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番多 OR/MS とシステム・マネジメント務

-第58回

日時 4 月 14 日(土) 13:30-17:00 出席者: 28名

場所:東京工業大学大岡山キャンパス百年記念館 2 F • 

第 1 会議室

テーマと鴨師: I 自己組織化とモダンの脱構築」

今回高俊(東京工業大学)

近代の豊さをもたらした科学・人間・社会観を再検討

し，社会システムにおける構造の変更である自己組織性

概念について講演が行なわれた.そして，関係の再編集

による新たな関係の構築こそ，システムの自己組織性を

見ることができると論じられた.最後に，社会学の延長

上に文明学の必要性を説かれ，興味深かった.

.第59回

日時 6 月 9 日(土) 13:30-17:00 出席者: 32名

場所:向上

テーマと鴫師: r戦略情報‘ンステムと組織知能J

松田武彦(産能大学)

日本人のもつ戦略・情報・システム思想を明らかにし

た上で， S 1 S の理念的基盤としての組織知能について

講演があった.最後に，歴史に学ぶことも含めて戦略を

イマジ不一ションすることの重姿性が議論され，興味深

かった.

-第80回

日時 7 月 14 日(土) 13:30-16:30 出席者: 22名

場所:同上

テーマと鰐師: rM 1 S/D S S 設計要因に関する実験室

的研究J 高津信三(専修大学)

ピジネス・ゲームを組織研究のための実験統制j手段と

して採用することにより， MIS/DSS の設計要因間

の関係を明緩化し，これらのシステムを設計する上での

指針を得ることを H的とした研究の結果，およびビジネ

ス・ゲームと L 、う場を用いた情報処理教育の事例につい

て興味深い講演があった.

・第81回

日時 8 月 17 日(金) 18:30-21:00 

場所:日本電気本社ヒツレ 2 F 241 会議室

880 (48) 

テーマとE尊師: rEDI (Electronic Data Interchange) 

の動向と展望J 溝口邦雄(日本電気)

情報ネットワーク研究部会と合同で行なった.

.第82回

日時 9 月 8 日(土) 13:30-16:30 出席者: 13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

テーマと前師: 1企業問競争構造の分析:液晶ディスプ

レイ産業を事例として」沼上 幹(成城大学)

液品ディスプレイ産業は，異質な技術の複合の典型例

であり，以前の日本産業とは異なった成功例であるため，

興味深い対象であること，数量シェア・金額シェア・マ

トリックスによる企業間競争により，成長戦略の解読や

競争の特徴の抽出ができることなどがわかり，興味深い

講演であった.

番勝合意形成と対外政策機

第 5 回

目時: 9 月 2 日(日) 15:00-3 日(月 )10:00 出席者: 15名

場所:箱根宮の下国家公務員保養センター

テーマと前節: 1太平洋の議題:防衛優先か経済かJ

小林守信(工業計器)

恒例の夏季合宿が上記テーマを中心に開催，プォーリ

ン・ポリシィ '90夏季号の論文を中心に最近の国際問題に

対する日米の考え方の違いを論じ合った.ほか「日本の

大学j 末内 潔(帝京大学)， 121世紀へのボーダレス・

グローパルサブシステムの策定J 上田亀之助(上回イノ

ベーション研究所)， 産経新聞募集「日本は共産圏の変

化にどう対応すべきかj の入選論文による参加として谷

口和正(川崎製鉄)， 1 日本はどうなる・今，何をなすべ

きか」の一環としての東欧激動要因関連図が主査発表さ

れるなど，夜を徹しての実り多い議論がつづいた.

・第 B 回

日時 :10月初日(土) 14:00-16:00 出席者 6 名

場所:三菱総研 501 号会議室

テーマと傭師: rボーダレス・マリッジの時代，異文化を

超えて J 木下 望(トップ資料サービス)

農家への外国人妻・日本経済の国際化・多国籍化によ

る人的交流の拡大，外国人労働者の大量流入さらには宗

教を含めての価値観の多様化の時代にあって，結婚問題

は今後大きな社会問題に発展してゆくものと思われる.

これについて講師体験による各国の法律枠，社会慣習の
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差異などによる困難な課題のいくつかが指摘された.

場情報ネットワーク畿

.，事32回

日時 :10月 12 日(金) 18: 30-21 :00 出席者: 15名

場所 :JR回町駅 日本電気新本社会議室

テーマと鱒師: Iインテリジェントネットワークの動向J

鈴木孝宅 (NTT交換システム研究所)

電話網を中心としたネットワークの今後の技術動向

を，インテリジェントイヒ，各種サービスの統合化，プラ

イベートネットワークを含めた統合化，ネットワ}ク機

能のオープン化，の 4 つに分類した後，特にインテリジ

エント化について解説した.そのねらいとしてサ}ビス

多様化への柔軟な対応，カスタマイズドサービスの実

現，ザーピス開発工数の大幅な削減を指摘し，フリーダ

イアル・ CLASSなど具体的なサーピス内容について

詳細に説明を行なった.

さらに，ネットワーク高度化の技術的背景や，その課

題等についても言及した.

機確率宅デルにおける最適化物

-第 1 回

日時 :10月 13 日(土) 14:00-17:00 出席者: 29名

場所:東京工業大学百周年記念館第 1 会議室

テーマと講師: (1) I確率モテツL における最適化」 木島

正明(筑波大学経営システム科学)

Shanthikumar and Yao による論文の紹介.この

論文では，客に複数のタイプを仮定した待ち行列システ

ムの平均系内客数にポリマトロイドの構造があることを

指摘し，そのことから最適な優先順位が与えられること

ι この手法による限界を示している.

(2) Iマトロイドについて j (チュートリアル)中村政隆

(東京大学教養学部)

マトロイドの定義をはじめとして，マトロイドである

ことが greedy algorithm によって最適解を得られるこ

とと同値であること，さらに Shannon の switching

game との関連等について，簡単な例を用いてわかりや

すい解説を与えた.

場確率毛デルとその周辺機

-第17回

目時 :10月 13 日(土) 14:00-16:00 出席者: 17名

1990 年 12 月号

場所:名古屋工業大学生産システム工学科 4 階演習室

テーマと檎師: 1<" ノレコフ学習モデルとその応用J 宮地

功(岡山理科大学)

CAI 教材等により同じ内容の学習を繰り返し行なう

場合に，個別指噂の必要な対象者などを判定する手法で

あるマルコフ学習モデルについて概論した.さらに，実

際の FORTRAN言語の学習に対するモデルの適合性

を明らかにした.

義務待ち行列畿

-第BB回

日時 :10月 20 日(土) 14:00-16:30 出席者: 24名

場所:東京工業大学(大岡山)南 4 号館 6 階 677 号室

テーマと鵬師: (1) rTandem Queue の Cross Aggｭ

regation 近似j 宋字(東北大学経済学部)・高橋幸雄

(東京工業大学理学部)

有限パッファをもっマルコフ型直列待ち行列に対する

一般的な近似手法を提案し， Kanban システムに応用し

た.

(2) I Application of the lossy and lossless periods 

to the evaluation of performance of ATM systeｭ

msj Frank M. Broch� (N T T交換システム研究所)

ATMシステムにおける多重化装置のモデル化と解析

をとり扱った.標記の性能評価尺度を提案した.

( 3) “IFORS'90 視察団報告"紀一誠(日本電気C&

C情報研究所)

IFORS '90 , CECOIA 2 の出席報告を行なった.

命動的計画法畿

日時 :10月 22 日(月) 18:00-20:00 

場所:日科技連

テーマと情師:rOn zero.sum games for multi-armed 

bandit processesj 吉田祐治(千葉大学教養部)

bandit 過程にしたがって動くシステムにおいて 2 人

のプレイヤーが交互に行なうゼロ和ゲームを提示する.

ここで，各々のプレイヤーはアームの選択と停止規則と

を政策としてもつ.このゲームについて，最適値関数の

満たす方程式と最適政策を与えた.
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