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機システム・シミュレーション機

-第 S 回

日時:平成元年 7 月 27 日(木) 15:30-17:30 

場所:早稲田大学理工学部 出席者: 18名

テーマと講師: Simulation Output Analysis"'Estiｭ

mating Sampling Error , Bruce Schmeiser (Pured. 

ue University) 

乱数を伴う離散型シミュレーションは，確率的な実験

であるために，出力結果の解析に当っては，サンプリン

グ・エラーの推定が重要な役割を果たす. この講演で

は，サンプリング誤差推定に関する研究の動向と，新し

し、推定方法について論じられた.

・第10回

日時:平成元年 7 月 31 日(月) 10:00-11:45 

場所:早稲田大学理工学部 出席者: 15名

テーマと官尊師: CIM Control Logic and Simulation , 

Gordon Clark (Ohio State University) 

ヨーロッパで検討が進められている CIM システムの

アーキテクチャアである ESPIRIT CIM-OSA の基本

を解説した後に，シミュレーションをサブモジューんと

して含む総合的な意思決定支援システムの構築について

論じられた CIM のコントロール・ロジックを emulate

するに当ってシミュレーションがかかえるいくつかの間

題点が指摘され，これらの問題点に対する対策が検討さ

れた.

以上，第 9 ・ 10回は， TIMS 大阪大会に参加されたシ

ミュレーション関連の海外からの出席者の中から，部会

における講演をお願L 、し，実現したものです.

・第11回

日時:平成元年 9 月 9 日(土) 14:00-17:00 

場所:紛構造計厨研究所新宿事務所 出席者: 11名

テーマと講師: (1) r A 1 ，シミュレーション，オブジェ

クト指向言語J 室 善一郎(川崎製鉄側千葉製鉄所)

「シミュレーシヨンに AI とオブシエグト指向はどう

生かされるかJ というテーマを中心に，三者の関連が論

じられ，これからのシミュレーション古語がL 、かなる形

になるか展望された.ンミュレーション弓話の要件と考
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えられるいくつかのポイントが，エキスパート・システ

ム開発環境KEE，および，その上で稼働するシミュレ

ーション・ツール SIMKIT により実現可能であること

が示された.熱延工場のノL ープ台車によるコイル搬送シ

ステムへの適用事例が論じられた.

(2) r待ち行列システムのシミュレーション解析技法J

平川保博(東京理科大学理工学部経営工学科)

疑似乱数を用いるシ f ュレーションでは，乱数系列の

一部を使用してシミュレーションを実行することがほと

んどであるが，本研究では，乱数系列の全部を使用する

ことを考え，待ち行列システムのシミュレーション解析

に有効な最長周期をもっ乗算合同数列の乗数の選択とそ

の使用方法が論じられた.また，数値実験の結果を通じ

て，シミュレーション解析の計算精度の確認と向上が計

れることが示された.

物数理毛デルとその周辺機

-第 7 回

日時:平成元年10月 7 日(土) 14:00-17:00 出席者: 13名

場所:九州大学経済学部 4 階 408 号室

テーマと講師: (1) rRatio Scale Decomposition 

Analysis of Group PreferenceJ 斎藤参郎(福岡大

学経済学部)

AHP における Satty の方法が Stochastic ordinal 

scale で表現される集団選好の分析に拡張適用されるこ

とを示し，それによって市民の意識調査のテータなど 3

つの具体例の分析を行なった.

(2) r証券投資の数理J 田畑吉雄(大阪大学経済学部)

株価指数先物取引の具体的説明と商品としての株価指

数先物の形成についてORの手法がし、かに役立ったかに

ついて解説を行なったあと，現株の価格が与えられたと

きの株価指数先物の理論価格公式を導いた.

・第 8 回

日時:平成元年 11 月 11 日(土) 14:00-17:00 出席者 :10名

場所:同上

テーマと講師: (1) r計算機ネットワークの伺ニ能汗側」林

田行雄(佐賀大学理工学部)

性能評価における基礎概念を詳説したのち，評価にお

いてあらわれる待ち行列の問題を示し，そのいくつかに

対し解を与えた.さらに数値実験の結果の検討を行なっ

Tこ.

(2) r投資モデルの設計と適用例一年価法による簡単な
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投資分析の有効性J 昆誠一(九州産業大学経営学部)

投資案の評価法として年価法を取り上げ，その構造と

意義を明らかにし，拡張された年間コスト公式を提案し

た.また基礎的な投資モデルを設計して現実の企業の問

題に適用しその公式が有効であることを示した.

・第 S 図

日時:平成元年12月 23 日(土) 14:00-17:00 出席者: 15名

場所:向上

テーマと情師: (1) I都市における大規模プロジェクトの

波及効果計量モデル」前田 博(九州工業大学工学部)

都市全体を集約した計量モデルと産業連関モデノL の 2

つの階層からなるモデルを構築し，北九州市を事例とし

たシミュレーション結果を報告した.

(2) I個別地域モテソL の開発」中馬正博(西南大学経済

学部)

東北地域を対象にした地域モデル開発に関連させて，

モデル構築のプロセス，地域データの開発において地域

モデルに特有の問題とその解決法を説明し，推計された

モデルによって社会資本の整備が経済にどのような影響

をおよぼすかを検討した.

番多交通・流通システム畿

-第29回

日時:平成元年 11 月 15 日(水) 18:00-20:00 

場所:東洋経済新報社ピル(日本橋) 出席者:\0名

テーマと講師:旅行業のマーケッティング 小島隆(日

本交通公社・営業企画室)

旅行業は，商品の在庫がきかず，ピーク時には品切れ

状態となり，利幅が少ない.特に，キャリア(J AL , 

JRなど)，流通業界の進出により経営がますます難し

くなってきている.今後は，単品販売からパッケージ化

(企画商品)， 個人向けや形態別(主婦層， OL ，ハネム

ーン向けなどれ目的別に商品展開を推し進める必要が

ある また，旅行業はスケールデメリットがあるので分

社化 Fる方向にある.

・第30固

日時:平成元年 12月 20 日(水) 17: 30-20:00 

場所:向上出席者 9 名

テーマ:①交通流通システムの今日的謀題

②懇親会

平成 2 年 2)] で本研究部会は所定の活動期間を終了す

るので，それ以降の新研究部会について検討し，研究テ

1990 年 4 月号

-<'などについてフリートーキングを行なった.その後

年末恒例となっている懇親会を開催した.

・第31回

日時月 17 日(水) 18:00-20:00 出席者: 14名

場所:向上

テーマと講師:ヘリポート・サービスら見た航空事業展

開をめぐって 池田光男(東運開発紛)

国内におけるヘリコプターの需要は，あまりない(米

国と比較して機当りの飛行時間は 1/3-1/4 程度の

286 時間)が， ヘリコプタ一機数は年々増加しているた

めに，採算がまったくとれない状況にある.今後，ヘリ

ポートの問題，運賃の問題，信頼性の問題 (5 km 有視

界でないと飛行できないため飛行日数が限られる)など

解決しなければならない点は数多い.

後待ち行列畿

-第57回

日時:平成元年 11 月 18 日(土) 14:00-17:00 出席者:19名

場所:東京理科大学理窓会館・ 3 階会議室

テーマと官尊師: (1) IQuasi stationary distributions 

in phase type queues 木島正明(筑波大学)

位相型の単一窓口待ち行列について，待ち人数が 0 に

ならないという条件の下での待ち人数の極限分布が，入

力密度が 1 より小さいときに存在することを証明した.

(2) Performance Analysis of Statistical Multiｭ

plexer with Control on Inputs or Service Rates 

山田博司，町原文明 (NTT研究所)

音声，画像などの多種類のデータを扱う ATMネット

ワークシステムの性能評価のために，復合i午相型マノレコ

ブ再生過程をデータの到着過程とする単一窓口七デノレを

提案し，データ数なとやの定常分布の数値計算Jムーについて

u命じた.

・第58回

日時:平成元年 12月 16 日(土) 13:00-16:00 出席者:25名

場所:向上

テーマと講師: (1) 離散時間優先権待ち行列モデルの解

析法について 高橋敬隆 (NTT研究所)，橋田温(筑

波大学)

2 種類の客を持つ離散時間型優先権付き待ち行列を，

サーピス係が，休みを取る M/G/1 待ち行列モデルにつ

いての分解定理を用いて解析した.領類ごとの客の待ち

H手間の母関数を求めることができた.
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(2) Attained waiting time について 山崎源治(都

立科学技術大学)，宮沢政消(東京理科大学)，逆瀬川浩

孝(筑波大学)

サービス中の客の，到着してからの経過時聞を，

Attained waiting time と呼ぶ.この経過時間に関し

て，最近の結果をまとめるとともに，平均がサービス規

律によらないこと，単一窓口系では，各種の規律に関し

て，凸順序関係が成り立つことを示した.

・第59回

日時月 20 日(土) 13:00-16:00 出席者: 26名

場所:向上

テーマと講師: (1) 複数クラスの交換タスク処理方式の

トラフィック解析片山動 (NTT研究所)

多種類の客が，ネットワーク上を，それぞれに，与え

られた経路を動き人のサービス係が，各窓口を動き

回るモデルについて，待ち人数ベクトルの解析を行なっ

た.また，コストを考えたとき，サービス係の巡凪!順序

に， c/μ ルールが成り立つことを証明した.

(2) PASTA , ASTA and Anti-PASTA; Event 

conditional intensity approach および東欧待ち行列

事情宮沢政清(東京理科大学)

ポーランドで今年の l 月 4 日より 10 日まで、関かれた国

際シンボジウム Queueing Theory and related 

topics の参加報告を行なった. 次に， 任意時点と客の

到着など特定の時点、での待ち人数などの分布が一致する

(ASTA)ための必要十分条件を，その時点列からなる

点過程の条件っき強度により与え，その結果の応用につ

いて論じた.

番多確率毛デルとその周辺義務

-第11回

日時:平成元年 12月 9 日(土) 14:00-16:00 

出席者: 19名

場所:名古屋工業大学生産、/ステム工学科 4 階演習室

テーマと講師 :FMS における工具管理政策について

大野勝久(名古屋工業大学)

FMS システムにおいては，多品種の完成品に対応する

ために多数の工具を適切に管理することが問題となる.

本発表では実際のシステムのデータから各工具の寿命分

布を求め，さらにシステムをマルコフ決定過程として定

式化することにより，最適な工具管理政策を示した.

・第12回
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日時月27日(土) 14:00-16:00 出席者 :13名

場所:向上

テーマと檎師:かんばん方式における在庫変動と発送か

んばん枚数の変動の定量的評価について 田村隆善(名

古屋工業大学)

トヨタに代表されるかんばん方式の具体例とともに，

製品の需要と在庫変動の関係をモデノレ化した. さらに品

切れ率を一定以下にすると L 、う条件のもとでコストを最

小化するような発送かんばん枚数を決定する問題を論じ

た.

畿政策問題機

-第31回

日時:平成元年12月 16 日(土) 14:00-17:00 

出席者: 10名

場所:三菱総研 501 号会議室および 3F談話室

テーマと官尊師: r グローパル・ユニパーシティの設立構想、

について j 内海武士(同代表)

本格的時代を迎えつつあるわが国衛星を利用して，ハ

イレベルの企業教育を全関規模で進めようとする構想に

ついての話題.課題の構想空回りないし企業や学校閲競

争による乱立の懸念もあり，理想の表裏と実現戦略の好

事例として注目されよう.

・第32回

日時月 20 日(土) 14:00-17:00 出席者 7 名

場所:三菱総研 501 号会議室

テーマと自尊師コンセプトエンジニアリングの戦略展

開と課題J 旭岡勝義(東芝)

新しい時代における社会空間開発のための概念を規定

し，その実現へ向けて社内外勢力をインテグレートする

新しい事業展開戦略としてのコンセプトエンジニアリン

グについて，欧米の駅舎構造にその考え方の一端を彼歴

し，それが新しい製品の誕生から都市開発，ふるさと創

生などの各種プロジェクト実現や苦心談などが説明され

社内外意識統一法などが議論された.

・第33回

日時 2 月 17 日(土) 14:00-17:00 出席者: 8 名

場所:向上

テーマと鵬師:メインテーマ「日本はどうなる←ー今，

何をなすべきかJ についての最終討論(全員)

部会の締括りとして，テーマに沿い，東欧激動を中心

にブレインストーミング的な形で討論，多彩な意見をも
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とに要因関連図としてとりまとめた.現状の推移によっ

てきたるべき未来像の一端をも鋭く展開したが，悲劇団

避のための戦略については時間切れとなった.今回の激

動は西側の地盤変動もその一因であること，東西融和は

日本への風当りを強める世界維新の前兆などの声も.

織最適化とその周辺機

-第28四

日時月23 日(火) 14:00-17:00 出席者: 16名

場所:京大会館 215 号室

テーマと情師:

「無人搬送車の経路決定問題J 宝崎隆祐(神戸大)工場

内における自動搬送台車の経路決定問題に対して，第 h

最短路探索法と待ち停止時間決定のための線形計画法を

組み合せたアルゴリズムが提案され，さらに一般化され

た time-window をもっ最短経路問題の解法も解説され

た.

「生産計画へのOR手法の適用j 村田光一(東燃)石油

精製会社の本社・工場で日頃行なわれている長期・中期・

短期計闘において LP などのOR手法やエキスパート・

システムがどのように活用されているかが説明された.

縁投資と金融のOR物

-第19岡

田時月27 日(土) 14:00-17:00 出席者: 53名

場所. .東京工業大学百周年記念館

テーマと購師: (1) rHakansson モデノレによるアセット・

アロケーション J 竹原均，水野智仁 (MTEC)

1987年 10月のブラックマンデーを契機として，アセッ

ト・アロケーションに対する関心が高まっている.本発

表では， N. H. Hakansson と R. R. Grauer により研

究されたアセット・アロケーション法について，実際の

市場データを用いて分析を行ない，実務上の有効性を検

討した.

(2) rポアソン・ディフュージョン・モデルにおける最

適ポートフォリオ・消費の決定問題についてj 白川 浩

(東京工業大学)

利益率過程がポアソン・ディフュージョン・タイプの

伊藤過程で表現される complete な証券市場モデルにつ

いて，最適な投資政策がどのようなオプションになるか

を示した.さらにHARA族の効用関数について，最適

投資政策がどのような関数になるかを陽に示した.

1990 年 4 月号

磯情報ネットワーク物

-第25回

日時 2 月 9 日(金) 18: 30-21 :00 出席者: 13名

場所: J R 田町駅 日本電気本社ピル 17階会議室

テーマと講師:パラダイムが変わる情報システム 岸本

光永(日本金融システム研究所)

特に金融業界に焦点を当て，情報システムの変化が与

えるインパクトを統計データを交えながら解説した.コ

ンピュータの分類を与え，スーパーミニコンと EWS の

2 極化がみられ，中問機種のニーズが低下していること

を指摘した.また，ソフトハウスの今後についても，質

的変化が必要であると具体的に解説した.

勢参OR/MS とシステム・マネジメント場

-第55回

日時月 13 日(土) 13:30-17:00 出席者: 25名

場所:産能大学等々カキャンパス・ 1 号館 3F会議室

テーマと講師: r組織知能研究の発展方向J 松田武彦(産

能大学)

インテリジェントな組織の属性の研究と，基本組織知

能の研究，ならびに，実用組織知能高度化のための組織

諸技術の研究，さらに，応用組織知能の研究の 4 つの発

展方向が報告された.さらに，組織の複雑性・変動性・

不確実性を処理する知能への発展可能性も示唆された.

-第56回

日時: 2 月 10 日(土) 13:30-17:00 出席者: 20名

場所:東京工業大学大岡山キャンパス百年記念館 2F ・

第 1 会議室

テーマと鴨師心理学からみた組織知能j 友安一夫

(日本大学)

心理学を基礎とした広範囲にわたる研究成果から，組

織知能モデルについての人格過程および社会過程からの

検討がなされた.さらに，組織知能概念のシステム設計

上の有用性について示唆が与えられ，同時に，人間のコ

ミュニケーション研究の出発点としての可能性も示唆さ

れた.
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