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組織の革新と ORについて，実践的立場から論

じるようにーーというのが編集部からの要望であ

るが，日夜，理想、と現実のはざまであえぎながら

20余年を過ごしてまった身としては，いまだに達

成し得ないことについて，かくあるべきといった

整然たる理論を述べることは到底不可能といって

し、し、.

したがって，ここでは筆者の乏しい経験と，悩

みをともにする他の企業等の方々からお聞きした

話をもとに，日頃考えていることを並べてみるこ

とでお許し願いたい.ORの実施について考えて

いこうとしている方々にとって何らかのヒントに

でもなれば幸である.

OR の役割

組織の革新ということに関して，ここでは，組

織構造の革新ではなく，組織の行動とその規範と

なっている原理に対する改革としてとらえていき

たし、.

組織の革新とは，組織の行動原理の変更である

と考えれば，それは，とりも直さず新しい価値基

準の採用であり，それにもとづく，意思決定と行
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動の選択の変化と言い変えることができょう.

とすれば，組織の革新に対してORがある役割

を果たし，原動力となり得るためには， ORがそ

の組織に対して，新しい価値基準を与えられるも

のとならなければならない.すなわち極言すれ

ば， ORが単に便利な道具として，その組織が持

っている，旧来の価値にもとづく評価をより簡明

に得るだけの役割しか果たしていなかったら，そ

れは革新に対する力とはなり得ず，場合によって

は，その組織の保守性を強化する役割しか果たせ

ないことになってしまう.

これは，企業組織の変革をもたらすと期待され

ていた情報処理システムそのものが，しばしば組

織の中で最も保守的で，変革に対して抵抗を示す

分野になっている例をみても明らかであろう.

とすれば，われわれが問題にしなければならな

いのは，従来の iORが生かされるためには環境

はどうあらねばならぬか」といった議論(たとえ

ばトップの支持が成功のカギといった類い)では

なくて「組織に対してORはどのような役割を果

たすべきかJ ということでなければならない.こ

の視点に立つことによって，現在のOR ワーカー

がかかえている問題点と，今後の展望が見えてく

るのではないかと思う.
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図 1 OR と環境

鳥の固としての OR

OR というものはつの意志のもとに，デー

タを集め，分析し，加工し，解析することによっ

て，それまでデータの中にうもれていた新しい価

値を明らかにする手段の 1 っと位置づけてよい場

合がある.ひと口でいえば，データについての新

しい加工法の適用による，新しい価値の創造とい

ってよい.

では，その価値は，いわゆる一般のデータ処理

と，どこにおいて本質的に呉なるといえるのだろ

うか.その l つは，ある仮定の状況をより明確に

ド
画き出すことによって，現在の状況，位置関係を

明らかにすることにあるといってよい.

最適化計画や，改善案，シミュレーションの結

果といったものは，かくあるべき，あるいは，か

くあるであろう状況を示すことによって，どうす

ればどのくらい良くなるかという，未来への設計

を示すものとしてとらえられるのが一般である.

しかし，これは，一方で、は，現在われわれが，現

状に甘んじていることによって，どれほどのもの

を失っているかという機会損失の尺度を示してい

図 2 ORによる現状認識

148 (36) 

ると考えられる.つまり，相対的状況として，現

状がどのあたりにあるかを示すものとしてとらえ

ても良いのではないだろうか.それによって，わ

れわれははじめて，単なる過去からの変化だけで

なしに，より立体的に「今」を理解し「未来」へ

の手がかりをつかむことができるといってよい.

このようなことによってわれわれは現状をより

相対的なものとしてとらえられるのである. QC 

をやっている人たちは「悪さ加減のQCJ という

言葉を使われるが，現状の悪さ加減は，このよう

な操作によってこそ明確にとらえられるのだと思

うが，いかがであろうか.

いいかえれば， ORはわれわれに新しい視点，

いわば，今までよりも l つ次元を上げた「烏の目」

を与えるものといってもよい.OR というヘリコ

プターでより高い位置から物事をながめ，時には

経営層をー絡につれて上がることによって，その

視界からの情報について語ることもまたOR ワー

カーの役目であろう.

最適解というものは，それが実現されないかぎ

りそれは l つの夢にすぎない.現実と夢との距離

を計ることなしに， JPを語ることでこと足れりと

する傾向がわれわれになかったと言いきれるであ

ろうか.

what if と OR

今述べたような新しい視点は，数理的な思考実

験の方法ーとしてのORの特徴によってもたらされ
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図 3 OR とライン管理者

るものと言える.それは，一般のデータ処理がも

たらす what is の世界に対して what if の世界

といってもよいであろう.このような機能こそ現

在の不確定で変化の激しい時代に求められている

ものなのである.ジョージ・オーウェルの f1984

年」が現実のものとならなかったように， ローマ

クラブのシミュレーションも，その通りにはなら

なかった.それでよいのではないか.それがわれ

われにもたらしてくれたものは，現状延長型の漠

たる予想よりも，はるかに多かったはずである.

一方，現実の企業においては，そのような実験

として ORの存在が許されるほど暇でもなければ

寛容でもない.OR ワーカーに求められているの

は， f実現可能な最適解」なのであって，空想物語

ではない.多くの場合，結果に至るまでの聞に消

費された無数の if には目もくれず，ただ l つの

解の部分のみでORの仕事が評価されているのが

現実なのである.

日常のオフィスワークの中では， if 的発想には

どうしてもなじみの悪い部分があり， if の効用の

理解を得ることが困難なのは致し方ない.しか

し， OR ワーカーは，やはりそれを説き続けてい

くべきであると筆者は考えている .if の機能があ

ってこそ， ORは単なる最適化を越えて問題発見

的な機能を持ち，視座転換へのきっかけを与える

ものとなり得るのである.

OR ワーカーとスタッフ

組織の中のOR ワーカーの位置づけと役割を語

る場合，一般にOR ワーカーとライン部門との関

係において論じられるケースが多いように見うけ
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図 4 OR と一般スタップ

られる.たしかに， OR ワーカーが，ラインの組

織に対して働く場合，業務の実施者であり，情報

資源の提供者であるラインとの関係は重要であ

る.また，多くの成功例一一OR実施賞にみられ

るようなーーの場合，このOR-ーラインの関係

をうまく実現していったところが成果を上げてい

るように思える.

しかしながら，筆者の見るところ， OR ワーカ

ーにとって，むしろ問題なのはラインとの関係よ

りも，他のスタッフとの関係にあると考えられ

る.ラインと ORの関係は，むしろお互いにその

補完的な役割の認識がスムーズにいくケースが多

いのではないだろうか.

一方，スタッフについては，使用するツールと

問題へのアプローチは異なるが，問題そのもの・

データ・実現手段としてのライン部門との距離の

いずれをとっても， OR とそうでないスタッフと

の聞に大差はなく，競合関係とさえ言いうるので

はないかと考えられる.

このようなケースにおいて， OR ワーカーと一

般スタッフの聞に明確な役割分担の認識が存在し

ないままに(あいまいにしておいたままで)，仕事

が行なわれているのが一般ではないかと思う.一

方が組織的立場としての優位性をもっているのに

対して，もう一方が技術的優位性をもっているこ

とになり，この両者聞の問題は表面的な協力関係

を云々するだけでは解決しない.

この場合，一般に業務の窓口となっているスタ

ップは， OR ワーカーを単なる特殊な技能をもっ
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図 5 ORの「くくり出しJ 現象

た情報処理担当者として扱かおうとする傾向があ

るのではないかと考えられる.いわば， OR ワー

カーの「くくり出し」が行なわれるわけで， OR

ワーカーが苦心してまとめた計算結果や分析は，

充分に内容を理解されないままに，他のスタッフ

の成果として外に出てゆくことになってしまう.

もちろん， OR ワーカーの中には，むしろこの

「くくり出されたJ 立場の方を選択して， 単なる

便利なツールの提供者の位置にとどまるほうがよ

いとする者もあろう.これはこれで 1 つの解決と

いってよい.問題は，それを潔しとしない場合で

この場合には， OR ワーカーと一般スタッフが一

体となって仕事をしていくことしか方法はないの

ではないかと思う.このケースでは，一般のスタ

ッフがORの内容や効果・限界等についてよく理

解しておくことが求められるが，もしうまくいけ

ば組織の意思決定の草新に対しては，前者よりは

るかに有効であると考えられる.

ORが生産ラインの最適化や，輸送問題といっ

た， r現場J的な問題から，経営意思決定というよ

うな全社的な場へと活動を広げていくためには，

このようなスタッフ対スタップの関係について，

より突っ込んだ研究がなされる必要があろう.こ

の問題は，わが国の企業における情報処理部門の

長が，米国における副社長グラスの CIO (Chief 

Information Officer) の立場になり得るかとい

う問題とも関連してくるはずで、ある.

企業組織の中の OR

企業における ORの実施を考えるうえで，常に

話題となる「なぜORは経営層に理解されにく
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く，普及しないのか」という聞いに対して，しば

しば言われることは rORは合理的思考であるの

に経営は非合理的であるからだJ ということであ

る.

しかし，このような，私はこちら側で，あなた

は反対側で，物事がうまくし、かないのは，こちら

ではなくてあちら側に問題があるからだ，とする

類いの議論は結局のところ，われわれをどこへも

つれていってくれはしない.

むしろ，わが国の成長を支えてきた経営層の人

たちは，限定的ではあるが，それなりの優れた合

理性の持主といってよい.ORの合理性の質と，

経営に求められている合理性の質の聞に違いがあ

る点が問題なのである.相互の差について認識し

た上で，お互いに相手に何を求め，何を提供すべ

きなのかを学ぶことによって，双方の仕事の質的

向上が期待できるのではないだろうか.

すなわち，経営に求められているのは， ORや

コンピュータの技術を理解することよりも，各々

の企業の中にいる，そういった専門家のポテンシ

ャルをどう活用すればよいのか，彼らはどう使わ

れることを望んでいるのかを，理解することなの

である. (この観点からみると，種々のコンピュー

タ・メーカーが実施しているいわゆるエクゼクテ

ィブコースなるものは，実にもったいない機会で

あると思う)

企業組織における ORの立場を考えるには， 0

Rが組織機能図上のどこに位置しているかを見る

だけではなく，現実の機能として，どこにどう作

用しているかを見る必要がある.

企業体の組織というものは，タテマエとしては

整然とした樹木構造をもって書かれているが

歩中へ入ると，どこへいっても，小集団や，非公

式組織や，個人的なつながりの複雑なネットワー

クが，仕事を進めていくうえで重要な役割をもっ

ているようにみうけられる.いわば，ツリー(樹

木状)構造とリゾーム(根茎状)構造とが共存し

た，組織の二重構造が存在しているといえる.
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通常，われわれが外から観察できるのは，組織

機能として明確に定義されたツリー構造の部分だ

けであって，従来，実施上の問題を論ずる場合も，

ツリー状の組織機能と ORの機能との結びつき方

で， ORの位置づけを考察している場合が多かっ

た.いわば，タテマエ対タテマエの問題としてと

らえているわけで，今後は，たいへんむずかしい

問題ではあるが，地下にもぐった部分について，

ORはどのようにアプローチしていけば良いかに

ついて研究してみる必要があると思う.先に述べ

たスタッフ対スタッフの問題もその 1 つである.

OR といった類のものに対する反応の中には，理

屈を越えた，いわば生体的拒絶反応としか呼びょ

うのないものもあり，これも，上述の問題を研究

すべき理由の 1 つである.

いまひとつ，木のアナロジーから考えられるこ

とは，すぐれて母系集団的な身内意識に支えられ

た行動原理をもっているわが国の組織集団に対し

て， ORが，天の代言者のごとき絶対性からの評

価尺度を，無二の意思決定のファクターとして持

ち込むことに性急なあまり，過度の緊張をもたら

してはいないかということである.

カルチャーとして絶対神の存在との対立という

ものを経験していず，隣人からの距離でしか，み

ずからの位置を認識しえない人たちに対して，天

上との距離を説くことは， 容易ではない. ["他社

でも，同じことをやっているかね」という質問に

対しては，先に述べた鳥の視点による自己の相対

化などは無力に等しい場合もある.

この場合，モデ、ルの精巧さや，アルゴリズムの

複雑さを持ち出して，ありがたさを増やそうとす

るのはまったく反対の結果しかもたらさない.モ

デル計算で、とにかくこうなったのですから，とい

う言い方はOR ワーカーの使うべきものではな

い.むしろ，出てきた結果を，四則演算のみでわ

かりやすく説明できる構造を見つけ出し，それで

全体の80%でも説明できるなら，その方法をとる

べきだと思う.相手の立場に立って努力してみ

1987 年 3 月号
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図 B 組織に対する木のアナロジー

る，というのは対象が何であれ，理解を得るため

の最良の道なのだと思う.

西欧的論理に支えられた尺度が通用しないから

といって，一方的に非合理的と決めつけることで

はなく，汎神教的なわが国の考え方のもっている

良い面に対して， ORが何をなしうるかを考えて

みることも必要なのではないだろうか.

現代の経営が単なる利潤の追求だけではすまさ

れなくなっている状況のもとで，多様な経営者の

ニーズにOR もまた応えていかなければならな

い.いうまでもないことだが，これは単に多目的

効用関数を利用すればよい，といったことではな

L 、.

教育とローテーション

ORの普及と推進の方法として，誰しもが考え

るのが，全社的なOR教育と， OR実務経験者の

社内ローテーションである.しかし，これらが有

効な手段として存在し得るためには，何よりも O

Rを有効な思考方法として認識し活用していこう
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という明確な意志が必要であり，そのためには事

前に，企業における ORの位置づけが明確になっ

ていなければなるまい.

ORのもっている革新への能力を顕在化させ得

るのは，その手法自体がもっているポテンシャル

よりも，むしろOR というものを革新への足がか

りとして使おうという意志の問題であるといって

よい.もちろん， ORの手法を使っていくこと，

それ自体によって意識する，しないにかかわら

ず，組織の行動原理が変ってくることも否定はで

きないが.しかしながら， ORの技法を用いるこ

とや， ORによる検討の結果を用いながら，無意

識的にではあるが， ORそのもののもっている毒

一一意思決定に対する革新性を用心深く排除して

いこうとする動きをとりがちな人たちが一方にい

ることもまた事実である.

教育やローテーションの効果は，技術を持った

者を増やし，層を厚くすることによって，そのよ

うな人たちの考えを少しずつでも変えていくとこ

ろにもあるといえよう.

広場としての宅デル

OR の 1 つの特質は，その活動がきわめて業際

的であり，企業の中にあっても，多くの部門と等

距離で協力し合ってし、く必要があることである.

この特質によって， OR ワーカーのところには

企業の多くの部門からの情報が集まってくること

となり， ORを軸としての相互調整や，情報流通

の可能性が生じてくる.これは，ともすると縦割

りになりがちな企業組織の枠組みを越えて，より

創造的な動きを生み出す力を秘めているといえよ

う.

このような力を発揮させる媒体として， ORの

モデルを考えてみることができるのではないだろ

うか.モデルを一種の広場と考え，その上でお互

いに専門も興味も異なる分野の人たちが，その考

えを反映したケースを実験してみることにより，

お互いの立場に対する共通の理解と，意志の疎通
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が生まれるのではなし、かと思う.

さらに広〈考えれば，異なった業種間での利害

の対立についても，同じモデ、ル上での検討によっ

て，いわば共通の言語による意見の交換が可能と

なり，より客観的な妥協点を見つけることができ

ょう.筆者も，小規模ながら，何度か，他の企業

や業界の人たちとモデルを動かしてみたことがあ

るが，その成果はともかく，同じモデルを苦労し

て動かすことによって，一種の「ひとつ釜の飯」

のような親近感を生みだすことだけはまちがし、な

いようである.

多忙な時期と重なったせいもあり，たいへんに

整理の悪い話になってしまった.書き残したこと

も多いが， ここに述べた問題については，さらに

研究してみたいと考えている.そのためにも，こ

の偏見に満ちた一文について，読者のご意見を給

われば幸いである.

革新とは，ある 1 つの状態から，別の状態に移

ることではなくて，常に移り続けることであり，

重要なことは，そのためのメカニズムが，組織の

中にピ、ルトインされていることであると考える.

この意味で，企業における OR ワーカーの役割も

また重要なのではないか，との感想をもって終り

としたい.
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