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1. はじめに

われわれが意思決定を行なうときには，さまざまな制

約条件とともに不確実性も考慮しなければならないこと

が多い.したがって，計画問題がし、ろいろな分野で応用

されるとき，その大部分のものは係数のいずれかの中に

不確実性を含んでいることになる.この不確実性を確率

的な変動として扱っているのが確率的計画法である.標

本空間Q と A上の確率測度Pをもっ確率空間 (ρ， A ， P)

を考えるとき，確率的計画法の一般形は次のような期待

値関数によってに表わすことができる.

最小化 E !fo(x, w)} =Lfo(x， w)P(dω) ， 

(1) I 条件 E{ft(い)}=~Dfi(X， W)P(dω)叫
i=1 , 2,.", m , 

xEXcRぺ ωEQ.

ただしX は Rη の閉部分集合であり， fo: RnxQ• R 

U{ー∞，+∞}と fi: R匂 xQ→R， i=I ， 2， … ， mはランダ

ム下半連続関数である.この一般形は確率的計画法の等

価確定モデルとして広く使われているリコースモデルや

機会制約条件モデルなども含んでいる [7]. Pが既知なら

ば問題 (1) は定義可能だが，多くの実際の問題ではPに

ついての完全情報が与えられるとは必ずしも限らない.

つまり確率変動に関する不完全情報のもとでの確率的計

画問題を考えなければならないことが起こるのである.

このような状況で問題 (1) の最適解を求めるための 1

つの方法は，観測値データにもとづいて求められたPの

推定値あるいは近似値をPの代わりに用い，そのときに

得られる確率的計画問題の最適解から推定する方法であ

る.大きさ ν(<∞)のサンプルにもとづいて求められた

Pの推定値を P- とするとき， 不完全情報のもとでの確

率的計画問題

最小化 E-!fo( x , w)} = J ofo( x , w )P-( dω) ， 

(則条件 E-{fi(x, w)}=Lfi(X, w)P-(dω)ζ0， 
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i=I ， 2， ・・・ ， m ，

xEXcRn， 曲ερ.

が得られるが，この問題(2)の最適解から問題(1)の最適解

を推定しようとするのである.この方法においては，得

られたサンプルは問題(1)の最適解を推定するにあたって

どの程度の価値を持っているのか，サンフツレの大きさは

L べつにするのが適当か，問題(1)と問題(2)の最適解にど

のような関係があるか，などといったことに興味が持た

れるであろう.

確率的計画法における+ンプル情報の価値の考え方は

Bracked & Soland [ 2 J が示し，さらに Jagannathan

[8J がリコ}スモデルと機会制約条件モデルに対する

サンプル情報の価値，およびそれにもとづく最適サンプ

ル数について示している. また不完全情報のもとでの

“最適解"を与えるいくつかの確率計画モデルも確率的

線形計画問題に対して提案されている.真の最適解ある

いは最適値の取り得る範闘の予測 [3 J, ゲーム理論的

なミニマックスアプローチ [4， 10J などである.さらに

サンフ。ノレ数が十分に大きくなったとき，ある条件下で問

題(2) の最適解が問題 (1) の最適解に収束すること [5， 6J

や逐次的にサンプルが得られる場合の adaptive な確率

計画モデル [9J などの提案もなされている.

本稿ではここに挙げた確率計画モデルの中から，サン

フ勺L情報を取り入れたいくつかの確率的線形計画モデん

を紹介する.

2. ミエマックスアプローチ

次の線形計画問題(3)において，し、くつかの係数が確率

変数であるとする.

l 最大化 c'x, 
(3) I 

i 条件 Ax=b, x~O. 

ここでAは mXn 行列 b はm次元列ベクトノレ c と

Z は n 次元列ベクトノレである.非負で凸のリコース関数

をゆとするとき，問題(3)のリコースモテ。ルは次のように

なる.

仏) 1:最大化 EF{c'x-Ø(x;A, b)}. 

確率変数の分布Fが既知であれば，問題(4)を非線形の
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確定問題として扱うことができるが，ここでは分布Fに

ついて不完全な情報しか与えられていない場合を考え

る.すなわち，不完全情報のために，分布Fについては

“ある分布の集合Fに属している"ということだけしか

わかっていないものとする.簡単のため b のみが確率変

数であるとすると，たとえば，集合Fはサンプル情報

にもとづいて， (5)式のようにモーメント値を規定するこ

とによって定義されたり [4] ， (6) 式のように分布 F が

ある特定の分布形にしたがうということだけがわかって

いるときにその分布パラメータを推定することによって

定義されたりする [9 ]. 

(5) f={FIEFbt=μμ V~t=σ~ ， l::;:i孟 m}

(6) f={FI(μ， (2)ESa， F は正規分布}

ここで，灼と σi はサンプルから計算された bi の平

均と分散で， Sa は正規分布の分布パラメータの信頼領

域(信頼係数 a) である. この FEf なる条件のもと

で，次のミニマックス問題(7)の最適解を問題(4)に対する

ミニマックス解と呼ぶ.

(η| 最大化 JEjzEF{山-Ø(x;A， b)}.

ミニマックス解は，直面している不確実性の状況にお

いて想定される最悪の状況下で最適化された解で‘あると

見ることができる.

(5)式の集合Fに対するミニマックス問題(ηはモーメ

ント問題と呼ばれている.これは確率変数の分布形がわ

かっていないとき.平均や分散などのモーメント値をサ

ンプル情報から与えることで分布 F の属している集合

Fを定めるモデルである. このとき， 規定されたモー

メントの数を h とすると，いわゆる“最悪の分布Fキ"は

高々 k+1 個の点の離散分布となる [4 ].伊!として b

のみを確率変数とした単純リコース問題を考えると， リ

コース関数は次のように与えられる.

何)砂(4hzm(Azz-bd)+，叫0

ただし， (z)+=max(z, O), Ai fま A の第 i 行ベクト

ルである.このとき問題(7)における決定変数z に関する

最大化と分布Fに関する最小化の操作の交換が可能とな

り，さらにリコース関数の値の“最悪の場合"の期待値

は次のような凸関数となる.

(9) 毘多EFØ(x;b)=

231(イσH(Aix一向 )2ー (Aix-灼)}

(6)式の集合Fに対するミニマックス問題(7)では，確

率変数の分布形がたとえば正規分布というようにわかっ
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ているとき，まずサンプル情報からその分布パラメータ

(平均と分散)を推定する. そして分布パラメータをあ

る信頼係数で推定された信頼領域に制限することで，分

布Fの属してL 、る集合Fを定める.例として b のみ

を確率変数とした 2 次リコース問題を考えると， リコー

ス関数帥およびその期待値闘は次のように与えられる.

旬Z

(:Lqφ(x;b)= I:加i( Aix - b;)2, Wiと 0，

(日) EFØ(x， b)= 芝町{(Aix一向)2+σn

正規分布に対しては平均μ と分散 σZ の信頼領域は

同 Sa={( μi ， σiJ， i= 1, 2,…, ml 

主主(灼ーん )2 m(N-1) 
や一一一ー~::;: ..., F a/2 (m , N-m) , 
i~1 S~ ~ N(N-m) 〆

(N-1)s;N-1)s; 
ーす一一一一二一 ζσ1 云

"l.M(Nー 1) ‘ "I.~-fl/2(Nー 1) , 

i=I , 2, …, m}. 

となる. ただし Nはサンプル数， 戸と S2 はサンフ.ル

平均とサンプル分散， Fa(m， n) は自由度対 (m， n) の F

分布の α% 点， "I.~(n) は自由度 n のカイ 2 乗分布の ß%

点 (α=ßlIm/2) である. このときリコース関数の値の

“最悪の場合"の期待値は

(13) ma竺EFØ(x;b)=
FE_t;T" 

旦 (( À(Aixーん) \2 , (Nー 1 )s7 � 
戸'1 Wi ('-À二五rrEエ2(N-l) J 

となるが，かっこ内の第 2 項は決定変数z によらない定

数であるから，以下のミニマックス問題では省略するこ

とができる.ただし À はラグランジェ乗数で次の式を

満足していなければならない.

叫叩~S;(AiX一向 )2
は4) I: 巴 ν u ヨー = 

i=l え -WiSi)

n(N-1) 
一一一一一一 Fa12(m ， N-m)
N(N-m) 

ﾀ>max WiS~， I= {i IAixーん *O}
iel 

このときミニマックス解を与える問題

悦 ( ﾀ( Aix-fi;) ¥2 
最大化 c'x- I: Wtl-τ一一τ-'-'-1

(1司 I ~"'~ - i';;1.¥ ﾀ-WiSi ) 

条件 (14). 

は凸計画とはならないが， Àz3/2 え回目(.1.max は即iS~ の

最大値)に限ればz とえに関する凸計画となる.また，

i をパラメータとみたとき，問題(l5)は z に関する凸計画

となり，その時の最適解ポ(え)は，0こ関して連続性を持

つ. 以上から， 数値解法によりミニマックス解 x* (，{* ) 
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を求めることができる [10J.

確率的線形計画問題で信頼領域を用いて集合Fを定

めるミニマックスモデルは，目的関数の係数を推定する

問題 [11J や制約式の係数行列の中にある未知係数を推

定する問題 [12J についても考察されている.

3. 最適解の推定

問題(2)の最適解 P はザンプルの大きさ ν が大きくな

るにつれて問題(1) の最適解 x* に収束することが望まれ

る.次の定理は，問題 minE.{f(x， ω)}の最適解 u が

問題 minE{f(x， ω)} の最適解 x* に収束することに関

するものである.

定理 1 [6 J すべての XEX に対して ωl→f(x， ω)

が Q 上の連続関数であり， かつ， すべての ωEO に対

して XI→f(x， ω) が Rn 上の下半逮続関数であるとす

る. さらに，サンプリングによって得られる測度 Pν の

列 {p.}二。が P に分布収束し，かっ， f(x， ・)・tight で

ある，すなわち，すべての XEX と e>O に対して

同 jω If(x， w )l P.(dω) くS， 同， 1 ，

となるコンパクト集合 KscO が存在するとする. この

とき

間 Jcf(x， w)P(向)=epJ;EmjJz， ω )Pν (dω)

が得られる1>.また

同叫m咋f(x， w)P.(dω)nD吋 (a.s.)

同 {x*}=叫 min~cf(x， w)P(dω)nD

であるコンパクト集合 DnRn が存在すれば

闘1) x*=lim x. 
.叩

凶吋Q点x， ω )P(dω)=

~~~(infJcf(x， w)Pν(“小a.s・)
が得られる.

このような枠組みの中で，未知係数をサンプリングに

よって推定しながら真の最適解の見つける問題を以下に

述べる [9 J. 次の線形計画問題闘を考える.

同 1 最小化向
|条件 Aa+b::;;O. 

ここでA と b は未知あるいは確実に知られていない係

数であるとする.Aと b の真の値をそれぞれA本とがと

するならば， A と b は密度関数

r+∞ 
岡 p(t)=l

90 (36) 

t=(Aヘ b*)

t* (A* , b*) 

をもっ一点分布にしたがう . {xIA*x+伊三三 O} 手掛と仮

定するとき，サンプル情報が得られる度に adaptive な

方法で

|最小化 c'x, 

凶|条件 E{Ax+b}::;;O {::> A勺+b*::;;O
の最適解を推定するのが目的である.

A と b の推定は多変量回帰分析によって行なう.サン

プノレ点がにおいて正規分布にしたがう観測雑音がを含

んだ観測値が=AXk+b+uk が得られたとき ， A と b の

最尤推定量は (Â， b)'=(X'X)→(X'Y) となる.ただし，

Xはサンプル点の行列 (rank X=n+l) , Yは観測値の

行列である.大きさ ν のサンプルから求められる推定量

(λ， b) の密度関数 p. (t) は多変量正規分布を表わし，サ
ンプル数が十分大きくなったときその分散共分散行列が

Oに近づくならば lim.→ωρν (t )=ρ(t) となり ， (Â , b) 
は (A*， b*) の一致推定量となる. 大きさ ν のサンプノレ

が得られているときの推定値を (Aν， bν) と表わすと，問

題凶の最適解 d を推定するための問題は次のように表

わされる.

|最小化 c'x, 

岡|条件 E>{Âx+b}::;;O{::>A切+何0
問題闘の最適解 f を求め， さらに新しいサンプルか

ら吏新される推定量が得られる度に問題闘を解き，最適

解をが+1 ， XSol +2， …と求めてゆけば，問題凶の最適解 z本

に収束する点列 {x.} が得られる.しかし ， x* を求める

のが目的であるから，問題闘の最適解を厳密に求めなく

ても ， x* へ収束する点列 {X.} が構成できれば十分で・あ

る.さらに， XJI が問題闘に対して実行可能で U に近け

ればより好ましい.

かは問題闘の実行可能解であるとする.かをサンプ

ノレ点として新たな観測値 y.+l が得られると， 推定値は

(A.+l, b. +l) と更新され，

岡|最小化以
|条件 E.+1 {Âx+b} 孟 o {::> A.+lx+b.+l 三三 0

が得られる.問題岡に対応して，かからか+1 を構成す

るために次の 2 種類のステップを考える.

1. 実行可能性のためのステップ

かは問題岡に対して実行可能になるとは限らないの

で，その時にばかを実行可能領域内の点 xj.， へ射影す

る.

2. 最適性のためのステップ

実行可能な点 ZF から XJl+ 1 を作るとき，より最適解

に近づくようにしたいので内点法のアルゴリズム(アフ
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ィンスケーリング法)を用いて

間 xv+l=XF+αvdν

とする.ただし ， a" はステップ帳，ルは方向ベグトル

である.

アフィンスケーリング法では境界上にない内点が必要

であるが1.のステップで得られる点 XF は境界上に位

置してしまう.問題闘では期待値を取った関数が制約条

件に使われているが，推定量 (λ， b) は正規分布にした

がう確率変数であるため， かが問題闘に実行可能でな

くても λか+b~O となる確率は O ではない. このこと

から，点かが Ãx"+b~O を満たすように確率変数

(Â， b) の実現値 (Ã， b) を選ぶことは可能であり，この
実現値を用いたときの実行可能領域が問題闘の実行可能

領域とできるだけ近くなるように (Ã， b) の値を選ぶよ

うにする. 簡単のため瓦=A"+1 と固定して ， b のみを

選ぶ場合を考えると，次の b に関する最小化問題によっ

て決められる.

岡| 最劇d、化 ( μ 

| 条件 Aν叶+叫lx"+b三云二 O.

これは b の信頼領域の中に A"+I x"+b~O となる 5 が

含まれるようにするとき，その信頼領域の幅が最も小さ

くなるようにがを選んでいることを示している. この

とき，問題岡の実行可能領域を以下のように修正する.

凶 {xIA~+1 x+br~O foriEJ, 

A~+1 X+b~+1 -f~ 0 for i EJ', 

A~+1 X+b~+1 ~三 o for if1;JUJ'} 

ただし ， J= {i IAi+1Xν+bγ1 >0, bt*b~+I}， 

J'= {il At+1xv+b~+1 三三 0， A~+IXF+bt+l =O} で， ε は許容

誤差とする.この修正された領域は，問題岡の実行可能

領域に射影された点 XF を実行可能な内点にするだけで

なく，問題闘の条件を推定量にもとづL 、て緩めているこ

とになる.

図 1 に解法アルゴリズムを示している.収束性に関し

ては次の定理が成立する.

定理 2 [9 ]確率 l で

倒 lim{xIEv{Ax十b} 三 O} ={xIE{Ax+b}~O} 

が成立する.

定理 3 [9 ]確~1 で

。1) lim I c'xv-c' x* I• 0 

となる.

1992 年 2 月号

proeedure 最適解の推定:

begin 

初期推定値 (A"， bν) と許容誤差 e を与える』

p を任意に与える;

repeat 

begin 

ν←ν+1 とする;

新しい観測値 (xν， y.) を得て，推定値を更新する;

if X" が実行可能でない

then ステップ 1 により xF と領域闘を求める

else xF←かとする;

ステップ 2 により草川←xF+αvdv とする;

end 

until 11αkdkll<ν; 

xv叫が z事の推定値となる 2

end 

図 1 解法アルゴリズム

4. おわりに

本稿では 2 つの話題を中心に確率的計画法における統

計的手法について述べた.後者のモデルで・は，推定のた

めの問題闘において機会制約条件を取り入れた問題を考

えることによって，最適解の推定値の精度などの評価に

ついても考察しているところである.また，このモデル

は確率測度Pの近似を用いた近似解法[ 1 ]とも密接に

関連しており，より広範囲の問題への拡張も可能である

と恩われる.
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脚注 1) エピ収束: y=epi-lim y-( 関数列 {yν} が g に

エピ収束する)。

・ 2 に収束するすべての点列 {x-} に対して

(A.l) lim inf y-(x-) ミ y(x)
.→∞ 

• x に収束するある点列 {xν} に対して

(A.2) lim sup y-(xν) 三 y(x)
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