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第 9 回 OR 金曜サロン記録

“意志決定と は"

昭和45年 4 月 10 日

出 席 者市川準(計量計画研究所)・梅沢豊(東大〉・高橋隆男(日本文献センター〉・千葉正一(日

本電気〕・水野崇治(トヨタ自動車工業〕

刊行物委員会森口繁一(司会・東大)・出居茂〔早大)・刀根薫(慶大)・矢部真(国鉄〕

記録作成者万根薫

意志決定をめぐって

A 私は公共的な投資の計量的解析とそれに基づ

く最適化を目的として研究を行なっている.たとえ

ば道路網の交通量解析などである.しかし大局的に

見た場合，道路ばかりでなく，鉄道なども含めた意

味での最適化が必要である.意志決定については，

そのためのデータを揃える部署にいるので直接タッ

チしていない.

B 私はこれまで統計的意志決定の問題を中心に

研究をしてきたが，統計的意志決定理論はいくつか

の代替案の中から一つの代替案を選択するという点

に特徴をもっている.その後，実際的な経営事象に

興味が移るにつれて，サイモン流の近代組織論に関

心を持つようになったが，彼等もまた意志決定を中

心に議論を行なっている.しかし実際の企業の中で

の意志決定を見てみると，部門間の意見の対立，た

とえば営業と生産の利害の不一致など，伝統的意志

決定モデルよりは，むしろ近代組織論における意志

決定モテ、ノレによって， よりよく記述されるものが多

いように思われる.

A その通りである.そのためそれぞれの部門に

意志決定機関があり，それを総括するための全体会

議が行なわれている.いわゆる協議機関がそれであ

り，企業が大きくなるにつれて，その必要性が増し

てくる.

その他，意志決定に関しては 2 つのことが重要で

ある. 1 つは意志決定の時機である.タイムリーで

なければならない.もう 1 つは何を決定すべきかを

決めることである.後者は特に重要である.また意

志決定機関の運営上のこまごました点もおろそかに

できない.

B たしかに決定はタイムリーでなければならな

い.多くの場合，決定に時間がかかりすぎるとくに

情報産業では技術革新が激しく，決定すべきことが

多い.もちろん，ある基準をもうけて，それに照ら

してみて決定を行なうことに原則は決めているが，

「計画」については試行錯誤が許される面もあるの

に対して. í決定」の場合にはそれがむづかしいこ

とが特徴である.

意志決定=意思決定?

A decision-making=意志決定で、あろうか. 英

誰の場合にはいくつかの alternatives の中から 1 つ

をえらぶという意味があるのに対して，日本語の意

志決定では「志を立てて郷関を出ず・・・」といった

ニュアンスが強いのではないか.

そうすると「意思」決定とし、う訳語の方が deci.

sion-making にふさわしL、かもしれない.

B しかし l つの案を選んだ後ではそれを企業

や集団の意志として進まねばならないのだから「意

志」にも十分意味があると思う.

A たしかにそうだ.集団としての行動の選択の

場面では，時に，自分の方、と反するようなものもあ

る.そういう場合でも意志として守って行かねばな

らないことがある.意志の「志」は「士の心」であ

り，多分に人格的な要素をもたせたものである.

B 法律的な用語としては意思決定の方を主とし
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て用いているようだ.しかし目的に応じて，使いわ

ければ面白い.

A 先ほど，何を決定すべきかを決定することが

重要だという話があったが，そのときどのくらいの

対象があるのだろうか.

B それはさまざまです.今これをやらないと企

業の将来に大きな影響があるといった問題を見つけ

るわけだが，そういった問題の集合も調査活動によ

って大きくなったり小さくなったりする.情報収集

活動の重要性がここにある.

A まず目につくものから取り上げるとし、う立場

もあるが，しかし実際にそれをやっているうちに，

もっと別のものがあったことが判明することがあ

る. alternative set を拡大するような努力が必要で

ある.

意志の決定者と実行者

A ORチームが関係して意志決定が行なわれた

として，実際にその決定を実施する部門はたいてい

の場合ORチームではない.意志決定機関の企業内

での組織上の位置づけが問題である.

B それと関連するが， ORチームの意見よりも

企画や各部門の「意志」の方が先行することがある.

A 決定機関と実施部門の聞で指令の伝達の方法

が悪いのではないか.

B 軍の組織ならば伝達がよく行なわれるだろう

が，企業の場合には寧のようには行かない.また問

題を提出した人，それをOR的に解析した人，実施

する人の聞で問題に対する態度に微妙な相違がある

のが普通だ.

A つまり軍の組織のように完全に中央集権化し

ている場合と，適当に権限の委譲を行なって de.

<:entralize している場合では意志決定の意味が違う

わけか.

B しかし，たとえば，船の乗客にとっては入港

して接岸するといったことは最も重要なことである

が，この問題は自分で解決できるわけではない.専

門家にまかせている.そのような意味での専門家が

企業にも必要ではないだろうか.専門家の間で意見

がくい違う場合もあるが，しかしその際には正当な

議論が行なわれるはずだ.

A 都市を l つのシステムと見たとき，行政は l

つのサブシステムであり，市民生活も 1 つのサブシ

ステムである.ところでこのシステムに問題が起こ

ったとしよう.たとえば都市再開発.このとき，政

策決定者は行政側の人であり，市民の意志や立場は

それほど反映されないのではないだろうか.市民の

意志は選挙で表わされるとしても非常に間接的であ

る.

こうして意志決定と実行者とその影響を受ける人

が異なる.最適な決定にはほど遠いのではないだろ

うか.

B 民主主義の問題だ.共産主義国家ならまた事

情は異なるだろう.

A 孟子に「天の時は地の利にしかず，地の利は

人の和にしかず」という言葉があるが，いつの場合

でも人の和が最重要である.

企業の意志決定

A 企業の意志決定の場合，決定部門と実施部門

が分かれているときでもフィードバックが行なわれ

れば意思の疎通はよくなる.このような時間の経過

にしたがってフィードバッグを適確に行なって行く

ことが大切である.

B 完全な情報を入手しすべての場合を計算に

入れて意志決定を行なうことより，フィードパック

をうまくやることの方に最近は関心が高いのではな

し、カミ.

A その考え方は意志決定をコンビュータにやら

せるという傾向に 180 度反する見方だ.いわゆるテ

ーラーシステムでは人聞を機械の一部と見ているの

で，人聞の意志を軽く見がちである.しかし実際に

は人聞はそのような立場では取り扱えない面をもっ

ている.企業の意志決定にあたって考慮すべき点で

ある.

B さて，企業の意志決定にあたっては人の和を

得なければならない.それをどのような手段で実行

するか.さまざまなインフォーマルな手管もあろう

が，やはり合理的な解決法が要求されるに違いな

い. PPBS がその一例.

次のように行なわれるだろう.

まず，企業の目的を列挙する.その目的を実現す

るための手段を列挙する.次に各手段が各目的に対

してどのくらいの効果があるかを表にする.こうし

て効果行列ができ上がる.最後に各目的の重要性の

重みづけをして，効果行列との積和をとり，積和の

一番大きい手段から採用していく.たとえば大学改

革の場合でいえば，大学の口的としては「研究Jí教

育J í管理」の 3 つがある.手段としては「講座制」

「研究者中心制」などいろいろある.点数をつけて

効果行列を作る.重みづけはチャーチマンの教科書

にあるようなやり方で行なう.そしてグループごと
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に集団で投票する.そうするともっともらしい数字

が出てくるが，案外この数字はグループによらず一

定値を示すことが多い.

A 積和をとらずに積の max， mini..max , maxｭ

max なども考えられる.

B 決定者の性格にもよる.

A 企業の意志決定のための基準はどんなものだ

ろうか.

B 決定のための機関をある程度の数だけ用意、す

るのがよい.仮に 3 段階としよう.第 1 段階では考

え方の大わくを決め，その内での関係者の意見の一

致をはかる.第 2 段階で‘はそのための具体案を検討

する.第 3 段階では細かい点の決定を行なう.

決定に際しては情報収集のためにいろいろなルー

トを用意しており，それを自由に使えるようにして

おく.

A そのときルートによる情報の矛盾はないか.

B その点の配慮は大切である.

A 逆に情報が自分を生かしてくれるルートを探

しながら流れて行くとし、う現象も起こるだろう.

B いずれにせよプロセスははっきりさせておか

ねばならない.意志決定はただ 1 回のみ行なわれる

ものではなく，良きにつけ悪しきにつけ.学習的な

過程をくり返すわけだから.

A IEEE (The Institute of Electrical and Eleｭ

ctronics Engineers, Ine-の発行している雑誌〉の

特集号に decision analysis があったが，その中で

非常によくあたる fortune-teller(占い師〉とそうで

もないOR屋がし、たときに，経営者はただよく当た

るからという理由だけからは，その fortune-teller

を雇わないだろうという一節があった. というの

は，企業にとって決定が当たって大きな利益を上げ

ることは重要なことではあるが decision からの

学習の方をより重要視するからである.

B 話は変わるが，企業聞にわたる意志決定の問

題もあるだろう.たとえば道路と鉄道がそれぞれ競

合した意志決定を行なうとしても，ある場合には互

いに協調した方が利益になることもあるだろう.

A これは 2 人非ゼロ和ゲームの要素を持ってお

り，互いの意志を重要視するということと，協調す

ることは矛盾しない.

積和の効果

A 先ほど PPBSに関連して積和による決定法が

話題になったが.積和の効果はどんなところにある

のだろうか.

B まず重みづけはかなり客観的にできる.これ

は皆の合意が得られればよい.それから効果行列を

形成する技術係数ふ比較的客観的な値として得ら

れる.そしてその結果として数値が得られるわけだ.

ということは，やってみなければ答がわからないと

いう点に特徴がある.しかも途中の過程が客続的だ

から，結果に対して異論をはさんだり，横車を押す

余地が少ない.こうして議論が空回りしない.

個人の意志決定

A 企業と個人の場合で違いがあるだろうか.

B どうも自分のことでは主観的になりがちだ.

A 私はむしろランダム・メカニズムによる決定

の方が多い.パスにするかタクシーにするかを時計

の秒針の位置によって決めるような具合に.もっと

重要な問題の場合でも，いろいろな面から検討して

最終的に絞られたいくつかの案の中からランダム・

メカニズムによって一つを選ぶ.これは一面，占い

に頼る態度であるが，それがまたきわめて現代的な

ことでもあるのではなかろうか.

オプチミストかペシミストか

A 決定に際してオプチミストであるかベシミス

トであるかが結果に大きくきいてくることがある.

B オプチミスチックな決定を行なって，その後

のフィードパックをうまくやることがよい方針では

ないだろうか.逆にフィードバックに自信のある人

はよく楽観的な決定を行なっている.ベシミスチッ

グな人は，反対に，フィードパックの下手な人が多

い.ちょっと悪い結果が出ると，自分の決定に対し

てすぐくよくよし始める.オプチミストはたとえ自

分の決定が悪い結果を生んだとしても，他の決定を

していたらもっと悪い結果に達していたかもしれな

いと思って，くよくよせずによいフォードバッグに

取りかかる.

金曜サロン風景
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第10回 OR 金曜サロン記録

“目的の重みづけ"
一一定式化シリーズ (1)一一

昭和45年 5 月 1 日

出 席 者大前義次(電々公社)・加藤進(構造計画研究所)・木村孝信(東工大)・田中甫(野村総

合研究所)・鶴見一行(倉敷レーヨン〉・徳山 長(三菱電機〉

刊行物委員会森口繁一(司会・東大〕・出居茂(早大)・矢部真(国鉄)

記録作成者矢部真

はじめに

今回から“定式化シリ{ズ"として 5 回行なうこ

ととなった.すなわち

1. 目的の重みづけ

2. 測度の設定

3. 不確定性

4. 目的と制約

5. 数式模型の効用

である.

ORの目的について

A “ORをやってくれ"といわれてもOR屋は

図る.ORをやる目的は何か， ORで何を実現しよ

うとしているかということを文章に書き上げてみよ

うとすると， トヲプまたは注文主自身で問題そのも

のがはっきりしないほうが多い.書き上げられるた

めには，相互に創造的努力がいる.極端ないい方を

すると， OR屋は精神分析医のような手法がいる.

つぎに， トップから引き出すと単一な目的でない.

矛盾する目的を両方とも求められる.たとえば“性

能が良くてコストも安い"とか，また企業の目的で

ある利潤を上げるにしても，“今期限り"か，それ

とも“今後10年間の利潤を最大化したい"のかによ

って，打つべき手が変わってくる.多目的というこ

とがわかったら，これらの諸目的について相対的な

重みづけがL、る.これについてORで一般に役立つ

手法があるだろうか?ということを話し合たい.自

由にどうぞ・・・・.

コンピュータの導入

B コンピュータを導入しようとしている会社，

つまりコンピュータにあこがれをもち，成果に期待

している会社が顧客だ.今までのシステム，導入後

のシステム，設計されたシステム，いろいろあり，

その各々に解がいくつもある.そのうちの 1 つの解

をとる.困ることは企業は 2 つの道を同時にたどる

わけにゆかない点だ.いろいろやって，ある段階に

達すると，さきが見渡せる.しかしここに来るまで

は， ~、くら資料を出しでも，話合いをしてもダメ.

ところが 2-3 年たつとと，先方が“こういうシ

ステムはどうか1" と，かつてこちらが提案したシ

ステムをはじめてのような顔をしてもって来る.時

期によって，相手の理解度に応じて相手の望んでい

ることを捕えるのがむつかしい.そこで，ゃったあ

とでも，経験したあとでもわからないこともある.

何といってもシミュレーショ γをやってみせる.各

システムについて，前提がこうなら結果はどうなる

か，を目で見せるようにしている.

A 昨年の秋の日本 IBM のコンピュータ・サイ

エンス・シγポジウムでのスタ γ フォード大学のヴ

ィーダーホルトさんの話が面白かったので紹介して

おこう.この人は同大学医学部の医学研究のための

コンピュータ・システム (ACME) をやった人で

ある.コンピュータのシステム設計の際よく架空の

議論が行なわれるが，自分はシミュレーションで全

部本当のデータを用いてやった.つまり，医師が何

人いて，何に使おうとしているのか，その使い方は

どうか，ォγ ライソで看護婦は何人か，観測するの

にどれだけの測定量でどれくらい測定するか，測定

したものをどれくらい蓄積しどれくらい解析するか.

こういうことを事前に測定してシステム設計をやっ

ているからムダがない.もう 1 つ，切替スイッチに

は 1 時聞に数回しか切替えないようなところは普流

のプラグボードを用いている.何も電子の早さはい

らないからだという.予算が限られている.反面，
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端末機などは手を加えて人間との接合を良くしてい

る.推量のデ{タでないこと，ムダのない安いシス

テムということに感心させられた.今日本でコンピ

ュータを入れようとしている会社でこれくらい要求

がはっきりしているのは少ないのではないだろう

か.多くの場合，地位の象徴ではないだろうか.

B 同業者が入れるから……とか，コンピュータ

がないと応募者がし、ないから・・・・といった方が多

い.極端なし、ぃ方をすると外側だけあればよいこと

になる. (笑)

A そうし、う低次元の目標をもっている相手を本

当の目的に指翠するのに方針とかコツはないか.

B それがつかめるとかなり商売になるのだが….

〈笑〉 かなり認識されてきたけど，まだコンピュー

タと開いただけで、ジンマシンをおこす人もいる.相

手を引き上げるよりもわれわれが追いまくられ，勉

強させられ資料を作らされている現状だ. 1 つのシ

ミュレーションを作るにもかなり時聞がかる.とこ

ろで，今の話は米国だから，つまり皆が正直にそノ

をいう米国だからうまくいったのではないだろうか.

A ACMEの構想を作った人は. /-ベル賞を

もらった生理学の教授だという.その人がまず自分

で価値があり必要だと信じて，大学を動かし，全米

科学財団から相当な金をもらってきた.システム設

計についてはヴィーダーホルトさんに一切まかせ，

“スタッフも好きな人を集めろ，引抜きに金がいる

なら使え"といった.完成するとこの大ボスがPL/

1 でプログラムを書き，自分で使って手本を示し

た.大ボスがやってみせるものだから他の人が使え

ないほずがないということになったというわけた.

パンチカードの発達している米国の方がその傾向

/.Jtひどいが，わが国でもコンピュータを入れるとま

ず給与計算からやる.これだとあまり引き合わな

X，'. だから“くたばれ"とし、L、たくなる.コンピ L

-タの持味を生かしているかどうか怪しい.そうい

う・ことに向って進みたがるスタートで，本当に役立

つものに指導してゆく哲学があるだろうか.

B コシピュータ以前にやるべきことがあ‘る・ので

位。ないか.たとえば， 2 枚の伝票を同時に別のルー

;トに流し 3 日後に I カ所に集めると，ずで、に伝票の

‘紛失が生じる.コジピュータに入れる伝票でも枚数

から変わる.自分のところを通ったらもろよい.責

任がない.一度反感をもたおたらダメ.

A データの規律の確立が論理上の前提になる"

't.たがって，コシピ"-~'タdの導入以前に規律が確立

LていなければならないはずだがJ 時には逆にコン

ピュータを道具としてそれをやることもある.たと

4えばある大学で試験のあとの採点報告がいつも遅れ

がちだった.コンピュータを導入してパンチが間に

合わないとなったら， 9096以上が期限内に提出され

るようになったというのもその 1 例といえよう.

重みづけと評価のしかた

B 一口に目的の重みづけといってもレベルによ

って異なる担当者はコストを最小にするように考

えるが， ミドルは別に考えるようで，精神分析がい

る. トップの意志決定は人によって異なるが，労務，

研究開発，生産と出身でちがう.優先的なファクタ

が 1 つあり，それほど優先的でないファクタがほか

にいくつかある.後者ははある水準まで達していれ

ばよい.優先的なファクタで決定されるがそれは労

務出身のトップはどうしても労務中心になる.これ

らのファクタの組合せて‘効用関数ができているから，

単純な線形式ではない.

コンピュータのリポートでも，在庫問題だと担当

者はデータについて細かい項目と正確さが問題だが，

課長クラスになるとそうし、う正確な事務的な記録よ

り，現在どうで将来どうか，各倉庫に過不足がない

か，ということが問題になる.全体的な姿をシステ

マティックにとらえているかということになる.

A なかなか面白い.在庫は実によい例だ.優先

的なファクタを最適化し，他のファクタはある程度

以上という話で思い出したが，背飛行機の設計を学

生時代に習った.すなわち，最高速度はできるだけ

大きくしたい(優先的な条件).そのほか，離陪滑走

距離，着陸滑走距離，最小速度，有料荷重(ベイ・

ローの，航続距離などは下限または上限がそれぞれ

与えられている，と L、う問題で，エンジニアリング

の原理がここにあると思った.このことと，木来多

目的ということから目的聞の重みづけを考えて最適

化する定式化にもちこまなければならないことと，

どラいう関係にあるか，数理的に面白い.見かげは

非常に異なるが，実は密按な関係がある.

いま ， X , Y を決定の際採用できるバラメータとす

る.優先的なファクタを u(x ， y) ， そうでないフマク

タを u(x， y) としよう.そうすると

v (z ， y)さ c

の下で

u (x ， y)一一最大化

ということになる.これをとく l つの方法として，

ラグラジージュ係数を用いて

Fニu(必， yヲ +J.v(x ， y')
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という式を作り，これを定常化して， X, y，，l を決め

ると』と c の値が関連する . c をいろいろ変えてん

y を決めるのと， ，1をいろいろ変えて x， y を決める

のとは全く同じ組がでてくる.こういう 2 つの形で

処理するのは数理的には全く同じ.はじめに優先的

でないファクタ v(x ， y) をある程度にして u(x， y) を

最大化するか， À とし、う換算比率をかけて単一目的

にしてそれを最適化するかである.どちらが便利か

は事情や参加者の背景によって異なるが，数学的に

同等ということを指摘しておくことは大切であろう.

B 会社では制約条件が同時に与えられることは

珍らしい.しかも，時間とともに制約条件がつぎつ

ぎと与えられ，イエスか/-かが求められることが

多い.

A 論議の過程というわけ…・・.

B そう.問題がつぎ、つぎと新しくなってくる.

また，制的条件が今は満たされているようだが，ほ

かのパラメータが変わるとそれが怪しくなってく

る.レベルが保たれるよう方策を実行する.実行の

プロセスも重要になる.最適化しようとするか，レ

ベルを守ろうか，混乱してしまう.

A チャーチマンの本に“達成したし、目標と維持

したい目標と区別せよ"ということが記してある.

X, Y とし、った制御変数でどうするかでなく，政策空

間というか関数空間について話して比較できないこ

とを知りすぎてしまっていて，できないだろうとい

う意識が先に立ちすぎる.この区別ができないと，

ORを入れる大地ができていないのではないか.

B そんなことがよくある.

A いま 2 つの意見が述べられたが，関連する

いろいろなファクタを全部同時に考慮して一度に全

体としての最適化をはかるプロセスは，会社の現実

の重要な決定として困難で、ある.もう 1 つは，論議

の過程であまりいろいろなものを全部からみ合わせ

るよりは，何か政治的にこれはもうよいから比較の

基準としては落そう，というほうが単純化に役立つ

と L 、う見方だが，両方あるだろう.

B あの本を最近読み直してみるとなかなか良い

ことが書いである.“目的の表を編集する円とある

が，論議の過程を整理するのによいことだ.

A そうそう.

ニード系列とオブシェクト・プログ

ラム系列の関連樹木

B いまの話で興味をおぼえたことがある.いろ

いろな仕事をやってきて問題のスケ fルがだんだん

大きくなってきた.これは企業内でORが定着して

きたことの 1 つの証拠だと思う.一番はじめに感じ

たことは，目的要素に水準があって関連樹木が描け

ることで，決してある l つの目的が設定されてその

評価基準なり目的関数の重みづけをそんなに複雑広

しなくてもよい.往々にして水準の異なるファクタ

を一緒にして考えてしまう誤りをおかす.

テーマが与えられたとき問題のニード系列の関連

樹木を作ることにしている.たとえば工場長からテ

ーマが与えられることもあろう，これはトッフ。から

すると第 3 水準の問題といえる， トップのニードを

調査分析することにより， トップ。から出てきた問題

のニード系列のもとで位置づけを計る.ニード系列

は(1)ニード， (2)オブジェクト， (3) ターゲット， (4)デ

シジョン・パッケージで関連樹木ができる.これに

対応して，プロジ L グト系列として(1) ゴール〈プロ

グラム)， (2)プロジェクト， (3) テーマ， (4) ワーク・

パッケージを作る.口的に対してもプロジェクトに

対しても l つの組織づけを行なう.その中で与えら

れた問題がどこに位置づけされるかをみることにし

ている.ここで気づいたことは，水準の異なる要因

を一緒にしていることと，企業ではそんなにたくさ

んの目的がふくそうすることはなし、ということで

ある.

A “編集しなさl，..'"ということと同一だね.

B 目的そのものの差に重きをおきすぎるようだ.

それより，目的の生まれたもとの認識の違いのほう

が大きくないだろうか.工場で考えるか，販売まで

含めて考えるか，とし寸前段階があまり議論されな

いのではないか.目的を工場だけか，販売まで含め

るかどちらがよいか.最近のTVではないが，“あ

の人良い人，悪い人"とし、う分け方になりすぎるの

ではないか. (笑〕

A われわれプロジニグト・マネジャーの責任と

いうのは，たとえば工場長レベルの意識で問題をも

らい，経営目的からニードやプロジェグトの関連樹

木を作ゥて，このテーマはここに位置するのだよ，

営業上の問題があるかもしれないが，それは与えら

れた条件として考えなさい，と決心するところであ

る.そのためには工場長とよく討論して，工場長の

アタマの中から彼はどこまで考えているのかを引っ

張り出すことがすーダーの一番む勺かしいところで

はないだろうか.

ぃ Bマなるほど.そうする左目的の重みづけという

のは， ORのあるフ。ロジェグトに関してほ目的のう

ものあるものはある形で下良定Lで，主として注目し
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なければならない目的を選び出すわけだね.

A 問題領域を決める.それによって重みがきま

るー
B 関連樹木の作成によって，この環境条件下で

この目的を追究しなさいといわれれば，あまりほか

のことに思い惑うことなく突進できる.本来多目的

であるから…ーなどといっているのはまだ分析が足

りないのかもしれない.

トップの意思決定について

A 管理者層の意思決定論とか，問題解決学とか

で必ずいわれることは， “目的と制約条件を明確に

区別せよ，制約条件の下で何々を最適化する……"

といったスカッとした議論が多い.しかし意、思決

定を大きく分けて，定型的なものと革新的なものと

したとき，革新的な場合，その目的と制約条件の区

別をあまりやかましくいうことは，かえってマイナ

スになる面が多いようだ.たとえば，新しい工場の

設計のとき，面積，人間の数を制約条件としてあま

り考えてしまうと…….もし，もう 1 人ふやせると

シャドウ・プライスがきいてきてうんとよくなるな

ら，ムリしでも 1 人入れるほうがよい.

組織の中で定型的な意思、決定の場合には，ほかの

組織のやることは標準化しておきその範囲内で各自

がやるのと，もう少し長いサイクルでお互いに影響

を与えてだんだんやれるようにしてゆくのと 2 つ

あるのではないか.

B 機械だってメーカとユーザとがあって必ず仕

様書がある.ORは仕様書がない.工場建設とか，

コンピュータ導入とか，どのコンピュータがよし、か

とか，問題を提起する側でよくわかっていない.0

R担当者も目的をどう絞ったらよし、かわからない，

こんなに発注者と受注者が離れているのは珍らしい

のではないか. (笑)

それでも ORがやってゆけるのはつにはマン

ツーマンで管理者と OR担当者の対話で方針が決ま

ってくる.もう 1 つはここで目的を決めた，ここで

定式化した，ここでといた，というのが基本的なス

テップになっている.しかし，上なり横なり，つま

り発注者だけでなくいろいろな批判に耐えなければ

ならない.いわばモニターで，写真を作っている.

出した人もその上の人に解答を出さねばならない.

そこで今のやり方で問題を出した側も悟ってゆく.

一緒に作ってゆくことによって自信がついてくる.

いざというときに実現に移される.

A 企業ではORやコ γ ピュータ・アプリケージ

ョ γは若い人がおこなう.重役室に一度も入ったこ

とのない人たちで，これでは良いORはできっこなー

い. トップの人の中のアタマの構造を知りたい.

需要予測のシステムを決定したとき， トップがど

ういうやり方で決定しているか，手分けして調査し

た.販売計画に対して誰がそう L、う批判をしたかを

調べてみたところ，意外に簡単な要素で決定してい

るのに気がついた.こうなるとわが社のトップの意

思決定のパタンがあるということで，欠陥もあるは

ずだから，是正のため同業他社のトップとは違うは

ずで，その内容を知りたい.どう L寸評価基準をも

っているか， どうしろ要素，どういう目的の重みづ

けをしているか，これを今ORのプロジェクトの 1

つにしている.

B なるほど面白いね.もう社外からヒントを得

たくなるぐらい社内のことははっきりしたのです

か. (笑〉

A 予測だけですが・H・ほかはまだです.

システム分析一一問題の定式化は

第 1 歩か?

B 研究所には 2 つのタイプがある.政策決定の

援助，政策が明らかになったあとでの最適化と……F

アメリカでは研究所がこういうようにはっきり分か

れている.日本では，その点がまだはっきりとして

いない.ところで目的の重みづけが定式化の(1)だと

いう話だが，実は(6)か(7)くらいで，終りのほうのス

テップだと思う.システム分析とし、う立場でみた場

合，問題が明らかになったということは，システム

分析の終りだという気がする.発注者で問題を充分

認識している顧客はほとんどいない.だL、たいその

付近のことしかし、わない.それに対してわれわれが

何か答を出すと，“それは違う"といわれる.それ

をくり返してゆくうちにともかく問題がはっきりし

てくる.問題がはっきりすればだいたい答の出し方

がわかる.

病院情報システムを見に米国へゆき，戻ってきた

ばかりだがつ気付いたことは，米関の病院情報

システムでははっきりした問題意識がなくて，何か

はじめてみよう，日本と異なりコンピュータが安く

入るので入れてしまった，何かやってみよう.姿勢

がどちらを向いているのでもなく問題意識もはっき

りしない.シミュレーションをやるのがよいけど，

何がアウトプットか何が測度かはっきりしていない.

今でも病院情報システムを何のためにやるか，日本

でもそうだが，米国の医学界としてもわかっている
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.とは思えない.

一番大切なことはどちらを向いているかという姿

勢ではないだろうか.スウェーデンのカロリンスカ

病院のシステムでは“患者のためだ"とはっきりし

ている.米国では，患者のためみたいでもあり，子

聞を省くためもあり，ヨスト低減もあるようではっ

きりしていない.問題をはっきりさせることが，シ

ステム分析で・いう“ゴーノレ"ではないだろうか.

システム・デベロップメント・コーポレーション

へゆき，副社長のアルダス氏に会った.彼は“シス

テム分析というのは，本来的に問題を定義すること

だ"といっていた.

A 目的を編集するとか，上の方や下の方へ展開

することが実は問題を明確にしてゆく手順で，結果

として問題がいくつか出てきたところで重みをどう

配分しょうか，というところから話が始まった.問

題ができ上ったうえで議論しているわけではない.

カンの重要性

B 問題の外からみていると管理者がどう意思決

定したかわからぬことが多いがつ l つの問題の

なかへ入ってみると，かなり適切にやっているよう

だ.絶えず読みが浅いといわれる.

A 読みに 2 つある.升田九段の本に“着眼大局

着手消極"とある.ORでも着手消極の時代があっ

たようだ. (笑)

B 近頃住みづらくなった.はじめORをやり出

したとき，必ず目的関数，定量化に重点をおいた.

今になるとトップは相当鋭いカンをもっている.こ

れに驚異を感じている.カンを見直そうで

と考える.デルファイ法が流行したためもあるが，

カンの重要性を説くと“お前 5 年ほど前にいったこ

とと全然ちがうではないか?"とやられる. (笑〉

A それはホントだな. ORを習ったとき，すべ

て理くつで割り切れるものではない，と思った.

B うん.しかし，ここで重要なのはやはり最初

から単にカンでなく，できるだけ定量化をすすめよ

うとか，できるだけ客観的な基準で決定にもってゆ

こうという努力を 5 年間もさんさ事んやったあとで，

カンを見直そうと L、う気になったところに価値があ

るわけだ.

A 数式を使ってモデルをやると閉じている.問

題をきれいにしている.そこが誤っているのではな

いか.カッコ良い答ばかりねらっていたのではない

かと反省している.

予 現1

B いまある会社で. 3000品種ある商品在庫管理

システムの予測システムにとりかかっている.地方

の問屋がロットサイズで 3 月分くらいまとめて買う

ので，バラツキがひどい.どうしてし、し、かわからな

かったので，移動平均でやってみたところ商品ごと

に上昇下降がはっきり現れてきた.それだけで予測

をやってしまうと. 3000種類の聞にはどれを買って

もよいような代替関係とか競合関係があるので . 1.こ

だ売れなくなるというのではなし今考えているの

は移動平均で、コンピュータに延ばさせて，コンピュ

ータはこういっている，工場ですでに生産してしま

い在庫がこれだけある，ということを販売担当者に

見せて，円、くら売ってくれますか?"といった，

コンピュータと人間とを合わせた、ンステムを作ろう

としている.単にカンだけでいきなり“し、くら売れ

ると思いますか"と出したのでは信頼のおけない答

しか出てこない.そうかといって最小 2 乗法だけに

頼るのもどうかと思う.抱き合せで“コンビュータ

はこういっている，あなたは人間だからもっとよい

答を出してくれ， うまくしないと永久にさばけない

かもしれない"といった，目標を加味した予測をや

ろうとしている.

A 予測が当たるのではなく，努力してて当てて

いるのではないか.

B 予測を外すようにする努力をしている会社も

ある.わざとコンピュータに，売れても売れなかっ

たというようにデータを入れてみる.しかしそうや

っても長い聞で集積すると，やはり人工的にやるの

はムリがあって限度にきてしまう.

A いま 2 つの意見が出た. “予測にムリに合わ

せて行動する円というのと，“予測どおりにゆかな

いことがよいことだ"というのだ.つまり，コンピ

ュータの予測によれば在庫が残っていつまでもさば

けない.それを販売員に教えることによって販売が

その予測を外すように行動する，という相反する面

をいっているわけだね.

B 万博の入場者の予測もそうだ.コンピュータ

を使って，“明日は混みそうだ"とラジオ放送する

と，“では止めておこう"ということになるので狂

ってしまうという面もある.

A ラジオで発表したということと，どのくらい

の調子でいったか，ということを入れるといっそう

洗練されるのではないか.

B いろいろ予測が外れる，バラツキが出る原因
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としては 3 つある思う.すなわち， (1)自然的変動.

これは季節指数でわかる， (2)社会的変動.今年は冷

夏になりそうだ，というと扇風機が売れなくなる.

(3)政策的変動.販売のキャンベーンは毎年ゃるから，

おのずからパタンができる.

テクニカル・ライティングの重要性

B 人を説得する 1 つの方法として，未来の状態

が目に見えるようにするのもよいやり方だ.

ある工場にコンピュータを入れて事務改善一一営

業部門ーーをしようとしたところが，その部長が優

秀な管理者であるが頑として聞かない.そこで昭和

48年の販売計画を示した， 48年になると伝票の枚数

がいまの10倍になる.現在さん孔タイプが 4 台，し

たがって48年には40台になるわけで，そうなると部

長の机もおけなくなる，と話したら，アタマをかか

えてしまって，“どうしたらよいか?" “コンピュ

ータを入れれば解決できる"と説明したところ，即

座にOKになった， ORをやるとき数値だけでなく

シナリオを作ってシーンを演出するのも 1 つの手だ

と思った.

A 面白い.シーンを描く，しかも論理的プロセ

スが入っている.なるほど，なるほど.

B わが国の大学教育はそう L 、う能力をなくそう

なくそうとしているのではないか， (笑〕

A 米人のコンサルタントといっしょに仕事をし

て教えられたことがある.それは，われわれはすぐ

最終的なリポートを出す.そして理解されない.相

手は自分の理解した範囲でしかモノを考えない.米

人のいうには， “相手のレベルを見てリポートを書

け.わかったらまた必ず注文がくる.そこでまたつ

ぎのリポートを出す.日本人はせっかちだから 3 回

儲けられるところを 1 回しか儲けない.もったL 、な

いことだ"って・H ・"， (笑〉

B 面白い.今日の話のまとめとしては，目的の

重みづけを全面的に一挙に包括的にやろうとするの

は実際的でない.むしろ何度も反覆して，その過程

の中で問題や要素がはっきりしてくる.相手のわか

るリポートにする.相手の反応を見て適宜新しい条

件を加えて，つぎの過程でその条件が満たされるよ

うにする.ある意味では相互の教育過程である.問

題がはっきりしたらもう終りに近い時点だといって

よい，ということかな.

A 米国の大学ではリポートもテケニカル・リポ

ートとマネジメント・リポートと分けている.後者

の方はトップにわかるように書くだけでなく，好み

にも合わせて書く.たとえば，ハイカラ好きの人な

ら英語を混ぜ，国粋主義者なら横文字は全部とって

しまう.これは大変だが，米国の大学の先生はこう

いうこともキチンとやっている.

B なるほど， ORの教育の過程でリポートの書

き方は話し方向様大切だね.それとシナリオを作っ

て将来の姿を上手に描いて見せること…….ではど

うもありがとうございました.

第11田 OR 金曜サロン記録

“ M EAS U R EM E NT" 測度の設定

一一定式化シりーズ (2) 

昭和45年 6 月 5 日

出 席 者海辺不二部(東京芝浦電気)・太田七郎(住友化学)・奥平耕造(東大〕・佐々木敏雄(シェル石

泊)・服部 亙〔構造計画研究所)・持丸重治(鶴見技研工業〕・湯川龍二(帝都高速度交通営団〉

刊行物委員会森口繁一(可会・東大ト梅沢豊(東大〕・森村英典(東工大)・矢部真(国鉄〕

記録作成者森村英典

測れないものを測る

A ORの諸側面について，具体的な経験談を出

していただくのが金曜サFロンの目的だが，今日は

‘measurement" ということをテーマにして話を進

めたい.測れないものを測ったとか，何とかして測

りたL、とか，そういった話題を出して欲しい.

B いま，鉛害で話題になっているオグタン価だ

が，何とかして石油の性質を測り t.::l 、ということで

出てきた.とにかく，これなどは測りにくいものを
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何とか測ろうとした好例で.ORでは，もって範と

すべきものである.

C 都市工学では都市化を浪u りたい.だが，都市

計画の目標が実はあまり明確でない. 一応. social 

welfare 最大化ということにはなっているが，それ

はいったい何かということはあいまいである.普通

は雇用機会，住宅サーピス，公共施設サービスとか，

そんなものをいろいろ考えている.

D 数量化はできないが，いろいろな factor の聞

に関連があり，いろいろな人がそれらを check して

いるうちに，その関係が見出され，それらの関係を

総合的に数量化することで， うまくいった経験があ

る.

E 今の話のように複数のものさしを使うとき，

相関があるのが普通だが，その際多変量解析へもっ

て行っても. component の解釈がわからない.

C component の解釈で困ることがある.都心は

どこまでかと L、う問題に対して，アンケート調査を

する.丸の内を都心とみて，それに近い感じのもの

を近い距離とする距離尺度を考えると，割にうまく

説明できるのだが. component を解釈するのは難か

しい.

D 解釈はどうでも実用になればよかろう.

A component analysis についてはまた後でと

りヒけ、ることにしたい.

将来の構造変化に対応した尺度

B 今の例で，過去の形態に対して主成分分析な

り何なりをやって，現在のところ満足できる尺度が

得られたとしても，将来の都心というものに対する

考えに変化があって，たとえば将来の都心というも

のはピジネスをやるところだけを指すということに

なれば，いわば構造が変わってしまうので，今まで

の解析は役に立たなくなるのではないか.

C 若干は手がかりがある，今各 component に

与えている score を，将来を見越して少し変えてや

ればよい.

D そんなことのためにも，主成分分析などの結

果を単なる数字として見るのではなく，その意味を

よく考えておくことは意味があると思う.

cost と effectiveness

B cost と effectiveness というものは本来まっ

たく違うものであるのに，とかく混同されがちであ

る.会社でも注文生産などになると，とかく実費主

義に陥り，熟練者が頭をしぼって， うまく設計製作

をしてしまうと，かえって価格つまり価値は安くな

ってしまろ傾向がある.話は違うが，知人の弁護士

が 5 分の弁論で訴訟に勝ったら，弁護料が高過ぎる

といわれた.

C 似た例だが，見習医師がよくわからないので

30分も日Pいたり触ったりしていたら，患者から「大

変ていねいに見ていただいて感激したJ (笑).もう

1 つの似た例が現在のソフトウェア産業にある.ス

テップ数を少なくするたよおに一生懸命努力すると，

かえって実入りが少なくなる.それでも古き良き時

代は一種の職人気質でステップ数を少なくする努力

がなされたが，最近は， ドライなプログラマが増え

て余計な努力はしないで，できるだけ粗雑なプログ

ラムを作ろうという傾向になってきた.こういう事

態に対してどう対処したらよいのか.日本のソフト

ウェア産業の将来にとって大問題であると思う.

D うちでは step 数でいくらという受注はして

いない.もとが建築設計だからだが，建築設計は，

「青図を引くのに何時間・・ .J などとは考えず. r工

費の何パーセント」とし、う設計料という考えが，旅

館のおかみでも当然のこととして受け入れられてい

る，実はこれには70年の歴史があり，辰野金吾先生

をはじめとする明治・大豆の先生方が.r建築」とい

う職業確立のために，大変よく努力をされ，大変見

事にふんだくられた.そのおかげで今日後輩たちが

恩恵に浴している.

ソフトウ z ア産業も新しい profession の発生なの

だから，何とかして建築の例のように効果的なもの

にしたいのだが，ここで価値の問題がひっかかる.

先日ソフトウェア産業の者たちの会合があったが，

この中でも。 labour 当たりの価格で当然と思ってい

る人もいて，嘆かわしい.

もっとも建築の場合にも問題があって，費用節約

に頭をしぼると，設計料をすり減らすことになる.

C それはまったく同じ構造の話だ.

E normal な設計と，それより高度の段階の設

計というように設計に段階があって，それで設計料

が支払われるべきだ.高度な設計は，設計料は高く

ても，総工費は安くなる.こういうことをしないと，

step 数でプログラム料が支払われるというような風

習になり，知的労働の価値はだんだん捨象されてし

まうことになりかねない.

F 総額の何パーセントというやり方がまずいの

で，節約額の何パーセントということになれば良い.

E 節約額というには，もとの基準がわからなけ

ればならないのに，それがわからないのが問題なの
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だ.多くの設計がされて，だいたいの基準が誰にで

もわかるようになればよいのだろうと思う.

B 一般に市場に出ている製品ならば，市場価格

が形成されていて標準がわかるけれど，試作品や注

文品が問題なのだ.

E 競争設計をやることによって，だいたいの目

安はつかめるようになろう.

D 土木関係はそれでもよいが，建築には好き嫌

いがあるので難かしい.色にしても，素人，メーカ

ー，建築家で，その好みが画然と分かれるという実

験がある.

好みの数量化

B こういうことに関連して，将来，人間の好み

というようなものはどう数量化できるだろうか.こ

ういう点に関心がある.

C 昔，色彩調節を 1 年余りゃったことがあるが，

結局のところ，色彩を測定することは無理ではない

カミと思うようになった.

B 最近の住宅産業の傾向の 1 つに，適当な家を

生産して客の来るのを待つということがあるが，ど

んな家を作っておけばよいか.

D 人には，他人と同じではいやだとし、う神経と，

流行を追う神経と両方あるから，それらを分離して

評価することが必要だろう.

E 町の色などは統ーした方がきれいだという感

じもあるが，そういうのにはよい.

C ローマでは， ワンマンの建設大臣がいて自分

で色を決めたら，皆自になってしまったという話が

ある.京都でも色彩の専門家に依頼して統一しよう

としたことはあるが，建築家は反発する.

B 私は 1 人の人の趣味を出すべきだと思う.減

る.

たとえば civil minimum という問題で住居の例

をとると，現在 3DKに入ってはいても，それでは

満足しなくなる.これを未来計画としてとるとき，

未来の尺度がどうなるかを考えないと未来計画が価

値を失ってしまう.

C civil minimum についていうと，恵まれて

いる人ほど不満度は高くなる.

E そういえば，アメリカで黒人暴動が始まった

頃の Scientific American の社会調査の結果による

と，黒人の中で恵まれている層に不満が高く，最も

恵まれていない層はあきらめきっていたという.そ

れゆえ教育程度を高めれば解決するというほどロマ

ンチッグなものでもないし，だからといって教育し

なければよいという性質のものでもない.とにかく

非常に複雑なものだ.

精度の評価

B 精度が10倍の機械を要求され設計製作しでも，

圧延機などは， ton 幾らというふうに考えられやす

しまた，メンテナンスしやすいように苦労して設

計製作しても，評価の尺度が判然、としない.

C 今でも ton あたり幾らとし、う機械の買い方が

あるのか.

B 目安としてある.

D それでは，精度を高めた設計をしたくなくな

る.

E 鉄筋などでは， ton 当たり幾らぐらいの精度

しか要求されていない.

F つまりは，ユーザの欲求度以上に精度を上げ

ても何にもならないということだ.ユーザの欲求

の精度にした場合の評価の尺度が決められないもの

点ゼロとし、うのはちっともよくない.アッピールす か?

るものがない.

F 写真は天然色に近いのが好まれるかというと
システムの評価

そうではなく，音楽も真の HiFi がよいかというと B 建物全体の感受性といったものの尺度が欲し

そうでもない. い.背，固有振動の研究をしていた先生に，そんな

E 写真と絵との違いも同様で，あまり写真的な に簡単にできるかといっていじめたものだが，退官

絵はかえって迫力がない. のとき，その先生は「おれは体温計を見て37度を越

結局，心理的なものの尺度は大変難かしいし，こ えたかどうかを見るようなことを見つけ出したかつ

れからますますその方面のものが大切になるだろう. たのだ」といわれた.近頃になってその感じがわか

D 尺度には相対的:こ定まるものと， technical に ってきた.

定めれば客観性をもって定まるものと 2 つある.ま C 多くの尺度のものを，無理に 1 つにまとめる

允別のカテゴリーのものとして， technical に定まる のが本当に良いのだろうか.目的によって，どうし

基準が， social に反応した場合，それが及ぼす心理 ても順序づけをしなければならないときには 1 つに

的な効果や，社会的な反応によって定まる尺度があ まとめなくてはならないとは思うが…….
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D どうしても 1 つにしぼらなくてはならないの

は，ものを選ぶという場合である.しかし 1 本にし

ぼった尺度が幅を利かせすぎると，それではうまく

測り切れないということが強調されるようになる.

C 1 つにしぼる場合，前に話の出た減点主義の

方が通りやすいが，そうすると，すべてに 2 流とい

う者が選ばれやすくなる.

D 大学院の入試については，同じ平均点ならば，

バラツキの大きい方を選ぶべきだという議論がある.

E 1 次試験では平均点で一応カットするが 2

次試験では 1 次試験の成績を参照せず，別の観点で

試験をするというのが 2 段階試験法であって，面白

い考えを含んでいる.

F 少し話がずれるが，人によって同じ 1 円の価

値が違うという問題が，システムの評価に際して問

題になるのではないか.

G 日本道路公団で有料道路の料金を定めるとき

に，人によって価値が異なることを確率分布でとら

え，それを総合して定めたと開いている.

E そういうやり方がいいのではないか.

C 確率分布を使うのは良いが，最後は平均値に

話を reduce してしまうことが多い.しかし，指数

分布のように対称でない分布に平均値を使うことに

どんな意、味があるのだろうか.むしろ誤解を生むも

とになりかねない. r平均所得」などと新聞に発表

されるが，われわれは困ってしまう.

D あれは，全体の数をかけて総額いくらという

ことにだけしか意味をもたないと思っている.ああ

いうものは，中央値やモードで表現する方が適切だ

ろう.

人命の値段

B すべて金に換算できるという考えについては

どう考えるか.

C 私はできると思う.たとえば人間の命といっ

たものに値段はつけられないというが，政治は本来

暗々裡に人命に値段をつける行為をしている.案が

たった 1 つしかない場合には問題がないが，いくつ

かの案の選択を迫られる場合には，こと人命にかか

わる問題でも，予算の上で適当に処理をして定めら

れている.

D 人命の値段は最近高くなっている.人命の値

段というものも社会通念の変わるのに応じて dyna

mic に変わっているから，その評価は難かしい.

C 今のジャーナリズムは扱い方の変化が激しく，

みんなの努力によって人命の値段を上げる着実な努

力に対して，むしろ阻害要因として作用している場

合さえもあると思う.むしろ，国鉄の今年度の予算

では人命をいくらと見積った，通産省はいくらとふ

んだ，というようにデータを揃えて行く努力をして

予算がコントロールされる方が，対策は全体として

着実に進歩すると思う.

E 直接人命ではないが，法律で，豚小屋も幼稚

園も建物の強度を同じにしなければならないのもお

かしな話だ. 500 万円しかないが工場が欲しいとい

う人には， spec. のついたもので建ててやった方が

人道的だ.

F その方が，かえって手を抜かれなくてし、し、で

しょうね.

このあと，主成分分析の手法の話に戻り，森口先

生が黒板で，その主要な考え方を要領よく説明され，

それをめぐって質疑応答が続けられたが，紙面の都

合もあるので，ここでは割愛したい.

A 今日の結論は何でも測れるということですか.

B 測定の問題は楽観的精神で進めるべきである

と思う.

C この精神を促進するために， OR学会はがん

ばらなくてはいけない.

B オクタン価の信仰が普及したのはいい例で，

尺度はとにかく持つべきだし，またかなりできそう

だ.尺度はアメリカから輸入するものだなどという

考えは捨てて国産の尺度をどしどし作ろう.何か奇

援なものを測ったら，どんどどん発表するとよい.

D トッピな idea が生まれるだろう.

E r トッピ賞」を学会で作ったらいい.

B ゃるか!

C カリフォルニアでは，みんなで， トッピなこ

とばかりやっている.

E automatic design なんてとんでもないと日

頃いっていた自分にとっては， r何でも測れる」とい

う今日の結論はショックだ.主観的なものはできな

い，と思っていた.

G ものさしを定めることと基準を定めることと

は別で，この区別ははっきりさせなくてはいけない.

B ものさしの使い方について，重要なことが出

た.つまり，基準は社会的に動いているし，尺度も

時間的に変化する.目的によって総合のしかたが違

うし，主観的な価値判断は物理的には出て来ない.

それで，基準は慎重に定めようというのが今日の

結論のようだ.
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