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対話型多目的計画法

中山弘隆
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1. 重み付けと宅グラたたき

数理計画法においては目的関数や制約関数を定式化し

た段階で解はすでに決まってしまう.したがって，求解

の技法もさることながら数理計画においては適切な定式

化が何よりも重要となる.そのため，意思決定者の所望

の解を得るには注意深く何度も問題の定式化を吟味しな

ければならない.そこでつの定式化が 1 つの解を規

定してしまうよりも，むしろ l つの定式化に対しある程

度の解の候補を規定するにとどめるという自由度をもた

せた定式化の方が多様な価値観に対応で、きる.意思決定

者の価値観の多様性に対し「聞かれたシステム」にする

のである [IJ. そのようなものの 1 つとして多目的計廊法

がある [2J ， [3J , [4J. 

たとえば，カメラのレンズ設計を例にとってみよう.

そこで問題になるのはコストはもちろん， レンズの大き

さ・重さ，さらに，像の明るさや種々の収差といった結

像性能である. これらの評価基準は 100個以上になるこ

ともしばしばあり，特に最近流行のズームレンズになる

と，たとえば広角と望遠とでは明るさや焦点深度の点で

全く相反する性質をもっており，これを 1 つにまとめ上

げるというのは結局どこか「適当なJ ところで妥協する

ということになる.妥協する点をうまく定めるのが設計

技舗の腕の見せどころであり，またそのような個人差は

「レンズの味J の違いとなって出てくるのである.この

ような問題では評価基準全体のパランスが重要であるか

ら，どれか 1 つ(たとえば，コスト)だけを目的関数に

とり他を制約にすると L、う通常の数理計画の定式化より

も，すべての評価基準を同格に取り扱L 、，全体を見なが

ら調整していくというアプローチの方が自然である.

以下，ガラスの種類やレンズの群構成が一応与えられ

た場合を考える.このとき，設計変数としては群を構成

するレンズの面間隔や曲率等がとられる.先にあげた各

評価基準はこれらの設計変数の explicitな関数形として
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与えることはできないが， ray trace という一種のコン

ピュータシミュレーションによって容易にその債を求め

ることができる.したがって， レンズ設計問題は多目的

計画の問題として次のように定式化される.

町尋問 L]

Min {fl(X) , ...,jr(X)} 

subject to X E X. 

ただし，評価基準んがちょうどある値んになること

が望ましいときには兵(X)の代わりに IIf， (x)-ftll とお

いて最小化に帰着させる.

このような多目的問題に対しては，すべての目的関数

を同時に最小化する解は一般には存在せず，ある目的関

数を改善するには他を犠牲にせざるを得ないとし、う状態

(Pareto 最適)がまず解の候補として定義される.意思

決定解はこの Pareto 解の中から意思決定者の価値観に

合うように選び出される.この段階で，実際によく行な

われている方法は目的関数の重み付き和

F=Wt!l(X)+ ・・・+叩rfr(x)

をX上で最小化することである.

(*) 

レンズ設計問題においては，各f1.( ・)の形はわからず，

各z に対する fi(X) の値が ray trace によって求められ

るに過ぎないから(本)の最小化はそれほど容易でない.

それに加えて，意思決定者(設計技師)の価値判断は(*)

の中の重み叩g に反映されるわけであるが，思いどおり

の解を得るための適切な重みがなかなかうまく決められ

ない. レンズ設計においてしばしば見られるように評価

基準が 100個以上にもなると， ある評価基準を改善する

ために，その重みを大きくすれば，他の評価基準が思っ

た以上に悪くなってしまうということがよくある.こち

らを押さえればあちらが上がりすぎ，こんどはあちらを

押さえればまた別のところが上がってくるという「モグ

ラたたきj の現象に悩まされることが多い.このモグラ

たたきのために，適切な重みを定めて思いどおりの解を

得るまで数週間から数か月かかることもあるという.

適切な重みがなかなかうまく定められないのは，重み

と解の問にはっきりした定量関係がないからである.さ

らに. LP型や非凸な問題等には線形加重和をとる限り，
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どのように重みをとっても思いどおりの解が得られない

場合もある [5J. このように，加重和で複数の評価基準を

統合することによって意思決定者の価値観を表現してか

ら通常の数理計画の問題として解こうとするのは無理，

もしくは効率の悪い場合が多い.

2. 対話型多目的計画法

一一モグラたたきを避けるために一一

レンズ設計問題においては， レンズの性能上必要とさ

れる各評価基準の値は大体今までの経験からわかってい

る.その希望値を調整することにより評価基準全体のバ

ランスを図ることができれば作業がやりやすい.各評価

基準に対し，この程度あれば満足できるとしづ水準のこ

とを希求水準と呼んでいる.希求水準を調整しながら思

惑通りの(もしくは，できる限りそれに近L 、)解を得ょ

うとする方法がいくつか考えられている [2J ， [3J , [4J. そ

の中の 1つである満足化トレードオフ法[6Jを簡単に説明

する.

コストなら O というように必ずしも実現可能ではない

けれども理想的な値を理想点として定め，それをf，*(i=

1 ，… ， r) とおく，与えられた希求水準点(i=l ， … ， r)に対

し，

WFdp 

として次の補助問題を解く.

【問題AP】

IlllIl Z 

X ,Z 

subject to 

w，((五 (x))-ft*) 主~z i=l , …, r 

XEX  

この解を Xk とする.

(2.1) 

得られた f(xk ) に満足すればそれで終わり， そうで

なければ，もっと改善したいと思う目的関数に対し新た

な希求水準を入力する.問題APを解いて得られた解は

もはや他を犠牲にすることなくある目的を改善すること

はできないという Pareto 最適(この場合，厳密には弱

Pareto 最適)な状態であるから， 先に改善だけを入力

した新たな希求水準のままでは実現不可能である.そこ

で他の目的関数を譲歩させることになるが，どこまで譲

歩させるかをマニュアルで入力してもよいし，また操作

を簡単化するために数理計画における感度解析を用いて

コンピュータに計算させることもできる.このようにし

て新たな希求水準が与えられた段階で再び問題APを解
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く.以下，満足できる解が得られるまで同様の手続きを

行なう.

この方法には次のような特徴がある.

(i) 与えられた希求水準が実現可能であれば，問題A

P を解いて得られる解はすべての評価基準に対してそれ

らの希求水準をクリアーしたうえで，さらにできる限り

その水準を改善しようとしたものである.

(日) 希求水準が実現不可能な場合でもそれに「最も近

し、」解を提示する.

悩) 各目的関数をある意味で平等に取り扱っている.

(iv) 問題AP の fdi=l ， … ， r) に対する Lagrange 乗

数は f， 聞のトレードオフ比を与えている. これを見る

ことにより， トレードオフを容易にすることができる.

3. 斜張橋精度管理問題への応用例[7J

瀬戸大橋の橿石島橋に代表される斜張橋は架設時，ケ

ープル張力および橋梁のたわみ形状(キャンパー)が計

画値に一致するようにケープルの長さの調整(シム調整)

を行なっている.このような架設精度管理を主要な架設

段階で行なうことにより，完成時には応カ状態，たわみ

形状が設計時の所定の精度内で実現されるよう図ってい

る.

いま，シム調整を行なうさいのケーフ'ル剛性の変化を

無視して構造に線形性を仮定すると，シム調整に対する

ケープル張力の残留誤差およびキャンパーの残留誤差は

それぞぞれシム調整量の線形関数として表わされる.し

たがって，問題はLP型の多目的計画であり，目的関数

はケープルの数だけの調整量とケープル張力誤差，およ

び着目点の数だけのキャンパー誤差となる.

図 1 はある希求水準に対する残留誤差をディスプレイ

上に図示したものである.さらに残留誤差を小さくした

いものがあればそのレベルをマウスで入力し，再度計算

し直せばよい.このように問題に応じた入出力の方法を

工夫し，意思決定をさらに容易にするのがよい.

4. むすび

ここで述べた方法は， 他の問題にも容易に応用でき

る.たとえば，図 1 の横軸を時間にとれば長期投資計画

等の問題に応用可能である.また，希求水準を手がかり

にするため，ユーザーの価値観に柔軟に対応できる.た

とえばポートフォリオ選択問題では投資者の好みに応じ

た解を容易に提示することができる.このように，コン

ピュータが解を決めてしまうというイメージを与えるの
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© 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.



でなく，あくまで人聞が所望の解を得

られるようにする工夫が応用上重要で

ある.

斜張橋精皮管理システム 図面コピー 画面変更 再計算 終了
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AHPソフトを用いた選択型意思決定

真鍋龍太郎
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意思決定の問題は複雑なことが当り前だが，いくつか

の案の中から選択する判断基準をめぐってのことが多

い.そんな時にはAHP (86年 8 月号， 89年 4 月号本誌

特集参照)で整理してみると良い.

筆者の所属している学科(情報学部情報システム学科，

理科系よりも文科系志向でコンピュータをいじりたいと

L 、う学生が多L 、)で入学してきた学生に最初にどんなプ

ログラム言語を教えたらよいかが最近も議論になった.

情報システムのユーザ一指向の教員と，システム(ある

いはプログラム)開発指向の教員とでは意見が分れるし，

学生の能力や勉学の態度までを考慮した教授法のことに

なると， 多様な経験がある者向土での議論で熱もはL 、

り，堂々めぐりの議論もしかねない.

議論の中心は自分の主張する言語がなぜ望ましいかと

まなベ りゅうたろう 文教大学情報学部
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いう，言語の選定の判断基準にある.筆者は研究室のパ

ソコンで，問題を階層図に描いて整理したうえで，同僚

たちに示して評価に加わってもらい検討した.

こんな時は，デモの道具として，階層図を描く道具と

して，後の計算を利用者に何の負担もなくしてくれるこ

ともあって，適当なソフトを使ってパソコンの前に座っ

てするのがL 、ぃ.

階層図を描く

どんな基準で選定するかに議論が集っていたところで

書いたので，害jに簡単に階層図を書けた.

筆者の使っているソフトでは，新しい問題を始める

と，まず問題の最終目標の説明を聞かれる.これを入力

すると自動的にレベル O の「目標」というノードが画面

中央にできる.ノードを挿入するコマンドをメニューか

ら選んで，この下にレベル 1 の選択の基準のノードを作

り，その名前を入れる.
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