
平成温風年度秋季研究発義金  

特別テ輌マ：「⑬鼠の限界への挑戦」輌新しい応用分野の開拓鵬  

H程：平成11年9月20日（月）～21日（火）  

9月22日（水）  

場所：成瑛大学  

〒且80－8633 武蔵野市吉祥寺北町3岬3叫1  

研究発表会  

見学会  

T監L：0422（37）3793（実行委員長直通）  

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

特別講演：一般公開。入場無料  

9月20田（月） 水野幸男OR学会会長  

「田本経済の再生との隠」  

9月21日（火） 宇野重昭成瑛大学専務理事（前学長）  

「科学変動期の国際政治における日本の役割」  

懇親会：9月20日（月）午後6時より  

参加費：6，00り円  

見学会ニ 9月22巨］（水） 午前10時～午後1暗  

鬼学先：セコムSCセンター（研究開発センター＆研究所）  

医療システム（遠隔画像診断支援システム）、各種セキュリティシステム、  

安全商品（金庫、消火システム、監視カメラなど）  

参加費：1，500円（昼食代）  

問い合わせ先：〒且80－B633 武蔵野市吉祥寺北町3岬3－1  

成瑛大学工学部経営工学科  上田 徹  

Ⅷm：ゆ422（37）3793『AX：0422（37）3869  

正一mai且：Ⅶe舶＠is。Se施ei．ac。jp  

ホ鵬ムページ三翫朋p：／／ww軋皇s。Se主kei．ac。jp／～Ⅶeda／Or99fa比馳Im且  

研究費義金習ご発表予定の僚さ濠へのお願む、  

今回は多くの方から液晶プロジェクタ使用のご希望が届いております。液   

晶プロジェクタはこちらでご用意する予定にしておりますが、インタフェ岬ス   

や機器の不具合などが心配されます。そこで、可能なら液晶プロジェクタを使   

用するといった程度にお考えいただいて是非、C檻膵シ岬卜もご用意下さるよう   

お願いいたします。なお、パソコンは各白で別格湖互換機をご用意下さい。  
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：誤悪習讃墨晶岩男武線（営団地下鉄甲練り  
車   

吉祥寺駅より関乗バス（①・②番のりば）成瑛学園前下車（約10分）   

吉祥寺駅より徒歩（約20分）  

●西武新宿線 西武柳沢下車   
西武柳沢駅南口より関東バス（吉祥寺駅行）成瑛学園前下車（約20分）   

© 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.



研 究 発 表 会  ス タ ジ ュ 扁  ル  

9月2の日（月）  
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）   予測   信頼性   交通（1）   生産。在庫   第2回APORS  
国際セッション  

11：20  
（1）   

11：40  

学生論文寅授賞  式（S会場）  
12：10  

昼 休 み   

13：30  

特別講演（S会場） 水野幸男「日本経済の再生と0訊ノ」   
14：30  

14：40  

数理計画（2）   マーケテイング  都市（り   情報・通信ネッ  

（1）   トワーク（1）   国際セッション  
16：00  

16：20  

共通テーマ   
（2）  

統計色予測   DEA（1）   都市（2）   待ち行列   

17：40  17二50  

18：00   

墾 親 会 （10号館12階大ホール）   

9月21日（火）  
A会 場  B 会 場  C 会 場   D 会 場   E 会 場   F 会 場   

9：50  

数理計画（3）   グラフ8ネット  マーケティング  交通（2）   情報。通信ネッ  企業事例交流セ  

ワーク（1）   （2）  トワーク（2）   ツション（1）  

10：50  

11：10  

数理計画（4）   グラフ仏ネット  DEA（2）   ［企業事例交流  

ワーク（2）  ネット   論（1）   会］  

12：10  12：15   

昼 休 み   

12：50  

ペーパーフェア（P会場）   

13：25  

13：30  

特別講演（S会場） 宇野重昭「科学変動期の国際政治における日本の役割」   

14：30  

14：50  

数理計画（5）   グラフ8ネット  意思決定   ソフト ウェア  応用待ち行列理  企業事例交流セ  
ワーク（3）  論（2）   ツション（2）  

15：50  

16：00  

ゲーム理論   単錮各計画  ソフトウェア  

（2）  論（3）   会］  

17：00  17：15  

オペレーションズ。リサーチ   
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発表題目一覧  

9月20日（月）  仰‥発表者  

時刻   A 会 場   B 会 場   C 会 場   

10：00  数理計画（1）   予測   信頼性  

トA－1 正方向に劣モジュラ的な多面体の同  1－B－1 時系列データのカオス的解析法につ  1－C－1 0n the Geometry of an Op－  
時交換可能性   いて一cos解析法－   timal Maintenance Policy with  

＊高畑貴志（東京大学）  ＊大鋳史男搾古屋工業大学）   Discounting  

鈴木達也搾古屋工業大学）  汀・Dohi（広島大学）  

A．Ashioka（広島大学）  

N・Kaio（広島修道大学）  

S・Osaki（広島大学）  

トA－2凸計画問題に対する非線形近接点法         トB－2遺伝的プログラミングによるカオス      1－C－2計り直しの問題  

を用いた分割アルゴリズム   力学系の推定とその時系列予測への   ＊三道弘明（流通科学大学） 

＊京野正宏（京都大学）   応用  
中川軍夫（愛知工業大学）  

福島雅夫（京都大学）  ＊池田欽－（九州大学）   太田俊彦（日本油脂）  

時永祥三（九州大学）  

1－B－3多段ファジィ推論を用いたカオス時     1－A－3 非線形最適化問題に対するg2型主   1－C－3 総合信頼度を考慮したネットワーク  
双対メリット関数を用いた主双対内   系列予測とその応用   設計問題  
点法   ＊岸川書紀（九州大学）   ＊′ト出武（大阪大学）  

＊矢部博（東京理科大学）  時永祥三（九州大学）  新森修一（鹿児島大学）  

山下浩（数理システム）  石井博昭（大阪大学）  

1－B－4適応型ステップサイズをもつ拡張カ           1－A－4  Maximi21ation of the Ratio of   1－C－4 信頼性を考慮したネットワークの最  

Two Convex Quadratic Func－   ルマンフィルタ   適構成問題へのメタ戦略の応用  
tionsoveraPolytope   

＊森山裕之（京都大学）   ＊田中祥晃（富山県立大学）  

＊後藤順哉（東京工業大学）   山下信雄（京都大学）   得能豊（富山県立大学）  

今野浩（東京工業大学）   福島雅夫（京都大学）   高木昇（富山県立大学）  

中島恭一（富山県立大学）   

11：20  

11：40  

学生論文賞授賞式（S会場）   
12：10  

昼 休 み   

（つづく）  

1999年9月号  
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9月2の田（月）  御発表者  

時刻   m 会 場  E 会 場   F 会 場   

10：00  交通（1）   生産。在庫  APOR申）  

（オーガナイザニ屋井鉄鱒  第2回APO阻S国際セッション  

1－D－1 AHPを用いた高速道路の質的評価1－E－1 在庫精度向上施策の研究   1【F－1 SugarAllocaもionandPurchasing  

に関する研究  ＊小栗正裕（住友金属鉱山）   SystemforCocarCola（Philli‡）－  

＊毛利雄一（計量計画研究所）  ilュeS）  

佐藤徹治（計量計画研究所）   E服seA．DeトRosario  

牧村和彦（計量計画研究所）   ℃aveT・Omg（SanMigue凰Co・）  

且－D－2 多様性を前提とした社会緩済現象 1－E－2 バッファの空き数によって加工時間  1－F－2 Solvimg  am  Extension  of  

の構造化手法に関する研究  を変化させる3－Stage生産ラインの   aGerleralisedAssignmen七Prob－  
＊紀伊雅致（東京工業大学）  モデル分析   1emFoundimSugarCaneHarvest  

土井健司（東京工業大学）  ＊仇荊（千葉工業大学）   dulimg：ADymamicTabu  

鈴木誠道（千其工業大学）  chÅpproach  

drewJ・HigglnS  

ssellMuchow（CSIRO）  

1＿D－3時間価値の分布を考慮した交通手1－E－3U字型生産ラインの性能評価  ti－CriteriaSatis6cingforSup－  

段選択モデルについて  
＊平尾周平（甲南大学）  

1）ly－ChainManagement：ahierr  

嗅藤哲朗（東京商船大学）  申出康仁一（名古屋工業大学）  arChlCalapproach  

大野勝久（名古屋工業大学）   ＊RajeshPiI）1ani（NanyチngTech－  

mologicalしTniverslty）  

1－D－4 多数の選択肢を有する選択行動へ i－Er4 LookaheadSchedulingRequests  
の非集計行動モデルの適用可能性  forMulti－SizePageCaching  

行動をケー   ＊ 

）  

）  溝口大輔（ネットワンシステムズ）   

11：20   

11＝30 

11：40  
学生論文賞授賞式（S会場）   

12：10  

昼 休 み  

（つづく）  

オペレーションズ¢リサーチ   
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発表題目一覧  

9月20日（月）  仰‥発表者  

時刻   A 会 場   B 会 場   C 会 場   

13：30  

＜特別講演＞（S会場）  
S－1「日本経済の再生とOR」水野幸男（日本オペレーションズ・リサーチ学会会長）   

14：30  

14：40  数理計画（2）   マーケテイング（1）   動的計画  

トA－5 0－1ナップサック問題に対するメタ  1－B－5 小売業における特別展示商品に対す  1－C－5 曖昧さを考慮した網的設備投資計画  
ヒューリスティックスの性能評価   る最適発注量一鏡の効果－   

＊佐藤大輔（成瞑大学）  

＊平田教（中央大学）  洲勝英史（神戸商科大学）   上田徹（成瞑大学）  

三道弘明（流通科学大学）   

濱田年男（神戸商科大学）  

1－A－6双対錐と線形制約との関係及びその        1－B－6小売店舗における新商品テスト販売    1－C－6地球温暖化防止一「森林を考慮する  
目標計画への応用   政策一返品条件付契約を念頭におい   場合  

＊酒井貴司（熊本電波高専）  た期待利益最大化モデル及び期待損  
失最小化モデルー  

＊小田中敏男  

森本義広（熊本電波高専）  

＊相原朱美（流通科学大学）  

三道弘明（流通科学大学）  

1－A－7PCクラスタ環境における並列分枝      トB－7パネル・データを用いた市場構造の   1－C－7予約と残余期間価値を考慮した最適  

限定法   全体的な観察   停止問題  

＊晶野勇治（東京農工大学）   ＊熊倉広志（東京工業大学）   ＊斎藤毅（愛知大学）  

藤江哲也（神戸商科大学）  

lLA－8MinimalCostRebalancingunder        1－B－8 保証期間延長契約に関する研究  1－C－8 多段確率決定樹表について  

ConcaveTransact，ionCostsand  ＊林坂弘一郎（流通科学大学）  

MinimalTransactionUnitCon－  
＊岩本誠一（九州大学）   

三道弘明（流通科学大学）  
str・aints  

HiroshiKonno（TokyoInstitute  
ofTecllnOlogy）  

＊AnnistaWijayanayake（Tokyo  
InstituteofTechnology）  

16：00  

16：20  共通テーマ   統計・予測   DEA（1）  

1－A－9 パネルディスカッション「ORの限  1－B－9 整数計画法を用いた最適線形判別関  1－C－9 DEA Duality on ReturnS tO  
界への挑戦一新しい応用分野の開拓」   数（OLDF）   Scale（FiTS）in Production and  
パネリスト：   ＊新村秀一（成瞑大学）  

Cost Analyses：An Occurrence  

水野幸男（OR学会会長）  OfMultipleSolutionsandDiffer－  

梅沢豊（東京大学）  encesbetweenProduct，ionLbased  

黒田充（青山学院大学）  andCost，－basedRTSEst．imates  

中野一夫（構造計画研究所）  末吉俊幸（東京理科大学）  

上田徹（成換大学）  ＊渡部公太郎（東京理科大学）  

トB－10乱数データを用いた最適線形判別                                    1－C－10分散型コンピュータネットワーク  

関数（OLDF）の評価   によるDEAアルゴリズムの開発・  
設計   

＊新村秀一（成瑛大学）  

末吉俊幸（東京理科大学）   

＊本間隆嗣（東京理科大学）  

1－B－11時系列的データが存する際の直感        1－C－11追加型DEAシステムの開発  

の科学としての予測手法と音楽性  枇々木規雄（慶応義塾大学）  

＊住原清秀（ノ、イブリッド総合研   清野敦史（大和言豊券）  

究所）  生田目崇（東京理科大学）  

＊鳥本茂（東京理科大学）   

17：40  

18：00   

懇 親 会   
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9月20日（月）  仰‥発表者  

時刻 D 会 場  E 会 場  『会場   

13：30   

＜特別講演＞（S会場）   
S膿1「日本経済の再生とOR」水野幸男（日本オペレーションズ¢リサhチ学会会長）   

14：30   

14：40 都市（1）  情酎通信ネットワーク（1）  APO駅′（2）   

トラヒツクと性能評価   
げ一方ナイザこ腰塚武掛  け－ガナイザニ高橋敬隆†   

1－D－5 都市空間（不定形）における距離分布トEd5 ATMトラヒック測定装置を用いた1－F－4 Single Node Service Provision   

噸塚武志（筑波大学）  セルレベルシミュレーション  withFixedCharges   

大津晶（筑波大学）  斎藤洋（Nrm研究所）  ＊ShaneDye，LeenS七ougle，   
傍島久弥（筑波大学）  ＊土屋利明（NTT研究所）  AsgeirTomasgard（TheUniverr   

浅野正一郎（学術情報センター）  sityofCanterbury）   

1－D－6 非凸領域の流動量分布と部分領域を1－E－6 TCP／IPoverATMoverADSL通トF－5 MeasurementofQualityValuein   
通過する流動量  信におけるATMトラヒック制御方  the Korean Mobile Phone Service 

＊大津晶（筑波大学）  式  Industry   

腰塚武志（筑波大学）  ヰ川原亮鵬（NTT研究所）  堅wangtaePark，Minchし11Kim   

斎藤洋（NTT研究所）  （KoreaUniversity）   

1－D－7 ネットワークの流動量から見た集計1－E－7 通イ言Q放送統合型ATM網における1－F＿6 Generalisation。fNeuTalNetw。rk   

誤差に関する考察  MPEG2セルのシミュレーションに  ModelinPredicもingHousePrice   
よるジッタ評価  

＊田村一軌渾波大学）  
Pe血rmance   

腰塚武志（筑波大学）  ＊  

iver一   

高橋畳（京都大学）   

トD－8 Minisl迅m型施設配置における需要1－E－8 ネットワークフロ山と積形式解   
密度と施設規模  増沢政情（東京理科大学）   

＊鈴木勉（筑波大学）  高田寛之（東京理科大学）   

16：00   

16：20  都市（2）  待ち行列   

キオーガナイザ‥腰壕武志†   

1－D－9 領域形状による同一交通サービス水トE－9 移動体通イ言基地局における呼損率のトF－7 SchedulingAlgorithmsandCom－   
準のためのネットワーク必要量  評価  l）utationalExI）erimentsforMul－   

甥部大輔（筑波大学）  
塙橋利臣（東京工業大学）  tlI）leBatchProcessors   

鈴木勉（筑波大学）  藤本衡（東京工業大学）  ＊M・Marthirajan，V・Chandru，   

高橋幸雄（東京工業大学）   Ⅰく】N●dianIn‾   

1－D－10 被災率を用いた避難施設の配置評1－E”10 札幌医師会夜間急病センターの混1－F－8 Reducing七heHiddenUnitsin   
価について  雑状況の分析  NeuralNetworksbyUsimgLeast   

＊石井儀光（筑波大学）  塙久保真実（北海道大学）  SquareMe七hod   

腰塚武志（筑波大学）  大内東（北海道大学）  軋iuYingmin，WuCang－Pu   

（BeijingInstitute ofTechnol一   

ogy）   
1－D－11 エレベータ特有の処理順序を考慮1ME－11 2つのノードを訪問可能なサービ1－F－9 TwoAlgori七hmsforComput－   

したエレベータ稼動指標のモデル  ス施設の最適配置問題  ingPowerIndicesofA11PlayM   

化  ＊大山崇（筑波大学）  erSE鮎en七1y   

＊島川陽一（中央大学）  宮沢政情（東京理科大学）  汀akeakiUmo（TokyoIns七itute   
ofTechnology）   

1－D－12 会津若松市街地における水路デh   
夕べース   

＊出水田智子（会津大学）   

17：40   

17：50 

18：00   

懇親会  

（つづく）  
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発表題目一覧  

9月21日（火）  ＊印‥発表者  

時刻   A 会 場   B 会 場   C 会 場   

9：50  数理計画（3）   グラフ・ネットワーク（1）   マーケテイング（2）  

2－A－1 時間枠付き配送経路問題における局  2－B－1 k－NA枝連結かつ2－NA点連結な最  2－C－1 マーケテイング・モデル・ライブラ  

所探索の誘導方式   小領域配置問題   リの開発（1）  

＊岡野裕之（日本IBM東京基礎研   ＊板津裕一郎（豊橋技術科学大学）   中川慶一郎（NTTデータ）  
究所）  伊藤大雄（豊橋技術科学大学）   ＊生田目崇（東京理科大学）  

上原秀幸（豊橋技術科学大学）   田畑智章（早稲田大学）  

横山光雄（豊橋技術科学大学）   高橋浩之（NTTデータ）  

2－A－2集合被覆問題に対する局所探索法に                    2－B－2 線形ネットワークにおける時間複雑  2－C－2 マーケテイング・モデル・ライブラ  

ついて   度を重視した分散ソーティングアル   リの開発（2）  

＊岸田正博（京都大学）   
ゴリズム   

中川慶一郎（NTTデータ）  
柳浦睦憲（京都大学）  準佐々木淳（NTT研究所）  ＊生田目崇（東京理科大学）  

茨木俊秀（京都大学）  田畑智章（早稲田大学）   

高橋浩之（NTTデータ）  

2－B－3有向グラフ点探索アンマトロイドの       2－A－3時間枠制約付き配送計画問題に対す       2－C－3Kalmanfilt．erによる予測データを  

る局所探索法の適用について   禁止マイナーによる特徴付け   用いた在庫管理  

増田友泰（京都大学）   ＊中村政隆（東京大学）   ＊山下元彦（成鎮大学）  

柳浦睦意（京都大学）  上田徹（成瞑大学）   

茨木俊秀（京都大学）  

10：50  

11：10  数理計画（4）   グラフ・ネットワーク（2）   DEA（2）  

2－A－4 目標物の処理時間を考慮した探索労  2－B－4 Augmentinga（k－1）－Vertex－Con－  2MC－4  AnExtensionoftheTwoPhase  
力配分問題   nectedMultigraphtoanl－Edge－   Processint．heCCRModel  

＊－森哲男（大阪工業大学）  Connectedandk＿Vertex＿Con＿  ＊刀根蕪（政策研究大学院大学）  
nected Multigraph 

＊石井利昌（京都大学）  

永持仁（京都大学）  

茨木俊秀（京都大学）  

2－A－5探索努力の局所有効性を緩和した最       2－B－5ネットワークにおける，ファイル複   2－C－5一般化包絡分析法と遺伝アルゴリズ  

適探索努力配分   製・転送総コストが最小となるため   ムによる多目的最適化の一手法  

＊坂元 忠彦（防衛大学校）   の発イ言局設定について   ＊芦積分（大阪大学）  

飯田耕司（防衛大学校）  ＊金子美博（岐阜大学）  中山弘隆（甲南大学）   

谷野哲三（大阪大学）   

荒川雅生（香川大学）  

2－A－6探索努力配分問題へのD．C．プログ    2－B－6最大リーフ全域木問題に対する厳密        2－C－6不確実性による非効率性を考慮した  
ラミングの－適用例   解法   確率的DEAモデル  

＊海老澤文衛（防衛大学校）   ＊藤江哲也（神戸商科大学）   ＊道田英雄（神戸大学）  

飯田 耕司（防衛大学校）  森田括（神戸大学）  

宝崎隆祐（防衛大学校）  藤井進（神戸大学）   

12：10  

昼 休 み   

（つづく）  
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9月飢日（火）  瑚‥発表者  

時刻 Ⅲ 会 場   E会 場   『 会 場   

9こ50 交通（2）  情朝∵通信ネットワ山ク（2）   企業事例交流（1）   

課金tプライシンゲと待ち行列   金融隕証券ビジネスとの阻   
（オ州ガサイザニ高橋敬隆）   （オ柵ガサイザ：耽々木規雄）   

2－Ⅲ一1 高速道路網の規模と混雑耐久性につ 2－E－1IP網の資源割当て型サービスを対  2－F－1 投資信託のパフォーマンス特性分析   
いて  象としたこヱ∴－一ザ問の公平性を満足す   ＊大橋一裕   

＊三浦英俊（明海大学）  る課金方式  岡本訓幸（三菱信託銀行）  

＊上山憲昭（NTT研究所）   

2－F－2金融商品の時価評価問題    2－D－2 通勤交通のための放射p環状就業地2－E－2 Pricirlg S七三，ategiesrOr Balking   
の道路面積  Queues   ＊白川正樹（興銀第一フィナンシャルD   

＊李明哲（福岡大学）  串井垣伸子（帝壕山大学）  テクノロジー）  

伏見正則（東京大学）  山川茂孝（電通）   

住田潮（国際大学）   

2－F－3金融に変革をもたらす大規模信用リ               2－D－3 PSA手法による交通事故の事故後2－E－3 ChargingBasedonQueueObser－   
シーケンスの表現と応用  va七iom   スクシミュレ」ション   

大内正俊（東芝アドバンストシス  憤泉洋（会津大学）   ＊鳥居秀行（ニューメリカル。テクノ   

テム）   ロジーズ）   

串沼田雅宏（東芝アドバンストシス   

テム）   

平本経幸（東芝アドバンストシス   

テム）   

大山達雄（政策研究大学院大学）   

且0ニ50   

11‥10・  GA。ニュ」ラルネット   応用待ち行列理論（1）   

解法とアルゴリズム   
（オれガナイザニ高橋敬隆）   

2－D川4  

Boots七rappmg for NeuralNe七N 2－E－4 A Sl〕eCtraiAnalysis for a   
workI」eamimg  MAP／D／NQし1eue   

℃里）reむGeorges（筑波大学）  ＊西村彰一（東京理科大学）   

香田正人（筑波大学）   

2－D－5 GÅを用いた板金構造物の展開図作2－E－5 離散時間M／G／1型待ち行列の稼   
成手法  働期間モ晶メント計算アルゴリズム   

＊外山真也（宮崎県工業技術センター）  ＊太田能（徳島大学）   

（ 
）   

春成泰弘（サイバーテック）   

用した株式売買意思決定支援システ  パラメータ推定   

ムの構築  ＊U」日∃雅裕（長岡技術科学大学）   

培馬場則夫（大阪教育大学）  中川健治（長岡技術科学大学）   

12：00   

12：1叫  

2－Dv6 ニューラルネット並びにGAsを活 2－E－6 EMアルゴリズムによるMMPP  

i               l   

昼 休 み  

（つづく）  
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発表題目一覧  

9月21日（火）  仰：発表者  

時刻   A 会 場   B 会 場   C 会 場   

12：50  
＜ペーパーフェア＞（P会場）  

P－1「『待ち行列』研究部会経過報告」宮沢政情（東京理科大学），＊牧本直樹（筑波大学）  
P＿2 「研究グループ活動報告：マネージメントインホメーションフォーラム静岡」  

八巻直一，徳山博子，高井英造（静岡大学）   

13：25  

13：30  

＜特別講演＞（S会場）  
S－2「科学変動期の国際政治における日本の役割」宇野重昭（成膜学園専務理事）   

14：30  

14：50  数理計画（5）   グラフ・ネットワーク（3）   意思決定  

2－AL7 線形相補性問題に対するCHKS関  ・2－B－7 ネットワーク上の被覆型施設配置問題  2＿C＿7 DEAを用いての不良債権処理を加  

数を用いたプレディクタ・コレクタ   ＊新港治（大阪大学）  味した銀行の費用効率性の計測  

型平滑法の計算複雑度解析と計算機  岩田覚（大阪大学）  ＊高橋智彦（筑波大学）  

実験  
牧野和久（大阪大学）  

＊堀田敬介（筑波大学）  藤重悟（大阪大学）  

古瀬章子（筑波大学）  

2－B－80nMinimumEdgeRanking         2－A－8数理計画モデルによる農業技術の評    2－C－8AHPを援用したコーポレート・ブ  
価   Spanning- Trees ランドの評価枠組みに関する研究  

＊南石晃明（農林水産省東北農業試   牧野和久（大阪大学）   ＊住田友文（電気通信大学）  

験場）  ＊宇野裕之（大阪府立大学）   荒木一宏（電気通信大学）  

茨木俊秀（京都大学）  

2－B－9負コスト枝を含む有向グラフにおけ     2－A－9 UsingILOG SoIverforcolumn   2－C－9  AmodeトbasedAHPwit，hincom－  
generation：A successfulmarq   る最短単純路問題   Pletepairwisecomparisons  

rlageOfConstraintProgramming  ＊山田武夫（防衛大学校）   ＊KazuyukiSekitani（Shi2，uOka  
andLinearProgramming  片岡靖詞（防衛大学校）   University）  
＊AmaldeSilva（アイログ）  FujitoUrakawa（Shi21uOkaUni－   

versity）   

15：50  

16：00  ゲーム理論   戦略計画  

2－A－10 投票ゲームにおける Deeganq  2－B－10 第2次大戦の日本の行動（その3）  
Paclke指数の改良   緒戦期の成果  

＊山本康裕（関西大学）   ＊湊晋平（松山大学）  

林野憲弘（関西大学）   

中井輝久（関西大学）  

2－A－11対俄実験による「繰り返し囚人の    2－B－11第2次大戦の日本の行動（その4）  
ジレンマ」の戦略分析   機会を失した決戦期  

＊西山武（関西大学）  ＊湊晋平（松山大学）   

山田奈津子（関西大学）  

中井嘩久（関西大学）  

17：00  

（つづく）  
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9月2乱闘（火）  郵儀表者  

時刻   Ⅲ 会 場   Ⅲ 会 場  F 会 場  

ーノ 

Rテキストの一提案と。Rリテラシい研究グループの活動報告」  
真鍋龍太郎（文教大学），＊高井英造（静岡大学）   

13：30   

＜特別講演＞（S会場）   
S－2 「科学変動期の国際政治における日本の役割」宇野重昭（成蹟学園 専務理事）  

ソフトウエア（1）   応用待ち行列理論（2）  企業事例交流（2）  

新しいアプローチに向けて  金融・証券ビジネスといR  

（オ叫ガナイザ＝高橋敬隆）  （オーガサイザ‥耽々木規雄）  

2－D叫7 最適化アプリケーションの開発をス 2－E－7 周期的なクラスタ到着と・▼・一定サービ 2－F－4 リスクマネージメント高度化の基  
ピードアッブ  ス時間をもつ単一一サーバ待ち行列に  礎となる金利システムの開発  

＊ChemgYu（アイログ）  おける系内滞在時間分布  守口合谷輿志雄（安田信託銀行）  

＊井上大（京都大学）  

滝根哲哉（京都大学）  

2－D－8 センサ付き照明器具の照度計算およ 2－E－8 遡及不可能事象法と確率変数の平均 2－F－5 クレジットDデフォルト㌧スワップ  

び省エネ効果シミュレーションソフ  有限性  の評価モデル  

トの開発  坤塚利直（東京都立大学）  ＊青沼君明（東京三菱銀行）  

＊前田 龍¶（松下電工）  

2－D－9 SI〕eakeasyによる数学やOR教育 2－E－9 Quasi－Kronecker7sum－  2－F－6 金融業界におけるデータマイニング  
への提言  間原文明（東京電機大学）  の応用  
＊新村秀一（成瞑大学）  ＊小野潔（ニッセイ基礎研究所）   

16：00 ソフトウェア（2）  応用待ち行列理論（3）  

モデリングと解析  
（オ叫ガナイザ≡高橋敬隆）  

2－D－10飼料配合問題のエクセル6ソルバー               2－E－10 インターネットにおける遅延時間   

による解法についてORリテラ  特性の解析とモデル化   

シーの普及事例（第2報）  ＊中澤透（富山県立大学）   

＊権藤元（オーアールとく塾）  小林香（富山県立大学）   

三谷克之輔（広島大学）  片山勤（富山県立大学）   

2－D－11 最適化ツールの作成  2－E－11 

＊斉藤努（構造計画研究所）  ワ」クの待ち行列モデル化  

中吉川英人（富山県立大学）  

小林香（富山県立大学）  

片山勤（富山県立大学）  

2－D＿122レベル多目的計画間接に対する                   2－E－12 有限呼源システムの拡散近似解析  

対話型アルゴリズム   
＊石塚美加（NTT研究所）   

＊矢野均（名古屋市立大学）   高橋敬隆（NTT研究所）   

17：00  

17：15】  
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