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1.はじめに

不確実性の増大，企業競争の激化などにより，

研究開発の成功の可否が企業の存続をも左右しか

ねない現状において，研究開発智療の重要性が特

に議論されている[リ.したがって，研究罷尭の

意思決定時題について考察し，その意思決定の特

殺と問題点を明らかにし，その意思決定を支援す

る方法について議論することは必要なことであろ

う.

本稿では特に研究開発の意思決定におけるファ

ジィ性を考慮した意思決定支援システムの設計概

念について説明し，さらに応用上の諮問題につい

てのべてみたい.

2. ファジィ意患決定鶴題

ファジィ集合の概念は， 1965年に L. A. Zadeh 

教授によって提案されている [2 ].この論文で

は，全体集合 X における fuzzy 集合 A は，帰属

鹿関数 (membership function)μ:X→[O， IJ 

によって定義される.値μA(必)旺 [O， IJ は A にお

ける XEX の帰属度を表わす.すなわち帰属度の

鏑が i に近ければ近いほど，要素 Jどが A i'こ屠す

る度合いは大きく，逆に p.&(X)の緩が O に近いほ
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ど ， Xが A に属する度合いは小さい.また普通の

集合は，喪紫がその集合に属すれば真，属さなけれ

ば偽という 2 傭論理である.それに対して fuzzy

集合は，帰属鹿関数の値域が閉区間 [0，げである

から，無限多値論理に対応する[3J[ 4 J. ブアジ

4 集会では， 1複々の要素がその集合tこ嘉するか麗

さないかが努確に規定されていない.このような

暖味さをブアジィ性(fuzziness )とよんで，磯率

現象における事象の生起に関する不確実性すなわ

ちランダム性(randomness) と区別している[幻.

ファジィ性の概念は，次のような諸問題に適用が

可能である.

(1) 不確実伎の下での決定問題，あるいは磯察

的システム.

幼厳密な記述ができないような現象，あるい

はシステム.

(3) 不明確な人間の感情が重要な役割を来たす

ような状況，あるいはシステム.

仏) 構成聖書紫聞の関係が暖昧な状況，あるいは

システム.

ファジィ意思決定の主要な問題としては， (1)人

間の意思決定における，推論，判断，車観といっ

たような主観的側面における稜味さをとり扱う詩

語， (2)規範的な意思決定モデルにファジィ集会の

概念を導入する問題などがあ庁られよう.たとえ

ば， (1)に関する研究では，人間の知的情報処理の

問題にファジィ性の概念を導入し，自然嘗諮の諦
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や文に含まれる意味の暖味さを定量的に解析する

方法が提案されている[ 6 J[ 7].この方法を用い

て，自然言語で表現された，意思決定者の推論，

判断，直観等に含まれる意味の暖昧さをファジィ

集合で表わし，意思決定者の思考過程における暖

昧な概念を定量的に解析することが可能となる.

(訪の研究としては，社会システム [8 J，数理計

画[9J，統計的決定問題[IOJ ， ゲーム理論[11 J, 

チーム理論【 12J，多目的決定問題[13J等，広範囲

におよんでいる.これらのファジィ意思決定モデ

ルの特徴については文献[ 3 J[ 4 Jを，その他の研

究については文献[22J[24J[25Jを参照されたい.

ファジィ意思決定の研究は，まだ始まったばか

りであり，今後の理論的研究とともに，現実問題

への応用が特に必要とされる.

3. 研究開発の意思決定問題

研究開発の意思決定は，次のような特徴をもっ

ている[ 1 J[14J. (1)主として経済的基準， (砂研究

開発投資の経済性評価は簡単ではない， (3)技術的

にも市場市にも不確定要素が多く，長期にわたる

場合が多い， (4)競争企業の行動，技術，経済，政

治等，外部環境の影響を強く受ける， (5)合理性や

効率性の追求だけでは研究開発の意思決定は困難

である， (6)意思決定者の主観的な感情や帰納的な

判断が重要である， (7)研究開発過程の初期の段階

ほど，定量的分析による決定よりも，勘や経験に

頼る定性的な決定方法を採る場合が多い.

以下，特にファジィ性の概念と関係のある(6) と

(ηの特性を中心に，研究開発における対話的意思

決定支援システムを設計するうえでの諸問題を考

察したい.

(1) データベース

研究開発過程における活動の大部分は，外部環

境に関するデータの収集，分析，評価と関係して

いる.この場合には，次のような問題が指摘され

よう. (1)新製品に関する正確で適切な情報の必要
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性は非常に高いが，必要とされる情報の多くは不

正確で定量化が困難である， (2)大量のデータが収

集されても，有用な情報を見落すことなく選択す

ることは困難である.見落された情報は，後にな

って企業活動に重大なインパクトとなって現われ

る場合が非常に多い.

(2) モデル

対話的意思決定支援システムの設計における有

効なマーケティング・モデルの要件としては， (1) 

単純性， (2)頑健性， (の制御性， (4)適応性， (5)完全

性， (6)対話性，の規準があげられている [27].

Urban と Karash[15J は進化的モデル・ビル

ディング (evolutionary model building) の概

念の有効性について議論し，意思決定問題の複雑

性のレベルを分けて考え，それに対応してモテ事ル

化をすべきであるとのべている.また， Aaker と

Weinberg [16J は，意思決定者のモデルへの関

与，モデル化とモデルに対する組織の受容性に関

して，対話型コンビュータ・システムの効果につ

いてふれ，対話的マーケティング・モデルは， (1) 

モデル化とモデルの利用に関して，意思決定者の

経験や判断が重要なインプットとなる場合， (の数

値データが不十分，不適当，あるいは存在しない

場合に特に有効であるとのべている. Assmus 

[17]は，新製品導入決定モデルの有効性について

検討し，モデルが有効に活用されるための条件と

して， (1)モデルが適用される新製品計画過程の段

階， (2)モデルに含まれる変数の種類， (3)モテ、ルの

利用において必要とされるデータの種類， (4)モデ

ルの結果に対する管理者の信頼が重要で・あるとの

べている.

また，新製品決定モデルに関しては，さらに次

のような問題がある.

(1) 信頼できるデータベースが欠如している場

合，数式モテ守ルは使用されにくい.

(2) モデルに関する誤解の 1 つは，それが大量

の数値データに依存しなければならないと考
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えることである.現在，広く使用されている

モデルは，意思決定者自身の知識，すなわち

“ソフト情報"を有効に活用している.

(3) モデル化とモデルの実施過程において，意

思決定者の認知能力を考慮する必要がある

[23]. 

(3) データ分析

データの分析に関しては，次のような問題があ

る.すなわち，最適化すべきシステムが大規模で

あるか，あるいは標準的な意思決定技法を適用す

るためにはデータがあまりにも不正確である場合

には，システムへの近似，あるいはデータの精度

を上げることが一般に試みられる.しかし，この

場合には手法の有効性に限界がある.このような

状況では，データの解析よりも主観的判断のほう

がより重要となる.

(4) 最適化

ここでの最適化とは，研究開発組織の業績を改

善することを意味する.業績の改善のためにマネ

ジメントの関与が必要である問題領域としては，

(1)研究開発組織の組織構造の改善， (2)研究開発の

意思決定過程のより良い理解を与えるモデ‘ルの作

成とその利用などがあげられている [18J. また，

研究開発組織における情報処理と意思決定システ

ムを詳細に記述することは，問題と矛盾がどこに

存在するかを明らかにする [28]. 最適化に関して

は，さらに規範的あるいは記述的理論と現実の情

報システムの設計と運用の間にリンケージが必要

とされている [19J.

4. ファジィ意思決定支援システムの

概念

研究開発の意思決定においては，常に外部環境

の不確実性に直面する.この不確実性の回避ある

いは克服は，研究開発管理上の重要課題である.

この問題への l つのアプローチとして，ファジィ
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概念の応用が考えられる.以下では，ファジィ意

思決定支援システムの概念を示し，その主要な構

成要素について研究の現状を報告したい.

(1) fuzzy データベース

fuzzy なデータをとり扱うことのできるデータ

ベースについては，すでにいくつか提案がある

[20J [21 J. ここで fuzzy データとは，ファジィ

数，あるいは自然言語の語や文を意味している.

たとえば， “売上高はほぼ 12億円ぐらしぺ “市場

占有率はあまり高くない“景気は上昇してい

る"などがあげられる. fuzzy データベースは，

現在のところ関係モデルの拡張として定義されて

いる.

DATAPLAN システム [20Jは，ユーザ自身の

言葉でデータベースの生成・検索が可能なシステ

ムで，会話の立案・生成・解析などの機能をもっ

ている.このシステムの機能をさらに発展させた

ffuzzy データベース・システム J が報告されて

いるロ1]. この領域での研究は始まったばかりで

あるので，今後の発展が期待される.

(2) fuzzy モデル

モテゃル化の段階で、は，現実世界の複雑な現象を

いかに抽象化し，表現するかが課題となる.複雑

な社会システムを数学的にモデル化する際に，伝

統的な 2 値論理にもとづく数学的表現には限界が

ある.ファジィ集合論は現実世界のシステムの中

に含まれている暖昧な現象の数学的表現あるいは

その操作を可能にする.ファジィ概念を導入した

モデルはすで、に多数提案されている [22J. 新製品

導入決定問題については文献 [26J を参照された

L 、.

(3) fuzzy データの分析

fuzzy データの処理に関しては，すでに多くの

解析的手法が提案されている [22J. この手法に

は，ファジィ数の演算，ファジィ・アルゴリズム，

(35) 123 © 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.



ファジィ推論などがあげられる.

(4) fuzzy 最適化

ここでの fuzzy 最適化とは，実行可能な，望ま

しい，適当なといったような明確に定義できない

ような暖昧な評価基準によって，組織の業績を改

善することを意味している. Bellman と Zadeh

[5Jは，次のような 3 つの基本的な概念， (l)fuzzy 

目標， (2) fuzzy 制約， (3) fuzzy 決定を定義し，

fuzzy 最適化の方法を示した.この概念は，線形

計画問題，動的計画問題などに応用されて， fuzzy 

LP や fuzzy DP の手法が提案されている [22J.

5. OR分野への応用

ファジィ集合の概念は，すでにデルファイ法，

PERT，スケジューリング手法，線形計画，動的

計画，決定分析，クラスター分析等，多くのOR

手法に導入されている [24J[25J. また投資問題，

ノミスの輪送網計画問題，従業員の最適配置，交通

制御，スケジューリング，環境制御，生産管理，

人事管理等における事例研究が報告されている

[25J. 

6. おわりに

ファジィ意思決定の概要，研究開発における意

思決定の特性と諸問題についてのベ，ファジィ概

念の応用可能性を示した.またファジィ意思決定

支援システムの概念と，その構成要素について研

究の現状を報告した.研究開発領域におけるファ

ジィ意思決定の研究は始まったばかりであり，今

後の発展が期待されている.
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