425，11．0977，0．596577）が  

得られる．この解では，詳1，．J・2とも正の値を取り，資  

金が分割されていることがわかる．さらに，同じファ  

ジィ集合（可能性分布）に制限される利得をもつ独立な  

二つの代替案べ投資する際は，半分ずつ投資してリス  

クを少なくする分割投資が最適となる．2章で述べた  

タイプのファジィ数理計画法による解とは異なり，分  

割投資策が得られる．ここセ，次のことに注意すべき  
である．確率計画法の分散最小化モデルでは，期待値  

がある定められた倍以上で分散（バラツキ）■が最小と  

なる解を求めているので，真の係数ベクトル（単位当  
たりの利得）が得られたときの最適値との差について  

は何の保証も与えない．特に，分散最小化は，目的関  

数の最大化に関連しない副次的な目標であるため，期  

待値の制約が不適当な場合ほ，消極的な解．に陥ってし  

まう．一方，最良ファジィ必然的最適解では，すべて  

の可能な係数ベクトル（単位当たりの利得）に対する  

最適値との差の最大嘩（最悪値）を最小にしているの  

で，真の係数づクトルが得られたときの最適値との差  

について部分的な保証を与えることができる．  

5．可能性理論による取り扱いの妥当性   

2，4章では，ファジィ数理計画問題の不明確なパ  

ラメータを可能性分布として捕らえ，可能性測度や必  
然性測度を用いて取り扱って・きた．近年，これらの測  

度を用いず，メン．バシップ関数により作られる両横に  

基づし、た指標を用いる提案が多い．これらの提案の主  
張は，可能性測度や必然性測度では，二つのメンバシッ  

プ関数の交点の催しか解に影響しないという点にある．  

いずれの測度や指標を用いるべき．かはメンバシップ関  

数をどのように解釈するかに依存しているので，－一概  
にいずれが良いとはいい難い．しかし，次の4点で，著  

者は可能性理論に基づく取り扱いを推したい．  

1・ファジィ係数をもつ目的関数や制約条件の左辺  

を計算するときに用いる拡張原理との一貫性が  

ある．すなわち，拡張原理では，関数値がその  

値をこなる可能性を測っており，拡張原理により  

得られたファジィ集合は「可能性」という概念  

を保存しているので，可能性分布と考えても間   

題がない．   

2．係数ベクトルの空間上の可能性分布■に基づいて  

測っても，拡張原理で計算した関数値上の可能  

性分布で測っても値が等しくなる．   

3．目的関数値や制約条件の比較するの値に要求さ  

れる尺度は，順序尺度で十分である．・したがっ  

て，儀帝増加変換に対して一意である．ただし，  

4章のよう．に，目的関数値の差を用いるとき．は，  

間隔尺度でなければならない．   

4．可能牲測度を用いる場合は，メンバシップ備に  

要求される尺度も順序尺度で十分である．すな  

わち，比較する二つのファジィ集合のレベル集合  

族に対して一意対応が与えられていれば，十分  

である．必然性測度は，可能性分布をトにより  

逆転させるので，逆の対応があればよいが，こ  

の対応付けは現実的な意味が把擁しにくい．．一  

方，G6del含意や対偶G6del含意を用いる場合  

は，可能性分布の逆転は起こらないので，可能   

性測度と同じく順序尺度で十分である．   

最後の2点は，メンバシップ関数を定める上で非常  

に有用である．確率測度に？いても上の1T－3一が成立  

する．しかし，平均や分散などのモーメントは，横軸  

の値が関係するので成立しない．したがって，測度と  

して見るか，モーメントのような分布の特徴量で捕ら  

えるかにより，上述の4点の成立・不成立の必要性は  

異なる．しかし，新しシ、指標を考える際，何らかの好  

手しい牲質が欲しい（たとえば，確率におけるモーメ  

ントは，すべてのモーメント（積率母関数）がわかれ  

ば，確率分布が特定できるといった性質など）．なお，  

両横的な取り扱いをする一つの方法は，理論的基盤を  

Del11pSter－Shafer理論に置くことである．この場合，対  

応する拡張原理の計算が非常にやっかいなものとなり，  

帰着される問題が複雑なものとなるだろうが，理論的  

整合性は保証される．   

6．ファジィ数理計画法の課題  

6．1係数の従属性の取り扱いについて   

ファジィ数理計画法の従来からの大きな欠点の－？  

に，不明確な係数問わ従属性が取り扱えないというこ  

とがある．近年，フ．アジイ数理計画法においても，俸  

数の従属性を取り扱おうとする研究が見受けられるよ  

うになった．これらは，次の三つに分類するこ．とがで  

きる．   

1．2次形式メンバシップ関数（正規可能性分布）に  

よるアプローチ【16，17】   

2・基準型ファジィ数によるアプローチ【呵   

3・シナリオ分解によるアプローチI19】  

ー 5 －   
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G．2他モデルヘの適用に関する夢と希望   2次形式メンバシップ関数によるアプローチは，文  

献【17】に示されているように，多変景正親分布をもつ  
確率計画問題と同様なアプローチになる．したがって，  

係数ベクトルのファジィ集合は，平均ベクトルと分散  

共分散行列で規定される．言い換えれば，低次のモー  

メント（1次と2次）で分布を近似したものといえる．  

したがって．係数間の相互関係は，各2変巌間の相関  

係数でのみ表現されている．理論的展開は多変景正親  
分布とほぼ同株になるため，多くの問題は，2次計画  

法を駆使して解くことができよう．この取り扱い易さ  
の面で，種々の問題への適川可能怖が拭い．ただし，確  

率計画アプローチとどのように異なるのかが問題とな  

る．これに対し，田中ら【16】は，メンバシップ値を重  

みとみなして，平均・分散を推定することにより，確  
率計画法と異なった解が得られることを示している．   

一方，基準型ファジィ数によるアプローチ【18】では，  

托変数の線形関数を型関数に代入したものを汀偶作  

り，それらのmimをとることにより，多変数のメンバ  

シップ関数を定義しようとするものである．基準型ファ  

ジィ数の特殊な場合として，従来よく用いられてきた  

独立な（ピラミッド型の）ファジィ集合が含まれてい  

る．したがって，一般の基唯型ファジィ数は，傾いた  

軸をもつピラミッド型の集合になる．従属性は，独立  

な基準型ファジィ集合からどれだけ傾いているかとい  

う指標で表される．興味疎いアプローチであるが，著  

者の知る限り，2次元までしか研究きれておらず，高  

次になると拡張原理による計算がかなり難解になるよ  

うである．   

比較的単純そうで，よりファジィ的なアプローチが  

できそうなものが，シナリオ分解によるアプローチで  

ある（著者は少なからず有望視している）．このアプ  
ローチでは，確率計画法（特に多段決定問題）におい  

て用いられてきたシナリオ分解の考え方を導入したも  

ので，いま考えている変数以外の変数（シナリオ変数）  

を考え，シナリオ変数の値をある借，あるいは，ある領  

域に固定したときの他の変数を制限する条件付きファ  

ジィ数を用いて表現する．シナリオ変数が一定のもと  
での条件付きファジィ数は独立と仮定されているが，現  

実には，専門家はこれ以上に抑かく変数の従属性を答  

えることはできないと考えられる．文献l191では，確  

率と可能性を混ぜて使用しているが，可能牲だけでも  

取り扱うことができる．   

係数間の従属性は，今後解決しなければならない課  

題であるが，近いうちにファジィらしいアプローチが  

でるものと期待できる．  

近年，ファジィ数理計画法におけるあいまいきの取  

り扱いについては，おおよそ共通の指針が与えられて  

きた．これにつれて，基本的な線形計画モデルヘの適  

用から，さまざまな計画モデルヘの適用へとファジィ  

数理計画法における研究対象が変わってきた．現在，特  

に，組合せ計画モデル，動的計画モデル，ゲーム理論  

への適用，および，GA（遺伝的アルゴリズム）やSA  

（アニーリング法）との融合に関する研究がよく見受け  

られる．   

他モデルヘファジイ数理計画法を適用したり，他手  

法との融合を考える際，常に目指すべきことは．   

1．ファジィ数理計画法の利点と他手法の利点，他  

モデルの特徴とを合わせた利点に留まらず，何  

らかの相乗効果を得たいということ，すなわち，  

〟e†・よね（FMP＋0†・11erS）  

＞AオeT・よtg（FMP）＋几n汀有k（OtllerS）  

となること，   

2．他手法の欠点をファジィ数理計画法が補えるこ  

と，あるいは，逆にファジィ数理計画法の欠点  

を他手法で補うこと，そして，他モデルの問題  

点をファジィ数理計画法で補うこと，すなわち，  

βe†丁！・eγ如（FMP＋OtllerS）  

＜βビ川・er揖（FMP）＋βeTれ・erよね（OtllerS）  

となること  

の2点である．この2点を実現することは容易ではな  

く，一般に，どのような観点からも上の2点がいえる  

ことは滅多にない．そこで，サブゴールとして，上の  

2点を合わせて，  

几舶rょね（FMP＋OtllerS）  

＋βe〃IP・rよわ（FMP）＋加丁－ter如（Ot・11ぐrS）  

＞財erょね（FMP）＋Aグer如（OtllerS）  

＋βeIれ・erょね（FMP＋OtllerS） 

が成立することと弱めたり，ファジィの場合でも鰍ナ  

るということだけになったりする．できるだけ，高次  

のゴールを目指すべきである．   

特に，整数計画問題への適用，GAとの融合に際し  

て，相乗効果となりうる点を以下に列挙する．なお，こ  

れらは希望的観測であり，実現可能とは限らない．  

〔整数計画問題への応用〕   

1．係数の不明確さを考慮したロバストな解を求め  

ることによる限定の強化，分枝限定法の計算速  

度の向上   

2．ソフトな最適牲を満たす解を求めることによる  

分枝限定法の計算速度の向上  

－ 6 －   
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〔GAとの融合〕   

1．ソフトな最適性，有効性のもとでの複数の解候  

補の算出   

2．GAが直接探索に対応していることによる，不  

明確な係数が取り扱い易くなるこ■と   

7．ぁわりに   

ファジィ数理計画問題の現状と課題について，著者の  

見解を述べさせていただいた．紙数の都合により，著  

者の研究に関連する内容に偏ってしまったことを御託  

び申し上げる．   

結局，ファジィ数理計画問題を収り扱うためには，問  

題の解釈に応じたモデルを用いることにある．モデル  

の意味を注意深く納得する必要がある．注意深い読者  

や研究者は，ファジィ数理計画問題におけるモデルの意  

味が未だ完全でないことに気付くであろう．たとえば，  

可能性理論はかなり精緻化されてはいるものの，メン  

バシップ関数の同定問題，測度を構成する演算子の選  

択問題，尺度構成の問題など，細かい問題は残されて  

いる．このことは，理論的研究の存続の必要性を意味  

する．   

また，たとえば，ポートフォリオ理論のように，数理  

計画法を適用するだけではなく，それに関連した理論  

が展開されている分野もある．従来，不確実性が伴っ  

た問題においては，確率論を基にして理論展開されて  

きた．勿論，ファジィ理論（可能性理論）を基にした  

理論展開も可能である．現実には，数式によるモデル  

化の限界などから，意思決定手法による解をそのまま  

適用することは少なく，決定文授や分析のために用い  

られることが多い．このような場合，違った観点から  

のアプローチも必要となろう．従来の確率論による解  

析ばかりではなく，ファジィ理論による解析があって  

も良い．従来の観点とはひと味違った，ファジィ理論  

らしいアプローチを期待したい．   

最後に，モデルの意味の検討は，現実問題へ応用す  

る際にも重要となる．モデルの意味に応じた適用でな  

ければ，無意味なことにしかならない．現在，ファジィ  

数理計画法は，主として電力計両問題に応用されてい  

るようである．電力計画問題に限らず，どのような計  

画問題へもファジィ数理計画法は適用可能である．   

ファジィ数理計画法がより精緻化され，多くの問題  

へ応用され，更なる発展を遂げることを期待して，筆  

をおかせて頂きたい．   
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