
平成13年度秋季研究発表会  

特別テーマ：「福祉とOR」  

平成13年9月12日（水）－9月13日（木）研究発表会  

9月14日（金）  見学会  

日程：  

研究発表会会場： 岡山理科大学  

〒700－0005 岡山県岡山市理大町1－1  

TEL O86－256－9524（岡山理科大学工学部電子工学教室）  

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8，000円 （事前振込）  

正・賛助会員7，000円，学生会員3，000円，非会員10，000円 （当日申込）  

特別講演：一般公開・入場無料  

9月12日（水）13時30分－14時30分  
岡山理科大学教授 弘原海 浦   

「大気イオン濃度の異常変化と地震危険予知一鳥取県西部地震と芸予地震を例として」  

9月13日（木）13時30分－14時30分   
川崎製鉄株式会社 水島製鉄所長 石井 功一   

「IT時代の鉄鋼生産システム」  

懇親会：   平成13年9月12日（水）18時00分より  

懇親会参加費：5，000円  

見学会：   平成13年9月14日（金）  

見学先：   川崎製鉄株式会社 水島製鉄所  

見学会参加費：3，000円（昼食代，その他）  

見学会定員： 50名（先着）  

問合せ先：〒700－0005 岡山県岡山市理大町1－1  

岡山理科大学 工学部 太田垣 博一  

Tel／Fax O86，256－9524（発表会当日 086－256－8003）  

E－mailohtagaki＠ee．ous．ac．jp  

ホームヘ0－シヾ  http：〟wⅥW．OuS．aCjp／or2001fall  

研究発表会でご発表の皆様へお願い   

多くの方々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実  

行委員会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起こることも  

予想されます。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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鵬糎ノ／www，凱胤弧加  

交通手段出発場所時刻表路線（最終行先）下車場所徒歩時間  

⑳岡電バス『99／10／1開通」岡山駅西田発時刻表岡山理科大学行岡山理科大  
使歩①分 バス時刻表：軌七p：／／www．ous．a6jp／map月巨kokMr呂ぬ昌．帆ml  

⑳岡電バス岡山駅表口発三野公園行法界院駅前下車徒歩25分  
⑳闇電バス岡山駅蓑田発時刻表岡山大寧p妙善専行津島保育園前下聾徒歩20分  

⑩JR津山線岡山駅発時刻表津山方面行啓へ法界院駅下牽徒歩25分  
⑳タクシ西岡山駅（西田）岡山理科大学叫所要時間：15分  

『，2①の関根度  
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研究発表会スケジュール  

9月12日（水）  

A会場   B会場   C会場   D会場   E会場   F会場   G会場   

10：00  
グラフーネッ  

統合オペ  

l  ン（1）   
DEA（1）   トワーク（1）   

倍頼性（1）  金融・財務  輸送一交通   レーション  

11：00   （り   

11：10  
グラフーネッ  

統合オペ  

l  ン（2）   
DEA（2）   トワーク（2）   

倍頼性（2）  金融・流通  輸送・都市 四   レーション （2）   

12：10   

昼 休 み   

13：30  特別講演（S 会場）   

l  岡山理科大学 教授弘原海溝  
14：30  「大気イオン濃度の異常変化と地震危険予知一鳥取県西部地震と芸予地震を例として」   

14：50 I  統合オペ  

ン（3）   事例交流会  待ち行列  システム・制    ゲーム理論   レーション  

化（り  

15：50   
御  

（3）   

16：00  特別セッショ  第8回企業   戦略計画・   統合オペ   

】  ン（4）   組合せ最適 化2    動的計画  探索理論  

17：20  （2）  

（）  

グ  （4）   

17：30   学生論文表彰（S 会場）   

18：00  
懇 親 会（岡山理科大学 20号館1階レストラン）   

20：00  

9月13日（木）  

A会場   B会場   C会場   D会場   E会場   F会場   G会場   

10：00  統合オペ  

l  

医療■福祉  AHP（1）  組合せ最適 化（3）  信頼性（3）   
予測   

輸送・都市    レーション  

11：00  
（2）  

（5）   

11：10  

岩田覚氏 東京大学大学院工学系研究科 受賞論文「ACombinatorial，Strongly  
l   

Polynomial－TimeAlgorithmfbrMinimizingSubmodularFunctions」   

12：10  大沢義明氏 筑波大学社会工学系 受賞論文「BicriteriaEucIideanLoca七jonAssociated  
WithMaxjminandMinimaxCriteria」   

昼 休 み   

13：30  特別講演（S 会場）   

l   川崎製鉄株式会社水島製鉄所長石井功一   

14：30   「IT時代の鉄鋼生産管理システム」   

14：50  
数理計画  生産－  統合オペ  

l  
・スケジュー  AHP（2）  信頼性（4）   在庫管理  都市  レーション  

15：50   （6）   

16：00  
生産・  

l  
・スケジュー  AHP（3）   数理計画 （2）  信頼性（5）   在庫管理  

17：00   （2）   
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発 表 題 悶    覧  

9腰頂澄田（水）年前  串軌発鮒  

HirooSAITO，ShiroMATUURA8日d  

＊TonlOm＝MATUi（GradいateSchool  
ofhformationSciencean（j  

Techmology，un石v即S岩tyofTokyo）  

山田武夫（防衛大学校情報工学  
末吉俊車．＊木名瀬洋叩，川井塵（東  

E輔GienGy呂nDEA  aヨgor経れmtot柑V釧廟㌢摘l¢Sman  

刀根荒（政策研究大学院大学）  

＊伊藤雅史（棄寮理科大学大学院工  

学研究科），平林隆削（来賓理科大  

亀3亀（50）  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.



9月12日（水）午前  ＊印：発表者  

時間   D 会場   E 会場   F 会場   G 会場   

10：00  信頼性（1）   金融■財務   輸送・交箪   統合オペレーション（1）  

1－D－1ソフトウェアのテストプウロセスモデ  1－ト1DPマッティングによる企業評価推移  1イー1扇型都市における横断道路の最適  トG－1統合オペレーションを取りまく環境  
ル   パターンの推定と応用   配置モデル   山田郁夫（三菱総合研究所）  
＊紀一組高橋暁史（神奈川大学哩  ＊高木昇．時永祥三（九州大学）  ＊田中健一，票田治（慶應義塾大学）  

学部）  

1－G－2インターネットショップにおけるリス     トD－2隠れマルコフモデルによる不完全デ   1－E－2欠測機構を考慮した株式取引コスト   トF－2道路交通網における最短経路情報  
バッグ環境でのソフトウェア信頼性評   の2段階推定   提供法の有効性の検討   ク削減システム  
価法に関する考察   ＊角谷督（東京理科大学大学焼．   上田撤（成渓大学）  野島美保（東京大学大学院経済学  
＊木村光宏，山田茂（鳥取大学）  （株）FEG），山口俊和（東京理科大  研究科）  

学）  

1－ト3交通事故分析への交通調査時の       1－D－3使用時間を考慮したデバッグ回数に    1－E－3AsymptoticProp8rtiesofLSEfor     1－G－3APSに関する基礎調査一調査の目  
基づくソフトウェア可用性解析   血eRegressionModelw仙   シートベルト着用率の反映   的一方法と回答から得たAPSの定  

＊唐木崇∴得能貢－．山田茂（鳥取大   StochasticRegressor   大内正俊．＊沼田雅宏．平本緯幸   義・利用状況－  

学工学部）   杉原左右－（関西学院大学商学部）   （東芝アドバンストシステム（株））．大  ＊黒田充（青山学碗大学），荒川雅  
山達雄（政策研究大学院大学政策研  裕（関西大学）   

究科）  

11：00  

11：10  信頼性（2）   金融・流通   輸送・都市（1）   統合オペレーション（2）  

1－D－4 差分方程式に基づくソフトウェア倍頼  トE】4 マーケテイング戦略構築のための金  トF－4 都市交通整備事業に関する多次元  卜G－4 APSに関する基礎調査－システム  
度成長モデルに関する考察   融商品選択行動分析   的効果の分析   の機能面から見たAPSの概容と今  
＊井上真二．山田茂（鳥取大学），佐   生田目崇．＊矢野順子（東京理科大   木原隆（広島県立大学大学院）  後の調査課題－  
藤大輔（NTT）   学）  ∋l荒川雅裕（関西大学）．黒田充（青  

山学院大学）  

トF－5放射・環状道路網を有する扇型都市              1－D－5 一般化された発注一点検モデルにつ  1－E－5 コンパクト表現によるシミュレーション   トG－5 必要不可欠財オークションによる複  
いて   型多軸間接率計画モデルの定式化   における移動距離分布   数財の資源配分  
＊土肥正（広島大学大学院工学研究   枇々木規雄（慶應義塾大学理工学   ＊鵜飼孝盛．栗田治（慶應義塾大学）  松井知己（東京大学），＊渡辺隆裕  
科）∴海生直人（広島修道大学経済  部）  （岩手県立大学）  

科学部）．尾崎俊治（南山大学数理  
情報学部）  

頼性モデルに関する考察一余東発   トF－6ネットワークフローの均衡配分を用い        1－D－6対数ポアソン実行時間ソフトウェア倍   トE－6可能性埋言創＝より新聞売り子問題に    卜G－8ビジネスモデルの一般理論     ついて  た道路網の評価  大塚美作（横浜国立大学経営 学部）  

生モデルとの関連性を通して－  郭浦俊（香川大学経済学部）   ＊吉本敬，島川陽一，田口東（中央大  
＊伊藤将貴，岡村貴之．土肥正（広島  学）   

大学大学院工学研究科）  

12：10  

昼 休 み   
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9周瑠2田（水）解像  
＊印：発表者  

暗面   A 会場   β 会囁   C 会場  

トS－1  特別講演 しS会場）  

岡山理科大学 数授 弘原海溝  
r大気イオン濃度の異常変化と地震危険予知一鳥取県西部地認と芸予地震を例として－」  

司会者 成久洋之（岡山理科大学）  

特別セッション（3）  第8囲企業事例交流会（¶）   組合せ最適化（1）  

トA－3飽くなき挑戦を続ける地囁企業  ト眉1 分枝限定法を活用した製鉄所出荷  トC－7 SeaLedBidMultトohiectAuctions  
野元牽朋（岡山経済研究所展）   バースの操業スケジュJJンゲ   vvithNecessarγBundlesandits  

＊梅田蟄裕．北村章（（棟）神戸製鋼   Appiユcat三orltOSpectrL．mAuctions  

所生産技術研究所）．金村蒐三，高   フ匪松井知邑（寮夜来学），渡辺隆裕  

見真司（＝ベルコシステムし株）★小西  （潜啓県立大学）  

正鰐（岡山大学工学部）  

ト8－8高炉・製鋼間の貯錬盟バランス検証  

システム  善応手手順の生成  
＊粕谷樽窒，草薙顕．山根明川陸崎  中川誠一，晶野勇治（東寮農工大  
製鉄（株））  学工学部）  

ト増－9石油化寧プラントにおける最葱化技  

術の適用   ブローチ  
藤田鷺（三菱化学（株）科学技術研   ＊堀田敬介．根本俊男（文教大学帽  
究センター†   報学部）  

特別せッション（4）   企業車例交流会（2）   繊合せ蔵適化（2）  

トA－4 少子化時代の教育戦略   トB－10化学プラントリアルタイム最適化への  卜C－10変数分離可能な多次元非線形ナップ  

高田正規（株式会社ベネッセコーポ   新しい取り組み   ザック問題の解法  
レーション文教総研所長）   ＊江本 源鵬（三菱化学（株）科学抜   施用哲郎（姫路梢悦夫撃）．＊岩崎彰  

術研究センタ馴）．福島雅尭（寮都未   典．太田填博爪（岡山理科大学），伸  

寧大学院情報学研究科）  州勇ニ（関爾来寧）  

11B｛11最適化技法よる配車計画一配車計    巨ひ斗巨代増㈲約法における最適代理乗数  
画支援パッケージ■‘EGプランナーりの   の決定法  

導入率例紹介   噴射畔酪郎（姫路摘協大学），岩崎彰  

浅見道之（三井遮船システム技研   典，太田唱博一（岡山理科大学），仲  

（株））  川勇ニ（関西大学）  

1－C－12混合整数2次計画問題の解法の爽  
E  装  

＊逸見宣博，山下浩（数理システム）  

卜C－13多目的離散最適化法を用いた投資  
倍託最適組み合わせ開題  
＊肺門千里，伊佐田圃合子（関西太  

窄）．南聖油（大和銀行），仲川勇ニ  

（関西大学）   

17：30   学 生 論 文 表 彰（S 会喝）   

18：00   懇 親 会（岡山理科大学 20号館1階レストラン）   
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9月12日（水）午後  ＊印＝発表者  

時間   D 会場   E 会場   F会場   G 会場   

13：30  

1－S－1  特別講演（S会場）  
岡山理科大学 教授 弘原海清  

「大気イオン濃度の異常変化と地震危険予知一鳥取県西部地震と芸予地震を例として－」  

14：30  司会者 成久洋之（岡山理科大学）   

14：50  待ち行列   システム・制御   ゲーム理論   統合オペレーション（3）  

トD－7 再生サイクル法によるポラチェック・  1－E－7 持続的発展と生態学的システム  1－F－7 CG原理に基づくホタテガイ養殖経営  卜G－7 コンビニEビジネス戦略分析  
キンチンの公式の証明 中塚利直（東京都立大学 小田中敏男  体への生産量配分システムについて  高橋浩（富士通株式会社）  

経済学部）  ＊本多剛（金沢大学自然科学研究  
科），木俣昇（金沢大学工学部）  

1－D－80nOptimalServiceCapacity  トE－8STLライクな汎用グラフクラスライブラ     トト8ポアソン需要と最適配分  トG－8行政システム改革  
A［locatbnsforFork－JoinOpen   リの紹介   ＊寺岡義仲，北條仁志（大阪府立大   梅沢豊（大東文化大学経営学部）  
QueueingNetworksvkSecond  斎藤努（（株）構造計画研究所数理技  学総合科学部）  

OrderConeProgramming  術部）  

＊石塚陽（上智大学）．山下英明（東  
北大学）．村松正和（電気通倍大学）  

1－G－9北海道「遊」産業情報におけるWeb       1－D－9待ちを伴う仕事終了確率最大化問題    1－E－9サイジング効果付き記怯制限準   l－F－9ANewIndexofPowerforaVot；ng  
叫、柳淳二，河合－（鳥取大学工学   ニュートン法   GamewithManyCho；ces   マイニング  
部）   ＊根岸達彦．八巻直－（静岡大学工   中井曜久（関西大学工学部管理工学   金城伊智子．長尾光悦，斎藤－．大  

学部），矢部博（東京理科大学理学  科）   内東（北海道大学工学研究科）   
部）  

15：50  

16：00  戦略計画・マーケテイング   動的計画   探索理論   統合オペレーション（4）  

トD－10クラスター分析を用いた挽帯電詔の  1－E－10動的計画法によるプロジェクトファイ  1－F－10エネルギー消糞を考慮した離散捜索  1－G－10 離散事象聖システムのボトルネック  
技術革新の戦略分析   ナンスの分析と応用   割当ゲーム   発見手法  
＊川辺修一．若山邦絃（法政大学大   ＊陳暁栄．時永祥三（九州大学）  ＊宝崎隆祐．飯田耕司．小宮享（防衛   ＊中野冠，CristophRoser，田中稔  
学院工学研究科）  大学校情報工学科）   （（株）豊田中央研究所）  

トE－11ミレニアムONシリーズの経済効果－               トD－11WebSiteの構成の検討方法一非対   1－F－11不審船舶に対する哨戒オペレーショ  1－G－11単一ループ循環型搬送システムの  
象クラスター法を用いて－   マルコフモデルによる評価－   ンのゲーム埋諭モデル   シミュレーション、解析、最適化  
＊岡太彬訓．大川美恵（立教大学）  岩本誠一（九州大学）  ＊柳在学．飯田耕司，宝崎隆祐，小宮   ＊木瀬洋，昌明哲，軽野義行（京都   

享（防衛大学校）  エ芸繊維大学）  

1－D－12ANOPTIMALHOSTAGERESCUE   1－E－12AGeneralizationoftheOdd  1－F－12ASearchGameonaCycliGGraph      卜G－12配置コストをもつ長方形詰込み問題  
PROBLEM   Theorem   菊田健作（神戸商科大学南緯学部）  に対する局所探索法について  
＊石風波（筑波大学社会工学研究科）  玉置光司（愛知大学）  ＊今堀保治．柳浦睦恵．茨木俊秀  

（京都大学大学院情報学研究科）   

卜D－134広告出稿統計を用いたブランド別  1－F－13目標価値の分割を考慮した資源配  
広告媒体利用の分析  分ゲーム  
＊山田孝子（山形大学），高柳美加  ＊小牧隆急宝崎隆祐．飯田耕軋小 大  
（名古屋市立大学）  宮享（防衛学校）  

17：20  

17：30   学 生 論 文 表 彰（S 会場）   

18：00   懇 親 会（岡山理科大学20号館1階レストラン）   
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9周瑠3田（衆）午前  ＊印 

時間   A 会場   B 会場   C 会場   

㌃  医療瀾祉   AHP（1）   組合せ最適化（3）  

2－A－1要介護度一次判定の樹形モデルに 2一日－1表席AHPL深層AHPによるウェイト評   2－C－1正規分布組合せ最適化開通  

蘭する考察  価の比較検討  皿森哲男（大阪工業大学情報科学  

＊他闘熊，朱肉寮（北海道大学太字  増田慎m阻篠原正明（田本大平）  部）  

∃  
2－A－2 丸山ワクチン15万症例のデータマイ 2一日－2 調和平均によるウェイト推定法の拡   2－C－2 最小拘束問題の分枝限定法  

ニンゲ  弓最  ＊坂森養成．片岡靖詞（防衛大学校  
＊新村帝劇（成践大学経済学部），飯  相田礎盤（法政東学）．／』＼沢濫鞄（慶応  情報工学科）  

囚和典，平井敵息，永構障（田本隆  義塾太攣）  

科大学）  

2－Å－3 要介確度一次判定アルゴリズムの検 2－Bヰ3 一対比較における尺度構成  2－C－3並列分枝限定法による混合整数鮒  

尉  佐藤祐司（松阪大学政策学部）  蘭開場解法  
串河合察．大内東（北海道大学大学院  ＊田辺隆人，逸見宣憾，望月公暗（数  
エ学研究科）  埋システム）   

11：10  

2－S－1文献凝受渡招待講演（S余喘）  
岩田覚氏 貴賓大学大学暁工学系研究科 受賞輪文r＾Combi日加0高札Strong！yPoiynonlia卜TinleA厄orithmforMinim盲z眉ng  
Submodu姑rFunctions」  
大沢義明氏 筑波大学社会工学系 受萬輪文「BicriteriさEuclideanLoca七IomAsoci丘tedvvithMaxinlinandMinimaxCriteria」   

12：10  

昼 休 み   

オペレーションズ。リサーチ   
堵櫓⑬（54）  © 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.



9月13日（木）午前  ＊印＝発表者  

時間   D 会場   E会場   F 会場   G 会場   

10：00  信頼性（3）   予測   輸送▲都市（2）   統合オペレーション（5）  

2－D－1定期的に比較診断を実行する2重化  2－E－1時系列データのカオス的解析法につ  2－F－1複数の組織を収容する建物における  2－G－1レクリエーション価値評価の現状と  
システムの最適方策   いて－COS解析法の樹脂押し出し機へ   交通路と居住面積の分布   展開方向  
＊水谷聡志（愛知工業大学大学院）．   の適用－   田口東（中央大学理工学部）  ＊赤沢克洋．田村埴之（大阪大学大  
中川掌夫（愛知工業大学），伊藤弘  ＊大鉢史男，鈴木達也（名古屋工業  学院基礎工学研究科）  
道（三菱工業株式会社）  大学）．石川雄俊（中部地方整備  

局）．鈴木達也（名古屋工業大学）  

2－D－2計り直しの問題一離散型モデルー     2－E－2コンテストと見せる審査  2－F－2首都圏鉄道網における方向別移動                2－G－2一般廃棄物焼却場の立地選定にお  
＊三道弘明（流通科学大学），中川宰   ＊丸田五月．米田清，竹田陽一．阿比   効率について   ける合意形成のモデル化  
夫（愛知工業大学）  留正弘（福岡大学経済学部）  ＊鵜飼孝盛，栗田治（慶應義塾大学）  ＊藤田眞一（（財）関西環境管理技術  

センター），田村垣之（大阪大学大  
学院基礎工学研究科）  

2－D－3最初の故障に対して取替えを行う保   2－E－3フィルタリングによる日経平均株価の   2－ト3地理情報システムで利用する建物     2－G－3サプライウェッブ環境下におけるコ  
証契約モデル   予測   データの網羅的整備の可能性   スト分析への一考察  
＊林坂弘一却（流通科学大学大学   ＊斎藤進．神田晋太郎（東京理科大   山崎美知子（中央大学理工学部）   ＊藤井進，貝原俊也（神戸大学工学  
暁）．三道弘明（流通科学大学情報 学部）   学）  部情報知能工学科）   

11：00  

11：10  

2－S－1文献賞受賞招待講演（S会場）  
岩田覚氏 東京大学大学院工学系研究科 受賞論文rAComb；natoriaJ，StronglyPolynomia卜TimeAlgorithmforMinimizingSubmodularFunctions」  
大沢義明氏 筑波大学社会工学系 受賞論文rBicriteriaEuclideanLocationAsociatedwithMaximinandMinimaxCriteria」   

12：10  

昼 休 み   
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9創3田（禾）牛後  
＊印＝発表者  

時間   A会場  日金喝  目  C会場   

13：30  

特別講演（S会喝）  

川崎製鉄株式会社 水鳥製鉄所凝＝ 石紳功馴  
「IT時代の鉄鋼生産管理システム」  

司会者成久洋乏（岡山理科大学）  

松鹿柘愉（脚本大学生産工学部）  

＊大脇明文，若山邦擢（法政大学）  

スケジュ騨リング問題の近似解法   中井曜久（関西大学工学部）  

＊雷冨康成（京都府立大学），橋本叫   
郎（宮崎情報処理センター）  

グ問題の解法研究   
＊堀尾正典（愛知女子短期大学）．鈴  
木敦夫（南山大学）  都大学大学院情報学研究科）  

2－β－8 大規模区間AHP  2NC，8Anexactquant盲za七ionmethodfor’the  

八巻直騨，＊岡野智史（静岡大学）  designoflinearphaseFIRusing  
linearsemト盲nfin鮎programmわg  

＊伊藤利佳，平林隆一（東京理科大学  

学），森部活至（田本電気（株）），伸  

オペレーションズ0リサーチ   
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9月13日（禾）午後  ＊印＝発表者  

時間   D 会場   E 会場   F 会場   G 会場   

13：30  

2－S－2  特別講演（S会場）  
川崎製鉄株式会社 水島製鉄所長 石井功一  

「lT時代の鉄鋼生産管理システム」  

司会者 成久 洋之（岡山理科大学）   

14ニ30  

14：50  借頼性（4）   生産■在庫管理（1）   都市   統合オペレーション（6）  

2鵬D－4 確率微分方程式に基づく分散開発環  2－E－4 予測更新を考慮した在庫モデル  2」＝－4 待ち行列を伴う都市施設の数を決め  2－G－4 意思決定支援システムに向けて  
境に対するソフトウェア信頼度成長   ＊飯田哲夫（東京工業大学），Paul   るための数理モデル   藤田敏治（九州工業大学工学部）  
モデルと適合性評価に関する考察  Zipkin（DukeUniversity）  栗田治，＊吉岡昌一（慶應義塾大学）  
＊田村慶借，木村光宏．山田茂（鳥取  
大学工学部）  

2－D－5SoftwareAvailab紺tyModelingfor   2－E－5拡張型かんばんシステムにおけるか   2－F－5人口動態の微分方程式モデル  2－G－5新たな価値創造を競争力とする経  
MultトAGCeSSSystem   んばんおよび初期在庫の最適配分   ＊中欄裕子．栗田治（慶應義塾大学）  営モデルの提案一管理システム競  
＊得能貢－，山田茂（鳥取大学）  について  争力に関する研究（第2報）  

石塚陽，＊矢口俊彦．ZangHeng（上  石井和克（金沢工学大学）  
智大学），山下英明（束北大学）  

2－F－6放射・環状道路網を有する都市にお      2－D－6位相型ソフトウェア信頼性モデル     2－E－62種類の状態を考慮したペイジアン  
＊岡村貴之．渡部保博．土肥正（広島   Per；hable（nventoryModel   ける居住地と道路の配分一交通渋滞  
大学大学院工学研究科）   ＊川勝美史（神戸商科大学大学院），  のない円形都市－  

磯崎泰樹（大阪大学大学院）．上村  ＊山田英之，栗田治（慶應義塾大  
稔大，菊田健作．濱田年男（神戸商  学），田口東（中央大学）   

科大学南緯学部）  

15：50  

18：00  信頼性（5）   生産・在庫管理（2）   意思決定  

2－D－7 不完全デバッグ環境を考慮したテス  2－E－7 分解・組み立て方生産システムにお  2－F－7 多群間の成績を考慮した混合ランキ  
ト空間依存型ソフトウェア倍頼度成長   ける最適搬送車配分間鴇   ングの生成法  
モデル   ＊春山由衣子，石塚陽（上智大学）．   ＊保福一郎，（東京都立工業高等専  
＊藤原隆次（富±通周辺機株式会社  山下英明（東北大学）  門学校）．大島邦夫（東京理科大学）  
第二事業部第二開発部）．山田茂  
（鳥取大学工学部）  

2－Dq80ptinalSoftwareR房urneration  2…E－8「環境に依存する最適な（s．S）政策」   2－F－8ANevYIndexofPowerforaVoting  
Policiee with Discounting の存在性   Game with Many Choices 
＊T．Dohi，T．DarLiouandH．0kamura  ＊松本裕隆．田畑吉雄（大阪大学経  中井曙久（関西大学）   

（広島大学大学院工学研究科）  済学研究科）  

2－D－9比例ハザードモデルに基づいたソフ  
トウェア最適リリース問題  
＊西尾泰彦．土肥正（広島大学大学  
院工学研究科）  

17：00  
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