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本論文では各時点における資源、を生産と消費に配分す

ることにより，効用と次の時刻における資源、が生じてゆ

くと L 、う資源配分モデんを扱う.問題は全段階にわたっ

て得られる効用の総和の期待値を最大にする配分方法を

決定することである.

このモデルを確率過程の lつである martingaleの理論

と動的計画法の考え方を用いて解析した.得られた主要

な結果は次のとおりである.あるクラスに属する効用関

数を持つモデルにおける最適配分の構造を明確にし，最

適配分であるための十分条件を示した.さらに，その応

用として，次の 3 つの結果を得た. (1)特別な凹関数を

効用関数として持つ Kennedy のモデルにおける最適配

分の構造に関する定理のJJIj証明を与えた. (2) 効用関数

が特別な凸関数であるモデんについて， Kennedyのモデ

ルにおける結果と同様な結果が得られた.その最適配分

はあるランダムに定まる時刻 σ に応じて，持っているす

べての資源を生産または消費に一挙に配分するという構

造を持つ. (3) 効用関数が対数関数であり，将来の効用

は割引きされるモデルに対して，その最適配分を明示的

に求めた.その最適配分は割引き因子の比率で生産と消

費に配分することである.

1 変数方程式のすべての実数解を求める

分枝限定法による解法

水野英治(東京工業大学)

本論では，与えられた区間で 1 変数方程式 f(x) =0 

のすべての実数解を求める問題に対して，分校限定法に

よる解法を提案する.分校限定法による方程式の解法は，

もとの問題を最初の子問題として，子問題が解けるとき

にそれを終端させる限定操作と，解けないときに複数の

子問題を生成する分校操作をすべての子問題が解けるま

で繰り返す.分枝操作では，区聞を分割することにより

子問題を生成する.子問題は，解が存在しない場合と，

解が存在し区間幅が十分小さい場合に解ける.ここでは，

関数 f(x) ， 導関数 f' (x) ， 2 階導関数 f" (x) のいずれ
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かが 2 つの連続な単調増加関数の差で表わされると仮定

し，区間上に解が存在しないための十分条件を求める.

また，多項式関数，指数関数，対数関数，三角関数など

の和で表わされる関数 f(x) が上記の仮定を満たすこと

を示す.

さらに，子問題に解が唯 1 つ存在する条件を求めた.

そして，その条件が成立する場合に子問題を効率よく解

くアルゴリズムを 2 つ提案する.数値実験により，それ

らのアルゴリズムの計算効率がよいことを確認した.

生産システムにおける最適化問題に対する

待ち行列的接近

塩山忠義，木瀬洋(京都工芸維繊大学)

生産の様式には大別して大量生産と多品種少量生産と

がある.前者は能率が高く，自動化も容易であるのに対

し，後者は一般に能率が低く，自動化も困難である.近

年の市場における需要の多様化の傾向により，多品種少

量生産の様式は先進工業国の生産額のほぼ75%を占める

に至っている.この多品種少量生産の効率化の必要性か

ら， FMS (Flexible Manufacturing System) のよう

な新しい生産システムの概念が生まれた.

このような生産システムの設計や運転において，資源

の割当，ジョブの流れ，仕掛り在庫の影響などに関して

オベレーションズ・リサーチの分野で解決すべき数多く

の問題が存在する.本稿は以下に挙げる.

(1)負荷割当問題:複数のワークステーションへのジ

ョブ割当

(2) ジョブ選択:生産システムへのショプの入力制御

( 3) 処理率制御

(4) 生産・在庫問題

(5) システム構成問題

の最適化問題に対する待ち行列理論による最近の研究に

ついて調査する.

最適秤量問題

贋川純夫，浦田和芳(長岡工業高等専門学校)

本調文では，最適探索問題の 1 つであるにせがね鑑別

問題を扱う .N個の硬貨の中に重さの異なるにせの硬貨

が1i固だけ隠されている.天秤により，にせがねとその
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軽重とを鑑別するとして，鑑別jに要する秤量回数の期待

値を最小にする秤量法を求める問題である.この問題を，

著者らは最適秤量問題と呼ぶことにする.最適秤量問題

は， ORや情報理論の分野の研究者から関心を持たれて

きたが，いまだ未解決のままである.

最適秤量問題の端緒となった問題に，パズルの傑作と

して知られる H. Grossmanのにせがね鑑別問題がある.

12個の硬貨の中に重さの異なるにせの硬貨が 1 個だけ隠

されている.天秤を 3 回使用して，このにせがねを本物

より重L 、か軽L 、かも判断して探し出す問題である.この

問題は，多くの数学者やパズル愛好家を魅了し，これを

取り上げている著書や論文は多い.そして，これらの中

で解法のエレガントさが競われている.森口の実験計画

法的手法，松田の逐次選別法的手法，および喜安の情報

理論的手法などは有力な手法として知られている.しか

し，これら諸手法も，最適秤量問題に対してはほとんと

無力といってし、し、ほどである.

本論文では，既存の諸手法に頼らず，最適宇p量問題の

ための新しい手法を確立する.この手法は，にせがねと

その軽重とを当て得る確率について着目した手法で，“確

率スケルトン法"とでも呼ぶべきものである.そして，

これを用いて最適秤量法を求めるアルゴリズムを提示す

る.以上，本論文により最適秤量問題の全容が解明され

る.

線形相補性問題に対する実用的な多項式時

間の解法

水野真治，吉瀬章子(東京工業大学)

菊池健(ヤマハ紛)

本論では，線形相補性問題を解く 3 つの実用的な多項

式時間のアルゴリズム A ， B , C を提案する. アルゴ

リズム A ， B , C の計算複雑度は， 理論的にそれぞれ

O(が L )， O(n8.5 L) , O(n3 L) である.また，アルゴ

リズム A と Bを改良することにより，計算効率のよい 2

つのアルゴリズム A' と B' も提案する.

3 つのタイプの線形相補性問題に対して，ここで提案

する 5 つのアルゴリズムにより解いた実験結果を示す.

その結果をもとに，アルゴリズム A ， B , C の比較をし，

さらに改良したアルゴリズム A' (あるいは B') と元の

アルゴリズム A(あるいは B)の比較をする.また，同じタ

イプの問題に対してサイズを変えて解かせた結果から，

提案したアルゴリズムの実際的な計算複雑度を求める.

数値実験の結果から，理論とは逆に，アルゴリズム A

がアルゴリズム B より速く，アルゴリズム Bがアルコリ
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ズム C より速いことが判明した.また，改良したアルゴ

リズム A' (または B') が元のアルゴリズム A(あるい

は B) よりかなり効率がよいことを確認した.

有限状態マルコフ連鎖のRelaxation Time 

とある相関尺度の上限

木島正明(東京工業大学)

有限状態マルコブ連鎖 Xt が漸近的に指数的な割合 r

で定常分布に収束することはよく知られている.この r

は支配している無限小生成作用素Qの固有値と関係があ

り，その逆数はしばしばこの過程の Relaxation Time 

と呼ばれている. Relaxation Time は，たとえば，外

部からのショックの影響がなくなるまでの時間をあらわ

す l つの指標として使われ，応用上非常に有益である.

しかし r を計算するのは簡単でなく，現実におけるこ

の情報の使用は稀であろう.また，確率過程の過渡的な

振るまいを知るための情報として ， Xt と X。聞のある相

関尺度が重要であると指摘され， dt (X) = SUPj,g Cor 

[f (Xtl , g(~室。 )J を考えることが提案されている. こ

こで， xt は Xt に関する定常過程である.しかし ， dt(X)

は r の場合以上に計算が困難であり ， ddX ) と r との関

係も明らかではない.本論文では，既約なマルコプ連鎖

のめ(X)に対して，計算が比較的容易な上限を与え，こ

の情報と Relaxation Time との関係を明らかにする.

単一サーバー待ち行列の Relaxation Time 

について

木島正明(東京工業大学)

待ち行列理論における多くの研究は，種々の特性量の

定常分布(またはそれらの近似解)を求めることに主眼

が置力通れている.実際，数多くの有益な結果が得られて

おり，多くの応用例がある.しかし，実際の確率システ

ムでは，厳密な意味で、の定常状態は達成できないので，

これらの優れた理論を使うためには，システムを定常と

見なしでもよい時聞を知る必要がある.この時間を表わ

す I つの尺度が relaxation timeである.過去少しでは

あるが， Poisson 到着待ち行列システムの relaxation

hme は研究されている. 本論文では， 単一サーパー待

ち行列lの relaxation time を自然な形で定義し，その上

限を与える.この上限は，到着間隔分布とサービス時間

分布のラプラス変換がわかれば容易に計算で、きる.最後

に， M川1/1 と M/Dハの場合は，この上限が本論文で

定義したrelaxation time と一致することを示す.
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