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ダイナミックオプティミゼーション

1. u II ，J・ 12月 19 日， 20 fl 2. 場所大学セミナーハウ

ス， 3. 発夫 1) 腕/(，者のいる資産処分問題(中神il1'j ー)，

2) 部分的協力が詐される場合の 2 人停止ゲーム(蔵野ll:

美人 3)Stopping problem of 2・dimensional Markov 

cases(安ItJ正美)， 4) ある探索理論について( rド井揖tl 久)，

日 )Truelについて WÜI 実) 6) ある機械取替問題につい

て(沢木勝茂)， 7) Stochastic control processes and 

management science (小問中敏男)と出席者全員の発表

であった.日本のこの方面の研究の最新最高の成果であ

り， t世界的水準にせまるものといって過言でない. この

Øf究会の育成を見守りたい 今臼lは小田中のスヲイトトl

欧米旅行決や， ば i ナー終 rt炎、 !fiJ尾山ろく“うかL 、長!J

LLi ,. にて懇粉会などをもち， 1.厳厳術な的研f究先貢討礼、す乱f ，品編前倫7 と叶1';]加i肝↑

つ/ん"、/ど之5丸気，ü持言守?で、全員 Jf~位1 ごすす-こと力が:てで、きたこと iは工?寸「ド~lレ、で、 J点7ら>

つ Tこ小l!l 'f') 

都市計画と交通

第 7 国 11 月 16 r1 11(，j本n 三氏(東五\}、じ!りil “ガスによる

地域冷暖房 L1\1市 12名.

最近，新宿副都心などでカスによる地域冷暖房が実施

され， iHI されている. これは， iLの冷w ピーク 11れこ，

電力負荷を収減L.この季節に余力のあるブJ ス供給設備

金有効活用するものでιちる 事業化は，当該地方の気候

条件や社会的条件によるが，かなり熱負荷術度がlfJI く，

地域配管ゴストの占める，1m合が(氏くなる場合に長ιl'化

によるいろいろなスうーんメリット(供給コストや公'h'

防止など)が現われる.一般に，地域冷暖房は， “ひね

ればI.Hる"という使利さを実現するもので， (料金制度

にもよるが)決裂につながりやすく，総 ill- として省エネ

ルギーの刻')*は疑問だとする怠はも出席者ーから山Tこ.

政策科学

10月例会報告者の都合により中JL-.

11 月例会 11 月 19 日(土) 14.00~17.30，場所:三斐

総刷会議室，出席: 8 1', 

( 1) Ú! f究発表|基地問題の政僚f'1学1'1'.)検，;、t，その 11 (防

衛lî'空幕・斉藤昂氏)

航空基地と土地提供者ないし周辺住民とのあいだに

発生してきたトラブールの性格，内容，経過，結末など

が分析・紹介され，これをめぐっていろいろな意見が

出された.要点l工発表が完結してからまとめて掲載す

る

(2) 調査発表|政策;fl 学に IYlする γ ンケ，ート早稲1I 1
アガタ

人ー学・鯨公一郎氏)

四つのテーマについて 16名の部会員にアンケート I銅

伐 L た結~と r"J冶:者名を発炎し，特殊な凶行:をした人

の忌;見をめぐって討論した.調査結果のおもなところ

は，④「政策科学の当面の課題J ではJ{立が「政策評

価方法の開発j の 34点， 21、Zが「価値測定方法の開発!

の 19点，②「政策科学の重要な概念」としては l 位が

「怠思決定科学と行動科学の結合J の28/，i" 2 位が|価

値観の導入 J，③「政策利学の最終役割|の1f灯土|政

策決定者への勧iqにとどまる l で 11点 2 牝は 11 1:'来

i'NjJ~段附で終わる」の 4 :.'i" (4. 政治1'1"[: と!iUjf直矧の

I\':H系 J について t 土， 11、kが l 私'i W: と L て社会の価M\似

を成導すること l の 7 点， 2 ú'u土!日正{(の価値観を政

策に [1二 L く反映;させること d の 6 点、，となっている

システム・ダイナミックス

第20回 12 月 16 日(金)， 出 Ili'i 15名， SD モデノレによるリ

ンシャイン~I 伊]の評価，渡辺一司(光陽精工)

工業技術院がサンシャイン，;十!聞のーっとして|肝不1151{1

l\tにfyなったソーラ・システムの SD ー工デノL にJ入、て，

壬デル作成者の渡辺氏による l制止を受けた. モデノ" {土ソ

F ラ・システムのうち，とくにソーラ・ハウスの円 以，

L 不ルギ -Jf~: ， ~民生治レヘノ~， 1 1'1 1:も純 Ij:.Jif'の変化など

についての effect の検討ならびに代併|内エネルゴγ 一政hL

の効率に閲する分析評価をなすもので，エ不ノL ギー-'，1，日ly

に I~jするナショナノレ・モデノL ともいうべきものである

今1!!1i上モデノレ作成 r:の問題点I
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日本的リソースマネジメント

第16園都会 11 月 12 日付今)午後，地方自治情報七ンタ

ーにおいて開催，参加者 16名

(議題)防衛管理(第 l 凶)防衛庁，大田述正氏

米国防省において PPBSがなぜ十分な成功をおさめ

得なかったか. P PB S のあとアンソニーの発想による

リソースマネジメントシステムの狽いと骨子は何か. 日

本においてはどのような方向が望ましし、か等について研

究討議が行なわれた.高度成長時代のように具体的 H標

を国民全部が意識し，日本株式会社としての総力戦体制

の姿が，日本全体に加速度的な活力をもたらす要因であ

ることが明らかにされた

第17園都会 12月 17 日(ニ1:)午後，地方自治情報センタ

ーにおいて開催，参加者 12名

(議題)リソースマネジメントからみた地方自治(地方仁!

治の危機の正体と危機回避のためとるべき方向)

地方自治の概念はきわめてあいまいであるが，これを

リソースマネジメント，社会福tli:，および治安の三つの

側面からとらえることができる.そしてこれらは互いに

関連して作用する.今回はこれをリソースマネジメント

の側面からアプローチしその矛盾の実体が浮きぼりにさ

れ， このまま進行すれば憂慮すべき事態もこ子見された.

消費者行動毛デル

.11月例会

テーマ: GPSS 

発表者:市部延子

内容: GPSS (General Purpose System Simula 

tor) について，機能概要，適用例が紹介された.

その中で，とくにつぎの点が示された.

(1) GPSS の機能改良

(2) GPSS の有効性

(3) GPSS の使用上のn:怠

(4) GPSS の適用分野

組合せ理論の情報科学への応用

テーマ 1 ポリマトロイドとシャノンの情報理論

講演者藤重悟(東大工学部， ~I 数工学科)

テーマ 2 Nonnegativity in the Entropy space , 
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capacity region of channel , and poly 

matroid 

J船員者 緯太舜(相模工大，情報工学科)

ポリマトロイドというのは，マトロイドのランク関数

を連続的に拡張したものとみることができる.形式的に

いえは，有 lít~集合の音g分集合の族の上に定義された，実

数値をとる関数で，ある公理を満たすものだが，情報理

論におけるエントロピ一関数がまさにこの公理を満たす

こと，つまりポリマトロイドであることが，藤重氏によ

って最近発見されたのだが，その解説がテーマ l である.

このようにエントロピー関数をポリマトロイドとして

眺めると，マトロイド理論におけるいろいろな問題を情

報理論に翻訳することが可能になる.マトロイドの基本

分割jをエントロビーに適用することによって，通信工学

における諸問題を解決することが可能で・，これについて

の解説がテーマ 2 である.またこれは，分割表などの離

散的な統計解析における，平方和の分割の理論に密接な

関連をもち，その方商への示唆を与える.

テーマ 二電線形再帰系列

講演者 阪田省二郎(相模工業大学，情報工学科)

l 次元の再帰系列というのは，有限記号の系列で，週

期最大のものといえばよいであろうが，これは乱数系列

やメモリーウィールなどに応用をもっ.これを 2 次元に

弘張することは困難な問題であったが，ガロア体上の 2

変数多項式環(あるいは特殊な有理関数環)上のイデア

ノレ論を用いて解決したのが阪田氏の研究で，その解説が

行なわれた.これらはコーディング論におけるアーベノレ

コードと街接な関連をもち，その方面への応用が期待さ

れている.
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次号予告

特集回帰分析 変数選択を中心として一一一

回帰分析における変数選択の分析

ー一一問題の所在と性質一一 竹内啓

回帰分析における説明変数選択のための

諸基準 佐和隆光

予測平方和による変数選択 奥野忠一

ロパスト推定法とデータ解析への応用 小柄l義夫

誤差の非正規性の問題 竹内啓
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