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議議技術教室 元木 重雄

私の所属する教室は，中学校技術科教員の養成機関で

あって，機械工学や電気工学を主とする 6 科目をカパー

するものです.研究分野は切削関係，教育面での担当科

目は機械工学および金属材料なので，直接にORを用い

ることはありません.その他，工学部で品質管理(選択

科目)を担当していますが，わずか15週間で広い間口を

こなすのでORに触れる余裕がありません.しかし，ど

ちらの学部の学生に対しても，統計的なものの考え方お

よび数量の把握の上に立つ直観力の養成を心がけるよう

にしています.

品普遍主ウエ7(株) 西森 克巳

現在，マイコンを利用したシステムの商品化を担当し

ております.仕事とは直接関係のないような場所で，客

先の要求が聞けたり，システムの設計をたのまれたりし

て，人間関係がいかに重要であるかを，痛感させられて

おります.

最近経験したことは，ある中小企業 2 社のため情報検

索の小型化システムを考え. A. B 2 種類のシステムを

設計しました.そのおり .A システムでは客先との打合

せを再三行ない，その都度客先の要求が大きくなり，シ

ステムが過大になり，プログラム設計の段階でまた削り

とり，少なからず容先の信用をなくした結果となりまし

た.それに反しまして B システムでは仕様検討の時

に，客先の目的をよくのみとみ，逆に製作者側で業務理

解のもと，指導を行なう形をとりましたので，その後の

プログラム設計でもトラフツレなく作業を進めることがで

きました.

両者の開発経過をふり返りますと，システム設計作業

のとき，ターゲットを明確にしぼり，それにもとづいた

的確な判断のもと，客先を指導すべきであること，その

次には，客先のシステムを理解するため，再三の勉強会

を行なったとき，逆にその虜になり，白らが作成システ

ムを白己満足のため，過大にしてしまったと，この 2 点
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の誤りをおかしたと考えております.

電子計算機の知識が普及Lた左いっても，中小企業の

業界ではまだ過大評価の傾向が多いように見受けられま

す.その方々と種々システムの開発設計等の相談をする

ときは. OR的手法を頭に入れておいて， 少しずつで

もそれを実践しながら進めるべきであると痛感してお

ります.

(株)三和銀行事務指導部 小西 希良

現在，事務量統計およびそれにもとづく営業店指導等

の仕事にたずさわっています.近年，銀行にも品質管理

の考え方が導入され. QCサークル活動が盛んになって

きました. QCサークル活動を通じて，統計的な考え方

が広まり，従来の個人的な勘による現状の認識・判断か

ら，データにもとづく科学的な分析へと変化しつつあり

ます.その中で，勘からデータへの切替えに走るあまり

統計手法そのものがもっ固有の前提に触れることなく，

結果的に手法に振り因される例も見うけられます.私も

仕事柄，データをとりあっかう機会が多く，同様のミス

を犯している可能性もあり. r計量なき論理は空虚であ

り，論理なき計量は盲目である」との言葉をかみしめて

いる毎日です.

新妻襲撃備隊福楽 動

航空機を整備する部門において品質管理業務に従事し

ております.航空機整備における品質管理が製造段階の

品質管理と異なるところは，整備という人間の行為その

ものも品質管理の対象とするところにあります.整備す

る人とそれをチェックする人とが別々におり，チェッグ

する人は遠慮なく誤り等を指摘することが望ましいので

すが，このようなやり方は，欧米人に比べて日本人には

なじみにくくその完全実施はなかなか困難であります.

航空機の故障に関するデータを統計処理することは，

もちろん品質管理の重要な作業ではありますが，標準化

された整備行為があってはじめて統計処理も意味をもっ

わけです.整備行為について標準化されたものを順守し

てゆくことが品質管理の第一歩であり，また，品質管理

とは一部の担当者のみで実施するものではなく作業に従

事する総員で実施するものであるこ左を痛感しておりま

す.
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三標的罪事裏部管理課 横関 克洋

入社以来はや11年，今までは主に生産管理を主体とし

たEDP化にとりくんできました.生産管理システムは

オーダーエントリーを中心とし， OMR シート発行によ

る差立板管理，ラベル発行による現品管理等を主とし，

KR システムと総称しています.生産サイドはそれなり

にすっきりしたものになったものと思いますが， EDP 

サイドは重装備となってしまい反省しています.

現在は主に社内外を中心としたデータ解析にとりくん

でいます.時系列分析から始め，今は計量経済モデノレ分

析に熱中しております.製品が完成品でなく OEMであ

るため最終消費動向が把めず，風が吹けば桶屋がもうか

る式のモデルができません.データサイドからの分析に

頼らざるを得ません.膨大なデータに追われネをあげて

おります.データ解析の前にデータの整理の重要性をつ

くづく感じております.データ解析手法をひととおりマ

スターしたし「情報化時代の経営分析J (東大出版会)

を読み始めております.

望宗難品長義Jレタント 工藤 宗雄

大学で交通計画を専攻し，現在は交通計画，都市計画

に関する仕事をしています.OR との関わりは，大学で

講義を受けたことに始まり，以後学会誌を中心に手法，

応用等を読んでおりますが，実際の作業では，その性格

と業務としての制約条件もあり，簡単な統計解析および

それをもとにしたモデル化，あるいは既存モデルへの適

用が主になっています.年々この種の業務の中では，種

々の社会的問題がいっそうの関わりをもってきているも

のも多く，これらの問題に関係する要因をとり入れた現

況分析，将来予測j等の必要性が生じています.そのため

には，より OR的な手法の適用が有効な手段になり得る

と考えられ，当然ですが，手法の十分な理解をもとにし

たインプットデータの作成，アウトプットの読みとりが

できるか否かが適用に対する課題であると考えていま

す.しかし，現在これを業務を通してすすめていくこと

はむずかしく，せいぜい作業の初めに， OR的考え方を

作業手11民，項目選定，項目の重要度判定等に働かせてい

る程度です.この分野での研究および手法の適用が，数

多く発表されることを期待しています.

1981 年 4 月号

諸王孝義学 住吉 和司

この数年，季節商品の生産計画と工場規模の最適化を

検討してきました.需要が複雑および季節変動をしてい

ても，生産能力を所与とする生産と販売に関していくつ

かの基本法則の存在することが明らかになりました.こ

れらの法則を用いると，最適な新設規模や増設規模が確

定しますし，好ましい生産体制u (残業， 2 直， 3 直など)

を決定することも可能となります.少々，過大広告にな

りましたが，現実の季節商品の生産やその工場規模につ

いて，筆者が意識していない問題も多いと思われます.

諸賢のご批判，ご教示を得て，実際問題の解決のための

研究をすすめていきたいと思っていますのでよろしくお

願L、し、たします.なお，この研究を進めるにあたりまし

て，慶応義塾大学工学部管理工学科千住鎮雄教授より懇

切なご指導を賜わりました.ここに記して，深甚の謝意

を表します.

〔他の所属学会〕日本経営工学会

労骨密〉山本邦彦

昭和42年頃より実戦的ORの活用を始め，工程管理用

のCPM ・ PERT ， L p，シミュレーション，多変量解

析等を利用したケーススタディを行なってきました.

現在は，全国支店，油柾所のオンラインシステムの開

発プロジェクトに属し，石油製品の入出荷・移動・在庫

等の物流関係データを主体に処理し，次のような効果を

主たる狙いとしてシステム開発を行なっています.

①油柾所における伝票作成，日報作成の機械化による

油柾所業務の省力化

②配車ガイドの機械化により，合理的配車を促進して

輸送費の節減をはかる.

③物流データの迅速な収集・処理により，的確な販売

活動の展開をサポートする.

④全国油柾所の入出荷・在庫状況を早期かつ正確に把

録することにより，製油所における適正な生産と各

地への適正な製品配分を行ない，消費者に対する行

油製品安定供給の-JJ))とする.

なお，機器の設置，オンライン化の実施時期は56年度

上期中を予定しており，したがって， 56年度下期から，

この全国コンビュータ・ネットワークが本格的な嫁動を

開始します.
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て，直接にも間接にも，それなりの効果をもたらしてく

ださったことに感謝している次第です.

摺露量葬所開発部 永井 l顕正

人間， 40にして惑わずと言われますが，低成長時代の

到来と時を同じくして， 40代を迎えた私には，ただ惑う

ことばかりの毎日というのが正直なところです.

本来，内なる心の秩序と外界の自然の秩序とが同一で

あるとする日本的発想の原点からすれば，今の私の状態

は，まったく不徳の至すところと言えます.

そもそも，私がOR学会にお世話になった動機は，シ

ステム的な考え方や問題の解き方について興味を覚えた

ことに始まります. この点では，企業活動の中にあっ

しかし，今“四十(始終)惑う"現実をみると，浅学非

才の身を省みず，日本的発想の上に，分析と綜合の繰返

しであり，最も西欧的なOR思考形式をもち込もうな

ど，おおそれたことを試みて，みごとその狭聞に落ち込

んでもがいている感があります.

でも，この問題は，日本のOR ワ}カーにとって宿命

的課題とも言えるものですので，この面では， ORのた

めのORが必要となる局面と言えるのかも知れません.

しかもそのORで、は，日本固有の心学的なアプローチか

ら解答への手がかりが得られるのではないかと思ったり

しています.

会合記録 入退会
安田一彦神戸大学

山本雅基東京理科大学

( )内は人数 -入会 (56年度より) (正会員) (費助会員)

表彰委員会 2 月 2 日(月)( 4) 湯口進一平塚市役所 石田衡器製作所

IAOR委員会 2 月 6 日(金)( 2 ) 和手信泰日本情報サービス紛 冒ト報

編集委員会 2 月 6 日(金)( 9 ) 渡辺弘之 日本ユニパッグ紛 村上 敏氏(東京電機大学助教

研究普及委員会 2 月 10 日(火 )(10) (学生会員) 授) 昭和男年11月 25日，心臓発作

OR文献賞選考小委員会 今井 浩東京大学 のため逝去されました.享年41 才.

2 月 18 日(水)( 5 ) 内田雅寛防衛大学校 護しんでお悔み申し上げます.

研究部会主査会議 北津博之青山学院大学 羽鳥 司氏(防衛大学校教授)

2 月 25 日(水)(12) 鈴木裕基青山学院大学 昭和55年 10月 12日，脳溢血のため逝

表彰委員会 2 月 26 日(木)( 6) 林 陽一東京理科大学 去されました.享年58才.護しんで

土方慎也青山学院大学 お悔み申し上げます.

.集後記先日のOR学会春季研究発表会は盛会のう

ちに開催された.見学会は神戸港見学および前評判高い

ポートピア '81 開催に先だってのポートアイランド見学

ということで受付け後間もなく締切りになるほどの人気

でした.旧くからのOR学会員でもある小笠原兵庫県副

知事の案内によるポートピア見学は大変実り多いもので

した.ポートピア入場者予測は当初の計画を大幅に上ま

わる 1300万人とか.しかも大幅に増える可能性も大と

か.これだけの入場者をきぱききれるかどうか頭のいた

い大問題とのこと.会場内外いたるところ待ち行列がで

きること必死.ORの材料にはことかかないとの副知事

の弁. ~桜前線の動きは今年は遅れ気味のようですが，

最近の春らしい陽気にその遅れをとりもどしつつあるよ

うです (M)
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