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今日の日本 OR 学会

おめでとうございます！ OR 学会 60 周年！！
池上

敦子

2 年前まで，本誌「オペレーションズ・リサーチ」の

て，OR 学会も本誌「オペレーションズ・リサーチ」も

編集委員長を務めさせていただいたということで，学

とても大事な感謝すべき存在でしたので，ええいっ！

会 60 周年記念号にお祝いを述べさせていただきます．

と，清水の舞台から飛び降りてしまったわけです．

OR 学会の魅力の持続と益々のご発展を
祈念し，心よりお祝い申し上げます！
実は，本誌は 2 年前の 1 月，一足先に 60 巻発行を
迎え，記念号とともに表紙も新たになりました．本誌
の 60 年については，そのときに紹介させていただい
たので，本号では，学会機関誌「オペレーションズ・
リサーチ」編集委員，そして編集委員長（だったとき）
の視点で，思い出をご紹介してみようと思います．
もう 4 年半前のことになりますが，本誌の編集委員
長のお話があったとき，光栄と思いつつも大変なこと
になったと思いました．この編集委員長は，OR 学会
の中で最もハードな仕事であり，夜も眠れない日が続
くらしいという話をきいていたからです．毎月特集を
組み，それを無事に発行するだけでなく，いかに魅力
的なものとして作り上げていけるか，という，とても
責任のある任務だと思ったからです．真っ白なページ
ばかりの「オペレーションズ・リサーチ」の夢にうな
されるという話もききました．また，多くの編集委員
長が経験したであろうこととしては，原稿が揃わない
危機から「自らが原稿を書く」ということが挙げられ
ると思います．
一方，研究に関して，ほぼ独学でやってきた身とし
ては，知らない内容を初めて勉強するための教科書と
しても，本誌はとても大事な存在でした．先生方から
いただいたものも含め，古くからの「オペレーション
ズ・リサーチ」を大事に揃えています．特集名や記事
のリスト（通常，どの巻も 12 月号に載せてあります）
は何度見ても魅力的なものばかりです，さらに，歴代
の素晴らしい編集委員長のあとにその任務を引き受け
るには，かなりの勇気がいったのですが，自分にとっ
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編集委員長の仕事が始まると，私の研究室のミーティ
ング用のテーブル（約 180 cm 四方）は，2 年間，ずっ
と 3 カ月分の原稿が積んでありました．初稿が送られ
てきたときには，特集のオーガナイザと担当編集委員
と一緒に読み込みます．できる限り，執筆者の方々の
表現の特徴やご希望を尊重し，形式にはあまりこだわ
らないで進めました．その後，ゲラを作成し，何回か
校正を繰り返し，最後の日は，ほんの 1, 2 時間で意思
決定して印刷に入ります．そして，ほっとした瞬間に，
続号の進捗状況に冷や汗をかいたりするのです．この

2 年間は，前・編集委員長をはじめ，学内外を問わず
本当に多くの方に助けていただきました．

2013 年 4 月から 2 年間の編集委員長任務でしたが，
テーマ決めに関わった特集は，2014 年の 1 月号からの
おおよそ 2 年分になります．2014 年 1 月号は「研究
の楽しさ」という特集でした．切迫したスケジュール
の中で，結局，自身も記事を書くことになった特集号
で思い出深いです．
編集委員長の役得は，すべての原稿を読者より 3 カ
月も早く読むことができることです．ちょっと分野が
違ったり，そのときの自分の興味と違う，いつもなら
タイトルしかチェックしなかった記事もとことん読み
込みました．そして，新しい発見や興味を見つけるこ
とがたくさんありました．なによりも，執筆者の方々
と議論の機会をいただけたことが，楽しく最大の役得
だったと思います．さらに，綺麗な文章に出会ったと
きには心から感動しました．難しい研究内容も心地よ
く心に入ってきて，研究者心を幸せにする文章がある
のだなあという経験もしました．
役得といえば，編集委員長に限らず，編集委員も非
常に素晴らしい経験ができる任務ですので，若い学会
員の方々にも，ぜひ積極的に経験していただきたいと
思います．
ここで，自分の忘れられない経験を紹介させていただ
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きたいと思います．かつて編集委員だった頃のことで
す．編集委員会の企画会議で，
「モデリング特集」を組
ませていただきたいと提案し，実現しました．2005 年

4 月号「モデリング―最適化モデリング―」と 8 月号
「モデリング―広い視野を求めて―」です．特集の目次
を，図 1 と図 2 に付けます．
怖さ知らずの当時の私は「あの先生のモデリングの
お話がうかがいたい」と，次々に電話作戦に出ました．
普通なら直接ご挨拶するにも勇気が必要な先生方に「ど
うしてもいい特集にしたいんです！」とお願いすると，
奇跡と思えるくらいほとんどの方々に快諾いただけま

図1

2005 年 4 月号「モデリング―最適化モデリング―」

図2

2005 年 8 月号「モデリング―広い視野を求めて―」

図3

2007 年 4 月号「モデリング―さまざまな分野，さま
ざまな視点から―」

した．今考えると，失礼もあったのではないかと，ド
キドキするときもありますが，本当に素晴らしい特集
になり，編集委員をやっていてよかったと心から思う
経験です．

4 月号の編集後記には「とうとう昔からの夢だった
特集を企画することができました．今月号と 8 月号に
わたるモデリング特集は，かなりの自信作です」と述
べています．

8 月号では，赤池弘次先生が記事を書かれるときに，
何度も感想や意見をきいてくださり，貴重かつ光栄な
お時間をたくさんいただきました．編集委員としての
素晴らしい経験の余韻の中で，編集後記には，以下の
ように書いています．





●以前，赤池弘次先生の「研究者と運鈍根」というエッセイを
読ませて頂きました．研究者にとって，良い問題と巡り合った
り適した視点を得る「運」
，すぐなにもかも分かったと思わない
ことの大切さ「鈍」
，集中した意識の継続の積み重ね「根」が大
切であることが紹介されていました．今回の特集の最後に私自
身の原稿も載せさせて頂きましたが，ナース・スケジューリン
グに巡り合った「運」
，能力の問題で，すぐは何も分からなかっ
た「鈍」
，ひたすら頑張った「根」と，非常におこがましくも勝
手に関連付けて幸せに浸っております．私の運鈍根の「根」が
多少作用して「見えなかったものが見えてくる」までの様子を
少しでもご報告できたらと思います．
●魅力的な特集が出来上がっていくとどんどん欲が出てきます．
またいつか今回のような素晴らしい「モデリング特集」の続き
が実現できたら，と夢がふくらみます．今回の特集において，
著者の先生方と楽しい議論をさせて頂けた「運」を心より感謝
致します．





これらの特集の評判がとてもよかったため，その後，

2007 年 4 月号「モデリング―さまざまな分野，さまざ

示しますが，モデリング特集がさらなる広がりを見せ

まな視点から―」が組まれました．図 3 にその目次を

ているのがわかっていただけると思います．

2017 年 6 月号
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そして，さらなるうれしい奇跡は，OR 学会 60 周年

うやく学会創立 60 周年も話題に結びつけることがで

記念事業として，これらの特集に基づく「シリーズ：最

きましたところで，この場をお借りし，本シリーズの

適化モデリング」を，近代科学社さんから出していた

第 2, 3, 4 巻の出版が遅れていることを，お詫びさせて

だくことになりました．オムニバスである第 1 巻と第

ください．執筆者一同，頑張りますので，お手元に届

5 巻は絶賛発売中にて，すでに多くの方に読んでいた

くまでご支援ご鞭撻のほど，どうぞよろしくお願いい

だいていると思います．これらの表紙を図 4 と図 5 に

たします．ちなみに，本シリーズは，以下のような構

紹介します．

成（予定）になっています．

私の編集委員活動から（多少無理無理ながらも）よ

1．モデリング―広い視野を求めて―
2．鉄道ネットワーク―公共輸送の最適化モデリング―
3．ナース・スケジューリング―問題把握とモデリング―
4．整数計画―定式化モデリング―
5．モデリングの諸相―OR と数理科学の交叉点―
6．モデリング論―数理・アルゴリズム・モデリング―

実は，私が（もしくは，読者の皆さんが）読みたい
「モデリング」のすべてを，三つの特集や「シリーズ：
最適化モデリング」に載せられたわけではありません．
たまたまお願いしたときのご都合の悪かった先生方や，
切望していながらも，お願いのタイミングを逃してし
まった先生方がいらっしゃいます．再度モデリング特
集を組ませていただく機会があれば，また違ったモデ
リング特集を実現したいと思いますし，若い編集委員
の方々にそれを企画していただけたらうれしいです．
最後に，元・編集委員長として，お詫びとお礼があ
ります．お詫びは，各号，各原稿で，言葉や記法の統
図4

シリーズ：最適化モデリング 1「モデリング―広い視
野を求めて―」

一を厳密に行わなかったことです．前述させていただ
いたとおり，執筆者の方々の特徴を優先したく，自分
なりの一貫性を貫かせていただきましたが，多少乱暴
だったときがあったかもしれません．
一方，大きな感謝は，OR 学会の会長，理事会，そ
して，会員の皆さんの励ましです．編集委員長を務め
る間，会う方ごとに，励ましの言葉をくださいました．
「編集委員会が面白いと思える特集を組んでください」
「自由に伸び伸びやってください」
「特集，面白かった
ですね」というお言葉に支えられ，編集委員会は本当
に盛り上がりました．実際，編集委員の方々の素晴ら
しいアイデアで，特集テーマに困ることは全くありま
せんでしたし，企画会議は，とても楽しい時間でした．
一緒に楽しく盛り上がってくださった編集委員会メン
バーにも心から感謝しています．
ハードながらも，このような貴重かつ楽しい経験の
機会をいただいたことに， OR 学会，そして関係者の
皆さんに御礼申し上げます．そして，最後にもう一度：

図5

シリーズ：最適化モデリング 5「モデリングの諸相―
OR と数理科学の交叉点―」

創立 60 周年，誠におめでとうございます!
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