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《特別講演》

モデルとデータT

森 ロ 繁一*

1. モデルの意義

まず一番最初に， OR におけるモデルの意義についてのいわば教科書的なところを少し復習し

てみたいと思います.私はオペレーションズ・リサーチがなぜ役に立つのかというのに対して，

それはモデ、ノレを使うから役に立つのだという説明がたいへん気に入っております.だいぶ昔です

が，早稲田大学に 4 人のアメリカ人の OR チームが来て講義したときに，そのなかで一番若かっ

たと思いますが，フィーニー (Feeney) さんが， OR を社長さんに売り込む演習をしたことがあ

ります.当時出席された方はよく憶えていると思いますが，フィーニーさんが自分で頑迷固阻な

社長の役をして，自分に OR は良いものだと説明して売り込んで、みなさいという演習でした.そ

のとき，多勢の人が試みましたが，全員敗退いたしました.

OR は「科学的な方法」だから良いのだと力説するんですが，科学的な方法がなぜ良いのかと

いうところでリンクがつながらなかったわけで、す.それに対してフィーニーさんは，最後にその

模範答案として，科学的な方法というのは一般に間違いを犯す方法だというんです.つまり

‘method of making mistakes" です.その間違いが複数になっているところに意味があるわげで，

つまり，種々な間違いを犯す.しかしもちろん聴し、ているほうではほかんとしているわけです.

つまり，間違いを犯すのに何も方法なんかなくてもわれわれはしょっちゅう間違いを犯している

から，そんなものに方法は要らないと思うのですが，そう思っている頃にフィーニーさんは quick

ly としづ言葉を書き加えるのです.英語ですから，修飾語があとから，あとから出てくるわけで

して，複数の間違いを速く犯す.そしてそのあとに through simulation という修飾語がつくの

です.つまり，経験上間違いを犯すのには何十年もかかるような場面のなかで， simulation によ

って数分間とか数時間のうちに種々の誤りを犯す経験をすることができる.それが科学的方法の

意、味の要点であると説明されました.それはその場の人たちをたいへん感心させました.それを

まず思い出していただきたいのです.
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192 森口繁一

2. モデル人間とデータ人間

つぎに，これは私が 1 年ぐらい前に原稿の執筆を頼まれたときに苦しまぎれに考えた言葉で、す

が，人聞が仕事をする場合に， 1"モデル人間J と「データ人間」とし、う二つのタイプに大きく分

類することができる.データ人聞はデータをたくさん憶えていて，問題が起きたらそれに近いケ

ースのデータを思い出してそれを指針にして行動を決めていくというタイプです.政治家とか実

務家や経営者のなかにはこのタイプの人が相当に多いと思われます.

それに対してモデノレ人間というのが最近だんだんふえてきました. またふえることが期待され

ています.そこにオベレーションズ・リサーチの場所があるわけです.なぜモデノレ人聞が入り用

なのか.戦後の経済社会あるいは公共行政の姿というものは，けっして数十年もの間安定した状

態を続けられるとし、う環境にないから，経験の蓄積というものにあまり期待し依存することがで

きない.そこで経験しないことに対してどういうやり方が良いかということを， どうしてもモデ

ノレによって調べる必要があるというわけです.

われわれはモデル人間として世の中の期待に応える必要がある. もちろん，モデル人間といえ

どもデータが要らないわけで、はなく，モデ、ノレを検証するため，そしてまたモデルによって将来の

計画を立てるときに，基礎的なデータとして投入するために，つまり検証用と入力用にはデータ

はやはり貴重なものです.しかしデータをそのモデルと対決しないままで生のデータとしてそ

のまま直接使用するということはあまり役立ちません.少なくとも全面的にそのままいけるとい

う時代ではないという点を皆さまとともに認識しておきたL、と思います.

そのことの典型として，私は月旅行の話を引用してたいへん自分で感心しているのですが，つ

まり月旅行を計画するときに，データを集めてその中の良さそうなデータのマネをしようという

のでは話にならないし，ぽかぽかしくて笑う気にもなれません.そうではなくて，月に向かつて

軌道を決めていくときの行動基準は，ニュートンに始まる力学法則をあらわす微分方程式です.

これは一つの非常に良くできたモデルです.つまり物体の運動について，位置の 2 階の導関数を

含む式を立てさえすれば，非常に簡単な式ですべての場合を尽くすことができるというのはニュ

ートン力学の輝かしい成果ですが，それは相対論なんでいうのが出てきてもけっしてその価値が

揺るがないぐらいに良い近似になっているわけで、す.それを基本にした計画がやはり月旅行計画

では一番頼りになるわけで， この問題について考えれば，モデノレ人聞の必要性が，つまりそうい

う法則から推論することが単なるデータを直接使うと L、ぅ発想にくらべてどんなに違うかという

ことが相当良くわかるような気がします.

これからわれわれがやろうとしている仕事，たとえば日本列島改造論なんかに関係する仕事

は，過去のデータが直接利用できるものではなくて，むしろ月旅行計画にも比すべき未知への挑

戦が，そこの課題であるということを基にしてものを考えなければならないと思っております.
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3. マルコフ模型

具体的なモデノレの各論にはいるとして， まず最初はマルコフ模型を考えてみます. ~立はあるシ

ンポジウムで「マルコフ模型は万能である」という議論をしたことがあります.つまり因果関係

がはっきりしているものは，もちろん，それを表わすモデノレで、事がたりるわけです.そのときに，

こうし、う原因からはこうしづ結果が生じるということが，一義的でなく確率的な法則で予想がつ

くというような状況の下では，条件のほうを「状態」とし、う形でつかみきえすれば，マルコフ・

モデルに容易に組み上げることができるわけです. したがって，マノレコブ・モデノレというのは，

あらゆる問題に対して当てはめることのできるモデルであるというわけです.一方，そうはいっ

てもマルコフ・モデル一般というのは，当てはめる場面が一般的であるだけに，それに当てはめ

たからといって，得をする部分もあまりないのです.たいへん状態の数の多いモデルなどをへた

に作ってもあまり役に立たないわけです.そのことについて，ここに二つの例題を述べましょう.

一つは「流動モデル」です. このモデルは計算機と関係しているのですが，文部省の仕事で情

報処理教育に関する会議の定量部会で約 1 年間作業して『情報処理技術者養成計画の定量的基

礎』という報告書をまとめました.それは昨年 10 月に公表されました

昭和何年に何人ぐらいのプログラマが要るかということは把握できるのです.それは台数を予

想して 1 台当り何人必要かを考えれば算術でできます. これは非常に簡単なモデノレになりま

す. こうし、う積の形に分解したモデノレもモデノレと呼んでよく，非常に役に立つタイプのモデルで、

す.そういうもので勘定すると，だいたい昭和 47 年に 10 万人， 50 年に 20 万人， 55 年には 50

万人が必要となります.

さてそれを供給するのに，その各時点で

それらの数になるだけある割合で専門家を

生み出していけばよいかというと，それは

そうではないということがまず問題となり

ました.そこで私どもは流動モデルという

のを作りました.

図 1 のように，学校が大学院，高等学校

などに種々に分けられています. また関係

学科と関連学科という大きな分類ができて

います.関係学科とはつまり専門の学科で

す.情報処理学科とか情報技術科とかいう

ような学科です.関連学科はそれとは違う

が，その何人かは専門家として就職してい

くような性質の学科です.

そこからオペレータになり，プログラマ

GEECβ 

y 

図 1 流動モデル
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194 森口繁一

になり，システム・エンジニアになり，教育研究職につく.情報処理技術者として就職する比率

を α で表わします.そしてオベレータが翌年もオベレータである確率を 3 で、表わします.これ

を「定着率」と呼んでいます.それから転職率がある. これはオペレータがプログラマになった

り，プログラマがシステム・エンジユアになったりする割合で，それを T で表わします.このジ

ステムの外に出てし、く転職というものもこのモデルに含まれます.

要するに，オペレータとして一生を送るような人はほとんどいないわけで，何年か経つうちに

別の職種に転じていくものです.そのような認識の上に立って，そしてこういう α， β， r とい

うものを現実的な数値に仮定して計画を立てなければ破綻してしまうのではないかということ

で，このようなモデルを組んだわけで、す.しかも文部省が， コンピュータをその当時すでに持っ

ていましたから，なるべくそれでやろう.そうすれば，会議中に何か問題が起きたときはちょっ

とパラメータを変えて計算機室でランさせてその結果を見て，またパラメータを動かすようなこ

とができるわけです.それがちょうど作業に間に合いましたが，そのプログラムを作製してくれ

たのが埼玉大学の伏見君です.

fÁは彼に電話でこういう構想を伝えてモデノレを作ってもらいましたら，彼は私の要望に応じて

非常に一般的なモデノレを作ってくれました.私が指示しおのですが，たとえば，高校を出てオベ

レータになって 6 年経った人がその次の年にもオペレータである確率はいくらであるかとか，あ

るいは次の年にプログラマに転ずる確率はいくらであるかということを，そこにいた年数ごとに

指定することができるモデノレです. これはきわめて一般的なモデルです.

正直に白状しますが，私はこのモデノレに対してケチをつける人が当然でてくるであろうと予期

しましたので，そのときの抵抗力をなるべく大きくしようと考えました.それにはパラメータを

うんと多くしておけば， どこか 1 個所や 2 個所をつついてもどうしようもないですから，全体の

構造は崩れません. これが正直なところで，実際成功しました. このモデノレを数値つきで発表し

て 1 年近くになりますが，いまだにこの α， ß, r の各数値についての批判や苦情はまったく出

ておりませんそういう意、味では，この作戦は成功しましたが，私はどうもこのモデルにあまり

満足していません.つまり戦術的にそのように成功したとしても，それが良いモデルで、あったと

いう証明にはなりません.私自身が人に説明するとき，それらの細かL、数値をどういうデータに

基づいてどうやって出したのかという説明が全然できないのです.経験と勘でやったというので

は「モデル人間」を推奨しようとする立場と合わないわけです.

私はむしろこの場合，ある職種にいるというのを一つの状態と考えて，それで β と T を指定す

るという程度のモデノレでよいのでないかと思い直しております.最近，そのような非常に単純化

された，状態の数のきわめて少ないモデルで、全体の計算をやり直したらどうなるかということを

やろうとしています.

4. 犯罪のモデル

マノレコフ・モデノレのもう一つの例として，少し古いのですが，おもしろい例がありますので，
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ご紹介します. これはアメリカのリポートで， Law enforcement and administration of justice 

に関する大統領委員会というものがあります.要するに犯罪防止のシステムの PPBS みたいなも

のです.それに関するリポートが 2 冊あり，ここに持ってきましたのは科学技術編というような

ものです. これは 4 年くらい前のものですが，非常におもしろい科学技術の犯罪防止システムへ

の応用の場面がし、ろいろと列挙してあります. こんなにやっているにもかかわらずアメリカで犯

罪がふえてきているのは，たいへんにお気の毒なしだいです.

ある所で犯罪が起こり，それから捜査をして逮捕をして，送検して云々ということが書かれて

いるわけです.警察とか検察，裁判所，そして刑務所に入れて矯正するとしづ部分があります.

こういうようなシステムのいろいろなところを改善するとして，予算をどこに投入したらどうい

う効果があがるかというようなことを調べているわけです.いわゆる PPBS 的アプローチの一

つの典型が見られるわけで、す.そのなかでとくにおもしろいと思ったのは，陪審員を 1 組でなく

2 組にするのが一番 cost-performance が良いとし、う結果が出ていることです.早く裁判をする

ことが防止に非常に役立つのだそうです.

私はこの手法を，大学における学生の処分問題のシステムの設計に適用してみたことがありま

すが，大学改革全般が動きまぜんのでまだ何の役にも立っておりません.

表 1 はそのなかにあるマルコフ・モデノレの例です.たとえば， 自動車ドロボーをした人が次に

捕まるときに何で捕まるかということの確率分布が示されています.一番高いのが burglary，

つまりドロボーです.それが約 39%，その次が自動車ドロボーの 28% というしだいで，強盗な

どは 4.5%しかありません.だから自動車ドロボーから，だんだん進級していく傾向がこの行列

に示されているわけです.それを使って，ある人が最初に自動車ドロボーで捕まったあと，一生

の聞にどうなっていくかということを行列の積でつくり出した結果が表 2 です.

Last index arrest for 

表 1 犯罪の推移確率*

l 山凶仙山a姥昭叫g伊a
the prob凶コ)abi凶1口lit江ty i江t will be for一

I Murder 
:and,non:' Forcible ~ "Agg;a- i ， !:-~~cen~' Auto 
町gllgentlme e Robbeηvated ，Burglaη($50 ar;d I ;h~f~ 

man- ! 1"1''' assault over) 

isl叫h吋 1

自主;;tFnegliEmt ;0025lomO150I0400;02001010010100 

FombierapeH....1.020i.1501.1101 ・ 260: .200 i .140! .120 

Robbery ........................... ............... i .015! .010 , .350 I .060 I .350 I .115 I .100 

0 Aggravated as日ult柿・・ ・・・・ … ・・ .025 ， .040 I ・ 150 I . 300 . 085 I . 20∞o I .20ω 

Bu叫r培gla町r爪3

0 Larceny (ゆ$5羽o and over) .…….口….口.…….口…….υ…….川…….日…….口…….口…….口…….口…….口…….口…….日…….日…….日…….口…….口….日.パ .0飢10: .0位20: .140配) .0位25引I .4ω00川I .2幻75叫I .13扮
Au凶to t仏he凶1児叫ef出ft … ・ー・ … …・… .010 .027 , .045 1 ・ 028 i .390 I ・ 222 i .278 
勢 Based on data from Crime Revisited: Minnesota Board of Corrections: 1956 “ Uniform Crime Reports," 
pp. 29-31; and Federal Bureau of Prisons, statistical tables , fiscal year 1965. 

** Best estimates based on inadequate data. 
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表 2 犯罪の予測表*

Number of lifetime rearrests forー

1, 000 initial arrests お1urder
and non-

AvaEtEerd a-
A lifetime 

at age 16 for ー negligent Forciblel Robber 
uto 

rape j1'l.ODDery Burg laryl ($50, andj theft I rearrests 
assault 

laughter 

Murder and nonnegligent 
70 420 500 800 510 310 2, 650 

manslaughter ...... 
Forcib¥e rape ...... ....... 40 200 380 380 810 540 320 2, 670 

Robbery.... 50 70 800 250 1, 400 730 370 3, 670 

Aggravated assau¥t . 40 80 410 400 710 600 400 2, 640 

Burglary....1 40 80 560 250 1, 500 900 280 3, 610 

Larceny ($50 and over) . 30 60 430 160 1, 100 700 310 2, 790 
Auto theft 

-・・・・・・・・・・................
30 70 330 150 1, 100 650 400 I 2, 730 

普 Based on ca¥cu¥ations performed with the overall crimina¥ justice system mode¥ with feedback ¥oops. 

自動車ドロボーで捕まった人を 1 ， 000 人取り出して，このシミュレーションをやってみます

L 一生の聞に強盗で捕まる人がそのなかで延べ 330 人現われてきます.つまり直接強盗に進級

するのは少ないが，やがてかなりの数がそこまで、いくことがわかります.第一級殺人までは30人

しかいきませんから，そこまで登りつめるのは容易でないわけです.

犯罪防止にはどこにどういう努力を注入すべきであるかということを，そういうものを基にし

て考えようというわけです.実はこのリポートでちょっとおもしろいのは，そういうことを考え

た結果やはり自動車ドロボーを防止する，つまり自動車ドロボーをむずかしくすることが，全体

の犯罪の数をへらす上に相当役に立つということを，このような分析の結果から推論して，その

ためにはただのスイッチでなくてハンドルまで動かせなくなるような鍵を大いに普及させたらよ

いということを提案しています.この部分だけはすでに実行されて，わが国にまで及んでいま

す.この頃のキーは，ただショートしただけでは車が動かないようなキーになっています.これ

をやらなかったら犯罪はもっとふえていたのかもしれないと思います.

5. 線形計画法について

つぎに線形計画法に関して二言，三言いっておきたいと思います. これも，いつかあるシンポ

ジウムでの話です.OR手法の応用について並べてみると，それは主として LP と PERT と

simulation であったというところから，キョジン，タイホウ，タマゴヤキに相当するスローガン

は， LP , PERT, simulation であるなどという標語が生まれたりしました.

そのなかで LP，つまり OR手法として確立されているもののなかでは一番適用される機会の

多い LP について，私は非常に感銘を覚えていることがあるのです.それは Dantzig さん，この

人はーLP の一種の開祖みたし、な人ですが， とくに単体法を考案した中心人物として著名で、ありま

す.その Dantzig さんが日本で講義したときに，一つ注意しなければならないことがあるという

のです.それは行列を読むときに，けっして横に読むなというのです.行列というのは縦に読ま
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なければいけないというのです.たとえば，アメリンの製造工程では，これに石炭が何トンはい

って，電力が何キロワットはいって労力が何人日はいって，アメリンが何キログラムできる.そ

して利益が何万円得られるというようなことでも，初めから入力資源を三つに固定しでかかるよ

うな考えではだめで，縦に細長い箱を書いておいて，横から矢をいくつも描く.下のほうは点々

にしておけばよいわけです.要するにアメリンの製造工程をよくみると，そこにはいり込む主要

なものには何があるかをひとまずみんな書き上げようではないか.それが定量的にはいくらであ

るか，それによっていくら出ていくのかということを，その工程を観察した結果として正しく記

述しましょう.そこから話が始まるわけです.そしてブテリンについても同じことをやる.シネ

リンについても同じことをやる. ということでやっていく.そして，さて電力には限りがあるか

ら全部で何 kWh しか使えないという形ではじめて横の連結をつけていく.そういうふうにモデ

ルを作らなければ本物じゃありませんというのです.それは確かに教え方として非常に大事な部

分だと思います.

つまり問題を教科書に載っているような形で与えられてから考え始めるタイプの人を大ぜい育

てることよりは，そういう「問題を創り出す過程」をよく教育し訓練して本物の OR マンを育て

ることのほうがたいせつだということにつながると思います.ほんとうの問題を現場から見た人

の態度はそのようだと思います.まず現象をよく見る.そしてその要点を記述していく.それか

ら問題は何かということを考える.そういうプロセスを踏むわけです.

実はこのたび文部省の高校の指導要領が改訂されて，来年の春から新しい指導要領で数学が教

育されると承知していますが1"数学一般」とか「応用数学J とかいう科目のなかに「オベレー

ションズ・リサーチ」とし、う章があります.そのなかに線形計画法と在庫モデルを扱いなさいと

いうようなことになっていますが，それを先生方が高等学校で扱うときのことを考えて，私は今

から大いに心配しているのです.先生方はおそらく横に読むだろうと思います.つまりそれが数

学教育の伝統だからです.行列が与えられると，それは横に読むことになっているわけです.そ

うしなかったら数学の点が良くなかったかもしれなし、ぐらいに横に読む習慣がついています.

その先生方に，これはぜひ縦に読んでくれということを大いに徹底させる必要があります.こ

れは普通の方法ではだめだと思いますから，ここにおられる皆さまは，帰られたら手分けしてそ

れぞれの高等学校を訪問して，その先生方に LP を教えるときには行列は縦に読むのですよとい

うことを大いに吹き込んでいただく必要があるのではないかと思います.

これはもちろん一つの例として述べているのです.一般に OR のモデルというものは，教科書

に記述されている形に初めからあるものではないということを，すべてのモデルについてわれわ

れはよく考える必要があると思います.

6. 通勤のモデル

そのつぎはこれとまったく違う話ですが，私どもが国鉄の OR部門と協力して種々な通勤輸送

関係のプロジェクトをやってまいりましたが，そのなかの一つに，東京地区の通勤輸送のネット
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ワークを解析して，それを計画のためのモデルとして使うということをやったことがあります.

そのときに，いわゆる OD 分析，つまり origin がどこで destination がどこというような交通需

要はと、れぐらいであるかという形のデータの与え方をとらなかった話があります.

これは交通専門家の常識がすなわち OD であるわけで， OD をつかんでそれから計画交通網を

それに合わせていこうというのが定石なんです.それをしないとモグリだと思われるぐらいに

OD は標準的な考え方ですが，私どもはあえてそれをとりませんでした.その代わりに，この駅

からは通勤客はどれぐらい乗るのかとか，あるいは都心部のこの駅では朝のラッシュのときに通

勤客がどれぐらい降りるのかというデータだけを考える.つまり，個々の OD の対に対する需要

を与えるのではなくて，各駅ごとの乗車人数と降車人数だけを指定する.そして全体がある意味

で最適になるような流れの配置を求めてみたわけです. ところがその結果が，もちろん LP モデ

ルとして解きましたが，実際に観測されているデータと非常に良く合ったので、す. このことは私

どもの解釈では，通勤客というものは，そういう意味での最適が実現するように現に行動してい

るのであろうと，思われます.たとえばある所からある所へ通勤していた人が，それが非常に混み

お金もかかり不便なので，もっと別の所に勤め先を変えたほうが良いのではなし、かということに

なれば，その勤め先を変えることまでするのではないかと推察されます.あるいはある所へ勤め

る人がどこにその住居を定めるかというときに，交通事情まで考えて住居を選ぶのではなし、かと

考えられます.そうしづ効果がある程度まであれば，いまのような LP モデ、ルに合ってくるはず

ですから，本来の OD ベアなどというものには意味がないということになるわけです.

そして住居地域の収容人口あるいは就業地域の収容人口のほうは，その条件から決まってくる

信頼できるデータですが，個々の人がどこから何人くるはずであるなどということは事前に決ま

ることではなくて，交通の状況によって影響される部分であるわけです.そういうことを考えま

すと，短期の需要に対しては OD モデルはたしかに意味があるかもしれませんが， 10 年先 20 年

先の計画を考えるときには， OD モテツレで、はなくて，先ほどのようなちゃんと予測可能なものだ

けを使う LP 的なモデルのほうが良いのであろうというふうに考えております.この話はアメリ

カに行ったときに Charnes さんにもしたことがありますが，たいへん感心しまして，アメリカ

の交通関係の OR屋はいままでこの考えに立っていなかったが，この点では日本のほうがはるか

に進んでいるといってお世辞をいわれました.

もちろんこれは通勤客のような，輸送のほうからいえば，一種の単一財貨といってもよいよう

なものですから， こういうことがいえるのであります.しかしたとえば，農村から都市に大根や

白菜を運ぶのに対して，都市から農村に機械を運ぶなどというときに， トンだけでそれをインプ

ットして与えたのでは全然話になりません.大根で耕やしたり機械を食べたりするのが最適だと

いうような結論になるおそれがありますから，そうし、う意味で、は財貨には異なった種類があると

いうことを考えに入れて使わないと，いまの非 OD 的交通モデルにはならないとし、うわけです.

そこで私どもは，多種流問題と取り組みました.このように，モデルで‘もある分野で常識となっ

ていたものから離れてやってみるということには，相当積極的な意味があると思っています.
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7. 図書の探索

つぎは探索モデ、ノレの応用例で、す. これは Philip Morse さんの研究です.このリポートは，

Morse さんから直接送ってもらったものですが，“On browsing一一一the use of search theory in 

the search for information" とし、う題になっています. この browsing というのは，放し飼いを

している牛や馬が草を探して気に入った草があれば食べる，そういうようなことをし巾、ます.そ

れと同じように人聞が図書館のなかで開架式の書架の所を歩いて，気に入った本があればそれを

借りて読むようなことを browsing といいます. これは図書館の専門家の聞で通用している言葉

のようです.それについての探索理論の応用というわけで， Morse さんは，現在は停年退官し

て物理学科でOR を講義していますが，年に何編かこういうリポートを出しているような活動ぶ

りです.このリポートといっしょに送ってきたリポートのなかにはパトロールカーの最適配置の

問題もあります.その話は今日は申し上げません

図 2 が探索理論の核心を表わしている図です.ほしい本がある書庫の中に 1 冊だけあるとした

ときに，それにぶつかる確率が縦軸にとってあります.つまり，発見の確率です.横軸はρTjN

ですが，この Nはその書庫の在庫冊数，たとえば 2， 000 冊です. Tがそこで費す時間で，たと

えば 10 分間， ρ は照明の具合とか分野の特徴，それから， browsing をしている人の性質などに

若干影響されるあるコンスタシトです. Morse さんの実測結果によりますと， ρ の値は 100 から

200, 300 といったあたりだそうです.ですから仮りにこれを 200 と置きますと， 2， 000 冊ある書

庫の中を 10 分間探索したら， ρTjN=200x 10-;.-2, 000= 1 になります. これが 1 のときの発見確

率Pは約0.6です. p=  1-exp(一ρT/N) というのは，探索理論では一番先に出てくる非常に単純

な理論です.つまりランダムに探索したときの発見確率です.それを使って種々な実用的な結論

を導いているわけです.

その感じでは，だいたい 2， 000 冊ぐらいが手頃な書庫である.つまり一つの図書館でも分類

して 2， 000 冊ぐらいの単位に分かれていればそれでよいというわけです.それぐらいのものは，

browsing するのに適する規模であるが， 20， 000 冊となるとちょっと大きすぎる.それは 10 分や

そこら歩いてもなかなか当たらない.

つまり ρT/N=1/10 になりますから，

確率が低すぎて見つかりにくいわけで

す.そこから先を， browsing をやる

1.0 

人の問題と librarian の問題に Morse P, 0.5 

さんは分類しています.

librarian の問題としては，保存書庫

送りの問題，つまり書物を適当に引退

させていく問題がでてくるわけで、す.

現在書庫にあるうちの何克ぐらいを残

2 $ 

pT/N 

図 2 本の発見確率
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して，残りを保存書庫に送るのが最適であるのかという問題です.ある理論計算の結果のカーブ

ができております.たとえば先ほどのように， ρT/N が o. 1 になる.たとえば 2万冊の所で 10 分間

探すような状態になった場合には 2 割ぐらいは残して後は保存書庫に送ったほうが browsing

の効果が最適になるといっています.もちろん，冊数がへると興味を持つ可能性のある本の冊数

もへりますから，その意味で不利になります.しかし興味のあるものがあるときにそれを発見す

る確率が高まれば，相乗積のほうは高くなりますから，そうし、う意味で optimal があるわけで

す.そこで，こんなことを基準にして実際に purge しようではありませんかというのが Morse

さんの提案であります. これでアメリカはもとより，オーストラリアまでも実際の図書館の指導

に出かけるありさまです.そういうことを基本にした， Library Effectiveness とし、う書物を一昨年

ぐらいに出版していますが，非常におもしろい書物です.図書館の問題に OR 屋が目をつけたの

は非常におもしろいと思っております.わが国でもこれからやるとちょうど良いような問題であ

りまして，図書館システムをどうするかとしづ問題は全国民的な規模の問題だと思います.その

なかで，この種の探索理論が一つの基本的モデルを提供するものとして注目されるしだし、です.

8. 都市のモデル

つぎに都市問題についてお話します.これは今回の大会でもおそらく種々の角度から論じられ

ると思いますが， これについて私どもは，いくつかのモテ子ルを動かしである種の経験をしてきて

おります.そのなかで一つ重力モデルの影響を考えたことがあります.重力モデルを基にして，

たとえば碁盤目のような地域を考えて，星日の所にデパートがあるとします.そのときデパート

がお客さんを吸引する力は，その大きさに比例し，距離の α 乗に逆比例するとします.大きいデ

ノミートほど品物が豊富であるということで，吸引力が強いわけです.そしてお客が大ぜい来れば

テツミートはさらに大きくなるというようなモデルを設定して，その推移を追跡してみました.そ

のほかに，交通網のような簡単なモデノレで，お客が大ぜい乗れば，そこの路線がさらに発展して

いく，発展すればさらに多く吸引するというようなモテツレを動かしてみました.

それら全体を通じておもしろいと思ったことは，一つには α によって結果が相当基本的に違う

ということです.α が十分に大きいということは距離のファクタが相当効いてくるわけですか

ら，そうしヴ状況の下では平等化が進むことになります.さきの 9 偲のデパートはほぼ同じ大き

さで釣り合っていっせいに成長します.それに対して α がある限度以下に小さいと，距離の効き

方がそれほどひどくないということを意味するわけですが，そういうときには集中化が起こりま

す.あるデバートがたまたま最初に大きいと，たいへんそれが大きくなって他をやっつけてしま

うような現象が起こります.それで、独占化が起こるような α と，平等化が起こるような α との

境目があります.もちろんモデ、ルの設定の仕方によって違いますが，どうもその境目が 2 に近

いある値のところにあるというケースがかなりあるようです.そこで，これを重力法則と称し

て，万有引力の法則にあやかろうとし、うわけで 2 とし、う値をとることが相当多いのですが，そ

の 2 が適当か否かは相当客観的データと付き合わせて吟味する必要があると思います.それが 2
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であるか1. 6 であるかでまるっきり結果が違うというようなことがありえます.この指数に対し

てたいへん敏感であるということには私どももびっくりしました.

9. 新幹線のターミナル

それから規範的モデルもいくつかやってみましたが，そこで一番困るのは多目的ということで

す.いろいろな見方によって価値判断の基準が大いに違う.それに対してどう対処するかという

問題が，モデルとは別にモデノレを評価する方式の問題として， こういう都市問題くらいの規模に

なると，必ずといってよいほど起こってきます.それに対して私が多少関係した著名な例に，新

幹線の東京でのターミナルをどこに置いたらよし、かという問題があります.これは非常に影響の

大きい問題ですので，実際の場所は使えませんが，少し違った場所をわざと四つばかり選び，そ

れの相対的な評価を試みたわけで、す.それには方法としては， Churchman , Ackoff, Arnoff の本

に出ている「目的の重み付け」というところにある比較法を使ってみました.そして，方法とし

てはかなりうまくいくということがわかりました.この場合，都市計画的見地からの評価項目

L 乗客の便利さという見地からの評価項目と，そして国鉄当局として輸送の能率等の点から見

た評価項目など全部で 27項目があげられたと思います.それぞれを専門的な人たちが評価して

点数をつける.そしてそれに重みを掛けて加えた総合点数で、決めようという構造ですが，その相

対的な重みをどう決めるかというところが「目的の重み付け」のプロセスであったわけで、す.私

どもが考えたのは，こういうときに，専門家的な判断と，政治的・行政的その他の判断との，そ

れぞれの分け前に応じた適切な処理をすべきであろうということです.それを短絡していきなり

結論を政治家が押しつけてくるというのも良くないと思われますしまた専門家が高度の政治的

な判断が介入すべきところにまで口を出すのも職分を越えているのではないかということで，そ

のへんの調和が主な部分だと思います.これはあるシンポジウムで近く国鉄当局の方が発表され

ますので，具体的に何をやったかがそれで、おわかりいただけると思います.

10. Compact City 

つぎに斬新な発想、の一例をお目にかけたいのですが，こうし、う都市問題のようなものになりま

すと，従来の既成事実を基にしてそれを少し改良するような形ではろくなことにならないという

話です.それで思いきってシステム全体を新しい発想、で作り直すのが良いということですが，こ

れを抽象的にいうことはやさしいのですが，一つの具体的な斬新なモデルを出したものとして，

Dantzig さんの Compact City としづ書物があります.まだ仮りの印刷物ですが，たいへんおもし

ろい文献です.これは Dantzig さんが航空便で送ってくださったので，夢中になって読んでし

まいました.近くサンフランシスコの本屋から出版されるそうです.出たら翻訳も出ることにな

ると思います.

いままでの都市問題対策はみんな誤った解決法だということが最初のほうに載っています.ほ

んとうの街はもっと compact に作るべきであるというのです Dantzig さんの提案では， 200 万

© 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.



202 森口繁一

都市というのが一番良い最適な大きさだそうです.それを直径 5km ぐらいの円形の敷地に置く

ことができるというのです.そこでこういうものをたくさん分散配置するのがよろしかろうとい

うわけです.したがって，これは都市としては極度の集中をして，そういう都市を園内に分散配

置しよう，あるいは全世界に分散配置しようという発想であるわけです.

平田は 32 の sector に分かれています.そして上下方向は 16 層に分かれていて，全部 2 進法に

なっているのは，たぶんコ γ ピュータの影響だと思います.その一つの層の住宅地区の姿を見る

と，庭もあり，子どもの遊び場所もあり，歩道と自転車道と自動車道ははっきり層が区別されて

います. 1 層の高さは約 9m です.十分良く現在の技術を動員して設計すれば，非常に快適な住

宅環境が得られるはずでありますから，これを得るために必ず遠くの郊外に行かねばならないと

いうようなとらわれた考えは捨てるべきだということであります.飛行場はすぐ傍に作れます

から，他の都市との連絡は飛行機によるのがよろしかろうということです.

それから，この Comμct City の本の中にはいろいろな話が載っています.たとえば，いま問題

になっているゴミ処理等はどうしたらよし、かということに対して， tこいていのものは recycle し

ましょう，水でも空気でもたいていのものは循環させましようというわけです.ですからゴミな

ども循環できるものは循環させるわけです.しかし，そのためには一つの条件があります.主婦

がゴミ箱にゴミを分類して入れることがこのシステムを生かすために非常に大事な部分で‘して，

分類したゴミを automatic delivery return belt とし、う所にシュッとのせると，ズーッと運ばれて

行って自動的に処理されるようになります.この automatic delivery system というのは，このゴ

ミ処理システムからそれだけを切り離して実用化することもできるぐらいにおもしろいアイデア

です.つまり，物やゴミを運んだりするのに車を使うなどというのはまったくだめであり，この

ようにコンパクトになれば，それはむしろベルトコンベアのようなもので連続的に輸送するほ

うが，ずっと能率も上がり，コストも安いというような議論がしてあります.だし、ぶ時聞が追っ

てきましたので，モデルの話はここでやめておきます.

11. データについて

それからデータについてもいろいろなことを申したかったのです.たとえば， OR をやるのに

データが要る，しかしデータは容易に取れない， というようなところで停頓する例をときどき見

かけるのですが，そんなものではないということを時聞を費して強調したかったので、す.それに

はサンプリングとし、う方法があるということを OR屋さんにもよく認識していただきたし、という

ことであります.そのサンプリングについて， この機会に強調したかったので・すが， もう時間が

ありませんから，そうしづ言葉を吐いただけにしておきます.

それからここに持ってきましたのは一種のデータファイルあるいは大袈裟にいえばデータパン

クです.そういうものにして，たくさんのいろいろな種類のデータを一つに集めて， コンピュー

タの中に入れておくことに，相当意味があるだろうと思います. これは建設省の関係の仕事です

が，全国を 10km 平方のメッシュに分けて，その 10km 平方のメッシュごとのいろいろなデー
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タ，自然条件，人口，第二次産業従事者数，工場の数などの各種のデータを入れて一つのファイ

ルにして現在仕上げつつあります.そういうものを使って，たとえば全国に張る新幹線のネット

ワークはどう L、う形が最適か，あるいは道路網はどうだとか，次に着工するのはどこが良L 、かと

いうような問題に対して，あるアルゴリズムで答を出すようにしようではないか， というような

準備が進んでいます.そのなかでせっかくファイルがで、きたのだからそれを使った計算例をい

くつか出してみようというので，昨年度に行なった結果のなかから一つだけ抜き出してお話しし

ます.

それは例の rninirnurn spanning tree であります.県庁所在地を総延長の一番短い枝分かれ構

造の路でつなぐとしたらどうなるかを求めたのが図 3 です.何かおかしな走り方をしております

が，これはそうし、う見地から見たある意味の最適な道路網，交通網のようなものであるわけで

す.こういうようなことを，何かある特定の基準でやってみたいときにサッとできるというの

が，そういうデータベースを持っていることの一つの強みであります.

図 3 Minimum spanning tree 
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たとえば産業の再配置というようなことでものを考えようというときに， [f'日本列島改造論』

によりますと，工業用地は昭和 60 年には 28 万ヘクタール要るというようなことが書いてありま

す. 10km 平方のメッシュ一つが 1 万ヘクタールですから，これでいえば 28 個のメッシュがあ

れば，そして各メッシュ全体が工業用地になるなら，それだけで工業用地が充足できるわけで

す.メッシュが全部で 4， 300 個ありますから，そのなかから 28 個選ぶのはきわめてまばらな選

び方で、たりるはずです.それをただ漫然と成り行きにまかせておくと，熱力学の第二法則でウワ

ーッと平等化して行くことになります.それはあらゆるものの平等化をきたすわけで，おそらく

公害等も平等に拡がるでしょう.それに対して 28 個にうまく集中して，しかもそのなかに集中

の効果によってうまい recycling system を作るというようなところを目標にしてやれば，それは

「美しい日本」というイメージに合う配置になりうるのではないでしょうか.

これでちょうど時聞がし、っぱいになりましたので，データとか計算機について話そうと思って

いたことは全部割愛いたします.しかし先ほど申し上げましたように， OR の一番の骨頂はモデ

ルの活用というところにあると思いますので，モデルの話だけで、結構話としては意味があるので

はないかと思います.これで終わります.
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