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レベルが低ければ，少なくしか取らない場合もある．  

このようなデータの曖昧性を表すファジィ概念はOR  

などの数理的意思決定には非常に有用であり，これか  

らどんどんモデル化に使われると思われる．ファジィ  

数はその中でも最も用いられるべきファジィ概念であ  

り，数学的には以下のように定養される．   

定義1（ファジィ数）   

実直線上で定養された正規かつ凸ファジィ集合で，  

メンバシップ関数が区分的に連続なものをファジィ数  

という．  ■   

ただし，正規性はメンバシップ値の上限が1である  

ことをいい，ファジィ集合Aが凸であるとは，メン  

バシップ関数が準凸関数であることをいう．斤1上に  

拡張原理というもの（通常の集合聞の数学的関係をフ  

ァジィ集合に拡張した概念）を適用して，2項演算＊  

を2つのファジィ数〟，Ⅳの2項演算㊥に拡張するこ  

とができ，そのメンバシップ関数は  

FLM㊥N（z）＝Supz＝1粕min（FLM（x），FLN（y））  

となる．特に，2項演算として＋，－，×，÷を考えれ  

ば，2つのファジィ数〟，〃の和，差，横，商が与え  

られる．しかし，各々のファジィ数のメンバシップ関  

数が複雑になると，これらを実際に求めることは非常  

に困難である．そこで，ファジィ数の演算を計算機を  

用いて効率よく行うために，DuboisとPrade［3］は  

L－Rファジィ数（LR fuzzy number）を導入した．   

定義2（⊥一月ファジィ数）   

次のようなメンバシップ関数に制限されるファジィ  

数〟をエー斤ファジィ数と呼ぶ．  

1．一はじめに  

我々がファジィ組合せ最適化を研究し始めた動機は  

Chanaetal・によるファジィ容量の概念［1，2］であ  

った．彼らはファジィ概念の存在下で，最大フロー最  

小カットの定理が拡張できることを鮮やかに示したの  

である．我々はこれがファジィ組合せ最適化の始まり  

であると思っている．慮近の社会情勢での個々人の価  

値の多様化，社会状況の不確実，不確定性の下で意思  

決定する際には，多様な情報の下で最適化が必要にな  

ってくる．このような情報をうまく利用しなければな  

らない状況では，ますますORの役割が重要になり，  

ファジィ理論とORのマッチングが行われなければな  

らない．本来，ファジィ理論ほ制御よりもORこそ相  

性がよい筈であるが，これまではあまり意識されてこ  

なかった．しかし，組合せ最適化ではわずかな環境の  

変化に対しても最適解が変わる可能性が高く，データ  

の精度，基準の融通性，環境変化に対応した最適化を  

考えることはとりわけ重要である．本稿では，まず組  

合せ最適化モデルの中で特に重要となるファジィ概念  

を紹介した後，これらを用いたファジィ組合せ最適化  

モデルについて幾つか取り上げ，最後にこれからの展  

望について述べたい．  

2．組合せ最適化におけるファジィ概念  

2．1ファジィ数   

まずORとファジィとのマッチングとして，最も重  

要な概念であるファジィ数について述べる．   

ファジィ数とは実数をファジィ化した概念化であり，  

「40名程度」などのおおよその数や推定された値，さ  

らには人数に少しぐらい融通が利く状況などで用いら  

れる．例えば，入学定員などは成績が良い学生が多け  

れば，募集人員より少し余分にとることもある一方，  

上（警）（J≦桝，α＞0）  
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で非増加，を満たすよう定義される型関数（shape  
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（2）Ⅲ（¢）＝0，Ⅱ（ガ）＝1  

（3）Ⅲ（AUβ）＝maX（Ⅲ（A），Ⅲ（β））（∀A，β⊆ズ）  

■   

確率測度の場合と同様，対象とする集合の各要素∬  

が制限される可能性分布関数汀（∬）を基に考えられ，  

分布関数が正規性を満たすとき，「Aである可能性の  

度合い」は   

Ⅱ（A）＝方（∬）（∀A⊆ズ）  

で定義される．特に対象となる集一合がファジィ集合の  

場合，口は   

Ⅱ（A）＝Sせpmin（7r（x），FL＾（x）） 

で定義される．   

2．3 ファジィランダム変数   

ファジィランダム変数とは，「ある確率でおおよそ  

いくら」というようなファジィ性とランダム性を同時  

に含む情報を表すのに有用な概念であり，直感的に言  

えば確率変数の実現値がファジィ集合となっている変  

数のことである．この概念は，Kwakernaak［20］に  

よって最初に導入され，その後，PuriとRalescu  

［23］によって理論的土台の構築がなされた．数学的に  

は次のように定義される．   

定義4（ファジィランダム変数）   

nを全事象空間，Aをファジィ集合の族とし，βn，  

βAをそれぞれの♂集合体，Pを確率測度とする．  

（n，βn，P），（A，βA）をそれぞれ確率空間，可測空間  

とするとき，nからAへの可測写像。方をファジィラ  

ンダム変数という．  ■   

幅広い応用をもつKaufmannとGupta［12］によっ  

て導入されたハイアリット数もファジィランダム変数  

の一種である．   

2．4 ファジィ容量   

ネットワークフローの問題において，アーク（オ，ノ）  

を流れるフローの畳／（才，力に対する満足度をメンバ  

シップ関数で表すことを考えると，だいたい一以下で  

あればよい場合には図2に示されるような形になる．  

また，上限のみならず下限もある程度考慮したいとき  

は図3に示されるような台形型メンバシップ関数が利  

用される．目的を通常の最大流問題の制約の下で，   

min［min（FLii（f（i，j））larc（i，j）∈A），FLc（u）］（2）  

を最大にするフローを求めることとするとき，この間  

題は，総流量〃に対する消足度〃cとアークの容量制  

約に対する帰属度仇の最小値を同時に最大化する2  

目的関数になっている．上の式（2）を〟β（ム）とおくと，  

オペレーションズ・リサーチ   

function）である．また，mは平均（mean）と呼ば  

れ，パラメータα，βはメンバシップ関数の横方向へ  

の拡がり（spread）を表す．これらによってL－Rファ  

ジィ数は  

〟＝（椚，α，β）⊥斤  （1）  

と表すことができる．（1）のエーβファジィ数〟は，  

例えば図1で示されるメンバシップ関数によって制限  

される．エー斤ファジィ数の基本演算に関して，加法，  

減法に対する次のような公式がDuboisとPrade［3］  

によって示された．   

加法   

（∽，α，β）⊥斤⑳（乃，γ，∂）川＝（桝＋弗，α＋γ，β＋∂）⊥月   

減法   

（∽，α，β）川○（乃，γ，∂）此＝（研一乃，α十γ，β＋∂）ェ〟  

これらは拡張原理からも明らかである．また型関数  

エ（・）が尺（・）と同じでメンバシップ関数が偶関数であ  

るとき，特にエフアジイ数といい，（椚，α）⊥で示され  

る．Lファジィ数に対しては，Furukawa［5］により，  

DuboisとPradeによって与えられたファジィマック  

ス順序に関して，次のような性質が成り立つことが示  

されている．   

定理1（ファジィマックス順序）［5］   

エフアジイ数A＝（桝，α）⊥，β＝（乃，β）ェに対して  

A≦β⇔乃一沼≧ゐlα－βl  

が成り立つ．んはinf（′lエ（J）＝0）である．  
‘＞0  

■   

ここで，A≦βはAよりもβがファジィマックス順  

序の意味で大きいことを表す．   

2．2 可能性測度   

可能性測度とは，ある事象が起こる可能性の度合い  

をiRIJる尺度であり，Zadeh［30］によって次のように定  

我が与えられた．   

定義3（可能性測度）   

次の（1）～（3）の性質を満たす集合関数Ⅱを可能性測  

度（possibilitymeasure）と呼ぶ．  

（1）n：∀A⊆ズ→【0，1】  

282（4）  
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上では0という形のメンバシップ関数をもつファジィ  

納期と考えることができる．また，ファジィ納期を拡  

張し，仕事の完了時間ばかりでなく開始時間について  

も満足度を考えたファジィ概念として，ファジィ実行  

可能時間も考えられている．   

2．6 ファジィ処理時間   

通常仕事の処理時間はいつも一定ではなく，少し変  

動がある．このような場合，大体の処理時間を推定し  

ファジィ数で表すことができる．これをファジィ処理  

時間といい，例えば，⊥一尺ファジィ数を用いて且＝  

（刑∫，α，β）上〟と表すことができる．   

2．7 ファジィ先行関係   

いくつかの仕事があるとき，ある仕事を済ませない  

と次の仕事に入れないということがよくある．こうい  

う制約を先行関係という．通常のスケジューリング問  

題では，仕事間に先行関係があるかないかは明確であ  

り，先の仕事が完了しないと次の仕事に入れないと仮  

定している．しかし，実際の製造現場をみると，部品  

の調達状況，費用，もしくはどの顧客に対する納品を  

優先するか，などの要因により先行関係があるかない  

かのどちらかに限定できないような状況がある．また，  

時には，前の作業が完全に終らなくても次の作業に入  

れることもある．このような曖昧な先行関係をファジ  

ィ先行関係という．   

先行関係は2つの仕事んムの間に，′Jがムに先行  

するとき，Jf＜ムと表し，この先行関係を〟刃＝1，〟〟  

＝0によって表す．ファジィ先行関係では，勘，捗を  

0と1の間の数値で表す．ただし，先行関係では，2  

つの仕事が独立で「先行関係がない」ということは，  

どちらを先に処理してもよい，ということを意味する  

ので，仇＝1，捗＝1と約束する．  

3．ファジィ組合せ最適化モデル  

ここでは，スケジューリング，ネットワーク，ナッ  

プサック問題のファジィ版として幾つかの代表的なモ  

デルを述べる．紙面の都合で基礎的なスケジューリン  

グ理論，ネットワーク理論は割愛させて，いきなりフ  

ァジィモデルに入ることを御許し項きたい．   

3．1ファジィスケジューリング   

現実のスケジューリング問題においては，データが  

不確定あるいは条件がフレキシブルな場合が多く，例  

えば，各仕事の処理時間や仕事間の先行関係があいま  

いな状況で，納期に対する遅れ具合をどの程度に抑え  

るか，つまり遅れに対する満足度をスケジューリング  

（5）283   

槻（J（‘，J））  
．0  

0  Cij  C盲j   

J（豆，ゴ）  

図2 ファジィ容最  

J（よ，J）  
0皇iゴム‘J  Cij  Cij  

図3 下限制約つきファジィ容認  

max′〟β（ん）＝拘（ん）を与えるんのことを極大フロ  

ーと呼び，極大フローの中で最大の流量〃を与える  

フローのことを最適フローガと定義する．このとき，  

最大流一最小切断定理のファジィ版がChanas等によ  

って与えられた．これはクリスプな最大流問題に対す  

る最大流一最小切断定理［4］を含む拡張になっている．  

この証明およぴその解法については，文献［1］を参照  

されたい．   

定理2（最大流一最小切断定理のファジィ版）   

ガをソースsからシンクJへの最適フローとする  

とき，次の条件を満たす切断（ズ，斉）が存在する．  

・（f，ノ）∈（X，斉）→仇（／（f，ノ））＝〃わ（ガ）  

・f∈屠，ノ∈ズ⇒／（才，ノ）＝0  

1   

2．5 ファジィ納期   

スケジューリング問題において，各仕事が完了すべ  

き時刻を納期と呼ぶ．この納期がフレキシブルすなわ  

ち，完了時間に対して満足度がメンバシップ関数によ  

って与えられる場合を考える［9］．  

1 （0≦∬＜df）  

（d‘≦J＜ef）   

0 （ef≦∬）  

侮（∬）＝  

ファジィ納期は大学でのレポートの提出期限のような  

もので，少しぐらい遅れてもよいが評価が下がる場合  

に対応する．通常の納期ではdrまでは1で，それ以  
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の基準とするような問題がある．本節では，このよう  

な状況を考慮したスケジューリングモデルを紹介する．   

3．1．1ファジィ納期を考慮したスケジューリング  

問題   

処理時間は通常の確定的な時間で，ファジィ納期に  

関する満足度の・最小値が最も大きくなるようなスケジ  

ュールを求める［9］．仕事オの完了時間Crに対して  

その満足度が仙（Cf）で与えられ，全仕事聞での最小  

値をJとすれば，  

仰′（C‘）≧J⇔Cf≦払＋仇（1－り  

がすべてのオについて成立する．ここで仇＝ef－df  

とおいた．この不等式は完了時間がdf＋仇（1－′）以  

内であればよいことを示しているので，この値を通常  

納期と考えEDDルール（納期の早い順に仕事をスケ  

ジュールする）［11］を適用すれば・最適スケジュールは  

求まるが，e‘とオの値によってEDDルールに基づく  

スケジュールは変化する．ただし，Jの値域【0，1］は，  

対応するスケジュールが不変であるような幾つかの区  

間に分別することができ，それらを   

［0，ム），レl，ね），…，［ん，んH），…，h，1］  

とする．この通常納期が遅くなるにつれて満足度は減  

少するので，ある値J…に対応するd‘＋仇（1－f）を  

納期としてすべての仕事を完了することはできないが，  

レ′，んH）内の値に対してなら完了できるJが存在する  

筈である．この区間での納期順に処理するスケジュー  

ルが最適スケジュールとなる．   

3．1．2 ファジィ先行関係を考慮した2目的モデル   

最大納期ずれの最小化と先行関係の尊重という2日  

的スケジューリング問題を考える．ここで，先行関係  

については，各仕事間に定めたファジィ先行関係から  

求めた満足度の・最小値で測ることにする．また，最大  

納期ずれん＝Cf－drは各仕事の納期ずれCf－df（d‘  

は通常の納期）の最大値のことで通常工椚㍍で示され，  

エ椚∬＝maXl≦f≦乃」Lで定義される．まず通常の先行関  

係を考慮したスケジュール問題について解法を説明す  

る．   

仕事′fが先行する仕事の集合を1＝（ムIJ‘＜んカ  

∈（1，2，…，乃））で示す．ただし，記号＜はこの記号  

の前の仕事が後の仕事に先行して処理されなければな  

らないことを示す．Lawler and Moore［21］に従って  

次のように修正納期蛮を計算する．  

d；＝min（dt，min（diIL∈71）），i＝1，2，・・・，n  

蛮の非減少順にもとの先行関係を考慮しながら，仕  

事を処理すれば，最適スケジュールが得られる．  

284（6）   

仕事ムとJfについて，前節で述べたクリスプな関  

係も含めたファジィ先行関係を導入し，メンバシップ  

関数のグレード陶で表す．仇＝1，鮎＝α（0＜α＜1）  

の場合はファジィ先行関係があることを示し，ここで  

は陶と〃ムのいずれかは必ず1，すなわちどちらか  

は他方より通常の意味で先行するものと仮定する．   

今，仕事Jfを仕事ムに先行して処理したときの満  

足度は〃心であると定める．スケジュール方に対して  

第ゐ番目に処理する仕事を打（々）で示し，このスケジ  

ュールの最大納期ずれを⊥荒α，ファジィ先行関係の  

満足度の最小値を〃芸f〃で示す．また，スケジュール  

ベクトル〃汀＝（エ完叫〃宗一月）を考え，非劣スケジュール  

を以下のように定義する．   

定義5（非劣スケジュール）   

スケジュールベクトルび汀1＝（瑳1， げl），〃汀2＝（〃F2，  

〃g2）について次の関係が成り立つとき，2つのスケジ  

ュールれ，穐に関して，れが為に優越するという．  

げ1≦〝㍗2，げl≧〃才2，ぴれキ〃汀2  

もし，打に優越するスケジュールが存在しないならば，  

打を非劣スケジュールという．  

■   

一般に2目的以上のスケジューリング問題ではすべ  

ての目的関数を最適化するスケジュールは存在しない  

ので，非劣スケジュールを求めることになる．この間  

題はファジィ先行関係の満足度を順に1から下げなが  

ら非劣スケジュールを求める手法で解くことができる．  

まず，鮎を降べきの順に並べ，この結果を  

〟0…1＞〆＞〃2＞…＞〃烏≧0  

とする．ここで々は異なった陶の数である．次に，  

点集合Ⅳを仕事′fに対応する点の集まり，枝集合A  

をJf＜ムに対応する（Jf，ム）からなる枝の集まりとす  

る先行関係グラフPG＝［Ⅳ；A］を定義し，先行グラ  

フの列PCIJ＝1，2，…，ゑを以下のように作る．   

AO…（（′‘，ム）l鮎＝〃0，捗キ〃0），   

A‘…（（んム）l〃ぴ＝〃0，鮎＝〃り   

A‘＝Aト1－A′，PC‘＝［Ⅳ；A‘］，J＝1，2，…，々．  

非劣スケジュールを求めるアルゴリズムについて簡単  

に述べると，まず，先行関係グラフPGO＝［Ⅳ；AO］  

に基づく先行関係のもとで，最大納期ずれ最小化問題  

を解き，その最適値と先行関係の満足度を要素とする  

スケジュールベクトルを保存する．次にJ＝1，2，…，点  

と順次，先行関係PCJに基づく先行関係の下で同様  

のことを行い，求められたスケジュールベクトルが，  

前に求められたものに優越されていれば，取り除くと  
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なく，ある確率β以上で消たされればよいとする意  

思決定モデルに基づいている．ここで，βは意思決定  

者によって与えられる確率レベルで♂＞1／2とする．  

制約式においてⅢr（山）（G）≧ゐは次のように変形され  

る．   

いう操作を行うことによって，非劣スケジュールを求  

めることができる．このアルゴリズムの詳細等は文献  

［7］を参照されたい．   

このほか，ファジィ実行可能時間をもつモデル［18］，  

資源制約がフレキシプルなモデル［19］，メモリー容量  

がフレキシブルなモデル，等々様々なモデルが考えら  

れている．   

3．2 ファジィナップサック問題   

本節では，ナップサック問題で詰める品物の価値が  

ファジィランダム変数である場合を考える．  

S誓pmin（pY（u）（y）・Pc（y））≧h  

乃 ←＝⇒∑（め（α）＋斤＊（ゐ）＆）み≧〟吉（ゐ）  
J＝1  

（6）  

ここで斤＊（ゐ）と〃吉（ゐ）は擬逆関数であり次のように  

表される．  

（ 

Sup｛岬（’れ劇1）   
州＝ 

〟吉（ゐ）＝inf（f一世（′）≧ゐ）（0≦ゐ≦1）  

式（6）および正規分布の性質を用いると，問題（5）は次の  

等価な確定問題へと変換することができる．  

乃  ） 

（3）  

maX C．r   

JI  

s．t．∑k晶≦∂，み∈んノ＝1，…，  
ノ＝1   

ただし，C＝（cl，・‥，C乃），J＝（れ，‥・，∬乃）‘であり，ムは  

非負整数の有限集合とする．ここで，Cノは次のメン  

バシップ関数によって特性づけられるファジィランダ  

ム変数G（揖）とする．  
max ゐ  

′I s．t．∑（刑ノ＋斤＊（ゐ）＆）み  
ノ＝l  

エ（禦）（cノ≦め（α））  

斤（雪粁）（cJ≧抽））  

（7）  

尺∂ノ君諒   
〃q（山）（Cノ）＝  

め（α）は平均桝ノ，分散ポの正規分布に従う確率変数  

であるとし，‰＆はそれぞれ左右の広がりを表すパ  

ラメータとする．   

それぞれのq，ノ＝1，…，乃はエー斤ファジィ数にお  

いて中心が確率変数となっているファジィランダム変  

数である．したがって，前節で述べたエー斤ファジィ  

数の演算を用いて計算すると，目的関数を表すファジ  

ィランダム変数y（山）は次のようになる．  

ここで，jらは分布関数のβ分位点を表し，β＞1／2  

の仮定により正の値となる．問題（7）を解くために，¢  

＝斤＊（ゐ）として次の部分問題を導入する．  

立直タ ブ＝1  

J】  

max ∑（刑ノ＋¢A）み－為       J＝1  

乃  

JI  

s．t ∑勅勘≦占，み∈んノ＝1，2，‥・，    J＝1  
部分問題（8）の最適解を∬（仔），最適値をZ。とする．ま  

た，ゐ＊を（7）の最適値とし，q＊＝斤＊（ゐりとすると次の  

定理が成り立つ．   

定理3   

∬（α）＝∬＊となるための必要十分条件はZ。＝  

－〃き（斤（〃））が成り立つことである．  ■   

部分問題（8）を効率的に解くためにさらに次の補助開  

羞肋）ェ〝  
（4）  

y（甜）＝は  JI め（山）み，∑吼動         ノ＝1  
目的関数に対して，“だいたいム以上である”という  

ファジィ目標を設定し，メンバシップ関数〃cで特性  

づけられるファジィ集合で表す．目的関数値の可能性  

分布〃y（U）の下でだいたい八以上である可能性の度合  

いは次の式で与えられる．   

ⅢY・u）（G）＝Spmin（pY（W）（y），Pc（y））  

ここで，〃y匝）は，（4）で表されるファジィランダム変  

数を特性付けるメンバシップ関数である．問題（3）に対  

して次の間題を考える．  

題を導入する．   

max＝γ（例J巾肋－‡私兵ポガ                  乃              ノ＝1   

乃  

s上 ∑αJみ≦∂，み∈んノ＝1，2，…，乃          J＝1  

（9）  

この間題の解は，〃とγをパラメータとする動的計画  

法を繰り返し解くことにより求めることができる．途  

中の式変形や定理の証明およぴアルゴリズムの詳細は  

文献［13］を参照されたい．  

max ゐ  

s．t．pγ（Ⅱy仲）（C）≧ゐ）≧β，∑朱1αノ∬J≦占，  

み∈んノ＝1，2，‥・，乃  

（5）  

この問題は，ファジィ目標Cが達成される可能性の  

度合いがゐ以上であることが常に満たされる必要は  
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3．3 ファジィネットワークモデル   

3．3．1ファジィ輸送問題   

通常ヒッチコック輸送問題では，複数個の供給地か  

ら複数の需要地へ物資を輸送コストが最小となるよう  

に送る計画を求める．その際，各供給地からの供給量  

と各需要地の需要量は共に決まっており，この間題が  

実行可能解をもつには総供給量が総需要畳以上でなけ  

ればならない．そうでない場合は従来のモデルでは解  

かなかったが，現実にはある供給地では「少しだけ無  

理をすれば，供給量をα‘より増やすことが可能」だ  

ったり，ある需要所では「受け取る畳はだいたい∂J  

以上欲しいが，少し少なくても我慢する」などのよう  

な状況がある．このような状況を反映して次の図4，  

5のようなメンバシップ関数で与えられるファジィ供  

給量，ファジィ需要量を考える．これらのファジィ要  

素は供給ノード5ゎ 需要ノードんごとに定められ，  

供給量（羞′＝∑ゎ∈イ（封，ん），才＝1，…，∽），需要量（ズゎ  

＝∑β．∈㌔（sゎむ），ノ＝1，…，乃）に対する意思決定者の  

「満足度」をメンバシップ値擁′（晶‘），〃ゎ（晶ノ）が示す  

ことになるので，旦fや虎他やあ）の値を調整するこ  

とによって，現実的な供給量（需要量）が表せる．た  

だし，任意の実行可能解の目的関数値が0にならない  

ようにするため，∑s′∈5虎‘＞∑ゎ∈γ島としなければな  

らない．すなわち次の問題を考える．   

max min（FLs，（羞′），iL，，（K，）lsi∈S，ら∈T）   

s．t．∑∑cJ（封，む）≦e  
8I∈ざわ∈T  

′‘β‘  

／（sf，ん）≧0，S‘∈S，わ∈r  

この間題の目的は，総輸送コストの上限eを超えな  

い範囲で，供給・需要双方のメンバシップの最小値を  

最大にする輸送方法を考えることになる．詳しくは文  

献［8］を見られたい．また，多田ら［26，28］により整  

数制約をつけたファジィ輸送問題も考えられている．   

3．3．2 ファジィネットワーク上の最適化   

ネットワークにおいて，点やアークに存在の度合い  

としての存在可能性が付随している場合ファジィネッ  

トワークという．アークの長さがファジィ数である場  

合，ファジィマックス順序を用いたファジィ・最短路問  

題［5］や最短で最小存在可能性を最大にする経路を求  

める2目的の問題［25］などが考えられている．   

3．3．3 その他のファジィネットワークモデル   

ファジィスパニングッリー問題［10，14，15］やファ  

ジィシェアリング問題［29］など沢山考えられている．  

4．おわりに  

紙面の都合上，我々が精力的に研究してきたファジ  

ィ割当問題とファジィ人員配置問題については触れる  

ことができなかった．これらは現実問題に即適応でき  

そうなモデルであるので，是非文献［16，17，27］等を参  

照されたい．   

本稿では，あいまいさを考慮に入れた組合せ最適化  

について，いくつかの問題およびモデルを述べてきた  

が，実際にモデル化を行う場合，どのような要因をフ  

ァジィ概念化するか，またどの条件をフレキシブルに  

すれば現実により則したもの声こなるかを考えることが  

重要である．また，それに適したファジィ概念も考え  

る必要がある．これから有望なもので新しいものとし  

て，ランダムファジィ変数がある．この変数はある可  

能性で，ある確率分布に従うというもので，例えばポ  

ートフォリオ問題において，ある可能性で景気変動が  

あり，株価が確率変動するというような状況を表現す  

るのに適していると思われる．最後にこれから勉強や  

研究されるあるいは応用していただくために我々の本  

［6，22，24］を挙げておく．ファジィOR，特にファ  

ジィ組合せ最適化の研究に皆さんが参加されることを  

望んでいます．  
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