
刷刷雌雌雌刷雌刷U鵬刷刷刷刷i刷H刷刷出UUI刷刷刷鵬刷鵬UIIIIIIIIIII刷IIUU刷制11刷UIIIIIU刷1IIIIUUIIIIUIUlIIIU"1蹴H刷UIIlIU刷IUIU削刷IUIIUI刷削IUIIU刷雌11幽幽幽幽剛山岨幽酔咽幽血盟主主

品川t\ttt _ 

ミア内，会問

品需品系議長量詩ム 石神 康亘

現在 IBM マルチステーション5550系製品に対するユ

ーザーからの各種追加機能の要求や信頼性および保全性

の改善についての関係部門とのコーディネーション部門

に所属している.仕事のうえでのOR手法の利用部分は

需要予測などを行なう場合を除き少ない.以前システム

ズ・エジニアリング部門に所属していた時には HjW，

SjW のパフォーマンス，製品と人的資源の関係， SQC 

などの面で利用した.私の感じでは， OR手法は今後パ

ーソナル・コンピュ -7 の利用によりますます使いやす

い形で進展してゆくと考えられる.また，結果は主に数

値データとして表現されれば十分に解析用として用いら

れたが，日jW や 5jW の強化とともにグラフ化カラー

表現が求められてゆくと思われる.結果の利用について

学会の皆様も感じておられるように， OR共通の言葉で

表現できる範囲はまだ狭いし，また手法も多様かつバリ

エーションに富むため，ともすれば手法自身の興味がお

もてに出てしまうこともあり，また，結果はあとでいか

ようにも理由づけできるが，会社，社会に役立つ方策，

企画を実践し，結集の責任をとってゆく厳しさをさらに

学びたい.

三菱重工業
広島量船所システム昔i棚 田比野政彦

入社以来システム部門で生産管理システムの担当とし

て，ほぼ10年近くをすごしてきた.私の日常業務の中で

OR手法を適用しなくてはならないケースは少ない.新

しい適用業務開発ニーズ，あるいは日々もち込まれる種

々雑多な問題には，解決がたやすく即解できるもの，即

決がむずかしいにしても，問題解決のため材料集めの段

階でほぼ解がでてくるのが通例だ.モデノレ化なり，数式

化なりを必要とするケースは多くない.

製造業全般に押し寄せている動きは従来の規格品大量

生産から.中小量多中種生産へ移行していることだ.い
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っぽう，当社のような個別受注型メーカーも，できるか

ぎり標準化をばかり部品の共有化をはかる動きにより生

産形態は似かよったものになると考えられる.この生産

形態に合ったより効率的な生産の仕組みが必要となって

いる.それを管理してゆくシステムは， CADjCAM を

活用した設計を包含するものとならざるをえない.また

工作現場では今後人は物を作らず，ただ物を作る機械の

監視役となる，自動化・無人化を前提としたこれからの

工場環境をふまえたシステムとなるであろう.

こんなシステム作りの中に， OR学会の一員としての

メリットが何らかの形ででてくるものと信じている.時

代の変化に柔軟に対応して，最も効果を上げる生産管理

のシステム作り…っきることのない仕事だ.

三穫量工業技術本部
システム嚢術開発センター 石堂 ー成

先日，学位論文の公聴会を終えましたが，一息つく暇

もなく各種の最適化問題の解決に忙しい毎日を過してい

ます.思いおこせば早いもので， ORの仕事をはじめて

からもう足掛け12年になります.この間，当社における

ORの実践は着実に深化・拡大してきましたが，その理

由として次の 3 つをあげることができます.第 1 は，企

業環境の変化により，コスト・ダウンや性能向上のニー

ズが切迫してきたことです.第 2 は， ORの適用の基本

理念として実践第一主義をとったことです.第 3 は，そ

れを補完するために，現実の問題の一般的特性を抽出し

特性ごとに，汎用的な解決道具を開発してきたことで

す.これにより，投資効果が最大である問題に的を絞っ

て道具を開発し，次にその汎用化を図るというアプロー

チが可能となっています.

喜ばしいことは，このようなアプローチが成功して効

果をあげ，社内や学会で賞をいただいたり，社外からも

道具の利用や販売を依頼されるという状況になってきて

いることです.

とはいうものの，まだまだ道具の品揃えも十分ではな

く，当社製品の多様性を背景とする多種多様な最適化問

題を解決するためのイージー・オーダ一体制を確立する

ためには，人材の育成と組織の整備が必須と L 、う状況で

す.OR学会においても，理論尊重・実践重視の考え方

で，理論と実践の成長の相乗効果が進むことを願ってい

ます.
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理学議官室喜善増山元三郎

敗戦も間近なころの話である.当時少年航空兵の中で

訓練中に着陸事故をおこしたのは，背の伸びない児たち

であった.それで小学生のころのデータをもとに近い将

来の身長の予測を試みた.伸びないと予想される児は最

初から整備員として訓練しようと L 、うわけ.予測の手が

かりは，身長の変動係数 (CV) の小さいことにある.

小さいなら平均人に対する一個体の回帰式は線形でよい

だろうと予想し，事実それで十分だった.しかしこのこ

とは雑誌に公表しなかったので終戦とともに忘れてしま

っていた.

他方，今からほぼ10年前に公害物質の毒性評価の研究

にひっぱり出され，文献を見ているあいだに，大きな抜

け穴のあることに気づいた.疑わしい物質について動物

実験を行なって，これを適当な方法でヒトに換算するに

しても， ヒトで実験できない以上， ヒトでの個体差が見

積れないことである.それでヒトでの個体差を表わすの

に，どんな物差しがよいか，その物差しを使ってどんな

法則が成立つのか，その成立の棋拠は? といったこと

に関心をもつようになったのあでる.

物差しとして，その物質の血中濃度の対数一一化学ポ

テンシャルにほぼ比例する量一ーをとり，その標準偏差

(SD)を採ると，分解可能性の条件のもとで，この SD

が当集団の遺伝的構成でほぼ定まることがL 、え，しかも

生命現象にとって基本的物質では，この値がきわめて小

さいことが明らかになった.これは個体問のパラアキの

話なのでホメオスタティスとは別のことである.

そこで身長のcvの小さかったことを思い出したので

ある.生命現象として基本的な過程では，その個体差は

小さいので，基準人での過程の線形変換で，各個体の過

程は表現でき，さらに遺伝という一因子でほほ.定まるな

ら，変換式に現われる 2 係数の相関は高いと予想できる.

事実，身長の成長過程の場合，棺関係数はー0.999に近か

った.

血液常成分の場合，各個体での平衡濃度の対数は，そ

の物質の代謝速度定数 k の対数の i 次式で表わされ，し

かもこの k の値は原則として遺伝で定まっている.さら

に lnk の SDは小さいのである. したがって異物を与

えた際の一個体の代謝過程も線形化できそうだと気がつ

く.実際いくつかの薬物に当ってみたところその通りで

2 係数の相関係数はー0.99位になった.そこでエタノー

ル代謝をとりあげてみた.

1985 年 4 月号

エタノール代謝の場合にも，成長に関する 2 つの基本

式とまったく同型の式が成り立っていたが，同時にこれ

まで 10年あまり信用されてきたミハエリス・メンテン

(MM)型の式は，代謝の最後の相でしか成り立っていな

いことが明らかになった.その前に負のフィードパック

過程が存在するのである.薬動態学界て、たいへん有名な

学者を含む大勢のアメリカの学者たちが，この過程を見

逃したのは型の微分方程式の数値積分を行ない，非線形

回帰のプログラムで、パラメータを推定したからである.

もし手計算の時代なら，解の線形化を行ない，実測値か

ら求めた点列が，ほぽ同一直線の周りに並ぶことを，ま

ず確かめていたに違いない.人間の限は直線からの外れ

の検出に敏感だからである.彼らのデータから得られた

点列はハッキリ 2 本の異なった直線上に並ぶのである.

それにしても， invitro (ガラス器具内)と invivo (生

体内)の違いや， MMモデルの基本仮定である定常近似

の invivo での成否を，これまで誰も疑わなかったのは

不思議である.

名古屋市立大学笹済学部 星野 靖雄

去る 1 月 28 日の午後 6 時頃，オーストラリア政府文化

財団である豪日交流基金 (The Australia-Japan Foｭ

undation) の東京事務所から自宅に電話があり， 1985年

度のシェアーフェローシップが小生に授与されることが

内定したとのことであった.このフエローシップは本年

で 3 回目であり，これまでtこ，法律，言語学を専攻する

大学の教員に与えられたということであった.との基金

は，オーストラリア社会に関連する社会科学，人文科学

の領域で，オーストラリアの大学で最大限 1 年までの研

究をする日本人の学者に，毎年 1 名ほど，授与されるこ

とになっている.大学の教員，作家や研究者，その他の

専門家であり，オーストラリア社会や文化，たとえば，

歴史，政治，経済，法律，社会学，地理等の分野での知

識，経験を発展させることをめざしている賞である.た

だし，自然科学，応用科学での研究は適用されないとあ

るので，大部分のOR学会員は対象とならなL 、かもしれ

ない.しかし，他の各国政府による基金と違って，書類

を提出するだけで面接もありませんので，気楽にどしど

し応募してほしいものです.
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重要童謡業局公益事業部発電謀 山口 栄二

わが国の電力供給の主力は火力発電ですが，電源多様

化をはかるため，原子力発電の占める割合は，年々増加

しており，現在では27基が運転L供給の約 1/5 を占めて

います.また，今後もさらに安全性を確保しながら，原

子力発電を推進してゆかねばならないとされています.

そのような状況のなかで，私は，火力・原子力発電の電

力安定供給，保安の確保等に関する業務にたずさわって

おります.

最近，原子力発電の安全規制に関する研修を受け思う

のは原子力発電の安全性は，社会にどの程度容認さ

れているのか ?J と L 、う疑問です.原子力発電のリスグ

は，社会の他のリスクと比較して十分小さいと評価でき

るが，社会の受ける利益は，定量的に評価できないの

か? また，その利益が，社会に十分認識されているの

か? などと考えてしまう.そんな時の「社会的リスク

のORJ の特集は，私にとってまさにタイムリーであ

り，興味深く読ませていただきました.

中央学院大学商学部情報コース 星野義夫

毎年のことながら就職のシーズンになると， コンピュ

会合記録

編集委員会(OR誌)

表彰委員会

会員増強委員会

OA化委員会

表彰委員会

庶務幹事会

主査会議

)内は出席者数

2 月 1 日(金)( 7 ) 

2 月 4 日(月)( 6) 

2 月 6 日(水)( 6) 

2 月 13 日(水)( 3 ) 

2 月 20 日(水)( 6 ) 

2 月 25 日(月)( 7} 

2 月 26 日(火)( 12) 

ータ関係の企業の求人担当者が情報コースの学生を 1 人

でも多く求め訪れる.その人たちの話だと予定採用人員

の 6 割程度しか毎年確保できないと嘆いている.中高年

者でもコンピュータを知っている人であれば，ぜひお願

いしたし、が現実には応募者いないので残念だという.

急速に進行する高齢化社会における情報処理技術者の

確保はどのようにしたらよいであろうか.

中高年の人たちは，肉体的に表えても推理能力ば，衰

えていない.たとえプログラム能カは多少落ちても経験

の生かせるシステム監査やEDP会計におけるシステム

設計の分野は，むしろ若い人より向いていることも確か

である.ただ問題はそういうことに対して勉強する意欲

のある中高年者がはたしてどれほどいるか否かである.

昨年， コンピュータにたずさわっていない一般の人を対

象に『中高年のためのコンピュータ読本(定年後の情報

処理試験の勉強の仕方)j]を出版したが，その後，多くの

中高年の方からお手紙をいただき， コンピュータに対す

る学習意欲はL 、かに旺盛であるかを教えられました.

高齢化社会における情報処理教育の問題は政府レベル

で考えなければならない時期にきていると思われます

し，また情報処理産業の企業は中高年者を戦力化できな

いようでは近い将来生き残れない時代が〈るように思わ

れるが，いかがなものであろうか.

入退会

・移動(学生会員→正会員)

梅原英一東京工業大学→紛野村総合研究所

大木 整筑波大学→富士通脚

勝田敏之大阪大学→九州大学

片岡義治東京理科大学→キャノン紛

奈良雅子東京理科大学→キャノン紛

中野勝博東京理科大学→ソニー暢

庚瀬道雄大阪大学→関西電力側

増山 繁京都大学→京都大学

宮崎正史東京工業大学→NCC ソフトウェアエン

ジニアリング紛
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