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な状態にもどる.システムがある特定の瞬間に機能を維

3. 保全性の数学 持している確率をアベイラビリティー(アップタイム比)

とよぶが，システムのアベイラビリティーの計算にとく

過日 OR学会のパネルディスカッションの席上， OR に関心がある場合などに待ち行列を利用したモテソレが使

が盛んになって一番得をしたのは大学関係者であろう. 用されることが多い.このモデルが効力を発揮するの

なぜなら論文が書きやすいから，との発言が企業の方か は，保全を考慮に入れたシステムを設計する際に，シス

らなされていた.企業に直接役立たない論文ばかりであ テムの冗長度や，保全員の数，能カ等の組合せにいくつ

るとし、う指摘と解釈できるが，信頼性，保全性などの理 かの候補があり，システムダウンが致命的な影響をおよ

論は社会的有用性の仮面をつけているだけ余計にその直 ぽすためにで、きるだけアベイラビリティーの高い政策を

撃から免れ得ないところである • t，こだ，程度の差こそあ 選択しなくてはならないときである.

れ，この現象は他のほとんどの学問にも顕著であるよう このモデルの長所は，ユニットの故障とシステムダウ

で，たとえば数理経済学でもこれが大きな悩みと聞く. ンとの関係がある程度複雑でもあっかえること，アベイ

ところで，居直ってしまえば話は簡単で，大学は即戦 ラピリティーの他，故障しているユニットの数(休 It.台

力養成機関である必要はない.学生にとっては，問題に 数)の平均値，休止台数を総ユニット数で害IJ った休止率，

直面したとき，その問題の性格を認識し，解決への方向 休JI二しているユニットが修理を受けるまでの修理待ち時

づけがある程度念頭に浮かぶくらいのセンスを身につけ 間の平均値等が比較的容易に求まることであろう.これ

ることができるならば，十分社会での活躍が期待できる に対して欠点としては，待ち行列の特性として，システ

はずだし，教育もそれをめざすべきである.学術論文の ムが複雑になるに伴ない，ユニットの故障間隔が指数分

ほとんとやは簡略化されたモデルをあっかい，実践にその 布にしたがい，修理時間も指数分布にしたがわないと数

まま応用できるものは少ないであろうが，それらからの 学的にあっかL、にくいこと，異なる政策ごとにモデルを

エッセンスを抽出し，上記のセンスを養なうことには十 構築して解いてから比較せねばならぬこと，それに予防

分意味がある. 保全の思想が入りにくいことがあげられよう.

一流の板前は同じ料理でも客の好みを見わけ，審:ごと 典型的な例を 2 つ示して， l、かにモデルを構築して解

に味付けを変えるという.そのセンスは経験的および直 くのかを学んでゆこう.

観的に客の噌好を選別し，使うタネ，包丁，調味料など 〔例 1 J 単一ユニットシステム

を十分認識することによって養なわれる.われわれは， もっとも単純なモデルて、ある.システムはただ一つの

これからシステムの保全問題を研究される方，あるいは ユニットから構成され，作動しているユニットの故障問

多少とも興味をもっておられる方を対象として，問題と 隔はパラメータ(故障率) ，1の指数分布にしたがし、，修理

いう客を見わけつつ数学とよばれる包「をいくつか紹介 時間はパラメータ(回復率)μ の指数分市にしたがうもの

してみようと思う. とする.故障ユニット数を状態と考えれば，システムの状

3.1 待ち行列を用いるモデル

一般にシステムの保全性を考える場合，システムある

いはその構成要素(ユニット)は，摩耗などの原因によ

り劣化，故障し，それが修理または取替により元の正常
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態は O で作動中で故障中である.時点 t においてシ

ステムの状態が i (0 か 1)である確率をあ (t) とすれば，

Po (t) が求めたいシステムのアベイラピリティーであり，

ρ1 (t)がアンアベイラビリティーである時点から t十

dt 時点の問に， 状態が 0 →!となる推移確率は ，l dt，
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ちにつぎの連立微分方程式が立てられる.

, dpo(t) 
---ctt一=-n J. po(t) +μム (t)

dp ,( t) 
←llt一 =n砂o (t)ー (μ十 (nー 1 )J. )p,(t) 

+2μρ2( t) 

i dP2(t) 
, -dt 一 =(nー 1 )).p ， (t) ー (2μ+(11-2)).)

λ 

ρ2(t) +3μρa (t) 

dp ,, (t) 
一一dt一 =(n-s十 l)，l Ps_ ， (t)-((sー 1)μ

+ (n-s)À)p,(t) +Sμ Ps+ ， (t) 

(39) 

fl 

単一ユニットシステム

λ 

図 3.1

0 → 0 は 1- J.dt ， 1 → 0 は μ dt， 1 → 1 は i 一 μ dt な

る確率をそれぞれもつ.これを図 3.1 のようにあらわ

す.したがって，

|坐r出=(糾 1)えれ一日 (t) ー (sμ+れ
dt (ρ。 (t +dt) =ρ。 (t) (1- .ldt)+ρ，( t) μ dt 

1 p， (t+dt)=Po(川dt+ム (t) ( 1 ーμ dt) Pn-k(t) 十sμρn-k+l(t)

dj包三kそ1 (t) =k J. Pn_k(t)-Sμρn-k+1 (t) 
dt 

(37) 

n-k+l 
これらと L: =ム (t )=1 から，状態 t にいる確率 ρi(t) 

がすべて求まる.この問題では ， A(t) =Pn-k+l(t) がア
ー η-k

ンアベイラビリティーで A(t) = 1-A(t) =L: Pi(t)がア

ベイラビリティーを与える.一般式は煩雑にすぎるので

ここでは簡単な 2-out-of-3 ジステムで保全員が 2 人の

場合を取り上げ，定常状態におけるアベイラピリティー

を計算.する.この場合には流れ|当は図 3.3 のようにな

る.

アベイラピリティー A(t) は， ρ=

が成り立ち ， dt → 0 とすれば，i dpo(t) dt ーえ Po (t) +μρ1 (t) 

dp,(t) 
~dj-'= J. Po(t) 一μム (t)

となる.この微分方程式を見て， Iヨ 3. 1 のかきあらわし

方が納得いただけたと思う.これらと，

ρ。 (t) +ρ， (t) =1 

より九 (t) が解かれ，

J./μ とおけば，

(38) 

3λ 

A(t)=ρ。 (t) =ーよー十一色_e-À0+11 p)t 

l+p l+p 

と求まる.ここで ρはシステムを一時間稼動するために

必要な平均修理時間であり，保全性に重要な係数であ

アヘイラビリティーは漸近的に A(∞)= ._1ーに近
l+p 

-
づ
仁
】

(μ 十 2λ)3λ 

2-out-of-3 システムで保全員 2 人の場合

連立微分方程式は

dpo(t) 
--clt一 =-3え Po (t) +μρ， (t) 

3え Po (t) ー (μ +2À)ρ， (t)+2μ P2(t)

これと Po (t) +ρ， (t)+ P2(t) = 1 から t 時点でのアベイ

dPi( ∞) 
ラビリティーは求まるが， t→∞の定常状態では------;[t

図 3.3

2J. ρ， (t)-2μ P2(t) 

dp ,( t) _ 

dt 

dP2(t) ー
~子一

(40) 

づく.

〔例 2 J k-out-of-n システムで保全員 s 人の場合

同ーのユニット R 個から成るシステムで ， n 例中少な

くとも k~同が動作していればシステムは動作する冗長シ

ステムを考える.例 l と同様ユニットの瞬時故障率は A

で，保全員 1 人によるユニットの故障同復率は μ であ

り，可能なかぎりにおいて各故障ユニットに l 人の保全

員が修理にあたる.簡単のため保全員の数は s壬n-k+1

人とする.システムダウンの問は全ユニットを休止さ

せ，新たなユニットの故障は起こらないものとする.前

の例と同様，故障ユニットの個数を状態と考えれば，シ

ステムの流れ凶は図 3.2 のようになる.この凶からただ

る

=0 となり，

kλ (n-s) λ (n-s 十 1 )λ ηλ 
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-sμ ( sμ +k 入)

k-out-of-n システムで保全員 s 人の場合

• I (8-1 \μ 十(ト s \λ! -12μ 十 (η ー 2)λ|

図 3.2

|μt( ト l )A iー ηλ
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( -3ì. po( ∞ +μp，(∞ =0 

(41) ! 3 ì. po( ∞)ー (，u +2À)ム (00)+2μ P2(00)=O

2..1 Pl( ∞)ー2μ ん(∞ )=0

lρ。(∞)+ム(∞)+の(∞ )=1

を解いて ， ..1/μ=ρ とおき

ρ。( 00 ) = " , O~" Pl (∞)=型
1+3p+3p2' ." 1+3p+3p2' 

3p2 
ρ2( ∞)= 

1 +3p+3p2 

が求まる.したがって定常状態のシステムアベイラピリ

1+3ρ 
ティーは， A(∞)=れ(00)+ム(∞)= ド であ

1 十3p+3ρ2

る.

この辺の議論は [17J ， [21J にくわしいので参考にさ

れたい

3.2 再生理論を用いるモデル

再生理論は保全性の問題では以下の 2 つのケースにと

くに興味があるときに用いられることが多い.ひとつは

機械が故障したときに取替あるいは修理を繰返すとき，

与えられた期間中にどのくらいの修理回数あるいは予備

品の個数を見積る必要があるかを知りたし、ときである.

もうひとつは，事後保全のみでなく予防保全の思想、も取

り入れ，故障のときでなくともある時期がきたら取り替

える，あるいは時期がくるまで故障しでも取り替えず，

その聞の故障は部品修理経反ですます.さらに，あるい

は故障回数がある値に達するまでは部品修理ですまし，

値に達したときに取り答える等の保全政策を考察し，適

当なコストや故障分布の仮定のもとに，最適な取替時期

を決定したし、ときである.

このモデノレの長所は故障の分イlî，修理時間の分布が待

ち行列理論と比較してかなり任意であり，完全な分宿泊:

把握できていなくともある程度の性質が得られるならば

理論的あつかL、が可能なこと，一般のシステムやユニッ

トの故障ネは時間とともに変動するのが通常であるが，

これに対処できることなどであろう.故障分布，修浬時

間分布に自由度がある反面，対象となるシステム白体は

単純にならざるを得ないことが多い.すなわち，システ

ムーユニット聞の故障に関する絡み合いが複雑なシステ

ム，保全員が多数いるシステム，政策が多種にわたるシ

ステム，作動，取替，修理などの費用が単純でないシス

テムなどは困難である.

まず，最初のケースである予備品個数の見積りの場合

から説明しよう.ある機械が故障のたび、ごとに取り替え

られるとする. 故障分布を F とすれば， 時点 t までに

取り替えられる個数 N(t) の確率分布は，

(42) PυV(t)=n)=F川l(t)-F<n+日 (t)

で与えられる.ここで Fω は F の n 回の畳み込みであ

48 

る.一般の分布形の場合 (42)を各 nについて計算しN(t)

の分布を求めるのは厄介である.このようなとき，分布

の性質(たとえば IFR など)がわかっているならば，

谷易なパウンド計算が可能となり便利である.

定理13: R(t)= 一 log F(t) とおく.

(i) F寸NBU} ({NWU}) ならば n=I ， 2 ， "'，で

冗 l [R(t)Jf 
(43) P[N(t)<河]ミ(壬) L: L...'-:l~..e

f~ j! 

(ii) FE {IFR} ({DFR}) ならば n=1 ， 2 ，"'， で

トl IztJ<itJn) Ji e-nR(t (44) P[N(t)<nJ 三二(三)L: ~:~~-'，ー -nR<t 
}=o J 

証明は省略する ([1 J p.162参照).これらのパウンドは

ポアソン分布の表さえあれば求まるので有用であろう.

なお，前章で説明したように， {IFR} 亡 {NBU} である

から， IFR に関しては(同様に DFR に関しては)分布

を両側からはさむことができる.

つぎに時点 t までの取替回数の期待値を M(t) とかく

と，定義により

(45) M(t)=L: F<kl(t) 
k=l 

であり，これは再生方程式

(46) M(t)=F(t) +J; M (t-x)dF(x) 

を満たす.したがって，分布 F の平均値を μ とすれば，

有名な Blackwell の定理から，

(47) lim [M (t +h)-M(t)J=h/μ 

これから極限状態における任意の時間間隔中の取替1m数

の期待値が得られるが，さらに FE {NBUE} ならば，

期待値 M(t) は，

(48) t/μ -1-:;M(t)-:;t/μ 

で抑えられる. {IFR} c {IFRA} c {DBU} c {NBUE} 

であるから，信頼性，保全性で重要な故障分布の多くに

このバウンドを使用できる.

機械が故障したとき，取替ではなく修理を行なうとし

た場合，機械が稼動している比率，すなわちアベイラ

ビリティーを考慮する必要がでてくる. 機械の故障ネ

をム修理による故障問復率を μ とし(ともに分布は指

数である必要はなし、)， 各故障，修理時間は互いに独立

であると仮定できるとき，そのアベイラビリティーは再

生定理 ([15J参照)により，

11..1 (49) A( ∞) =lim A(t) = . "ll;^. ， 一一一i-;:;--' , 1/ ..1 十 1/μ1 十ρ

で与えられる.ただし P=À/μ である.

独立な nj聞のユニットから構成されるコヒーレントな

システム併を考えよう. その信頼度 h=P[<þ= lJ が各

ユニットの信頼度の関数として得られているとき，もし

各ユニット i が故障率九修理回復率的をもち，故障
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と同時に修理が開始されると仮定できるならば，システ

ムのアベイラピリティーは，

(50) A(∞ )=h(Ad ∞)， A2 ( ∞)，… ， Aη( ∞)) 

=h(1/(1+ρ1) ， 1/ (1ートん)， "', 1/( 1 十ρ，，) ) 

と求まる.ただし，内=).;/μz である.この式は， 信頼

度関数が既知の複雑なシステムで、ユニットの故障率，保

全員の修理能力に選択の余地があるとき，費用などの条

件を満たしつつ最大のアヘイラビリティーをもたらすよ

うに設計したし、場合などに用いることができょう.

つぎに，コストを導入した最適保全政策に訟を移そ

う.使われる議論は必ずしも再生理論を中心としてはい

ないが，関連性の上でここで述べることが適切と思われ

る. 占ー典的な 3 つの政策を取り上げる. くわしい展開は

各文献を参照されたい.

ポリシー 1 ([IIJ) :もっとも単純な予防保全政策で，

ユニットの取替時期は， 作動開始から T 時間経過した

時点か，あるいはそれ以前に故障するならば故障の時点

である.故障したユニットの保全費用が予防保全費用よ

りも高く，ユニットの故障分布が IFR クラスに属する

ならば，ユニットの取替に関する最適政策はポリシー I

の形をとる.

ポリシー II ([10J , [26J) :多くのユニットから構成さ

れるシステムで，ユニットの応急修理はシステム全体の

故障率に影響を与えないモデノレを考える. システムは一

定時間間隔 T ごとに取り替えられる.その聞のシステ

ムの故障は故障したユニットの応急修理で済ます.応急

修理にかかる時間の分布は任意とするとき，最適政策が

ポリシ -ll の形をとるための必要十分条件が得られてい

る.

ポリシ -ill([22J ， [23J): ポリシ -ll と同様の条件下

でのモデノレを考える.システムは k lþl 目の故障ごとに取

り替えられ，それ以外の故障時には故障ユニットの応急

修理ですます.故障分布が IFR クラスに属するとき，

アベイラビリティーの見地から，また保全費用の見地か

らポリシーEの最適な政策の存在が保i証されて L 、る.

3.3 マルコフ決定理論を用いるモデル

この 10年あまり保全問題でのモテ、ノレづくりで流行して

いるのが，マルコフ決定過程およびセミマノレコフ決定過

程による定式化である.保全政策によるシステム内の変

動を状態の遷移ととらえ，状態の遷移とそれに伴なう費

用を現在の状態と政策とだけから記述し，費用の最適化

をはかるのがマルコフ決定理論を応用したモデノレであ

り，セミマノレコブ決定理論を応用したモデノレではさらに

状態の選移の起こる時点をも現在の状態と政策だけから

確率的に記述することができる点で鉱張されている.な

1978 年 l 月号

ぜ多く使用されているのか，その特徴を列挙してみる.

長所

1. 定式化が容易である.

2. 動的計画法による定式化は解法をも示唆する(マノレ

コブ決定理論での種々の既存のアルゴリズムを使用す

れぽよし、)

3. 目的が費用最小化で説得力がある.

4. 平均期待費用の場合でも割引率のある総期待費用の

場合でも，ほぽ同様に解が求まる.

5 多種のアクションを同時にあっかえ，その中での最

適なアクションを得ることができる.

6 システムの劣化の状態を詳細に記述で、きる.

欠点

1. つぎの状態が現伝の状態だけから記述できなければ

ならない.

2. 解の定性的な意味づけを怠りやすい.

3. 実測しにくい費用を導入していることがある(目的

が費用最小化である問題にはしばしばつきまとう).

それでは実際にどのような保全モテ事ルが考えられてい

るかを追ってみることにする.大きく離散時間モデノレと

連続時間モデノレとにわけられるが，定性的な意味つ'げは

前者のほうが容易と思われるので，離散時間モデノレに焦

点を絞ることとする.

離散時間の保全モデノレはまず Derman [12J によって

基礎づけられ， Kolesar [20J によってより一般的な費

用を含むモテツレに肱張された. これらをさらに多少一般

化したモデルをここで構築してみよう.

単一機械が作動しているシステムで， N 日間作動する

ことを目的とする.毎日の終わりに機械の状態は検査さ

れ，離散的な劣化の状態( 0 が最良 1 ， 2 と劣化が進み，

L で故障， L+ 1 は修理の状態を示す)のどれかにある

ことがわかる .n 日目の終わりを考えると，このとき故障

していれば機械は修理されなければならないが，故障し

ていない場合，すなわち i<L のとき，修理するかその

まま翌日も使用するかどちらかのアクションがとれる.

修理コストは Cn (i， L+1)で，修理しない場合には作動

コスト Cη ( i ， めがかかり，機械の状態はつぎの 1 日の聞

に i からjIこ催率 ρリ九で移行する . jn (i)を n 日目に状

2 にある機械に修理か杏かのアクショシをとった直後

の機械の状態とすれば，

({i , L+1} 
jn(i) E Si=1 

¥{L+1} 

i< L のとき

i=L のとき

であり，関数の子IJ (j t (i), j2(i) , …, jN(i))をポリシーと

よぶ.このとき ， N 日間の総期待費用を最小にするよう

なポリシーを選ぶことがわれわれの目的である.
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fぷi)=n 8 (3終わりに状態 i にいるときの持民話

から NS 日までの最小期待費用

とおけば，つぎの動的計密着法による定式化ができる.

fN+1(í) 三O
L 

(51) ん (i) =min [Cn (i, j)+ r; pj♂ん叫 (k)J
jES(t) k=O 守

これを解けばよいわけであるが，定性的な議論なしで

は，データが与えられるたびに解の形の推?IIUなしに解か

なくてはならず不使であるし，また定性的な議論から解

法のアルゴリズムの改良が見いだせることが多い.いく

つかの保全のアグシ議ンが可能なモデルを取りあっかう

場合，しばしばなされる定性的な議論は最適なボザシ

が直観的に魅力的な単純な形にならないかということで

ある昼

たとえばこのモデルでは，劣化が進むほど修怒という

アクションをとるべきであろうという値観のもとに，劣

化の状擦がある健よりよければ修渡せず，悪ければ修理

という単純なポヲシーを考え，コント世ーノレジミットポ

リシ{とよび，そのポリシーの形が最適となるための十

分条件た与える.

(52) Pin(j )=r; Pik" 
k';'j 

とおき，さらに F， G を 2 つの確率分布・総数とすると

き，任意の t~O に対して F(t)~G(t) ならば FcG と

かき ， F は獲率的に G より小と読む.つぎの性質があ

る.

繍題 4: Pi ( ・) CPi+l( ・ i=O， I ， … ， L-I

。任意の券減少関数 f(j) に関して
L 

g(í) 出Eopsjf(j}

が i に関する非減少関数となる.

証明は [13J に見られるので省略する.

rn*(りを (51)の右辺定最小tこする j 芭 S(i)の緩とする

とき，つぎの定理が成立する

まを還14: n出 1 ， 2，… ， Nvこ喜毒して

a) Cぷ i， L十りが i に演して非減少 (O~i~L) で，

C偽U， i)-C，冗 (i ， L・ト 1) が i に関して非減少 (O~i~

L- l)である.

bl P♂{・) CPi+1"( ・ i=O， 1,… , L-I 

a) , b) がともに成り立っとき，以下のコントロールリ

ミットポリシーが最適となるような口ントロールリミッ

ト i1 ， i 2, …, iN が存在する.

( i (修還せず}
rn* (i) 口 i

lL+l (修理)

i~らのとき

i>らのとき

さらにん{のは i に話題して非減少である.

ま正甥:矯車内法をF脅し、る. まず f:"吋( i)が非減少と仮定し，
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図 3.4 一般化された保全性システム

内(i)=[品21昼間島義国l-[33騒鰐説場]
=Cn(i， i)-C匁(i， L+I)

ートI'. (Pi♂-PL+1>♂lfn+1 (k) 
k 

とおけば， b) と補題 4 から r;ptkn ん叫(晶)が i に関して
k 

非減少で，これと a) かられ(i) ;が券減少となる. I湾様

の議論によりん(i) も奔減少となり，したがって任意の

n=I ， 2 ， … ， N についてん，れがともに i に関して涛減

少となる，らを L-l 'lヒ越えないれ{九)三三O を満たすきを

数とすれば{もしそのようならが存夜しないときら翠塁。

とする). i~九のとき修漉せず，らくi三三 L-l のとき

'P,, (i) >0 だから修理をするアクションをもっポリシー

が最適である証明終わり)

これは有限綴!湾内での綾遜ボ担シーを求める問題であ

るが，割引率をもっ無限期間での問題への拡張は容易で

ある.その場合には時間によらない定常なコント同一ル

ヲミット{ら=in+1) が存在する.また，平均期待費F誌を

目的関数とする問題でもほぼ跨様の絞巣を得る.

この種の問題，とくにコントロ{ノレリミットポ F シー

に焦点を合わせたモデルの拡張にはいろいろな方向づけ

がある. まず費用を磯等霊的に変動させたモデノレが [18J

で研究されている.また，取替から修理への拡張，およ

びそれに伴ない必然的に生ずる予備機械の問題が [16J

でなされている.劣化の状態を直接鶏べるのが密難でき

そユターを必要書とするときなど劣化状況検査に費用がか

かる場合，毎時検査を行なうのが最適とばかぎらない.

このような，アクションに検査を加えたモデルは[24J.

[27]等に見られる.在燃と保全とを総合させたモデルも

いくつかあり， [14Jでは事後保全の場合の予備機械発注

時裁と量を決定し， [25Jにおいて一般化され，一予防保全.

を含むものとなっている.セミマル古フ決定過議会用い

た一般化は[19Jでなされている.すなわち劣化の状態の

遷移時聞が滋移に依存する確率変数となっている.司ン

ト=ールリミットポヲシ…の最適性の条件が与えられて

いるが，劣化の状態だけでなく，状態にいる時憶をも考

慮に入れたものに拡張されている.

一般化された保全性、ンステムは留 3.4 のようであり，

これを逮当な条件のもとでマルコフ決定過程の問題とし
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て定式化するのは慰襲撃なことではなし\ただ，定性的な

議論をするときに捉えにくいので米だあっかわれてはい

ず，現在まで、のものはその一部分念取り上げたものにす

ぎない.単なる取替は修逮施設の能力 0 と解釈ずればよ

い.複数作動機械， 複数修理施設，修理施設の開閉，

モニタ…の不完全性等，そデノレの適用範囲は広く理論的

渓開が待たれるー

以上，係金問題を考えるときに使F認されている数学の

いくつかを具体的に示した これらの概念が爽際に個々

の保全問題をつくるときの一助となればと願っている

が，従来の形式にとらわれすぎ，然潔にはめ込んで考え

てしまうことは危険を伴なうので注意が肝要である.
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{おわり)

{はとやま・ゆきお東京工業大学工学部経営工学科)

本語iこ事掛報告の捺稽を

ORの特徴は実践にあるといわれています.実際的な

応用をぬきにした理論ということはORでは考えられま

せん.ところがわが寓の01ミ界の現状では理論的な研究

発表に比べて実践的な毒事例の報告がやや少ない感があり

ます.

本誌でも以前から会員の皆さんからの事例報告書rお綴

いしていましたが， まだ十分な成果なあげていると tまい

えません.その理由のひとつとしては企業の秘密という

こともあると思いますが， ORの実践例jというものが理

論的な呂新しさがなければ綴健が少ないと誤解されてい

ることも一悶となっている気がしまず.

もっと気軽に. r こうやったらこれだけ利益があった」

とかこの問題はこう処湿したが， もっとよい方法は

ないかj というような実例jや問題援起をどしどししてい

ただきたいと思います.会員同士の知恵の交換というつ

もりでこの欄の活用をお譲買いいたします.

{編集委員会)
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