
雪解説

経営科学を生かして使うには? (1) 

一-OR ワーカーへの提言一一

千住鎮雄

最近，企業をめぐる経済環境は変化が急激であり，企 rORの実践」への進路をさぐるにあたって，まず，

業聞の競争ははげしさを噌してきた.企業が今後とも存 ORが企業経営の実践聞でその実力を十分に発揮しきれ

続し，かっ発展していくためには，科学的基礎にもとづ ない理由は何か，ということを考えてみよう.これにつ

いた迅速・的確な手を打つ必要があることはいうまでも いては「これからのORJ をテーマにした特集号 (1977

ない. OR/MS など経営科学とよばれる学問(以後簡単 年 7 月号)， パネル討論， その他において，多くの意見

にOR とよぶ)がその際に登場すべきただ 1 人の主役で が出されている.それらの中には，

あるとはいえないまでも，大きな役割を担った重要な登 (i) わが国の企業では，これまでORに対する真のニ

場人物の i 人であることはまちがし、なかろう. ーズが欠如していた.

ORはもともと実践を目ざして生まれたものであった (ii) たとえニーズはあっても， ORに対する理解が不

し，特定の業種ではすでに日常の仕事の中にすっかりと 十分なため，経営者がORの活用法を知らなかっ

け込んでしまったもの(たとえば石油精製業のLP のよ た.

うに)もある.しかし全般を見まわすと， ORのもって (iii) タテ社会のわが国の企業組織の中では，一般にス

いる大きな潜在的力が企業経営の実践面において，まだ タッフ部門に属する人たちの実力が発揮されにく

まだ十分には生かされていないように思われるのであ い.とくに，人脈に欠ける OR グループについてそ

る. の傾向が強い.

それには多くの理由があるだろうし， OR ワーカーの などのように，かなり根深い所にある理由も指摘されて

側だけでいくら努力してもなかなか解決できない問題も いるし， OR ワーカー自体につながる理由，それを取り

あるだろう.しかしたとえそうだとしても，もしも OR まく周辺の人たちの側の理由，などが指摘されている.

が本当に実践を目ざした学問で、あるならば，とにかく， ここでは，主として OR ワーカーの側に原因があると

実践面で成果をあげなければならない.今後のOR ワー 思われるものに焦点を絞り，簡単なコメントをつけなが

カーの示す実績によってORの真価が問われるのであ ら列挙して，今後の進路を探る参考にしたい

る.その実績をあげるためには，関係者の経験交流，切 (1) r現実の企業は多目標で，しかもその多くは金額

燈琢磨がぜひとも必要だと思う. 的に把握できないものだから， ORがよくやるように，

以下， OR ワーカーの i 人として(正確にいえば，本 金額的に把握できる側面だけいくら詳細に分析したとこ

当の OR ワーカーたらんと努力している 1 人としてわ ろで，経営の実践面で、は役立たない. J と思って ORの活

また，これまで経済性分析の理論と実践法に興味をもっ 用分野を非常に狭く限定してしまっている.

てきた 1 人として， \，、くつかの提言をしたい.その中に これはORのみならず，科学的方法一般に対する誤解

は，あるいは筆者の独断や偏見があるかもしれないが， である.企業の目標としてよくあげられるものには，市

それらについては読者諸賢からの建設的なご指摘，ご批 場占有率，顧客に対するサーピ、ス・信用，技術力の向

判をいただいて補足あるいは修正し，志を同じくする多 上・蓄積，人材の育成，好ましい労使関係，不況に対す

くの方々と一緒にOR実践化への進路をさぐりたし、と忠 る抵抗力，利益，社会的責任，などいろいろある.しか

う. もそれらのうち，利益や占有率以外の多くは金額的には

かりにくいものばかりである.したがって，利益や売上

1. ORが生かされなかったのは何故か 傾だけをいくら分析したところで“最適解"がユニーク

に決まるものでないのは事実であろう.
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しかし，だからといってそれらを無視して意思決定を

行なってよいということにはなるまい.ただ，分析の仕

方やその結果の表現方法がまずいために，上述のような

誤解を生む結果になりがちなのは残念である.OR学会

の論文誌にあらわれる研究の中に，企業の利益に直接結

びっくものが意外に少ない理由は，多くのOR ワーカー

が「金勘定に弱L、」ということもあろうが，また「多目

標とのトレード・オフに使利なようにORを使いこなす

技術」に弱L、ことも大きな理由ではなかろうか.

(2) r実際の企業では不確実な要素が非常に多く，し

かもその確率すらもわからない場合が多い.そのような

状況のもとでいくら理論を積み重ねたところで，その結

論が役立つはずがない. J と思いこんで積極的に活用しよ

うとしない.

確かに不確実な要素があるために，意思決定は非常に

困難になる decisions under uncertainty や under

riskに関する理論もいろいろ発表されており，それらが

役立つケースもあるだろうが，しかしまだまだ理論の抽

象度が高すぎるために，実践面に使えないものが多いよ

うである.

将来の販売量，販売単価，人件費，材料費，製品や設

備の寿命などが不確実であったとしても，それらが意思

決定におよぼす影響は決して同程度ではないし，あるタ

イプの意思決定に関してはあまり大きな影響をおよぼさ

ないが，別のタイプのものには大きな影響をおよぼすと

いうこともあるだろう.これらの要因をうまくふるいわ

け，感度分析その他を多角的に行なって問題を整理し，

絞っていくとし、う作業が，実践的ORにとっては必要で

ある.それによって現実の意思決定をかなり援助できる

という場合が多いのである.ORは“不確実"に対して

万能ではないが無力で、もない.要はその使い方にあるよ

うに思う.

(3) rORの手口は，多くの仮定を勝手に設け，実体

からかけ離れた簡略化されたモデルに変形したうえで解

析しているから，そこから出てくる結論が実務に役立つ

はずがない.経営の実体はもっと複雑だ. J と思い込ん

で，積極的に活用しようとしない.

企業の直面しているナマの問題をそのまま解析するこ

とは不可能で、あるから，簡略化は不可決である.問題は

むしろ， うまい簡略化は役立つが，まずい簡略化は役立

たないということであろう. うまい簡略化は“術"であ

えない.所詮， ORは数字のお遊びである. J と思いこん

でORの活用をはからない.

これは前項の逆の意見である.世の中には本当に複雑

な分析を必要とする問題もあるだろうが，また，必要以

上に複雑な分析をしている場合も確かにあるようであ

る.前者は，今後コンピュータの活用によって，実用性

がどんどん増していくだろう.後者は，ニーズに適合さ

せるためのうまい簡略化をすることによって避けること

ができる.

(5) r多くの場合，モデルから出てくる“最適解"は

実行が困難である.現実の企業は理論通りにはいかな

いJ と思って， ORの活用をあきらめている.

これは， もともとモデルがわるい場合もあるが，また

OR ワーカーが「実践的ORにおける最適解の意味と役

割引を知らないことによる場合もある.

もともとその「最適解J の前提になったモデルは，現

実を，経営者あるいは分析者の目を通して簡略化したも

のであったはずだし，それに使った基礎データには必ず

誤差が含まれている.したがって現実には，得られた解

が本当に最適である保証はない.

もっと本質的なこととして，経営における意思決定は

「八方にらんで決める J といわれる上うに，多目標のパ

ランスを考慮したうえで行なわれるのが普通である.と

いって，すぐに現在の「目標計画法 (Goal Programm・

ing)J にとびついたので、は，また企業の実体から離れて

しまうことのほうが多い.理論的には最適解こそが決め

手になるけれど，実践的立場からいえば，理論的最適解

を求めること自体が分析の最終目的ではなく，現実の意

思決定を助けるために役立つ情報を提供するのが目的で

なければならない.だから多くの場合， r“最適解"が役

立つ場合もある」とし、う程度に考え，多角的な分析をそ

えてリポートするという配慮がほしいのである.

(6) rわが社で遭遇する問題は，テキストに出ている

どの問題とも違う .ORは，他社で、は役立つだろうがわ

が社では使えない. J というようにORを誤解している.

どんな企業にもそのまま使えるとし、う理論はめったに

ない. レディーメイドの洋服が身体に合わなければオー

ダーメイドの必要が生じるのは当然で、ある.OR ワーカ

ーは，理論の本質を理解し，それを各企業の状況に適合

するように応用し得る実力を備えることが必要である.

って，そのための固有の理論があるわけではない.これ このほかに， ORに対するグレームはいろいろあげら

は主として， OR ワーカーの実力とセンスと経験に依存 れている.たとえば， ORは経営から離れすぎている.

するものであるが，経験の交流とすぐれた先輩の指導が ORの主人は経営か数学か. OR ワーカーは数学には強

とくに有効であろう. いが数字(とくに金勘定)には弱い.OR ワーカーは高

(4) r理論は複雑すぎるから現実の企業ではとても使 級な理論を知っているが，現実の企業経営を知らない.
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OR ワーカーは経営者の気持，役割，言葉を知らない.

OR ワーカーは，手法中心で目的中心ではない.OR ワ

ーカーは，どうでもいし、ような問題を，なぜあんなにむ

ずかしく解こうとするのか.OR ワーカーはもっと企業

利益に直結した問題を扱うことはできないのか.等々，

あげればきりがないほどである.

確かに，現在のOR ワーカーには未熟の点も多々ある

だろう.しかし，未熟なるが故に企業内で活用されない

のか，活用されないがためにOR ワーカーが育たないの

か，は疑問である.それよりも重要なことは，皆が力を

あわせて実践的ORへの道を切り開いていくことだと思

う.

2. ORワー力ーへのこつの提言

③ 
ノぐイの配分 パイの拡大

図 1 パイの配分と拡大

勘定がなされているが，とくに混同されぞすいのが「割

勘計算J と「損得計算J のこつで、ある.与えられた一つ

のパイを関係者に公平に配分する問題と，いっそう大き

なパイを獲得することを狙いとする問題とは，相互に関

係はあるが，分析上はハッキリ区別して考えることが大

切である.企業の場合，各部門で発生したコストをいく

つかの製品や，いくつかの期間に配分することが，制度

上要求されることがあり，その中のあるものは税法や商

法で・義務つをけられている(いわゆる財務会計).一方，い

íORの活用をはばむ壁J は，以上がすべてではない っそう大きな利益をあげる方策を検討するためには，こ

だろうが，かりにここにあげたような壁を前提として考 れらの人為的なわりかけを排除した計算が必要で、ある.

えたとしても，今後の進路としてOR ワーカーはどうす ともに大切だが，もともと目的が違うのだから，ときに

べきか，今後の努力の方向をどこに向けたらよいか，と たまたま両者が一致することはあるにしても，本来，計

いうことになると，人によって多くの意見が出ることと 算法や数値が違うのは当然である.ここでは便宜上，前

思う.過去十数年，経済性分析に関する「理論j と[使 者を割勘計算，後者を損得計算とよんで区別することに

い方」に興味をもってきた筆者の立場から，前節に述べ する.

た“壁"を脱んでいると，その皇室をくずすべき二つの攻 利益またはコストを目的として ORを使う場合には，

撃対象が浮び上ってくるのである.その一つは，我田引 ほとんど常にパイの拡大を狙ったものであるから，割勘

水になってまことに恐縮だが“金勘定"であり，他の一 計算ではなくて損得計算が必要である.割勘計算は，す

つは理論を“使いこなすための技術"である. で、に述べたように法的に強制されていることもあって，

金勘定に強くなろう 平くから企業の中に定着している.また，割りかけの計

すでに述べたように， OR ワーカーの中には，数学に 算が一般にかなり煩雑であることもあって，コンビュー

は強いが金勘定に弱い人が多い.OR関係の論文を見る タ化を考えるときに優先されるのもこちらである.一方

と，企業の利益改善と直接に結びついているものが意外 損得計算はそのような法的ノミックアップは何もないし，

に少ないことからも想像できるだろう .OR ワーカーは 特別な計算方式が別個にあるべきだとは，一見思われな

金勘定の出てくる問題から意識的に逃げているのではな い.そんなこともあって，企業の中で金勘定といえば多

いか. これでは経営者にORを売り込むのは困難であ くの場合，ほとんど自動的に割勘計算を指しているのが

る. 実情のようである.

また，金勘定を扱った論文の中で，とんでもない間違 多くの企業で使っているアワーレートという物尺は割

いを犯しているのを見かけることが稀ではない. とく 勘計算の代表のようなものである.たとえば，ある設備

に，データのとり方，判断指標の選び方に弱いようであ の減価償却費その他の固定的経費を，単位期間内の稼動

る. 時間でわった値(つまり hour rate) が8 ， 000円/時だっ

ORが金勘定から離れたのでは， QCや 1 Eのように たとしよう.この値は，稼動時間に比例して噌減する費

企業内でどっしりと自分の坐れる場所を確保することは 用も，固定的な費用も一緒にして人為的に割り算しただ

望めないように思う.企業内のスタッフとして，経営意 けのものであって，決して，この設備を 1 時間余計に稼

思決定にあたって有力な助言ができるためには，採算計 動した時に現実に 8 ， 000円だけ費用が増加するわけでは

算の基礎的な原則一一本当にごく基礎的で，常識的とし ないし，逆に，稼動時聞を 1 時間短縮したときに 8， 000

かし、いようのない原則だけでもよいーーをしっかり理解 円の費用が節減されるわけでもない.不況のために仕事

しておくことが必要であると思う. が少なくて入手も設備も余力があるときに，この設備が

一般に，企業内ではいろいろな目的で多くの種類の金 停電によって l 時間止ったからといって決して 8， 000円
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失なうわけで、はあるまい.好況でこなし切れないほどの

仕事をかかえているときにこの設備が 1 時間止まれば，

損失は通常 8， 000円以上になるだろう.

ORが扱うほとんどすべての問題では，このような割

勘用の数値をそのまま無批判に使うのは適当でない.た

とえば，経済的ロット・サイズに関連して出てくる「段

取時間の費用 J，予防保全問題，自動機械の持台数問題，

スケジュ{リング問題その他に頻繁にあらわれる「設備

の停止損失J ， 経済的抜取検査における I検査費用」や

「検査員の手待ち損失J など，時間とコストの関連にお

いて割勘数値を損得問題に間違って使っている例が非常

に多いのである.

また，固定費を割りかけた製晶別原価も割勘計算の代

表であって，プロダクト・ミックス，最適生産量決定，

在庫管理などのOR問題を分析するときに役立つ情報を

与えてくれるものではない.

損得計算の扱う対象は広範囲にわたり，理論や手法は

いろいろあるが， OR ワーカ{がその基礎 è;して最小

限，理解しておかなければなら広いものは，つぎの三つ

の原則であると思う.

第 1 に，分析の目的を明確に把握すること

第 2 に，何と何を比較するのかという，比較の対象を

明確にすること

第 3 に，それらの案の間で相違する要素は何かを正し

くつかみ，それによって費用および売上げ収益の総額に

どれだけの変化が生じるかを適切に推定すること

もしもこれらの原則が本当に理解されていたならば，

採算分析に関するばからしい間違いの大半は避けられる

と思う.後述の「実力テスト J の問題で各自ためしてみ

ていただきたい.

使い方の技術を体系化しよう

官頭にあげた「活用をはばむ壁J を見てもわかるよう

に，企業内でORが十分に活用されない大きな原因は，

ORの基礎となっている理論そのものにあるのではな

く使い方のまずさJ によるものが大部分のようであ

る.もともと，数学的理論そのものに何も罪がある道理

はない，

たとえば， 重要な制約条件を落としてモデルをつく

る，勝手な前提を置いて問題を変えてしまう，不確実な

要因からの逃げ方がまずい，考察の範囲が時間的にも空

間的にも狭すぎる，あるいは逆に広くしすぎて手におえ

なくなってしまう，最適解を得た段階で分析をおえてし

まう，多目標とのトレードオフに不便な形のままリポー

トする，既存の理論を強引にあてはめようとする，どう

でもいし、問題に血道をあげる，等々である.

これらを分類して，もう少し詳しく述べると，つぎの
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ように問題点を整理することができるように思う.

(1 )攻撃課題の取り上げ方がまずい.OR ワーカーが

プロとして月給をもらうに値する仕事をするためには，

「どうでもし、L、問題に血道をあげる」ことはやめなけれ

ばならない. r とりやすい大きな魚」を探すことが大切

で，そのためには，とろうとしている魚の大きさを，ご

く概略でいし、から事前に測ってみることが大切である.

「とらぬ狸の皮算用 J が必要なのである.

(2) モデルのっくり方がまずい.実情を反映していな

いもの，あまりにも忠実に反映しようとしてジャングノレ

に迷い込んで・しまうようなもの，簡単すぎるものP 時間

的ならびに空間的な考察範囲の区切り方がまずいもの，

多角的な分析に不便なもの，多目標とのトレードオブに

不便なもの， などいろいろある. これは[簡略化j や

「まとめ方」の技術と密接な関係がある.

(3) 不確実な要因の対処法がまずい.これは理論的な

研究の対象としても非常に魅力的であるが，実践的OR

の立場から見ればまたJJJjのアプローチが必要で，これま

た研究テーマの宝庫のように思われる.

(4) 分析結果のまとめ方がまずい.これはすでに述べ

た「最適解に対する過信J と結びついている場合が多

い.最適解が得られたところで、分析をやめたのでは，経

営者の意思決定をあまり助けることにはならないだろ

う.経営者が最適解の近くを探し回るのに使利なよう

に， また， 多目標とのトレードオフが容易になるよう

に，新しい方策を思いつきやすいように，整理したうえ

でリポートするという親切心がほしい.そのためには，

OR ワーカーが企業経営の実体を知り，経営者のニーズ

を知るための努力を怠ってはなるまい.

3. 金勘定の実力テス卜

ORを活用するときの基礎として， OR ワーカーがぜ

ひとも理解しておかなければならないと筆者が考える基

本的な原則は， すでに述べたように，たった三つであ

り，しかもそれらはほとんど疑問の余地がないと思われ

るほと.簡単かっ明瞭で、ある.しかし，それらが本当に理

解されているかというと必ずしもそうではない.それど

ころか，それらを本当に理解している OR ワーカーは，

残念ながら暁天の星のごとくに少数であるというのが現

実のようである.以下に示す問題で自分の実力のほどを

テストしてみていただきたい.

この問題は， \，、かにもふざけた問題のように見えるか

も知れないが，三つの原則の理解の程度を調べたり，そ

の本当の意味をかみしめてみるのに適しており，かつ短

時間でできるので，筆者がし、ろいろのところでよく使う
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ものである.また，企業の中にはこれらに似た問題，あ

るいはこれらの組合せになっているような問題がとても

多いので，ノミカにしないで試してみていただきたい.

問題 1 r もり J だけをつくっている小さなそば屋があ

る.月給10万円の従業員を 1 人使っている(固定給であ

って請負給ではなし、). rもり」の売値は 1 個 300円，材

料費および個数に比例する加工費は 1 個あたり 100円で，

そのほかに売上げ数量によって変わらない固定的な諸経

費(家賃，設備の減価償却，その他)が毎月 12万円かか

る.また，客にはおしぼりを出すが，そのコスト(おし

ぼり会社へのレンタル料)は 1 本 5 円である. r もり j

の売上げ個数は毎月ほぼ 2 ， 000個を中心にしてばらつい

ている.したがって，費用や利益を 1 個あたりに直して

みると表 1 のようになる.このそば屋には客があまり多

くないので生産時間には，かなり余裕があるものと考え

てよい.

質問

(1) そばを客にわたすときに手もとが狂って 1 個落とし

てしまった(不良品になった)のでそれを捨て，新たに

っくり直して客に出した(客は帰らないで待っていた)目

落としたがための損失はいくらか.

(2) 新聞にちらしを入れて宣伝すると， 200人ほど客が

ふえる見込みである. このちらし広告の費用がし、くら以

内ならベイするか.

(3) 客がおしぼりを使っているときに，こわい犬が奥か

ら出てきたので，客はあわてて出て行ってしまった.そ

ばはまだ着手されていない.この犬のためにそば犀はい

くらの損をしたか.

(4) 前聞において，もしもそばをつくってしまったあと

で犬が出てきて客に帰られてしまったとすると，その犬

のための損失はいくらになるか.

(イ) ほかに客(犬をこわがらない客)がいて，そばをそ

ちらに回すことができる場合と

(ロ) ほかに客がし、なくて，つくったそばは捨てるしか

ない場合，との 2 つの場合について答えよ.

(5) 客から 500円札をもらったので 200円つりを渡した

が，あとでそれがニセだと判明した.その客が入ってき

表 1 もり l 個あたりの計算

売値

材料費等の変動費

おしぼり代

人件費(10万円 72 ， 000 コ)

固定経費の配賦(1 2万円72 ， 000 コ)

利益

1978 年 3 月号

300 円

100 円

5 円

50 円

60 円

85 円

たためにそのそば屋はいくらの損をしたか.

(6) もし店員が注意すれば，お金を受取るときにニセか

どうか見わけられたはずだとすると，店員の不注意によ

る損失はいくらか(ただし客はその際，逃げ出さないで

本当の金を払ってくれるものとするに

問題 2 評判のいい「べんとう屋J がある.行楽シー

ズンの頃になるとフル生産しても需要に追いつかない.

ベんとうの売値やコストは表 1 のとおりである(ただし，

おしぼりのかわりに紙ナプキンを使うものとするに

質問

(1) 工場で，でき上ったベんとうを 1 個落として売物に

ならなくなってしまった.紙ナプキンだけは再度使用可

能である.落としたがための損失はいくらか.

(2) 作業改善によって増産ができるようになった.増産

1 個あたりの経済的効果はいくらか.

(3) 問題 1 の(5)の答はいくらか.

以上の 10聞に対して一応，答を出してみていただきた

い.問題は非常に簡単にされたケースであるから，すぐ

に答が出るかも知れないが，各問の文章が短かいので，

あるいは問の真意がつかめないかも知れない.そのよう

な問に対しては，ムリに答を求めないでもよい.あるい

は，前提条件をいろいろに置いてそれぞれの容を出しで

もよい.答を出してからつぎに進んで、いただきたい.

さてここで， OR的に見た計算の目的と比較の対象を

明確にしよう.問題 l の(1)は不良対策を検討するときに

出てくる問題である.不良低減策(たとえばお盆の改造)

を実施するには費用がかかるが，不良低減のメリットが

それ以上ならば有利である.OR的には，その場合のメ

リットを計算するのが目的であるから，不良が出た場合

と出なかった場合の違いを調べることが重要で、ある.割

勘計算(たとえば財務会計)では，固定費の一部も不良

損失として製品にわりかけることがあるが，普通はそう

してはいけない.

(2)については注釈を必要としないだろう.

(3)は，たとえば犬が出てこないように柵をつくること

の可否を検討するのが目的である.したがって，犬が出

てこないようにすることのメリットを求めたい.つま

り，犬が出てきた場合と出てこなかった場合との違いを

調べるのが計算の目的である. ある製品の受注が決ま

り，すでに一部分着手したところでその受注がキャン七

ルされそうになった.そこでキャンセルを避けるための

方策を練っている，というような場合がこれに似てい

る.

(4)もこれとほぼ同じである.製品がかなり標準化され

ていれば(ロ)のようにならないですむ.
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(5)は，不渡りになるおそれのある客をふるいわけるた

めに，客先の信用調査をもっと費用をかけても綿密にす

るほうがよし、かどうかを検討するときの問題に似てい

る.そのような客をふるいわけることができるかできな

いかの違い，つまり，その客が入ってきた場合と入って

こなかった場合との違いを調べるのが目的であって，そ

の客がホントの金を使った場合と，ニセの金を使った場

合との違いを調べるのが目的ではない.これはつぎの問

題(めである.

(6)は，代金回収の方法を改善して貸倒れを防ぐことを

検討しているときの問題に似ている.比較の対象につい

てはすでに述べたとおりである.

問題 2 は，好況時の企業をモデルにした問題であっ

て，不況時の企業をモデルにした問題 1 とは前提条件が

すっかり違う.しかし計算の目的，比較の対象について

は問題 1 とほぼ同じである.

きて，こうして計算の目的，比較の対象を明らかにし

たうえで再び上の 10聞を考え直していただきたい.前と

は違う答がし、くつか出てくるのが普通である.企業の中

の問題もこのとおりであって，計算の目的をあいまいに

したままで解析すると，とんでもない間違いを犯すこと

がある.

最後に，デ{タのとり方に注意していただきたい.す

でに述べたように， OR問題で金勘定が出てくるのは，

ほとんどすべて「パイの拡大策J を検討する場合であ

る.したがって割勘計算と混同してはいけない.第 3 原

則にのっとり，収入と支出の総額の違いを調べることが

必要である.問題 1 の(5)によって例示しよう.

客がこなければ費用もかからないが収入もない.その

客がくれば，おしぼりを出し( 5 円)，材料費などの変動

費(100円)をかけてそばをつくり，ニセの500円(表 2

ではカッコをつけて示してある)をもらい，おつり (200

円)をわたすことになる.したがって表 2 に示すように

収支の違いは 305円になる.人件費や固定経費は，総額

の違いを計算するためには無関係である.含めてもよい

し含めなくてもよい.正しい計算をすれば，いずれでも

同じ答になる.また，利益( 1 個あたり 85円)も関係な

い.そもそも，

利益の増分=売上収入の増分一費用の増分

という関係があるから，右辺の二つをキチンと計算すれ

表 2 (5)の計算

比較の対象 i 収入
その客がきた 1 (500円)

その客がこない o
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支出 収支

100円， 5円， 200円 -305円

o 0門

ば，利益の違いはその結果として出てくるものである.

「機会損失J という概念は確かに便利なものではある

が，その本質を理解せずにやたらにふり回わすのはケガ

のもとである.

こうして三つの原則を理解して計算すれば，目的にか

なった正しい値が出てくるはずである.正解(上のよう

な目的での正解)はつぎのとおりである.

問題 (1) 100円 (2) 39， 000同 (3) 200門

(4)の付) 200円 (4)の(吋 3∞円 (5) 305門

(紛 500円

問題 2 (1) 295円 (2) 195円 (3) 500円

l 題 10点として60点未満は落第である.実践的OR ワ

ーカーたらんとするものは，この程度の問題は直ちに全

部正解が出せる程度になってほしいものである.問題の

把握と基礎データの収集段階で間違いを犯すようでは，

せっかくの高級なOR手法が泣くであろうし， r使い方

の技術j を云々したところで砂上の楼閣のようにはかな

い幻影に終わってしまうのではなかろうか.

(せんじゅ・しずお 慶応義塾大学工学部)
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ダミー変数で折線近似を

回帰分析が日常茶飯事として用いられるようになっ

た.ダミー変数をちょっと工夫すると，層別とか折線近

似などの回帰モデルがつくれるので，カンと経験をおり

こんだデータ解析ができる.

回帰モデル Y=aO+alXl+a2X2+aSXS+s において，

X2， XS をダミー変数として人為的につぎのように生成す

る.

1) 層別

A層 X2=0， Xs=O 

B層 X2=1 ， Xs=O 

C層 Xz=O， Xs =1 と

する.

2) 折線近似

bb b2 を折点として 3 つの折

線で近似する.

X1主玉んのときXz=O

X1主~b2 のときXs=O

X1>b1 のときX2=X1-b1
X1 >b2 のときXs=X1-bz

Y 
__c 

h十α.~ ~B 

--戸 __Aα。+α2ド~

o X1 

図 1

Y 

o b1 b, X1 

図 2

(中国電力権藤元)
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