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これからの日本OR学会に向けて

いっそうの普及と
国際貢献を目指して

伏見　正則

日本オペレーションズ・リサーチ学会の還暦を慶ぶ
とともに，学会の創立にご尽力された諸氏の先見の明
にあらためて感謝し，またその後の発展を担ってこら
れた会員の皆様，事務局，賛助会員の皆様に心から御
礼を申し上げます．
私自身は，1975年に東京・京都で開催された IFORS・

TIMSの国際大会を覗いてみたくて会員になったよう
に記憶しています．ORを特に専門としていたわけで
はない駆け出しの身では，発表の内容はほとんど理解
できなかったけれど，初めて国際大会に参加した感激
は大きく，その後 OR学会員を続けるうちに，少しず
つORのなんたるかを理解できるようになってきたし，
何よりも多くの会員の方々と知り合いになれたことは，
この上ない喜びです．
日本 OR 学会の活動はきわめて多岐にわたるので，

そのすべてに関して将来に向けての提言をすることは
とてもできません．そこで，私自身が参加・経験して
きた活動を中心にして，最近感じていることを述べさ
せていただくことにします．
OR あるいは OR 学会の活動は，言うまでもなく

①理論的研究，②実践，③普及・教育活動，④その他，
からなっています．①については，日本 OR学会の活
動はきわめて活発であり，国際的にも高く評価されて
いる研究が多数あるものと承知しています．今後もこ
れが継続することを希望しています．②以降に関して
は，従来多くの努力がなされてきましたが，まだ十分と
は言えないように思われます．これらに関して，思い
つくままに，大小取り混ぜて述べてみようと思います．
産業界を中心として，ORの実践（オペレーション

の研究）は長年にわたってきわめて多数行われてきた
ものと思われます．しかし，論文という形で表に出て

2008～2009 年度会長

きているものは，理論的研究に比べれば，はるかに少
ない．その理由は，「企業秘密の関係で表に出せない」，
「企業人にとっては，大学や公的研究機関に所属する
人間と違って，論文を書いて発表することが業績にな
らない（？）」，「理論的研究論文に比べて，必要な背
景説明などが多くて執筆が容易でない」などでしょう
か．日本 OR学会では，これらの障壁を少しでも減ら
すために，企業人にとって特に敷居の高い（？）英文
論文誌 JORSJ から分離する形で和文論文誌 TORSJ

を創刊し，また機関誌オペレーションズ・リサーチに
も「論文・事例研究」の欄を設けるなどの改革を行っ
てきました．その結果，事例の発表が増えるようにな
り，たとえば 2016 年の 2 月号では，4 件の論文が発
表されています．なお，これらは近年活発に行われて
いる「データ解析コンペティション」の成果の一端と
いうことであり，長年にわたってコンペティションを
計画・推進してこられた皆様のご努力を称えるととも
に，今後もこのような活動がますます活発になってい
くことを期待します．
先にも述べたとおり，ORの実践事例を（特に）英文

の論文として発表するのは，大変な努力を要する作業
ですが，それでもわが国のOR実践の状況を国際的に
発信することは重要です．伊倉義郎氏による連載記事
「エーデルマンの勇者たち」にあるとおり，INFORMS

の F. Edelman賞コンペティションは，長い伝統を有
する権威ある実践例発表の場であり，世界の各地で行
われた実践例が発表されています．過去に日本からこ
のコンペティションに参加して Finalists に残ったの
は，私の知る限りでは，阪神高速道路公団（1994 年）
と南山学園（2005年）のわずか 2件だけですが，今後
さらに挑戦する企業・団体などが出てくることを期待
しています．
世界各国・地域のOR学会の連合組織として IFORS
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があり，3 年に一度大会を開いています．その下部組
織として，四つの地域（ヨーロッパ，北米，中南米，ア
ジア太平洋）のグループがあって，それぞれ適当な頻
度で大会を開いています．日本 OR学会はアジア太平
洋地域のグループ APORSに属しています．APORS

は，伊理正夫先生が IFORSの副会長を務められた際
に尽力されて設立されたものです．その後，若山邦紘
先生と大山達雄先生が長年にわたって Secretaryを務
められ，その発展に貢献してこられました．今後も日
本 OR学会として貢献を続けたいものです．
IFORSは年に 4回内容の充実した Newsletterを発

行していて，本部からのお知らせや役員のメッセージ，
さらに各加盟学会のニュースなどが掲載されています．
これは学会事務局からメーリングリスト (orsj-ml) を
通じて学会員の皆様に届いているはずです．たとえば
最近号（2016年 12月号）では，中国 OR学会の 2年
に一度の全国大会で，Chinese Postman Problem な
どの研究で有名な Guan Meigu 先生が学会最高の賞
（日本OR学会の近藤賞に相当？）を受賞されたとか，
APORS の第 11 回大会が 2018 年 8 月にカトマンズ
で開催予定であるなどのニュースを読むことができま
す．Newsletterには各学会のCorrespondents（代表）
の一覧が掲載されていますが，その中に日本が載って
いないのは，何かの手違いによるものでしょうか？ 　
早急に是正して，日本の諸活動を世界に向けて発信し
ていただきたいものです．
大宮前会長のご提案で，五輪の 2020 年東京開催に

向けて，特設研究部会「オリンピック・パラリンピッ
クと OR」が設けられて，いくつかのテーマについて
活発に研究が続けられてきて，それらの成果の一端が
2016年 3月に慶応義塾大学で開催されたシンポジウム
で発表されました．これには学会内外からの多数の参
加者があり，OR学会のプレゼンスを高めるのに大い
に貢献したものと思われます．
一方では，ロゴや新国立競技場のデザインの決定，各

種競技場の位置や規模の決定のプロセスは，マスコミ
の報道で見聞する限りでは，混迷をきわめていたよう
に思われます．たとえば各種競技場の位置や規模（費
用）の決定の過程では，各種競技団体の要望が単純に
積み上げられて，予算規模が招致段階の試算の何倍に
も膨れ上がってしまっているようです．LPなどのOR

の基礎理論を知っている者にとっては，総予算や各種
の制約条件，評価関数などをまず列挙してから，予算の
効率的な配分を決めるというのは，ごく自然な問題解
決のプロセスでしょう．そして計画が決まったら，そ

の実現に向けて PERT などの手法を駆使して細部の
進捗管理をしていくことになるでしょう．これに対し
て，東京五輪に関する報道を見聞すると，組織委員会
などの「きめ方」の論理はどうなっているのだろうか
と疑問に思わざるを得ません．
ほぼ収束しかけているこれらの問題に，これからOR

学会が取り組むのは不可能でしょうが，公共部門の諸
問題の解決や政策決定の場にももっと ORの考え方が
活かされるように，学会としてもさらに普及の努力を
続けていくことが大切ではないでしょうか．
OR（オペレーションの研究）を行おうとする際には，

何か類似の先例はないだろうかと探すのはごく自然な
成り行きでしょう．このようなときに「事例集」があ
れば，膨大な文献をあさる必要がなくて，大変に便利
です．このような観点から，OR学会では過去に何回
か事例集を編集してきました．たとえば『OR事例集
1991』には 1983～1990 年に発表された事例が収録さ
れていて，事例の分野と適用手法による 2元分類表が
付いているので，事例の検索が容易にできます．これ
は紙媒体ですが，OR事典はその後 CD-ROM版（学
会創立 40周年記念）を経て，現在では「ORWiki」（創
立 50 周年記念）としてインターネット上に公開され
ています．（学会ホームページから検索できます．）こ
の公開からすでに 10 年を経過しているので，近い将
来改訂されることを希望します．
なお，学会ホームページには「アーカイブ集」があっ

て，論文誌，機関誌，シンポジウムや研究発表会の予
稿集に掲載された論文や記事などが収録されています．
これにより冊子体の膨大なページ数のバックナンバー
を探索する手間が省けて，大変に便利です．ただ，索
引がタイトルと著者名の五十音・ABC 順の二つだけな
のは残念です．キーワードによる索引があれば検索の
利便性が（特に実践例を探そうとする人にとって）格
段に向上すると思われますので，ぜひ実現していただ
きたいものです．
ORの普及に関しては，普及委員会が時宜にかなっ

たセミナーを開催するなどの活動をしています．学会
以外では各大学や個人の活動が期待されます．文部科
学省は高大連携と SSH（スーパー・サイエンス・ハイ
スクール）の事業を推進しています．高大連携はいく
つかの大学で取り組んでいることと思いますが，特に
地方創生大臣賞を受賞した筑波大学の活動は称賛に値
します．今後も多くの大学で高大連携が進められると
ともに，SSH事業にも協力して若い世代にORという
ものの存在が知られるようになることを期待します．

2017 年 6月号 Copyright c© by ORSJ. Unauthorized reproduction of this article is prohibited.（21）357



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 600
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b002756fd969b6587732eff30ff24ff26516c958b7528002d0031002e00300031002d004c0065007300730020002800320030003100330030003300310030002900270020306b57fa3065304f005d0020005b002756fd969b6587732eff30ff24ff26516c958b7528002d0031002e003000310020002800320030003100330030003300310030002900270020306b57fa3065304f005d0020ff08682aff0956fd969b6587732e53705237793e306e30a430f330bf30fc30cd30c330c8516c958b306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f830924f5c62103057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200037002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


