
これは，あまり ORが進んでいなかったものの

経済の発展と社会構造の複雑化によって，システ

ムズ・アプローチが必要になり，国土が広大なこ

ともあいまって，新しいノウハウが要求されて発

展してきたと考えられる.その際に，地理的条件

や，ことばの壁のないことから，国外からも，と

くにアメリカからも人を引張ってきて仕事をさせ

ているようだ.

Friendly atmosphere 

この CORS の特徴のひとつは，雰囲気の柔ら

かさ，なごやかさだ.アメリカ人は親しくなると

ファースト・ネ{ムでよびあう.一杯一緒に飲ん

だらそうする. ところが， CORS の大会では，

ロビーで会ったときにも，ファースト・ネームを

繰り返し聞いて確かめ，以後もそれで、よびあうの

で面喰らった.

ことに参加者の多くが，地元の人を除いては，

会場のホテルに泊っていることもあって，四六時

中参加者の誰かと顔をあわせているわけだ.そし

て，第 1 日(月曜)の夜の Vancouver 支部主催の

歓迎レセプション，火曜の昼食会，水曜の夜の夕

食会と，ほぼ全員が出席し(参加費に含まれてい

る)新しい仲間をつくり，あるいは議論をできる

のはよかった.こんな宴会のたぐいも，決してぜ

いたくな食事ではない.日本でやると気張ってデ

ラックスにしたがるが，カッコが悪いという言葉

のないところでは，飲物とクラッカー，チップだ

けがさっぱりしたものである Vancouver のレ

セプションはいろいろあったが， IFORS のレセ

プションは本当にクラッカー，チップスだけだっ

た.

セッションの座長も，いたってインフォーマル

に話をして，発表者をファースト・ネームのみで

よんで紹介したりしている.こんなことは，国際会

議になっても反映して，日本で、ゃったときのよう

に“開会します (1 call this session to order)" 

などといわずに，やんわりはじまっているものが

多かった.

5 月初旬に New York で ORSAjTIMS の春

の大会があった.これに出かけていった Berkeley

のある先生に聞いたら r街はよかったけど，会

議は overcrowded で興味が湧かなかった」とし、

ってたのと対照的である. 2， 000 人以とも集まる

と，ごく限られたセッションをのぞき，それだけ

で帰ってくることになるようだ.

5. OR視察団報告一一一アメリカ・カナダにおりる ORの実践例

5.1 OR視察団について

島田俊郎

視察団のセミナーに関するカナダ，米国との交

渉には，大阪大学横山保，東京工業大学松田武彦

両先生に大変お骨折りいただいた.視察団構成ま

での交通業者との交渉，米加のセミナ一世話役と

の交渉には，早稲田大学の出居茂氏，慶応大学の

川瀬武志氏が骨を折られた.加えて学会事務局の

ご協力により，視察団は実現の運びとなった.

セミナーの目的は，米国，カナダでORがどの
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ように実践に移されているのかを知ることにあ

り，カナダのセミナーは，ブリティッシュ・コロ

ンピア大学のL. G. Mitten 教授に，ニューヨー

クのセミナーは， McKinsey 社の Dr. Hertz(現

IFORS会長)を介してニューヨーグ大学の M.F.

Shakun 教授に， シカゴのセミナーは， Shakun 

教授を介してイリノイ大学の J. H. Engel 教授

に，それぞれ依頼された.
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視察団は第 8 回 IFORS 国際会議に出席するの

を柱として，その前，パンクーパーで 2 日，この

後，ニューヨーク 2 B ，シカゴ 2 日のセミナーお

よび見学をもって日程が組まれた.

以下は，視察団のセミナーおよび見学の日程表

である.

6 月 14 日(水) 成田発ノ〈ングーバー着

6 月 15 日(木) プリティシュ・コロンピア大学

訪問

10:00-12:30 W. H. Malkinson，“ブリ

ティシュ・コロンビア北東

地域石炭開発プロジヱクト

の組織的・解析的輪廓の概

観ぺ

2:00-4:00 1. V. F. アレン，“北東ブ

リティシュ・コロンピア石

炭区における環境影響研

究

6 月 16 日(金)

9:30-12:00 MacMillan Bloedel 会社

の Vancouver Plywood 

工場見学，

1 : 00 - 4: 00 MacMillan Bloedel 会社

の Island Paper Mills 見

学.

6 月 18 日(日 )-6 月 23 日(金)

全員トロントにあって第 8 回 IFORS 国際

会議に出席した.

6 月 24 日(土) トロントよりニューヨークへ.

6 月 26 日(月 McKinsey 社訪問.

9:50-12:00 A. S. Walleck,“Evolu

tion of Strategic Mana-

gegement" 

1 :30-4:00 E. F. Sudit,“Design of 

Purposeful Systemsヘ

A.Ishikawa，“ゼロベース

予算の応用

6 月 27 日(火 Chase Manhattan 銀行訪問.

1978 年 10 月号

9:50-12:10 

C. M. Newman 11 ，“本行内 MS， Deｭ

cision Analysis 活動の概要"

1. Rabskyれ，“Financial Forecast of 

Budget" 

1 :40-4:00 

K. Rosemberg，“本行内 MS Group の

活動について"

G. La出chmundι，“Tax Planning vにこつい

てぺ

T. Robben,“Forecast Cost of New 

Product". 

6 月 28 日(水) ニューヨークよりシカコ守へ.

6 月 29 日(木) イリノイ大学シカゴ・サークル

・キャンパス訪問.

9:30-12:00 

T. Caywood,“Use of OR in Conｭ

sulting for Industry" 

W. Pierskalla,“Application of OR to 

Health Delivery Sy戸st旬ems"

J. H. Engel,“Cost-Benefit Analysis 

of T elevision Safety Standards", 

2:00-4:00 Underwriters Laboratory 

を見学.

6:00-8:00 Chicago Athletic Club で

ORSA と TIMS のシカゴ支部会員

と会食後座談会.シカゴ支部の出席

者は Engel 教授の他， つぎの 5 氏

であった.

Robert Gann (支部長)， Edward 

Minieka (幹事)， Gary Carson, 

Bob Murphy, Edward Monahan. 

6 月 30 日(金) 午前イリノイ・ベル社訪問.

9: 15-12:00 

O. Johnson,“Why Electronic 

Switching System?γ" 

H. Fray and T. Cooper,“FRA(Fa

cility Record and Assignment) 
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National Contribution (IFORS) 日本代表の 1 人

徳山氏

Systemヘ

2:00-4:00 イリノイ大学シカゴ・サーク

ル・キャンパスの University HaU 

で Panel Discussion. シカゴ側出

席者は Engel 教授， Minieka 教授，

Miller 教授.

7 月 1 日(土) サンフラ γ シスコ発.

7 月 2 日(日) 成田着.

シカゴ・セミナーは Engel 教授に世話してい

ただいたが 2 日間，ホテルを出る所からホテル

に帰るまでみごとに計画され，終始同教授は同行

同席の労をとられた.

今回のセミナーが効果をあげ得たとすれば，そ

れは Engel 教授によるところが多大であって，

後の座談会記録にもそれが見られる.

視察団団員名簿

吾川 A男 大阪経済大学

北村修一 出光興産(株)

言美吉二 追手門学院大学

島田俊郎 明治大学 (団長)

鈴木誠道 上智大学 (幹事)

関田康慶 大阪大学

高井英造 三菱石油(株)

田村俊夫 (株)三菱総合研究所

榛沢芳雄 日本大学

半明照三 (株)構造計画研究所

松崎功保 日本 1 BM(株)

三矢直城 (株)構造計画研究所

矢部兵 工学院大学

5.2 OR の実践・活用セミナーから

島田俊郎

パンクーパー，ニューヨーク，シカゴと ORの

実践についてのセミナーを受講した.限られた紙

面でこれらのすべてに触れることはできないの

で，ここでは，シカゴの Engel， Caywood 両教

授の講義を中心に，他 2 ， 3 の報告の説明に止め

る.

Engel, Caywood 両氏は， 相ついで、アメリカ

OR学会(ORSA)会長を勤めたが， ORに関する

研究およびコンサルティングに長い経験をもち，

その経験に裏打ちされた講義は， OR実践例の好
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例として，大変わかりやすく，多くの分野の視察

団団員に分野を越えた感銘を与えたようである.

Tbom剖 Caywood，“Use of OR in Consult醐

ing for Indus仕y"

Caywood 氏は A. T. Kearney 会社(経営コ

ンサルタント会社)副社長を経て最近シカゴ大学

Management School 教授に就任.ORに関する

長いコンサルタント経験をもち， ORSA Journal 

編集者を 8 年， ORSA 会長も勤めた.同氏の話
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を，参考文献により補足して説明するとつぎの通

りである.

皆さんはORがどのようにして工業コンサルタ

ント会社に取扱われるかを聞きたいのだと思う.

私の関係した会社は世界のあちこちに事務所

がある国際的な会社であったが，自分の興味は

general consulting にあり，それは administra

tion , finance , transportation , industrial ei1gi-

neering 等に関してであり，また health engiｭ

neering のような特殊の業務も扱う.

大企業の事例の場合，数学，統計，コンピュー

タ関係の仕事に関心が集中したが，実際の作業の

中でそれらはそう重要でなく，むしろ数学以外の

コミュニケーションのほうが重要である.

さて会社からどのようにして仕事をもらうか.

医者の場合自分のほうから宣伝することは少な

く，客のほうから診察を乞いにやってくる.それ

と同様，ある問題についてどうしたらよし、かとい

う相談を会社のほうから受ける，その解決結果が

Aの会社からBの会社へとグチコミで伝わる.こ

のような会社聞のよい評判がつぎの拡大を生むと

いうようにコンサルタント会社の評価を高める.

競争会社間では会社自体は競争しているが，働く

ものの聞にはよいコミュニケーションがある場合

が多い.

前述の会社は consumer credit retailing 関係

に強い.

Collection Problems 

シカゴの通信販売会社の例をとりあげる.シカ

ゴに本社をもっ大会社で，その集金部の仕事につ

いての問題である.部の人数 200 人， 10万の口座

数がある.

ここで会計担当部長からつぎのような問題がも

ちこまれた.集金部長から，人員増と予算増額の

要求があり，これが満たされればもっと多くの集

金ができるという.会計部長自身は，人数も予算

も多すぎるくらいで，仕事を充分にやっていない

1978 年 10 月号

と考えている.どのように人数を決めたらよい

か，とし、う問題であった.

自分のかつての軍事研究から索敵行動と割当問

題とを応用したらうまくいくのではないかと会計

部長と話し合った.多くの問題がよく似ているこ

とに驚く.たとえば，

滞納勘定の追跡一一対潜水般戦闘での潜水艦追

跡

滞納勘定の係りの部の潜水艦防御艦隊の

人数を決める問題 隻数を決める問題

個々の勘定を追跡する防潜航空機の最適

最良の仕方を決める問ト-i索敵パターンをみ

題 つける問題

さて集金の問題は，未払をL、かにして督促し，

それがどのように支払われ，最後に回収不能がど

れだけ残るかを計算することにある.個々の集金

人にとっては，督促の方法によってかかる費用が

違う.電話，郵便，さらには直接訪ねる場合もあ

ろう.結局個人の活動に注目して，各自が最適に

自分の活動を行なうにはどうすべきかを問題とし

た.ある l 人について未払勘定の客を追跡するの

にどのようにすれば最適であるかを計算する方法

を考え，これを部の他の人々にも適用した.

さて最初の問題は集金部の人数を決めることで

あったが，答えは人数をより多くすることとな

り，問題処理の副産物として，どのように各人に

割当てるべきかということもわかった.

この結果は成功であったが，この研究は，会社

の他の営業にも，また広く他の分野にも応用され

ることになった.

この研究に続いて起こった問題は，

Delinquent Problems (未払い問題)

であり，なぜ未払が生じたかという問題である.

はじめての客の場合，どの客を受付け，どの客を

断るべきかという問題が起きる.通信販売の場

合，はじめは小額の場合が多い.小額の客には，

処理時間の短い調査で終え，それにかかる費用も

小額ですませたい.すなわち安くできる調査が望
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ましい.

これに対し多くの会社で

Scoring ~ystem 

が用いられている.それには，それぞれの客の申

込書，支払記録が役に立つ.申込書には，年齢，

結婚歴等の家庭情況，住家の種類，現住所在住年

数，職業等の生活様式，電話の有無，収入，銀行

預金種類等の財政事情などの項目が含まれる.何

万人分もの申込書の portfolio を利用し，これら

の項目聞に相関分析，回帰分析等を行なう.この

結果を参考にして scoring system をつくる.

申込を受けるか，断るか，どのくらいの credit

を認めるかは，調査事項の関数であるが，同時

に，購入物品の性質の関数でもある.

どのような位置に，申込を断るための線を引く

かについては，広い経験と調査に照して考えるべ

きであるが，年収 i 万ドルとか，ある scoring

system での評価得点、 21 とかは，その例である

[ 1 ] [2] [5]. 

J. H. Engel，“Co回t-Benefit Analy目i自 of

Television Safety Standards" 

Engel 氏は， Caywood 氏の前の ORSA 会長

で，現在イリノイ大学，シカゴ・サークル・キャ

ンパスの Systems Engineering 学科長である.

同氏の話を，参考文献により補足して説明すると

つぎの通りである.

Consumer Product Safety Comission は

Underwriters Laboratories 社に，テレビ受像機

の安全規準案検討のための準備資料の収集を依頼

したが，規準案実施の検討は第三者にやらせるよ

う指示し， Engel がこれを担当した.

まず，テレビセットの平均年間総社会コストを

はかる尺度を考えたが，これはつぎの 4 種の量の

和である.

テレビ受像機の平均年間購買コスト P , 

テレビ受像機の平均年間使用コスト OP, 
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(主として電気代)

テレビ受像機の平均年間修繕コスト R , 

テレビ受像機の平均年間損害コスト D. 

安全規準が準備された後には，これに

テレビ受像機の安全規準準備のための 1 台あた

り平均年間コスト Sp 

が加わる.さらに安全規準が実施されれば，

テレビ、受像機の安全規準実施に要する l 台あた

り平均年間コスト 品

ヵ:カミカミる.

以上からつぎの 2 式が得られる.

実施されないとき，

Co=P/L十OP+R+D+Sp，

実施されると

C 1 =P/L+OP+R+D+Sp+S,,, 

)
 

句
i(
 

(2) 

ここ tこ

Co : 実施前の平均年間総社会コスト，

C1 :実施後の平均年間総社会コスト，

L:TVの平均寿命.

実施による各変量の変化量を考えると

C1 =P(I+ ム P)/L(1 十ム L) 十OP (J +β OP)

+R (J+ ム R)+D(1 ームD)

+Sp十Sa， (3) 

ここ tこ

X6X(X=P， L， OP， R) は実施前後の増加量，

D6D は実施による減少量である.

この規準によって扱われる災害D としては，火

災，爆発，電気ショッグ，機械的災害の 4 種があ

る.

Standard (規準)

第 4 改定版の案をつくり検討しているが， 100 

項目を設定している.

“費用一便益"判定基準は簡単につぎの通りに

あらわされる.

C1<CO 規準強制を勧告

C1=CO Cost/Benefit 分析以外の方法

で決定 j 仏)

C1>CO 規準を強制しないことを勧告
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ムC=~-~ 00 
とすると，ムC が負であれば規準案を採用，正で

あれば不採用ということになる.これより，

f'.， L= ムOP= ゐR=O ならば(規準案採用に好

都合)

r<j 

(fv) ・ムP+皇1 =r ムD なら，LDJ --. D I I 

¥>J 

i採用
C/B分析に無関係

不採用

(6) 

ム L=O， ムOP= ムR= ムPなら(規準案採用に

都合よくない)

r<j 

些守恒里・ムP+??l= ↓ムD なら，
¥>J 

係関無
用

用
に
採

採
析
不

案
分
案

準
宮
準

規
じ
規 (7) 

(6) も (7) も左辺は f'.， P=O で最小値 Sα/D をもっ.

ムD壬 l であるから，もし

Sα/D>I(Sα/D> ムD となる)なら規準不採用

(8) 

とするべきである.

規準実施後のTVl 台あたり規準実施のための

平均年間コスト Sα と TVl 台あたり平均年間損

害コスト D との比は，本解析にとってもっとも重

要であることは明らかである.

(6)または(7)左辺の f'.， p の係数をM とおくと

0壬Sα/D孟 1 に対して，

O~MムP+Sα/D孟ムD豆 (9)

のときのみ規準は採用されるべきである.すなわ

ち，

企 P壬ど影D

ムPの最大可能値を f'.， Pmax とおくと，

(6)の規準採用にもっとも好都合の場合

I-Sa/D または旦三三α(1防
P/LD ~ ，~.~ P/L 

1978 年 10 月号

(7)の規準採用に都合のよくない場合で，

P"'Oy- I-Sα/D または
max (P/L+OP+R)/D 

D-S 一一一 va一一 位。
P/L+OP+R・

これで採用条件が定まったことになる.すなわ

ち，ムP亘ム Pmax であって，

叩 6P+S./Dj}山

!規準採用 l 
C/B 分析に無関係ト

規準不採用 ) 

直接費 P/L， OPおよび R， 損害費用 D，規準

に関する費用品， Sα ， f'.， p， 平均寿命L等の過去

のデータが，克明に集められ，著者により評価さ

れ，将来値は外挿により求められた.これらは，

白黒用，カラー用，全TV用に類別された.

災害については，国家機関 National Electroｭ

nic Injury Security Society (NEISS) 推定

によると， 1973年-75年平均で全テレビについて

の総傷害者率は，生産者報告の数値の70.9倍であ

る.

そこで生産者報告の事故発生率のちょうど70.9

倍の事故発生が実際あると仮定して生産者報告の

(12) 

損害コストを補正した.

推定値は表 1 の通りである.

購買コスト変化最大値ムPmax

(規準に対しもっとも好都合の仮定:ムL= ムOP

=ムR=O)

白黒

生産者資料使用 6.7% 

NEISS データによる補正 11. 96% 

カラー

0.196% 

3.58% 

カラーセットに関しては，表 l のムP (17-20%) 

に比し小さすぎる. (1訪の条件から，

カラーセットに対しては規準を強制すべきでな

し、.

(規準に対しもっとも都合のよくない仮定:ムL

=0，ムOP= ムR= ム P)
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表 1

パラメタ推定平均値(1977) 白黒 カラー

ノ4 ラメタ

70-90 ドルP: 購買コスト

L:寿命 9.4-10.4 年

430-460 ドル

14-19年

PjL: 年間購買コスト

OP: 年間使用コスト

R: 年間修繕コスト

6.73-9.89 ドル/年

4.73-6.08 ドル/年

1.33-2.79 ドル/年

22.63-32.86 ドル/年

9.28-11. 93 ドル/年

1. 43-13. 82 ドル/年

年間総直接費 12.79-18.76 ドル/年 33.34-58.62 ドル/年

年間損害コスト

D: (生産者資料による推定)

(NEISS データによる補正)

0.0089ー0.0189 ドル/年

0.63ー1. 34 ドル/年

0.0222-0.1185 ドル/年

1. 57-8.40 ドル/年

Sp: ;規準準備年間コスト 0.0036-0.0039 ドノレ/年 0.03424-0.03484 ドル/年

強制j規準導入によるコスト増

Sa: 規準実施年間政府事務費 0.0022--0.0103 ドル/年 0.0023-0.0512 ドノレ/年

ムP:P の変化(%) 9.1ー10.5% 17ー19.8%

(PjL) ム P: 年間購買コスト土台 0.61 ー1. 04 ドル/年 4.01-6.61 ドル/年

火災強制規準導入によるコスト増

6P:P の変化(%) 8.0ー7.2% 12. トー 12.6%

(PjL) ムP: 年間購買コスト増 0.54-0.71 ドル/年 2.85-4.16 ドル/年

白黒

生産者資料使用 3.5% 

NEISS データによる補正 6.3% 

カラー

0.11% 

2.02% 

予期された通り，この場合，すべてのケースで

表 l のムP に比べ，上の値は小さすぎる.よって，

白黒，カラーセットとも，規準を強制すべきで

ない.

以上の結果，提案された強制規準を実施すべき

でない，と勧告した.その理由は，規準実施によ

る損害コストの減少よりも購買および規準実施事

務費コストの増大のほうが大きいという意味で

cost-benefítial でなし、からである. [6 ] 

Walter Malkin目on，“Resource Policy and 

Project Analysis in British Columbia, the 
Case of North East Coal Development 

B. C. 州経済開発局は，同州北東地域における

経済開発計画を推進しており，この計画は最大経

済利益を達成する一方，社会的環境的衝撃を最小
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ならしめることを要請されており，研究の結果で

は，木地域経済発展の主な可能性は，ピース・リ

バー炭田の開発にあることを示している.

1975-76年，デニソン，インベリアル石油それに

日本側45%出資の合弁企業 Quintette 石炭(株)

を中心に調査開発が鉱山会社数社で企てられた.

1976年 l 月 Quintette 社の発議に呼応して，経

済開発局は州政府に北東石炭開発の潜在能力の評

価案を提出し石炭開発研究委員会(石炭資源，環

境および土地利用，交通，労働力，都市開発の 5

小委員会を含む)を設立した.

1976年度研究計画は主につぎの 3 点で， 77年度

にも引きつがれた. (a)製鉄用石炭の市場条件，

(同地下鉱夫の供給， (c)地下用水，壁面の効果的利

用.これらに加えて，ほ)輸送手段(鉄道ルートと

積出港の最良組み合わせ)， (e) もっとも効率のよ

い道路システム， (f)炭鉱開発のための効率的都市

づくり， (的炭鉱中心部と鉄道の最適なアクセス，

が決められた. [7J 
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1. V. F. アレン，“北東ブりティシュ・コロン

ピア石炭区における環境影響研究"

この研究は，北東ブリティシュ・コロンピア石

炭開発計画にともなう環境アセスメントに関する

ものである.プリティシュ・コロンピア州の鉱物

石油資源省には石炭と鉱物開発のためのガイドラ

インがあり，さらに石炭開発に関しては，環境土

地利用委員会が，環境影響評価のための広範なガ

イドラインを用意している.

第 l 段階では，現状の把握を行ない，第 2 段階

では，詳細な環境影響研究を行なう.第 3 段階で

はじめて，開発許可を得るための申請書を作成す

る.運営は柔軟に行なわれるが，現状では，第

1 ，第 2 ，第 3 段階にはかなりのオーパー・ラッ

プがある.

結論的には，石炭鉱区の開発にともなう環境の

保存，そのための環境影響評価は着実に実を結び

つつあり，困難な問題は，あることはあるが解決

不可能ではないということができょう. [8 J[ 9 ] 

本節に関しては，松崎氏の記録を参考にした.

William Pierskalla，“Appli伺tion of OR to 

Health Delivery Systems" 

いくつかのPersonal Scheduling (nurses) の方

法のうち， Mathematical Programming Schedulｭ

ing について説明する.

制約条件: Feasibility Set. (病院により変わる)

.各看護婦は 2 週間に 10 日働く，

・連続して σ 円を越えて働かない(例， σ= 7) , 

. '1'日より少ない労働は許されない(例，'1'= 1 ). 

制約条件: Nonbinding( i は看護婦番号ーをさす)

.連続労働はふ H を越えない (Si 三五 σ) , 

-連続労働はTi より短くなし、 (Ti~!") ，

-働一休一働の態勢(1 01 ノ4 ターン)がK回以上続

くパターンはとらない.

この他に 4 種，計 8 種類の schedule パターンに

1978 年 10 月号

関する条件があり，他に勤務看護婦数に関する 2

種類の Nonbinding 条件がある.

これらの Nonbinding 条件がおかされると罰

金的費用(これら費用の和を目的関数とする)を

必要とするものとする.

800 ベッドの病院について計算が行なわれ，結

果は著しく優れており，この方法は米国，カナダ

の多くの病院で実施されている. [IOJ[ 11 J 

参ラ考文献

以下の資料は学会事務局にあるので，関心のある向き

は問合せられたい.

[ 1 ] Caywood, T. E.,“How can we improve 

operations research?", Operations Reseal'ch. 

Vol. 18, No.4, Ju1y-August , 1970. 

[2] Caywood, T. E.,“The use of mathematical 

techniques to improve credit operatiぬonsジ"

Caywood-Schi日Iler Associates. 

[3] Sebastìan, R. A.,“A Discussion of Cred� 

Limitsヘ 40th Annual Credit Conference, 

1973. 

日] Chait, M.,“The New Cybernetics World 

of Credit Limitsヘ 40th Annual Credit Conｭ

ference , 1973. 

[5] Caywood , T. E.,“Point Scoring for Credit 

Customers", Banking, October 1970. 

[6] Engel , J. H.,“CostjBenefit (and Economic 

Impact) Analysis of a Proposed Mandatory 

Consumer Product Safety Standard for Home 

Television Receìversヘ 1976.

[7] Malkinson , W. H. and Sivertson , L. E. , 

“ Resource Policy and Project Analysis in 

British Columbia, the Case of North East 

Coal Development", 80th Annual Meeting of 

Canadian Institute of Mining & Meta l\urgy , 

1978. 

[ 8 ] Province of British Columbia 乱~inistry of 

Mines and Petroleum Resources,“Guidelines 

for Coal and 乱~ineral Exploration" British 

Co1umbia , CANADA , Feb. , 1977. 

849 © 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.



[9 J Environment and Land Use Committee 

British Columbia. “Guidelines for Coal Dev-

elopmentヘ March， 1976. 

[10J M i1ler, H. E. , Pierskalla, W. P. and Rath , 

G. J.,“Nurse Scheduling Using Mathematiｭ

cal Programmingヘ Operations Research, Vol. 

24, No.5, Sept.-October, 1976. 

[11] Miller, H. E. , Pierce, F. A. and Pierskalla, 

W. P.,“The Implementation of Nurse Scheｭ

duling Using Mathematical Programmingぺ

1977. 

[12J Rao , A. G. and Shakun, M. F.,“A Norｭ

mative Model for Negotiatons", Management 

Science, Vol. 20, No.10, 1974. 

[13J Shakun, M. F.,“Policy Making under Disｭ

continuous Change: The Situational Normaｭ

tivism Approachヘ Management Science, Vol. 

22 , No.2 , 1975. 

[14J Lewin, A. Y. and Shakun, M. F.,“A 

Structured Framework for Integrating the 

Corporate Perspective into Public Policy 

Formulationヘ TIMSjORSA Conference on 

Strategic Planning , 1977. 

[15J Moses, M. A. and Shakun, M. F.,“The 

Corporate Strategy Processヘ TIMSjORSA

Conference on Strategic Planning, 1977. 

[16J Kinberg, Y. , Shakun , M. F. and Sudit, E. 

F.,“Energy Buffer Stock Decisions in Game 

Situationsヘ New York University , 1977. 

[17J Friedman , J. H. and Rafsky , L. C.,“Mul

tivar�te General�ations of the Wald-Wolfo-

witz and Smirnov Two-sample Testsぺ to be 

published in Annals of Statistics, 1978. 

[18J 石川昭，“ゼロベース予算の応用ぺ実務研究，

1977. 

シカゴでの夕食会から

鈴木誠道

視察団の訪問先では，大学でのセミナー，企業

訪問の他に適宜中食会や夕食会が設けられ，あち

こちで先方の方々と団員との間で話がはずんだ.

シカコ寺で、は， とくに Engel 教授のはからいによ

り， TIMS-OR のシカコ、支部の 6 人との夕食会

が， ミシガン湖に近いシカゴ・アスレチック・グ

ラブ、で、行なわれた.OR教育， ORの売り込み

方，コンビュータとプライパシー，医療問題， 0

Rのゆくえ等々と話題が広がった.全員で大きな

テーブルを囲むというスタイルと適切な通訳(シ

カゴ大学留学中の秋山一郎氏)の助けによって有

意義なひとときを過ごすことができた.そのとき

の話を断片的に拾ってみよう.

A : Kaywood 教授が昼のセミナーで， OR の
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client は，グチコミで依頼してくるという話だっ

たがっ

B: コンサルタントはそうかも知れないが，米国

の企業内のORでは必ずしもそうでない.売り込

みは相当熱心にやっている. トップの承認だけで

なく，とくに実際の仕事をやっている中間層のO

Kをとることが大事だ.

C:ORはそのように本来実践的なものと思う.

そこで，大学にいるものとしてORをどのように

教えたらよし、か迷っている.

D: 米国でも事情は同じと思う.とくに大学だけ

で教育を受けて，すぐ教壇に立った人に本当にO

Rを教えられるかとしみ問題がある.大学では理

論を主に教えればよいという見方もある.実際は
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現場で身につけられるからと考えるからだ.しか

し，自分の経験では， TVの安全規準に関して自

分が手がけていた問題を学生チ{ムにも同時にや

らせ，データも集めさせ，こちらの結果も見せな

がら考えさせた. いわゆる， Dirty Problem だ

が，学生は興味をもった.この問題を一緒にやっ

ていた企業の人にも大学にきて講義してもらっ

た.それが契機で，その人にはいま adjunct

professor になってもらっている.

A: ところで，米国におけるこれからの OR の

key problem は何か?

D:ORが 1 つの専門分野 (discipline) として存

続するかという問題がある.ORは too successｭ

ful であって，多くの人の常識になり，広く浸透

した. LPなどがその例だ.したがって，これか

らはいわゆる ORを忘れることが大切かも知れな

い. IFORS への米国からの出席者が少なかった

のも，このあたりに原因の l つがあったのかも知

れない.

5. 3 カナダ，アメリカの企業訪問

榛沢芳雄

6 月 16日午前

MacMillan Bloedel 社は丸木，材木，羽目板，

合板等の建築資材，バルブと新聞用紙等を生産し

ている. Vancouver Plywood は North Vanｭ

couver の Fraser River に面した所に位置して

いる.この工場の敷地は 15エーカー(約 18 ， 360坪)

で従業員は 700 人である.合板の仕上りの品質判

別は人の感覚(合板に光をあて凹凸をながめる)

で選別され，その誤差は日%である.最終製品の

市場価格は表面の仕上りが両面良質30 ドル，片面

良質20 ドルで、ある.材料は原木からの木材関係で

全自動化でないが，工場での事故は少ない.年間

18件で，それも 2 日程度の軽傷であり安全性が高

い.労働時間は 6 時間で，労賃は 1 時間当り 8 ド

ルと 1 1. 5 ドルである.コンビュータによる生産

計画，在庫管理は行なわれていない.生産された

合板はほとんどカナダの同内向けで， 25%がヨー

ロッパの市場に輸出されている.会社は事業部制

をとり，この合板工場は赤字で，この 2 年間に黒

字に転換しないと工場は閉鎖される.赤字の原因

は，ここで生産されている合板が主に l 本の天然、

1978 年 10 月号

木から切り取られた連続した l 枚板で市場価格の

割合に比べ，合板はかなり良質のものであるから

と思われる. [1 J[ 2 ] 

6 月 16 日午後

Vancouver の Island Paper Mill割工場はタ

イプ用紙，ゼロックスのコピー用紙，写真印刷用

等の紙が，規格に応じて製品化されていた. 1962 

年の創業時には，日0 トンの生産量であったもの

が，現在では 370 トンに達している.これらの販

売先の大半は国内向けであるが，合衆国にも若干

輸出している.競争企業はカナダ東部や合衆国が

主であるが，製品の価格や製品の特殊化等により

競争力を維持している.しかし，紙製品の価格は

輸送距離に強く影響されるので競争にも限度があ

る.これらの製品は種類の生産体系につくら

れている. 225人でシステムは維持されているが，

50人が中心的スタソフである.原料は再生パノレブ

が25%，残りが新しいノりレプであり，紙製品はク

ローズドなシステム体系の中でつくられている.

そのために，水質，大気等の汚染の可能性は微少

である.紙の厚さは，プロセスコンピュータによ
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って管理され，厚さが標準状態の範囲を越えると

指令が出され手動によるコントロールが行なわれ

ている. [3 J 

6 月 30日午前

Illinois Bell会社はイリノイ州地域の電話通信

サービスを受けもっている.当社は従業員 i 人当

りの生産性を向上させるためにグロス・パー交換

機から ESS(Electronic Switching System) へ

の取替を2010年頃までに達成する長期計画を策定

した.年間25万台の割合で増設の必要があるが経

済性を重視する解は，現行施設をある割合で ESS

に置換えてゆくことである.短期的には， 1972年

に ESS の割合は 29.5%であるが 1980年には 45.8

%に増加する. ESS は機械部分の故障(クロス・

パ{交換機のリレー等)がないため保守要員を飛

躍的に減少可能で大型コンピュータ利用のリモー

ト・コントロールを行なえる. ESSの寿命は38年

である.また当社で、は FRA (Facility, Record 

& Assignment) のシステムを開発使用している.

処理業務は電話施設の要求，カード入力による遠

隔処理，工事指示， DACS (Data Acquisition 

and Control System)，データ収集と制御業務等

であり，コンピュータ・ネットワークを構成して

いる.このシステムは 1964年頃からソフトの開発

を行なっており，現在 IBM の370シリーズと 303

X シリーズの性能の比較を行ない今後 5 年間の需

要に応じ得るかどうかをシミュレーションにより

検討中である.

なお現在までこのシステムを 13局に採用して 17

%の人員削減が行なわれた.

6 月 30日午後

Underwriter目 Laboratories INC. は製品の安

全性のテストおよび標準化設定の業務を行なって

いる.そこで他の一般会社，連邦政府の依頼によ

って商品の安全性をテストし，また連ー邦政府が商

品の安全性から合衆国の商品の標準化を設定する

ための製品試験の仕事を行なっている.テストに

合格した商品には，この会社の頭文字UL マーグ
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がついている.経営は政府機関ではないが利益を

目的とせず，そのテスト費用でまかなわれてい

る.試験所はこの Chicago 以外に Northbrook

(Il1inois) , Santa Clara (California) , Melville 
(New York) , Tampa (Florida) の 4 カ所にあ

る. ULは全世界にわたっており諸外国の約20%

にあたる40カ国， 200カ所， 500人の検査官が配置

され，将来米国に入ってくる製品検査も行なって

いる.閏内における規模は 1977年47， 000種類，従

業員22， 200人で 10年間で 2 倍に拡大された.製品

検査の多い国は米国についで日本である.創立は

84年前の 1894年で電気試験がはじめである.製品

テストはいまでは部門化され，電気製品，盗難防

止，化学薬品，暖冷房機器，空調，防災等で 7

年前から海洋ボートの安全性 Move House の

安全性のテストを行なっている. [4J [5J [6J 

最後に本報告に際して， Island Paper Mills 

会社については関田氏， Illinois Bell 会社につい

ては松崎氏の記録を参考にさせていただいた.

参三考文献
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5.4 視察団座談 ~ 
~ 

(視察団団員全員参加〉

まとめ 島田俊郎，鈴木誠道

A IFORS の機会をとらえて，学会から視察団を派遣

するということが，ここ何回か定差してきました.今回

も 13名の参加を得て， IFORS を中にはさんで，カナダ

・アメリカの企業，大学でのセミナー・見学を行ないま

した，パラェティに富んだ専門分野また海外経験につい

ても，はじめての方とベテランの方が半々ほどでした.

緊張につつまれた成田をあわただしく飛び立ち， 19 日間

“同じ釜の飯"を食ったわけで、す.この間， セミナー，

会議でのあちらの方との交流はもとより，団員相互間の

切珪琢磨を通じ視察団の実はかなりあがったものと存

じます.本日は，この闘をふりかえってお話し合いを願

いたいと存じます.

セミナーに関して

A まず最初に，七ミナーについてみなさんの意見封筒

かせてください.

B 私としては，大変プラスになった.

C 外国の方と共通のテーマについて考え合い，話し合

う機会は日本では少ないが，これは非常にし、し、ものだと

感じた.今後も海外との交流を大いに進めるべきだと思

う.

D 全般的に用意周到で、ありがたかった.その反面さま

ざまな分野の専門の人たちと一緒であり，自由にわかれ

て行動もできないので，束縛されてしまったともいえ

る.この点での余裕があれば，もっと充実した行動がと

れるのではないだろうか.

E シカコでは計画に余裕があり，また慣れてきたこと

もあって，講演の内容がよく理解できた.

F 確かに時間配分もよく，アレンジメントもゆきとど

いていたと思う.

G 午前と午後にわかれる形が多かったが，時聞が不足

気味であった.通訳の時間がかかるということもあるの

だろうが，討論，質問にもっと時聞をあてることも必要

1978 年 10 月号

と思う.そのためには項目を減らしてもよいのではない

カミ.

A 視察は一般にこういう形が多いが，学会主催の場合

には，今後検討しなければならない.

E はじめて視察団に参加した.視察団での成果を企業

の中に生かしたく参加したが，事前の資料が乏ししス

ケジュール，内容についての検討ができずに参加するこ

とになってしまった.日程についてはとくに問題はない

が，事前準備のなし、参加のため，セミナーの内容につい

て表面的にしか理解できなかった.

H セミナー会場と講師名をあらかじめ知っておきた

カミっ Tこ.

I 事前に概要がわかっていると下調べができたのだ

ヵ:・ ・・・・.

J 1ムの会社はニューヨークに支店があるので，事前の

打合せがあれば通訳等の協力はで‘きたと思う.

D 記録係を担当したが，どういう視点で記録をまとめ

るかなど，出発前にあらかじめ会合をやっておけばよか

った.

H 係の分担ではみんなで話し合う機会もなく，自分の

希望とは必ずしも一致しなかった.

A 出発前に座談会とか準備の会合をもてばよいのだ

けれども，参加者が全国にちらばっているので，それも

で、きなかった.この点は今後検討しなければならない.

I 出発前だけではなく旅行中も半強制的な共同ミー

ティングをやればよかったのではないだろうか.

E 確かにみんながもっと話し合う場があったほうが

よカミった.

C 外国での研究が日本に比べて進んでいるかどうか

判断がつきかねている.これから他の方々と訴し合って

みたいと思っている.

区 出発前には時間的余裕がなく，旅行中では私自身の

主体的意味づけができなかった.これから自分にとって
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視察団全員と Mitten教授(前列

fどから 3 人目)他(カナタ\八

ンクーノミー， プリティッシュ・

コロンピア大学にて)

の意味を考えてみたい.

B 私も旅行中には気がつかなかった点についてこれ

から先方に問L、合わせるつもりでいる.

L 私の経験からいうと，このような視察では glve

and take が重要だと思う.相手から一方的に得ようと

するだけではなく，参加者のプロフィル，論文，仕事に

ついて，事前に相手方に知らせておけば，受け入れる態

度が違ってくるのではないだろうか.また，帰国後のレ

ポートも相手に送ってやることも大切だと思う.

工場訪問に関して

A 工場見学について感想、を聞かせてください.

B 全般的な説明をやってから質問という形がいし、と

思うが，説明する人によって違うところがあったので困

っ Tこ.

L 見学場所の選択の基準は何か.テクノロジーその他

の点、を含めて日本のほうがカナタより進んでし、るとい

うのが現状だと思うが，カナダから学ぶ点としては，資

源;に対する問題意識，環境に対する問題意識などと思

われる.カナダの計画担当の方としてはどういう観点に

たって企業を選択したのだろうか.

A Mitten 氏がアレンジしてくれたのだが，自分の連

絡のとりやすいところでカナダの」流企業ということ

で、決めたので、はないだろうか.

E 企業の選択をするとき視察|到もある積の目的があ

るので，どんな観点から，どういう人が参加している

か，そして何に興味があるか等々，それらで、焦点を合わ

せて選択すればもう少しみのりのあるものになったの

654 

ではないだろうか.

K 一般の視察同としては，カナダの企業はどうだとい

う社会見学でよいかも知れないが， ORプロパーのグル

ープとしては，学問的な収穫をも得ねばならない.

米加の印象

A アメリカは私が以前に留学していたときのことも

合わせて考えてみると競争が激しくエネルギッ、ンュだ

と感じた.みなさんはどんな印象をもたれたか伺いた

し\

F アメリカをおとずれても以前と比べて日新しいも

のがなくなってきて，はじめての方でも私が 10年前にき

たときほど驚かれなかったのではないか.

E はじめてなので，それでもやはりどぎまぎした.カ

ナダは落ちついているというか，覇気がないのに対し，

アメリカはアクティビティがあるように感じた.私に

は，むしろアメリカのほうの雰囲気がなじみやすい.

I この 10年でアメリカと日本の立場が変わった.日常

生活では日本と異なった目新しいものがみあたならか

った.しかし，物質的な豊かさでは同じレベルである

が，物の考え方にはまだ差があったようだ.たとえば，

学会において日本では何でもむずかしくいわなければ

ならないという風潮があるが，アメリカでは，当り前の

ことをひねらないで、どうどうと自信をもっていってい

る.ひねらないで、まず正面から単純に物事をながめるこ

とは大切なことだと思われる.

E 日本では高度なものをやる.アメリカて、は役に立つ

ものをやるという違いがある.
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I 外的条件に対して日本ではこれは自然現象のような

ものと考え何もやらない.アメリカではわれわれが何と

かできる問題だから解決法を考えようとする面が多い.

C シカゴの Caywood 氏の意見では『コンサルタント

が，容と接するときは，相手のニーズをうまく聞き出す

ことだ. ~といわれた. これは同感であったが， ~医者と

同様， 客がつくのはクチコミだ.~といわれたのには驚

し、Tこ.

I 日本の企業は~，~、コンサルタントをさがそうとは

していない.競争相手に勝つためにはいいコンサルタン

トを得ることだと認識してない.日本は企業がコンサノレ

タントを評価する能力がない.

A それが日本とアメリカのコンサルタント業務の違

いではないか.そうし、う意味でも Caywood 氏の意見が

参考になった.

C 確かに日本では物でないと価値を認めないところが

あり，コンサルタントを評価する土擦がないといえる.

G OR, TIMS シカゴ支部は，クラブ・ライフがあり

月に l 度食事をしたりして，自分の直面している問題を

話し合って交流している.日本ではそういう環境がない

のでうらやましかった.

A 日本では関東に支部がない.

F 日本では集まるというと同じような専門の人が集

まってしまって交流が単調である.

今後への希望

A 視察団についての自由な意見および今後視察団を

送る場合に参考になるような意見をお聞かせ下さい.

F 専門の異なる人が多いから，専門用語で話すのでは

なく，みんなに理解できるレベルで話し，何をやってい

るかっかめるセミナーであってほしい.

I 通訳のための時間が多くかかって実際の質問時聞

が少なかった.通訳の方と事前に話し合いができればよ

かったのではないか.

F こちらが何かを知りたい吸収したいと思っている

ように相手も日本から何かを得ょうと期待しているか

ら，こっちも与えるものをもってゆくほうがよい.

A 前の経験を生かすためにも，つぎの視察団に前回の

参加者を加えれば，視察団がもっとよい方向に向かうだ

ろう.

G 前回参加者カ1いない場合は，前にいった人と今度い
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く人の聞で，話し合いをもっとよい.

F J さんは，今回の視察で得たことカ丸、ま役立つてい

るといわれたが，さしっかえなければ話してください.

J 物の考え方のことだが，インプットをセレクトする

こと，チェックする方法等，いままで、気がつかなかった

考え方を教わった. Caywood 氏の話は自分の仕事に関

係もあり，その点で役立った.

F Caywood 氏のように示唆に富んだ話は非常に役立

ザコ.

A 実際にコンサノレタント業務をやられて教育に入ら

れた方なので、わかりやすい. その点， Engel 氏もよか

った.

I 国際学会の目的は人を知り，自分を売り込みアカデ

ミックなものを学ぶことだと思うが，今回は最後のもの

はあまりなかったが，それでいいと思う.自分たちが参

考になり役立つものは，異なった国の人が異なった条件

のもとで，どのようなことをやっているか聞くことでは

tI:.1. 、カミ.

F 同感だ.国際学会でのよい面は日本と異なったパタ

ーンのものを聞くことによって新しいものを得られる

ことである.

A 国際学会では，発表者がどんな人物かよくわからな

い屈があるが，新しいものをたくさん補充されるような

気がする.

A それて

E いろいろな国々の人々と知り合いになれて非常に

よカミっ k..

C 忙しかったので自分で準備もできなかったのですべ

て団体まかせで気楽に参加さぜてもらい感謝している.

G はじめての海外旅行なので，外国の方と接触し親し

くなることを望んでいたが，それができて非常に貴重な

経験になった.

I 学問的知識を得るだけでなく，外国の方ともっと個

人的な話をして親しくなることも必要だと忠う.

F ORが本当に役立ち，発展するかとしづ問題に対す

る一つの解答として， Engel , Caywood 両氏の自然流

な考え方に接したのが非常に印象に残った.

A これで座談会を終わります.貴重なご意見をいただ

きありがとうございました.

なお IFORSの座談会には視察団員も参加しているの

で， 本座談会では IFORS 国際会議関係を省略した.
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