
0 ・ R ・サ・ロ・ン

われわれが目ざすOR

A 本日のORサロンは， OR というものをどういう方

向にもっていったら良いか，新しい方向というものが何

かあるだろうかとし、う問題，学会が目ざす方向などにつ

いて考えていきたいと思います.

今日は大学で研究しておられる方，会社の研究所で研

究しておられる方，また会社の実際の業務にたずさわっ

て ORを実践しておられる方々に集まっていただいてお

ります.前回のORサロンで学生会員と話し合ったとき

に， OR とは何でしょうかというように，あらたまって

質問されると説明のしょうがないことがありました.0

Rの担当者として，部下を指導するのにどういうことを

したらOR といえるのかという問題もあると思います.

また， ORについての考え方について，若い人と一種の

断絶みたいなものが存在するのではないかというように

感じるときもあります.

このような状況のもとで，まず大学で教えておられる

ときに，たとえば，どういう方針で教えたら真のORが

学生にわかってもらえるのか，といったことについての

お考えをお話しください.

大学教育と OR

B 真のOR とは何かと聞かれますと大変むずかしいの

ですが， OR とし、う名前の講義で，私が， どういうこと

を教えているのかと問われると，これははっきり言える

わけです.

まず，基本的なテクニックを教えることが一つ.もう

一つは基本的な定式化のパターンを教えることです.こ

れらがまず基礎です.

そのつぎになると，今度は新しい手法を開発するには

どうしたら良いかということになりますが，これはもう

大学院です.
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これに付随して実際にある問題を解決しようとして，

計算する時にどうしても必要な数値解析の問題につい

て，その方法を準備しておきます.こんなところが大学

側の基本的な立場だろうと思います.

実際の問題をもってきて，どうし、う解法があるのか，

どういうふうに進めていったら良いかということもまっ

たく何もわからないところから始めてみるということ

は，教育の場ではまだーーまだというのは学生の経験か

らしてーーちょっと望めないのではないでしょうか.

C 私は，多少とも ORのヒストリカルなことをよくわ

きまえてほしいとし、う話をまずします.それからORの

各種の手法の基本的な思想，多少のテクニックを話しま

す.それらを説明するだけでOR概論の時聞はアッとい

う閲に過ぎてしまい，結局それっきりになってしまいま

すね.

マスタ{コースの学生の卒業研究になりますと，大変

実際的な問題にアプローチして，それに関連するテクニ

ックの練習をさせることになります.またその話題にか

らんだ定式化やテクニックの練習もあります.

しかし私が全般的にいって学生達に希望，期待するの

は， OR というものをそんなに特殊なものと思ってくれ

るなという，そうし、う態度で私は説明しているつもりで

す.

というのは，たとえば統計学のごく常識的なことが意

外とわかっていなくて，それでとんでもないデ{タを使

って何かするものだから話がおかしくなってしまう.い

くら OR と口はばったいことをいったって，まるっきり

土台が怪しげで‘ある，なんてことがどうも多々あるよう

な感じがするわけです.

そういう意味で， OR , ORなんて言わないでいいと

思います.し、かようにすれば，事実にもとづいて合理的

な各種の決定ができるかということです.そういう全体
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の判断活動の中のある一部分をOR，あるいはORの手 ある程度企業内に定着したとし、う判断もあって， ORを

法がこれをカパ{しているのだ，というふうに理解して 集中的にマネージするということは一応やめにしており

ほしい.こういう指導の仕方をしているつもりです. ます.本社の側から全社を見回すことは意識的にしてお

D 私は，ふだんは学校の外におりますが，同時に学校 りません.最近では，企業の繁栄と存続(going ωncern) 

でORの講義もしています.私の講義は理論も教えます の主張のためにコスト・ベネフィット分析や PPBS的な

が，単なる手法を話すのではなくどのように考えるかを 考え方をもっと的確にわかりやすい形で応用する必要が

学生にやらせることにしています.そのために問題を出 あると考えています.設備投資の経済計算が重要なテー

しますが，その問題は単なる手法の例題ではなく，どう マになっています.

考えたらいいかとし、う問題をたくさん出します.企業の F 私は研究所にいますが，ずっと ORをやってきたと

実際的な問題にしますと，これは学生には全然違う世界 いうわけではありません.たまたま何かの必要に迫られ

ですから，とてもわからないでしょう.そこでそれをま てとか，何かの問題が出てきて仕方なくというふうに，

ったく抽象化する手前の段階でおもしろく問題化してや いろいろ探しているうちにORが必要になってある程度

らせると，かなりいろいろな反応があるようです. 勉強せざるを得なくなったとかということです.そうい

あまりにも定式化した問題ではなくて，といって企業 うように行なっていくことがかなりいいのではないかと

に密着した問題でもないその中間の何かものを考えさせ いう気がします.

るような問題に取り組ませることが， ORに強くさせる 大学へ入って最初から，教育としてORテクニックと

によい方法ではないでしょうか"、う形でどんどんつめこまれでも，学生としては，何が

たとえば組合せで確率を計算する問題にしても，ちょ 何だかわからなくなるようなことになるのではないかと

っと色をつけるとずいぶん問題が現実味を帯びてきて違 思います.大学院でORの単位をとった人は，アプリケ

ってくると思います. ーションといったORの手法をほとんどマスターしてい

B ORの教育面に関していろいろの話が出ました.ー ますから，それをアプライする段階で問題意識をもって

つは具体性と実際性はちょっと違うのだということです いろいろ実行しております.

ね.実際問題をいきなり学生にぶつけても必ずしも効果 ORを学校で専門にしてこなくても，必要性からスタ

はあがらないけれども，なんらかの意味で具体性は必要 一トしてORを実行している人もかなりいるようです.

であるということですね.そのために， OR という分野 一般的には，多くの人はアプリケーショ、ノに注目して

が非常に多くのしかもしっかりした問題集をもっている おり一部の人が手法とか理論に興味をもっているようで

ことが教育上大切であることは事実であり，私自身もそ す.

ういう方向で努力してきたつもりです A 会社へ入ってから ORをはじめた人が，問題が出て

さて，企業の方におききしたし、のですが，企業の方と きてからやり方を考えるということで本当に間に合って

お話をするといっても「精神やセンスが大事で，むずか いるのですか.

しいことは要らんj といわれるわけです F 問題が出てきた場合に何とかして解決しなければ，

教える側としては，基本的なテクニックはちゃんと教 ということで勉強し，一応の解答を得ることはできると

えなければいけないしきちんとすべきことはきちんと 思います.ただそれ以上のことは望めませんが…田・.

教えなければいけない立場にあります.そうかといって A そういうやり方で後から勉強した人は確かにその場

最終的には実際の社会のお役に立たなければならない. かぎりの解答はある程度のところまでは得るのですが，

そこで，ではどういうふうにどういうことをきちんと まわりから見ると，もっと L巾、方法があるのではないか

教えたらいいのかという点について，企業の方からアド とか，ここでやめてしまうのは惜しいような場合もある

パイスをいただきたいと思います. と思うのです.その辺を指導するようなグループとか相

企業内のORの普及・指導

E 私どもの企業ではORの普及・指導といったことが

1978 年 9 月号

談所みたいなものは会社の中にはないのでしょうか.

F そういうものはありません.確かに新しい問題が出

てきて ORのアプローチを適用して答を出してひとまず

終り，つぎの問題が出てきてそこでサ可か考えて答を出
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すということを繰返しているのは問題でしょうね.

B 伝統的にレベルの高いようなところでは，それでも

問題はないのでしょうね.

E 私のところは若い人が多いのですが， ORをごく概

論的に聞いたという人が半分位で，他はほとんど聞いた

ことがないとのことです.それで、，もう少しきちんとし

た知識，たとえば統計学的なことを知っていれば簡単な

データ処理でももっときれいにやれると恩われることが

ままあります.ですから，やはり大学ではそういうこと

を教える時間にはある程度のことをきちんと教えてもら

ったほうがし、いと思います.

D 新しく入社してきた人たちには，教科書に書いてあ

ることしかできない人が多いようです.たとえばLPの

問題にしても，いろいろ考えた末に， LPになるのなら

LPの手法を適用すればよいのですが，最初に問題を見

たらその中に含まれる語や文章でパッと LPに飛びつい

て LPを適用してしまいます.自分で問題の中の本質的

なものを見つけてで、きるようになるまで筋のよい人でも

5 年位かかります.

要するに非定型的な問題がくると解けない人が多いよ

うです.企業で出合う問題は，本に出ていない問題が多

いのです.これを本当に解くにはいったいどうしたら良

いのだろうか.これは大変なことだと思います.

やはり全力をあげてなんとかして自分で出した解は，

それをもってし、いとせざるを得ないのではないでしょう

か.多くの人に聞けばもっとし、ぃ解があるかも知れない

から，多くの知恵をもった友達をつくり相談するのもよ

りよい解を求める一つの方法でしょう.

とにかく企業における本当にむずかしい問題を解ける

ようになるまでにはずいぶん時間と努力を必要とするよ

うな気がします.

企業に役立つOR

G 私自身が企業の中にいて毎日 OR と一緒に住んでい

ると，現状について非常に不満で，一種のフラストレー

ションをもっているのです.というのは，最近， このO

R学会の会員の推移を調べてみようということで少し調

べはじめたのですが，割とはっきりししたことは，一つ

は20年前に比べたら ORは割合普及したのではないかと

いうことです.

たとえばPERTやLPなど20年前と比べて相当発達し
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たであろうことは否定できない.

しかし，それにもかかわらずわれわれが企業の中にい

て，会社が大変な状況になったりして，これをOR的に

解いてやろうなんでいったって絶対にできませんよ.

ちょっとした方向づけ位には役に立っても，大きな問

題解決なんて形でアプライできるものはおよそないです

ね.だから毎日が不満で，一種のフラストレーションを

起こしているのですよ.

だからもう少し本当に企業に役立つORを目ざしてい

ってほしいという希望は非常に強いのです.

そこで一つの考えは，もっと若い人を鍛錬してOR人

口を増せば，やがてはORが育つフィールドができ，も

っと合理的なORが使えるだろうということです. 20年

前にもそうした期待，狙いがあったわけですが，はたし

てそのとおりになっているかというとやや疑問がありま

す.

もう一つは， ORI士会社の社長室とか企画室といった

トップポリシーを決める部門の先鋭な頭をもった人々が

どんどんリードしていくのだ，それがOR屋だという思

想があったわけて、す.少なくともそういう素質をもって

いなければOR屋じゃない，というような面があったの

です.それで，そういうグループが育っているかという

と，案に相違してまったく育っていない.どこへ行った

かというと，ちょうどコンビュ{タが出てきて，その周

辺にOR屋さんが吸い寄せられてしまった左 L、う現象で

す.

そこで 2， 000 人の会員の構成を調べていったら，こ

のつぎもう少し本当に発達させるにはどうしたら良L 、か

という何かが出てくるのではないだろうか.それがわれ

われの目ざすORだと思うのですが.

現在の世の中の問題は，構造改革を必要とするものが

多くなっているわけでト，構造改革なんてのは普通の人に

はできません.やはり OR屋さんに旗振ってもらわなけ

ればと思いますが・・・….

B ORが出てきた時，何を説いたかというと，まず，

ものにとらわれずに，知的に解決することを考えなさい

ということを主張すると同時に，科学の方法とはこうい

うものだということを強く説明していました.

ORの初期の教科書では何としてでも問題を解決する

のだというような，いわば精神論の部分と，こういうテ

クニックがあるぞという一群の手法とがありました.し

かし，次第にこのテクニッグの部分だけがOR という名
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前でよばれるようになったという印象をもちます.

初期にORをはじめられた方は，むしろ精神論の部分

に感激し，いくつかのテクニックをアプライなさった.

そしていくつかの手法が成功した部分もあるが，それ以

上にためになったのは前者のほうです.そしてこれをベ

ースに学校のOR教育に対して要求される.ところが学

校の機能はどちらかというと後者， テクニックなので

す.

もちろんこれだけじゃいけないということで，いろい

ろな試みがなされていますが，これもスタンダードなテ

クニックをある程度，会得してからでないと，学生には

なじまないのです.

ですから，精神さえあれば，テクニックは教えなくて

もし、し、ということにはならないわけです.

それに，学校で学んだことは一見役立つていないよう

に見えても実際は役に立っているはずなんです.学校で

ならったというそのこと自身を恩知らずにも忘れはてて

いるだけではないでしょうか.

H 私は企業の中にいて， ORを普及する立場にいるの

ですが，大学の教育自身はやはり基礎的なことをきちっ

と教えていただくのが基本だと思います.

その上にぜひ研究していただきいのは，問題解決する

ための思考力だとか一一ーもちろん基礎があっての話です

けど一一そういうものをどうやったらうまく教育できる

かということです.

これは何も大学で教育していただかなくても， ORの

考え方，実際の解き方，応用する訓練の方式などがうま

く開発されると，企業内でも独自にずいぶん訓練するわ

けなので，大変応用がきくと思います.こういうものが

意外とないのが実情です.われわれのところでも，いろ

いろの経験をふまえて問題をつくったり，テキストをつ

くったりして教育しているのですが， これが本当に効率

的かどうかわからない.

ORが本当に理解されるためには，企業の中のかなり

の人がそれの有用性をある程度認識し自分の仕事とし

ていろいろ試みがなされる必要があると思います.

われわれのところで新入社員対象に行なっている管理

技法講座などは，すぐにそれを使って問題解決すること

を狙っているのではありません.ものの考え方としてそ

う L 、う問題が出てきた時にそういうものに理解を示させ

る一つの手段だ，というふうに考えて進めている状態で

す.
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もう一つの重要なことは， ORの出発点というのは，

必ずしもすべての現象を数式化するだけで問題が解決す

るとは限らないということです.企業の問題はまさにそ

ういうものです.人聞がおり，いろいろの現象があり，

それら複雑な組合せの結果として何かの解決を得なけれ

ぽならない.

ところがORの問題だというと，すぐ数学展だとかO

Rの専門家を集めすぎる.もっと自由な発想が出るよう

な，まったく ORを知らない人たちも入れて議論し，そ

の過程の中である部分は必要によって数式化されてい

る，というようなことが大切で、はなし、かと思います.

その辺がORの問題とその周辺の実際の問題解決との

事離ではないかと思うのです.

そういう意味で，あらゆる角度から思考できるような

訓練計画みたいなものが開発されると，ある意味でOR

の目ざす方向が企業の中で定着する可能性があると思い

ます.そしてそうし、ぅ人たちが偉くなれば， もっと合理

的に会社を運営する方法を考えようというような発想が

生まれてくると思います.

G さきほどの私の話はこうしづ問題提起なのです.わ

れわれはOR軍の企業内尖兵としてやらされている.と

ころがまわりは皆精神論者ばかりで，もう少し合理的に

と思ってもはかばかしくいかない.そこで新しい予備軍

がどんどんORをマスターして入ってくれば，われわれ

OR軍が優勢になるだろうと期待しているのにどうもそ

うならない.

その辺に目ざすところがあるのではなし、かという問題

提起なのです.

I 極端なし、し、方をすると，われわれの期待する方向に

教育されて L、ないということですね.とにかく，基礎的

なテクニックは道具として当然教育してもらって，かっ

思考方法も必要なんだということは間違いないところで

す.

ではどうするか.

いまの教育はメチャクチャな詰め込みで，たとえば統

計では中学 1 年でかなり実用的なことを教えている.高

校 3 年の教科書では検定・推定まで教えることになって

はいる.ところが大学の理科系を出てきた人が統計をわ

かっているかというと，少しもわかっていない.ガリガリ

やって自由に思考する暇がないくらいテクニックが教え

込まれてし、るにもかかわらず，ちっとも身につかない.

また，忙しいものですから，思考方法もさっぱり訓練さ
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れていない.

私も時々講習会で講師をするのですが，課題研究を行

なわせる.だいたいの範囲を与えてその中で自分の輿味

ある問題を自分で選んで・自分で解かせるのです.

ところが何もできず，完全に時間を空費する.要する

に，テクニックも駄目，白分で勉強することも駄目とい

った駄目人聞が出てきているのです.

ですから中学・高校までは仕方ないとして，大学では

詰め込み教育は一切やらずに思考訓練みたし、なことを重

点にした教育を行なえば，ちょうどノーマルな人聞が出

てくるのではないかと思います.

B 学校というのは社会の価値観が反映されるもので

す.たとえば「詰め込みj がどうして起きたかというと，

お前のところの卒業生はあれも知らん，これも知らんと

いわれるからあれもこれも教えるわけです.

そのつぎに考えることを……というので，今度は，暇

をつくらなければならない.結局 4 年間で足りなし、から

大学院までいけということになってしまうわけですよ.

ところでいまの議論はさきほと'の二つの部分のどちら

についてされているのでしょうか.

D OR というものは両者が滞然一体となったところに

あるのだから，これを分けて議論しでも意味がないんじ

ゃないで、しょうか.

G 私はむしろ，精神論は従来の日本には山ほどあった

ので，テクニックをもち込むのがORの仕事だと思いま

す.

だけどもち込むことについても20年前とあまり進歩し

ていないような気がするのですがい目'

I あまり進歩していないといわれますが，実際にかな

り普及したことは間違いないと思うのです.たとえばコ

ンビュータでコンピュ -3芦屋といわれなくてもプログラ

ムが組める人が大勢いるように， OR屋とかOR といわ

ずにORの手法を自分の仕事に使っている人は一杯い

る.

だから OR という抽象的なものが世の中の役に立って

いるかどうかといったら，猛烈に役に立っていでしかも

ずいぶん進歩したと一般的にはいえるでしょう.

だからそれでいいではなし、かということに対して私は

ノーとし、 L 、たいのです.

不適切な利用，正しくない利用の仕方が喰えれば，場

合によっては有害であるかも知れない.ですから，これ

が本当のORだということのできる人←ーOR屋といわ
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なくてもいいのですが一一そうし、う人がたくさん出てこ

なければちゃんとしたORができたとはいえないような

気がするのです.

H 普及という面では以前と比べて断然普及しており，

とくに有用な方法論はすぐに吸収されますね.そういう

意味で管理レベルは10年， 20年前と比べて数段上ってお

ります.

しかしながら，そうし、う技術のあがり方や設備の変わ

り方と比べて，管理技法はどれだけ新しいものが出てき

ているか.あるものが出てくると，さっと普及し，だい

たし、吸収するところは吸収したよという感じになる.で

はつぎはという時に，もっと他の複雑な問題を解決する

に必要なものが開発されているかどうか.

そういうテクニックの技術的側面が本当に進歩開発さ

れているかどうかとし、う問題がある.

相対的に比較すると， OR屋だとか管理技術屋さんは

企業の中で割合そっぽに置いておかれているのではない

か.現場の技術なんかはどんどん上がるのに，いつまで

も同じことしかやってくれないではなし、かという感じを

もたれているのですよ.

ミドルの庖へのORの普及

G このあいだOR学会の北川会長が，いわゆるミドル

の屑を狙ってORをもっと普及すべきだといっておられ

ましたが，現場ではいろいろな技法が相当進んだため

に， 日本の製品は実際にこれだけ強くなっている.これ

からの円高時代にもう一つ世界に対抗するためには，間

接的な管理技術をうんと進歩させ間接費をもっと安くし

なければならないと思うのです.

またそういうところにまだ大きなネックがあり，片方

にORがありながらそこになんらアプローチがないとい

うか，少しずつで、も問題を解こうという形で出てこない

ところにわれわれの今後のORの目標があるような気が

いたします.

I ミドノレをðllえというのはきわめていい着服だと思い

ます.歴史的にいって，いまのミドルは年代的にORを

かじった人たちで、すね.それに手頃な問題をかかえてい

ますからね.それにコンビュータの側からいうと，端末

が発達し， TSS も発達してきていますから， 現場自身

でいろいろなデータを使って意思決定する可能性が増え

てきている.そういう時に労務管理の技術しか知らない
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現場の管理者は不適格になる時代になると思うわけで

す.

そういう意味からもミドルにORを普及することは必

要だと思いますしやってみたい仕事で、すね.

D 昔のORの本を読むと，エグゼクティプのデシジョ

ンとし、う話があります. これは本当にむずかしいことで

す.それに対して， OR屋が簡単に手法にたよってなま

じっかできますよという態度がかえってマイナスだった

のではなし、かとし、う反省があります.

1 MI S万能論と同じですね.

D ORのもっている力は一部の人が無意識のうちに考

えているほど広大なものではありません.あの本もよく

見たら，ちゃんとあとがきがあって，数量化できて，万

人がそれを認め得るようなことは， トップがやらなくて

も誰かが代行したら L 、 L 、のだと書いてある.それを忘れ

てエグゼタティプのデシジョンなんて偉いことをいうか

ら大変なことになるのでしょう.このあたりをORを行

なう人が考え直さなければなりませんね.だし、ぶそうい

う人は減ってきてますが.

B これはつまり OR と L、う名前をつけて旗を振ったと

いうことで大きな反省があるわけですが，それは，何で

もできると言ったのが悪かったのですか.

D 要するにトップのデシジョンにとって代ろうという

ことではないけど，初期のORで意気壮なるためにいさ

み足ということになっちゃったのではないでしょうか.

G トップに代るとか，カンと経験を排除したなんて，

あれはまったく間違いですね.だって経験の積み重ねが

科学であり，後術なんですから.また，カンというのは

仮説を立てるために絶対必要なんですからね.

I 最近ではコンピュータ部門ではMI S とかOR とい

う言葉は使っておりません.いま流行しているのはMD

S( マネージメント・デシジョン・サポート)といって，

情報処理と ORの結びついた姿です.

これはあらゆる階層の管理者に対してサポートすると

いう考え方，これがし、まのところ妥当な態度だと思うの

です.そうし、う意味でミドルを狙うのがし、いような気が

するのですがね.

D それともう一つ.OR というのは数学が出てきてす

ごくむずかしいものだということで敬遠していた人たも

の拒絶反応みたし、なものがあるような気がします.何か

式を書かなければゃったことの権威にかかわるというよ

うな考え方がOR屋のどこかに残っていて，すぐ式が出
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てきます.もちろん式は必要なのですが，式はあとでも

いいはずですよね.

B そこでさきほどのOR概論といった講義があるので

すけれど，スタンダードのテクニック，スタンダードの定

式化といったものはきちんと教えなければいけない.そ

れにOR とし、う名前をつけることに問題があるのではな

いか.といって他の名前をつけても気が利きませんから

本質的にそういうことはあまり言わないほうがいい.も

し言うのならば，歴史とか考え方とか，それを技術史の

ー篤として話したほうがし、いのではなし、かという気がし、

たします.

事実に立脚したOR

A さきほどコンビュータの話がありましたが，データ

はそれを計算機に入れようと思えば入る状態になってい

る.さてそれを使って何を求めたいのか，というところ

を「目ざすORJ として狙ったらよいのではないかとい

う気もしています.単に足し算，引き算だけでなく，自

分の狙った目的に対して何か計算して本当に狙いどおり

になっているかどうかを判断させたり，そういうものを

し、かに養成していくかというところを狙うのがよいので

はないかと思うのです.

1 OR というものの範囲を広くしておくと，哲学的に

なってややこしくなる.もっと単純に，客観的データと

いうか，あるいはとにかく使うことのできるデータから

フルに情報を抽出して，それをデシジョンの助けにする

ことだ.それが実は科学的な方法だといってもよいのか

も知れないけれども，要するにデータの取り方，使い方

だというふうにかなり狭く定義してもいし、のではない

か.そのためのテクニックの中，もっとも基礎になるの

が確率と統計だと思うのです.

B それも大切ですが，いろいろな問題を解決するにあ

たって，科学的方法で知的に解決していこうとする時に

一番大切なことは，事実を観察して事実にしっかり立脚

していることだと思います.

事実は必ずしも数字ではないのですが，事実はどのよ

うに集積されているかという点に問題があると思いま

す.どうし、う経験をしたか，どんなオブザーベーション

がなされたかということについてきちんとドキュメンテ

ーションをして，それを並べて見せるということでわれ

われ日本人は手を抜いているのではないで、しょうか.
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F 私のところは研究所なんで，学校と企業の両方が見

える立場ですが， OR自体がちょっと混沌としていると

いうか，行き詰っているのではないかと思うのです.

だいたし、L 、まよく使われているもの一一一ネットワーク

にしろ LPにしろーーの基本は1950年頃出たもので，そ

の後はあまりパ・y としたものはないのですね.ですから

皆問題意識をもっているのだけれども何かできない.

アメリカでもいろいろなものが細分化されてしまって

おり，それぞれ実際の現象にアプライできても解決にな

らないということで，問題意識はあり，問題もできるし

定式化もできるのだけれどもその先はできない.そんな

ことで行き詰っているのではなし、かと思います.

ORについて学界に対してし、えば，先へ先へと新しい

ものを追L、かけるものですから，腰を据えた研究が大学

の中ではあまりやられていないのではなし、かという気が

します.それができれば，理論とまでし、かないにしても

何か出てくるのではないかと思うのですが.

E 比験的にいえば，医学の世界にちょっと似ているよ

うな気がします.たとえば総合病院へゆくと，科がもの

すごく専門化されていて，病気は治したが人聞は死んで、

しまったという類の話です.現実的には人間の健康を増

進する，生命を救う，最善の状態で生かすという本来の

医学の使命が必ずしもうまくいっていないと批判される

ように， ORの場合も非常に分化しているところがあ

る.

いわゆる総合と分化みたいなもので，チグハグな闘が

あるのではないかというように思います.

D たしかに個々のものではなし総合したものがない

のですね. \.、 L 、例がアセスメントです.本当にOR屋さ

んがこのようなことをやりたかったら，アセスメントを

やりなさいとし市、たいですね. このような得体の知れな

いものをなんとか白分のたくさんもっている道具で料理

して一つの結論を出していくことが必要なのではないで、

しょうカに

E 全体を総合して評価する一一多次元解析なんかもそ

う L 、うことを指向しているのだろうと思うのですが←ー

ものさしづくりみたいなことも ORの煮要な仕事です

ね.

G われわれが反省しているのは，社会的な問題の一角

をとらえて，それをわれわれなりに解いてみせるという

努力が少伝かったことです.
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ドキュメンテーションの確立

B それとドキュメンテーションをしっかりしてくださ

いということ.それから企業の方はもっと発表してくだ

さいということです，失敗した例を.これはいくらいっ

てもいままでは実行されていないのです.

D 設計なんかでも， うまくいかなかった時のデータが

つぎに行なう時に役に立ちます.そういうものは知らす.

知らずのうちに蓄積されて個人個人がもっているわけで

すが，失敗は恥しいとかでなかなか表に出てこない.失

敗を出せというのは無理だと思いますよ.

企業では失敗を基にしてつぎの世代の人に教育するわ

けです.公表するのではなくて，父子相伝みたいになっ

てしまいますね.

B それを排除するのがORの目的ではないですか.

G そのとおりです.たとえば鉄道の技術なんてまった

く失敗の経験の積み重ねですよ.

宇宙の中のコントロールは 3 次元ですから頭のいいの

が大勢いれば自由にコントロールできる.地上の 1 次元

コントロールのほうがむずかしいのですよ.あんな細い

レールの上で、 200 キロも出して脱線するかしないかなん

てことは経験でなきゃわからないですよ，頭で考えたっ

て.

アメリカが国鉄の技術を買いにきたのは，そういうデ

ータがほしいのですよ.だからそれなりのことはやって

いますが， ORを使えばもっとアグセレレートされるの

でしょうね.

B 白分たちがやってきた経験を完成したものでなくて

も，上手にまとめてきちんと外にむかつて見せるという

習慣がないのですね.もっと自分はなぜ何を考えて，ど

ういう態度でどういうことをしているのかということを

きちんという習慣，そのプロセスをもっとしっかりしな

いとい…・ j詳し、 L 、ま不況で暇があるのですからその点を

もう少し考えていただくと有用じゃなし、かと思います.

I ちょっと矛盾があるような気もします.科学的な方

法ゃそういうアプローチをしていれば， ドキュメントを

つくろうと思えばできるけれども，デタラメをやってい

れば，自分自身何をやったかわからない商があるのでは

ないかつて気がします.

E これも比除ですが， ~;や将棋の初段の判定基準の一

つは自分の棋譜を再現できるかどうかということです.

オベレーションズ・リサーチ© 日本オペレーションズ・リサーチ学会. 無断複写・複製・転載を禁ず.



要するに必然性のない手を漫然とやっていると再現で

きません.論理的にちゃんと必然性をもった手をやって

いれば，絶対につぎはこうでなければならないというこ

とで，完全に棋譜が再現できる.背からし、ぃ棋譜がたく

さん残されているように， ORでもこうしたものを残せ

ばし、し、わけですね.棋譜はし、ままで無数に残されていま

すが，まったく同じものは絶対にないそうです.ORの

実例もそれぞれ独自の事情がありかなり相互にちがって

いるように思、います.

普通は定石を教わっておくほうが間違いなくある程度

までは強くなるそうです.ところがある時期になると，

いったん弱くなるものです.それは手法オリエンテッド

になって大局が見えなくなるからです.それを乗り越え

ると，相手の手を見て最善の手を打つという，必然的な

大局観を身につけることができるようになるわけです.

つまり，実戦につよくなるわけです.

B そうすると OR教育の問題もかなりはっきりしてき

たわけて、すね.大学では，弱くなった時点で卒業させて

いることになりますね.

D たしかに言われたとおり，定石集ばかり出ていて，

本当の実戦棋譜は出ていないわけですよね， ORでは.

I いまのところ ORでは初段以上の人があまりいない

のですよ.話:も実戦棋譜を出せないのだから.

B しかし結局は定石集をいっぱい集めて，それを分類

Lてやっていく以外しかたないのですか.

D いや，たくさんの棋譜を分類して定石を抜き出すこ

とはできますが，定石だけで勝負しようと思ってもでき

ません.やはり定石に何かをプラスしなければなりませ

ん，その何かは実際の棋譜を勉強しなければ得られない

ものなのです.それを学校で、教えろといっても無理なの

かも知れませんね.

E ただ定石集もまだ少ないし，ほかに発展させるほど

の段階にいってないような気がしますね.

B そういうことで，大学院でもう少しということが有

効な手段となるのですがね…

G 碁や将棋というゲームをやるための定石は出ている

わけですが，われわれの問題はその碁や将棋そのものの

性格やルールなどがはっきりしていないということだと

思うのです.企業でのアクションなり仕事というのはこ

ういうものなのだ，企業でいろいろ管理手法に使うため

にこの手法は教わっているのだ，というところがはっき

りしていない.それで定石だけが出てきちゃう.
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D もっと惑いのは数学的な衣をかぶっていることです

よ.本当はフィジカル・ミーニングを教えてくれるとい

いのですが，それを教えないで，式の変換だとかこまか

いことだけを教えてくれる.いったし、何をやっているの

だ，ということはあまり教えてくれない.

B それはもちろん教育の陥りやすい一つの落し穴で，

私どももそうならないために，式を出す前にそれの図を

書かせて，そのフィジカル・ミーニングを理解させる.

式があってもそのフィジカノレ・ミーニングがきちっと

書けるまで前へ進まない.そうし、う努力はしているので

すが，これだけでも大変なことですよ.

これにも定石があるわけです.

A だし、ぶ話がはずみ，いろいろなことが項目として上

り，それそ・れに問題点が出てきたことで本日のサロンは

成功だったと思います.

時聞がまいりましたので，この辺で終らせていただき

たし、と思います.

どうもありがとうございました.

第15回 ORサロン:われわれが目ざすOR

日時:昭和52年 12月 15 日(木)

場所:学会センターピル会議室

出席者:大山達雄(電力中研)，岸 尚(防衛大)，

塚本広幸(国鉄)，原野秀永(日本システム)，

柳井浩(慶大)

研究普及委員会:横山勝義(海外鉄道技術協力協

会)，三浦大亮(東レ)，足立孝義(新日鉄)，

山内慎二(NHK総合技研)

司会:山内慎二

記録:足立孝義

一一一一..........……・次号予告一四回目園田園田

特集電力と OR

電気事業の経営戦略における ORの役割 佐久間孝

電力の長期展望と OR or エネルギー問題

小川洋，大山達雄

電力設備計画と OR 潮見統，小野健介，内田博隆

電力料金と OR

電気事業業務改善と OR

OR と情報処理体制l

特別記事

IFORS-ORの新しい方向を求めて

大沢悦治

本告光男

権藤元
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