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いることを知るのである.さらに，近年では， L P このようにして，問題解決のためのOR技法と，

ぞシミュレーションなどのOR技法による問題解決 会計に伝統的な利益計算への統合機能との接近は，

の努力が，同じくコントローラーに属する OR部 OR と会計との双方に新しい発展を要求しながら，

門(もっともコントローラ{から独立している場合 コンピュータの活用を媒介にして促進されることに

も多しうによって積極的に促進されており，それら なるであろう.ここでは内容に立ちいって述べるこ

OR技法のコンピュ{タ・アプリケーションが，多 とはできないが，視察団は，たとえばプライス・ウ

額の資金と時聞を投入して開発されている.もちろ オ{ターハウス社， UNIVAC 社，スタンダード・

ん，それら 2 つの努力は，さしあたりは直接に関連 オイル社などにおける財務関係のモデル設計や，

するとはいえないが，しかし，コンピュータを媒介 SRI におけるタイムシェアリングの適用の事例など

にして，その技術的合理性の枠組みのなかで，両者 を通じて，会計と OR との接近を合意する 1 つの試

による共同作業の成立する可能性が模索されている みをみることがで、きた.もっとも，そのような試み

ことも事実である.その 1 つのあらわれを，コーポ は，今後に多くの問題を残している.また，それが

レート・レベルの問題にOR技法を適用することに 言葉の正しい意味で，会計と OR との相互関連・相

よって展開されるフィナンシャル・モデルの設計に 互補完を導くかどうかについても疑問なしとしない.

求めることができるであろう.また，アメリカの企 しかし，少なくとも，今回の視察団は，みずからが

業では，タイムシェアリングがトップのコンピュー 設定した自己課題を解決するための有効な素材を，

タ利用を促進しつつあるが，その場合，総体として 短期間の視察活動を通じて獲得したといえるであろ

の企業効率を損益計算によって判断するトップに意 う.

思決定情報を提供するためには，各種データを処理 団長の松田教授にかわって，問題の所在を指摘す

するプログラムが会計との関連をいっそう密接にす ることによって，視察団の報告を記した.

ることも容易に想像されるのである(コーディネーター・津曲直射 記)
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森口 きょうは 3 月 4 日です.企業会計情報シス

テム訪米視察団の座談会を開始いたしたいと思いま

す.出席は松田さん，津曲さん，森田さん，徳山さ

ん，出居さん，司会は森口です.さて，司会といっ

ても，適当に面白い話をまぜながら，ほどよくやっ

ていただければいいんじゃないかと思います.まず，

松田さん，いかがで‘しょう.

全般的な印象

松田 私は 1 年半ぶりにアメリカを訪れたわけで、

すが，その間の発展というものは目ざましいものが

あるように感じました.

そのなかの第 l は，コンピュータの能力の増大，

とくに，タイムシェアリング・システムの普及とい

うことから，コンビュータの利用が各社とも個性的

になってきた感じを受けました.まえはコンピュー

タを中心にした情報処理ということで，何か各社と

もメーカーにおしつけられたような処理方式を踏襲

する傾向があったのが，ユ{ザーとしての個性がか

なりでてきた.それだけゆとりがでてきたせいでは
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ないかという感じを受けたんです.とくに痛感しま

したのは，各企業が自分のところの中心となる業務

は何かという考え方をしてきたのではないかという

点です.いままでは総花的な情報処理を行なってき

たものが，ここは本当に大型コンピュ{タやタイム

シェアリングなどを使ってがっちりやるべきだと感

じたところと，まあまあ，そんなにいそがなくても

いし、というところの区別がしっかりついてきたと思

います.

それに関連して，日本でも大いに考えていただき

たいことは，非常にお客さん本位の情報処理にたい

へん基本的な努力を傾注しているということ，お客

さんの本当に欲しているのは何かと L、う検討がかな

りやられたのではないかと思います. 日本の場合も

コンピュータの利用が進んできたとはいっても，わ

れわれ消費者なりお客として，早々サ{ピスがよく

なったという感じはしないんですけれども，向こう

の場合は，必ずしもコンピュータ利用によって直接

お客に対するサーピスがよくなったというだけでは

なくて，それを使うことによって，浮いてきた人手

をサーピス部門にまわして，本当に人のやらなけれ

ばならないところは，こんなに人がたくさん必要な

のかなと思うぐらいに人を使ってやる，という面に

も区別がついてきたように思います.これはつ

はコンピュータ利用の年季が入ってきて，いろいろ

な経験で反省した結果だしつはコンピュ{タ能

力の向上ということで，まあ，ゆとりをもってやる

ようになってきたのだと思います.

森口 その話のなかで，お客さんというのは，業

種でいうとどんなものなのでしょうか.

松田たとえば，通信販売の Sears Roebuck で

あれば，通信販売を利用してくれるお客さんです.

とくに，誤って発送したものの修正だとか，クレー

ム処理だとか，あるいは電話による受注とか，そう

いう面に対する人手の投入は意外に思うほどたくさ

ん行なわれています.そのために修正が早くなった

り，クレームの処理が早くなったり，そういった意

味での顧客サービスがよくなっています.それから

鉄道の場合なんかも，荷主としていちばん心配なの

は，うちの荷物がし、まどのへんにいっているのか，

遅れるとしてもあと何日くらし、かといったことです

が，そうした情報のサーピスを鉄道会社が行なって

います. 私どものいった Southern Railway はア

メリカで10番目くらいということですが，そういっ

たインクワイアリが 1 日に 2 万5000件ほど平均して

あり，これを処理してやるのは相当なサービスだと

思います.

2 番目は，いまのに関連することですが，コンピ

ユ{タの利用にしても ORの利用にしても，きわめ

て基本技に忠実で，けっして最先端の派手なことを

やっているわけではないですね.確立された定石的

なテクニックを大真面白に，一生懸命適用してい

る.ただ残念ながら， ORのユーザーの立場にある

経営者とか管理者とかの意見は，あまり聞く機会が

なくて，そういったアプリケーションの結果がどう

いうふうに使われたかは，実は，あまりはっきりし

ない.もちろん，ユーザー側カミら注文のでた作業は

使われた率も高いでしょうが，やはり，かなりの部

分はOR部門やコンピュータ部門からアイディアが

でて，うちのこう L、う業務にはこういうことができ

るといった提案がで、て，上にいく.いったけれど，

それがどう使ったかということはあまりはっきりし

たフィードパックは必ずしも得られないということ

です.

このへんのインタラクションについては，今回の

視察では，やや一方的ではなかったかという感じが

いたします.しかし，一般的な印象としては，たと

えば， Risk Analysis を一生懸命やるとか， LP の

応用を一生懸命やるとか，そういう意味では，もと

もと，そういうことをやるうえでの必要なデータの

整備についての基本技はかなり忠実にやってきたわ

けですが，それの基盤にたって，着実な応用を行な

っています.ただ，それだけに，戦略的なレベルで

の応用はまだこれからの問題で，構造化のはっきり

したものに対するアプリケーションがし、まの中心で

あり，これからの問題として，もっとヒューリステ

ィックな考え方によるORテクニックの再認識が，

必要になってくる.つまり，構造化のはっきりしな

い問題をどう OR医が処理できるかということが，

これからの勝負ではないのかという話がアカデミッ

クの立場からでておりました.実務家の立場からい

うと，比較的素性の知れた定石を丹念に基本的なも

のから適用していくということがあって，その気に

なって使えば，かなりコンピュータを使わざるをえ

ないというわけです.あれだけ大きなコンピュータ

を，しかも，それを相当の稼動率で、使っているとい

う根本には，あまり高級ではないけれども，使える

ものをやっていくということではなし、かと思いま

す.そのへんのフィロソフィもはっきりしてきて，

そういう意味からも， OR グループなどが組織のな
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かで確立されている企業の数もだんだんふえていま

す.また，そのメンパーの数的な面でも，質的な面

でも，大学院出身者の割合がふえてきています.

日本では，理屈がわかるとなると，すぐ先の新し

いこと，あるいは，手法でいえば拡張に類するよう

なことに興味をもってしまう.向こうでは理屈とし

てわかったことを実際にたいへんがっちりやるとい

う，ねぽりとし、うか体力の差というものを感じられ

るんですね.

森口 定石的なことを犬真面目でやるということ

は，非常に大切なんですね.

松田 一般的に申しまして，知識という夜からい

うと，今回の視察団のレベルはかなり高かったと思

います.これは，圏内研修にも力をいれましたし，

いろいろ，ものは知っている.しかしやっている

かどうかとなると，これは別の話で，彼らの場合は，

文献の最先端というよりも，企業のORは素性のわ

かったものを安心して使っていく.これがどの程度

の情報を提供するか，ということをしっかり考えて

いくという感じがし、たしました.この点につきまし

ては，ジョージア工科大学のある教授がし、っていた

のですが，質問や討論の内容から察して，このグル

ープのレベルはアメリカの文献よりは 2 年くらい遅

れているが，アメリカの実務よりか 6 年進んでいる

(笑〉と，どこからかくのごとき計量的な数字がで

てきたのかわからないで、すが

3 番目は，とくに会計情報システムということで

すが，いままでの伝統が長いこと，経営者がこれに

比較的なれているということ，手続きが明確である

ということ，そういうことから，かなり経営者，管

理者の意思決定に対しては影響力が強いんじゃない

かと思います.というのは，情報が意思決定を規制

するという話もでてましたが，とくにそのなかでも

会計情報というものが，会計情報の形式内容そのも

のが意思決定に非常に大きな影響を及ぼすものであ

る，となると，会計情報システムをささえている会

計理論の面の進展というのに，われわれ非常に注目

を必要とするのではないかと思います.過去の取引

の整理とか，利害関係者の聞の調整のための操作と

か，そういった段階から将来，思考的な要請がだん

だんでできて，それなりに会計理論も徐々にではあ

り，また今後何年かを要するとは思いますが，変貌

しつつあると思います.

これは，やはり経営者の意思決定にそれなりの影

響を与えていくだろうと思います.そういう会計理

論の変貌に， ORやマネジメント・サイエンスとか

あるいはコンピュータが今後相当影響を及ぼすだろ

うと思います.すでに，会計モデル，財務モデノレと

いう形でいろいろなものがでできていますが，その

傾向は今後，加速的に強くなっていくと思われま

す.そういうことから考えれば，春の大会に会計・

財務と ORを特別テーマとしてとりあげたことは，

日本の学界，実務界に対してよいことではないかと

思います.

森口 会計理論の変貌の過程で，原動力を提供し

ているのはどんな層の人々ですか.

松田 現在のところは，アカデミック・グループ

の人たちだと思います.カーネギー・メロン犬学な

どは，その面の先駆者といわれるような人を擁して

いて，私たちのきいたのは，たとえば10年先の話か

もしれませんが，会計理論の根本に変革を与えるよ

うなことを頭に描いているようです.たとえば，い

ままでは企業が行なった取引だけを記録し処理して

いたわけで、すが，必ずしもそれだけではなくて，企

業の責任に属するものを考えれば，これらの範囲を

広げてしかるべきだと.たとえば，発注したものに

ついては，いままで発注段階ではでてこないのです

が，実際には，すでに責任が発生しているというこ

とを考えれば，経営とか管理とかいう意思決定には，

これを考えにいれざるをえないわけです.それから，

また，貨幣価値が変動しているときに従来のままで

よし、かどうかということ，とくに管理と結びつけま

すと貨幣よりも物量としてとらえるほうがよいとか，

その産業にとって基幹的な物量中心に考えるほうが

よし、かもしれないとか，相当，会計上の測定の根本

にふれることだろうと思います.

森口 それは，従来の会計屋さんからもでできて

いるんですか.

松田 私どもが接した進歩的な会計学者と，実務

のなかの会計担当者とはかなり意識の差があるよう

に思います.アメリカにおいてもアカウンタンツと

いうのはギルドとしての歴史が長いだけに，なかな

か，外からのゆさぶりには強固な団結をみせている

ようです.それに対して， 1 つは会計理論の学者の

なかからつは外からの，たとえば， OR とかコ

γ ピュータといっ犬こもののインパグトが，どういっ

た形で-あらわれてくるかという点に注目したいとこ

ろです.

一般的に，彼らの経営情報、ンステムの設計ですと

か，あるいは企業モデルの設計の場面で，非常に大
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胆であるということ，日本人の場合は，どちらかと

いうとディテイルがたいへん気になり，どこかのデ

ィテイルが気になると全体があまり進まないという

傾向があるわけです.彼らは，非常にデザインがう

まいというのは，まず，大筋をつかみ，それからそ

ジュール化を計り，必要なディテイルについては，

それをジェネレートする別のモジューノレを設計し，

それをつけていくという方法をとっているようで

す.結局，年季が入っているということでしょうが，

本当にそこが大事なのかというシステム全体からの

評価を行ない，軽重を判別して重点と目されるとこ

ろを，必要ならディテイノレにして検討するといった，

そうし寸大局的な判断が非常にうまい.日本では，

ディテイノレを積みあげれば全体になるはずだという，

たいへん反、ンステム的な(笑〉思想、があるのではな

いでしょうか.努力のわりには効率の悪いことをや

っているのではないかという気がします.

森口 どうも有難うございました.それでは津曲

さん，ひとつ.

会計屋とOR屋の協力体制

津曲 企業会計情報システム視察団ということで

参加させていただいたわけで‘すが，今度のチームは

参加されている方々が，経理の専門家と ORの専門

家ということで，やはり，さしあたりは顔を向けて

いる方向がちがっていたのではなし、かと思います.

経理の方， ORの方が，それぞれどのようにみてこ

られたかは，あとで森田さん，徳山さんから話があ

ると思います.

私，いくまえから考えていたのですが，会計とい

うものは歴史の古いシステムですし，企業のなかで

は，はやりの言葉でいえばエスタブリッシュメント

だと思うんですが，これが，たとえばOR ワ{カー

というぶつこわし屋(苦笑〕から，だいぶ脅威を受

けていて，会計学のアカデミックな領域においても，

情報、ンステムに変えていこうとし、う提案などもなさ

れているわけです.ところが，情報というかぎり，意

思決定に対し不確実性を減ずるようなレリバント・

インブォメーションを提供しなければいけないわ

けですが，現在の伝統的慣行に図められた会計シス

テムはデータを集める段階でも，あるいはそのプロ

セスの面でも，あるいはアウトプットの面でも，必

ずしも不確実性を減少するような意思決定の前提を

提供するシステムになっていないような気がし、たし

ます.それに対してOR ワーカーがL、ろいろなこと

をし、し、ますし，事実，多くの企業のなかでは， MIS 

だとか， EDP システムだとか，情報センターとか，

いった名称を与えられた情報、ンステム聞のマスター

・プランが作られているわけです.そういった状況

のなかで，今後，会計がどのような役割をになうべ

きか，どのようになっていくのか，先輩の国である

アメリカで見てきたい.とくに，マネジメント・ア

カウンティングがどのように推移しているか，とい

うことを見てきたいと思ってでかけていったわけで

す.

一般的な印象ですが，ある意、味ではこのような情

況ならば，われわれもまだ安心だと思いましたし

別の見方をすれば，どうものんびりしていることは

できないなという，非常にばく然とした感じをもっ

て帰りました.で，まず l つは， コンビュータを使

って，アメリカでは地道に基本的なテクニックを使

ってOR ワーカーがし、ろいろな形で活躍されておら

れますが，まだ組織図的にみると，コ γ トロ{ラ一部

門に属して情報システムの設計とか，現状の計量的

把握といった作業をコントローラー部門の掌握のも

とに行なっている例がかなりみられました.具体的

には，たとえば UNIVAC の MIS のモデューノレ・

システムを最終的に掌握する部門はコントローラ一

部門ですし， Standard Oil (Indiana) でも ORの

いろいろな活動が組織図的にはコントローラ一部門

の下に属していました. また， IMC でも Finance

でしたか， Treasurer の部門が一応統括してシステ

ムの設計といったようなことをやっているわけです.

これは単に組織図の上でそこにくっついていると

いう意味だけではなくて，やはり伝統的な会計が，

ORの適用とか，現実の計量的なモテソレ化というも

のに l つの方向づ‘けを与えているのではないだろう

かと思ったわけです.しかし，他方では， OR ワー

カーの活躍や，あるいはインフォメ{ション・シス

テムを設計・運用していこうとする努力が，コント

ローラ{から離れて独立している例もずいぶんあり

ます.たとえば，銀行の Chase Manhattan では，

Central Information Division と Corporate

Planning Division とがありまして，それがOR

とか Economic Research とか Marketing Planｭ

ning とか Fund Planning とかいったものをやっ

ておりますし， Southern Railway では， Manageｭ

ment Information Services とし、う 1 つの Division

のもとで，システムの分析とかデータ・プロセシン

グをやっております.あるいは， F. N. B. C.，これ
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も銀行ですが. MIS という Division があって，

その下に. Information Science Section とか Sys

tem Development Section とかL、ろいろな形で展

開されているわけですね.これをはたからながめて

とやかくいうのはどうかと思いますが，会計の専門

であるコントローラ{部門の下にOR ワーカーズを

くっつけていたのでは.ORそれ自身のよさや，将

来の発展性が逆に締めつけられるというか，かえっ

てマイナスになるのではないかといったようなこと

から，そのようなことになったのではなし、かなとそ

んたくしたわけで、あります.

日本の企業が当面していることとの関連でながめ

てみると .OR ワーカーとコントローラーとがどの

ように協力しているのだろうかということに問題が

しぼられてくるのですが，アメリカでは.OR ワー

カーがローカルな問題についていろいろな技法を定

石的に適用していると同時に，最近では， コーポレ

ート・レベルという非常に広い全社的な形でのモデ

ノレ・ビルディングに着手しておりまして，その一例

といたしまして，ブィナンシャル・モデノレ，あるいは

ファイナンスのモデル，これを財務モデルといって

よろしL、かと思いますが，そういったものを構築し

ようとする努力をしているわけです.このときに，

会計の従来のシステムと.ORのモデル・ビルディ

ングとをどのようにくつつけたらよいのかというよ

うなことが，当面の課題になるのではなし、かと思い

ました.事実，フィナンシャル・モデルは損益計算

上の利益を，一種の目的関数として全社的に，です

から，ラフですけれどもモデルを作っていこうとい

うことになっておりますし，そのまとめ方は，いっ

てみれば予算編成の手続きのような形でまとめられ

ておりますから，そう L、う意味においては，会計と

ORは協力する場面があるだろうし，アメリカでも

やっているように思ったわけです.

しかし，もともと古い伝統にもとづいた判断業務

の多い会計と，論理的な世界に支えられたOR とが

同じディメンションで，フィナンシャル・モデルと

いう面でどのようにうまい具合に協力関係ができる

かどうかは，ちょっとみただけで‘よくはわかりませ

んが，日本では経理がこれからどうなるかというこ

とを危倶いたしておりますが，もっと ORの言葉を

理解して，たとえば，いま申しましたコーポレート

・レベルの問題になった場合には，積極的にそれに

参加して，ある意味ではそれを掌握し，利用してい

く.そして，それを通じて自己変革をしていくこと

が 1 つの課題として残されているのではなL、かと思

うわけです.さしあたり，そうした印象をもったわ

けです.

森口 有難うございました.ここらで息故きに面

白い話などもまぜていただきたいと思いますが

カ所でセミナーを聴くのと方々を見て歩くのといろ

いろあったわけで、すが，し、かがなものでしたか.

松田 カーネギー・メロン大学で正味 5 日間のセ

ミナーでしたが 1 週間滞在し，そこでは意思決定と

会計システムというテーマで総括的な，概観をうる

つもりでしたが，これがだいたい10年先の話が多い

ということになってしまったのですが，あと，まと

まったところではジョージア工科大学で 2 日間のた

いへんORがかった話を聴きました.かなりテグニ

カルなものも出ていたようです.この 2 つが研修と

してあったわけで‘す.

森口 セミナーの問でディスカッションもあった

のでしょうか.

松田 やりとりもありましたし. G. 1. T. の最後

に，パネル討論をやりまして，そのときは，大部分

の講師と学生の代表もひとり加わりました.かなり

率直な意見や批判も飛びだしました.そこで川瀬君

が，このチームは会計と ORのハネムーンである

(笑〉と，少なくともはじめは同床異夢だったので

すが(笑).最後になってどの程度までいったかわ

かりませんが・.. • 

津曲 それに，今回は通訳に非常に有能な方，と

くに，その筋の専門家に参加していただきまして，

その点はたいへん助かりました.

松田 カーネギー・メロンのセミナーの半分近く

は井尻教授にやっていただけましたので，効率がよ

かったのではなし、かと思いました.井尻教授は今回

の視察団の目的をよく理解されていただけましたの

で，その点からも効率がよかったと思います.

出発のときに，森口先生から気楽に行ってこいと

のことで、したので，たいへん気楽にやってくること

ができました.ただ，はじめから園内研修でよく勉

強し，向こうに行ったら国内研修で勉強したことを

確認する程度でいきましょうとし寸気持でいってま

いりましTこ.

森口 余裕のある態度というのは必要て、すね.そ

れでは，実務家の目からみた話をひとつ，経理屋さ

んの森田さんからお願し、し、たします.
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経理担当実務家の印象

森田 全体的な印象といたしましては，さきほど

からお話も出ておりますように， 10年先をみた議論

がとくにカーネギー・メロン大学でありました.そ

のつぎに， 最初に訪問した会社が Price Waterｭ

house という会計会社で，ここでもかなり理論的な，

あるいは進歩的な話が出てまいりました.それから

最後のほうになりますが， Chicago の Touche ，

Ross & Co. (会計会社)においてもいっておりま

したが，実際の企業においての実務の面で、は，もの

の本に書いてあるようには進んでいるわけではない

という点を強調しておりました.

一般の会社では，やはり，まだまだという面があ

るのではないかと思いました.ただ問題のとらえか

たといたしましては，あるいは MIS といったもの

に対する取組み方につきましては，日本のほうが，

さァやるんだという形式というか，相当な構想、を描

いてわァ，わァいって進んでいくといったふうな傾

向が，どちらかいうとあるのではないか.逆にいうと，

アメリカのほうで、は，松田先生のおっしゃったよう

に，何かものをつかんで，重点をつかまえて突っこ

んでいくといったことで，取組み方の姿勢が若干日

本と差があるような印象を受けました.これが全般

的な印象というところですが，あと 2 ， 3 の印象的な

点にふれますと，たしか井尻先生がおっしゃってい

た rInformation controls decisionsJ という，つ

まり情報が意思決定を規制していくということをセ

ミナーのはじめにいっておりましたが，セミナーだ

けでなく訪米全体を通じてのテーマがこのことであ

ったのではなかったか，それを体験してくることで

はなかったかと思います.

鍾このコ γ トロールという言葉ですが 2 通りに考

えることができると思うのです.意思決定をコント

ロールする情報をヨントローノレするという点が実は

大切なことではないかという点なのです.私，白分

の会社のことで恐縮なのですが， HIMICS という

システムを計画しておりますが，この日立の計画に

は， MIS のなかにコントローノレの C が含まれてい

まして，このことに対して l つの自信がついたと思

っています.

第 2 点としましては，実務においてORの手法が

かなり役にたつという印象をもっています.導入に

際しては性急にならず，使えるところから使ってい

けば企業にORが定着してゆくのではないかと思い

ます.

もうひとつは，経理の歴史が古いから云々という

ことがさきほどもありましたが，私としましては，

案外，会計システムがかなり短期の間に変革してい

く可能性があると思います.とりあえずのところは，

コンピュータを使った EDP 会計というものに切換

えを進めてゆくと，いろいろな悩みと不安に直面す

ることになり，それが監査の問題に直接つながった

話になると思いますが，ここでは記録の検証能力が

どのくらいあるかということが問題となるところで，

会計実務家といたしましては，いやおうなく，会計

理論が変革を迫られるだろうという気がし、たします.

変革を迫られる会計理論と実務

森口 さきほど，松田先生や津曲さんがし、ってお

られましたように，理論的な面からの会計理論の変

革が必要だという話がありましたが，今度は実務家

から，とくにコンピュータ化ということから監査の

やり方というところを通じても会計理論に変革が迫

られているわけですね.

森田 私は，理論的な面からと実務の面からと，

両方あると思っています.

森口 両方が同時に起こっているんですね.

松田 そういう意味で，コンピュータのインパク

トがし、ちばん感じられているのは， EDP 会計の監

査問題というのが具体的な問題として起こっていま

す.

森口 両方の要求というのは，ある程度共通の要

素があるのでしょうか.あるいは，まったく別々で

時期的に同時に起こったのでしょうか.

津曲 そうですね.意思決定のために必要な情報

を提供する場合は，予測値とか期待値といったもの

が本来必要となるのでしょうが，こういったものは

実際にロジスティックに認識できる事実との照合で

でてくるデータではないので，監査ということはそ

れほど重要ではないかもしれません.しかし，会計

とか MIS というものは，将来事象の予測などを直

接やるものではなくて，アメリカでもまずデータ・

ベースを作るということがさしあたりの問題となっ

ており，実際に起こった事実を写像化させたデータ

が，事実と対応関係をもっているかどうかという点

に関しては EDP 監査の問題が当然に登場してくる

わけです.意思決定のためのデータをどこでおさえ

るかということによって，監査の問題と意思決定の

ためのデータとのからみあいが決まってくるのでは
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ないかと思います.

これを財務会計だけでなく管理会計にまで含めて

考えてし、いますと，時点を現在までのところに限っ

て，いろいろなデータが本当に信頼のおけるデータ

かどうかを監査し，かつ，監査をうけたデータが意

思決定のための事実前提として使われるのだと思い

ます.

森田 そうだと思います.意思決定に使われるデ

ータは，そのためにだけ作られるのではなく，実務

上は決算もやり監査も経たデータが，初めて信頼性

のあるデータとして意思決定のために使われるわけ

です.実務家の立場としましては，コンピュータ会

計がすでに動いているわけで，そこから問題が生じ

ているのではないかと思います.

津曲 たとえば，向こうでは TSS が普及してい

まして，経営者の手元において使用しているのです

が，これは将来ももっと盛んになると思います.

SRI でみたのは，たとえば，広告費用をこれく

らい使うとこうなるというようなことが財務諸表の

形ででてくるわけですが，つぎの年に広告費用をど

れくらいにしょうかというときに，このモデルでは

つぎの年の状況とかいうものが組み込まれているも

のではなく，単にいまと同じ状況のもとで，ある金

額の広告費支出をしたなら，どうなるかという結果

しか得られません.はたしてこれが意思決定のため

のデ{タかどうかというと，これは問題だと思いま

すが，少なくともこういったデータは，事実との検

証がなされたものでないと信頼のできるデータとし

て使えないのではないかと思います.

森口 それでは.ORの実務家の面からとして，

徳山さん.

OR実務家の印象

徳山 OR屋としてみますと，ひとつはコンピュ

ータの世代が変わりつつあることです.その代表的

なものが TSS のインパクトだと思います.今回，

私たちたいへん幸いだったのはピッツパーグで家庭

訪問の機会がありまして，毎晩のようにいろいろな

ところに招待され，たいへん勉強になりました.と

くに，最後の挽にいきました Mr. Black という人

はコンサルタント会社を経営していまして，自分で

飛行機までもって商売しているのですが，がっかり

したのは，自分の家に TSS の端末をもっています

し，オフィスにも端末をもっているんです. TSS 

はアメリカのいろいろな分野てイ γパグトをあたえ

てきているようです.もうひとつ，シカゴの F. N. 

B. c. の会長の部屋をみる機会がありましたが，そこ

にありましたのは，彼の趣味はカウボーイというこ

とで，メキシコでとったカウボーイ姿の写真と奥さ

んの写真とタイムシェアリングの端末と(笑〕・・・・，

TSS がありとあらゆるところでインパクトを与え

ていると思います.

2 番目に.ORが想像以上に企業のなかに本格的

に導入されているという印象をうけました.これを

可能にしたのはつはコンピュータのインパク h

2 番目はOR ワーカーが大人になってきたと思いま

す.これは，彼らがORの顧客という言葉を盛んに

使うようになっていること. GIT で話していたよ

うに行動科学の観点から，計画された革新をやって

ゆくエージェントとしてもっと人間性というものを

考えてL、く必要があるということ，こういった反省、

が彼らのなかにでてきたという点です.

津曲先生の話にもありましたように.OR ワーカ

ーが経理部門から入ってきているということですが，

経理部門というよりコントローラ一部門から導入さ

れているというように思います.そういう意味で適

切な導入だと思いますし，われわれもそのへんを考

えなおさなくてはならないと思います.まさしく寒

い企業環境問におきましては，ホットパンツをはき

たいのですが，それをはいてるとさむいので，マキ

シを上から着て，ぬいでみたら，ホットパンツをは

いていたという雰囲気が，コントローラ一部門のな

かのOR部門だという印象として受けたわけです.

津曲 OR ワーカーというのは，ホットパンツな

んですか(笑).

TSS と経営者

松田 私. TSS の普及という点では想像以上の

ものがありました.そこでは，比較的簡単なモデル

を使用しています.

津曲 それから，言語が非常に簡単で経営者でも

すぐに利用できますし，電話回線なんかも自由です

し，発展する風土があるのではなL、かと思います.

松田 トップのそばに置いておいて. RUN とや

ると，ひと呼吸おいて答がでてくる.これを意思決

定に使っているとは思いませんが，自分の扱ってい

るシステムのフィーリングというのはかなりでるの

ではないでしょうか.

森口 そのプログラムというのは，あらかじめ作

ってあるんですか.
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松島 コ γサルタント会役や会計会社が作ったり 森口そうですね.なんとかの収束定理なんてこ

していまして，私がプライス・ウォーターハウスで とばかちでてくるものだから，食{携を起こしてしま

聞きましたのは，これは突はさそい水で，これをお うんですね. TSS みたいなものでこんなデ日夕を

客さんが使って童話白いと怒ったら，それではもう少 処理して，こんな総果で，それがこういう意味なん

し金をだして本格的にやりましようという具合で， だという，そこをやるべきなんですね.

私の印象ではとにかく阜く TSS にのせて経営者に 俗間 とくに， TSS を使って経営者自身にパラ

知らせてあげたい，卒くてSS を使わなければ績だ メータセ選ばせる.それが自分のモデルをと主宰して

ということで，簡単でもなんでもよいからの投てし どんな応答をするかということは，まさに宙開はー

まえという感じでした. 晃にしかずですよ.しかも，それが鶴がのびずに返

森口 そのとき，プログラムが一般向きに用意さ ってきますからね.

れたのがあるということですが，データ・ベ日スみ 出腐 モデルをわからせるのではなくて，使わせ

?こいなのがあって，自社のデータなんでいうのはそ るということがいいんでずかね.

こにいれてあるのでしょうか. 森口 そうそう.

湾建議 F. N. B. C. の場合には MAS (Mana伊珊 松æ 結果がおかしければ，有能な経営3きならば，

ment Accounting System) というのがありまし おそらく文句もいうでしょうしやっぱり会話体の

て.そこでは，栂当のデ…タを収集しておりまずし， 形式のおかげでしょうね.それから，グラブイヅグ

自社のデータ・ベースを作っているようです.プラ ・ディスプレイはあまり覚ませんでしたね.

イス・ウォーターハウスでは顧客用の企業モデル開 簿山 百本が最初にグラフイヅグ・ディスプレイ

発に10万ドル掛けたといっていました. を使うイメージを嫌いたわけですが，そのまえにタ

ttI織 さきほどの津治~んの話で食業モデルに調 イプライタの時代がきているのだと怒います.

するものがありましたが，こうすれば，こうなった 森口 ディスプ νイは金もかかるし，電話線も使

というならば，自社の遜去のデータがあって，これ えないこともありますし， Cost-Effectiveness の分

を検索することができれば，できてしまうのではな 析が不足していたのではないでしょうか.いままで，

いか.!::思います.これが，かりに一種の回帰モデル ディスプレイを使っていたととろが，どんどんタイ

なんかであって，そこから計算された結果であると プライタ端末にもどっている額宛があるようですね.

いうことになると，プ口グラムの前段階としてそデ どうして変えたのかと聞くと，コストの商で全然比

ルの開発をたくさんやっておかなければできません 較にならないということです.

ですね.そういったヅ世グラムがたくさん普段綴され それから，私，びっくりするのは，普通の会社の

ているとすると，ばく大なモデノレになると思うので 社長さんが自分でタイプライタ端末をたたいて使う

すが，そのへんはど予でしょうか. という点、なんですが・

総問 SRI の場合では悶帰モデル合使っており 松閉それは普通だということではないかもしれ

ました.プライス・ウォーターハウスでは，インプ ませんよ. F. N. B. C. は先駆的な経営者だからそ

ット形式に 3 遜りの選択があって，予澱{獲をそのま うですがョ・"・

まいれるものと，纂本縫と変動部分とをわけていれ 森問 自本のハンデといいますか，タイフ。をたた

るものと，延び準をいれるという具合になっており くというのは特授になっているような環境では，そ

ます..".デルのなかには; OR約な手‘法や統計的な のへんが大きい差ですね.

解析も食んだものがありました. 松田 ピッツパーグでは，われわれのホテルの部

徳山 タイムシヱアリソグが経営者の手足として 震に 2 合の端末が鰐意きれていましたが，だいぶみ

使えるようになったことによって， OR ワーヵーの なさん警告使したのではないですか.

株がすごく上がったのではないか，ある意味では再 森口みなさん使われたのですか.

就殺したという感じがあ号変した. 徳山 われわれが使いましたのは，余計モデルの

出産費 モデルのなかにORや統計の手法が含まれ 小さいのがありましたけど，ほとんどゴルブや野球

ているという点は，日本全体がそうとは患いません のシミュレーションなどばかりで遊んでL、ました.

が，モデルのなかに滋没している 01えの手法などが それから，こちらで作ったのではチッヅの計算衰を

生の形ででできずぎるように患いまず. ださせたりしました.
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森口 し、し、アイディアだなあ.実際に役にたつも 人になったとし、し、ましたが，結局，経営者の決定機

のに使ってみるのが，いちばんよく味がおぼえられ 能までも取ってしまうという脅迫感を彼らに与えた

るんですね. ということについて，反省がなされているという話

徳山 それから，もうひとつやりましたのは掃出 が GIT でもありました.われわれは，決定するこ

し演算だけをコンピュータにいれておいて， L P の とを取り上げるのではなくて，決定を助けるという

問題をやる.すなわち，ピボットの位置だけを指定 ことを再確認することです.これは当然のことです

すると，つぎのタプローを打ちだしてくるといった が，真剣になされていることに注目しなければと思

ものですが，ピボットをまちがえると定数項がマイ います.

ナスになるといった具合に，判断は全部自分で行な 経営者が，考えて考えてどうすることもできなく

うといったもので，教育の商でも TSS の効果は， なって，どこかに，だれかたよるやつがし、ないかと

将来において威力を発揮するんじゃなし、かと思いま 捜したときに，たまたま，あいつがそれに近いこと

した. をやっていそうだということで手がさしのべられて

津幽 TSS がこれから経営者にどんどん浸透し きた，という表現をしていたOR ワーカーがし、まし

てゆくと思いますが，その裏方がOR ワーヵーだと た.

しますと，経営者が TSS からでてくる結果に盲従 ですから，経営者の決定意識がないところでは，

してしまう場合には， OR ワーカーのもっているパ ORが育たないでつぶれてしまって，毛ぎらいされ

リュー・システムとかデシジョン・ファンクション てしまうようです.

とかが，経営者にかなり影響を与えるのではなし、か 森口 さきほどの掃出し演算だけをいれた、ンステ

と思います.そうすると，企業の目的は何かという ムの話は比喰的な意味で面白いんじゃなし、かと思い

ことに対し， ORの Tool Oriented あるいはエレ ますがー つまり， OR ワーカーがあらゆること

ガントな解の求め方でいった場合に，そういったこ をやって最適解だけをかえすというのではなくて，

とが企業にとってプラスになるかどうかについては 面倒でたいして意味のない掃出しの部分だけをOR

考えておかなくてはならないし，警戒しなくてはな 屋なりプログラムが助けて，ピボットの選択という

らないと思います.そういった意味で，会計という 判断を要するところは経営者がやる.その判断の責

ものが，背から会社の道しるべといったものを与え 任は経営者みずからがとるように仕向ける.それに

できたわけですから，会計のもっている考え方を勉 よって経営者の判断力も増すし，それに盲従しない

強されることが望ましいと思います. で正しく使うことができるようになる.安全な部分

OR ワーカーが裏方としてトップの意思決定を動 だけモジューノレとして用意しておいて，あまり自信

かしてゆくということについてはやや疑問がありま のない部分は取り込まないというのも，ひとつのう

して，会計の場合には監査可能なデータ，すなわち まいやり方じゃないでしょうか.

事実との照合が可能な形でのデータが基礎データだ 松田 そうですね.有能な経営者ほど自分の判断

ったわけですが， ORの場合には観察可能な事実に というものは聖域なんで，そこに立ち入ることは非

よっては裏づけられていないけれども，回帰性とか 常にきらうだろうと思うんです. そこで， TSS あ

確率的測定とかによって，いわば数学的論理によっ るいはそデルのょいところは，自分の判断をテスト

ては，確からしさをもっているデータにのってやっ することがやりやすくなるという点はあると思いま

ていると思うんです.それではたしてよ L、かどうか す.

ということは，これから ORの展開にとって重要な 森口 さきほどのモデルへのインプットに 3 つの

問題ではなし、かと，とくに TSS を通じて経営者に 選択があるというのも，そこらへんの呼吸をはかる

ものすごい影響を与えるとすると，たいへんな問題 ということもあるんでしょうね.

だと思います. 松田 それぞれ，好き好きもあるでしょうし(笑).

森口講談だと，見てきたようなうそを\， '1，、とい 森田それから，会社における教育について感じ

うことがありますが， TSS の向う側に， うそとま ることなんですが，いままでの経理であれば，仕訳

ことが混在した状態で答だけがでてくると，危険な の仕方から伝票の切り方から教育していたわけです

場合があるでしょうね. が，これからの新しい経理の教育の方向はコンピュ

徳山 その点につきましては， OR ワーカーが大 ータ活用により大いにかわってくると思います.ま
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た，それと同時に， OR ワーカーの人たちに対して

も，経理のことをどのように教育してゆくかという

ことが大きな課題となってくるんじゃなし、かと思い

ます.冒頭にORの導入は性急すぎると失敗すると

申しましたのは，教育制度を確立したうえで， 10年

になるかどうかしりませんが，先になって効果のあ

るものが実ってくるのではなし、かと思います.です

から，一般論として，いまの経営者がすぐにコンピ

ュータの活用， OR手法の採用になじめないという

ことは当然というべきで，これを急に要求すること

は無理だと思います.そこで，教育制度を確立して

会社内でやらせておいて，全体の雰囲気ができて，

そのなかで生まれてきた管理者が本当に実効のある

コンピュータの活用ができるのではないかと，そう

いう意味で，私は長い年月をかけて，まず教育から

考えてゆかなければいけないと思っています.

経理部門の役目と変革

徳山本当にそう思いますね.

さきほど，変な表現をとりましたが，マキシとい

うのは18世紀のファッションの再現で，これは会計

の比喰です.寒い環境ではマキシを着ていなくては

いられない，着ているのは経営者ですが，だけど，

そればかりでは経営者の気持を安心させない，いわ

ゆるファッションを追いたいという気持がある.す

なわち，ホットパンツで踊ってみたい.そういった

心情が経営者にでてきていると思うんです.だから，

会計と OR とは対立するものではないので，おのず

と同化していってしまうものではないかと患ってい

ます.

日本ではコントローラ一部門を経理部門と訳して

いますが，これはまずいのではないかと思います.

コントローラーというのはアメリカ企業にある独特

の機能で，分権化された企業内において経営者を助

ける非常に集権化する強い力をもったものだと思い

ます.かっ，それだけではだめになってきて，経営

者にもっと分析的な将来展望的な，あるいは戦略的

なものを与えなくてはいかんようになってきている.

そこにOR という機能が入ってきたりしているとい

うようにみてきたのですがー・・・.

松田 そうですね.これは米国の連邦主義の所産

であって，州政府はかなり自主性をもたされている

けれど，州境にまたがる話は連邦政府が責任をもっ.

やっぱり，コントローラーの仕事は経理というたず

なで，部門聞にまたがる仕事を中心的に統括する.

しかし，それ以外の面でも各部門にかなり自主性を

もたせてやるとし、う点ですね.

部門聞の比較評量などでは， ORみたいなものが

役にたってくるだろうと思いますね.

森口 そうですね.本来， OR というのはそのた

めのものともいわれているんですから

松田 インターディピジョナルな仕事をOR グル

ープがずいぶん手がけてきています. 10年まえにく

らべて，部門内の仕事から部門聞の仕事を手がけだ

しているのは， ORのカの強まったことだと思いま

す.

森田 日本では，コントロ{ラ{部門は風土のち

がいから，そういった職制がみられませんが，さき

ほどもいいましたが，意思決定をコントロールする

情報をコントロールする，そういった意味のコント

ローラーが必要になってくると思います.

森口 OR学会が，会計情報システムの視察団を

だしたというのは，ちょっとみると，かなり疎遠な

ものを無理してくつつけたとみえたかもしれないの

ですが，お話を伺ってみますと，むしろ，そこはO

Rの本来あっていい場所のような話ですね，そこに，

日本のOR学会が関心をもって結び‘ついたというこ

とは，とてもよいことですね.

松田 話にもでておりましたように， OR屋さん

が会計の勉強をやらなければならない.結局，経営

者に提供するイ γデックスはやはり会計の言葉だと

思います.もうひとつは，会計屋さんにORの勉強

をしていただきたい.そこで春の大会で会計・財務

と ORを特別テーマにして，会員を獲得して会計の

分野に進出すべきだと思いますね.

森口 ハネムーンは終わったとして，これからは

健全な家庭の建設に向かつて(笑い)， ひとつ， 大

いにやっていただきたいと思います.

きょうはこのへんでたいへん有難うござい

ました.
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