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SOLE-Iogistics 

Sole という文字を見ると，食いしん坊の筆者など

はすぐレストランのメニューにある“安ぴらめ"のこ

とかと患い，また，人によっては， feme sole (独身

の女性)に胸をおどらせるかもしれません.しかし，

これは，

Society Of Logistics Engineers 

の頭文字をとったもので，れっきとした学会の名称で

す.そのジャーナルである Logistics Spξctrum の

君主新号 (1ヲ78年春)は Vol. 12, No. 1 ですから，学会

発足以来， 10年以上経過していることはたしかです.

筆者は寡聞にしてこの学会のことを知らず，昨冬

Virginia Polytechnic Institute & State University 
を訪れたとき，間大学工学系大学擦の工学普及部長

Benjamin S. Blanchard 教授から“logistics" を連

発されて大いに弱り，一体なんのととかといろいろ質

問をあびせて，ょうやくつぎの程度のことを知りまし

た.

Logistics は辞書君主引くと，後方業務，兵たん業な

どと書いてあります. 1 H 1 の宮内一郎氏によると

「後方支援J と訳すのがよいそうです.これはまさに

策事用語ですが，その点ではORも悶じことでしょう.

策事にかぎらず，あらゆる組織の活動は， strategy, 

tactics, logistics のささつにわけられる. strategy (戦

聖書)は仕事を鏡定し tactics 戦術}は仕事を行なう

のに対し， logistics (後方支援)は，仕事を遂行でき

るように資材を補給する.ここでいう資材のなかには，

物的資材のほかに設備・資金・人力・情報までも含ん

でいる. ということになりますと， logistics は非常

に君主要な概念になり，特定の機援を援すのではなくて，
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ear approximation method for solving a genｭ

era1ized rectangular distance Weber problem, 
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interdi富cip1inary なもの，いや， ORとまったく同

じものと考えねばならないように見えます.

SOLE の機関紙には， logistics をつぎのように定

義しています.

“The art and science of management, engト
neering, and t母chnic呈1 ac主ivities concern号d

with requirements, design, and supplying 

and maintaining resources to support objecｭ

tives, plans, and operations." 
こうなると，いよいよ ORの一部の手法と区別がつ

かなくなったので， SOLE の密際関係溺会長でもある

前節のプランチヤード博士がこの 5 ，Rに来日されたと

されぶしつけに聞いてみました.彼は rORは手法で

あるけれども， logistics は management そのもの

である j といいます.しかし，これだけの説明では，

トップ・マネージメントから技術スタップ，現場の磯

総長までを勧誘してメンバーにしている SOLE の活

動がどういうものか，じかに接したことのない者には

よくわかりません.そこで，米国ではOR ワーカーの

どのくらいの人数が SOLE のメンバーになっている

のかと恐る恐る伺いをたてますと， rそれは調査してい

なくてよくわからないが，一部のORワーカーはたし

かにメンバーになっている.米留のOR学会とは若千

競争関係にある J è洩らしてくれました. SOLE の日

本支部もやがてできるでしょうし(もうできているの

かもしれませんLそうなると OR学会との関係もいさ

さか微妙になることでしょう.たしかに SOLE のメ

γパーの層はOR学会よりも広しあえて大胆な想像

合すると，直接には戦争(企業の場合には生産)に加

わらないすべての人々のためのものとなり， トップか

ら QCサークルのメ γパーまでも包含する学会である

と考えられるでしょう (T.O.)
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