
3 年ぶりの交友をあたためるロビー風景

含むものであった.ここからも， ORの新しい動

向と将来をつかむ貴重な情報を得ることができる

であろう.それゆえ，セミナーの要点をはじめ企

業訪問記， !坐談会などによりその詳細を読者にお

伝えすることにした次第で、ある.

なお， IFORS I五際会議における総企講演，基

調講M ， IJiI別推薦報告とワークシヌツソのテーマ

を::{~ L の「テーマ別の !bl<iJ J のあとに記しておく.

以ドの文章rlJp 1 , M 3 などの略号はこのリスト

の記号をあらわすものである.またリスト Ij 1* 1'11 

を付したものについては前述のカセット・テーソ

が学会事務局に保管してあるので個人的な利用が

r1 f能で、ある.最後になったが， IFORS のプログ

ラム・コミッティの日本からのメンパーとして，

今回の国際学会について大変ご努力された出居ー茂

氏に参加者の-人として謝意を表したい.

2. ORの行方をめぐって

一一IFORS CANADA '78 の底流一一一

司馬正次

rORの今後の方向の模索J，これこそが今回の

国際会議全体を流れる底流で、あったのではなかろ

うか.このことは，総会講演にもっともはっきり

あらわれていた. 4 凶の総会講演のセソションの

半分までがORのあり方を直接間し、直すものであ

った.すなわち，ひとつは第二次大戦中にORが出

発した当時の状況を自分自身の経験から{ムえる，

いわばORの原点を示す講演であった (P 5). そ

れに対し，いまひとつは，その後30年あまりの発

肢をふまえ， !見在の OR の危機を説き，新しいノ、

ースベクティブのもとに進む必安性を説くもので

あった (p 4). 原点と現状の I ， f ，j IfIîから ORの将米

を考えさせようとする主催者の怠志をそこからは

っきり読みとれる.基調講演や国別推薦報告のな

かにもこの流れをくむものがかなりみられた.た

とえば情報技術の驚異的な発展のもとでORのア

プローチ自体も変化を迫られているとするもの

(MlO)，また，第二次大戦以後のORの発展を展
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望して，未来学やシステム分析とちがったORの

新方向を従唱するもの (N ラ)などがその一例であ

る.

さらに，今後のORの方向を棋宗する講演もか

なり多くみられた.総会講演のすべて，さらに基

調講出の 7 割から 8 割まで、がそれて、あったといっ

て言いすぎではないだろう.食糧，資源， '1l備縮

小といった世界的諸問題の解決へのORの導入可

能性について (Ml)や，公共的な問題へのOR の

適用 (M2) ， :fj'動科学的観点を入れたORの実施

過程についての理論や分析(M3 ， M6)，などな

どそれは枚挙にいとまがない.

このようなORの今後の方向の模'#，を前にして

2 つの疑問がおこる.ひとつは「何故この国際会

議において，言葉をかえれば何故現時点において

ORの今後の方向を聞い直す必要がおこってきた

か」の疑問である.ORが30年以上発展してきた

そのいずれの時期でも，これからいかに進むべき
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かは問し、直されつづけてきたのである.しかし，

それが順調にやt lひ、ているときと ， r泊り flJ にきてい

る時では，問し、直し方が根本的に呉ーなる.

日本OR学会の53年度春季研究発夫会のペーパ

ー・フェアの討論(オベレーションズ・リサーチ

誌53年 9 月 U ，“OR学会の今後のあり方")をみ

ても， JJUfOR はひとつの出1 り角にきているとの

考え方を否定する人は 13.5%にすぎず 6 割近く

の人がそれを宵定していた.そうだとするなら，

曲り角に立ちいたった原因，さらにORの置かれ

ている現状と背景を再確認する必要があるのでは

なかろうか.今回の国際学会における種々の報告

や討論が，この点についてどのような解答を与え

てくれたのであろうか.これが第 1 に知りたいと

ころである.

さらにいまひとつは，も L ， ORが新しい方向

を求めるとするなら，それはいかなる方向だろう

かの疑問である.これこそ，この国際学会からわ

れわれ，いやすべての参加者がくみとりたいとこ

ろであろう.

もちろん，今回の国際学会においてはこれらの

疑問を明示的に討論したわけで、はない.したがっ

ていずれの聞についてもはっきりした答が出てい

るわけで、はない.参加者のおのおのが自分なりに

つかんで帰ったことであろう.

本誌においては，現地において，日本からの参

加者の若干の方々にとくにお集まりいただき，こ

れら 2 つの点を中心に相互に意見の交換を行なっ

た.現場における“なま"の感覚をもとに，これ

らの疑問に対するそれなりの解答をまとめておき

たかったからである.以下の意見交換の要約よ

り，読者なりにORの今後の方向を模索していた

だければ幸いである.

なお，この意見交換会は鈴木誠道氏のアレンジ

のもと三根久氏と可馬正次の可会によって行なわ

れたものである.参加者はつぎの方々であった.

(なお参加者の卓抜なご意見を本稿のなかに正確

に反映していない部分があるとするなら，それは

1978 年 10 月号

朝早くからの総会講演

ひとえにとりまとめを行なった司馬が責を負うも

のである. ) 

江藤 肇

司馬正次

島田俊郎

鈴木誠道

関田康慶

高井英造

徳山 1専干

松崎功保

松田武彦

真鍋龍太郎

根 久

(アイウエオ 11民)

:今回の国際学会に出席して，参加者のかなり多

くの人が rORの曲り角J を感じていることがよ

くわかった.その背景として，いままでよくいわ

れたのは理論と実践との講離であった.今回の会

議においても，この点の指摘はいくつもあった.

たとえば， トランスポーテーションのワーグショ

ップで「学会で報告されたもので実施されたもの

はひとつとしてありはしなし、」との極論が出たく

らいだ.また実際家の白からみると，実際に行な

ったのだろうかと首をかしげたくなる発表もいく

つかあった.だが，今回の会議で， ORの曲り角

がさげばれている背景は，どうもそれだけではな

いように思うのだが…・

:確かにその通りである. Bonder 氏の報告 (p

4 )において， rいまや理論か実際かという議論を
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やめ，新しいORの方向を見出す努力をする時で

ある. J との言葉があった.まったく同感である.

ORの曲り角をもたらし， ORの新しい方向の

模索を必要とさせたものはORの発展それ自体な

のではなかろうか.今回の会議をみても，役に立

っている事例がいくつもあるし，また， OR人仁l

も 20年前と比べると飛躍的に増えている.そのO

Rの普及が Bonder 氏の言葉を借りれば rOR の

Identity を失わせる」皮肉な結果になったと考え

られる.

つまり， ORが広く普及した結果，オベレーシ

ョナルなレベルの問題は通常のラインのなかに吸

収されていってしまう.事実，アメリカではOR

活動が盛んであったところほどOR部が消滅して

いっている.日本でも同様で行油精製工場で原料

配合の際に LPを用いているが，それはもはやO

R とは現場では考えていないとの話を聞いたこと

がある.このようにわれわれがOR と考えている

ものが， OR学会にも入らず， OR手法とも思っ

ていない人たちによって日常的に用いられている

のが現状である.

:この ORが Identity を失いつつあり， 他の領

域の科学的方法論との|ベ別がなくなりつつあると

の指摘はきわめて的を射たものだ.忠思決定者を

助けるより， OR 自身を助けるための research

が必要との Bonder 氏の提言は説得力があった

ね.

:このようにORの Identity を気にする背景は

もうひとつある.それはOR ワーカーがプl ロブェ

ッショナルとしての地位を失うことにつながるか

らだ.外国では日本と異なり，職務の責任と権限

がはっきりしている.そのなかでアロソェッショ

ナルあるいはエキスハートとして地{止を築いてい

くためには，自己のフ}ロブェツショナルとしての

領域が他とはっきり区別され，独自性をもってい

なければならない.その基盤自体がORの普及す

ればするほど崩れてくる乙とになった. rさあ大

変だ」というところではないのだるうか.
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:さて，それならORの新しい Identity をどこ

に見出すことになるのだろうか・…・\今回の国際

会議でその方向がある程度はっきりしたのだろう

カミ.

:新しい方向を l珂ぷ的にぷしたのはなかったとい

えるのではなかろうか さきほどから何回も引用

さ jγ口、る Bonder 氏の報告も，いまひとつはっ

きりとしない.彼のいうのは」種の未来学的な話

であり，いままで未来の状況を示すには，適当な

situation descriptors を考え，その関数として求

める方法をとっていた.今度はその逆関数でいこ

うという程度である.

:新しい方向といっても，誰かの号令ー下，それ

に向かつて全員が動き出すというしろものではな

いと思う.むしろ，今回の国際学会の発表やワー

クショソブのもち方など会議全体から判断するほ

うが間違いないのではなかろう.たとえば，今回

の会議での50編以上にのぼる報告を眺めて気がつ

くことはグローパル，あるいはそれに近い大きな

システムを取り扱うものが非常に多いことだ.基

調講演の Public System への ORの応用をはじ

め，世界モデルの検討，世界的規模から 1 国，あ

るいは 1 地域レベルでのエネルギー問題の検討，

地域開発問題，経済，il" l函など，大きなシステムを

文、i 匁とした発去が全体の 2 "刊以 l二を，1j めていた.

またワークショ y プのテーマをみても，エネルギ

一，医療，犯罪，輸送，エコシステムなど公共的

な色彩のものが全体の36%を占めている.それに

たj しソ'7イベー卜，セクターのものはrBamking

and FinanceJ と I-Small BusinessJ の 2 つだけ

にすぎない.オベレーショナルな短期的な小さい

システムの問題から，戦略的な長期の大きなシス

テムの問題への方向をとりつつあるといってよい

ので、はなかろうか.

:このことはワークショヅフに出席していつも強

く感じた.問題をせまいオベレーショナルなレベ

ルではなく，もっと大きくとらえようとしてい

た.たとえば，エネルギーのワークショップでは
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まずはじめに現在何が問題なのか，現在どんな状

態にあるかを!よく見わたすことからはじめた.

:同じことは医療のワークショップでもみられ

た.各国がし、かなる状態で，何が問題かをはっき

りさせるところから出発し，はじめから狭い手法

的な問題に入ることをとくに警戒していた.これ

は考えてみれば当然のことなのではあろうが….

:そのような戦略的，長期的かつ大きな問題を取

り扱うのにORが有効に機能していけば問題ない

のだが，この点はどうなのだろうか.

:そこが現存のORの長大の悩みではないか.と

くに外国においては“Operations Research" と

いう言葉ーからくるイメーシの問題がある. Operaｭ

tions Research をやっているというとすぐ「ど

んなオベレーションか」と聞かれることが多い.

ひどいときには外科手術と間違えられることさえ

ある.要するに狭い範聞のものを行なうという語

感があるらしい.

:英米人にとっては Operations Research とし、

うと，やはり出発点のミリタリー・オベレーショ

ンズの臭いがある.だからイメージを変えるため

Management Science などの新しい亘葉をつく

ったのだ.とくにビジネスの人たちの聞にそれが

必要だった.そして，それにより行動科学的な内

等学も含むOR よりもっと l隔の広いものということ

を訴えたわけだ.

:米国での IFORS の会議の際に松田先生が， 0

R という言葉を変えなければならなし、かも知れな

いといわれたのは，まさにその患;味だったのです

ね.だが日本では，それに注怠;を払った人はあま

り多くいなかったように思う.

:事実， IFORS の中にも International Fedeｭ

ration of Operational Research Societies と

いう名前を変えないと長持ちしないという意見も

あった.システムとかサイエンスとかをつけない

と駄目だという話だった.

: Operations Research という言葉からくるイ

メージの悪さのほか，オベレーショナルでない戦

1978 年 10 月号

略的な問題を解く手法が充分でない点もあるよう

に思う.昔のオペレーショナルな問題を取り扱う

のに役立つた手法ではすぐ壁にぶつかる.しかし

それに代われる新しい方法があまり開発されてな

し、.

:OR教育のワーグショップでもそのことが問題

となった.現在のORの教科書はほとんどが，古

L 、伝統的な手法で堵められている.それを一生懸

命ならって，実社会に出てみると，それらはすで

にヲインの業務の中にOR という吉棄をつかわず

に入っておりなにもやることはない.そして， 0

Rをやってきたからということでもっと大きな問

題をあてがわれる.だが，それを解くための手法

はおろか，その取り組み方の第一歩さえ教えられ

ていないではないかということだった.

:基本的にはその通りである.だが，今回の国際

会議でもいくつかの方向が模索されたのではなか

ろうか.たとえば，そのような幅の広い問題だ

と，かつての最適化問題のようにひとつの基準だ

けで訓り切れることはない. 1 人 1 人の価値観が

異なるように，必ず多基準の問題となる.これを

解決するうまい方法を確立できればORの新しい

活路を見出すこともできるのではなかろうか.

Decision-aid and Multicriteria Method (意思

決定支援と多基準方法)のワークショップはまさ

にそれをねらったものであろう.

: Decision-aid (怠思決定支援)にインターラク

ティブなコンビュータを用いたり，相互交渉がい

かに立思決定に影響するかの報告もあった. (N 

13, N 16, N31) これらも新しい試みといえるの

ではないか.

:さらにもうひとつ目だったのは実施化 (imple

mentation) についての報告が多かった点だ.大き

な反響をよんだ松田先生の“日本的経営"(M3)

をはじめとして，基調講演の 1/3 近いものがこれ

に関係していた. (M5 , M6) また国別推薦報告

のなかにも真正面からこれと取り組もうとするも

のがみられた. (たとえばN 8 , N32 , N33など)
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:だが，このあたりになるとその国のカルチャー

とかなり結びつく面が多く，ひとつの国での成果

が他の固にそのまま移転できるか否かむずかしい

面がある.たとえばLPであるなら，どこの国で

も通用するが，実施化の方法論となるとそのよう

にはいかないかも知れないということだ.そのい

い例が“OR と組織開発"のワークショッフ。だっ

た.新しいテーマなので期待して出席したが，ヨ

ーロッパの労組の経営参加の話が主であった.こ

3. テーマ別の動向

れでは，労働I!i場の状況がまったく異なる日本に

はほとんどトランスブァーできない.問題として

取り扱うシステムが大きくなればなるほど，この

種のカルチャーと関係した問題が多くなる.その

なかで，手法としてどこにでも移転可能なものを

いかにつくるか大きな課題といえるのではなかろ

うか.ORに対する新しいチャレンジであるとと

もに，新しいおもしろさが聞けてきたという気も

する.

3. 1 エネルギー問題

高井

急速に高まった資源有限論と，政治とからみ合

った国際的なエネルギ一戦略論の中で，エネルギ

ーの将来に関する問題が，他の分野と同様ORに

とっての一つの新しい応用領域への挑戦としてク

ローズアップされてきており，またその結果が，

国家政策に影響を与えようとしている.このよう

な時代の要請に対して， ORはどのように答え得

るのであろうか.今回の IFORS におけるエネル

ギー関連の報告は，充分な盛り上がりには欠けて

いたが，いくつかの方向性と動向といったものを

与えることはできたといえよう.とくに，大会初

日の最初の全体会議において， IIASA (オースト

リア)の Dr. W. Häfele の世界エネルギー・モ

テール (P 1 )と，電力中研小川洋氏による， 日本の

エネルギー・システムのモデ、ル化に関する報告(P

2 )が取り上げられたのは象徴的であった.

先に，盛り上がりに欠けたとし、う表現を用いた

が，その原因としては，後に述べる EMF のよう

に米国，カナダ等におけるエネルギー関連の研究

会がすで、に活発に行なわれていることを指摘して

いる参加者もあった.しかしその他に，エネルギ

ー問題がその包含する領域の広さからして，これ
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英造

を全体的にとりあっかう方法論として， OR とし

てはどの特定問題についても単独に決定的な軸ど

なる方法論を提供し得ず，手法的に新しいものを

提供するというよりは，むしろすでに確立した諸

手法(エコノメトリッグス， LP等)にたょった

アプローチに止まった報告が主であった点もあろ

う.しかしながら方法論的にも，問題領域も，

サブシステム例々の目的関数としてみてもパラエ

ティーに官んだこの問題について，その全体を見

通した，大規模なモテ、ル， システムを相互のコン

システンシーを保ちながら構築することは，至難

の業と考えられ，先に述べた二つの報告は正にそ

の生みの苦しみを示したものともいえよう.

IIASA のそれは，エネルギー需要モデル(仏) , 

マクロエコノミッグモデル(独)， 1/0 モデル(ソ

連)，エネルギー供給モデル(独，填)開発途上国

モデル(印)，等，各国からの参加者により開発さ

れたモデルを，全体的なフレームと構想のもとに

動かし 2000年から2030年の聞のエネルギ一転換

の時代における，全世界 7 地域各々の戦略を探ろ

うという，前回報告されたブ、ルックへブンの LP

によるアプローチとはまた異なった，大規模な構
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