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1.はじめに

価値についてはこれまで主として哲学の分野で

とりあげられてきたが，価値観の多様化あるいは

その対立競合という複雑な問題に対し，政策科学

に多くの期待がょせられている.政策科学の分野

の 1 つとして正面から価値の探究にとりくもうと

する試みがあげられるが，同時にこれは非常に困

難な課題である.本稿では，オベレーションズ・

リサーチやシステム分析において直面する価値の

評価の問題について政策科学の立場から考えてみ

たい.

2. 価値へのアプローチ

価値を問題にするに当り，価値への接近方法に

ついて図 1 のように整理してみよう.実践的・主

体的に価値を追求する人々は， r何を価値あるも

のと考えるべきかJ としづ客観的な価値に関心を

もっ.客観的・経験科学的に価値を追求する場合

は， r人々は何を価値あるものと考えているか」

に関する主観的な価値意識を研究対象とするので

ある. [IJ 行動科学や社会学等の客観的アプロー

チにおいては，客観的研究対象としての主観的価

値観を追求することになる.オベレーションズ・

リサーチの立場からも，これらの客観的研究は分

ほそがいやすを，さのただを紛三菱総合研究所
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図 1 価値の概念

(見回宗介著:価値意識の理論 14ベージの価値の概念

を図にしたものである. [IJ) 

析に当って十分に活用きれなければならないこと

はもちろんである.しかし，分析者にとって，直

面している問題に対してどのような価値観を設定

し評価基準を定めるかということが重要である.

3. 科学と客観性

価値への接近方法ということで客観的アプロー

チにふれたが，客観性について考えておくことに

しよう .ORの大先達であり哲学者であるチャー

チマンは次のようにいう. r社会科学の最も不条理

な神話は，客観性ということである.科学者は離

れたところにいて，人々がどのように行動しどの

ように考えるかを，自分は客観的に観察すること

ができると思っているのである.偏見をもたない

観察者の頭に宿っている観察なら客観的である，

というような愚かで空虚な主張はやめて，そのか

わりに多くの異なる観点からの調査の産物である

ような観察が客観的である，というべきであろ

う .J[2] これは， r価値から自由な」あるいは「価
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値に対して中立的な」科学を目ざしてひたすら自

然科学の真似をしようとする社会科学者に対する

批判である.

さらに伝統的な自然科学も根底には一定の価値

観を秘めていることを確認しておくことも重要で

あろう.村上陽一郎氏は，ギリシアの伝統とキリ

スト教の影響のもと， r西欧」と「近代」という時

間的・空間的文化圏においておこった科学化とい

う現象を支えている理念を分析して，科学は西欧

と近代に同有のものであり，その理念と価値観を

濃密に身につけており，それを抜きにして科学を

論じることはできないと指摘している[3J. すな

わちここでは，科学の普遍性，中立性，没価値性

の主張は，科学の普遍的価値を自明のものと信じ

当然の前提として認める近代の西欧という局地的

な空間において，はじめて成り立っと考えられて

いるのである.

4. 管理科学と価値

オベレーションズ・リサーチやシステム分析等

の管理科学は数学モデルによって問題の最適の解

を求めるが，何が最適で、あるかということは価値

観に依存する.さらに数学モデルを用いるために

は価値の数量化をはからなければならない.これ

ができれば，数学的手段により最適の解を得るこ

とができる.このような定量的手法として知られ

ているものを図 2 に示す.管理科学のもう l つの

特徴はシステムズ・アプローチであり，これは定

量的手法より重要である.システムズ・アプロー

チは，異なった問題や事象が相互に密接に関連し

ているということを認識するものであり，少なく

とも異なる代替案を比較評価するとき考慮される

べき影響の範囲を拡大することにより， 1 つの「好

ましい解」を得ることはできるであろう.しかし，

ここにおいても評価尺度を設定することには困難

がともない，評価基準しだいで結論は異なるもの

になるのである. ドロアはこの点について， r管理

科学は価値に関して分析のもつ仮定を十分明らか
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定量的手法 | 

1. リニア・プログラミング (LP)

2. ダイナミック・プログラミング (DP)

3. 待ち行列理論

4. ネットワーク分析

5. ゲームの理論

6. シミュレーション

7. 費用便益分析

8. 意思決定分析

図 2 定量的手法

にできないことが多し、」と論じている .[4J

5. 政策科学と価値

複雑な諸問題が相互に関係しあう社会システム

においては，その意思決定に関与し評価する側の

価値観が多様であり，工学システムのように評価

関数をスカラー(単目的システム)と考えることは

不巧能である.評価関数はベグトルで表現され多

目的のシステム評価が必要となる.このような多

目的な選好関係での評価には多属性効用関数法が

有効であるといわれている.また，社会システム

の評価には，効用曲線や評価項目聞の重みに関す

る情報を人間の主観から引き出す必要がある.で

きるだけ情報の歪みがないように人々から情報

を得るための努力も重要であり， SWT 法

(Surrogate W orth Trade-oH 法)， IFW 法

(Interactive Frank-Wolfe 法)などの対話型の

手法が開発されている [5J. そこで今後，電子計

算機の TSS による会話処理が活発になると考え

られるので対話型手法の例として， SWT 法の考

え方を説明する.

図 3 において非劣曲面上の点Aにおける傾き)，12

(A)を許容交換比といい，この点、A を通る選好関

数 U の傾き mI2(A)を限界代替比という. ),12(A) 

と mI2(A) との差を代理価値(Surrogate Worth) 

とし火、， ω12(A) で表わす.図 3 の点Aの代理価

値は ω12> 0 であり，意思決定者の選好解は点A

よりド側にある.点 C の代理価値は W12< 0 であ

り，選好解は上:側にある.点B では，許容交換比
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図 3 SWT法の幾何学的解釈

と限界代替比が接しているので W12= 0 となり，

この点が選好点となる.

限界代替比は，意思決定者から聞き出さなけれ

ばならないが，この値を直接聞き出すのはむずか

しい.そのために非劣曲面上で、の変化に対する意

思決定者の評価を序数尺度上のスコアとして対話

的に聞き出す.そして W12= 0 となるような選好

点を見つけ出すのがSWT法である .[6J

これらは，価値問題に対する可能なアプローチ

のいくつかの例である.

6. 評価基準について

これまで確認してきたように，評価については

単純で明解な解答はないのであり， E. S. クヱイ

ドは次のように述べている. r システム分析が判断

力や直観力に強く依存しており，完全な理論的基

燥をまだ欠いているという事実は，どのような分

析者にとっても組の限られた規則にしたがう

だけで成功を期待することは無意味である.J [7] 

重要なことは，分析者が自分自身の主観的判断

を明示することである.
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