
特集・モデルを解剖する 牧野都治・

阿呆かしこなモデルと解析

1. 銀座と農道

車で筑波山を越え，裏筑波に入ると東側一帯に

八郷町(やさとまち)の田岡風景が望まれる.山

の中腹に設けられている展望台に立っと，南北に

走る一条の道路が，白くくっきり浮かび上ってく

る.展望台の標識掲示板は，これを“広域営農団

地農道"と説明している.

私がはじめてこのあたりを訪れたのは 6 年ほ

ど前のこと.当時私は統計数理研究所に勤務して

いたが，ちょっとしたきっかけから，農林省、の仕

事のお手伝いもさせていただいていた.広域営農

団地農道(略して広域農道という)にまつわる問

題は，その一つ.

正式の研究題目は「農村道路網に関する整備水

準の決定方式と配置についての調査研究」という

長ったらしいものであるが，この研究を遂行する

ために，東京理大津村善郎教綬をキャッフとす

る研究班が組織されるとあ司て，私もその」員に

加えていただいた.

ここで，このプロジェクトについて・言ふれて

おこう.

従来農林省では，事業の一環として広域農道の

建設をとりあげてきたが，道路建設の希望が相つ

ぎ，毎年多くの要望が提出されてくる. そのう

ち，すでに30-40件が採択されていた.採択のめ

どとして，それが経済効果の大きいものであるか

どうかが，考慮されていたが、採否を判定するた

めの，もう少し具体的で説得力のある尺度がほし

いということになった.これが，このブロジヱク

トのはじまりである.そこで‘私たちは，モデル地
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区として茨城県八郷町を選んで研究を進めること

にした.この地域の農産物の主要な市場は，もち

ろん京浜地帯であるが，それら農産物を出荷する

ための道路の状況はというと，主として県道によ

っていったん石岡に出て，そこから 6 号線で土

浦・東京に向かう.しかし，八郷一一石岡聞の走

行が不便なことと，それにもまして 6 号線の渋滞

がネックになる. 石岡一一土浦間はわずか 16km

程度しかないが，これを走行するのに上・下線と

も 40-50分はかかる.夏場のひどい時には，朝土

浦まで豚を出荷するのに，途中で死なせてしまう

ことさえあるという.かくして，延長 29.4km，

幅員 6m ， 予算 13億円での，広域農道の建設とな

ったのである.

八郷町は 8 町村が合併されてできている関係か

ら，農協支所が 8 カ所にある.私たちは，それら

を単位として，農業生産における最適計画を求

め，その計画のもとでの年間輸送量がし、かほどに

なるかを試算した.そしてこれを土浦まで輸送す

るのに，従来の道路利用の場合，延べ何トン・時

になるか，また広成農道開通にともなし、，それが

どの程度に減少されるかをみた.

農道開通による経済効果は，走行時間の短縮ひ

とつをとってみても，耕作などの行き帰り，肥料

飼料などの入荷，さらには価格上昇・作目転換・

大型機械の導入による労力節減や，兼業の通勤時

間の短縮， レジャーの往復時間の節減などが考え

られ，それら多くの効果を総合して評価されるべ

きものであるが，時間的な制約もあって，このフ

ロシェグトでは，上に述べたように，農産物の出

荷に限定しての時間便益の評価をもって，ひとま
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ず区切りをつけ，レポート提出と相なった次第で、

ある.

一ーさて，話はかわるが，当時私はもう l つの大

きなプロジェグトと取り組んでいた.大震火災時

における避難誘導システム(略して避難システム

という)の研究がそれである.

以前から私は，デパートとか繁華街への人出の

調査にたいへん興味をもち，その測定法について

いろいろ研究していた.しかし国費を使って，デ

ミートにばかり入りこんでいたのではと，多少気

にしない面もないではなかった.ところが，ちょ

うどその頃，大震火災説が大きくクローズアップ

されてきたので，デパートへの人出の調査の経験

などを生かして，避難システムの研究をしてみよ

うと思い立ち，上司である青山博次郎部長にお願

いしたところ，さっそくお許しが出て，青山先生

をリーダーとする研究班を編成していただくこと

になった.その成果については，部分的にOR学

会で発表されたり本誌で紹介されたりしてきたの

で，ここではごく大まかな紹介に止めたいと思う

が，研究班のかかげた大義名分は， 1過密都市に

おける災害対策，とくに避難対策を講ずる J こと

にあった.そこでモデル地区として，東京銀座地

区を選定し，この地区内をいくつかのメッシュに

わけたとき，それらの地点にどのくらいの人がし、

るかを推定することから手がけることにした.そ

のねらいは，各地点に存在する人の数がわかれ

ば，避難場所に向けて，どの地点の人をどの経路

で強制的に誘導するのがよいか，またそうしたと

きどの程度の被害が予想されるかをハジこうとす

る点にあった.

もちろん，地震への恐怖が現実のものとなれ

ば，いわゆるパニック状態に陥ることは必至で，

強制避難誘導といっても，大衆はその指示にした

がうとはかぎらないだろうことは，火金みるより

も明らかであるが，このような試算をすることに

よって， 1 もし，秩序整然と避難したとしても，現

状からすると最低このぐらいの被害はまぬかれな
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いだろう」というようなことを提言したかったの

である.

しかし私たちの研究は，銀座地区内の人口を，

曜日別・時間帯別に推定するところまでは，かな

りくわしくなされたものの，避難システムの設計

そのものは，ほとんど手つかずで終わってしまっ

ている.

2. モデルのよしあし

避難システムの研究メンバーの中には，工学出

身の研究員も何人か加わっていたが，その中の l

人は，つぎのように主張してゆずらなかった.

「たとえば航空機の設計にあたって，機体の模

型を風洞内におき，各部へ影響する気流の作用を

調べたりするのと同じように，現象のモデル化に

際しては，なるべく現象そのものと寸分違わない

ものを作成することが望ましし、J と.

彼はまた，パニック対策についていうならば，

「実際に建物から火災を発生させ，アルバイトを

動員して，その時彼らがどのような方向へ，どの

ようにぶつかり合いながら逃げようとするかを観

察するにこしたことはないー….J などと，たいへ

ん物騒な話までもち出している.しかし私は， 0

Rでいうそテ、ルとは，決してそのようなものでな

いと確信している .ORにおけるモデ、ルとは，現

象そのものの描写ではなくして， r現象を分析す

るための“仮説の集合"である j と定義したい.

モデ、ノレの最適性と適合化に関する研究集会(代表

者:統数研鈴木義一郎氏)において，東海大教授

植松俊夫氏が， うまいことをいっておられる.

「モデルとは現象の近似であるシステムとして

考えるべきではなくて，現象の認識のための一つ

の表現形態として考えるべきであるJ と.

一ーまことに火、あてて妙というところであ

る.

それでは，前節で紹介した農道と銀座を，モデ

ルの観点から比べてみると，どうなるか.

二っとも，モデル地区.を選定しているが，これ
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ら三つのプロジヱグ卜に共通した面がある.それ

は，単に八郷地区ないしは銀座地区での農道なり

避難システムなりを考えるのが本来の目的ではな

くて，これらを一例として考究し，さらに普遍的

な規準をつくりあげようとするところにねらいが

あったことである.

ところでORは，まず問題があって， rそれを

解決するにはどうしたらよいかJ から進められる

べきものであり，決してモデルとか解析法が準備

されていて，それを応用してみようとするもので

はない.かりに一つの事例にぴったりのモデルが

つくられたとしても，それがORの必ずしもよい

モデルであるとはいえない.見かけ上は個々の問

題解決の手段として，モデルを設定するかのよう

に見えるだろうが(そして事実，それはそれでよ

いのだが)，実はそのモデルは， その問題解決の

手段であるだけでなく，第 2 ，第 3 の問題解決の

手段として，装いを新たに登場してくるものであ

る.

ここにあげた銀座地区と八郷地区とのOR的考

察におけるアプローチの仕方として， いずれも

「いかに早く，ある地点に送り出す(銀座では避

難させることであり，八郷では出荷する)か」と

いう点で，基本的には共通の基盤に立つモデルを

作成しているということを指摘しておきたい.

ここで，私たちの考えているモデルとは何か

を，もういちど整理してみよう.それは，解決し

なければならない問題があって，

「考えられるいくつかの代替案に対して，目的

達成の度合いを評価するために用いられる，一連

の数学的な，または論理的な構成」

のことである.

いいかえれば，まず解くべき問題がある.その

問題は各種の要因を含むものであるのにかかわら

ず，それらのかなりの部分を無視し，現実の状況

から，ある局面を抽象する.かくして，現実の状

況を理想化したものを作成する.この，理想化さ

れたものが，モデルである.したがって，どの要
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因を無視すればよいか，何が重要な要因であるか

を研究することがきわめて大切になってくる.つ

まり，現実に解析を必要とされているさまざまな

要因を分離し，抽象し，測定の尺度を与え，さら

にそれらの相互作用を記述することによってモデ

ルが作成される.しかし，意思決定のプロセスに

役立つモデルの設計は一般に困難な仕事であっ

て，モデル作成のための有用なルールはないとさ

え，いわれている.ただ，モデル作成にあたって

心したいことがある.それは，

「複雑性とか写実性，計算の可能性などがモデ

ルのよしあしを決定づけるのではなくて，それが

よりよい判断の基礎を生み出してくれるものであ

るかどうかで，モデルのよしあしが決まる」

ことである.

3. 阿呆かしこは粗にして精

世の中で，何かにつけてひき合いに出されるよ

うであるが，女性には四つのタイプがあるという.

カミしこカミしこ， アホーヵ、しこ

カミしこアホー，アホーアホー

がそれである.根っからの阿呆も困るが，かしこ

すぎてもきらわれる.アホーかしこがし、ちばんだ

というのである.

これと似たし、し、方で，大きなプロジェクトをこ

なすためのリーダーに要請される条件を考えるこ

とができる.すなわち，その人のもつまじめさと

才能について，つぎのように表示することができ

ょう.

1 型はいわば“かしこかしこ"型 3 型が“アホ

{かしこ"型みたいなものである. 1 型はいわゆ

表 プロジェクトリーダーの適否

タイプ[匙AZJ3 喜)l 適 否
竺 I_~~~___i_~_II!_ーと
2 竺L 一三-上 x 上三
3 型 x 0 @ 

J 型 |γ; 三?
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るエリート型であって，このタイプの人はどんな

問題もソツなくこなすが，あまりウマミのある解

は導き得ない.それにひきかえ 3 型は，一見不ま

じめに見えるが，型にはまらないすばらしい解決

法を考え出す. 2 型はORに不向きである.しか

し，このタイプの人は，生産ラインかどこかに配

置換えすると，魚が水を得たかのように，いきい

きしてくる. 4 型は，単独ではどうにもならない

タイプであるが，おもしろいことに l 型とウマが

合うことが多く，両者がタイアップすると，時にト

テツもない傑作を生み出したりすることもある.

モテ、ル化についても，同じようなことがし、える

のではなかろうか.

一見，八方破れ的ではあるが，その実，問題の

本質をピシッととらえたモデル一一いわば“アホ

ーかしこ"型のモデルが，概して有用なモデ、ルで

あるといってよかろう.

モデルと解析手段とのかねあいにおいても，同

様である.

図に示した 2 型のように，解析法に合わせて問

題を変形しモデル化したのでは，誤った解が導か

れてしまう.これに対し 3 型では，粗いモデ、ルで、

しかもキリッとした解析を行ない得ないモデルに

よっているが，解は的を大きくはずすことはない.

3 型こそ，真にかしこいモテ‘ル解析で、ある.

別なし、ぃ方をすれば，“阿呆かしこ"すなわち

「精を知って粗を用いる」モテ、ル解析が望ましい

というのである.

それでは節で紹介した二つの事例は，それ

らのどれにあたるかというと，農道はまさに“阿

呆かしこぺ銀座は“かしこ阿呆"に近いのではな

いかと思う.銀座での研究は，部厚いレポートを

いくつも生産したが，農道のそれは，いたって薄

い報告書 l つだけ.しかし農道は粗にして精であ

るのに対し，銀座は逆に精にして粗ではなし、かと

反省している.これは，農道のほうは，何が何で

も解かなければならないとし、う意欲をもって取り

組まれたのに対し，銀座には必ずしもそれがなか
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3 型(珂呆かしこ型);

図 2 つの型

ったという，問題意識の違いによるものでもあっ

たようである.
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解説

経営科学を生かして使うには? (1) 千住鎮雄
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