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大学などでORの数学理論を講義していると，

確率を喪う部分で学生たちは鰐かと抵抗会議乙て

いることを知らされることが多い.その漂白をせ

んさくしてみると，おぼろげながら共通の原因が

浮かびあがってくる.現在の学校教育のやで確率

概念の取扱い方が定着していないこともあるが，

それも確率概念、のもつ f特兵役j にその様をもっ

ているように患われる.以前からこの鍔藤を気に

しながら教師としてなんら講義に工夫もしてこな

かったという後めたさを覚えているのだが，今西

本号の f確率J の特集に何か書けといわれた時，

ふとこの後ろめたさを思い出し，引き受けてしま

った.

この特集にふさわしい内容になったかどうかは

はなはだ心掘し後ろめたさの上塗りになってし

まうかもしれないが，まずは以下の 2 人の待費の

教諦(放あって氏名を秘す)の会話から意~汲ん

でいただければ筆者の後ろめたさもいくばくかは

薄らいでくれるのではないかと期待する.

1. 確率輸と決定詰

f確本や統計はほかの数字とちがって，何かす

っきりしない印象を学生に与えるようだねJ

f どうすっきりしないんだい ?J

fたとえば，コインを投げても，表と議のどっ

ちが出現するのか答えてくれないし，答えてくれ
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るのは，それらの確継が 1/2 だとか意味不明の数

だしねj

「わからんものはしょうがないよ」

「しかし，たとえば，このボールを指から離し

たらどんな運動をするか捕かれれば，地球の議室心

に向かつて等加速度臨線運動をするという答えと

比べると，磯E容のほうの答は頼りないこと，はな

はだしいじゃなしゃリ

「そのボールの運動だって確率の言葉で述べる

ことはできるよ.指をボールから離したら，その

点からのびるいろいろな治線t;こぞって運動する可

能性があり，そのうち地球の重心に向かう等加速

度運動令する確率が l でその他の運動の確運転は O

であるというゑ合にj

「なるほど.くどい雷い方だけど，まあいいだろ

う.それでもニュート γ力学のほうが優勢だなj

fそれではきくけど，ニュートンカ学ではコイ

ン投げの問題にはどう答えるのかね ?J

f コインを投ぜる持の手普の状態などの初期条

件がわかれば唯一の結論が出せるはずだj

「投げる瞬間の手首の状態を測っている聞にと

っくに結果が出てしまい，実際には投立んだろう

ね.でも初期条件がわかれば答は出せるはずだと

いうことで，半分は喪協しよう.それでは量子力

学の不篠定性原理はどうなるかね.粒子の控饗を

知る時，その速度は確率分布しかわからないって

いうのはーまさか人間の浪u定技術が未熟だからっ

ていうんじゃないだろうねj
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「ふーむ.そんなことは言わないよ.そのこと

は，自然の構造自体に偶然性が内蔵されていると

いってもいし、かな」

「だから初めにわからんものは仕方がないとい

ったんだよ」

「考えてみれば，ニュートン力学も量子力学も，

自然そのものではなくて，それぞれ 1 つの自然の

捉え方だといえるねJ

「確率論的見方と決定論的見方というわけだ」

「どちらが正しいということでなくて，どちら

がより有効かということか」

「コイン投げには確率論が，ボールの運動には

決定論が向いているわけだJ

2. 確率空間は見えるか

「ところでわれわれの日常生活では，決定論的

発想のほうが，確率論的なものよりはるかに多い

ような気がするね.やはり人間には確率論的な発

想法は苦手なところがあるんじゃないかし、 ?J

「うーん率簡に言えばそんな気がするなあ.0

Rでもずいぶん確率を使うけどねJ

「どんな点で使いにくいのか考えてみようよ J

「人間はとかく唯一性を求めるという性向の分

析も問題だけど，今は確率の概念のほうを問題に

しよう J

「まずコイン投げの簡単な例をみると，表の確

率が 1/2 だという情報を与えられたとしても，何

かわかった気がしないね.確率 1/2 というのは 2

回に l 回表が出るということでもないし，大数の

法則を介在させて考えてみても，無限回コイン投

げをやることは人間にできないし，たとえできた

にしても，ちょうど半々に出てるという意味が少

しあいまいだね」

「コルモゴロフ流の近代確率論の立場からは，

確率はコイン投げの可測空間上の測度だという訳

ですっきりはするねj

「それでもその測度は運命の女神チュケー以外

われわれ人間の目で事前に見ることはできない
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よ.面積などの測度は自に見えるような気がする

けどさ」

「確率Pの実際は，統計的推定や検定を使うけ

ど結論には誤りの確率がつきまとって，やはり気

持わりーし、」

「そもそも確率が定義されるべき可測空間もか

なり気持わりーいよ」

「たとえば待ち行列を観測するとき確率空間は

見えないね.確率変数のほうは見えるような気が

するけどJ

iORの論文でもほとんど確率空間をもち出す

ことはないようだねJ

「研究者同士ではお互いわかっているものとし

て省略してもし叫、んじゃなし、か」

「しかし実際確率空間の実現 (realization) は，

なかなかむずかしいね」

「たし、ていは，確率空間 (ll， β ， P) 上の確率変

数 Xt， X2， ...とし、う具合に話をすすめ，時には，

確率変数も言葉で述べるのみで，その分布だけを

もち出すこともある.そこでは直観や意味が幅を

きかせていて，やりすぎると結論までも『明らか』

ということになりかねないJ

「待ち行列の本でも，たいてい確率空間は明示

されてないけど実際述べるとどうなるかな.時刻

t の系内人数に注目するとして，人数だから負で

ない整数値の単純関数 ω=ω(t) (t注 0)の全体を標

本空問。とし，有限時刻 tt<t2< …tn ， その時の

関数値を指定し，それらの点を通る単純関数のな

す部分集合たちの生成する σ-algebra を β とする

として，ここまではL 、 L 、ね.確率をどう入れるか

が問題だ.現実のモデルの分布を推定し，それに

見合った確率をつくらねばならないが……これは

実際には面倒だなJ

「システムを定義づけている確率変数たちを探

し(その時点ではまだ単に量としかし、L、ょうがな

いが) , その分布のほうを推定し， それらがのっ

ている確率空間が存在し，それらの量はその上の

確率変数であるとみなしてしまうのが普通のやり

(29) 428 © 日本オペレーションズ・リサーチ学会. 無断複写・複製・転載を禁ず.



l 
ー- t 

図 1

方じゃなし、か」

「それで、も，まあ L 、 L 、としよう」

「確率空間や確率変数が構成できたとしても，

ここで大問題があるよ.っくりあげた数学的モデ

ルが現実のモデルにどれだけ適合してるかを判定

しなくては」

「数学モデルは人様が勝手にっくりあげものだ

からね.数学ないし理論と現実の相魁か.認識論

までいってしまいそうだねj

「理論は現実の近似値にすぎず，人聞は常に現

実によって疎外される」

rORでは特に重要な問題だけど，近似が得ら

れたということで，ここは通り抜けてしまおう」

3. 解析結果の解釈と適用

「さて数学モデルができあがり問題設定が終わ

れば，ここから先は数学ということになるが，こ

の部分をやる人は応用数学者とでもよべばし、L 、の

かな.誰がやってもかまわないけど，こういう人

たちを養成するカリキュラムが日本の大学にどれ

だけ用意されているだろうか ?J

「それも問題だけど確率にしぼろうよ.解析の

仕方の応用と純粋数学者(こんな言葉あるかな?)

の違いも目をつぶるとして，得られた結果の解釈

や適用の仕方に問題はなし、かな ?J

「あるある.たとえば極限分布 信頼性理論

から極限アベイラピリティ A=lim P(Xt=l) の

とり扱い方を例にとろう.われわれは時刻 O から

はかつて現在充分時聞がたった時点に身を置いて

いるとしよう.充分というのは問題だけど，ほと

んど平衡状態に達しているということにしよう.
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すると目前のシステムが稼動する確率はほぼAと

いうわけだ.ここでシステムが自家用車であって

修理や買換えを最適政策にしたがって維持してき

たものとするとき，目前の車が動く確率がほぼA

であるといってし、し、だろうか ?J

「君が述べた仮定のもとならそうなるはずだj

「昨日新品に取り替えたばかりでも ?J

「その情報があれば，今日は昨日からシステム

が出発した今日のアベイラピリティになるはずだ

ねJ

「昨日の情報があるなしで，今日の車の性質が

変わるのかし、 ?J

「車の性質だけじゃなくて，観察者の立場にも

関係するということだ.この例では昨日情報が入

った時点、で、確率空間の設定を変えたといってもい

いし，確率空間は変えずに昨日の状態の条件は確

率で今日のことをみているといってもいし、j

「最適政策も，途中で情報が入ったら取り替え

るほうがいし、ともいえるかもしれない.とにかく

確率は観察者の立場によって意味が変わるものだ

ね.光をあてる方向によって物の影の形が変わる

ように」

「ただしこの例の場合，今日と L、う有限な時刻

で平衡状態にあるとしているが，平衡状態はS>O，

i によらず limP(Xt ニ lIXs=i) =lim P(X,= 1) 

=Aが成立することが多し、から，今日が無限に速

い時刻(? )ならAは過去の経歴に関係しないこと

が多い.それに反して，今日 (t) ， P(X,= 1)与A

だとしても P(X， =lIXs=i) 今A かどうか，いい

かえると limP(Xt=lIX.= i) =A の収束の様子

が i にどのように依存するかが問題だj

「そういう問題は現実に適用するとき大事だけ

ど，あまり論文もないようだねj

「アベラビリティのように確率は肌で感じるこ

ともできないし，実行の結果確かめることも困難

な量だから，理論的にしっかり押さえておかない

といけないねJ

「イ口Iだかアベラビリティや確率は幻の量のよう
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に思えてくるなあJ

「確率だけでなく，平均なども目的関数に用い

られることが多し、から，分散の解析もやらないと

これまた幻を追っかけてるようなものだ」

「無限計画期間の問題で単位時間当りの最大利

益の極限を目的関数にしているときは，分散を O

に収束しているから問題ないわけだけどね」

「それでも単位時間当りの利益の極限というの

も気持わりーいね.わかるような，わからないよ

うな量だ」

4. むすび

「他にも，気になることはいっぱいあるけど，

確率の概念のとり扱いはなかなかむずかしいとい

えそうだね.教育の面でも ORなどを使う現場に

しても，われわれ研究者のはしくれとしても考え

なきゃいけないことが沢山あるといえるだろ」

「確率の槻念そのものに欠陥でもあるのだろう

か? しかし，それに替るアイデアはなさそうだ

ね.人間の認識能力の構造的限界に原因があるの

だろうか ?J

「今そんなことをいっても始まらないよ.試行

の結果，現象が唯一つ特定できないが，そのかわ

り，その確率法則は唯一つ定まるというのもカッ

コイイじゃないか.幻の確率の影を求めて今日も

旅立つ・・・」

「何だそれは，悲観的なような楽観的なような」

「とにかく，今まで話し合ってきたことをかん

がみると，実際的応用を意識すればかえって理論

をもっと精密に推し進める必要性を感じさせる

し，実際の問題へ理論を適用する時は理論の限界

に注意しなければならないとし、う現実と理論の相

魁を研究や教育の場で，今よりはもう少しとりあ

げたほうが，みんなのためになるといえそうだ

ね」

「学生などに，はじめからそのむずかしさを強

調しすぎるのはかえって教育的でないんじゃない

か ?J

「強調するんじゃなく例などを多用して現実と

概念や理論とをつき合わしてみせるのさ.さっき

は言わなかったが，確率過程の path の概念など

も，実際出現するのは l 本の path だという意味

で， もっと教育も研究もする必要があるだろう J

「来年度の講義ノートをつくるのは，しんどく

なりそうだね」

「研究方向を定めるのもね」

「確率の影におびえてしまいそうだなJ

fそれは己の影さ J

rOR事例集」の編集作業報告

1975年に本学会の法人化記念も兼ねて発行された

10R事典J の事例篇を増補する形で， 10R事例

集j 発行の計画が立てられ，昨年末に当委員会が発

足致しました.

その後，多くの会員の方々に，事例の推薦や執筆

をお願L 、し，多大のご協力をいただき，約 400 篇の

原稿を頂戴いたしました.この誌上を借りて，厚く

お礼申し上げます.

編集作業もそろそろ終り， 11月頃には発行できる

だろうと意気込んでおります.IOR事典J の事例篇

よりも 100 篇ほど多\"，内容豊かなものになります

ので， どうぞご期待ください.スタイルは 10R事

典J とまったく同じで，各ページに 2 編ずつの事例

1983 年 9 月号

を行数を揃えて収録しています.編集作業はその行

揃えに苦労しました.そのため，いただいた原稿に

手を入れさせていただきましたので，ご執筆いただ

いた各位には，その点ご諒承いただきたいと存じま

す.

編集作業をしていて，つくづく感じたのは，この

8 年間にORの対象や使われる手法がずいぶん変わ

ったということです.その実情に合わせるため， 10

R事典j で採用した分類は若干変えさ.るを得ません

でした.この 10R事例集j ができ上がりましたら

会員各位もぜひご自分の眼でそのことをお確かめく

ださい.いろいろな発見をなさることでしょう.

(l OR事例集J 編集委員会文責:森村)
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