
多階層計画システムと計画調整

青沼龍雄

近年エネルギー問題に端を発して，希少資源の

適切な配分やその効率的な使い方を求める多部門

計画モデルが経済計画や公共的計画の分野で重要

視されてきた.また企業においても組織のマンモ

ス化，活動の多様化国際化に伴って，資金・人員

・エネルギーなどの部門間共有資源の配分や中間

財の事業部間取引きに関する問題の重要性が認識

されている.この種の意思決定問題を数理計画モ

デ、ルとして定式化する試みも多くなされている.

これらの数理計画モデルは，組織的・時間的に広

い範囲を包括しなければならないことから，しば

しば多部門・多段階構造とよばれるきわめて大型

のモデ、ルになることが知られている.構造化され

た問題の効率的解法を研究する分野として大規模

数理計画法の誕生をみたことは周知の通りであ

る. 一方，数理計画で著名な Geoffrion さんの

お言葉:“The Purpose of Mathematical Prog 

is Insight, not Numbers" の示すように，問題

の解を求めることの長要さ以上に，そのような解

の出てくる必然性を対象システムの特性の中から

くみ取ることが重要である.計算術としてはあま

り評価されない分割計算法を，組織設計論や分析

論などの立場から考察すると，効率的な計画シス

テムや情報システムを設計するうえで有益な示唆

を与えてくれる.

組織が大きくなると情報自治とか情報的分権化
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(informa tional decentra1iza tion) の思想がシス

テム設計に必要になる.情報的に分権化されたシ

ステムでは，組織の全体目的に適う計画を作るた

めに部分組織聞の計画調整 (coordination) を行

なう機能がきわめて重要である.そこで，多部門

個別計画 (proj ect planning) や多期間計画

(multiperiod planning) を行なう場合を例にと

りながら，情報的に分権化された計画システムの

特性とその計画調整メカニズムについて考察して

みたい.

1. 情報的に分権化された計画プロセス

適切な情報を短時間で意思決定者に提供するた

めの情報処理システムとして， MIS や MDSS の

設計の必要性が唱えられてもう久しい.組織が大

きく複雑になればなるほど，意思決定に必要な情

報的要求は途方もなく大きくなり，物理的・経済

的面からも中央集権的意思決定を前提とした情

報システムの設計は困難となろう.そのために，

計画システムは多重レベル・階層化され，情報的

に分権化されたシステムが作られる.ここで言う

“情報的分権システム"とは単に上位組織が下位

組織のもつ情報のすべてを知ることなく組織の全

体目的に適う計画を作ることができるシステムを

指し， Hurwicz のし、う厳密な定義とは異なって

いる.

図 l は多階層システムの基本である 2 ーレベル

システムである. 以後の説明では， この 2 ーレベ
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図 1 2ーレベル・システム

ル・システムを対象にして議論することにしよ

う.上位組織 (CPA;Central Planning Agency) 

と下位組織の聞で伝達し合う情報を規定すると，

情報的に分権化された l つの計画プロセスが定義

される.そのとき，定義された計画プロセスは，

組織の全体目擦を本当に達成することができる

か，突換する情報量や必要回数は現実的なもの

か，経験が有効に利用できるか，意識的に誤った

情報の伝達が行なわれたとき (cheating) の影響

はどうか，などについて調べてみる必要がある.

数理計画プロセスを具体的に記述するには，計

画のための組織をつぎの 4 つの面から考察するこ

とが必要である [11J : (1)組織全体の理想として

いる計画問題， (2)組織の階層構造と部分組織の役

割， (3)部分組織の活動を調整する様式，これを計

画調整メカニズムとよぶ. (4)調整メカニズムに対

応する計画問題(計画プロセスから誘導される計

画問題). もし(1)の問題と一致する場合にはこの

計画プロセスは (1) に関して調整可能であると言

う.

計画プロセスを定式化するには一般に 2 つの方

法が考えられる.第 l は計画問題(1)をいくつかの

部分組織の計画問題に分割し，それらが組織全体

の計画になるような調整メカニズムを導入して計

画問題(1)に最も適したシステムを設計するという

形をとる.これは分割的方法とよばれ，分割理論

からのシステム設計である.第 2 は，部分組織の

行なっている(部分)計画問題を明確にし，それら

が調整メカニズムによって組織全体のどんな計画

問題の解になるかを明らかにしてし、く方法で構成
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的方法とよんでいる.現実のシステムがうまく機

能しているかを判定するための分析的手法として

有効である.

数理計画プロセスの効率は分割計算法とは別な

観点から評価され，たとえば，①実行可能計画の

得やすさ，②情報交換の初期段階における最適度

(現実の計画作成では普通 3-5 回程度の情報交

換が行なわれているという[3J) ， @改良過程にお

ける実行可能性の保持，④改良の単調性の有無，

⑤“良い"初期値の有効性(経験の有効さ)，⑥現実

的に扱い得る部分組織の数，などがとくに重要視

されている.

2. 代表的な嗣整メカニズム

計画問題が線形計画モデルで、定式化される理想

的な環境を考える.たとえば， n 部門の最適活動

レベルを決めるつぎの問題を取り上げる:

max EIC4m 

)
 

-(
 

n 

L; Ai X. ~五 bo

B. Xi 孟 bi， 仇註 o (i= 1, …, n) 

ここで仰は第 i 部門の活動レベル， bo は各部門

の共用資源， bi は第 i 部門独自の資源である.こ

の計画問題が，図 1 の情報的分権システムで解か

れるとしよう.このとき， CPA が下位組織に伝

達する情報には，一般にω下位組織が使用できる

共用資源の量(予算)豹，と(防共用資源の価格(振

替価格) 1CO ， の 2 種類がある.げ)の場合には， ド

位組織は資源豹の限界価値(シャドウ・プライ

ス)，すなわち共用資源の“入札価格"をCPAに

提出してこたえる.この方法による計画調整を資

源指導型あるいは予算配分による調整という. (同

の場合には，下位組織はCPAから指示された価

値体系のもとで最適計画を求め，そこで消費され

る共用資源の量をCPAに報告する.この方法に

よる調整は，価格指導型あるいは振務価格による

計画調整という.
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資源指導型の下位組織の計画問題は，自己の技

術係数だけを用いてつぎのように定式化される:

(2) 

max V�(Y�) =C也 X包

AiX'i 話勧

B� Xi 三三 bi , Xi ~ 0 

また，このときの CPAの配分問題は形式的には

つぎのように書くことができる:

(3) ベレ(削除'1 Yi ~bo} 
Vi (豹)は折線 1 次の凹関数になることは，よく知

られているが，その完全な形を算出することは計

算最の而から不可能である.問題(2) の杭の双対

解(シャドウ・プライス ) 1':i ， は仰における Vi(約)

の“ある種の勾配" (Subgradient) を表わしてい

る.これを用いてCPAは配分量の調整を行なう

のが資源指導型の考え方である.このプロセスは

最終的に各部門の資源の限界価値が一致したとき

(πグ=… =πn*) ， 最適な配分が得られて終了する

はずである.シャドウ・プライスの特異性に関す

る Eilon [4J の数値例からもわかるように CPA

がたとえ最適配分 {νi*} を行なった場合でも問題

(2) の双対解が各部門を通じて一致する保証はな

い.そのために Vi (約)を 1':i Yi で代用するという

単純なCPAの配分問題は機能しないのである.

このため，たとえば初期の 2 レベル計画法 [9J で

は今までに得られた m の加重平均を用いている.

問題(1)はまたつぎのように書き変えられる.

max .E Ci Xi 双対変数

(4) 

A'iXi一仇壬 o : 1':; 

Bi X'i ;;玉 bi : pi 
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 これに Benders の分割原理を適用すれば，つぎの

ような Ten Kate の CPA配分問題が得られる

[ 12]. 

n 

max .E σt 
i=1 

1980 年 1 月号

(5) 1':i(l)Yi + Pi <L>bi注σi (i =I ， … ， n: l=l , …) 
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ここで π4山， pi( l) は (2) のすべての双対解(基底)

であり ， 1':i<L> Yi+ pi <Llbi 主的は v;{νi) の折線表

示と考えてよい.

資源指導型は，下位組織が常に自己の評価関数

に関して最適計画を作っている， CPM は初期配

分で良い経験値を利用することができる，適切な

資源配分さえすれば常に実行可能な計画が得られ

る，という応用上すぐれた特徴をもっている.

価格指導型における下位組織の計画問題は，つ

ぎのようになる:

(6) max Zi (π0) = (Ci-lto Atl 山

B" x" 話 b" ， Xi 孟 O

πo は CPM が決めた共用資源 bo の価格， πOAi は

その消費に伴う費用を表わしている.

この方法では，部分計画の全体が共用資源の制

約を必ずしも満たさないことに注意することが肝

要である.したがって CPM は共有資源の制約を

満たすような部分計画の採用レベルを決定する問

題を解かなければならない.このときの共有資源

のシャドウ・プライスが bo の振替価格として用い

られる. これが Dantzig-Wolfe の計画プロセス

である.

希少資源の事業部間取引きを行なう場合に，組

織の全体目的に合致するような振替価格が求まれ

ば価格による完全な分権化ができて都合がよい.

しかし，この価格指導型のメカニズムを考察する

ことによってこのことが不可能であることがわか

る.希少資源の制約は一般に問題 (6) の内点の計

画に対応すると考えてよい.しかし， lto のどんな

値(キ0)に対しでも (6) の最適解は境界上になるか

らである.このように価格指導型では実行可能計

画を求めることが大変厄介であると同時に最適な

計画への接近がきわめて遅いという欠点をもって

いる [2， 7， IIJ. しかし，部分組織の数が増えると

この傾向が改善されるという実験報告もなされて
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表 2 つの調整メカニズムの比較

資源指導型 | 価格指導型

情報の数 共有資源の次数 共有資源の次数

調整機能

CPAから:資源の振替価格
下位から :資源の使用量

有限回

:言行可能計画が得難い
報交換の回数が多い.

-経験の利用は効果がない.
.改良に単調性がある.
・誤った情報にあまり敏感でない.

常に実行可能計画が得られるが，自己の
評価関数に関して最適ではない.

組織構造 |部分組織の数は少ないほうがよい

そ の 他 l 現実的である

いる [3J. 表 1 はこれら 2 のつの方法の比較をま

とめたものである.

資源型調整メカニズムに一部価格型の調整機能

を付加したハイブリッドな調整メカニズムも考え

ることができる. Aonuma 分割理論[IJでは，資

源指導型を基礎にして一部の活動の価格体系を変

えるという調整方法をとっている.その結果，き

わめて少ない回数の情報交換で高い最適度の計画

が得られている.純粋の資源型とは異なって，こ

の傾向は部分組織数が多くなると一層促進され

る. CPAの資源調整は抗=抗山 + T/k)んの形

で行なわれ，んは前回の配分約仰を調整する変

数である .Ti山は特定の活動に関する技術情報の

蓄積を表わし，上の 2 方法が技術情報の伝達を行

なわなかったのに対し，この方法では一部の活動

の技術情報を伝達しなければならない.この点で

は Hurwicz のいう情報的に最も効率の良いプロ

セスではない.しかし，情報交換回数まで含めた

総情報交換量の面ではすぐれているものと考えら

れる.

3. 多期間計画における分割と調整

個別計画と同様に多期間計画に対しでも情報的

分権化のプロセスを考えることができる.とくに
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理論的である

多期間モデルでは近時点のデータと遠時点のデー

タとでは確実度が異なることから，各期のモデル

を分割最適化するシステムのほうが計画調整の段

階で計画担当者のもつ不確実度に対する“体験的

効用関数"をうまく利用することができる.

計画対象期間Nのつぎの計画問題を考えてみよ

う.

n 

max I; Ct Xt 
i~1 

(7) A1X1+T1Y1 ~玉 b1

5t-1 Yt-1+At Xt+Tt Yt壬 bt (t=2 ,…, N) 

Yt , Xt 孟 o (t=l , "', N) 

Xt は第 t 期の活動レベル，めは第 t 期と t+ 1 期

を結ぶ連結変数である.

Dantzig-Wolfe の分割理論を応用した価格指

導型の第 t 期分割モデルはつぎのように定式化さ

れる(すでに k- 1 回計画が作られた後) : 

(8) 

λ-1 

maX-1rt-1 T，ト 1 銑 l+CtXt+ I; ρ〆んjk
j=1 

5t-1 Yt-1 + At Xt + 手qルjk豆bt : πt

I; J.eik = 1 

ここで qtJ= Tt Yt (j) は第 t+1期以後の計画による

オベレーションズ・リサ{チ© 日本オペレーションズ・リサーチ学会. 無断複写・複製・転載を禁ず.



t 却jの資源 bt の消費量， ρJ はその計画からの利

益額， ).tjk は提出ずみのこれら hー 1個の計画の採

用レベルを表わす変数で、ある.また， 1!'t-l は t一 l

期の計画における資源 bt- I の価値， Ttー 1 Yt-l はそ

の使用量を表わしている.

第 l 期のモデルは第 2 期以降の計画に対して，

CPA の役割を果たし， 同様に第 2 期のモデ‘ルは

第 3 期以降に対する CPA の役割を果たしている

-等々となっていることがわかるであろう.した

がって (8) で表わされた分権化、ンステムは，nested 

な形の Nーレベルの階層システムによる計画プロ

セスを表わしている.問題 (8) の定義の順番を逆

にすれば，第 1 期が最下位になるような階層的計

画プロセスも作ることができる.

全体の連結変数の数が少ないときは， Aonuma 

の分割法を適用することによって，資源指導型の

計画プロセスを作ることができる.この方法では

連結変数の初期値に良い経験値を利用することが

できるので計画調整の効率が高められる.また，

各期のモデルは的だけの変数のモデルになるの

で，目的関数 Zt三 Ct 抗の聞に陰伏的な効用関数U

(ZI , Zz， … ， ZN)が存在する場合に Geoffrion の対

話型評価法が利用できて都合がよい.

4. 目標の階層間分割

さて，構成的方法による計画プロセスの作成の

例を述べよう. Ruefli [lOJ は図 2 で示される 3 ー

レベル階層組織の計画プロセスをつぎの 3 つのそ

デルで定式化した.

〔第 k 管理部門の問題〕

min Wk+ Yk++ Wk-Yk- 双対変数

ηk 

EIAMZM一仇++Yk-=Gk : 1!'/c 

0;;三 Xj ， k壬1， Yk +, Yk- 孟 O

ここで Aj ，k は業務部門から提出されたプロジェ

グト ， Gk は CPA から与えられた目標値を表わ

す. 目的関数は目標値に対する不満足度である.

〔業務部門の問題〕

1980 年 1 月号

図 2 Ruefli の 3- レベノレ階層システム

min 1!'k Aj,k 

Dj,k Aj ，kミFj ， lc ， Aj ， lc孟 O

Aj ，訟はプロジェクトを表わす変数である.

(CPA の問題〕

笥n

max L; 町 G/c
た ~1

"も
L; P/c G, .. :;;;'Go, Gk孟 O

Gk は目標値を表わす変数， Go は目標に関する制

約ベクトルを表わす.

この計画プロセスで、は管理部門の双対変数mω

が CPA と業務部門に伝達され，つぎの管理部門

のモデルに対する目標値 G/c(t+ l) とプロジェクト

A，〆t+l) が求められて情報の反復が行なわれる.

しかし，この計画プロセスが解こうとしている組

織全体の計画問題は何なのか，このプロセスによ

って得られる計画は組織の全体目的に適うものな

のかが明らかでない.この例は，部分組織単位の

計画問題を明らかにしていっても組織全体の問題

が明らかにならないことを示している.とくに，

このモデルでは CPA による目標値の設定が可能

領域の境界にのみ限定されてしまうことがわか

る.もし目標値が内点からも選べるようなモデル

にすれば， Freeland [5Jが示すように，たとえば

CPA の問題は，

τ見

min L; σk 
k~l 
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。量ミ三時∞ G量 (t=! ,2,…} 

切Z

I: PlcGlc~玉 Go
1:=1 

となり，しかも組織全体は目標に対する不満足度

最小化を狙っていることが明らかになる.この方

法はさらに CPA や管理部門がそれぞれ独自に設

定した目標をもち，しかもそれらの間にコンフリ

クトのある非協力型経織の際機設定の問題にも拡

張することができる [6J.
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交通量ゼロでも衛突はおこる : 

台嫡嵐の欝後のこと.住泰治:遜くなって，豪雨のな i

かを深夜tこ寧をドライブして織る絞§になった，青
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どろいた.深夜まで働いている交通信号が，パルス

ー…の を回 i子状にかためてしまったのだ.このタクシー奪事を全

線にならすと，昼間のラッシ品特に比べて交逮量は

ゼロに等しくなるはずだが，交滋.ゼ宮だからとい

って，決して安全ではないのである.バラパラにな

って走れば前後左右を気にずる必要がなくなるにも

ずわ 集

うに走るタクシー運転手の知濃のなさはあきれるば

かりだが，危険の確率は平均交通最とは関係ないも

のであることを体験して，怖ろしさに身ぷるいした

次第である.

深夜でなくとも，一般の潟速道路では寧輔の流れ

;畑子化することが知られている私はない問
委予の谷跨を選んで走るよう iとしている.運転手の習

i 後をどのように教育したら照子化現象が賞事務してス

柑
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