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最近の多目的決定理論の動向

竹田英二

1.はじめに

多目的意思決定の必要性が唱えられてから久しい.今

日まで，オベレーションズ・リサーチを中心として多目

的数理計画法，政策科学を中心として公共的意思決定，

システム・制御工学を中心に多目的システムの最適化理

論，経済学・心理学を中心に多属性効用理論というよう

に広領域にわたって共通の構造をもった多目的決定問題

が扱われ，いくつもの解の概念や意思決定者の選好構造

の表現に関する理論が生まれている.

ここでは特に最近の 10年間に進歩のいちじるしい多属

性効用理論と対話形計画法を重点に数々のアプローチの

特徴とその応用について概観する.

2. 有効解

2.1 有効解の性質

1951年に Koopmans [53J が有効点 (efficient point) 

の概念を導入し， Kuhn-Tucker[54J がベクトノレ最大化

問題における有効解* (efficient solution) の条件を与

えた先駆的業績により今日の多目的決定理論の基礎が確

立されたといえる.

ベクトル最大化問題は形式的に，

V -maxf(x) = (f1 (x) , f2(X) ,…,Jp(X)) (Ia) 

制約条件 :XEX={X ε Rnlgj(x) ミ 0

2 次以上の次数ですむようなものも存在する.このよう

な有効解は明らかに選好解 (preferred solution) の候

補としては望ましくない.そこで Kuhn-Tucker[54J は

各fiU=I ， 2 ， … ， P) ， gj (j =1 ， 2 ， "'， m)の微分可能性と制

約規定(constraint qualification) のもとで，これらを

除外する真有効解(proper solution) を次のように定義

し，その必要十分条件を与えている.

真有効解 XOE X は，有効解であってかっ，

f1 f(xO) • y~三 O

f1gj(XO) • y~O， j E J= {j Igj(xO) =0, 

j=I , 2, …, m} 

となる yERπ が存在しないものをいう.ここで，

1" f1f1(XO) 

1 f1 f2(XO) 
f1 f(xO) =1 

L f1fp(xO
) 

である.真有効解でない有効解はすべて前述の意味で不

都合になることは後に Klinger [51J によって示されて

いる.

Geoffrion [33J は Kuhn-Tucker の真有効解でも，

限界利益が限界損失に比べていくらでも大きくできる解

が存在する有効解が除けないことを指摘し，これら不都

合な有効解をすべて排除するものをあらためて真有効解

(properly efficient solution) と呼んでいる.すなわ

j=I , 2 ,…, m} (lb) ち
と表わされる.ここで V-max は各目的関数 fi を最大

にしたいことを意味する.

有効解 XOEX は，

f(x);主判f(xO)

となる zεX が存在しない解をいう.

有効解をさらに詳しく議論すれば，ある目的関数を 1

次の次数で増大させるのに犠牲となる目的関数の減少は

たけだえいじ神戸商科大学
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xOE X が真有効解であるとは XO は有効解でかつ次

のような M>O が存在することである.

各ん(i=I ， 2， … ， p)について，ん(X)>fi(XO )

となる XEX には必ずん(X) <fj(xO) で，

j't (X)-fi(XO ) 孟M
fj(xO) -fj(x) 

本 有効解はまたパレート解 (Pareto-optimum soluｭ

tion)，非劣解 (noninferior solution) とも呼ばれる.

料 二三は三Z でかつキを意味する.
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となるんが存在する.

これからわかるように，この定義には Kuhn-Tucker

のそれのような微分可能性も制約規定もいらない.もし

それらの仮定が満たされると， Geoffrion の真有効解は

また Kuhn-Tucker の意味でも真有効解になっている

[33]. 以降単に真有効解といえば Geoffrion の定義を

さすことにする.

2.2 多目的線形計画法

問題(1)で fi， めがすべて線形である多目的線形計画

問題では有効解はすべて真有効解であることは Iser

mann [41J によって示されている. また，一般に， X

を凸集合，各fi は凹関数とすると XOεX が真有効解

である必要十分 [33J は， XO が，

P 
max L:んfi(X}
xeX i=l 

( 2 ) 

の最適解となる .1=(ん九…，.1p}>O が存在することで

ある.この定理は A をパラメトリックに動かせば有効境

界*(efficient frontier)が求まることを示している.意

思決定者の選好構造がまったくわからないときは，解の

概念として有効解以上のものはなく，特に多目的線形計

画問題では，有効解はすべて有効端点から表現できるこ

とからこの定理を基礎とした効率的に有効端点を求める

多目的線形計画法が次々に発表された.たとえば，可能

解がすべて有効解かどうかを簡単に判定する方法[8 J, 

有効端点かどうかの判定[63J，有効端点があるかどうか

の判定およびそれを l つ求める方法[17J，有効端点、をす

べて求めるアルゴリズム [18， 22 , 42, 63, 85J，有効境

界を求めるアルゴリズム [19， 86J，などである.

ところで，小さな問題でも有効端点の数は多く，これ

らすべてを対等に意思決定者に提示することは現実的で

ない.そこで有効解の全体をより小さな部分集合に絞る

方法も提案されている口， 70J. この場合簡単な意思決

定者からの選好情報を必要とすることはいうまでもな

し、.

Rio Colorado 流域開発計画 [13J，多目的産業配置

[44J，消防署配置計画[13J，マンパワー計画[71Jなどに

有効解の応用例がある.

2.3 優越構造

Yu [83J は有効解から選好解までの背後にある選好の

仮定の強さがわかる優越構造 (domination structure) 

を提唱している.すなわち， 目的空間 Y=f(X)= {Y=

f(X)IXE X} の各点に，ダキ=ν で百'ε y+D(y) ならば

* 非劣集合(noninferior set) ともいう
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yト判官F となる集合 D(官)を対応させる . {D(y) Iy E Y} 

を優越構造という.また， yO E Yが優越解であるとは，

yO E y+D(y) となる Uキダ， y εY が存在しないときを

いう.

有効解に対する優越構造は

D(y}=A豆 ={d ε Rpld~玉 O} ， VyE Y , 

凹性効用関数 v( ・)を仮定するときは，

D(y)={d ξ Rp I l7v(引 .d~O}， VYEY 

が優越構造である.

錐凸性 (cone convexity) とし、う部分方向での凸性を

必要とする弱い条件で優越解についての( 2 )式に相当す

る関係式が導びかれている.もっと一般に D(引が凸集

合[9 J，ファジィ凸錐[72Jをもっ優越解や，コントロー

ル問題における優越構造[84Jが論じられている.

3. 選好解

1960年代に入って，全体の選好構造を事前に明らかに

し選好解を求める方法が登場してきた.その最初のもの

に Charnes-Cooper[ 1幻による目標計画法があり，後に

Ijiri[ 40J によって優先順位係数 (preemptive priority 

factor) が導入され，満足化基準 (satisficing princiｭ

ple)をとりいれた多目的計画法として今日まで広く応用

されている.最近で、はたとえば，土地利用計画[80J，農

場計画【81J，生産計画口OJ，予算編成[56J，ネットワー

ク構造をもった目標計画法[65Jがある.その他について

は，福川白 1J ， Ignizio[38 , 39J , Lee[55J を参照された

し、.

目標計画法の確立とほぼ同じ頃， von Neumann-Moｭ

rgenstern[77J の期待効用理論に端を発した基数効用関

数 (cardinal utility function) に分解定理を中心とす

る多属性効用理論判* (multiattribute utility theory) 

が誕生し， 1970年代に入って急速に発展した.この基数

効用関数にもとづく多属性効用理論では，代替案と結果

の聞の不確実性が扱え，意思決定者の危険に対する態度

が表現できるのが大きな特徴である.

1970年代に入って，これまでのような事前に全体の選

好構造を明らかにするのではなく，選好解の探索過程で

局所的に選好構造を明らかにしてし、く対話形計画法が笠

場してきた.これにはタイムシェアリング・システムの

発達が大きく影響していることはし、うまでもない.

意思決定者に要求される判断の程度によって，基数的

紳関係>-は“より好ましし、"を意味する

***序数効用関数 (ordinal utility function)にもとづ

く多属性効用理論については，たとえば， Huber[36J , 

Keeney-Raiffa[ 49J 参照.
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判断を必要とするアプローチ(たとえば限界代替率にも

とづく Geoffrion 他 [34J ， üppenheimer[62J)，序数

的判断を必要とするアプローチ(たとえば代理価値関数

法[35J) ， yes.no 判断でよいアプローチ(たとえば対話

形多目的線形計画法[87]，対話形座標軸方向最適化法

[57J) がある.

3.1 多属性効用理論

p個の属性 X=(Xt， X2，… ， Xp )があり，ある代替案を

選訳したときの結果ft. x=  (x t, X2 , …, Xp ) , XiEXi で表

わされるとする.基数効用関数 u(X)が存在する公理[77J

は満たされていることが前提となる.

この U(X) の効用分解表現を与えるため数々の独立性

の概念が導入されている.たとえば，加法独立性(value

independence) [25J，効用独立性 (utility independｭ

ence) [48, 64J，一般効用独立性(generalized utility inｭ

dependence) [27， 29J，双独立性(bilateral independｭ

ence)[27J，断片独立性(fractional independence[23J , 

凸依存性(convex dependence)[74 ， 75J，補間独立性

(interpolation independence) 日， 6J などである.

とりわけ， Keeney[ 48J の加法・乗法表現定理は条件

である選好独立性 (preference independence) と効用

独立性の検証が 2 つの属性聞の選好と 1 つの属性の上

のくじ(lottery) のみを考えればよく，意思決定者の負

担が大幅に軽減されることからこれを用いたいろいろの

応用が試みられている [14 ， 20， 21 ， 46 ， 47 ， 52 ， 82J. いま，

支t=(Xt， X2， … ， X，トt， Xi+t， … ， Xp )

X ij=(Xt, X 2, …, Xi-t, Xi+h …, Xj- t, Xj+ t, …, X p ) 

と表わせば，属性の組(Xi， Xj )が Xij と選好独立とは，

Zりをあるレベル Xij に固定して (Xi， Xj ) の上での結果

(Xi， Xj) の選好順序を考えるとき，その選好11頂序が固定

したレベル Xij に依存して変化しないときをいう.また

属性 Xi が Xi と効用独立とは Xi をあるレベノレ Xi に

固定して Xi 上のくじの選好順序を考えるとき，その選

好順序が固定したレベルれに依存して変化しないとき

をいう.

各属性Xiについて最も好ましいレベルを Xi*' 最も好

ましくないレベルを z♂で表わせば， ρ注 3 のとき Kee

ney [48J の加法・乗法表現定理は次のように表わされ

る.

もしある属性 X，について，属性の組(X"X;) ， i=l , 

2,… , p; i キ t が玄!iと選好独立でかつ Xt が X， と効用

独立であれば，

p p p 
U(X) = L: kiUi(X;) + KL:L: kikjUi(XtJUj(Xj 

i=1 i=1j>‘ 

660 (42) 

p p p 
+K2L: L: L: kikjkmUi(Xi)Uj(Xj)Um(3Jm 

i=1 j>t m>j 

+ー +Kp-1 k1 k2 ， ・ ， kpU1 (X!lU2(X2) …Um(Xm) 

である.ただし，

U(XO)=U(X 10 , X20, …, XpO)=O , U(X*)=U(X1* , X2*' 

…， xp*)=I ， であり Ui(Xi) ， i= 1, 2，… ， p は正規化

された条件付単一属性効用関数である. また定数

kt , K は，

k i =u(X10, X20, …, Xi* , • ・ ， XpO)

p 

t+K=  n [1+KktJ 

P 

を満たすものである.ここでもし L: ki =1 なら ， K=O 

となり加法効用関数
p 

U(X) = L: kiUi(X;) 

が得られ，もしか内 1 なら KキO となり乗法効用関数
P 

I+Ku(x)= 日 [1+Kkiui(的 )J

が得られる.

p=2 のときは， X1 が X2 と効用独立でかつ， X2 が
X1 と効用独立であればやはり上記の関係式が成り立つ

[45J. 

この Keeney の加法・乗法表現定理を実際に適用する

には， i) 属性の決定， ii)各代替案と結果の間の確率の

推定， iii)選好独立・効用独立性の検証， iv)各単一属性

効用関数の同定， v)定数んの推定， vi)定数 K の決定，

vii)期待効用を求める， という手続きをとるがそれらを

コンピュータの対話でできる MUFCAP[50J も開発さ

れている.

ところで現実の問題では効用独立性が満たされない状

況も多いのでもっと広範囲に扱える表現定理も必要にな

る.最近，田村・中村 [74 ， 75J は，一般効用独立性(し

たがって効用独立性)や双独立性を特別な場合として含

む凸依存性の概念を導入し，最も一般的な表現定理を導

びいている.

2 属性空聞を YxZ とし， 任意に ZEZ を与えたとき

の属性 Y上の正規化された条件付効用関数を Uz(y) ， す

なわち，

_ u(百， Z) -u(yO, z) 
Uz(y) 一一一一 一(y* , z) -u(yO, z) 

とする.

いま任意の ZEZ と Zi E Z(i=O, 1, …,m) , Ziキ勺 (i キ

j) について，

的(y)=急ん(内(y) ，
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Z ん(z)=I ， ん (Z) 雲 0，

ん (Zj)=Òtj (i， j=O， I ， … ， m)

ただし ÒtJ はクロネッカーのデルタ，と表わせるとし，

そのようなmのうちの最小のものを n とすれば，属性 Y

は Z に第 n 凸依存性(n・th order convex dependence) 

をもっといわれ， Y(CD.η )Z で表わす.

この凸依存性の検証は，正規化された条件付効用関数

の形状の変化に着目し，それまでに得られているものの

凸結合事で表現できるかどうかを調べ， できなければ次

々に条件レベルを変えて正規化された条件付効用関数を

つくっていけばよいので簡単である.

特に， Y(CD, )Z, Z(CDtl Y が検証されたとすると，

f(y* , z)f(y, z*) 
u(y, z) =u(yO, z) +u(y, zO) + 冗言ξ云可

+kG(y, z*)H(y* , z) , 

ただし，

f(y , z) =u(y, z) -u(y, ZO) -u(yO, z) , 

G(y, z) =u(y*, ZO) f(y , z) -u(y , ZO) f(y* , z) , 

H(y， z)=判官。，ポ )f(百， Z)-u(yo， z)f(仏げ)，

と表現される.この右辺は 4 つの正規化された条件付効

用関数

u副首)， u.*(引，向。(Z) ， uy川 Z) のほかに 4 隅の (yO，

ZO) , (yO， ポ)， (y* , ZO) , (y* ， が)の効用値と他の任意の

1 点(y，Z) の効用値を決定するだけで完全に決まる口6J.

さらに P 属性にも拡張できることが [74J に示されてい

る.

Bell [5 , 6J は田村・中村と独立に，凸依存性の特別な

場合にあたる第 l 凸依存性を補間独立性と呼び，統一的

な分解表現を与えている.

応用は，メキシコ空港問題[46J，ユューヨーク市の大

気汚染コントロール[21J，消防車の応答時間の効用関数

[47J，電力輸送システムにおける設備選択 [14J ， New 

Brunswick の森林害虫駆除[4 J，土地利用[20， 82J，環

境・公害[52J，教育計画 [16J などがある.

3.2 対話形計画法

1970年代に入って，タイム、ンェアリングの時代にふさ

わしい対話形アプローチが誕生した.その特徴は事前に

選好を表わす選好関係や効用関数を仮定しないことであ

り，意思決定者がコンピュータと対話しながら，自己の

選好についての局所的な情報を送り選好解を探索する方

法である.大別して， i)陰に効用関数を仮定する， ii)多

目的線形計画法を利用する， iii) Lagrange 乗数法を利

* 定義からわかるように係数ん(Z)は非負で-ある必要

がない広義の意味で用いられていることに注意

1980 年 10 月号

用する， iv) 2 項選好関係にもとづく， v)その他，のア

プローチに分類できる.

i)陰に{序数)効期間数を仮定するアブローチ

対話形計画法の先駆的役割りを果したものに Geoff

rion他[34J による限界代替率(marginal rate of subｭ

stitution)を推定し陽に表現できない効用関数 v( ・)を局

所的に形成していく方法がある.

maxv(f(x)) =v(f, (x) , f2(X) ,….fp(x)) 
xeX 

において.制約領域 X はコンパクトな凸集合，各 fi は

連続微分可能な凹関数，陽に表現できない効用関数 v( ・)

は連続微分可能な間関数で基準となる目的関数点につ

いての増加関数と仮定する.よく知られたFrank-W olfe 
のアノレゴリズムにもとづいている.すなわち，

ある試行解 XkEX が与えられると，

max(l ，叩12，即日，…，叩'v)f'(xk ). Y 
XeX 

を求め，その最適解がから v( ・)を増大させる方向

dk=yk-xk 

を求める.ここで，

f'(Xk)=(fij)' fij=aft!axj 

であり ， Wu はんと f， の限界代替率

回= ?": /}-r; 
uー可i/ 布

である.この Wli は，十分小さな I1f，k ， I1fik について，

(f,k, f2k, "'，んk) と (f，k_11f， k ， f2k, …, fi k+ 11f t", 

…，んk)

ただし fik=fi(Xk)，が同じ無差別曲線上にあれば，

叩 ι I1f，k
li7 万戸'

であることから“第 i 目的関数の値を I1fik だけ矯大さ

せるのに第 1 目的関数の債はどれだけ犠牲にできるか"

とし寸質問に答えれば，それが I1f，k である.またその

方向にどれだけ進むかは， O=to くれ<・・くtm=1 に対し

て，

f(Xk+todk ), f(xk+t 1 d k ) , …, f(Xk+tmdk ) 

のうち最も好ましい f(Xk+tk dk )を指定してやれば，次

の試行解 Xk+1 =Xk+tk dk が決まる.この手続きを満足

のいくまで繰り返す.

意思決定者の負担を考慮して，簡単な比較判断で限界

代替率を推定できる APL タイムシェアリングルーチ

ン [15J も用意されている.また大局的に用いられる代

表的な効用関数を局所的に代用関数として用いる方法も

Oppenheimer[62J によって提案されている.探索過程

で代用関数のパラメータを修正していくが，これを現在

の試行解の限界代替率と直前の限界代替率を使って推定

するので Geoffrion 他[34J の方法と質問の手間は変ら

ず収束が早いのが長所である. Barber [ 2 J は Geoff-
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rion 他[34J の方法を用いて Germantown の土地利用

計画を評価している.

ii) 多目前線形計画2去を利用するアプローチ

i) のアプローチは限界代替率の信頼性が本質的な役割

りを果していた.ところで意思決定者が限界代替率を答

えることは困難な作業であることはいろいろと指摘され

ているとおりである [78， 87]. Zionts' Wallenius [87Jは

意思決定者の負担を重要視し，単に提示されたトレード

オフに yes か no で答えさえすればよい方法を提案して

いる.

各目的関数 fi(X)は凹，制約領域Xは凸集合でよいが

いずれも線形制約で近似し，多目的線形計画法に帰着さ

せる.すなわち，制約領域は，

Ax=b, X孟 O

で， 目的関数 ui=ft(x) ， i=I , 2, ...， p は，

Ui~五f，/ ・ Z十gtj， j=I , 2 , …, t(i) 

で近似する.陽に表現できない効用関数 v( ・)は線形(凹

関数に拡張できる)と仮定する，

最初，任意の正のウエイト』によって上の制約のもと

z
 

u
 

d
b
 

、
A

P
Z
何

x
 

a
 

m
 

を解きつの有効端点を求める.次に対応する多目的

シンプレッグスタプローにおいて，非基底変数 XkENB

(非基底変数の集合)を有効変数と非有効変数にわける.

それには，引の各目的関数 Ui に対する reduced cost 

を ttk とすれば，

Zk =min.E tik ﾀi 

制約条件:イ JZJttj 』ょ 0， Xj E N B , jキk

ロ )L:ん=1. ん孟O

ハ)これまでに得られている』の制

約(A)

を解き ， zk<O なら Xk は有効変数である.

有効変数 Xk のおのおのについて，意思決定者にトレ

ードオフ (t1k ， t2k ， … ， tpk ) を提示し好むか好まないかを

yes, no で答えてもらう.次にその結果から，

a) yes については， L: t叫ん三 -Ö

b) no については， L: tikんミε (A) 

c) 無差別のとき L: t 1,k ;(i=O 

をこれまでの反復で求まっているものに新たに加え，

L: À 1， =I ， ん孟 ε

を満たす i つの解 λ を求め，

max L:ん Ui

から新しい有効端点を求め，この手続きを繰り返す.こ

こで ε は十分小さな正数である.もはや有効変数がない

か，あってもそれらのトレードオフがすべて好まないか

662 (44) 

無差別になったところで終了する.

Wallenius 他 [78J はフィンランドのマグロ経済政策

の評価に適用した事例を報告している.

iii)L暗m略e 乗数法を料用するアプローチ

効用関数を最大にする選好解は，有効曲商(=非劣曲

面)と無差別曲面の接点であることから ， e-制約法によ

り接点を探索する代理価値関数法 (surrogate worth 

trade-oH method) (SWT 法と略す)が Haimes・Hall

[35Jによって提案されている.

乗数法を用いたアプローチでは有効解の上のみを探索

するので選好解は必ず有効解になる.しかも乗数法を用

いれば有効解と同時にその点における有効曲面の法線ベ

クトルが Lagrange 乗数として求まる利点がある [57，

59]. 無差別曲面の法線ベクトノレは限界代替率から決ま

るが，これを用いず代理価値(surrogate worth)を用い

るのが SWT 法の特徴である.

εー制約法:

maxfi(X) ， 制約条件(ft(x) ミεi ， i=九九…，ρ

jxε X={xlgj(x) 注 0，

j=I , 2,…, m} 

により 1 つの有効解 X* を求める.ただし，

Öj=maxfj(x) ーε;0， (ﾖjo>O) 
"""x 

は満足水準を表わす. Lagrange 関数を，
m p 

L=fl(X)ちEUjgj(Z) 十三À1i (ん (X)-Ö;)

とすれば，正の Lagrange 乗数 λ1iは f から有効境界

上を少し動くときの fl とんのトレードオフ，すなわち

fl をー単位増加させるときの f， の減少量を表わしてい

る.そこで， x* における限界代替率 W1i と比較して，

( > )そのトレードオフを好む
Wu(X*)j = ト 0 ならイ無差別である

l くそのトレードオフを好ま
ない

ことになる.ここで Wtt(X*) =却uーÀ1i である.この

W1iの代理価値を意思決定者に f*=f(x*) を与えた上

で， [ー 10， + IOJまでの序数で与えてもらい，
W1i(XO) =0, i=2 , 3, …, p 

を満たす選好解 XO を求めるのが SWT 法である.

このために Ö をパラメトリックに変えて得られるい

くつかの有効解から代理価値関数 W1 1， を曲線のあては

めや回帰分析により推定し連立方程式を解いて得る方法

[35Jや代理価値関数を推定せず，代理価値をもとに ε を

修正し対話的に選好解を求める方法[IIJが提案されてい

る.しかしどちらの方法でも序数で与えた代理価値を基

数とみなさねばならないのは難点である.

三宮他[66Jは意思決定者によって緩和可能なソフトな

制約をもっ線形計画問題に，ソフトな条件の設定値と本
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来の目的関数の値のトレードオフを考慮して選好解を得 gramming problems with examples, Opns. 

る方法に SWT 法を援用している Res. Qart. , 24 (! 973) 65-77. 

水資源計画 [35 ， 61 ， 73J，農業計画 [66J への応用があ [4 J D. E. Bell , A decision analysis of objectives 

る for a forest pest problem , in D. E. Bell, R. L. 
iv) 2 項選好関係にもとづくアプローチ Keeney, and H. Raiffa, eds. , Conflicting objec-

Wehrung[79J の対話形 2 項選好関係法や中山[57Jの tives in decisions, John Wiley, 1977. 

滑らかな主観的凸計画法がそうである[ 5 J D. E. Bell, Consistent assessment procedures 

選好を表わす効用関数によらず直接 2 項選好関係を用 using conditional utility functions , Opns. 

いる利点は，効用関数の上の仮定が選好で解釈しにくい Res. , 27( 1979) 1054-1066. 

のに対し，仮定か直接選好で解釈できるので検証が容易 [6 J D. E. Bell, Multiattribute uti1ity functions: 

なことと，効用関数を仮定するより弱い条件でよいこと Decompositions using interpolation, Man. 

である [79J. Sci. , 25( 1979)744-753. 

一般に対話の繰り返しにおける意思決定者から引き出

す選好の一貫性の問題は多くが指摘するところである

口2， 43， 57， 73J. これについてはいろいろ対策が講じら

れているが，もともと意思決定者の選好情報はあいまい

なものであり，矛盾する性質のものであることを考えれ

ば，選好解を唯一つに絞るよりある範囲をもって表現す

るのが現実的であろう [10， 43J. 石川他[43J は修正 ε を

制約法を用いて無差別帯と味ばれるある幡をもって推定

ずる探索法を開発している.

4. おわりに

対立する複数の目的をもっ決定問題には，意思決定者

からの選好情報の程度，引き出し方などによっていろい

ろなアプローチが考えられている.ここではそれらのい

くつかの特徴と応用について紹介してきたが，特徴を強

調するため厳密性を犠牲にしたところも多い.また最近

急速に盛んになってきた集団的意思決定はとりあげられ

なかった.

最後に，この小論は「数理計画法J 研究部会(茨木俊

秀主査)で報告したものをまとめなおしたものである.

有益な助言や文献を提供くださった真鍋龍太郎氏(神商

大)，宮崎秀紀氏(兵庫県企画部)，中山弘隆氏(甲南大)，

三宮信夫氏(京大)，田村担之氏(阪大)をはじめメンバー

の方均に感謝の意を表します.
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