
対話型多目的計画法とその応用
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1. はじめに

数理計画法に限らず，一般に数理解析的意思決定の手

法ではまず第 1 に数理モデルを作成する必要がある.数

理モデノレは大ざっぱに，構造モデル，影響モデル，評価

モデルの 3 種類に分けられると考えられる.構造モデル

は問題の構造を明らかにするどちらかといえば定性的な

モデルをさし，影響モデルはあることを実行したとして

どのような影響がでるかの定量的なモデルをさす.この

2 つのモデルを作成することが伝統的にモデリングと呼

ばれているものである.しかし，これだけのモデルでは

実際の意思決定に十分とは決していえない.なぜなら，

意思決定の問題はほとんどといってよいほど価値判断の

問題であるにもかかわらず，上記 2 つのモデリングは伝

統的に(意識的に)価値判断の問題を避けてきていたか

らである.このような価値判断をそデル化ずることが評

価モデルの作成である.本稿の主要な目的は決定者の価

値判断をどのようにして決定プロセスの中に組み入れる

かということであるので，伝統的モデリングがあまり問

題にならないような問題，特に意思決定の問題の中でも

特に数理計画の問題として定式化できるものを取り扱っ

て議論することにする.

たとえば，債券ポートフォリオ決定の問題を考えてみ

よう.債券投資担当者は手持ちの債券を売り，市場から

新たな債券を買い入れて収益性の改善を図るというリパ

ランシングを毎日数億円というオーダーで行なってい

る.この決定問題は分数計画の問題として定式化できる

[IJ. ここで，考慮すべき評価基準としては直利，最終利

回り，最終実行利回り， リスクを表わすデュアレーショ

ンあるいは価格変動係数，平均単価，平均残存年数など

があり，制約としては資金制約，損益制約，取引量制約

などがある.ここにおける複数の評価基準は本来問時に

最大(小)化あるいはターゲット化したいというもので
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あるが，通常の数理計画の手法を用いるために，どれか

1 つ(たとえば，直利)を目的関数にとり，残りを制約

にして解くことが多い.数理計画として定式化できる問

題では，目的関数のとり方や制約の右辺値のとり方に決

定者の価値基準が反映される.

さて，数理計画の問題では制約が厳しすぎると実行可

能解が存在しなくなることがある.ユーザーにとって「実

行可能解がありませんj というメッセージが出るだけで

は味もそっけもない.従来の数理計画法の最大の弱点は

このようなときどの制約をゆるめればよし、かについて何

の情報も与えないことである.

また幸いにして実行可能解が存在してある最適解が出

てきたとしても，そのままその解が即実行されることは

ほとんどない.目的関数の達成レベルと制約関数の達成

レベルをみて制約の右辺を変えてみたり，その他のパラ

メータを変えてみるといったいわゆる post optimality 

分析がなされるのが普通である.ほとんどの実際の場合

このような試行錯誤に時聞がかかるのであって，重視さ

れるべきは最適化の計算そのものよりもこのpost optiｭ

mality 分析であるから rpostJ などという副次的な性

格をもたせるよりは，最適化計算のほうがこのための前

処理 (pre-processing) といったほうがよいともいえる.

さて，この rpost optimality 分析」は目的関数や制

約関数の達成レベルの上がり下がりをみながら総合的に

ょいと思える解を見いだすものであるから，今後これを

トレードオフ分析と呼ぶことにしよう.以上の議論によ

って数理計画の問題として定式化できる問題に対して重

要なことは

(1) 実行可能解がない場合でも，どうすればよいかにつ

いて何らかの情報を与えられるようにすること

(2) トレードオフ分析をやりやすいようにヒューマン・

インターフェイスを工夫すること

であることがわかる.

さて， 1IiIJ約関数といっても右辺の値が可変なものとそ

うでないものとがある.右辺値が変えられる制約をソフ

ト制約，変えられない制約をハード制約と区別すること
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にしよう.このとき，ソフト制約は本来できる限り大き ところで，ゴールプログラミングにおいては達成目標

く(小さく)したいのであるが，ある値以上(以下)は絶 水準が十分高い場合は確かに得られた解が Pareto 最適

対に保証をしたいとし、う性格のものと考えることができ 性を満足する場合も多いが，達成目標水準が低いときに

る.目的関数はあくまで可能な限り大きく(小さく)した はその低い達成目標水準をクリアしただけの低水準の解

いものであって，最低この程度のレベルは達成したいと にとどまる可能性がある.しかし本来，目的関数にとっ

(心の中で)思っていても他の評価基準とのからみで実 た評価基準は単に目標達成水準をクリアすればそれでよ

際にはそれが達成されないでもかまわないという性格の いというのではなく，さらにできる限り大きく(小さく)

ものである.ソフト制約と目的関数の間には微妙な違い したし、というものであった.そのためにはもはやそれ以

がみられるものの，本来はそれらを同格のものとして扱 上の改善は望めないというギリギリの線，すなわち得ら

い，適宜，制約にしたり目的にしたりが自由にできると れた解の Pareto 最適性を保証することが望ましい.こ

いう決定支援システムを作ることが望ましい.したがっ のようなときには (2.1 )のように未達成量を最小にする

て，さらに望まれる性質として というのでなく，

(3) ソフト制約と目的を手軽に入れ換えられるようにす

ること

が追加される.

多目的計画法は以上の(1)一(3)の要求に応えるべく開発

されてきたものである.次節で若干詳しく論じよう.

2. ゴールプログラミング(実行不可能

をなくす方法〉

第 1 節で述べた要求(1)はゴールプログラミング[2J[3J

を用いることによって達成される.その本質的なアイデ

アは本来の目的関数に対しても達成目標水準(希求水準

と考えてもよ L、)を定め，それをクリアしよう(実現不

可能ならできる限り近づけよう)とすることである.た

とえば五→ Max に対してその達成目標水準を fi とす

るとき，んに対する未達成量的-(注 0)，過剰達成量を

的+(~ 0) として

Ui- • Min 

subject to 

ft( x) -u,++ Ui -= fi 

(2.1) 

とする.本これは LP における 2 段階法の第 1 段目の一

般化である. t 、くつかの評価基準があるときはそれぞれ

の最小とする量的ーや Ui+ の線形加重和がとられること

が多い.すべての達成目標水準をクリアする解が存在し

ないときはそれらの達成目標水準に(ある意味で)最も

近い解が提示される.各評価基準の実際の達成度をみて

どれをゆるめるか考えればよい.数理計画法で単に「実

行可能解がありませんJ というメッセージだけを返すよ

りは， r現状でぎりぎり努力した結果がこれですJ という

情報を提供する方がユーザーにとってはるかに親切であ

る.ゴールプログラミングが実際の場で広く使われるの

はこのためである.

436 (6) 

z , • Min 

subject to 

fi-fi(X) 豆Zi

(2.2) 

とすればよい.ここで的は必ずしも注 0 とは限らない

ことに注意する.

さらに，伝統的ゴールプログラミングのもう 1 つの欠

点は，目的関数の数が多くなった場合などで重みの調整

をするさい，ある目的をよくしようと思ってその重みを

大きくしても，他の目的が悪くなりすぎて今度はその重

みを大きくするといういわゆる「モグラたたきJ の現象

が起こり適切な重みがなかなか決められないということ

である.これは重みと出てくる解との聞に直接的な関係

がないためで， トレードオフ分析を重みの調整によって

行なうのは効率がよくないということを示している.

以上のような難点を克服するために，対話型多目的計

*ゴールプログラミングにおいて Ui+ が過剰達成量，

Uiーが未達成量を表わすと L 、う仮定の下に， 上記定式化

が可能となる.よく見落とされることだが，このために

は.，
Ui+ • ui-= 0 

が成立していなければならない.じつは，次の定理によ

り， (2.1) ではこの条件は最適解において自動的に満足

されるのである.

【定理 1 】 [4J

問題 F (Ul+' Ul- ,…, Um+, Um-)) • Min 

subject to 

fi (X)-Ui++ui-=fi i=l ,…, r 

において F が各 i について Ui+， U;- のうち少なくとも

どちらか一方に関し，単調増大であれば最適解において

U;+ ・ Ui-= 0 i=I ,..., r 

が成り立つ.
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商法の手法がいくつか開発されている.

3. 対話型多目的計画法(トレードオフ

分析のためのヒューマン・インターフ

ェイス)

最初から決定者の価値基準を数式表現することは一般

には難しい.たとえば，効用関数として表現しようとす

れば，決定者の価値判断がある種の整合性を満たさなく

てはならない.しかし，実際には人間の判断は不整合で

あることが多い.しかも，決定プロセスの中で決定者は

次々と新しい情報を得ていくわけだから価値基準そのも

のが変わることが多い.このように， rわがまま J な価値

基準に柔軟に対処できるようにするには価値基準を数式

として固定するよりは，決定プロセスの中で自由に変動

でき，しかも決定者の価値基準を十分に反映できるパラ

メータとして取り扱う方が実際的である.

対話型多目的計画法として今までにL、くつかのタイプ

のものが提案されているが，現在もっとも操作性のよい

ものとして希求水準法日五日がある.この方法は決定者

に希求水準の入力を求める点でゴールプログラミングと

同じであるが，得られた解の Pareto 最適性を保証する

ために (2. 1)よりも (2.2) を用いること，およびもっ

と本質的に，希求水準を修正することによってトレード

オフを行なう点で伝統的ゴールプログラミングと異なっ

ている.すなわち，対話型多目的計画法における希求水

準法を要約すれば次のようなアルゴリズムになる.

!k+l = ToP(/k) 

P(/k) は与えられた希求水準!k に最も近い Pareto

解を求める作用素で， Tはその解をみながらトレードオ

フ分析を行ない希求水準を更新する作用素である.P

(f k) は通常，もとのベクトル値目的関数を適当にスカ

ラー化することによってなされる.しかし，通常よく行

なわれる線形加重和のスカラー化では非凸な場合などで

一種の dua!ity gap のために望ましい Pareto 解が求

められないことがある[7].どのような価値基準であっ

ても決定者の意のままの解を出せるようにするには，す

べての Pareto 解を解として抽出できるスカラー化が望

まれる. このような性質を満たすスカラー化は Pareto

解の定義から直ちにわかるようにチェピシェフノルム型

(L字型)関数を最小化することだけである.すなわち

Max wi(fi-fi(x)) • Min 
1 孟 z 孟

subject to 
XEX  

(3.1) 

1991 年 9 月号

この問題を直接解くには目的関数が滑らかでないとい

う不都合があるので，実際には通常，等価な次の問題を

解く:

z • Min 

)
 

内
4• 句

、J(
 

、
B
E
f
t
-
L
r
E
B
E
E
E
，

subject to 

wi(ft-fi(X)) 孟z i=l , …, r 

xeX 

ただし，このスカラー化では単なる弱 Pareto 解[7]

が得られる可能性もあるので，強 Pareto 最適性[7]を

保証するために次の拡大チェピシェフノルム裂関数最小

化を行なうことが多い:

Max {wi( λ-fi(X))}+ 
1 孟 6 孟

a}; 叩i (ft-ft(X)) → Min

subject to 

xeX 

)
 

勾
3• q

J
 

(
 

、
E
E
S
'
a
B
-ト
s
p
ι
'
a
E
E
E，

ただし ， a は線形加重和の項が支配的とならないよう

十分に小さい値，たとえば 10-6 のようにする.

この方式においては，意，思決定者の価値基準はその希

求水準によって与えられるので， トレードオフ分析は重

みの調整でなく，希求水準によってなされる.したがっ

て，重みは通常，理想、点 Jγ と最悪点 fi* によって*

四戸否定五「

のようにとって，固定しておく.

きて，示された Pareto 解が満足のいかないものであ

れば，より改善したL 、と思う目的関数の希求水準を上げ，

ゆるめてもよいという目的関数の希求水準を下げる.目

的関数の数が多い場合などでは改善する量，緩和する量

をともに答えるのは意思決定者にとって大変な作業であ

る.そこで，どちらかというと改善したいと思う方が切

実であるから，改善する方だけを答えてもらい.他は感

度解析を用いて緩和量を推定すれば楽になる.たとえば

問題(3.2)に対する Lagrange 乗数をんとすると

Z 叩iÀiムft
iel. 

6, t ,=---'・elD
リ JVZ43j』j d--n  

上式は改善すべき量の総和を， トレードオフとして見

返りに緩和してもよいという目的関数に比例配分して割

り当てたものである.この緩和量が不満であれば手入力

で補正すればよい.このようにすることによって， 目的

本理想、点 ft* と最悪点 fムのとり方は，通常次のように

する. xi*=arg Max fi(X) とするとき
.reX 

ft*=fi(Xi* ), ft*= Min ft(xj*) (i=l ,…,r) 
" ，邑 ''''T

(7) 437 
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関数の数が多い場合には意思決定者の労力が大幅に軽減

される.さらに，もとの問題がLPやQPの場合にはパ

ラメトリッグ最適化の技法を用いれば修正した希求水準

が Pareto 解曲面に留まるための緩和すべき量を正確に

求めることができるので，新たに Min-Max 問題を最初

から求めなくてもすばやく Pareto 解曲面上をたどって

いくことができる [8J. これを用いれば，出力画面をアニ

メーションにすることもでき，意思決定者はより簡単に

すばやく決定を行なうことができるようになる.

4. 目的と制約の入れ替え

第 1 節で述べた望ましい多目的計画法の性質として，

すでに 1) ， 2)は実現された.最後の3)については補助最

適化として(3.2)を用いれば簡単に行なうことができる.

すなわち，制約として扱いたい兵に対しては

WiUi-fi. (x)) 話z

において， z の係数を 1 から O に置き換えるだけでよい.

逆に，制約として扱っていたものを目的に変えるときは

Z の係数を 0 から 1 にする.これをコンピュータプログ

ラム中で行なうのは簡単である.

5. ファジィ数理計画法との関連

さて，数理計画法として定式化された問題に対し，さ

らに各種パラメータのもつあいまいさを処理するための

方法としてファジィ数理計画法印]があるが，それとの

関連について簡単に触れてみたい.ここでは，特に制約

の右辺値がそれほど厳格なものでなく，状況によって変

えられるというソフト制約の場合を考えてみよう.話を

簡単化するために次の問題を考えることにする.

fo(x) • max 

subject to 

ft( x)=.λ 
(5.1) 

この問題において制約 fi をきっちりと 11 にする必要

がなく，大体んの値にしたいものとする.通常よく用

いられるメンパーシップ関数は図 1 のようなものである

が，これをできる限り大きくしようとするのであるから

本質的には次の関数にとってよい.

ml (x) =Min{ ( 11 (x) -ltl / e+ 1, 
ー(点(x) ーftl/ε+ 1} 

ただし， ε は fl からのズレに対する許容度を表わすパ

ラメータである. さてここで， もとの問題は jもおよび

ml をともに最大化したし、という多目的問題になってい

ることに注意したい.このとき，よく行なわれるのはさ

438 (8) 

ml 

。lι-ελλ+ε ん

図 1

らに目的関数んに対しても希求水準λ を設定し，それ

に対してメンパーシップ関数を定めることである:たと

えば

mo'(x)=Min{(fo(x) ーλ)/(λ-fo.)+ 1, 1} 

ただし，上の問。'をそのまま使ったのでは単にλ 以

上にしたし、と L 、う満足化にすぎないので Pareto 最適

性を保証するためには次の関数を用いる.

mo(x)= {fo(x) ーfo)/(λ-}い)+1

最終的には) mo, ml というメンパーシップ関数を同

時に最大化したいという問題になって，通常は次の補助

的最適化問題を解くことによって解を決定する.

z • Min � 

subject to 

一 (fo(x) ーλ)/(/0-/0.) ー 1 孟z ¥ (5.2) 

ー (/l(X) 一九)/.ー 1 話 z
( fl(X)-ftl/εー 1;;五 z ) 

ここで，多目的計画における希求水準法との類似点に

気がつかれることと思う.多目的計画法においては11の

ようなターゲット化は通常， fl → Max と 11 → Min の

2つを同時に考慮することによって処理するが 11→Max

に対しては理想点 11市=λ，最悪点 fi.=λーε，希求水

準ん-.および fl→Min に対しては理想点 fi市=11>最

悪点 fl.=λ+.，希求水準λ+ε とすることによって問

題(3.2)における 11 の取扱いと問題(5.2)における 11 の

取扱いはまったく同一になる.

ただし ， /1 のようなターゲット化の場合，トレードオ

フはターゲット 11 よりもむしろ許容誤差 e で行なうの

で希求水準法では (3.2) の分母に ε を含ませないように

することが多い.こうすることにより，決定者の希望が

たとえ ε=0 となっていて，しかも ft( X)=fl を満たす

解がない場合でも，それに最も近い解を得ることができ

る，しかし，ファジィ計画法では .=0 の場合，完全に

等号制約 fl(X)=.λ になってしま L、，場合によっては実

行不可能になることがある.

このようなことから，最初から多目的計画問題として
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定式化し，それを希求水準法で解けばファジィの問題も

自動的に処理でき，かつファジィ計画法ではできないこ

とも扱えることがわかる.

5. 応用について

多目的意思決定における方法はL、くつかあるので，そ

の応用例もいろいろであるが，ここでは多目的計画法に

絞って，応用例を紹介することにしよう.かつては方法

の説明のためのいわゆる toy 問題が多かったが，最近で

は実験的結果であっても実データ・実モテ'ルにもとづく

ものが多くなっており，中には実際に動いているものも

ある.希求水準法の 1 つは IIASA の SDS 特に Wierz

bicki を中心とするポーランドのグループが 1979年頃か

ら積極的に研究開発を重ね， DIDASS と呼ばれる基本

的パージョンをもとに問題のタイプによってさまざまな

ソフトウェアを作成し，いくつかの実際問題に応用して

いる [10J. 代表的なものとして，ポーランド政府のエネ

ルギ一計画，化学産業の再構築など.

さらに，多目的意思決定に関する国際会議がほぼ 2 年

に 1 @1の割合で開かれ， 1990年の Virginia/USA で

の会議ではソ連の Statnikov によるスベースシャトル

“Buran" の多目的設計や工作機械の設計についての報

告等，いくつかの応用があった.

また，文献[11Jには数多くの工学設計問題への応用が

見られる.たとえば，高精度パラボラアンテナの設計，

宇宙飛行物体の多目的設計，人工衛星の諸々の部品の形

状最適化，ロボット，列車の自動運転，鉄鋼業，土木構

造物等への応用など.

経営の問題への応用については文献臼]などを参照さ

れたい.

筆者自身の提案した満足化トレードオフ法の応用につ

いては，現在進行中のものも含め，家畜の飼料配合，セ

メントの原料石配合[12J，プラスティック成形材の原料

調合[13J，債券ポートフォリオ[14J，斜張橋精度管理シ

ステム [15J，発電の長期計画，鉄鋼製造プロセスにおけ

るトライ選択問題[16J等がある.
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