
モデルとモデリング
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1. 宅デルとは

モデルのことを考えるとき，私は学生時代OR

の授業で先生から言われた言葉を思い出す. r君

達はかわいそうな人類だ.モデルというと ORの

数理モテツレやシミュレーションモデルを頭にうか

べるようだが，モデルと世間で言えば一般には美

人のファッションモデルを意味するというのに，

そのイメージを持っていない. J このことに示さ

れるように，モデルはいろいろの場合によく使わ

れる.たとえぽ小説のモデル，マンガのモデル，

自動車のモデル， ORのモデル，物理モデル，人

間行動モデル，コンピュータモテ'ル，ファッショ

ンモデ、ル，社会モデ、ルなど，数え上げればいくら

でもあげられる.

一般に言われているモデルに共通するものは何

かもう少し考えてみたい.哲学辞典によれば「モ

デルとは客観的実在ゃある一定領域におけるもろ

もろの対象，性質がその領域あるいはその他との

聞の類比関係において模写されたものを意味す

る……科学におけるモデルの哲学的根拠は実在の

諸領域におけるさまざまな運動形式の相違性と，

それらの構造的同一性との連関にもとづいてい

るJ[6J と示されている.

この定義をやさしく表現しなおせば，モデ、ルと

ゃまだ よしやす産業能率大学
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は現実あるいはイメージのなかの対象物(実シス

テム)と構造的に同一性を保った模写であると言

える.

したがって，マンガの主人公鉄腕アトムも作者

のイメージのロボットのモデルであり，シェーク

スピア劇のへンリ一五世もモデルである .ORの

モデルも現実のORの問題の模写であり，多くの

シミュレーションモデルも経営の問題の模写であ

る.

ここでモデルがどのような意味で構造的同一性

を保っかが実システムを反映する手段としてのモ

デルの有用性を既定する.

2. 科学的方法を実践するための OR 毛

デル

2.1 科学の一応用分野としてのOR

ORのアイデンティティは何かと問うと， r合

理的思考方法」であるとか「モデルを使う方法」

であるという答えをもらうことがある.しかしこ

の答えは，よく考えてみれば明らかに正確ではな

い. r合理的思考方法」も「モデ、ルを使う方法J

L 科学的方法すべてに共通の方法であり， OR

fm有の方法であるわけではない.人類のモデル化

に対する考え方は科学の歴史において常に存在し

ていたと言える.むしろ人類の歴史はモテ。ル化の

庵史であると言えよう.科学的方法の基本は観

察，普遍化，実験，確認の段階であろう [14J. 0 

R も科学的方法の一分野であるから当然同様の段
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階が存在する.

2.2 ORのモデル

科学的方法の l っとしてのOR的問題解決法は

その手順を中里が示しているように，問題提起に

はじまり，モデル開発の事前評価，モデル作成，

モデルの維持と運用のプロセスとして与えられる

[8J. 

この考え方を経営の問題解決に展開したものと

して循環過程モデルがある.松田によって提唱さ

れた循環過程モデルは広い意味での問題解決(問

題設定を含む)のための考え方とその仕組みを示

すものである.このモデルは循環(サイクル)モ

デルであるということと，過程(プロセス)モデ

ルであるという 2 つのモデルの考えを同時に取り

入れている点で特色がある.すなわち松田モデル

の示す問題解決はプロセスとサイグルを通しての

絶えざる革新が前提になっている.さらに問題の

解決には弁証法的な止揚が問題認識，設定等々の

おのおののプロセスにおいて必要なことを示して

いる.

松田モデルにおいての rOR のモデルJ は問題

設定段階から与えられる与件・変数と評価基準を

資源使途に変換するプロセスである.

変換プロセスとしてのORモデルは「実際問題

を構造的・量的に表現したものである」と言うこ

とができるが， OR モテeルそのものの成立がプロ

セスとしてとらえられる.すなわち問題を認識し

構造的・量的に表現するプロセスは Müller=

Merbach の論文にみられるように，実システム

の心理的イメージを構造的・量的関係として表現

してゆくプロセス(過程)である [13J.

3. 宅デルの役割

モデルはいろいろな目的に用いられる.ここで

はモデルが用いられる目的のうち代表的な 3 つに

ついて概説する.それらは認識を助ける手段とし

てのモデル，論理実験および数理実験手段として

のモデル，意思決定を促進するための手段として
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のモデルである.

3. 1 認識を助けるものとしてのモデル

人聞はなんらかの思考の網，概念フレーんあ

るいはパラダイムを用いて対象を認識している.

認識する対象が複雑である場合ゃあいまいである

場合には特にパラダイムを前もって意識的に設定

することが必要になるこのパラダイムそのものが

モデルである.

3.2 論理実験および数理実験手段としてのモ

デル

モデルはシミュレーション用として用いられる

ことがしぼしばである.論理実験や数理実験をく

りかえすことはモデル作成者の論理的な思考力お

よび勘を高めるのに貢献する.そのほかシミュレ

ーションは多くのメリ v トを持つ.たとえば意外

な未来がみえる，良い結果が確実に得る，ちょっ

と気がつかない視点をもてる，手がかりがさがせ

る，どんな危険が待っているか最初にわかる，抽

象的な問題でも具体的にとける，などいろいろな

点でメリットがあげられている[日.

3.3 意思決定のシステム化を促進するための

ものとしてのモデル

一般には簡単なプロトタイプモデルを作りその

結果を用いて成長させることから，手順の確定を

徐々にではあるが促進させるため組織の意思決定

をシステム化する方向に導くことが可能になる.

4. 宅デリングに必要な考え方

4.1 r視点j の股定

実システムをみる，あるいは観察しモデル化す

るということは r 1 つの視点J から認識された対

象をモデル化することである.それはあくまで私

達の認識の制約のもとでの対象の観察である.モ

デリングということは単に実システムと同型の模

型をつくることを越えているといえる，すなわち

実システムを「新たな視点J からながめてみるこ

とを含むのである[lOJ.

実システムのモデルからの理解は必ずしもよく
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知らない世界をよく知っている世界に翻訳するこ

とだけではない.マンガは l つの実システムのモ

デルで、あるが実システム以上にシステムの特徴を

だすことができる例であろう.たとえぽマンガで

見えない線(流線)を描いて動きの特徴を出す方

法があるが，これなども実システム以上に実シス

テムの特徴をだすことができる[7].

異なった「視点j は異なったモデルやそれにと

もなう実シスシムの理解をあたえる.そのためモ

デリングにおいて最も重要なことの 1 つは「視

点」をいかに考え出すかである.たとえば「パパ

ラギJ という本で述べられているように，未聞の

地に住んでいる酋長ツイアピの視点は西欧人の視

点とは文化に対して大きく異なることがわかる.

このように異なる視点、から作られるモデルは当然

大きく異なるであろう [4J.

4.2 モデリングのときの与件，変数

実システムのモデリングには一般に与件となる

非制御変数と制御できる変数が与えられる.その

他の制約条件を考慮してモデリングは行なわれ

る.そのさい，非制御変数についての知識や理解

を深めることが必要である.エイコフも指摘する

ように非制御変数はしばしば直面する問題を創り

出している源になっているとともにその問題解決

の対策を制約する.一方，多くの制約条件は本質

的に制御不可能な変数でなく，むしろそれらの変

数の知識や理解の欠如のために非制御変数とみな

している場合が多い.モデリングでは非制御変数

(環境)を制御変数にL、かにしたら取り入れられる

かが成功の秘訣の 1 つである [2J.

4.3 問題の構造化技法

「われわれは必要以上に十分情報を持っている.

欠けているのは情報の構造化である J とはフォレ

スターの言葉である.またエイコフは「必要な情

報が何かは，意思決定の構造が明らかにされては

じめてわかるものであり，意思決定の形態は組織

構造との関係から決められることが多いj ことを

指摘した.すなわち 2 人とも情報の構造化が重要
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であることを示した.モデリングでは自分の持つ

情報を整理し矛盾のない対象像を築くことが目的

となる [IIJ.

問題の構造化をもたらす技法は構造モデルとし

てあらわされる.そのなかでも ISM， DEMAｭ

TEL, KSIM , PATTERN, グロス・インパグ

ト分析などが特に有名である.最近のAHP もこ

の 1 っと考えられる.

5. 人聞が要素としてはたらく毛デル

5.1 人聞の「視点J のかたより

森はその著書「心眼」で「視ても見えない目」

「自分の食べるエサしか見えないカエル」等で指

摘しているように，ものは心のあるところしか見

えないことを示している [12J.

また自分がモデルのなかにいる場合はどのよう

な目でモデ.ルを見ているのか.浜口はパイロット

の操縦方法になぞって日本人のものの考え方に対

してインサイドアウト，アウトサイドインの 2 つ

の考えのうち後者，すなわちアウトサイドインの

ほうがよく合うことを主張している [9]. このよ

うに人聞は大きな「視点J の偏りをもっ.

5.2 人間組織における意思決定とモデリング

経営組織における現場の意思決定で使われてい

る経営情報はどんな特性を持つだろうか.遠因は

経営情報の組織における実態を次のようにまとめ

ている[幻.

・情報は必ずしも環境を正しく伝えるものではな

し、.

-正しい情報は必ずしも良い意思決定を導かな

L 、.

-決定が誤りなく伝えられても，望ましい環境反

応が得られるとは限らない.

エイコフは経営情報に対しての間違った認識が

間違った経営情報システムを間違った方向に導い

ていることを指摘した.彼が 5 つの誤まった考え

を示すことによって逆説的に情報システムの設計

思想をわからせようとしている.この思想を解釈
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し，直接的に表現すれば次のようにまとめられよ

う. ( )内は著者が示したものである [lJ.

・情報をやたらに増やしても意思決定はよくなら

ない. (人聞は使い方のわからない情報はいら

ない)

・管理者がほしいという情報は必ずしも管理者に

必要な情報ではない. (管理者は必要な情報が

何だかわからないとき，手近かに感じる情報を

軽い気持ちでほしいと言うものである)

・管理者が意思決定をよくわかっていなければ，

管理者に本当に必要な情報を与えても意思決定

の改善にはつながらない. (よくわかっている

意思決定だけが必要情報を与えたとき改善され

る可能性がある)

・組織内の人間関係あるいは組織の制度をよく知

ったうえで経営組織の情報の流れを変えるよう

にしないと，場合によっては情報を多く流すこ

とは，かえって組織のパーフォーマンスを悪く

することもある. (組織内の人間関係は情報の

流れ方，使われ方に微妙に影響を与えている)

・管理者は情報システムがどのように機能するか

を充分に理解していないと，この情報システム

を正しく評価できなくなり，結局は失敗に終わ

るであろう. (情報システムの機能を管理者が

充分理解していることが必要である.そうでな

いと管理者としては能力が充分でないシステム

部門のひとに評価をまかせることになってしま

う)

エイコフのこの指摘も遠回の指摘も，組織のな

かでの経営情報の使われ方の実態からの心理的あ

るいは組織的な考察である.このように人聞が直

接モデルの要素になるときには情報の流れ，情報

の入手方法などを人聞の側面から見直すことが重

要になってくる.

6. まとめ

本論文ではまずモデルとは何かを示し，ついで

科学的方法を実践する道具としてのOR モデ、ルの

1987 年 3 月号

位置づけを明らかにした.さらにモデルの役割が

どのようなものかを整理した.モデリングの考え

に必要な点、を「視点j ， r与件，変数j ， r構造化技

法j ， の点から論じた. また新しいタイプのモデ

ル(人聞が要素として関係してくるモデル)につ

いて論じた.
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