
平成12年度春季研究発表会  

特別テ⊥マ：「ORと環境」  

平成12年3月27日（月）－3月28日（火）研究発表会  日程：  

3月29日（水）  見学会  

研究発表会会場：名古屋工業大学  

〒466－8555 名古屋市昭和区御器所町  

TEL O52－735－5400（生産システム工学科事務室）  

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27日（月）13時30分－14時30分  
トヨタ自動車（株）取締役 内山田 竹志  

「トヨタにおける環境問題への取り組み」  

3月28日（火）13時30分－14時30分  
デルコンピュータ（株）法人営業本部 本部長 浜田 宏  

「21世紀のビジネスモデル：デル・ダイレクト・モデル、  

そしてインターネットビジネスに関する考察」  

懇親会：   平成12年3月27日（月）17時40分より  

懇親会参加費：5，000円  

見学会：   平成12年3月29日（水）  

見学先：   日本ガイシ（株）小牧工場  

ヤマザキマザック（株）本社工場  

見学会参加費：3，000円（昼食代，その他）  

見学会定員： 30名（先着）  

問い合わせ先：〒466－8555 名古屋市昭和区御器所町  

名古屋工業大学 生産システム工学専攻 大鋳 史男  

TelO52－735－5393  Fax O52－735－5401  

E－mailohi＠system．nitech．ac．jp  

ホーム頁 http：／／www・iq．nanzan－u．aC．jphnembers／ano／orqj／2000SpringOR．html  

研究発表会でご発表予定の皆様へのお願い。   

多くの方から液晶プロジェクタ使用のご希望をいただいております。液晶プロジェクタはこち  

らでご用意する予定でおりますが，インターフェイスや機器の不具合などが心配されます。つき  

ましては，OHPシートを必ずご用意くださるようお願い申し上げます。なお，パソコンは，各自  

でご用意ください。  
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鶴舞駅下車（名大病院口から東へ約400m）  

鶴舞駅下車（4番出口から東へ約500m）  

吹上駅下車（5番出口から西へ約900m）  

名大病院下車（東へ約200m）  

JR東海  中央本線  

地下鉄  鶴舞線（上ノ』＼田井ヰー→赤地）  

桜通線（中村区役所ヰ→野並）  

市バス   ⑲（栄←→箇崖帯）  

注1：㊨は，酔ヾスの系統番号   
2：バスの運行時問は，交通渋滞により大幅に遅れる可能性があるので注意して  

ください。  

J
R
東
海
鶴
舞
駅
名
大
病
院
Ⅲ
 
 

オペレーションズ。リサーチ   
窃愚（40）  

© 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.



研究発表会スケジュール  

3月27日（月）  

A会場   B会場   C会場   D会場   E会場   F会場   

10：00  

l  

企業事例交流  シミュレーシヨ  スケジューリン  動的計画法  グラフ・ネット   
A  
コ買   ン   グ（1）   ワーク（1）   

予測（1）  

11：00  

11：10  

】  
企業事例交流  組み合わせ最  スケジューl」ン  動的計画法  グラフ・ネット   

∠ゝ  
コ言   適化（1）   グ（2）   （2）   ワーク（2）   

予測（2）  

12：10  

昼 休 み   

13：30   特別講演（S 会場）   

l  

トヨタ自動車（株）取締役 内山田 竹志  

14：30  「トヨタにおける環境問題への取り組み」   

14：50  

l  

特別セッション  組み合わせ最   輸送】交通  

環境   適化（2）  
金融（1）  マルコフ連鎖・  AHP（1）          探索理論  

15：50  

16：00  
輸送・交通  

l  
特別セッション   ゲーム理論   AHP（2）  

17：00  環境   適化（3）   

（2）   

17：20  
ペーパーフェアー（P 会場）   

17：30  

17：40  
懇 親 会（名 古 屋 工 業 大 学 大 学 会 館 3 階）   

19：40  

3月28日（火）  

A会場   B会場   C会場   D会場   E会場   F会場   

10：00  

l  

情報通信ネッ  

トワーク   
金融（3）   待ち行列   AHP（3）   信頼性（1）   

11：00  

‖：10   文献賞受賞招待講演（S 会場）   

l   
筑波大学 久野 誉人   

12：10   「乗法計画問題は解ける！」   

昼 休 み   

13：30  特別講演（S 会場）  
デルコンピュータ（株）法人営業本部 本部長 浜田 宏  

l  

「21世紀のビジネスモデル：デル・ダイレクトヰデル、そしてインターネットビジネスに関する  
14：30  

考察」   

14：50  
数理計画法  生産・  

I  ステムの危機  
（2）   

金融（4）   都市（1）  在庫管理  信頼性（2）   

15：50   管理（1）  

16：00  
ネットワークシ スムの  生産■  

l  テ危機  
（3）   

金融（5）   都市（2）  在庫管理  

17：00  管理（2）   （2）  
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発 表 題 田 地 覧  

3贋諷2ブ田（鳳）隼儲  ＊印‥発表者  

鈴木正（（財）電力中央研究所）  佐賀弁重雄（（財）電力中央研究   

雷光司（（財）電力中央研究所）   

ケジューリング問題   
＊松下晋士（名古屋工業大学）   

申出康一（名古屋工業大学）   

久保年産（NTTコミュニケーションスー（練））   

松居寛（キヤノン（株）オプトウノ  ＊加治屋政曹司（防衛大学校）  田地宏一（大阪大学）   

片岡婿飼（防衛大学校）  ＊宮崎泰輔（大阪大学）   

田村坦之（大阪大学）   

増井知車（日立製作所）   

岩田義雄（日立製作所）   

閤と納期遅れ評価基準の関係－   

＊小川雄－（関西大学）   

冬木正彦（関西大学）   

矧Il雅裕（関西大学）   

井上一郎（深部産業大学）   

オペレーションズ。リサーチ   
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3月27日（月）午前  ＊印＝発表者  

時間   D 会場   E会場   F 会場   

10：00  動的計画法（1）   グラフ・ネットワーク（1）   予測（1）  

1－D－1Gusein－Zade問題の一般化   トト1総頂点閉経路長を最小にする完全K  1－F－1第2次大戦の日本の行動（その5）  
＊川合益代（愛知大学）   分木の深さ同一全頂点対の隣接化   明確な戦略目的欠如の失敗  
玉置光司（愛知大学）  ＊澤田清（流通科学大学）   湊晋平（松山大学）  

宇野斉（流通科学大学）  

1－E－2区間グラフにおける全開飾節点を     l－D－2 0PT［MALSTOPPrNGPRO8LEMS   トト2 第2次大戦の日本の行動（その6）  
RELATEDTOTHEURN   求める並列アルゴリズム   苦闘を続けた後退期  
＊玉置光司（愛知大学）   ＊本間宏利（釧路高専）   湊晋平（松山大学）  
V．Mazalov（Kare［ianResearch  増山繁（豊橋技術科学大学）  

Center）  

1－F－3中古車市場における評価項目の        トD－3MTP2の一般化と部分観測可能なマ   1－E－3発情局2個の2段階転送コストを持つ  
ルコフ過程について   パスネットワークにおける最小コスト   選定法  

中井達（九州大学）   のファイル転送方法について   ＊宇佐美貴史（愛知工業大学）  
＊服部尚明（岐阜大学）   寺本和幸（愛知工業大学）  
金子美博（岐阜大学）   中川掌夫（愛知工業大学〉   

11：00  

11：10  動的計画法（2）   グラフ・ネットワーク（2）   予測（2）  

1－D－4 ファジィ期待値評価を持つ最適ルー  1－E－4 コストαの全域木を検出する   トF－4 電気通信における企業競争力の  
ト問題の再帰的解法   アルゴリズム   推定法  

藤田敏治（九州工業大学）  ＊高橋元法（防衛大学校）   ＊上田徹（成蹟大学）  
山田武夫（防衛大学校）   菊川聡（NTT）  

トD－5多段意思決定過程：極値排除和評              1－ト5 次数制限付最短路木に関する   1－F－5 遺伝的プログラミングによるカオスカ  
価系   諸問題   学系の推定とカオス制御への応用  

津留崎和義（九州大学）  ＊杉山洋右（豊橋技術科学大学）   池田欽－（九州大学）  
伊藤大雄（豊橋技術科学大学）   ＊時永祥三（九州大学）  
上原秀幸（豊橋技術科学大学）   
横山光雄（豊橋技術科学大学）  

1－D－6犬はいつどこで兎に追いつくか？              l－E－6Lexicographka［1yOptimumTraffic   1－F－8時系列データのカオス的解析法に  
岩本誠一（九州大学）   TreeswithMaximumDegree   ついて－GOS解析法の応用－  

Constraints   ＊大鋳史男（名古屋工業大学）  
穴沢務（札幌大学）   鈴木達也（名古屋工業大学）  

石川雄俊（名古屋工業大学）   

12：10  

昼 休 み   
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3周2プ田（周）年後  
＊印＝発表者  

＊森部活萱（関西大学）  

仲川勇ニ（関西大学）  

大下曹朗（関西大学）  

山口俊和（東京理科大学）  

新関義孝（四日市大学，（財）電力   仲川窮ニ（関蘭大学）  朝日弓未（立教大学）  

大川英窓（立教大学）  

卜A－3ダムの容豊と流畳の制御   
柳井浩（慶応義塾大学）  タ仙ン生成洩について  
＊西村友憲（慶應義塾大学）  

放線凰（愛知淑徳大学）   

卜A－4環境問題解決の方途   

水曜（有水研究所）  

fromPo！yhedra日Homotopiesfor   Knockou七Opt呂on  

SoIvingPolynomia】Systems   ＊花盟邦生（北海道大学）  

＊武胃朗予（東寮工業大学）   木村俊馴（北海道大学）  

小鳥政和（薬液工業大学）  

トA－6廃棄物意織と環境  
立田浩之（松山大学）   

大山達雄（政策研究大学院大学）  

清水良明（豊橋技術科学大学）   田村浩之（郵政省郵政研究所）   
ペーパーフェアー（P会場）  

野毅明（東京工業大学）  
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3月27日（月）午後  ＊印＝発表者  

時間   D 会場   E 会場   F 会場   

13：30  

特別講演（S会場）  

トヨタ自動車（株）取締役 内山田 竹志  

「トヨタにおける環境問題への取り組み」   

14：30  

14：50  マルコフ連鎖・探索理論   AHP（1）   輸送・交通（1）  

1－D－7 探索努力の局所有効性を緩和した最  1－E－7 An［ndexSystemfortheEvaHuation  トF－7 交通配分モデルを用いた通勤鉄道網  
適探索努力配分Ⅱ：モデルの拡弓長   of Commercial Infovmation Systems の混雑分析  
＊坂元忠彦（防衛大学）   ＊岳五一（甲南大学）   ＊高橋渉（中央大学）  

飯田耕司（防衛大学）  願基発（北陸先端科学技術   田口乗（中央大学）  

大学院大学）  

トE－8AHPの幾何平均法はどの程度     1－D－8 マルコフ連鎖における木と基本閉路  1－ト8 PSA手法による交通事故の地域分析  

確率プロ－   使えるか   大内正俊（東芝アドハ’ンストシステム）  

＊松生拓倫（日本大学）  真鍋龍太郎（文教大学）  ＊沼田雅宏（東芝アドハホンストシステム）  

篠原正明（日本大学）  平本経幸（東芝アドハーンストシステム）   

大山達雄（政策研究大学院大学）  

l－E－9AHPにおける一対比較の整合性の       トD－9マルコフ連鎖に基づく併殺と盗塁の       1－F－9交通密度を考慮した都市の立体的  

効果を加味した最適打順決定のモ   評価   形状  
デリング   ＊小澤正典（慶応義塾大学）   ＊小林亨（中央大学）  

＊瀬音進（南山大学）  加藤豊（法政大学）   田口東（中央大学）   

穴太克則（南山大学）  

武井貴裕（南山大学）  

15：50  

16：00  ゲーム理論   AHP（2）   輸送一交通（2）  

トD－10移動体通信契約における最適料金  l－E－10Findjngtheupperandlowerbounds  1－ト10地下鉄大手町駅のG【Sデータベース  
設定モデル ー独占市場の場合－   OftheprincipaIeigenvalueofa   の構築と駅の評価  
＊村原朱美（流通科学大学）   positive uncertain matrix ＊鈴木啓真（中央大学）  

三道弘明（流通科学大学）   関谷和之（静岡大学）   田口東（中央大学）  

トD－11線形的な逃避の確率をもつ競合的  トE－11AHP／ANPを用いたスポーツ選手の  1－F∵‖ 位相構造を保持する時間地図  
在庫問題   評価   古藤浩（東北芸術工科大学）  

＊北條仁志（大阪府立大学）   金田文範（東京理科大学）  

寺岡義仲（大阪府立大学）  ＊生田目崇（東京理科大学）   

山口俊和（東京理科大学）  

1－D－12多数決ゲームにおける非対称  トF－12一次元都市における最適な集約・                l－E－12ADecompositionofCostEfficiency  

Banzhaf投票力指数の1999年参拝   underWeightRestrictionsinDEA   分配輸送システムに関する研究  
院への応用とその解析   刀根薫（政策研究大学院大学）   ＊渡部大輔（筑波大学）  

＊鈴木貴（南山大学）  鈴木勉（筑波大学）   
穴太克則（南山大学）  

17二00  

ペーパーフェアー（P会場）  

1－P－1第11回RAMPシンポジウム開催報告宇野毅明（東京工業大学）   

17：30  

17：40   懇 親 会（名 古屋工 業 大学 大学会館3 階）   
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3月2畠田（火）尊前  ＊印＝発表者  

A会場  B 会場   C 会場   

情報通信ネットワ脚ク   数理計画法（1）   金融（3）  

2－A－1デ鵬夕系トラフィックは本当に蘭声系  2】日－1WhenOPL？WhenAMPLorÅMPL  2－C－1信脚ノスクを考慮した特定業種血格  
を超えるのか   Plu＄？   付け群への，ローン配分問題  

杉野隆（新潟国際情報大学）  CHENG．Yu（アイログ（株））  ＊貞兼浩一朗（東京理科大学）   

生田目楽（東京理科大学）   

山口俊和（東京理科大学）  

2皿A－2WWV〉モニタリングシステムの構築    2－B－2外部近似法による大域的最適探索       2－C－2Credi七EventsandtheValuationof  

＊菱田隆彰（岐鼻大学）   問題の効率的解法   Credi七Der芸va七ivesofBasketType  

小林大祐（岐阜大学）   ＊海老澤文衛（防衛大学校）   木島正明（東京都立大学）  

寒河江雅彦（岐阜大学）  飯田耕司（防衛大学櫨）   ＊室町章雄（ニッセイ基礎研）  

霊峰隆祐（防衛大学校）  

2－A－3インタ肌ネットにおけるセキュリティの      2一日－33次元基準経路設定問題～安全な寧    2wC－3カオス埋諭を用いた相場の予測と  

現状と動向   薗環境のために   ANPによる修正法  

伊藤裕應（富士通研  ＊小宮孝（茶寮工業大学）   ＊酒匂憲一（東京理科大学）  

森雅夫（寮寮工業大学）  生田目楽（東京理科大学）  

山口俊和（東萩理科大学）  

文献凝受謝招待講演（S会場）  

久野 菅人（筑波大軍）  

「乗法計画問題は解ける警」  
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3月28日（火）午前  ＊印＝発表者  

時間   D 会場   E会場   F 会場   

10：00  待ち行列   AHP（3）   信頼性（1）  

2－D－1Two－queueandtwo－SerVermOdel  2－E－1逆向きAHPを用いた大規模なAHPの  2－F－1SoftwareAvaiJablJLtyModeLing  
withathresholdcontroLservice   人事評価への適用   BasedontheNumberof  
POlicy   ＊岡野智史（静岡大学）   Restor8tions  

＊満偉（名古屋工業大学）  八巻直－（静岡大学）  ＊得能貢叫（鳥取大学）  

小和田正（名古屋工業大学）   山田茂（鳥取大学）  

安達公一（名古屋工業大学）  

2－ト2整合性の改善方法とその評価         2－D－2閉鎖型離散事象システムにおける  2－F－2エントロピーを考慮したシステムの  

サイクル時間の評価  西澤一友（日本大学）  冗長度  
＊申出康一（名古屋工業大学）  ＊中川掌夫（愛知工業大学）   

安井一民（愛知工業大学）  

2－ト3AHPウエイトベクトルの相対位置関       2－D－3故障を伴うマシンと中間バッファを       2ヰー3危険度診断における総期待損失  
有する生産ラインの一解析法   係のシミュレーション研究   最小化モデルの一般化  
＊仇荊（千葉工業大学）   ＊三宅千香子（日本大学）   ＊阿部俊一（青山学院大学）  

鈴木誠道（千葉工業大学）   篠原正明（日本大学）   劉城剛（青山学院大学）   

11：00  

11：10  

文献賞受賞招待講演（S会場）  
久野 誉人（筑波大学）  

「乗法計画間矧ま角引ナる！」   

12：10  

昼 休 み   
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3周28悶（火）午後  
＊印＝発表者  

2－C－4 離散最適化のポ叩トフォリオ選択間  

SwarmOpt呂miza七ionによる解法   

奈良宏柵（茨城大学）   ＊西尾友厚（関西大学）  

＊林泰弘（茨城大学）   鹿川哲郎（関西大学）  

三島裕樹（茨城大学）   仲川勇ニ（関西大学）  

蓬田愉之（茨城大学）  

富田稔（松下電エ）  

米田さつき（松下電エ）  

荷重係数付きコスト最小化モデル   Mu拙periodEconomy  
＊篠原正明（日本犬撃〉   

松村龍太郎（NTTS【基盤研究所）   

定性の定量的評価方法   
大山達雄（政策研究大学   ＊小林久訓（東京工業大学）  

今野浩（東京工業大学）  

乾口雅弘（大阪大学）  

＊中村正治（名古屋銀行）  

三道弘明（流通科学大学）  

申ノ日l葦夫（愛知工業大学）   
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3月28日（火）午後  ＊印：発表者  

時間   D 会場   E 会場   F 会場   

13：30  

特別講演（S会場）  

デルコンピュータ（株）法人営業本部長 浜田 宏  

「21世紀のビジネスモデル：デル・ダイレクトヰデル，そしてインタtネットビジネスに関する考察」   

14ニ00  

14：50  都市（1）   生産・在庫管理（1）   信頼性（2）  

2－D－4 ブロック毎の輸送能力を考慮した  2－E－4 位相型近似による自動スリープ機能  2－F－4 秤の点検政策に関する研究一点検  
エレベータの断面積モデル   の最適設計手法   に調整を伴う場合  
＊黒澤俊（慶応義塾大学）   ＊岡村寛之（広島大学）   三道弘明（流通科学大学）  

栗田治（慶応義塾大学）  土肥正（広島大学）  尾崎俊治（広島大学 ＊井垣伸子（帝塚山大学）  

）  

2－E－5小売業における特別展示商品に対す     2－D－5 空間ポアソン分布を応用した多発火   2－ト5 ネットワークの最適構成問題への  
災の延焼面積モデル   る最適発注量－あげぞこの効果－   楽断探索法の適用  
＊栗田治（慶応義塾大学）   ＊川勝美史（神戸商科大学）   ＊由中祥晃（富山県立大学）  

腰塚武志（筑波大学）   三道弘明（流通科学大学）   高木昇（富山県立大学）  

石井儀光（筑波大学）   溝田年男（神戸商科大学）   中島恭一（富山県立大学〉  

2－D－6 競合状態の下での施設配置問題  2－E－6 輸送ロットを考慮したパレットの空輸  

＊宇野剛史（大阪大学）   送における必要系内数の決定  
石井博昭（大阪大学）   ＊松本征之助（早稲田大学）  

斎藤誠慈（大阪大学）  森戸晋（早稲田大学）   

大角盛広（神戸芸術工科大学）  

15：50  

18：00  都市（2）   生産・在庫管理（2）  

2－D－7 円盤領域における線形人口分布の  2－E－7 AGVの最適搬送政策  
構造と平均距離の算出法   ＊平尾周平（甲南大学）  

栗田治（慶応義塾大学）  玉置光司（愛知大学）   

大野勝久（名古屋工業大学）  

2－D－8病院までの搬送を考慮した救急車の      2－E－8各需要点への輸送コストの最適化を  
最適配置   目的としたファジィ輸送問題  

＊大山崇（筑波大学）   ＊森田晃（大阪大学）  

鈴木勉（筑波大学）  石井博昭（大阪大学）   

島田文彦（大阪大学）  

2－D－9単一の高層建物と複数の低層建物      2－E－9企業モデリング・シミュレーション  
総移動時間の最小化   プロトタイプシステムの開発  

田口東（中央大学）   ＊久保田文子（豊田中央研究所）  

中野冠（豊田中央研究所）  

佐藤専一（豊田中央研究所）   

17：00  
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