
ファジィ数理計画問題
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1. はじめに

オベレーションズ・リサーチの問題にはよく知

られているように次の 2 つの問題がある:

(i)現実問題のモデル化の問題 (model buildｭ

iug) と(ii)数学モデルにおける最適解を得る問題

(model solviug) とがある.

数理計画の研究は主に (ii) の問題に向けられて

いた.たとえば，解の性質とか効率のよいアルゴ

リズムなどの研究が盛んである.しかし，最近現

実問題をとり扱う必要性のために， (i)のモデル

化の問題にも関心がはらわれるようになってき

た. (i) と( ii) との関係は矛盾的であり，また相互

補完的である.

すなわち，モデ、ルを現実問題に限りなく近づけ

れば，モデルが複雑になり解を求めることが困難

になる.このような相反する問題を同時に考える

ことが数理計画問題を魅惑的にさせるであろう.

このような観点から人聞の認識に対するファジィ

性を考慮したファジィ数理計画問題が提案されて

いる.

確率的数理計画問題は明確な事象の生起に関す

る不確かさをとり扱っている.すなわち，制約条

件を確率的に満たし，目的関数の平均値を最大に

している.これに対してファジィ数理計画問題は
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われわれの事象の認識に含まれるファジィ性をと

り扱っている.たとえばだいたい l 億円以

下J という認識はソフトな制約条件であり，これ

はフ 7 ジィ集合によって表わされる.このように

ファジィ集合を導入することによって，われわれ

の認識に近い数理計画問題の定式化がなされてい

る.

2. 基本的概念と一般的定式化

まずファジィ集合[ 1 Jを定義しておこう.全体

集合 X におけるファジィ集合 A とは

μ:x → [O， IJ (1) 

なるメンバシップ関数仰によって特性づけられ

た集合で， μA(X) の値は A における z の所属度

(グレード)を表わしている.メンバシァプ関数は

通常の集合の特性関数をなめらかにしたものであ

る.

いま x=[O， 10億円]とすると， x 上の部分集

合は区間しか表現できない.これに対して ， X上

のフ 7 ジィ部分集合族は通常の部分集合族を含

み，われわれの自然言語に近い表現を与えている.

たとえば「だいたい 2-3 億円ぐらし、J ， rだいた

い 5 億ぐらし、J ， rだいたい 8 億円以上J などが考

えられる.現実問題はまず言語的表現によって記

述され，これを近似的に通常の集合的表現に変換

して数学モデルが構成される.これに対して，フ

ァジィ数学モデ、ルは言語的表現をファジィ集合に
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よって行ない，これによってよりわれ

われの認識に近いモデルを得ている.

通常の数理計画問題は制約条件のも

とで，目的関数を最大にするような解

を求めている.しかし現実の問題にお

いては，制約条件および目的関数はソ

フトなものである.たとえば，企業の

投資問題において，投資可能な全額の

集合(制約条件)は特性関数的に定義す

るのはむずかしい.投資可能な資金は

μ 

。

企業の資産や銀行などから得られるので，計画段

階ではその金額はまだそれほど明確になっていな

し、.

そのうえに，どれぐらい投資できるかは経営者

の投資対象に対する認識に依存しており，これに

はファジィ性がある.したがって投資可能な資金

はソフトな制約条件になる.また企業は利益を最

大にするとし、う行動をとるよりも，ある程度利益

があればよいとし、う満足度基準にしたがうことが

多い.すなわち，白的関数よりもむしろ，満足度

基準にしたがうような目標集合的とり扱いのほう

が現実の問題に近いと考えられる.

実際 Dantzig[ 2 ]によると初期のモデルには

目的関数がなかったといわれている.このことは

目的関数は本質的なものでなく解を 1 つ限定する

ために導入されたといえる.この文献において，

実際問題の LP における係数のあいまいさと解の

関係が論じられている.

係数のあいまいさを区間としてとり扱った区間

計画法(Interval Programming) [ 3 ]がある.

ここでも，現実の問題は「最適化」より「満足

化」にあるとし、う立場である.区間計画法の概念

をより一般化したファジィ LP問題を次章にのベ

る.

さて， Bellman と Zadeh[ 4 ]のファジィ決定

問題をまずのべよう.制約および目標がファジィ

集合 C および G で表わされ，それぞれのメンバ

シップ関数を μc(x) ， μ。(x) によって与えられた
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図 1 ファジィ決定集合 D と最大化決定 H

とする. このとき， ファジィ決定集合 D は制約

と目標とを同時に満足するという意味で

P=qnq;μn(x)=μc(x) 八μa(x) (2) 

として定義できる.ただし，^は min を表わす.

ここで， ファジィ決定集合 D のメ、ノパシップ

関数 μn(x) は rx が決定集合 D に属している度

合」を示している.ゆえに μn(x)<μn(x') ならば

z よりもどのほうが決定としてよいということ

になる.したがって最大化決定として

maxμn(.r) =μ。 (x*) 八μ。(x*) ( 3 ) 

となる x* を選ぶのが妥当であると考えられる

(図 1 ). 

ここで次のことを強調しておこう.制約と目標

とを区別することなく，どちらも満たさなければ

ならない集合であると考えている.またメンバシ

ッブ関数は主観的にきめられるが，通常の場合も

同様である.

たとえば，投資可能な集合の例として[" 1 億円

以下 l という通常の集合も主観的にきめられてい

る. 1-1 億円以下」とし、う言語的表現と集合的表現

とが客観的に一致しているにすぎない.ファジィ

集合の場合には，われわれの言語的表現とそれに

対応するファジィ集合とが客観的に一致しないだ

けである.決定問題は決定者の主観的認識を反映

しているほうが現実的である.すなわち，通常の

決定問題を含んですべての決定問題は主観的なも

のが導入されているといえる.

さて，論理演算“八"を含む関数の最大化問題
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[日]についてのべよう.この最大化問題の性質を

しらべるために，式(3)と等価な次の関係を導入

する.

SUpμD(X)=SUp[α^SUpμa(x)J (4) 
XEX ae[O, IJ .'CEClt 

ただし ， C" は αーレベル集合で、次のように表わ

される.

C"={xlpo(x)~α} ( 5 ) 

式( 4 )は 77 ジィ制約集合 C を f レベル集合

に置き換え，各制約集合 Cα 上で μa(x) を最大に

することを繰り返すことによって ρ(x)を最大化

している.すなわち， α1::;;αz ならば C"lコC"2 と

なり

SUpμ。(x)~SUp !!a(x) ( 6 ) 
xeC"l ，1: ε0"2 

の関係が得られるので式(4 )の意味は容易に理解

されるだろう SUpμa(x)=~(α) とおき，関数
xeC<< 

~(α) が α に関して連続ならば，最適な α* は α*=

~(日)として得られる.判α) の連続性が成り立て

ば，式( 3 )の問題は

SUpμa(x) 
x 

μo{x) 二Eμa(x)

とし、う論理演算八を含まない通常の数理計画問題

になる.ファジィ制約 C が強ファジィ凸ホであれ

ば ~(α) は連続で、ある.

3. ファジィ線形計画問題

ファジィ線形計画問題をファジィ LP問題と略

すことにする.ファジィ LP問題の定式化は種々

なされているが，ここでは次の 3 つの異なった定

式化についてのベる.

3.1 7 ..，ジィ不等号によるファジィ LP問題

いま目標と制約とが次のようなファジィ集合で

与えられているとする.

CTx三玉 Zo ， Ax:$b, x~O (7) 

ただし，三三はファジィ不等号を表わしている.

* ファジィ集合 C が強ファジィ凸oμo(lx+(l ー，l)

y)>μo(x)^μo( y). 
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μ 

1.0 

bi: 
件一一一-d，一一一一吋

(Bx) , 

図 2 Iだし、たい bj 以下J というファジィ集合

これは制約 Ax がだいたい b 以下で，費用 CTX を

だいたい Zo 以下にしたいとし寸問題[6Jである.

目標と制約とが不等式で表わされているので，

これらを統ーして Bx話b と簡単に表わす.この

i 番目の不等式の意味「だし、たい bj 以下J を次の

メンパシップ関数によって定義している.

戸([BxJj)=1 ; [BXJi::;;bi 

0::;;μi([BxJd 三三 1 ;bi::;;[BxJi::;;bt+diﾎ (8) 

μi([BxJd=O ; [BXJi~bt+ di 

ただし ， [BXJi はベグトル i 番目の要素，仰は

t 番目の不等式のメンバシップ関数， di は不等式

の右辺の最大許容値である.

式 ( 2 )の意味でのファジィ決定集合 D のメン

バシップ関数 μD は

μD(Bz)=zqin 向([BxJt)

となる.最大化決定は

( 9 ) 

ma~ min {pi([BxJdl 
X2U 

(10) 

となる z を求める問題になる.

図 2 のような線形制約として

I 1 ; [BxJt::;;bi 

¥ 1 _ [BXJi -b, II_L ...... -"~.-Vt ; bi<[Bx]i< 
灼([BXJi)=1

bi+di 
、

o ; [BxJt 二三 bi+di 

(11) 

とする . bt' =b;/di , [Bつり= [BJijjdi と正規化

し，線形制約であることを考慮すると式( 10)は

ma~min {(bt'-[B'xJi)} (12) 
.~;， u 

となる.式( 12)は次のような通常の LP問題にな

る.

maxﾀ 
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表 1 通常の制約とファジィ制約 表 2 例 1 の LP問題とファジィ LP問題の解

Non-fuzzy 
Fuzzy 

μ=0 μ=1 

Objective function 4, 200, 000 3,700,000 

First constraint 170 170 180 

Second constraint 1, 300 1, 300 1, 400 

Third constraint 6 6 12 

』三三bt' 一 [B'xJ; i= 1,… , m (13) 

〔例 1 J これは 4種類のトラック Xl-ゐに関

する単純化された実際の決定問題[6Jであるが，

ここでは単なる数値例としてのベる.通常の場合

と比較するため次の LP 問題からスタートする.

min z=41000Xl + 44300X2 + 48100x3 

+49100x4 

O. 84xl+ 1. 44x2+2. 16xa+2. 40X4~ 170 

16xl+ 16x2+ 16x3+ 16x4~ 1300 

xl~6 

この LP 問題の解は

xl=6 , x2=17.85 , X3=0 , x4=58.64 , 

z*=3918850 

である.これを考慮してこの問題のファジィ化で

あるファジィ LP問題が表 l に与えられている.

表 1 におけるファジィ制約のメンパシップ関数は

μ=0 から μ=1 まで直線で与えられている.この

問題を式(13)の形で表わせば

max え

)'~7. 4-0. 083xI-0. 089x2-0. 096xa 

-0.098x4 

).~ -18+0. 084xl+0. 144x2+0. 216x3 

+0. 24x4 

).~三一 14+0. 16xl+0. 16x2+0. 16xs+0. 16x. 

).~ -2+0. 167xI, x~O 

となり，この問題の解は表 2 に示されている.

ファジィ LP問題はたとえば第 1 番目の制約で

は「だいたい 170 ぐらし、」というファジィ情報か

ら構成されている.したがって制約のパラメータ

を事前に多くの費用をかけて明確に規定する必要

1981 年 12 月号

Non-fuzzy Fuzzy 

xl=6 x1=17.41 

x2=17.85 x ,=66.54 
x ,=58.65 
Z =3, 918, 850 z = 3, 988, 257 

Constraints 

171. 5 174.2 

2. 1, 320 1, 342.4 

3. 6 17.4 

はない.しかし，例 l のようにファジィ LP問題

のコストは LP 問題とくらべて約1. 7%ほど多く

なっている.

3.2 線形区間法によるファジィ LP問題

ここでは Negoita らによって定式化されたフ

ァジィ LP 問題[7]， [8 Jについてのべる.この

問題の特徴は線形制約式のパラメータのあいまい

さをファジィ集合で表わし，区間計画法の概念を

用いている.

次のファジィ LP 問題を考える.

SUpCTX 

x1kl+X2k2 + ・・・ +xηk偽ck， x~O 

ただし ， k i は凸ファジィ集合事である.

(14) 

この問題はレベル集合の概念を導入すると，線

形区間計画問題に転化される.一般にファジィ集

合止は

k=Uα.ka 

‘ ae[O, IJ 
( 15) 

と分解して表わせる.ただし ， ka={xl μk(X) 注αト

ーいまファジィ集合が r 個のレベル集合で構成で‘

きるとする.すなわち ， O~al<… <αr:::;;1 を用い

てファジィ集合 h は

k=αlka1 + ・・・ +αrkar (16) 

と表わせる.ただし，記号+は式(15 )の U の意味

である.レベル集合を導入すると式(14)のファジ

ィ LP 問題は次の線形区間計画問題になる.

* ファジィ集合 μ が凸ομ (，.lx+ (I -À)Y) 注 μ(x)^

μ (Y). 
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sup CTX 

x1k 1 ai + ・・・ +x"k"aickai ;

i=l , …, r , x>O (17) 

線形区間計画問題をNegoita

らの例[7]によって説明しよ

う.

[例 2 J パラメータが区間で

表わされている次の LP問題を

考える.

JlA 

αJ 

αi 

min 3Xl+2x2 図 3 ファジィ・パラメータ A のファジィ集合

[0.02, o. 03J Xl+[O. 05 , 

0.06Jx 2Ç;[1O.5, 15.6J (18) 

[0. 1, O. 5JX1-[0.01 , O. 02JX2ﾇ; [0.35 , o. 53J 

XhX2;;;::0 

ここで，パラメータの値が最悪のときでも解 z

が制約区間の中にあることを保証するという観点

から式( 18)は次の LP問題に変換できる.

m匤 3Xl+2x2 ; x;;;::O 

O. 03Xl+0. 06X2::;; 15. 6 

0. 5Xl 一 O. o IX2::;; O. 53 

O. 02Xl +0. 05X2;;;:: 10. 5 

O.IXl 一 O. 02X2;;;::0. 35 

式(1 4)のファジィ LP問題は任意の r レベル

における区間制約を満足するように解を求めるこ

とである.

したがって式( 14)のファジィ制約は 2r 個の制

約式に変換される.制約式の数がかなり大きくな

るが，ソフトな制約をとり扱うためにはこのよう

な複雑さは避けられないであろう.

3.3 7 アジイ線形関数によ Q7 アジィ LP問

題

3.1 では不等式の右辺のパラメータだけがあい

まいであると見なしているが，ここでは不等式の

すべてのパラメータがあいまいであるときのフ 7

ジィ LP 問題[9 Jを定式化する.また不等式の右

辺のパラメータだけがあいまいなとき，このあい

まいさを考慮して解をファジィ集合として求める

問題も定式化されている.

718 (28) 

次のファジィ・パラメータをもったファジィ不

等式を考える.

All Xl+ … +AlnXnとBl( ファジィ目標)

(19) 

手岡山+…+ Amnxn話手間(ファジィ制約)

ただし ， AiJ, Bj はファジィ集合であり，目標と

制約とは区別されていない.

統一的にとり扱うためにファジィ集合れを導

入すると式( 19)は次のようになる.

Yi=Bi XO+Ail xl+ ・・・ +A川Xn~O，

i=l , "', m (20) 

ただし xo=1 であり，ファジィ集合の正負は

それぞれ Bi ， Aij として考慮されているとしてい

る.

式(20)をファジィ関数とよび，これは拡張原理

[ 10J によって定義できる.いま集合 X から集合

Y への通常の関数f(x， α): X→Y を仮定する.

パラメータ α がファジィ集合 A によって与えら

ファジィ関数を f(x， A) で表わし，このファジィ

写像の集合を次のように定義する.

Y上のファジィ集合 Y=f(x， A) のメンパシッ

プ関数 μy(ν)は

(max[μA(α)J; {aIY=f(x， α)} :;éゆ

μY(Y)=Hα Iy=f(x， a)} (21) 

~O その他

と定義する.ただし ， A はパラメータの直積空間

上のファジィ集合であり，そのメンバシップ関数
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μ 

x' c 
x' α 

図 4 ファジィ集合 Yと0 の説明

を μA( α) としている.

この定義はz が与えられたとき，ファジィ・ハ

ラメータ A の度合によって ν がとりうる度合を

μy( ν) としている.これは集合の写像の概念の自

然な拡張になっている.

ここで，式(20)にもどり，次の 2 つの問題があ

る.すなわち(i)式(21)の定義にしたがってファ

ジィ集合 Yi をいかに簡単に計算することができ

るか (ii) Yi とO というブ 7 ジィ不等式をどのよう

に解釈するかの問題がある.これらの一般的議論

は Dubois ， Prade[IIJ , [12J によってなされて

いる.

ここでは，ファジィ LP として使いやすいよう

にファジィ・パラメータのタイプを次のものに限

定する.ファジィ・バラメータとしては， rだいた

い aJ であるというファジィ集合を図 3 のような

ピラミッド型のメンバシップ関数によって定義す

る.すなわち

pA(α)=ペin{μAμj)} (22) 

( l_Jaj一的|1 一一一一一;町ーの:豆町三 j+Cj
μAJ(aj)=~ Cj 

~ 0 その他 (23) 

ただし，じj>O とする.

ファジィ・ハラメータ Aj は αJ という中心と

のという l幅とで表わされるので， Aj:を Aj=(αJ ，

Cj) と表わす.ファジィ集合のベクトル表示とし

て A=(Ah ・ "， An)を A=(a， c) と表わす.

さて，ファジ f 線形関数を説明するために，

1981 年 12 月号

y 

Y=A1Xl+A2X2 (24) 

を考える.ただし ， A1 =(1 ， 2) ， A2=(4，1) と

する.いま xT= (1 ， 2) とすると，ファジィ関

数の定義から Y のメンバシップ関数は Y=

(9， 4) となる.このことを一般化して次の結

果を得る.

ファジィ・パラメータ A=(a， c) とし，ブ

r ジィ線形関数

Y=A1 xl+ ・・・ +AnXn会Ax (25) 

のメンパシップ関数 μy(ν)は次のように表わ

される.

( 1- 1型ア竺望1; xキO
¥' cTJxJ 

flY(ν)=i 1 ; x=o, y=O (26) 

¥ 0 ; x=O， νキO

ただし， cTJxJ::;; Jy-xTaJ となる ν に対しては

μy(ν)=0 とする.

次に(ii) の問題であるが，ファジィ不等号 YとO

を次のように定義する.

YとO~μY(O)::;; 1-h, xTaミo (27) 

ただし ， h ~工 Yi と O の度合を表わし ， h が大き

いほど「だいたい正である」という意味が強くな

る(図 4). 

式(20) を統ー的に次のベクトル形式

Yi=A i おとO (28) 

で表わし， Ai=(ai ， ci) とする.式(28)は式 (26) ，

(27)から容易に通常の不等式で次のように表わさ

れる.

内九(0)= l-aiTx/ciTx::;; 1 -h, aiTx:20 (29) 

xミ0 と仮定しているので上式は簡単に次のよ

うになる.

(ai-hci)Tx:20 i= !,… ,m (30) 

2. で、のベたように ， In 個のファジィ不等式を満

足する最大の度合 h となる x を求めることがここ

でのファジィ LP問題である.すなわち，制約式

(30) のもとで

maxh=h* (31) 

となるが， x* を求めることである.これは非線

形計画問題であるが，この定式化ではすべてのパ
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ラメータのあいまいさを同時に考慮して解が得ら

れている.

次に，式(20)において&という項だけがあい

まいであるとする.このとき ， Bi のファジィ性を

反映してどれぐらいの解の可能性があるかを考え

よう.式(20)に対応させて次式を考える.

Yi=Bる十 ailX1+ ・・・十 ainX" i=l ， ・・・ ， n

(32) 

ただし ， Xi はファジィ解であり，ファジィ集

合として求める.ファジィ集合のタイプを限定し

ているので，ファジィ・パラメータ R= (b i , d;) 

とファジィ;解 Xi=(Xi ， C;) とをこのように表わ

す.

Yi と Oに対して規準 h， が与えられると，式(32)

は前述と同様に式(26) ， (27)から次の通常の不等

式に変換できる.

L: (aω Xj-hi I aij ICj )+bi-hidiミ o (33) 

ここでの問題は Bi のあいまいさを反映して，

解 Xi の可能性を知ることである. したがって解

X の可能性の測度を

J=k1cl十・・ .+ι“ (34) 

とする.ただし ， ki 二三 O はどの解 Xi の可能性を

大きくしたいかの重みパラメータである.

ここでの問題は式(33) の制約のもとに式(34) の

J を最大にするようなファジィ解 X=(X， c) を求

めることである.このファジィ LP問題から，あ

いまいな状況においてどのような解が可能である

かを知ることができる.ファシィ状況において，フ

ァジィ 1絡を得るということは自然なことである.

L例 3J 次のファシ (LP 問題を考える.

X1+X2と 6 ， 2X畊2:::; 12, X2~五 5

3X1 +4X2 三;28 ， X1 三; 6 

ただし，ファシィ集合は 6= (6, O. 6) , 12= (1 2, 

1. 8) , 5=(5, 1. 0) , 28=(28, 2.8) , 6=(6, 0.9) 

としている.また Xl の値を~意的に考え， X1 の

最大の可能性を知りたいとする.したがって目的

関数として，

J=Cl (35) 

118 (30) 

とする.例 3 のファジィ不等式は

Xl +x2-h1(Cl +C2) +6ー0.6h1 :::::0

-2Xl-X2-h2(2cl+C2) + 12 ー 1. 8h2注O

-x2-haC2+5-ha二三O

-3Xl-4x2ーん(3cá4c2)+28-2. 8 h4::::: 0 

-xl-hsCl+6-0.9hs 三三O

となる.すべてのんを 0.5 として J を最大にす

る解 x* は

X1*= (2. 94, 1. 24) , X♂=(3.98 ， 0) 

である.解 X2* にはあいまいさがなく ， Bi のあ

いまいさがすべて Xグに集約されている.

度合 0.5 以上を解と考えるならば，解剖の可

能性は区間 [2.32 ， 3.56J となる.決定者は上の

区聞から窓意的に決定することができる.

4. ファジィ多目的計画問題とその応用

前述のファジィ LP問題はメンバシップ関数に

関して max-min 戦略をとっている.すなわち，

統合は同じ重みで min 演算である. したがって

多目的計画問題にも適用できる.簡単な例口 3Jを

以下に示そう.

[例 4J ある線形制約 Ax:::;:b のもとに

maXZ1(x)= -xl+2x2 

z2(x)=2 xl十 X2

を考える.いま Zl に対して「だいたい 14以上J ，

Z2 に対して「だいたい21 以上」あればよいという

フィジァ目標が与えられたとする.これを以下の

ようなメンバンァブ関数によって表わす.

( 0 ; Zl(X) ζ-3 

μl(X)= イ (zl(x)+3)/17; -3<Zl(X) 三二 14

¥ 1 ; 14<Zl(X) 

(0 ;Z2(X) 三三 7

μ2(X)= イ (Z2(X)- 7) /14; 7<Z2(X) 三;21

¥ 1 ; 21 <Z2(X) , 

3.1 でのベた方法を用いると，この問題は

max え Ax~三 b

A三三一 O. 05882xl +0. 117 X2+0. げ64

Æ~三 O. 1429x甍. 0714x2-0. 5 
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という LP問題になる.このようなファジィ LP

問題の応用例は文献[14Jに示されている.

次に他の統合方法についてのべよう.いままで

は“and" を min に対応させていたが， and で結

合されたものは補償的効果がある場合もある.

たとえば， r美しく住みやすい家」を欲しいとす

る.このとき，住みやすさが高ければ，美しさが

少しなくても受け入れられる.

このように“and" を補償的な意味で定義でき

る [15J. すなわち，論理的“and" に対応した連

接D(μ，I1B)が次の公理を満たすとする.Dは (i)

結合的， (ii)連続， (iii)変数に関して単射， (iv) 

八D(x， x)=エ骨x=l ， (v)実関数とする. このと

き D は

D(μ， μB)= 巴型 "O<r 
r+(I-r)(μA+μB一μAμB)

(36) 

と表わされる.ただし r は任意の実数である.

r=1 の場合のファジィ多目的計画の例が Zim

mermann [13 J によって示されている.

一般に目的関数/1，… ， !l の線形結合による統合

!=).d1+ ・・・+ん!l; L:ん= 1 (37) 

が考えられるが，重み』を明確に決定することは

困難である.したがって λ をファジィ集合とす

る.たとえば， /1 -!3 に対して λ= ().1, ).2，ゐ)は

(0.6, 0.2 , 0.2)の近辺でなければならないとする

と，重みのファジィ集合を

μ岬(λ)= 1-1).1 ー0.61-1).2一 0.21

一|ゐ一0.21 (38) 

のように定義できる.このように重みをファジィ

集合的にとり扱ったファジィ線形多目的計画問題

の研究 [16J がなされている.ここではある α 以

上の度合をもっすべての端点を求めるアルゴリズ

ムがのべられている.またもっと一般的に (jし

…， !d の Rl に決定者によって与えられるファジ

ィ優越構造を導入した多目的計画問題[17]の性質

がしらべられている.

最後に，ファジィ制約とf]僚とを加法的に統合

したファジィ LP 問題[18J も定式化されている.

1981 年 12 月号

このファジィ LP問題は現実の大気汚染制御問題

に適用されている.

5. おわりに

われわれが直面する決定問題は種々の状況にあ

る.したがってこれらの状況に対応して種々の定

式化が可能であろう.現在のところまだあまり体

系だっていないが，今後発展が期待される.

最後に，実際問題との関係についてお教えいた

だいた中国電力の権藤元氏，いつも有益な助言を

いただいている本学浅居喜代治教授，また引用さ

せていただいた方々に感謝の意を表します.
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ム部門;杉聖子機{新臼鉄矯毅システム部}

はじめの聞は総務部や経理部に所属していたが，現在

では，独立の f情報システム書官j となった.そして企業

活動の 1 つの望書ゆるなめ)としてますます，その重要

さな増しつつある.これからは情報活動のや心として，

社内のシンク・タンクそして，企業内コンサルタントと

して，業務にはげみ，ますます策献皇室を高めたいと心が

けている，

場噂捜システム
・ 10}警告曜会 お時: 10tl2113 (:(/c) 18:00町20:00

場所:日科技漆参加者: 5 名

テーマ: Age replac母ment with random failure 

distribution :蔵野正美(千葉大)

未知パラメータをもっマルコフ決定過程において，長

期期待平均費用さま準のもとで最適適応政策を Rose等は

forc吋-choice cycle の考え方を用いて構成し t.:. こ

の方法を鴻いて failure distribution が米知の場合の

畠ge r記placement proるler誌において最適適応政策を構

成できることを示した.
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