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〈総合報告〉

大規模システムの理論についてT

高原康彦*

1.はじめに

大規模システムに対する研究は，人間や社会が研究対象とかかわっている学問では古くから行

なわれてきたといえる.たとえば古典的にはマルクス経済学や近くはノミーソンズの社会体系論

は，経済事象あるいは社会とし寸大規模システムに対する典型的理論と考えられる. このような

個別の(しかし非常に重要な)大規模システムの理論をこの小論でで‘考察することはとうて L 、不可

能でで‘あるしし， またそれは筆者の任で

テムの formal (数理的)な研究に焦点をあてる ζ とにする. formal な研究に関心を限るにして

も，対象の大規模性から多種多様な研究が存在しそれをすべて考察することもまた不可能で、あ

り，結局この小論で述べようとすることは，筆者の好みにもとづいた大規模システム理論の一つ

の見方であり，多数の重要な話題が抜けているであろうことをお断わりしておく.

大規模システムの formal な研究では最初に“formal な意味での大規模システムとは何か"が

問題になる. この小論で考えている大規模システムは，単に何かが“大き L、"というシステムで

はなく，“複雑"なシステムを意味している.“複:維さ"の formal な定義は別として，直観的に

“複雑なシステム"というものを，一様に一つの、ンステムとして考察するには“複雑"で“局所

的"特異性を認識せざるをえないシステムと理解することにする.ここで局所的に一体として認

識されるものをサブシステムとよぶことにする.一般にシステム S' がし、くつかの要因 X1 ， ・・目

Xn (それらはすべて集合とする)から構成されているとき， formal にはダは {Xh …… ， Xn} の

上の関係すなわちS'CX1 x ・・… xXn と表現されるのに対応し，複雑なシステム Sはサブシステム

S1>…", Sn の上に定義される関係すなわちScS1 )( …・ー xSn と規定することにする [lJ [2J. 

サブシステムS1>…・・・ ， Sn は単なる集合ではなくいろいろな“システム的"性質をもち，それにし

たがし、関係S 自体もいろいろな性質をもっ.大規模システムの理論は，形式的にはくS1>…・・.， Sn , 

S> の形で表現される relational structure の研究につきる. Sj 自体も特別な(現実のシステムと

いう) relational structure であり ， <S1> …… , S" , S>を一般的な structure として考察すること

では有益な結果を導くのは困難である.“大規模システム"にそった S を考えなければならな
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い.一般システム自体の性質がある程度解明されてきたのに対し([1 ]参照)，現段階では関係

S としてどのようなものを考えるべきかも明確ではない.

“大きし、"システムが複雑なシステムと同一視されがちなのは故なしとはしない.大きいシス

テムを取り扱うとき，その規模の大きさのために，理論的には一体として考察できるが，実際上

(たとえば計算上)一体として取り扱えないことがしばしば起きる.このような場合の解決手段

のーっとして，システムをいくつかの小さいサブシステムに分解 (decomposition) することが

よく行なわれる.すなわち取り扱いのために単純なシステムを“複雑化"している.大きいシス

テムを取り扱うには分解せざるをえないとするならば，大規模システムを複雑なシステムと同一

視するのは自然である.以下この小論では慣例にしたがい，複雑なシステムのかわりに大規模シ

ステムの言葉を使うことにする.

この小論では大規模システムを relational structure<Sl>・…・・ ， Sn ， S> として考察する.上述の

ようにふは単に集合ではなく， Sj をどのようなシステムと考えるかによっていろいろな形の大

規模システムの理論が展開できる.ここでは典型的に三つの場合，すなわちSj を単なる集合あ

るいは一点とみる場合，入力一出力システムとしてみλ場合，もっとも複雑には目的追求システ

ム (goal seeking system) としてみる場合に分け，現在どのような問題が考察されどのような理

論展開がなされているかについて考えることにする.

本論にはいる前にこの小論で必要とする記号を定義しておく[ 1]. システム S の入力として

は，外乱，意思決定，ほかのシステムからの相互干渉(作用)を考える.それらのおのおののア

ルファベット(各変数がとる値)をそれぞれ A， D， E とする.時間の集合を T とすれば，外乱は

x:T→A， 意思決定は m:T→D， 相互干渉は u:T→E となる時間関数である.出力は y:T→B， 状

態は z:T→C となる時間関数とする(図 1 参照). C が状態空間である.外乱，意思決定，相互

作用，出力の集合をそれぞれX， M， U， Y とする.すなわち xcAT ， MCDT , UcET , YcBT であ

る.システムの入力と出力の関係を S:CxMxXxU→Y と表現することにする.一般に目的追

図 1 目的追求システム

求システムは S とゴールを規定する目的関数G:C xMxXx Ux Y• 

Vからなるシステムすなわち<S， G> で表現されるものである(図

1 参照) .ただし V は適当な順序づけ(その関係を三で表わす)を

もった集合で価値を表現するものである(より一般的には目的追求

システムを規定するものとして S， G のほかに意思決定の基準 D が

あるが，以下の議論で D はあまりかかわってこないのでここでは

割愛しである).目的追求システムは二つの意味で入力一出力シス

テムとみなせる.一つは単にゴール G を“forget" したシステムで

S そのものを入力一出力システムとするものである.いま一つは S

に意思決定の解を代入したものである. ゴーノレを実現する意思決定

命f. M (これを解とよぶ)が与えられたとき， SICx {仇}xXXU は

CxXxUを入力とする入力一出力システムである.解の与え方は上
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記のように“programmed solution" の形で与える場合L “feedforward" の形すなわち決定関

数 ð' :A→D (ただし成(t) =ð'(x(t))) によるもの，あるいは“feedback" の形すなわち ψ :B→D(ただ

し命的=判官(t))) によるものがある.以上の記号および定式化をサブシステム Sj について考える

ときは，各記号にサフィグス i をつけることにする.たとえばサブシステム Sj の外乱の集合は

Xj，それの代表要素はぬ :T→Aj である.考えている大規模システムは n 個のサブシステム {Slo

Sn} からなり ， N={l , …… , n}, Xg=X! x …・・・ xXn ， Mg=M!x …… xMn, Y9=Y1X …… X Yn 

とするとき8= {51>…", Sn} の相互作用を関数民:Mg }く Yg→ Uj で表わすことにする 8 全体を入

力が MgxXg ， 出力が Ygの一つのシステムとしてみるときそのシステムを全体のシステムとよ

び， Sg:CxMgxXg→ Yg と表わす.ただしC=C!x …… xCn である.全体のシステムの実際の入力

と出力は Mg， Xg ， Yg そのものではなしそれらの適当な成分への射影あるいは一般にら:Mg→

M， I， :Xg→X，ん: Yg→Y で規定される.しかし記法を簡単化するために Mg， Xg ， Yg をそれぞれ M，

X， Yと表わしそれらを実際の入力，出力として取っ扱う.全体のシステムを目的追求システムと

みるときは，全体の目的関数を G:CxMxXxY→ V と表わす.また出力 y を消去した形で表現

ずるほうが便利なときは目的関数を g(c， m ， x) ニ G(ι m， x , S(c, m, x)) の形で表現する.

以上の定式化にもとづき大規模システム理論の考察を行なうが，記法の簡単化のために次節以

下の表現でかならずしもここで定義した形と一致しないことがある.たとえば静的なシステムに

対し状態を考慮する必要がない場合，入力一出力関係を S:MxXxU→ Y， あるいは目的関数を

g:MxX→ V のように表現する.

末尾に約 40 の参考文献をのせてあるが，それらは精選したものというより，孫引きの便宜の

ために比較的新しいものとし、う意味で選んである.

2. サブシステムを点とみなす場合一一構造の問題

サブシステムを点とみなし大規模システムの構造を考察するのは大規模システムの取り扱L ‘の

有力な手段である [3J~[6]. 組織図による企業組織の考察はその一例である.構造は基本的に

は，サブシステムのもとの形を入力一出力システムと考えているときは，相互作用の方向によっ

て定められるサブシステム聞の順序性が構造となり，またサブシステムを目的追求システムであ

ったとするときは，サブシステムのゴール聞の相互関係(あるいは conflict 関係)である.取り

扱い方としては categorical algebra によるものもあるが [5J [6J ，グラフ的に取り扱うのが普

通である.グラブ的に取り扱った典型的例は transportation network であろう transportation 

network での主要問題は現在のところ大規模システムの構造解析というよりは，“機能"の計算

の問題である.しかし異常時下での network の動きを考慮する必要が増大するにしたがって，

これからはもっと構造的側面も考察されるようになるであろう. ここでは構造を考察する例とし

て， JI鼠序性によって大規模システムをグラフ化しそれを階層構造に分解する例を考えてみる [3]. 

N=  {1 ，..・ H ・ ， n} とし関係 GcNxN を(i ， j) E G←→ ((âkjJâmj) キOV(θkjJâYj) キ 0) と定義すれば，

<N， G>は大規模システムの相互作用関係のみを表わすグラフになる(上記定義で、 mj ， Yi は時間関数

© 日本オペレーションズ・リサーチ学会. 無断複写・複製・転載を禁ず.



170 

レベル 2

1 
1 

白レベレ k
図 2 大規模システムの

階層分類

高原康彦

であるから θkj/8m ， は symbolic な意味しかもたないことに注意).

相互作用の“強さ" (構造)を表現するためには，関数 cp:G→ SI

を導入すればよい. 5，'1 は“強さ"あるいは構造を表わす要素の適

当な集合である.このように構成された有向グラフに対したが

いに直接間接 connected しているものを一つのグループと考え

ると，クーループ聞には一方向の連結が存在するか，あるいはたが

いに独立になるかの関係が存在する.図 2 は典型的な場合て\グ

ループを一つのレベルと考えると大規模システムは階層構造に分

解されたことになる.階層化することの意味は対象とするシステ

ムによって異なる.このような分類は現在のところ分類以上の域

を出ていないが，将来大規模システムの構造の分類が必要となる

とき有力な手段となるであろう. とくに categorical algebra の方

法は，サブシステムを点としながらもサブシステムの構造を考慮することができる点で有望であ

る [5J [6]. 

3. サブシステムを入力 出力システムとみなす場合

一一局所的システムの性質と全体の性質一一

大規模システム理論で重要な問題は，サブシステムがもっている性質が全体のシステムにも成

立するか，あるいは従来システムプロパテーとよばれていたものが，大規模システムに対しても

どのように定義されどのような形で成立するかである. これらの問題は主としてサブシステムを

入力一出力のシステムとするレベルで論じられている.入力一出力システムは l 節で、述べたよう

に意思決定変数を含む場合と含まない場合があり，最初に含まない場合を考える.

意思決定変数を含まない場合の典型的問題として安定性の問題がある[7]~ [10]. 参考文献

[10J では汎関数を含む方程式の場合も考察しであるが，基本的にはサブシステムの状態遷移が，

つぎのように相互干渉が加算形になっている微分方程式で表現されるものとする . (dz;fdt) =!i(Zi) 

+gi(Z) ， ただし状態空間はユークリッド空間， Z={Zl' …・・ ， Zn) である.相互干渉を無視した方程

式(dz;/dt) =/;(Zi) をサブシステムの独立の状態遷移方程式と考え，これのリアプノフの安定(ある

いは不安定)がリアプノフ関数 Vi:Ci→R (R は実数の集合)で表現されているとする [38J. こ

のとき n 個のリアプノフ関数 (Vb …… ， Vム)から全体のシステムの状態空間の上で定義される

関数 V:C→R を適当に作ると，相互干渉 (gt> …… ， gn) の適当なクラスに対し Vが全体のシステ

ムの安定性を保障するリアプノフ関数になることが示せる.全体のシステムのリアプノフ関数 V

としては， (Vb …・一 ， Vn) のベクトルをそのまま使う場合と ， V=，S，αiVj のように線形結合によっ

て作る場合がある.結果によると個々のサブシステムが安定のとき，相互干渉が弱ければ全体の

システムが安定になるのはいうまでもない.またあるサブシステムが不安定でも相互干渉を適当

に選べば全体として安定になることもある [9J. 

© 日本オペレーションズ・リサーチ学会. 無断複写・複製・転載を禁ず.



〈総合報告〉 大規模システムの理論について 171 

入力一出力システムが決定変数を含む場合として二つの例を考える.一つはいわゆる分散制御

系の可制御性と可観測性の問題である [11J ~ [1:3J. 可制御性，可観測性はいうまでもなく動的

線形システムに対しもっとも人口に檎爽されてし、る性質である [38J. 大規模システムの可制御

性と可観測性に対する素直な問題は，各サブシステムが可制御あるいは可観測のとき，どのよう

な条件とくにどのような相互干渉の形に対して全体のシステムがそれらの性質を保存するかであ

る.これらの問題は線形時間不変の微分方程式系に対し考察されている.参考文献 [11J で‘は，二

つのサブシステムの結合の形すなわち相互干渉の形として，並列結合，直列結合，フィート、パッ

ク結合を考察しそれらの相互干渉に対し全体のシステムが可制御かつ可観測になる必要十分条

件を求めている.サブシステム 81 とぬの入力一目力関係をそれぞれ仇=81 (cj， ml) , Y2=82(C2 , m2) 

とする.並列結合では全体のシステムは m=ml. Y=(Y j, 

れ)， U2=m} ， また直列結合で、は m=mj， Y=Y2 , U2'=れで与

えられる.状態はともに C= (C1> C2) である.図 3 に並列，

直列の結合を図示しである.いずれの場合も全体のシステ

ムの入力 出力関係がふとらによって表現される.全体

のシステムの表現が可制御かつ可観測であるための必要十

分条件は，表現が最小実現 (minimum realization) になる

ことであるから [38J ，ふとらが最小実現になっていると

いう条件の下で，全体のシステムが最小実現になる条件を

求めれば，その条件が可制御性かつ可観測性を保存する条

件である.参考文献口1J ではシステムの特性根と微分方

:;!HIJ結合

京列車古合

図 3 システムの結合

Yl 

Y2 

程式の係数によって条件を与えてある.システムの性質を大規模システムに拡張した例として，

可観測性をつぎのように取り扱ったものがある [12J 口3]. サブシステム 81 は 81 の意思決定例1

とその出力 Yl が情報として与えられ，それをもとにして全体のシステムの初期状態を決定する

問題を考え，もし決定できるならば全体のシステムは 81 に関し可観測であるとする.全体の意思

決定を m=(ml> i� 1) ， 全体のシステムの初期状態~( C とするときのふの出力Yl をYl=81 (c， m ， i�1) 

と書くと， 81 が線形の場合仇=81 (c ， ml> 0)+81(0, 0, i昆 1) となる.これから上記の意味で 81 に対し

可観測になるための必要十分条件は 8k ， 0 ， 0):C → Yl が injective かっ81 (C ， 0 ， 0) 川町 (O ， O ， Md=

{O} になることが示せる.ただし M1 はず克 1 の集合である.参考文献口2J ， [13J ではシステムが

差分方程式の形で与えられた場合について上記の条件を方程式の係数をもちいて表現してある.

入力一出力システム表現のレベルの考察で興味のあるもう一つの例はサブシステムの“不変

量" (あるいは特性量)が全体のシステムの“不変量"とどのような関係をもつかである.適当

に定義された不変量の保存性によって大規模システムを分類することは将来有力な分類方法にな

るかもしれない.参考文献 [14J ， [15J では時間不変線形常微分方程式系に対し“不変量"とし

てorder ， degree, complexity の三つを考察している. order はシステムを表現するための最小

状態の次元， complexity は使われている状態空間の次元にほぼ対応する量である(定義ではシ
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図 4 order を保存

しない結合

ステムをラプラス変換の形で考察しているので上記のような意味づけと

は完全には一致しな L 、).一般に状態空間の最小次元が nl と n2 の二つ

の線形系を結合しでも全体の線形系の最小次元は nl+ 押2 にならない.

図 4 にその例を示してある.ふとらの状態空間の次元は 1 であるが，

全体のシステムの最小次元は 1 である.参考文献 [14J ではサブシステ

ムの結合を線形かつ“static" な形ときめた上で，サブシステムの“不変

量"と全体のシステムの“不変量"の関係，とくに least order, least 

complexity 等の性質がどのような条件の下でサブシステムから全体の

システムに保存されるかを論じている.

4. サブシステムを目的追求システムとみなす場合

第 1 節で、述べたように大規模システムの理論は人聞を含むシステムに対しもっとも長い歴史を

もっている.そして人闘を含むシステムのもっとも大きな特徴は目的追求行動であろう.そのた

めに大規模システムの理論では，サブシステムを目的追求システムとするレベルでもっとも話題

に富んでいる.大規模システムのサブシステムを意思決定者とするレベルでは，大規模システム

は大きくわけで二つの見方に分かれる.一つは大規模システムを意思決定者からなる有機体(構

造をもっ集合)とみなす場合と，いま一つは意思決定者がおたがし、に相互干渉している単なる集

合であるとみなす場合である。最初に後者の立場から考える.

後者の立場でもっとも有名なのは Neumann-Morgenstein によるゲーム理論である [16J. n 

人ゲームではもちろん coalition のように“構造"を問題としているが，あくまでもゲーム理論

では初めから与えられた構造はない.ここではゲーム理論を動的にした主考えられる理論 (bar.

gaining のプロセスまでも理論に組み入れたもの)として stochastic automata game を考えて

みる [17J ~ [19J. 図 5 にこのゲー

ムの基本構造を示しである • Dl か

ら Dn のn人の意思決定者がし、て意

思決定例=(mh …… ， mn) を行なう.

それに対しサブシステム Slo ・・一一， Sn 

と外界 (environment) の二つを合

わした“外界"からの応答が，各意

思決定者にそれぞれれー・・ ， Yn の形

て、与えられるとする.意思決定者は

この応答にもとづき新たな意思決定

を行なう.以上の過程のくり返しに

より好ましい応答がえられるように

意思決定は修正されていく.このそ

フィードパンク

図 5 stochast� automata game 
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デ、ルの特徴は，全体のシステムが静的かつ確率的すなわち m=(mj， ......, mn) に対する応答 y=

(Y 1> ・・・"'， Yn) は条件確率 Pr(bld) (bEB， dfD) で規定されていること，およびフィードパックによ

る意思決定が mixed strategy になっていることである Jllj を Di の上で定義された分布関数の

集合とする.このときフィート、バッグの意思決定は learning strategyδ，.:叫 XBi→叫によって

規定される 1lt i を Di の状態の集合主考えれば();はオートマトンにおける状態遷移関数にな

る.意思決定者の集団の“状態" (帆，一....， 1pn) (l{! iE 祝i) は時間とともに変わっていくが，適当

な条件の下で、それが好ましい状態(すなわち平均的にいつでも好ましい出力 y を出すような混

合手の組)に収束するように (δ1>… '， 0ρ を選ぶことができる.意思決定者を二人、 Dj， D2 ， ま

た応答の好ましさを gj:Bj →R， g2:B2→R で測る .~:きいつでも応答が Egi(ρr(bjld))= -Eg2 (ρr(b2 1 

d)) (E は期待値の作用素)の関係を保つ場合，二人の意思決定者は O 和ゲームを行なうことにな

り，ある種の strategyδj， 02) の下では(1pj，仇)がゲームの解に収束することも示せる.また

出力がいつでも Egj (ム (b j ld))=Eg2 (ム (h2 Id)) となるときは，二人の意思決定者はチーム的状況に

なり，ある条件の下で(1pj， 1p2) は Eg j (ム (bjld)) な最大とする状態に収束する [18J. 意思決定

m に対する出力 y が静的関係と仮定していることを除けば，このモデルは相当に強力なモデル

と考えられる.

意思決定者の集団を一つの有機体とみなすとき三つの大きな問題がある.すなわち各意思決定

者のゴールと全体のゴールの関係，意思決定者の統合の問題，意思決定者聞の情報交換の問題で

ある.個人のゴールと全体のゴールの関係の問題ば二つに分けられる.一つは各人のゴールが与

えられたとき全体のゴールをいかに決定するか，いま一つは逆に全体のゴールから個人のゴー

ルをL 、かに規定するかである.最初の問題でもっとも有名な理論は Arrow の理論である [21J

[22J. 各i (i = 1，・…，珂)に対し Yj =Y2= …・・=ら=Y， Vj = ・・・… Vn=V， gi: Yi→ Vi とする. こ

のときわれわれに興味がある問題は，目的関数のベクトル (gj， ......, gn) から新しい目的関数

(すなわち全体のシステムの目的関数) g: Y→V 沿い‘合理的"に決定できるかである.すなわち

判gj，…'''， gn)=g となる“合理的"な関数 ψ が作在するかである.もちろん存在するかどうか

は合理性の定義による.合理性としては，たとえ，f<(ヨ i)(Vj) (Vg ,) (ψ (g j， • ・・ "， gn)=防)となるこ

とはない> (non-dictatorship の条件)とかく (Vi)(gi(Y) <gi(〆)→ψ (g j， ・・・… ， gn) (y)< ψ (g j， …"， gn 

(ωH〆Fう)>等の条{件牛でで、ある. Arrow はこのような合理性の条件を四つ仮定し，その仮定を満足する ψ

は存在しないことを証明している [21J. Arrow の有名な定理以来条件をいろいろに変更し合理

的関数の存在が論じられているが，現在のところおもな結果はすべて否定的である [22J. 個人

の目的関数のベクトル (gJ ， …" gn) を一つにまとめるかわりにベクトルそのものを全体の目的

関数として採用することも当然、考えられる [23J [24]. 基本的にはこの方法ではノミレート最適

を全体のシステムの望ましい状態(安定な状態)とする.パレート最適の“数学的"拡張はたと

えば参考文献 [24J に論じられているが，その拡i涯の大規模システムに対し実用的に意味すると

ころは明らかではない.

システム全体の目的が与えられ，それに対し各個人の目的を決定する問題は大規模システムの
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統合の問題と密接に結びついている [25J ~[29J. 

ここでは二つを同時に考察する.図 6 に大規模シ

ステムの統合の基本モデルすなわち多階層モデ、ル

I[ \7 ィードハ， ~! ( 2 レベルシステム)を示してある. システム全体
れ\\h'iW

下位意思決定者

図 6 多階層システム

の目的Gが与えられたとき，それに対応して下位

レベルにある z 番目の意思決定者 Di に目的関数

Gi がきめられているとする.サブシステム聞に

相互干渉が存在するとき，下位レベルの意思決定

者が勝手に意思決定をしたのでは全体のシステム

のゴールは一般には実現で、きないので，下位レベ

ルの意思決定者聞の調整をはかる上位レベルの意

思決定者すなわちコーディネータが必要となる.

図 6 で Do と書いてあるのがコーディネータであ

る.意思決定者 Di は Do からの調整情報 ri (指

示)にもとづき自分のゴール Gi が達成されるべく意思決定を行なかその結果はフィードパッ

ク情報 l; として Do に伝達される. コーディネータは意思決定者 DJ，・・・・ ， D" からょせられる情

報(110 ..…" In) にもとづき調整の情報 r=(rJ，・・…， r") を作り ， Dl' ・・・… ， D" を統合しそれによ

り全体のゴールGを実現するようにする.多階層システムで注意すべきことは，一般に意思決定

者としての Do のゴール Go は全体のゴール G ではなく，下位レベルの意思決定者間の conflict の

調和であり ， Do の意思決定行動は直接には G を目的とはしていない [25J. 典型的 2 レベルモデ

ルとして資源配分問題を考えてみる . M[= 一一=Mn=R， g(m)=h[(m[) 十…・・ +h，， (m，， )fR， ml + 

・・ +m" 三三α mi 二三 O とする すなわち何人の意思決定者は同じ資源を使って生産を行ない，

i番目の意思決定者が資源 mi を使って生産できる量がん(mi) である.資源には限りがあり，総量

を α とする. (全体の)問題は g(m) が最大になるように資源を配分することである.この資源配

分問題を 2 レベルシステムとして考えるためには， D; のゴールめを p と compatible な形で決め

る必要がある いま仇=(m J， 一一 ， m n ) をこの問題の解とする.このとき gi(mi)= 一 (mi- m;)2 (i=

1 ，・・一 ， n) とすれば，明らかに下位の意思決定は全体の最適解を与える(この gi は“Paid workｭ

er scheme" とよばれる [28J)_ この意味で、このように決められた (gJ， ・…"， g") は 9 と compat

ible であり，またいくつかの望ましい性質(たとえば，全体のゴールが実現しなかったとき，ど

のサブシステムが原因であったかはっきりしている)をもっているが，全体の解織がわからなけ

れば gi をきめられないとし、う致命的欠点がある.そこで実際には gi(mi)=hi(mi) の形，すなわち

下位レベルの利益の増大と全体の利益の増大とを一致させる方法をとる(“Profit sharing plan" 

とよばれる).これが下位レベルの目的関数の基本的形である. しかしこの形のままでは資源の

制約条件がまもられないから，下位レベルの conflict を調整しながら制約条件を満足するように

する上位レベルの役割が生じてくる.調整の方法には基本的には二つの方法がある.第一の方法
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は資源の使用に対し charge をする方法で，資源、単位当りの価格を ρ として g，. (m ，.) =h ,. (mi) -�mi 

とする.与えられた統合情報 ρ(=刊のもとで、下位の意思決定者は自分にとって最適の資源使

用量 mi(ρ) をきめ ， Ii== mi(ρ) の形で上位に報告する.その情報にもとづき上位は全体の使用量

がα を超えるときは ρ を上げ，少なすぎるときは ρ を下げるなどの操作を行ない全体の調和lをと

る. これがし、わゆる“価格"による調整である [25J [29J. この機構で明らかなようにコーディ

ネータは調整に専念し直接には全体のゴール ρ(附)に関与しない 一般に調整が成功しても全体

のゴールが実現されるとはかぎらないが，ある条件(たとえば g の concavity など)の下では調

整の成功すなわち全体のゴールの実lJL となることが示せる [25J. 価格による調整に対し最適使

用量を上部が推定して調整することもできる.コーディネータによる最適値の推定値を Ti とする

(i=l ， ・・・・ ， n). T ，. は過去のデータによって決定される. これに対し下部の意思決定者は，配

分量が増大したらどれだけ生産量が増加するか，すなわち (dh;fdm ，.)Ti を計算しそれを !;=(dh;/

dmi)Ti の形で Do に報告する.上部は I= (I1o ......，1n) の情報にもとづき生産性の高いサブシステ

ムに資源がより多くまわるようにT=(Ti ， ・ ・・ ， Tけを補正し，再調整を行なう. これをくり返し改

善の余地がなくなったときが調整の完了である. この場合も調整の完了すなわち全体のゴールの

実現の保障はない.以上の例は非常に簡単な例(静的な問題かつ相互干渉はシステム干渉しか存

在しなし、)であるが，この例からわかるとおり，多階層システムの調整の問題では，与えられた

構造のもとで調整が成功するか(coordinability の問題)，また調整の実現が全体のゴールの実現

を意味するか (goal harmony の問題)が中心問題となる.

上記の多階層システムの統合問題の考察からオ〉かるように，大規模システムが有機的に働くた

めには情報が円滑にシステム内を動かねばならない.価格による調整にしろ，最適推定による調

整にしろ，正しい情報が伝達されなければ(たとえば下部の意思決定者が故意にうそを報告する) , 

システムは正常に機能しない.一方正しい情報を集めるにはそれなりの費用が必要である.そこ

でシステムに対し適正な情報構造を見つけることが問題となる [20J. いま X=X， x. 一一・ xX" とす

る.また各 i ~こ対し可，. :x→X，の関数を定義し， 17i(X)EX は不確実 x に対し i 番目の意思決定者

Di が受け取る情報とする.添付)は実際には二つの要素からなっており，一つはDi が自分の不確

実性んに対し直接うる情報，いま一つの要素は 1 1:かの意思決定者から不確実について教えられ

る情報である.可=(可]0'・回一" r; tl) をシステムの情報構造とよぶことにする.全体のシステムの per

formance は上述のように情報構造にもよるので全体のシステムの目的関数を g:MxXx {η) →V 

と表現することにする.ただし{がは情報構造の集合で‘ある.各 D，. は与えられた情報にもとづ

き意思決定を行なう.すなわちDi の意思決定はふ :X，. → Mi の決定関数で与えられる. 0: X• M 

(ただし o(x)= (O ,(X ,), ......, O ，， (X ，，)) かっX= (X1 X ・・ xX") をシステムの意思決定関数とよぶ

こととする.Xは確率的であるとすると，最適の情報構造手は max max Eg(ô(マ(x)) ， x ， 甲)=maxEg

(o( 争 (.r))，ム争)で与えられる.情報構造の集合は離散的で、あるために最適の情報構造を求める

ことは簡単ではない.現在のチーム意思決定理論は統合問題より情報構造に興味が向けられ，情

報構造可をいろいろに分類している [20]. しかし統合間組では情報構造は重要な問題なので，
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情報構造の問題を組み入れた多階層システムの研究はこれからの興味ある問題である [28J.

5. その他と展望

大規模システムは好むと好まざるにかかわらず (OR を含めて)システム工学の中心話題にな

らざるをえない.大規模システムに対し論理的処方せんを書けるようになるかならないかがシス

テム工学を“学"として存在させる条件になるで、あろう.現在のところシステム工学で大規模シ

ステムに対し“政策論"を展開しているのはシミュレーション手法， たとえば S.D. 手法のみ

に思われる [30J [31J. 残念なことに現段階ではいままで述べてきた“深い理論"はほとんど現

実の大規模システムの処理とは直接的には無関係である.それでは現在の大規模システムの理論

はどのような点で問題があり，またそれに対しどのような努力がなされているか，t:，るいはなさ

れるべきかを考えてみる.

現在のシステム工学の理論で基本的な問題は“言葉"である.いままでの数理的理論では大規

模システムというあいまいなものを取り扱うにはあまりにも“硬\.，，"言葉で述べられすぎている

(もちろんここではあまりにも“軟らかし，"言葉で述べられている理論は問題としていなし、).たと

えば不確定な要素を含むモデルにはすぐに確率モテ、ルがたてられがちであるO しかし大規模シス

テムに対しては確率モデルというよりは， Non.deterministic model のレベルでの考察が本質的

と考えられる. またいままでの理論は“等式"で語られている. しかし大規模システムを論ずる

には“不等式" (たとえば unsolvability 形の理論)が非常に重要である. これらの点はすでに気

がつかれており，たとえば Zadeh の“Fuzzy set theoryヘR. Thom の“Topological approach" , 

Mesarovic や Kalman の“Applied algebra" 等は明らかに“軟らかし、"言葉でシステムを語ろ

うとするものである[ 1 J , [32J ~ [34J. Forrester の S.D. も一見定量的な手法のように考えら

れるが， Forrester がねらっているものは複雑なシステムに対する定性理論(構造理論)である

[35J. しかし Forrester の夢も計算機の出力を眺めることからはとうてい実現するものではな

し実現のためにはシステム工学のかなりたしかな定性理論の確立が必要で、あろう

つぎに基本的問題と考えられるものは，数量的意味での大規模システム理論は概念にとぼしい

と考えられることである.たとえば“サブシステム"はあまりにも無性格であり，サブシステム

の分類が(数)理論的にほとんどなされていない.電気回路の理論(これは“beautiful" な大規

模システム理論である)に比して大規模システム理論が貧弱なのはこのへんにも一つの原因が考

えられる，相互干渉の概念についても同じことがし、える [2 ].大規模システムが複雑であるゆ

えんは相互干渉の存在のためであり，それは中心概念であるのにかかわらず，現在ほとんど何の

分類もない.現実のシステムは微分方程式で正規的に表現されるよりはるかに個性的でゐり，大

規模システムの理論は結局そのような個性を考慮してこそ核心に達するものであろう。概念の豊

富化のためには現在のテクニカルな理論はもっと社会科学などにおける大規模システムの理論に

注意する必要があると思える. またこの方向は Bertalanffy の一般システム理論の最初のプログ

ラムへの復帰で、あるかもしれない.
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システム工学にとってモデル構成の方法論(すなわちモデル構成の Meta-theory) は非常に重要

で，システム工学の教科書にはかならずひと言は述べられている. しかしそれに対して理論的考

察はほとんどない [36J. 大規模システムではモデルを作ること自体が困難な仕事であり，モデ

ノレ構成に対し基礎を与える理論は非常に実用的大規模システム理論となりうる.本論文ではひと

言も述べなかったが，計算機のプログラミングシステムは人工的に作られたもっとも複雑な大規

模システムであり，それに対して提言されていとメタ理論，たとえば“Structured prograrnrnｭ

ing" とか“階層構造によるシステム構成"は，本論文でいままで考えてきたシステム工学での

モデル構成の Meta-theory 確立の可能性を示唆しているものと考えられる [37J.
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