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Abstract

The name of the lecture is“Systems Management Optimization.”The research topics of the lecture are

constructed by the followings.  1. Study on logistics and facility location for cities in five prefectures of

Chugoku region  2. Study on the necessary and sufficient condition on subtour elimination constraints in the

formulation of symmetric traveling salesman problem  3. Study on multiple encryptions and on encrypted

redundant letters of a command  4. Study on developing the software using the incremental method by

constant time for solving (modified) job shop scheduling problems  5. Study on data structure for large-scale

constraint satisfaction  6.  Development of an approximation method using search trees and its large-scale

software for solving large-scale constraint satisfaction and assignment problems with priority order  7. Study

on sparse and large-scale data structure for mathematical information systems  8. Study on display expression

of sparse data structure for a large-scale spread sheet  9. Study on data structure for university record

management using a large-scale spread sheet  10. Study on competitive voting and budget distributing

algorithm for selecting the 21st century COE programs  11. Suggestion on information network and software

center of Japan  12. Study on repeated bids for many articles by combinatorial auction  13. Study on

constrained load (power) flow of electric power systems, and on the development of its large-scale software

14. Study on subjective distances in trade area model around the new Hiroshima baseball stadium  15.

Application for a simple patent on IT  

第1章　序　論

本学の大学院経営情報学専攻では，主に二つの分野がある。一つはマネジメント分野があり，

これはマネジメントが分かる人材の養成を目指しており，もう一つは情報分野であり，これは情

報技術が分かる人材の養成を目指している。カリキュラムの構成として，どちらの分野の講義科
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目でも受講することができる。これにより，情報技術が分かるマネジメント人材，あるいは，マ

ネジメントが分かる情報技術者を養成することが可能となる。

従来，本専攻では，マネジメント能力及び実践能力を身に付けた人材養成のための教育プログ

ラムを提供してきた。しかしながら，昨今の社会実情に合わせて，授業内容の見直しを図り，こ

れを刷新することが責務になってきている。

本学経営情報学専攻の本年度計画として，経営学分野の機能強化が挙げられている。本年度で

は，本学において新たに経営学修士課程MBA（Master of Business Administration）の設置に向けた

特別講座が開講されている。この成果を活かして，グローバル化が進む社会経済環境の下で，企

業や地域社会において活躍できる，実践力のある経営人材の育成を図ることになる。更に，MBA

の設置に伴って，現行の課程との調整を行って実施体制を検討する必要がある。

本論文では，本学において経営学修士課程MBAを開設するに当たって，現行の講義内容を改善

して一新を行うために，著者が担当している講義科目名とそのシラバスを考察している。昨今の

大学では中国（チャイナ）等からの留学生も多数いるので，英語で15コマの講義を行うことも考

慮しなければならない。また最近の講義では，パワーポイント等のスライドを予め準備して使用

することを心掛けることが大切である。

大学院の講義であるから，当然の事として，従来の講義で教えていることだけではなくて，自

分が最近研究して学会発表をした成果も含めて，両方を講義をしなければならない。そのために

は講義の各コマでは，研究発表した原稿を講義で利用することになる。

著者が担当している講義科目名は，企業における実践力の強化を考慮して，「システム管理最適

化論」とした。実際の現場の問題を対象として，ソリューション型の講義内容とする際には，ま

ず最初に，現実の問題を「システム」的に捉える必要がある。更に，これを「管理（マネジメン

ト）」して，企業組織全体の中で「最適」な運用を図る「全体最適化」［1］を行うために必要な内

容を列挙した。

本論文では，本専攻の現行カリキュラムにある，著者の講義科目「数理最適化論」において，

院生から望まれて受講されるように，15コマの講義内容の改革を試みた。これにより，本専攻へ

の進学を希望する大学生が増えることを期待している。また，企業において実務に携わっている

技術者が，本専攻に入学して本講義を受講して，本大学院を修了してからは，勤務先の企業で役

に立つことを願っている。

本論文の構成は，以下のとおりである。2章では，講義科目「システム管理最適化論」のシラバ

スを解説する。3章では，特に製造業などの分野で要求されるイノベーションのためのMOT

（Management of Technology）の教育について述べる。4章では，講義科目「構造管理最適化論」に

ついて概説する。5章では，本論文のむすびを述べる。

第2章　講義科目「システム管理最適化論」のカリキュラム

この講義科目は，システムを管理して，そのシステムを最適化するために重要な項目を列挙し

ている。

「最適化」とするのは，筆者の過去の研究業績において最適化は多数あり，システム全体を対

象として，最適化を試みることを目的としているからである。実際の問題では，所与の目標を最

善の方法で達成する（すなわち最適化）という考え方が常に存在する［2］。最善というのは，最
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も経済的であったり，最も効率が良いなど，様々な定義が可能である。

また，製造業界の企業では，特許の取得を目指しており，その特許の基になるアイデアを考案

するために，製造現場をシステム的に捉える「システム管理」を講義する。

システムには多数の「要素」があり，お互いに関連し合っている。この要素とは，ソフトウェ

ア・システムの場合もある。この要素が自律的に働くならば，エージェントと呼ばれる。要素同

士が遠隔に離れていれば，その間の物流や情報通信は重要であり，近年はそれは「安全・安心」

であることが義務付けられている。このようなシステムをロジスティクスと呼んでいる。

本講義で採り上げる講義内容は，以下のとおりである。項目毎に，それに関連して筆者が発表

した論文を参考文献として挙げている。

・物流ロジスティクスの再構築のためのシステム管理，施設配置の最適化，巡回距離の最小化，

伝達情報の暗号化

参考文献［3，4，5，6，7，8，9］

・大規模なスケジューリング，ジョブ・ショップ・スケジューリング，フロー・ショップ・スケ

ジューリング，オープン・ショップ・スケジューリング，（大学などの）時間割スケジューリン

グ

参考文献［10，11，12，13，14，15］

・既存の情報システムの概観，大規模な数理情報システム，大規模なスプレッド・シートの構造

とその表示法，大規模でスパースなデータ構造

参考文献［16，17，18］

・情報ネットワーク及びソフトウェアセンターに関する考察，情報システムの二重の2倍化

参考文献［19］

・意思決定のための整数計画問題，その解法のための商用ソフトウェア，モデリングと定式化の

例としてインターネットによる（組合せ）オークション

参考文献［20］

・ソフトウェア製作のためのアルゴリズムとデータ構造，プログラミングの丸め誤差・桁落ちと

スケーリング，悪意のある malicious プログラムの例

参考文献［18，21，22］

・フロー問題の例として電力システムの制約付き電力潮流計算，その解法である数理最適化論

参考文献［23，24，25，26，27］

・顧客の需要予測を行う商圏による出向確率と出向人数

参考文献［28，29］

・特許願書の書き方及びまとめ方，特許の基になるアイデア，アイデアを生み出すMOT教育と情

操教育

参考文献［30，31，32］

従来の講義とは異なった新規な点は，以下のとおりである。

・従来のシステムの構造を再検討して，大規模でスパースなシステム全体として最適化を図って

いる。

・遠隔地点間での通信には，情報の暗号化を行っている。

・大規模でスパースなデータ構造である情報システムを構築している。
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・大規模でスパースなスプレッドシートのための表示法を用いて可視化をしている。

・情報システムは，「安全・安心社会」のために，二重の2倍化を考察している。

・大規模なソフトウェア製作において，経営のためのアルゴリズムとデータ構造を考察している。

・スケジューリングにおいて，大規模な実際問題に対応できるようにソフトウェアを開発してい

る。

・既存のソフトウェアにおいて，malicious プログラムを見分けることに注意を喚起している。

・特許の基になるアイデアを生み出すMOT教育と情操教育を指導している。

情報システムにおける情報は，暗号化を考察している。現代では，アナログ社会からデジタル

社会に変換して，「縮約した擬似社会」となった。アナログの情報をデジタルに変換しているが，

最も近いデジタル情報に縮約化している。そのデジタルに最も近いアナログは多数あるが，全て

は縮約して同じデジタル情報としている。このようなデジタル社会は，人々を社会的に不安に陥

れる。安心・安全な社会にするには，頑強な暗号化が必要になる。

普通に暗号化することは，既に行われている。ユビキタス暗号化社会において，未だに考察が

行われていない事項がいくつかある。ａ）ネットワーク社会全体で暗号化を考えているので，秘

密鍵の妥当な置き場所。ｂ）少数の文字列は暗号化してもいつも同じになるので，冗長性を持た

せて文字列を長くする仕組み。ｃ）つねに暗号の解読が行われるが，プロセッサが行っているタ

スクとしての並列処理。ｄ）解読中の状態を盗聴されても，不正な解読を防ぐ方法。ｅ）最終の

処理場所であるプロセッサで不正をして，解読方法を盗むことを防ぐ方法。ｆ）OS（Operating

System）がつねにどこかで管理しているが，OS自体が不正な解読を助長しないようにする仕組み。

ｇ）ハードウェアを使用しているが，ハードウェア自体に不正な解読を助長しないようにする仕

組み。ｈ）ネットワークでつねに監視していると不正な解読ができるが，それの防御方法。ｉ）

理論的には多重の暗号化は解読が不可能であるが，それを支える周辺のハード・ソフトの不正行

為を同時に防御する方法。ｊ）数値を，文字型データとして暗号化しないで，直接暗号化する方

法。

多重暗号化［9］は，内部犯行のための情報セキュリティである。すなわち，オペレーティン

グ・システムまたはアプリケーション・ソフトを作成している企業内部のシステム・エンジニア

が裏切って秘密鍵を漏洩したとしても，それ以外の者が暗号化しているので，容易に復号・解読

ができない。このように多重暗号化を行えば，メール文においては，メール文作成者，メールソ

フト，OSのような複数で暗号化することにより，一つの暗号が解読されても，残りの二つが解読

されなければ文章の内容が漏れることはない。単一の暗号化よりも多重暗号化の方が頑強である。

更に，アプリケーション・ソフトで使用するコマンドの文字列は，余分な文字列を付けて冗長

化してから暗号化する。これにより，あるコマンドは，いつでも同じ文字列にはならない。例え

ば，使用する日付だけでそのコマンドを有効にすると，別の日には使用できなくすることができ

る。一例として，次の（231 del）と（032 del）は，それぞれ，1月23日と2月3日の日付でコマン

ド del が使用できるとする。

（231 del）＝（14130034925397356）

（032 del）＝（13567089266943340）

ここで，括弧内の文字は，アスキーコード表によって8ビットに直して，この2進数を10進数に変

換している。
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第3章　イノベーションのためのMOT教育

企業，特に中小企業では，いわゆる知的財産権の獲得は，ライバルである同業他社との差別化

を図ることになり，ライバルとの競争において自社製品の生き残りがかかっている。この講義の

目的の一つには，製造業に係る企業人として，イノベーションの革新を図る能力を養成すること

がある。このような能力開発を目指したMOT（Management of Technology）［33，34］のための教

育が必要である。MOTとは，「技術のマネジメント」であり，「マネジメントと技術」あるいは

「マネジメントにおける技術」ではない。ここで「技術（テクノロジー）とは，すべての製品，設

備，治工具，生産物やサービスが作られる過程におけるプロセスと手法」と定義され，その技術

を経済的に効率よくマネジメントするための総合化された考え方ならびに手法がMOT（技術経営）

である」［33］と述べている。また，技術経営（MOT）の概念について，それは「技術がかかわる

企業経営の創造的，かつ，戦略的なイノベーションのマネジメント」であるとして，次のような

定義などがある［34］。技術経営は，イノベーションを創出するダイナミックプロセスであり，新

技術知識の創生，技術資産の蓄積，技術知識の製品活用の移行過程全体の効果的マネジメントを

推進することである。

MOTのための教育によって実際に成果を得るためには，いわゆる（右脳のための）情操教育が

必要であると理解している。このために，著者が推薦していることは，（モーツァルトやバッハな

どの）クラシック音楽の鑑賞と，（小説などの）読書である。この指導のために，1コマ程度の講

義を組むことを一考している。

本学は県立大学であるので，実学を重視した高度専門職業人を養成することにより，広島県の

産業界に貢献することが肝要である。この貢献の一つとして，特許のための技術は大切であるけ

れども，特許の基になるアイデアのヒントの方が更に重要である。なぜならば，特許の基になる

アイデアに気付く方が，特許のアイデアを基にしてそれを特許として書類にまとめるよりも，難

しい作業だからである。この特許のアイデアに気付くためには，新しい着想や発想が大切である。

そのために，長大なクラシック音楽鑑賞，及び，長時間の読書によって右脳教育や情操教育を行

って，このような着想・発想の能力を身に付けることを提案している。

第4章　講義科目「構造管理最適化論」等のカリキュラム

この「システム」自体が一つの具体的な構造物であるならば，講義科目名では「システム」を

「構造」に代えて，「構造管理最適化論」と称することもある。3コマ程度を，実際の構造物を例と

して採り上げて，システム工学的なモデリングを考察することになる。

この講義科目を「情報科学論」に変更することも考えられる。この場合には，情報科学と経営

科学に係る内容を更に増やして，15コマの内で5コマ程度変更することを考えている。このよう

な講義科目において，ある一つのコマの授業題目が，他の講義科目の一つのコマと同じ授業題目

であっても，異なる視点から講義されると全く別の授業となる。

講義科目「構造管理最適化論」の概要は，以下のとおりである。電気工学及び経営工学の問題

として現れる各種の計画，設計，運用に適用される，数理的な情報システムの構築について体系

的に述べる。授業では，実際の情報システムの事例を取り上げて，大規模でスパースな基本デー
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タの構造を取扱う方法を講義する。更に，物の流れの全体最適化を図ろうというロジスティクス

の講義を行い，この情報システムを具現化するのに必要なソフトウェアを開発する際に留意すべ

き事項について述べる。この際に，経営環境を考察して，経営資源の最適配分を考慮する。また，

工場の設備配置及び設備・装置の構造などの改善について論究する。

特許のアイデアの具体的な例として，「流体である気体，液体，音波の拡散」を挙げている。こ

のような対象物は身近にあり，特許のアイデアが潜んでいることがある。日常生活での台所や風

呂場などは，賢い主婦が多数いるので，細かい事柄でも，私達研究者がアイデアに気付いたとき

には既に特許は取得されていることが多い。しかしながら，流体の拡散については，ここに挙げ

た例のように，特許として取得されないで残っているアイデアがある。

これは，以下のようなことを事例として挙げている。

ａ）バイオリンの構造

ｂ）エンジンの構造

ｃ）（ロータリ）エンジンの構造

ｄ）（堤防による）波の消波構造

ｅ）（ジェット機による）周辺空気の吹き抜け構造

ｆ）（溶剤による）吹き付け構造

これらの事例について，アイデアとしての証左となる具体的な理由は，以下のようになる。

ａ）バイオリンの構造については，バイオリンにおける共鳴箱の内側の穴を，ラッパ型の構造

にすることである。これで，昔の名器ストラディバリと同じ音にならなかったら，もう一つある。

それは，板の切りくずをニカワなどの接着剤に入れることである。図1を参照。これで良くなると

予想される理由は，振動が同じ木材で伝わるからである。現代の工芸では，昔のバイオリンの名

器と同じ構造にできないという不満があった。すなわち，現代の工芸によっても，同じような音

色がでない。私が考案した二つの点に注意すれば，同じ音色になると予想している。

最初は，私の本学ホームページに載せているように，共鳴箱でモデリングをして考えている。

一つは，内部に入る音を入れるために開けた穴の内側をきれいに擦って，内側にラッパ状に広が

る構造である。もう一つは，バイオリンを構成する二つの板をくっ付けるときに，その接着剤に

は単にニカワなどを使うではなくて，その切りくずを混ぜることである。同じ木のクズを使うの

が良いかもしれない。エンジンの構造もそうだが，簡単に抽象的に考えるためにシンプルなモデ

リングをすると，新しいアイデアが生まれる。

ｂ）エンジンの構造については，エンジンの改良を二つだけ提案している。問題を，素人の著

者でも考えられるように，次のようにシンプルに考える。内部は高温・高圧で改造は難しいが，

これに吹き込む気体を，内部でできるだけ拡散させて混ぜるにはどうしたらよいかという問題で

ある。最も良いのは，吹き込む直前に，螺旋状の通り道となったパイプを通して，内部に吹き込

む構造だ。図2を参照。内部に入ると直ぐに，入口付近から周囲に広がることになる。単にらせん

状にするよりも，更に複雑な構造にすると，更に複雑に周囲に広がる。

この内部の形状に合わせて，吹き込む前にガソリンをパイプで動かすと良い結果となりそうだ

が，これには円形運動以外にも上下の運動がある。ガソリンを吹きこむときのパイプを円形に加

工するためには，らせん状のドリルで金属の中をくり抜けばよい。例えば，ワインのコルク栓で

開けた形状である。図3を参照。上下の運動をさせるためには，両側からくり抜いて，途中で両方

の穴が通じるように加工する。エンジンの上からガソリンを吹き込むとして，上側からくり抜い
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た穴を，下側からくり抜いた穴に通じさせる。この際に，上側からの穴を下にして，下側からの

穴を上にして貫通させる。この結果，穴の中の移動は上側から下側ではあるが，途中で一度上側

に向かうことになる。

また，気化したガソリンがエンジンの内部に飛び込んだら，吹き込み口の後方から電子銃を撃

つことも考えられる。エンジンにガソリンを注入した直後に，電子銃でランダムに撃つと，気化

したガソリンが撃ち抜かれて拡散して活性化すると予想される。電子銃を撃つこと以外には，音

波を発することも有効であると予想される。これで気化したガソリンを撹乱すると，燃焼効率が

良くなると予想される。実際に利用するときには，音波の反射波もまた利用すると良さそうだと

予想される。

このような構造にすると，自動車やジェット機のエンジンの燃費は格段に向上すると推察して

いる。取得した特許は，従来使用していない電子銃と音波であるから，特許破りは難しい。すな

わち，この特許を修正して，別の特許として特許庁に認定させることは難しい。

ｃ）（ロータリ）エンジンの構造については，本学学内LANの著者ホームページで記載している。

これは，最後に両側から付けて蓋をするが，その際に蓋の表面は平らにしないで，表面は複数の

波型にする。図4，5を参照。すなわち，蓋をくっつける面は，平面ではなくて，幾つかの三角柱

状にするのである。この断面図は，内側から外側に三角山が波状に次々に連なった形である。こ

れにより，内部で内燃爆発があっても，それが外部に漏れることはなくなる。内側から爆発によ

って吹き出されるガスが外部に出るためには，幾つもの山と谷を交互に通り抜けることになるの

で，ほぼ完全に密封された状態になると予想される。

ｄ）（堤防による）波の消波構造については，船が前進するときには，波の下は船体自体が球形

になっていることを応用する。図6を参照。これは，ぶつかって来る波と，その反射波が，お互い

に打ち消しあうからである。このことから，堤防では海面の下は，横から見ると同じ円状となる

ように，海側は円柱形が良いと予想される。図7を参照。

ｅ）（ジェット機による）周辺空気の吹き抜け構造についてであるが，気体や液体などの流体は，

普通には，丸い菅である円柱の中を流すことを応用する。例えば四角柱の中を流すと，四方の隅

で乱気流となる可能性がある。飛行機が高速で飛ぶ場合には，これを応用する。すなわち，空気

が流れる状態は円柱の形とする。（円柱を2本並べて，その内側の隙間に機体があるという構造に

なる。）機体の翼は，半径の大きい円の辺である弧（アーク）にすると，振動が減る効果があると

予想される。図8を参照。これは，少しだけ方向がブレると，その円の形状に合わせて空気が抜け

ていくからである。半径が異なるアークを比較すると，風圧によってかかるパワーが異なると予

想できる。円弧の一部であるアークの中心を，飛行物体の胴体を前方から貫く中心線上に置くと

良いことが予想される。このアークの中心は，図8よりもかなり後方に置くと，翼の形状は曲がっ

たアークから直線に近づいてくる。

ｆ）（溶剤による）吹き付け構造については，まず最初に，（精密機器に塗る）溶剤はワインの

ごとく扱う，すなわち，作業場では振動を与えないで静かに寝かせておく。更に溶剤の塗りは，

「押さえ」と「撫で」がある。押えて定着させるが，最後に撫でて表面を滑らかにする。溶剤を塗

った後で，空気エアで押えて，次にエアで撫でると良いと予想される。エアで一直線に吹き付け

て，これを移動させる。これを，前後左右に行うと良いと予想される。（白壁の塗りのコツを聞い

て，これをヒントにしている。）
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図1 バイオリンの構造 図2 エンジンの構造

図3 吹き込む穴のくり抜き構造 図4 ロータリーエンジン 図5 ロータリーエンジンの断面図

図6 船体の側面図 図7 堤防の断面図 図8 飛行体の翼のアーク



以上は単なるアイデアだけの考察ではあるけれども，これが適正であると裏付けることができ

る事実と組合せると，特許として書類を提出することができる。更に，実際に企業において実験

やシミュレーションを行えば，確固とした特許内容となる。

しかしながら，例えば「フォークボールの投球方法」は，特許として認定されない［35］。これ

は，自然の摂理に従っているだけだからである。単に自然の摂理を利用するだけならば，特許と

して不可であるけれども，これに人為的に複雑な技術管理を適用すれば，特許として認定される。

現代では，ライバル国と武力で争うのではなくて，工業技術などの知的財産権による特許戦略

で争う時代である。例えば，自動車エンジンの特許を考える。最初に日本の企業が，エンジンの

燃費を大幅に改善する特許を特許庁に提出しているとする。その特許は，いつでも請求項は三つ

とするのが良くて，その特許を厳密に狭く規定する第1項，解釈を拡大して規定する第2項，適用

範囲を更に大幅に広くして特許とする第3項である。その後で，ドイツやフランスの自動車メーカ

ーが，少し観点を変えて新しい特許を考案して特許申請を出して来たとする。このような場合に

は，先行する日本の特許の第 3項と，後追いした特許の第 1項との裁判判定になる。日本とドイ

ツ・フランスにおける「特許割合」を判定して，その割合でこの特許により得た利益を配分する

ような判決になると予想される。例えば，利益総額100億円であり，特許割合が日本は6割ならば

60億円になる。この裁判は公平に行われているけれども，欧州では，裁判判定はドイツ・フラン

スに有利になるだろうと予想される。その理由は，ドイツ・フランスは，欧州の共通通貨である

ユーロを支えている主要国だからである。重要であるのは，チャイナ，インド，ブラジル，ロシ

ア，南アフリカなどにおける，特許裁判での特許割合の判定である。自動車が多数売れる国で，

特許割合が大きいかどうかは，重要な問題である。

第5章　むすび

本学の大学改革の一環として，経営学修士課程MBAの設置が検討されている。これに伴って，

大学院経営情報学専攻の授業カリキュラムを刷新することを考察した。その一例として，筆者の

講義科目である「数理最適化論」のシラバス全体を一新して，新しい講義科目「システム管理最

適化論」または「構造管理最適化論」の15コマのシラバスを考察した。この改訂によって，講義

科目「数理最適化論」から，10コマ以上の講義内容を変更することになる。

Π（パイ）型人間という表現がある。研究者として，単に一つの専門領域を持つだけではなく

て，もう一つ別に新しく専門領域を持つことである。これは，全く別の分野に替わるということ

ではなくて，これから発展していく領域を専門とすることを意味している。このような場合には，

主専攻は二つとなり，ダブル・メジャーと呼ばれている。

広島の地場産業としては，農業，商業，工業，サービス業などがあり，平和公園や宮島を中心

とした観光業がある。しかしながら，広島はマツダを中核とした自動車産業，及び製造業の街で

ある。製造業に係って大学教育で必要とされることは，工業特許に代表される知的財産権の取得

であると，筆者は考えている。このような特許では，特許に係る実証・実験を行って，特許書類

を作成する能力は重要である。それよりも更に重要であるのは，この特許のアイデアに気付く能

力が要求される。本講義科目を受講することによって，このような能力が涵養されることを期待

している。

近年は，大学の研究者においては，論文，（講義で使用する）教科書，（自分の研究を解説する）
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学術本，あるいは（学術雑誌に掲載される）解説記事や論文だけが重要ではない。新規に大学教

員として採用される際には，大学で実際に受け持つことが予定されている講義科目の15コマ分の

シラバスが要求されている。これ以外にも，（再就職をする際に審査のために提出する）業績書，

（公的機関がインターネット上に載せている）ReaD & Researchmap，研究者個人が自己アピールを

するために作成する（大学研究者個人の）ホームページなども毎年更新しておく必要がある。更

には，研究者自身が生涯に亘って行ってきた研究全体を説明するためのスライド（パワーポイン

ト）の原稿，及び，科学研究費獲得のための申請書類が要求される場合がある。特に工学系では，

研究者として取得した特許が重要視されることがある。

現状では大学の研究者として，以上のような書類や成果物を予め準備して，これを公表するこ

とが責務となってきている。
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