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ステムに 6-7 年かかりきっていましたがこれも一段落

し，現在はこれをさらに発展させる自動車の交通環境の

情報化による社会経済性の向上につながる雑多なプロジ

ェクトを手がけています.交通問題というものはほとん

と・八方塞がりのようなところがある反問，やる気になる

と，やらねばならないことが山のようにあります.交通

需要分析手法については，従来いろいろの方法を試みて

きていますが 7 月初旬のMITのセミナーで非集計モデ

ルの話がきけますので，これを契機にこれをとり入れた

地域交通改善を試みてゆきたいと思っています.

往復している.ルートはメインが 2 通り，サブルートが

それぞれ 2-3 通り以上ある.この道路・環境条件をく

らべると， AはB より 10%短いが，交通信号や道路横断

の数が 8個所ほど多く，したがって待ち時間の問題もあ

り，歩道もやや不備で車や人の交通量もかなり多い.し

かし，屋根っき歩道や家並みも多いため，雨や雪，暑い

日射しを避けられるという安心感がある.また， 50m帽

の定禅寺大通りの空を覆う棒並木の美しさ，七夕で賑う

仙台ーの繁華街一番町や夜の歓楽街飲み屋街国分町界隈

を歩けば，生々しい表と裏の景気の動向予測や夜への探

索もできるというメリットもある.一方， Bは市内を蛇

行する清流広瀬川に懸かる長い橋を 2 本も渡り，歩道も

広く，緑も多く春には二高の桜並木， 西公園のしだれ

桜，鴛が歌い燕が飛び，まさに爽快な朝の散歩道といえ

る.さて，目的関数にもよるが，安全性・快適性・気象

上の危険率， 40分の善用度などの要因を考えれば，果し

て最適ルートはいずれか?朝のラ分は貴重ではあるが，

健康面を考えれば省エネの問題ではなさそう .ORか行

動科学か，いや心理学の問題か? 歩きながらの思考で

は収数への道は遠い.正解へのアプローチをご教示くだ

さい.因みにAの最短コースで 4.1km， 5300 歩です.

審請ちヨ?i〉室五十嵐豊

コンビュータ部門転入以来15年，この道一筋といえば，

かなり充実したもののように聞こえるが，創生・定着そ

して躍進期へと，標準化，教育・ OR普及，システム設

計，計画面など雑然と焦点ボケに打ち過ぎ，やや淋しい

感じがしないでもない.さて，話変わって昨年11 月初め，

あるキッカケでそれまでのパスやバイクから徒歩通勤の

Il-.むなきにいたり，以来毎日 4 キロ 42 ， 3 分の道のりを
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