
平成盈の年度秋季研究発表会  

特別テーマ；社会評価の0毘  

日程三平成10年10月且5日（木）～16田（金）研究発表会  

且0月17田（土）  見学会  

場所；日本大学会館 〒且02－0074 千代田区九段南4－＄－24  

交通三市ヶ谷駅（JR、営団地下鉄。有楽町線、南北線、都営地下鉄0新宿線）徒歩2分  

研究発表会参加費：正。賛助会員 6，000円、学生会員 2，000円、非会員 6，000円  

特別講演：一般公開¢入場無料  

且0月且5田 樋m 廉太郎氏（アサヒピーール㈱会長）  

『今、経営者として考える這と』  

且0月且6臣］大谷 利勝民（日本大学生産工学部長）  

『教育と危機管理能力』  

懇親会：ユ0月且5田（木）午後6時より  参加費6，000Pヨ  

見学会；10月且7田（土）午前且0時～午後2時  

見学先：臨海副都心「お台場」フジテレビ本社、その他  

参加費：3，000円程度（昼食代、その他）  

定 農；30人程度  

問合せ先：〒275－8575 習志野市泉町且－2≠且  

田本大学生産工学部数理工学科 大沢 慶苦  

Te且。047射74）2658  Fax匂0474（74）2669  

オペレーションズひリサーチ   
酎帽（56）  © 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.



平成10年度秋季研究発表会スケジュール  

1998年10月15日（木）  

時刻   A会場  B会場  C会場   D会場   E会場  P会場   

10：30  
DEA（1）  都市（1）  輸送・配送  マルコフ過程   APORS（l）  

一社会評価のOR    一社会評価のOR  
11：30  

11：30  

昼休み兼関連企画   
13：10  

13：10  特別講演（1）  

今、経営者として考えること  
14：10  アサヒビール㈱会長 樋口 廉太郎氏   

14：30  

表彰行事   

14：50  

15：00   
DEA（2）   都市（2）  グラフネット  

一社会評価のOR  一社会評価のOR  ワーク（1）   保全・在庫  APORS（2）  

16：00  

16：10   
DEA（3）   交通  グラフネット  

待ち行列  
一社会評価のOR  一社会評価のOR  ワーク（2）  

APORS（：l）  
コアタイム   

17：30  

17：50  

懇親会   
19：30  

1998年10月16日（金）  

時刻   A会場  B会場  C会場  D会場   E会場   F会場   

09：40   
計算幾何学・   経営・社会   組合せ最適化   情報・通信  教育・コミュニ  

10：40   
図解法  一社会評価のOR  ケーション   

10：50  
NTT  電気通信大学  

11：50   洋氏  

11：50  

昼休み兼関連企画   
13：10  

13：10  特別講演（2）  

教育と危機管理能力  

14：10  日本大学生産工学部長 大谷 利勝氏   

14：10  
ペーパーフェア   

14：40  

14：40  非線形計画   経営関連  組合せ最適化  
信頼性  

動的計画  意思決定   

一社会評価のOR  
15：40   

（2）  一社会評価のOR   

15：50   
都市（3）  

スケジューリング  
動的計画  

17：10   非線形計画  一社会評価のOR  （2）  

AHP  
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発 表 蓮 田  

瑠 99B卑頂 0周瑠 5悶（木）  

＊ 発喪者  

時刻   風 合 囁   隠 会 場   6 会 場   

10：30  都市（瑠）   輸送◎配送  

叫社会評価のOR   一手土会評価のOR   トC－1部品供給に制約のある多品種組  

て－Å－1対応のない繰り返しデータによる  1脇瑠線分都市内での輸送における規模  立て工場のラグランジュ緩和法による  

リコース付きD巨A   の経済性と最適地域単位   スケジュ叩リング  

＊造田 英雄（神戸大学）   牧鈴木  勉（筑波大学）   ＊米田  清（東芝研究開発センター）  

森田  浩（神戸大学）   川口 明子（筑波大学）   加納 敏行  

藤井  進（神戸大学）   1逓ト2都市交通．網における環状賂の特性  京尾 端二  

1－A－2評価者と被評価者の基準を取り  分析と最適設計への応用   LU銅 Pe‡er 臥（Umivers五‡y of  

入れたD巨Aモデル   紐高橋 昭文（慶應義塾大学）   Commec‡icut）  

生田目 崇（東京理科大学）   栗田  治（慶應義塾大学）   7HANGYuanhui  

＊佐藤 便乗（東京理科大学）   瑠脇3m上欄ドプライシングによる交通量  トC－2トラック積み合わせ最適化に基  

山口 俊和（東京理科大学）   の制御   づく配送形態最適化事例  

トA－3 DEASensitivityAna吋Sisby  軸小池 聖一郎（慶應義塾大学）   演  利行（㈱日本アイ。ピー・エム  

Chang！ngaReferenceSet：Regional  栗田泊（慶應義塾大学）  東京基礎研究所）  

ContributiontoJapaneseIndustria（  トC－3垂β便輸送ネットワークの階層的  

DeweOo9meP-Plt 計画  

勘眈々木 規雄（慶應義塾大学）  ＊パ、竹 正弘（早稲田大学）  

末吉 俊幸（東京理科大学）  森戸晋（早稲田大学）  

岩間司（郵政省郵政研究所）  

佐藤政則（郵政省郵政研究所）  

田村佳章（郵政省郵政研究所）   

11三30   

11ニ50  

昼休み兼関連企画   

13ニ10  

13：10  

特別講演（頂）  

S間瑠今、経営者として考えること  

アサヒビール㈱会長 樋口 贋太郎氏   

14：て0  

瑠磯：30   

表彰行事  
蔓  

∃   

瑠埼≡50   

オペレーションズ。リサーチ   
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1998年10月15日（木）  
＊ 発表者  

時刻   D会場  E会場   P 会 場   

10：30  APORS（1）   P－1SoIvlngreSOurCe－COnStrained  

トD－1小売業におけるロスを考慮した   SChedulingprob［embyconstrahlt－  

最適棚卸し頻度に関する研究   basedscheduling  

＊島本  浩（流通科学大学大学院）   ＊種 芋 CHENGYu（アイログ㈱）  

三道 弘明（流通科学大学情報学部）   MIN－TUNGDaniel（ILOGフランス）  

1－D－20nOptjmaJStoppJn9OfaSe－   P－2PSA手法による交通事故推計と事故  

quenceofRandomVariabJeswith   対策評価  

Fuzziness   ＊沼田 雅宏（東芝アドバンストシステム㈱）  

吉田 祐治（北九州大学）   大内 正俊（東芝アドバンストシステム㈱）  

トD－3パチンコの大当り確率   平本 経幸（東芝アドバンストシステム㈱）  

河合  一（鳥取大学工学部）   大山達雄（政策研究大学院大学政策研究科）  

P－3売店の混雑解消～生協改造大作  

戦～  

新井祐（日本女子大学）  

筒井史子（日本女子大学）  

＊渡辺亜弥（日本女子大学）  

藤川沙綾香（日本女子大学）  

鈴木久敏（筑波大学）  

P－4パターン数最小化を目的とする  

カッティングストック問題について  

＊梅谷俊治（京都大学）  

柳浦睦憲（京都大学）  

茨木俊秀（京都大学）  

P－5数理計画法研究会（RAMP）報告  

茨木俊秀（京都大学）  

＊茨木智（名古屋市立大学）  

P－6地域産業戦略研究部会朝告1  

＊大内束（北海道大学）  

山本雅人（北海道大学）  

P－7「システムの最適化とOR」研究部  

会・経過報告  

11：30   ＊前田隆（金沢大学）  

久志本茂（福井工業大学）   

11：50  

昼休み兼関連企画   
13：10  

13：10  

特別講演（1）  

S－1今、経営者として考えること  

アサヒビール㈱会長 樋口 廉太郎氏   

14：10  

14：30  

表彰行事   

14：50  
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瑠 99＄卑頂 0用瑠 5田（木）  

＊ 発表者  

時刻   A 会 場   隠 会 場   C 会 場   

15：00  都市（2）   グラフネットワ」馴ク（瑠）  

一社会評価のOR   一社会評価のOR   トC－4 ファジィネットワーク上の最小  

1一Å－40nMeasurl「唱thelne柏dencyo†  トβ－4一様な直線を介して4次元を2次  費用流問題  

DMUwithlnne卜ProductNorminD巨A  元からみる   ＊島田文彦（大阪大学大学院工学研究  

＊TAKEmAAkiko（Tokyo且ms亡i篭u監eof  腰塚武志（筑波大学）   科）  

Tecぬmology）   『－随一5移動時閉め短縮効果からみた交  石井博昭（大阪大学大学院工学研究  

N亙SH亙NOⅢ五sakazⅦ（KeioUmiversity）  過網の評個   科）  

1－Å－5D巨A領域限定法の領域の決め方  三浦 英俊（明海大学）   1－C－5 ファジィランダム・ミニマムス  

稲上田  徹（成躁大学）   1戎ト6道路交通腰における最短経路情  バニングツリ一間蓮  

角田 吉宏（三和銀行）   戟提供の検討   ＊片桐 英樹（大阪大学）  

トA－60nM涙∈椚ぬencyinDEA   ＊渕沢隆宏（成媒大学）   石井 博昭（大阪大学）  

刀根  責（政策研究大学院大学）   上田  徹（成摸大学）   トC－6最小根付き正一部分木問題に対  

高橋 道哉（成挨大学）   するラグランジュ緩和を用いた食欲的  

下堺値算法の改馨  

＊荒木紀雄（防衛大学校情報工学科）  

片岡靖詞（防衛大学枚情報工学科）   

16：00   

て6：10  交通  グラフネットワ」－ク（2）  

州社会評価のOR  鵬社会評価のOR  トC－7有向グラフにおける負サイクル  

障成一7 スラック調整型旺Aを用いた時 瑠－B－7訪問頻度を考慮した施設群への   の全列挙  

系列分析 岬P∂州 ≡哩論研究－  R㊤C曾i－Lin8ar距離の等高線  ＊木下 治信（防衛大学校）  

末吉 俊幸（東京理科大学）  ＊福澤  毅（慶應義塾大学）  山田 武夫（防衛大学校）  

後藤 美香（電力中央研究所）  栗田  治（慶應義塾大学）  トC－8乃立方体と乃－2部分立方体につ  

奥山  茂（東京理科大学）  1－臣ト8旺CT軋8相田欄巨離を用いた高速道   いて  

＊本間 隆嗣（東京理科大学）  路の最適配置について  仙一森哲男（大阪工業大学）  

青木 真吾（束京理科大学）  ＊有井 良仁（筑波大学）  トC－9 K－Edgeand3－VertexConnec－  

頂－Å岬8 スラック調整P臣Aを用いた時系 腰板 武志（筑波大学）  t圭vityAugmentationinanArbitrary  

列分析 鵬Par琶2応用研究岬  1－B【9橋の適正配置モデルに基づく逐   Mu帖graph  

末吉 俊幸（東京理科大学）  次悉加計画  ＊耳SH‡ITosh主masa（KyotoUmiversity）  

後藤 美香（電力中央研究所）  ＊岡本 貴章（慶應義塾大学）  NAGAMOCHIHiroshi（Kyoto  

奥山  茂（東京理科大学）  栗田  治（慶應義塾大学）  University）  

＊青木 真吾（東京理科大学）  亙BARAK‡Toshihide（KyocoUniversity）  

本間 隆嗣（東京理科大学）  トC－10AnalgorithmforsoIvlngthe  

1－Å19統計横定を用いたD巨Aの拡張と  edge－disjointpathproblemontourna－  

実証研究  mentgraphs  

一（徳島大学）  

＊  繁（豊橋技術科学大学）  

トA－10DEÅの結果を考慮した判別分析  

とその実証研究  

末吉 俊幸（東京理科大学）  

桐原 祐一郎（東京理科大学）  

て7：30   

て7：50  

懇親会   

19：30  
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1998年10月15日（木）  

＊ 発表者  

時刻   D 会 場   E 会 場   P 会 場   

15：00  APORS（2）  

1」＝小売業における特別展示商品に  

対する経済的発注量  

＊川勝英史（神戸商科大学大学院）  

三道弘明（流通科学大学情報学部）  

濱田年男（神戸商科大学商経学部）  

1－D－5小売業における占有スペースを  

考慮した新製品監視政策モデルー在  

庫陳列を行う商品を対象とする－  

＊相原宋美（流通科学大学大学院流通  

科学研究科）  

三道弘明（流通科学大学情報学部）  

1－D－6ATMの自動監視システムの点模  

方策  

＊中村正治（名古屋銀行）  

林逸樹（日立中部ソフトウェア㈱）  

中川宰夫（愛知工業大学）  

16：00   

16：10  APORS（3）   ペーパーフェア  

トD－7収容人数を考慮したエレベータ  コアタイム   

の待ち時間分布  

島川陽一（中央大学）  

l－D－8MeanSojournTimeofCyclic  

QueueswithFeedback  

平山哲治（筑波大学）  

トD－9State－ProbabirityVectorRela－  

tionshipbetweenaFinite－Capacity  

Queueandanlnfi雨te－CapacityQueue  

with MAPs 

＊宮村崇（OsakaUniversity）  

高橋敬隆（NTrMultimediaNetwork  

Laboratories）  

米山寛二（HimejiInstituteof  

Technology）  

石井博昭（OsakaUniversity）  

トD－10待ち行列への最適参入時期問題  

－ジョブ数が確率的な場合－  

＊小柳淳二（鳥取大学工学部）  

河合－（鳥取大学工学部）  

17：30   

17：50  

懇親会   

19：30  
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ふ：：ヰ 串．…‥－・】  

瑠 998年頂 ¢屑篭 6日（金）  

＊ 発表者  

時刻   鼎 会 場   B 会 場   C 会 場   

09：40  計算礁憫学ゆ図解法   経営。社会   組合せ最適化（瑠）  

2－A岬1線形計画法の直線座標表示   …社会評価のOR   2－C－1反復局所探索による車両経路間  

柳井  浩（慶應義塾大学）   2－B－1サプライチェインマネジメント  題解法における脱出法の新方式  

2－Å－2舞台照明問題のNP完全性   のためのテスト＜ごッドシステム   岡野 裕之（田本柑M東京基礎研究  

＊伊藤 大雄（豊橋技術科学大学）   梅田 茂樹（武蔵大学）   所）  

上原 秀幸（豊橋技術科学大学）   2－B－2 電子商取引システムのベトリ  2－C－2アントシステムアルゴリズムの  

横山 光應（豊橋技術科学大学）   ネットモデルと構造特性   TSPへの試作と改善の試み  

2－Å－3迷惑施設のパレート最適集合   菅澤 富男（日本大学）   加地 太一川【・・（小樽商科大学）  

蹄大澤 義明（筑波大学）   2－ら－3ゲームによる電力会社とガス舎  2－C－3ACapacitatedVehicもeRouting   

田村 一軌（筑波大学）   社の規制緩和後の負荷平準化戦略   ProblemonaTree  

＊樫尾  博（筑波大学）   Shim－yaHAMA（言UCHHosakapre臨c－  

鈴木 久敏（筑波大学）   《ura皿Govermmem社）  

10こヰ0  NaokiKArrOⅢ（KyotoUmiversity）   

10：50  文献常襲解読演   文献常受贅講演  

互」ベイズ性能推定法のVP容量制御  ‡．2 TheGeneralizedStableSet  

への適用方法  ProblemforPeriectBidirectedGraphs   

斎藤  洋（NTT）  田村 明久（電気通信大学）  

11：50  l  

昼休み兼関連企画  

11二50 13：頂C  l     u 蚤  

瑠3：頂0  

特別講演（2）  

S－2教育と危機管理能力  

日本大学生産工学部長 大谷 利勝氏   

14：10  

1ヰこ10   

亘  

川  

ペ軸′ヾ岬フェア  

H 1瑠碍≡舶  

52櫓（62）  オペレーションズ。リサーチ   
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1998年10月16日（金）  
＊ 発表者  

時刻   D 会 場   E 会 場   F 会 場   

09：40  教育・コミュニケーション  

2－D－1ネットワーク性能評価書用シ  2－E－1職域の卒業生評価が在校生に与  

ミュレ一夕のモデル化技法   えたインパクト分析  

相澤りえ子（㈱構造計画研究所）   小池 将貴（筑波技術短期大学）  

2－D－2通信ネットワーク性能評価のた  2－E－2 高校生（主に女子）とコミュニ  

めのシミュレーションモデル自動生成  ケーションツール ーインターネット  

について   利用とアンケート調査－  

鈴木 史朗（㈱構造計画研究所）   ＊下川 侶祐（ATR）  

2－D－3NTT時系列データのKalmanfiI－  新上 和正（ATR）  

terによる分析  井桁 和浩（ATR）   

＊上村哲志（成躁大学）  

上田徹（成蹟大学）  

10：40   

10：50  

11：50  

11：50  

13：10   
昼休み兼関連企画   

13：10  

特別講演（2）  

S－2教育と危機管理能力  

日本大学生産工学部長 大谷 利勝氏   

14：10  

14：10  

ペーパーフェア   

14：40  
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頂 99る卑頂 ¢用頂 6田（金）  

＊ 発表者  

時刻   風 会 場   田 舎 場   C 会 場   

14：40  経営関連   組合せ最適化（2）  

2蘭A一局総量制約をもつ凹最大化問題の  一社会評価のOR   2剛C－4整数計画法による最適線形判別  

効率的解法   2一日一増 コンジョイント分析を用いた新  関数  

＊宝崎 隆祐（防衛大学校）   商品企画と価格決定   新村 秀一（成躁大学）  

飯田 耕司（防衛大学校）   ＊永井 亮雄（東京理科大学）   2－C叫5安定結婚の全列挙アルゴリズム  

2一風－5 あるクラスのマルコフ決定過程  生関目 崇（東京理科大学）   ＊山田 武夫（防衛大学枚）  

問題へのLemke法の適用   山口 俊和（東京理科大学）   片岡 靖詞（防衛大学枚）  

＊松林 伸生（田本電信電話㈱）   2一随一5観光地間の競合関係の分析   2－｛－6ArTOteOnmixedievelsupersatい  

西野 寿一（慶應義塾大学）   仙MmPREFの外部分癖とPREF齢Pの比較■  「ateddes≡9nS  

2叩A－6ComputationaJAspectso‖訓価－  岡太 彬訓（立教大学）   MArrSUITomomHuniv．ofTokyo）  

earMa廿ix】nequa㈹yP「oblems   2仙隠仙6多期間ポ剛トフォリオ選択問題  

＊『UKUりAⅣ匿血hiro（甘okyoImsモ血eoF  のモデル化について  

Teもhmo且ogy）   串橋本 貴志（京都大学）  

臨OJIMAMasakazu（TokyoImst血eof  山下 信雄（京都大学）  

Techmolog少）   福島 雅夫（京都大学）   

15：40   

15：50  非線形計画（2）   都市（3）   
スケジュ【リング  

2－Å－7弱有効解集合上での凸関数最小  一社会評価のOR   2－C■7 ジョブの分岐と重複生産を許す  

化問題に対する内部近似法   2－B－7総移動時間を最小にする建物の  2工程並列機械フローショップスケ  

＊山田 修司（大阪大学）   通路と居住領域の配分   ジュ¶リング問題ニラグランジュ緩和  

谷野 哲三（大阪大学）   田口  東（中央大学）   に基づくヒュ岬リスティツクアプローチ  

乾口 雅弘（大阪大学）   2－B－8距離分布に関する分析の建築設  ＊今泉  淳（東洋大学）  
1 

2－A－8有効解集合上での最小化問題に  計。評価への応用   森戸  晋（早稲田大学）  

対するパラメトリック解法   ＊安西 大輔（慶應義塾大学）   2－C－8火力発電所定期検査計画におけ  

＊石井  毅（筑波大学）   栗田  治（慶應義塾大学）   る最適化スケジューリング  

久野 誉人（筑波大学）   2叫B－9同時多発出火時の避難可能時間  ＊福田 浩一（日本総合研究所）  

に関する基礎的考察   山上 達也（日本総合研究所）  

＊石井 儀光（筑波大学）   庄野  学（日本総合研究所）  

腰塚 武志（筑波大学）   手島泰（関西電力）  

蔵立慶彦（関西電力）  

樋口幸茂（関西電力）  

2【C－9設備更改のスケジューリング間  

題への基本分割の応用  

岩田覚（大阪大学）  

＊佐藤仝寛（大阪大学）  

藤垂悟（大阪大学）   

17：10  

オペレーションズ。リサーチ   
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1998年10月16日（金）  
＊ 発表者  

時刻   D 会 場   E 会 場   F 会 場   

14：40  動的計率（1）   意思決定  

2－ト4PHMによるソフトウエア製品の信  2－E－4生物の適応戦略   ｝社会評価のOR  

頼性評価手法について   ＊有水  彊（有水研究所）   2－F－4多数の代替案を含む意思決定間  

＊西尾 春彦（広島大学）   小田中敏男   諸に対する希求準比較AHPの提案  

土肥  正（広島大学）   大槻 繁雄（武蔵工業大学）   ＊千田 裕司（岡山県立大学）  

尾崎 俊治（広島大学）   2－E－5MuItipIeChoiceProblemsRe－  亀山 粛正（岡山県立大学）  

2－D－5DeterminationofOptimalRepair－  latedtotheDurationoftheSecretary  倉重 賢治（岡山県立大学）  

CostLimitReplacementStrategyby  Problem   2－F－5Multip［eRiskAssessmentwith  

Lorenz Transform Method ＊玉置 光司（愛知大学）   RandomUtilityModeIsinGroupDecト  

＊T．Dohi（HiroshimaUniversity）   C．E．M．Pearce（TheUniversityof  SionMaking  

S．Osaki（HiroshimaUniversity）   Adelaide）   SEOFumiko（DepaTtmentOfBusiness  

N，Kaio（HiroshimaShudoUniversity）  K．Szajowski（TechnicalUniversityof  Administration＆Informatics，Setsunan  

2－D－6ネットワーク信頼度計算におけ  Wroclaw）   University）  

る変換・分割の適用   2－E－6RepeatedGameofCriminalvs  2－ト6営農リスク対応型農業経営意思  

＊小出  武（大阪大学）   Police，Ⅰ＆Ⅱ．   決定支援システムFAPS97  

新森修一（鹿児島大学）  坂口  実   南石 晃明（農林水産省東北農業試験場）   

15：40   

15：50  動的計画（2）   AHP  

2－E－7 ファジィ最小自乗予測とDP   ｝社会評価のOR  

小田中敏男   2－F－7ANPにおける希求水準を用いた正  

＊古屋 丈夫（㈱sRA）   規化手法の提案と不合理な選好順位逆  

北久保 茂（日本工業大学）   転現象の回避  

2－ト8順序制約付きナップサック問題  田村 担之（大阪大学）  

のDP解法   ＊嵯峨山洋介（大阪大学）  

＊ナタウット サムバイブーン（防衛大学校）  鳩野 逸生（神戸大学）  

山田 武夫（防衛大学校）   富山 伸司（大阪大学）  

2－E－9有限資源の下でのファイルの最  2～F－8A10gICalinterpretationforthe  

適バックアップ方策について   eigenvaiuemethodinAHP：Whyisa  

横田 年男（神戸商科大学）   WeghtvectorinAHPcaIculatebythe  

eIgenVahJemethod？  

＊KazuyukiSEKITANI（SizuokaUniversity）  

NaokazuYAMAKI（SizuokaUniversity）  

2－ト9AHPにおける評価基準ウエイト理  

論の提案  

＊鈴木聡士（北海学園大学）  

五十嵐日出夫（北海学園大学）  

2－ト10断層化意思決定法におけるス  

ケール選択の影響に関する考察  

＊佐藤祐司（松阪大学）  

水谷昌義（束京経済大学）   

17：10  
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