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座談会 OR研究の現状と今後

一一理論の深化とともに現場への適用を望む一一

日時昭和57年 7 月 12 日

場所学会センターピル会議室

出席者 司会 伊理正夫(東京大学工学部)

第 2 回大西賞受賞阿部俊一(鉄道技術研究所)

第 1 回文献賞受賞茨木俊秀(京都大学工学部)

第 4 回文献賞受賞森 雅夫(東京工業大学工学部)

第 7 回文献賞受賞田口 東(山梨大学工学部)

第 9 回文献賞受賞今野 浩(東京工業大学工学部)

大西賞およびOR学会文献賞を受賞された方々の研究の動機とその後について，

受賞者各位より玉稿をいただき，各位の横顔とともに掲載したが，示唆に富む興味

深い記事であった.編集者としては織を得て濁を望む思いで文章では書けない研究

動機， ORは本当に役に立つのか， ORのあり方についてどのように考えるか等に

ついて各位のナマの声を聞くために座談会を企画した.受賞者全員に参加をお願い

すべきでしたが，時間的制約のために論文のテーマ別に代表の方に出席をお願いし

て伊理先生の名司会のもとで開催したのがこの座談会である.読者はこの記事の中

より研究に対する熱情， ORに対する愛情の念を汲みとることができるであろう.

(本稿はOR学会創立25周年記念文献賞受賞論文集に掲載されたものの再録です)

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ・ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

1. 各分野の研究の現状

伊理 今日出席された皆さんが何をなさってきたかにつ

いては記念論文集の l ベージから 369 ベージまでを参照

していただくことにして，まず，皆さんのご専門の分野

について今までの流れをどう見るかとか，今後どういう

ふうになっていくだろうかということ，同時に，こうな

ったほうがL 、いということなど，大所高所から見た見通

しをお聞かせいただけないでしょうか.

たとえば森先生， ~、かがですか，待ち行列というのは

ORの中ではおそらく世界的に見ても，日本の中でも，

論文が一番多いのではないですか?

1.1 待ち行列は役に立つか

森実は，この夏休みに SSORホで講演をすることにな

っていて，待ち行列研究の実状をまとめようと思って少

し調べている最中なんです.

研究が数多いというのは確かなんですが，待ち行列が

126 (24) 

どれだけ実際の役に立っかという問題について 3 ， 4 

年前から昨年にかけて ， lnterfaces料誌上で活発な論争

がありましたので，まずこれを紹介したいと思います.

きっかけを作ったのは， West Virginia 大学の若手

の論文柿*で次のような趣旨のものです. 学生にORを

教えたあと，実際にL 、ろいろな場所で調査をさせて待ち

行列のモデル化をさせました.ところが，教科書に載っ

ているようなモデルにはならず，待ち行列はとうてい使

* SSOR : Summer Symposium on Operations 

Research. 0 Rの若手研究者の間の発表，研修を

目的としたセミナーで年 1 回開かれている.ちなみ

に， 1982年はこの第 17回であり，今年のテーマはO

Rの基礎理論に関する Tutorial であった.

料 lnterfaces :経営科学園際会議(TIMS) と米国OR

学会(ORSA) とが共同で出している雑誌.

*料 Byrd， J. , Jr. : The Values of Queueing Theｭ

ory. lnterfaces, Vo1. 8(1978) , No.3 , 22-26. 
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L 、ものにならない，と L 、う主張でした.それに対して，

待ち行列の専門家からいろいろ反論がありました.たと

えば，かなり古い本ですが Saaty のテキスト*にあがっ

ている 700 点以上の待ち行列の論文のうち，半数以上は

応用の論文であるとか， Erlang の仕事も辰初から応用

を意図していたとか.だから決して役に立たないもので

はないというわけです.こんないきさつで， lnterfaces 

誌のほうでも，実際に待ち行列を使って儲かった例の投

稿を呼びかけたところ， 1981年頃までに10編近くの論文

が集まりました.

これらの論文はし、わゆる待ち行列の理論的な面を勉強

している者から見ると，チャチなところはあるのです

が，こんな形で役に立っているらしいという安心感を与

えてくれます.

それでは，なぜ，そんなことが問題になってきたのか

を考えてみましょう.

昔のORの研究でしたら，いろんなフィールドに出か

けていって，データをもとに何かを読みとろうとしたと

思います.ところが理論が深まるにつれて，理論に自律

性が出てきて，その上では一見精密科学のよそおいを持

つようになりました.そして，理論を実際に適用しよう

とすると，データと理論との結びつきをあらためて考え

なおさなければならなくなってきました.

ところが実務家からみるとその辺が非常にわかりにく

かったり，あるいは論文そのものが数学的にかなり勉強

した人でないと，その内容が読みとれなかったりという

ようなことが多くなっています.

この理論と実践の聞をどう媛めていくかというのが大

問題です.最近， OR誌で松田前会長は“If QC can 

do it , why can't OR?" 料とおっしゃっています.そ

の対応の I つとして，応用問題に対してどうアプローチ

すべきか，というようなガイドライン，手引書と L 、 L 、ま

すか，そんなものをこれから作ってし、かなければいけな

いのではないか，という気はしています.

1.2 現場のデータと信頼性理論

伊理 今のご意見については現場に近いところにおられ

る阿部先生はどのようにお考えでしょうか.

阿部 ORの理論では，いろんな関数や定数がわかった

ものとして議論をすすめることが多いように思います.

ところが企業の中におりまして，たとえば賞を頂戴した

* Saaty. T. L. : Elements of Queueing TheOlツ

with Alゆlications. McGraw-Hill, 1961. 
料オベレーションズ・リサーチ， Vo1. 27(1982). No.6 , 

p.309. 
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伊理氏

ような私の考え方を適用しようとしますと，はたしてデ

ータが正しくとれるかどうか，そのデータにもとづい

て，信頼度を正しく推定できるかどうかということが問

題となります.もしそうした推定ができない場合，最適

解は絵に画いた餅にすぎないのじゃないか，と思うよう

になりました.それで統計的な問題ーモデルで仮定され

ている関数や定数の推定の問題ーに相当エネルギーを使

っております.

伊理 いまの森先生に似たような観点から信頼性の分野

をごらんになって，いかがですか.

阿部ひとくちに信頼性といっても，分野によって内容

も結論も変わってきますが...・

たとえば，私の職場である国鉄で信頼性，あるいは保

全にどれぐらい経費を投入するかということからお話し

しましょう.これは低めに概算して年間に l 兆円(国鉄

の年間営業経費は約 3 兆7000億円)を下らないのが現状

です.これだけ大きな経費をかけているということは，

企業の運営にとって，信頼性，保全性，あるいは安全性

というものが，それだけ重要な問題であり，そこでなん

らかの計画の効率化によって，経費節約ができるならば，

これは非常に大きなメリットだということができるわけ

です.

それでは， ORの理論的成果がどの程度生かされてい

るかということになりますと，これは理屈でこうなるか

らと言っても，そのとおりに企業の現実が動いていくと

は限りません.特に企業の場合には，やはり一番大きな

問題は，システムが人聞を含んだシステムだということ

です.

したがって信頼性，保全性の問題も，人聞を含めた，

ノイズの多いシステムとして事前に十分検討され，いろ

んな配慮がなされていないと，理論的な成果はーこれは
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1 つの目安にはなると思いますけれどもーあまり役に立

たなくなります.ですから単に最適解がこうなるという

ような話よりも，非常に雑多な条件を含んだ現実をある

仕方で分析して，経営者に判断の材料を提供するという

ようなアプローチならば， ORの理論も相当効果を発揮

することができると思います.

私の経験では， 10年ほど前に国鉄の車輔のオーバーホ

ール周期を大幅に延長したことがありましたが，当時，

国鉄外の先生方にもお願いして委員会形式で車輔の信頼

性を検討しました.この過程で，車輔故障について，い

ろんな解析と考察を加えて作成した資料が，この決定に

ずいぶん利用されたのを覚えています.

1.3 L Pはスーパースター

伊理数理計画の分野ではL 、かがでしょうか.

今野役に立っかどうかと L、う活動では，数理計画の場

合は， LP というスーパースターがおります.数年前に

あった“ネットワーク"という映画の中では，アメリカ

を動かしているのはLPなんだというような話があった

そうです.そういうことで，数理計画をやっている人は

みんな LP に食べさせてもらっていたというのが，いつ

わらざる実態だと思います.

しかし，一方で線形でなくなると，まだ現在でも解け

ないということが実務家の間では信じられているようで

すね.もちろん解けない問題も多いのですけれど，非線

形計画のアルゴリズムもずいぶん進歩して解ける範囲も

拡大しているのに，そのような認識が定着していない.

われわれ数理計画の分野をやっているサイト》当ら見ると

もう少し宣伝が必要じゃなL 、かと強く感じています.

先ほどの森先生のおっしゃった“IfQC can do it , why 

can't OR?" という話と関連しますが， ORの場合，わ

が国にはQCに見られるようなーちょっと表現は患いの

ですがープロモーターがあまりいないのではないかと思

います.たとえば，アメリカでは Geoffrion なんかが，

ある種の問題をとりあげて，これで儲かるのだというこ

とを看板に，実際の問題を解いてまわっています.それ

から，数理計画とは関係ありませんが，多目的効用分析

の Keeneyキもかなりそういうセンスを持っています.

つまり，理論をきっちり進めていくと同時に実際問題も

解き PR もするというタイプなわけです.

5J1jの話ですが，最適化について阿部先生が言われたこ

*たとえば Keeney. R. L. , Raiffa, H. : Decisions 

τεlith Multiple Objectives Preferences and 

Value Tradeoffs. John Wiley & Sons, 1976. 

を参照.
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とと関連して，最近企業サイト。からふたつの相反するご

意見をうかがったので披露しましょう.ひとつはモデル

をうまく作ってその妥当性がチェックできれば，最適解

を求めなくてもヒューリスティックに近似解を得るだけ

で十分経営者層を納得させられるという話でした.もう

一方の意見は，モデルを作るときにはどうしても省略や

簡素化がはし、るので，そこからさきの計算もヒューリス

ティックにやると，そこもまたあいまいになってしま

う.つまり，不明な点が何重にも重なって全然わけがわ

からなくなるというものです.

特に私のような凸 2 次関数最大化問題の大域的な最適

解について研究している場合，ヒューリスティックで，

ある程度の解が出ればそれでし、L 、としたい誘惑は常にあ

ります.それに対しやはり最適解はとことん追求しなけ

ればいけないとも思うわけです.企業サイドでも両方の

考えがあるようですね.

阿部そうですね，たとえば装置産業のように経営者の

考えひとつでかなり制御できる場合と，国鉄のように40

万人の人間をかかえている場合とは非常に違うと思いま

す.以前(約18年前)踏切りの最適化ーいろいろなレベル

の踏切りにどういう順に経費を投入すれば全体の事故が

最小となるかと L 、う問題ーを考えたことがあります.と

ころが，実務の担当者に言わせると，踏切りの設備はそ

ういう合理的な根拠だけで決まるのではないというので

す.たとえば，ある種の政治的判断が優先するとか. (笑)

これなど，最適解を厳密に求めるだけでは解決できない

問題の例ですね.

伊理それが現実でしょうが，そう L 、う場合にこそ最適

解を出しておく価値があるのではないでしょうか.

阿部 たしかにそういうことは大切だと思います.さま

ざまな非合理に対抗するために，とことん理論づけをし

て意思決定者に働きかける必要があります.

1.4 モデルと理論の双方の理解が大切

伊理茨木先生のご意見はし、かがでしょうか.

茨木私は，今野先生と同じようなことをやっておりま

すので意見もよく似ております.

たしかに，数理計画の分野では LP というスーパース

ターがし、て OR全域にわたって利益を上げていますが，

LPにはある意味でマイナス面もたくさんあるというこ

とを指摘したL 、と思います.

LPは，どんな大きな問題であってもデータをそろえ

て定式化すれば素人でも使えるとし、う手法です.ですか

ら，かえって数理計画とは定式化さえすれば使えるとい

う安易な印象をみんなが持ってしまったのではないでし

ょうか.ところで， LP の外に 1 歩でも出るとそうはし、
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田口氏 阿部氏

かないとし、う事情があって， LP以外の数理計画の普及

をそういう風潮がかえって妨げているような気がしま

す.

私は，オベレーシヨンズ・リサーチー数理計画の応用

一特集号*にも書いたことですが， 数理計画ですべて片

がつくというほどではないにしても， LP以外の数理計

画も十分役に立つレベルに達していると思っています.

ただ，それほどは役に立っていないという印象が強いの

は，それを使う人が使い方を知らなし、からですね.

この前，某コンピュータ会社の人がLPのパッケージ

の開発を終了したので，次に何をやったらよいのかとい

うことで相談に見えました.そこで，組合せ計画である

とか，ネットワークであるとかL、ろいろな話をしたわけ

ですけれども，その時，特に強調して申し上げたのは，

何をやるにしてもパッケージだけを作るだけではだめ

で，その使い方を積極的にアドバイスできるような人が

必要不可欠であるということでした.

現実の問題は，たしかにいろいろ複雑な要因がからま

ってはいますが，よく見るとその中にも本質的な部分が

あって，よくわかった人が問題を見ると，比較的単純な

モデルを作ることができるものです.いささか楽観的で

はありますが，そのようにしてできたモデルについて

は，数理計画は何らかの手段を提供できる場合が多いと

思います.

ところが，理論畑の人は数理計画の理論は知っている

けれども，モデルは知らない.一方，現場のモデル側の

人は，数理計画というものは計算機を使えば答が出てく

るのだということで，やみくもにべらぼうなモデルをつ

*ォベレーションズ・リサーチ，Vo1. 27 (1982) , No.6 , 

p.332. 

1983 年 3 月号

くっているのが現実です.たまたま定式化したのがLP

であればまだよいけれど，そうでないと最適解どころか

答すら出てこなくなる.それでかえって数理計画全体に

失望してしまう傾向が強いように思います.

それではこれからはどうするかといえば，やはり両方

わかった人が，そこへいって，本質を見きわめて， うま

く使かそうすれば，たいていの場合なんとかなると思

うのですけれども， ~、かがでしょうか.

2. よい論文を書くために

伊理今までのお話で，単なる論文製作のための研究と

いうこと以上に，もっと本質的な反省を含めていろいろ

なお話しがあったわけなんですけれども，きょうは文献

賞を受賞された方々の集まりということもあるので，い

わゆる論文書きという立場から見て， ORの研究態度は

L 、かにあるべきかを話していただきたし、と思います.理

論的な式から数値計算を扱った論文を書いた田口先生は

どうですか.

田口 どうしたらし北、論文が書けるのかは私が教えてい

ただきたいのですが(笑).それでは経験をお話ししまし

ょう.まず，アイデアを思いつくのは一番大変ですが，

それはともかくとして，アイデアを思いついて定式化を

した後に，何を対象にして自分の作ったモデルを適用し

て計算をしょうかということにずいぶん頭を悩ましまし

た.そして，論文を書こうというときにナマのデータか

らいろいろ必要なものを拾い出し，計算機にかかるよう

なかっこうにもっていくのに結局半分以上の精力を使っ

たように思います.

やはり，発表する以上目で見てすぐ答えがわかるよう

なのはあまり出したくないということもあって，なるほ

ど，たしかにこれだけの計算をすれば，これこれこうい

う答えが出てくるのだから大変なものであると感心して

ほしいという気があるものですから.

茨木 自分のことはたなに上げて，後進の人へのアドバ

イスとしてなら，私は賞をとるつもりで論文を書けと言

いたいですね. j;こだ論文を作るだけでしたらORの分野

では無限に問題があります. OR学会論文誌を見ていて

も，中には， ~、かにもつまらないと感ずるような論文も

ないこともありません.やはり同じだけの努力をするな

ら，はじめに論文賞をもらえるようなテーマ選び，研究

の方向性をはっきりさせておくことが大切でしょう.

また， OR学会側では，新しいことを含み，将来への

インパグトが大きいような論文を正しく選び出せるよう

な査読体制を作ってし、かなくてはなりません.

今野私は，ちょっとし、L、かげんなことを言うようです

が，どういう方にアドバイスするかで若干違ってくると
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思います.非常に能力があって性格も強い方に対して

は，新し~、分野で基縫的な研究を自由奔放にしていただ

くのがし、いと思います.

しかし，能力が十分あっても性格の弱い人にはなかな

か新分野の開拓はむずかしい.研究を実際に評価してく

れる仲間と，ある意味で徒党を組んでいたほうがし、し、と

いう薗もあります.ただ，いくらよい論文を書いても査

読者が一瞥もくれないようでは困りますから，ある程度

のノウハウは必要でしょう.

伊理理論的な分野だと，新しいフィールドでやるとい

っても，それが新しいほどだれもかれもに理解されると

いう率は低いということは言えますね.一方，アプリケ

ーションの分野では“これだけ儲かりました"と書けば

非常に説得力が出ますが，書ける立場の人は少ないでし

ょうね.儲かったことをわざわざ人に教える必要はない

と L 、うことで、'"・

阿部私は学生時代にある社会科学の先生からι，“社会

に出たら学校で、習つた理論をそのまま使おうと思うな"

と L 、寸う助言を受けたことがあります.たしかに企業の中

で、は，自分の目で，現実を見すえ，解決すべき問題を捉

えて，自分でモデルを作り，解法を見つけ出していくと

いうやり方がよいのではなL 、かと感じます.

企業の現場にはかなり重要なことであって，しかも既

存の理論で簡単に解けない問題があります.企業t.::.~ 、る

人間としては，そういうところに 1 つ照準を合わせて大

学の研究者とは違った進み方をするほうがL 、いのではな

し、かということを若い人にはよく話しております.

ただ問題なのは，私などが勉強した時代とは条件が変

わって，最近の企業の中では，個人で 1 つのまとまった

論文を仕上げる時間的余裕もなかなかないしつの問

題の領域のみに徹底することが非常に困難になっていま

す.広い範囲の仕事を，それも，グループでやるので論

文を個人名で出すことはなかなかむずかしい状況にある

と思います.

伊理 阿部先生がいま最後におっしゃったことですが，

OR というものは本来チームを作って解決しなければな

らないことがほとんどなはずです.そういう状況のもと

で，特によい仕事をしたときに，どう L 、う個人を対象に

賞を与えるかということはやはりちゃんと考えておくべ

きでしょう.

森研究にどう取り組むかということでは阿部先生の言

われた考え方が正統的な見方だと思いますけれども，私

個人に関してL 、 L 、ますと，とてもそんなきちんとした考

え方で住事をしていません.

やはり自分がほれこんでしまうようなテーマを，とに

かく掘り出すということに尽きるのではなL 、かという気
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茨木氏 今野氏 森氏

がし、たします.そしてほれた相手がたまたまうまかった

場合に，人からも認められる仕事になり得ます.さきほ

ど今野先生がおっしゃったような，よほど秀でた，先駆

的な仕事以外は，世界中でデットヒートしながらやると

いうことになるでしょう.そういうテーマを見つけたう

えで，だれが一番先にテープを切るかというような気持

でやるのが I つのやり方ではなし、かと思いますが.

3. 日本の大学に

OR学科がないことをめぐって

森 アメリカと日本のORを比べてみますと日本の場合

は，大学で単独にOR学科を持つところはありません

し，カリキュラムもはっきりしておりません.この点に

ついて皆さんはどうお考えなのでしょうか.

今野たしかに Stanford 大学や Cornell 大学の OR学

科の授業内容など見ておりますと非常に充実したカリキ

ュラムで， ORの諸分野をカパーしております*また，

3 年たつと，かなり内容が更新されて，新しい世の中の

大勢に追いついていくというような姿勢がはっきり見ら

れます.それに対して日本のOR関係分野の教育が徹底

しない原因の 1 つは，合理性に対する考え方がアメリカ

と日本では決定的に違う.つまり，アメリカでは白か黒

かを非常にはっきりさせるのに対し，日本ではそこまで

合理性を追求することは少ないということではないでし

ょうか.

伊理 日本の大学には統計学科も少ないのです.しか

し，日本の統計の研究が遅れているということはありま

*たとえば， Machol , R. E. : The ORSA Guide 

lines Report-A Retrospective. Interfaces , 

Vol. I2(1982) , No.3, 20-28. 
などは日米差を知るよい手がかりを与えてくれる.
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せん.それと同じで，必ずしも OR学科が必要ではない

と思います.工学部の各学科でOR的な講義は少しずつ

あるのですから.

茨木私どもの数理工学科もあまり性格のはっきりしな

い学科なのですが 2 ， 3 年前に卒業生に対してアンケ

ート調査を行なったところ， OR的な仕事をしている人

がけっこう多くて全体の 2 ， 3 害jになりました. OR と

いう名前の学科がL、るかどうかは議論の余地があると思

L 、ますが，そうし、う素養を持った人が必要とされている

ことは確かですね.

今野必要とされる程度が問題ですね.そこがアメリカ

などと違うと私は恩っているのですが.

伊理 アメリカでも，むしろ聞き方によってはOR学科

というのは理屈ばかりやっていて，あまり役に立たない

というような評判なんです.学生があまり集まらない.

森私lìt 、ま経営工学科にし、ますが，経営工学科の中で

ORの立場と L 、 L 、ますと，非常に理屈をこねているとい

うような印象が強くありまして，あまり評判がかんばし

くないようです.

阿郁私の所属する企業の話で，視野が狭いのですが，

どうも OR ということばを表面に出すと一種のアレルギ

一反応みたいなものが出て，つまらない所で誤解を受け

ることがあります.そこで私どもの研究室の名前を変え

て“輸送システム"という大きな看板を掲げることにしま

した.もっとも，やっている内容にはたいして変化はな

いのですが.

今野 名前をお変えになった結果，まわりの評判も変わ

ったのでしょうか.

阿部 いろいろな仕事に，よくかり出されるようになり

ました.もっとも，これが良いことなのか惑いことなの

かはわかりませんが・・・・・・.

伊理 いま，お話しされたような，何にでもとりくむと

いう姿勢とは，ほんとうは，それこそORそのものでは

ないのですか. ORを狭く考える必要はない，ただ世間

がORをそう見るのなら，看板はしばらくそのままにし

ておこう.こんなようなお話しにも聞こえましたけれど

も.経営工学科なんでいうのは，ある意味ではOR学科

と読みかえたって L 、 L 、かもしれないですね.

4. まとめ

伊理 この座談会のしめくくりとして，いままで話題に

ならなかったようなことで大事なこと，あるいはまた他

のことでもひと言ずつおっしゃっていただいて終りにし

たいと思います.

田口 私のやったことは理論的に深いことがあるという

のではなくて，応用モデルを作って，答がうまく出るぞ

1983 年 3 月号

という話でした.私のモデルは多分，交通の割当て問題

みたいな分野に一番ぴったりすると思うのです.ある研

究所にいって，交通割当て問題をどう解いているのかを

尋ねたら，とうてい計算時聞からいっても解けるはずが

ないすごい話を聞かされました.そういう所へさっきの

プロモーターの話ではないけれども，プログラムをかつ

いで売りにいって，交通問題に関する LPの次のスーパ

ースターにしたL 、とひそかに考えています.

自分が作ったものを， うまくみんなに使ってもらうと

いうことを，なお積極的にやってみようと思っておりま

すし，そう L、う機会ができるだけ多くなるようなやり方

をしたいと考えています.

伊理論文を書きっぱなしでなくて，売り込まなければ

L 、けないわけですね.

田口 あと， OR的なセンスの話ですが，私の周辺には

数値計算の専門家がおおぜL 、 L 、ます.ところが，計算を

するときには，ただポンと解くのではなくて，何とかし

てモデルを小さくするとか，もっとうまく数値計算して

やろうとかL 、う感覚は，どうも純粋な数学の分野の人に

は欠けるような印象を受けます.それが， ORを少しか

じってくると， うまくやろうという感覚が自然にできて

きます.

ですから少し予をのばして， OR的なセンスの普及み

たL 、なことも手がけたいと思っています.

阿部 研究のやり方として，比較的狭い分野の問題，あ

るいは限定された領域においてシャープな結果を出すと

L 、う方法と，それから非常に一般性のある問題に広くア

プローチして一般性のある結論を尊くという 2 つの方紘一

があります.私の場合は，後者に非常な関心があってそ

のような成果を期待しております.具体的には，人間を

含んだソステムの問題に対してOR的なアプローチをし

ていきたいと考えております.

企業の中で，プロジェクト研究に参加して，その中で

ある役割を担ってみますと，いわゆる狭い意味での専門

家の次を 1 つ脱がなければならないと L 、う気持に自然に

なっていきます.先ほどの研究室の名称を変えた話も，

なにか自分のまわりにできあがっている殻を踏み破って

新しい領域に挑戦する i つのきっかけになったように忠

L 、ます.

茨木私の研究を振り返ってみますと，最初はあまり O

Rをやろうという意識はありませんでした.たまたまや

っていることが組合せ理論であったのでOR学会と一緒

になったという感じです.

ほかのOR学会のメンパーの方も，そういう人が多い

のじゃなL 、かと思いますね. OR学会には入っているけ

れど，ほかの学会にも入っているということで.やって
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いることは， OR学会で発表しでも他で発表してもおか かどうか，かねがね疑問に思っております.ほかに何か

しくない. 対応する日本語がうま〈作れれば，それがきっかけにな

第二次大戦後盛んになった分野というのは，きちんと って日本的なORに生まれかわるのではなL 、かという感

定義づけようとすると境界がわからなくなることが多い じがするのですが.

と思います.ORも名前にこだわらずおもしろい問題へ 森 lnterfaces誌の別の解説の中に“中年期の OR" と

どんどん出ていけばよいのではないでしょうか. いうことばで，アメリカのOR学会でも活動が停滞ぎみ

もちろんそのときには， ORをやっている人間の仲間 であるという記事がありました市. OR としろ学問は結

意識を大切にすることも，研究内容の有用性を考慮する 局戦争に勝つということを目標に始まっており，勝った

ことも必要になってきますが. めには最適化ということだけを考えておけばよかった.

今野私は，アメリカのOR学科に留学している間に， しかし，ここへきて，それだけの価値観では押しきれな

大発見をしたと思ったことが 2 度ほどありました.喜ん くなったのではないか.それで，いま何をどうやればい

で Dantzig 先生の所へいって話をしているうちに間違 L、かという目標が見失われつつあるのではないか.ーこ

いに気づいたのですが.そんな時に先生は最後まで話を んな内容だったと思います.私自身，これからORへの

聞いてくださったうえで“自分も同じような間違いをず アプローチの仕方とか，ものの考え方とかL 、うことをも

っと昔にやったことがある. 100回に Z ， 3 回ぐらいしか う一度自分なりに考え直さなければいけないなと感じて

正しい結論は出ないものだ"と言ってくださいました. います.OR学会の雑誌にも，もっとそうし、う記事が載

そのことばでだいぶ救われたと同時に，もっと勉強しな ってもよいのではないで・しょうか.

ければと思いました.今，学生を指導する立場になって 伊理本日はどうもありがとうございました.

みると， l 、かにくだらないように思える話てもちゃんと

聞かなくてはと自戒しています.あんがL 、大発見という

ものはパカげた発想にもとづくところがありますから.

それから，私はOR ということばがこのままでいいの

|報文集T-76-1

* Fiskel, J. : Winning is not Everything: The 

Midlife Crisis of Operations Research. lnter-

faces , Vol.lO(I980) , No.2 , 106-107. 
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オペレーションズ・リサーチのためのデータとプログラムに関する研究報告

この報告書は， ORの実践的教育に役立たせるため

データを収集し，その利用例を説明したものです.

ORの精神を体得するには，生のデータを収集して

解析する作業をしてみることがきわめて重要です.そ

れにもかかわらず，現状では手法の研究，体系化が進

んでいるのにくらべて，教育に利用できる形での生の

データは非常に乏しいといわざるを得ません.

50年 4 月から 51年 3 月にかけて，当学会の研究部会

を中心に組織した ORDP 委員会が， (財)情報処理研

修センターの委託を受けて，各種企業，団体，研究教

育機関の関係者の方々の協力のもとで，いろいろな現

実のデータを収集し，データライブラリを作成すると

ともに，その扱い方を研究し， ORの実践的教育に役

立つ材料を用意することを目的とする活動を行ないま

した.本報告書はその成果をまとめたものです.

当然のことですが，その磁気テープに収録されたテ

ータライブラリとその解説書も別途用意されています
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ので，必要な方に提供できます.

報告書は，事例編とデータ篇からなっています.事

例編では， 14の事例が紹介されています.データ編で

は，諸官庁等から発表されている統計のうち，磁気テ

ープのデータライブラリに収録した基礎的で興味深い

ものの紹介となっています.

主要目次

事例編:産業連関表国連統計財務シミュレーショ

ンモデル鉄道路線の乗客数の推定 目標計画法に

よる目標分析電子計算機実動状況時系列データ
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