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数理計画と OR

数理計画研究部会の終了後，参加者の自己紹介を兼ね

て，数理計画法(以下MP と略す)とのかかわり合いを，

ひとわたりお話しいただいたあと iMP と ORJ という

テーマでORサロンが開かれた.

MP，日米比較

A 日本のMPの世界は分野が限られているし，人口も

そういないと思うのです.アメリカとは人口にして 1 桁

違うでしょう.アメリカでは理論から応用まで健全に人

聞がそろっているという印象を受けるわけです.ところ

が日本はどうも理論偏重のきらいがあるようです.理論

と応用と数値解析的側面の 3 つがそろうといいなと思っ

ているのですが，どうも日本とし、う社会はMPなど使わ

なくてもやってゆけるシステムになっているのではない

でしょうか.

B 背会社にいましたとき下請けへの発注方法について

MP的な話がないかと上司と話したことがあるのです

が，むしろ下請けの保護とかが大事で納期が少々遅れた

ところでたいしたことはないというのが本当のところの
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ょうです.

C 応用すべき人の立場が実際的すぎて，むしろ実際的

な商が発展しないということでしょうか.

A その点はアメリカでも同じだと思います.コンサル

タントを半分商売にしている Geoffrionが，現状で満足

している会社にいくら新しい手法を売り込んでも見向き

もしないが，業績が下がったりしてMPを使ってみよう

とし、う人が現われたときにだけ成功しているという話を

していました.ただアメリカでは応用に役立つ手法に精

通した人材が矛Ij用できるという点が日本と違うと思うの

です.

C それは国全体の余裕の違いでしょうか.

D というよりは考え方の違いだと思います.ただ，私

のいたアメリカの大学では同じ科の中でもかなりはっき

りと理論と応用とが分かれていて，お互いあまり交流が

ないのですが，それぞれプロ意識をもっているとでもい

いますか，それほどまずいシステムだとも思えませんで

した.

C 私の知っている分野ではアメリカにも理論偏重の傾

向があったと思います.たとえば制約条件のない非線形

計画問題についてやることはもうないとアメリカでは恩

われていたのですが，実際にはあまり役に立たないこと

がわかってきて， いまやイギリスの Powell をはじめ

とする数値解析畑の人たちが主導権を握っている状態で

す.その人たちは実際問題をかかえている所にいて何を

やらなければならないかもわかっているようです.

A アメリカで，非線形計画法の代表的な研究者はだれ

でずか.

C 名前はいくらも出ますが，全体を把握している人は

いないような気がします.アメリカでも自分たちの欠点

に気がついたようでスタンフォードでは NPL(National

Physical Laboratory) から Gill と Murray をよぶそ

うです.

A アメリカのMPにも流行があるように思うのですが

し、かがですか，

D 私は73-77年の間アメリカにいましたが，計算複
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雑度や言語の研究は盛んでしたが，数値解析はそうでも

なかったようです.それから日本に帰ってきて整数計画

法の研究部会に出席して，日本で分校限定法の研究が盛

んなのにびっくりしました.日本はORに限らず基礎的

なことをやるより最先端の話題をよく知っているという

特色があるようです.アメリカにはいわゆる陳腐ともい

えるようなことをこつこつとやっていて，やがてし、し、成

果をあげる人がけっこういます.

C 人材の余裕がないのでしょうか.

D 大学も忙しいのでしょう.

A NSF(National Science Foundation) の資金配分

のポリシーがあって，はやっている分野に大量の金を出

すといったことがあるのではないのでしょうか.これが

研究に響いているような気がするのですが.

D 60年代は数学でPh.D.を取ろうとする学生が大勢い

ましたが， 70年代はそれがやんで，基金の行き先が変わ

ったようです.

A アメリカはもともと実学の国であったのに，スブー

トニグショックのせいで，かつてはアカデミッグな分野

に片寄っていて，実学ではPh.D.がとれない状況にあっ

たようです.自動車で日本にやられた理由もその辺にあ

るとか聞いています.それが今や反省期にきているよう

ですね.

理論と応用

C 応用についてのご経験談をお聞かせ願えないで‘しょ

うか.

D いわゆる応用という物の多くはある手法を使って答

を出したというにとどまっているように思われますが，

それでは不十分で，その後の分析が不足しています.理

論から得られる結果が実際場面にどう現われ，どう解釈

できるかといった分析をもっとやるべきですしこれは

おもしろい分野だと思います.たとえば行列要素に関し

てパラメトリックな線形計画問題についても，扱ってい

るモデルの特殊性を踏まえて何らかの話ができなし、かと

いったことはまだやるべきことがあるように思います.

C 確かにORの理論としてはそういう問題意識を基礎

にしていないと意味がないわけですね.

D そうです.ある手法を使ってこんな答が出ましただ

けではおもしろくありません.

C 普通はそれが出ただけでも万万歳ですが.

I 私は貯水池の運用計画について調べています.日本

ではこの問題に対して，動的計画法を用いている例が多

いのですが，アメリカでは混合整数計画法を用いている

人もいるようです.

A どちらが効率がいいのですか.
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I 簡単なモデルでは，動的計画法のほうがいいようで

すし動的計画法は確率的な制約を考慮に入れられると

いった長所をもっていますから，動的計画法のほうがし、

いのではないでしょうか.

C 日本では誰かがこれがいいというと，皆そればかり

使っている，外国ではそれも 1 つの方法だと考えている

といった所がありますね.

E 私がかつて勤めていましたとき，諸外国のどの国に

金を貸すのが良いかとし、う問題を扱ったことがあります

が， 当然非凸の問題で極値が多く現われてしまいまし

た.それで，あいつは役に立たないと思われたことがあ

ります.

C 解けないとMPではなくお前が悪いということにな

るのですか.

H そうですね.文科系の人たちには私たちに対するあ

る種の期待がありますし問題のむつかしさをわかって

くれませんから.

E 私は制約条件なしの非線形計画問題について研究し

ています.実用的な方法を作らなければならないと思

い，いろいろやっているのですが，そのためには計算機

を多く使わなければならないわけです.ところが，学生

ということもあり，計算機の使用に限度があって中途半

端な所にいます.

C 実験ができなし、から理論中心というのは物理と同じ

ですね.

F 私もまだ学生なのですが，私たち学生にとってはあ

る問題を解かなければならない必然性がありませんか

ら，自分のおもしろいと思うことしかやらないことにな

りがちです.そうするとどんどん世間から離れていきお

い理論中心になりがちだと思うのです.

G 私は在庫問題やスケジューリングを最適化して生産

コストを最小化するといったことをやっています.中で

も単一機械多品種問題を整数計画問題に定式化したので

すが，定式化しただけで、組合せの数が多すぎて， 10分と

か20分とかし、ったまともな時間では解けないといった状

態です.

B 今在庫問題とおっしゃっていましたが，今石油の在

庫の問題は楽しい話題で，とくに政治の臭いの入ったむ

つかしい問題だと思うのですが，そのような問題に対し

てOR屋さんはどの程度期待されているのですか.

G ほとんど期待されていません.何が目標関数かよく

わからないということもありまして，単純にコストミニ

マムにしてこれがいいですよといっても，馬鹿といわれ

るだけですから.

A 先ほどのお話しのスケジューリング問題を整数計画

問題にしないでヒューリスティッタに現実的な時間内で
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解〈といったことはやっていらっしゃいませんか.

G やりつつあります.

A 整数計画法が役に立たないとし、う話が出ています

が，使い方だと思うのです.たとえば巡回セールスマン

問題なんかも，整数計画問題になるわけですが，あれを

整数計画法でまともに解こうとする人はいない.組合せ

問題といっても問題の種類に応じてアプローチの方法を

木目細か〈変えてゆかないと，汎用プログラムで解こう

とすると大抵失敗します.

B MPの論文を書いて最後に数値例をつけたし、と思う

ことがよくあるのですが，皆さんはどうしていらっしゃ

いますか. MPが理論偏重になるー悶として数値例の粗

末さがあげられると思います.すごく大きな問題が解け

ると書いてあるのに，数値例は 2-3変数であったりし

ます.たとえば，巡回セールスマン問題では乱数を用い

てネットワークを作っているのがほとんどですが，それ

が実際の巡回セールスマン問題のネットワークとどの程

度相似性があるかといったことについて誰も考えていな

い.数値例についてもう少し考えると，理論のほうも現

実に応用できるようなものができると思います.

C それはアルコリズムの評価という問題で今話題にな

っていますね.そういう意味では論文の末尾につけたす

種類のものではありませんね.

I 以前からお伺いしようと思っていたのですが， Colｭ

ville のやった，非線形計画法のアルゴリズムの比較実

験のレポートをおもちの方はいらっしゃらないでしょう

f]'. 

C 結果だけのものなら，もっています.

I それ以降その種のアルゴリズムを細かし、工夫までふ

くめて一向に集めて比較したというのはありますか.

C ありませんね.

A そういったライプラリーをよくそろえているのはど

こでしょう.

C イギリスのNPLや， Powellのいた AERE(Atomic

Energy Research Establishment) でしょうか.質は

NPL のほうがし、いようです.有料で手に入ります.

A 日本でもどこかでやってもいいことですね.

C それだけの人口がないんじゃないですか.

MPの今後

C MPの今後あるいは個人的な今後についてひと言ず

つお話しください.未来のたくさんある人から.

F そろそろ修論を書かなければなりませんから，的を

絞っていし、話を作りたし、と思っています.

E 比較のために発表されているアルゴリズムをプログ

ラムしてみますと，報告されているものより計算回数が
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かかりすぎることがよくあります，経験が物を言う所が

ずいぶんあると思いますので，そんなこともよく調べた

いと思っています.

D ORの理論が非常に細分化され，理論と応用が相も

変わらず離れたまま進んでいるのが現状だと思います

が，理論をやる人は理論を，応用をやる人は応用をとそ

れぞれそれで、いいのではないかと思います.私個人とし

てはその聞をいこうと思っています.

H 今のお話に勇気を得まして ， :ii \， 、うちは理論をやっ

て，年をとってからそのつぐないに応用をやろうと思っ

ています.

I 理論をやっていてプロダクトがあればL 、 L 、のですが

そうでない場合には応用主体のほうがし、いのではなし、か

と思います.現象や需要に結びついている立場にいると

道具などどうでもいいともいえます.早く専売特許を作

って一人前になりたいと思っています.

G 私はそのときに必要で、ない論文はどうも読む根気が

ありません.われわれも需要があってから手法を捜すの

ではなく，各種の手法について熟知していて，需要に応

じてたちどころに手法を駆使できるようでなければなら

ないのですけれども.

A 私はMPの将来は明るいとし、う見通しでいます.応

用をやる際には世の中はMPで動いているのではないと

いうことを腹の底から認識して問題にとりかからなけれ

ばならないと思いますが，そうであったとしてもMPの

言葉で表現すればすっきりすることは確かだとし、う意味

でMPは基本的な道具だと思います. ORのいろんな物

が滅んでもMPは最後まで生き残る物の 1 つだと思って

います.

J 最近マイクロコンピュータに興味をもっています.

たとえば，組合せ問題にはコンパレーターに金を掛けた

マイコンを用い， LPなどは加算機に金を掛けたマイコ

ンを用いるといった使い方ができればと思っています.

B 理論だけを追いかけてゆくと解ける問題だけをむつ

かしく解いているような傾向がなきにしもあらずだと思

いますし，応用だけをやっていると他に応用性のない手

法を単に展開してゆくだけとかになりがちのように思い

ます.どっちも見てゆけるような道があると思っている

のですが，それを仕事にしてゆきたいと思っています.

どっちも忘れないセンスをもって問題に対処することを

忘れたくないと思っています.

C 皆さんの性格の表われたご発言だったと思います.

あんがい悲観論はなく，楽観論，現状肯定，ざんげとか

がありまして，その混沌としたところがMPのMPたる

ゆえんかも知れません.今日はお疲れのところどうもあ

りヵ:とうございました.
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