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OR on OR 

一-M. RADNOR 博士講演速記録一一

ORの活動そのものにORの手法を適用して，より有効にORが組織に役立つようにすることを目的とし

た“ OR on OR" は. Northwestern 大学における研究が最も進んでおり. Radnor 博士はその中心として

活隠している方です.今回の来日に当って，日科技連と共催で 44年 8 月 4 日午後， 下記の講演会を開催し

ました.

1. はじめに

ORをやっている人聞が最近おかしている大きな

間違いは，彼が実際 lこ ORの仕事を実行する上にお

いて，技術的な役割lではない組織的なまた社会的な

役割の重要性lζ気付いていないという点、にありま

す. ORをやっている人々は，技術的な面にのみ注

目して，そうでない分野の重要性というものを，見

損っていると思うのであります.つまり，実際に自

分達が世の中Il.引き起している事の結果の重大性と

いうものを，見忘れていると思えます.それに反し

て，実際に初期に発生した時のORの目的は， もっ

と幅の広いものであって， もっと哲学的でマネツリ

アルなものであったわけですが，それがいつのまに

か，幅の狭いものに変ってきてしまっております.

それが又再び極めて最近になって，臓の広いものに

変らなければなら江いニードが発生しております.

ですから，私の話の主題は，その「変化」について

であり，変化の「プロセス」についてであります.

イントロダクションとして， もう一つ言いたい事

は，私は rOR とは，いったい何であるかJ tごとか

「何ではないとか」といった. ORの定義について，

ひっかかってしまう事を好まないのです 自分にと

って大事な事は. OR というものは単に新らしいマ

ネジメント・テクノロツーのひとつであり，それら

は過去においていくつも生れてきているわけであり

まして，今日，それがたまたま OR という形態をと

っているというだけであります.で、すから私は，変

にORを定義する事によって，コミットメントをし

たくないと思います.私の話の中では，今よく言

われている OR とかマネジメント・サイエンスと呼

ばれているもののかさの下に含まれている現在の新

(通訳:J11瀬武志氏)

らしいマネヲメント・テクノロジ戸のすべてを総称

してみたいと思います. OR又はマネジメント・サ

イエンスというものが，普通の企業にとって意味

するところのものは，何かというと，結局はマネ~

メント・デシジョンをくだす為の新らしいアプロー

チであるという具合に考える事ができます.そして

それは非常に科学的な要素を沢山合んだものであっ

て，それは非常に高度な専門的なスキルを要求する

といったようなものとして特徴づけられるわけであ

ります，その結果としてこれが実行されるという

と，一般に，組織上の変化を生み出すものであると

か，又は組職上の何か革新的な技術をヲ!き起すとい

うような効果をもたらすわけであります そして，

乙の名前が提案しているように，結局は，オベレー

ションのリサーチでありますから，いろいろな企業

活動を研究的に扱う事であるとも言えます.そして

合理化といったものを実行していく変化を引き起し

ていく事であるといえます.それをオペレーション

ズ・リサーチと，古っていいのではないでしょう

か.

今中しましたように. OR というものが実行され

ると，その結果，組織上の変化というものを生み出

すわけです. さらに非常に高度に科学的な特性を，

もったものであるといった事から，沢山の問題が発

生致します.例えば，既に存在している組織に対し

て，いろいろな変更を加えます.人聞の仕事に変更

を加えます.すなわち，仕事のやり方に変更を加え

るといったような事があるわけです.そうすると結

局，現在存在している人々に対して，非常に大きな

恐怖惑を与えるというか，影響をもっているわけで

す.人々がORの結果を非常に素直に受け入れると

いった様な事は，まれでありまして，普通は ζれ
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が，自然な考え方の結果であると L、ぅ具合には受け

取られないわけです.少なくともアメリカ lとおいて

は，そういう経験を私達はもっているし，その他私

が知っている国々でも同じような経験を通してきて

います.ですからこの様な新らしい経営科学という

ものを，組織の中に浸透きせてゆくことが技術的に

可能かどうかという事を組織的に研究する必要があ

ります.つまり，新らしいテクノロ少ーの発生する

過程や新らしいテクニックが当り前に受け入れられ

る様にする為lとは，どう L 、う事がされなければなら

ないかと，いった事1<:::対する研究が必要になりま

す.

2. OR 活動のもつ問題点

以上の研究をおしすすめる為に，まずいくつかの

基本的な疑問に答えなければならないと思います.

それは例えば組織的な形態といったものについてい

えば，いったい誰がORをやるべきか，どのように

するべきか，誰とやるべきか，誰に所属するべきか

といったような事であるとか， ORをやっている人

聞がどんなスキルをもたなければならないか，とい

っ?こような事であります. rスキルが必要」と私が

言う場合には，決してテクニカルな手法をいうだけ

でなくてオーガニゼイショナル・スキルというか，

人間とか組織とかいうものの理解に関するスキルを

もってなければいけないという事を意味します.そ

ういうものをどういうふうに， もっているべきであ

るか，又そういうスキルをどうやったら相手に身に

つけさせる事ができるのだろうか，又はいったいプ

ロフェッショナルな人聞に対して，そういうスキル

を身につける様κ動機づけるものは，いったいどう

いうところにあるか，という事を考えてみる必要が

あります.つまりマネジャー達がOR というものを

どういうふうにうまく活用すればいいのだろうか，

といったような事を話さなければならないだろうと

思うわけであります.同様な研究を研究開・発活動

(R&D) に関しては，我々はこれまでにかなりして

きているわけであります.それから更には組織的問

題点として，例えばいったいOR というのは最初，

会社の中のーカ所においておくべきであろうか.分

散さしてしまうべきであろうかというような事， も

しかすると ORを導入する為に都合のいい組織部門

というのは?必らずしのそれを発展させる為に都合
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のいい部門とは限ちないのではないかと，言った様

な事も疑問になります. つまり信頼の程度 (credi.

bility) といった問題もあります.どんなととろで信

頼を受けるかとかいった様な問題があります.組織

の中にはORの存在を助けてくれる様な特性をもっ

た部門もあれば，それに反するような特性をもった

部門もあるのではないかと忠われます.更に今度

は，いったいどの様沿プロジェクトを扱かうべきか

といった問題についてもいろいろ我々は知らなけれ

ばなりません. ORの使命はいったい何であるかと

いったととに関連します.私が話そうという事は決

してどの様な具体的なプロジェクトをやるべきであ

るかといった様な事ではありません.それは企業κ

よって違うでしょう. しかしどの様なストラテジー

でもってプロジェクトを選ぶかという事は，非常に

問題l乙必るわけです. どの様な範囲の問題を扱うべ

きかといった様な事も非常に問題であるわけです.

例えば非常に大きな範囲をカバーし，しかも非常に

リターンの大きいようなものを扱うべきか，又はも

っと政、治的なストラテジーを使って大きいプロジェ

ヴトは偉い人を満足させる為，小さいプロジェクト

は実質な利益を得るため，といったようなミックス

も必要であると思います.そのような問題は，決し

て普通のテクニカルな手法だけを， もっていたので

は解決できなくて， もっと組織的な知織というもの

をもってないと社内の政、治といったものに関連して

活動してゆく ζ とはできません.

なぜこういう事をくどくいうかといいますと，実

際にOR活動の成果というものが実行にうつされる

という度合が，アメリカにおいても，まだ非常に低

いという事があるわけです.つまり， ORの歴史と

いうのは，実行されなかったプロジェクトの歴史で

あるといい変えても，よいくらいであるからです.

いろいろな学会誌に出ているいろいろな報告を読ん

でみると，そとに出ている事はみな素晴らしいもの

ですが，実際にその会社に行ってみると，そこに報

告きれている事は実際には実行されていないという

事はよくあります.つまり，人が，ディスカスして

いることと実際l己実行していることのギャップがあ

まりにも大きいという事を現実に我々は，みてきて

いるわけであります.更にマネツメン卜・サイエン

テイストとクライエント(お客様)との関係も調べ

てみる必要もあるでしょう.例えばどんな教育的な
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パックグランドをもった相手が，どの様な事情が

ORを受け入れる下地を形成しているか，受け入れ

る度合が相手の特性によってどう違うかという様な

事をたしかめてみる必要もあるでしょう.更に最後

に経営者の援助というか，支持といった様なもの

が，どういうふうに与えられるか，何故彼ちが支持

するか，どの様 fr.支持するか，どのような結果K対

してどのような意志を表明するか，といった様な事

を研究してみる必要があるわけです.結局は我々が

やろうとしている事は，このOR というものが成功

するか生き延びられるかという様な事に影響をもっ

要因を調べてみる事であります.私が生き延びると

いう場合には，単l乙会社の中に存在しているだけで

ある場合は含みません.何もしていないというの

は，生き延びるのうちに入らないわけです.この様

な場合は，部分的に生存しているというふうに定義

します.

3. 技術革新の普及過程

ORのイボリューション(成長過程)というもの

の評価をする為には，決してそれだけ一つをとりに

したのでは f::めで，マネジメント・テクノロジ{と

いったものの一つのシリーズとしてみていく必要が

あるわけです.どの一つをとってみてもこれらのも

のは，組織体の中 Ir..私がテ z ンヲ・エーツェント

(change agent) と呼ぶものによって運び込まれる

わけであります.チェンツ・エージヱントとは，変

化を起す媒体的な人間という意味で，それがある過

程を通して企業の中に何か新らしいものをもちこむ

わけであります.

私のいう新らしいテクノロジーというのは決し

て，たった一つの変化だけを，よぴおこすといった

ようなものではありません.ーつの変化だったら

「今までこうやっているけれども今度はこうやろ

う」という提案があった時K. それを受け入れるか

こばむか，いずれをきめればよいわけです.しかし

我々がしようとしているととは，変化の過程 (pr

ocess of change) であります. ですから一度 ζ の

変化を受け入れにら，以後は平常的l己変化が発生す

るという，イノベーションが起るという，問題にな

ってきます.つまり当然のやり方として受け入れな

ければならないものです.それがORであります.

この様な事は，決して我々が初めて持ち込なわけで

はありませんで，科学的なマネヲメントの導入と呼

ばれるもので常に経験しているわけであります.例

えば. 1 E というものでもって既に過去に経験して

いるわけです. rこだ違いは，過去50年間，その変化

というものが，非常に加速的lと増加してきていると

いうことです.この期聞において，特K我々はイノ

ベ{ションのルーチン化 (routinization) と言いま

すか，すなわち「変化こそ定常である」という具合

K受け入れるような形で，変化という事が起ってき

ているわけです.例えば R & D fζ関していえば，

我々は既にもう当り前のものとして研究開発を受け

入れているというものであります.そして最近の15

年聞には，マネジメント・システム K. 関するイノ

ベーションが起っているというに過ぎ沿いわけで

す.つまりこのような変化がマネージヤ{の当然の

生活の一部になっているわけです.変化がなければ

おかしいといった様に思わせる事が成熟した状態で

あるという事が言えます.

成熟した状態の例としてあげれば，経理ゃ会計は

現在なくてはならない生活の一部になっています.

ですから我々の企業の中での経理部門がうまくやっ

てないとすれば， うまくないからやめちゃおうとは

言わないわけです. もっといい計理マンをつれてこ

ようという事を考えます.その様なポイントに到達

した場合に成熟期にきたという事ができます.それ

ではそういう様な新らしいテクノロヲーというのは

いったい組織体の中にどうやって浸透していくだろ

うかという事を考えてみる必要があります.ζれに

は企業の中にある問題と外側からくる問題との 2 つ

あるわけです.それはどういう事かといいますと，

そのパラメターを 2 つあげる事ができるという ζ と

です.

一つはまず最初にいったいある特定の組織体が新

らしいテクノロヲーというものを受けいれるだけ

に，どれだけの素地をもっているかという乙とであ

ります. もう一つは今度はそれが入ってきても，チ

ェンヲ・エーツェント lとなる人々，つまり変化を生

み出す役割jを演じる為の人々がそこにいるかという

問題です.言いかえれば最初のは，新らしい技術を

吸収する力というものであるし， もう一つはその変

化を実際K自分のと ζ ろで乙なしていけるだけの人

間の能力といった様な事であります.乙の 2 つの要

因が結局は企業への浸透を決定する為の大きな役割
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を果たします. ORのような高度な技術が導入され

て，実行されていると ζ ろ Kは 2 つのうちのどち

らか，又は両方が存在するわけです.別の言葉で表

現すれば， 1 つは大きな技術格差 (technical gap) 

が自分の企業と他の企業との聞に存在してしまうと

いう事が動機づけの 1 つになり， もう 1 つは，ある

特定の非常K高い望みをもっている人が存在してい

る場合K，強い推進力が得られるというわけであり

ますいずれにしてもこの様な段階では伝道的(mis司

sionary) な特徴がみられます.ORを企業の中K伝

導する様な特性をもった活動が起るわけです.そこ

では企業での実行すること，すなわち新らしいもの

の採用が必要だという必要性を誰かが感じるわけで

す. これはその企業の為にとってであるかもしれな

いし，ある特定の個人が自分のプロフェッショナル

な仕事を売り込む為に必要であると感じる場合であ

ることもあります.とにかく，いずれにしても必要

を認めて入り込んでいくという伝道的な段階です.

その段階で彼らがする事は何かと言いますと，非常

に程度の高い，しかも強度な売り込みであります.

そしてそれによってOR というものを促進しよう.

又はスポンサーを何とかしてみつけようという様な

行動が起ります.要するに，かなりおしつけがまし

い強力な教育というものが，社内で発生致します.

4. アメリカでの OR活動の歴史

自分が言っている事をひとつ図に示してみたいと

思います，次頁の凶の横軸に時間をとり，たて軸l己

導入に対する受け入れの度合，又は定着の度合とい

ったようなものをとる.これは決して OR 1<:: 限ら

ず， 1 E でもなんでも構わないわけです.この最初

の段潜， OR活動が生まれる以前といいますか，この

段階は組織体の中に一種のアイデアの浸透 (idea

penetration) が発生いたしまして，誰かがモース

・キンボールの ORの本を読んで 乙れはなかなか

うまいものだ，我が社でもやろうかと考えたり又

は経営者，管理者が日科技連のORセミナーに出て

きて，自分のところでもやらなければならないとか

いったような事を考える段階で，こ ζ ではおそらく

ちょっとしたプロヅェクトが発生するかもしれませ

ん.しかしここでは何のコミットメントもまだあり

ませんから，とにかくアイデアが浸透するとといっ

た段階です.
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ζ れは図の上方の第 1 期の PRE.BIRTH と書か

れた領域です.ζれに続くものがL、わゆる take-off

という段階です. take-o任が存在する為には社内K

理解させる能力とか，ヌは外部のコンサルタントと

かいった様なものの存在が必要になります.それが

存在致しますと，次K起る事はかなりシヤ{プな浸

透であります.いろいろなミーティングやディスカ

ションが行われたりします.金や太責主で少し売り過

ぎてしまう時代が発生します.かなり革命的に起る

刺激の強い状況であります.これは社内で欲求不満

をもっている人とか.現状に耐えられない様な人達

にとっては非常に魅力で，そういう売り込みの段階

にそのような人々が参加してきます.これが前述し

た伝導的な段階と呼ばれるもので，これをする人を

伝導者と呼ぶ事にします.こう L、う段階での活動の

特性は何かといいますと.非常に大きな変化をもた

らす様なプロジェクトをとろうとする事です.

その様なやり方の最大の欠点は，過去に行なって

いた事を強く批判する様な事態が起ることでありま

す.変化が非常に大きく，企業の組織をひっくりか

えす様な問題が起きるわけですが，どうしてもそれ

をトップ・マネジメントのところへ報告したいとい

う欲求が起こってきます.と ζ ろがトップ・マネジ

メントというのは，そういう事を理解しようとも，受

け入れようともしていないから，どうしてもそこに

お互いに連絡の不十分さが起 ζ ります.更にこの様

な事そ考えている人間は，どういう部門にいるかと

いうと ， rこいがい研究部門や技術部門といった様な

リサーチ的な事をやっているところから起ります.

何故かというと， それには二つの理由がありまし

て，一つはORなんかを理解する為の能力というの

は，まず研究や技術部門にたいがい存在します.そ

れから，更にORの性質そういうもの自体がリサー

チでありますから，それが彼らを興味づけるという

事であります.その為どうしても，大きなプロジェ

クトに到達してしまうという事がアメリカでは起っ

ています.更にこの段階は，コミュニケーションの

問題が発生する段階という事もできます.というの

は非常に強く伝導的な性格をもった時代であります

ので，その人達の使う言葉というのは非常に専門的

な言葉である事が多いわけです.例えば彼らの研究

が数学的なものがありますと数学的な言葉を使った

レポートを書くという様な事がよく蒔るわけです.
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これに対して，文句がでると，彼らは「将来はこう

いうふうになるのだ」とか「将来の経営者はこうい

うものを理解できなければだめなのだから，数学を

勉強するのは，お前の方なのだ」という様な反応を

示しました.アメリカの初期のORの文献には，非

常にしばしば毎月のように ζの点をとりあげた文句

がマネージャーの側からでできました. í我が社の

マネジメント・サイエンテイストはちっともわけが

分らない，どうしてもっと分るようなレポートを書

かないのか」という様な論文が盛んに出た時代があ

ります.この様な事がどうして起るかという原因と

してあげられるのは，組織体自体が非常に官僚的に

できているという事であります.組織体というのは

なんとしても安定がほしいわけですから，そのため

に，どうしても官僚的になってしまいます.以後の

組織体とドうものはもっと流動的になるかもしれな

いけれども，この段階では非常に官僚的であり，そ

こではこういう種類の専門家というものを受け入れ

るという具合にはできていないのであります岡

以上のような事がおこると OR活動への風あたり

時間一一ー

我々の10年前の研究でOR組織の出生死滅過程を示

したマルコフ・プロセスが非常にうまくあてはまる

という具合に考えていた時代があります. つまり

1959年代によく起った事は，多くの企業でOR をや

めてしまう，すなわち OR屋を首にしてしまうとい

う事が起りましに，と同時\c又，別のところで新ら

しい ORが始まるといったような事の連続であった

わけです.当時我々のオフィスにORのリ{ダーを

やっていた人がきて，不平不満をもらしては，いか

に自分が働いている会社で理解がないか，受け入れ

てくれないかという様な悲しい話ばかりをしまし

た.彼は，しかし別の会社でもっといいOR をやる

んだという呼びがかかっているので自分はいくのだ

という事をつけ加えることが常でした.すると三年

後に又彼が現われて同じような事を言う.三四位同

じ様な事があると企業をやめて大学の先生になると

いうのが傾向でありました.

5. OR 失敗の原因

もう少し深く考えてみたいと思います.こういっ

は悪化し，組織の中での影響力はおちてきます.こ た事に影響を及ぼすには 3 つの要因が考えられま

の様な下降現象をたどったある場合には，非常にお す.

ちてしまって死んでしまうという事が起りました 1 つは対人関係上の問題， もう l つは，組織上の
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問題， もう 1 つは環境的な問題であります.まず対

人関係上の問題から扱ってゆきます.ζれは結局信

頼の欠如の問題であります.この信頼という基本的

な概念は大事なわけです.それはどの様な文化文明

をもった閑であっても，まして日本ではもっと強い

かもしれませんが，最初に存在しなければならない

ものであります 次には，現在すでに存在する機能

との衝突という事が考えられます. OR というの

が，新らしいシステムであり，更に閉鎖的なシステ

ムであります.閉鎖的であるという事は，非常に大

きな問題で，他人は立入ってくるなという具合にな

ります.そのくせに，他人のところへ出向いていっ

て，他の閉鎖的システムの7 ネーヲャーに向って，

「お前のところに問題があるから，それをおれによ

こせ」といってもちかけます.そして問題をもちか

えって，答えが出るまではORの領域に入ってきて

はいけないのだという態度をとります.マネージャ

ーからみれば自分が立入る事のできないところで，

重要な問題が扱われるわけであります. もともとは

じめから真実を話していない，信頼していない相手

ですから，彼らにとってみれば，これは自分の興味

をもつようなものではないとしか受けとられませ

ん.更に動機っーけの点でも大きな違いが存在するわ

けです.企業の中に組織人と呼ばれる，企業の目的

の為IC働くといった人達と，専門家とよばれる人達

との問に動機づけの違いがあります.専門家という

のは自分の評価の基準を外部に求めるわけです.例

えば物理学をやっている人なら物理学会で認められ

る事の方が，企業の中で認められるより大事である

かもしれないといったものです.そういう様な専門

家をやとフという事は，すでに存在している官僚的

な組織の中で，お家大事の人間との閑t乙トラブルが

生れる事を意味します.別の動機づけをもった人達

のそれぞれにむいている，別々のやり方を考慮、しな

ければならないといった事が起ってくるわけです.

日本においてもおそらくそうでありましょうし，ア

メリカにおいてもこれが非常に大きな車Lれきのもと

になってきています.

今度は組織的な問題というのをとりあげてみま

す.新しい機能というのが組織に導入された時ι

それが果して受け入れやすい場所にあるかどうかと

いう事は，非常に大きな問題になるわけです.例え

ばちょっとした例をあげますと，研究開発部門に
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ORの機能があったとします.それが手法の理解発

展という点では存在しやすい場所なのですけれど，

しかし，実際活動の面ではうまくない場所です. f7U 

えば ζ こで誰かがマ{ケティングの問題を研究する

とします.マーケティング部門へ出向いていって，

こうやったらもっとマーケティングがうまくいくん

だが，という新しいやり方に関する提案をもってい

ったとします.結果はどうなるか明白であります.

多くの場合，結局は追い出されてしまうわけです.

7ーケティングの連中は rt，丸、たい研究の連中には

ビジネス・センスなんかありつ乙ない，ましてマ{

ケティングなんかを理解しているはずがな Lリとい

う気持をもっているわけですから，その人達を相手

lこ改善案なるものをもっていったと ζ ろで決して理

解はきれないわけです.これが組織上の問題の発生

です.その次 11:言える事はあまり多く言われていな

い事，気がつかれていない事で，大事なことなんで

すけれど， リソース(人的物的資源)の問題であり

ます，特に人的資源の制約条件が非常によくきいて

いるという事です.このことはORの仕事を実行し

ようとする時，つまり今と句あげている段階では大

きく影響しているという事です.なぜかというと，

例えば在庫の最適化を求めようとしますと，実際に

はそういった事をやる前に部品をコード化しなけれ

lまならないとか，数える手段を確立しなければなら

ないとか，物がどこにあるかという事をつきとめる

やり方を決めておかなければならないとか，コスト

の決め方を固定しておかなければならないとか，言

いかえれば，基本的なシステムというものが，前も

ってできていなければ数学的方法の適用はできない

わけです.前もってやらなければならない仕事をす

るためには，沢山の人間が必要になります.それが

やられていなと， きれいなデータがとれないといっ

たような問題が起るわけです.そうすると， ORの

部門の中には人材の確保をしなければならない問題

が生れます. もともと自部門の中にそういった人聞

を沢山もっていませんから，彼らは困ってしまいま

す.非常に大きなプロジェクトとして問題をとらえ

てしまったOR グループとしては rt:いたい ζ のプ

ロジェクトは 5 年位かかる.最初の 3 年間基礎を回

めて，後の 2年間で数学的な適用をする」という見

通しを立てる.普通一般の人は，そんなに待ってく

れない.他にも大きな問題があります.これは後知
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恵ですが，最近考えられている事を申しますと，そ

う Lづ情況は，非常におもしろい事には，コンピュ

ータを導入する事によって，かなり解決されていま

す.つまりコンピュータが先にきてORが後からく

る組織体では，数学的手法がうまく適用されるとい

う事態が起っています.非常に不幸な事K.ORが

先でコンピュータが後だというのがアメリカの場合

でありますが， もしもコンピュータが先 l乙入ってき

ていたら， もっとやりよかったのではないかと考え

られる面があります.更にもっと重要な事は最小の

限界努力といいますか，要するにそれ以下の努力で

あっては，なにもおこらないといった.物理現象に

みられるようなものがあります.これに一般の人は

なかなか気がつかれていません.例えば. 10人 -20

人いなければそこの企業では本当のORはスタート

しないのに 1 人か 2人でやってくれといったよう

な事を言われる場合，そういう場合には決して何も

おこりません.又は非常に長くかかるかのいずれか

であります.その結果，結局は信頼の度合が低くな

り，尚更十分大きなク勺レープでもってスタートでき

ません，その結果起こる事は，失敗だと評価されてし

まうか，又はせいぜい，マネヲメント・アドバイザ

{として経営者のいろいろな問題にちょっとした忠

告を輿えるだけで終ってしまいます.決して，正式

な OR として企業の中に生れ出られないわけです.

今度は三番目の環境的な問題を話す事 l亡します

が，初期の段階では，この環境は支持的といいます

か. OR7 ンにとって都合のよいものではありませ

んでした.例えば，まず第 1 1こ専門家というものが

存在しなかったから，やといたくてもよい人がL 、な

いという環境であったし，第 2Kテクノロヲーその

ものもたいして発達していなかったし，第 31<:ハー

ドウェアそのものもいいものがなかった.更に一般

的な世の中の情況といいますか，世の中の零囲気と

いうものが，そういう新らしいものを受け入れる段

階ではなかったというわけです.似たような例をあ

げると，かなり前にはアメリカのいろいろな雑誌を

みるとコンピュータというものが我々の生活にどう

いう影響を及ぼすか，といった様な事の記事が非常

に多かったのですが，今日はもうコンピュータは，あ

たり前のものになってしまっているから，雑誌の記

事としてはとりあげられないという事があります.

つまり，これに対して支持的な環境というものが生

まれてきているわけです.それは長い期聞にわたっ

て除々に盛り上ってくるといった様なものでありま

す.図でいうならば，第 2 期の INTRODUCTORY

な時期の後半の「組織，全体の知的レベル」の立ち

あがりがそれであります.ζ の結果，何が起ったか

という事を考えてみますと，この変化を非常に典型

的に言い表わす言葉として. DEPROFESSIONALIｭ

ZATION (非職業化，非専門化)という言葉をあげて

みたいと思います.この言葉を別の言葉で言えば，

組織化という言葉，組織定着化とでも言ったらいい

ものです.要するに，何かわけの分からない，しか

も我々に恐意を輿えている様なものを，引っ張り込

んで自分の都合のいい，企業の目的にあったものに

してしまおうという動きが起るわけです.その結果

として，図の第1期の初期で活躍した missionary の

時のリーダーをやめさせてしまう，そのかわりとし

て今度は ORGANIZATION MAN と呼ばれている

ような，組織や会社の事をよく知っている人をリ{

ダーにするという傾向が起ってきました.彼は組織

の中で非常に皆1<:知られていて，そして信頼されて

いるような人なわけです.彼に ORの入門書を読ま

ぜたり，又は30日のコースに出したりして「お前が

かわりにやれJ í どうも OR というものはアイデア

はよさそうなんだが.あそ ζ にいる若いやっ，ワイ

ルドな人聞にまかしておくと革命をおこしそうだか

ら，お前が代ってくれ」というような形で，そのリ

ーダーに変化がおこります. と同時に，場所的iとも

変化が起ります.研究部門にいたORの人間を， も

っとピヅネス K近いところにもってくるという事が

起ってきます.他の国では何が起っているかしれま

せんが，アメリカにおいてはこれが会計・計理，そ

ういった部門に移るという現象が起っています.こ

れはアメリカにおいては少なくとも非常に論理的に

いい場所であります.なぜかといいますとここには

いろいろなデータがすでに存在していますし，ここ

にいる人聞は information system をコントロ{ル

しているし，コンピュータは fこし、がいこ ζ に存在す

るわけであります.更にもう 1 つはこれをやってい

る連中は非常KORを自分のところに欲しがってい

たという事があります.何故かというと，その陰に

は次のような事が起っています.過去にORの人聞

が経理部門の人間の前にきて rおれのところに新

らしいテクノロジーがある，お前が援助してくれる
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ならば，非常11:犬きな節約をもたらす事が可能であ

る. ひょっとすると，最終的Kは accounting deｭ

partment なんかなくしてしまう事も可能だ」とい

った様な事を言われたことがあります.どうしたっ

て自然に反援するけれども，恐異も感じていたわけ

でもあります_ ORが経理部門に移りますと，どん

な仕事をしだしたかといいますと，前は非常に大き

な，全社的な問題を扱おうとこころみたのに反し

て，今度はいわゆるミックス型と呼ばれているよう

なものになりました. もっと即座l乙答が出るよう

な，お客さまを満足させてる事ができる様な問題，

そしていくらもうけたという事を，はっきりうちだ

せる問題にとりくみだしました.それをする事によ

って，最初にもっていた幅の広いORの概念といっ

た様なものから逃げ出して，前は operation を re

search するのだというようなものだったのですが，

今度はそうではなくて， もっと自分達の仕事を特徴

づける為に，いわゆる目的中心的なものになろうと

する傾向がみられてきました.この過程をへる事に

よって，実際には，どういうカーブを画くか分りま

せんが，定着化が高まると L、う現象が起って，組織

の中 l乙自分の立場を確立してきました.

6_ OR の定着

ところがしばらくするとまたしても再び，どこか

で不満が発生して，ある段階で定着度が下降しはじ

めます.図に示すと第 3 期 TRANSITIONAL の中

頃になります.その理由を知るには， OR グループ

の知的レベルと全社的なORに対する知的レベルに

着目する必要があります.第 2 期の前半ではOR を

導入しようとしたグループのレベルがかなり高いも

のであったのに対して，それを受け入れる側の組織

体全体のレベルというものは，ちょっと大げさにし、

いますと，ゼロ l乙等しいくらい低いものだったわけ

でありまり.その結果としてDEPROFESSIONALI

ZATION (非専門化)が起ったわけですが，その時

以来ORク勺レ{プのスキル・レベルはおらてしまい

ました.時としてこのスキル・レベルが組織全体の

ところ迄落ちこんでしま l' ， OR活動がなくなるケ

ースもありましたが，通常はある程度の力が一部に

残りました.この段階でグループ・リーダーが非常

に大事にすることは，経営者の理解をうる乙とであ

るとか，仲間ぞうまく説得する事だとかで，扱うプ
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ロジェクトそのものは小さい問題で，彼は今日いく

からせげばいいといったような，その成果K非常に

興味をもっていたわけです.その為に彼及び彼の部

下の本当のORの実力というのは下降現象をたどっ

てしまったわけです.この過程では， ORでなくな

ってしまったり，実際に change agent としての活

動をやらなくなってしまった部門が起ってきたり，

もっと低いレベルの事をやり出すといった現象が盛

んに発生しました.石油精製会社だったら，その製

品のミックスの問題を L.P. を使って解くといった

新らしい方法を導入したはずのグループが，しまい

にはそのL.P_ のお守り役になってしまって，それ

を更に，実行する仕事迄受け持ったりしてしまうと

いう具合に， もともともっていた，変化を生み出す

役割を投げ捨ててしまうという現象が起りました.

というところが，天下の大勢は変っているわけで，

一般の人々とのORに対する知的なレベルは高まっ

てきます. ORをよく知っている若い人がどんどん

入ってくるといったような事が起って，社内に知的

な浸透が起ってきます.その為にある時，気がつい

てみると，専門家といわれている人間のレベルと，

実際の社内のレベルとの差があまりないという現象

が起ってきます.そうなると，最初の段階で非常に

ORII:抵抗した人々が今度は r どうもうちのOR

は程度が低い，となりのORの方がずっといい，競

争相手のORの方が非常にいいじゃないか」という

事を言い出します.その結果，例えば「実はおれが

昨日やとった00大学の卒業生の方がよっぽどうち

にいる ORの専門家よりできるよ，そいつにひとつ

やらせようじゃないか」という事を言い出すという

現象が起ります.同じ事を R&D でも，やはり我々

が経験した事なんですけれども，研究開発部門を設

立した当初から少したつと，非常に科学性の低い，

あまり高度に理論的でない，利益中心の研究課題が

選ばれています.それから次に high science に i匂

ってゆくといった現象とよく似ているわけでありま

す.この段階を我々は， REPROFESSIONALIZA司

TION (再専門化)と呼ぶ事にします.次に起った

事は， organization man K対して， rお前は中間的

な段階を 3 年間よくやってくれた」といってやめさ

せ，今度はもともと OR とかMS を専門として学校

で勉強してきた人を頭にすえるという事をしまし

た 1 番初めのリーダーは ， tこしかに科学的に非常
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1己高度な人達であったのだけれども，彼らは純粋科

学であるとか数学であるとかの専門家であったため

に，非常に抵抗を生みましたが，この連中はどちら

かというと専門レベルも前の人よりは高い.更にあ

まり革命的なやり方でものを導入しようとしない，

ノーマルなやり方でもって活動しようとする様な人

であります. この時期i乙至ると組織的な位置も変わ

ってきて会計部門にいた人闘を，最初のグループが

非常に望んで、いた高いところに移りだします，すな

わち， トップ・マネジメントであるとか，企画部門

であるとかL、うような計画関係部門にもってくる事

ができたわけです.又しても，仕事の内容は，大き

くなりまして，会社全体という観点から問題をとり

あげるといった様な事が，再び可能になってきまし

1" 

7. おわりに

もしもこれが最終的状態である，これで完成した

という事が言えるとするならば，このような過程に

よって，新らしいテクノロジーを定着化，当り前の

ものとして導入する事に成功したという事が言えま

す.つまり別の言葉で言うならば，ノレーティン化し

たと言えるでしょう.新しいアイデアつまりイノベ

ーションというものを当然、のものとして受け入れ，

又はこれを実行する部門を当然のものとして受け入

れるということに成功したという事が言えます.ど

うして成功したとかしないとかいう分け方をし，そ

の過程に興味をもつかといいますと，過去の 1 E の

歴史をみても，同じでありますが. OR というもの

がいくらよいものでも成功している場合ばかりでは

ありません.以前に 1 E の導入の過程でもって成功

していたらば，今度の新らしい技術(0 R) を， も

のの自然、の成長過程のように，小さな変化の連続を

くりかえして，導入できるはずなんですけれども，

それがうまく L 、かない事情がある為に，またしても

革命的なやり方で入ってこなければゐ;らはいといっ

たことを起こすわけです.その導入の過程というも

のは，決してうまく分つてないというところからこ

φような問題が起ってくるのです.勿論，除々にで

はありますが ι のような能力というものを少しずつ

組織体に，経験を通して，つけ加えていってわおり

ますが.私達はノースウエスタン大学において，こ

ういったような事を組織的に研究するプログラムを

10年間継続しています.その中味は何かと言います

と，まずデータを集める事でありまして，にいにい

75の大きなアメリカの企業というものと 40の政府機

関というものをとりあげまして，にいたい 1.000 位

のインタヴューをやり，更に沢山の資料からいゐい

ろなプロジェクトの記録を保持しています.過去 2

3 年の問は，他の国も仲間に引き入れて，この研究

をやっています.現在18の国が参加しています. 待

国は 1 つ又はそれ以上の大学が参加して，それぞれ

が独立に自分達の研究を進めています 経営科学が

どの様に導入され，又は浸透していくかという事を

違った国情の下で研究しています.そしてお]il 、ば

年 1. 2 回集まって情報の交換等をしています.モ

の結果というのはおそらし“management science 

around the world" というタイトルで本として

IFORS のスポンサーで近々に出る事になっていま

す.また今年ペニスで、行なわれた IFORS の会議に

もワーキング・グループとしても参加したわけで

す.興味あることは，このペニスの大会の開会式;に

おいて，会長が演説の中でこう L 、う事を申しました

「もしも我々がOR マンとして受け入れられようと

するならば，我々が変化を起しているところの社会

的なプロセスというものをもっと埋解しはければ心

らず，その為の研究をサポートしなけれ(まいげは

い」といった事で、あります.私は以上に述べfこ理f:!l

からこういった研究が日本のOR学会からサポ戸卜

され，又は奨励される事を望みます.なぜかといい

ますと，日本のOR というのはまだアメリカほどに

は，進行していないのでありましょうから，アメ リ

カの ORが行なった沢山のまちがいを再びここでく

り返す事がない様にする為であります.我々のとこ

ろで起った沢山の失敗の経験の為に，失なわれに時

間というものは大きなものであります.多くの場

合，その原困は社会的な問題を理解していないとい

ったところにあるわけです.我々のORがシステム

に変化をもたらし，システムを研究する使命をもっ

ているとすれば，我々自体の仕事に OR を適用して

はいけないという理由はまったく心:いはずでありま

』ず
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