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1． はじめに  

制約条件式や目的関数の係数が明確にわからない  

状況での数理計画法として，前回は，確率計画法を取  

り上げた．そこでは，不明確な係数が従う確率分布を  

定めなければならない．十分に多くのデータがある  

場合には，客観的な確率分布の推定が可能であるが，  

データが少ない場合には，容易ではない．確率分布を  

過去のデータから客観的に推定できたとしても，本当  

に係数がその確率分布に従うかどうかは疑問である．  

これに対し，専門家の主観的な経験的知識や勘を積  

極的に取り入れ，不明確な係数の取りうる範囲をファ  

ジィ集合として定めた可能性計画法（possibilisticpro－  

gramming）が提案されている【1】，【2】   

本稿では，可能性計画法を取り上げ，その基礎と考  

え方，主な定式化法，および通常の数理計画法によ  

る取り扱いとの相違について，例翠を用いて解説す  

る・なお，可能性計画法はファジィ数理計画法（hzzy  

mathematicalprogramming）の一種である．ファジィ  

数理計画法は，   

1・意思決定者の希求水準の漠然性を扱うもの．  

2．係数の不明確さを扱うもの．  

3・漠然とした希求水準と不明確な係数とを同時に  

扱うもの   

の三つに分類できる【1】，【2】．1のタイプのファジィ数理  

計画法が本連載の第2回で取り扱われたフレキシプ  

ル計画法である．可能性計画法は，2，3のタイプの  

ファジィ数理計画法のことをいう．本稿では，紙面の  

都合上，2のタイプのものについて述べる．  

2．例題と線形計画アプローチ  

2．1 例題   

【例題】ある工場では，新たに製品Aを生産しようと  

考えている．製品Aの生産工程は，少し前に生産を始  

めた製品Bの生産工程と同じく，工程1，2，3の3  

工程である．製品Aの1単位当たりの工程1，2，3  

での所要時間は，それぞれ，「だいたい2単位時間」，  

「だいたい4単位時間」，「だいたい1単位時間」と予  

想される．製品Bの1単位当たりの工程1，2，3で  

の所要時間は，それぞれ，「だいたい3単位時間」，「だ  

いたい2単位時間」，「だいたい3単位時間」である．  

各工程の1カ月の実働可能時間は，工程1が240単位  

時間，工程2が400単位時間，工程3が210単位時間  

である．製品A，Bの1単位当たりの粗利益は，それ  

ぞれ，「だいたい5万円」，「だいたい7万円」である．  

このとき，粗利益を最大にするためには，製品A，B  

それぞれ何単位ずつ生産すればよいだろうか？   

2．2 通常の線形計画法の適用  

可能性計画法による解と比較するため，通常の線形  

計画問題として定式化し，解を求めておこう．   

製品Aの生産量を∬1，製品Bの生産量を∬2とし，  

「だいたい…」という形の不明確さを無視すると，例  

題は，   

●  

最大化 5：rl＋7二r2  

制約条件 2∬1＋3：r2≦240  

4∬1＋2こr2≦400  

∬1＋3こr2≦210  

∬1≧0，∬2≧0  

（1）  

と表せる．これを解けば，最適解は（∬1，∬2）＝（90，20）  

となる．この解では，1番目と2番目の制約条件が等  

号で成立している．これらの制約条件の係数2，3，4，  

2の見積もりが誤っていて，真の値が少しでも大きけ  

れば，実行不能になり，実行可能性の面で危険な解に  

なる．そこで，係数の不明確さを考慮して，各制約条  
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上回る可能性と下回る可能性は，ともに等しく線形的  

に減少し，2単位時間を中心に左右対称な2等辺三角  

形になっている．もし，2単位時間を下回る可能性が  

上回る可能性より高い場合には，図1の破線のような  

非対称寧ファジィ数となる．本稿では，簡単のため，2  

等辺三角型（以後，簡単に三角型という）のファジィ  

数だけを取り扱うが，非対称な場合も全く同様に扱う  

ことができる．図1のような三角型ファジィ数は，中  

心αiと幅ひα1の対〈α；，ひ。1〉と表現できる．たとえ  

ば，図1のファジィ数はAl＝〈2，0．7〉と表せる．ファ  

ジィ数Alは，製品Aの工程1での所要時間α1の取  

りうる範囲を可能性の度合いを付けて表しており，可  

能性分布（possibility distribution）と呼ばれる．この  

とき，製品Aの工程1での所要時間α1は可能性変数  

（possibilisticvariable）と呼ばれる．   

製品Aの他の工程での所要時間αi，製品Bの各工  

程での所要時間■ゎiも三角型ファジィ数Ai＝〈α；，ひα‘〉，  

βi＝弼，叫．〉で定める．同様に，経理部の担当者を  

呼び出し，各製品の単位当たりの粗利益cゴを三角型  

ファジィ数q＝（弓，W。ゴ〉で表す・この結果，表1・の  

ようなファジィ数が得られた．表1の三角型ファジィ  

数の幅に注目すると，新たに生産を開始しようと考え  

ている製品Aの方が製品Bよりも大きくなっている．   

可能性計画問題は，次のように定式化される．   
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図1．三角型ファジィ数〈2，0．7〉  

件に余裕があるように，制約条件の右辺の借を小さく  

設定しよう．たとえば，17％の余裕を取り，右辺の値  

を83％にして，問題を定式化すると，   

最大化 5ェ1＋7∬2  

制約条件 2∬1＋3∬2≦199．2  

4∬1＋2∬2≦332  

∬1＋3∬2≦174．3  

∬1≧0，∬2≧0  

（2）  

となる．これを解けば，最適解（∬1，∬2）＝（74．7，16．6）  

が得られる．∬1と∬2の比をとれば，∬1：∬2＝9：2と  

なり，（1）式の最適解における比と一致している．こ  

のタイプの問題では，制約条件の右辺の値を一様の割  

合で変化させても，最適解における変数の値の比は一  

定で変化しない．いずれの場合も，製品Aを製品Bの  

4．5倍生産することになる．   

3．可能性計画法の基礎  

3．1 可能性計画問題の定式化  

例題の「だいたい‥・」という形の不明確なパラメー  

タをファジィ数で表現し，可能性計画法を適用しよう．  

そのため，この工場の製造管理部の担当者を呼び出  

し，「だいたい2単位時間」などの製造時間をファジィ  

数で表現する．たとえば，「だいたい2単位時間」と表  

現された製品Aの工程1での所要時間α1のファジィ  

数Al‾は，図1の実線のように，  

最大化 cl∬1＋c2∬2  

制約条件 α1∬1＋bl∬2≦240  

α2こrl＋わ2：r2≦400  

α3∬1＋わ3∬2≦210  

∬1≧0，£2≧0  

（4）  

ただし，Cメ，j＝1，2は可能性変数で，その取りうる  

範囲はファジィ数qに制限される．αiおよびむi，五＝  

1，2，3は，それぞれ，取りうる範囲がファジィ数Aiお  

よび夙に制限された可能性変数である．  

表1．例題1のファジィ係数  

製品   A  B   実働可能時間   

工程1  Al＝〈2，0．7〉 β1＝〈3，0．5〉   240   

工程2  A2＝（4，1．5〉 β2＝（2，0．3〉   400   

工程3  A3＝（1，0・5〉 β3＝〈3，0・3）   210   

粗利益  Cl＝〈5，1〉 C2＝（7，0・7〉  

（  
）（3）  

10巨－2l   
〃Al（r）＝maX   0，1－  

なるメンバシップ関数により表そう．図1は，2単位  

時間が最もありうることを表し，長くかかっても2．7  

単位時間を越えることがなく，短くとも1．3単位時間  

未満ではないことを表している．また，2単位時間を  

5TO（36）  オペレーションズ・リサーチ   
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3．2 可能性線形関数の計算   

（4）式の問題を見ると，目的関数や制約条件の左辺  

が可能性変数を係数とする∬1，エ2の線形関数となっ  

ている．このような関数を可能性線形関数（possibilis－  

ticlinearfunction）という．可能性変数が不明確なパ  

ラメータを表しているので，可能性線形関数の値も不  

明確となり，その取りうる範囲は，やはりファジィ数  

に制限される．可能性線形関数の値を制限するファジ  

ィ数は，拡張原理（extensionprinciple）に基づき計算  

される．たとえば，∬1，∬2が与えられたとき，（4）式  

の目的関数値ふ（∬1，∬2）＝Cl∬1＋c2∬2は，次のメンバ  

シップ関数をもつファジィ数穐（諾1，∬2）に制限される．  

PFb（xl，。2）（r）＝ Sup min（FLcl（p），Pc2（q））（5）  
p，9  

γ＝pエ1＋9ヱ2   

Cl，C2を制限するファジィ数Cl，C2は，それぞれ，  

三角型ファジィ数（5，1〉，（7，0て〉であったことに注意  

して，・（5）式の拡張原理に基づきファジィ数昂（∬1，∬2）  

を計算すると，次の三角型ファジィ数になる．  

昂（ェ1，∬2）＝〈5∬1＋7∬2，l∬1】＋0・7l∬21〉  

一般に，可能性変数恥が三角型ファジィ数ち＝  

〈y；，叫〉で制限されるとき，Z＝∑完1たjyj（たJは実  

数値）を制限するファジィ数（可能性分布）Zは，   

z＝鱗・仙 
〈墓宕 〉 

（6）  

なる三角型ファジィ数になることが知られている【3］．  

（4）式の各制約条件の左辺の値をム（∬1，∬2）＝αi∬1＋  

わ2，五＝1，2，3とし，ム（∬1，∬2）を制限するファジィ数  

を彗（∬1，ご2）としよう．勘，hを制限するファジィ数  

4，昂が表1に示すように三角型ファジィ数であった  

から，彗（∬1，∬2）は，それぞれ，次の三角型ファジィ数  

になる．  

n（∬1，∬2）＝〈お1＋3∬2，0・7l∬1l＋0．5lご21〉  

蔦（∬1，∬2）＝（4∬1＋2∬2，1・5l∬1l＋0．3l£2け  

蔦（∬1，∬2）＝〈∬1＋お2，0・5l∬1l＋0・3l∬21）   

3．3 可能性測度と必然性測度に基づく指標  

可能性線形関数の値は不明確なパラメータを伴って  

いるので，一意に定まらない．したがって，可能性線  

形関数の最大化は何を意味するのか，可能性線形関数   
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図2．z≦タの可能性と確実性の指標  ●  

の値が240以下とは，どういう条件を表すのかが明  

確ではない．しかし，可能性線形関数の値がある制約  

や目標を満たす可能性あるいは確実性の度合いは，可  

能性測度（possibilitymeasure）と必然性測度（necessity  

measure）を用いて定義できる【3】．   

可能性変数z とその取りうる範囲を制限するファ  

ジィ数Zが与えられたとき，Zがタ以下である可能性  

と確実性の度合いは，それぞれ，次式で定義される．  

Po5（z≦タ）＝Sup（〃z（γ）lr≦タ）   （7）  

〃eβ（z≦タ）＝1－Sup（〝z（r）lr＞タ） （8）  

Po5（z≦タ）とⅣe5（z≦タ）の示す値を図2に示す．  

同様に，Zがタ以上である可能性と確実性の度合い  

は，それぞれ，Po5（z≧タ）＝Sup（〟z（γ）lγ≧タ）と  

Ⅳeβ（z≧タ）＝1－Sup（〃z（r）lr＜タ）と定義できる．   

可能性線形関数の借上（∬1，エ2）もファジィ数君（∬1，  

∬2）に制限される可能性変数であるので，（7），（8）式  

のZにム（Jl，∬2）を，Zに彗（∬1，∬2）を代入すること  

ができる．これにより，可能性線形関数の値が与えら  

れた値以下（以上）である可能性と確実性の度合いが  

求められる．   

4．問題の解釈と可能性計画法   

先に述べたように，可能性線形関数値が最大である  

ことや可能性線形関数の値が与えられた値以下であ  

ることは，どういう条件かを明確に定めていない．し  

たがって，（4）式は明確に記述されていない問題になっ  

（37）5Tl   
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と取り扱うことができる．（9）式は次式と等価になる．  

2．56∬1＋3．4∬2≦240  

5．2こrl＋2．24£2≦400  

1．4こrl＋3．24訂2≦210  

∬1≧0，∬2≧0  

（10）  

（10）式の実行可能領域を（1）式，（2）式のものと比較  

すると，図3のようになる．実行可能領域の面積がほ  

ぼ等しい（2）式に比べ，（10）式では，∬1を厳しく制限  

し，∬2を緩く制限していることがわかる．すなわち，  

実働可能時間の制約を満たす確実性を高めるため，よ  

り不明確な製品Aの生産量に強い制限を課している．   

一方，目的関数の粗利益について意思決定者は，高  

い確実性で見込める額に強い感心をもっていたとしよ  

う．その額が大きいほど，好ましいと考えられるので，  

高い確実性で見込める額，すなわち，  

図3．（1）式，（2）式と（10）式の実行可能領域  

ている．可能性計画法では，可能性線形関数の最大化  

や可能性線形関数を含む制約条件に解釈を与え，（4）  

式を明確に記述された通常の数理計画問題へ変換す  

る．一般に無数の解釈が存在するので，問題の背景や  

意思決定者の意向に応じた解釈が採用される．ここで  

は，よく知られている二つのモデルを紹介し，どのよ  

うに意思決定者の意向が解に反映されるかを示す．   

4．1 満足水準最適化モデル  

実働稼働時間は，臨時作業員の雇用によっても作業  

面積などの制約から容易に増やせないとしよう．この  

とき，（4）式の制約条件は，高い確実性で満たされな  

ければならない．確実性の度合いが0．8以上あれば，  

確実性が高いとみなせるなら，（4）式の制約条件は，  

Ⅳeβ（cl二rl＋c2∬2≧祝）≧0．8  （11）  

となる祝をできるだけ最大化する問題と解釈できる  

（図4参照）．図4より理解できるように，（11）式は  

点Pが高さ0．2の直線Jの下にあること，言い換え  

れば，点Qの横軸の値tが祝以上にあることと等価  

である．f＝（c盲一0．81〃。1）∬1＋（c昌一0．8t〃。。）∬2である  

から，表1の数値を代入すると，（11）式は  

（12）  
4．2∬1＋6．44∬2≧祝   

Ⅳe5（α1∬1＋わ1∬2≦240）≧0．8  

Ⅳe5（α2エ1＋む2∬2≦400）≧0．8  

Ⅳeβ（α3∬1＋♭3∬2≦210）≧0．8  

∬1≧0，∬2≧0  

となる（先の（9）式から（10）式への変形も同様であ  

る）．（10），（12）式のもとで㍑を最大化することは，  

（10）式のもとで（12）式の左辺を最大化することと等  

（9）  
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図4．満足水準最適化モデルと様相性最適化モデル  
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たuを450に固定し，0．8に固定していたんを最大  

化する問題となる．（14）式に（10）式の制約条件を加  

えて，問題を変形すると，  

最大化 ん   

制約条件（5一九）∬1＋（7－0．7ん）ご2≧450 （15）  

（10）式   

となる．この間題は，んに関する二分法とシンプレッ  

クス法を用いて解くことができる【1】，【2】．（15）式の最適  

解では，（∬1，∬2）母（17．99，57．04）となり，満足水準最  

適化モデルの最適解と一敦する（これらのモデルの最  

適解は常に一致するとは限らない）．   

また，意思決定者が，粗利益が530万円以上得ら  

れる可能性も450万円以上得られる確実性と同じく  

できるだけ高くなって欲しいと希望したとすると，目  

的関数を  

110 140 170  200  230  260  290  

120 180  240  300  360  420  480  

60   90  120 150 180  210  240  

最大化 min（Ⅳe5（cl二rl＋c2∬2≧450），  

Po5（cl二rl＋c2二r2≧530））  
（16）  

とすれば良い．（16）式は，次の間題に帰着され，二分  

法とシンプレックス法で解くことができる．  
340  390  440  490  540  590  640   

図5．（2）式の解と（13）式の解との比較  

・最大化 ん  

制約条件（5－ん）∬1＋（7－0・7ん）∬2≧450  

（6－ん）∬1＋（7・7－0・7ん）∬2≧530  

（10）式  

価である．結局（4）式は，  

最大化 4．2こrl＋6．44二r2  

制約条件（10）式  

（17）  

（13）  

この間題の最適解では，（∬1，∬2）記（64t68，21・89）とな  

る．この解と（15）式の解の様子を図6に示す．（15）式  

の解に比べ，530万円以上の粗利益の可能性が考慮さ  

れ，少し改善されている．しかし，530万円以上の可  

能性と 450万円以上の確実性とをバランス良く最大  

化しているため，450万円以上の確実性がかなり低下  

している．   

さらに，意思決定者が，粗利益が450万円以上得  

られる確実性がほどほどにあるもとで，530 万円以  

上得られる可能性ができるだけ高くなることを希望  

すれば，たとえば，Ⅳeβ（clこrl＋c2∬2 ≧450）≧0・5  

のもとで，Po5（cl∬1＋c2∬2≧530）を最大化すれば  

良い．ここでは，「確実性がほどほどにある」を確実  

性が0．5以上と解釈している．この間題の最適解は，  

（∬1，∬2）嵩（38・28，41・76）となる．この解は，（15）式と  

（17）式の解の中間的なものになっている．上述のよう  

に，可能性計画法では，意思決定者の意向に応じてさ  

まざまな解が求められる．  

（39）5丁3   

なる線形計画問題に帰着される．これを解くと（∬1，  

∬2）彩（17．99，57．04）なる解が得られる．比較のため，  

（2）式の解と（13）式の解を図示すると，それぞれ，図  

5のようになる．図5よりわかるように，（2）式の解  

では，工程1，2での実働可能時間の制約を満たす確  

実性があまり高くなく，ここで仮定している状況に合  

っていない．   

4．2 様相性最適化モデル  

満足水準最適化モデルの場合とは異なり，意思決定  

者が450万円以上の粗利益をできるだけ確実に得た  

いと希望しているとしよう．この希望を表現すると，  

最大化〃eβ（cl∬1＋c2∬2≧450）  （14）   

となる．図4に示すように，この目的関数は，満足水  

準最適化モデルとは全く逆になっていることがわか  

る．すなわち，満足水準最適化モデルで最大化してい   
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も，対称モデル（制約化モデル），あいまいさ最適化モ  

デルなど，さまざまなモデルが提案されている【4】．さ  

らに，本連載の第2回で述べられたファジィ目標を導  

入することや，不明確な係数をもつ多目的計画問題を  

取り扱うこともできる．適切なモデル，適切な解釈を  

導入することにより，意思決定者の微妙な意向を適切  

に解に反映することができる．   

最後に，ここで述べた可能性計画法は，確率計画法  

の機会制約条件問題に対応するものである．前回に述  

べられたように，確率計画法には，機会制約条件問題  

以外に2J斐階問題もある．可能性計画法では，未だ2  

段階問題に対応するものは考えられていない．いずれ  

提案されるものと期待される．   

次回は，確率計画法と可能性計画法とを比較し，そ  

れぞれの特徴を考察する．   
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図6．（17）式の解と（15）式の解との比較  

5．おわりに   

本稿では，可能性計画法の基礎と二つのモデルにつ  

いて述べた．不明確なパラメータを十分に考慮せず  

に，通常の数理計画問題へ直接定式化するよりも，可  

能性計画問題を介し，問題の解釈に応じた定式化を行  

った方が，意思決定者の意向を反映した解が得られる  

ことを示した．三角型ファジィ数のみを用いたが，ど  

のような形状のファジィ数を用いても全く同様な結果  

が得られる．また，ここで述べた二つのモデル以外に  
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