
平成11年度春季研究発表会  

特別テーマ：「ORのグローカリズム」  

日程：平成11年3月23日（火）～24日（水）研究発表会  

3月25日（木）  見学会  

場所：大阪国際大学  

〒573－0117 大阪府枚方市杉3丁目50番1号  

TEL：0720（58）1616（代表）  

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  

3月23日（火）13：30～14：30  

伊藤利朗氏（三菱電機株式会社顧問）  

「シームレスオフィス環境における創造的生産管理」  

3月23日（火）16：40～17：40  

吉田和男氏（京都大学大学院経済学研究科教授）  

「複雑系と社会システム」  

3月24日（水）11：10～12：10  

MilanVlacb．氏（北陸先端科学技術大学院大学教授）  

「FairDivision：AChallenge払rOR」  
懇親会：3月23日（火） 午後6時より  

参加費：5，000円  

見学会‥ 3月25日（木） 午前9時～午後4時  

見学先：阪急梅田TTC（TotalTrafficControl）System、  

宝塚歌劇の防災施設，空調施設の制御装置  

オプション（有料）：手塚治虫記念会館，その他  

参加費：3，000円（昼食代，その他）  

定員：30名（先着）  

問い合わせ先：〒565－0871大阪府吹田市山田丘2番1号  

大阪大学大学院 工学研究科 石井博昭  

Tel・06（6879）7868 Fax．06（6879）7871  

E－mail：ishiiha＠ap．eng．osakaru．ac．jp  
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大阪国際大学キャンパスへの交通   

⑳大阪方面からは ◎JR学研都市線長尾駅より徒歩約15分   

◎枚方市方面からは匂京阪電鉄本線枚方市駅より京阪パスで約30分  

⑳霊霊）方面からは  近鉄京都線新田辺駅でJR学研都市線にのりかえ、  

京田辺駅から長尾駅まで。下車徒歩約15分  

大阪国際大学案内図  近鉄新田辺駅、JR京田辺駅付近の昭園  

JR長尾駅より徳歩約15分  近鉄新田辺駅よりJR京田辺駅まで建歩約6分（約350m）  

オペレーションズ巾リサーチ   
瑠儲2（掴）  © 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.



会 ス ケ ジ ュ ー  研 究 発 表  ル  

3月23日（火   
A会場  B会場  C 会 場   D 会 場  E 会 場   F 会 場   

10：00  

数理計画（1）   金融（1）   信頼性（1）   生産・在庫（1）   交通（1）   経営（1）   

11：00  

11：10  

数理計画（2）   金融（2）   信頼性（2）   生産・在庫（2）   交通（2）   経営（2）   

12：10  

昼 休 み   

13：30  

特 別 講 演（S 会 場）   

14：30  

14：50  

数理計画（3）   金融（3）   信頼性（3）  待ち行列   都市・地域  シミュレーショ  

ン   

16：10  

15：30  

ソ フ ト ウ ェ ア 部 門 賞 候 補 作 品 発 表（P会場）15：30より   
16：40  

16：40  

特 別 講 演（S 会場）   
17：40  

18：00   

墾 親 会   

3月24日（水）  
A 会 場   B 会 場   C 会 場   D 会 場   E 会 場   F 会 場   

9：50  

数理計画（4）   グラフ・ネット  

ワーク（1）   グ   

10：50  

11：10  

特 別 講 演（S 会場）   
12：10  

昼 休 み   

13：30  

数理計画（5）   グラフ・ネット  経営（4）   

ワーク（2）   

14：30  

14：40  

数理計画（6）   グラフ・ネット  部会報告   経営（5）   

ワーク（3）   

15：40  
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発表健脚血通覧  

3月望3田（火）  輯P：発表者  

場   C 会 場  

信頼性（乱）   

オスタイル分析：  

とパフォーマンス  信頼性評価モデルに関する考察  

水木柑光宏（慮散大学），  

田村慶借（鷹取大学），  

山田茂（鷹取大学）  

ァジィポ仙トフオ  
Sa翫y／Ava封息bli七yMeasmremen髄  

大学），  ＊得能粛－（鳥取大学），   

学），   虻憫茂（鳥取大学）  

学）  

論理的解析とその  
について  menも Modelwi七h M五nimalan（且   

学），  Per鮎c屯隠epair   

学），  ＊朴泰根（大阪圃際大学），   

学）   植松靡祐（大阪国際大学）  

信頼性（2）   

ウトオプションの  

機能を設計するための統合化モデル  

大学），  ＊剛寸寛之（広晶大学），   

大学）  土肥正（広島大学），  

尾崎俊治（広晶大学）  

pping Problem  

王∋rowm温am Mo－  する平滑化手法の適用について   

iam』lユmpS  土肥正（広島大学），   

時刻   Å 会 場   盛 会  

●胴  数理計画（1）   金融（乱）  

虹Å－1データの理論的解析における階層的  1帥迅≠1動的ポ…トフォリ  

6  分解欄億について   スタイル時間変化  
評価  

柚′J、野贋隆（京都大学），  

牧野和久（大阪大学），   巾竹原均（筑波大学）  

茨木俊秀（京都大学）  

1uÅ－2制約充足問題に対サるタブー探索に    1凋馴2CÅPMを用いたフ  
おける評価関数の重みの自動調整   リオ問題  

＊野々部宏司（京都大学），   ホ細江和佳子（大阪  

茨木俊秀（京都大学）  石井博昭（大阪大   

片桐英樹（大阪大  

且“A州3Geme鮎Å1goriもhm放）rDesigming      1刑B－3経済指標データの  

anImdex酌且nd   回帰分析への適用  

＊韓尚憲（大阪大学）   ＊橋口浩隆（京都大  

柳浦睦憩（京都大  

茨木俊秀（京都大   

11：00  

11：10  数理計画（2）   金融（2）  

虹A凋 外部近似法に基づく最大リグレット  1ロB∬4 一般境界ノックア  

最′＝ヒ   近似価格評価  

乾m雅弘（大阪大学），   ＊花田邦生（北海道  

封東谷英資（大阪大学），   木村俊鵬（北海道  

谷野哲三（大阪大学）  

且愴Å－5 ネットワーク上の最適施設配置問題  1nB山5 An Op七imal凱o  
に対するアルゴリズム  鮎ra Geome屯ric  

鳩澤正史（慶応義塾大学），  もionw鮎Pois＄Om  

西野寿一（慶応義塾大学）  ＊大西匡光（大阪大学）  

2 

1qÅ皿6コンビュー一夕ーネットワーク設計に1dB－6SeeminglyUnrelaもedRegressiom  
対する確率計画法の応用  Modelwi七h∫（d）Regressors（d＞  

＊椎名孝之（電力中央研究所）  1／2）弧dIもsE如maもiom  

＊杉原左右－（関西学院大学）  

12＝1。  

昼 休 み   

八並美文（広胞大学），  

＊西尾春彦（広励大学），  

尾崎俊治（広島大学）  

TbeI〕束scr離e－で豆me Opporもunis一  

七且cReplaceme】nもModelswi七hAp岬  

P且ica七iom 屯0 鮎he血1ed Maim七eq  

mamce払で認且e¢七∬鼠cSwiもdlimgDe－  

vice  

⇒‘土肥正（広島大学），  

藤広敏幸（中国電力），  
海生直人（広鹿修道大学），  

尾崎俊治（広島大学）  

（つづく）  

オペレーーションズ。 リサーチ   
笥個穏（舶）   © 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.



3月23日（火）  仰：発表者  

時刻   D 会 場   E 会 場   F 会 場   

10：00  生産・在庫（1）   交通（1）   経営（1）  

トD－12種類の需要と曖昧な固定費用を持  1－E－1大手町駅のGISデータベースの構築  1－F－1新製品普及モデルの構築と分析  

つ腐敗しやすい商品の在庫間摩   ＊鈴木啓真（中央大学），   ＊鄭光家（大阪国際大学），  

＊原直人（大阪大学），   深井順司（中央大学），   植松康祐（大阪国際大学）  

石井博昭（大阪大学），   田口東（中央大学）  

片桐英樹（大阪大学）  

1－F－2第二次大戦の日本の行動（その1）大       トD－2計画業務の一元化を目指した統合生    1－E－20Rを利用した鉄道経営システム鉄  

産計画システム（計画立案環境）   道ダイヤの評価と新乗降システムの   戦概要  

池ノ上晋（富士石油），  提案  ＊湊晋平（松山大学）  

＊黒田寿男（数理システム），  ＊小林正樹（大阪国際大学）  

田村禎只（富士通OSL），  

高瀬裕司（富士石油），  

宮崎知明（富士通）  

トD－3計画業務の一元化を目指した統合生    トE－3移動時間を最小にする都市の形状   1－F－3第二次大戦の日本の行動（その2）戦  

産計画システム（LP解分析機能）   ＊小林亨（中央大学），   前の作戦シナリオ  

＊宮崎知明（富士通），  田口東（中央大学）   ＊湊晋平（松山大学）   

田辺隆人（数理システム），  

柴田朗子（富士通），  
池ノ上晋（富士石油）  

11：00  

11：10  生産・在庫（2）   交通（2）   経営（2）  

トD－4 舞台ベース照明の計画法に関する数  1－E－4 監視経路設定問題における対象船舶  1－F－4 食事メニュー間の関連一食MAPデ  
理的考察   分割による局所解について   一夕の分析一  

藤井進（神戸大学），   ＊小宮宰（東京工業大学），   ＊岡太彬訓（立教大学），  

森田浩（神戸大学），   森雅夫（東京工業大学）  朝日弓未（立教大学），  
＊十河知也（神戸大学），   大川英恵（立教大学）  

吉田稔（松下電工），   

米田さつき（松下電工）  

1－E－5通勤行動と施設配置～千葉市を事          1－D－5倉庫の容量が期間毎に異なることが     1－F－5ホーム・スキャン・データを用いた  

できる場合のカーンの倉庫問題につ   例に～   食卓メニュー分析  
いて  ＊松戸利一（筑波大学），   永井亮雄（東京理科大学），  
＊林芳男（近畿大学）  大津晶（筑波大学），   ＊中川慶一郎（NTTデータ），  

腰塚武志（筑波大学）  向井健太（早稲田大学），  
生田目崇（東京理科大学），  

高橋浩之（NTTデータ），  

田畑智章（早稲田大学）  

1－D－6連続時間での航空機の座席管理  1－E－6最短経路2目標問題  1－F－6SpatialAnalysisandFbrecasting  

＊澤木勝茂（南山大学）   北原拓（成膜大学），   ：IdenticalUnitsArtificialNeural  

＊上田徹（成棋大学）   
Network  

＊ジョルジュデュプレー（筑波大学），  

香田正人（筑波大学），  
腰塚武志（筑波大学）   

12：10  

昼 休 み   

（つづく）  
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発表題田山覧  

3月23田（火）  輯粧発表者  

時刻   Å 会 場   迅 会 場   C 会 場   

13：3¢  

＜特別講演＞（S会場）  
S脚孔 「シームレスオフィス環境における創造的生産管理」  

伊藤利朗（三菱電機株式会社 顧問）   
14：3Q  

14：50  数理計画（3）   金融（3）   信頼性（3）  

1nA－7順序制約付きナップサック問題の近  1－B鵬7 準モンテカルロ法によるモーゲージ  孔－C－7 拡張累積損傷モデル及びデータベー  

似解法と厳密解除   担保証券の価格付けおよびその誤差   スシステムへの応用  

＊ナタウットサムバイブーン（防衛大   評価   癖銭存華（愛知工莫大学），  
学校），   弛小林啓（東京大学），   中村正治（名宙塵銀行），  

山田武夫（防衛大学校）  諸星穂積（東京大学）ナ   安井一民（愛知工業大学），  
伏見正則（凍京大学）   中川常夫（愛知工業大学）  

且ロA－8ラグランジュ緩和を用いた最小根付              1－B－6 ÅNPを用いた株価と為替レーートの  1－C憫8 エントロピーと安全監視システム  

き払部分木問題の最適解法   予測   ＊鈴木達也（名古屋工業大学），  
＊荒木紀雄（防衛大学校），   ＊酒匂蔵－（東京理科大学），  大鉢史男（名古屋工業大学）  

片岡靖詞（防衛大学校）  生田目崇（東京理科大学），   

山m俊和（東京理科大学）  

トC－9有限計画期間における機会年齢取替     1－A－9整数計画問題に対する2重構造文字      1削B－9倒産確率を考慮した融資における貸  

列表現を用いた遺伝的アルゴリズム   出利率叩分割回収モデル＿   え費用について  
による近似解法の改良   坤中村正治（名古屋銀行），   ホ佐藤毅（広島大学），  
坂和正敏（広島大学）】   三道弘明（流通科学大学），  尾崎俊治（広歯大学）  

＊加藤浩介（広島大学），   中川翠夫（愛知工業大学）  

廣瀬公彦（広島大学）  

1■C－10ソフトウェアの保守サービス契約に       1－Å劇10ファジィパラメータを含む2レベル    1－8－10ニューラルネット並びにTD一学習を  

の－1計画問題に対する遺伝的アルゴ   活用した予測システムの構築一株価   関する研究  
リズムを用いた凱ackelberg解の計   予測システム及び売上予測システム   

寮方法   への適用  
＊林坂弘一郎（流通科学大学），  

三道弘明（流通科学大学）  
＊丹羽啓一（広島大学），   ＊馬場則夫（大阪教育大学），  
西崎一郎（広島大学）   須藤秀掩   

16：10  

15：30  

＜ソフトウェア部門賞候補作晶発表＞（p会場）  
P加温トラヒック評価¢設計支援システム：TEmAS  

吉野秀明（NT甘マルチメディアネットワーク研究所）㍉山本尚生（NTTマルチメディアネットワーク研究所）  
一般論演の時間帯にも同時に催しています．   

16：40  

16：40  

＜特別講演＞（S会場）  
Sロ2 「複雑系と社会システム」  

吉田和男（京都大学大学院経済学研究科教授）   

17：40  

16：の0   

懇 親 会   

（つづく）  
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3月23日（火）  仰：発表者  

時刻   D 会 場   E 会 場   F 会 場   

13：30  

＜特別講演＞（S会場）  
S－1「シームレスオフィス環境における創造的生産管理」  

伊藤利朗（三菱電機株式会社 顧問）   
14：30  

14：50  待ち行列   都市・地域   シミュレーション  

1－D－7 収容人数を考慮したエレベータ待ち  1－E－7 有限な凸領域における流動量分布  1－F－7 劇場避難におけるシミュレーション  
時間モデルの考察   ＊大津晶（筑波大学），  手法の適用  

＊島川陽一（中央大学）  腰塚武志（筑波大学）  ＊友松恵子（構造計画研究所），  

福嶋朗（構造計画研究所），   

上原茂男（竹中工務店）  

1－D－82ノード待ち行列ネットワークの定    1－E－8固定資産宅地評価における数理計画      1量F－8モデル分析に基づく郵便区分輸送形  

常分布の裾の解析   法の適用   態の最適化（2）  

＊加藤憲一（東京工業大学），   ＊土肥正（広島大学），   ＊鯉田淳（早稲田大学），  
教本直樹（筑波大学）  畠中政囲（中央鑑定所），   森戸晋（早稲田大学），  

一森哲男（大阪工業大学），   岩間司（郵政省郵政研究所），  
尾崎俊治（広島大学）  佐藤政則（郵政省郵政研究所），   

田村佳章（郵政省郵政研究所）  

1－D－9M／M／1待ち行列におけるある最適                1－E－9交通路容積を考慮したコンパクトな      1－F－9時系列的データが存する際の直感の  

時間保全政策   建物   科学としての準静的予測手法に閲し  

＊小柳淳二（鳥取大学），  ＊田口東（中央大学）  ての一考察  

河合－（鳥取大学）  ＊住原滑秀（ハイブリッド総合研究所）  

1－E－10アンケート調査に基づく水環境改善           1uD－10 DelayProcessAnalysisforInte－   1－F－10 VarianCe－BasedMethodsforSen－  
gratedVoice／DataTtansmission   分析   SitivityAnalysis  
inSlottedCDMAWirelessCom＿  

municat，ionNetworks  
＊見市晃（追手門学院大学），  ＊香田正人（筑波大学）   

三根久  
＊岳五一（甲南大学），  
松本豊（アイティエス興業）  

16：10  

15：30  

＜ソフトウェア部門賞候補作品発表＞（P会場）  
P－1 トラヒック評価・設計支援システム：TEDAS  

吉野秀明（NTTマルチメディアネットワーク研究所），叫本尚生（NTTマルチメディアネットワーク研究所）  
一般講演の時間帯にも同時に催しています。   

16：40  

16：40  

＜特別講演＞（S会場）  
S－2 「複雑系と社会システム」  

吉田和男（京都大学大学院経済学研究科教授）   
17：40  

18：00   

懇 親 会   

（つづく）  

1999年2 月号  （49）10丁   
© 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.



、∴∴ 十一三一三‡－－ －‥ 士  

認月24田（水）  仰：発表者  

時刻   A 会 場   恐 会 場   C 会 場   

きl   数理計画（4）   グラフ∞ネットワ山ク（叫   AH炉心mEÅ（叫  

2山AⅦ1弱有効解集倉上での凸関数最小化間  ‰恐凋 ファジィコストをもつ励小木間鴨の  ‰仁一1常襲予測のための学習型AⅢP  
頗に対する内部近似法／分枝限定怯   一定式化   ＊片岡毅（静岡大学），  

山田修司（大阪大学），   ＊片桐英樹（大阪大学），   八啓画一（静岡大学）  

憫柑英二（大阪大学），   石井博昭（大阪大学）  

谷野哲三（大阪大学），   

乾m雅弘（大阪大学）  

2－Cけ2Ⅵ砲bによるボトムアップ型階層図作        2uÅ闘2多塵層盈み付き総魔制約の凹最大化   2－B－2AGenerali三edOptimlimRep  
問題   q＝remeニュtSpanni；1gTreeProb－   成機能をもつグルいプÅHPソフト  

枇豊崎随祐（防衛大学校），   凰emw沌h乱Momgかl温も把Properもy   敵森和之（静岡大学），  

飯田耕司（防衛大学校）   ＊穴沢務（札幌大学）   八巻直－（静岡大学）  

2－Ån3 制約付き非線形飽適化問題の解法（α  ‰眉－3 完全2分水の深さ同一頂点間への1  2－C－3 叫対比敏行列の反復修正  

制約瞼の提案）   辺追加問題一緒頂点閉経路長の最   
小化－  

＊蘭博一友（日本大学）  

和阪井節子（広励修道大学），  
商濱微行（広晶市立大学）   咄滞田滑（流通科学大学），  

宇野賽（流通科学大学）   

10：50  

11：10  

＜特別購演＞（盟会場）  
S】3 「Ⅳ乳量『取乱vi国風ゆm：AChallem酢鮎rO風」  

M鼠l乱mVl誠h（北陸先端科学技術大学院大学教授）   
12：10  

昼 休 み   

（つづく）  

オペレーションズ¢リサーチ   
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3月24日（水）  仰：発表者  

時刻   D 会 場   E 会 場   F 会 場   

9：50  ゲーム理論（1）   
スケジューリング   

経営（3）  

2－D－1認定投票における交渉整合性と集群  2－B－1不確定環境型GAの確率的スケジュ  2－F－1小売業における最適棚卸し頻度に関  
化可能性について   ーリング問題への適用   する研究－ロス及び変動費を考慮し  

＊猪原健弘（東京工業大学），   ＊吉富康成（宮崎大学），   た場合－  

中野文平（東京工業大学）  山場久昭（宮崎大学），   ＊島本浩（流通科学大学），  

冨田重幸（宮崎大学）   三道弘明（流通科学大学）  

2－D－2ASimpleExampleofWeighted              2－E－2 ロット化と平準化を考慮したスケジ  2－F＿2 小売業における新製品のゼロセール  
Majority Games with Undesir－   ユーリングにおける塗色／品種割当表   ステスト販売政策  
ableDeegan－PackelIndices   の作成   ＊相原宋美（流通科学大学），  
＊信太正之（神奈川大学）  ＊永本光政（早稲田大学），   三道弘明（流通科学大学）  

森戸晋（早稲田大学），   

赤木雅史（早稲田大学）  

2－D－3Variat．ionsofAccumulation       2－E－3リアクティプ・スケジューリングに    2－F－3最適ボーナス率に関する一考察  
Games   おける定期リスケジューリングの最   

適政策  
＊山川茂孝（国際大学）  

Wi11iamRud【1e（TheAmerican  

UniversityofCairo），   ＊諏訪晴彦（摂南大学），  
＊菊田健作（神戸商科大学）   浅田克暢（住友金属工業），  

三遷弘明（流通科学大学）   

10：50  

11：10  

＜特別講演＞（S会場）  
S－3 rFbirDivision：AChal1engeforOR」  

MilanVlach（北陸先端科学技術大学院大学教授）   

12：10  

昼 休 み   

（つづく）  
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発表題田山覧  

鋸射摘闇（水）  仰腐表者  
－〟‾  ‾  

時刻 Å 会 場   爵 会場   ¢ 会 場   

13＝30  数理計画（5）   グラフ亜ネットワーク（2）  A朋P。m馳（2）   

‰Å－4 Maもhema奄icalProper七iesofmeasも  2一望一生：随eliabili七yEⅧ1ⅦaもionofHigぬ1y 200C岬4 パレート最適性公理とグループA‡宜P   

Ab801Ⅶ七eValⅦe‡玉＄也ima七iomw鼠七h  融iomNQ七‾   

SerialqoI・rela舶om   m   
＊   

＊関谷和之（静岡大学），   ＊篠原正明（N’TT研究所）1  宵山伸司（大阪大学），   
末吉俊蕃（東京理科大学）   松村龍太郎（NTT研究所），  田地宏一（大阪大学）  

中木正司（NⅧT国際本部），  

本間浄血（NTTアメリカ）   

2叫A－5 配合問題のエクセル。ソルバーによ  2－B－5 ハイブリッド型タブサ困チによるサー 2－C…5 DEAにおける℃唖丑Uの順位付け間   
る解法について－ORリテラシーの   バ心クライアント型ネットワーク設  題の一解法   

普及事例（第1報）¶   計問題の解法  田村坦之（大阪大学），   

＊権藤元（オーアールとく塾）ヲ   如梅阻轡廉（蟄橋技術科学大学），  ＊川島義隆（大阪大学），   

東申強（食協）   雀文田（豊橋技術科学大学），  富山伸司（大阪大学），  

清水良明（豊橋技術科学大学）  田地宏一（大阪大学）   

2隅Å鵬6 Solv鼠mgldimearImもegerOp七imiza－  2－B血6 ネットワークの流動数分布  2qC¶6 活動の多面性を考慮した包絡分析法   

屯iom炉roblemsbyL五nearPrか  による評価怯  
潮卜軌（筑波大勒  

gr乱mm温mgCoope柑止edwiもh（〕om－  腰塚武志（筑波大学）  ＊佐藤秀一（慶応義塾大学），  
＄もraim七Pro訂amming  枇々木規雄（慶応義塾大学），   
咋チェンユウ（アイログ）   福川忠昭（慶応義塾大学）   

14：30  

1叡40  数理計画（6）   グラフ仰ネットワーク（3）  ÅHp叩m馳（3）   

2mAu7 Approx鼠maも豆on Å1goriもhm た〉r  2－B－7 標高を考慮に入れた郵便配達経路聞 ぇ｛ン7］DBAを潤いた生産関数－リストラ   
Max豆mumImdepemdenもSeもProb－   題  クチャリングへの適用   

1em毘OmUn弛DiskG甘aphs   鱒佐々木智之（中央大学）  ＊佐藤俊索（東京理科大学），   

＊松井知己（東京大学）   生田目崇（東京理科大学），  

山口俊和（東京理科大学）   

‰A－8 大規模な離散最適化問題の解法アル  2－B－8 ハミルトン閉路から構成されるある 2MC－8 区間効率値によるⅢEÅモデル   

推移グラフの直径について  可く円谷友英（大阪府立大学），  

ノ（関西大勤  太田克弘（慶応義塾大学），   前田豊（大阪府立大学），   
＊並順郎（関西大学）   ＊小関芳彰（慶応義塾大学）  田呼英夫（大阪府立大学）   

i            ≒2一Å凋 ソフトウェア開発計画立案支援モデル  2－B－9 整数計画問題による、ケーーブルテレ 2－CⅦ9 包絡分析法（mBA）モデルの一般化  
＊伊佐田百合子（関西大学），   ＊ 

仲川勇二（関西大学）  
，   i吉   

弓   
岡田正浩（奈良先端科学技術大学院  

大学），  
田地宏一（大阪大学），  
高橋豊（奈良先端科学技術大学院大  

学）  

（つづく）  

オペレーションズmリサーチ   
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3月24日（水）  ＊印：発表者  

時刻   D 会 場   E 会 場   F 会 場   

13：30  ゲーム理論（2）   医療   経営（4）  

2－D－4 Deegan－Packel指数の特性   2－E－4 高度医療機器の評価に関する研究（そ  2－F－4 業務プロセスモデルの開発（2）  

＊小川隆介（東京大学），  の1）地域格差分析と最適配置モデ  

ル分析  
＊佐賀井重雄（電力中央研究所）  

松井知己（東京大学）  

＊大山達雄（政策研究大学院大学），  

刀根責（政策研究大学院大学），  

並木誠（東京大学），  
石川光一（がんセンター研究所），  

竹本智明（医療経済研究機構）  

2－D－50nShapleyValuesandCoresof         2－E－5先駆的高度医療機器の評価に関する   2－F－5小売業における特別展示商品に対す  
Cooperative Fuzzy Games 研究（その2）シミュレーション分析   る最適発注量一単位時間当り総利益  

＊鶴見昌代（大阪大学），   ＊並木誠（東京大学），   の最大化－  

谷野哲三（大阪大学），   刀根薫（政策研究大学院大学），   ＊川勝英史（神戸商科大学），  

乾口雅弘（大阪大学）  大山達雄（政策研究大学院大学），   三道弘明（流通科学大学），  

石川光一（がんセンター研究所），   濱田年男（神戸商科大学）  

竹本智明（医療経済研究機構）  

2－D－6生産・輸送問題に対するファジィ計            2－E－6先駆的高度医療機器の評価に関する    2－F－62企業間の経営戦略  

画とゲーム論による利益およびコス   研究（その3）効率性分析   ＊北候仁志（大阪府立大学），  
ト分配一事例研究－  ＊刀根薫（政策研究大学院大学），  寺岡義仲（大阪府立大学）  

坂和正敏（広島大学），  大山達雄（政策研究大学院大学），  
＊西崎一郎（広島大学），   並木誠（東京大学），  
植村芳雄（住建産業）   石川光一（がんセンター研究所），  

竹本智明（医療経済研究機構）   

14：30  

14：40  動的計画   部会報告   経営（5）  

2－D－7 地球温暖化防止の動的経営意思決定  2－E－7 理財工学研究部会最終報告   2－F－7 必要不可欠ではない需要に対する競  

＊小田中敏男（東京都立科学技術大学）  ＊白川浩（東京工業大学）  合施設配置問題  

＊大角盛広（神戸芸術工科大学），  

塩出省吾（神戸学院大学）  

2－D－8AClassofSecretaryProblemson   2－E－8「評価のOR」研究グループ経過報告     2－F－8配置の経営戦略  
SequencesofContinuousBivari－  

ateRandomVariables  
上田徹（成瑛大学），   ＊寺岡義仲（大阪府立大学），  

＊篠原正明（NTT）  北候仁志（大阪府立大学）  
坂口実，  

＊濱田年男（神戸商科大学）  

2－D－9Mixed－TypeSecretaryProblems         2－E－9研究部会「都市のOR」第2回中間  
OnSequencesofBivariateRan－   報告  
dom Variables ＊腰塚武志（筑波大学），  
＊坂口実，  大澤義明（筑波大学）   
K・Szajowski（Tech．Univ．of  

Wroclaw）  

15：40  

1999年2 月号  （53）111   
© 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.




