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研究発表会スケジュール  

5月27日（水）  

A会場   B会場   C会場   P会場  

へ○－ハ○－フェア  部会報告   

10：10  

DEA（1）   整数計画（1）   スケゾユーリンダ（1）   

10：50  2   2   2   マーケテイング8  

11：10  ゲーム理論4  

DEA（2）   整数計画（2）   スケゾユーリンダ（2）  

12：10  3   3   3  

昼 休 み   

13：20  

特別講演（D会場）   伊理正夫 「地理情報・空間データ基盤・OR」   
14：20  

14：40  

ファゾィ意思決‘定   流通・物流   信頼性（1）   OR教育 4   

15：40  3   3   3   AHP 4  都市のOR  
16：00  線形計画・  経営 3  

統計  非線形計画（1）   信頼性（2）  

17：20  4   4   4   

17：40  

懇 親 会   

20：00  

5月28日（木）  

A会場   B会場   C会場  
へ0－ハ0－フェア   部会報告   

：50  線形計画・  待ち行列  

組合せ最適化（1）   非線形計画（2）   信頼性（3）   ORソフトウエア  

10：50  3   3   3  輸送・交通 8             OR／MSと   

11二10  線形計画・  システムマネゾメント  

組合せ最適化（2）   非線形計画（3）   金融・財務  高度情報化社会に  
12：10  3   3   3  おける交通・流通  

昼 休 み   

13：20  

特別講演（D会場）   阿部博之 「これからの大学一産学協同と地域社会－」   

14：20  

14：40  COMのための  
組合せ最適化（3）   動的計画   待ち行列   国土・地域・都市5   生産計画・スケゾユーリンデ  

4   4   4   情報・通信  5  物流の最適化   

16：00  

1998年4月号  （57）245   
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発兼題田一h覧  

5月27田（水）  

○印：発表者  

A 会 場   B 会 場   

ⅢEA（1）   整数計画（1）   

B温teral－mEAの農協経営効率分  卜B－ユ 高次元空間における安定集 ド   

析への適用  

○藤江 哲也（東京工業大て   

長谷部 正（東北大学）   

∃       末吉俊幸（東京理科大学）  

平林 隆一山（東京理科大   

○伊藤 房雄（東北大学）   池辺 淑子（東京理科大   

／汗沢 亙（山形大学）   品野 勇治（東京理科大   

酒井 惇－－（東北大学）   

C 会 場   

スケジューリング（1）  

1－C－1ナ」－ス仏スケジューリング町モデルの    補足  

○池上 敦子（成挨大学）  

丹羽 明（成瞑大学）   

合多面体  

トC仙2 遺伝的アルゴリズムによる製鋼チャ  

ージ編成システムの構築     ○林 敏幸（川崎製鉄）  

福村 聡（川崎製鉄）  
折田 朝之（川崎製鉄）  

1mB¶2 汎用並列分岐限定法ツールPUBB  
を用いた最大クリーク問題の厳密解法  

○品野 勇治（東京理科大学）  

藤江 哲也（東京工業大学）  
池辺 淑子（東京理科大学）  

平林 隆一（東京理科大学）  

堅いA－2 DEAにおけるKalman触e㌃の利用 ミ   

F ∃。羞芸直警‡悪霊至芸  

スケジューリング（2）  整数計画（2）  mEA（2）  

1－ⅣC【3 シミュ．レ」ションベ」スの生産スケ  

ジこ虹一仙ルにおける改善支援のため  
の納期遅れ分析ツ」ル  

○冬木 正彦（関西大学）  

杉原 俊昭（関西大学）  

江頭慎太郎（関西大学）  

荒川 雅裕（関西大学）  

井上 一郎（京都産業大学）   

トC－4 単方向リング型AGVシステムにお  
ける搬送スケジューリング  

且】B一・3 同時割当問題の近似解法と厳密解法  

那須 臍司（防衛大学校）  

○山田 武夫（防衛大学校）  

1－A－3 Measu血gP㌻OgreSS Ofanindu5も叩  

Us立mgりEA  

生田目 崇（東京理科大学）  

○巨ヨ口  熱（東京理科大学）  

山口 俊和（東京理科大学）  

1B－4 擬似乱数発生法の設計における数理  
計画法の応用について  

○諸星 穂積（東京大学）      伏見 正則（東京大学）  

Ap4 A Slacks椚Based Measure of  
E抗ciency亘nDEA  

O刀根 薫（政策研究大学  ○佐々木 淳（豊橋技術科学大学）   

増山 繁（豊橋技術科学大学）   

山川 栄樹（高松大学）   

資源制約付きスケジュふリング問題  
に対する近似解法  

西谷 真 （京都大学）  
○野々部宏司（京都大学）   

茨木 俊秀（京都大学）  

賢  

障  仁B5 集線装置配置問題に対する整数計画  

モデル     ○椎名 孝之（電力中央研究所）  

トA－5リコ」スを用いた確率的DEA  

O森田 浩（神戸大学）  
道田 英雄（神戸大学）  

藤井 進（神戸大学）  

： －  

特別講：演（D会場）  

「地理情報8空間デ山夕基盤¢OR」  伊理 正夫（中央大学教授）  

（つづく）  

オペレーーーシ ョンズ0リサーチ   
望堵6（58）  
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発表題目一覧  

5月27日（水）  

○印：発表者  

時刻   P会場   

マーケテイング   ゲーム・理論  

10：40  

1－FLl可積分な差分方程式を利用したGompert21曲線モデルの   
パラメータ推定   

○北候仁志（大阪府立大学）   

○佐藤大輔（NTT）   寺岡義仲（大阪府立大学）  

1NP－2 情報エントロピーからみたAHPとロジットモデルの関係   1－P－10 Noisyqvs．－SilentDuelwithArbitraryMoving  

○尾崎都司正（関西新技術研究所）   ○栗栖忠（関西大学）  
木下栄蔵（名城大学）  

トP－3広告における視覚情報と感性について  1－P－11重み付き多数決ゲームでの投票力指数計算のNP完全性  

○鈴木 尚（工学院大学）   ○松井 泰子（東京都立大学）  
椎塚 久雄（工学院大学）   松井 知己（東京大学）  

（以下の5件はマーケテイング・モデル研究部会の  1－FL12n人囚人のジレンマにおける先見的安定性   
メンバーによる発表）  

○鈴木明宏（東北大学）   

武藤・滋夫（東京都立大学）   

1－P－4MDPREFの外部分析による観光地間の競合関係の分析Ⅰ  

○岡太彬訓（立教大学）  

1－Pq5MDPREFの外部分析による観光地間の競合関係の分析fl  

○朝日弓未（立教大学）  

岡太彬訓（立教大学）  

泉本香織（立教大学）  

高田智子（立教大学）  

トP－6国内旅行先間の競合市場構造の分析  

○中村哲（立教大学）  
劉亨淑（立教大学）  
大谷新太郎（立教大学）  

1－P－7潜在需要を考慮した観光地選択モデル  

永井亮雄（東京理科大学）  

中川慶一郎（NTTデータ通信）  

○生田目崇（東京理科大学）  

田畑智章（早稲田大学）  

1－P－8共分散構造分析を用いたプロビット回帰モデル  

○斉藤俊則（立教大学）  

12：00  

昼 休 み   

13：20  

特別講演（D会場）  

「地理情報・空間データ基盤・OR」  
14：20  

伊理正夫（中央大学教授）   

（つづく）   

1998年4 月号  
（59）247   
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・＝・‥・・・こ二・   －＿－  

5月27日（水）  

○印：発表者  

○小林 忠義（早稲田大学）  

森戸 晋（早稲田大学）  
藤田 訂酬（三協フロンテア）   

用いたシステム¢キッチン設計支援  形態の最適化  

○  ○ 

究   

C 会 場  

信頼性（1）   

1uCw6 TheLat正mMypercubelmportance  
SamplingMethodfbrMomteCarlo  
Simulatiom  

O福岡 博（鉄道総合・技術研究所）  

トC冊7 So鈍wareSaf如y／ReliabilityModeling  
withgmpe脆ctりebugging  

O得能貢一（鳥取大学）  
山田 茂（鳥取大学）  

佐藤 政則（郵政省郵政研究所）  

田村 佳牽（郵政省郵政研究所）  

小竹 正弘（早稲田大学）   

1－B－8 郵便輸送におけるパレット交流デー  

の推定と空バレッN回送先固定輸送  
方式の在庫シミュレ、仙ション  

1【C－8 死滅過程の一拡張とその応用：ソフト  

ウェア信頗性評価とテスト進捗度評価  
1－A【8 定性的属性を含むデータからの     フジル】ルの  

ァィ自動抽出  
Ⅷキッチン設計支援のために一  

今村 佳世（大阪大学）  ○木村 光宏（鳥取大学）  江日 和孝（早稲  

○小竹 正弘（早稲   

森戸 晋（早稲  

にロノ＼二子リ  
】  

∪ 

田大学）  弓  

細大学）  

政省  
政省  
政  

書  信頼性（2）   

ト  

リ  ワーク分割  

阪   ○小出武（大阪大学）  
阪  ） 

リック推定に関する一工夫 

阪   ○土肥正（広島大学）  
1∃  

戸   
阪  需  学）  F書  

○篠原 晴敏（大阪大学）  

馬野 元秀（大阪府立大学）  

田村 坦之（大阪大学）  

線一高額所得納税額を例として－   一A…9各種の分布のパラメータとパレート曲    巨侶」   

（郵  岩間 司  
佐藤 政則  （郵  

田柑 徒費（郵  

線形計画。非線形  

ファジィランダムコス  
ク型スパンニングッ  

○片桐 英樹（大   

石井 博昭（大  

○牧野 都治（東京理科大学）  

トB¶10 必要不可欠でない  卜A－10 EstimatiomoFLJOngRunE鮪ctby  
DynamicRegressionModelwithl（1）  
Varia．blesarld互仁SApplicatiomsinOR  

O杉原左右一（関西学院大学）  

施設配置問題  

○粕谷 博宣（大   

塩出 省吾（神   

石井 博昭（大  

尾崎 俊治（広島大学）   

1－C【11ニューラルネットワ】クを用いた屋内  

不点故障発生件数の推定に関する  
事例研究  

藤広 敏幸（中国電力）  

○土肥 正（広島大学）  
尾崎 俊治（広島大学）   

1C－12 GNSS（航法衛星システム）の有効  
性評価  

○坂本 英夫（東芝）  

米田 清一（東芝）  

大角 盛広（神戸芸術工科大学）   

1－B－11不確定環境型GAの確率的画像圧  
縮問題への適用  

○吉富 康成（宮崎大学）  

竹菓 寿史（宮崎大字）  

富津重章（宮崎大学）  

トB－12 ネットワーク上の移動目標に対する  

期待利得尺度の最適捜索  

○寺本 昌義（防衛大学校）  

宝崎 隆祐（防衛大学校）  

飯田 耕司（防衛大学校）  

且－Aけil A NOTE ON THE DiSTRIBUTlON  
OFTHET‡ME OFTHE FIRST k－  
RECORD  

O玉置 光司（愛知大学）  

1【A－12 落札可能な入札価格の決定につい  
ての一考察  

○大村 雄史（近畿大学）  

．．．。．＿．．．．，……、．．▲．．．し】．、…¶。．一】、、－、】】、．．．．，ミ＿．鵬．  

懇親会  

オペレー→ションズd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.



発表題目一覧  

5月27日（水）  

○印：発表者  

時刻   P会場   

OR教育   AHP   経営   部会報告  

14：40  

1－P－13 ネットワークワイドビジネ  1－PM17 大規模AHPのモデル  1－P－21ノJ、売業における最適棚  トG－1「都市のOR」研究部会中  

スゲームの実施－ソフ  とウェイトの算出   卸し頻度に関する研究   間報告  
トウェア教育資産の相互  
活用－  ○関谷 和之（静岡大学）  ○三道 弘明（流通科学大学）   ○腰塚 武志（筑波大学）  

八巻直一（静岡大学）  島本浩（流通科学大学）  大澤 義明（筑波大学）  
○藤田勝康（北海道工業大学）  

相原貞夫（武蔵工業大学）  

三田村二郎（武蔵工業大学）  

1－FL14相互評価システムの学  

生評価への適用  価への適用  

高橋磐郎（日本大学）  ○八巻直一（静岡大学）  

○田村聴（日本大学）  関谷和之（静岡大学）  

1－P－15キンダイ・マネージメント  

・ゲームを素材としたOR  対するAHPの適用  
教育について－ORリテラ  

開発  

シー教育の実践事例（第  ○倉重賢治（岡山県立大学）  
4報ト  亀山嘉正（岡山県立大学）  

宮崎茂次（岡山大学）  
○権藤元（近鼓大学）  

1－Fし160R教育と経営情報教育  
－ORの役割の再認識－  における不整合箇所の  

検出と修正の可能性  
○高井英造（静岡大学）  

○宮地功（岡山理科大学）  

16：00  

17：40  

懇 親 会   
20：00  

1998年4月号  
（61）249   

© 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.



発表題田山覧  

5月28日（木）  

○印：発表者  

部会報告  輸送。交通  

2－G－1「待ち行列」研究部会経過報告  

町原 文明（東京電機大学）  

○小沢 利久（NTT）  

2Ⅵ・G【2「ORソフトウェア」研究グループ最終報告  

○八巻 直－（静岡大学）  

宮田 雅智（青山学院女子短期大学）   

2肌P】1交差点におけるロボットの混雑  

○中塚≡ 利直（東京都立大学）  

2雄1連続型競漕ハブ配置問題  

○佐々木英裕（京都大学）  

福島 雅夫（京都大学）  

環状搬送システムの母関数法による数値解析  軋2一・G－3「OR／MSとシステムマネジメント」研究部会報告  

○太田 敏澄（竜一気通信大学）  

田中 宏和（神奈川工科大学）  

2劇G【4「‘高度情報化社会における交通。流通」研究グル」プ  

終了報告  

○八戸 英夫（工学院大学）  

野末 尚次（鉄道総合技術研究所）  

○鈴木 誠道（上智大学）  

楢崎 真理（止智大学）  

2－P【4 エレベ、“】▲山・タ稼働率の確率モデル  

○鹿川 陽一（中央大学）  

田口 東（中央大学）  

2－P一－5 地下鉄大手町駅の地理情報システム  

○深井 順司（中央大学）  

福永 陽子（中央大学）  

田岡 東（中央大学）   

2【P【6 訪問頻度を考慮した施設群への距離の等高線  
一地域ふ地区計画のための基礎的提案一  

○栗田 治（慶応義塾大学）   

2P7 職住複合形式による最適職住配置パター爪ンの多様性  

○鈴木 勉（筑波大学）   

2－P－8 起終点密度分布を考慮した都市内流動畳分布について  

ヨ  

昼 休 み  

○大津 晶（筑波大学）   

腰壕 武志（筑波大学）  

特別講演（り会場）  

「これからの大学仏産学協同と地域社会－」  

（つづく）  

オペレーションズ申リサーチ   
望盟⑳（62）  

© 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.



発表題目一覧  

5月28日（木）  

○印：発表者  

時刻   A 会 場   B会場  C 会場   

組合せ最適化（1）   線形計画・非線形計画（2）   信頼性（3）  
9二50  

2－ALIApproximateAlgorithmsForFair  2－B嶋1半正定値計画問題に対する交互方  2－C－1システムの複雑性に関する信頼性的  
Divi5ion   向乗数法   考察  

○曽道智（香川大学）  ○茨木 智（名古屋市立大学）   ○中川 軍夫（愛知工業大学）  

福島 雅夫（京都大学）   安井 一民（愛知工業大学）  

2－A【2ブロックノルムを用いた配置問題と                  2－B－2 拡張半正定値線形相補性問題と  2－C－2 階層型信頼モデルにおけるCRL配  

その応用   最適化アプローチ   布方式の検討  

○金 正道（金沢学院大学）   柴田 雅博（京都大学）   ○杉野隆（シリウス）  
久志本茂（金沢大学）  ○山下信雄（京都大学）   

福島雅夫（京都大学）  

2－C－3札幌市医師会夜間急病センターの     2柵AT3組み合せ問題に対するDNA計算     2－B－3単体テストと結合テストでのテスト労力  
アプローチ   の配分   OR的分析  

○山本 雅人（北海道大学）   ○－森 哲男（大阪工業大学）   ○大内 東（北海道大学）  
平山 拓央（北海道大学）  宮腰 昭男（札幌大学）  
大内東（北海道大学）  黒河 徹也（北海道大学）   
柴肇一（北海道大学）  
堤香織（北海道大学）  
棟方正信（北海道大学）  

滝谷重治（北海道大学）  

10：50  

組合せ最適化（2）   線形計画・非線形計画（3）   金融。財務  
11：10  

2冊A【4 巡回セールスマン問題に対する  2－B－4 AFiniteAlgorithmfbrNonlinear  2NC－4 ValueAtRisk評価のためのモンテ  
ん－Optの確率的多項式性   GeneralInteger・A1locationProblems   カルロ・シミュレーションの適用  

○岡田正浩（奈良先端科学技術   ○戴陽（東京工業大学）  ○批々木規雄（慶應義塾大学）  
大学院大学）  

田地宏一（奈良先端科学技術   
大学院大学）  

2－A－5集合被覆問題に対する局所探索   2－B－5一般2レベル計画問題の最適性条件  
について  化とその応用  

○岸田 正博（京都大学）  石塚陽（上智大学）  譜 康融（九州大学）  
柳浦睦憲（京都大学）   ○井部己文（上智大学）  ○時永祥三（九州大学）  
茨木俊秀（京都大学）  

2－A－6線形相補性問題に対するプレディ    2－B－6大規模な非線形最適化問題に対    2LC－6Poissonジャンプを伴う幾何Brown  
クタ・コレクタ型非内点法的連続算  する主双対内点法について   運動の最適停止問題  
法・の計算機実験  

○山下浩（数理システム）  ○大西 匡光（大阪大学）   
○堀田敬介（筑波大学）  矢部博（東京理科大学）  

田辺隆人（数理システム）  

12：10  

昼 休 み   

13：20  

特別講演（D会場）  

「これからの大学一産学協同と地域社会－」  
14：20  

（つづく）   

阿部博之（東北大学総長）  
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発表題耕一覧  

5月28田（木）  

○印：発表者  

藍濁豪『  Å会場   B 会 場  

組合せ最適化（3）   動堕計画   

14：40 
2叫A・¶7題に鮒る微分を  2－B－7 ファジィ最′」、自乗予測法について   

当  

弓 

ぎ∃ 邑 ）   ○小田中敏男  
。（  

巨  
古屋丈夫（SRA）  

福島 雅夫（京都大学）   相良 信子（愛知大学）  

⊆  

2－A－8タブー探索による設備計画問題の   2－B－8リコールの可否が一定期間制御で   

解法   きる最適停止問題   

良   ○賓藤 毅（筑波大学）   

。  

… 
2←A－9よる電力系統構成決定問題 2－B】9無線アクセスにおけるタイムスロット   

当   

】  数の最適化  

○ ○米田清（東芝）   

良  坂本英夫〈東芝）   

州  新田克己（東芝）   

∃  

C 会 場  

待ち行列   

2】C¶7 待ち行列への最適参入時期問題  

○小柳 淳二（鳥取大学）  

河合 一（鳥取大学）  

2止C－8 Atwo～queue CyClicLSerVicesystem  

with mixedK－iimitedandl－1imited  

discipline：AnapplicationtoF－net  
seⅣerPerわrmance  

O大原 久樹（NTT）  
高橋 敬隆（NTT）  

竹中 豊文（NTT）   

2－CM9 TrunkReservation E庁らcts on Multi－  

Server System witR Watch Arrivals of 
LossandDelayCustomers  

O河西 憲一（NTT）  
高橋 敬隆（NTT）  

竹中 豊文（NTT）   

2－C－10 LimitTheoremsfbrtheDeparture  
Process oraMAP／M／cQueueamd  
anApplicationtoTwopstage  
CompositeTandemQueues  

2－B－10 最短経路数え上げ問題とその応用  

○大山 達雄（政策研究大学院大学）  

2－A－10 ウイルス進化論による遺伝的アル  
ゴリズム  

○斎藤 進（東京理科大学）  
左古 悠志（東京理科大学）  

○加藤 憲一（東京工業大学）   

牧本 直樹（東京工業大学）  

オペレーションズ8リサーチ   
認慧認（64）  
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発表題目一覧  

5月28日（木）  

○印：発表者  

時刻   P会場   

国土・地域・都市   情報・通信   部会報告  

14：40  

2－P【9 重力モデルによる通話データの分析  2－FL14 Aversatilealgorithmfbrdesigning  2－G－5「COMのための生産計画・スケジュ  
一地域内々データに注目して－   robustandreliablecommunication  ーリング」研究部会最終報告  

networ・ksanditscomplexityanalysis  

○古藤 浩（東北芸術工科大学）  村松 健児（東海大学）  

長谷川文雄（東北芸術工科大学）  ○篠原正明（NTT）  ○西岡靖之（東京理科大学）  

高木良治（NTT）  
中木正司（NTT）  

2｝P－15会議システムを使ったコミュニケー              2－P－10地球温暖化による海面上昇とバン    2－G－6「物流の最適化」研究部会報告  
グラデッシュの洪水   ションのマルコフ分析  

木海洋（京都工芸繊維大学）  
○柳井浩（慶応義塾大学）  ○福永厚（北海学園大学）  ○軽野義行（京都工芸繊維大学）  

2－P－11同時多発出火時の避難と街区面積    2－P－16インターネットサービス。プロパイ  

に関する基礎的考察  ダー産業と価格  
一口ケーション競争－  

○石井儀光（筑波大学）  

腰1家武志（筑波大学）  RajivM．Dewan（UniversityofRochester）  
Marsha11Freimer（UniveSityofRochester）  
AviSeidemann（UniversltyOf．Rochester）  

○山川茂孝（国際大学）  

2－P－12ネットワークの距離分布  2－P－17データの論理的解析における分解  
構造について  

○田村一軌（筑波大学）  

腰塚武志（筑波大学）  ○小野康隆（京都大学）  

牧野和久（大阪大学）  

茨木俊秀（京都大学）  

2－P－13効果的な十字型交通網の形態につ  
いて  通信システムの基地局設置政策の  

検討  
○有井良仁（筑波大学）  

腰塚武志（筑波大学）  ○山田孝子（山形大学）  

高橋幸雄（東京工業大学）   

16：00  

＊一般講演の発表時間は講演15分間、討論5分間の合計20分間です。  

へ○－ハ㌧フェアおよび部会報告の持ち時間は各80分間を予定しており、時間帯は午前の部は  

10時40分から12時00分までの間、午後の部は14時40分から16時00分までの間です。  
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