
特集・モデルを解剖する 若山邦紘・

ほどよい“うそ"を加味したモデル

なぜモデルをつくるのだろうか.それは問題解

決という OR本来の目的のためにつくる場合と，

直接は問題解決とは無関係につくる場合とがあ

る.このような議論は本特集の中の随所でいろい

ろな側面からなされている.鈴木氏，森村氏，高

橋氏らの記事を読んでいただきたい.

前者の立場から見れば，モデルは目的でなく手

段であり最終的に結果が出ないものでは意思決定

のためには何の役にもたたない.したがって，こ

のモデルが解けなくても，たとえ解がなくても答

を出すのがOR ワーカーの仕事である.そのため

には少々の“うそ"は大目にみていただかなくて

はならない.いや，積極的な“うそ"の利用こそ

ORの精神だといえる.国語辞典には，

うそ=事実とくいちがっていること

と出ている.自然科学で学んだ数学的モデルはあ

たかも真実の表現そのものと錯覚するほどである

が， ORのモデルはどんな素人にも事実とのくい

ちがいが明らかにわかるものが多い.とくに人間

のかかわりあうシステムでは顕著である.

われわれの社会で、は“うそ"は大体が悪いこと

と相場が決まっているが，モデルの世の中で、はい

くら“うそ"をついても法律にふれる心配もない

し，出てきた結果の使い方を間違わなければ大い

に“うそ"の効用を享受したいものである.

“うそ"の効用といっても，実際には問題の設

定から解を得るまでの各段階でいろいろな種類と

水準の効用がある.たとえば，問題を診断する段

階で， Iハハァ，これは LP病だJ と“うそ"をつ

いてしまえば，あとは計算機メーカーのお仕着せ

のMPSがうなりをあげて答を出してしまう.こ
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れは，定式化が容易で，さらに最適解が必ず見つ

かるというご利益を承知していたからであろう.

また，定式化してみたが解けないということは日

常茶飯のことであるが，いったん数学的な厳密さ

をかなぐり捨ててしまえば，その型の問題の大部

分のものに対して最適解に準ずるようなよい解を

出してくれる簡便法や近似解法が考えられる場合

が少なくない.

以下では，モデ、ノレ化の各段階で“うそ"を掘り

だしてみよう.

1. 問題設定の段階における“うそ"

「困った，困ったj といっている問題を定式化

可能な形に問題を記述することが行なわれる.学

校の教師が学生の試験問題を作成するとき，その

問題が定式化できて，しかも解が求められること

まで見通している.ある型の標準的な問題に対し

ては，このような見通しのもとに問題自身を記述

することができるだろう.しかし，一般的には問

題の認識の仕方によって問題の目的も変わってく

るし，制約と思っていたものもそうでなくなる

し，環境条件だと思っていたものも制御可能にな

ったりする.このように問題の境界をはっきりと

決めないうちは問題が確定しないが，このあたり

で、ついた“うそ"はもっとも影響の大きい“うそ"

になる.ある工場だけをみれば，フル生産が最適

解であったが，全社的に見ればこの工場の生産を

停止することが最適解になることがある .ORの

入門書では問題は与えられるものとしてあつかっ

ているが，与えられた問題が本当に問題であるの

かどうか疑問をもつことが大切である.現実の日
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常性の中に深くはまり込んでしまうと，現実を大

胆に否定してみるという“うそ"はなかなかっき

にくくなっている.制約の中で最適化を考えるよ

り，まず制約を崩す効果を調べるほうがはるかに

面白いことがある.このような問題の設定をいろ

いろの角度から試みたうえで問題を確定すべきで

ある.

在庫管理手法を学んだ者が在庫費用を節減する

ために，発注量を変えてみたり，発注点を変えて

みたりしようとする.このような問題設定のパタ

ーンに馴らされているからである.下請け業者に

一杯飲ませてリードタイムを短かくするほうが在

庫を節減してくれるかもしれない.また，部品を

標準化し共通部品としてトータルの在庫を減らす

ことも可能であろう.

問題を設定することに対し，なまじ OR手法を

知っていることが禍になってはつまらない.柔軟

な頭で与えられた問題の“うそ"を看破し，また

本当の問題を浮かび、あがらせるようなうまい“う

そ"で問題を洗練することが望まれる.とはいう

ものの，標準的な手法やモデルを積極的に意識し

ながら問題を整理することは，これ以降の段階に

おける手間や解を得る保証があることを考えれば

利口なやり方の一つではある.

2. 定式化の段階における“うそ"

ORのプロセスでこの段階の“うそ"がもっと

も OR的ではなぱなしいものといわなければなら

ない.ときには芸術的とさえ思われる“うそ"も

ある.現実の問題をあっかううえでは，モデルは

現実に似ているかどうかは問題でなく，モデルを

通じて得られる解や情報が役に立てばそれで十分

なのである.モデル学においては，モデルは現実

の抽象とし、う意味で似ていることが建前となって

いる.たとえば，砂糖の代用品としてのサッカリ

ンは化学的モテ、ルで、よく似ているが，米の飯の代

用食としてのふかし芋は似ても似つかないが目的

は果してくれたといえる.

1978 年 2 月号

さて，数理計画モデルにおける線形性の仮定と

か凸性の仮定や，確率モデルにおける独立性の仮

定とかマルコフ性の仮定など，すべて議論の単純

化→モデルの単純化→解析の容易化とし、う流れに

乗せてしまうための“うそ"である.現実は線形

であるはずがなくても，線形であると仮定した

“うそ"の効果は感度分析などで容易に評価でき，

解を補正することが可能なら文句はなかろう.変

に曲ったままモデル化すると，はじめから解けな

かったかもしれない.このような“うそほんとう

なモデノレ"は牧野氏の“阿呆かしこなモデル"に

通ずるところがある.

モデルづくりには構成要素聞の因果関係を記述

するという一面があるが，その因果関係がよくわ

からないところを確率変数の導入によって“うそ"

をつくることがある.たとえば，ある品物の需要

は何を分布にしたがうなどという.実際には需要

全体が偶然に決まるものではなく， 70%か80%の

部分までは確定的な因果関係があって説明がつい

て残りが偶然の変動と見るべきかもしれない.需

要はわれわれの手で動かせないのならば何々分布

というあっかし、方で不便はなく，むしろ面倒がな

くてよい.しかし，確定的な因果関係の側にわれ

われの手がとどく制御可能な変数が含まれていれ

ば，問題の様子は一変してしまう.ルーレットは

モンテカルロ法の解説などでランダムネスの代表

選手として話に出てくるが，カジノのディーラー

が本気になると，かなりの確率で制御可能になる

とさえいわれている.

また，分布しているものの評価を期待値でごま

かすことが多いが，注意を要する.たとえば， 1/2 

の確率で 100万円が当る宝くじが l 枚だけある.

この宝くじの収入の期待値は50万円であるから40

万円でこの宝くじを買うのは得である.しかし，

買う気になる人は少ないものと思われる.歪みの

ない硬貨をはじめて表がでるまで続けて投げる.

それが第 n 回目だったらア万円もらえる. この

賭けの参加料がいくらだったら参加するか.期待
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収入は∞だから参加費がし、くらであっても得であ

る.しかし， 100万円の参加料を払う人がし、るだろ

うか.期待値が評価の基準にならない例である.

定式化された問題がすべて解けるわけではない

から，問題が解けるように再定式化することが必

要になる.順序づけやスケジューリングの問題を

0-1 型整数計画問題に定式化するのは簡単だが，

実用的な規模の問題はまず解けない.分校限定法

のような列挙法によるか，それでも効率の悪い場

合はヒューリスティァクな近似解法によるかにな

るだろう.分校限定法では，簡単で精度のよいノ〈

ウンドをどうやってつくるか，し、かにブランチを

出すかが定式化の巧拙につながる.ヒューリステ

ィックな方法では名人芸の定式化が問題となる.

その他，最適制御のような変分問題を離散的に

近似させて線形計画問題に定式化したり，非線形

な関数を折線で表現したりするのはみな解析を容

易にするためにつく“うそ"である.

しかし，町は O または!という条件を，♂1一 1

壬 O かつ町(1 -Xj) 豆 O と非線形計画問題に定式化

するのは“うそ"ではなくトリックといわれる.

“うそ"は役に立たなければならない.

3. 解析の段階における“うそ"

定式化の部分と解析の部分とは一連の過程で常

にフィードパックがかかりながら煮つまってゆく

ものなので，日常ルーチン化した型の問題を除い

ては，それぞれの段階の仕事を別の下請にやらせ

ることは考えられない.したがって，境界をヲ|し、

てしまうことは無意味だが，ここでは一応話をわ

けて整理してみた.

モデルから正しい解が求まらないとき，この段

階における問題が発生する.厳密な解を見つける

方法が見いだせない場合，原理的には見つかるの

だが計算量が莫大になって実際的でない場合であ

る.いずれの場合においても，定式化の段階に戻

って“うそ"のつきなおしをするのは‘つの筋道

である.さらに，予測用のモデ、ルをつくったが過
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去の実績をも再現しないというように，モデル自

身が不適格と考えられる場合もある.これは定式

化における“うそ"が正に“うそ"だったので-ある.

もう一つの筋道は解き方にバラエティをもたせ

るために“うそ"をつくことである.離散{直しか

とらない変数を含んだ最適化の問題では微分法は

使えないが，場合によっては連続変数と思って微

分し，その結果を丸めれば正解が得られる.

厳密な解を求める算法が見つからない場合は，

近似的に最適な解を求める手だてを考えることに

なる.昨77年の 12月号の本誌で特集した IA法は

ネットワーク上の最適な流れを求めるための近似

解法である.ときには最適解に到達することもあ

るだろうが，近似解は最適解からとんでもなく離

れた解で、あるかもしれない.また，設備投資計画

問題における追加利益率法は組合せの問題の近似

解を得るための簡便法で、ある.いす'hも，実際問

題では容認できる“うそ"といえよう.

もっと細かいところまで H を向ければ変数変換

なども解を得るための工夫である.いままで歪ん

で見えていたものが，あっという聞にまんまるに

見えたりすることになるのだから面白い.

厳密な最適解が見つかる場合でも， 200万円の

iP佐費をかけて利益ラ00万円の最適解を求めるほう

が得か， 50万円の経費ですむ近似解法で利益 400

万円の最適でない解を求めるほうが得かは考える

余地もない.最適解を求めることが最適であると

いうのは“うそ"になってしまった.

粗いモデルを使って精密な計算をするのは馬鹿

ぼかしい.どこかのラジオ局が自局の視聴率は何

%になるかというので，キャスターが団地なとやへ

出かけてゆき，生番組でラジオから団地の奥さん

によびかける. 1何号棟の奥さん‘ このラジオを

聴いている人はパルコニーに出てくださし、」と.

128軒中日軒の方が手を振っていますJ. そうす

ると， 局の方で電卓で計算 L ， 1木1-1の視聴率は

げ.8571428%でした」という.この割算に“うそ"

はないが 2 桁日でさえ信頼できない.サンブ。ル
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数と信頼区間の関係は統計学で学ぶところだが，

これと同じようなことをORの計算の中でやって

いないと誰が断言できょう. 115% から 20% ぐら

いといっておきましょう」とでもいってもらえば

満足である.概算のほうが正しい情報を提供し，

詳細な計算のほうが“うそ"の情報を提供してい

るというのはし、いすぎか.

4. データの“うそ"

たいていの問題を解くには，モデルづくりにも

データが必要だし，解を求めるにもデータが必要

である.データが用意されていないと大破綻にな

る.所要のデータをとりにいくことが可能であっ

ても年に l 個のデータしか採取できないよう

な場合は，さし迫った意思決定のためにモデルが

使えない.まして過去のデータは何年待っても得

られない. “うそ"のデータを担造しなければな

らない.そのために，またまたモテ、ルをつくって

“うそ"のデータを発生させることが考えられる.

また，実際ほとんどのデータ自身に“うそ"が

混じりこんでいる.卒論で電気製品の需要予測を

している学生が「先生どうしましょう J と相談に

きた.第 t 年度の需要 Xt=新規需要 Yt +買増需

要 W，+買替需要 V， という基本式を考え y"

W" V， をそれぞれ決定するモテールをつくろうと

いうのである.実際に観測されているのは何年分

かの Xt と人口 Pt 及び普及率 rt だけである.そこ

で，新規需要 Ytの推定値 Ytを Yt=rt+lPt+l-rtPt

として耳石+Vt の推定値を Wt+V， =Xt-Yt とし

て計算した.そうするとこれが負になってしまう

年がでてきた.

どのような方法で観測し，どのような計算を行

なってつくったものかが明確でないデータがすべ

て真実と思って使うことはできない.データの

“うそ"を取り除いてしまう“うそ"が必要になる.

皆さん，上手な“うそ"を開発しましょう.
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~ rオペレーションズ・リサーチ」誌定価改訂のふ、願ぃ ; 

三 昭和51年 1 月，本誌が日本オベレーションズ・リサーチ学会の機関紙として刊行されてからはや

2 年が経過いたしました. この間，諸物価高騰の激しい経済的変動の中で現定価を維持しながら，

読者の皆さまへより新しい知識と，より迅速な情報をお届けすべく努力して参りました.

しかしながら，印刷費・用紙代の値上り， 人件費をはじめ諸経費の上昇なと守のため，読者の皆さ ー

まのご協力をあおがなくては学会運営に支障をきたす段階に立ちいたりました. 低成長時代と叫ば

れている今日， 誠に心苦しいお願いではございますが:3月号よりつぎの通り定価を改訂させてい

ただくようお願い申し上げます.

ただし，すでに契約済みの分につきましては， 次回購読更新時までは現行定価にて取り扱わせてー

いただきます.

なおオベレーションズ・リサーチ」誌の充実につきましては， 今後格段の努力をつづける所

存でございますので，今後ともご愛読賜りますよう切にお願い申しとげます.
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