
これからの OR
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1. ORの半世紀

オペレーションズ・リサーチは，作戦研究と訳される

場合がある.たとえば，湾岸戦争はサウジアラピアの砂

漠の上で陸上戦が行なわれるので，これをデザートスト

ーム・オペレージョン(砂漠の嵐作戦)と称している.

第二次世界大戦のあと，この大戦中に使われたいろい

ろの手法をまとめて， P ・ M ・モースと， G ・ E ・キン

ボールが「オベレーションズ・リサ}チの方法j を著わ

したのは， 1951年のことである.この書物の中には，戦

争における現象を評価し，その中にある法則を数式で表

わす数学モデルを作り，それに対する解析を行なって，

最適の作戦行動を決定するなど，現在広く使われている

さまざまな手法の基礎が書かれている.

この本が日本に伝わって，少数の人が集まって，東京

駅八重洲口にあった，財団法人日本科学技術連盟で輪講

を行なったのは， 1952年のことである.戦争と L 、う人間

の理性を失なったような行動が，きわめて単純な法則に

したがい，自然科学的な考え方で解析・評価ができたこ

とに，大きな感動をおぼえたものである.

しかしながら，じつはオベレーションズ・リサーチは

イギリスで開発されたレーダーの応用から始まったもの

といわれている. 1935年 2 月 26 日， R ・ A ・ワトソンワ

ット卿 (1892-1973) は，初めて飛行機の位置を探知す

る装置，ラジオロケーター(今日のレーダー)を発明し

た.これは，もちろん兵器としては偶然のことで，彼は

電波の反射を測定していたのである.この機械は，音も

形も見えないうちに，高高度の敵機の位置を発見すると

L 、う，誠に画期的な兵器であった.

しかしながら，実践に用いるようにするためには，技

術上の研究(テクニカルリサーチ)が必要であったが，

実際にこれを実践に用いて， レーダー上の敵影を確認し

てから， t 、かにして，防空戦闘機を発進するかという運

用上の研究(オベレーショナルリサーチ)が必要になっ
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これを担当したのがM. P ・ M ・ S ・プラッケット卿

( 1897-1974)であった.このプラッケット委員会は，新

兵器レーダーの実戦上の応用方法をいろいろ研究したの

であるが，その後は，実際に第二次世界大戦が始まって，

ドイツ・ナチス空軍のイギリス本土空襲が始まったさい

に非常に役に立った.そこでプラッケット委員会は，そ

の後も解散せず，そのまま戦争中に各種の研究を行なっ

た.線形計画法などもその過程で見い出されたものとい

われている.

米英両国は，戦争中は同盟国として密接な情報交換を

行なって，そこでマンハッタン計画や， レーダーの情報

が相互に伝わったのであるが，オベレーショナルリサー

チも米国に伝わり，このような組織の必要性が認識され

て，戦場における軍事行動のほかに，科学者を動員して

冷静な分析を行なうことが米国でも実施された.

1940年の夏， NDRC ・国土防衛研究委員会が設立さ

れ，ハーパード大学の総長であった J ・ B ・コナント

(1893-1978)がその委員長に就任した.その後1941年に

OSRD ・科学研究開発局の下に編入され，その中の応

用数学パネルがORを担当した. P ・ M ・モースがOR

グループに参加したのは，海軍の要請で1942年のことで

ある.ここでは待合ぜの理論などが生まれた.

2. 湾岸戦争

1990年 8 月 2 日，イラクのブセイン大統領は，隣国の

クウェートに侵攻して，この国を占領し，イラク領とし

て宣言した.アメリカをはじめとする連合国側はこれに

すばやく対応し，国連を中心として国際的な外交が行な

われた.国連の安保理事会はイラクに対して即時無条件

撤退を要求し，経済封鎖を行なった.半年ほどこの緊張

が続いたが， 1991年 1 月 17 日未明，ついに多国籍軍の空

軍による湾岸戦争が始まった. レーダーに映りにくい隠

密攻撃機(ステルス) F117，戦闘爆撃機 F15 ， F16，戦

略爆撃機B52などによって，最初の 1 週間には 1 万機，

2 週間で 3 万機カ月の聞に延べ 6 万機にもおよぶ空
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襲を行なった.イラク空軍は， ソ連製のミグ29，プラン

ス製のミラージュ F 1 などを含む約 700 機を保有してい

るが，その大部分は地下壕に温存し，またイランに逃亡

していると伝えられている.

この戦闘機や爆撃機は，第二次世界大戦と比べると，

いちじるしく様相を異にして，性能等において大きな改

良が行なわれていて，すべて超音速で行動している.

第二次世界大戦のときは亜音速，すなわち時速 500 キ

ロ程度であったが，現在の戦闘では時速し 000 キロを超

えるスピードである.しかも，電子兵器が広く用いられ

ており，白い十字印が目標をとらえ，戦闘爆撃機から発

射されたレーザー誘導爆弾が，目標に吸い込まれるよう

に命中する様子が，操縦席のモニター画面からそのまま

テレビで放映される.また夜空を横切って，イラクのス

カッド・ミサイルが飛び，多国籍軍の地対空ミサイル・

パトリオットがこれを迎撃する.両国の花火を見ている

ような光景が，茶の間のテレビになまなましく映し出さ

れる

一方イラク側は，米国で新しく開発された長距離ミサ

イル・トマホークが低空で飛んでいる様子が映し出され

る.これは弾頭にコンピュータを搭載し，あらかじめ記

憶された目標に命中するようにプログラムされた巡航ミ

サイルである.

この湾岸戦争では，このように第二次世界大戦以降，

40年間にいちじるしく進歩したハイテク，特にコンビュ

ータやレーザーの技術が広く利用されている.

第二次世界大戦と比べてみると，戦闘が細部にいたる

までテレピジョンに映って，公開され，世界中の人が見

ている前で行なわれているということがL 、ちじるしい違

いである.

しかし，その後，これらの茶の間で見ている影像が，

それぞれの軍の検閲を経たものであって，作られたもの

でないにしても，必ずしもその現実の姿のすべてを映し

ているものではないことがわかった.そこで冷静に情報

を判断することが必要になってくる.

2 月 17日に地上戦が始まった湾岸戦争の場合は 100 時

間の戦闘でサダム・フセインの軍隊がクウェートから完

全に追い出されてしまった.この間に多国籍軍側の被害

は 150 人にも達しなかった.この戦闘の場合には前述の

交換比があまりに大きく，イラクの兵力は指数関数的に

減少していった.

この場合も戦場はクウェート内だけに限られ，チグリ

ス河を渡って返却した兵力，投降した兵力は戦傷者とと
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もに戦開力を失ったものと判定するのである.

現在，このような分析は，軍としては相当進んでいる

ものと考えられるが，世論操作，あるいは宣伝効果とい

う点では，さらに巧妙な作戦がとられているのかもしれ

ない.

3. 新しいOR

これからのオベレーションズ・リサ・ーチはどうなるで

あろうか.この湾岸戦争が済んで平和がきたとき，ちょ

うど第二次世界大戦が済んだときのように，今度の戦争

に使われた新しい手法が発表されて，再び人々を驚かす

ようになるかどうかは，いまのところ予測はできない.

しかし，基本的には，それほどめざましい手法が現われ

るとは思われない.もしそのようなものがあったら，そ

れはおそらく別の意味， OR とは呼ばれない新しい学問

体系になるのかもしれない.

以下に将来を予想して， 2 , 3 の項目を挙げてみよう.

(1) コンビュータの利用

世界最初の電子計算機は， 1946年ペンシルパニア大学

でエユヤックが完成した.しかし，その後1947年 12月 16

日にW ・ B ・ショックレー (1910-1989) ， J ・パーディ

ーン， W.H ・プレッデン等によってトランジスターが

開発され，その後半導体集積回路が利用されて，コンピ

ュータはその性能がこの50年聞にいちじるしく改良され

た.半世紀前にでき上がったエニヤックは，もはや名刺

大の大きさにまで小さくすることが可能になった.

現在の大型コンピュータはスーパーコンビュータと呼

ばれ秒間に数百億四の計算を行なうことができると

ころまで発達した.この計算機を用いれば，およそ数式

として表現されたものは，何でも計算することができる

といっても過言ではない.

これまで、は，たとえば線形計画法について複雑な計算

を要する場合，カーマーカー法などの計算時聞を短縮す

ることに各種の工夫がなされたが，現在はむしろ計算ス

ピードが格段に早くなったので，計算方法を改良してコ

ンピュータ時間を短縮することには，それほどの努力が

されず，その効果もあまり評価されなくなっている.

実際の現象の基礎法則，根本法則を探求し，これを数

式で表現して問題を解くという形のものよりも，むしろ

現象をコンピュータの上で再現して，最適の方法を探求

するシミュレーションおよびゲーミングが広く使われる

ようになった.これらの方法は一口にいって，コンビュ

ータソフト，もしくは情報処理といえるものである.

オベレーションズ・リサーチ
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またいろいろな方策を選択するのは，評価を数式化，

数量化し，各種の方策を変数で表わして，関数として表

現し，最適解を求める最適化法として定式されている.

目的関数や制約条件が非線形の場合には，従来は最適化

法の問題が一般に難しくて，数学的に解けない場合があ

ったが，現在のコンピュータの能力をもってすれば，こ

のような問題の処理も行なえるようになった.この傾向

は今後も拡大していくものと思われる.

しかしながら，基本的にそれらはすべて，従来の問題

を複雑化したにすぎず，それがコンピュータの性能の向

上に伴って解けるというだけのことであって，むしろ今

後のORは本質的に新しい問題を探索する方向に向かう

べきものであると考えている.

このさし、，多くの条件を考慮することが可能であるか

ら，たとえば，わが国の今後のエネルギ一政策は，どの

ような方向に進むべきか，もしくは湾岸戦争後の国際貢

献がし、かにあるべきかなどという，きわめて複雑な問題

を計算することができるものと考える.

(2) 数学モデル

現象の本質を方程式の形に表現したり，あるいはその

条件を数式にするということは， ORの出発の基本であ

るが，それらは先駆者たちの努力によるものであって，

数学モデルの作り方，あるいは立て方についての一般的

な原則は，あまり十分に研究されていないように恩われ

る.数学モデルの作り方が，今後のORの理論として研

究される必要がある.

この場合に，いやしくも数学，特に解析学を利用する

ためには，現象に関係のある諸量が数量化できることが

必要であり，またこれらの諸量の聞の関係が明らかにな

っていて，数式化できることが条件である.しかるに，

数量化が不能， もしくは不十分であるような場合があ

る.たとえば，国の経済的活動を示す指標としてGNP

(国民総生産)が考えられるが， GNP だけでは経済状

態のすべてを表現することができない.そのために，た

とえばテクノロジー・エンパイロメント・マトリックス

(TEM，技術環境行列)のような行列で表現する，新

しい指標も考慮されなければならない.この行列には，

GNPのほかに，環境の程度を表わす数量や，国民の生

活水準，あるいは健康状態などを示す数量が使われて，

それらが行列の形に整理される.

一般にし、って個の数字を用いるよりも，多数の数

字を用いたほうが，いろいろな内容を表現することがで

きるのは当然であるから， GNP よりはマトリックス

1991 年 7 月号

(行列)のほうが多くの事情を表現するのに都合が良いの

は決まっているが，しかし， レオンチェフの産出・投入

分析のような考え方が，ここに活用されこの行列が使わ

れて演算結果が意味を持たなければならない.

次に，数式化が不能な場合でも，価値判断が確定して

いる場合には，メリット・デメリット分析のような方法

が使われるであろう.また，現在のように価値の多様化

が叫ばれる時代には，メリット・デメリット分析が各種

の価値について，また各種の階層について行なわれる.

これが層別メリット・デメリット表分析である.このよ

うな簡単な方法でも意思決定には役に立つものである.

( 3 ) LCS (Less Conflieting Solution) 

最適化というのは，損失を最少にする，または利益を

最大にするとし、う問題に帰するのであるが，そのような

考え方で問題の解決が得られない場合も少なくない.そ

れはたとえば，落語の三方一両損のような考え方であっ

て，たとえば湾岸戦争について，イランはクウェートか

ら無条件撤退をする.多国籍軍は地上戦を中止して，サ

ウジアラピアから撤退し，またベルシャ湾から戦艇を引

き揚げる.日本を含むその他の国は，戦後の復旧，特に

環境の改善費用を負担するというように，この戦争の痛

みを各国が公平に分担するような考え方がLCS ，すな

わち， レス・コンフリグティング・ソリューションであ

る.

これはできるだけ摩擦を少なくして問題を解決するよ

うに，当事者の問で痛みを分かち合う方法を見い出すこ

とであって，先進国と途上国との聞の紛争問題，特に南

北問題のような問題解決の 1 つの方法と考えることがで

きるであろう.しかし，この方法は今からでは間に合わ

ない.

(4) 予測

予測は従来もよく研究されているが，たとえば湾岸戦

争，もしくはソ連の国内問題を誰が予測し得たであろう

か.ベレストロイカ，東西ヨーロッパの冷戦終結，ベル

リンの壁の崩嬢，そして新しい国際秩序に向かう現在の

世界情勢の流れから，湾岸戦争やソ速の圏内紛争につい

て事前に予測ができれば対応も大きく異なり戦隠は起こ

らなかったかも知れない.そして， 21世紀の世界を予測

することがL 、かに困難なことか.

過去の済んでしまった出来事については，多くの評論

家が議論をする.しかしながら，大切なことは，将来起

こることを予測して，それに対して事前に十分な対策を

立て，破局を回避することである.
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その他にも，たとえば地球温室効果ガ

スが大気中に蓄積するために，地球が温

暖化するという難しい問題がある.しか

しながら，このような問題には不確実性

が伴っていて，いままでのところ，まだ

正確な予測を立てるまでに立ちいたって

いない.オベレーションズ・リサーチの

将来は，コンピュータの利用，そのソフ

トウェアの形とともに，この種の不確実

性を少なくするための理論が立てられな

ければならない.

匡目白
o ・》
分岐合流 ORゲート

そのためには，新しい数学理論が必要

となろう.しかしいまのところでは，そ

れは必ずしも難しい数式を取り扱うので

はなくて，たとえば， PDPCのような 図 1 湾岸戦争 PD P C 1991. 1. 16 

半経験的な方法も，利用できるものと思

われる. 戦況はその後も刻々と変化して 1 月 17 日に空爆開始，

最後の図は1991年 l 月 15日，まだ多国籍軍の攻撃が関 フセインは国連の要求に応ぜずついに 2 月 24日に地上戦

始されていない時期にペルシャ湾の緊張の行方を予測す がはじまったが， 100時間後(空襲開始後43日目)に多国

るために作製した PDPCである.箱印は多国籍軍側， 籍軍は全クウェートを制圧した.これはフセイン側にと

旗印はサダム・フセイン側である. って最悪のシナリオであるのが明らかである.

学会出版物の著作権について

日本OR学会が刊行する雑誌等の出版物の著作権を保護するため

に，当学会では，工学系諸学協会の連合体である日本工学会を通し

て他学協会の動向を調査し，この問題の適切な処理を検討してまい

りました.その結果，日本工学会， 日本歯科医学会，日本農学会，

日本薬学会(日本医学会は交渉中)の 4 学会団体が協力して学協会

著作権協議会を設立し，検討を重ね， 1990年 12月 20日に学協会出版

物の著作権保護の事務処理機構として「著作権集中処理システム J

を発足させました.問機構は，会員団体加盟学協会および関連学協

会から著作権(当面は複写権)の委託を受け，一方で，学協会出版

物の利用者と利用契約を結び，著作虐使用料を徴収し，これを学協

会に分配するための機構です.

当学会を含め，同機構に複写権の委託を終えた学協会はすでに84

に達し，現在，同機構は経団連内に1設けられた複写問題等検討グル

ープや国立大学図書館協議会等の利府者団体と話し合いを進めてい

ます.問機構の運営が軌道に乗りますと，学協会出版物の複写量に

応じて著作権使用料が同機構を通して各学会に還元されます.

なお，当学会の著作権規定により 3 学会編集著作物の場合，著作

権が学会に帰属しますので，同使用料は学会収入に計上する予定で

す.
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