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場経営コンサルタント研境部会優勢

第 1 回のあつまりを 4 月 5 日(土)14-17時，八丁堀・

東京都勤労福祉会館で開きました.出席者は 11名(荒木

睦彦・測回・福島憲治・福島康人・伯野・樋爪・野田正

弘・岡田隆雄・小田部・柴田祐作・上回)各自の自己紹

介のあと，これからの運営について語り合う.

縁日本における社会システム

分析研買部会委参

第 8 固部会 55.4.26( 土) 14:00-17:00，社会環境ジ

ステム研究所におてい開催，参会者 13名.議題:タウン

ミーティングの実践とその成果(J11崎市におけるケース

スタディ)小岩明氏.

かつて小岩氏により LENS (Living Effectively in 

the New Society) Method の紹介があったが， それ

を川崎市においてタウンミーティングとして実践したの

でその成果の発表と，問題解決の手段としての適否の検

討を行なった. LENS Method についてはKJ 法と似

ているが，やり方によってはKJ 法の弱点をカパーでき

るところもあり，示唆に富む資料が得られた.

第 7 回都会 55.5.31 (土)日本能率協会会議室で開催.

議題:江戸と東京一ーその都市計画を社会システムの見

地から分析する.工業技術院機械技術研究所 島村昭治

氏，参会者12名.

都市計画についてはとかくハード面からのアプローチ

が多く，しかも古来外国におけるそれとのナアロジーで

考えられてきたが，今回のアプローチは，都市計画をソ

フトな面，しかも独特の日本的な風土をもとにアナリシ

スした点きわめてユニークなものがあった.さらに筑波

の実験都市(新治郡桜村)としてのアナリシスも含め，

都市をみる視点に示唆を与えるものが多かった.

(主査小島光造)

物実施理論研究部会務

• 4 月例会 4 月 19 日(土)， 10:30-15:30，東京工業大

学(大岡山キャンパス)，出席ー者23名.

Schultz & Slevin (1975) の第14章 Strategies

for Implementing Systems Studies を野尻委員の担

1980 年 10 月号

当により，また Doktor ， Schultz & Slevin (1 979) の

第 3 章， A Practitioner-Oriented Framework for 

Implementation を加藤(晴)委員の担当により，それぞ

れ講読を行なった.

なお，第 4 回分科会を 4 月 12 日(土) 13:30-16:30, 

東京工業大学(長津田キャンパス)にて行ない， User 

Influence and the Success of MIS Projects: A 

Contingency Approach (Hum. Relat. 1977) の文献

講読(加藤(敏)委員担当)および討論を行なった.さら

に各委員が，実施理論におけるそれぞれの関心領域を挙

げ，今後その領域についての報告を行なうこととした.

・ 5 月例会 5 月 17 日(土)， 13:30-17:00，東京工業大

学(大岡山キャンパス)，出席者21名.

Schultz & Slevin (1975) の第15章， Ethical and 

Value Dilemmas in Implementationを川瀬委員の担

当により，また Doktor et al (1979) の第 4 章 An

Empirical Investigation of Implementation as a 

Change Process を中川委員の担当により，それぞれ講

読会を行なった.前者の論文は， OR川崎の専門家とい

った変革援助者と顧客との間で生じる価値ないし倫理問

題を整理して議論している.後者の論文は， OR/MS の

実絡について，フィールド・スタディにもとづく変革過

程の概念的モデルを提示している.

なお，第 5 回分科会を 5 月 10 日(土) 13:30-16:30, 

東京工業大学(長津田キャンパス)にて行なった.プロ

ジェクト・マネジメントに関する文献 (IEEE ， Vol. E 

M-26 , No.3, 1979) の講読を，西川委員および黛委員

の担当で行ない，マトリックス組織などにつき，討論を

行なった.

護送創造性開発の数学毛デルと

CBD 研究部会報告務

創造と想像は同音異義ではあるが，人は想像すること

で創造が可能となる.記号集合の星積の要素と意味空間

の要素が対として存在(意味写像)し，それらが合成可

能のとき，人は文字をみてある事柄を想像しうる.異な

る記号列，異なる写像，異なる合成のしかたにより新し

い事柄を心に画くことができる.音としての記号列が同

じでも文字としての記号列が異なり，異なる意味をもっ

とき，人は思、わぬひらめきをもつことがある.つまらぬ

語呂合わせから発想の展開を得ることもある.

いずれにしても想像は重要な人間行動の 1 つで、ある.

そこで第 2 図研究会は次のように行なった.

(講演) 早稲岡大学システム科学研究所松田正一教授
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「イメージと創造」

(参加人員数) 17名 (とき) 5 月 15 日(木)

(ところ) 霞ヶ関ビル30階 (司会) 東洋信託銀行池

沢調査役

第 3 国研究会 この会の終局の目的はデザイン用のソ

フトウエア開発である.そのためには人間の持つ創造性

が機械によって開発されるメカニズムを明らかにしなく

てはならない.さらにそのためには創造性過程の解明を

必要とする.常識的イメージを画く個人からは余り創造

物は期待できない.それが期待できるのは夢の中か，一

時的狂気となるか，異質の人との交流つまりブレーンス

トーミングをするかである.それらの過程が把握できれ

ば機械によって強制的に常識を打破することが可能とな

ろう.知識データヘースの傑索法を逆にするのもその l

つで、あろう.事象の常識をうるためのABC分析を逆用

すれば非常識的発想 (XYZ発想とでも言えるか)がで

きる.その意味で新しい観点からABC分析について下

記のように第 3 回研究会を行なった

(講演) 東京理科大学 牧野都治教授「待行列理論か

らみたABC分析とき) 6 月 19 日 (ところ) 22 

森ピノレ (参加人員) 8 名 (司会)電々公社宮崎幹事

なお 9 月以降の予定は次のとおりである.

9 月 18 日頃 ニュージャージ州立大学院大学ノレタガース

大学教授石川 昭「創造性について 10月 16 日 東京

理科大学国崎教授「合意形成とファジ一理論 11月 20

日 東京理科大学溝口専任講師「自然言語解析と知識デ

編集後記帳 12回にわたって連載していただし、た伏見教授

の企業会計基礎講座は，好評のうち今回で終了.お忙し

いなか毎月書いていただし、たこと深く感謝L 、たします.

b体育の日にちなんで「スポーツの OR-llJ を特集.

前編集委員会での企画が好評，再度鳩山氏に企両してい

ただきました.炉今回の目玉，川上哲治氏とのインタビ

ューは，同氏の絶大なるご好意と鳩山氏の尽力により実

現.大の巨人ファンの大山，鳩山両氏は巨人の実情を訪

ータベース J

議参交通問題研究部会務

-第 2 閏 5 月 21 日(水) 18:00-20:00，場所:東洋経

済ピル，出席者 15名.

越教授の論文「トラック輸送の社会的費用 J (エコノ

ミスト 54年 10月 16 日)の輪読を行なった.日本と欧米各

国の運輸統計を比較して， 日本では人流との相対関係で

トラック輸送の割合が大きい.これはトラック輸送が社

会的費用を外部化したうえ，優遇政策を受けているため

だと結論し物流体系変革の必要性を訴えている.しか

し外国の統計と比較するに当っては，統計のとり方・産

業構造・生産形態の差異を考慮しないといけない，特に

物流においては然りだとの意見が多かった.

・第 3 回 6 月 21 日(水) 18:00-20:00，場所:東洋経

済ピル，出席者 17名 テーマ:内航海運について講

師:日通総研忍田和良氏

内航海運の現状について，需要の時系列動向・品目特

性・地域特性，供給の過当競争・過熱l船腹という問題等

の説明があった.鉄鋼・砂利・セメント等大宗荷物の専

用船化，雑貨類のコンテナ船化が今後の課題とのこと，

さらにカーフェリーはエネルギ一面で効率が悪く，コン

テナ船を中心に釘えて港湾荷役の合理化・技術開発を進

め，海上雑貨輸送システムとして構築していくのが望ま

しい.また物流は規制を強めるるよりも市場機構に委ね

たほうが結局うまくゆくのではないかと結論された.

ねることしきり.また録音，筆記などを手伝ってもらっ

た事務局平井嬢も熱烈な巨人および川上氏のファンとの

こと，仕事も忘れそうになるほど真剣に川上氏の話に聞

き入っていました.惨川上氏のほとばしりでる実践をふ

まえた含蓄のあるお話，それに巷間のスポーツ紙ならと

びっきそうなオフレコ情報などを交えた迫真にせまるも

ので、したが，そうしイ雰囲気もさることながら話題のす

べてを記事で伝えられないのが残念です. (M) 
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