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以下，Bellman and Zadehが提案した（2）確率的シ  

ステム上の再帰式を中心にファジィ動的計画法の全体  

像を述べる．  

2．確定的ファジィ動的計画  

まず，Bellman and Zadehが提案した（1）確定的シ  

ステム上のファジィ決定過程を考える．これは次の最  

小型評価系をもつ多段決定過程である：   

Max．   

拘（勃，的）＜…＜仰●1（∬〃＿l，加一l）＜〃c（凱）  

1． はじめに  

ファジィ動的計画法（fuzzy dynamic program－  

ming）についてはいくつかの考え方，定式化が考え  

られるが，その原型はベルマン・ザデー［2］が提案し  

た『ファジィ環境下の意思決定』に遡る．ここでファ  

ジィ環境（fuzzy environment）とは制約とj’－ルの  

うち少なくとも一方がファジィ集合のときである．動  

的計画全体の視点から見れば，この制約はいわゆる制  

約式（条件式，状態推移など）の一つの雛型と考えら  

れ，ゴールも評価式の一つの型を提示していると考え  

られる．ここにファジィ動的計画法を含む動的計画法  

などの再帰的方法の多様性が見られる［1，6，20］．   

彼らの論文では多段決定過程における推移法則とし  

て（1）確定的（deterministic），（2）確率的（stochastic），  

（3）ファジィ（fuzzy）の三つのシステムを導入してい  

る．特に（1）確定的システムと（2）確率的システムについ  

ては動的計画法の再帰式を提示している．しかし，（3）  

ファジィシステムについては何も解析していない．（1），  

（2）ではファジィ制約（fuzzy constraint）とファジィ  

j’－ル（fuzzygoal）を同時に満たすという意味で最  

小型評佃（minimum criterion）を考えている．（1）で  

は動的計画法による「逐次解（sequentialsolu，  

tion）」と本来の多変数間題の（列挙法などによる）  

「同時解（simultaneoussolution）」は確かに一致して  

いる［12］．しかし，（2）では「逐次最適化≠同時最適  

化」になっている［12］．これは最小型評価関数の期待  

値最大化のためである．加法型評価（additive crite－  

rion）の期待値最大化では「逐次最適化＝同時最適  

化」である．非加法型評価（non－additive crite・  

rion）の期待値最大化においても「逐次最適解＝原フ  

ァジィ問題の最適解」を保証する一つの方法がファジ  

ィ動的計画法である［7～9，11－13，15，16］．  

（1）  S．t．  

（i）∬侶1＝／（ェ〝，〟刀）  

（ii）α乃∈U  

乃＝0，…，Ⅳ－1   

確定的システムでは状態∬乃で決定〟〃をとると，状  

態変換／：ズ×U→ズによって次の状態∬肘lが唯一  

∬肘1＝／（∬〝，以〝）で定まる．〃乃：ズ×ぴ→［0，1］はズ×  

U上のあるファジィ集合凡lのメンバーシップ関数で  

ある：  

拘（∬，〟）＝仰n（∬，〟）．  

〟。：j「→【0，1］はズ上のファジィ・ゴール（ファジ  

ィ集合）Gのメンバーシップ関数である．多段決定  

過程ではシステム全体を通じてのファジィ共通集合  

斤。∩斤．∩…∩斤〃＿．nCのメンバーシップ関数  

〃伽。．‥M〝」。。（苅，的，…，∬〟－1，α〃－1，∬〃）  

＝拘（劫，的）＜…＜〟〃－1（J〃－1，祝〟－1）  

＜〃c（∬〃）  

の最大化を次のように考える．一般に，第乃段での  

決定の採り方はマルコフ決定関数孤：ズ→Uで記述  

される．この列（穐，れ，…，和一1）をマルコフ政策とい  

う．問題（1）の最大化はマルコフ政策クラス（全体）上  

でとる．   

このとき，任意のステージ乃（0≦乃≦Ⅳ）と状態  

J乃（∈ズ）からなる対（乃，J〝）を固定する．この対から  

始まって，ステージⅣで終了する部分過程：   

Max．  

拘（∬乃，α乃）＜…＜〟〃＿l（凱＿l，〟〃－1）＜匪（加）  
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（2）  プ関数  

拘＜〃1∧…＜〝〃＿1＜〟c  

は確率変数である．すなわち，メンバーシップ関数  

〃〃＝〃乃（晶，仇），世＝世（ふ）は状態確率変数列（ズ云），  

決定確率変数列（U乃）を通じて定まる確率変数である．  

ここでは確率変動は始発の状態，マルコ7推移法則カ  

および決定構造（政策）から定まる直積状態空間上の  

直積確率測度で規定される［12，13，17］．  

4．多段確率決定樹表  

さて，確率系上でのファジィ動的計画法を次の2段  

確率決定樹表（図1－1，図1－2）で説明しよう．決定樹  

表（decision tree－table）とは，多段決定過程の問題  

から計算過程を経て最通解が得られるまでを決定樹  

（decision tree）と決定表（decisiontable）を組み合  

わせて1枚の図表にまとめたものである［18，19］．上  

段の決定樹は問題のデータ（メンバーシップと推移確  

率）と履歴を表している．下段の決定表は計算過程と  

各段での最適選択を表している．この2－2－2（2状態  

2決定2段）モデルのメンバーシップ関数列と推移行  

列は図2，図3で与えられている．   

図1－1を考える．状態∬〃と決定〟乃の交互列を履  

歴という：ゐ2：＝（勘，的，れ，仇，J2）．この履歴は  

〃2（ゐ2）＝拘（∬。，的）＜〃1（れ，仇）＜〃。（∬2）  

によって評価される．たとえば，・最左端は，履歴ゐ2  

＝（ざ1，恥∫1，αh51）のメンバーシップをmin＝抑（α1）＜  

〃1（仇）＜〃c（ざ1）＝0．4＜0．8＜0．7＝0．4で評価している．  

第1段終了時点までに，状態と決定の交互列（∫．，仇，  

51，の）が実現していたとき，履歴ゐ2が0．4と評価さ  

れる確率は♪1＝カ（∫．l∫．，仇）＝β．∂である．また，右隣  

の履歴彪＝（∫1，仇，∫．，仇，52）はこの時点で確率♪；＝  

♪（∫2l5．，の）＝♂．4でmin′＝0．4と評価される．したが  

って，履歴（51，の，∫1，の）の期待評価値は  

〃2（ゐ2）カ（51lsl，の）＋〃2（ぁゎ（∫2l51，仇）  

＝ぴ2（ゐ2）久＋〃2（彪）♪；  

＝0．4×♂．6＋0．4×β．4  

＝0．24＋0．16  

＝0．40  

である．同様に，この隣りの履歴（ざ．，の，∫1，α2）の期  

待評価値は0．2×β．∫＋0．2×β．∫＝0．10＋0．10＝0．20  

である．したがって，部分履歴ゐ．＝（∫1，仇，5．）が実現  

したとき，意思決定者はこの二つの値の大きい方が実  

現する決定を選択し，大きい方の値を得ると考えられ  

る：  

オペレーションズ・リサーチ   

S．t．  

（i）∬桝1＝／（∬勒〟m）  

（ii）㍑m∈U  
椚＝乃，…，Ⅳ－1   

の族（∬乃∈ズ，0≦乃≦Ⅳ）を考える．特に，対（0，∬。）  

から始まる部分過程は，与えられた過程になっている．  

このとき，所与の過程は埋め込まれたという．対（乃，  

∬乃）からの始まる過程の最大値を〃乃（∬乃）とする．すな  

わち，〃乃（∬乃）は（乃，∬乃）からの始まる部分過程に対す  

るマルコフ政策クラス上での最大値である．ただし，  

紬（加）：＝陣（∬〃）．このとき，最適値関数列（恥町  

…，紬）はいわゆる後向きの再帰式を消たす：  

定理2．1（BellmanandZadeh［2］）  

び乃（ェ）＝maX【〃月（∬，〟）＜〃糾1（′（∬，〟））］ 鮎∈〃  
J∈一方，0≦乃≦Ⅳ－1（3）  

紬（∬）＝世（幻．  

式（3）で最大値に到達する点（最大点）をガ（∬）と  

する．このとき，マルコ7決定関数ガ：ズ→Uから  

なる列（扉，が，…，方ん1）は最適なマルコフ政策であ  

る．すなわち，再帰式を後向きに解くことによって，  

マルコフ政策クラスにおける最適政策が得られる．   

これが確定系に対するファジィ動的計画法である．  

この動的計画法は，最小型評価系のみならず，単調性  

（単調非減少性）（monotonicity）と可分性（separ－  

ability）の下での確定的システムの最適化に対して広  

く成り立つ［1，3～5，20］．  

3．確率的ファジィ動的計画法  

一般に，リスク，リターン，メンバーシップなどが  

昨日・今日・明日といった時間的流れの中で変動しな  

がら，集積する状況を考えよう．このような状況では，  

変動の展開は確率システムで表され，対象となる畳は  

確率変数ととらえられる．そこでは，システム全体を  

通して集積する方法としては通常加法が考えられる．  

ヒト・モノ・カネなどは加法的に累積する．しかし，  

メンバーシップはシステム全体としては最小化演算で  

表現される．ここに，ファジィ動的計画法が直面する  

問題がある［2］．確率的システムは確定的システム上  

のダイナミックス′：ガ×［／→ズを一般化した状態  

推移確率♪＝（♪（yl∬，y））で表される．ここでは，現在  

の状態が∬（∈X）のとき，決定〟（∈U）をとると，次  

期には確率♪（直，α）で状態y（∈X）に推移する，確  

率的な展開においては，システム全体を通じてのファ  

ジィ共通集合β。∩斤1∩…∩斤〃＿1nCのメンバーシッ  

310（32）  
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図1－1ざ1からの決定樹表  
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図ト2 ∫2からの決定樹表  

sub－e＝∑minx♪1（x2lxl，ul），  
．r2  

ttl－e＝∑∑minxbrvb ．rl．ー壬  

〃1（ゐ1）＝ぴl（51，恥5．）＝0．40＞0．20＝0．40  

このとき，最適な期待値を選択したことを明示して  

sub－eの行ではボールド体0．40にしている．同様に  

して，Sub－eの行に  

ぴ1（ぶ1，の，52）＝0．40＞0．20＝0．40  

〃1（sl，α2，5．）＝0．58＞0．20＝0．58  

〃1（恥勉，52）＝0．49＞0．20＝0．49  

が得られる．以上が再帰式を解く第1段である．   

次の第2段では，これら4つのボールド体の最適値  

を用いて，〃0（ゐ。）＝〃0（51）を計算する．まず，第0段  

で状態（第0段までの履歴）ゐ0＝勘＝∫1にあるとき，  

決定的＝のをとれば，次の第1段では確率如＝  

♪（ざ．lぶ1，仇）＝♂．6で状態∬1＝51に行き，評価〃l（∫1，の，  

ぶ2）＝0．40を得，確率露＝カ（ぶ2l51，の）＝β．4で状態∬l  

（33）311   

ただし min＝拘（的）＜〃．（仇）＜〃G（∬2），  

♪和ム＝如（ヱIh，的）か（∬2lれ，仇）  

竺ヲ 
‥． 

β1… 0．7  

β2 ぎ 0．4  

図2 メンバーシップ関数列（拘，拘，〟c）  

p（ごn＋1lごn，α1）  p（ごn＋1lごn，α2）  

図3 推移行列（♪（ェ桝Il∬乃，〟刀））  
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＝∫2に行き，評価〃1（52，仇，S2）＝0．40を得る．したが  

って，履歴（∬0，的）＝（∫．，仇）の期待評価値は  

〃1（ざ1，恥52）カ（ぶ1l51，の）＋〃1（52，恥52）♪（ざ2l51，α．）  

＝0．40如十0．40郎  

＝0．40×♂．6＋0．40×β．4  

＝0．240＋0．160  

＝0．400  

である．同様に，履歴（∫1，α2）の期待評価値は0．58×  

♂．∫＋0．49×♂．∫＝0．535である．したがって，部分  

履歴ゐ0＝∬0＝∫1から出発したとき，意思決定者は大  

きい方が実現する決定を選択する：  

む0（ゐ。）＝γ0（ぶ1）＝0．400＞0．535＝0．535  

このとき，ttl－eの行では最適な期待値をボールド体  

0．535にしている．   

以上が∬0＝∫1からの最適解（最適値と最適選択）  

である．   

図ト2に対しても，同様にして∬。＝ざ2からの最適  

解が得られる．図1－2では最適選択を実線で記入して  

いる．   

2段確率決定樹表（図ト1，図ト2）の最適解に至る  

までの2回の1段期待値演算と1段最適化演算をⅣ  

回で表すと，次になる：  

定理4．1（Iwamoto，TsurusakiandFujita［14］）  

㌦（ゐ）＝maX∑〃肘1（ゐ，〟，y）カ（y】∬，〟）  
〟∈〃y∈．方  

カ∈〟云，0≦乃≦Ⅳ－1（4）  

〃〟（ゐ）＝杓＜・‥＜粕＿1＜拘 ゐ∈仇．  

式（4）の最大点をレ芳（ゐ）（ゐ∈仇）とすると，原始政策  

クラスの中での最適政策レ＊＝（〟，レ㌔，…ル應＿1）が得  

られる．   

ここでは，時刻乃では，ファジィシステムの実際  

の状態は∬〝にあるが，それまでの部分履歴  

ゐ〃：＝（Jo，的，∬．，仇，・‥，∬乃＿1，以乃＿1，∬乃）  

自身を新しい状態と見なしている．このとき，1段期  

待値演算と1段最適化演算を繰り返して，全段にわた  

る期待値最適問題を解いている．これも動的計画であ  

る．これを原始政策クラス上での動的計画法という．  

この動的計画法は評価関数  

♂：仇→斤1  

に依存しない．評価関数フリーである．上記の計算過  

程ではたまたま最小型   

g（ゐ）＝杓＜れ＜…＜作＿1＜〃c  

であった．この動的計画法では状態数が段数のべき乗  

で増える．  

5．埋め込み法  

さて，以上の動的計画法に対して，以下のファジィ  

動的計画法では，状態空間を1次元だけ拡大している．  

ここでは，実際の状態∬乃までの部分履歴  

血刀＝（Jo，的，∬1，仇，…，∬乃＿1，α乃＿1，∬〃）  

に代わって，それまでの累積メンバーシップ値  

ん：＝拘（∬0，的）＜〃1（れ，仇）＜…＜〃乃＿1（∬乃＿．，α乃●1）  

を追加して，対（∬乃；ん）を第乃段での状態と考える．  

このとき，新状態（∬乃；ん）は決定〟乃∈Uによって，  

次の状態（∬佃1；ん十1）に確率♪（∬桝．l∬乃，α乃）で推移す  

る．ただし，んは次には確定的にん＜〟乃（ヱ乃，㍑乃）に  

推移する：  

ん．1＝ん＜〃乃（J乃，〟乃）．  

本来の状態は第0段の∬0∈ズから推移するが，拡大  

状態上の最小型決定過程では，十分大きい数んを想  

定して，対（∬。，J。）からスタートすると解釈できる  

（んは各段メンバーシップ値以上であればよい）．特  

に，ファジィ決定過程ではん＝1．0として，（勘，ん）  

から始まると考えられる．最後の第Ⅳ段では，  

（∬〃＿1；ん＿1）から，決定鋸〃＿1によって確率  

♪（∬〃l∬〃－1，祝〃－1）で，終端状態（∬〃；ん）に推移する．  

このとき，終端状態のみに依存して定まるメンバーシ  

ップ値  

ん＜〃c（∬〃）  

がシステム全体にかかる，と考える．これは終端型評  

価系である．（ん）訂の構成より，この終端メンバーシ  

ップ値はシステム全体のメンバーシップになってい  

る：  

ん＜〃c（J〟）  

＝拘（勧，〟。）＜…＜〃〃＿1（J〃＿l，〟〃＿1）＜世（∬〟）．  

このメンバーシップ値が実現する確率は推移確率の横   

♪（Jll勘，的）♪（∬2h，仇）…♪（∬〃l∬〃＿1，〟〃＿1）  

である．このように，各時点で最適な決定を下しなが  

ら全メンバーシップの期待値を最大化しようとするの  

が，ファジィ決定過程である．このときの決定〟乃∈  

Uはその時の状態対（J乃；ん）に依存して定まる．こ  

の決定関数を拡大マルコフ決定関数といい，この列を  

拡大マルコフ政策という［18，19］．しかし，んは過去  

の状態列（劫，れ，…，∬乃＿1）にも依存しているから，現  

在までの状態列（勘，れ，…，∬乃）に依存して決定祝乃を  

選択するのが自然な決定関数である．これを一般決定  

関数といい，その列を一般政策という［18，19］．した  

がって，われわれの確率的ファジィ決定過程は一般政  
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（Jm，〟椚）∈ガ×ぴ 0≦椚≦乃）  

1≦乃≦〃－1  

このとき，累積値集合列は前向きの再帰式  

補題5．1  

A。＝（1．0）   

A佃1＝（ん＜〃乃（∬乃，祝乃）lん∈A乃，  

策クラスの中で最適な政策を求めることになる．この  

点が，Bellman and Zadehが提案した確率システム  

上のファジィ意思決定過程と本質的に異なる．彼らは，  

あたかも加法型評偶の期待値最適化方法と同様に，し  

かも確定的システム上の最小型評価の（非期待値）最  

適化方法と同じ方法で，確率システム上のファジィ決  

定過程を解析しようとしている（文献［2］の§．5）．最  

小型評価の期待値最適化という非線形問題を加法型評  

価という線形的方法，ないしは非線形の確定的問題の  

方法を直接当てはめる訳にはいかない．非線形・確率  

的最適化問題独自のアプローチが求められる．ここで  

はそれは埋め込み法（imbeddingmethod）である．こ  

の埋め込みには累積過去値という新たな1次元パラメ  

ータを導入して，拡大状態空間上の終端評価問題に持  

ち込む必要がある．以上の考え方を以下で数学的に定  

式化して表現する．   

このように考えて来ると，Bellman and Zadehが  

提案した（2）確率的システム上のファジィ決定過程は次  

の最小型評価系をもつ期待値最大化と考えられる［11，  

15］：   

Max．  

E£［拘＜〟l＜…＜〟〃＿1＜〟。］  

（7）  

（∬乃，〟乃）∈ズ×ぴ）  

を満たす．他方，第乃段の拡大状態（エ乃，ん）（∈J㍍×  

A乃）から始まる部分過程   

Max．   

且uん＜〃刀＜・‥＜〃〃●1＜〃c］  

（8）  S．t．  

（i）‰．．－♪（・l∬椚，鋸椚）  

（ii）以椚∈U  

研＝乃，…，Ⅳ－1   

の拡大マルコフ政策クラス上での最大値を〃乃（∬〃；ん）  

とする．ただし，  

裾（∬〃；ん）：＝ん＜〃。（∬〝）．  

このとき，最大値関数列は次の後向き再帰式を満た  

す：  

定理5．1（Iwamoto and Fujita［12］，Iwamoto，Tsu・  

rusakiandFujita［15］）  

び乃（∬；ス）   

＝Max∑仇．1（〝；人＜拘（∬，〟））♪（yl∬，〟）  
む∈〝〝∈ズ  

∬∈。方，ス∈A乃，0≦乃≦Ⅳ－1  

紬（∬；ス）＝人＜〃c（∬）ェ∈ズ，ス∈A〝．  

（5）  S．t．  

（i）ズ肘1－♪（・b，〟乃）  

（ii）〟〝∈U  

（9）   

乃＝0，…，．Ⅳ－1．   

再帰式（9）の最大値を与える決定〟∈〃をγ芳（∬；ス）  

で表すと，決定関数γ芳：ズ×A乃→Uが得られる．こ  

の列γ＊＝（ガ，γ∴・‥，γ靂＿．）は拡大マルコ7クラスの  

中での・最適政策である．   

一般に，任意の拡大マルコフ政策γ＝（れγ1，…，  

γ〃＿1）は以下の変換（10）によって（期待値が等しい，と  

いう意味で）同値な一般政策♂＝（仇，れ…，♂〟＿1）を  

生成する．すなわち，任意の状態列（勘，れ，…，∬乃）が  

与えられたとき，中間のパラメータ値列（ん）は〝－≦”を  

生成しながら♂乃（勘，∬1，…，∬乃）を次で定茸する：  

ん：＝1．0  

的：＝γ1（∬。；ん），ん：＝ん＜拘（苅，的）  

仇：＝γ1（Jl；ん），ん：＝ん＜〟．（∬．，勧）  

（10）   

問題（5）の目的式は，一般政策♂，初期状態劫および  

推移法則♪で定まる（離散）確率測度による最小型  

関数の期待値である：   

E£【拘＜拘＜…＜〟〃＿1＜如】  

＝ ∑∑…∑［拘＜…＜〟〃＿l＜〟c】   
（∫1．・‥．∫〝）∈ズ×…×ズ  

×♪0少1…♪〟－1  

（6）  

ただし  

拘＜＝・＜〃〃－1＜〟c  

＝拘（勘，的）＜…＜〃〃＿．（J〃＿1，〟〝＿．）＜〃c（∬〃），  

♪0か…♪〃－1  

＝♪（れl勘，的）♪（∬2lれ，的）…♪（J〃l∬〟＿1，〟〃＿1）  

ここに，各時点での決定は一般政策およぴそれ以前の  

状態列に依存して定まる：  

的＝侃（動），仇＝仇（J。，∬1），…，  

〟〃＿l＝♂〃＿1（勘，れ，…，J〟＿1）   

まず，累積値集合列（A乃）訂を次で定養する：  

A。：＝（1．0）  

A肘1：＝（ん．11ん．1＝拘（勘，的）＜…＜〃乃（∬乃，祝乃），  

以〃＿l：＝γ〝－1（y〝＿l），ん：＝ん＿1＜〃乃＿．（∬乃＿1，〃〃＿1）   

♂〃（劫，れ，…，∬〃）：＝γ乃（∬刀；ん）．  

このとき，両政策による期待値は等しい：   

E£【拘＜…＜〃〃＿．＜〃。］  

＝Eヱ。【1．0＜拘＜・‥＜〟〟＿．＜〃。］．  
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したがって，拡大マルコ7政策として最適なγ＊から  

変換（10）によって一般政策として最適な♂＊が一般政策  

クラスn♂の中で得られる．  

6．終りに  

ファジィ動的計画法を（2）確率システム上で議論して  

きたが，ファジィ決定過程としては他に，（3）ファジィ  

システム上でも考えられる［9－11，13］．さらに（4）条件  

つき（conditional）ファジィ決定過程として，（4．a）  

事後条件つき決定過程，（4．b）事前条件つき決定過程  

が考えられる．冒頭述べた，Bellman and Zadehの  

確率的システム上の決定過程は他でもない，事後条件  

つき決定過程であることが分かる［14］．  
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