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《座談会》

ヨーロッノペアメリカ視察を終えて

一一IFORS会議出席後一一

ヨーロッ 1'(

出席者(発言順)

司会森口繁 (東 大)

原野秀永 (東 芝)

多田和夫 (高崎経済大)

金沢弘雄 (国 鉄)

国沢清典 (東 工 大)

戸山 雄 (道路公団)

刊行物委員会

矢部 真 (国 鉄)

小田部斎 (東亜燃料)

(昭和44年 9 月 29 日 日本 OR 学会l己て)

司会 いろいろなところの形式的な記述的な情報，

事務的な報告は印刷物に回して，そういうのに盛り

込めないようなおもしろい裏話だとか，直観的l乙感

じたことだとか，ひとつくだけた調子でお話しいた

だければありがたい.まず原野さんからお願いしま

す.

ヨーロ '1 パ全体の印象

原野全体的にみた感じは，ヨーロッパの OR と

いうのは日本と比べて少し低いのではないだろうか.

低いという意味はシグマが非常に大きい.高いとこ

ろは非常に高いけれども，低いところはするべき乙

ともしていない，という感じがするわけです.ζ れ

は見たところが 9 つしかありませんから，それだけ

で判断するのはまずいかもしれませんが. ・・・・とく

に国家がコンサルタントにお金を出して，大きなプ

ロヲェクトをやらせているという点は，ヨーロッパ

の 1 つの特色で，これは日本には見られない，非常

に貴重なことだと思います.また，ヲ|き受けている

と乙ろが，非常に高いレベルでやっているし，高い

レベルのと ζ乃は，計算機がよく使われている.高

いレベルになると，計算機なしにものはやれない.

またイタリーの現状というのを， OR 学会の初め

にパンフレットで見たんですが，私の感じでは日本

の昭和35年から 37年ぐらいで，やっとローマ大学rc

去年 OR の講座ができたんですね.一般に OR と

いうのは，あまり理解されていないようです.

司会 国からの金でやっている請負側の名前を具

体的にあげれば

原野 1 つはパッテル研究所 (Battelle Memorial 

Institute) ，それと英国鉄鋼協会 (British Iron and 

Steel Research Association: BISRA) , この 2 つ

は非常に程度が高くて，日本でも追いつかないので

はないですか.

司会 バッテルというのはどこにあるんですか.

多国 それはスイスですが，アメリカの子会社で

す.

原野 本来ならばするべきと乙ろがしていない例

としてはアナスといいますか，高速道路公団 (Azien

da Nazionale Autonoma delle Strade: ANAS) , 

ここらはほんとうはするべきなのに何もしていない.

あとはバイエルでもそういう組織はないし，計算機

は使っているけれども全体としてはやってないよう

ですね.

司会非常によくやっている例としては何があり

ましたか.

原野 フィリップスですね.フィリップスで OR

をやっている部門というのは， PEL (フィリップス

・エレクトロ・ロジックス)というセクションがあ

り，電子計算機はつくらないんですが，アプリケー

ション，ターミナル，メモリ{といった研究をして

いるんすね.ζζ には ISA (Information System 

Automation) というグループがあり，それが ISA.

A， ISA ・ B ， ISA.R と 3 つにわかれていて，その ISA

.R とし、うところがORをやっているわけです.かな

りいろいろなことをやっていて，例えばシグナルが

どうであるとか，シグナルをコントロールするには

どうしたらいいかとか，それに全社的な生産管理を，

注文から在庫・出荷まで全部含めた生産管理をやろ
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うとしているわけです.そういうモデルのシミュレ

ータをつくって，ここにこういう問題が起きたらど

んなことが起きるか，そこが一番企業としてはやら

れておりますね.

司会 もう 1 つぐらいあげるとしたら.

原野英国石炭公社 (Coal Board) じゃないです

か. ζ とはイギリスの OR 発祥の地ですから非常

にいばってまして， イギリスの大学fL OR の先生

が10名いるがそのうち 8 名はここの出身である.組

織も非常におもしろくて.OR グループはどこにも

属さない.そ ζ で書いたレポ{トは技術担当重役の

ところに直接提出され，権限としては非常に強いわ

けです.私がみた中では非常に望ましい形じゃない

かと思います.

私の感じではイギリスは一生懸命石炭をなんとか

生かそうと思っているんですが，傾いていくものを

一生懸命 OR で支えていくという感じですね. ど

んな順序で廃坑をするとか，マーケット・サーベイ

をするとかやってるわけですが，石炭の衰退は蔽い

がたいのでは.

とれは余談lとなるんですが，あとで聞いた話では，

石炭公社がイギリスでは非常に強いために，原子力

発電というのが必要以上に圧迫されているという人

もいますね.組織としては非常に立派なものがある

けれども，果してどういうのかな.ζれはイギリス

全体の問題t: と思います.

それからど ζ1<::行っても計算機が非常によく使わ

れている.しかも CDC の 6600 というのがL 、たる

ととろにあるんです. 6600 なんて日本にはありま

せんし， うらやましい感じですね.

もう 1 つ，乙れは私のと ζ ろの関係なんですが，

イタリーのシシリー島の先でターミナルで計算を頼

みますと. GE の計算機がミラノにあって，ぞとま

で行き， ミラノで小さくて計算ができないとなると，

ストックホルムに行って 645 で計算して帰って〈る

そうです.そういうのを見てますと，電子計算機を

仲介にして，国境はなくなったという感じですね.

司会 ヨーロッパをアメリカ合衆国と比べてみれ

ば大しておかしくない話ですね.ロスアンゼ、ルスで

必要な計算をアリゾナでやっているのに相当する.

原野 そうですね.ことに情報化時代においては，

アッと言ったら向うから答が返ってくるんだという

のをまざまざと見せつけられたわけです.

司会 そういう情報処理に関しては，ヨーロッパ

共同体みたいなものが先取りれさて実現しているよ

うな感じですね.

原野 こちら側lといてヨーロッパ共同体というの

は，そう切実に感じなかったわけですが，行ってみ

ますと，外国で買ったほうが税がかからないだけ

安いなんでいうものがあるんですね.確かにデンマ

{クで買いますと，同じライターでもイギリスで買

うよりも安い.われわれ横からみてますと，ピンと

とないものがあるわけですね.まず国境があって，

関税があって，何があってというのが，だんだんな

くなっているというのは非常におもしろい現象です

ね.

矢部 ヨーロッパー共同体というよりも，むしろア

メリカの資本がえらくおしまくっているという感じ

だな.

原野電子計算機はそうですね.イギリス，フラ

ンス，イタリ{がだめで，あと残っていろのはテレ

フンケンとかジーメンスヤらいで，フィリップスは

やる意思はないですから，そういう点では確かに一

生懸命防いではいるんだが，それももうだめだと思

いますね.

司会 ほうぽうでごらんになった CDC の 6600

は，ほんとうに活用されているんですか.

原野活用されています.セマの6600などは，ボ

ルドーとパリの聞を4800ボーでつないでいるわけで

す. 4800ボーなんて，われわれ目を回すようなスピ

ードですね.オンラインでつないでいる場合それが

実際につながって，しかも全部自分のととろでどん

どんいいプログラムを開発し，それを売っていると

いう点が非常にえらいと思うんですね.例えばコン

コードというプログラムがありますが， ζ れは PL 1 

より大型だとか，“ポリガミー"というのがありま

す.ζれは整数型 LP というのがあって，ロケーシ

ョンをきめるのに使えるんだとか，そういう ζ とを

たくきん並べるわけです.

司会 “ポリガミー"というと“一夫多妻制"で

すか.それはどうして.

原野 いやいや，何か頭をとるとちょうどポリガ

ミーになるんでしょうね.輸送にそれを使うんです.

計算機を使ってコンサルタントをやろうというの

Tごったら，計算機メーカーからもらってきたプログ

ラムを後生大事にかかえてしようなんでいうととで

はなくて，自分のところでこういうプログラムがあ

りますからと注文下さいと，こういうような行き方

を日本のコンサルタント会社もしないといけないん

ですね.

司会 そうするとセマはヨ{ロッパでも巨大な存

在で，ほかは寄りつけないといった感じですか.
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パ'"テルの場合

原野 そうですね.あとパッテルの場合はすこし

違いまして，私の考えでは経済モデルをつくってど

う乙うする，というのが中心ですから，ちょっとわ

れわれの OR よりもエコノミックの方に片寄った

感じですね.

司会 ζ れはそうすると企業というより，むしろ.

原野 いや，最終的ILは企業をやるんですが，お

もしろいのは，エクスプロア70とエクスプロア80を

持ってまして， 1970年の状態を予測し， 80年の状態

を予測するわけですが， 70年の場合には，最近はや

りの技術予測をやって70年における経済状態はどう

なるであろうか，というふうにマクロでっかんでお

いて，それで最終的にミクロでっかむ.手法として

は，インプットーアウトプット分析だそうでして，

馬鹿みたいな手法なんですけれども，やっている ζ

とは非常に新しい.つまり現在から少しのばしてい

くのじゃなくて，逆1L70年にはかくあるであろうと

いうようなマクロをつかんでおいてから，現在のミ

クロ IL引戻しているというわけです. ・・・・ ζ ういう

点では単なるエコノメトリックスの手法ではないよ

うです.

多国 デルファイそのものじゃないけれども，デ

ルファイ型のをやっている.

司会専門家l乙何度もアンケートを出すのです

ね.

多国 と同時にパッテルのそれは，ラボに化学者

もおれば，機械技術者もおるという具合で，いろい

ろな種類の科学者が協力して仕事をする.

司会 アメリカを無視して，ヨ{ロッパだけで技

術予測というのはできますかね.

原野技術予測というのはヨーロッパの方が本家

ですから，ヨーロッパだけでもいけるんじゃないで、

しょうか.

多国 裏話という ζ とで，パッテルというのはオ

ハイオに本社がある.それから理学部門とラボと，

2 つの大きい研究機関があるわけですが，理学部門

は数学とか物理など，またラボの方は，例えば OR と

か，いろんなプラントのシステム設計をやるとか，全

世界にその組織がばらまかれているわけですね.そ

乙まではいいんですが，おもしろいのはパッテルが

銀行を持っているんですよ.あれはゼロックスで儲

けた会社で，その利益を資金にして運営していると

ころなんです.ラボあたりでいろいろ開発した研究
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に買い手がつかない場合は，その銀行が買うんだそ

うです.銀行が買うと銀行の信用で買い手が非常に

つきやすい.それで相当売れる.さらに売れ残った

ものは，その銀行の子会社に命じてテスト・プラン

トをつくらせる.そうするとほとんど売れるという

ζ とを言ってました.

司会 たとえば理研コンツェルンなんかとも似て

いる

原野 形としては日本の野村総研.なかに経済部

門と工学部門，物理と生化学と 4 つから成っている

わけです.生化学があると乙ろなどちょっと野村総

研と似てますね.

アナスの場合

多聞 きっき原野君から出ましたが，イタリーの

OR での裏話として

アナスで、は， OR でどういう問題をやっているか

を聞きに行ったわけですが，実際は期待はずれで，

アナスはどんな仕事をイタリーでやっているかとい

う説明が，一方的にされただけでした.

実は，アナスの下に IRI という， 産業復興公団

のような部門があり， ζ 乙が OR をやっていたわ

けです.その IRI の代表者が， 説明会の席に出て

おったわけですが，アナス側の説明者は，私どもが

OR はやらないのか? 例えば道路 1 本敷くのにも，

地域開発という乙とを考えなくちゃいかんのだが，

そういう分析はしていないのかなどと質問しますと，

IRI 側では，いや，しておるんだ，というわけです

よ.それはぼくらに向ってじゃなくてアナスの説明

者に向って.ところがアナス側では，そういうとと

はイタリ{ではやらないんだ，そういう問題は政治

的問題として意思決定されるんだというようにわれ

われに答えるものですから， IRI の連中はむくれる

わけですよ.だからアナスのような立場と， IRI の

ような工学部門を本当K受け持っている立場とは，

内部的にも非常に連絡が悪いし， アナスは IRI の

OR の結果というものに対して，真剣な考慮を払っ

ているという感じが，私はしなかったですね.

セマの場合

原野 そこがイタリーの OR の悲劇Tごと思うん

ですね.ところがそれと対照的なのはセマ (Société

Economique Math釘natique Appliqu馥: SEMA) 

で聞いたんですが，セマではマルセーユ港をどうす

るかという問題があったわけです.乙のときに，マ

ルセーユだけを考えないで，ほかにルアーブルとか
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Jレ{アンとか，ボルドーとか，ナントと 5 つの港を

確保して，それだけを比べて，果してそこにお金を

的には. ・・・・

原野 そうじゃなくて， それは OR グループそ

かけていいかどうかという ζ とをやって，テクニッ のもので，そのほかに各部課にいるわけですよ.

クとしては， “エソップ"とか“エリーゼ"とい 全体で4000人いまして，そのうちの1500人が市場

うプログラムを持っているわけですが，“エソップ" 調査に使う面接者，あと 2500人のうち 1200人が理工

というのは，どうも統計解析のプログラムらしいん 科系. OR K関係しているのが，全体を大きく分げ

ですが，それとか判別函数を使って，あとシミュレ ると 5 つの部に分かれていて 1 つがデビジョン A

-ションやって，これだけお金をかけなさいという といって informatics. すなわち計算機ですね.B と

ζ とで，約 600 万フランかけたそうです.それで 1 いうのが企業関係 c が行政関係 D ， E というの

年間の利益が2900万フラン，それだけ儲かったとい は市場調査関係です.その中で企業における OR の

うんです.それを非常に白慢していましたが，そう 教育というのは Bがする. そのほかに OR 専門と

いうふうに，コンサルタントに年間 3 億6000万円も いうのがいるわけです.それから計算機部というの

お金をかけているんですよ. は，自分でプログラムを変え，頼まれるとプログラ

司会 それに何人ヤらいかかったのですか. ムの開発をする .OR がやっているわけではないん

原野 3 人のエンジニアがフルタイムで 3 人が ですね.特有なプログラムというのは，いろんな部

ノTートタイムで 1 年半かかったそうです. 課に OR 屋がいて， 本部には精鋭と称する人聞が

司会その 4億円近い金を何に使用したんですか いるわけです. 大体その OR 屋の 2 分の l は米国

ね. において大学のマスター課程で修士号をとる，とい

原野 いろんな調査と，計算機をじゃんじゃん使 うように相当程度が高い.それが OR 専門家だ.そ

うんじゃないですか. れから OR ワーカと称するのはほかのいろんなと

多国 2900万フラン儲かったという根拠はどこだ， ころにいる感じですね.

ということが問題だな. 司会 そうするとセマは巨大であるが， OR はそ

原野 しかし少くともコンサルテーションをして， の一部分ということですね.

それだけ言えるというのは大したものだと思うんで 原野そうです.

すよ. 司会 その OR がセマの仕事全体について， 神

司会 そうですね.それは大したものだな. 経みたいな，脳髄みたいな役割jを演じているんです

金沢ヨーロッパのビッグ 200 社の中で，約 3 分 か.

の 1 がセマのお得意きんです. 原野 そうですね.例えばどんな仕事をやったか

矢部 各国lζ支店をもっているからね. と言いますと，生産・在庫というのが仕事のうち 19

司会 それでは，何故セマがそんなに巨大な独占 %，それから保全が15%，統計が10%，運輸が 9 ~0. 

的な地位を占めるに至ったんでしょうね. 企業モデルが 8%，輸送が7?ムエネルギーが 6 5'ら，

多国 セマというのは，フランスでできたんです 流通が 5%. 工業が 2 %，保険が 1 %，繊維及ぴ製

が，あと各国にそれぞれ支店をつくる場合に，その 鉄が 1 ro ， これで製鉄がだめだというのはよくわか

各国のコンサルタント会社を全部吸収して傘下に収 るんですね.ことにフランスはだめです.パーミン

めにんじゃないですか.だからその国へ非常に入り ガムの溶鉱炉には，くもの巣が張っているというん

やすいし，すでに固定客もありというようなことで ですから

ふくれたんじゃなL 、かな. 矢部 コンサルタント lζ出したというところがお

司会 セマといったって，実際には仕事をするの もしろいところだけれども，それがどうして日本は

は，その 3 人のエンジニアとかいう人でしょう. 出ないのか? セマがそれだけ大きくなるのは，み

原野 ええ.OR グループの構成といいますのは， んな出しているわけでしょう.

グループの長及び主任エンジニアというのが 7 人， 原野 そう. 41%政府から金を出している.

エンジニアは 3 年以上の経験者で 1 人で仕事のでき 矢部 そういうものを信用しようとしているわけ

るのが 4 人，エンジニアと称するのが20人，補助研 ですよ.金を出すからには，フランスの長期計画と

究員が 4 人，その他 6 名，大体そのくらいしかいな いうのが相当もとになっていると思うけれども，日

本はどうも，あまり官庁でそういうことをやってく

司会その程度の人間でできる仕事というと， fま れない.
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バイエルの場合

原野私の感じでは，日本の一番の強敵になるの

はドイツとスエーデン.工業のあり方とか，国民の

あり方とかいうものを全部比べてみて，イギリスも

フランスも下がっている.オランダは小さくまとま

っているという感じで，そうするとやはり日本の相

手はドイツとスエ{デンじゃないかという気がしま

すね.

矢部 ドイツはあまり OR やって沿いんじゃな

いの.やってない国の方がこわくて，やってる国が.

金沢 閉鎖的だったんですよ.

原野 だけど全般的に， ドイツの OR というの

はあまりないですね.計算機だけは大きいんです

よ.

バイエルでは， 360のモデル60が 1 台と， 50が 1

台入ってまして，その下に 360 のモデル40が 1 台，

モデル30が 2 台，その下fL PCS がありまして，最

初にパンチ室を見せられ，次にソータを見せられて，

それで次にはモデル40が 1 台と 30が 2 台あるわけで

すよ.ちょっとギョッとしたわけです. もう 1 階上

へ行きましたら， 2314という大きいディスクがあり

ましてね.あれとディスクが 7 台で，テーブルが14

台ヤらいワンセットでついた大きいのがあるんです.

見た途端にげっそりしまして，あんな大きいの見た

ことがない.モデル40 とモデ、ル30を何 F::使っている

のかと聞いたら，インプットをするのにテープに読

み込むのと，向うでテープをつくったもののプリン

ト・アウトだけに使っている.それだけにそれを使

っているわけです.それからソータは何に使ってい

るのかと聞きましたら，ソートするんだそうです.

読み込むときにある程度ソートして読み込ませる.

そのほうがはるかに楽だという乙とで，なんだか非

常に前近代的なところや，非常に新しいところまで

全部 1 つの建物の中にあるというのはちょっと驚き

ました.

司会縦につながって 1 つのシステムとして動

いているわけですか.

原野 ええ，ソ{トもして読み込んで，テープが

上に行って，上のテープが下に行ってプリントをし

ているという形ですね.一体何をやっているんだと

言ったら， 90%は事務作業だそうです.あとの10%

が科学計算ですね.

司会 ところで大ものは原野さんがすでに話しち

ゃったわけですが，意見が違っても結構ですし，な
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んでもよろしいんですが.・・・・(原野氏退席)

フランス国鉄の場合

金沢フランス国鉄 (Société National des 

Chemins de ber Fran軋is: SNCF) はセマや英国

石炭公社に次いで， OR 活動が活発で，しかも地に

ついていたように思います.フランス国鉄で私達は

かなり具体的な 4 件の OR 研究報告をききました.

そのうちの 2 件は貨物輸送に関する最適計画の話で，

あとの 2 件は機関車回送の問題でした.アプローチ

の方法がそれぞれちがうんですけれど， ζ れらの 4

件はかなり実際的な報告で，おそらくほんとうに役

に立っているだろうと思われました.

司会貨車輸送のほうでいきますと，どんな結論

ですか.

金沢結論というのではありませんが，非常に膨

大な貨物の流動調査を行ないまして，それによって

最適な貨物列車の筋の引き方，くわしく言えば，操

作場開の輸送計画表を最適な形に作るということを

やっています.これとは別に，この問題をもっと大

局的にとらえた研究もありました.ζれは操作場開

の距離や操車場滞留時間の表をあたえて，操車場に

滞留する貨車の総数を最小にすることを目的とした

モデ、ルを作るという研究でした.

われわれ貨物列車の計画というようなことを考え

ますときには，貨物輸送というものは季節性の強い

ものですから，年 1 回か 2 回の調査だけで，年間の

最適計画を立てるというやり方には，非常 1<::疑問が

あるんじゃないかと開きましたら，そういう所は割

合fL大まかに考えておられるようですね.

司会 国鉄のダイヤは季節によって変えているん

ですか.

金沢 もちろん変えております.フランスでは貨

物列車を 3 種類に分けておりまして，まず急送を要

する品物は RA という急行列車に仕立ててサービ

スをする.これは貨物の最優等列車です.次に RO

といって， とれは普通使というんだと思いますが，

ζ れが 2 種類に分かれて，かなり定期的な，量的に

安定して出貨される品物の輸送と，全くばらばらな

出貨の輸送とあるわけです.いまの貨物列車のの最

適計画といいますのは，このばらばらなものだけに

ついての話でとざいます.そういう品物の流動につ

いて，かなりこまかい調査をして，その結果を計算

機に放り込んで，自動的に最適な列車計画をすると

いうことです.ですから急行使とか，定量貨物につい

ては，あまり OR 的な接近はなくて，ぱらぱらの貨
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物は確率的にいろいろ変動するので，そういう貨物

についての話でした.

司会 普通に定式化すると，整数型 LP みfこいに

なりそうな感じですね.

金沢 そうです.先程の第 2 の問題については，

整数型 LP の話が出たんです.ところがこの場合，

目的函数がリニアでないので，整数型 LP ではでき

ないという ζ とで，コンコード方式とか何とか言わ

れたんですけれども， ζ この所は私はよくわからな

かっ?こんです.

司会整数型 LP は，むしろ使おうにも解法がな

いからしょうがないというととじゃないですかね.

多田 ON-OFF 型の問題. とれは俗fC言う整数

型 LP じゃないが，そういうような問題は案外多い

ですね.整数型 LP 花ざかりという感じですね.

司会 あれは LP みたいに，一般的に使える便利

なアルゴリズムというものがあるのではなくて，整

数型 LP という形に定式化できたから，それで解け

るというような状態じゃないんですね.向うではそ

んな明断な答はできない.

多国 投資計画はどこでやるかやらないかといっ

た形で問題が出てくるということなんですね.

司会 だから皮肉な言い方をすれば，整数型 LP

だなんて言っているともうそこで行きどまりになる

から， もっとほかの見方をすべきだということにな

るかもしれませんね.

ところで多国さんどうですか.

ヨーロッパの OR をこうみる

多固 また裏話という ζ とになるんですが，まず

学会が終わりまして解散というわけですが，アメリ

カその他からユダヤ系の人がたくさん来ておるわけ

ですね，メイコール以下.それがとれからイスラエ

ルの学会にみんなで行くんだということで，ほとん

ど全部行ったんです.乙れは私lとはいろんな意味で

ショッキングt:った.イスラエルにはジェーコブと

いうモースのお弟子一一陸軍の OR のリ{ダ{をや

ってるはずーーがおるわけです.

今から 4 年前の話ですが，その~ェーコブが，イ

スラエル軍の OR グループは現在30人だけれども，

各大学の教授がみんなわれわれの軍事の OR を手

伝ってくれるから，実際にはすごく強力だよ，と私

l乙言った記憶がある.そういう問題とも照らし合わ

せて，これじゃアラブは勝てないと思った.ζれだ

けのポテンシャルがあるならイスラエルは主張を通

し得るんじゃないか，そんな感じを持ちました.ア

ラブの紛争が起ったときも， 乙れは軍事の OR の

勝利だなと思ったけれど，まさにその通りになって

しまいましたからね.そういう裏話が一つありま

す.

それから， ζ れは原野君とぼくと非常に見解が違

うところなんですが， ヨ日ロッパの OR は， ぼく

は大したものだという気がするんですね.例えば各

国のOR学会会員，乙れは正確なものはわかりませ

んが，人口密度というようなものからぱくが計算し

た結果では，表 1 のように OR '?ンの密度が日本よ

りはるかに高い. もう 1 つはやっている内容， OR

というのは本来 pragmatism (実用主義)の権化で

あるべきだと思う.なるほど，すごい高度な理論を

使ったというのは 1 つもないけれども，簡単な統計

をフルに使うとか，ありきたりの手法でうまくアプ

ローチをするとか，とにかく実践的な OR というも

のをヨーロッパの人はやっている.しかもときには

OR と名づけたり， ときには OR と名づけずにや

っているというのをいたると ζ ろで見受けた.例え

ばイギリスなんかでも 2 つしか見なかったけれども，

英国鉄鋼協会にしろ，石炭公社にしろ，ありきたり

のととをやっているけれども，それでちゃんとその

政策に生きるような仕事をやっている.そういう感

じがして，ある意味で、非常に心打たれたと同時に，

lまくらの学会というものは，なにかしらもっと実用

主義的に動かないといけないんじゃないかというよ

うな反省をさせられました.

司会 そのほうが本当にヨーロッパに学ぶところ

でしょうね.

矢部 フランスの電力会社で，とくに感じられた

のは?

多聞 これは行先を間違えた.実際の電力公社自

身は違うと乙ろに OR グループを持っておって， ~ま

くらが行ったのは配電線の設計をリサーチとしてや

っているというと乙ろで， それももちろん OR で

はあるが，何か本ものじ宇ないところにさわったと

いう感じがする.

矢部英国鉄鋼協会のほうはどう.

多国 英国鉄鋼協会では，今どういう仕事に力を

入れているかと聞いたら，鉄鋼の運搬船が非常に大

型化することに関連した問題だという.日本ではも

うすでに， 18万トンヤらいの鉱石船を入れる予定で，

シミュレーションをやったり，波止場の大きさを見

積ったり，いろんなことをやっている.向うでは10

万トンを入れたいということで， 10万トン級の波止

場の大きさとか，シミュレ{ションとかを今やって
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表 1 世界各国の人口と OR 学会会員数

年:1m 盟 ~ 
次

国 名
総 数

1959 イ ギ リ ス 1, 721 

/1 ブ フ ンス 1, 708 

1960 スエ{デン 163 

/1 ノ Jレウェ{ 64 

/1 ;t フ ンダ 277 

!! ベルギー 158 

1962 イ タ リ 一 262 

H ド イ 、y 288 

1963 ス イ ス 322 

/1 スペ イ 、J 131 

I! デンマーク 118 

言十 5, 212 

1959 ア メ カ 4, 577 

1960 カ ナ ダ 284 

/1 イ ン ド 241 

!! オーストラザヤ 208 

1961 臼 本 800 

1962 アルゼンチン 271 

いるというような怒をしていた.

教育f!IIJJ度についても石炭公社で触れていました.

入社したら 1 年間，仕事をさせながら大学院へ行く

ための補修教育を受けさせる. 1 年間たってから，

OR の修士コースへ. イギリスの大学院に OR 専

門の修士コースをおいているととろは 7 つある.そ

のうちの適当なコ{スに入れる.替は進学中もしょ

っ中会社へ出てくるようなシステムだったが，最近

は行きっぱなしの 2 年間コースに改められ，それが

ようやく実践に入った.また石炭公社では，中央と

出先1(. OR グノレ{プを持っていて， やる問題が違

う. 戦術的な問題を泊先はやるし，中央の OR グ

ループは，石炭政策に関連するようなことをやって

おる. (国沢氏出席)

司会国沢先生は団長でずっとー絡にいらっしゃ

った.何かと〈に感心したととろは.

霞沢 大体多E認さんの言われたようにお年の歴史

努持っていますから，やる ζ とが非常に OR のきめ

ζ まかさというか， OR 手法の単なる適用ではない，

というような感じそ受け Tこんです.だからそのため

には， 企業にいる人の OR 教育も非常に大切にし，

問符に一方では情報処理の人達，ま?こ浅場にいる人，

その 3者一体が和をもって運転しているような惑じ

人 ロ 会員/人口

[時務者数 〈万人〉 (万人)

467 5, 300 0.32 

300 5, 000 0.34 

163 790 0.21 

30 380 0.17 

47 1. 300 0.21 

27 950 0.17 

136 5, 200 0.05 

238 5, 800 0.05 

109 600 0.54 

25 3, 100 0.04 

78 490 0.24 

1, 620 28, 910 0.18 

1, 647 18, 000 0.25 

131 2, 050 0.14 

241 51, 000 0.005 

き吾 1, 200 0.17 

150 10, 000 0.08 

127 2, 300 0.12 

寄与持ったわけです.

司会 3 者と言まいますと.

国沢 OR ワーカ，電子計算機関係，ぞれから現

場におる人ですね.そういうような点で問題のつか

まえ方が非常に 3 者でうまくいっているような感じ

がしたわけです.とれが20年の歴史という中かち培

われた行き方として身についているような気がしま

した.

司会 20年の~5たというのは，イギリスの話です

ね.

多毘 鉄鏡協会の20年E 鉄銀協会というのはイギ

ザス寧の OR グループが戦争後解費支してああいう

公共機関に全部ばらまかれたわけです.

司会 ちょうど閤有化とぶつかった.それは確か

に 1 つのポイントですね，そうするとヨ{ロツパ大

僚のほうは，そういう条件はないわけで‘しょう.む

しろ戦後の状況は日本と似ているんじゃないですか.

大穫についてもやはり同じような観測をなさいまし

Tこか.

国沢 セマが短時日のうちにあれだけ大きなコン

サルタント会社になったという，ヨーロッパ全土に

OR I主演する漢心というか需要が非常に大きいんじ

ゃないでし z うか. それだけ OR に対する一級金
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業人の認識が深い.そういうふうに考えたわけです.

司会議論のための議論を吹っかけておきますと，

もし各社Ic先程言われた 3者一体があれば，よそか

らコンサルタントを雇ってこなくてもできるのに，

コンサルタント会社が強大になっていくというのは，

自社でまかなえないものがそこにあるということに

なりませんか.

国沢 もっともセマが発展したのは，公共関係や

政府関係の発注が非常に多かったからかもわかりま

せん.しかしイギリスは別格で，伝統的なものがあ

るかもしれません.

司会計算機はそういう大きな組織が大きな機械

を持っている.そとへ頼むというほうが，中途半端

な機械を自分で持っているよりは有利であるという

条件はありましょうね.ことに6600だったらそう言

える.それはセマの強大になるポイント l乙入ります

ね.

先程の地についたやさしい手法で，本当に役l乙立

つ OR をやっているという部分が， イギリスと大

陸とでは違いますが，同じですか.

多国 私は大陸でも同じ思想が貰かれているよう

に思います.いま，セマの話が出ていますが，例え

ばパッテルを考えてみましでも，デ、ルファイ型の調

査だけ見ると，いかにもアメリカからストレートに

持ってきたような感じがしますけれども，そうじゃ

なくて，例えば経済計画というのは OECD がスポ

ンサーで， OECD の何とか委員会というのがパッテ

ルに委託しているわけですね.パッテル自身ではま

ず長期的観点にたって技術見積りをしっかりやって，

それを土台にしてマクロな計画見積りを立てる.そ

れを ζまかく各国ごとのいろんな商品に全部ばらま

く .ζ う言うと非常に抽象的ですが，例えば化学製

品は一体将来どんなふうに伸びるだろうか，例えば

建築の中 l乙化学製品が構造物として，あるいはデザ

インとして入っていくだろうかなど，みんなで分析

するわけですね.そういうことをやって，今度は建

築業からというふうにミクロに割り振るという ζ と

なんで， ミクロな作業と，マクロな作業を結びつけ

て 1 本にするわけです.

決して新しい手法でもなんでもないが，地道に誰

もやらなかったことをこまめにやっておるという感

じがするんですよ.そういうのをみたもので，ヨー

ロッパ全部K，さっきも申し上げたような印象を持

つわけです.

国沢 フィリップス社のほうは，日本の大企業の

やっている経営情報システムの一環として考えられ

る方向ですね.非常に日本的な感じが出ている.セ

マがいろいろなプログラムを開発してそのプログラ

ムを売り出すわけですけれども，プログラムの名前

が非常におもしろかったですね.先程言われた“コ

ンコード"の話，“エソップJ' それからエリ{ゼも

出てきますね.

司会 “エリーゼ"というのは何ですか.

国沢判別函数を利用したプログラムらしいんで

すが. ・・・・それから有名なのは“オフエリア

司会 それもセマのものですか.

国沢そうです.

金沢 ?こだ， コンサルテーションとしては非常に

活発な動きでしたけれども， その中で OR がどれ

ほどのウェイトをもっているかというと，あまりた

いした ζ とはないのではないかと感じました.

戸山 私は， 日本の OR グループというのはま

だ特殊な分野といいますか，どっちかと言えば浮い

たというような感じがしないでもなかったんですが，

ヨーロッパの場合そういう点はどうかと思いました

ら，やはり日本よりは大部いいように思いましたね.

特にイギリスなどは.

司会 イギリスでそういうふうに地についた OR

が行なわれていることの条件は何だと思いましたか.

なぜそういうことがイギリスで実現したのか.

戸山 それは先程言われた伝統というか，そうい

うものが相当なウェイトを持っている.

司会戦争中から戦後にかけての軍事の OR と

いうものが基礎になって，そこからのびてきている.

戸山 それが基本的になって，集積の効果といい

ますか，そういうものじゃないでしょうかね.

司会 国家の命運を賭けて，何千人を動員してや

った OR というのはおもしろいものがありました

ね.

戸山 イタリーで道路公団を見たわけですが，

ANAS というのは建設省みたいなもので， むしろ

それのやっている産業再建復興公団 (Instituo per 

la Ricostruzione Industriale: IRI) , とれが電々公

社とか，航空とか，道路とか，そういうものをやっ

ている一種の銀行みたいなもので，それがさらにこ

まかく，高速道路株式会社とか，そういうところの

私企業に投資をします. ANAS につきましては，い

ろんな質問をしても全然まともに返ってこないわけ

ですね.

司会 しかし，今言われたような情報が得られた

だけでも行ってきた価値がある...，
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金沢石炭公社で感じたことですが， OR.の主任
の話によると，やはり石炭公社のトップの無理解に

ついてはいろいろ言っておりました.具体的な問題

が起こったときは， ラインと OR チームが絶えず

長い間一緒になって研究を進めていくのはいいんだ

けれども，なかには短兵急にものを言ってみたり，

コンピュータ・サイエンスというものについても 1ド

常に無理解だとか.

でもそういう言葉が出るわりに英国というのは，

伝統があるのかもしらんけれども，まわりの OR チ

ームに対する目は，あたにかいように感じました

ね.

各国の OR 学会の活動

司会 ヨーロッパ大陸並びにイギリスでの OR 関

係の学会の活躍についての観察をしていただけませ

んか.例えばイギリスでは，オペレーショナル・リ

サ{チ・クラブというのが1950年ごろ編成されたと

思いますが，あれはまだ活躍していますか.

戸山 英国石炭公社lζ行ったときでしたか，イギ

リスの OR 学会は何人ぐらいいるんだと聞きまし

たら， 600 人ぐらいだとかいう話を開いたように思

います.

司会 『オペレ{ショナノレ・リサーチ・クオータ

リー』というのを出しているのが，たぶんそのオぺ

レーショナル・リサーチ・クラブで，日本の OR 学

会K相当するものだと思うんですけれども，成り立

ちが非常に違うと思ったのは，支部みたいなものが

200 くらい各地にありまして，それが連合して全国

組織を作ったんだというような話を結成当時にイェ

イツさんから聞いたような気がするんですよ.その

クラブという言葉に非常に私は興味を感じて，日本

でも OR というものが，本当に多国さんが先程言

われたような意味で地についた形になるためには，

そういう局地的なクラブ活動みたいなものが学会を

支える土台にあったほうがいいんじゃないかという

ことが，ちょっと頭にあるんです.そうするとヨ{

ロッパ大陸のほうでの学会についてもあまり情報は

ないんですか.

国沢そうです.

司会大学と企業の OR と.

国沢大学もあまりやってなかった.アメリカに

おけるようなことはない.

大学教授と OR

司会 ベニスでは IFORS の大会があったんで、し
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ょう.そのペニスの大会に出てきた人の中に，大学

の人はあまりいないんですか.

国沢それはいました.

司会 それと企業の OR 屋さんとは大変仲がい

いのか，別々の存在なのか，特l乙観察はありません

か. 先程からのお話では大学がひとつも OR Iこ関

係していないような印象を私は受けたのですが.コ

ンサルタント会社とかそれぞれの企業団体がしっか

りしていて，むしろ逆に石炭公社から 7 つのうち 5

つのボスが出ていた

国沢 フィリップス社では，大学の先生に指導し

てもらっていると言ってましたね.

矢部背モースが，はじめて日本に来たときだっ

たと思いますが，アメリカへ行ってみんな勉強して

くる.ところがヨーロツパの大学は非常に旧式で，

大学の教授t乙なれないからコンサルタント会社造っ

ちゃったという.

OR コンサルタント

司会 ありそうな話ですね.そういうコンサルタ

ントと大学と企業の関係というのは，よく吟味して

みる値打ちがあるかも知れませんね.

戸山 例えば道路関係のコンサルタントがいっぱ

いあるわけです.一例をあげますと，ある道路の交

通量をはじきまして，この道路の建設の採算がとれ

るか，とれないかという検討を行う.採算がとれる

ということになると次の道路設計とかの仕事をもら

えるわけです.その金額が大きいからそれでメシを

食うんだ，と Lづ場合が多いんです.いわゆる OR

じゃなくて，そういう一つの採算検討とか経済的検

討とか，そういうことだけではメシが食えない.だ

から正直言って計量経済の学者とかそういう人々は，

そういうところにコンサルタントとして行っても冷

やめし食わされちゃう.脇役的な形になるような場

合がありますね.

矢部 日本の場合，ものと結びつかないとメシが

食えないんですね.

国沢 日本のコンサルタントが発達しないもう 1

つの理由は，大学の責任ばかりじゃない.それは企

業のほうにもあるんじゃないでしょうか.きのう実

はある会社の方と話したんですが，企業における

OR 関係者というのは，自分独自の専門家にならな

い.仕事をやっても自分の考えはそのまま会社の考

えになってしまう.自分 1 個の考えとしては通らな

い.だからそれがアメリカの場合だったら，自分の

頭の中に全部しまい込んで，会社の秘密もあるし，
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しかしながら自分の秘密として自分自身を完成さす それを引き受けるわけにはいかないだろうから，そ

ようなところがあるわけですね.ある意味では個人 乙を OR 学会なら学会としてヲ|き受けてもらうの

主義的なところがあるわけですね.そういうふうな がいいんじゃないですか.

意味で，日本の場合には，企業における年功序列的 司会 もちろん途中にそういうバッファーみたい

な要素のためにコンサルタント的な業務が成立しな なものが，ある部分は，日本でもかなり発達してき

たと思うのですが.

司会その点ヨーロツパは人事の流動性はアメリ 問題は例えばセマですと，これは別に大学の先生

カに比べてどうですか. や学生がアルバイトしているわけじゃないでしょう.

国省 ヨ{ロッパは，やはりアメリカ的な要素が ほんとうの職員を4000人抱えて，それで仕事をして

多いんじゃないですかね. いるわけですね.実際にこ ζ で引き受けているよう

司会 そうすると会社からセマに移ったりしてい な種類の仕事のうちかなりの部分が，日本ではそう

る.セマにくるほうが月給がよくなるんですか. いう形で，非常に変則な労働力でまかなわれている

国沢 そうだと思います. のじゃないでしょうか.そこはもうちょっとよく分

析してみるといいと思いますが.

政府と OR コンサルタント 多国それは事実でしょうね.

司会それからセマのお客さんの，金額でいって 戸山私は大学の先生が安いからどうとかいう乙

41%が政府筋だというような話を伺ったんですが， とじゃなくて，やはり会社なんかで一一うちの場合
そのことはどう見るべきなんですかね.例えばその なんかから見ても，委託する場合に，大学の教授と

とき日本では，そんなに政府が金を出さないという かそういうようなタイトルを持っていると非常にい

ようなお話でしたけれども，なぜヨーロッパではそ いわけですよ.

んなに政府が金を出すのか.そしてそのことは，ぃ 矢部 それだけやはり評価しているわけですね.

いことなのか悪いことなのかというのはどうですか. 司会 ですからそ ζ らへんは，少なくとも道徳的

国沢 日本でも政府は相当金を出してますね.最 な評価とか，あるいは社会学的な評価とか，評価の

近はとくにそういう感じで‘受け取ってますが. 部分はあと回しにしても，実際をかなりよく分析し

司会 日本の場合，政府の出した金を受けとめる てみるといいんじゃないかと思うのです.定量的に

側というのは，自分のと ζ ろの専属のスタフとして

十分なものを持?こないで一一ーさっきの話になります 私は自分でそういう渦中に巻き込まれそうになる

が，大学の先生なんか大変安く，車代ぐらいで雇っ たびに，そ ζ に非常な矛盾を感じて，かなり反発し

てー一一何千万円というプロジェクトでも専属の職員 て今日に及んでますけれども.あれが日本の社会tこ

をほとんど持たないでこなしているところはずい プラスになっているのかマイナスになっているのか.

ぷんあるんですよ.それで実際末端で何がどんな仕 私はどうもマイナス面のほうが多いのじゃないかと

事をしているかという乙とを見ますと.はなはだオ 思っています.つまりとういうものが発達しないと

ーパ{ワ{クな仕事が，大学教授の権威のもとで， いうことからみると，むしろマイナスが多いのじ宇

別の人員によって行なわれていて，そういう部分に ないかという気がしていますが.

ついて最近学生の反発が出てきている面もあるので もう 1 つ，乙ういう形で政府筋の支出を受けとめ

すけれども，そういうことはどうも日本の社会の腐 ることが，全体として非常にいいことだとお感じに

敗の 1 つのあらわれじゃないかと思ってますがね. なりましたか.例えば OECD からかなりまとまっ

ほんとに政府が金を出して，そして有効な調査を た需要が出てうんぬんというのがありましたけれど

やるためには，それを受けとめる仮ijはやはりちゃん も，ああいう国際機関にせよ，あるいは国家単位の

とした体制を持って，ちゃんとした仕事をしなけれ 類似のものにもせよ，何か仕事をしようとして金を

ばいけないのじゃないか.それがなぜ育Tこないかと 集めますと，すヤその金を使わなければいけません

いえば，やはりそういう非常に変則な形で安い労働 ね.そして先程多田さんは非常に詳細綿密な作業を

が供給されるからじゃないですか. したという感じを述べられましたけれども， もう少

国沢 だからそういう政府の調査費用を受けとめ し皮肉にみると，例えばわが国なんかではそれに似

る中間的な，コンサルタント会社とか研究所主いう たことをやれば， ζ れは容易に形厳化すると思うの

ものが必要なんですね.大学の先生そのものが直接 です.一見非常に綿密詳細な作業をしたように見え
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て，そこには魂もなければ筋もない.そして論理的

な整合性さえもなくて.単l乙厚い報告書が出てくる.

そしてどこを読んでもおもしろくないし，全体とし

てはわけがわからない.部分部分を違った人がやっ

てますから，全体としては何もわからない.そして

わからないから読まない.読まないからそれが非常

F:変なものだという ζ とがパレないで済んでいる.Z

そういう報告書をたくさんの金をかけて製造してい

るんじゃないですか.

小田部 その結果，結論は採用されないでね.

司会 そういう ζ とですね.だから害悪さえも流

きない.単に浪費しているだけで.・・・・そういう乙

とを少し反省してみなければいけないような気運も

あるのですが.

多国 パッテルの肩をもつようですが，あそこの

ギャパスというのは，計量経済学部門のボスなんで

す.ギャパスが全部研究の大わくを決めコントロー

ルするんだと言ってました.いま森口先生が言われ

るような，勝手な頭で，みんなが勝手な作業をして，

綴じ合わせて一本というシステムじゃないと私はみ

ましたけれども.あとのことについては同感ですね.

司会 しかし，それが非常に大事なポイントだと

思うのですよ.本当 t己責任を持ってやる，考える力

のあるボスがちゃんといるということね.そこが主

体ですね.寄合い世帯ではそれができませんね.そ

の点やはり日本はどうもまともじゃないですね.し

かし東亜燃料の OR なんでいうのは， やはり本当

に地についている仕事をしていらっしゃいますね.

国沢 そう思いますね.

矢部 それも向うからやれと言われて，それでや

ったというわけではないのですか.

小田部最初はそういう事情もありましたね.向

うでやって，ある程度うまくいって，そういうリポ

ートがくると，それを上に持っていくとわりと通り

がいいんですよ.日本人が自分fこちだけでやったの

ではなかなか.・・・・ 7ニだそれをやると金がかかるの

でね.金がかからなければ，それはいいからやれや

れということでしょうが，金がかかって，予算も何

千万というと，それはちょっと・・・・という ζ とにな

る.

多悶 MIS がいい例じゃないですか. 奥村調査

団か何か.

小田部 どうしても一番先に踏み切ることは反対

ですね.大体日本の会社はどこでも同じで. ・・・・そ

のかわりど乙かの会社でやったとなるとワァッとみ

んなやり出す.

29b 

多国 精神的にまだ後進性というのがあるんです

ね.

小田部精神的劣等感というのがね.

OR の報告について

司会皆さん方が先ほどからセマを大変ほめられ

るので，ついセ 71ζ注目するのですが，セマの出し

た報告書をいくつかごらんになったんですか，実際

t乙.

多国ええ.

司会 それの書きっぷりが，先ほど私が言ったよ

うなものじゃなくて，実際読むに足る筋の通ったも

のであることを確認しておられますか.

多国 いや，それは確認しておりません.

司会私は多分筋が通っているんじゃないかと思

いますよ.それでなくては，欧米で、は通用しないん

じゃないですかね.

矢部 乙の閉そういう話がありました.英国鉄鋼

協会か何かで，絵を描く人がいて.

司会 テクニカル・ライティングですね.

矢部英国鉄鋼協会でしょう，論文をそのまま出

さないで，わかりやすく書き直す人がいる.

司会 それは単に語学の専門家じゃなくて，レイ

アウトをきめて，内容についてもよく理解して.・・・

それから先ほど言われたよう t乙ちゃんとしたボス

がいて全体を 1 つの観念で指導してはじめていいも

のになるんですね.

多国 それにはやはり OR のリーダーというも

のが，大わくを設定するだけの能力がないとね.た

だ職制上の都合で，今度おまえやれというような形

でやられたりする仕組みじゃだめですね.

国沢 やはり 3 者一体の上にどっかと肢をおろし

ている人物じゃないとだめですね.

司会 日本でそういう人物を育てるための手段と

か条件とかいうものについて，何か提言はありませ

んか.

国沢 それはやはり相当時間がかかるのじゃない

ですかね.

今後の教育について

司会 しかし今から漫然と ζ のままで20年たって

も，そういう人は育たないのじゃないでしょうか.

だからどういうふうにその10年なり 20年なりを育て

ればいいか.

国沢 まず積極的i乙教育を一一OR 手法の勉強と，

もう 1 つは情報処理の勉強ですね.それを地道に企
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業の中で続けていく.そうすると次第に考えが浸透

して，現場に生きてくるんじゃないでしょうか.

司会先ほど多国さんでしたか，イギリスでの教

育の例一一 1 年間 On the Job で訓練してから，も

う一度大学のマスターコースに入れて 2 年間やる.

そういうものをいまのような目的のための手段とし

て考えたときの評価はいかがですか.はじめたばか

りで，結果はもちろん出てないでしょうけれども.

多国 私自身がある OR クゃループのリーダーを

やっておって，やり Tこし、なと思いながらとうとうで

きなかった一一部分的にしかできませんでしたが，

私は， その 1 年の On the Job というのがいいか

どうか，まず期間的な問題でしょう.それで修士コ

ースへ一度やっておいて，それからまた OntheJob 

kつけるのですか，このままではやはりいかんと思

いますね.

やはり ζ の On the Job をやったら， ある程度

もう 1 回大学の勉強に必ずいって，いわゆる研究的

態度をもう 1 回復習するとか，とういうことをやら

ないと.実務についているとなんとなく墜落，とい

うとおかしいが，そういうことばじゃいかんのです

けれども，何かしら正当なやり方というものからう

んと遠くなっていく気がしますね.そういうことで

リクルート制度という ζ とをやることが必要ですね.

それからもう一つ，こと日本の企業に関する限り，

OR というレッテルをずっと初めから貼って，そし

てあとまで貼り続けるということは決してその OR

マンが発言力をもっ所以じゃないと思うのです.

だから OR の仕事をある程度ゃったら， ま Tこし

ばらく実務の世界l乙放り出して， もう一回呼び戻し

て一一研究とはちょっと離れた仕事でも L 、 L 、から，

そういう方向に出して実務を覚えさせる，あるいは

みんなと友情関係をつくらせるなり，いろんなこと

をやりながら，いまのような ζ とをやっていかんと

いけないのじゃないかという感じがしますね.

それから，やはり日本の企業の体質としては，例

えばA君なら A君が将来その企業の中心として， OR

スタフの第一人者として.その企業の社長なり何な

りに適当な忠告をやり，それがあまり偏見なく受け

入れられることが多いというようなシステムにする

ためには，やはりその企業の人聞を育てていくとい

う ζ とが非常に大切だと思いますね.日本の企業と

いうのは，必ずしも途中から入ってきても，あれは

優秀だ，大学で ζ れまでいろんな業績があるんだ，

あれを呼んできて仕事をやらせようじゃないか，と

いうような場合に，それを呼んできたとて多くはそ

れを素直に受けないと思、いますね.

そういうような意、味で，素直にそういう人間が受

け入れられ，しかも仕事ができるようにするために

は，やはりできるだけ子飼いの人間に対してそうい

う配慮をしていくことが大事じゃないかと思います

ね.

おわりに一言ずつ

司会 それでは最後に一言ずつ何か言っていただ

きましょうか.

金沢やはり，いま出ました人間の問題で、すね.

政府機関でも，企業でも， OR 活動が経営に定着す

るためには， どんな人聞を OR 部門に入れたらよ

いかということです.その経営体の中で，真K解決

を望まれる問題意識というようなものを的確につか

むためには，やはり意思決定者とよい人間関係を保

つということ，そのようなことのできる人閉じゃな

いといけない.これが私は大切なことだと思います.

OR ワーカの教育や勉強も大切だと思いますが，企

業の中ではトップやラインと良い人間関係を保つと

いうことが優先するのです.ζれがなくては結局一

匹狼になって浮いてしまい，宝のもちぐされになっ

てしまうのです.

国沢先ほど小田部さんが言われた，企業におけ

る経営者の後進性と劣等感を解消させること.それ

は今後ますます国際的な，お互いに研究，交流とい

うものが非常に重要であると患います.

それに大学人だけじゃなくて，企業人も積極的に

参加した中で、ますます交流が， 日本 OR 学会を通

してやられることが必要である.そうすれば先ほど

の劣等感も解消して，進んで企業人はこうでなけれ

ばいかんという積極的な姿勢になるんじゃないかと

思いますね.

多国 私は，今度の視察団と関係のあるような，

ないような話ですが，これまでわれわれが書いたい

ろいろなリポートなどをふり返ってみて非常にわか

りにくいリポートが多かったという，自分自身は反

省をもったわけですね.

それでいろんなところで話をしたり聞いたり，見

たりするとどうも，結局論理的に厳密な話をして一

体トップなり何なりはわかるのだろうか，というこ

とをときどき考えるわけです.そうすると，いかに

もおもしろくわかりやすく平易に，ただし論理は少

々通俗平易に流れてもよろしい.そういうものをま

ず 1 つ書いて，ここの厳密な話はとういうわけです

よと，とうしろに全部わかるようにしておく.そし
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てとにかくおもしろおかしく読む部分があるんだと

いう， そういうリポートを書くということが， OR

を売りものにする 1 つのー テクニカルな話ではあ

るけれども大事なポイントじゃないかという気持が

するわけです.

司会 たいへんいいポイントだと思います.先ほ

どのセマの報告の話を伺っていて，こういう立派な

報告があれば，そんなスタイルになっているんじゃ

ないかなと私は空想していましたが. ・・・・戸山さん

何か.

戸山 私は，いま私のところで一番問題になって

いるのは， OR とはまず何か，ということです. と

にかくうちで、は，これは抽象的だという観念が非常

に強いわけです.そこで， OR とはこういうものだ

とは言わないまでも，何か土木とか，こういう関係

にこういうことが使えたらいいなというようなこと

を少し勉強しまして，皆さんの知恵もお借りして，

乙れを盛り上げていきたい.それがまず第一ですね.

土木の関係では今 PERT ぐらいのものでしてね.

OR の分野はまだ未開発の分野が多いと思いますが.

そういう意味で，このさい土木的な分野にしぼって

拡げていきたいと思っています.

司会 ありがとうとざいました.皆さんヨーロツ

パを見ていらっしゃって，日本の OR をどう進める

べきかについても非常にいいポイントをそれぞれつ

かんでこられたようですので，ひとつそれを学会の

ためにも，今後大いに生かしていただければありが

たいと思います.

どうも本日はありがとう Cざいました.

アメリカ
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承りたいと存じます，いまうかがいましたところ，

ヨーロツパからニューヨークに 7 月 12日に着かれた

とかで，あと順を追って話をしていただきたいと思

います.全部で何カ所廻られたのですか.

新野全部で11 カ所です.

司会 ある程度要点をかいつまんで，ざっとひと

通り話していただきましょう.

アメリカ航空の場合

藤川 アメリカ航空 (American Air Lines) で

は， 副社長はじめ OR の首脳の方が非常に懇切に

説明してくれました，一番感じた ζ とは有名なセー

パー・システム (SABRE: Semi-Automatic Busiｭ

ness Environment Research の略)で，表 1 のと

おりです.

OR グループは22人の専門家をかかえ 6 人のプ

ログラマを補助としてやっています_ OR の機能と

しては表 2 ，また OR の活動としては表 3 で個々に

概略の説明がありました.

司会表 1 のうちでロータブルというのは何です

か.

新野 高価な重要部品一一エンジンなどーーをど

ういう基地(空港)に予備品としてどの位おくかと

いう問題です.

藤川 故障の予測がむつかしいので，モンテカル

ロ法による数十回のシミュレーションを行って，そ

の平均値を使ったら年間約 5 万ドルの節約になった

ということですね.

新野表 1 のフライト・クルー・レコードですが，

これは4000人のパイロットと 7000人のスチュワ{デ

スの塔乗割りの問題で，翌月の割当から明日の割当

まで，飛行時間の制限とか，休暇とか，労働組合と

の協定というようなものを考慮に入れて最適なスケ

一一一一一一一一 出席者(発言I1原) 一寸 ジュールをたてるものです.ζれは1969年春に完成

司会森口繁一(東 大) I する予定が， 1971年の秋まで延びてしまったそうで

新野 央(三 菱 石 泊)

藤川忠重(松下通信工業)

林 成光(住友ベークライト)

榎本久徳(中 部 電 カ)

刊行物委員会

原野秀永(東 芝)

矢部 真(国 鉄)

(昭和44年 9 月 24 日 日本 OR 学会にて)

司会今日はお忙しいと ζ ろをお集まりいただき

ましでありがとうござました.今日は米国のお話を

す.

林 もうじき 1万8000 人に拡張するとかいってい

ました.

矢部 いまいわれた仕事というのは，やっている

ものもあるし，開発しているものもある.そのうち

ゃっているものは?

新野 セーパー・システムも，フリート・プラン

ニングも，ショップ・プランニングもやっています.

藤川 計画中というのはクルーのスケジューリン

グマごけですね.

新野 ここで一番びっくりしたのは，着いてすヤ
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表 1 セーパー・シスチム

1. パッセンツャ・リザベ{ション (passenger

reservation) 

座席予約 7.5 万件/日 56都市窓口1700 カ

所

問い合せ 3 万件/日 1250億円投下 3 年

でペイ

2. フィーノレド・メンテナンス・リライアビリ

ティ (field maintenance reliability) 

3. フライト・コントロール (flight control) 

4. フライト・クルー・レコード (flight crew 

record) 

5. ロータブル・コンポネント (rotable com. 

ponent) 

表 2 OR の機能

1. 会社システム開発のためのモテ、ル開発の努

カ

2. 基礎的問題の基本解の開発

3. 新しい技能の要員

3. 他のスタフ・グループの育成

5. 将来の会社幹部のトレ{ニングの場

表 3 OR の活動

1. フリート・プランニング (fleet planning) 

一一どういう機種をどのくらい，いっそろ

えたらよいか

2. ショップ・プランニング (shopplanning) 

一一修理工場のマンパワー，残業，部品在

庫を考えて 3 機種についてど ζ の工場へ

どう割り当てるか. 2000万ドル/年の節約

3. ロータブル・パーキング・インベントリ・

モデル (rotable parking inventory 

model) 

4. スケジュール・エパリェエーション (sche.

dule evaluation) 

5. クルー・スケジュール (crew schedule) 

6. スライド・ロード・ディグィジョン (slide

load division) 

ル表がで、きていて， ζ の通りに進めちれたことです.

また，日本語で書いにきれいなパンフレヅトを渡さ

れたことも驚きました.ヨーロツパ訪問中には，電

子計算機の話ばかりというところもあり .OR にわ

りあい焦点がしぼられなかった.ところがこ乙へく

るといきなり OR がズパツとでてきたことにも驚

きました.OR は経営の問題を解く“つぎの世代"

のアプロ{チであると冒頭に書かれており，おやお

や ζれはだんだん OR IC近づいてきたと思いまし

たね.

矢部 日本文はどうして人に配るのですか.お客

さんにみんな配って乗ってくれというんでしょうか.

新野 ある程度訪問した人のために作ったのでし

ょうか. United Air Lines を追越すためにはかな

りかかるですよね.日本人の客をとろうという大方

針があるんじゃないかと思いますけれども.

藤川 旅行者の記録があって，窓口で自分が何回

目かというのがわかるんですね.

林 その人が名前をいうと rいままで何回利用

していただきました，ありがとう」という ζ とが各

支店・代理店にある端末機でわかる. 75万人とかで，

まだ全員ということではないでしょうが.そういう

顧客サービスに対する情報をもっているのだといっ

ておりました.電子計算機は，表 4 のとおりです.

榎本 360 と 7090をつないでいるのは2930で，特

別κ作ったそうです.

原野 インターフェースにね.

表 4 電子計算機

1. IBM 7090 2 台

IBM 360-65 2 台

2. 外部記憶 2314 ディスク 6 台

2361 2 台

2303 4 台

3. メインの回線 4400ボー

モービルの場合

新野 モーピル (Mobil) ではいろいろ手違いが

ありましてと迷惑をかけたのですが，非常に終始好

意のこもった応待をしていただきました.図 1 は組

織図ですが，財務担当の上級副社長が担当しており

紙を渡されたのですが， これには Presentation to ます.

Japan←ーOperations Research Society と書いて LP から話が始まったのですが，十何年前には石

あり 9 時に始まって 9 時15分 9 時30分. 10時 油精製の LP モデ、ルを作って，それを世界各国から

15分というようにパチッとした盛沢山のスケジユ{ 集めてくることが大きな仕事だったけれども，乙
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|上(協雪)長!

コンピュータ・システムズ・アンド・マネ
ジメント・サイエンス・デパ{トメント
(computer systems and management 
science department) 

I OR I |コンピュータ・コミユニケ{ショ寸
(computer ∞mmunications) 

J コンピュータ…ズ|
(computer system) 

(25人) (ソフトと日・ウエア関係山
ム・コンセプト・アナリシス

30人

(コンピュータ稼動)
プログラミング

220-250人

図 1 モービルの組織図

乙数年間は需要予測，あるいはコーポレート・プラ

ニングあるいはコーポレート・ファイナンスといっ

た仕事が非常にふえてきているということです.

仕事のやり方ですが， 背は OR スタフが80-90

?らくやらい自分Tこちで問題をみつけてきてやっていた.

最近はほかの部門からの注文が非常に多くなってき

て， そのため OR の基本的な研究まで手が廻らな

くなった，と嬉しい悲鳴をあげているそうです.

教育関係では， OR の教育は非常l乙大切で，かね

てそういう面に力を入れてやってきたが，最近各部

門の層が厚くなってきたこともあり， OR の重要性

に目ざめて， 各部門で OR の教育をやっていると

の事です.

LP 関係はもはや信頼性のあるモデルを作ること

から，いまは出てくる解を，生産，販売，配給とい

った各部門にどう調整するかということに力を入れ

ている.モデルは大体600-700 ぐらいのものが多い

が，最大のモテソレでは3000を越すくらいのもある.

電子計算機は， CDC 6600, IBM 等の大きなもの

を世界で57 もっている .11カ国の34カ所fL計算機が

おいてあり，全世界の 200 の端末がそれぞれの計算

機につながれている.モービルは米国第 2 の総合石

油会社だが，膨大な組織にもかかわらず，計算機の

力を借りて毎日何千という資料を個別に処理してい

るそうです.

LP 以外の OR 活動としては， 表 5 のとおりで

す.手法としては良く知られたもののようです.今

後の OR の問題としては， 販売分析に興味がある

と諮ってましたが.

もう一つ，非常に感心した乙とは一ーOR とはち

ょっと離れますが一一創業 100 年を迎えたが，つぎ

表 5 OR 活動 (LP 以外)

1. 製油所補修計画(全米に分散している)一一一

サービス・コストの低下，稼働日数増加

2. タンカーの大型化とコスト低減シミュレ{

ション

3. 在庫管理一一約20-40%在庸減少

4. 潤滑油の日程計画

5. 給油所の建設一一どの都市にどの位作った

らよいか.需要の見通し，競争相手の動き

をどう把握したらよいかー←組織的にやっ

ている

6. 景品付販売一一自動車ガソリンに景品を積

極的につけるべきか，他社なみか，全然や

らないほうがよいか

の第 2 世紀自にモーピルとしては何をやるべきか，

という問題に対して，従業員の資質の向上を第ーに

挙げています.膨大な製油所，装置，顧客，計算機

をたくさんもっているが，一番大切なものは働いて

いる人間の資質である.それを高める ζ とが，今後

100 年聞に一番重要なことだ.その第 1 ステップと

しては，新人の採用，特に「出る杭」を求むという

ような感じで，何かをしでかす若者，今日良いもの

は明日にはもう古くしてしまうというような革新的

な若者を求める.第 2 ステップとして，いまいる人

たちの職歴を通じた啓発・訓練計画に重点をおいて，

毎年1000人以上の人がマネジメント・コースとか，

夜間の大学にモーピ、ルの積極的な支援によって通っ

ているということです.

司会 なかなかおもしろいですね.
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IBM の場合

林 モービルの翌日，ニューヨーク市内ではなく

郊外のアーモンクにある世界 IBM の本社と IBM

の研究所を兼ねたところを訪問しました.ちょっと

手違いのため先方の予定時間に遅れましたが 6-

7 人のスタフがずっと待っていてくれ，夕方 4 時近

くまで非常に熱心に，また密度の濃い説明をしてく

れました.

IBM 内部の情報システム， あるいは機械化、ンス

テムを IBM の顧客と同じに最高レベルとして利用

したい. コンピュータを売る会社として， やはり

最高の情報処理システムをみずから作る.このMIS

はまだ完成したわけではないが，全米をつないだ 7

つのブロックを個々に1964年ぐらし、から始めて， tご

んだん各地区ごとに完成してきて，それがL、まよう

やく全米のシステムとして完成しようとしている.

東部，中部，西部と機械システムが異っていたのを

360のシステムに統一した. 受注から生産，販売に

至る全情報を統ーした形で収集し，経営者が必要と

するときいつでも提供できるような体制にしたとの

ことでした.サッカ一場が 5 つもできるほどの情報

の書類の山を作ることはもうやめるんだ，必要なも

のは全部データ・パンクとして計算機に入れておき，

必要なときにいつでも取り出せるようなシステムを

完成させるのが目的だ， と. ・・・・

海外一一ITPS (International Tele-Processing 

System) ですが，海外(ヨーロツノt) と 4 万 8000

ボーの回線で結ぴ，米国内約50の端末， 11 カ所ぐら

いの製造工場を全部結んでいる_ 2340を 43台とか，

1600個のディスプレーを各地区の支部などにおいて

いる. IBM でも全社的な情報管理を， 計算機l乙集

中することには部下から非常に反対があった.それ

は大へんなものだったが，説得して少しずつ完成し

てきたということです.情報システムとしては，オ

ンラインによる即答が直ちにできるという ζ とです.

経営者がいつでも情報を取り上げられるシステムを

作ることが大切といっていました.別に経営者がす

ぐ端末へ来て開くわけではなく，そのためのスタフ

をおき情報処理センターを作って，その情報の中か

ら選択して経営者に必要なものを流すというのが

IBM の MIS だということです.

こういう情報システムが非常に高度になってきま

すと，一体その秘密の保持をどうするのか，ご質問

したととろ，一般に非常に高度にいろいろきめてい

て，絶対にわからないように注怠しているとのこと

です.しかし非常に大きな問題であるととはたしか

なようです.

新野 秘密保持ですか，従業員のキー・ボードを

決めているそうですね.

林 OR についてはいくつかの， tことえば 7 年ご

との長期計画を作っている.最初の 1 年目は非常に

細かい計画一一設備とか， CE I乙対して各事業部・

子会社を含めて 1 年から 3 年まではかなり細かく，

3 年以降はかなり大ぎっぱなシステムだけれども，

長期計画をたてる.

新野 各部なり，各課でそういうものを作るのに

必要な人間と，それによってあげる利益と，それに

必要な予算を提出する義務があり， OR 部門も例外

ではないそうです.

林 それに基いて，たとえば要員計画としては， 7

年間の従業員の最適配置をどうするかを OR グル

ープでやっている.

計算機の需要予測については，大体モデルは普通

の回帰モデルを中心にして，そう複雑なモデルでは

なく，変数も 4-5 個でした.モデノレは精密ではな

いが，シミュレーションなどは非常に盛んだという

回答でした.このほか，在庫管理や保守作業のシミ

ュレーション.国内に 2 万人の保守要員が散在して

いるが，ど ζ にプールして配置をしたら機械の故障

や定期検診に対して最適か，と L、う問題を研究して

いました.最低のコストにしたいことと，顧客の要

望とのバランス.つまり，顧客の要望に対して返事

をする時聞を短くすること.顧客から端末l乙電話が

あったら， 360/65 Kつなげて，最適な要員をどこ

から一番早く送るかということをコンピュータ・シ

ステムでコントロールするモデ、ルで，今完成すると

乙ろだそうです.

司会 この話は全部米国市場の話ですか.

林 そうです. IBM では不況になってもクビに

しないというワトソン以来の伝統がありますので，

現在はそういうことははいが， もしもこの需要が落

ちた場合にバッファーをどうするか.常に全員を雇

用させておくために計画をたてているというととで

す.

アーサー・ディ・リトル社の場合

新野 ボストンで，いまはやりの頭脳産業アーサ

ー・ディ・リトル社 (Arthur D. Little) を訪れま

した.全部で1500名の従業員. うち 800名が専門家.

そのうち約半分が科学技術，残りが経営問題の分野

を扱っている.契約は年間1000件. 9 時から 3 時ま
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で話をうかがいました. かも研究しているそうです.

電子計算機と銀行の問題.米国でも小さな銀行が 司会 日本の大学改革について，中教審あたりが

非常に多いのですが，このクラスはほとんど計算機 依頼したら.・・・・

を使っていない.中規模の銀行は外部のコンサルタ 新野おそらくやるんじゃないでしょうか. (笑)

ントを使っている.独自に OR 部をもっていると 複本その学校の話は，小学校や中学校のような

ころは，預金が 2 億ドル以上の15社ぐらいだという 小さい学校のようです.その地区に若向きの人のア

ことはちょっと予想外でした.はじめに計算機を利 パートがあるか，子供の生まれる数，落第の数など

用したのは，事務手続きの簡素化という会計の面で を予測してやっている.向こうでは学校を作るのに

主として使っていたが，現在はむしろ収入をふやす は住民投票がいる.それでアーサー・ディ・リトル

ほうに，つまり業務の多角化の面に問題を移してい 社から作った方が良いという答を出したが，住民投

る.顧客の方も最近は OR を使ってもっと儲かる 票で否決されたということでした.

方l乙投資するため，銀行の預金が減って困っている 新野税金がふえるからですね.

んだ. (笑) 榎本 日本ではどうかと聞かれました.

日本ではこれから現金不要化時代，小切手を使う

時代になって来ますが，米国では，小切手を使わな

い方法はないか一一クレジット・カードのようなも

のに転換する ζ とも考えている.小切手は非常にコ

ストがかかる.年間35億ドル (1 兆2600億円)もか

かるから， もし何かうまい代替案を考えて10%減少

できても 3.5 億ドル浮しそういううまい方法はな

いかとやっているが，もつかのと乙ろ実現性はない

というととでした. (笑)

病院関係の問題では，管理面で計算機を 10年前く

らいから使っていて 1 人当り 1 日約 3 ドルぐらいの

節約をしている.つぎに何をやろうかという乙とに

なって，第 2 段階として，病歴記録，診断の補助を

やり医者や看護婦の手間を省しこういう面のコン

ピュータ化を過去数年間， 2 -3000万ド、ル投資した

が， ζ れは明らかに失敗した.患者 1 人 1 人，医者

1 人 1 人!L，音のしない取扱いやすい，小さいタ{

ミナルがほしい.技術的には解決済みだが，まだ電

話会社がよい顔をしない.時間の問題-v 血液検査，

血圧はアナログのシグナルを計算機で読み取り解析

する.手術後の経過をモニタリングして，呼吸，体

温，脈縛が危険な領域に達したらすくやわかるように

する.心電図を読みとるのに 6 つくらいプログラム

があり，どれがいいか研究中-1'"病歴の記録も現在

開発中. こういう問題を総合して， total informa. 

tion system となるにはまだ数年かかろう.アーサ

ー・ディ・リトル社できいた MIS は， Marketing 

Information System の ζ とで， Management で

はない.マネヲメントはその一部に過ぎない. この

問題は'39 年からはじめてもう 6 人くらい尋ねてき

榎本 教育関係では，どのくらいの大きさの学校

を作ったらよいか，カリキュラムはどうしたらよい

マザチューセ."/ツ工科大学の場合

新野 MIT (Massachusetts Institute of Tech. 

nology) では，正直に申しますと話についてゆけま

せんでした.話がむつかしく，早く，通訳ぬきでし

たので.

榎本 MIT では Alfred P. Sloan School of 

Management へ行きました. ここは 11の部門に分

かれ，そのうち 8 つは基礎教育を行ない，あとの 4

つが， Quantitative Method , Operations Manage. 

ment, Finance, Marketing となっていて，その

4 部門の教授が各々の所で行なっている仕事の内容

の一部を各30分で話してくれました. Quantitative 

Method では Kaufman 教授から Baisian Analysis 

of Economic System の話， Operations Manageｭ

ment では Pr. Crowston から Decision CPM の

話，これは PERT のネットワークの中 I乙次のアク

ティピティが，確率的にえらばれていく様な部分が

ある時の扱いの問題です Marketing では Pr. 

Urban から ADL で聞いた MIS (Marketing Inｭ

formation System) と類似の話がありました.

林 ファイナンスは OR の担当で 30 分の説明

がありました. 短期の金融モデ、ルで， LP，長期計

画内の数学的な問題で，米国では広く使われていて

非常に有益だとか.・・・・長期モデルはまだ先だそう

です.

マーケッティングについて質問したら夏期セミナ

{に出席してくれ.・・・・その商売気には感心しまし

た. (笑)

CEIR の場合

林 米国最大のソフト・ウェア会社 CEIR へ行

きましたが，最近 CDC と合併したからちょっと微
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妙な感じがしました.最初に会長のロッカ・ロビン

ソンはじめフォレストさんとか，大勢の方々が出て

くれました.

特に一番中心の話は，計算機のシステムとしては

CYBERNET-CDC カf もっているリポート・コ

ントロール・システムーーーでした. ζ れは. CDC 

6000シリーズの超大型計算機を中心tとして，中型の

3000シリーズーーもう大型ですが一一端末機をつな

いだ全米のネットワークを完成しています.それに

対するソフト・ウェアを CEIR で， 一番重点をお

いて開発中でした.

午後は，少し離れたところにある CDC のワシン

トン計算センターに案内されました.ζζ で6500を

中心とする計算センタ端末機を見学. ζ れは

IBM ゃ GE のタイム・シェアリングに対抗して，

リモート・コントロール・システム.各端末からプ

ログラムを入れて，あき時間fLコンパイルし，全然異

る技術計算を達成できる.科学技術計算用に大型シ

ステムを導入，第 3 番目の大きな地位が占められた.

その中心のシステムの詳細な説明です. 日本には

6000シリーズではまだ入っていませんのでおもしろ

く聞きました.つぎは7000シリーズの開発を始める

という乙とです.

ソフトとしては，たとえば織物会社が工場をもっ

ているが，その最適配置計画一一委託を受けて開発

したシステムです.

マーケッティングのモデルは投入産出分析とか回

帰モデ、ルといったもので，純粋な計量経済学モデ、ル

について特別な研究はしていない . tこだ乙ういう回

帰モデルで，タバコ産業がなくなったときに米国経

済にどういう影響を与えるかという研究をしていま

した.

IBM fL対する対抗意識が強く. IBM がソフト・

ウェアを無料で提供しているのはソフトウェア産業

の発達を非常に阻害しているといっていた.IBM が

ソフト・ウェアの料金手続きを申請しましたね.ソ

フト・ウェア l乙対する価値をもって科学体系として

認めなければL、けないといっておりました.具体的

な OR の話は比較的少く， 計算センターのていね

いな見学でした.

司会 LP は CEIR の“お家芸"の 1 つで，か

なり特色があると思いますが.顧客にとってとんな

に便利になるという話はありませんでしたか.

新野 “オプテマー"と“オフエリア"の比較

で，“オフ z リア"は非常にスピードは早いが応用

がきかない.“オプテマのほうをかなり改良し

て 5 分が 2. 3 分になった.更にスピード・アップ

に全力をつくしている.近く改良型を出すそうです.

“オプテマー"はオーチヤード・ヘイズの開発，

“オフエリア"はフランスのセマの開発ですね.

司会前処理とか後処理は?

新野 マトリクス・ジェネレーターとリポートラ

イタは，いま使っている言語が良くないので改良中

という ζ とです.輸送型LP コードとしてはアッパ

ーバウンドを使った新しいプログラムを開発中だが

うまくゆかない.しかし可能性は多いんだといって

ました.

整数型 LP の問題は毎月 1 回，カーネギー・メロ

ン大学のバラス博士が来て応援してくれている.カ

ッティング・プレーンではなく，インプリシット・

エヌメレーションを採用していて，とれを“オプテ

マー"につなげようと考えているがまだ良いもの

はない. ここの主催で整数型 LP の講習会が 2 臼間

ずついくつかの都市で行なわれている.整数型 LP

fLは皆関心をもっていますし，われわれも持ってい

るわけですが，まだ良いものがないようです.

CDC の 6600 のサイパネット・システムは安い

ですね.急行 1 時間あたり 1200 ドル 8 時間以内 l乙

答が戻ってくるなら 935 ドル. IBM の75は40万円以

上ですからね，

原野 1000 ドルとして?

新野 1000 ドルとしてコストは 2 分の 1 以下.OR

計算の能力からいって6600は 2-3倍だそうですか

ら.

原野 1 時間というのは何の単位ですか?

新野 計算機の正味の使用時間でしょう.計算機

は大型の方がめちゃくちゃ κ安い. CDC の大型は

IBM I己負けないので， 大きいところに売りつけて，

小さいところはサイパネットでタイム・シェアワン

グのお客にする.

司会 サイパネットの端末はどんなものですか.

新野 CDC 1700. 小さい計算機 CDC 200 も端

末機に使っています.

原野言語は?

新野 フォートラン，それにコポルも含まれるで

しょう.

米国国防省の場合

榎本 ワシントンに着いたら日本大使館の人が来

て，月曜の予定でしたが月着陸のため祝日で休みと

なるのでゆけないという話でした.

株祭日となるのでわれわれは出てくるが，ほか
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は来られないから日を変えてもらった方がよいがと だ要するに正しい，もっと政治的な判断とか，その

いう ζ とでした.OR 学会代表ということで，熱心 方向を重視するということはそれによって哲学をも

に真剣に相手をしてくれました.国防省では PPBS っている.

の話が中心でした.数人の人がつぎつぎとスライド しかし個々の， tことえば ζ まかい予算の配分が決

を使ったりして説明してくれました. ったら，それを最適にどうするかということは，で

藤川 去年の日本の総生産が2250億ドル，米国国 きるだけそういうシステムにしたい. tことえば，乙

防省は 700 億ドル. れのメンテナンスに大きなプログラムとして10倒の

新野 日本がうんちくを傾けて国民総生産をどう グル{プがあって，その中で約1100個ヤらいのプロ

増やそうかと努力しているように，われわれは軍事 グラム要素がいま完成して，それで、動かしているん

予算をいかにうまく使おうかということをやってい だというような話でした.

る.・・・・ 司会それらが全体として国防省のPPB システ

林 PPBS について，マクナマラが辞めたあとど ムを構成しているとみていいんですねそして，そこ

うか?という疑問があると聞いていたのですが，担 にはやはり 1 つの思想と，それからかなり統ーされ

当の人は，非常に有効なシステムでもっともっと使 Tこパターンがある.だからよそでまねをする場合rc ，

われるようになるということでした.別に聞いたと 思想とパターンを取り入れて，自分のととろの何百

ころでは，計算機による管理は重要t:が， 100%で になるか，何千になるか知らないけど，プログラム

はなく，最終的には人間の意見，情勢による修正は を自分ところ向きに開発をして使えばよい.そうい

やむを得ない.しかし，膨大なものをつなげるのに うふうに理解すればいいんですね.よくわかりまし

は PPBS がもっとも有効だそうです. た.

司会 日本で PPBS の話を聞くときわからない 新野中心はやはり代替案の評価でしょうね.そ

のは，ある種の， tことえば LP における最適化のプ れが 1 つの部局の中の代替案の評価を得て，次は部

ログラムのように，データを入れれば答が出るのか. 局聞の代替案の評価にステップ・アップする.国防

それとも PPBS という 1 つの構想があり各部局が 省のPPBS は確かにむずかしいなと思ったのは，

その思想に基いて作業を行っていて，プログラムは 評価がきわめて主観的にならざるを得ない. tことえ

目的，場所，所属によってあらためて書いていると ぱソ連がアメリカでいまやろうとしている軍事シス

いう，大きく分けてその 2 つのうちのどちらかとい テムに対して，どういう脅威を持っているか，どう

う ζ とですが.・・・・ いうおそれを持っかというのを評価する場合，かな

新野 ぼくは後者だと思いますね. り主観的になる，というような ζ とをいくつか並べ

原野 いや，ぼくの聞いた範囲では 2 つあると思 られました.非常に計量化しにくいものを評価して

いますが.予算化の方は決まっているわけです.評 いくというところがむずかしいんだというふうに感

価するシステムは異るのではないでしょうか?評価 じます.企業のほうがま t:楽だと.そんなことはな

するには，どんなものを評価したらよいか?という いって.・・・・(笑)

全く ORそのものが 1 つあると思います. 原野 国防省だからうまくいくんであって，ほか

司会 それではなぜ 1 つの名前でよばれるか?と にはうまくいかないであろうという意見が強いんで

いうのが問題なんです.単なる思想だけなら， PPBS すね.それはなぜかというと，要するに核戦争で生

という名前がつけられるほどの理想は保てないので き残るということは，大前提になるわけです.非常

はないか.逆にそうなら， PPBS の哲学だけではダ に目的がはっきりしているんで，いろんな評価も非

メで，哲学を展開するときの行動のパターンみたい 常にしやすい.と ζ ろが，企業では，一体企業の目

なものに 1 つの型があって，皆が真似する.たとえ 的は何だといって，何も出て乙ない.

ば目的は何かというととを書き並べると ζ ろから始 司会少なくとも，その企業が生き残るという部

まって，いろいろな数値を用意していき，あとの積 分は，同じくらい重要じゃないですか.

算は計算機で計算させるとかいう種類のかなり詳細 原野ですけど，企業の場合には，生き残ったら

な手法や，やり方の体系があってはじめて 1 つの名 いいということではないわけですね.やっぱりいろ

前がつけられるのではないかという気がしますが， いろなことがあるわけですよ. もうけもあるでしょ

その点いかがですか? うし，社会的なものもあるでしょうし.

林かなり詳細な体系をもっている感じです.た 林道にこういう ζ とをいっているんですがね.
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企業は利益を最大lとするという目的が非常Kはっき

りしているんでやりいいけど，われわれは，そういう

量的基準がないから，逆に非常にむずかしいんだ.

(笑)

矢部 ひずかしい面もあるし，逆にいうと，戦争

しない限りは，どう設定しようとし、いんだから楽だ

というふうにも考えられますね.向乙うの意志さえ

くじければそれでおしまいなんだから.

パローズの場合

新野 パローズ (Barroughs) では特別の収穫は

なく. OR哲学の話が中心でした.一口でいいます

と，データ処理というものは，経済性を向上させる

ものであって，経営能力を増加するものじゃない.

O R  は，経営能力を増強するものであるというよう

なことです.それに成功するためには地位も必要で，

それにはトップ・マネージメントが 1 人参加する必

要がある.会社の業務によく通じた人. OR をよく

知ってる人，計算機をよく知ってる人が参加する必

要がある.きらにその必要条件としては，対話が必

要.なぜならば，異なった分野の人の集まりだから

対話が必要だ.学習が必要だ.これはモデルを有効

につくるためには，いろいろなことを勉強しなけれ

ばいけない.特l己最適化のためのモデ、ルは，理論的

ではないヒュ{リスティックな面が多いから，そう

いう意味でシミュレーションの手法がよい.また評

価が必要である.評価には，経験と知識が豊富でな

ければいけない，というようなことを約 3 時間にわ

たって 1 人の方が話されたわけです.

シアーズ・ローバックの場合

榎本 ζζ もまた期待はしてなかったのかもわか

りませんけれども，変わったところでして，通信販

売の会社で，通信販売といっても手紙からの通信販

売とそれからシア{ズの小売店があり，その小売店

から本店へ注文がきているというのと，クリスマス

ごろになりますと，シア{ズの本店からお客のほう

へ電話をかけるんです.電話で注文をとって送るよ

うにする.その 3 種類のものに売っている.その注

文書なんかは，きたものを目でチェックして，そし

てエアーシュータで倉庫へ送って，倉庫のほうで木

の車がありまして，その車をガーガーとおばさんが

押してきて，紙を見ながら品物を出して，そして一

緒にまとめて送る.その様子を藤川さんがおっし宇

ったんですが，日本の三等郵便局をばかに大きくし

たものだと解説しました(笑).土，日曜日は休みな

ので，月曜日 Ir は 30万通の注文がくる.金曜日で10

万通くる.朝きたものは，その日のうちに送り出す.

午後の分は，翌日の朝送り出す.三等郵便局でも処

理は大変早いのです.

司会 Tこだね，ぼくはシアーズ・ローパックをか

なり向こうにいるとき使ったんですけどね.その経

験と，ぼくの友だちの経験を聞いたりしたと乙ろに

よると，正常な注文はいまのように非常に早〈処理

されるが，ちょっとトラブルが起こると，それの処

理には 1 月 2 月とし、う時聞がかかりますね.や

はり極度に標準化して単純化しているんでしょう.

ですから，それK合わないものの処理ができないん

ですね.手紙を書くなんというような手順は，ほと

んどないわけじゃないですかね.品切れだからどう

こうというようなことでも，ちょっとチェックすれ

ば返事になるというようにできてるわけです.だか

らそれでできる部分は早いですけどね.

榎本働いているのは女の人がほとんどだと.そ

れはみんな株主だといっておりました.

司会株主にしているわけですか.

榎本 ええ，してるんだという ζ とです.配送の

ととろに黒人労働者なんかも非常に多いですね.計

算機室というのがありまして，見せてもらいました

が. 360の50が 3 台 40が 1 台だったか，相当たく

さんの計算をしているのです.在庫管理をやってる

そうです.

新野 週 6 日で 3 交代制で働かしている.

榎本在庫管理と売掛金勘定.

新野 とれは，やっぱりアメリカですね.あんな

大正時代のセンスなのに計算機だけは置いてあった

から，たいしたもんですね.

林 そういう計算機を数多く豊富に使うというの

は，アメリカの全部共通なとこですね.しかも，使

い方自身としては，そんなにこった使い方じゃない

んだけど，とにかくデータ・パンクを豊富に持つと

いうのは，非常にうらやましい.日本の場合はぎり

ぎりの線までさげて巧妙に名人芸的Ir使いますけど

も，そういう乙とは大ざっぱだけれども，そんなに

大量のものを大きく処理するということが特徴でし

ょうね，

ランドの場合

藤川実はランド (RAND) では，最初断わられ

たんです.矢部さんのおはからいもありまして.0

R学会ならと喜んでいただいて， ζζ は非常にみの

り多いものがあるというので，私もテープレコーダ

© 日本オペレーションズ・リサーチ学会. 無断複写・複製・転載を禁ず.



を用意していきましたら，ことだけでしたが，入り

口で全部おいていけと.カメラとテープレコ{ダは

まかりならぬということになりまして，非常に記録

がうまくとれなかった.迎えに出た人は，非常に友

好的1<:歓待してくれました.ホーグさんの話は聞け

なかったのですが，お昼にはわざわざ出られまして，

サンタ・モニカのスペイン料理店で 2 時間もホ{グ

さんのごちそうで歓談.窓の外を示して“これから

さきは太平洋で，さきは日本だ"と.最初から余談

ですけども，乱数サイコロを持ってきまして，めん

どうくさいから矢部さんからだ(笑)・・・・といって，

それですごく喜びました.

数学部門のマネ{ジャーのク z ードきんから計数

応用のお話がありました.政治学的な名称，ポリテ

イカル・サイエンスとしている. LP モデルです.

肝臓，血液など，からだの化学的部分の検査をして

管内 Ir，脳へどのような影響があるかなどを調べて，

下等な神経組織，ザリガ、ニのようなものから神経組

織のシミュレ{ション，内科の医者の診断を助ける

モデルも使っている.乙れは間もなく役Ir立つもの

ができるだろうということです.このほか 1 R シス

テム，外交の問題，国の予算使用の問題，戦場モデ

ルによる評価などをやっている.こういう話があり

ました.

次l己マ{チン・ケイという人が言語学プロジ z ク

トについて説明しました. 5 年前からロシア語のほ

ん訳機械をやっているが，乙れは59年にやめている.

現在はクェッション・アンサリング・プログラムと

呼んで，末端から英語で質問をして，超大型コンピ

ータから答が返ってくるというようなシステムにな

っている.前のロシア語のストアはいまでも使って

L、る.

それから英語と日本語の語尾の変化などを中心Ir ，

非常に言語学のうんちくの深いところをお話しにな

って，日本語はしゃべれないそうですけれども，単

語はいろいろ語尾の変化を一生懸命比較してくれた

ようです.

ヲョブ・システムのお話， IBM 360-65 を中心に

したタイム・シェアリング・システムですが，いま

端末機が 1 台なんですが， 10月に 5 台，来年 1 月に

は30台ないし40台持ってくる.それぞれの研究室か

ら計算機を使用するようにする.ショーを端末機が

ある部屋で女の人が準備していますけれども，故障

で. ・・・・

それから乙のヲョブ・システムを使つての，当時

の政府のためのジョブ・ショップ・ゲームという，
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内容はちょっと紹介できないんですけども，なかな

かむずかしい問題がたくさんあった.

林英語で投入して，答も普通の英文でやろうと

いう Quick Answer ですね.ζれは非常に力を入

れてるわけです.その分のたとえば辞書を全部それ

に入れなきゃならない.たとえば第 3 人称単数のと

き， s を取って計算機のディスクからの辞書を引く.

たとえば try なんという場合だと y が ies にな

ってるから，それを取ったときの i を y 1<:直すと

か，そういうような語尾の変化の認識とか， A と B

が兄弟で， Aの娘がいると B はおじさんに当たると

いう乙とを認識させるとか，そういうことを全部認

識させないと，結局クイック・アンサー・システム

ができないので，その辺を非常に膨大な辞書の作成

と，言語上の分析に力を入れて，そのファイルが完

成すると，そういう意味の計算機のいまの言語に対

する 1 つの革命的なことになるわけだと思うんです

けども，そういう意味で，それを非常に熱心にほん

訳のことをやめて，そういう問題に自分たちのグル

ープは全力を尽しているんだということでした.

新野 それを強調していましたね.多くの人がそ

ういう問題をあきらめたけれども.こういうような

研究をやってるのはランドだけで，なぜランドがマ

ン・マシンの問題をやってるかという ζ とは，結局

そういう基礎的なものが進歩するととによって，い

ろんな応用問題として貴重なものをつかめる.全然

お金にもならず，膨大な，かなりまだまだ何年もか

かる仕事なんですけど，そういう ζ とを平気でやる

というのは，やっぱり強力であると思いましたね.

林 乙乙では，もう 1 つテレビのブラウン管を改

良して，いまのディスプレイ装置が非常に高いのを

普通のテレビ装置を改良して，安いディスプレイ装

置を開発する研究をしている.それができれば10分

の l ぐらいのコストになるので，いわゆるディスプ

レイ端末システムの普及に大きな力を持つはずだと

いう ζ とでした.

新野 いまのディスプレイというのは，英数学だ

けじゃなくて，線画も含む.線画を表現すると高く

なる.それを安くするのは，既存のテレビとその技

術を使う.例えばソニ{なんか.私だけ行ったので

すけど， UCLAの数理科学のと ζ でやってました.

乙乙では学生用 IL 1 B M360/75 J を使ってるんです

よね.

スタンフォード研究所

榎本 スタンフォード研究所 (StanfordResearCn 
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Institute: SRI) というのは，公益法人で，スタン

フオ{ド大学との関係というのは，直接はもういま

はない.間接には図書なんかは，自由に両方のを見

る ζ とができる.大学の理事会が SRI のゼネラル

・メンバーになっていて，そ乙から SRI の理事長

が選ばれるとか，そういうふうな関連はあるけれど

も，直接的な関係は持つてない.

従業員は 3000 人おりまして，そのうち415人が博

士号， 580人は修士号，それから 790人は学土号を持

っている.あと 1200人ぐらいは研究補助員.やって

いる乙とは，ライフ・サイエンス，経済関係，経営

関係，システム・サイエンス，あるいは工学関係.

非常に広い範聞に及ぶというわけです.

で，行きましたときに，ここではありがたいとと

に日本人が出てきまして，まずスライドを使って，

とこの SRI の概要，どう L寸仕事をやってるかと

いうことの話がありました.その後でOR部門のマ

ネージメント，マギ{氏がORの話をしてくれまし

た. ORの部門はどこに属しているかといいますと，

経営科学部門というととろにインダストリアル OR

グループというのと経営情報システムというのがあ

る.そのうちのインダストリアル OR ク'ループとい

うので， OR をやっている. ORのク'ル{プには，い

ま 15人のスタフカ丸、て， 20のプロジェクトに従事し

ている.質問があって， 15人で20の仕事だから 1 人

で複数のプロジェクトを扱うことになるが，それは

のべつまくなしに同じ仕事をしているわけじゃなく

て，何か行き詰まったときに，別の仕事をやるとい

う乙とはストレスの解消にもなって非常Kよいから

だという乙とです.で，この15人ですが 1 人マギ

ーさんというのが親玉ですけど，あとの人は，上下

関係は全然ない.全部並行であって，プロジェクト

があると，そのうちのだれかを長にして，数人でグル

ープをつくる.だからあるプロジェクトの長という

のは， }J1jのプロジェクトになると長じゃなくなるか

もしれない.プロジェクト・チームで仕事をしてい

る.

OR部門でどういう仕事をやっているかという乙

とですが，まず流通システムに関する研究について

は流通システム・シミュレータというのをつくって，

それで，石油関係，アルミ産業などで倉庫の最適数

・配置をきめたり，注文量，積出量をきめるのに使

っている.ζれは流通システムを考えたときとか，

それに変更が起きたというときに，そのシステムが

どういう影響を与えるかというようなことを，その

シミ品レーションによって分析しているわけです，

マーケッティング・リサーチ関係については，広

告予算の最適配分をきめるような研究なんかをやっ

てる.

生産管理として，連続的な生産ラインについての，

ジョブ・ショップ・スケジュールの研究，それから

大航空会社の在庫を減らす研究を行なってます.

それからフィナンシァル・マネージメントでは，

市場，保険支払い，投資政策の種々の組み合わせに

対して，保険会社におけるキャッシュ・フローをシ

ミュレ{トするプログラムをつくるキャッシュ・フ

ロー・シミュレ{ターです.

オペレーションの研究として，飛行機の乗組員の

スケジューリングの研究で，マンパワー・ターンオ

ーバーの研究を行っているというととです.

胃会 だけどおかしいな.現K乗組員の時間割は

できて，勤務は行なわれているわけでしょう.だか

ら，それができないということの定義が，また必要

じゃないか.

林 スタンフオ{ドでは，アメリカ航空のとか，

そういうととろは自分ととでやるけれども，ほかの

航空会社で自分たちが委託してやったん t" だから

次元では，必らずしも違うんだと思うんです.

司会簡単じゃないということですか.

林簡単じゃないということはいってました.

新野 だけどやってるわけでしょう.いま現にや

ってるわけですよ.飛行機が飛んでるんですからね.

それを効率的にやるには，非常にむずかしい問題が

いろいろある， プログラム化していくには・・・・とい

ってますね.

榎本大きな石油会社のガソリンスタンドの配置

をきめる研究も行なっている.

いろんな問題に対して，計算機のプログラムはた

くさん持っているのでいつでも注文があれば提供し

てあげたい.ただし提供する場合 1;::: は，その会社に

特有の条件がある Tごろうから，それに合うように私

のほうでプログラムは変えます.したがって 2万ド

ルではちょっと無理です

藤川 ぽんとプログラムを組むだけじゃなくて，

実際にあなた方がお使い l乙なれると ζ ろまで私ども

はサービスいたします，というのだね.

榎本 システム・アナリシスの人から， S R 1 の

MI S の話がありました.

原野 SRI というのは，自分と ζ の中身を外に

売るんですか.

榎本 売るんじゃないんです. MI S というのは

こういうふうにしてできるんだという手本を見せる
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のであって， ζ の機械とかそういうものについては

皆さんの参考にはなりませんから，そのように考え

てくださ P，ということです.

新野 案内の日本人の方が世界一高級な紙芝居と

いったね.きれいなんですよ.きれいな図になって

まして，それを順番にやっていくんですが，ほんと

うに高級な紙芝居という感じです.

榎本 聞いてるほうは，わかったようになって聞

くんですけれども，あとで何だったかなとあまり

長くてわからなくなっちゃって.大体データ・パン

クがあって， リポーティング・システムとオペレー

テイング・システムとマネ{、コメント・ディシジョ

ン・アシスタント・システム，その 3 つが重なりあ

って大きな計算機のシステムをつくる.オペレーテ

ィング・システムというのは，毎日の会計計算であ

るとか，給与計算であるとかいうもので，そこから

そういうものをデータ・パンクとしてもっている.

そこから特殊なリポ{トを引っぱり出すというリポ

ーティング・システム，それらと重なりあってマネ

ージメント・ディシ、コョン・アシスタント・システ

ム， ζれが皆さんのORの分野でしょう.とこでも

レポートは，やはり紙をたくさん積むんじゃなくて，

少しのリポートで済ませるんだと.やがては， MIS 

の最終段階じゃないでしょうけれど，少し進んだシ

ステムとして光電管を使って必要なデータをほしい

ように取るシステムになる，と強調しておりました.

MI S を完成するまでの仕事の手順というのを話

してくれました.骨組みづくりから次に肉づけと，

そして導入・運転lと至るシステム化のステップとい

うのを順番を追って.

林 コンピュータを16個持っていて， CDC6400 

が辰大で，あと 360 その他ですね.ターミナルがリ

モート・ターミナルですけども， 80 ターミナルで各

研究員が自分の研究室で自由に使える.アメリカの

非常に大きなところがそういう端末装置を自由に使

えるという段階が，やはりたいしたものですね.

司会 その端末機はタイプライターですか.

林 は，"いくつかはディスプレイ装置があるん

だと患いますけども.それからのプリンターではな

くタイプライタ

全般的な印象について

司会おわりに全般的IL一言ずつ.

新野専門のグラフィツク・デザイナ{とか，そ

れから報告をきれいにやる人たちをかかえてるのは

ランドでしたか.
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榎本いや SRI です.

新野 ランドにもありましたね.

林 自分たちが結局お客に出すリポ{トのデザイ

ンをちゃんとして，要するにていさいよくプリント

する係が別にある.

複本読みやすいように書き直すもの.

林 自分たちは，もとをつくれば，すぐあとはち

ゃんとお客のサービスはうまくやってくれると.

新野 そういう点が非常にぼくは感銘しましたね.

原野 それはアメリカ的ですね.

矢部大事なことですね.

新野 実l己表現がうまいというのか，わかりやす

い.イギリスの鉄鋼協会へまいりましたが，そこの

教育は最初入って 1 年目に 1 カ月間プログラミング

をやる.あとの11 カ月の間，毎週 1 日ですが，数学

とかそういうようなものを教えるんです.訓練項目

を見ると，科学的な言語をマネーヲメントの言語に

変えるというようなこと.それから英語をうまく話

す，書き方をうまくすることなどが書いてあるんで

すよ.あれはびっくりしましたね.そういう訓練を

入って 1 年目に徹底的にやられるんですね.

原野必要ですね.

司会 アメリカの大学では，コースは工学部の中

の教育課程の中 11:テクニカル・ライティングという

課目があるんじゃないですか，そしてそれの教科書

と思われるものがいろいろあって，ずいぶん前から

要領よく論文の書き方というような乙とを，かなり

ζ まかく教えてあるんですね.昔は粗末な教科課程

でも，学生が自分で論文を読んで，そしてああなる

ほど謝辞は乙ういうふうに書くものかとか，文献の

引用のしかたは ζ うだなというようなことで，見ょ

う見まねで覚えていっ Tこんですけれども，いまはも

うそんなことをしてたらさんたんたるものですから

ね.句読点は抜けてしまう.単行本と雑誌の区別も

つけられないというのばっかりですから.やっぱり

幼稚園の子供K教えるようにちゃんと教科書をつく

って，そういう時聞を設けてやらなきゃいけないか

もしれない.

矢部 いま伺った話で，私一番ぴっくりしたのは

ランドですね.そういう ζ とをやってるというのは，

金はど ζから出てくるか.

原野 国防費ですよ.だってそれ以外にないもの.

ランドというのは，みんな国防から出てる.

矢部 だから，そこら辺の研究が日本でやってる

研究と全然質が違うというか，けたはずれというの
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か，まず，すといなという感じがするね.

原野 ζ の前ぼくは， SDCIL行ったんですよ.

そうしたら ORAWIL 日本の女の人がいたでしょう.

彼女が何をやってるかといったら，お遊びをやって

るんですね.何か塔み Tこいなやつを入れかえたりす

るお遊びなんですよ.一体それが SDCIL何の役に

立つのかといったら，乙ういうのも将来何か役 1<::立

つでしょう.要するに，そういう研究をすると，そ

れに対して金が出るという面は多分にあるんですよ.

矢部 日本の場合は，余裕がないというか.すぐ

開業するような研究じゃないのか(笑).全然関係な

い ζ とを，ど ζかから金がでてやってるという，何

かそらおそろしいですけど，それはそう驚く ζ とじ

ゃ沿いですか.

原野いや，それはおそろしいでしょう.だって

ヨーロッパへ行ったときには，何もしてなかったも

のね.

新野 ぼくは，ヨ{ロッバとの差はそれじゃない

かという気がしました.とにかく底知れぬパイオニ

アとして，金はいとわない，労力もいとわないとい

うようなことを平気でやってる.

ORのテクニツクの面では，日本はまさるととは

なくても劣る ζ ともないと思いますけれども，実際

にそれがわれわれ企業ですから，プロジェクトと結

びついてる点に，まだま t:差があるような気がしま

したですね.やっぱりわれわれは，技術のお遊びは

かなりまだあって，つまり早くいえばトップとうま

くつながってないとか，そういう面の差.今後はと

にかく ORをもうけるほうに使わにゃいかんという

のが，ぼくの個人の感想ですけどね.

林 ともかく計算機を豊富に使ってるし，そして

そのためのデータも非常に豊富にデータ・ファイル

する.アメリヵ航空のパイロットの記録にしても，

ζれもたとえばど ζ の飛行場にどういうふうにいっ

て，というふうな履歴も全部入れてるというような

話でした.つまり 1 カ所にある技術を持ったものが

ある地区だけに集中しないようにとか，そういうよ

うな配慮もあると思います.それから技術のレベル

との配慮.

しかし，ただそういうデータを何でもみんな入れ

ちゃって，そしてその中から 1 つ結論を出そうと.日

本じゃなかなかもったいないような気がして，それ

はできないんです.非常に最小の，むしろ情報を少

なくしぼって，その中から結論を出そうと.何かア

メリカは，一見われわれがむだのような感じのもの

もみんなほうり込んで，その中から何か結論を出し

てい ζ う.そういうような非常に異質な感じを受け

まして，そういうシステムが日本だとす?情報過剰

だというようなことを，いわれちゃうんですけども，

逆にそういう大きな情報の蓄積の上にやっぱりああ

いう大きなシステムができてくるというような印象

を受ました.

原野 それにはやっぱり計算機をぜいたくに使う

ということでしょう.

林そうですね.

榎本 TこだORが，そういうデータを使う計算機

の部門ですか，それと完全に結びついて仕事をして

いるアメリカ航空なんかの場合，それを感じました.

日本じゃ，まだちょっとこういうと ζ ろがないん

じゃないかと思うんですが，それは ORなしでは，

そちらのほうも動かない.逆にデータなしではOR

のほうも動かない.

林 ORIL関しでも，いわゆる産学共同といいま

すか，その辺が非常にうまくいってるような気がす

るんですけどね.スタンフォード研究所でも，私は

大学で教えてたけど，いまこちらに来て勉強をやっ

てるんだと.そういうような乙とは，非常に交流が

うまくいっている.そういう点，特i己実際1<::役に立

つ企業に対して，両方が非常にうまくいく.

矢部 それからもう 1 つ感じたのは，いまのクル

ーの問題だとか，ガソリンステーションの問題とい

うのは，やっぱり流行があるんですかね.どこでも

やってるというようなお話が.

新野 そういうのがありますね，キャッシュ・フ

ローとかね，流通問題というのはどこでも聞くんで

すね.

矢部 乙れがしばらくすると，今度日本でワーワ

ーいうんじゃないか.そうでもないか(笑). 

藤川 まあ皆さんと同感ですが，とにかく組織的

l己計算機と手を組んで，がっちりとやってる.

司会 ORは実際i乙役立つてるという乙とに 2 つ

の面があって 1 つは計算機のほうとくっついてる

ということ. もう 1 つはトップとうまくやっている

というとと.前者はわりあい簡単明瞭だと思うんで

すよ.要するにOR屋さんが計算機の勉強をすると

同時に，計算機の担当者と仲良くという ζ とでしょ

う. 乙れは， tこだ訴えればいいんですが， トップの

連絡というほうは， tこだ連絡を密接にとかいっても，

改善がされないおそれがある.どこが要点ですかね.

新野 ぼくは歴史だと思いますね.もう 5 年は必

要なんじゃないですか.

林 そしてバローズでもいっておりましたけれど
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も，いわゆる経営上の責任を持った人がORのトッ

プになるか，あるいは OR グループと結びついてい

ることが前提だ.それを単なる提言じゃなくて，い

わゆる経営上の責任を持ってる人がなるんだという

ζ とがし、えます.

司会 5 年かかるというととは 5 年間そのこと

について直接何にもしなくても，自然にそうなるの.

藤川 やはり心がけて前向きの姿勢でないとだめ

でしょうね.

司会 そういう意味でちょっと伺うんですが 1

つは， 1，ことえば計算機と手を握ることによって実績

をあげていくととができれば， トップのほうでも認

めるようになる.もう 1 つのはやっぱりトップに売

り込む方法なり，手段なりを工夫すること.いまの

高級紙芝居だとか，乙とばを使って，あるいはまた

ORセミナなどをどこかで聞いて，そういうことで

トップ教育をやるとか，そういうことも.

新野 そうですね. トップ教育というのは，最近

わりあい評判がいいようですね.

司会 そういう点からいっても，計算機と ORが

くっつく乙とは非常にいいと思うんですよ.つまり

計算機については，入れなきゃならんという意識が

猛烈に高いでしょう.ところが実際に入れるときに

は，不安でしょうがない.そしてまた，へたに入れ
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ると失敗する.じゃあ，じようずに入れるにはどう

したらいいか.それはORで入れりゃあいい.そ ζ

で売り込む.どうですか.

原野確かにそうですね.

司会つまり導入のためのOR と， ORK使うよ

うに導入するという 2 つの面で， OR と計算機を ζ

みにして， トップに売り込むというのはいかがです

か.

新野計算機のいう ζ とは， トップがわからない.

林 そういう ζ とをいってましたね.

新野 それをわかりやすくほん訳するのが，われ

われ，そういう乙ともやってるんだと.

司会先ほどいわれた科学のことばを経営者にわ

かることばに直すという仕事がORの一部になる.

藤川 もう 1 つ感じたことは，われわれに対する

向こうの受け入れなんですけれども，われわれ若造

だけで行ったわけですけど，非常にがっちりと，み

ごとなおぜんだてで迎えてくれたというのは

新野本当にそうですね.スケジュール表にはみ

んな，日本OR学会のためにとうたってありました.

非常にわれわれうれしかったですね.

司会 それは記事の中Kぜひ入れなきゃいかんで

すな.どうもありがとうございました.
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