
平成且3年鷹番季研究発表会  

特別テ匝▽；柑W健紀の∇ネプ‘メント」  

田程：2の¢且年5月且田（火）～2田（水）  

田本経営工学会と同時開催  

場所≡法政大学頒金井校舎  

帯且S4－ののの2．か金井市梶野町3】7山2  

馳‰ ⑬塊2－3S7脚6乱16（経営工学科事務室）  

研究発表会参加費   

事前申込参加費 正。賛助会員 6，000関 学生会員 望，000円 非会員 8，000円   

当日申込参加費 正。賛助会員 7，000関 学生会員 3，00¢円 非会員且0，000閃  

事前振込剃ま、のR誌2月号に綴込みの振込用紙（振り込み料無料）にて、4月且5日までに、  

振り込みくださいQ折り返しメールまたは野axにて受付番号をお知らせ致します。当日は  

受付番号をご提示ください。欠席の場合、参加費の返金はできません（アブストラクト集を  

送付致じます〉。  

特別講演；一般公開◎入場無料   

㍉，‾∴∴∴二‘∴．、∴′・・ノ●．∴ さ；（一  

法政大学 総長  構成 忠男 既  

豚郡陛紀のベンチャービジネス」   

∴ご．∴∴・一十●．＿∴・∴こ′′∴∴ ∴：  

田本科学技術連盟 参与 パ、田島 弘 民  

「亙暫時代の経常革新」  

懇親会：5月且日（火）午後6時より  

参加費 6，000円 日本経営工学会と合同開催  

場所：吉祥寺第一ホテル  

且7暗以除法政大学／J、金井校舎から貸切りバスにて移動の予定  

オペレーションズ。リサーチ   
選の2（38）  
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研究発表会スケジュール  

5月1日（火）  

A会場   B会場   C会場   D会場   E会場   F会場   S会場   

10：00  APORS  
統合オペレ  数理計画   信頼性   マ十ティげ   金融工学   Internatio・  

11：00   ‾ン′ヨノ  nal  

11：10  APORS  
統合オペレ  数理計画   信頼性   マ十ティンデ   金融工学   Internatio－  

12：10   ‾ン／ヨ／  nal  

12：10  

13：30   昼休み  兼関連行事   

13：30   特別講演（S会場） 法政大学 総長 清成 忠男氏   

14：30   「IT世紀のベンチャービジネス」   

14：50  APORS  
統合オペレ  企業事例  信頼性   都市計画   在庫管理   Internatio・  

15：50   一ン′ヨン  交流会  nal  

16：00   APORS  
統合オペレ   企業事例   信頼性   都市計画  スケジュー   Internatio－  

17：00  一ン／ヨン   交流会  リング   nal   

18：00  

19：30   懇親会  吉祥寺第一ホテル   

5月2日（水）  

A会場  B会場  C会場  D会場  E会場  F会場  P会場   

10：00  
統合オペレ  AHP  情報・経済  福祉・環境  

11：00  ‾ン′ヨノ  

11：10   
統合オペレ   ネットワー   待ち行列  AHP  情報・経済  OR教育  ノヾ－パー・   

12：10   －ン′ヨン   ク  リテラシー  フェア   

12：10  昼休み  兼関連行事   

13：30  

13：30   特別講演（S会場）日本科学技術連盟 参与 小田島 弘氏   
14：30   「IT時代の経営革新」   

14：50  
統合オペレ  組合せ  ゲーム  AHP  DEA  グランド  

15：10  －ン′ヨン  
ストラテジー  
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発表題 田 一覧  

5月恩田（火）午前  

C会場   D会場 

統合オペレ脚ション  数理計画  信頼性   マーケテイング   

且¢：0ゆ  

梅澤豊（大東文化大学）  知がある2段階探索の最適精査  通信ソフトウェアシステムに対  ヨイント分析  

時間：その2精査の誤差がある  

虹＆瑠A訊針に羞けるTOCの実現           場合   定   
方法と問題点   ☆松崎 徹（防衛大学校）   ☆土肥 正（広島大学）  針n－2顧客データを用いた効果  

☆荒川雅裕（関西大学）   飯田桝司（防衛大学校）   海生直人（広島修道大学）   的クーポン配布手法：価格設定  

船木謙一（日立製作所）   宝崎隆祐（防衛大学校）   尾崎俊治（広島大学）   とブランド選択についての可読  
性の高いルールの発見を目指し  

て   1・A－3TOCに関する学術的研究  且個一望二次錘相補性問題に対す  且－C・慧 So免wareAvailab損ty  
状況のサーベイ   るメリット関数について   Ama且ysi8Comsidering   羽塞行信（大阪産業大学）  

☆船木謙一（日立製作所）   ☆林 俊介（京都大学）   王n七e∬mi七色en七tJs¢   畑口藤直樹（京都大学）  

荒川雅裕（関西大学）   山下信雄（京都大学）  ☆得能責一（鳥取大学）  矢田勝俊（関西大学）  

福島雅夫（京都大学）  山田茂（鳥取大学）  

且－かD3色に対する美味しさ感と  
且渦中3局所的エラーバウンド条    且－C・3k回の取替を認める保証    感性マーケテイング  

件のもとでの‡nexac七  を考慮した予防取替方策  神田太樹（西武文理大学）   

mevembe曙・Marqtl乱打dt法の収  

束性  （流通科学大学大学院）  

☆檀寛成（京都大学）  三道弘明（流通科学大学）  

山下信雄（京都大学）  中川軍夫（愛知工業大学）  

福島雅夫（京都大学）  

11二00   

統合オペレ…ション   数理計画   す言頼性   マーケテイング  

11二10  

システム   関する数理計画モデル分析   鮎でaSo氏wareSy＄temWi血   の原資産価値の測定～移動者と  

☆久保幹雄（東京商船大学）   ☆佐野歯子（総務省郵政研究所）  HigbA5日mramceRequirememt  ターミナル駅・線区の相互作用  

朴 成浩（ライナ。ロジクス）  田村浩之   ☆正ま．Okamura   分析を通して  
（前総務省郵政研究所）   S．Miyabara   

T．Dohi  
木島正明（東京都立大学）  

かA－5建築生産分野における最  大山達雄  
S．Osaki  

中川慶一郎（㈱NTTデータ）  

適化  （政策研究大学院大学）  （Hi訂OS駄imaUmiv。）  ☆生田目崇（東京理科大学）  

藤沢克樹（京都大学大学院）  高橋括之（㈱NTTデータ）  

1・C－5AComponent・Based  
且由Å・6凸型時間ずれコストをも  

Jelimski＆MorandaSo免ware  

題   福島雅夫（京都大学大学院）  ☆H．Okamura   ☆岡太彬訓（立教大学）  

☆野々部宏司（京都大学大学院）   S．KⅥyOki   大川英恵（立教大学）  

凰一泡鳩均衡制約つき数理計画開  

優に対する分枝限定法について  1・D叫6企業内市場メカニズムに  

☆田島潤  （Hiro畠himaUmiⅥ）  よるナレッジマネジメントの可  

山下信雄  能性  

福島雅夫  且－C－6経路数え上げによるネッ    中山川茂孝（㈱電通）  

（京都大学大学院）   トワーク構造システムの連結安  
定性の定量的評価方法  

☆大山達雄  
諸星穂積  

（政策研究大学院大学）   

18：30   
昼休み   

オペレーションズ。リサーチ   
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発表題 目 一覧  

5月1日（火）午前  
時間   E会場   F会場   P会場   s会場（講堂）   

金融工学   APORSInternational  

10：00  

本国債市場分析  management  

宮崎浩一  A．Morton（Singapore）  

げ－ルドマン・サックス証券会社）  
1・F－2ARound－TripAirune  

1－E・20ptimalLifeInsurance  

andPortfo1ioChoiceinaLifb  
Cycle  RS．You  

☆岩城秀樹（筑波大学）  （ChangJungUniv．，Taiwan）  

木島正明（東京都立大学）  
l－F－3NeuralNet，WOrks  

小守林克哉  ApproachinMedicalAnalysis  
（興銀第一フィナンシャルテクノロゾー㈱）  ShuzlinaAbdulRahman  

（NorthernUniⅥOf  
1・E・3準モンテカルロ法のアメ  

リカンオプション価格付けへの  

応用  
☆諸星穂積  

（政策研究大学院大学）  

11：00  
伏見正則（南山大学）   

金融工学   APORSInternational  

11：10  
l－Eq40ptionPricingModelsin  
anUncertainEnvironment  anElectricityMarket  

青田祐治（北九州大学）  G．Pritchard  

（Univ．Auckland，New  
トE－5リアル・オプションを考  

慮したテスト・マーケテイング  

の価値評価  1・F－5 SecⅥ．re  

☆福川忠昭（慶應義塾大学）  CommunicationsUsingthe  
茂木君之（慶應義塾大学）  Global Postitioning  

System（GPS）  

1－E－6内部利回りを用いた投資  

利回りの計算方法  （DefenseScienceand  
☆水町忠弘（慶鷹義塾大学）  恥chnologyOrganisation，  

12：10                      中村善太郎（慶應義塾大学）   Australia）  

12：10  

昼休み   
13：30  
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発表題 田 一覧  

5月温田（火）午後  

時間   A会場   B会場   C会場   D会場   

13：3（〉  

14：30   S会場：特別講演 F臣下世紀のベンチャ出だジネス」法政大学総長清成忠男   

統合オペレーション   企業事例交流会   侶■頼惚   都市計画  

14：50  且－D07急行系電車停車駅決定開  

たソフトウェア開発プロセス評  グ調停システム   ReliabiliもyModelsBasedom  題  

価モデル   田辺孝夫   Non・homogemousPoissom   二見精一  

☆高橋埋（三菱電機（（株））  （（槻アルファパーチェス）  Proce日SeS  松村高宏  
駒谷喜代俊（三菱電機（㈱）  ☆T．Dohi（HiroshimaUmiⅥ）  ☆鈴木誠道  

1一迅－＄最適輸配送計画問題への  
（千葉工業大学）  

且・Å一番SCMの統合モデリングと  

定式化について  ☆西田大  
かC鳩Amalysisoだ  
Hype柑eOmetricD鼠s七ribu七ion  且一D鳩最適軌道保守計画作成の  

松井正之（竃気通信大学）  熊本和浩  So氏waでeReliabili抄Model  ための全整数型数理計画モデル  
小西仲之  

★T、D（1hi  分析  
かÅ－9議員定数配分方法とスケ  （㈱住友金属システムソリューションスト）  N．Wakama   ☆三和雅史（（財）鉄道技研）  

ジューリング問題   中川賀津也（サントリー㈱）   S、Osaki   石川達也（JR東日本）  
大山達雄   相田 剛（サントリーロゾスティックス㈱）   （Hiyo＄himaUmまⅥ）   大山達雄  
（政策研究大学院大学）  KuS．Trivedi（執成eUniv．）  （政策研究大学院大学）  

且－α－9交通事故における救命  

可能確率の推定とイベントツリ  
ーへの応用  三浦英俊（明海大学）  

大内正俊  
☆沼田雅宏  
平本確率  

（東芝アドハ中ンストシステム㈱）  

大山達雄  
（政策研究大学院大学）  

15：50  

統合オペレーション   企業事例交流会   寸言頼性   都市計画  

且－A一且⑬行政改革へのソフトOR  且一遇－10配送計画への制約ソル  且－C一且⑬ 2重化システムの連続  l－ロー10移動から見た線的施設  

アプローチ   バーの適用」   比較点検方策   までの距離分布  

内山研一（大東文化大学）  カタイ8フエレンツ   ☆水谷聡志（愛知工業大学）   ☆宮川雅至（筑波大学）  

（アイログ㈱）  中川賓夫（愛知工業大学）  大澤義明（筑波大学）  

A・且且三重県における「労使協  伊藤弘道（三菱重工業㈱）  

」の取組みについて  且－B一鼠1制約論理プログラミン  且－D－11下水道事業評価におけ  

戸神範雄（三重県）   且－C一且凰直。並列と並血直列シス        グの探索手法と対話型スケジュ   る包絡分析法（かEA）適用可能性  

林 克昌   ーリング・乗務員スケジューt」  テムの信頼性的考察   寺田守正  

（三重県職員労働組合）  ングへの適用   ☆中川雫夫（愛知工業大学）   金田重郎  

坂口隆  銭存肇（愛知工業大学）   （同志社大学大学院）  

且・Å－且望福岡市におけるDNA  （（財）鉄道総合技術研究所）  

200畠計画の取り組みについて  且－D一且2扇形都市における環状  

吉村慎一（福岡市）  路の道路面積率モデル  

☆田中健一（慶応義塾大学）  

栗田治（慶応義塾大学）  

貸切リバス移動   

18：00  

懇親会（吉祥寺第一ホテル）   
19：30  
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発表題 目一覧  

5【月1日（火）午後  

時間   E会場   F会場   P会場   S会場   

13：30  

1せ1特別講演「lT世紀のベンチャービジネス」法政大学総長清成忠男（S会場）   
14：30  

在庫管理   APORSInternational  

14：50  

する研究  forVirtualManufhcturlng  

☆北條仁志（大阪府立大学）  ☆PK．Jain（HoseiUniv．）  
寺岡義仲（大阪府立大学）  M．1hmamoto（HoseiUniⅥ）  

YFuktlda（Hosei．Univ．）  
1－E－8予測値に基づいた在I車管  

理法の研究  

☆山下元彦（成撰大学）  
1－F－8ANewt，On・PCGlike  

上田徹（成撰大学）  
Algorithm Based on the 
ProgressBehaviorofNewtonrs  
Method  

1－E－9小売業における特別展示   

商品に対する最適発注量  （ChinaAgriculturalUnilこ）  
一上げ底及び鏡の効果－  

りIl勝英史（神戸商科大学）  1－F－90ptimalIJOadingofHot  
三道弘明（流通科学大学）  RolledCoilsatTATA．STEEL  

溝田年男（神戸商科大学）   （AnOperationalRe＄earCh－  
Information Tecbnology  

inter払ce）  

★NiloyMitter  

Arn Raychaudhur 
（Sr．G．M．（Works）0伍ce，  

India）  

15：50  

スケジューリング   APO耳SInternational  

16：00  
法による複数工場協調スケジュ  to Studv  
ーリング  MaintenanceProblemsfor  

☆久保宏（法政大学）  Engines  
西岡靖之（法政大学）  ☆F．K，N．bung  

L．F．Kwok  

1・E・11金利（割引率）が経済政策  

（Job）に依存するNPV最適化単  
一機械順序づけ問題  

篠原正明（日本大学）  
Web・mining■恥chniquefor  
Supply・ChainManagement  
Chung・HongLee  

1－E－12予約期間も決め得る予   

約可能な最適停止問題  （ChangJungUniv．，‘Taiwan）  
斎藤毅（愛知大学）   

1－F－12TheEvolutionary  
ComputationApproachforthe  
SupplyChainIntegrationof  
theCustomizedProduct  

Con丘gtlration through  
Internet  

17：00  Ta－ChengChan  
（ChangJungUniv．，Taiwan）  

会場移動   

18：00  

懇親会（吉祥寺第一ホテル）   

19：30  
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発表題 目 一覧  

5月2日（水）午前  
時間   A会場   B会場   C会場   D会場   

統合オペレ仙ション   ロジスティックス   確率モデル   AHP  

10：00  

完システムと管理技術の移転」  に関する研究   対性   AHP  

括動報告   西岡靖之（法政大学）   ☆植野貴之（九州大学）   ＊八巻直－（静岡大学）  

☆平木秀作（広島大学）  ☆茂木美恵子（法政大学）  岩本誠一（九州大学）  杉山学（群馬大学）  

市村隆哉（日本大学）  劉暁東（静岡大学）  

片山博（早稲田大学）  盟潤一2直列型生産システムにお   2・C・2AHidden－Ma洩0VModel    山田善靖（東京理科大学）  
石井和克（金沢工業大学）   ける搬送車の最適割当てについ  鮎rMean－Shi免Deもectiomof  

宿 元明（広島大学）   て   FractionDe臨ctiveim  針辺一望クロス効率性分析による  

石塚 陽（上智大学）   ProductionProcessCom七rol   学生の成績評価と科目の評価  
盟－A瑠国際分業による自動車部  ☆春山由衣子（上智大学）   ☆木村光宏（鳥取大学）   ☆関谷和之（静岡大学）  

晶生産物流体制の設計とその運  山下英明（東北大学）   山田 茂（鳥取大学）   瀧口弘幸（静岡大学）  

用方法について  
☆片山博（早稲田大学）   望一迅－3配送・集荷経路問題に対  盟－C－3得点圏打率を考慮した最  盟椚D皿3MatbematicalS七ructure  

平木秀作（広島大学）   するセービング法を用いたハイ   適打順決定モデル：計算結果の  ofI）ominan七AHPamd  
ブリッド技法   検討   Comcu汀en七Comver酢nCe  

針Å瑠管理システム競争力の原  ☆横山裕之   ☆武井貴裕（南山大学）   Me七hod  

点「標準化と改善」   （足利工業大学大学院）   瀬古 進（南山大学）   EizoKinosbi七a（MeijoUmiⅥ）  

石井和克（金沢工業大学）   白井裕（上智大学）  穴太克則（南山大学）   ☆KazⅥyⅥkiSekはani  

松本直文（足利工業大学）  
（SbizuokatJmiⅥ）  

川中子敬重（足利工業大学）  
JiammingSぬi  

（Sc五emceU‘niv．of恥kyo）   
11：00  

統合オペレーション   ネットワーク   待ち行列   AHP  

11：10  

における企業間商取引アルゴリ  認識するアルゴリズム   列におけるルーチング規則の考  による整合度と系統的誤差  

ズムー経済学的マルチエージェ   山田武夫（防衛大学校）  察   ☆小沢正典（慶應義塾大学）  

ントによるアプローチ  ☆川崎栄一（電気通信大学）  加藤豊（法政大学）  

☆貝原俊也（流通科学大学）  針B牒連続的利用者分布とネッ  

藤井進（神戸大学）  トワーク単一施設配置モデル  2－D－5Sel針Delphi法による反復  

森田浩（神戸大学）  ☆田村一軌（筑波大学）  盟－C嘱5MeanⅥraitingTimesin  

腰塚武志（筑波大学）   MarkoviamPollimgSys七ems   ☆松生拓倫（日本大学）  

Å－5CNNによるネットワーク  平山哲治（筑波大学）   篠原正明（日本大学）  

決済リスク拡散のモデル化と応  西澤一友（日本大学）  

用   宏一迅瑠 A壬）arallelAlgori払m  2－C鳩マルコフ型到着流を持つ   大澤慶吉（日本大学）  

☆失加部政幸（九州大学）   fbrFindimgAlユHingeVbrtices  無限サーバ待ち行列の解析  
時永祥三（九州大学）   OfACimular－Aユ・cGrapb   ☆増山博之（京都大学大学院）  針Ⅲ鳩 AHPウェイト推定時の  

本間宏利（釧路高専）   滝根哲哉（京都大学大学院）  整合度指標の比較評価  

慧－A鳩適応型ジャストインタイ  ☆三宅千香子（日本大学）  

ム生産方式  西澤一友（日本大学）  

東商橋勝彦（広島大学）  篠原正明（日本大学）   

12：1¢  

12：10  

昼休み   
13：30  

オペレーションズ。リサーチ   
望⑳爵（44）  
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発表題 目一覧  

5月2日（水）午前  
時間   E会場   F会場   P会場   S会場（講堂）   

情報・経済   福祉・環境   ペーパーフェア  

10二00  

Economyシステムの開発と実装  

りIl村秀憲（北海道大学大学院）  

山本雅人（北海道大学大学院）  

大内東（北海道大学大学院）  

車谷浩一  モデルの分析  

（電子技術総合研究所）  ☆仙田崇（北海道大学大学院）  

大内東（北海道大学大学院）  

2－E・2Ⅹ－Economyシステムを用  

いた人口株式市場におけるニュ  
ースの情報価値に関する研究  

☆兼平大輔（北海道大学）  関する調査研究  
川村秀憲（北海道大学大学院）  

大内東（北海道大学大学院）  
車谷浩一  

（電子技術総合研究所）  

2－E・3Ⅹ－Economyシステムを用  

いた人口国際市場における基軸  
通貨の発生に関する研究  
士佐々木雄一  

（北海道大学大学院）  

川村秀憲（北海道大学大学院）  

大内束（北海道大学大学院）  

車谷浩一  
（電子技術総合研究所）   

11：00  

情報・経済   OR教育－リテラシー   ペーパーフェア  

11：10  

ける情報獲得と相互エントロピ  

レーションによる考察   思決定とその応用」研究部会中  

☆冨山陽平（東京理科大学）   －ORリテラシーの普及事例（第  間報告  
松岡隆志（東京理科大学）   4報）－   塩出省吾（神戸学院大学）  

大下健太郎（東京理科大学）  権藤元（オーアールとく塾）  

大矢雅則（東京理科大学）  伊藤嘩（流通科学大学）  
2－F－5ゼミ選考時の成績の指標  

2－E－5多段ファジィー推論によ    と卒業時のゼミ成績の関連性の   
る時系列予測を用いた生産切替  宇野毅明（東京工業大学）   

の評価  大村雄史（近畿大学）  

＊高木昇（九州大学）  

12：10  時永祥三（九州大学）   

12：10  

13：30   
昼休み   

2001年4月号  
（45）209   
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発表題 田 一覧  

5月2日（水）午後  
時間   A会場   B会場   C会場   D会場   

13：30  

14：30   
S会場：特別講演「lT時代の経営革新」日本科学技術連盟参与 小田島 弘   

統合オペレ鵬ション  組合せ   ゲ“ム   AHP  

ユ4：5¢  

分析   善と分枝限定法   上における2つの企業の合併効  紀未政変劇の解釈  

高橋浩（富士通（脾）））  加治屋政替司（防衛大学校）  果について   ☆留田慎一朗（日本大学）  

片岡靖詞（防衛大学校）   ☆松林伸生   大澤慶吉（日本大学）  

針Å鳩地域産業戦略研究部会終  （NTTコミュニトションスト㈱）  篠原正明（日本大学）  

了報告「特設Glへの発展に向け  梅輝正史  

て」  盟一遇鳩排他制約付きナップサッ  増田靖  針Ⅲ－8不完全情報における欠落  

大内東（北海道大学）  ク開題の近似解法と厳密解法   西野寿－   要素の推定  

東山田武夫（防衛大学校）  （慶應義塾大学）  西澤一友（日本大学）  

盟・A瑠ロジスティクスをめぐる  

資源配分問題  盟－C鳩捜索割当ゲームと均衡点   盟一皿－9伽adley・恥ど叩モデルに  

☆毛利裕昭（早稲田大学）  針B－9AR（1）モデルによるbcal            ☆宝崎隆祐（防衛大学校）   よる固有値法と幾何平均の比較  

武藤滋夫（東京工業大学）  Searcbの性能評価  飯田耕司（防衛大学校）  西澤一友（日本大学）  

渡辺隆裕（岩手県立大学）  加地太一（小樽商科大学）  

盟－C－9凸幾何上の協力ゲームに  

2－Å・10SMCにおける企業間取    2・迅一別‖M凸関数の最小化に対    おけるコアの安定性  

引の設計  するスケーリングアルゴリズム  

藤野直明（（槻野村総合研究所）   とその実験的評価  
☆森口聡子（上智大学）  望－C一風の協力ゲームにおける非  

室田一雄（京都大学）  対称な解とその応用  

塩浦昭義（上智大学）   ☆鶴見昌代  
山形英顕  
谷野哲三  

乾口雅弘  
（大阪大学大学院）   

15：10  

選周◎（46）  オペレーションズ。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2日（水）午後  
時間   E会場   F会場   P会場   S会場（講堂）   

13：30  

14：30   
特別講演「lT時代の経営革新」日本科学技術連盟参与 小田島 弘   

DEA   グランドストラテジー  

14：50  
の研究  行動（その9）  

☆佐藤大輔（成棋大学）  湊晋平（松山大学）  

上田徹（成顔大学）  

2－F・8第2次世界大戦の日本の  

2・E・8DEAasAppliedtoPrice－  
CapSettingsofNTT  湊晋平（松山大学）  

刀根薫  
（政策研究大学院大学）  

2・E－9目標計画法を用いた判別  

分析法  
末吉俊幸（東京理科大学）  

☆青田美恵子（東京理科大学）  

2－E・10RAMモデルのための  
DEAネットワークアルゴリズム  

の構築  
☆染谷和広（東京理科大学）  

15：10  

2001年4月号  
（47）211   
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