
最近10年間のMDS開発と利用に参画して

浅野美代子
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1. はじめに

最近10年間の電算機関連の技術進歩はめまぐる

しし私のように日々電算機と生活している者で

すら，ついていくのがやっとの状態である.

10年前私どもが使っていたマシンは， FACOM 

230-50で当時国内に数台しか動いていないという

人間味あふれる電算機で，カタカナを出力させる

ためには，ワオコードといったシフトコードが必

要だったり，ラインプリンターもそのつど打ち出

し，ジョブのオペレーションをしているとそのプ

ログラムが何をしているか手に取るようにわか

る.またコンソールタイプライターもなかなか言

うことを聞いてくれず， STACK CO を入力し

てリターンキ}を強く押してもなかなかヘッドが

もどらない.こんな時は平手で横を叩くがまった

く変化ない.仕方なく今度は手が痛くなるのを覚

悟して思いきり叩く. rあっ， いたい /J と思う

と，カチャカチャカチャ.無事にジョブが始まっ

た.こんな調子であった.

さらに余談になるが，磁気テープ読取装置にM

Tをセットする時には凸凹をつなぎ合わせる.と

ころがこの凸凹の部分は何回か使うとすぐに切れ

てしまう.切れた時にし、かに早く修理するかが，

与えられたオベレーション時聞をし、かに有効に生

かすかの鍵である(われわれ開発に割り当てられ

あさのみよこ 日本開発銀行事務管理部
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ている時聞は給料計算等経常ランとよばれている

時間に比べかなり厳しかった).私はかなり早く

この修理をすることができるようになり，これが

技術というものかと思ったりした.

このマシンもついに FACOM230-58 へと移っ

た.以前 1 時間半もかかっていたファイル変換プ

ログラムの実行がなんとわずか 5 分.

そして現在は FACOM M180IIAD にコンパ

- ~された. 50時代にはカタカナさえも苦労して

出力していたが，今はありとあらゆる漢字および

罫線，枠などプレプリントに頼っていた定型用紙

など何でも出力できる.

電算機で自由に日本語が扱えるのである.今ま

でほんの一部の人聞の独占物でしかなかった電算

機が，日本語サポート機能により，まさに誰でも

が，いつでもどこからでも使える時代がやってき

たのではないだろうか.電算機で日本語が自由に

扱えることはわれわれ日本人にとって数学の世界

での「零の発見」にも等しい画期的なことだと思

'ち J

2. MDSの歩み

MDS (Management Decision System) は富

士通制と開銀で共同開発されたシステムであり，

MDSS(Management Decision Suport System) 

ともし、う.

昭和46年より 50年，主に FACOM230-60 で開

発された.システムの構想や機能については他に
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 MDS開発の目的と構想 (íMDS 概要」より)図 2© 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.



論文や解説書があるのでそちらにゆずり，ここで

はあまり触れない.開発当時のMDS の構成を|文|

l に示す.開発中はソニーテクトロニクスのグラ

フィック端末を設置しテスト的に利用していた.

F ACOM230-58 導入後は， グラブイサグディ

スプレイでMDS が実用化された.

さらにMシリーズでは， MDSNになり，あら

ゆる種類の端末で利用可能なシステムとして生ま

れ変わった.日本語サポートやカラーグラフィッ

ク表示機能などがある.

3. MDSのねらい
/ 

MDS のねらいは誰でもがし、つでもどこからで

も情報を参照し必要に応じ，その情報を適切に処

理することによって'電算機を経営意思決定に役立

てようとするものである.これはまさに経営判断

業務の機械化を志向したシステムだと思う.開発

当時のMDS開発の目的と構想を図 2 に示す.こ

の構想が 10年以上も昔に，データ処理等の技術や

、ードウェアもはなはだしく未熟であった時代に

行なわれたことは驚くべきだと思う. MDS は過

去に累積保存されたデータの有効利用でもある.

4. システムとしての MDS

MDS の目的が達成されるためには，必要で十

分なデータおよびデータを検索利用するためのマ

ンマシン言語であるコンピュータプログラムなど

が必要である.これを図に書くと図 3 のようにな

る. MDS の基本構想作成時に，すでに以前より

蓄積されている財務データと日経NEEDSなどの

マクロデータがMDS のデータベースとして考え

られていた.現在でもそのデータ内容システムは

ともにあまり変化がなし、 t これについて 10年前に

MDS開発にたずさわった人より fMDS は 10年

前とちっとも変わっていない. (~、ったい君たち

は何をしていたんだ /)J と言われたことがある.

f 2 度にわたるコンパートがあったんですJ f利

用者の声を聞いてこんなに使いやすくしたんです

602 (26) 
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図 3 意思決定とコンピュータ

よ J fMDSNになる時切り捨てられたMDS の

機能を自力で使ったJ とか「種々のデータベース

について検討していたんですJ とか「私 i 人で何

ができるのでしょうか」

いろいろのことが頭の中に一斉に浮かんだが，

まさに首筋に刃物をつきつけられている感じで一

言も言えない状態であった.はたしてMDS は 10

年間変わらなかったのでしょうか.実用開始から

の 10年間の利用を見ているといろいろのことが考

えられる.

経営判断業務の機械化がされる段階はまだまだ

早かったのではないだろうか. MDS では，利用

者の用いるデータ・情報・知識のきわめてわずか

の部分しかコンビュータライズされていないし，

情報を組織化しようとする動きがなかった.

したがって，財務分析企業評価システムは研修

のために利用される以外は，ほとんど利用されて

いないのが現状である. この企業評価システム

は，財務指標による定量的企業評価を行なってい

る.企業の側面を収益性，健全性，資産効率，成

長性および規模の 5 つより分析する.収益性，健

全性，資産効率は主要財務 8 指標より主成分分析

を行なって評点化し，成長性，規模もそれぞれ財

務指標を基準化して評点化し，さらにこれらの値

より総合評点を算出している.

企業評価はもちろん財務分析のみで行なわれる
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ものではないが，定量的企業評価の部分には利用

されてもよいと思われるが，ここ 10年ほとんど利

用されてこなかった.この原因を考えてみれば高

度に集約され，高度に構成されているがゆえに不

満足で、あるとか，利用者が希望している情報およ

び情報に対する処理が異なっているためであるど

か，あるいは利用者の単なるコンビュータアレル

ギーによるものとか，それとも定性的な人聞が多

L、からなどと考えられる.

しかしながら調査研究分野では，経済分析マク

ロモデル景気動向調査等に頻繁に利用されており

i 人月 100時間くらい利用されている.

また都市開発用シミュレーションモデルは営業

審査および研究部門で非常によく使われ，貸付業

務に利用されている.

このように定型的判断業務の機械化はすでに定

着化Lているといえる.

MDS 自体は，この 10年間あまり変化しなかっ

たし利用者も限られていたが，組織に働きかけた

影響はあったと思われる.その 10年閣の歩みはす

でにデータベースの見直しとシステムの再構築が

始まっている新情報システムへの基盤となったと

いえると思う.さらに高度なレベルで、の利用には

次のことが必要ではないかと思う.

5. 今後にむけて

組織全体を通じて全般的な情報システムを積極

的にっくり上げるための中心的手段として電算機

を利用しようとするならば，以下のことが必要で

あろう.

(1) 組織内の各領域・各職務での情報要求を確

認して包括的な計画を作成する.

(2) 利用者が望んでいる情報の処理AをE確に把

据する.

(3) データベースにどの程度詳細なデータが必

要かを決定する.

仏) データの職能を超えた統合を容易にするた

め，異なるシステムから各種のデータを利用で

1983 年 12 月号

きるようにする.

(5) 利用者は個人的データあるいはファイルの

作成・保管をやめて共通なデータを利用する.

このことは組織へも影響をおよぼすと考えられ

るし，人事組織を同定的なものと考えないこと

が必要だと思う.

6. おわりに

「女性OR研究家」の特集を組まれるとうかが

ったので，深い考察なく日頃考えていることを書

かせていただいた.もうじき 4 歳になる息子に

「ママの好きな銀行へ行くの '?J と送られて(ま

ったく男は勝手なことを言うと思いながら)サー

ビス部門に徹しようと，今日も仕事に励んでおり

ます.
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WOR 事例集』発行

rOR事典j 増補別刷として rOR事例集J が 10

月 25 日発行されました. rOR事典J発行より 8 年を

経過したため，事例jの分野分類にはかなりの変化が

あり，本書では分野分類を新しくいたしました.0

R事典をおもちの方は時の流れをお読みいただける

と思いますし，事例集だけでも十分お役にたつもの

と信じております.

ぜひ皆様のお手許に 1 冊お揃えのうえ，ご利用く

ださ L 、.
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