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|文献抄録|

く第 4 回 IFORS特集>

1966年 8 月 29日から 9 月 2 日までアメリカのMI 最初に発表されたのは Dantzig と Wolfe の方法

Tで開かれた第4 回国際OR学会に提出された 130 で，このBe11 の論文はとれと密接な関係がある.

余篇の論文の中から，日本OR学会から出席された Danzig と Wolfe のアルゴリズムは，

方々のど協力で選択し，いくつかのものの抄録をい サブプログラム Rj xj=b j, Xj~O 

たしました.全分科会，全分野から一様に拾うとと を解いて，その解をベースとして，マスター・プロ

はできませんでしたが，~役に立てて下さるととを

願います.

各論文名の頭の記号は，分科会および論文の番号

です(近藤次郎“第4 回国際オペレーションズ・リ

サーチ会議に出席して， " r経営科学」第10巻第 1

・ 2-~・ (1966年12月〉参照).編集幹事)

(1-1) Be11, E. J.,“Primal-Dual Decomｭ

position Programming" 

f線型計画/分解法/理論的〕

e いわゆる分解 (Decomposition) 問題とは，次の

ように，変数がいくつかのグループに分けられ，制

約式がそれらのグループに共通なものと，各グルー

プ内だけのものに分けられるようなものである.す

なわち， LP の問題が，行列 Aj(情。行叫j 列， j= 

1, ..・ H ・ ， N), Bj(mj 行， j 列)， ベクトル bQ(mQ

次元)， bj(畑j 次元〉が与えられたとき，

( Xj;三o (j=l , ……,N), (Xj は nj 次元
| のベクトル)

(1) 1 ~戸j Xj=bo 

l Bj Xj=bj 

なる条件の下で，目的関数

N 

Z=~.Cj Xj 
;=1 

を最小にするような Xj を見出せ (Cj は叫j 次

元ベクトル).

この問題は LP問題であるから，制限式の数の合
N 

計EFj がコンピュータの LP コードの制限を超え

ない限り，シンプレックス法を直接適用して解くと

とができる.しかし，上記の形式の問題は，実際と

L ては非常に大型になるととが多しとれを解くた

めにいろいろな方法が工夫されている。

グラム

λ7 

~ ~ AうÀ~=b。
j~l keKj 

(2)~ ~ð~À~=1 
keKj • • 

なる条件の下で

N 

À~~O 
s ー

Z=.L; .~ c~ヰ
j~l keKj 

(j=l , ……,N) 

を最小にせよ， という問題を解くのであるが， この

とき 2段階シンプレックス法を用いるので，いわ

ば Primal Decomposition ともいうべきものであ

る。

乙のBe11 の論文は， とのマスター・プログラム

を解くのに， Primal-Dl1al 法を用いる.

上記のマスタープログラムの Dual は，

(3)σA~ +ð~aj 話。~， h.Kj, j=I...... , N 

なる条件の下で，

N 

y=σbo+~aj 
)=1 

を最大にせよという問題になる.これに対する初

期解は， σ=0， aj=z~=min zj=min CjXj とおく

ととによって得られる.

すなわち，

(4) Bjxj=bjo j=I, …… , N 

X}孟O

なる条件の下で，

Zj=CjXj 

を最小にせよという問題を解くととになる.また，
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問題 (3) の 1 つの解〔σ，吋，シンプレックス乗数 J(均

〔ま，めが得られたとして，それから，さらに目的関 1 
数 Y を増加させるような新しい解(6'， âJ を得る ー

方法は

(6'， âユ =(σ， aJ +O(ít, 9J 

として， 8 は次のようなNLPを解くことによって

得られる.

( Bj$j=bj 

(5)~ 1dj$j十台 ($j)9j <0  

l $j;ミ0

なる条件の下で

。j=((CjーσAj):&j-Oj:&pjJ/

〔企Aj$j +0 j$ j9 jJ 

を最大にせよ.

乙の問題は，一次式の制限条件下で，一次式の商

を最大にする NLP であるが，これは今までに Dorn

とか Charnes and Cooper とかGomory によっ

て， LPの応用として解かれている.

実際に少数例について実験したところ，まともに

Primal な方法によって解くよりも早く解けたが，

まだこれで，この方が効率がよいと結論づけるのは

早過ぎるかも知れない.

さらに， ζれを mixed pricing ratio を使って，

一般の composite algorithm にすることも可能

である(玉木将二郎)

(1-6J Metz, C. K. C., R. H. Howard and 
J. M. Williamson. “ Applying Benders' 

Partitioning Method to a Non Convex Proｭ

gramming Problem." 

〔非線型計画/整数値プログラミング/理論的ユ

製鉄業で，与えられた条件下で最適友生産計画を

作成するための数学モデルは， 非凸型 (non-conｭ

vex) な条件式を含む等式または不等式からなる制

限条件を満たし，非凸形の目的関数のク'ローパルな

最小値をえらぶモデルになる.この論文に記された

方法は， mixed-variable を用いてモデルを作り直

しこれを分解して解く方法である.これは， Bendｭ

ers の混合型整数値計画問題に対する解法， まTよ

びBeale の論文によっている. また NLP を

mixed variable で解く場合の議論も含んでいる.

大部分がナでに線型と考えられる制約条件の下

で，非凸である目的関数を最小にするような場合，

折線近似をしても普通の LP で解く ζ とができな

い.とれは費用最小の目的関数が凹(下に〉である

図 1

ことによる.乙のような(非凸型)の問題に対して

は，その関数を折線で近似して次のような数式化を

行なえば，整数値プログラミンク9を使って解くこと

ができる. たとえば，図 1 のような非線型関数

1($) を向孟x;:;:;;向の範囲で折線近似をすると，

I(x) = ,E ).i' I(ai) 

ζ こに x=号Jz ・ αz (O;;:;;Ài三 1)

1= ，Eん

変数んは非負で，隣り合った 2 つのもののみ，

同時に非零であるようなものとする.とのような特

別な変数んを導入して変数分離型計画法を用いて

解けばよい.

実例では265の制約条件式と225の変数と， 25の非

線型関数を含んでいる. (変数にはスラックを含ま

念い. )とこに，さらに折線近似のために. 125の特

別変数と. 25の式が導入された.折線部分を数多く

とれば近似度がよくなるが，変数と式の数がふえ

て，実用上困難になる(玉木将二郎〉

(2-1J Haward, R. A.. “ Decision Analyｭ

sis: Applied Decision Theory" 

〔決定理論/決定の過程〕

決定とは二度とやり直しができないようなことを

行なうととである.ととにやり直しができないとい

う意味は，ととの復元が全く不可能であるか，ある

いは非常に高価につくことを指している.そしてこ

の決定の底に流れる真の意味を見出し，その決定を

誰がどのような手順てeやってゆくのが最も好ましい

かなどを考えるのが決定の分析をする者の仕事であ

る.乙の衝に当るものは常に決定の過程に付随する

不確定性の処理，価値の判断，好みによる順序づけ
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を論理的な方法で考えてゆかねばならない.

決定は次のいくつかの過程を絞ることによってな

されてゆく，

I 確定要素に関するもの

1 その決定の目的と取扱う範囲を明確にする

2 代案をあげる.

3 結果として生じる事象の価値を定める.

4 状態変数として取上げるものを定める・

5 いくつかの状態変数の聞の関係を定式化す

る.

6 決定の実施に必要な時聞を想定し，時間の

経過に伴なう損益を考慮に入れる.

分析の方法:品〉いくつかの代替案の中から優位

なものを残して地を順次抹消する.

b) 最終的な状態変数を定めるため

にその感度を検討する.

E 不確定要素に関するもの

1 おのおのの状態変数に対して確率値を割当

てる.

2 危険回避に関ナる考へ方の度合を明確にす

9 ・

回分析後の処置

l 状態変数に存在ナる不確定性をできるだけ

小さくするために必要なより完全情報を得

る値段を検討する.

2 最も経済的な情報収集プログラムを考へる

ζ のようにして行なった決定の一つの重要な側面

はその議論が共通の広場を提供することになって，

企業内の人々の間の対話が活発になるというととで

ある.例えばそれまで全く相対立する立場にあっ

た技術者とセールスマンさへもが，決定の場を通じ

て16'互の立場を理解するようになる・

決定にまつわって最近行なった→つの例を示そ

う.それは新型航空機の生産と販売に手を染めるべ

きか否かを決めるためのもので，決定の基準は割引

国 1
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率を 10% と仮定した場合将来に見込まれる利潤の現

在価である.決定の構造は図 1 に示すようで，運用

上の経費と投資資本の大きさが決定に最も大きな影

響を及ぼナ二つの要因となっている向後の22年間に

わたって損益計算を行なった所 7 年後に新製品に

よって期待し得る利益が現在の製品を生産しつづけ

る ζ とによって得る利益を上廻ることがわかった.

ととで、決定上時間の観念をどの様に考えてゆくかが

大きい問題となったのであった斎藤嘉博)

(2-3) Menges, G. and H. Diehl,“On the 

Application of Fiducial Probability to Statical 

Decisions, " 

〔決定理論/Fiducial 確率の応用/理論的ユ

決定理論にベイズの先験確率を用いることは既に

行なわれているが，本論文にはこれに代って Fi

ducial 確率を導入している.

決定理論に対する不確定性の源には二つある.そ

れは自然の状態の偶然性と自然それ自身または自然

の分布関数に関する知識の欠除である. もし自然 r

の状態の空間の分布。が知られていれば， ベイス

の基準は適用可能である.観測~:c を知るならば，

先験的な観測。はベイズの定理によって後験的な

分布に変換される. もし 0 がある領域⑪汽こ存在す

るととが知られていれば，所謂拡張されたベイズの

基準の応用が可能となる.

自然 π またはその分布。の状態に関する知識を

得るためには，観測 3 から Fiducical な概念が用

いられる.

不確実性のどんな型が Fiducial な表現の応用に

可能であるか.自然の未知の状態が一定である時，

Fiducial な表現は損失関数に重みをつける測度を

生ずる. 自然の未知の状態が未知の分布。を有ナ

る確率変数であれば，。の空間上の Fiducial 分布

は 8 の空間に於ける Fiducal 領域⑮持を構成ナ

る.⑮発を与えて，拡張されたベイズの基準は適用

可能である.。の空間上の Fiducial 分布は「自然

の将来の状態に対する Fiducial 分布」を得るよう

に π 上の未知の分布と結びつけられる.最後に統

計的決定に対する Fiducial 表現の極限に関する注

意が示されている(小田中敏男〉

(2-4) Murray, Jr., G. R. and R. D. SmaUｭ
lVood,“Mode lInference in Adaptive Pattern 

Recogni tion" 
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受容認

入方物理的環境

出 ;1] 観測位

訓練用のデ日夕

〔適応過程/パターン認識/理論的ユ

この論文は， パ!ターン認識にわける“適応的方

法"を問題としている，そもそも，パターン認識あ

るいはより広く不確実性下での決定問題に対して，

ベイズ流の統計学を応用する場合には，図の A の

プロセス，すなわちパターンあるいは不確実な真の

状態についての事前的な判断をベイズの定理によっ

て事後的判断に改めるフ。ロセスを取り扱うことが多

u、.

しかしとこでは B のプロセス， すなわち観測値

をもたらす受容器の特性を未知と仮定しておき，実

際のパターン認識を行なう前にまずとの受容器をテ

ストしてその結果にもとづいて受容器の特性に関す

る事後的判断を導き出すというプロセスを問題にす

る.そしてこの訓練結果と実際の観測結果の両方を

イ吏ってパターンについての事後分布が計算される.

入

ノマターン発生源内モテソレ

入方:過去の観測結果

(事前の知識)

ili;l]: .'マターン発生沫の特性

決定

{観測値

入力: ~ノマタン発生;取の特性
l受容認品特性

虫カ: lマターン

認識されたノマターン

B 

検知の加事，。す帽
川位

イ
他

ル
一
持
一7
特

デ
一
み
の
の

そ
一
語
用
蕊

刀
一
容
練
各

務
一
局
ゆ
，
覚

、
3
-
-
-

'
i

一
汐
'
刀

受
一
入
出

る.一方受容器の訓練を行なわない場合にはベター

ンについての事後分布は観測結果のみから計算さ

れ，その場合の最適決定はこの観測結果のみを用い

て導かれた事後分布に対して求められる.又その時

の費用の期待値を σ。とすれば， CO と仏との差

はパターン認識に先行して行なわれる訓練によって

もたらされたものと考えることができる.

乙の論文の後半では，以上のごときフレームワー

クにもとづきながら，可能なノf ターンが 2個だけで

あり，受容器の特性についての事前分布が一様てeあ

るといった極く単純な場合を想定した上で，訓練の

回数とそれに見合う受容器の出力の最適な区分の個

数との聞の関係を計算している梅沢豊)

[B-l) Diamond, D. S.,“Computer Aided 

Preparation of Magazine Advertisement 

真のパターンが i であるときに J と認識したことに Formats," 

よって発生する費用を Cij とおくと，この論文で 〔広告/効果の最大化〕

は Cij の事後分布に関する期待値を最小にするよ 雑誌、広告をする場合に，広告の大きさ，色刷りか

うな決定 i を最適なものと定義し，その時の期待費 黒白か，色の数，位置(雑誌の裏表紙，表紙裏，前

用 c(m をとナる・但し D は先の訓練の結果に 半，後半等入使用文字の数等を M. I. T. で開発し

対応する 1 組のデータをあらわす.受容器の特性に た M.A.C.(タイム・シアリング・コンピューター)

ついての事前分布から D の分布が得られるから結 を利用して決定する.

局 C(m の期待値も求められる・とれを仏とす 広告効果を評価するには Starch の方法を用い
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る.これは一般読者の広告に対する反応、を“記憶し

ている"， “注意して見た 50，%以上の広告文を

“読んだ"に分類し，上記の各要因の効果を要因分

析によって判定ナる.

ζ れから広告効果を要因の線形関数として表わす

目的関数を作り，与えられた制約のもとで目的関数

を最大にするような広告形式を決定する. この計算

システムを CAPMAF(Computer Aided Preapaｭ

ration of Magazine Advertisement Format) 

システムという。

事例として仮想のフィルター・タパコ， “プア

フ"の広告を雑誌ライフに掲載するときの最適の広

告の企画が研究されている.この場合に広告効果を

評価する目的関数として男子については“注意して

見た"に40， “読んだ"に15，女子では前者に35，

後者に10 とウエイト付けして加え， とれを最大にす

るように広告のデザインを決める.その結果例えば

広告には大小二つの天然色写真を配し，大きい方は

若い男女がとのタパコを喫っている光景，小さい方

はフィルターの構造を示すのがよいという結果が出

た(近藤次郎〉

[B-7J Eilon, S. and R. V. Mallya.,“ ÿlli 
.~姐・Eゐ、- . 

:and Pricing for Semi-Perishables，"守

〔販売/半陳腐化財の販売・価格政策ユ

ここで半は陳腐化する財(semi-perisbales) と

いうのはその価値が階段式に遂次に低下する財で，

長初の期間は全価格を維持し，次の期聞は価値があ

る程度低下した値を保ち，さらに次の期間にはまた

一定の値を維持して行くようなものである.定期的

にモデル・チェンジする自動車や生鮮食料品などは

この一つの例であろう.

とのような場合に，価格をどのように下げて行くの

が最適か，新鮮な財の仕入計画は如何にあるべきか

という問題の他に価格が決まっているときに販売の

方針として次の三つが考えられる.すなわち次の通

りである.

L 1 FO (新鮮な財を最初に販売して，それが全

部売れたときに古い財を販売する)

F 1 FO (古い財より遂次に販売してそれがなく

なったとき新しい財を売り出す〉

混合方策(予め定められた割合で古いものと新し

い財とを売って行く)

この論文ではいろいろな場合にこれらのポリシー

の選び方について主として論じている.

129 

このとき判定規準は向う叫期間の売上高を最大

にナることである・ (ナなわち叫期の後に新鮮な

財の入庫が O となるものと仮定する. ) 

さてこの場合に需要が決定的である場合には価格

低下率と在庫量によって上の三つの販売政策のどれ

が最適であるかは比較的簡単にわかる.

ζの論文では価格低下の段数や計画期間をいろい

ろ変えてこの問題を解いている.

つぎに需要が正規分布で確率的に変動する場合に

鉱張して解いている.

一種の在庫管理モデルである。

最後にはじめに述べた価格政策や仕入量決定の問

題にも触れている(迂藤次郎)

[C-I-3J Allman, W. P., "A Network-Simuｭ

lation Approach to the Scheduling of Railroad 

Freight Car Movements and Operations," 
C運輸(鉄道)/シミュレーション/応用的〕

鉄道は結び目(ヤード)とひも(線区)とからな

る 1 つのネットワークとみることができる.貨車は

その上を時間にしばられて移動ナるのである.貨物

輸送システムをこのようにネットワークとしてモデ

ル化し，貨物輸送bよび貨物列車編成とその運転と

をアルコリズムとして統轄すれば，電子計算機シミ

ュレーション・プログラムを開発ナる ζ とができ

る・このプログラムを用いて外的，内的の条件をい

ろいろかえ，実施可能な輸送方式を追跡することに

よって，輸送ダイヤや貨車運用の実験をすることが

できる.

とのモデルは N コの結び目のあるネットワーク

の m 日間の行為をシミュレートしている・主な入

力データは列車のルートとダイヤ，ヤードにおける

列車編成基準，ヤードの作業能力，貨車需i要であ

る.列車運転上の制約条件も重要なものは入力デー

タとして入れる.出力データは必要なときにネ y ト

ワーク中に起っているととをプリントさせることが

主で，さらにシステムの要約データもプリントさせ

る・また何か重要なととが起った場合の環境条件も

知ることができる.

プログラムは SIMSCRIPT を 4 つ使って構成さ

れている.計算機は IBM 7094 を使用した.ただ

し実際の鉄道について行なった計算例はのべられて

いない.

ほう大な鉄道網のシミュレーションは計算機の記

憶容量の点かと不可能と思われるが， ζみ入った貨
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車輸送方式をいくつかの作業グループに分け，アル

ゴリズムの複雑さをさげている点に興味がある.ま

た.シミュレーションの遂行をコントロールナるル

ーティンを設けている.上述のシミュレーション結

果の出力ととれの解析結果もプリントアウトされる

が，との内容は適宜にかえられるようである.

(ト部舜ー〉

CC-I-6J Gordon, S. E.,“Multi-Commodity 

Transportation Problems," 

f運輸(一般)/線型計画/理論的]

いわゆる輸送問題について今までに研究開発され

た数式化のいろいろを記述し，長所主fよび短所を批

判ナるとともに， との数式化にもとずく計算結果と

実際面とのへだたりを指摘している.さらにこのへ

だたりを縮める手段を考究しているところが進歩で

ある.

この問題はいわば多重的な線型計画といえるもの

で，内容により 3 つの型に分類される.

それらは

(0  すべての輸送需要を充足し，かつ輸送総費

用を最小にするように，輸送ルートを決定す

ること.

これは普通の輸送問題である.

(2) 輸送力が不足しているが，なるべく多くの

需要が充足されるようにルートを決めると

と.

これは(1)の応用といってよい.

(3) 輸送力が全く不足しているので，需要をで

きるだけ満足させるために， どの個所から輸

送力をつけてゆけばよいかを，増強費用をで

きるだけ少なくするという条件でとくこと.

これは設備問題も含んだ輸送問題といえる.

この点が新らしい提案といえる・

いずれの数式化においても多種製品を生産工場か

ら倉庫(集積地)をへて消費地へ送るという前提で

考えている.たとえば(3)の数式化結果は

L:Xikj-L: Xkij=αij 
k k 

* L::Cijk-Yij-Yij=O 
K 

Yij~Cij 

*静

L: (dり官ij)+ L:(dijYij) • min 

とこに αij : i 点から j 点 (iキ力への輸送需要

(既知〉

である.

:Cijk : i 点から j 点(iキj) をへて最後に

k 点へ流れる未知の輸送量

Cij : i 点から j 点(iキJ)への輸送路容

量(既知〉

Yij : i 点から j 点への利用しうる現有

の輸送路容量(未知〉

* Yij : i 点から j 点へ新設すべき輸送路

の容量(未知〉

dij : i 点から j 点への現有輸送路の単

位あたりの使用コスト(既知)

* dij : i 点から j 点へ新設すべき輸送路

の単位あたりのコスト(既知)

〈ト部握手一〉

CC-I-I0J Jensen, A., 
blems" 

“ Safety at Sea Pro-

f運輸(水運)/確率的な計画/応用的〕

デンマークとスエーデンの聞の海峡を横断する船

の量は近年とみに増え，それらと直角の航路をもっ

外洋航行船も増え，それらと直角の航路をもっ外洋

航行船も増えた.したがってそれらが衝突する危険

も多くなってきた.さらに航行量が将来にかいて倍

tt'~魁ま，定険性はもっと倍加するであろうと予想
されるi ために事故防止の方策を研究しなければな

らないことが要請された.

まず，海峡を航行する船をレーダーで捕促し，一

定時間間隔でその画面を映画のフィルムにまf さめ

る.この操作を長い時間に行なって後，一連のフィ

ルムを映写すると長い時間内に行なわれる現象が短

い時間内に圧縮されてみられる.すなわち，船が錯

そうする状態をはっきりとみるととができる.ζの

状態を多くのベテラン船長達にみせ，衝突の危険が

生じ易くなる場合をあげてもらう.それらをさらに

分析し，いくつかの危険型に統合し，それらの状態

が生ずる確率を作図により検討する・

この方法は， 1 Eで使われるいわゆるメモモーシ

ョン・カメラの方法であるが， レーダーを使用し

て，広い地域のトラフイックをつかまえたところに

新らしいアイデアがみられる.

なま'>'，ある観察水域 (10マイル平方〉の中に船が

いる分布はポアツソン型をするとともわかった.そ

して，航行量が 2倍になると衝突の危険は 8 倍にな

ることも結論の 1 つとして導かれた.ために，海峡

に橋をかけ，船の衝突事故をなくしようという動き

もでてきたという(ト部舜ー〉
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(C-I-ll) Parente, R. J. and D. F. Boeyd, 
"A Formal Description of Steamship Cargo 

Operations" 

〔運輸(水運)/割当/理論的1

との研究は 2 つの大陸聞を往復して貨物を輸送す

る船団の航行計画を電子計算機で作成することを目

的とする.海上輸送問題を研究者達は 1 つの大きな

システム運営と考え，静的システムと動的システム

とにより構成され，それぞれが稼動すると同時に発

展し，かつ交互作用を行なうとしている.問題をつ

ぎのように規定する.

ある 1 つの船団があって，政府と契約して 2 つ

の大陸聞の貨物輸送をしている・船はそれらの大陸

にある特定の港に定期的に寄り，荷をつむ.荷は他

の大陸へ輸送し，同じ大陸の沿岸は航海しない.各

港へ船は巡回してくるが，同じ船がすべての港へ寄

るというわけではない.会航程についてある画数の

最大あるいは最小の値になるように船団の運行を計

画するのである.

目的画数はたとえば次の諸項である.

(1) 総収入最大 (2) 船の運用効率最大

(3) 積荷量×航路長さを最小 (4) 航行時間

と停泊時間の比を最大 (5) 総輸送時間

最小

すなわち，出力データとしてこれらの画数値が求

められるようにプログラムが構成されている.

考えている因子は，

輸送上の見地からは

船槽の種類(乾燥物，流体用，冷凍用)，等級，

積載可能総トン数，目的港

貨物については

種別(乾燥物， 流体品， 冷凍品)，積下し港，

重量

港については

平的停泊ゅうよ日数 1時間あたりの荷おろし

能力トン，積荷種別ごとの 1 時間あたりの荷積

み能力トン

船の性能については

平均速度(ノット)， 船ごと貨物種別ごとの積

載能力，など

運用上のスケジュールの面からは

航行と港作業との期待時間間隔と順序

である(ト部舜ー)

(C-II-5) Groboillot, J.L. and J.L. Deligny, 

131 

“ Optimalisation des Projets Routiers," 
f運輸(道路)/数理計画/理論的〕

大枠がきめられている道路建設計画に基づいて，

ある交通量の区間の，建設費bよび運営費を最小な

らしめる路線の選定法について述べている.

方法としては図式法 (Graphes) と縦断商法 (Des

deblocages successifめがあり，南フランス， Var 

県の山岳地帯を通過する路線の選定に用いられたも

ので，図式解法と電子計算機の併用によって最適路

線を求めているところに特色がある.

図式法は先づ計画路線の始点から終点まで (2--

100凶位がよい)， 巾数回(1-10畑)，厚さ250m程

の帯状の土地を想定し，との中に最適路線を選定す

る問題を考える.そのため，このパンドはさらに長

さ方向に2∞-300kmに区切り， i 断面を想定する各

断面は巾方向には25m，厚さ方向には30-60cmの等

間隔目盛を考え，各自盛の交点から (i+1) 断面上

の同様な方法によって得られた交点へ最短路で結

ぶ.とれらの路線について電子計算機を用いて工事

費・維持費・運営費を求め， i・ (i+ 1) 断面聞の最少

費用の路線を選定する.この方法は先づ平面につい

て求め，次にこれによって求められた点を通る最適

路線を断面上の厚さおよび巾方向に等間隔にならぶ

点とを結ぶ路線の費用の計算から選ぶ.とのように

して選定すれば最小曲率半径は4ωm 区間ならば，

425m，最大勾配は 4%の範囲内で選定することが

できる.工事費の計算の際、に土工費の計算を簡単に

するため各断面聞の土層を敷層に分割し，土工に要

する費用を指標化してままく.

縦断面法は平面上のルートが決定されている場合

縦断面のみを選定する場合に応用される方法であ

る 計画路線は N 個の断面に分け，各断面では相

隣る (i-1) ， (i+1)断面をプロックとして，自然

地形の縦断面上に t 断面の最高・最低高度および自

然地形の勾配を考慮しながら最適路線の高度・勾配

を決定する との選定は 1 より N に向って行ない，

さらに N より 1 にもどって修正して決める.ζの

方法は 5-25km 区間について用いられたが， もっと

長い距離への適用が可能と思われる.

路線の選定にこの方法を手計算によって行なった

在来の方法に比して，土工費の計算では5-40%(平

均20%) の改善がみとめられ， 10-15%の利益が得

られた.両方法とも計算が膨大な仕事となるので計

画者と計算担当者との連絡を緊密念らしめる心要

上，計画路線の平面，縦断面とその状況をみること
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ができる映写幕，幻灯器を準備することが望まし

い清水健吉)

CC-II-8J Shaw, G. S. and J.W. Abrams, 
“ Demand Forecasting for Airline Scheduling" 

〔運輸(航空)/分布/応用的〕

ある航空便の出発時刻のスケジュールを変更する

と乗客数はどれ位変るか， という命題に対し，予測

方法の数式化を試み，その理論を実際に適用した研

も同時に行なわせようとしている.各行為はそれぞ

れ十分に分析され，かつプログラム化されているよ

うである.

具体例はのべられていないが，電子計算機の特性

を生かした興味ある研究であるといえよう.学会で

の報告によれば数百人のソフトウエアー開発研究者

と加うるに数カ年の年月を要したという“

(ト部将一)

究である CD-IJ Jessop, W. N., “ A Model for City 

まず，乗客が出発しようと思う時刻の前後にわた Planning" 

って空港に到着する人数の確率分布を仮定する.と 〔都市計画/計画のシステム/応用的〕

れとその目標とする航空便を含んで，出発地，目的 との論文の目的は. 1964年はじめからコベン卜 1)

地問の時間ごと，日ごと，季節ごとの旅客数を過去 一市で実際に遂行された都市計画の計画過程を in-

のデータから求めた結果とを照合し，対象とする日 tensive に研究するととによって，きわめて実際的

の変更しようとする出発時刻の前後における見込乗 な都市計画のための一つのアフ。ローチを提示すると

客数分布を求める・そして変更した出発時刻の前30 とろにある.

分間に空港に来た客数の和が，その航空便を利用ナ まず，計画の過程にまテける欠くことのできない要

ると考えるのである. 因からなる一つのフレームワークをつくる.いま，

この方法で予測した乗客数と 1964年にある空港で 将来に予測される市民の要求を P. 計画者による基

ある航空便についてとられた実績と比較するとよく 準を S. 都市に関し将来の必要なことがらをN とす

合っていることがわかった.そこで，との方法を航 ると，三者の聞にはつぎの関係が成り立つであろ

空便どとの乗客数の予測方法に利用すべく，電子計 う.つまり，都市が成長するにつれて生まれてくる

算機プログラムを実用化した。また，航空便ダイヤ 必要なことがらは，住民の要求と計画者の法準との

のシミュレーションとしても利用されるであろうと 対話を通してひきだされるものと考えられている.

論じている(ト部舜ー〉 ここで. S を@で囲んであるのは，公共部門の政策

CC-I1-9J 区ingsley， J. D., "Airline Qpera-

tions and Planning model" 

f運輸(航空)/最適化/応用的〕

航空路を開設して，航空輸送事業を行なうことを

計画している路線の運営システムを解析する ζ とか

らはじめ，その航路に就航する航空便の運用方式を

決定し，それに適した航空機の大きさや性能を定め

る.ついで，その航空機を設計し製作し，その航空

路に就航せしめ，飛行記録や経営上のデータもとら

せるという一連の行為の流れを電子計算機内で行な

わせようという研究である.ζれによって，どのよ

うな因子が航空会社経営により多く影響するか，航

空機設計と製作とは実際の使用に対してどのようで

あるべきか，を結論として導とう，というのであ

る.

すなわち，ぼう大な電子計算機シミュレーション

である. くわしいプログラムの内容は報告されてい

ないが，輸送面でのデータ処理や経営上の資料作成

によってコントロールできることを意味し，そのよ

うなコントロールを許さない P と対比されているこ

とに注意しなければならない.つぎに，制約条件と

なる資源を考慮に入れる.資源lこは，公共部門によ

ってコントロールできるもの (Rg) と，民間部門の

資源 (Rp) がある.計画素案 (B) は，必要なこと

がらと公共部門の資源制約を考人合わせたうえでつ

くられる.その関係を図 1 につけ加えると，計画の

過程は図 2 のようになる ここで Dは問題やデ

ザインに解決案を提示するのをしめし Dから S ;b

よび Rg への矢印は，状況変化に応じて生ずる問題

〔図1]
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C図 2J

に対して，上位の意思決定集団の政策修正を意味し

ている いいかえれば，基本政策の再検討を意味す

るフィードパック・プロセス、である. 図 2 によっ

て，われわれは計画の過程の骨格と戦略上重要なポ

イントを知ることができる.

ところで，都市計画では，道路，商店街，学校，

公園，住宅地，工場などの多くの施設を対象しなけ

ればならない.したがって，計画者はこれらの施設

聞を調整するためにマスター・プラン (MP) をつ

くらなけ札ばならない.いま，二つの施設の場合の

MPを考えてみよう. 20年後の都市計画といって

も， 20年後の時点で各施設の需給が一致していれば

よいというほど単純ではない.そこに. MPのプロ

グラミング (Prog) と実施の問題がある.実施過程

では，事業の施行 (W) と，その進捗状況のチェッ

ク (RW) と実が重要友要素である.

〔図 3J
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これらのすべての要素を関係づけて，全計画過程

をまとめたのが図 3である(阿部統〉

(D-2J Harris, B. and R. L. Aekoff,“Stra

tegies for Operations Research in Urban 

Metropolitan Planning" 

〔都市計画/システム/応用的〕

との論文の目的は. ORを大都市地域計画(Com

munity Planning) に有効に適用する方法を検討

することである.

ここで. Planning というのは，つぎの三つの特

性をもっ一つの Process をさす.すなわち. (1) 

Planning とは予測的意思決定である. (2) Planｭ

ning は決定の体系をふくんでいる. ( 3) Planning 

は動学的文脈にま?ける意思決定である.

それゆえ. Complete Plan は. (1)目的および

目標， (2) 目標達成のための政策，手段， (3)必要

な資源とその調達の方法. (4)計画を実施する権限

・責任の組織. (5)計画成果を管理する組織の五つ

の要素をそなえている必要がある.

つぎに，とこでいう Community とは，共通の

物的環境のなかで個々人が相互作用をbよほしてい

る集団一一一つのシステムーーであると考える.そ

れは， (1)システムとしての Community のb も

な機能がそのシステムを権成する成員に奉仕すると

とろにある， (2)民主主義のもとにおける Com

munity は，独裁者の存在をみとめたい. (3)Comｭ

munity Planning の対象となる施設は，耐用年数

がながし巨大な費用を要し，果実を生み出すまで

にかなり長期間かかる，以上の三つの点で通常の

ORの対象とするシステムと異なっている.したが

って. Community Planning のためのモデルは複

雑で，同時的にすべての解をえるととは困難であ

る. こうした場合，従来の解決法はモデルを分解し

てとくことにあったが. Community を対象とする

モデルは，分解ではなく，むしろ組立てに求めなけ

ればならない Community にまTける根本的問題

は，大都市システムを完全に理解しようとナるとと

ろにあるのではなく，乙の全体システムを構成する

諸要素や部分システムについて理解していると確信

していながら，それらの部分システム聞の相互作用

に関する知識が驚くほど少ないところにある.

Community の目標を構成する場合も， 同じ維

問に直面する. Community の目標は，個々の成

員の目標の関数一一組立てーーであるといえよう
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か，企業の場合と公共部門のそれでは構造が基本的

に異なっている.つまり，企業では，成員間の目標

にたとえ矛盾があるとしても，上位の責任者の判断

によって，犠牲が最少になるように個々の目標にウ

エイトづけして企業の目標にまとめあげる能力をも

っている.とれに対し，公共部門では，個々の成員

の目標を Community の目標に組立てる組織的メ

カニズムは存在しない. この困難を克服するには，

動学的個人価値の動学的集合の原理一一いまだ生を

受けでない人々の価値をふくみうるものーーが必要

である. また Intra-Community に生ずる矛盾

を解決する方法も要請される.さらに，大都市の地

域計画でとりあつかわなければならない政策変数

は，ナ ζぶる多いうえに，それぞれの政策効果が独

立でないため政策領域 (Policy Space) を明確に体

系づけるのが困難である.

以上のような困難な状況のなかで， Complete 

Planning Process につぎの三つの意味をあたえ

る. (1)現在の技術や経済の許すかぎり計画に柔軟

性をあたえる. ( 2)計画は Community の成員の

行動に影響を与えようとしているのだから，条件が

変化すれば成員は別の反応をしめす.広義には，計

画は Community の行動ばかりでなく，価値構造

の変革にも向けられる. ととろで Community

Planning の成功をさまたげる障害は Commu・

nity 自体の非合理的組織構造である. Planning が

成功するためには，との非合理性が改められなけれ

ばならない.しかし，計画の必要からみた*lL*裁構造

であってはならない.計画自体が状況変化に即応、で

きるように，組織構造も適応できるものでなければ

念らない.つまり， Community も適応性のある自

己組織化構造をもつようにデザインされる必要があ

る阿部統〉

Plan をととのえるためには，つぎの四つの戦略 (J-3J Shea, A., “ Determination of the 

つまり， (1)満足化， (2)最適化， (3)計画的適応 Optimum Location of Depots," 

(4) 自己組織化を区別したい.満足化は，今日の大 〔倉庫配置計画/シミュレーション/応用的]

かたの計画で採用されている戦略で， Community 本論文はスコットランドにまTける肥料bよび餌料

にとって最適厚生関数をつくりえない限り，計画者 の販売に大きな地位を占めるスコットランド農産会

はよりよいもの，少なくとも現在より悪化しないも 社が1965年その合理化にあたって圏内63ケ所に散在

のを基準とせざるをえない.しかし，満足化は将来 する肥料倉庫を20ケ所に整理したが，さらに倉庫の

の問題はとれまでと同じかたちで生ずることを本質 最適数を見出そうとして行なった研究の成果をまと

的に仮定しているので，後向きの性格をもってい めたものである・

る.最近 heuristic な方法によって，実行可能解 肥料倉庫の最適数を見出ナにあたって支えられた

を求めることによって政策決定のための新しい領域 条件はつぎの通りである.

をきりひらく試みがなされているが， 有益であろ i) 注文されてから24時間以内に配達が可能であ

う.最適化は，前述のごとく， Community の全 るとと.

体システムに適用すアるのはきわめて困難だから，部

分システムに適用し，部分システムを連結した組立

てモデルを構成するのが有効であろう.都市現象モ

デルにかかわる最適化には， ( 1)均衡概念にもとづ

くモデル，たとえば立地行動， ( 2)公共部門， ( 3) 

勤学的最適化がある.計画的適応の必要性は，最適

化戦略の前提の本質的欠陥から生ずる.つまり，不

確定な将来を予測する場合，条件付予測以外にはあ

りえないのだから， Planning Process は適応性の

あるものでなければならないであろう.従来のOR

における概念とここにいう計画的適応との大きなち

がいは，後者には， ( 1)エラーに伴う費用が巨大な

こと， ( 2)デシジョンが独立でなく，少なくとも大

きな二つの選択が存在するという事実である.した

がって，計画に適応性をもたせるということは.

/ 

f図 1J

© 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.



ii) 工場および農業の主生産地に近い 5 ケ所の倉

庫は従来通り存続させること. (図1)

首i)道路bよび鉄道の輸送に便利な地点

iv) 倉庫の容量は最繁期の需要に応じ得るとと.

v) 3~6 ヶ月の聞に最適解を見出すとと.

研究にあたりつぎの段階を一つずつ決定していっ

た.

1 1 万余の需要家が散在する全地域を 100 の地域

に分割してこれを需要点とした.

2 1967年の予想需要量を販売部を通して収集し

た.

3 需要点への配達が最も円滑に行なわれる倉庫の

建設地点を定めるためにアナログモデルを作製し

た・これは地図を板上に貼付け，地図上の各需要

点にハトメで穴をあけて糸をこれに通し，糸の下

側に需要量に比例する重量の錘をぶら下げたもの

である.糸のむすび目は地図上で需要の平衝点に

止るととになる.

4 24時間以内の配達が可能であるためには，需要

点と倉庫の聞の最長距離を50哩におさえる必要が

ある.

5 既定の 5地点を中心として50哩半径の円を画

き，その地域を除外した.従って問題はスコット

ランドの北部と南部のどこに倉庫をおくべきかに

しぼられた.

6 北部に 1 ケ所の倉庫をおくと仮定すると条件の

i) をみたすととができ友いので 2 ケ所が選定

され，その位置が変った場合の影響の大きさが検

討された.その感度はあまり厳しくないので鉄道

に追い Inverness に決定された.

7 北部における他の一つ所は Wick の西方15哩

にb くのがよいことが判明したが，他の諸条件を

考慮して Wick に決定された.

8 南部の 3 ケ所も同様な手法で決定された.

9 各倉庫の容量を決定した.

10 上記の諸条件の下で1967年における配送経費を

電子計算機によって求めた.

これらの子つづきの結果， ii) の条件に示 5 ケ所

の他に 5 ケ所の倉庫設置点が決められて， 配送区

域は在来と大巾に変更され，配送のための諸経費に

16%の節減をみることができた斎藤嘉博〉

(J-5J Davies, A. D. and N. B. Heller, 
“ Control of Excess Stock in a Multi-Warehouse 

System" 
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f在!事/2 次計画/理論的〕

本論文は多元在庫系に辛子ける若干の倉庫につい

て，過剰在庫の管理に対ナる適応政策を示してい

る・在喧目標(貯蔵水準の安全上限〉を越えた場合，

1)その倉庫の固定客のためにその貯蔵水準を保持

ナるか・ 2) f也の倉庫に再分布するかI 3) 過剰j量

を申告して，割引で販売するか，を決定することが

必要となる.

貯蔵品の輸送に対する動機l主在庫保持費用の累績

によって生ずる.その費用の総計は量の二乗に比例

するとせられる.再分布と割引販売は在i事費用を軽

減ナる.しかし再分布の場合には輸送費用がかか

り，割引の場合は利益の引下げが生ずることは明ら

かである.

アルゴリズムはシステムとしての費用を最小にす

る輸送量の計算に対して与えられる.問題は線形制

約条件に関して二次的目的関数を最小にするものと

して定式化せられた.繰返しの手続が用いられてい

るが，比較的少ない繰返し数で，最適解が導かれて

いる.

このアルゴリズムは割引販売によってか，システ

ム中の他の倉庫に再分布によって，倉庫を閉鎖する

問題に応用可能である(小田中敏男)

(J-7J Cran. J. A.. “ A Two-Level Inventory 

Control Rule in a Distribution System," 
〔在庫/シミュレーション/応用的〕

Massey-Ferguson Ltd. で生じた two-level

distribution problem について，従来の方法(理

論的〉で解くと面倒な計算になるので，ここで，簡

単でかつ有効な管理規則を試みている.

モデルは 1 つの central warehouse と等しい確

率的需要を持つ10ケの branch warehouse から成

り， central warehouse からのリード・タイムは

2週間である. branch warehouse 聞の積み換え

は考えない，システムへの(すなわち central wareｭ

house への〉供給は，既知の分布に従うリード・タ

イムをもって，立?となわれる. branch warehouse 

においてのみ小売販売される. central warehouse 

での購入， branch への再配分には固定経費がか

かる.在庫費用は，各 branch， central 共にすべ

て同じとする.一見とのシステムは 2 段階経済ロ

ット基準で管理できそうにみえるが， との場合のよ

うに，システム内のすべての在庫を同一の会社が所

有している時にはだめで，warehousing system を
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全体としてながめて，管理しなければならない.

central warehouse に入れる品物がとどくと，

直ちに次の手順に従ってほとんど全部を branch に

配分ナる.

システム中の全在庫量を加え，受注残を差引く.

システムの総需要の予測をして，システム全体が品

切れするまでの期間 T (これを平均在庫期間とい

う〉 を計算し， 各 branch の平均在庫期間の平均

需要 (D) を予測する.需要分布はポアソンとする.

在庫期間の branch 需要の標準偏差 (σTD) を次式

で迂似する.σTDZ= r.σD2+VσT 2 (σT ， σD それぞ

れ在庫期間，平均在庫期間の branch の需要，の

標準偏差) hold-back をA・σTD (A はすべての

branch に共通なノJ ラメータ)で定義し，各 branch

には D-A・σTD だけ配分する，従って center には

各 branch の hold-back の和だけが残っていて，

それは， branch が発注点以下に落ちると， center 

から再配分される.システムの proωrements は

システム全体の在嘩量が発注点 K 以下になるとb

ζ 主主われ， Q だけ発注する • A， λ:-， Q 、がとのモデル

のパラメータで，その最適値を求めたい.そのため

に，以上の管理規則のもとでのシミュレーションを

IBM 1410 で，数時間試行錯誤をして最適な A，K，

Q の近似を得たが，結果はかなりのシミュレーショ

ン・ノイズを含んでまT り，別の方法が望ましい.シ

ミュレーション上のトラフルは procurement がシ

ミュレータでは年 2 回しかかこらないためで，それ

をひんぱんにするには非常に高くつく.それで次の

解析的方法を考える・ time average total cost 

は次の関数で与えられるとする.

T=-{f-( B+R(K, A) +ÀP(瓦 A))

c
 

I
 

斗
J

L
 

+
 …

一
2

+
 

R(K, A): procurement あたりの再配分

の平均費用

P(K, A): procurement あたりの平均受

注残数

ﾀ: 受注残の費用

D: リード・タイム間の平均総需要

H: 年閣の需要 (unit)

B: 発注の国定経費

I: 在庫費用(%)

C: 在庫品の単価

R， P はシミュレータからの結果にもとずいて計算

される.この T を Q， K， A で偏微分して O とおく

ことにより Q， K， A の最適値を求め得る.

との管理規則にしたがうと， double E.O.Q を使っ

た場合の費用の30%から50%が節約できた.

(反町泊子〉

(K-I-IJ Soland, R. M.,“Use of Weibull 

Distribution in Bayesian Decision Theory" 

C決定理論/信頼性/応用的〕

系の信頼性が関連を持つ決定問題を取扱う場合，

系の寿命分布としてワイプル分布を仮定するのが便

利である.

f(."I11 À, a) =ﾀa."l1"-)e-�" O~."I1<∞ 

との密度関数は現実の分布と可成りよく適合するば

かりでなく，尤度関数が比較的簡単な形を持つから

である.この論文では，さらに，形のパラメータ庄

が既知であると仮定している.問題の系と類似の系

に対する過去の経験からこのような情報が既に得ら

れているととも少なくないからである・

Bayesian の立場をとり，尺度のパラメ -7À の

事前分布を想定する場合，その形としては，まず，

事後分布が事前分布とパラメータこそ違え，向じ形

をしていることが望ましい.さらに，効用関数の，

とれらの分布に関ナる期待値が簡単念式で表現でき

なければ有用でない.

時個の器材を同時にテストし，同個中 r 個がそ

れぞれ."111>… '..，3J r にbいて故障し，残りはあ+1 ，

H ・ H ・ ，."I1n において稼動していたものとする.このよ

うな観測事実に基ずいて決定を行なうに当っては.

1 の事前分布として，ガンマ分布

fo. lr ， 官)=官TÀT-1e -岬
l"(r) 

O~À<∞ 

'‘官三Z13j

を採ることが上記の要請を満たしている.

これらの分布の有用性を示すために，著者は，既

に寿命分布が判っている器機と，尺度のパラメータ

が不明の器機とがある場合，いずれを人工衛星に搭

載すべきか， という例題を与えている.効用関数は

容易に定義され，どのよう念テストを行ない，その

結果を用いていずれを採用するのが得策であるかを

論じている(岸 尚〉
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