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1. 君子豹変す

「しなやかなシステムズアプローチJ…植木義一京都大

学名誉教授の最近の唱い文句である [IIJ. 京都大学に数

理工学科を設立し，数学を工学はもとより社会科学にま

で応用されてきたその人である.その人が，デカルトよ

りもパスカルを評価し，アリストテレスのマクロアプロ

ーチを推奨し，生物体のホロニクスを語る.学者として

の首尾一貫性を捨ててまで，数学的アプローチの限界を

力説し，人間と機械との調和を説く.ここに植木先生の

良心をみる思いがする.

システムズアプローチの方法論までをソフト化しよう

というのではない.自動化できるもの，機械化できるも

のはそうすべきであるが，状況の変化に適応できる「し

なやかさ J が機械化できない現段階では，人間の優れた

能力をうまく使うことを考えるべきであると説かれるの

である.修練，努力，経験から出てくる人間の総合的判

断力を，数学的アプローチと相互補完的に利用できる環

境を創造すべきであると力説されるのである.

問題解決の仕事は本質的に人間的なものであり，コン

ピュータによって全面的に代替できるものではない.問

題解決を行なう人聞とその人聞を支援するコンピュータ

との間で相互作用を可能とするインターフェースが求め

られている.それが，意思決定支援システム (Decision

Support System : DSS) と呼ばれるものである.植木

哲学を原点として，意思決定支援システムが生き残るた

めの「しなやかさ j について考察してみたい.

2. パラ色ではない

ナポレオンというトランプゲームがある.ナポレオン

およびその副官と 3 人の連合軍に分れて， 10からエー

スまでの20枚の絵札を取り合うゲームである.立候補に
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より，絵札を最も多く取ると宣言したプレイヤーがナポ

レオンとなる.カードの強さは，あらかじめ決められて

いるものと，ナポレオンの指定により変動するものとが

ある.それほど複雑ではないが， うまく考えられたL 、く

つかのルールがある.

大げさな言い方をすれば，ナポレオンゲームでは立候

補をする場面が戦略的意思決定の局面で，戦いが始まっ

てからは戦術的意思決定の局面となる.戦略的意思決定

の局面では，立候補してくるプレイヤーの切札と種類と

宣言している獲得枚数，各プレイヤーの性格や顔色など

のデータから，各プレイヤーの持札の強さを推測する.

強引に獲得枚数をせり上げてナポレオンになるのが得策

か，静かに副官に指名されるのが利口か，あるいは連合

軍にまわるのが有利かを判断する.

一方，戦術的意思決定の局面では，イチかパチかの勝

負の場面，ハッタリが必要な場面も稀にはあるが，熟練

したプレイヤーにとってはほとんど一意的な行動とな

る.すなわちこの局面では，確率的意思決定モデルの構

築が可能である.ただし，かなり複雑になることは避け

られなL、から，あまり有難みはないかも知れない.ナポ

レオンになることを競い合う戦略的意思決定の場面で

も，熟練すれば，ナポレオンになれば何枚獲得できるか

ある程度読めるようになる.しかし結局，この局商での

意思決定は各プレイヤーの性格に依存する.つまり人間

の問題に帰着する.

意思決定支援システムは究極的には戦略的意思決定の

支援をめざすものであろうが，ナポレオンゲームを考え

ただけでも，過大の要求であることは明らかである.

「非システム思考のすすめJ [4J を書かれた岩尾達男氏

のことばに， 思わず納得してしまうのである. r分析，

創造，予測，判断，意思決定などを実行するのは，シス

テム技術そのもの，つまり人間の行動(高度な人間の能

力を要求される行為)であって，コンピュータはこの行

動を助けるための道具にすぎない.人間の能力がおよば

ないから，コンピュータで予測させ，判断させ，意思決
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定させる.それがコンビュータの機能である，と考える

のは正しくない.コンピュータは本質的に人間のなし得

ないことは，なし得ないJ

意思決定支援という用語は，今ではいろいろな分野で

使用されている.構造化された問題に対しでも，不確実

性が存在するとき，あるいは目的が競合するときには，

それぞれ統計的意思決定支援手法 [6J，多目的意思決定

支援手法[13Jが深く研究されている.また，問題解決過

程の明確化プロセス(分析対象のモデリング) [5J を意

思決定の方法と呼ぶこともある.価値観の定量化(人間

行動のモデリング) [13Jをめざす効用理論においても意

思決定者が登場する.

しかし現在最も熱い視線を受けているのは，経営者の

意思決定を支援するシステムである.長い試行錯誤の結

果，いまようやくその方法論が確立されつつある [2， 7 ，

10J. 現在の経営意思決定支援システムの分類は， アン

ソニー (Anthony) による経営組織体活動のカテゴリー

(戦略的計画，経営管理，業務管理) [1]と，-tf"イモン

(Simon) による意思決定問題のカテゴリー(構造化さ

れた決定， 構造化きれない決定) [12J とを組み合わせ

た，モ一トン (Morton) による経営情報システムのフレ

ームワーク [8J にもとづいている.そして，意思決定支

援システムは主として半構造的な問題に対して，戦略的

あるいは経営管理的意思決定を支援するものである，と

いう共通認識ができあがったようである.

3. 勇気ある挑戦

「そもそも，経営者がそれによって意思決定するよう

な，人閥系の色濃い全社的な情報システムが，企業のト

ータル・オンラインシステムを条件とする，機械主導の

発想、で構築できるはずがない.コンピュータ側から，コ

ンビュータが働くのに都合のよいシステムを構築し，で

きあがったシステムを経営情報に使おうとするから，シ

ステムがうまく働かないのである j [4J. 経営情報シス

テム (Management Information System : MIS) の

失敗談である.

経営者が経営戦略のために必要とする情報は，そのほ

とんどが社外情報である.景気の見通し，消費者の志向，

技術革新や商品開発の方向，外国為替事情，同業他社の

動向，地域特性などである.これらの情報を分析し，予

測して経営戦略を立てる.社内のコンピュータから得る

情報は，経営戦略のための情報の主体にはなり得ない.

にもかかわらず，勇気ある挑戦が続けられている

1990 年 6 月号

で勇気あるとは，膨大な投資の結果，結局使ってもらえ

ないとし、う危険性がつきまとうからである.

1 つの成功例が， NTN株式会社の付加価値情報提供

システム VAIOS (Value Added Information Offer 

System) [3J である.経営者層への情報提供をめざすこ

とから，定型レポート機能を中心に置いている.また，

経営者の下にいる企画部門のスタップが， VAIOS の提

供する情報を使L勺より詳しい調査，分析，予測を行な

い， 意思決定を支援するために， データ検索機能， シ

ミュレーション機能を付加している.さらに，生産・販

売・在庫といった企業活動の実績情報だけでなく，社内

で作成させる報告書や取引先の沿革など，企業活動を助

ける情報をインフォメーション・サーピスとして提供す

る.

開発を指揮された伊藤守尚氏は， rVAIOS は成功か

どうかわからなし、J と語る. なぜならば変化への対

応は人間の方が速い.コンピュータはそれを迷わせて遅

らせることがある.また，情報のサマリー，切口はもち

ろん大切であるが，何よりも思考にあった画面の提供が

重要である. VAIOS は今の社長の性格に合わせたが，

社長が変われば評価されるかどうかわからなL 、 j と，き

わめて謙虚である.また，経営者層・管理者層に苦痛を

強要しないように，経営者層にシステムを提供し，不足

する部分をどんどん指摘してもらうというアプロ一千を

とっている.

VAIOS は見たいときに，見たい人が，見たL 、情報を

利用できるシステムをめざしている.そのためデータの

新鮮さを最も重視する.経営意思決定に致命的に重要な

社外情報を提供するため，新聞記事をそのまま画面に出

している.ところが，一方では見せたくないデータもあ

る.明日になれば解決することを，わざわざ経営者に見

せて心配させることはない. データを細かくし過ぎる

と，仕事を部局に任した意味がなくなる.何を見せるか

の選択は，社内の人間関係にとってもきわめて重要であ

る.

今後の展開として，対象範囲の拡大(代理店，海外)，

対象業務の拡大(電子メーんなどのOAへの展開，社長

のメッセージ)， マルチメディア化(文字情報， グラフ

チャート，音声)などを考えているという.また，シス

テムが新鮮であり続けるために， VAIOS 研究会，社内

PR と教育，利用状況モエター機能，データベースの維

持・運用のための特別な体制が組まれている.システム

が生き続けるためにはこれが重要である. VAIOS は多
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くの経営工学者が夢みたDSSに大きく近づいた.とい 在庫計画に関する戦略を決定する作業は非定型的な知

うよりも，現在のところ，こう L、う情報提供システムを 的判断業務であるが，この業務にたずさわる意思決定者

DSS と呼ばざるをえないのではないか. は一般にはコンピュータの専門家ではないことが多い.

4. システムは硬いもの

構造化された決定問題においては，意思決定過程のほ

とんどを自動化することが可能である.半構造的な問題

に対しても，問題のシステム化と ORの手法により，代

替案の提案システムを作ることが可能である.特に最

近，スケジューリング問題や在庫管理問題に対する支援

システム構築の動きが活発化している.なぜ支援システ

ムかといえば，こういった問題に対しても，状況の変化

に対応したモデリングが困難なため，対話型にせざるを

えなL 、からである.

生産・販売活動は，生産・販売・在庫に関する計画に

始まり，諸資材の購入，製品の加工および完成商品の販

売を通じて再び計画にかえるというザイタリックなシス

テム活動であり，事業計画システム，生産、ンステム，流

通システムといった+プシステムが互いに影響をおよぼ

し合って構成されている.近年，このような生産・販売

活動において，市場ユーズに対応して商品の多様化が進

み，多品種となった商品の在庫をいかに管理していくか

が重要な問題となっている.

現状では商品の多品種化のために生産システム，流通

システムからの情報が膨大になり，これらの情報を処理

するノウハウが商品課レベルの担当者に蓄積され，その

処理システムがブラックボックスになっている.また，

担当者 1 人当りの取り扱う商品数が多いために，在庫計

画業務に要する時間が長くなってきている.このため，

担当者の計画結果をみて事業部，商品部レベルの責任者

が判断・指示を行なうというザイグルが回りにくくなり，

責任者の政策的な意思を十分に反映させた在庫計画を立

てることが困難になっている.

事業計画システムは，事業部，商品部，商品課といっ

た各階層における責任者・担当者が，それぞれ複数個の

評価基準にもとづいて意思決定を行なし、，調整・調和を

はかりながら全体としての最適性を追究する多階層多目

的意思決定システムとしてとらえることができる.松下

電工では，事業計画システムにおける在庫管理問題を多

階層多目的大規模計画問題としてモデル化し，対話型意

思決定支援システム HiMICS (Hierarchical Multiｭ

objective Inventory Control System) [9J を開発し

ている.
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このため，在庫計画業務をサポートするシステムは，優

れたマン・マシンインタフェース機能を有していること

が望まれる.そこで，マルチウインドウ機能やマウスを

利用して，あたかも机上で紙と鉛筆を使って作業してい

るかのような作業環境をディスプレイ上で実現するエン

ジニアリング・ワークステーションを利用して，意思決

定者が計算機利用技術の修得に煩わされることなく，コ

ンピュータのサポートを受けれる環境を実現した [9J.

rHiMICS の特徴はまず， 各商品が未納や過剰在庫

を起こさないようにしつつ，商品部全体での収支に関わ

る在庫計画目標を達成するような在庫計画が行なわれる

こと.また，数千にものぼる商品の在庫計画が短時間に

行なえること.さらに計算機利用技術の習得に煩わされ

ることなし在庫計画業務をあたかも机上で作業してい

るかのようにして行なえることである. J 開発責任者で

ある野村淳二氏のことばである.

一般に商品の阪売動向は一様でないため，販売量予測

においては，各商品毎にその販売動向に適した予測手法

を適用することが必要になる HiMICS では過去 36カ

月の販売実績データに対して種々の予測手法を適用し，

評価期間(最近の 3 カ月)において予測精度が最も良い

予測手法を用いて将来の予測販売量を算出している.評

価基準としては未納率，過剰在庫率，在庫日数を用い，

手法としては多属性価値関数法， 分権的資源配分計画

法，感度解析， ABC分析などを採用している.

HiMICSは「しなやかさJ をめざしている.ただ単に

システム分析手法を組み込んだものではなく，利用者の

使いやすきに開発の重点を置いている.しかしここに，

どうしようもないジレンマが存在する.モデル化，コン

ピュータ化によるシステムの硬直化の弊害である.シス

テムが硬直化せず，満足のL、く運営が行なわれるために

は，システムの要所に人間の機能を織り込むことが必要

である.そのためにはNTNが実行しているような，シ

ステムの維持・管理・発展のための継続的な体制jが必要

である. HiMICS の今後に期待したい.

ここで再び岩尾達男氏のことばを引用する. r コンピ

ュータを用いて情報処理を効率化するために，いわばや

むを得ず対象のシステム化が進むのだ，とし、う視点のあ

ることを忘れると， 本来を転倒してしまう. このよう

に，システム化は機械化と並行して進むから，システム
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化が進めば進むほど，システムは柔軟性をなくするのが

普通である.コンピュータなどの機器を使って処理を効

率的に行ないたいがために，それでシステム化するので

あると考えることが必要である.つまりシステム化は目

的ではなく手段である J [4J. 

5. 線形思考しかできない

システムの硬直化はいわば運命的なものであり，その

対処療法として人工知能に期待する人が多い.人工知能

(Artificial Intelligence : AI) は従来のコンピュータ

の非人間的な要素を排除して，限りなく人間に近い能力

を持つコンピュ -11 を開発しようとする考え方である.

人工知能のコンピュータに求めようとしているものは，

コンピュータが自ら学んで知識を持ち，それによって自

ら推論して答えを出すと L、う能力である.多少人間の与

える命令が不十分であっても，多少命令に誤りがあって

も，本筋さえ正しく指示しておけば，あとはコンピュー

タが適宜に総合的な判断を行なって，最も適当と考えら

れる方向で処理してくれることを期待するのが，人工知

能のコンピュータである.そして，熟練者の持つ知識を

し、かに取り込むかが，現在のホットな話題である.

ところで，現代数学は，解析，幾何，代数に大きく分

類される.そしてこれらに共通の概念・論法を抽出し，

体系化したものが線形代数である.つまり，数学の本質

は線形性にある.もっと強くいえば，線形なものしか

ちゃんと扱えない.数学は現代文明に大きく貢献した.

そのとおり.線形の物理系に応用できた.人間の作った

機械は線形であったため，モデル化可能，制御可能であ

ったー数学は大いに力を発揮した.しかし，人聞を扱う

分野，マネジメントに対しては限界があるどころか，無

力に近い.

非線形と多対多の関係を扱いたい.この要素から，近

年注目されている手法・技術に，ファジィ理論(人工知

能にアナログ的思考を入れようとするもの)， ニューラ

ルネット(人間の思考を脳という大きなシステムの最小

要素と思われている神経細胞のレベルから再構成しよう

とするもの)がある.そしてこれらは人工知能の分野で

いま大いに期待されているのである.人間は，説明のつ

かないままに非線形かつ多対多の関係を扱っているかの

ようにみえる.人間の持つこの能力を問題解決に活かそ

うとし、う試みて、ある.

しかし，数学を作ったのも人間であることに注目すれ

ば，これが幻想であることは明らかである.突は，人間
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は非線形関係，多対多関係は主主ムと扱えない.非線形

・多対多関係への挑戦は最終的には人々を満足させ得な

かったと L、う康史的教訓もある.プロ野球の解説者はジ

ャイアンツの優勝を予想し，大相撲の解説者は千代の宮

土の優勝を予想する . N=Kのとき正しければ， N=K 

+1 のときも正しいと信じる.人聞は線形予測しかでき

ない.人聞には l 対 l の関係しか見えない.こう理解し

ておくことが安全である.

熟練者が複雑な問題をうまく扱うのは，彼が非線形思

考ができるからではない.非線形な現象を線形推論して

いるのだ.線形推論しかできない人聞の知識を取り込ん

で，どうしようというのか.

6. r しなやかさ」を求めて

意思決定支援システム構築にさいしては 3 つの I が強

調される. Interactive, Intelligent, Integrated であ

る.現状ではこれしかないのである.それはOR/MS の

手法自体に「しなやかさ j がないからである. r しなや

かなシステムズ・アプローチのすすめJ は，システム分

析者に向かつて言っていることばである.これからのシ

ステム分析者は，数学的手法やアルゴリズムの提案だけ

で仕事はすまされない.変化に対応できる「しなやかなJ

手法を開発しようと提案しているのである.

しかし，ないものねだりをしていてもしかたがない.

インターフェイスに人間の意思や思想を自由に織り込め

るコンピュータによる意思決定支援システムを根気よく

開発するしかない.紹介した VAIOS や HiMICS はま

だ発展途上であるが，きわめて先駆的な試みであり，将

来の発展を見守りたい.対象は絶えず変化するものであ

り，その対象の変化に直ちに対応できるものであってこ

そ，システムという名に値する.

「約 150億もあるといわれる人間の脳細胞は， 完全な

プラックボックスであり，一方，どんなコンピュータで

あろうとも中身がわからないはずはない. ~、かなる意思

決定支援システムも，人間がf乍る以上，人間そのものを

超えることはない. J 横木先生はあくまでも「しなやか

なj 手法の開発を夢みるのであり，システム技術者の奮

起を期待するのである.
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