
第49回 シンポジウム  

テーマ：「数理計画の理論と実装」  

日程：  

会場：  

平成15年3月17日（月）  

慶鷹義塾大学矢上キャンパス14棟201番教室  

〒223－8522 神奈川県横浜市港北区日吉3－14－1  

1七1．045－563－1141（代表）  

正・賛助会員3，000円，学生会員1，000円，非会員4，000円（事前振込）  

正・賛助会員4，000円，学生会員2，000円，非会員5，000円（当日申込）  

（事前振込には，本誌綴じ込みの振込用紙をご使用下さい．）   

「数理計画法とサポートベクトルマシン」  

矢島 安敏（東京工業大学）  

「オークションの設計理論と数理計画」  

松井 知己（東京大学），渡辺 隆裕（東京都立大学）   

「サプライ・チェイン最適化とその周辺」  

久保幹雄（東京商船大学）  

「Astudyonthecapacitatedvehicleroutingproblem」（仮題）  

LeslieE．Trotter（CornellUniversity）   

「非線形計画法アルゴリズムの実装と応用」 

田辺 隆人（（株）数理システム）  

「ハブ・アンド・スポーク型輸送のための連続的配車スケジューリング」  

伊倉 義郎（（株）サイテック・ジャパン）  

参加費：  

内容：  

10：30～11：15  

11：15～12：00  

昼 食  

13：00～13：45  

13：45～14：30  

休 憩  

14：45～15：30  

15：30～16：15  

問合せ先：〒223－8522神奈川県横浜市港北区日吉3－14－1  
慶應義塾大学理工学部小澤正典  

Tbl・045－566－1624  Fax・045－566－1617（事務室） E－mai1：OZaWa＠ae．keio．acJP  

近藤次郎先生 文化勲章受章記念講演会ならびにお祝いする会  

日本OR学会・経営工学関連協議会（FMES）共催  

受章記念講演会：一般公開（入場無料）  

3月18日（火）17時～17時50分  

慶鷹義塾大学日吉キャンパス 第4校舎B棟1階J19番数童  

「国産旅客機YS－11の基本計画」 近藤 次郎氏（日本OR学会元会長，名誉会員）  

文化勲章受章をお祝いする会：3月18日（火）18時～20時  

慶鷹義塾大学日吉キャンパス 来往舎地下1階ファカルティラウンジ  

参加費：6，000円 （振込には，本誌綴じ込みの振込用紙をご使用下さい．）  

参加希望者は，可能な限りホームページhttp：〟or2003．soc．ae．keio．ac．jp／oiwai／  

から事前登録をお願いします．  

問合せ先： 〒113－0032 東京都文京区弥生2－4－16学会センタービル  

社団法人 日本オペレーションズ・リサーチ学会  
Tbl・03－3815－3351（代） Fax・03－3815－3352  E－mai1：kenkyu＠or毎．orjp  
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2003年春季研究発表会  
（第11回企業車例交流会）  

特別テーマ：「人とシステムとOR」  

平成15年3月18日（火）～19日（水） 研究発表会  

慶庵義塾大学矢上キャンパス  

〒223－8522 神奈川県横浜市港北区日吉3－14－1  

1七1．045－563－1141（代表）  

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，学生会貞3，000円，非会員10，000円（当日申込）  

（事前振込には，本誌綴じ込みの振込用紙をご使用下さい．）  

一般公開（入場無料）  

3月18日（火）13時20分～14時20分   

「e－ビジネスの新たな展望」 北城 烙太郎氏  

（IBMアジア・パシフィックプレジデント兼  

日本アイ・ピー・エム株式会社代表取締役会長）  

3月19日（水）13時20分～14時20分   

「大学改革とORマインド」 安西 祐一郎氏（慶鹿義塾長）  

名誉会員近藤次郎元会長の文化熟章受章を記念して，「記念講演会」■ならび  

に「お祝いする会」が前真の通り開催されます．なお，今回の懇親会は「お  

祝いする会」として開催することにしました．近藤先生をお祝いするために  

多くの方々のご参加をお願い致します．  

http：／／or2003・ae・keio・aCjp／  

日程：  

研究発表会会場  

研究発表会参加費：  

特別講演：  

記念講演会ならぴ：  

にお祝いの会  

ホームページ：  

第11回 企業事例交流会  

日程：  平成15年3月18日（火）  

会場：  G会場（12棟108番教室）  

14：30－15：00 「Legacy連携型分散オブジェクトシステムのモデル化と性能評価」  

坂田洋幸（（株）NTTデータ），牧本直樹（筑波大学）  

15：00－15：30 「光MPLS網のパス設計について」  

能上慎也，徳久正樹，阿部威郎（NTTサービスインテグレーション基盤研究所），  

斉藤努（（株）構造計画研究所）  

15：40＿16：10 「生産管理システム再構築の留意点」  

石井信明，中島睦（日揮（株））  

16：10＿16：40 「ライン単位の効率的な生産から工場全体最適生産へのアプローチ」  

宮下隆（コマツ），野田撃（コマツエンジニアリング（株））  

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各会場  

に設置されていますが，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．会  

場では，OHPや書画カメラの使用もできますので，それらを使用しての発表準備もお願い致しま  

す．なお，パソコン等は各自でご用意下さい．  

問合せ先：〒223－8522神奈川県横浜市港北区日吉3－14－1  

慶庵義塾大学理工学部小澤正典  

Tbl．045－566－1624  Fax．045－566－1617（事務室） E－mai1：OZaWa＠ae．keio．acJp  
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日吉・矢上キャンパスへの案内図  

横浜  東神奈川  川崎   JR東海道線  品川   田町  

綱島街道  

ロイヤルホスト  
新幹線  

仲の谷交差点  
矢上川   

矢上キャンパス  

〒223－8522  

横浜市港北区日吉3－14－1  

Tel．045－563－1141（代表）  

・東急東横線  

日吉駅下車（徒歩15分）  

※特急は日吉駅にとまりません  

※渋谷～日吉：25分（急行約20分）  

※横浜～日吉：20分（急行約15分）  

※新横浜～菊名～日吉：20分  

東急東横線  

第4校舎B棟  

東急デパート  

来往舎：二記念館  

メディアセンタ  

．（国事鰐）‥．．  日吉駅  日吉キャンパス  

〒223－8521  

横浜市港北区日吉4－1－1  

Tel．045－563－1111（代表）  

釘
 
 

綱島街道  
至横浜  

＊ルート1は，最短時間ルートですが坂が急で少し分かりにくいです．  

＊ルート2は，日吉キャンパスを通らず，綱島街道沿いを歩くルートです．  

＊矢上キャンパス前の道は狭く，歩く際や横断には注意して下さい．  

＊キャンパスへのアクセス地図は，  

http：〟ww・keio・aC．jp／，http：〟www．st．keio．ac．jp／   

からも得ることができます．  
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研究発表スケジュール  

3月18日（火）  

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

09：50  
都市交通網  

組合せ（1）   信頼性（1）  
の分析   

予測   
マルコフ  グラフ・  

連鎖  ネットワーク  
10：50  

1l：00  
文献貸受質招待講演S会場（創想館マルチメディアルーム）  

12：00  
「多期間ボートフォリオ最適化問題のための数理計画モデル」批々木 規雄氏（慶應義塾大学）   

13：20  特別講演S会場（創想館マルチメディアルーム）  

「e－ビジネスの新たな展望」北城烙太郎氏（IBMアジア・パシフィックプレジデント兼  

14：20  日本アイ・ピー・エム株式会社代表取締役会長）   

14：30  
施設配置   マーケテイ   生産管理   シミュレー   企業事例  

組合せ（2）   信頼性（2）  
モデル（1）   ング（1）   ション   交流会（1）   

15：30  

15：40  
施設配置   マーケテイ   生産管理   企業事例  

最適化（1）   信頼性（3）  
モデル（2）   ング（2）   （2）  

データ解析  
交流会（2）   

16：40  

近藤次郎先生 文化熟章受章記念講演会ならびにお祝いする会   
（日本OR学会、経営工学関連学会協議会（FMES）共催）  

17：00  受章記念講演会日吉キャンパス第4校舎B棟1階J－19番教室   

17：50   「国産旅客機YS－11の基本計画」 近藤 次郎氏（OR学会元会長，名誉会員）   
18：00  

文化軌章受章をお祝いする全日吉キャンパス来往舎地下1階ファカルティラウンジ  
20：00  

3月19日（水）  

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

09：50  都市内移動  サプライ・  

最適化（2）   信頼性（4）  のモデル  チェーン・マネ  AHp   
金融工学  

10：50  ジメント（1）   

11：00  都市内移動  サプライ・  

最適化（3）   
待ち行列  

のモデル  チェーン・マネ  
金融工学  

12：00  （2）  ジメント（2）   
（2）   

13：20  
特別講演S会場（創想館マルチメディアルーム）  

14：20  
「大学改革とORマインド」 安西 祐一郎氏（慶應義塾長）   

14：30  

15：10   
総会・学会賞授与式   

15：20  

動的計画   
待ち行列  

都市モデル   
統合オペ  

ゲーム（3）   
（2）  レーション  

評価  

16：40  
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発 表 題 目 一  覧   

3月18日午前（A，B，C会場）  咋は発表者  

時間   A会場（14棟201番教室）   B会場（14棟202番敦室）   ⊂会場（14棟203番数室）   

組合せ（1）   信頼性（1）   都市交通網の分析  

09：50  1－B－1   1－⊂－1  

フィードバックのある離散資源配分間  「般分布で発生する要求の処理割当て  放射・環状交通ネットワーク網での平  

題   問題   均移動距離考察  

■一義哲男（大阪工美大学）   ●寺岡義仲（大阪府立大学）  ●李明哲（福岡大学）  

北條仁志（大阪府立大学）  

1－A－2  1－B－2  1－⊂－2  

代理制約法における最適代理乗数の決  小修理と取替えが混在した保証の費用  関東地方における鉄道の役割  
定法について   分析－2回目以降の故障に対して取  ●腰塚武志（筑波大学）  

●八木元彰（関西大学）   替えを行う場合を中心として－   大原宏晃（筑波大学）  

木村作郎（関西大学）   ■林坂弘一郎（神戸国際大学）  

仲川勇二（関西大学）   三道弘明（流通科学大学）  

1－A－3   1－B－3  1－⊂－3  

一般化ナップサック共有問題の一解法  A Generalized Discrete－Time Order＿  首都圏鉄道網における地利値の計算  

◆藤本晶子（防衛大学校）   ReplacementModel   ■鵜飼孝盛（慶應義塾大学）  

山田武夫（防衛大学校）   ●恥dashiDohi（HiroshimaUniversity）   栗田治（慶應義塾大学）  

片岡靖詞（防衛大学校）   KazukiIwamoto（HiroshimaUniversity）  

渡辺宏太郎（防衛大学校）   NaotoKaio（HiroshimaShudoUniveト  

Siサ）  

10：50  ShuqjiOsaki（NanzanUniversity）   

文献賞受賞講演S会場（創想館マルチメディアルーム）  

トト1「多期間ボTトフォリオ最適化問題のための数理計画モデル」枇々木 規雄氏（慶應義塾大学）  
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発 表 題 目 一 覧   

3月18日午前（D，E．F会場）  咋は発表者  

時間   D会場り4棟284番数童）   E会場（12棟110番敬重）   F会喝（12梯109番数童）   

予測   マルコフ連鎖   グラフ・ネットワーク  

09：50  1－E－1   1－F－1  

社会的なブームの微分方程式モデル   2×n分割真のPer托ctSampling   NewMaximumFlowA】godlhmsby  
●中桐裕子（慶應洩塾大学）   ●来咄秀治（東京大学）   MAOrderingsaJldScaling  

栗田治（慶應義塾大学）   松井知己（東京大学）   FUJISH］GESatoru（OsakaUniYCrSity）  

●lSmNIShigueo（OsakaUniversity）  

1－D－2   1－E－2  1－F－2  

システムの寿命と消費者臍只行助を考  mxn分割表の近似数え上げスキー  モンテカルロ法によるネットワーク柄  

患に入れたサービス部品の需要予瀬川こ  ムの提案   追システムの連結安定性の定虫的評価  

ついて   ●来囁秀治（東京大学）   ●時星税額（政乗研究大学院大学）  

■和田一也（中央大学）  松井知己（東京大学）  大山達雄（政策研究大学院大学）  

●峯崎恵妃（（株）ブリヂストン）  

太田史明（中央大学）  

足立生朗（（株）エム・デイ・アイラボラ  

トリ）  

遠藤栢（中央大学）  

1－D－3  1－E－3  1－F－3  

景気動向の時系列的解析について   Dirichlet分布に従う多項式時間近似サ  Sampling Based Approximation  

●根岸幸仁（中央大学）   ンプリング法   MethodfbrtheStochasticPERTProb－  

遠藤栢（中央大学）   ●松井知己（東京大学）   1em  

元木光雄（北陸先端科学技補大学院大   ●IIDA一托tsuo（Koma乙aWaUniversity）  

学）  SUZUKIKenichi（恥hokuUniversity）   

10：50  鎌谷直之（東京女子医科大学）  

文献賞受賞講演S会場（創想館マルチメディアルーム）  

1－S－1「多期間ボートフォリオ最適化問題のための数理計画モデルJ 批々木 規雄氏（慶應義塾大学）  
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発 表 題 目 一  覧   

3月18日午後（A．B．C会場）  咋帽発表者  

時間   A会場（14棟ユ01番数皇）   B会場（14棟202番数皇）   ⊂会場（14棟203番数室）   

13：20  
トS－2 「e－ビジネスの新たな展望」 北城 烙太郎氏（IBMアジア・パシフィック プレジデント兼  

14：20   日本アイ・ピー・エム株式会社代表取締役会長）   

組合せ（2）   信頼性（2）   施設配置モデル（1）  

14：30  1－BJl   1－C－l  

標的アプローチにおける多様なバレー  無限サーバ待ち行列理論に基づくソフ  複数の環状路を持つ円盤都市における  

ト最適解の探索方法   トウェア信頼度成長モデル   平均距離と環状路の最適配置  

＊伊佐田百合子（関西大学）   書井上真二（鳥取大学）   ■藤田学洋（筑波大学）  

仲川勇二（関西大学）   山田茂（鳥取大学）   鈴木勉（筑波大学）  

1－A－5   1－B－5   1－⊂－5  

標的問題を用いた暗号技術の研究   ニューラルネットワークに基づく分散  愛知県A市における救急車の最適配  

＊桐山明人（関西大学）   ソフトウェア開発環境における信頼性  借間題について  

仲川勇二（関西大学）  評価法に関する適合性評価の一考察   ＊稲川敬介（南山大学）  

■田村慶信（鳥取大学）  鈴木敦夫（南山大学）  

山田茂（鳥取大学）  

木村光宏（法政大学）  

1－A－j  1－B－j  1－⊂－6  

中学校の時間割編成問題における初期  連続状態ソフトウェア信頼性モデル  二目的施設配置の関数値プロット  

解の生成   安藤隆夫（広島大学）   ＊大澤義明（筑波大学）  

平井信治（岡山県立大学）   ■土肥正（広島大学）   尾崎尚也（筑波大学）  

大坪正和（岡山県立大学）  岡村寛之（広島大学）   田村一軌（筑波大学）   

■倉重安治（岡山県立大学）  

15：30  

最適化（1）   信頼性（3）   施設配置モデル（2）  

15：40  1－B－7   1－⊂－7  

離散最適化アルゴリズムの2次計画  アプレットの実行過程における信頼性  不確実な需要分布下でのリグレット最  

問題への応用   解析   小化施設配置問題  

■岩崎彰典（岡山理科大学）   ■今泉充啓（愛知学泉大学）   ●窪田順次（筑波大学）  

塩村尊（関西大学）   木村充位（岐阜市立女子短期大学）   鈴木勉（筑波大学）  

仲川勇二（関西大学）   安井一民（愛知工業大学）  

1－A－8   1－B－8  1－⊂－8  

M凸劣モジュラ流問題に対する容量  ソフトウェア信頼度成長過程を考慮し  環状鉄道の適正配置モデル  

スケーリングアルゴリズム   たマルチタスクシステムの性能評価に  ■鈴木荘平（慶應義塾大学）  

＊森口聡子（東京工業大学）   関する一考察   栗田治（慶應義塾大学）  

室田一雄（東京大学）  ■得能頁一（鳥取大学）  

山田茂（鳥取大学）  

1－A－9  1－B－9  1－⊂－9  

Gale－Shapleyの安定マッチングアルゴ  グラフ変換によるmarginalreliability  立ち寄り行動を考慮した介在機会型の  

リズムのMb凹関数対への拡張   impo止弧Ce計算の効率化   施設配置間轟  

事江口明伸（大阪大学）   叫、出武（流通科学大学）   ■福本創一朗（慶應義塾大学）  

藤重信（大阪大学）   新森修一（鹿児島大学）  栗田治（慶應義塾大学）   

16：40  石井博昭（大阪大学）  

近藤次郎先生 文化勲章受章記念講演会ならびにお祝いする会   

（日本OR学会・経営工学関連学会協議会（FMES）共催）  

136（64）  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   

3月18日午後（D，E，F，G会場）  嘲ま発表者  

時間  D会場（14棟204番教室）  E会場（12棟110番教室）  F会場（12棟109番教室）  G会場（12棟108番数室）   

13：20  特別講演S会喝（創想館マルチメディアルーム）  
1－S－2 「e－ビジネスの新たな展望」 北城 格太郎氏（IBMアジア・パシフィック プレジデント兼  

14：20  日本アイ・ピー・エム株式会社代表取締役会長）   

マーケテイング（1）   生産管理（1）   シミュレーション   企業事例交流会（1）  

14：30  1－E－l   1－F－l   1－G－1  

ネットワーク・サイズを考慮  同一並列機械ロットスケジ  個人行動をベースにした歩  kgacy連携型分散オブジェ  
に入れた製品評価モデル   ユーリング問題への列生成法  行モデルと歩行流シミュレー  クトシステムのモデル化と  

●野見山千慈（東京理科大学）   の適用   ン′ヨノ   性能評価  

山口俊和（東京理科大学）  ●新井裕明（早稲田大学）   ●岡田公孝（東京工業大学）   ●坂田洋幸（（株）mデータ）  

森戸晋（早稲田大学）  和田剛（東京工莫大学）  牧本直樹（筑波大学）  

今泉淳（東洋大学）  高橋幸雄（東京工業大学）  

1－D－5  1－E－5  1－F－5  1－G－2  

LiftTimeValueを考慮した  レーザ穴あけ機の加工計画  ウエーブレットによるジャン  光MPLS網のパス設計につ  

顧客評価法の提案一首貨店  ●西村卓也（住友盃機械工菜  プ拡散過程をモデルとするシ  いて  
への適用－   （珠））  

ミュレーションデータの解析  ヰ能上慎也（mサービスイン  

りl＝二高広（東京理科大学）  ●上野雅之（中央大学）   テクレーション基盤研究所）  

朝日弓未（東京理科大学）  出町和也（中央大学）   徳久正樹（mサービスイン  

山口俊和（東京理科大学）  遠藤靖（中央大学）   テクレーション基盤研究所）  

1－D－6  1－E・・6  1－F一－6   
阿部威郎（mサービスイン  

決定木分析のモデル選択に閑  多品種生産システムにおける  エージェントモデルを用いた   テグレーション基盤研究所）  

する考察（3）－科学万博デー  サービス形態の検討   ATMの最適数の推定   斉藤努（（株）構造計画研究所）  

夕による考察－   ●有馬澄佳（会津大学）   ●田囁拓也（金沢工美大学）  

■新村秀樹（ムトーテクノサー  西藤和之（会津大学）   石井和克（金沢工業大学）  

ビス）  阿部武彦（金沢工美大学）  

15：30  木村春彦（金沢大学）   

マーケテイング（2）   生産管理（2）   データ解析   企業事例交流会（2）  

15：40  1－E－7   1－F－7   1－G－3  

カテゴリーの協調関係を考慮  ゆとりの教皇的表現に関する  ジニ係数とカイ離係数   生産管理システム再構築の留  

したブランドの均衡価格分析  一考察（Ⅰ）   ●牧野都治  意点  

●里書健治（東京工業大学）  ●三道弘明（流通科学大学）  ■石井信明（日揮（株））  

矢島安敏（東京工業大学）  中島睦（日揮（株））  

森雅夫（慶應義塾大学）  

小沢正典（慶應義塾大学）  

1－M  1－E－8  1－F－8  1－G－■l  

ブランド価値評価モデルに閑  ゆとりの数虫的表項に関する  ÅdaBoostのロバスト化   ライン単位の効率的な生産か  

する一考察   一考察（Il）   ●佐野正樹（筑波大学）   ら工場全体最適生産へのアブ  

●平山将行（東京理科大学）  ●三道弘明（流通科学大学）  鈴木秀男（筑波大学）  ローチ  

山口俊和（東京理科大学）  ●宮下隆（コマツ）  

1－D－g  1－E－9  1－F－9  野田肇（コマツエンジニアリ  

ホーム・デリバリー市場にお  品質低下を考慮した2レベル  ラフセットにおける近似リグ   ング（株））  

ける最適提示納期決定に閲す  貯蔵でのEOQモデル   クトについて  

る一考察－Discretechoice  ●北條仁志（大阪府立大学）   ヰ郭天放（東京工業大学）  

モデルの適用－  寺岡義仲（大阪府立大学）   矢島安故（東京工業大学）  

●川勝美史（流通科学大学）  森雅夫（慶魔鏡塾大学）   

16：40  

近藤次郎先生 文化勲章受章記念講演会ならびにお祝いする会   
（日本OR学会、経営工学関連学会協洩会（FMES）主催）  
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発 表 題 目 一 覧   

3月19日午前（A．B．C会場）  仰ま発表者  

時間   A会場（14棟201番教室）   B会場（14棟202番数室）   ⊂会場（14棟203番教室）   

最適化（2）   信頼性（4）   都市内移動のモデル（1）  

09：50  2－B－1   2－⊂－1  

凹費用生産輸送問題に対する単体分枝  セルフテスティングシステムの最適点  3次元空間の飯域内距離分布  

限定法   検方策   ●大津晶（筑波大学）  

■永井秀稔（筑波大学）   ●水谷聡志（愛知工業大学）   腰塚武志（筑波大学）  

久野巻人（筑波大学）  中川守夫（愛知工業大学）  

伊藤弘道（三菱重工菜（株））  

2－A－2  2－B－2  2－⊂－2  

半正定値計画問題を解くソフトウェア  OptimalDesignofUnreliableProduc－  東京道路網に関する距戯モデルの実証  

のPCクラスタ上における並列実装  tionnnventorySystemswithV訂iable  分析  

●山下其（東京工業大学）   ProductionRate   ■松島裕久（慶應義塾大学）  

藤沢克樹（東京電機大学）   ■BibhasChandraGiri（HiroshimaUniver－   栗田治（慶應義塾大学）  

小島政和（東京工業大学）  Sity）  
1払dashiDohi（HiroshimaUniversity）  

WonYbungYun（PusanNadonalUniver・  

Sity）  

2－A－3  2－B－3  2－C－3  

SVMにおけるカーネル行列のSDPに  強化学習による最適チェックポイント  連続型重力モデルの下での拒部分布の  

よる最適化について   の動的生成   理論  

■反町宏明（筑波大学）   ■岡村寛之（広島大学）   †栗田治（慶應義塾大学）  

吉瀬章子（筑波大学）   西村祐樹（広島大学）  

10：50  土肥正（広島大学）   

最適化（3）   待ち行列（1）   都市内移動のモデル（2）  

11：00  2－B－■l   2－⊂一l  

ローカルサーチに関する考察   MA醐1－PS待ち行列の系内滞在時  交通路を持つ都市空間における距離分  

■斉藤努（（株）構造計画研究所）  間分布   布  

■増山樽之（京都大学）   ＊鈴木勉（筑波大学）  

滝根哲哉（京都大学）   腰塚武志（筑波大学）  

2－A－5  2－B－5   2t⊂－5  

大規模数理計画問題に対する内点法の  Semi－PH過程の構成法（2）   新しい交通路が観光地の競争に与える  

並列化とアプリケーション   ♯岸康人（神奈川大学）   影響について  

●田辺隆人（（珠）数理システム）  紀一誠（神奈川大学）   ■三浦英俊（明海大学）  

尾閑負昭（（珠）数理システム）  

2－A・－6  2－B－－6   2－⊂J  

SolvingVehicleRoutingProblemwith  大規模移動体通信網における通話完了  格子状道路網を有する矩形領域におけ  

EarlinessandLatenessCostsbyLinear  率の評価法   る通過量の時空間分布の導出法  

ProgramngCooperated withCon－   高橋成晃（東京工業大学）   ■田中健一（慶應義塾大学）  

SmintPro訂mng   叫、沢利久（駒渾大学）   栗田治（慶應義塾大学）  

12：00  高橋幸雄（東京工業大学）   
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発 表 題 目 一 覧   

3月19日午前（D，E．F，G会場）  仰ま発表者  

時間  D会場（14棟204番教室）   E会場（12棟110番教室）   F会場（12棟109番教室）   G会場（12校108番教室）   

サプライ・チェーン・  

マネジメント（1）   
ゲーム（1）   AHP   金融（1）  

09：50  2－E－1   2－F－1   2－G－1  

シュタッケルベルグゲームに  ファジーゲームにおけるコア  AHP，ANpの固有ベクトル  マルチンゲール変換を用いた  

よる発注日指定契約の研究  と安定集合   法における感度分析   アメリカンオプション価格の  

●後藤達哉（東京理科大学）   ●石原慎一（東京工薫大学）   ●関谷和之（静岡大学）  上限評価  

鶴見昌代（東京理科大学）   武藤滋夫（東京工業大学）  ●上囲智大（東京工薬大学）  

山田普昭（東京理科大学）  SlerTりS叩1burgUniversity）  高橋幸雄（東京工薬大学）  

R∝lica8mnzei（‘刃exmdnユ  

loaJICuz＆’urLiversity）  

2－D－2  2－E－2  2－F－2  2－G－2  

マス・カスタマイセーション  離散的構造を持つ空間競争モ  AHP不完全情報の推定時の  銀行の統合リスク管理に対す  

窮境のサプライチェーンにお  デルにおけるBerけand－Nash  補正ウエイト   る多期間最適化モデル  

ける未達率推定式   均衡解の計算   ●西澤一友（日本大学）  ●大畠崎裕貴（慶應義塾大学）  

●上野信行（広島県立大学）  ●松林伸生（mコミュニケー  批々木規雄（慶應義塾大学）  

古田恭三（広島県立大学）  ションズ（株））  

奥原浩之（広島県立大学）  梅澤正史（農広義重大学）  

渋木宏明（マツダ（株））  増田靖（慶応義塾大学）  

伊堺田賢司（マツダ（株））  西野好一（慶応義塾大学）  

倉本敏明（（株）ワイエヌエス）  

寺泊耕沿（（株）ワイエヌエス）  

2－D－3  2－E－3  2－F－3  2－G－3  

SCMからCMMへ（大規模  公共財供給問題のn人チキン  評価値一斉法   年金基金のマネジャーストラ  

スケジューリングの拡がり）  ゲームによる分析   ●杉浦伸（名城大学）   クチャ一間題に対する多期間  

◆宮崎知明（（株）富士通総研）   鈴木鉄忠（東京工業大学）   木下巣蔵（名城大学）   最適化モデルの適用  

常磐晋育（（株）富士通総研）   ●福田恵美子（東京工藁大学）  ●大木秀一郎（慶應義塾大学）  

10：50  批々未規雄（慶應義塾大学）   

サプライ・チェーン・  

マネジメントr2）   
ゲーム（2）   AHP・DEA   金剛2）  

11：00  2－E－l   2－F－l   2－G－l  

企業統合に伴うロジステイク  同質的市場における価格・晶  AHPにおけるグループ（集  為替レート変動による柔軟性  

ス・ネットワーク最適化事例  質競争戦略について   団）評価について   を考慮した多国籍企業の操業  

●大西真人（（珠）富士通総研）   ●松林伸生（mコミュニケー   ●上田徹（成疾大学）  戦略決定法の研究  

宮崎知明（（株）富士通総研）  ションズ（株））  ●加給木雄一（東京理科大学）  

鶴見昌代（東京理科大学）  

山田善靭（東京理科大学）  

2－D－5  2－E－5  2－F－5  2－G－5  

全国規模の低温翰配送におけ  複数種の虚探知を考慮した捜  DegreeofScaleEconomies  比例ハザードモデルに基づい  

る最適化一全体虫適な輪配  索割当ゲーム   andCongeslion：AUni丘ed  た固定資産税路線価式評価法  

送計画の立案～   ●宝崎隆祐（防衛大学佼）   DEAApproach   安田修（広島大学）  

●広瀬淳一（（珠）富士通総研）   飯田桝司（防衛大学校）  ●刀根蒸（政策研究大学院大学）   ●岡村究之（広島大学）  

山根春治（（株）富士通総研）  Sahoo，B．K．（政策研究大学院   土肥正（広島大学）  

宮崎知明（（株）富士通総研）  大学）  尾崎俊治（南山大学）  

船越亘（（株）富士通総研）  

2－D・・6  2－E一名  2－F－6  2－G－－6  

装置系での生産スケジューリ  参加者の任務達成確率を考慮  広告媒体利用分析と広告効  事業リスクを管理するための  

ングの実現   したIns匹Clionゲーム   率性について－コンパクト  天候デリパティプの価格付け  

●池ノ上菅（址eLld．）   ●工藤大介（防輔大学校）   カーを例として－   ●毯坂悠（東京工薫大学）  

大西良人（（株）富士通総研）   宝崎隆祐（防棒大学校）  ●山田剛（匂気通信大学）  水野眞治（東京工業大学）   

飯田桝司（防衛大学校）  山田孝子（電気通倍大学）  

12：00  小宮革（防衛大学校）  宇野斉（法政大学）  
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発 表 題 目 一 覧   

3月19日午後（A，B，C会場）  仰ま発表者  

時間   A会場（14棟201番教皇）   B会場（14棟202番数重）   ⊂会場（14棟203番教室）   

13：20  特別講演S会場（創想館マルチメディアルーム）   

14：20   
2－S－1「大学改革とORマインド」 安西 祐一郎氏（慶應義塾長）   

動的計画   待ち行列（2）   都市モデル  

15：20  2－B－7   2－⊂－7  

A Discrete－Time ConsumptlOn and  ファイバ遅延線をもつ光バースト交換  緑地の熱窮境改善効果を考慮した建築  

WealthModelwithUncertainty   機におけるラウンドロビン型バースト  のプロポーションと建蔽率  

・●吉田祐治（北九州市立大学）   生成方式の性能評価   大出芳武（筑波大学）  

安田正美（千葉大学）   ■橘拓至（奈良先端科学技術大学院大学）   窪田順次（筑波大学）  

中神潤一（千葉大学）   安島智也（奈良先端科学技術大学院大  ◆鈴木勉（筑波大学）  
鹿野正美（千葉大学）  学）  

笠原正治（奈良先端科学技術大学院大  

学）  

2－AJl  2－B－8  2－⊂－8  

応募者数が一般化された一様分布の下  チャネル間許容待ち時間差を活用す  格子型市街地の確率的火災拡大モデル  

でのGusein－Zade問題   るマルチチャネルスキルベース・ルー  ■虞井悠（慶應義塾大学）  

りIl合益代（愛知大学）   ティング   栗田治（慶應義塾大学）  

玉置光司（愛知大学）   ■山中英樹（（株）富士通研究所）  

2－A－9   2一掴  

ANEXPLICITFOMULAFORTHE  グループセキュリティサービスにおけ  

LMITtNG OPTm VÅLuE  る暗号鍵管理サーバの性能評価  
THEFULLINFORMÅnONDURA－  ●高谷松慶（会津大学）  

TION PROBLEM 豊泉洋（会津大学）   

VladimhlLMaヱdov（Ka陀1ianResea托h  

CenterofRussiaLnAcademyofSciezICe）  

●玉置光司（愛知大学）  

2－A－10  

2段階捜索の精査の過誤を考慮した最  

遺構査資源配分  

叫、宮事（防衛大学校）  

飯田耕司（防衛大学校）  

16：40  
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発 表 題 目 一  覧   

3月19日午後（D，E．F会場）  咋は発表者  

時間   D会場（14棟204番数室）   E会場（12模110番教皇）   F会場（12棟109番教室）   

13：20   
特別講演S会場（創想館マルチメディアルーム）   

14：20   
2－S－1「大学改革とORマインド」 安西 祐一郎氏（慶應義塾長）   

統合オペレーション   ゲーム（3）   評価  

15：20  2－E－7   2－F－7  

統合オペレーション研究の緒敵城   可変ウェイトと提携形ゲームを用いた  救急医療におけるリスク評価の試み  

●梅沢豊（大東文化大学）  費用分担決定法   大内正俊（東芝汀ソリューション（株））  

●中林健（政策研究大学院大学）   ●沼田雅宏（東芝rrソリューション（株））  

刀根蒸（政策研究大学院大学）   平本経幸（東芝rrソリューション（株））  

SAHOO，BireshK．（）  大山達雄（政策研究大学院大学）  

八木正晴（昭和大学）  

有賀徹（昭和大学）  

2－M  2－E－8  2－F－8  

相互補完システムのデポを利用した巡  ゲームオプションの評価とその数億計  サッカーの試合における戦術変更と反  

回型輸送モデルについて   算について   別のタイミング決定へのポアソンモデ  

●平木秀作（広島大学）   ●瀬古進（南山大学）   ルの応用  

市村隆哉（日本大学）   澤木臍茂（南山大学）  義盛津信鏡（国立スポーツ科学センター）  

片山博（早稲田大学）  WRIGHTIMike（ランカスター大学）  

石井和克（金沢工業大学）  

2－M  2－E－9  2－F－9  

経営戦略の新しい視点とその応用   有限n人非協力ゲームのパレート最  商店の集中度に関するモデル化  

●三晶勉（秋田県立大学）  適な相関均衡の存在判定について   ●森尚志（慶應銭塾大学）  

●梅澤正史（慶應義塾大学）  小澤正典（慶應義塾大学）  

岡田貴弥（慶應義塾大学）  

西野寿一（慶應義塾大学）  

2－D－10  2－∈－10  2－F－10  

企業間電子商取引における情報共有の  「ゲーム理論とその応用」研究部会終  養豚業における虎用ルールの一考察  

モデル分析とその応用   了報告   ●永野滴（慶應義塾大学）  

●時永祥三（九州大学）   ●武藤滋夫（東京工薬大学）   小渾正典（慶應義塾大学）  

16：40  猪原健弘（東京工兵大学）   
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