
1．まえがき

　オープン・ソース・ファイル［1］が，多数提案されている。また，多数台のコンピュータによる，
並列コンピューティングのためのソフトウェア・システムを開発する必要性が生じている。
　ソフトウェアの生産では，そのソフトウェアが適用されるドメインの知識の整理を行うドメイン
分析［2］がある。現在では，様々な業界で情報システムを構築している。各業界において，ユー
ザ側と企業側において使用されるソフトウェアの機能について，予め考察を行うことになる。両者
から必要とされる項目をすべて列挙して，各項目をソフトウェアの仕様に入れるために，要求工学
［2］が用いられている。
　大規模なシステムを開発するには，膨大な開発期間と費用がかかる。それ故，従来から使用され
ている既存システムのソフトウェアとハードウェアを基にして，新たなシステムの開発を考察する
ことは意義がある。他社よりも早く開発して市場に投入すれば，市場を席巻することができる。そ
の結果，シェアを一気に拡大させて，他社の参入を未然に防ぐことができる。
　本研究では，既存のシステムのために開発されたハードとソフトを用いて，新たに情報システム
を再生して，新しいシステムとして構築することを提案している［1］。すなわち，既存のシステム
にはインターネットやコンピュータ・システムがあり，システム的に考察すると，既存の構造に新
しいアイデアが発見できる。
　今日では，コンピュータによる情報システムは実際に多数開発されている［2］。システムを現実
に開発する際に問題となる点として，実際のシステムは開発すると大規模になることがある。最終
製品である情報システムは大規模でスパースとなるが，その基本的なデータ構造をどうように構成
するのかは重要な問題である。従来，経営の問題として現れる計画，設計，運用に適用される最適
化技法は，小規模なシステムに限定されていることが多い。本研究における第一の特長は，実規模
であるが故に大規模なシステム（すなわち，変数の次元が大きく，式の数が多い問題）を対象とし
ていることである。
　本研究［2］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タの
構造を取扱う方法を考察している。特に，基本の構造として，行と列を整列させる「行列の構造」
と「スプレッドシートの構造」，及び，行と列を整列させない「木の構造」を取り上げている。
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2．情報システムとその周辺

　各企業の組織をロジスティクスとして考察する際には，従来から，製造製品の需要変動や製品の
物流経路遮断などを考慮することが重要だと指摘されてきた。最近では，ロジスティクスを考察す
る際には新たな問題点がある。例えば，非正規労働者の雇用，自然の大災害への対応，情報の漏え
いなどは，以前には特に重要視されていなかった視点であるが，その考察が期待されている。この
ような視点では，予めの対処法を考案するにしても，起こると想定されるケースは非常に多いので，
考察するデータは膨大となる。
　最近では，いわゆる内部犯行が主な要因となることが，実際に発生することがある。すなわち，
内部事情に詳しい非正規社員が企業内に多数存在しており，この非正規社員による未熟な作業など
がある。非正規社員とは，期間労働者，派遣社員，アルバイト学生などである。短期の雇用と解雇
を繰り返していると，非正規社員などには愛社精神が薄れていることがある。
　情報の漏えいなども同様であり，愛社精神が欠如した非正規社員に起因することがある。従来か
ら機密情報は暗号化していた。しかしながら，最近では非正規社員がロジスティクスの構成員となっ
ているので，公然の秘密となっている内部情報が外部に漏えいしていることがあり，これが企業活
動の妨げとなっていることがある。内部情報である文章の文字列は膨大であるので，これを完全に
カプセル化して隠ぺいすることは難しい。文字や数値の暗号化を積極的に推進する方策を採用する
必要がある。
　このような状況により企業のロジスティクスのデータはビッグとなり，これを取り扱うにしても，
多数の事業所が広域・遠隔に展開している場合には，従来からの情報管理システムで対応するには
無理がある。
　現代は，アナログ社会からデジタル社会に変換した「縮約した擬似社会」である。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けれども，ユビキタス暗号化社会においては，未だに
考察されていない事項を検討する必要がある。（社会のいたるところで暗号化すると，「ユビキタス
な暗号化社会」となる。）一個の暗号化に脆弱性があっても，多数の暗号化を繰り返すならば，ど
のようなハード・ソフトでも，暗号を破ることは困難である。当然，この逆順に復号すれば，正規
の解読は必ずできる。
　多重暗号化においては，インターネットで暗号化し，ネットワーク全体で暗号化し，コンピュー
タのオペレーティング・システムOSで暗号化し，例えばメール・ソフトで暗号化するので，この
ようなアーキテクチャを構築することになる。更に，暗号化するソフトを数社から選んで，その数
個のソフトでそれぞれ暗号化する，また，ユーザ自身が暗号化することを考察する必要がある。
　このような多重暗号化を行えば，例えばメール文においては，メール文の作成者，メールソフト，
OSなどの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。
　この多重暗号化は，内部犯行のための情報セキュリティである。すなわち，OS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。
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　ところで，現存するインターネットは，ユーザの使用権利を保護するという立場から，セキュリ
ティ対策等の規制ができないので，趣味・娯楽等のために民間で使用する方がよい。もう一つ別の
日本独自の情報ネットワークを構築して，電子政府や商業活動等に容易に有効利用できるようにす
る必要がある。新設する情報ネットワークにおいては，この情報ネットワークの管理者によって，
使用者に対して使用制限や利用停止を，通知をしないで一方的に行うことができる規則で運用でき
ることを原則とする方がよい。
　また，昔から現在まで使用している（自動車産業や銀行等の）大型計算機には，遺産（レガシー）
ソフトがある。この実績のあるソフトを使用し続けるためには，計算機の処理能力を向上させる必
要がある。これについては，各ファイルを開いて内容を調べた後で，多数のCPUへの仕分けを行
うという，疑似パラレル・コンピューティングによる速度向上のアイデアがある［1］。
　メイン・フレームやミニコンによる単体コンピュータのためのソフトウェアは，従来から多数開
発されている。このような状況では，オンラインで受け取るタスクは多数である場合には，受け取
ると即座に多数台に分配するとよい。実例として，東京・大阪証券取引所等における株の売買があ
る。最も簡単な方法は，単にコンピュータの台数を多くして，売買の企業名（株式銘柄）で分配す
ることである［1］。これにより，1台の負荷を減らすことができる。
　また，他地点からインターネットを介したパソコン等への悪戯を防ぐために，OSコマンドの暗
号化及び多重暗号化がある［1］。インターネットのアドレスは，32ビットから64ビットに移行し
たいが，現行のパソコンではハードを交換しないとできない。これを，（パソコンの製造メーカー
の初期画面を表示する）ソフトを修正するだけで可能とすることができる［1］。
　ところで現状では，アプリケーションはソフトウェアをインストールして利用している。このよ
うな運用では，他のメーカーが，そのソフトウェアを違法コピーして，自社作成したとして使用す
ることがあるので，安易にインストールしない方がよい。例えば自動車の自動運転のソフトは，他
社が作成するのを待っていて，それを違法複写する予定の企業もあるかもしれない。このような不
正のコピーは，できるだけできないようにする方がよい。
　そのためには，単にソフトをインストールするのではなくて，ハードウェアとしてチップ化した
方がよい。これならば，不正コピーが簡単にはできない。ソフトをインストールする代わりに，こ
のチップをいくつかのピンで挿入するようにして，USBメモリのようにピンで信号を送受する。す
なわち，OSはこのようなチップが多数挿入された状態で，各ソフトを使用することを考える。
　このようにチップ化して利用する際の問題点は，チップ化した後でエラーが発見されて，その修
正をするときである。元のソフトを各モジュールに分割しておいて，その一つずつに番号またはラ
ベルを付けておく。各モジュールを実行する前にOSに連絡をして，そのモジュールはそのまま使
用するか，または，別の修正プログラムを実行するかを判断する。修正プログラムは，OSを更新
する際に，一緒にインストールする。（修正したモジュールだけは，プログラムの内容が直ぐに分かっ
てしまうことになる。）多数を修正すると実行速度が遅くなるので，その際にはもう一度新しくチッ
プを製造して，そのチップと入れ替えて挿入する。
　企業の情報ネットワークなどは，従来からの情報管理システムのように，単なるネットワークに
よって情報通信で結ぶのではなくて，全体を一つのOSとして管理・運営するとよい。すなわち，
OSは各地域に分散・点在しているので，お互いに連動した運営を行ってビッグ・データを取り扱
うことになる。更に，多重の暗号化，制御コマンドの暗号化なども行えば，その情報通信の強度が
増すことになる。現在のコンピュータ・システムでは，このような能力が欠如しており，今後の開
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発が望まれる。

3．著者研究

　教育上の研究に係ることとして，参考文献等［3,17］がある。
　コンピュータの発展に伴ってソフトウェアの重要性はますます増しており，ソフトウェアがすべ
ての産業の中枢的な役割を果たすようになってすでに久しい。経営科学（オペレーションズ・リサー
チ）の分野も成熟期を迎えており，ソフトウェアを完備することが要請される時代となってきてい
る。すなわち，経営の問題では，現場で実際に要求されるような経営システムを開発することが肝
要であり，そのためには，ソフトウェアが不可欠のツールとなってきている。
　コンピュータを用いて複雑な現実問題を解くためには，大規模なソフトウェアを開発しなければ
ならない。しかしながら，完成するまでには，何百回，何千回というテスト・ランを繰り返すため
に，膨大な開発経費がかかっていた。
　著者が研究として主にテーマにしているのは，「大規模かつスパースな構造を考慮した数値最適
化」及び「計画型数理管理と構造管理の最適化」である。これに関しては，県立広島大学経営情報
学部論集［2,18］がある。
　本研究では，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タの構造を
取扱う方法を記述している。特に，基本の構造として，行と列を整列させる「行列の構造」と「ス
プレッドシートの構造」，及び，行と列を整列させない「木の構造」を取り上げている。それぞれ
の代表例として，
a）電力システムのスパースな大規模行列，
b）大学の成績簿等を管理するための大規模でスパースなスプレッドシート［17］，
c） ある期間帯（あるいは場所）に，ある資源（人数，設備，資金など）を割当てるための 

大規模でスパースな探索木，
などを挙げている。以下に各研究について概説する。

優先順位付き制約充足の研究［16］
　この研究は，ある期間帯・時間帯へ，人材・資材・資金などの資源を割当てる，大規模な一般化
割当問題において，優先順位付きで好ましい実行可能解を探索する優先順位付き制約充足である
［19］。一例として，大学時間割のスケジューリング作成がある。
　この制約充足問題を解く方法を開発している。割当を行う各期間帯や装置などに，単一ではなく
て複数の制約式があり，明確な目的関数や評価関数が設定できないスケジューリングなどの問題の
解を求める方法を考察する。提案法では，例えば割当された一つの資源を別の期間帯へと変更する
と，制約条件式を違反するならば，その期間帯から更に別の期間帯へと，別の資源を同時に変更す
ることを調べている。コンピュータによって，自動的に次々と割当の変更を行う「一度に複数の割
当変更」を調べる方法である。これにより，制約違反量を単調に減少できるという保証がある。
　割当される期間帯などには，好ましいかどうかの程度に従って，優先して割当が行われる「優先
順位」を予め設定しておく。提案法は，許容される優先順位の調整方法で三つに分類している。制
約条件を満たし，好ましい計画案を求めるために，許容される優先順位を，最も良い1番の優先順
位から一つずつ増やして調べてみる調整方法1［20,21］と，どんな優先順位でも良いとして割当て
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てから最悪の優先順位を一つずつ減らして調べてみる調整方法2［22,23,24,25］がある。調整方法3

［26,27］として，優先順位を一つずつ変化させるのではなくて，その中間の順位から2分法で調べ
ている。許容される優先順位が極端に多い場合には，調整方法3が効率的である。論文及びその選
出英訳論文［26］には，動的なメモリ管理の詳細が記載されている。論文［27］は，論文［26］の
要約版である。取扱っている問題の変数と制約式の個数は，少しずつ増やしている。
　論文［20～23,26］では，問題に設定されている制約条件式の一例を説明している。その実行可
能解を求めるために，各探索において各ノードをどのように展開をして調べているのかを説明して
いる。
　論文［20～23,25］では，従来法である分枝限定法による解法と比較している。これはNP完全の
問題である［20,25］。制約式と変数の個数が多過ぎると，分枝限定法では解くことが困難になる。
　論文［24］では，探索を続けていくと，探索をした情報を残しているアークの数が次第に多くな
るので，ノードの総数と同じアーク数，あるいは，2倍または3倍と増やしていく探索を考察して
いる。
　論文［20,22,25］では，このような探索をして修正された探索木の例を記している。その探索に
基づいて，実際に割当を変更して制約違反量の和を減少させた結果，いくつかのアークが削除され
た探索木である。論文［20］では，制約条件式の違反量（実行不可能量）の和が逆に1だけ増えて
も，それに続く割当変更によってその和が減少するかどうかを調べている。この問題では，一つま
たは幾つかの整数変数を変化させても，制約違反量の和が減少しないことが頻繁に起こる。論文［26］
の数値例では，一度に28個の整数変数を変化させて，この和を減少したことを示している。深さ
が2以上の割当変更は，95回である。
　断片化されたメモリの管理には，二つのガベージ・コレクションを行っている［19］。一つは「横
すべり（スライディング）」である。もう一つは「不用で返却を表す旗を立てて表示」するだけに
しておいて，後で一括して削除している。
　実行可能解を求める際に，実行不可能和の最小化を行う。割当問題では，整数変数を変化させても，
この和が減少しないで，変化しないことが頻繁に起こる。実行可能解を求めるだけでも，時間がか
かり過ぎることがある。ファジィな目的関数を設定するにしても，最初に実行可能解を求めてから
目的関数の最適化を行うアルゴリズムでは，実行不可能和が零にはならないということが起こって
いる。このような場合に，この和が単調減少する保証がある「探索木を用いる方法」を開発している。
これは，割当問題などの数理計画問題において，実行可能解を求めるための最適化の方法論である。

「電力システムにおける制約充足の研究」
　制約充足の研究として，電力システムへの応用には，制約付き潮流計算がある［28,29,30,31,17］。
電力システムには，運用時の値が予め指定されている機器と，そうでない非指定の機器がある。こ
の非指定値（従属変数）を所望の上下限内に収めるために，指定値（独立変数）を設定された上下
限内で調整するという「制約付き潮流計算」となる［31］。この独立変数には，調整をしてもよい
順番として優先順位がある。
　論文［29］では，一つのノードで（有効・無効電力と電圧の値を）P-Q-V指定している潮流計算
を繰返し用いている。指定値という独立変数及び非指定値の従属変数の入れ換えを行っても，（独
立変数の選び方によって変わる）逆行列を再計算することなく，制約違反量の和を単調に減少でき
る。すなわち収束の保証がある。
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　論文［30］では，非線形計画法（Nonlinear Programming Method，NLP法）を用いている［28］。
この方法では，数個の制御変数を一度に調整できるし，一般の使用目的のために作成された非線
形計画用のプログラムが使えるので，この方法のほうが一般的かつシンプルである。NLP法の中
で，最も強力な方法の一つといわれているのが逐次2次計画法（Recursive Quadratic Programming 

Method，RQP法）である。それ故，この方法ではRQP法を用いることにする。この方法による数
値検証では，RQP法のアルゴリズムの中で解かなければならないQP問題の求解のためのプログラ
ムとして，大規模な数理計画問題を解くためのソフトウェアとして定評のあるMINOS［28］を使
用している。このNLP問題は，非線形制約式の個数が多くて，変数の次元が膨大である。
　論文［31］では，普通の潮流計算を行うことによって，変数の次元の縮小と非線形等式制約式の
消去を行ない，simple bound （変数に関する上下限制約式）のみを制約条件式としたNLP問題に変
換している［28］。詳細に述べると，非線形等式制約式は普通の潮流方程式であるので，潮流計算
を行うことによってNLP問題の状態変数を消去することができる。その結果，元のNLP問題を制
御変数のみをもつNLP問題に縮小することができる。更に，制約条件式は，単に制御変数に関する
上下限という simple boundになる。論文［31］では，ノード間に流れる線路電流に制限を設けて潮
流解を求めている。

単著書「電力システムの制約付き潮流計算　～最適化方法論とソフトウェア製作～」
　工学博士論文である「電力系統の制約付き潮流計算に関する研究」広島大学甲第602号を基にし
た著書［28］である。実際の系統を用いて解析を行い，解法のアルゴリズムとそのデータ構造を開
発して適用している。制御変数を表す指定値を自動的に調整する知識情報システムを開発している。
この研究で使用している方法論には進歩があるけれども，開発された方法及びそれを基にして作成
されたソフトウェアは現在でも適用できる。数値シミュレーション実験では，ソフトウェアを作成
して，中国電力㈱の実規模システムで数値シミュレーションにより解析を行っている。
　消費者が電力購入先を自由に選べて，天候によって出力が大幅に変更する再生可能エネルギーが
脚光を浴びている。このような，需給予測不能の時代の電力システム安定のために論及している。

共著「OR事例集1991」日本オペレーションズリサーチ学会編
　事例集［32］において，大規模な電力システムにおける制約付き潮流計算を行うのに，電力系統
の特徴を利用して，OR的な方法論を用いたアルゴリズムを提案し，そのソフトウェアを開発した
事例を発表している。

　論文［33］では，無効電力設備計画に対して，大規模な非線形混合整数計画問題のための近似解
法を繰り返し用いるアルゴリズム及びソフトウェアを作成して，大規模システムの計算機シミュ
レーションにより，その有効性を示している。
　論文［34］では，大規模な電力システムでの無効電力設備計画に対して，逐次線形計画の概念と，
線形の混合整数計画の近似解法を用いるアルゴリズムを提案している。
　論文［35］では，大規模な電力システムにおける無効電力設備計画を立てる際に，電力需要の変
動などによって生じる多数の系統状態を考慮するアルゴリズムを提案し，実規模システムを用いた
数値シミュレーション実験を行っている。
　論文［36］及びその選出英訳論文［37］では，大規模な電力システムの最適潮流計算を行うのに，
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逐次線形化法の概念を導入し，混合整数計画の近似解法を用いるアルゴリズムを提案し，そのソフ
トウェアを作成してシミュレーションを行っている。
　特集解説［38］では，情報ネットワークの設備を設ける際には，大災害等のセキュリティを考慮
する必要があり，そのために必要となる事項を列挙している。例えば，dualシステム及びby-polar

システムを併用することを提案している。本研究では，日本の情報ネットワークにかかわる OR 的
な考察を行っている。
　論文［39］では，COEトップ30等の競争的研究資金プログラムを多数選出する際に，どのよう
なアルゴリズムにすれば良いのかを考察している。このアルゴリズムでは投票による得票数を基に
しているので，各プログラムに対して全審査委員の評価が一致しない場合でも，このアルゴリズム
を適用できる。このアルゴリズムでは，1回目の投票において得票数が少ないボーダーライン上の
資金プログラムに関しては，全審査委員による再投票によって，選出を決定することができる。外
部からの評価が重要視される昨今では，一つの妥当なアルゴリズムである。このアルゴリズムでは，
上位として選出されると予想されるプログラムについては，評価点を付けるための労力を委員が省
くことができる。
　論文［13,14］では，広島新市民球場周辺にある大型ショッピング・センターの二つの店舗（広
島駅の複合店舗及び広島府中ソレイユ）の小売店についての商圏モデルを考察する。本研究では，
心理的要因の一つである交通信号機に着目して，消費者が店舗に到着するための所要時間，信号機
のサイクル時間，町の人口などのデータを基にして数値シミュレーションを行う。これにより，両
方の店舗に出向するのに必要な時間を算出して，ハフモデルによって各町から各店舗へ買い物に行
く出向人数とその確率を推定する。自動車または自転車による移動にかかる所要時間の変更を考察
する。最近各商業地域には売場の床面積を増やす増床があったので，これの解析を行っている［14］。
　「SCM（サプライチェーン・マネジメント）ハンドブック」［15］の共著者として，ロジスティク
スのための最適輸送・配送に関する考察を行っている。
　論文［40］では，特許のアイデアの具体的な実践例として，「流体である気体，液体，音波の拡散」
を主に挙げている。本論文では，特許のアイデアを創出するための能力を涵養するMOT教育を考
察している。
　論文［41］では，対称巡回セールスマン問題において，目的関数と制約条件が線形式である整数
計画問題の定式化を示している。部分巡回路除去条件は，ノード総数の半数個までのノードを通る
全ての部分巡回路を禁止すれば良いことを証明している。更に，ノード総数が偶数である場合に，
ちょうど半数個のノードを通る部分巡回路の除去条件式は，半数個のノードを通る全ての部分巡回
路の内で，その半数の巡回路であることを証明している。これにより，この定式化における必要十
分な除去条件式を証明している。すなわち，この定式化を用いるならば，除去条件式の個数をこれ
以上減らすことは不可能であることを証明している。
　論文［42］の研究では，数値シミュレーションとして5トンを積載できるトラックを使用し，四
国4県34都市を対象として，どの都市に施設を置くかを考察している。
　論文［11］では，作業を割当てるディスパッチングルールにより，固定時間増分法を用いてジョ
ブショップスケジューリングを行っている。更に，ある作業には二つ以上の先行・後続作業があり，
そのどちらの作業からでも開始することができる仕事を考察している。
　共著研究［43］では，生産計画問題の一種である引っ張り型生産指示方式の数理モデルが整数計
画問題に定式化されることを示し，これをモデル記述言語を用いて記述している。次に，モデル記

再生システムの最適化 19



述言語が持っている最適解の後処理解析機能を用いて，新たに作成した二つの近似計算手続きを示
している。更に，ある種の自動車部品製造工程を対象として数値シミュレーションを行っている。
　論文［44］において，多重の暗号化の研究では，施設配置問題の数値データに二重に暗号化を行っ
ている。すなわち，データの数値にそれぞれの公開鍵で暗号化していき，それぞれの秘密鍵で逆順
に復号している。アプリケーション・ソフトで使用されるコマンドを，文字列を増やして冗長化し
て暗号化している［9］。

4．あとがき

　本論文では，著者が長年に亘って行ってきた研究内容を概観してきた。また，これに係る実務的
な側面も記載している。
　MOT教育によって，工業特許のアイデアを創出できれば，企業には特に有益になる。既存のシ
ステムの構造，例えば高燃費エンジン，航空機主翼のアーク構造，コンピュータ・システムなどを
アイデアで改良を行い，エンジンの蓄電池システムにおいて消費電力効率を改善するアイデアを考
案する。特に，自動車輸出産業に多大な影響を与えるエンジンの改良を考察している。
　ロジスティクスの輸送・配送については，様々な論文や著書が出版されている。これを業界でも
分かり易くて使い易いようにまとめておくと，物流の当事者同士だけではなくて，サード・パーティ
の物流企業にも役に立つようにできる。
　電力潮流解析のソフトウェアは，最適潮流計算が主流と考える研究者がいる。この制約付き潮流
を求めるソフトウェアは，設備による調整回数の最小化を図っているので，空中へのアーク放電に
よって機器損耗となる調整を避けている現場の電力会社には，有用なソフトである。
　商圏のための大規模小売店舗法は法律が既に廃止されている。しかしながら，市街地に実際に大
規模店舗を出店するには，実際に顧客がどのように推移するかを予め考察しておいて，その結果を
周辺の小売店舗に公開して了承を得ることを要求される。そのためには，旧通産省が使用したこの
ような商圏問題のシミュレーションの結果が必要となる。
　鉄道輸送において大量の荷物がある作業現場では，その全ての荷物運搬をフォークリフト車が行
うには適していない。現場の改善として，荷物を列車からトラックに移すために，上から引いて持
ち上げて，線路の横に移動するクレーンを持った「運搬用クレーン」を置いて，これを利用するこ
とが考えられる［45］。
　最近では，英語の教員だけが英文和訳を教えているのではなくて，英語の純粋な専門家ではない
人々が英訳を担当している。例えば，他分野の専門家による講義「外国書講読」，あるいは，スポー
ツの世界大会の審判による世界大会ルールブックなどの翻訳がある。これ以外には，大学受験生や
企業内の翻訳部による間違いがある。これらの準専門家のために，翻訳のために簡潔に記載した解
説書を研究発表している。これを読んで，誤訳を減らすことができる。留学生のための英語による
教育において，教材を英文で作成しておけば，イングリッシュ・トラックへの一助となる。
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