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和文概要 本論文は，AHP（AnalyticHierarchyProcess）を集団における意思決定問題に利用するために，  

新しい“合意形成モデルを用いたグループAHP”を提案する．   

提案する方法は，集団としての一対比較値を作成する段階において，全メンバの意見の集約としてグルー  

プー対比較値と呼ぶ区間値を導出する．次いで，集団全体の意見として最も首尾一貫性の良くなる一対比較値  

から算出した重要度を採用し，更にその意見が一意に定まらない場合には，各メンバ本来の意見に近い意見を  

採用するものである．また，各メンバは一対比較を行った際の結果を，主張区間と呼ぶ区間値で示してもらう．   

このように，本論文で提案するグループAHPの最大の特徴は，集団の合意形成過程の随所に区間表現を  

用いる点にあり，集団の合意をスムーズに形成する上で重要，かつ有益な結果をもたらすものであると考えら  

れる．  

1． はじめに   

AHP（AnalyticHierarchyProcess）はSaaty［8，9］によって提案された意思決定法の1つ  
である．AHPについては数多くの研究があるが，特に文献［6，9，13，14】等の中などで，現実  

の意思決定問題に対して数多くの適用例が示されている．本論文は，AHPを集団における意  

思決定問題に利用するために，どのようにすべきかを論じるものである．   

集団の意思決定問題にAHPを適用した方法として，Saatyは文献［10］において次の2つ  

を提案している．1つ目の方法は，集団を構成しているメンバ全員で集団としての一対比較  

値を決定し，重要度を算出する方法である．2つ目の方法は，集団を構成する各メンバが与え  

た一村比較値をそれぞれ幾何平均し，それを集団としての一対比較値として採用し重要度を  
算出する方法である．これらの方法には，現実の集団意思決定問題に適用する上で，いくつ  

かの問題点が存在する．1つ目の方法の問題点は，メンバ全員で話し合いを行いながら，集団  

の意見として1つの値に集約して行くために，かなりの時間を必要とする傾向がある．また，  
メンバ間の力関係によって集団の意見が極端に左右されるため，不平，不満が生じる．2つ目  

の方法の問題点は，集団としての一対比較値を各メンバが与えた一対比較値の幾何平均値と  

するために，どのメンバの意見（一対比較値）とも大きく離れる場合が生じる．このような現  

象は，各メンバの意見が大きくぼらつく場合に顕著に現れ，どのメンバの意見からもかけ離  

れた値となって不満が生じる．そこで本論文では，集団としての一対比較値を作成する段階  

において，各メンバの不満を小さく抑えながら合意を形成する新たなグループAHPを提案  

するものである．   

本論文の構成は次のようになっている．まず2章では，提案するグループAHPの特徴と  

手順について示す．3章では，集団を構成するメンバが与える主張区間について定義し，提案  

するグループAHPで用いる区間AHPについて説明する．4章では，グループー対比較行列  
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の設定について示す．5章では，不満足度を定義し，グループー対比較行列から整合度を最小  

化し，更に集団全体の不満足度を最小化して重要度を算出する方法を示す．6章では，本論文  
で提案されたグループAHPを使った簡単な例題を示す．7章では本論文をまとめ，将来の  

研究課題を検討する．   

2．提案するグループAHPの特徴と手順   

Saatyが提案した方法では，集団としての一村比較値を作成する段階において，各メンバ  

の意見を1つの値に集約してしまうために，重要度を算出する以前の段階で，既に不満を抱  

く結果となっている．つまり，「その集約された値には納得がいかない．」等の不満が生じ  

る．よって，このような状況下で作成された一対比較行列から算出した重要度にも，当然満  
足できないといった問題が生じる．そこで，本論文で提案する方法は，まず，各メンバの意見  

の表現方法として，集団を構成している各メンバそれぞれが，相手の意見に対し「容易に抵  

抗なく受け入れられる範囲」を示してもらうこととする（以後，主張区間と呼ぶ）．その上で，  

集団としての一対比較値を作成する段階において，各メンバの意見を1つに集約せずに，全  

メンバの意見を取り込んだ“区間催”を用いる（以後グループー対比較値と呼ぶ）・この結  

果得られたグループー対比較行列から，集団全体の意見として最も首尾一貫性が良くなる一  

対比較値，つまり“整合度（consistencyindex‥C・Ⅰ・）を卑小”とする一村比較値から算出し  

た重要度を採用するものである．加えて，算出した重要度が一意に定まらない場合には，各  

メンバ本来の意見（一対比較値）に最も近い意見から重要度を算出する．言い替えるならば  

提案する方法は，集団を構成する仝メンバの意見を取り込み（グループー対比較値），その状  

態から合理的な方法（整合度を最小化し，集団全体の不満足の度合いを最小化する）により意  

見を集約するものである．   

上述のように本論文で提案するグル」プAHPの最大の特徴は，集団の合意形成過程に  

“区間表現”を用いる点にある．区間表現を用いたAHPは，既に文献［1，2，3，5，11】等で提  

案されている．しかし，これらの方法は全て個人の意思決定問題を扱っており，本論文で扱  

うような集団における意思決定問題に利用されてはいない．また，集団における意思決定問  

題固有の特性から，この区間表現の利用の仕方や意味する内容も異なっている．具体的に提  

案するグループAHPでは，各メンバの意見として主張区間が用いられ，全メンバの意見を  

取り込んだグループー対比較億が用いられている．   

その他の特徴として，区間値で表された一対比較行列（グループー対比較行列）から重要  

度を算出する方法も既存の方法とは異なる．既存の方法では全て，この区間催で表された一  

対比較行列から求めた重要度も区間値であったが，提案するグループAHPでは，各要素の重  

要度を各々1つの値で求めるものである．つまり7求める重要度は区間値ではなく，通常の  

AHPと同様である．よって，総合的重要度の算出も通常のAHPの場合と同様となる．   

本論文で提案するグループAHPの手順をまとめると，以下の図1のようになる．  

3．主張区間   

本論文で提案するグループAHPでは，各メンバの意見の表現方法として，集団を構成し  

ている各メンバそれぞれに，「抵抗なく受け入れられる範囲」示してもらうこととする．従  
来に比べて，このように幅をもって意見を示してもらうことで，集団の合意がスムーズに形  
成されることが期待できる．   

メンバたが評価項目哀と評価項目ノの一対比較を行い，かつ，他の相手の意見に対し「容  
易に抵抗なく受け入れられる範囲」を主張区間とし，以下のように定義する．   
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図1：提案するグループAHPの手順  

［定義1】主張区間  

膵），瑚，  

［g；ぎ），祝；‡）】＝  

（た＝1，・‥，m and官，J＝1，…，れ′），  

（1）  

ここで凋）と堵）は，メンバたが与えた豆項目とJ項目の一対比較値の下限値と上限値を表  

し湖），t明は区間（堵）∈即諾）≦堵）≦柑）を表す・また，mはメンバ数，乃は評価項目  

数である・この主張区間膵），て別の中には，当然メンバ締来の意見が含まれ，その区間幅  

tln祝…‡）－1n倒は意見の強さを表現していることとなる・つまり，メンバたの意見が強い時  
には，主張区間の幅は狭くなり，意見が弱い時には，主張区間の幅は広くなる．   

区間表現を用いたAHPは，文献［1，2，3，5，11］等で提案されている．一般にこれらは，区  
間の表現方法の違いで2つに分けることができる．文献【1，2，11】等では一対比較の評価を  

単なる範囲で示しており“区間AHP”と呼ばれている．それに対し，文献【3，5】等ではそれ  

をファジィ数で示していることから“ファジィAHP”と呼ばれている．本論文で提案するグ  

ループAHPでは，区間表現を「容易に抵抗なく受け入れられる範囲（主張区間）」や，「仝メ  
ンバの意見を取り込んだ区間値（グループ一対比較値）」というように，範囲として用いるた  

めに，基本的に区間AHPの考え方といえる．   

4．グループ一対比較行列の設定   

2章でも述べたように本論文で提案する方法は，集団としての一対比較値を作成する段階  

において，従来の方法のように各メンバの意見を1つの一対比較値に集約せず，区間値（グ  

ループー対比較値）に集約する．   
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具体的にグループー対比較値［たブ，元盲J］の決定に対して，ここでは次のような2種類を提案  
する．   

a）主張区間に共通する区間が存在する場合  

各メンバが与えた主張区間の間に，共通する区間が存在する場合には，その共通区間  

の最大区間をグルニプー対比較催とする．  

rTl  

n膵），t椚≠¢の場合，  
ん＝1  

（2）  聖Ⅹ（伽＝1｝1・・，m），（ま，J＝1，…，㍑），  
毎＝や（卿た＝17…，m），（官，j＝1，…，れ）・  

b）主張区間に共通する区間が存在しない場合  

各メンバが与えた主張区間の間に，共通する区間が存在しない場合には，各主張区間   

を全て含む区間の中でも最小区間をグループー対比較値とする．  

m  

n［gさ‡），瑚＝¢の場合，  
た＝1  

（3）  聖n（伽＝1，…，m），（官7j＝1，…，花），  
毎＝聖Ⅹ（卿た＝1，…，m），（豆，ブ＝1，…，れ）・  

ここで，¢は空集合を表す．   

各メンバが与えた主張区間の間に，共通する区間が存在する場合には，質の高い合意形成  

ができると期待できるが，共通する区間が存在しない場合には，質の高い合意形成があまり  

期待できない．つまり，グループー対比較行列において，¢の場合が多いということは，各メ  

ンバの意見がバラついていることを表しており，¢の数量は合意形成の質の高さを表す指標  

となる．¢が多数であれば，デルファイ法の考え方に基づき，基本的には共通する区間が存在  

するまで，各メンバの主張区間を取りまとめた結果を返却し，改めて主張区間を示してもら  
う作業を繰り返し行うべきである．   

グループー対比較行列の設定には，様々な変種が考えられる．しかし基本的には，対象と  

なる集団の特性を基に，各メンバ間の総意により決定されるべきものである．つまり，アプ  

リオリな情報が存在する場合には，当然その情報を優先すべきである．ここでは，それらの  

情報が入手困難な場合や，より客観的に設定したい場合などに有効であると考えられる方法  

の中の1つを示した．   

5．重要度決定法   

本論文で提案する重要度決定モデルは，各要素が区間僅から成るグループー対比較行列  

ズ＝（［己J，元首胡カ、ら，集団全体の意見として最も首尾一貫性が良くなる，つまり整合度（Cエ）  
が最小となる一対比較値を発見し：その時の重要度び豆を採用するものである．整合度を最小  
とする一対比較値は必ずしも一意ではないが，その場合には各メンバの不満足の度合いを定  

義し，集団全体の不満足度（dissatisfactionindex‥D．Ⅰ．）の最小化を行う．まず初めに，整合  

度を最小化するのは，集団全体の意見として首尾一貢性（整合性）がないのでは，結果として  

得られた重要度に対して信頼がおけないからである．次いで，不満足度の最小化を行うのは，  

各メンバに対してより受け入れ易い結果を作り出すためである．このように提案する重要度  

決定モデルの特徴は，重要度を算出する上で整合度と不満足度を取り入れた点にある．   
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5．1 不満足度の定義   

本節では，集団全体の不満足度（D・Ⅰ・）を不満値（dissatisfactionscore‥D．S．）と最小不満  
値（minimumdissatisfactionscore：M．D．S．）から定義する．   

不満億（D・S・）は，求める一対比較値と各メンバの本来の意見の差の重み付き総和で与え  
，言張区間酵湖や申には，彗黙すンバ稀采の憲寛が含ま乗る主と  3章において  

を述べた・従って，メンバ締来の意見は，この主張区間内の何れかの値であり，C！タ）と表す．  
この情報が存在するならば，その値を用いればよいが，存在しない場合には，様々な状況に応  

じて設定されるべきである．ここでは，その1例として区間の下限値と上限値の幾何平均値  
を採用する，  

g誓）・t掛  （4）  

また，重みはd5タ）で表し，各メンバの意見の強さに比例されるべきである．すなわち，各メン  

バが与えた主張区間の区間幅の大きさ世堵）－1n椚に反比例するべきである．ここでは，  

その1例として次の重みd…‡）を採用する．  

）  

1n鵜1抑  
（5）  

求める一対比較値をxijとし，メンバkの不満催（k－thD．S．）を以下のように定義する．  

搾義2】メンバたの不満債（k－tbD．S．）  

）2 ∂ぶん＝∑d錮n∬壱ゴー1nc誓）．  
盲＜J  

そして，不満催（D．S．）を以下のように定義する．  

［定義3】不満値（D．S．）  

βぶ＝∑∑紺（1n∬盲ゴー1nc…タ））2．  
盲＜ブ た   

（6）  

（7）  

郁制約条件の無い場合，不満値（D・S・）は極＝叶拘＝ 毒害蜘鋤寺最小と  
なる・よって，これを最小不満値（M．D．S．）として，以下のように定義する．  

［定義4】最小不満値（M．D．S．）  

〟∂ぶ＝∑∑凍押np壱ノー1nc≦タ））2・  

盲＜メ た  
（8）  

以上の不満億（D・S・）と最小不満値（M・D・S・）から，集団全体の不満足度（D．Ⅰ．）を以下のよう  
に定義する．  

［定義5］不満足度（D．Ⅰ．）  

♪，～’－1JJ）．†  
上）J   

（9）   1J上）．ゞ  －  
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∑∑紺（1n∬壱ゴー1nc≡‡））2，  
ブ＜ブた  

∑∑d紳唖ノー1nc！タ））2，  
壱＜ブた  

1n勒＝毒害桝c…タ）・   

5．2 重要度決定モデルの定式化   

最初に整合度（C．Ⅰ．）の最小化を行い，次いで集団全体の不満足度（D．Ⅰ．）の最小化を行う，  

重要度決定モデルを以下のように定式化する．  

最小化 α（CJ）＋β（エけ），  
†l  

条件 ∑孔明＝入び壱，（豆＝1，…，乃），  
J＝1  

（豆，J＝1，…，花），  l
 
l
 
 

二
 
ニ
 
 
 

．
1
 
 
 
 
 
 
．
’
l
 
ち
 
び
 
 

慧
∑
嵩
 
 
 

（10）  

び壱＞0，   （豆＝1，・‥，花），  

g盲メ≦∬iJ≦盃壱ブ，（豆，ブ＝1，…，れ）・  

ここで，目的関数のα，βは目標計画法［4】の付順方式で用いられる順位係数島（た＝1，2，…）  

に相当する係数である．また，CJは整合度であり，一対比較行列の最大固有借入mα∬を用い  

て，  

入mα。一花  
（11）  

CJ   
、／才一l、   

と表される．そしてα≧0かつβ＞0であれば目的関数は，凸関数となる．制約条件の第  

1式は固有方程式の条件，第2式は一対比較要素に関する逆数対称性の条件，第3式は重要  

度の正規化の条件，第4式は重要度の正値条件，第5式は一対比較値に関する区間の条件で  
ある．重要度決定モデル（10）の固有方程式の条件において，ペロン・フロペニウスの定理  

（Perron－Frobenius’theorem［12］）から重要度が正値であるという条件のみで，入が最大固有  

値であることが保証される．   

ここではα，βを順位係数に相当する係数であるとしたが，対象となる集団の特性に合わ  

せて，整合度（CJ）を重視するのか，不満足度（上け）を重視するのかといった意向を，α，βの  
値をいろいろと変化させることで反映できる．この重要度決定モデルにおいて，βを非常に  

大きくすること，つまり，不満足度（エけ）だけの最小化を行うことは，従来のSaatyが提案し  

た2つ目の方法（幾何平均を用いて，集団としての一対比較値とする方法）と同様の主旨とな  
り，特殊な状況の基で一致する．また当然，この重要度決定モデルを解いた結果，整合度が悪  

い場合には，各メンバが与えた主張区間を再検討する必要がある．   

6．例造   

本論文で提案されたグループAHPでは，意見を集約する部分とその意見から重要度を求  

める部分の手順が変更される．それは，図1の太線で措かれた部分である．本章では，このグ  

ループAHPを用いた例として，全ての手順を示すのではなく，ある1つのレベルの要素間  

の一対比較だけを例に取り簡単に示すこととする．   

本例題では，集団を構成するメンバは3人とし，メンバ如ド与えた主張区間［Jさ‡），t椚を  

要素とする一対比較行列を∬（ゐ）＝（膵），瑚）とする・各メンバが与えた結果をまとめると   
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以下のようになる．  

1［圭，3】  
【喜，3】1  
［去，7】【喜，9】  

」打（1）＝  
（12）  

1【喜，1】  
【1，5】1  

【2，5】【喜，2】  

1［2，4】  

ほ，喜】1  
【3，5】【1，4］   

」打（2）＝  
（13）  

」打（3）＝  
（14）  

（［たブ，盃盲J］）と表し，4章で述べたグループー対比較行列の設   グループー対比較行列をズ＝  

定を適用した結果，  

（15）  

ズ＝は器勘  
となる．   

ここでα＝1000，β＝1と設定し，重要度算出モデルを解いた結果得られた一対比較行  

列ズ＊＝（務）と重要度Ⅳ＊＝（呵）は，  

‘二三二三  3芋））  

（16）  

0．6754  

＿方＊＝  1．4806  1  

3．0000 2．0000  

（  

0．1827  

0．2716  

0．5457  
（17）  

Ⅳ＊＝  

となった．   

この時の整合度はCJ＝0．0000，不満足度はエけ＝0．5428，不満値はβg＝1．7303，最小  
不満値は〟β∫＝1．1215であった．   

7．結論と将来展望   

本論文では，AHPを集団における意思決定問題に利用するために，新しい合意形成モデ  

ルを用いたグループAHPを提案した．この提案した方法は，まず集団としての一対比較値  

を作成する段階において，各メンバの意見を1つに集約せずに，仝メンバの意見を取り込ん  

だ区間値を用いている．この結果従来この段階で生じていた不満を解消することができ，各  

メンバの意見が直接結果（重要度）に反映できる．次いで，この方法は，集団全体の意見とし  

て最も首尾一貫性の良くなる一対比較値から算出した重要度を採用し，更にその意見が複数  

存在する場合には，各メンバ本来の意見に近い意見を採用している．これにより，集団全体の  

意見として首尾一貫性のある結果を得ることができ，その上各メンバに対してより受け入  

れ易い結果を作り出すことができる．また，提案した方法では各メンバの意見の表現方法と  

して，各メンバが「容易に抵抗なく受け入れられる範囲」を主張区間として示すことで，よ  

り集団の合意がスムーズに形成されることを目指している．このように，集団の合意形成過  

程の随所に区間表現を用い，合理的な手続きを経て結果を得ることができることから，本論   
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文で提案したグループAHPは，集団意思決定を支援する有効な手法であると考えられる．   

グループー対比較行列の設定方法は，4章で述べたように様々なヴァリエーションが考え  

られ，その各設定によって得られる結果が，大きく異なることも考えられるので，重要な課題  

である．本論文で提案したグループAHPでは，主張区間の間に共通区間が存在しない場合  

でも，不満度を導入することにより，意見の妥協を計ることを目標としている．今後の研究  

課題としては，様々考えられるグループー対比較行列の設定と重要度決定モデルの体系化を  

考える必要がある．また，3章で主張区間の区間幅は，意見の強さを表していると述べたが，  

アナウンスの仕方によって，この区間幅が左右されてしまう恐れがあるので，各メンバに主  

張区間を示してもらう時のアナウンス効果についても，今後の研究課題として挙げられる．  

参考文献  

［1］Arbel，A・：ApproximateArticulationofPreferenceandPriorityDerivation，European   

Jo祝r乃αgげqpe7℃fわ乃α‖モeざeα化ゐ，Vol．43（1989），317－326．  

【2］Arbel，A・andVargas，L・G・：TheAnalyticHierarchyProcesswithIntervalJudgements，  

肋頻pleC＞iieriaDecisionMbking，Springer－Verlag，1992，61－70・  

【31Buckley，J・J．：Fuzzy HierarchicalAnalysis，FuzzySets andSystems，Vol．17（1985），  

233－247．  

【4】伏見多美雄，福川忠昭，山口俊和：経営の多目標計画一目標計画法の考え方と応用例   

一，森北出版，1987．  

［5］川井宏哉，稲積宏誠，伊藤益敏‥ファジィAHPにおける整合度（C．Ⅰ．）に関する研究，1992   

年度日本OR学会春季研究発表会アブストラクト集，1992，68－69．  

【6】森雅夫，宮沢政清，生田誠三，森戸晋，山田善靖：オペレーションズリサーチⅠⅠ一意思   

決定モデルー，朝倉書風1989．  

【7】小沢知裕，山口俊机福川忠昭‥区間AHPを用いるDEAの改良型領域限定法，オペ   

レーションズ・リサーチ，Ⅶ1．38（1993），47ト476．  

［8］Saaty，T・L・‥A Scaling Methodた）rPrioritiesin HierarchicalStructures，Journalqf  

〟α兢e〝乙α而cαgPβ訂C九og叩訂，Vbl．15（1977），234－281・  

【9］Saaty，T．L．：77LeAnalyticLuertLrt：hyPrvcess，McGraw－Hill，1980・  

【10］Saaty，T．L・：GroupDecisionMakingandTheAHP，77LeAnalytic仇erart：hyPrt＞CeSS，  

SpringeトVerlag，1989，59－67・  

【11］Saaty，T・L・andVargas，L・G・：UncertaintyandRankOrderintheAnalyticHierarchy   

Process，血相peαれJo視γれαgゲqpeγ℃如れαg月eざeα化た，Ⅶ1・32（1987），107－117・  

【12］斉藤正彦‥線型代数入門，東京大学出版会，1966・  

【131刀根薫：ゲーム感覚意思決定法－AHP入門，日科技連，1986．  

［141刀根薫，眞鍋龍太郎‥AHP事例集，日科技連，1990．  

杉山学  

〒113東京都文京区本郷7－3－1  

東京大学社会科学研究所  

E－mail：Sugi＠iss・u－tOkyo・aC．Jp   

Copyright © by ORSJ. Unauthorized reproduction of this article is prohibited.



244  

ABSTRACT  

GROUP ANALYTIC HIERA旦Q塑￥P旦9G竪5  
BASED ON CONSENSUS MAKING MODEL  

Yoshiyasu Yamada 

・、●′…√・才一＝＝リ＼、巾＝イハー恒ノり  
Manabu Sugiyama 
仇盲〃erβ和げ7もたyo   

Naokazu Yamaki  

．ヽソりこりりÅ、りJ●J川け．、J／り   

ThispaperproposesagroupconsensusmakingmethodbyuslngmOdifiedAnalyticHierarchyProcess・  
Wedefinethismethod“GroupAnalyticHierarchyProcess（GAHP）”．   

GAHPcannotonlybeusedbrsupportinggroupmember〉sconsensusmakingfordecisions，butalsoit  

maybeusefu1壬brralSlngmember，ssatisfactionforthedecisions，becauseithasthestructurewhichguides  

groupmembersintotheirevaluationflexibleandpromotesthegroup，srationaldecisionwhichwemeanthe  
mostconsistentdecisioninthesenseofC・Ⅰ・（ConsistencyIndex）minimum・So，itwillbeusedastheusefu1  

toolforgroupconsensusmaking・   

TwomainwaystodetermineagrouppalrWisecomparisonmatriⅩisintroducedinthismethod．One  

istodetermineagrouppalrWisecomparisonmatrix丘omgroupmember，spalrWisecomparisonmatrices・  

Theotheristodetermine thepalrWisecomparisonmatrixwithpoint elementsfromthegrouppalrwise  

COmParisonmatrixwithintervalelements．Andlastly，the papershowsanumericalexamplefor helping  

readers ofthispaper understand the procedure ofthis method．GAHP wi11be anticipatedforfurther  

applicationstogroupconsensusmaking・   
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