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森林計画に関する研究

一一ファジィ斑論の応用について一一

松下

A Model of a Forestry Planning Problem 

Application of Fuzzy Sets Theory一一…

Koji MATSUSHITA 

協
同

従米のj試聴予定問題ば人工林安対象fC. そのがI等かの践例ミでの収機最大イヒを目指すそデノレが一

般的な形式であった。この限りにおいて，通常の線型計i碕モデJレとそのために必要なデータ列は

磯定的なものであっても，相当限度分析可能であったように思われる。また， ζのような林組み

るi綬l球'dtま伺名、;かの容観的な確率lζ還元することによってモデノレ!と組み込むととが可能

であったように忠われる。しかし，このような機構概念による問題設定は，悶虫色が生じている。

峻j沫な数絡や関係を扱う議論?にブアジィ理論があり，近年，急速に実用化が進んでいる。森林

含l'IDliにこのファジィ理論を応用する ζ とにより，より現実に却したシステムを設計することがで

きる。 良休的iとは，以下の3つの利点をあげることができる。

第1tこ，前一的な人工j休明外の森林(天然林や複隠林など)のデータを無理に，従来の森林簡

に当てはめるのは多くの問題点を有ずる。多様な森林資源の整備にあわせ，そのためのデータ智

頭!方法に越している。

1:(?; 21C.議林lζ関するデータは，必ずしも家予知的なデータばかりとは限らない。すべての翻涯

を突拍すると，膨大なコストを必袈とする。また，ただ 1皮しか発生しない事象や希想的観測な

どの主観的なデータも少なくない。ファジィ理論は，こうした峻ltまさぞ取り入れる。

'ils31こ，森林計i!llHまiWJ約条件，問的条件の区間が必ずしも明磯ではない。また，制約条件，閥

的条件ともに必ずしも明確に表現できない場合が少なくない。 ζ うした問題は，ファジィ制約，

ファジィ倒的下のファジィ:窓思決定問題として定式化できる。

1.はじめに

森林計間作成に必要な様々な調査データは必ずしも限定的な数{ifIで表現できるとは限らない。

ある小班の材般をJ設定する場合，その小斑にどのような収穫哀を迎用するかを考えてみよう。

も;11いと考えられるものを遊び，その数が[を探用するのであるが，いったん収殺去が採用されて

しまうと，あとはこの数依が般かなものとして扱われる。つまり，該当するi民強設の澗資地と全

く向じものと凡な'dれることそ滋味ずる。ある小破iこ，村の収礎漢を趨月Jずる段階で，非常に

データ，すなわちどのr~'jW!. )艮Ht1去に近いのかは不明となる。いま，表 1のような伊jをm



いて災体的K考えてみようの

小斑 lについて見てみると，間君主は造林!冷に

しているものの，現在の議較は不明で，収

破設から多分 300m3伎であると指定される。

標準決期までには伐採したい。小班 2川以:;tLL，

毎水調査を実擁しており五織な面積・材磁がわ

かる，伐期は70年後言rTImしている。 /J¥班 3は奥

の雑木林で官会q!長上は 35haとなっているが，実

際は 40""，，50haと瓦1われ，40J宇佐，で全部iえってしまいたい。小班 4はスギ・ヒノキ誕交であるが

他樹稽も一部あり，針葉樹としておく。市議はかつて側部;したのでわかっているが，者j酪は不明

で，とりあえザ長伐j出を考える。小説E5は災のほうの伐採跡地で，披設していたため，現段どう

なっているかわからない。 従って，伐jlJJも未定である。

このような 5つの小紘からなる林王座を例に取り上げてみよう。議論与をより明確にするために，

l礎1!4ミなデータをさ多く採用している。森林調査に，十分なコストをかけることができない場合には，

通常はまずこの例のような一覧表を持ることになる。~て，次に，このような一覧表をどのよう

にデータ化するかである。これまで挺架されている弱々の計目立i法1山 3) 特に線型計悩訟によって

小破別絞殺予定を樹立するためには，欠損ful(のないデータに加工しなければならない。「程&J

rWJ後」といった情報の代わりに，確定的な数依!こ!なされる。 また， I噌:1副文JlJJJでは，何年なの

かわからず共体的な数絞の代入が混紡されるo r55JfS ~でj というのも i凝り，低めに50J手として

おく等のデータ改変を必嬰とする。その総泉，例えば表 2のようなデータが得られるであろう。

ζ のようなデ…タについて若千の築計を

実施してみようο;??騎合計は 711m3とな

るが，/J¥班 lの織が突は 350m3あるかも

知れないし， あるいは 280m3 しかないか

も知れない。小説E4， 5!ま不明なためゼロ

となっているが，ヌドえとならばいくらかの謀

総が計上されるところである。また伐j鳴が

50年米満の小斑を検栄する場合，この表 2

からは小波 3のみ該当するが， /J、班 1は先

々55年までに伐採したい小統であり， 50年

未満に岱深される可能性を沼定できない。

1 の i段々な表現のなかに合まれている綬I!~さが表 2 のように確定的な数値あるいはコードに変

換された結果，データ内容までが変質してしまったことに役;設しなければならない。

以上，森林計樹作成の話機データのもつi唆11求さに対して，若干の検討を行った。しかし，こう

したl唆妹さは仰も基礎データに担ったことではない。議論を単純にするため，多iヨ(1抑制伝合1・爾に

よる森林百十磁を考えてみよう 4)。 …変数の段趨{とを悶J留す単一日 (1なお幻影計l問問械に，我々

かの目的関数を考えなければならない(詑1)。 こうした様々な目的関数の 1つを取り上げて考

えてみた場合， {)iuえば， r変化のj泣大似の114小化jは3Jミ535上，主g1H斗i止を:Q:I沫するのではなく，

一定の艇に納めるといった窓i沫が強し、。また， IJ的関数としては，最大化(1詰小化)のみではな

く， rこのILIでは大体…m3は確保したいjというような目的関数も考えられる(詰 2)。

本論文において議論するファジィ組論は，こうした瞬時なデータを取りJ及う議論でおり，近年

様々な分野で研究が進んでいる(詑 3)。 まず 2立ではファジィ理論の概訟と，表 lのよう
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な一覧表のファジィ集合による表示を論ずる。次に，こうしたファジィ集合同士の演算方怯を示

すことにより，設ドなデータの集積がどのような結果を説むかを示す。第3翠， ~~ 4 j怠では，フ

ァジィ論を応用した森林闘を考えるにあたり，そのデータシステムとしてファジイデータベ

ースの考え方そ，また汗j約iシステムとしてファジィ綿製計際について簡単に議論する。なお，具

体的な適用については別稿で議論ずることにしたい。

表1で.[竣11ぷさを示すものとして「兵役jijJJを取り jニげよう。表2のようになんらか限定的な

数値に変換するということは，例えば，炎3のようなコード表を作ることを認球ずる。

j訪3

伐j潟期5剖II誌玄分lにこi倒潤す;るs[は悶ま浪11のような 1対 1対対./.応;芯Sと考考A える ζ とがでさき3るο

この例では.1議機伐jijJを50年(:!:5年)としておいた。例えば，

伐JUJを47年と符えれば必ず(度合が1の割合で)様準伐JUlと三5・え
る，というように読めばよL、しかし，このような 1対 1対応で

は.45年では標準伐期であるが.4Ml"-では?な伐j羽ということにな

るO また，林地の状況，成長状態，その的様々な条件を考滋する

と，伐j明日分と伐!認の関係は必ずしも磯定的とはいいがたい。むしろ. [盟 2のような分布をとる

と考えるのが迎当であると考えられる。また，こうした分布には，主観的な謀議が含まれる。

ファジィ集合とファジィ数2. 

伐J~lデータ表 3
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G閃Of午l'三a もj政主:曳5ずるο 1乏伐JUJといった場合でも.70年以上あれば成合 1で該当するが.50年.60lf:で

も度合がぽくなるものの，該当する。ここでは l対 l対応は成立しなしらつまり昨年という伐期

た場合，おおむねと宮市戊JUl であるが，長伐J~J といえなくもない，ということになる。この

|ヌ12 の 3 つの III[f~~は.えJ~J. ，t¥'j if，(， fJ<:JUJ. J乏伐JijJと考えられる改郊の翻聞を治しており，この集

合をファジィ 1~~ 合 (Fuzzy sets)という。 このような綬11年な祭i'iに対し. 1ヌ11のような 1対 1対

出会 Crisp誤作という。 ファジィ~S('ìはIl愛1!1~ な <<nJ決そ告示すことから波i討な怠l沫では集合を形

成仏ず，通常は次のような部分出合として定設される。

全体~S 合 U の tflj 分~~0であるブ 7 ジィ 0A は，

f!A: U咋 [0.け

というメンバーシップIY，!数日，1embershipfunction)内で定設され，その11立を所関白 (Grade)

綬伐i切・ 1際機伐)IJj・1ミ伐j切の表現②図2j殺伐JVl・i際機伐jむ・ jミ{えJVJの表現①ほ11
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というo 先の閲 2ば，士宮伐j羽， ty{滋伐期，長伐j却に関するファジィ紫合のメンバーシップ偶数を

しており，縦iMlの度合は所Jfj~伎と・~換えることができる。この例では，定義域が主li純である

が，有限であってもよい。例えば 50m3括約の諸積データを定義域とする場合，蓄積が小さいと

いうブアジィ集合は，次のように表記する。

子容積小口1.0/50十1.0/100十O.9/150十0.7/200十O.4/250十0.1/300

右辺部 l羽の1.0/50は，部絡が 50m3であれば所!混成 1で諸積小，つまり，縦突に議泊が小さ

い，と読む。悶様lこ， ζのファジィ集合は，蓄積が100m3であれば，街路!立 1で諸積小と

が150m3であればj州知立O.9で諸積小と考える。都議 350m3以上では所属 oとなるため，

に {350m3， 400 m2， 450 m3，…}があってもく必袈はない。

より一般的に記述すると，定義j決が良!l~1設のfI寺は，有限な集合 {Ul' U2' …， Un} (この場合では

50m吋舌約の部総集合， すなわち {O，50， 100， 150，…} )に対し，その間限度である μ(叫)を

沼いるとファジィ集合人は，

A口 μ(Ul)/UI十μ(U2)/ U2十μ(U3)/U3

出 L.fl(u;) / U; 

と表現できる(/.1(u;)口Oのときは省略可)。 連続集合の場合は，上の式を一級化して

A口 jμ(u)/

と表記する。

メンバーシップ関数の具体例をあげると，区i

3の通りである。これは，背の「高いJ1抵いJ
を示す関数である。ファジィ隈論を現実に応用

していく際の問題点の一つは，このメンバーシ

ップ関数の限定にある。

ヨミ数 lこ殴II~~ (以下， 'Fuzzinessと表記する

がある)を導入すると，ファジィ数とな

返1の例では小波 1の部総務こある 1300ilIJ1友j

がファジィ数の例である。つまり， 1300前後J
とは実数300に Fuzzinessが付加したものと理

f鮮できる。ファジィ数は通常のアラど7少数字の

に…を付けて表示する。ファジィ数 2は2の

ように訴す。 2のメンバーシップ関数はどのよ

うに表現できるのであろうか。!Y:¥]4がその例で

ある。

様々な関数を考えることができるが，どの

ような関数を脱出するかは，そのデータによ

って決まるものであり，一概にいうことはで

きなし、。何等かのn日113I 経験などにより目め

に出ることがJ~l1をされるデータの123合には，

fs(u)などが々えられるし，一定の IlJ.IJJi:: J況泣

を合むデータであれば，五(u)などがよい。

将来， tJH度計i凶法などへの!ぷJTlを考えるので

ml必Jrt
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あれば，fl(めのような線型の関数を考えておくと都合がよい。 λ(u) を伊Hc説明すると， rだ
いたい 2Jというのは1.5より大きく 2.5より小さい。閲 4より1.5である可能性は 0，1.6である

可能性はO.2のように読める。 迭に，所j詩皮0.9以上の区間は， 1. 95""-'2. 05と続んでもよい。 3つ

の関数はいずれも上に日であるが， このようなファジィ策合を凸ファジィ集合 (Convex-fuzzy

set) という。なお，以下の例践では， いずれも線型関数(主として， 三三角形タイプ) が使用さ

れるが，これは計算の1m便性と議論をより明踏にするためのものであることを断わっておく。多

項式，分数関数など，様々なj英i数を使用できるのが，この理論の手IJ点である。

このようなファジィ数に関しでも，実数同様の泌総が定義できる(説4)0互に乏をかける出算

を考えてみよう。簡単化のために，定義域を有|設とし?次のような抱lli散型のメンバーシップ関数

る。

0.5/1. 5十1.0/2.。十0.5/2.5

3口 0.4/2.5十1.0/3. 0十0.4/3.5

ζ のとき，この 2つのファジィ数の硝は，

2 x 3 (0. 5/1. 5十1.0/2. 0十0.5/2.5)・(0.4/2.5十1.0/3. 0十0.4/3.5)

ロ (0.5/1. 5)・(0.4/2.5)ト(0.5/1. 5)・(1.0/3. 0)十(0.5/1. 5)・(0.4/3. 5) 

十(1.0/2. 0)・(0.4/2. 5)十(1.0/2. 0)・(1.0/3. 0)十(1.0/2. 0)・(0.4/3.5)

ート (0.5/2. 5) ・(0.4/2.5) 十(0.5/2.5) ・(1. 0/3. 0) 十(0. 5/2. 5) ・(0.4/3.5) 

tnin (0. 5， O. 4) / (1. 5・2.5)十tnin(0.5， 1. 0)/ (1. 5・3.0)

十tnin(0. 5， O. 4) / (1. 5・3.5)十tnil1 (1. 0， 0.4)/(2.0 ・2.5)

十tnil1 (1.0， 1.0)/(2.0 ・3.0)十tnin(1. O. 0.4)/(2.0 ・3.5)

十tnil1 (0.5， 0.4)/(2.5・2.0)十tnin(0. 5， O. 4) 1 (2. 5・2.5)
十tnill(0.5. 0.4)/(2.5・3.0)

口 0.4/3.75十0.5/4.5十0.4/5.0十0.4/5.25十1.0/6.0十0.417.0

十0.4/5.0十0.4/6.25十0.4/7.5

=6 

となる。以下，定義域が分散し計算の捌主義を避けるため，述税関数で訴されるメンバーシップ関

数を用いて議論を進める。悶 5のようなメンパーシップ関数でおされる 2および3について，

2十 3=5

を災行ずる。関より，所詞皮がOを越える区間は3.8から6.2までとなる。 Fuzzinessを考えない

音i・:!i:l:は，図のピーク部分のi演算のみ実行・していることがわかる。

ファジィ数悶士の般と蹄j演算の結果を示す

と，関 6.悶?のようになる(註 5)。閲 6は，

22 2 x 2口 4

を示し，関 7は，

10+ 2口 5

を治すο 線型メンバーシップi弾数詞士のi浪芸r

の結果が必ずしも線型にはならない点が注閉

される。ファジィ数の演の応用例として，

一定成長率でそ容積が増加していく林分(1ha) 

について若千の計符例会示しておく。 JE雌な

諸積が判明していない天然林について.JJ.l況

として，

J1i1:s J良

1.。

0.5 

O 

αjJヮト

o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

l'R15 ファジィ数の泌t"f.Cfro 



!A) r120m3 ~ζ相違ないJo

(B) rょくで 120m3といったところか。J
(c) r多分 120m3位ではないだろうか。J
(ひ)r120 m3はかたいところte.'oJ

の4タイプの!唆昧な見解があり，その成長率と 0.5 

して次の 4タイフ。の瞭11米な見解がI:l:lているとす

る。

(1) r 1 %の成長本である。」

(2) r最大 1%の成長率が可能である。J
(3) r多分 1%位の成長本と忠、う。」

(4) r概ね 19ぎの成長率が可能と思うoJ
もしも， ~義務については 20 m3括約，成長本

については 0.5%招iìf~でデータベースを作ると

したら，どのような窓見の組合せもみな「初期

120 [が，成長率 1%Jとして等しく扱われ

る可能性がある。また，個人の観に頼った淵

した場合，これらの見解は総定的な数

に殺さ換えられた瞬間に，みな同じものとし

て数われる。この段階で，立な情報が失われ
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ている。

初期議積と成長取のメンバーシップ関数を~8 のように定める。凶 I~J の記号は，上の各見解lζ

対j芯ずる。なお， (1¥)および(1)のような瞬時さのない見解は，所j間交がlの場合のみを考えるので

あり，これは鎖 8の斜線のミ三角形の頂点ただ一点を検討することになる。ここで，ファジィな見

解である， (Bj........ゆ)および(2)........(4)をj詰いで将米寄付五を計算すると，全部で9通りの組合せがえら

れる。関 9は，その:各々についての計掠結果を示したものである。 j:gj9のうち，真中のグラフを

mいて説明すると，まず友Jニにある C3 という記号・が使用したメンバーシップ関数諮号である。

すなわち，アルファベットのCが現在諮私この(c)を，添え字の 3が成長持活の(3)を採用したことを示

す。すなわち， r多分 120m3 くらいの蔀f~J の 111 が，今後 f多分 1 %{立の成長本Jそ統けた場合

の~守米諸積である。各グラフは 3 つのファジィ集合から成立するが，左から )IJUlIこ，現在諸積， 50 

年後の蓄積， 100年後の議J貨を示している。

O 
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図9 様々なメンパーシップ関数lこ対する将米議*:tr
絞)各グラフともi償紬が議綴 (m3)，縦羽lJが所脱皮を示す。

以上， Fuzzincss安定義域の陵i床さに限定 してきたが，問械のこと の相政関係

lこも適用できる。 これをファジィ関係 (FlIzzyrclation)という o r…は…に比べてかなり大き

いJr…と…は大体等しいJというのがファジィ関係の例である。

ある人工林の小耳目:の将米諸積がと、のl盟主主探幣地 {Yl'Y2' Y3} ，こ相泌するかを決定すること

えてみよう。総定的なデータを使Jl.lするのであれば， 11!liEl!やりどれかlつに限定することになる

が，ファジィ関係を{史的すると，次のように;示すことができる。例えば，機核地との関係につい

て， r認すぎるJ(メンバーシップ関数を五(u)とする)， rそれほどfぽくないJ(問.f2(U))， r大
体似ているJ(間・ f3(U))，[高いJ(悶・ fI(u))， r;'2GすぎるJ<r河・ I，(U))，の5月l'Hヨから選択す

ることを考えるO このようなメンパーシップ関数をファジィグレードという。このとき，問題の

小JilI滞在~ x は様準地データを用いて，例えば，

z 口五 (u)/J.~Nn，岸地約十 fs(u)/標準l'!l!.y2+f2 (め/様様!1l1)'3 

のように表記できる。このお記の:なi球するところは，該当の小破諮積は，標準地 lでは少なすぎ

て，標準地2では大きすぎて，標準地3ほど少なくない，ということである。

3. ファジイデータベース

が]濯で述べたような， データのファジィ化はデータベースと密綾なi刻認を持っている。 Crisp

集合によるデータ !~f )1ll (ま，表形式のデータベースを念般においたものといえよう O 去形式のデー

タベースは I)レーショナ jレ・データベースと呼ばれるが，ファジィ化したものをブアジィ・リレ

ーショナ jレ・データベース (FlIzzyRclational Databasc， FRDB) とし、う 71。 ζれはエキスノfー

ト・システムを設計する擦の，立裂なデータベースである。

データベース手IJJlJの例として，都 1 で使間した点 1，お 2 を使って開tìiな 1:Ýt~.{，{を'五行してみ

よう o r1えJ~J45{rの小放はどこかJ という問し、に対してお 2 で示されるようなデータベースで検

会誌を実行すればぷ~ずる小況はお在しなし、。 しかし， 北米のデータはJdであるから， r55 
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でjとする小3111および f40年前後Jとする小斑 3が該当する可能性を有するのである。ファジ

ィな検燃である「設期が451，;下前後の小斑はどれかjという質問であれば，表 2でもある程度の検

は可能となる。 J山2J

一タベ一スが森材林:計計喰;努綴獅苦m鈎1百iの分1野与:にごおいで:はまf必必袈なので;ばまないかと:考汚えi;れるO

デ、ータベースにおける綾|球dの発世は，入力データそのものが椴I!まである場合と，検京の質

問項目に綬i球ざがある場合に分けられる。まず， l下j者から活flliuを始める。このfUJ組については馬

野引によって可能性分布…関係モデルがえミされている。ここでは表 1のようなデータが取り扱え

るように設計されている。このモデルによれば，以下のような課題に答えることが可能と忠われ

る(註 6)0 ①間性総として{スギ，ヒノキ}のような記述ができる。 これはスギかとノキかど

ちらかであることはわかっているのだが，どちらの可能性が商いかわかっていない場合である。

これは取に{針怒樹}とするよりも， 'r奇平日鼠iが大きいo 潟't?l:1ilI.として{不明}をとることがで

きる。これは該当する小粧が存在しないのでほなく，あらゆる樹綴である可能性が等しいような

可能性分布そ考えるというものである。窃間性紡として {200税皮}や {300以下}のようなファ

ジィ集合を目立授与えることができる。天然林のデータでは1日後な計測こそ従漉していないものの，

このような形で大体の部殺を推定することのできる林分はおるように思われる。認を1:依と

して{なし}を与えることができる。これは側資していない，あるいははっきりしない，という

ことではなく存在しないことをぷす。つまり，すべての樹醸の可能性分布がセ、ロであると解釈で

きる O 命 {null} を合めているので， f:t¥¥lべたけれども“わからない"か“なし"かずらわからな

かった状況P を記述セきる。

次にファジィな!行n~1こ対する処rm法についてな仔iJを示しておく。 Tahani は一致!立という

方どを1日いで検決することを提案した。馬聖子8) の例題滋明与を援JlJし，表 1を使用して…致皮検

してみよう。 この表よりスギかとノキで， 250 m3位のt寝泊を持つかあるいはよ三伐加を

る小説[を検然ずることを考える。 この検栄羽目のうち ，f250 m3 {立の諸積J，f長伐j哲lJとい

う部分がファジィな質問である。一i定包の?主諮1立:

J検会猿をはj按笈2実i足ミ討f行子1す「ることlはまでiききない(註 7わ)0 各データ鵠性(樹犠・

で，それぞれメンバーシップ関数が与えられていおものとする。

2ヵ、らはこのファジィ

-伐1~J) !こr>>]し

まず，小1正1について検然安始める。総務・はi到らかに該当し，所j潟&は 1となる。答般は，デ

ータが f300m3 Jとなっており，そのメンバーシップIYA数を 0.4としよう O 伐Jmは f551:'f'."*でJ
であるから ，T再開伎は Oとしよう。 IJ、収 1の検索項目に対する一致役立は，

rl=min おもj渡の Grade， max の Grade，伐j割の Grade}) 

で与えられる(詑 4)。すなわち，

rlロコmin{1.0， max{0.4， O}}口 0.4

となる。同様に計算すると，小方E2 --..... 5の一致!史はそれぞれ，

r2ロ mIn{l.0， max{0.9， O. 9}}ニニO.9 

r3=min{O， max{O， O}}コ 0

r.)ごた min{0.8，max{0.2， 1.0}} ロ 0.8

rs口 min{0.4，max{0.2， O. 2}}誌な 0.2

となり，この検殺に対するブアジィな騨は，

0.4/小斑トトO.9/小説2十O.8/小説[4十O.2/小説工 5

というファジィ集合で表現する ζ とができる。すなわち，小班 2と小説E4とが検然項目にかなり

し小説E1と小l:J15とが一致してい<STiJ能性が成っている。限定的な検然のもとではこの

解のメンパーシップ関数のi究開}立が1のもののみが倹治される。上認のようなファジィな解に対
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して，どのような決定を行うかは，利用者の主観的な判断に提ねられる(降水機感に対して，

のような行動を取るかを惣結すればよい)0

ど

以上述べてきたようなファジイデータベースは現荘のところ災用化には怒っていなし、。しかし

ながら，これからデータベース与を作る場合は，こうしたファジイデータベース設言十の可能性を考

践した調資方訟が考えられてよいように思われる。つまり，無盟fC路定的現実を合わせる

必要はなく，より柔軟な記述を容認するデータベース会作成し，さ訪問のf出はデータ任表 2のよう

に変換して用いておくのが盟ましいように思われる。

4. ファジィ線型計繭

TiiJの2つのま誌では，森林計阪のデ…タをCPIむにファジィイとに関する議論を行った。ヌド章では，

ファジィな況について，訪米から研究が進んでいる線型計簡を取り上げ，検討していく。

以下，ブアジィ線型計問問題として幾つかのパターンを述べるが，まず最初rc.，制約条件にi殴

[1去さを導入することを考えてみよう。例えば， r林道DJ:(まだいたいのところ…円以下Jというよ

うな制約である。もっとも，これだけでは椴率的総恕計IT罰法(註 8)と詞じ発想にとどまる，迷

いは不確かさの表現方法のみである。ファジィ計jlliJ法の長所はむしろ次のような場合にある。問

的 I~l数 {ζ!竣昧さを導入して「年伐j立は低…m3 前後は必で， しかも前年に比して大きくは変

化しないよう lζ」などという条{II: がこれに相当ずる。また，総捌計約jの不等号トの全てに暖Il;j~さを

導入する場合の定式化も行われている的。

線主主計'1illi1潟組は，通常，

max f(x) 限的関数

s.t. 制約関数

のように表現される。締約式iとファジィ関係を導入すると，

Ax三三b

となる。ここでぢはファジィ不等号を友す。 すなわち，Axがだいたい b以下になるように，と

いう制約条件である。{i'((i定的な制約条件のJ克界部をぼかしただけのものであるが，1ft.が相当課な

る場合も出てくる。iIlU約式!こl唆i球さを導入した結果，従米の線型il剤約式ではわずかに慌たせない

条件があったが実は最大舶を実現する点をいだす可能性がある。メンバーシップ関数としては

所属 j支

O 

~10 

同h

b 

ファジィ制約式のf考え方

× 

ハ
J 

7γ ジィ ilJJがj

Xo 

関11 I1剤約・白線・決定の籾JJ.関係
出典)Bellman and Zadeh 10) の

Figure 1 (p. 149)に一部加
策した。

悶10fこ示すようなものを考えることができる。このようなメンパーシップ関数を用いた場合，

アジィ線型計閥問題は通常の線型計問問題に帰蒋できる。

次に臼[1包i調数をファジィイじしてみよう。例えば，

f(x) 

X 

フ
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のような例をあげることができる。これは，目的関数の総がだいたい C以下になるように，とい

うことである。

ところで，実際の計i副作成のi擦には，目的関数そのものが必ずしもi羽目訟ではない場合が少なく

ない。「少なくとも赤字にはならないようにJとか， rこの111なら総収謎が…m3はほししづとい

うような目的関数が設定されることも多い。こうした殴叫な日的を扱うことができるのがこの方

法の利点である。

以上，線怒号l'聞にファジィ i却系金導入した場合の例であるが，目的関数及び制約!掲数の定数壌

にファジィ数を導入することもできる。 すなわち，

max 12x足立 間的関数

s. t. ，1x::S;l 1flU約関数

のような場合である。最初に恭した通常の線淑言I'TI!liと迷い，間的関数と制約関数の式が全く詞じ

形式となることに注回してほしい。 ζ うなると 2つの部数を区別する必要は数学的取扱いのよか

らは必要がなくなってくる(設 9)。線型計測への応用に限らず，ファジィ決定 (Fuzzydecision) 

においては，制約条件，目線開数， .窓思決定の 3者の聞にはi立111のような鴎郊がyJ.られる。

すなわち，窓思決定は自 Fほと制約の共通集合としてJ子えられる。 J~.の舗では x 口 Xo なる点、が

もi認い所開度受与える点であり，最大決定 (Maxmizingdecision) と定殺されるα ファジィ

制約のもとで，ファジィ間的関数の経大化を求める tj~1目白十 iilli において間的関数と制約!立i数の区別

がなくなるのはこのためである。

それでは Fuzzinessをどのようなところに導入すればよいのであろうか。注芯:が;0、袈な点は

ファジィ集合を導入しでもブ式そのものは旅路たるものである点である。つまり， 1iJ，!こ線担方

程式の係数が変化するだけであって，関係、の捉え方そのものを限i球にしているわけではない111。

この係数に関して， 1司等かの綿望によって分布が推定できるのであれば， Randomnessの概

念で処理することが可能であるが，この係数がただの l皮しか起きないことや，翻鷲に膨大な資

用を袈する場合や，前日i担当者・のごないしは決然とした精製を込めたいときには，係数lま磁ネ

を成さなし、。このような場合に有効である。なお，すべての保数をファジィ化してしまうと fま
ったくあいまいで何もわからないJという「あいまいさの爆発J12)が組 ζ り，モデJレ計算するJ!s

1沫が失われてしまう。また，ファジィ化された変数が余りに多いと，メンバーシップ関数をどの

ように定めるかという前からも問題が出てくる。

さらに閥的関数を挫数化し，日的関数間のトレード・オフを扱う多目的線型計i腿問題に Fuzzi樽

nessを理事入ずる研究13)1.j)が近年進んでいるが， 泣なJ誌は:持定のメンバーシップi立i数(必ずし

も線裂でなくともよい，あるの~I::線諜式でも可能)を導入することによって通常の線型計制i問

題に抑殺させる点にある (註10)0 波数の積類のメンパーシップ関数の場合についてはまだ十分

に研究が進んでいない。また，水平によって小波別収般予定p::r，芯泊された 0-1線型計TIlli問題の

ファジィ化もすでに検討されている 15)。

本来の最後に， Zimmermann1G
) の例題を示しておく(設11)。今，次のようなニ閥的線型計簡

を考える。

Max ZI(X)口 -Xl十2x2

Max zz(x)口 2Xl十X2

s. t. -Xl十3x2;;;;21

認易関数(目的関数1)

利益関数(目的関数 2) 

Iljl]約関数



小fIi'(の組合せ (Zl(X)

である。

ここで，臼的関数を次式のようにファジィ化ずる。すなわち，
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X2 

10 
「「〆
γ
¥

~112 二日的問j認の制約条件
出典)Zimmermann 16)の Figure

12.7 (p.247)に一部加摂
した。

Xl 

f佐治IJ約条件式をグラフイむずると，額四のよ

うになる O

これは通常の多目的線型計約iの例である0

]fq の目的問i放の段大化のみを迫求すればA

)}j..が必迎となり(段迎ではわ(X)ごとはt Z2 

(x)=7)，都 2のiヨ的関数のみぞ追求すれば

D.'!!，がj泣となる Utz)通点、では Zl(x)比一3，

Z2(X) =21)。つまり，貿易関数のみを考えれ

ばA点が，利諮問数のみそ考えると D点、が没

となる。 F点は完全品遊点 (Complete

optimal solution) である。部 1 の I~I 的関数

が法大倒 (Zl(X)ロ，14) をとり J 1.t~ 2の目的

数も最大航 (Z2(x)口 21)をとる点、である。

目的関数が双いに1:1]校合する場合には，

f山必 i~事は条件のなかには入ってこない，

m想の.r.'~，である。逆に 2 つの目的関数のj泣

3， Z2(X) =7) がG

をなるべく多くなるよ

うに，考え<sことにしよう (rなるべく jという部分がブアジィな倒的となる)。

Max Zl(X)口 -Xl十2X2 貿易関数(目的関数1)

Max Z2(X)口 2Xl十X2 利益 1>9数(目的関数 2) 

メンパーシップ関数を場入ずる。まず，設易協1ls(について

( 0 Zl(X)出…3

μ1二ロイ (Zl (x)十3)/17 …3くれ(X)

" 1 14くZl(x) 

のような関数を考える。 これは，J'iJ銘収支の段大似 (A.'!，i" Zl(X)口 14)より火きい点

皮として lを与え， 1:改f.l;Kf1立 (E点，Zl (x)ココ…3)以下では所締役才として Oを与え，中間を|立総で

結んだものである([な110の只体例である)。悶採に，

Z2(X) 

7くらい)A
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ついても

21くれ(X)

のようなメンバーシップ関数を与・える。このとき，先の二自

殺計約H問題に陥殺させることができるα

Max A 

s.t. A:;;;;(Zl(X)十3)/17

z …0.05882x1十0.1l7x2十0.1764

Aポ(Z2(X)-7)/14 

口 0.1429xl十O.7l4X2-0. 5 

21~ど -Xl 十 3X2

十3X2

Fト3x2

は次式のような鴻常の線
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30~三3"1 十 "2

"1> 

5. おわりに

f泣後に，森林刑認についてこのような綬1I年さを検討すーる利点をまとめておく。

第 11ζ，森林怒備の主たる日綴が人工林 .;ZHftle'はなくなってきたことである。

というデータ管理方式は基本的には人工林そ念践においたものである。天然林については，殺と

され，一応，河笥;かの数字が記入されているが，それはあくまでも人工林データの集計システム

のなかに適合するようデ…タを改悲しであるといえる。また，人工¥{みといっても，様々

が進められており，従~ミからのi以限設のみに頼った計阿システム[立大きく招らいでいる。

自然の生版物を協定的{叶放っていくデータ管関の方的!と多くの問題が京じてきているようにjぷわ

れる。 今後，まえが|羽が「多織な森林資の整備そ|浪っていくのであれば，森林データの1(¥:r1H

方法をある!1'is悦tの問的のシステム{こ11時閣に迎合させるのではなく，森林という対象に即した，デ

ータ管理システムをねi探していく必裂があるかその場合，森林のもつ段々な綬i沫さを拾fZとしてし

まうのではなく，より磁磁()':Jに践していくことが必裂であると思われる

第 21と，の関約がもはや単に木材生/IJiのf山選{とのみそ!ヨJげすものではなくなってきた点に

であるが，数式によって:記述される

j邸内側面のみでも一定の議論が可能と忠われる。しかしながら，滋林の嫌々な I~l 的相:庄のトレー

ド・オブ IIJj贈を扱う場合，瞬時'dぞ排除した限定的な関係のみ検討していくことは凶燥が予恕、さ

れる。我々は何等かの主観的襲来・(討;12)をも合む釈しい凡皮を必援としている。また，

制の場合，問的と制約条件の13:加は必ずしも明lm1ではない。このようは分野では，羽的， :liU約を

ファジィ目的，ファジィ制約と考えるファジィ芯:思決定の果たす役割が大きいと考えられる。

~~ 3 lC.， ;J1:i:f:.， 様々な分野でエキスパート・システムの梢2裂が進んでいる。エごトスパー i、.シ

ステムでは専門家のもつ経験的知識のような， 1凌i沫なデータを扱うことができる。 j及 ;r~; y.~分 illf ぜ

も応、Jeが進み始めている。ファジィ理論は，知識の表現方法として，また抗議?のi立九として〆nJrJ

である (~U3)o 森林計11mの作成途上においては，必ずしも単純な数式ではi~JJJすることができ

ない多くの専門家の絞殺が主張な役割をよ~たしていると考えられる。今後， t.cj~林計測νコ分~1Y.でエ

キスパート・システムを搭絡していく際に多くのむmが進んで、行くものと忠われる。

iil: 1)森林奇1"1腕問題に~沼的線製計 íi援j去をilÑm した Hallefjord l9 ) らの研究では，以下の倒的関数が設定され
ている。①分別11又波数(丸太将積)の変化のj法大1íí'íの1I~小化，②分JtJJl以波放(志水材総)の変化のli~ ::Jミ
イ伐の支え小化，③第 1分郊の丸太材結の必火化，@分JtJJ泌!JBfitのfCuJ、化，@三1・如IjJUJIiJJ全体におけるJL水材
績の政大化，①分j関ζ、との|訪日え孤立iのj立小化

訟の "1寸総を x，日WR7J(!:¥停を Xoとすれば，
min z=!(x-xo) 

なる図的淡l~を設定する ζ とができる。多目的線31;汁縦であれば， ζ の材{j!fと問機水準の l1~ Gl成j支 z)

が{也の汲滋条件とのトレード・オーブの対象となる。

法 3)ファジィ潔論は， Zadeh20) によって研究がIJ似合されたまだ新しい分翌?である。ぉ~}Æ決定への jぷ rrJは
Bellman & Zadeh 10) による段巡化決定の縦念がう(i1られている。もともとは， r"yミ人J(こ関する判紙法式立

がi後11主であることにお!万した研究で，その災JIlイじではiヨヰえがi誌も滋んゼい60 1987"FlJl~i換した 111/ ，討市営
池下鉄へのJzm，熊本大苧でIll~発の巡むファジィコンピュータ一等のjぷJfJが特に知られているmo
文のうち， ファジィ総論のlj~Ø主的JÈ:~告は水;$:22) 1こ:m.うところが多い。凶J}'lでは， ヤj郊の[;:;lrlFm，日/i:::}jn
え，近年，様々な研究設がlun女されている III判。

法 4)ファジィ集合に限jしでも，抜本創出[(包含・交わり.k"ljび.flli集合)が成主主ずる(例えば，水木25)など

を参照)。ファジィ集合のt:ti演算(論J!Jit点)¥ま，
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x八y口 min{x，y} 
となり，和演ff.(論淑和)は

xVyロ max{x，y} 

となる。

絞めファジィ数lζ関して，日カットを定義ができる。 αカットとはメンバーシップ関数のうち所j潟皮が日以

J二の総を取るような区簡をいう o1%14の fl(めを例にl!iZりよ1げると， FJi隠皮0.8以上の区間は[1.9， 2. 1] 
であるαメンバーシップ関数がi日伎を泌たさない場合には，この区間が波数ケj況に分かれる。ファジィ

集合Aおよび悶Bの{壬;鼠の決算殺の結果を，

~-!1 
とすると，それぞれの αカット集会で、ある Aα，B.， C.について，

C.=ェAα・，*3.
が成立する。例えば， t:!(15の和演算では， };主総ffllが所脱皮0.6の αカットである。点線上のじま悶 xと区

間 y!こ羽]淡路を施した結果が区間 zである。どのようなメンパーシッブ関数を持つ場合でもこうしてα
カット去とれば[glm悶土の演算lζ滋元できる。メンバーシップ|潟数が特定のタイプの場合iこは;5:jU式が

毒事IJ.Iされている(三三角形タイプのメンバーシップI!};J数の場合については水本2討を参照)。

主主 6) 以下，本文中で示す 5 つの記長B形式は!~mF的の209-210ßitの例題説明を森林へのjiMよねを念矧 lこ設さIほし
ただけのものであるf瓦を断わっておく G また， 本論文の炎 l も潟野引の例題 (210主主)を議S4~，こして作
成したものである。

訟の質問を「ス4';'かにノキで， 240 m:l~260 m3の25訟をもち，イえj坊が70ff以上の小況はどれかj というよ

うにファジィな't!U閉そ災体的に指定すれば一応の検討i は可能である。しかし，もともと「長伐j~JJ とい

うデータを i80ifJ に視さ換えたものを対象に，こうした災体的検然を災行するのは賎懇が~tずる。
絞め線型計測に不磁かさを導入する方法として，総本的kJ~l\:i音 i姻のよ議論がお]られている。確率的線型~I'Tt財閥

却とは，制約条件を総本的にir!，:;t:ニし，かっ!ヨ的役H次の平均{はが放火になるよう

る26)。次のような綴;タ的総lli誇1-闘を考える。

max f(x)口 cx 悶的関数

S. t. Ax話b HiO約総数

cのみに総本変数が含まれる場合には，臼的関款の仰を汲大化ずるかによって， J~H省、古fjj及火化問題，
総本l法大化問題(倒的関数僚が…1主総以上になるli盗殺のf法大化)， 下I波紋大化問題な

どに分けることができる叩。尽JW町立， この1i'{iiIf，ミ変数 C としてillifo&?!:iり収磁材絞を，x として伐採誌!-i溺
(j泌総)を燥用した災jUJ計nlliモデルそ提訴さした。この例では， ?1W i分Jmにおけるi以磁材裁が，すべて同

じ多変没:iEj必分布lζ従うことそ仮定し， i令状訟は磁 cxの分散ii?uJ、化問題lこ出iilii，させている。

訟の総I\~詮i‘ muではi滋'I~~' 目的i対数のf法大化(あるいは汲小化)が関られるが，初期の研究においては閥的関
数{立設定されておらず， !¥平そ限定するための滋共として後から導入されたといわれる制。

設10)多1;](f:J向感では，パレ…ト必iiM線引を検討するが，ファジィ;t悶的i1i'mliでは絞後パレート鮮を見いだす

ことができない(ファジィ数の大小関係は不等号?で示すことができないため)0 Dubois30) らは「しさい

絞りを利用して大小関係を定義している。これを利用した行ーパレ…ト政巡解Jの概念が絞殺され
ている叩。

詑11)Zimmermann16)の245......249:&の例足立を51!召した。t:!(110は問・ 247J立の Figure12-7をもとに作成した。
なお， ζの伊j足立は坂和'3)の198-200主主にも51汗jされているoWf.は紋終的!C，xl=5. 03， X2=コ7.32となる。

併を見いだすシンプレックス楽については以利口〉の災11.1(199J'uを委主J!設のこと。

設12)統計理論のゆ1(， 3::1i認総務 (Subjecliveprobability)をj日いるベイズ耳目論の考え方がある。「この立場

では，米知のパラメータがあればかならずその分布を忽定し，桜測によって得られるデータとベイズの

定理によってこの事前分布を事後分布に変換することで統計のすべてがつくされるJ32)と考える(林業

への応刈は松下33))。ベイズの定来日を拡狼した，ファジィ・ベイズ法則を使用すれば， 磁本的情報とかj

様に，ファジィ情報かちIj;Cj&li訟rt;lを得ることができる24)。

設13)エキスパート・システムのj災j休業への応m!ζ東京大学の「トマト{経巡栽培管理、ンステムJ34)がある。 ζ

のシステムでは，事災のlitiiTJミ性を-:fillのメンバーシップfY<I数で表現するように設計-されているo'休業へ
の応nJ!こは， I浅井35) による綴1J.I1'1';:!I:f:;Jj1iミの滋Jf~日2艇がある。ここでは，~材距離， :l由形傾斜，築材材る'1
モ
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Resumる

Traditional methods of forestry planning are deterministic. But there are many kinds 

of “fuzziness" in for・est management， so these traditional methods are not acceptable to 

foresters. The purpose of this paper are : (1) to clarify the problems of using only the 

crisp sets for mathematical model of forestry planning， (2) to discuss the utilization of fuzzy 

theory to forestry planning. 

The following three points are the problems in using crisp sets. 
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1) 1n case of natural forεsts， we can not calculate the exact growing stock by using 

simple method. But， foresters can point out the roughly figure， for example，“almost 

300 m3て“atleast 250 m3
"，“very tall"， and so on. Traditional models can not use these 

useful information. 

2) Most of forests have multiple objects including log production， but we can not always 

state these objects in figures (for example， in case of recreation and scenic beauty). 

Traditional model did not deal with these “fuzzy" data， so even if these functions are 

relatively important， we can not help ignoring them. 

3) Planners of forestry planning have often some kinds of expectations. But in most 

cases， these expectations are “fuzzy"， so programmers can not make mathematical model 

of forestry planning. 1n traditional models， we can use only“probability". 
1 can suggest the following two applications of fuzzy theory. 

1) To make a computer system easy to us巴， the data base system is most important. 

On the other hand， fuzzy sets is suitable for expressing forests contents. So， fuzzy rela-

tional data base system (FRDB) have many merits in forestry. 

2) If the forest have many objects and they are in confiict each other， we have to pay 

attention to the trade-off r巴lation. For this problem， the multiple objective programming 

(MOP) is useful. Simple example of Fuzzy multiple obj巴ctivelin色arprogramming is 

shown in this paper. 




