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1 

めぐり合わせとは何とも異なもので，どう見て

もアンチOR捜の私がいつしかORと深くかかわ

り合うようになり，こんな所でまで筆をとるよう

になってしまった.

貧乏性でけもけち根性はたしかにあるが，不精

者でもある.遣い他人にまでは迷感をかけたくな

いが，自分Ê.l身および身近な入に多少の損がおよ

ぶ程震で梼むことなら，あまり勘定をつけたよう

な生活はしたくないというのが私の人生観だ.そ

んな私がどうしてORなどとかかわり合うように

なったか，場外れかとも思うが，少しばかり述べ

させていただきたい.
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OR とのかかわり合いのはじまりは定かでな

い.数学教師役していると，いろいろなことをや

りたいという学生が現われる.セミナーでORを

やらせてくれという学生が現われた時には，私は

苦笑した.オペレーションズ・リサーチという替

業には，そういう名の学会が唐突に会費を払えと

言ってきて騒を立てたおぼえがあった.先方に

も，学会設立の発起人になってくれ，返事がなけ

れば承諾したものと考えるとし、う手紙を出してお

いたという言い分があった.私は私で，手紙をく

れるのは勝手だが，印掛されてきた手紙など，読

まずに捨てるのも勝手だろうという言い分があっ

おのかつじ名古屋大学名営教授

4 (4) 

た.そのほか，風の便りで， ORのおおよその考

え方なら知ってもいた.

学生にそんな話を持ち込まれたとき，私は知ら

ないことだし，勉強する気もないことだが，人隠

の考えることだから，手臓を追って話をしてくれ

れば，わからぬということもあるまい.セミナ】

でやる気なら，とにかく舗は聞くよと返事した.

最初の学金は，この頼りにならぬ返事で退散し

たが， Saaty とかいう人の*"iで持ってきて，ぜ

ひやらせてほしいという学生が現われ，セミナー

で話を聞かされた.退屈もしたが，その本をべら

べらめくって見たとき，こんなものには近寄らな

いぞと患いながら，つい拾い済みをさせられてし

まうだけの魅力も感じた.
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私は無精者だが，子供の掛から理屈屋でもあゥ

た.達磨の「七ころび八おきJ ~こ，達磨はもとも

とねているわけではなかろうと難癖をつけて，先

生からわけのわからぬ叱脅を喰い， r こん高生!!J 

と思ったこともある.長じて，小学校も上級生と

なった特にも，東郷元鶴の f苔発吉中の抱一Fうは

よく百発一中の砲百門にヌすすj という話に，それ

じゃ勝負にならないと反論して，もっとこっぴど

〈叱られたこともあった. ORの先生なら私の潤

を持っただろうと考えて，うすうす親しみを感じ

たのも， OR学会と爵係を持つ機縁だったろう.

ORの話などさせられた時，小学校の頃の仕返し

とばかりに，よくこの話は持ち出した.
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私をOR学会にひっぱり込んだのは清水勤こさ

んで，昭和36年の麗.OR学会の中部支部を作りた

し、から一肌抜いでくれと言われたことからはじま

った.湾水さんは，当時名古重工業大学の学長を

していたが，もともと文部省の投入で，投入離れ

した役人ぶりに好感を持ったのが親しくつき合う

ようになるきっかけで、あった.他の人からこの簡

を持ち込まれたのなら，二つ返事で断っていたに

違いないが，清水きんではそうもいかなかった.

rORなんでわかってもいない鮮に，どうして

そんなことを脅い出すのだ」と聞いてみると rO

Rのことなんかわかつてはいないが，この地区に

それを育てることが大器だと患っているんだj と

嘗う.産学協同に熱心だった披の心根はよくわか

ったので. rあなたがやる気なら手伝おう」という

ことになり，昭和37年には中部支部が発足した.
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昭和38年暮に，支部運営の会から!滞る車の中

で，彼は虫が知らせたとでもいうのか，しきりに

後事を託するようなことを言った. r今日はさん

ざん遺書を開かされち苧ったなj と笑って別れた

が，実はそれが主義の崩れだった.昭和39年早々，

彼は急逝したのである.

こうなると，清水さんがやっている間だけ手伝

おうなんでいうわけにもいかない.彼の後を私が

引き受ける破尽になってしまった.

清水さんのよき患い出のためには中部OR研究

会を私なりにできるだけ盛り立てることと考え，

努力もした.昭和44年私が静岡へ去るまでには，

この研究会独特の雰密気もでき上がり，今でも託

統として続いていることを誇りに患っている.私

としては，清水さんに申し訳もできるような気に

なっている.
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OR学会と私との奇縁のはじまりはこんなとこ

ろなのだが，近づきになる前に何となく気になっ

て，遺くから眺めていたこともたしかである.うた

1983 年 i 月号

B.OR ことはじめ式の話題令中心にした座談会

が開かれて(昨年10月号).私もひっぱり出された.

いち早く ORを勉強し，紹介し，普及のために努

力した人々が出席されていたが.ORをただ瀦く

から眺めていたというような奨は，事えだけだった

ようだ.だいたい，私は紹介などという仕事には

不向きな人間なので，もしそんな勉強でもしなけ

ればならない破自になっていたら，とうの背に脱

落していたであろう.その時の出席者の一人茅野

君は幼い頃からの友達だったので，帰りに，まっ

たく場外れの会に出てしまったものだと言うと，

彼もそれな締めていた.
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しかし， ORH合軍事の墳の一般情勢については，

比較的に高見の見物をやりやす所にいて，私なり

に眺めもしてきた.近代統計学始動の頃には，野

次馬ながらも人口問題に触れたり，理論経済学関

係の人々とよくおし苧ベりもした.統計が学者の

論文を飾り出してはいたが，飾りに使われている

ような統計合鼻もちならぬと感じてもいた.

現実に統計を役立たせるためには，とにかくス

ピードを上げなければ話にならないので，今でい

うコンピュ…タの走りのようなものを夢見て，設

計にうつつをぬかしたこともあった.昭和15年か

ら乗り気になってやり出したものは，技術関係の

人の協力も得て，昭和29年には学士院賞をいただ

いたりもした.もっとも，そのころには，慈の関

与すべき時はすでに終っていると考えて，すっか

り引き揚げ，この問題に関してはひたすら傍観者

の立場をとったが，行く先を夢見る興味は失わな

かった.その後のコンピュータの技術的進歩の速

さには尽を態るばかりであったが.

人口問題に首を突っ込めば，生命表を回避して

通ることはできない.勢L、，生命保険の問題にも

触れることになる.ところが，私が関かされた生

命保換の理腐は，生命表も貨幣髄億も変わること

はないし，積立てられる金銭は，一定利率で何と

なく利子を生じるような話であった.こんな話を
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聞かされると，冗談じゃなL、，平均余命も延びる

貨幣価値は下がるので，生命保険事業にはおあつ

らえ向きの事態があったのに，この背景について

はあまり深くは触れたがらない.この事情は，私

をすっかり疑い深くしてしまい，こうし、う問題に

ついては，もっともらしい話をうっかりわかって

しまってはいけない，理解の遅さを恥じることは

ない，本質を見落すことを恐れなければならない，

と肝に銘じさせられた.これは，世界大戦のはじ

まる前の話だが，後に， ORの話などを聞く時に

も，いつも，うまそうな話にだまされてはならな

いと繰り返し自分にも言い聞かせ，他人にもよく

言った.中部OR研究会などでは，私の疑い深き

に昨易した発表者もいることだろうが，省みて私

はいいことをしたのだと思っている.
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戦争が終わって，しばらくの聞はただ復興に明

けくれていたが，昭和も 30年ごろになると，いく

らか落着きもとりもどし，スポーツ界などでも曙

光が見えはじめてきた.私は，陸上競技狂といわ

れでも仕方のないような男で，この頃になると競

技会にも顔を出し，古い仲間との遜遁も楽しむよ

うにもなっていた.いろいろな人とスポーツ談議

を楽しんでいる中に，指導陣が選手たちにずいぶ

ん無理な注文をつけていることを知って，省めた

りもした.

私の言うことがすぐに受け容れられたわけでは

ないが，スポーツは記録や勝負で答が出せる.幸

にして，私の言うようにやってみて，日本記録な

らいくつか破って見せてくれた選手，コーチもい

た.

こんな話もあった.その頃，選手に自信をつけ

させようという親心から，円盤投げなどもできる

だけ追風でやらせていた.これは，滑稽な話で，

円盤には翼の作用があるので，あるレベル以上の

投榔なら向い風のほうが記録が伸びる.翼作用の

ことは円盤の飛び方を見ていればわかることなの

で，目にもの見させることができるというわけで
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ある.こんなつまらぬことの指摘が，私の言うこ

とを指導陣が受け容れるきっかけとなった.おか

げで，スポーツ科学者の元祖のように言われたこ

ともあったが，少なくとも私はスポーツ科学なる

ものは好きではない.実験したり，調整して，ス

ポーツ科学を研究するなどは私の性に合わない.

スポーツは好きだが，遊びとして楽しむのが私の

行き方だからである.

後にOR学会と関係するようになって，いろい

ろな点で似た思いをし，参考にしたこともある

し，ひとり苦笑したこともある.

g 

選手に無理を強いることもないが，勘から離れ

たトレーニングなんて味気なくてつまらないもの

と私は思っていた.スポーツ科学なんでいうもの

がもてはやされるようになると，これまで勘に頼

っていたところを科学に立脚してコーチするなど

と言われるようになる.勘に頼らないコーチなん

て，スポーツの藻抜けの殻のようで，私にはとて

も耐えられない.私に余裕があったら，もっぱら

勘で鍛えて，スポーツ科学で飼育された選手たち

に一泡吹かせてみせるぞと地団太踏んだものであ

る.

ORが人の口にのぼるようになったとき，同じ

ようなことが言われたのはまことに奇妙というべ

きだった.これまで，もっぱら勘に頼っていた経

営を，科学的にやるとし、うわけである.私は，ひ

そかに，勘を大切にする経営者が現われて，科学

的経営を打ち破ってみせると名乗りをあげてくれ

ることに期待した.そんな人が現われたら，拍手

を惜しまず，必要とあらば協力でもしたであろう

が，残念ながら経営者ともなると私のように単純

ではないものらしい.とうとうそんな経営者には

お目にかかれなかった.
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経営者は賢明にも， OR と勝負を買っても出な

かったが， ORに飛びついたわけでもなかった.

かえって， OR関係の人たちのほうから，笛吹け
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ど踊らぬ嘆きを聞かされたのであった.

大型計算機が企業に導入されはじめたのは，そ

れより少し前のことであった.計算機からはすっ

かり足を洗ったつもりにはなっていても，そこは

やはり OB ， 相談を持ち込まれたりすると郷愁も

覚えた.大型計算機が，まるで飾り物のように扱

われているのを見て微笑ましくなることも多かっ

た.

ORの話が耳に入ったり，清水さんの片棒かつ

いでOR学会に関与したりしてみると， ORが偉

力を発揮するようになる前には，コンピュータが

かなり利用されるようになるだろうと予想した.

会社関係の人などが話を聞きにきたりした時に

は，よくそんな話もしたものだった.これは私の

勘であったが，そんな話をしたことに後味悪い思

いをしたことはない.
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その頃になると，時にはいかめしい肩書を持っ

た人たちの前にひっぱり出されて， ORについて

あれこれ聞かれたこともあった.そんな時，私は

真面目に話をしたつもりであるが，聞く側の期待

する話とは大きく喰い違っていたようである.

ことえば，こんな話をしたこともあった.

ORは実際に役に立ちますか?

と聞かれれば，

どういうことのために役に立っかを問題にして

おられるのですか?

と問い返した.

私たちは実業家，何でも金銭で割り切ります.

そうし、う意味で怜，もうかりますかということで

すよ.

というようなことになる.そこで，

明日の儲けのためというので、は，ちょっと間に

合わないでしょうね.それに年先の儲けをね

らうか， 日年先の儲けをねらうか，あるいは， 10 

年先の儲けをねらうかで，やり方もちがってくる

でしょうね.

といえば，

1983 年 1 月号

もちろん，長い目で見ての話です.

とし、う.

それでは， 100年先，それとも 1000年先?

と聞けば，

冗談ではないですよ.

という.もともと，私は冗談を言っているつもり

はない.そこで，ついでに失敗した場合のことを

聞くと，

数学でいう期望値を大きくしてほしいのです

よ.

という人もあった.

期望値だけなら，一捜千金式の方策をとって大

きくすることもできますが，どんな方式でも，あ

る確率で失敗する場合のことも考えておかなけれ

ばならない.その時壊滅的な打撃を受けるかもし

れない. 100 年もの長い聞には，そんな失敗をす

るような方策，短くても太く生きる方策も，数学

でいう期望債なら大きいということもあり得る.

そんな方策ではこまるんじゃないで、すか.

というようなやりとりもあった.結局，

意外と，自分が何をねらっているのか，はっき

りしないもんですね.

という人も出た.皆も，これに同調した.

自分でねらっていることをはっきりさせなけれ

ばいけないと私は言うわけではない.常識的判断

は，意識下で，いろいろなことを勘定に入れてい

ることが多い.それが研ぎ澄まされた勘というも

のだろう.

自分で常識的に判断するときはそれでもし、いが

ORに頼る， OR マンにやらせる j たとえば，自

社内のOR グループにやらせるというときでも，

目標がはっきりしていないと，どんなにちぐはぐ

な結論が出きれるかわからない.

ORに頼ろうという時には，この点だけはしっ

かり頭に入れておかないと，とんだことになりま

すよというのが私の言い分だった.結果的にはO

Rの利用にブレーキをかけるような面もある発言

だったが，こう言ったことでORに悪いことをし
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たと思ってはいない.
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OR とは，真実，役に立つものなのだろうか?

としづ質問には，私は，

うまく使えば役に立つでしょうね.

と答えたものだ，相手側の頭の中にあるのは，い

わゆる ORの手法であるということを見てとって

の話だ.ORの手法とは，既製品のORで，薬で

いえば売薬のようなものだから，よく薬を例にと

って話をした.

何にでも効くというのだったら，大ていは大し

て効かないということでしょうね.万能薬とは，

大ていはそうしたもの，過大広告に振りまわされ

ては損ですよ.

また，しかしね，いわゆる特効薬は， うまく使

えばよく効きもしましょうが，一歩使い方をあや

まると，たいそう危険なものでしょう.使用法を

よく見定めることも大切ですが，医師に相談する

のが常識でしょう・ところが，えせ医師に類する

えせOR師も多いんじゃないですか.特効ORの

売り込みなんかには気をつけたほうがし、し、でしょ

うね.

などと言って，すすめるよりはブレーキをかけ

る側にまわってしまったことも多かった.

ORをうまく使えば，きっと有効でしょう.断

っておきますが， ORをうまく使えばの話です

よ.ORに振りまわされたり， OR まかせにした

りしてはだめですよ.薬は，回復とか，健康増進

に手をかしてくれるだけでしょう .ORだって，

経営の参考になるだけのものでしょうよ.

とも言った.

私は， ORをうまく使えば大きな効果を挙げる

だろうということは疑わなかったが， ORの先生

方の百の宣伝よりもつの現実的成果が自にも

の見せてくれることを望んでいた.
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学会や研究会に出てみると，事例研究といって

いろいろと ORの手法を使ってみた話を聞かされ

8 (8) 

た.同じ方向に進もうとしている人たちが経験を

分かち合うという点、では，これはまことに結構な

ことと思われた.

なかには，すぐにも効果が上がった，というよ

うな話もあったが，眉睡ものが多かった.まだ，

OR ことはじめからいくらも経っていないとき

に，生噛りのORでそんなに成果があがるはずも

ない，際物師にだまされるものかと思ったことも

多かった.

しかし，私自身は，机上空論型の男，心はいつ

も先のほうに行ってしまっているので，せっかち

にも，納得するに足るだけの成果がどこかで上が

っていはしないかと聞き耳をたてていた.空しく

聞き漁ったあとでは，ただ自分のせっかちさを白

期するばかりであった.

事例研究の多くは，ひとつ覚えのOR手法の振

りまわしで，うまくいったとか困まったとかいう

報告が多かった.まるで，数学下手の受験生が，

ひとつ覚えの公式を振りまわしてみて，うまくい

ったとか，どうにもならなかったとか悲喜交々語

っている図さながらであった.

これもまた，ことはじめの頃としては，止むを

得ぬところだっただろうが， ORに好意を持ちは

じめてじっと眺めているものにとっては，面白が

っているどころではない，何とはなしの淋しさを

味わいもした.

名古屋の研究会などでは，既製の手法にもいろ

いろあるばかりでなく，必要とあれば自家用のも

のを創り出さなければならないことを繰り返し言

ったのもこの頃のことであった.

14 

また， ORをとりまく情勢にはこんなこともあ

っ Tこ.

OR ことはじめの頃には， OR博士はいない，

大学でも OR講座もないというのは止むを得ない

が，やはり ORを専門に研究した人がORで学位

をとれるようにしたい.それには， OR研究の発

表機関もほしいというのは当然の希望でもあっ
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た.そういうわけで，学会での研究発表も，機関

誌に載せる研究論文も，ずいぶんいかめしい格好

にさせられていたようであった.これは，私のよ

うな野人には窮屈でたまらないことでもあった.

初期の段階では，これも仕方のないことだとは

思うのだが，このままでは，いずれ行き詰まるだ

ろう.本質的な研究を伸ばすためには，他のこと

にとらわれないことが肝要である.形などどうで

もし、し、じゃないかといくら言ったところで，言い

過ぎになることはあるまいと考えた，だから，身

近なところだけでもと思って，中部OR研究会で

はできるだけかたくるしくならないようにと，私

はかなりひっかきまわした.それをいまいましく

思った仲間もいたかもしれないが，省みて私はい

ささかも後悔してはいない.
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悲喜交々で辿ってきた道穫ではあっても，過去

はとかく美化して振り返られる.われわれはそ

れで救われているのでもあろうが，失敗談という

か，反省材料も述べておかなければ，片手落ちの

思い出話になってしまう.

清水さんの後を引き継いで，少なくとも，中部

OR研究会だけには，まともな舟出をさせようと

努力したことに嘘はないのだが，自分自身でOR

の専門家になる気もなかったので，私は，いつし

か高見の見物をしながら，批判者にばかりなって

しまっていたことも白状しなければならない.

学会や研究会で報告を聞けば，まるで数学の演

習問題を解いているようだ，などと批判した.0

Rの本質は，演習問題をうまく解くことよりは，

現実の問題を帰着させることのできる演習問題作

りのほうにあるのだとも言った.

ORでは，数学的手段に訴えることが多いが，

生のままの問題は，そのままでは複雑すぎて，あ

っきり数学的に解決することはできないことが多

い.数学の演習問題化するためには，何を覗って

いるのかをまずはっきりさせなければならないの

だが， r きて，お前の望むものは ?J と聞き返され
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ると，すっきりとは答えられないことが多い.

数学の演習問題化するときには，実際には考慮

に入れるべき数多くの要因を捨て去ってしまって

いることが多い.なかには，捨て去ったことをよ

く記憶にとどめておいて，実際の判断の時に改め

て考慮するほかないようなものもある.

たとえば，感情の問題である.甲か乙かの方策

の利害をOR的に比較するとき，どちらに転んで

も，関係者に個人的利害が起こる.感情的葛藤も

生まれるのが通例であろう.現実には，これが最

重要の要因の l つでもあるのだが，演習問題化し

たときにこの要固まで取り込むのは至難の業であ

る.

こうし、う問題は，まだ他にいくらでもあるが，

これらを批判者の側から指摘するのは容易であ

る.しかし，実際に克服することはむずかしし

それを l 度でもやり通した経験こそまことに貴い

ものであろう.

私は白状する.中部OR研究会などでは，指導

者面をして難点の指摘はよくやったが，自分自身

で，現実的問題に一度でも取り組み，決定的結論

を出して見せたことなどなかったのである.この

点では，私はただ，いい子になっていた.恥しい

限りである.

後の話になるが，学会の会長まで引き受けてし

まっても，この思いは続いた.そして， OR学会

とは，論文を書くことを主目的とする人と，現実

にORを利用して利益をあげようとしている人と

がかなり裁然と分れてしまっていることを，いや

というほど見せつけられた.

何か途中が途切れている.途切れたままでいし、

と思えないのに途切れている.どうしたら，この

途切れをなくすことができるか，決定的方策も持

つてはいないし，みずから乗り出す気力もないこ

とを笑ってくれ.ただ，若い諸君がし、っかはこの

溝を埋めてくれることを夢見ているばかりであ

る.
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