
公共部門計画問題への

多目的数理計画手法の適用と問題点

中村正久
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1.はじめに

公共部門の計画問題(public sector planning proｭ

blems) は，特定の制約条件下で社会の不特定多数の欲

求を最大限に満たすことを目的とする.相対立する価値

観にもとづくさまざまな要求をできる限り満足させよう

とするため，公共計画は本来的に多目的でなければなら

ない.また，それゆえ公共計画の意思決定は市場経済学

でいう最大化，または最適化の意思決定より，むしろ統

合的，調和的意思決定に重点、がおかれ，費用最小などの

最適化はストレートに意思決定にむすびつかない[ 1 ]. 

こういった背景のもとで，公共部門計画問題への多目的

数理計画手法の適用に対する関心が， 1970年代半ばにな

って急速に高まった.そしてここ 10年ほどの問に，大規

模公共施設配置，水資源、配分，運輸通信などの複雑な公

共計画問題を中心に，手法の活用および開発の試みが数

多くなされてきた.一方，多目的計画手法の基本概念や

公共計画問題の複雑な意思決定プロセスの中での位置づ

けに対する問題提起もなされてきた.これらの問題提起

は，多目的数理計画への過度の期待は社会的意思決定フ。

ロセスの非数理計画的部分を切捨てる傾向を強めるとい

う立場の表明と，パレート最適性を前提にする現在の多

目的数理計画手法体系に対する批判または指摘の 2 つに

大きく分類することができる.前者l工数理計画手法一般

についての問題提起であり，特に多目的数理計画に限る

ものではない.後者についてはさらに， (1)多目的数理計

画アプロ一千に対する基本的な疑問， (2)手法応用上の困

難さと解析結果の解釈上の問題，に分類することができ

る.以下にその概略を紹介する.

2. 公共部門計画問題の数理定式化と

多目的数理計画手法への展開

公共部門の数理計画問題の定式化について，学校や病
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院などの公共施設の設置計画を工場や倉庫などの企業の

立地計画と比較しながら論じることがある.水資源・環

境分野ではたとえば廃棄物処理施設の配置と搬送経路の

ネットワーク最適化問題に関連して，私部門問題の定式

化は基本的に「施設建設費用と施設問の距離費用の総和

を最小にする J ことであるのに反し，公共部門のそれは

「建設する施設の数，施設建設の投資額など社会用効用

を代用するパラメターを目的関数から外し，制約条件の

なかに導入する」ことである，として 1970年に Revelle

ら [2 ]は数種類の定式を整理して提示した.この種の問

題は，特定の制約条件を漸変させることにより例えば費

用と代用社会効用とのトレードオフを提示することがで

きるため必然的に多目的数理計画に展開することになっ

た[3 ].また線形ネットワーク問題は線形計画問題の特

殊なケースであり，一般解法より効率的な解法の応用が

可能なこともあって，時を同じくして進められてきた多

目的線形計画手法の研究と関連をもちつつ展開してきた

[たとえば 4].

一方，数理計画手法の応用が比較的盛んな水資源計画

分野における多目的数理計画手法のレピューは， Cohon 

and Marks [5]によって 1975年に初めて系統的に行な

われた.このレビューでは.代替案発生法の類 (Gene

rating techniques) ，あらかじめ選好を明らかにする

方法の類 (Prior articulation of preferences) ，漸次

選好を明らかにしてL 、く方法の類(Progressive articuｭ

lation of preferences) ，の 3 つに大きく分類し，さら

にそれらを小分類したうえで次の 3 つの基準をもってそ

れぞれの優劣を論じている.すなわち，多目的数理計画

は

a. 解析(計算)可能でかつそれが比較的効率的で，

b. 目的相互のトレードオフをはっきりを定量化で

き，

C. 意思決定に必要な十分な情報の提供が可能であ

る，

ことが必要であるとしている.このうち，特に b につい

て彼らは， r計画プロセスで明示的にトレードオフを示す
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ことにより，公共の利益に反する政策決定が避けられるJ

とし，その重要性を強調している.その後この分野での

研究は大きな盛り上がりをみせた.たとえば Haims ら

による代用評価関数法の研究 [6 など]は多様な展開を

みせ，水資源計画への多目的数理計画手法の応用にさま

ざまな論議をよんだ.

3. 公共計画に対する数理計画手法

適用上の問題

ところが実際の公共施設配置計画においては，公共が

享受する便益の見積りが困難であること，定式化が難し

い多数の目的と制約条件が互いに複雑に関連しているこ

と，などの理由で数理計画的アプローチは意思決定に十

分有用な情報を提供しえない(上記 b が困難)というケ

ースが多い.たとえば，同じ施設配置問題でも下水処理

施設の場合には，下水道技術，土地収用，放流先の水質，

運転管理体制，管渠整備順位，費用負担方式，などさま

ざまな条件が配置問題と密接な関連をもっため，簡明な

定式( a )は現実性を欠き( c が困難)，現実性をもたせ

よう( c )とすれば定式化自体が格好な数学的興味の対象

となる反面，いちじるしく難解かつ複雑な定式( a が困

難)となり， トレードオフ情報が錯綜する( b が困難)

ことが多い.定式化が複雑化する傾向は公共計画問題に

多目的数理計画手法の適用を試みることが多くなるとと

もに強まってきたといえる.

数理計画研究者自身もこういった批判を承知しており

[たとえば7]その克服をめざして研究しているのだ

が，その一方で社会政策分析の分野に数理計画的思考を

持ち込むこと自体に警告を発したものもある.その中で

も Rittel and Webber[ 8 Jの「一般計画理論のジレン

マ J はこういった論議の場でよく引用される.彼らは社

会{公共)計画の分析担当者が本来「たちの悪い (wic

ked)j 社会システム機能の科学的論理性に過度の期待

を寄せることは問題だとして以下の指摘をしている.す

なわち，たちの悪い問題は，

1. 答え (solution)を持たない.一時的解決(resolu

tion) があるのみだ.

2. 決定的な定式化をすることができない. (答えが出

てはじめて問題が判明する，また問題がはっきりす

れば答えは出たも同様だ)

3. 終わりがない.(問題を完全に理解することは困難

である)

4. 解に正誤はなく良悪があるのみだ.

5. 解をよしと即断する，または究極的によしと決定
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する方法をもたない.

6. その解決方法を試行錯誤することができない.

7. 本質的にユニークであり，解の移転がきかない.

8. 新たなたちの悪い問題の前兆である.

9. いろいろな原因が重なって形成される.したがっ

て問題解決の方法は何を原因と評価するかによって

まったく異なる.

10. 計画決定者に過ちをおかず権利を与えない.

こういった指摘が，多目的数理計画手法の研究に積極

的意味をもち得るか否かについては議論の分れるところ

であろう.しかし，折々引き合いに出されるこの論文

は，公共計画における数理計画の役割を考えるうえで貴

重な貢献である [9 J とされている.またわが国では，上

記と必ずしも立場をーにしていないが，末石 [IOJ が環

境制御の多目的最適化の問題を指摘して多目的最適

化は，計量不能因子をも経済効率などと並列させるため

に，環境制御の便益が外部(他の専門分野)から所与と

仮定して関数の最大化をはかるなど，切捨て傾向がむし

ろ顕著になりつつある J ことに警鐘を鳴らしている.

4. 多目的数理計画手法応用の問題点

他方，数理計画そのものの活用は公共部門の計画問題

に対して有用であるが，現在まで開発されてきた多目的

数理計画手法はその基本概念と手法の適用プロセスのい

ずれにもさまざまな問題点があると L 寸指摘もある.以

下はその主張の代表的な例である.

(1) パレート最適性に対する問題提起

現在まで開発されてきた多目的計画手法は論理的パレ

ート最適性にこだわっているため，計画プロセスの代替

案発掘をいちじるしく阻害しているとし、う立場で問題点

を指摘しているのが Bri1lなどであり，筆者も一時その

論議に参画したことがある.以下， Bri1lの論文[ 11J を

引用しその概略を述べる.

a. 不完全多目的問題の場合

実際の公共計画問題を多目的数理計画問題として完全

に記述することは不可能である.すなわち，分析者が重

要とする少数の目的に限り数理的な記述を行なうことに

なる.この場合，解析結果として得られた多目的計画問

題のバレート解集合は，記述に含まれなかった目的をも

考慮した仮想数理計画問題のパレート最適解集合の部分

集合であり，後者のパレート最適解の大部分は前者のパ

レート最適領域外に存在する. (図 1 :目的関数 1 のみ

の場合は点Aが最適解. 目的関数 1 および 2 を考慮すれ

ば点Bがパレート最適解の中から選好される.点 B' 目
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索する代用評価関数法[6 など]を公共部門の計画問題に

適用することに対する強い懐疑が底流にある. Brill ら

は以上の指摘をもとにパレート最適性を離れ，劣位解集

合の長所を詳細かっ効率的に検討できる数理計画の研究

[12など]が重要であると指摘してきた.

( 2 ) 手法適用上の問題点

a. 目的設定上の問題点

多目的数理計画の手法開発研究や応用事例研究の多く

は，現在まで目的関数はすでに与件として解析方法を論

ずるか，関数の作成手順を論じることに重点をおくこと

が多かった.ところが，実際に多目的数理計画手法を公

共部門の計画問題に適用しようとするとき，目的関数の

設定は至難である.たとえば，アメリカ連邦水資源諮問

委員会の「原則と基準 (Principles and Standards) J 

報告書は，計画の多目的性の分析を核心にすえることを

うたっており，したがってこの分野の数理計画応用事例

研究は盛んである.報告書は水資源計画の評価項目とし

て， (1)国レベルの経済開発便益， (2)環境の質， (3)地域開

発便益， (4)社会福祉，を掲げている [13など].しかし，

たとえば社会福祉は，いわば目標 (goals) であり，その

ままでは数理計画でいう目的 (objectives) ，にはならな

い.経済開発，環境保全のように競合する目的の指摘と

して何が適当なのかについては議論の分れるところであ

る.さらに， 目的は階層構造をなしつの目的を達成

するためには， \，、くつかの下位の目的を達成することが

必要である.たとえば，目的の 1 つが河川の水質改善で

あるとき，それがたとえば下水道普及率の向上と工場用

的関数 l のみの場合の非最適解である.また新たに目的

関数 3 を導入することにより， 2 目的における非最適解，

たとえば点Cが選好されることになる.)便益計量の困

難色予測の不確実性など，パレート最適解集合の定義

にかかわる問題，意思決定プロセスにおける学習効果の

影響など選好無差別曲線の定義にかかわる問題の両方の

影響で，公共部門の計画問題を多目的数理計画問題に還

元してパレート最適解集合を求め，その中から意思決定

者の選好差別関数を用いて解を定めるといったプロセス

は，非常に限られた場合にのみ有効である.

b. 完全多目的問題におけるパレート最適解集合から

の誤った選好

(29) 397 

一方，完全多目的計画問題の場合にはどうであろう.

計画の目的が多目的数理計画としてすべて完全に記述可

能であるのだから，パレート最適集合は求まることとな

る.しかし，この場合でも，選好無差別関数が複数の凹曲

面を有する場合，パレート最適集合からの選択が必ずし

も正しく行なわれるとは限らない. (図 2; A点、が選好

されるべきであるのにもかかわらず，誤って B点が選好

される)これは選好関数を想定するすべての多目的数理

計画手法の基本的な問題点であり，特に実際の公共計画

問題では，意思決定者の選好関数は一般に集団の意向を

代表して形成された複雑な形状をとるであろうこと，ま

た意思決定者の選好関数は情報量や政治的判断の影響を

受け，時間とともに変化することなどがこの指摘の根拠

となっている.こういった指摘の背景には，意思決定者

の無差別選好関数を逐次求めつつパレート最適領域を探

1988 年 8 月号
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水の再利用率の 2 つに分れる場合などである.すなわ

ち，計画手法適用上の価値 (operational usefulness) 

と意思決定者にとって有効な情報を提供できるか否か

(meaningfulness to decision-makers) が目的設定の

さいに非常に重要となる[ 14などJ. 実際，公共部門計画

問題の目的の設定と計測は，一般に非常に困難で慎重な

分析を必要とし[たとえば 15J ， しかも十分満足のいく

目的設定ができない場合が多い.

b. 意思決定プロセス上の問題点

現在では，数理計画手法適用の限界を認識した上で，

手法の有用性を最大限に引き出そうとするのが多目的数

理計画の研究者の一般的な立場に変わりつつある[たと

えば 16 などJ. 前述のアメリカ水資源諮問委員会の「原

則と基準J 報告書およびその改訂版「原則と指針(Prin

ciples and Guidelines) J は，費用，便益，不確実性

とリスクを同時に考慮する多目的計画 (Multiobjective

Planning) の枠組みを制度化する試みと考えることもで

き，その中で多目的数理計画研究の成果をその問題点を

も含めて積極的に評価しようとするものである.この立

場をとるさいに問題となるのは，公共計画の意思決定プ

ロセスのなかで数理計画がどのような役割を果たすべき

か，あるいは意思決定プロセスのなかで積極的な役割を

果たすために，手法の誤用の問題[たとえば 17 など J ，

結果の解釈の問題などをいかに克服すべきか，というこ

とである.後者については，たとえば瀬尾[ 18J は多目

的数理計画手法の応用事例研究をもとに，

a. 手法は政策的意思決定者，評価者，分析家の各グ

ループ，およびその相互関係のなかで意思決定支

援の道具としての役割を担い得る.

b. 手法の実践的な応用に不可欠で、ある斉合的なデー

タ・ベースの作成と蓄積，およびそれらの聞の交

流が十分でない.

c. 多目的意思決定分析には，人間的省察に基盤をお

いた価値体系などに関する思索の発展がのぞまれ

る.

としている.

また一方，公共の意思決定プロセスは，社会的，文化

的背景に深くかかわっており，今後わが国において上記

の指摘に添った形で多目的意思決定の位置づけがなさ

れ，独自の多目的数理計画の研究が進展することが望ま

れている [19J.

5. おわりに

一般に統合的，調和的考察を要する公共計画問題に対

398 (30) 

し，単一目的数理計画手法をストレートに適用すること

は困難であるとし、う認識が浸透したのは 1970年代前半で

あり，時を同じくして台頭してきた多目的数理計画手法

に対し，注目と期待が寄せられるようになった.しかし，

この手法の出現とその後の展開によって，現実の公共問

題の分析が合理的に行なわれるようになったとは必ずし

も評価されていない.その背景は多岐にわたるが，ここ

では水資源・環境分野の文献をもとにその一端を紹介し

た.一方，多目的分析手法をめぐる論議を通して，公共

計画策定プロセスにおける数理計画手法の役割について

の考察に，いちじるしく深みが増してきたこともまた事

実である.社会的意思決定の心理学的研究，計画の多次

元性の分析， コンピュータ画像処理技術の発展による対

話型の意思決定支援システムの研究，などはL 、ずれも本

題と接点をもつものであり，今後多目的数理計画手法の

研究と深い関わりをもつであろうことは論をまたない.
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日本OR 学会入会のご案内

当学会の会員は次の 4 種類となっています.

名営会員 特に学会で推請された個人

正会員個人 年会費12 ， 000円入会金1 ， 200円

学生会員個人 年会費 5， 000円入会金 600円

貨助会員法人A種年会費95， 000円}
ト入会金不要

法人B種年会費48， 000円)

(ただし， B種は中小企業に準ず)

|会員の特典|
-個人会員には当償関総(月刊オペレーションズ・リ

サーチ)と論文億(季刊 Joumal of the Operations 

R鵬arch Society of Japan (和名:日本オベレー

ションズ・リサーチ学会論文詑:))を 1 部，賛助会員

には 1 口につき 2 部無料配布します.

・論文総への投稿，研究部会への参加ができます.

・春，秋 2 周の研究発表会，シンポジウム，月例僧演

会， ORセミナー，各支部主催の研究会や購演会等

の学会主催の催しへの優先参加ができます. (参加

費を必要とする場合も非会員のだいたい半額程度で

す)

・賛助会員はO R企業サロンに参加できます.

|入会手続き|
入会ご希鍾の方には，会質振込用紙・原簿等の必要

書類をお送りいたします.なお，ぜひ入会していただ

きたい方がいらっしゃいましたら，紹介者ご記入のう

えお送りください.

社団法人 日本オベレーションズ・リサーチ学会

.113 東京都文京区弥生 2-4-16 学会センターピル管(03)815-3351-2
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