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第17回“物質不滅の法則"

模型シリーズ (2) 一

昭和46年 2 月 5 日

出 席 者 山内慎二 (N HK) ・田中康信(清水建設〉 ・和田敏洋(福井情報処理センター)

刊行物委員会 森口繁一(東大) ・ 青山博次郎(統計数理研究所〉 ・ 矢部真(国鉄)

記録作成者 青山博次郎

1. 物質不滅の法則

A 本日は模型シリーズの第 2 回目で， í物質不

滅の法則」ということでお話いただきます. これは，

たと えば在庫管理でい うと，期首在庫にその期の入

荷量および出荷量を増減して期末在庫を得るという

意味で，いわば物質不滅の法則が成り立つ.このよ

うな例は他にも現われるが，このようなモデルの利

用価値，使い方について考えてみたい. 物質 ・ エネ

ルギーはそれぞれ不滅の法則に従うが，情報につい

てはコピーがつくれて一定法則が存在しないといえ

るので，これが情報の管理を困難にしてい る. この

ようなことについて，みなさんの日常業務で観察さ

れる物質不滅の法則についてお話ください.

B あるユニット機械の現在の市場における保有

台数をつかみたい場合，たとえば家庭電化製品など

のような場合，台数は新設により噌加し，故障など

で減少するわけですが，これらの台数が直接求めら

れない場合， 種々の市場調査などによ っ て，新設増，

減少(廃棄〉量， 全保有量などの量を調査すること

によ って台数を推定することがあるが，この場合，

もちいられる測定量に関して物質不滅則が成り立っ

ていると思う.

A そうですね.なかなか気づかぬと ころにある

物質不滅則ですね.手工業においては物が別の物に

変わることはほとんどなく，入ったままの形で出て

い くので，物質不滅則はほとんど例外なく成立しま

すね.建築業ではいかがですか ?

B 建築は物を集めて空間を形成するわけで，不

滅則が成 り立つといっていいでしょ う .建築を進め

る過程を現在は普通金銭・時間などで評価していま

すが，これを物が集まる過程としてつかめなし、か ?

と考えています.

2. 造船業一一運搬業

A 戦時中，大阪の松下造船を見学したが，突貫

工事で木造船を造っていた.そこの社長のいうのに

「造船業は運搬業である」と，つま り物の運搬がほ

とんどで，組立ての仕事量などはこれに比べれば無

視しうる.だから運搬の能率化が要点であるといっ

て，当時としてはだれも考えなかったコンベアライ

ンを作っ て定時 ・ 定点に物が届 くようにして工期を

早めたという . これ以来何トンとか何千トンとかの

大きい物の仕事はみな運搬業だと思うようになった.

建築もこの意味では運搬業になりますか?

B そうです.都心で工事を行なうような場合，

材料のストックのスベー スがないのが普通でして，

定時 ・ 定点に届くよう考えざるをえない状態です.

とくにナマコンなど，そうですね.

A 震が関ピルの場合エレベ{タ周りの設計計画

がたいへんよくできていたと思う.必要なものをエ

レベータの能力ギリギリにまとめて上にあげるー ・.

B そうです.超高層の場合，物をタイミングよ

く 上に運び，逆にゴミを下におろすということがも

っとも重要で，これさえうまくいけば現場のストッ

クも少なくてすみ工程もスム ー ズに進むといえます.

A 在庫管理の極致は在庫ゼ ロということだと思

う. トヨタ，ニ ッサンなど在庫がないとし、L 、ますが，

隣に大きい倉庫があって，下請にはゴッソリとあ

る.つまり，同じではないのかーーただそこにない

だけで

B ダムの水量の調節管理も，在庫管理と同じで
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すね.

OR金曜サロシ

A そういえば，駅のなかの人の流れも物質不滅

則に従っていますね.

B 一般にネットワークの問題には，そこを流れ

るフローを考えると，物質不滅則が成り立っている.

A そう.キルヒホップの法則があって，ある点

に流入しただけのものがその点から流出するという

連続の法則ですね.化学工業ではどうですか?

B 物質移動，エネルギー移動を考える際には，

その基礎としてこれらの保存則が考えられている.

さきほど情報の話が出ましたが，情報は実体のシミ

ュレーションだと考えられるが，いわば陰のような

物だけにコピーすればどんどん増しますね.

A その場合に，情報の価値を考えればそれだけ

減っていて，全体としては情報の価値は一定ではな

いのか?

3. 万博の算術

B 駅の建設にあたって，最近は人の流れの大き

さに合わせて用地の作り方も合理的になってきた.

昔はあいている所は全然人がいなくて，改札口付近

は混雑したが，こういうところはなくなった.万博

の会場のスペースもこの物質不滅則で設計したそう

ですね.これはうまくし、かなかったようだが・・・・.

初日ですか，会場をしめる際，入口から入った人数

と，出口から出た人数を差し引きしてまだ何万人か

残っているはずだということになった.しかし，捜

しても人がし、ない(笑).実はある出口で人をさば

ききれずに他の数えていないところからだしたので，

物質不滅則がくずれたというわけではなく，データ

が不完全だったということです.

A 在庫のように等式の両辺に量がこなくても，

一方にまとめて全体の和が 0 とし、う形の法則も面白

い.放送では 3 秒黙っていたらいけない.たとえば，

30秒になると故障ということになるので，スタジオ

102など，必要な人がこないと代役をお願いしたり，

その番組内で時間調整などをする.

B そうすると，総時間一定ということか.

A ある 1 日の放送では，すでに番組は決定され

ているが(全体的には 6 カ月ごとに組み替えている

が)，むずかしいのは，放送断をしないように， 起

こり得る事故にどう対処するかが問題だ.

4. 品切れ損失

B それに関連して，品切れ損失というのはどの

ようにきめるのか.こんな値は存在しないのではな

L 、か?

A そのような値がわかるかわからぬかの問題で

はなくて，どのように考えればみんなが納得するか

が要点だ.たとえば. 100万円か120万円かどうかは

わからぬが. 1.000 万円ほど大きくはないし， 10万

円なんてものでもないという程度にわかる.これは

経理の帳簿にのる数字ではない.経理の帳簿の数字

は物質不滅則の相互関係で定まっているものだ. 1 

つの考え方として，ピス 1 本品切れになると，それ

を正規の方法でなく入手するーーたとえば，タクシ

{に乗って取りに行くーーときの費用を考えると，

見積りできるものではないのか.

5. 動くものの在庫管理

B 日本海々戦のとき，敵艦を迫撃していて弾丸

がなくなったというので，途中で追うのを中止した.

ところが，あとで調べたら大砲の側に弾丸がなくな

ったというだけで，弾薬庫と大砲との中間にはまだ

あったという.本物を影で追っているような動きのa

ある在庫はむずかしい.本屋の在庫も同様で，版元

にも小売店にも品切れて、途中の売捌店の在庫がつか

みにくい.

A そんな例は輸出入高を知るときにもあり，ま

た，航空会社で自社の売上高を知るのはたいへんむ

ずかしい.国際線で他社の使に乗り換えたり，予約

取消しなど，実態をつかむのに，ある時点でサンプ

リングして調べている.国鉄などでは，私鉄との関

係はあまり複雑でないから，それほど困難はないよ

うだが..

6. 仕事のやりくり

B 私のところでは現場の人数の調整がたいへんl

むずかしい.いわゆる各職種における入手の山くず

しの問題です.労力を一定としておいて仕事の順序

を変えられるものは変えてみて，最適なネットワー

クを作りたいが，仕事の種類が多くてたいへんだ.

A 地下鉄呉服橋の工事では， PERT よりも，

このレベリングがたいへんだった.

B スケジューノレを組むとき，仲のよいもの同土

集めると，かえって能率が下がり，仲の悪いものを

適宜組み合わせるほうがよいことがある.

A キー・パンチャーもそうだ.仲のよい人が隣

に並ぶと能率が落ちる.おしゃべりをするからです

ね.いま，われわれのところはパンチャーに自主的
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に組ませている.

7. 販売とセールスマン

B セールスマンの数を増すと比例して販売高が

増し，普及が進むと販売高が一定値に近づいていく.

薬屋のセールスマンは，本質的には何をしているも

のか?

A 需要をみつけてくるのが仕事と思う.

B 薬のセールスマンの場合，需要量はすでにわ

かっているし，新薬を除けば意味はないように思う

ヵ>. . 

A 同じような製品を各社で売っているので，競

争相手のことを知るという意味がある.

B 割引率，景品， リベートで競争するのか?

A 需要一定の法則というところでしょうか.

B 需要というのは最初から存在するのではなく，

セールスによってつくられ拡大されていく.それゆ

え，セールスの競争が同業同種間にとどまらず異業

種聞においてさえもありうる.そうすると，国民総

購買力をペースに考えないと，うまく説明できない.

8. モデルの適用範囲

A 仕事算にみられる問題で，たとえば人で

1 日分の仕事を 2 人では半日 4 人では 4 半日・・・・

と，おおぜいの人がやると瞬間的にできあがるよう

だが，これはおかしい話で，モデルの適用範囲を誤

ったためだ.一般に物質不滅則はある適用範囲内で

成り立つ法員Ijと考えねばならぬ.ORの最適化問題

で実際上うまくゆかぬのは，このような適用範囲を

誤ったためと思う.

B そのような一次性が適用できぬ例でプログラ

ムを 2 人でやると，かえって能率が悪い.

A 電々公社の DEMOS のときも 100 人以上の

人が参加しても 100 人までの場合と比べてプログ

ラムを組む実質的なマンパワーはふえないそうだ.

一般に仕事には最適のチーム・サイズがあるようで，

200人どまりというところらしい. IBM 360 の場合，

1， 000 人年でまとめているようで， ぼう大になると

管理が大事となる.

B おなじように，番組編成にもちいたNHKの

TOPICS でもそのようで，スーパーパイザー，シ

ステム・エソジニアコーダーというチーム

になり，少数の管理者によって運営されている.

A 少数の実力ある人がし、るから，まとまるのだ

と思う.

9. 可換性のある未完成の強味

B TOPICS で面白いのは，最初から完成された

ものを作ろうとせず，追加可能の余裕のあるものを

作った点である.そうでないと，変更のあるときは

混乱する.

A フレキシピリティのある不完全なものを作る

のが経験上最適であるというのは，たいへん興味が

ある.

B 図書の十進法分類もたいていうまくし、かぬ.

あとからいろんなものが出てきてダメになる.だい

たい文献の分類構造は tree 的のものを拒絶する傾

向がある. module 的のものを考える必要がある.

大学のカリキュラムも tree 式でなく，縦横クロス

したものが必要だが，アメリカの大学組織はどうな

っているのか?

A 学生は他学科の分野を自分の minor とする

ことが義務づけられ，他学部の授業も容易にきける.

先生もよく指導してくれて，別の分野でもわからぬ

ということはない.

10. まとめ

B 確かに一次性のない，人間とか物とかの不完

全性を追求したモデルが必要になるでしょうね.

A ORマンも管理工学といった狭い分野のなか

だけでなく，社会・心理・行動科学のようなものも

きけるようにするべきだ.

B 大学紛争を通じて学生の実態もよくわかるよ

うになった.物事はリアノレなものでなくてはならな

い.物質不滅則に直接結びつくものは非常にリアル

であるが， OR全体のなかでどんな地位を占めてい

るのだろうか.企業モデルなどでも，経営者に使わ

れないモデルでは実用性がない.名古屋の村手氏の

作ったモデルはこの物質不滅の式の I つで，パラメ

ータが沢山あり，経営者はそのパラメータを決める

だけでよく，そこに生きがし、を感じさせる.これに

反して，フォレスターのインダストリアル・ダイナ

ミックスは人間が決めるものが 1 つもなく，経営者

が取り組む意欲をもたない・-

A 物質不滅則について種々お話いただいたが，

これはモテソレのなかでもっとも確実に成り立つ基本

的な法則ともいうべきもので，もちろんこれだけで

十分ではない.さらに他の因子を加えていくことに

より，いっそう有益なモデルになることと思う.

それでは， このへんで・・・・.
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第18回“順序関係吋

一一模型シリーズ (3)一一

昭和46年 3 月 5 日

出 席 者 新沢雄一(早大)・川野幸三郎(東亜燃料)

刊行物委員会 森口繁一(東大)・森村英典(東工大)・矢部真(国鉄)・刀根薫(慶大〉・岸 尚(防

衛大)

記録作成者岸 尚

計画と実行

A JI隠序関係といっても種々あるが，まずPERT

あたりから話をはじめよう.

B 学会では，名古屋の秋季研究発表会のスケジ

ューノレを作成するのに PERT を使った. ミスがな

いかをチェックできるので好評だった.紺屋の自袴

では困る.今後も大いに利用してほしい.

A 土木関係では有効だろうと思ったが. PERT 

/TIME や PERT/MANPOWER だけでやめてし

まったところが多いように聞いている.

B 計画と実行との関係が，まずいのではなL 、か

・.理論解は実行できないことが多い.

A 計画のところで実行可能性をチェックせよと

いうことになっているが，体裁をととのえるためだ

けの PERT はあぶない.

B 土建屋さんのスケジュールで，気象条件等に

よってABC の 3 つの仕事が間に合わなくなると，

どれか 1 つを犠牲にして，それに対しては別の埋め

合わせをしながら. ABC全体としてもうけるとい

うことだ.この種の融通を PERT に組み込めると

面白いが・・-

A スケジュールの多重化はやっているが，動的

な問題はあまりやっていない.

B OR 屋としては，融通も OR の一部として

全体を大きく扱うか，それは問題外であるとして計

画がまずいための損失を別個に見積るかという 2 つ

の立場があろう.

A 国鉄の委託研究を. OR 学会で、数年前ゃっ

た.国鉄では PERT 以外に，ダイヤの順序関係が

ある.優先順位をつけて LP で解くとし寸試みがあ

るが，順位をつけないと，最下位の貨物列車ばかり

ふえてしまうのは当然、といえよう.

B 米国のように24時間おきに通るような場合は

いいが，わが国では使えまい.

A 米国はのんびりしていて，定時に珍しく列車

がきたと思ったら. 24時間おくれだったとかL、う話

もある(笑).

B 石油会社では従来 LP がよく使われている

が. LP はある一定期間の計画の最適化で，いつ何

をどうするという順序が入っていない.近ごろ油を

どうし、う順に処理するかというスケジューノレが重要

祝されてきたように思う.月間計画で‘すんで・いたこ

ろはよかったが，さらにつっこむと順序が問題とな

る.現場は順序をつけて仕事をしているからだ.現

実のスケジュールは組合せ的な問題になるしたと

えば切換えの費用という. LP には入っていない要

素が入ってきたりして厄介だ.実行計画が. LP の

最適解にどれだけ近づけられるかが問題となる.電

算機の進歩とともに，このような問題も扱えるよう

になってきたことも l つの原因だろう.

A たしかに LP にくらべて，順序関係が入ると

問題はとたんに難しくなる.部分的な順序関係しか

ないもののすべてを時間軸上に並べなければならな

いからー .一般に順序関係の難しさは，順序関係

でないものを順序づけなけれ;まならないところに原

因がある.たとえば学生に奨学金を与える場合，各

科目の採点はできるが，全体をまとめるとなると順

序がつけにくい.

B 石油の混合の問題では，タンカーの運航計画

を加味してシミュレートしている.尺度はタンクが

一杯になったか，出港待ちのペナノレティ等だ.

A 電力関係の OR マンと. LP 再発見というテ

ーマで討論したことがあるが. LP はつまらない，
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シミュレーションのほうが数段すぐれている，とい

う意見が圧倒的だった. LP はごくマグロ的なこと

しかわからないし，実行可能性の保証がないが，シ

ミュレーションは， ミク戸を積み上げて全体がわか

るという強みがある.

B ミクロの法則はわかっていて，それがプログ

ラム化されるわけだが，全体としての動きはやって

みないとわからない.こういうところにシミュレー

ションの使いどころがある.

A その場合，シミュレーションは実行可能のな

かからよいものを選べばよいとするのだろうか

ランの数がものすごく多く要求されるのでやりきれ

ないことが多く，必ずしもシミュレーションがすぐ

れているとはし、し、きれないのて、はないか .最適

に近いものや平均的なものをシミュレートするとい

う問題は・

B 近似解でよし、から，時間軸がきちんと入った

実行可能性の保証のあるシミュレーション解のほう

が安心できる，とし、う実感が支持をうけるのではな

L 、カ当

納得できる順位

A 待ち行列でも，先着順以外の規律をもちこむ

ととたんに難しくなる.割込み優先のある場合，理

論的にはどんなことがし、えるだろうか・. • 

B 待ち時間の分散は，先着順のサービスのとき

最小となる.つまり先着順が一番公平だといえよう.

A サーピス時間の短いものから先にやる，とい

う方法はどのように評価されるかね.

B 平均待ち時間は短くなる.待ち時聞がi成ると

いうことは，行列が減ることを意、味する.

A 待合室の大きさに効いてくるから，管理者は

やりたし、わけだが，長いものを待たせる犠牲のうえ

で成り立つことだ.待つことの心理的効果をサービ

ス時間の何倍待ったかで、測れるとすれば，長いもの

は少しぐらい待ってもいいということになる.

B 郵便事情が悪くなると，みんな速達にしても

一向に早く着かないで，郵政省だけがもうけること

になる.待ち行列でも優先度の高いものを乱発しす

ぎるとまったく効果がなくなって，下位の者の犠牲

の割りに上位の者も得をしないということが起こる.

どれくらいがほどよいパランスかを理論的に扱えな

いだろうか・

A 評価関数がはっきりしない.郵政省や国鉄に

とっては明確に収入といえるだろうが・.

B 究極的には，受益者の尺度が優先してよいと

思う.世論のメカニズムが正しく働くならば，受益

者の犠牲において常に経営者が得をするという構造

は永続する筈がない.計算機利用の優先度について

も，この種の解析をすればもう少し理論的に扱える

のではないか.

A 電算機の問題では turn-around time (折返

し時間〉を短くすればよいというだけではなく，も

っときめのこまかし、サービスが必要だ.このことに

ついては大きな計算センターより，中規模の計算セ

ンターで悩んで、いる.

B ノースウエスタン大学の計算センターでは，

電算機の各仕事の順位は利用者同士が端末の電話で

調整して決めていたが，そのほうが機械でやるより

スムーズに処理できるということだった.評価が明

確でなければ，第 3 者が各仕事ごとの価値を決める

ことは難しい.

順序を決める

A 順序づけでもっとも簡単なものに，本箱の問

題がある. ドラ息子が本代を飲んでしまって，親父

が上京するというので急きょ古本屋から本を買い集

めて本箱を一杯にしたL、わけだが，答は簡単で， I隔

/定価の大きいものから買えということになる.統

計のほうでは Neymann Pe旦rson の Lemma とい

うのがこれだが，簡単なものはこの評価尺度で順序

がついてしまう. PPBS もたいていの場合はこの論

法で，効果/費用の大きいものから手をつけるとい

うことになるのではないか.

B 日本国全体として，なんでもかでも首をつっ

こみすぎるとしづ説がある.もっと重点的にやらな

ければいけないのではなし、か

A 予算を組むときにも，研究開発を含めて将来

性を考えたものとすべきで，現時点だけのその場そ

の場の最適を求めでもあまり意味はない.補助金な

ども，将来質的にどうなるかわからないものも長い

期間で考えるべきだ.東大のロケットなどもそうだ

が，将来の可能性を認めるという心の広さがなけれ

ば進歩がないと思う.

B 本箱の問題の尺度で決まるものは非常に単純

なもので， OR の対象となる問題はそうはし、かない.

A OR の対象としての社会は，法律が変わると

全体が変わる.法学部の先生たちにいわせると，社

会は法律がつくるのであって，数式で説明しような

どというのはナンセンスだということになる.公衆
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電話通信法が変わることで，情報関係の器材も使い の優秀な学生がORに興味をもつようになると，将

方も変わるというように，社会の条件が非常に変わ 来に期待がもてる.

ってくる A 企業のなかでも，法学部の出身者にORの素

B 先日近藤次郎君が東大法学部でORの講義を 質のある者が多い.驚いたといったら，そういう論

やって，レポートを出させたら，実に優秀なものが 理的な考え方が法学なんだといって叱られた.

あった.連名でレポートを出した人々がし、たから B これから OR学会もどんと'ん法学部へも勧誘

なぜ連名にしたかと尋ねたら， 1だって先生は， OR に行こうじゃないですか.ー ーでは，きょうはこの

はグループでやるものだとおっしゃったではありま へんで・

ぜんか」とし、う返事だったという(笑). "・・法学部

グ:ぷ停機勾機ぺ必汐:
APWてお内総Jぷ
zd将ふvぺ}会グ、総~':~\

会 合 (46年 4 月 -5 月)(かっこ内は出席者数)
理事会 46. 4. 22 (18) 議題 1. 1971年度役

員選出の件 2. 評議員の選出方法の併 3. 会則の

改訂案の件 4. 1970年度事業報告 5. 1971年度事

業計画並びに予算案 6. IFORSの計画委員指名の

件 7. WAITRO 加盟の件 8. 月例講演会の規定

案の件 9. 研究専門委員会に研究部会の新設の件

10. 法人化基金募集について経過報告 11.入退会

の件 46. 5. 14 (9) 議題 1. 1971 年度評議

員案 2. 会則の一部改訂の件 3. 評議員の選出方

法の件 4. 月例講演会の規定の件 5. 大西記念文

献賞選考経過の件 6. 法人化についての経過報告

7. 1971年度予算案の件 8. PPBS セミナー開催の

件 9. 入退会の件 10. 総会及び研究発表会の件

11.その他

大会準備委員会 46.4.26 (6) 

大西賞選考委員会 46.4.6 (6); 46.5.11 (4) 

役員選考委員会 46.4.12 (8) 

副会長会議 46.5.4 (4) 

副会長・常務理事会 46.5.6 (9) 

Cost-Eff ecti vene8S 訪米視察団座談会

46.5. 11 (7) 

OR金曜サロン 46.4.2 第19回“探索" (12); 

46.5.7 第20回“線形と非線形" (8) 

組織委員会 46.5.10 (7) 

研究専門委員会 46.4.15 (11) 

広告委員会 46.4.8 (6) 

IAOR 委員会 46.4.16 (3); 46.5.21 (6) 

刊行物委員会 46.5.21 (12) 

刊行物幹事会 46.4.9 (9); 46.5.21 (6) 

会計幹事会 46.4.9 (3); 46.4.16 (3); 46. 

5. 10 (3) 

庶務幹事会 46.4.14 (9) 

研究部会 (46年 3 月-4 月) (部会報告書提出
済のもののみ〉

設備投資・取替計画の経済計算 46.3.11 (7) 

数理計画 (MP) 46.4.16 (10) 

M 1 S 46.4.30 (9) 

入退会 (46年 4 月 22 日より 5 月 13 日まで・ 5 月

14 日理事会にて承認〉

入会

(賛助会員〕 東燃石油化学株式会社(以上 1~土〕

(通常会員〕

上村久雄(東北大学)・東儀 以(川崎重工業〕・

木瀬洋(京都工芸繊維大学〕・後藤昌明(中野パ

ーマロイ〕・塚本弥八郎(東京工業大学)・手島恒男

(東北大学〕・青島 茂(東亜燃料工業〕・大江稽博

(日本電気〉・北島茂樹(協和銀行) (以上 9 名〉

昭和45年度整理者 (46年 3 月 31 日)

〔通常会員〕

新回目倖造・池田豊作・伊藤字・井上昭・奥

本和彦・大熊隆吉・加藤進・加古昭一・亀沢善一

郎・木俣昇・木納崇・黒沢晋・河野圭亮・小

林勇二・鈴木宗一・立川三男・百々正喜・豊田武彦

・岸 暁男・西谷隆義・野村誠z助・平原俊美・藤

田昌久・本間弘光・蒔回満一・松崎信久・持丸重治

・森弘・山村千春・西村誠 (以上30名)

〔学生会員〕 小川重義・栢尾正美 (以上 2 名)
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