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企業におけるデシジョン・ルームの今後

星 孝雄・加藤晴洋

1. ウオールームからデシジョン・ル

ームへ

1. プロジェクト用コントロール・ルーム

いわゆるデシジョン・ルームが軍事用戦略をね

るための「ウオールーム」からヒントを得たもの

であることは，よく知られている.しかし，ウオ

ールームがデシジョン・ルームに翻訳されて登場

するのに先立って，ビジネス界により利用される

ことになったアイデアがあった.それはプロジヱ

クトのコントロール・ルームである.周知のとお

り， 1950年代における種々の軍事関連プロジェク

トは，プロジェグト管理，経営科学，情報管理，

等における大きな成果を生んだ.特に，パリステ

ィック・ミサイルの開発プロジェクトにおいて，

まったく新しいシステムであったにもかかわら

ず，予定どおりに，予算内で完了できたのは，す

ぐれたマネジメント・コントロールがあったから

であるが，そのために使われたツールの中で，重

要な役割を果したものの l つに，コントロール・

ルームがあった.この部屋の壁には，プロジェグ

トの進み具合を表わすチャートが貼つであり，

ーティングが聞かれるたびに，この他にもいろい

ろのチャートが作成され，復覚的なプレゼンテー

ションがなされたのである.
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ある意味では「こけおどし」的な意図もあった

のであろうが，この部屋を訪れた政府高官および

政治家たちは，こういった視覚的な「ブリーフィ

ングj を受け，プロジヱグトがうまく管理され進

行していることを知り，安心したわけで、ある.

1.2 ビジネス界への移行

このコントロール・ルームの利用は，軍事上の

プロジヱクトを対象としたものであったが，本質

的には，ビジネス・プロジヱクトに対するものと

変りなく，容易にその考え方は理解され，ビジネ

ス界へも広がっていくこととなった.コンビュー

タ化も軍事用のものが一番早かったが， 1960年代

に入ると，ビジネス界においても，徐々にコンビ

ュータ化されたコントロール・ルームが出てくる

ようになる.

その中でも一番有名な例は，ユナイテッド・エ

アライン社が1960年代後半に完成させた「オベレ

ーションズ・ブリーフィング・ルーム J と呼ばれ

るものであろう.日本からの見学者が， MI S ブ

ームの中で，このルームを訪れた際，毎朝そこで

トップ層が前日のオペレーションについて説明を

受け，即座に打つべき手だてを考え，しかるべき

指示を出すのだとの説明を受け，これこそトップ

用 MIS の具現化であると考えたものである.が

実際には，前日の24時間のオベレーション結果を，

飛んだ距離，運んだ乗客数，スケジュール上の遅
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れ，といった統計および P/L にまとめた後，毎

朝，社長および数人のトップ層に対し説明する場

所として使われたのである. (この他に， 前週の

パフォーマンスに関し，目標との比較を中心とす

るブリーフィングも行なわれた)

このプリーフィング・ルームは，こういっ Tこト

ップ層に対する説明とプレゼンテーションのため

に，コンビュータと直結したプロッタを使い，傾

向線，その他望みの分析結果を出せるようになっ

ていたので，情報とト、ソプの意思決定間にあるギ

ャップをうめるものとして，人々の注目を集めた

わけであるが，その本来の目的はあくまでも，前

回なり前週のパフォーマンスに関するブリーフィ

ングにあり，それに対応してどのようなアクショ

ンをとったらよいのかという実行計画作りが，こ

の部屋で行なわれたわけではないのである.

この他に，ブリーフィングおよびコントロール

を目的としたものとしては，エーボン社のコント

ロール・ルームが有名である. 1973年以来 PERT

を使ったコントロールが行なわれており，主要部

門には PERT 担当マネジャーがおかれ， 毎月 1

回副社長レベルを対象とするミーティングがもた

れたが，このミーティング・ルームは社内におい

て「ミニ・ウオールーム」と呼ばれていた.この

他報告されているものには，アラスカの石油パイ

プライン敷設という大プロジェグトのコントロー

ルのために使われたものがあるが，これらに共通

しているのは，比較的単純なオベレーションのコ

ントロールを対象としていることである.

1.3 デシジョン・ルームへの夢

このような，本質的にはブリーフィング・ルー

ムやコントロール・ルームである各種のルームを

みた当時の誤った MIS コンセプトの信奉者たち

(たとえばHBR， 1966年 5 月 6 日号の論文“Myth

of Real-Time Management Information" 

の中で， その著者である Dearden が批判してい

るような考え方)は， トップに対するシステムの
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具現化近しと考えたわけである.

実際にトップ経営者が，コンビュータおよびそ

の周辺端末機器を相手に意思決定のための質疑応

答をやっている図は， 1964年のフォーチュン誌に

すでに予測されていた.しかしトップがこれに近

い環境で仕事をし得るようになる，すなわち，わ

れわれがデシジョン・ルームと呼ぶものが登場す

るのには，それからさらに 10年近くを要したので

ある. (しかもこのデシジョン・ルームでさえ，

当時措かれていた「夢」から見れば，本格的なデ

シジョン・ルームとは言いがたい面があった)そ

の理由としては，次のような点が挙げられよう.

①トップが必要とするであろう膨大なデータを

貯えるための大容量記憶装置や，カラーのグ

ラフィック・ディスプレイ装置，等のハード

ウエアが，まだ十分には発達していなかっ

た.

②トップの意思決定プロセスが解明されず，し

たがって，サポートすべき「場」や機能にど

のようなものがあるのかが，必ずしも明確で

はなかった.

③トップ経営者が，いったし、どのような情報の

提供を求めているのかがつかめない，という

問題があった.

1960年代の後半になると，単なるブリーフィン

ク》ミら，意思決定にもコンピュータ・システムを

役立てようということで，この第 2 第 3 の点に関

する種々の試みがなされた. トップに対しては，

MIS の専門家を仲介とすれば， その意思決定メ

カニズムを解明することが可能であり，その結果

し、かなる情報を提供すればよいのか，いかなるモ

デルを提供すればよいのかがわかる，というのが

極端にいえば，当時のトップに対する MIS アブ

ローチであった.

このような前提のもとに， OR/MS において

も盛んに戦略レベルでの意思決定モデルが作られ

たり，究極的には，下位のマネジャーはインプッ

トデータを作る存在になってしまうといわんばか

オベレーションズ・リ+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.



りの，全社モデルが発表されたりした(たとえば

1969年の HBR 7-8 月号， “Building a corｭ

porate financial model" by Gershefski). さ

らに J二位マネジャーをもっとコンピュータ化さ

れた意思決定システムに参加させようとし、う試み

や実験もなされた.たとえば，ファースト・ナシ

ョナル・パンク・オブ・シカゴでは，いくつかの

CRT を使った実験が 1960年代後半になされた.

ある情報システム専門の会社の設計で，適用領域

ごとに必要情報がグラフィッグ表示されるという

システムが開発され， トップが直接アクセスでき

るよう，端末が何カ所かに置かれた.この際，マ

ン・マシン聞のインターフェースを，人間工学的

観点からも工夫するなどの努力がなされたといわ

れる.成功すれば，一気に戦略レベルでの意思決

定のために， トップみずからが，オンライン・リ

アルタイムでコンビュータ・システムを利用する

ものとなっていたので、あろう.このシステムも，

日本からの見学者を感激させ， MIS の将来像と

してよく語られたものであるが，最終的にでき上

ったシステムでは，与えられた端末キーボードを

自分で・たたくトップ経営者は，やはり少なかった

とし、う.

1.4 デシジョン・ルームの現実

このような経緯から，アメリカにおいては，主主

役用会議室に情報処理システムと電子機器を持込

んだ所は多々あるものの，単なるブリーフィング

以上のことをやっていると紹介されている例は少

ない.その数少ない例として，イリノイチNに本社

をかまえ多角的な経営を行なっているGould Inc. 

が挙げられる.ここでは，長役のオフィスにも端

末が置かれている他に，ボードルームにも各種デ

ィスプレイ装置が置かれ，幹部会議等で必要とな

る情報が即座に検索加工されてディスプレイに表

示され，ボードによる憲思決定に反映させている

とし、う.

日本においては日本電気のデシジョン・ルーム
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が有名である.昭和48年に作られ使用されてきた

デシジョン・ルーム(実は， この名調は， 日本電気

が登録した商品名である)は，その後商品として

売りに出され，現在では数十社が所有することと

なった.基本的には，ブリーフィング，コ γ トロ

ールのレベルからトップの意思決定レベルまでユ

ーザーの望むレベルで使用されるようになってい

る.しかし，意思決定レベルでよりよく使うため

には，その内容をよく知っているスタップによる

準備作業を必要とする.

2. 新しいコンセプトと技術の出現

以上，デシジョン・ルームの発展経過をみてき

たわけであるが，結局，多少コンセプト面の先走

りはあったが， MIS コンセプトの内で， 主とし

てトップ経営者の意思決定ツールとしてデシジョ

ン・ルームは位置づけられてきたわけである.

その後， MIS のコンセプトは定着化してきてい

るが，その一方で， MIS に関連する技術の進歩

および，新しいコンセプトの出現がみられ，これ

らがデシジョン・ルームの考え方にも影響をおよ

ぼし，新たな展開が出てくる可能性も出てきてい

る.そこで次に， MIS 関連の新コンセブト(お

よび技術)の主なものについてみてみる.

2.1 データベース (DB)

データベースの考え方は，情報ニーズ面からは

情報検索要求に対する柔軟な対応を目的として，

また，情報管理面からは，関連するデータの一元

的管理による管理効率化を目的として，対応する

技術の発展(記憶装置の大容量化，データベース

管理システムの充実，等)に支えられて利用が広

がってきたものであり，今や，すべての情報シス

テムの根幹をなす，なくてはならないものとなっ

てきている.

2.2 分散処理 (DDP)

分散処理は，ここ丸 6 年の聞に広まってきた
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考え方であり，従来の情報資源(ハード，ソフ人

人)の中央における集中的な管理形態に対し，ユ

ーザー各部門の自部門関連情報のコントロールへ

の意欲と情報処理関連能力の向上，企業全体とし

て考えた時の情報処理の効率化(ターン・アラウ

ンド・タイム，オーバーヘッドの減少， 等)， お

よび端末・小型機器の性能の向上やデータ通信技

術の発展，といった要因により，ユーザー各部門

への情報資源とその管理責任の移管を行なおうと

するものである.

2.3 オフィス・オートメーション (OA)

これまでの情報処理は，厳密にはデータ処理で

あり，オフィスにおける事務処理の一部を構成し

ているにすぎなかった(むしろ，オフィス外=コ

ンピュータ室に持ち込まれた処理ともみられる)

わけであるが，オフィスにおける生産性向上への

要求の高まりと，コンピュータと通信技術，およ

びそれらの統合化技術の発展により，オフィスに

おける事務処理全体の効率化を目ざして，オフィ

ス・オートメーション化の動きが出てきた.これ

は，比較的最近の動きであるが，最近は事務処理

効率化だけでなしそれを通してマネジャ一層の

管理活動の有効性向上を図ろうとするアプローチ

もとられるようになってきた.

2.4 意思決定サポートシステム (DSS)

従来から，マネジャー(トップ経営者を含む)

は，情報システムの究極的な対象として考えられ

てきているわけであるが，個々のマネジャーの個

々の意思決定に光をあてたアプローチは，あまり

とられてこなかった.これに対し，この点をクロ

ーズアップさせ，かつ，単なるコンビュータ・シ

ステムではなく，サポートをする人，サポートを

受ける人を含め，さらに，時間的経緯をも考慮に

入れたダイナミックなシステム(プロセスとして

のシステム)として，マネジャーの意思決定プロ

セスの構造化を図りつつ情報サポートをしようと
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する考え方が出現してきた.これが意思決定サポ

ートシステムである.この考え方は，アメリカで

は比較的進んでいて実用例も結構あるが，日本で

はまだまだの段階で，実施例もまだ少ない.

3. 新しいデシジョン・ルームの姿

以上のようなコンセプトや技術の動向を背景に

新しいデシジョン・ルームというものの姿を描い

てみたい.

3.1 DSS におけるデシジョン・ルームの役割

DSS (および OA) の考え方の 1 つの基本は，

トップ経営者ばかりでなく， ミドル層をもサボ}

トの対象とするということで，従来の，意思決定

=トップという公式を拡張した点が，注目に値す

る. また， DSS は， マネジャーのパーソナルな

システムという性格をもち，さらにシステムの開

発・利用のプロセスとその過程におけるマネジャ

ーとサポートスタッフとのインタラグションを重

要視し，ダイナミックなものとしてシステムを捉

えている点に特徴がある.

これは， DSS を機能的に捉えた姿であるが，

デシジョン・ルームの考え方の基本である空間的

なものとして捉えてみると， DSS の考え方にマ

ッチした新たなイメージが浮び上ってくる.これ

をここでは便宜上，デシジョン・サポート・スペ

ース (DSSp) という言葉で呼ぶことにする.し

たがって DSSp は， DSS が機能する場，物とし

ての DSS についてみれば，これが開発され利用

される場ということになる.

3.2 デシジョン・サポート・スペースのイメ

-:,..-

上記のような役割を担う DSSp の姿は，大略，

次のようなものとなろう.

すなわち，まず必ずしもトップ層ばかりでなく

ε ドルもサポートする.否，むしろミドルのほう

を積極的にサポートするということを狙い，した
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がって，従来のデシジョン・ルームより，ローカ

ルなもの，小規模なものとなると考えられる.ま

た，物としての DSS を設計・開発する SEの他

に(同一人，ク‘ループが兼ねることも考えられる

が)， マネジャーと DSS の開発構想・方向を検

討し， DSS が完成した後は， その利用サポート

をするスタッフの存在が大きな位置を占めること

になる.従来のデシジョン・ルームの場合も，運

用サポートをするスタヅフをもっケースが多いわ

けであるが， DSSp の場合のサポート・スタッフ

は，より積極的な役割をもつことになる. (ただ

いマネジャー自身が端末を操作するか否かは，

ケース・パイ・ケースである)

DSSp では， マネジャー同志， あるいは， マ

ネジャーとサポート・スタッフとの聞の自由な雰

囲気のもとでのコミュニケーション，マネジャー

やスタップのアイデアの創造，スタップによる情

報分析や代替案の検討，等が行なわれることにな

ろう. (当然，コントロール・ルーム，ブリーフ

ィング・ルームのもつ機能も包含される)

空間的には，従来の会議室(および，その付属

室)というイメージより，むしろ，会議室，作業

室，談話室，休憩室，等の混合のようなものが考

えられる.ただ， DSS はパーソナルな性格をも

つことから，空間の設計，付随する構成機器とそ

の機能は， DSS の対象となるマネジャー(必ず

しも単数ではなし、)に合ったものが必要となるわ

けで，これを可能とし，かつマネジャーが代わる

場合も想定して，各種コンポーネントにモジュー

ル性をもたせ，この組み合せが比較的簡単に行な

えるように設計される必要がある.

ハードウエア面では，上述のようにケースによ

り異なるが，基本的にはバーソナルなワークステ

ーション等，現在デシジョン・ルームやOAの領

域で考えられている各種の機器が中核となろう.

(私見ではあるが，なかでも特に期待されるのは，

音声関係の各種処理システム，および画像処理シ

ステムではなかろうか)ただ， DSSp は，あくま

1980 年 11 月号

で DSS が機能する場であるから，ハードは 1 つ

の条件ではあるが十分条件ではないわけで，むし

1 ろマネジャーにとって有効に機能していれば極端

な場合，ハードとしては電話とパーソナル・コン

ビュータ l つ，というようなケースもあり得るわ

けである.

OA化の進展にともなって，オフィス全体が変

貌をとげていくことが予想される.この場合OA

全体としてマネジメント・サポート，さらには意

思決定サポートを目ざすということから， DSSp 

はOAの実現の 1 つの姿とみる見方もあり得ょう

が，むしろ常識的には，意思決定に直接関係する

スペースをそれ以外のオフィス部分から分けて考

えることが，自然と思われる.

3.3 デシジョン・サポート・スペースと他の

コンセプトとの関係

DSSp の考え方のポイントを整理する意味で，

前節でみた各コンセプトとの関連を考えてみると

次のようになる.

DSSp の最も基本となる考え方，すなわち，

意思決定サポートという概念とサポート空間とい

う考え方は，おのおの， DSS とデシジョン・ル

ームからとり入れたものである. これに， DSS 

の特徴たるダイナミック・システム(サポート・

スタッフの存在，物というよりプロセスとする見

方) , およびパーソナルな性格が加わって， 全体

の骨格をなしている. DSSp が企業内の各部門

に分散化されて存在するという点は， DDP の場

合と同様の観点から出てきており，また， OAの

考え方からマネジメントの生産性向上を終局の目

的としてとり入れ， DSSp を支える三、二王立三

ア技術(コンビュータ，通信，それらの統合化技

術)は， OA とデシジョン・ルームの領域のものを

利用することになる. DBは，すでに MIS の内

で重要な位置を占めているが，これは， DSSp の

内にあっても同様の位置を占めよう.
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3.4 関連する問題点

①導入の位置づけ

DSSp の導入は， さまざまな位置つけが可能

ではあろうが， そのうちの!っとして， DSS 実

現の戦略として捉えるものが考えられる.すなわ

ち， DSS の H重要性の認識は広まりつつあるもの

の，なかなかトップ経営者からの理解を得にくい

のが現状であろう.そこで，比較的わかりやすく

受け入れられやすいOAやデシジョン・ルームの

延長として DSSp を位置づけ， これの導入とい

う形で DSS 化を図るという図式を考えることが

できるわけである.

②デシジョン・ルームと DSSp との関係

DSSp は， 各部門のミドル層に対するサポー

トと同時に，そこで利用されたり生成された情報

や戦略案等を，デシジョン・ルーム側でも利用で

きるようにすることにより，間接的にトップ・サ

ポートを狙うのが妥当である.このためには，

DSSp とデシジョン・ルームとが通信回線によっ

て有機的に結合され， DSSp からの情報の転送・

表示等が容易に行なえるようになっていることが

望ましい.現在のデシション・ルームは，設備の

機能との進歩はあろうが， トヅプを対象とした，

会議という場の提供，およびコミュニケーション

や情報プレゼンテーションのサポート，という基

本的性格は変わらないものと考えられ， DSSp と

のリングにより，より適切な情報がより適切にト

ップに提供できることで，デシジョン・ルーム自

体もさらに有効なものになると考えられる.

③中央におけるコントロール

DSSp は分散化されるということから，ある程

度以上の規模の企業の場合は社内にいくつもの

DSSp が存在することになり， それらの聞のリ

ングが問題となる.その際，構内リンクのような

基本システムを用意して各部門聞の通信ニーズの

発生に備えることや，各部門に設置される端末機

器聞の通信・処理上の互換性を保証すること，等

712 (30) 

のために， 中央にスタッフを置いて企業全体の

DSSp 導入の動きの指導・調整を行なっていく

ことが必要と思われる. もちろん DSSp 以外の

OA化等の活動とのパランスもあり， DSSp 化の

動きが独立した存在にならないよう注意する必要

はある.

④サポート・スタッフの位置づけ

DSSp において重要な役割を果たすサポート・

スタップは，ある意味で，一番大きなポイントで

ある.なぜ、なら，彼は単なるシステムの運用者・

端末操作者ではなく，マネジャーに対して有効な

DSS のインプリメンテーションのリーダーシッ

プをとらなければならないからである. (ここに

いうインプリメンテーションとは，通常使われる

「実施」以上のものを含む概念である)その際，

サポート・スタッフがもつべき資質のうちで最も

重要なものは，マネジャーとコミュニケートでき

る力であり，これは，ビジネスやマネジメントに

対する知識，人間や組織の力学の理解，等の総合

力である. I 人の人間でこれらをすべてカバーす

るのは至難の技と思われることから，異なった強

味をもっ何人かの人聞をもっサポート・スタァフ

部隊が，組織上，位置づけられる必要があると思

われる.

以 iニ コントロール・ルーム，ブリーフィング

・ルームヵ、らデシジョン・ルーム，さらに，デシ

ジョン・ルームを含んだデシジョン・サポート・

スペースのネットワークへつの夢を描いてみ

たわけである.もちろん， これは一・朝一タにして

実現され得るわけではないが，各種の技術の発展

とビジネスや意思決定のダイナミックスへの理解

の深まりを背景として，今後，追求し続けてし、か

なければならなL 、 1 つの方向であると，われわれ

は信ずる.今後ますます厳しくなると予想される

経営環境下で企業が存続し続けていくために，意

思決定の強化は何よりも重要と考えられるからで

ある.
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