
官雪解説

経営科学を生かして使うには?(4) 
一実践のための簡略化の着眼点-

千住鎮雄

経営科学を「生かして使う J ことを考えるとき，どう 人の把撮している問題意識の程度がわかつてなかなか有

しても避けて通れないものの一つは[どのように簡略化 益である.

したらよし、か」とし、う問題である.あまりにも厳密さに その答として「コストがわからなければ値段が決めら

固執したモデルやJ正解J にこだわった手法は，とかく れないから困る J とし、う返事であれば，一応，価格設定

実践から遠ざかることになりかねない.そうかといって を目的にしているらしいことがわかる.しかし，その企

あまりにも簡略化の度が過ぎて実態からかけ離れてしま 業ではコストがわからないと本当に値段が決まらないの

ったのでは何にもならない.簡略化の程度はけっしてい か，とし寸疑問が出てくる.

い加減であってはいけないが，町、ぃ加減"であることが もしも， I指し値I の示された個別の注文について受注

必要である. の可否を判断したいのなら，いわゆる製品別原価を求め

従来の経営科学/ORの文献では， I どのように簡略化 るときに必要な複雑な割掛け計算は不要で，そのかわ

するか」と L、う問題を正面からとりあげることはあまり り，その注文をとるかとらないかの二つの場合について

なかったようであるが，筆者の感じでは「実践を目ざし 優劣を比較するのに役立つ情報が必要になるはずであ

た分析の成否は筒略化の巧拙による J といってもし、し、過 る.

ぎではないとすら思われるのである たしかに世の中には，製品別に原価を計算し，それに

以下J役に立つ簡略化j を目ざすための着眼点をいく いくばくかの金額を上乗せして販売価格を決めるという

っか列挙してみよう. 場合もあるだろう.その時には，適当な割掛けを含む製

品別原価計算が必要である.しかし一方，製品の市場価

1. 目的を掘り下げて問題を簡単にする 格というものが，特定企業の製品原価とは独立に決まっ

ている場合もまた非常に多い.そのときにはおそらく，

何事かをするにあたって，その真の目的を掘り下げて 適正価格を決めるのが目的ではなく，その製品分野へ進

確認しておくことが必要なのは，何も OR問題に限るわ 出することの可否を判断したり，あるいは，数ある製品

けではない. 1 Eでも QCでも，バリュー・アナリシス の中から生産・販売の重点を置くべき製品を決める，な

でもワーク・デザインでも，その他多くの理論や手法に どのような損得計算のシステムが必要になるはずであ

ついて，ほとんど常にこの点が強調されている.それで る.こういう目的の場合には，第 1 回で述べたように複

もなお，不明確または見当違いの目的を，ムダな時間や 雑な割掛けを含む計算はいらないことになる.

コストをかりて追いまわしていることがある. 場合によると，その企業のコスト情報システムの真の

目的を掘り下げていく場合にこの分析の目的は何 狙いは，第一線監督者が問題点を早く確実に発見するこ

か」と正面から当っていくよりも， I これをしないと何が とであるかもしれない.それならば，コストに換算され

困るのか」というように，逆の方向から順に整理してい た↑吉報を l カ月おくれて見るよりも，それこそ管理関な

くほうが効果的な場合が多いようである.つぎのような どを使って物量そのものを見るほうがよほど早く，わか

例を考えてみよう. りやすく，原因探求にも便利であろう.こういうオベレ

よし製品原価に関する有益な情報システムのあり方 ーション管理の目的にはコスト計算が不要な場合すらま

や，そのすぐれた実例jを知りたいという質問をうけるこ れではない.

とがある.その際， Iその情報システムがないと，どんな 現実は必ずしもこのように簡単ではないが，目的の明

時に，誰が，どの程度困るのか」と尋ねてみると，その 確化によって問題も簡単にすることの効果は大きいもの
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で、ある. げる 1 台あたりの製造原価(割り掛けが含まれたもの)

を調べて，減産による「コスト・アップj の額を求めた

2. 考察の範囲を狭めて問題を簡単にす.@ り，減少してしぺ在庫量とそれをつくったときの過去の
コストなどから在庫金利の違いを調べたり，予想される

取扱う問題の考察範闘をうまく区切るということはな 売上げ収益にまでも気を取られたりしたら，問題は非常

かなかむずかしい.広すぎると解析が煩雑になるし，狭 に複雑になり，かっ，正解からは遠ざかることだろう.

すぎると実態とは違うモデルになってしまう. まず，考察すべき時間的範囲を考えてみよう. A , B 

一般に，優劣を比較しようとしている代替案のどれを のいずれを選ぶにしても7カ月日以降の生産量は同じ900

選ぶかによって，いろいろな面に相違が生じるが，モデ 台になるから，分析は第 6 カ月でとどめてよい.また，

ルに組み入れるときの考察の範囲は，時間的にも空間的 過剰在庫になっている製品のために過去において使って

にも，それらの相違点がすべて含まれるように充分に広 しまった費用は，いずれの生産計画を選ぶにしても不変

くなければならないが，といってむやみに広いのはダメ である(経済性分析の用語でいう「埋没費用J である)

で，その中でもできるだけ狭いほうがよい. から，これも計算の対象から除いてよい.したがって，

簡単にいえば，考察の範囲は「充分に広く，しかも， 考察すべき時間的範囲は現在から 6 カ月間だけ考えれば

できるだけ狭く」とることが望ましい.簡単な問題であ よいことになる.

ればこの考え方だけで適切な範囲を決めることができる 一方，空間的範囲としては，この製品をつくっている

し，事実，そのような問題が多い.しかし問題が少し複 自社のいくつかの職場を含めることになる.

雑になってくると，次項で述べる方法を併用しないと決 売上げ収益は計算から除いてかまわない.なぜなら，

められない場合も出てくるので，そこでまとめて考える どちらの案を選んだとしてもここ当分 900 台売ることは

ことにしたい. 同じで，売上げ収益の総額にも，その入金の時期にも遠

いがなし、からである.

3. 収支の相違分をにらんで問題を簡単にする コスト面で総額の違いを調べるためには，工程ごとの
アワー・レートも台あたりの製造原価もいらない.

割り掛け計算の値に目を奪われず，収支の違いをにら 必要なのは， 100台ならひ'に200台余計につくるときに，

むことによって問題が簡単になる場合が多い. 現実に増加する費用だけでよい.このような不況の場合

第 2 回の在庫問題の例を再び考えてみよう.小型タイ には，どちらの案をとっても人件費の合計は変わらない

ヤと大型タイヤのどちらを先につくるかによって職場の と考えてし巾、だろうから，これも除いてよいのが普通で、

在庫量は違ってくるが，その企業が月々に支払う材料代 ある.材料費，外注加工費，その他の変動加工費の 6 カ

の額も時期も変わらず，入ってくる売上げ代金の額も時 月間の合計も， A, B のいずれを選んでも変わるはずが

期も変わらない場合があることを紹介した.そのような ない( 6 カ月間の生産台数の合計はどちらも 4， 200 台だ

場合には， (在庫)金利は不変であるからこの問題は，む から).どちらの案を選ぶかによって相違が生じるのは，

しろ経済性以外の角度ーから検討してよい，というように ただその支払いの時期だけで・あり，その結果金利に違い

簡単化されてしまう. が生じることになる.ただ，支払う金額が同じならその

過剰在痛を減らすための生産計画の立て方について考 時期が遅いほど有利で・あることに気がつきさえすれば，

えてみよう.ある製品を毎月 1 ， 100 台ずつつくってきた B よりはAのほうが金利分だけ有利なことがわかり，そ

が， 900台程度しか売れなかったので過剰j在庫が生じた. の違いも簡単に求められる.

ここ当分需要がふえる見込みはない.したがって生産を 同様にして第 1 月の生産台数600台よりも 500台のほう

落とすことによってその過剰在庫( 1 ， 200 台としよう)を が，それより 400台のほうが，…， 0台のほうが金利分だけ

なくすことになった.そこで， 得だということがごく簡単にわかるだろう.

:t庭計画A: 翌月から月産 600 台にする したがってこの在庫調整の問題は，経済性を比較する

生産計画B: 翌月から月産 700 台にする などという“OR的"な問題ではなく，工場従業員のモ

の二つのうち，どちらがよし、かを調べたい.適正在庫量 ラールに及ぼす影響，外注工場に与える資金面から見た

に到達するまでの期間は， Aの場合に 4 カ月， B の場合 打撃の程度，過剰在庫の品質保証上の配慮，などの角度

には 6 カ月である.なおこの製品はいくつかの工程を経 から検討すべき問題だったのである.

てつくられている. 考察の範囲を適切に決めること，収支の総額をにらむ

さてこのような問題を扱うときに，もしも各工程にお ことは，それぞれ別個に生じることもあるが，また同時
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に進めていかなければならないこともある.また以下に ストを事前に推定することは非常にむずかしいので，普

述べるように，この考え方はモデルを簡単にしたり，計 通は，厳密性を犠牲にして，その土地の時価をその土地

算を簡単にしたりする場合にも有効である. 代と考えてその考察の範囲を限定するなどのことがなさ

4. 厳密さを犠牲にしてモデルを簡単にする

簡略化にあたってもっともよく使われるのはこのタイ

プであろう.影響力の小さいファクターを無視する，明

日おこるかもしれない地震の生起確率を 0 とみなす，理

論的には多制約だとしてもその中のとくに強い制約だけ

に注目して i 制約の問題として扱う，などの簡略化はよ

くなされることであろう.

中でも，現実をそのままモデノレ化することが悶難な場

合に，厳密さが多少失われることを覚悟して，いくつか

の簡単なモデルに分割して扱うのはよくやる手である.

たとえば，経済的ロット・サイズを決める問題と安全

在庫のレベノレを決める問題とは互いにからみ合っている

のが事実ではあるが，一応それらを切り離して別々に分

析し，もしも必要があるならあとで丙者を見くらべなが

ら多少の手直しをする，などがこの例である.

また，厳密さを犠牲にして考察の範囲を狭く区切るこ

とは，ほとんどいつも行なわれている.たとえば，設備更

新の時期を今年にするか一定期間遅らすかの違いを調べ

ようとすると，その考察のWJ間を無限まで拡げない左正

しい比較はで、きない.そこで普通は年価法を使い，厳甲子i性

を犠牲にして範囲を短かく区切る工夫をするのである.

しかし範囲を狭くすることによって，モデルが現実か

らどの程度離れることになるかについてはいつも注意し

ている必要がある.A職場での作業を機械化し，それに

よって余裕の生じた人員をB職場で活用するとし、う場合

には，二つの職場に関係はあるが普通はそれらを切り離

して検討してもかまわない.しかし， A職場の設備を新

品に取替え，不要になった古い設備をB職場で活用する

とし、う場合には，同職場を一新して取り扱わないとおか

しな結論になることがある.

また，時間の区切り方が狭すぎるためにひどい間違い

をするということもある.たとえば，現在あいており，

かっ，売るつもりのない土地を何らかの目的に使うこと

にしても，そのとき，そのために土地代を支払うことは

ないが，あとで土地が必要になったときにそのツケが凹

ってくる.たとえば，代わりの土地を買わなければなら

ないように.

つまり，その土地を使うときに，それによって生じる

何らかの犠牲を将来に引き延ばすだけであって，けっし

てタダの土地が使えたわけではない.このような将来へ

のしわょせ (future obligation とよばれている)のゴ
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れる.それで、すむ場合も確かに多いけれど，いつもそう

とは限らないので一度確かめてみるだけの注意がほしい

ものである.

5. 簡単なニつのモデルで現実をはさむ

現実そのままではもちろんのこと，厳密さを多少犠牲

にしたとしても，モデノレ化がむずかしいという場合があ

る.こういう場合には，簡単に解析できる二つのモデル

をうまくつくって現実をはさみ打ちにするのが便利であ

る.

たとえば投資問題のように，長期にわたってキャッシ

ュ・フロー(収入や支出)が生じる問題を考えてみよう.

実際の資金の収支は年末や年初Jにまとめて行なわれるも

のではなくて年内随時に発生する.しかしそう考えると

計算が煩雑になるので普通はそれらがすべて年末に集中

されるものとみなしてモデルをつくる.こうすると，こ

の投資案からの利益やコストは，現実よりも利息分だけ

過少に評価されることにはなるが，いくつかの代替案の

優劣な比較するのが円的である場合には通常はそれで充

分である.

しかしこの程度の近似でよいかどうかが気になる場合

には，もう一つのモデノレ，すなわち収支がすべて年初に

集中すると考えたモデ、ルで・比較する. こうすれば現実は

これら二つのモデルの中間にあるので， fl円単に見当をつ

けることができるようになる.

もう少し複雑な例を示そう.流通コストを解析すると

きに，現実の復雑な道路網をトラックが走りまわるとき

のコストを，慨田11でよいから推定しなければならないと

いう困難な問題にぶつかることがある.たとえば大型の

郵便配送車を使えば満載したときの郵便物の量が増える

ので 1 カ月の延走行距離がL、くらか減るだろう.こうし

た関係があるから配送車の経済的サイズを検討するとき

には道路網の形状が気になるのである.

その際，図 1 に示すようなこつの極端な道路について

調べてみると便利で、ある.少し考えてみればわかるよう

に，放射型道路のときには 2 トン取の代わりに 4 トン tド

を使ってもその大裂であることのメリットが全然発衛さ

れないのに対して 2 点連結型の道路の場合にはそれが

100%発揮される.現実の道路網がどんなに複雑であって

も必す.これら二つのそデルによってはさまれている.問

題をこのようにとらえれば，延走行距離に及ぼす任意の

道路網の影響の程度を一つのパラメ{タであらわず方法
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A 放射型道路 B 2 点連結型道路

図 1 二つの極端な道路形状

に気づくだろうし，そうすればかなり簡単に解析を進め

ることができるようになる.

しかしそこまでし、かないにLても，これら二つのモデ

ルについて計算をしてみると，そのとき直面している問

題について輸送コストがせいぜいどの程度変わるかがわ

かるので，いっそう詳細なモデルや追加調査が必要かど

うかを判断することができる また，いま取ろうとして

いる魚の大きさを事前に見積もることも可能になる.

6. 無資格案を落として代替案を減らす

代替案の数が多いほど，最終的にうまい意思決定ので

きる可能性は増えるけれど，どう見てもとりえのない案

はなるべく早期に落としてしまうぼうカ込、ろいろな而で

都合がよい

たとえば，前回不確実性の考え方に関連して指摘した

ように，ぅ日他は不確実だが，それがいくらであっても B

案はA案に劣ることが定性的分析で確かめられる場合と

か，値段から見ても品質から見ても重さから見ても B案

はA案に劣る，などのことがわかっているならばBをや

めよう，という考え方(ドミナンス原理とよばれること

がある)であるから，とりたてていうまでもなく，放で

も行なっているこ左である.

しかし場合によると， ドミナンスの存在に気づかず，

いつまでも資材?のない案を落とさずに解析をつづけ，計

算をいたずらに煩雑にしていることがときどきある.例

を示してみよう，

合理化投資の候補として三つの代首的設備A ， B ， C の

有利さを比較したい.それらの初期投資額と年間の経費

節減額が表 1 ならびに図 2 に示されている どの設備も

10年間使う見込みである.

さて，各設備の相対的有利さに影響を及ぼすもののな

かに資本の利率 i がある.計算をはぶいて紡論だけを述

設備 A
設備 B
設備 C

表 1 三つの代後的投資案

初期投資額 年間節減額

2000万円
4000万円
7000万円

550万円
720万円
1250万円

1978 年 6 月号

利益ネ

24.4% 
12.4% 

12 , 2% 
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図 2 無資mな代子幸案の経理

べれば，利率 i がある程度大きいとき(i>6.6% のとき)

には，毎年の正味利益が図の線分 AA' ， BB' , CC'であ

らわされるので， A がし、ち liん有利で、ある(参考までに

注釈を加えれば，鎖線 ox の傾斜がそのときの資本間Jì'i(

係数に等しい.したがって点 A'， B' , C' の高きが， .1子

設備を使ったときの投資額と金利とを年間費用にならし

た額になっている).

しかし，もしも iが小さい (i <6.6%) ならば各案の正味

不IJ益は AA"， BB" , CC" となるので C がし、ちばん有利

になるがどう変わろうと， B ヵ:最詳になるこ止はけ

っしてない.つまり B は無資格案である.

物価上flーを考慮に入れてい日l じである.物価がJ-J'l・す

るときには実質金利が低下すると考えられるから， 上述

の利率 i が変わると考えた分析で、すむ.

また，これが専用機のたぐL 、であって製品寿命と illi命

をともにするなら;'Í，これも同様に考えられる • J，子命が

短かければ，投下資本を18l収すべき毎年の金額が一定率

変わることになるから，鎖線 ox 主たは OY の傾斜が

J正ってくる.したがってこの場合でも優劣を競うのはA

と C であって B はその際の決勝戦には殺場しないの

である.

このように，下に向かつて 1"1に仕っていろ頂点のB案

は無資格として治としてかまわない.

この例では無資格案が一つしかないので大きな魅力が

感じられないかもしれないが，非常に多くのf~答案やそ

れらの組合わせ案が考えられるときの資源問分の問題な

どでl 上たきな!，'，UH>:: 発附する場合が多い.

7. 収支をにらんで計算を簡単にする

収支をにらんで問題自身を簡単Jこすることについては

すて‘に述べたが，汁算ーだけ簡単にできる場合はもっと多

い.本質的には!日j じ考え方だが， 2 ， 3 の仰!を迫力日しよう.
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たとえば，生産のロット・サイズを変えることによっ 販売価格の影響力がし、ちばん大きいが不況のときたら無

て段取時間の合計が変わり，稼動時聞が変わっても，そ 視できるのが普通である.

の職場における人件費の総額に違いが出てこないならば プロダクト・ミックスを検討する場合には，おそらく

(不況のときにはよくあり得ることだが)，人件費を除い 売値の影響がいちばん大きいだろう.限界利益が変勤務

て計算してもかまわない.たとえ他の職場から人を応援 よりも大きいならば，所要時間の影響力がつぎに大きい

してもらっても，あるいは逆に，余裕の生じた作業員を だろうが，逆ならば変動費のほうが所要時間よりも重要

他の職場に応援に出しでも，その工場で支払う人件費の なファクターになることが多い.短期的なプロ夕、クト・

総額が変わらないならば人件費を除いて計算しでも上 ミックスの場合には，人件費や減価償却費は無視してよ

い. いが，長期的問題になると，多くの製品の撤退や新分野

いずれにしても工場内の人の移動は工場自体の損得に への進出を決めるうえで非常に大きな影響力をもつよう

は無関係で、あるし，工場開の人の移動も全社的な損得に になる.

は関係ない. I コップの中の嵐J のようなもので，それに 感度分析は日頃，誰でも使っているものであって5J1jに

よってコップの水は増えもしないし減りもしない. 目新しくはないが，どんな問題を分析する場合にも，念

企業内の各部門の業績を明確にしてモラールの向上を のため，いつも意識して感度分析をするように習慣づけ

はかるために，部門別の原価や利益を調べたり，あるい ておくのがよい.

は独立採算性をとり入れたりすることがある.それなり

に有益なことではあろうが，そのためのコスト資料など

をそのまま OR問題に使うのはきわめて危険である.

たとえば，営業部門から総務部のコピー・センターに

資料のコピーを依頼すると，後者はキチンと原価を計算

して(人件費も減価償却費も含めて)その代金を前者に

請求する.前者はこのようにして決まる社内でのコピー

代金と社外に頼んだときの代金を比べて有利なほうを選

んでよい.その結果，社内のコピー・センターでは人も

設備も遊んでいるのに，コピーの仕事とその代金が社外

に流れ出るとし、う結果になりかねない.

部門別に責任を明確にすることも必要だが，このよう

なやり方だと，コップの中の水のやりとりと，水の増減

とがまざってしまうので，正しい採算分析をしようとす

ると計算が非常に複雑になるうえ，間違った結果を出す

危険もふえる.

8. 感度分析によって計算を簡単にする

前回に述べたハマースレイ鉱山の例のように，たとえ

埋蔵量が10分の l になっても目的とする利益の額には大

きな影響を与えないというような意外な事実を発見する

ことがある.要因が目的関数にどの程度影響を及ぼすか

を調べ，影響力の小さいものは除いてしまうか，適当な

値を使ってすませてしまうのがよい.し、くつか

の例を考えてみよう.

同じ設備が故障した場合，好況のときには生

9. 適切な判断指標によって簡略計算の有用性

を高め{)

全部原価を使わないで、変動原価を使ったり，利益や費

用の絶対額を求めないで、差額分析で代用する，などの考

え方で計算が簡単になることはすでに述べた.これをも

う少し発展させたものが「差額の効率j ないし「限界効

率J などとよばれるもので，判断の指標としてなかなか

便利なものである.第 2 回で扱った経済的ロット・サイ

ズを求める問題で一つの応用例を説明した.

一般に，効率指標というものは，代替案の経済的有利

さを比較しようとするときにはとくに注意が必要だが，

順序がつけられるという長所があるので，応用の面から

見れば非常に便利な道具である プロダクト・ミックス

の例で考えてみよう.

ある工場で10台の大型押出成形機を使って，表 2 に示

す 4 種類の製品のどれでも，いくらでも(上限数量以内

ならば)つくって売ることができる.この工場では毎月

人件費500万円，減価償却費1 ， 100万円，固定経費 300 万

円かかっている .1 カ月に使える総生産時聞が 1 ， 600時間

のとき何をどれだけつくるのがよいか.

この種の問題に対Lて，製品別に全部原価を求めても

役に立たないのが普通である.また限界利益の大小だけ

表 2 プロダクト・ミックスの例

A B C D 

産低下を招くのでその損失は大きいが，不況の 販売価格/個 760円 940円 1000円 1300円

300円 400円 650円 600FJ

0.02時間i 0.06時間 0.01時間 0.05時間
ときには影響が非常に小さく，修繕のための材 材料費・変動加工費/伺 l

料費だけを損失と考えてもすむ場合がある.設 加工標準時間/個
備の保全計画をたてる場合に，好況のときなら
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図 3 製品の効率と優先順位

を見て判断するのも正しくない.同僚に，売値に対する

変動費や限界利益の率を求めても参考にならない(これ

らの指標で・製品の優先順位をつけている企業はなかなか

多いが・・・).

いろいろな理論が使えるだろうが，ここでは「単位時

間あたりの限界利益j とし寸指標を使ってみよう • tこ左

え 'i製品 A では，

(760円 -300円) -:--0. 02=23, 000円/時(1)

となる.他の製品についても同様に求め，その成績のよ

いものから順に並べたものが図 3 である.これから明ら

かなように， C と A を全部， D を 300時間分つくるの

が最善であることがわかる.

ここで分析をやめてよいのなら，この効ネ指標の長所

が充分には発揮されない.

残業(外注依頼でも同じだが)すると時間あたり

14， 000円以上もかかるなら残業による増産には魅力がな

いが，それ以下なら浅業による増産が有利である.その

ときの利設の差額は一目瞭然、なので，その職場の労働強

度，他の職場との残業の不公平など，八方をにらんで残

業の可存を決めるのに便利である.

また，この図を見ると限界利益や加工時間の推定値に

20%程度の誤差があっても製品の優劣の順位が変わらな

いこともわかる.式 (1) の構造が簡単だから，加工時間の

短縮，材料費の節減，品質改善による売値のアップ，な

どによってどれほと'の効果があるものかがごく簡単ーに求

められ，事前の宝さがしに便利である.

A , B, C, D のグルーフ白わけは，数百を越える品種を

JORSJ(vol. 21 , no. 2)掲載予定論文リスト
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図 4 優先順位の時間的変化

ごく大まかに層別したものであっても，大体，時間あた

りの限界利益が 14， 000円程度だということがわかるか

ら，各製品グループの中でいっそうきめ細かし、判断をす

るのも容易で、ある.

この指標を使うと長期的な製品計画にも都合がよい.

かりに，製品A の売値は今後毎年 4%ほどしか値上げ

できない見込みであるのに，材料費等は毎年約10%のア

ップが予想されるとき，経過年数を n であらわすと，望

ましさの指標である(1)式は次式のように変形される.

(760( 1 +0. 04n) -300(1 +0. 111)} 

0.02=23, 000+2011 (2) 

他の製品についてもそれぞれの見通しを入れて分析し，

横軸に n をとってあらわした結果，図 4 のようになった

としよう.右上りの鎖線は人件費や減価償却費たどの同

定費の上昇を示す.

これを見ると，製品Cはいまでこそドル箱で、あるがそ

の魅力は急速に低下し 3 年足らずでA との順位が変わ

ること， Dはいまやっと利益をあげているが年もす

ると固定費を示す鎖線と交わる.すなわち， 10台の成形

機がその頃すべて健在なら依然、としてD の生産は有利で

あるが，もしも寿命のつきる成形機があるなら，新品に

更新してまでD の生産を刑事続するのは損である.それま

でによほどの改善ができない限り，その企業ば製品D の

分野から撤退することを考えるほうがよい.

ここでは効率だけしか述べられなかったが，一般に，
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適切な判断指際合選ぶと，短期的にも長期的にも開力的

/t.分析が可能にÎ;c り，みのり多い改詳の fl占1所も示[てく

れるものである.

10. 適切な理論・手法を使って簡単に解く

これは「適材を適所に使えJ ということであって，い

ないことが，われわれOR ワーカーの日襟であろう.透

かかhtこにはえる水平線のように，その終点に到来lする

ことはけっしてないだろうが，し、くらかでもそれに近づ

くと左を希いながら研鈴を杭むしかない k うである.

おわりに

まさらここで何をどの程度許いたらよいのかわからな 以とで 4 同にわたった連載を終わりたい.できあがっ

い!? た理論を「解説」するというよりは，筆者の主観を舌た

たしかに，限界分析や効率指標などはその便利さから らずに述べたにすぎなかったようである.また，なかに

いって実践的にはもっともっと使われていいので、はなし、 は偏見や独断もあったかと思う.しかしそれも ORを愛

かと思う.物価上昇の影響を“実質金矛IJ" で肩代わりさ するがためであり，そのいっそうの活用と発展をおうが

せるのもうまいやり方だろう. Certainty Equivalence ゆえのこととしてお許しいただきたい

の原理によって，確率変数を定数とみなして計算をすす 企業経営の実践の場において，理論を使いこなすため

めることも便利で、ある. の技術を体系化することは非常にむずかしいが，ぜひと

しかし考えてみると適材適所ということは当然のこと もしなければならないし衆知を集めればある程度役力

だが，実行するのは非常にむずかしい.なぜならそうす っ形にまとめられるのではなし、かと思われる.

るためには，多くの理論や手法をよく知っているうえに 今回の連載をめぐって，その改善案，有益な体験談，

問題の本質を見抜く洞察力と適当な妥協性があってはじ 誤解の指摘，などがあったら是非とも教えていただきた

めて可能となるように忠われるからである. い.建設的な多くのご怠見をいただいて内容を次第に修

しかし，どんな問題にぶつかっても簡単に解けるよう 正，充実してし、きたL 、ものと切に希ってし、る次第である.

に，充分の実力を身につけることを目ざして努力を怠ら (せんじゅ・しずお 段応義塾大学工学部)
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