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物数理計画法務

-第 2 悶

日時 5 月 16 日(土) 14:00-17:00 出席者: 10名

場所:統計数理研究所

テーマと檎師:

(1) r制約条件が 2 つの整数計画問題についてJ

林芳男(近畿大学商経学部)

2 本の等式条件と非負条件のある整数計画問題で，制

約行列の列ベクトルの張る凸錐が半空間である場合を放

っている.この問題では半空間の境界が i 次尤の部分空

間となるため，この上にある制約行列の列ベクトルの非

負整数結合の全体を生成する「基底」ベクトル dを容易

に選ぶことができる.等式制約の右辺定数ベクトノLを b

としたときの問題の最適値を f(b) と書くと，これによ

って

f(b) =min{fE(b-zd) +ん(zd)1 z は整数!

なる分解ができることが示された.

(2) rボロノイ図を用いたいろいろな施設配置問題」

鈴木敦夫(南山大学経営学部)

施設の立地可能な候補点が平面上に n 個与えられてお

り，その利用者は連続的に分布しているとする.施設配

置問題とは予算制約下でどこに施設を建設するかを決め

る問題である.問題は

max. L， ~=Jt(Yi> "', Yn)Yi 

s. t. L， ~=1 CiYi 孟C

Yt は 0 あるいは l

とナ・y プザック問題風に定式化できる. ただし， !i( 仇，

… ， Yn) は Yt=1 である候補点を母点、としてもつボロノ

イ図で母点 i のボロノイ領域内の利用者がその母点に建

設された施設を利用することによって得られる効用を表

わしている.この問題に対する分枝限定法が提案され，

計算結果が示された.

物システム毛デリング手法とその活用数/

-第 1 回

日時 5 月 16 日(土) 14:00-17:00 

404 (50) 

場所:九州大学経済学部 4伺07 号室

テ一マとt構穂飾:

1し. r ニユ一ラ/ルレネツトワ一クによる経営財務分析シ

ステムの構成についてJ

李鋼浩(九州大学経済学部大学院)

ニユ一ラノルレネツトワ一クにより企業の倒産予測，経営

分析，株価の予測を行なうシステムの構成について述ベ

7たこ.

2. r不確実性下における製品開発投資への参入.撤

退問題についてJ

時永祥三(九州大学経済学部)

製品の価格がブラウン運動に従って変動している場合

に投資するかどうかの決定問題を製品が 2 つの場合へと

拡張して論じた.

観確率毛デルにおける最適化務

-第15回

日時 5 月 18 日(月) 16:00-19:00 出席者: 26名

場所:東京工業大学南 l 号館 6 階 655 室

テーマと鴎師:ゲーム理論

(1) r A model of a racing horse : characterizaｭ

tions and equilibrium selectionJ 

渡辺隆裕(東京工業大学)

2 頭だての競馬モデノしにおいて，各種均衡点の提案と

それらの特徴つけと，多数存在する均衡点の中から好ま

しいと思われる均衡点の選択方法が紹介された

(2) rSome properties of weak domination in 

an exchange market with indivisible goodsJ 

和光純(駒沢大学)

非分割財交換市場モデルにおける，コア，競争均衡配

分，強コアの紹介とそれらの関係，また強コアの競争均

衡による特徴づけがわかりやすく紹介された.

務 C 1M環境下における生産計画とスケジ

ューリング後

-第 2 四

日時 5 月 19 日(火) 18:00-20:30 出席者: 38名

場所:青山学院大学総研ヒ、ノ1-- 7 階第13会議室

テーマと鶴師: rボトルネック指向のスケジューリング

についてj

圃川隆夫(東京工業大学)

ボトノL 不ックに注目したスケジューリング方式を定式

オベレーションズ・リサーチ© 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.



化し，その有効性をアロー型，ジョブショップ型， FMS 

(flexible manufacturing system) 型の生産方式につ

いて実験的に検証した報告である.フロー裂におけるボ

トルネック・スケジューリングの基本算法は次のとお

り.まず，納期から後退方向に計画を立て，ボトルネッ

ク，すなわち負荷対能力比が最大となる工程を探す.次

に，その工程をはさんで，後を前進方向，前を後退方向

に計画する.この考え方をジョブ・ショップ裂のスケジ

ューリングにも適用できるように拡張し，新しい競合解

消ルール lookahead-slack を提案した.これは当面の

加工時間と将来の余裕時間の和が最小であるようなジョ

7'から優先処理するというもので，混雑時には加工時間

の短いもの順に， 閑散時には余裕時間の少ないもの順

に，それぞれ帰着する. FMS 型にも，仮ルーティング

を行なってからその競合解消ルールでボトルネックを解

消すると L 寸手順で，同じ原則が適用できる.このルー

ルが広い範囲の条件で良好な成績を示すことを数値実験

で検証した.討論では，ボトルネックとスケジューリン

グ方式の相互依存が話題の中心であった.

穆待ち行列'

-第81回

日時 4 月 18 日(土) 14:00-16:30 出席者: 29名

場所:東京工業大学(大岡山)本館 1-94 号室

テーマと勝師:

(1) INon-Stationary Solution for Statistical 

Multiplexingj 

小林久志 (Princeton University) 

ATMで用いられる統計多重化の過渡特性を，単一ク

ラス呼源と複数グラス呼源の場合について，流体近似モ

デルを用いて解析した.

(2) I システム性能評価における緩和時間とその周辺J

下川信祐 (NTT通信網総合研究所)

定常確率過程の緩和特性が，中心極限定理・散逸力学

系アトラクタ・ l/f ゆらぎ等の多様で基本的な話題に関

連していることを挙げ，複雑さによる困難が増大してき

たシステム評価に対して，一貫した視点をもたらすもの

として，緩和時間等の重要性を主張した.

物情報システムの戦略的活用務

静岡県立大学経営情報学部宮下淳助教授をコーディネ

ーターとして中小企業の情報技術活用」をテーマに

下記のような 2 回の研究会を開催した. 今後は情報

1992 年 8 月号

技術活用の組織的側面j ， I情報技術活用の国際的課題j ，

「情報技術活用の新たな教育環境J をテーマに， 各 2 回

ずつ合計 6 図の研究会を開催してし、く予定である.

・第 1 回

日時 5 月 9 日(土) 14:00-17:00 出席者: 19名

場所:芦大クラプ(大阪市中央区)

テーマと構師: Iわが社における情報活用一生鮮食料品

(青果)卸売企業のユユ-?な軌跡とその実態ー」

本田善造(本田忠株式会社代表取締役社長)

人材不足・資金不足のために情報活用が難しいといわ

れる中小企業において，①ロジスティック戦略(ストッ

グレス流通)， ②マーケティング戦略(受注データにも

とづく品揃えと迅速な納品)， ③人事戦略(人材育成と

現場の情報活用ならびにモラールアップ)，④競争基本

戦略(共同受注・共同配送の実施)，⑤営業革新戦略(情

報加工によるリテール・サポート)とし、う基本戦略のも

とに情報システムの戦略的活用に成功している企業の事

例が，情報活用の本質や将来の企業活動における情報シ

ステムのあり方などを踏まえて紹介された.

・第 2 回

日時: 6 月 13 日(土) 14:∞-17:00 出席者: 14名

場所:芦大クラプ(大阪市中央区)

テーマと講師: Iわが国の地成VANの戦略と展望ー情

報ネットワーク型流通とは何かー」

中国紘二(株式会社オリオン代表取締役社長)

流通業界においては，情報ネットワーク化によるメー

カー主導の系列化や大手チェーンストアによる小売業主

導のチャネル・キャプテンが確立されつつあり，中小卸売

業にとっては，小売業とのパートナーツ・y プのもとに情

報ネットワーク型流通の量的・質的な充実をめぐる戦略

が必要不可欠となってきている.このような環境のもと

で，コスト面で困難な課題を内包している地域VANの

事例が紹介され，地域VANはネットワーク型経済のイ

ンキュベータとしての機能を果たす地域流通の社会的イ

ンフラであり，流通業界の改革はあくまでも業界内の個

々の企業が遂行すべきものであることが指摘された.

会員宮ト報

藤野和建氏東京大学教授

平成 4 年 6 月 21 日，肺がんのためご逝去されまし

た.享年46才.

謹んでご冥福をお祈りいたします.

(51) 405 
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