
3月14日(木)

A会場 B会場 C会場

企業事例交流会 (1) 意思決定関連 輸送・交通 (1)
10:20 1-A-1 1-B-1 1-C-1

成熟社会を背景とした交通信号制
御方式の高度化

※岩岡 浩一郎 (パナソニックシステ
ムソリューションズジャパン株式会社)

中小建設企業の経営効率と影響要
因に関する2段階ブートストラップ
DEA分析

※玉石 祐介 (東京工業大学)
後藤 美香 (東京工業大学)

空域編成問題に対するNormalized-
cutを用いた近似解法

※蔭山 康太 (電子航法研究所)
伊豆永 洋一 (筑波大学)
鵜飼 孝盛 (防衛大学校)
猿渡 康文 (筑波大学)

1-A-2 1-B-2 1-C-2
プロセス制御へのシミュレーションお
よび 適化手法の応用

※反町 宏明 (横河電機)
渡辺 純一 (横河電機)
山口 章生 (横河電機)
松田 綾爾 (横河電機)
コ ボ ギョン (横河電機)
西野 宏亮 (横河電機)
井上 寛久 (横河電機)

第三セクター鉄道事業のDEAによる
効率性評価

※冨川 忠昭 (東京工業大学)
後藤 美香 (東京工業大学)

定期船におけるルート割当とその
ルートへの船舶・資源割当問題につ
いて

※福田 優真 (電気通信大学大学
院)
村松 正和 (電気通信大学大学院)

(11:20 まで) 1-B-3 1-C-3

得点に繋がる攻守の切り替え位置の
上位チームと下位チームの違いに
ついて

※吉田 光希 (東海大学)
朝日 弓未 (東海大学)

軌道の保守・構造改良計画の策定
のための軌道状態予測モデル

※三和 雅史 ((公財)鉄道総合技術
研究所)
松本 麻美 (JR西日本)
大山 達雄 (政策研究大学院大学)

1-B-4 1-C-4

11:40

日本プロ野球におけるフライボール
革命理論の正確性分析

※近藤 大 (東海大学)
朝日 弓未 (東海大学)

クロフトン微分方程式によるネット
ワーク内々距離の導出

※鐘 岱 (筑波大学)
田村 一軌 (アジア成長研究所)
大澤 義明 (筑波大学)

13:00

14:00
14:10

14:50
15:00

16:00

学会賞表彰式 (4号館435教室, 6号館614教室(中継))

特別講演2 (4号館435教室, 6号館614教室(中継))
「デジタル社会とＯＲ」

日本オペレーションズ・リサーチ学会 会長 齊藤 裕 氏

昼休み

特別講演1 (4号館435教室, 6号館614教室(中継))
「新たな価値の提供と「つなぐ使命」の完遂」

西日本電信電話株式会社　代表取締役副社長　黒田 吉広 氏



3月14日(木)

D会場 E会場 F会場 G会場

確率統計関連 (1) 離散 適化 (1) 連続 適化 (1) 信頼性 (1)
10:20 1-D-1 1-E-1 1-F-1 1-G-1

ロジスティック回帰モデルに対する
回帰相関係数とスパムメール 判定
への応用

※黒沢 健 (東京理科大学)
井上 明也 (千葉工業大学)
岩下 基 (千葉工業大学)

モンテカルロ法による 小費用全域
木ゲームのShapley値の計算

※安藤 和敏 (静岡大学)

自動微分ソフトウェアの機能追加と
性能比較

※野口 将嗣 (関西大学大学院)
檀 寛成 (関西大学)

Delayed reporting of faults in
warranty claims

Arnold Richard (Victoria University
of Wellington)
Chukova Stefanka (Victoria
University of Wellington)
※早川 有 (早稲田大学)

1-D-2 1-E-2 1-F-2 1-G-2

Parameter fitting on logistic curve
model with missing data

※松村 龍太郎 (NTTネットワーク基
盤技術研究所)
佐藤 大輔 (NTTネットワーク基盤技
術研究所)

多重集合を戦略としてもつコンジェ
スチョンゲームについて

平井 広志 (東京大学)
※城山 健吾 (東京大学)

非線形 適化問題に対する任意精
度計算可能な内点法の実装

※崎山 皓瑛 (関西大学大学院)
野口 将嗣 (関西大学大学院)
檀 寛成 (関西大学)

道路構造物などの社会インフラスト
ラクチャの 適保全方策

※伊藤 弘道 (鳥取大学)
中川 覃夫 (愛知工業大学)

1-D-3 1-E-3 1-F-3 1-G-3

周期的ARモデルとサポートベクトル
回帰のハイブリッドモデルによる需
要予測

※石田 空 (大阪大学)
森田 浩 (大阪大学)

分配束を表現するM♮凹関数

※藤井 智仁 (九州大学)
来嶋 秀治 (九州大学/JSTさきがけ)

ジョルダン代数におけるスペクトル
関数の一般微分

※ロウレンソ ブルノ フィゲラ (東京
大学)
武田 朗子 (東京大学)

Replacement Polices for Random
Mission Arrivals

Zhao Xufeng (Nanjing University of
Aeronautics and Astronautics)
Mizutani Satoshi (Aichi Institute of
Technology)
※Nakagawa Toshio (Aichi Institute
of Technology)

1-D-4 1-E-4 1-F-4 1-G-4

11:40

一次元標準正規分布のBernoulli型
と変数係数型二階線形微分方程式
および二次元標準正規分布の確率
楕円に関する数理と幾何学的考察

※中西 真悟 (大阪工業大学)
大西 匡光 (大阪大学)

Spernerの補題に基づく離散不動点
定理

※川崎 英文 (九州大学)

多目的 適化問題に対するメリット
関数とそれを用いた様々な解析

※田辺 広樹 (京都大学)
福田 エレン秀美 (京都大学)
山下 信雄 (京都大学)

仕事の完了回数と故障回数との取
替方策の比較

※水谷 聡志 (愛知工業大学)
中川 覃夫 (愛知工業大学)

13:00

14:00
14:10

14:50
15:00

16:00

昼休み

特別講演1 (4号館435教室, 6号館614教室(中継))
「新たな価値の提供と「つなぐ使命」の完遂」

西日本電信電話株式会社　代表取締役副社長　黒田 吉広 氏

学会賞表彰式 (4号館435教室, 6号館614教室(中継))

特別講演2 (4号館435教室, 6号館614教室(中継))
「デジタル社会とＯＲ」

日本オペレーションズ・リサーチ学会 会長 齊藤 裕 氏



3月14日(木)

マーケティング (1) ゲーム理論 輸送・交通 (2)
16:10 1-A-3 1-B-5 1-C-5

ブランドランキング変化を利用したブ
ランド分類法

※ソンシリヤン ダンアンジェロ (早稲
田大学大学院)
豊泉 洋 (早稲田大学大学院)

複数種捜索資源の同時使用のある
情報不完備捜索ゲーム

※宝崎 隆祐 (防衛大学校)

Transport Efficiency of Mixed
Traffic with E-bikes  in Road Space
Reallocation Scenarios

※劉 俐伶 (筑波大学)
鈴木 勉 (筑波大学)

1-A-4 1-B-6 1-C-6

中古自動車の価格要因分析

※越川 翼 (慶應義塾大学大学院)
林 高樹 (慶應義塾大学大学院)

優加法性を仮定しない不完備情報
協力ゲームのShapley値

Albizuri Josune (Basque Country
Univ. (Spain))
※桝屋 聡 (大東文化大学)
Zarzuelo Jose (Basque Country
Univ. (Spain))

日本全国の鉄道利用の利便性

※鴫原 寮人 (中央大学)

1-A-5 1-B-7 1-C-7

流行モデルにおけるパラメータ推定
の方法

※内藤 将大 (岡山理科大学)
水谷 直樹 (岡山理科大学)
大田 靖 (岡山理科大学)

ゲーム理論を用いた協調的寡占の
要因分析

※早川 論明 (筑波大学大学院)
猿渡 康文 (筑波大学大学院)

限界集落を維持するための地域内
交通手段の提案

※東 恵実 (中央大学)
田口 東 (中央大学教授)

1-A-6 1-B-8 1-C-8

17:30

日本企業におけるオープン・イノ
ベーションへの取り組みとパフォー
マンス:構造方程式モデリングによる
分析

※松野 成悟
(宇部工業高等専門学校)
中岡 伊織
(宇部工業高等専門学校)
伊藤 孝夫 (広島大学)

非羨望性を考慮した被覆制約付き
複数財市場の価格決定

※水野 博文 (電気通信大学大学
院)
高橋 里司 (電気通信大学大学院)

Spatial analysis of AIS-based LNG
fleet emission inventory

※金 會勧 (東京海洋大学)
渡部 大輔 (東京海洋大学)

18:00 懇親会（1号館 20階）



3月14日(木)

地域課題と産官学連携 離散最適化 (2) 連続最適化 (2) 信頼性 (2)
16:10 1-D-5 1-E-5 1-F-5 1-G-5

人生100年時代を意識したJリーガー
年齢の基礎分析

※中田 浩二 (筑波大学)
櫻井 一宏 (立正大学)
大澤 義明 (筑波大学)

A Simple Construction of Single-
Peaked Domains by  Recursively
Tiling

※Zhan Ping (江戸川大学)

次世代のAIを実現する
LocalSolver8.5

※宮崎 知明 (ＭＳＩ株式会社)
山本 邦雄 (横河ソリューションサー
ビス)
三竹 治子 (MTK研究所)

The “Inequity” Spectra of a
Lifetime Distribution

※Singpurwalla Nozer (City
University of Hong Kong)

1-D-6 1-E-6 1-F-6 1-G-6

官民連携による行政サービスの可
能性-茨城県域を対象として-

※榎本 崇宏 (筑波大学)
渡司 悠人 (筑波大学)
小林 隆史 (立正大学)
大澤 義明 (筑波大学)

基底解の情報を利用したビンパッキ
ング問題の辞書式列生成

※浅井 康喜 (神奈川大学)
佐藤 圭介 (神奈川大学)
片桐 英樹 (神奈川大学)

次世代のAIの開発手法 (日本型AI
開発手法:ランダムフォレスト)

※山本 邦雄 (MCS研究所)
宮崎 知明 (MSI株式会社)
三竹 治子 (MTK研究所)

重複データを伴ったデータベースの
バックアップ最適方策

※中村 正治 (金城学院大学)
中川 覃夫 (愛知工業大学)

1-D-7 1-E-7 1-F-7 1-G-7
公用車が保有するエネルギー量の
推計

※古矢 潤 (筑波大学)
小又 暉広 (筑波大学)
石井 儀光 (国土技術政策総合研究
所)
大澤 義明 (筑波大学)

頂点彩色問題に対する近似解法の
ための新しい初期解生成アルゴリズ
ム

※内田 恭貴 (小樽商科大学)
原口 和也 (小樽商科大学)

対話型差分進化における一対比較
に基づく鏡映点の利用

※阪井 節子 (広島修道大学)
高濱 徹行 (広島市立大学)

部品のグループの重要度と計算方
法

※大鑄 史男 (名古屋工業大学)

1-E-8 1-F-8 1-G-8

17:30

エタングラフを活用したサーキット符
号の復号性能向上

※山田 健人 (防衛大学校)
片岡 靖詞 (防衛大学校)

効率的な集合上の最適化問題に対
するMIPスキーム

※呂 寛 (東京工業大学)
水野 眞治 (東京工業大学)
施 建明 (東京理科大学)

複数回のチェンジポイントを考慮し
たマルコフ型ソフトウェア信頼性モ
デル

※井上 真二 (関西大学)
山田 茂 (鳥取大学)

18:00 懇親会（1号館 20階）


