
春季研究発義金にぎ参加の皆様へ  

安西塾長の予定の変更により，申し訳ありませんが3月19日の2番目のセッションが午後に変更  
となりました・変更後のスケジコL－－ルの19日の分を掲載して頂きましたので，ご参照下さい．   

また，発表者の方々には大変ご迷惑と存じますがよろしくお願い致します．  

研究発表スケジ呈℡ル（19日変更後）  

3月19日（水）  

時間   Å会場   B会場   C套替   D套塵   場   F会場   G会巷   

09：50  
諺市内移動  サプライ・  

信頼性（4）  のモデル  チェ虚ン・マネ  ÅHP   
金敷三学  

10：50   

11：30   
特別諌漬 S会場（創想館マルチメディアルーム）   

12：30   「大学改革とORマインドJ安西 祐一郎氏（慶庵義塾長）   

13：童0   

最適化（3）   
金敷三学   

14：20  
待ち行列   一   ヽ  ゲ愚ム（2）  AHP・DEA  

（2）   ジメント（2）  （2）   

14：30  

15：10   
無念・学会賞授与式 S会場（創想館マルチメディアルーム）   

15：20  

動的酎層   
待ち行列  

春希モデル   
統合オペ  

（2）  レ㊦ション   
ゲーム（3）   拝領  

16：40  

聞合せ先：2003年春季研究発表会実行委具  

慶痘義塾大学理工学廊小澤正典  

〒22ユーさ522神奈川県横浜市港北区日吉3＿Ⅰ¢1  

取l・糾5－5随一1624  Fax・糾5－5紘一l引7（事務室）  

E－mai巨ozawa＠ae．bio．批jp  

ゝ J  
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発 轟  遠 目  想   
（変更後）  

3月19邑年前（A，B．⊂会場）  嘲ま発表者  

時間   A会喝（14凍201巷教室）   B会増（14凍202番教室）   ⊂会堵（川棟203事跡塞）   

最適化（2）   借嶺性（ヰ）   鍾市内移動のモデル（l）  

09：50  2－B－1   2－｛－1  

凹費用生産稔送同窓に対する単体分枝  セルフテスティングシステムの最遠点  3次元空間の箪域内旨巨産分布  

限定泣   検方案   ●大津鳥（筑波大学）  

●永井秀稔（筑波大学）   ●水谷聡志（愛知工美大学）   腋零式志（筑波大学）  

久野誉人（筑波大学）  中川辛夫（愛知工業大学）  

伊藤弘道（三菱責工業（株））  

2rM  2」ト2  2－｛－2  

半正定皆計画同塵を無くソフトウェア  Optim山DesipofUrLrChAIcPTtdtJC－  東京道路窮に蘭する転籍モデルの実匪  
のPCクラスタ上における垂列実装  do一班Ⅳmt即ySys細雨血VむねわIe  分析  
●山下実（東京工業大学）   h血donRale   ●扮■裕久（■慮よ■大学）  

秦沢克樹（真東t線大学）   ●8i抽はさCh血Giri（Hir血imUniv併－   黒田治（よ靂よ塾大学）  

′H■政和（東京工業大学）  由呼）  

他山Dohi（Hi和虚血Ⅲ‖血血喝破呵）  

W如ⅥwgⅥm（地肌N血1Uni咋ト  

Si呼）  

2－■ト3  2－8－3  2－⊂－3  

SⅥ嶋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  遠級型象カモデルの下での轟毎分布の  

よる最遠化について   の動的生成   理愚  

●反町宏明（筑波大学）   ●岡村寛之（広▲大学）   ●美田治（■患義■大学〉  

青苺雪子（筑波大学）   百村祐栴（広島大学）  

10：50  土肥正（広島大学）   

、，．．一l  

持瀦窮演S会場（創想衛マルチメディアルーム）  

2与1 r大学改革とORマインドj 安西 祐一郎氏（重患義塾長）   

＼－＿ノ  

オペレ【ションズ・リサHチ   
2：誇（78）  © 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  感 覧 く変更後）   

3月19日年前（D息F．G会場）  ・印は発表者  

云卓二i   云1こ1   症1  
シュクッケルベルグゲームに  ファジーゲームにおけるコア  ÅHP，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   故における感度分析   アメリカンオプション鉱絡の  

●挫き凄籠（東京理科大学）   ●石原廿卜ぺ東京工業大学）   ●恥谷和之（静岡大学）  上限評偏  

鶴見昌代（東京理科大学）   究農法夫（よ京工業大学）  ●上声智大（★京工業大学）  

山田書靖（東京琶調大学）  S鎗fT窃さ印1h喝U鵬耶iり）  高橋幸雄（★京工＃大学）  

R適c■B柑旧ヱ亡i（‘▲血血  

loⅦCⅦa’univ椚i明  

2－M  昆－2  掴  2－G－2  

マス・カスタマイゼーション  轟散的構遥を潟つ空間家争モ  AHP不完全榊の推定時の  銀行の統合リスク管理に対す  

舜境のサプライチェーンにお  デルにおける紬ね血  清正ウエイト   る多期間最遥化モデル  

ける未達準推定式   均衡察の計算   ●西澤一友（計事大学）  ●大鳶率裕贅（鵬玉大学）  
●上野信行く広▲■立大学）  ●松林伸生（NTrコミュニケー  批々木蝿護（鵬■大学）  
古田恭三（広ふれ立大学）  ションズ（株））  

臭原清之（広▲県立大学）  撫糟正史（よ応畿■大学）  

渋木宏明くマツダ（株》  増田簿（よ応義■大学）  

伊場田賢司（マツダ（抹））  西野寿膚（よ応■亀大学）  

倉本敏明《株）ワイエヌエス）  

寺迫耕治《操）ワイエヌエス）  

2」｝－3  2」：－3  2トFゝ3  描  
SCMからCMMへ（大規模  公共財供給同額のn人チキン  評領雀十斉法   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   ●杉浦繹（名城大学）   クチャ一間題に対する多期間  

●宮ヰ知明（（抹）暮士通総研）   鈴木無慮（東京工集大学）   木下乗蔵（名城大学）   最適化モデルの連用  
常磐平喜（▲RCアドバイザ  ●大木秀一榔（よ慮義塾大学）  

10：50   リーグル”ブ）   批々禾親等（さ慮應■大学）   

特別盛衰S会喝（創想館マルチメディアルーム）  

2－S－1「大学改革とORマインドj 安西 祐一郎氏（慶庵義塾長）  

〕  
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発 義 題 目 郡 覧 （変更後）   

3月19日年後（A．B．C会囁）  ・印は発表者  

時簡   A会堵（14棟201蕃畿宴）   B会壕（14凍202香敦董）   ⊂会堵（14棲203番頴窒）   

最適化（3）   待ち行列（1）   毒市内移感あ妄≠ル（2）  

13：20  2」＝   2」：一l  

－  

ローカルサーチに関する考察   MAWトPS待ち行列の系内滞在時  交通路を持つ蔀市空間における転経分  

●斎蓉努（（株）構通計旨研究所）  閉分布   布  

●増山博之（京都大学）   ●鈴木勉（筑♯大学）  

滝根哲哉（京都大学）   欝塚武志（筑波大学）  

2「角r5  Mト5   2－C－5  

大泉検数理計画問屋に対する内点法の  Sモmi－PH過程の構成法（2）   新しい交通路が亀光他の寂争に与える  

並列化とアプリケーション   ●岸簾人（神奈川大学）   影響について  

●田辺隆人（（扶）数理システム）  た一巌（神奈川大学）   ●三浦英俊（明海大学）  

尾関暮昭（（株）数理システム）  

2一入li  ；●   Kli  
So）YingⅥ血kIcRoutiJ）gProblモmwith  大規模移動体通信前における通話完了  格子状道路窮を有する矩形領域におけ  
熟di糊粗‖仙dL舶併給娼C00臨byLin邸  率の評領法   る通過量の時空濁分布の導出法  

gC叩融dwi血Con－   ホ構成晃（東京工業大学）   ●田中ヰー（■豊義■大学）  

S鵬iれtP和騨Ⅶmmlng   ●′ト沢利久（駒澤大学）   東田治（■患義塾大学）  

14：20  高橋幸棲（★京工業大学）   

し＿′  

給金・学会賞授与式 S会場（創想館マルチメディアルーム）  

動的断簡  待ち行列（2）  幸市モデル  

2r久一丁  

▲ Di虻托随一¶血把 Conきum匹ion and  

Ⅵ旭也Mdklwi血UIICぬin吋  

●青田祐治（北九州市立大学）   

安田正美（千葉大学）   

中神り■〃（千葉大学〉   

秦野正美（千葉大学）  

2」ヨト7  

ファイバ遅延悉をもつ光パ巾スト交換  

蔑におけるラウンドロビン型バースト  

生成方式の性能評価  

●鶉拓至（奈良先繊科学技術大学院大学）   

安■哲也（奈良先端科学技術大学浣大   

学）   

笠原正治（奈良先端科学技術大学院大   

学）  

2－8－8  

チャネル間許容待ち時間差を活用す  
るマルチチャネルスキルベース・′レ巾  

ティング  

●山中英樹（（抹）書士通研究所）  

2－8－9  

グ′レ簡プセキュリティサ肘ビスにおけ  

る暗号重曹理サーバの性能評毎  

●ホ谷松よ（会津大学）   

■泉洋（会淳大学）  

2－⊂－7  

緑地の熱寮境改善効果を考慮した建築  
のプロポ研ションと釜盈率   

大出芳武（筑波大学）   

窪田峨次（筑波大学）  

●鈴木勉（筑農大学）  

2一人」‡  

応募者敦がて般化された一様分布の下  
でのGu偲ein－Z鋸k同窓  

●川合益代（ま知大学）   

玉■光司（ま知大学）  

2「掴  

ANEXPLICITFORMULAFORTHt  
LIMrTTNG OPTrMJu VALUE I■N  
THE FULLけIFORMÅTION DURA－  

T10NPm8u≡M   
Ⅵ8血mir．VMazal¢▼（K∬亡1i■nRc託■rCh   

CcntモrOrRllおianAc∝kmyof！kkn∝）  

●玉手光司（ま知大学）  

2「久一10  

2段階捜索の誇套の週誤を考慮した最  

適南査資源配分  

●′ト音享（防衛大学校）   

飯田排司（防衛大学餃）   

皇帝経絡（防衛大学絞）  

2・・・⊂－8  

格子型市街地の確率的火災拡大モデル  

●＃井葱（■触■大学〉   

栗田治（書應よ■大学）  

I I 
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発 義 題 目 愚 覧  （変更後）   

3屑19日隼後（D息F会場）  咽は発表者  

蒔稲  D会場（1亀嬢2桝番数睾I   E垂唾（12棟11（I事象垂）   F会番（12繚l僻事敦勤   G金囁（12繚l鵬番教室）   

サプライ・チェ声ン・  

マネジメント（2）   
ゲーム（2）   AHP・DモA   金塾（2）  

13：20  2－E－l   2トF－l   ⊥二  

企業統合に伴うロジステイク  同質的市場における髄格・晶  AHPにおけるグループ（集  為替レ囲卜変勒による柔軟性  
ス・ネットワ肘ク最適化事例  質競争戦略について   団）評偏について   を考慮した多国津金纂の漁業  

盲  ●大西真人（（株）富士通総研）   ●松林伸生叩7コミュニケボ   ●上田畿（威票大学）  戦略決定汝の研究  

宮嬉知明く（珠）古土通総研）  ションズ（抹））  ●加除木等一（東京理科大学）  

毒見昌代（東京理科大学〉  

山田替靖（★京理科大学）  

t  

2－Dト与  2－t；一与  2トF一与  猫・5  

全国規模の低温観送におけ  複数種の虚探知を考慮した捜  恥Orぬ1eEconomies  比例ハザードモデルに基づい  
る最適化～全体最適な稔配  索割当ゲーム   即IdQm画On：ÅUn摘d  た科定資産税路患儀式評価法  

送計画の立案～   ●宝車建祐（防＃大学疎）   DEA輌h   安田修（広■大学）  

●広瀬淳一（（株）富士通総研）   飯田緋司（防衛大学校）  ●刀根棄（政策研究大笥監た笥   ●岡村1之（広島大学）  

山根響治榊和富士通稔研）  S血，8．K．（政策研究大学院   土肥正（広■大学）  

軋崎知明Ⅳ抹）書士通総研）  大学）  尾韓俊治（南山大学）  

船越互（（機）書士通総研）  

2一郎  2－EJi  2胡  2与る  

装置系での生産スケジュhリ  参加者の任務達成籠奉を考慮  広告妓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Ⅰれ甲∝tionゲーム   率饉について－コンパクト  天侯デリバティブの僑格付け  

●池ノ上晋（ll亡L一正）   ●工寿大介（防ホ大学校）   カーを例として－   ●篭坂悠（東京工集大草）  

大西夫人（I株）富士通総］許）   宝韓陰祐（防衛大学硬）  ●山田刑（電気通倍大学）  水野眞治（★京工業大学）   

飯田緋司（防衛大学揆）  山田幸子（電気通槽大学）  

14：20  小宮享（防衛大学牧）  宇野斉（法政大学）  

詮会・学会賞授与式 S会場（創想館マルチメディアルーム）  

D全巻（14韓2鋸番教室）   ∈会場（12棟110番数妻）   F会場（12繚l仲春教竃）  

統合オペレーション   ターム（3）   辞儀  

15：20  2－∈－7   2－F－7  

統合オペレ慨ション研究の諸領域   可変ウェイトと提誇形ゲームを用いた   救急医療におけるリスク評価の試み  

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

●中林篠（政策研究大学院大学）   ●沼田稚宏（東芝汀ソリューション（株））  

刀根薫（政策研究漢学院大学）   平木経幸（東芝ITソリューション（」集））  

SAHOO，BiI℃ShK．（政策研究大学院大学）  大山逮箋（政策研究大学院大学）  

八木正席（昭和大学）  

有半敵（昭和大学）  

2一閃  2－EJl  2」＝－8  

相互清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磋軒   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▲大学）   ●＃舌進（南山大学）   ルの応用  

市村馳誌岬本大学）   澤木膀茂（南山大学）  ●簾霹借t（国立スポーツ科学センター）  

片山博（早稲田大学）  WRIGH℃Mib（ランカスター大学）  
石井和克（金沢工業大学）  

2」⊃－9  2－∈一9  2」＝電○  

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

●三晶触（秋田れ立大学）  重な相関均衡の存在判定について   ●義尚志（■患義■大学）  

●精薄正史（よ患義塾大学）  ′ト滞正典（よ虎農生大学）  

岡田真弥（士尭農も大学）  

西野舞一（よ應義塾大学）  

2－D－10  2」：－10  2－F－10  

企業間電子薪取引における情報共有の   「ゲ醜ム理為とその応用J研究部会終   養豚農における轟用ルールの扉考轟  
モデル分析とその応用   丁報告   ●永野濃（慶纏義■大学）  

●曙永祥三（九州大学）   ●武藤滋夫（東京工美大学）   ′ト＃正典（■應義塾大学）  

16：ヰ0  射り書たく秋田県立大学）   着席篭弘（東京工美大草）   
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