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Abstract 

This paper presents sparse and large-scale data structure for mathematical information systems. A lot of 

studies previously researched are discussed企omthe various points of view， which mean information 

systems， so食wareengineering， artificial intelligence and knowledge information systems. This paper 

proposes three kinds of sparse data structures， that is， a matrix with rows and columns， the spread sheets 

and search trees. The first s仕uc旬reis used for the constrained load (power) f10w of practical el即位ic

power systems. This is an optimization problem which obtains a feasible solution with considering priority 

orders. The problem becomes large-scale in applying to real cases. The second exploits display expression 

of too large-scale spread sheet with sparse data structure which is impossible to show the whole sheet on 

one screen. The display expression of a computer only shows cells with data a白erautomatically dropping 

other cells of no data. The third is for desirable cons仕aintsatisfaction in the field of artificial intelligence. 

The constraint satisfaction means large-scale assignment problems with priority orders. The solution 

technique is to search state space by using several search仕ees.All of the three data structures仕eatsparse 

and large-scale insearching and/or its data stored. 

第 1章はじめに

最近では，情報システムは多数開発されており，システムの概略が公表されている [1，2，3，4]。

更に，今日のインターネット社会における情報システムのセキュリティを考察した事典等もある

[5，6]。また，情報システムを，経営情報の観点から解説した学術書も多数出版されている [7，

8， 9， 10， 11， 12]。

比較的早くからコンビュータを導入している企業ほど，初期段階の個別事務作業への適用を多

数行ってきている [7]。その結果互いにアプリケーション聞の整合性を保つことが困難になって

きた。一つのアプリケーションの修正がそれに関連するすべてのアプリケーションに広がり，ソ
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フトウェアの保守に関する作業が深刻になった。すなわち，一つのアプリケーションと，そのた

めに作成されたファイルは密接な関連を持っていて，アプリケーション毎に固有のファイルを操

作する形態が多かった。このために，ファイル間で、のデータの重複が多くなり，それらの間の一

貫性やソフトウェア保守の面での問題が表面化してしまい，関連性のあるデータの一括管理が求

められた。

企業における情報システムはますます大規模複雑化しており，企業における IT戦略は個別に

アプリケーションソフトを開発するのではなくて，市販のパッケージ・ソフトを購入して実装す

るようになってきた [8J。この代表例が， ERPパッケージ [13Jと総称されるソフトウェアであ

る。 ERPとは， Enterprise Resource Planningの略であり，直訳すると「企業資源計画」であるが，

しばしば(統合)基幹業務システムと訳される。 ERPパッケージは，会計，人事，生産などの企

業における基本的な管理のためのパッケージ化したソフトウェア製品である。代表的な製品に

は， SAP社の R13や ORACLE社の EBSなどがある。 ORACLE社は世界最大のデータベース・ソ

フトメーカーの一つであり， ORACLEは基幹製品であるリレーショナル・データベース管理シス

テムの名称である。また， SAP社が開発及び提供しているソフトウェア製品として APOや R13

がある [14J。

従来の情報システムは，社内における事務の効率化や意思決定の有効性を問題にしてきたのに

対して，社外の情報や，顧客の情報をうまく取り込んで，同業他社との差別化を行ったり，競争

の優位に立つために，情報通信技術 ICTCInformation & Communication Technology) を利用する

という考え方が出てきた [8J。このような考えの下に生まれたシステムを，戦略的情報システム

SIS (S回 tegicInformation Systems) と呼んで、いる。

SCM (Supply Chain ManagemenUは，サプライ・チェーン (SC)を構成する業務プロセスを統

合的な視点からとらえ直して，製品・サービスの付加価値を高めるために，企業や組織の壁を越

えて，プロセスの全体最適化を目指す戦略的な経営管理手法である[15 J 0 CRM (Customer 

Relationship ManagemenUは，詳細な顧客データベースを元にして，商品の売買，保守サービス，

問合せ・クレームへの対応など，個々の顧客とのすべてのやり取りを迅速・一元的に管理するこ

とによって，顧客サービスの質を向上させて，企業が顧客との長期的な関係を築く手法である

[15J。

「企業情報システムの新潮流Jについての特集がある [16，17，18，19J。企業情報システムの変

遷の例として，文献 [16Jでは，電力業界と鉄鋼業界を紹介している。電力分野では関西電力，

鉄鋼業界では新日鉄における情報システムを採り上げている。

ビジネス・プロセス・モデリングは，ビジネスプロセスを厳密にモデ、ル化することによって，

アナリストが効率やコストを分析する，あるいは，シミュレーションを行って，ビジネスプロセ

スのあるべき姿を決定するための手法である[I9J。代表的な手法としては，統一モデリング言語

UML (Unified Modeling Language)が挙げられる。 UMLは，通常オブジェクト指向プログラミン

グに用いられるが，自然な拡張によってビジネスプロセスにも用いることが可能である。

サービス利用者の視点では，導入した情報システムが真に有効活用されているのかがポイント

になる。経済産業省では，企業の IT利用活用段階を四つのステージで定義している[18J。それ

は，ステージ 1のIT不良資産化企業群，ステージ 2の部門内最適化企業群，ステージ 3の組織全

体最適化企業群，ステージ 4の共同体最適化企業群，である。

「最新の RFID技術とその応用」についての特集がある [20，21，22，23，24JoRFIDには，交通
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システムの SUICAや ICOCAなどがある。最近，様々な RFID(Radio Frequency Identification :無

線通信を利用した非接触による自動認識技術)が開発されて，世界中で扱われる「モノ」の履歴

や所在情報を担う重要な技術として， RFIDが注目されている [22LRFIDは「誘導電磁界また

は電波によって，非接触で半導体メモリのデータを読み出し，書き込みのために近距離通信を行

う物の総称」である [20]0近距離通信の構成要素は， RFタグ，リーダとライターである。 RFタ

グは，データを送信する機能を備えた能動型のアクティブ・タグ，及び，送られてきた搬送波の

電力を利用して送信する受動型のパッシブ・タグがある。電池を必要としないパッシブ・タグは，

価格が安く抑えられるので，モノに直接貼付できる [23]。アクティブ・タグはパッシブ・タグと

異なり，電池を搭載することが前提である。

ネットワーク型の RFIDシステムは，ネットワークに接続されて，関連情報がネットワークの

中に記録される [24]。ネットワーク型の RFIDシステムは，今後の物流，サービス，その他のア

プリケーションの基盤技術になると考えられている。 RFIDはユビキタス社会の機器である。物

流分野での利用以外に，庄頭等での顧客向けの販売支援という観点から CRMとしての利用も議

論されている [21]。

周知のとおりにユビキタスとは， rいたるところに存在する」という意味のラテン語であり，情

報分野では最初は「ユビキタス・コンビューテイング」という言葉で使われるようになった [25]。

eマーケットプレイス (e-marke中lace)とは，インターネット上に設けられた企業間の取引所で

あり， Webサイトを通じて売り手と買い手を結び付ける電子市場である。売り手と買い手が直接

取引きを行うことにより，これまでの中間流通業者を「中抜き」にして取引することができて，

流通コストが削減できる。電子商取引に参加する企業に割り当てられたコード番号は，複数の業

界団体や取引先から独自に番号を割り当てられていたが，この番号の統一化が進められている。

社会基盤としてのネットワークの安全性と安定性を確保するためにも，その上で実現される

種々のアプリケーシヨンの安全性と安定性を確保するためにも，ネットワーク・セキュリティが

重要となっている [26]。情報システムやネットワーク及び組織を守るためには， 1)ネットワー

ク・セキュリティに対する組織としてのポリシーの明確化・明文化， 2) エンド・ユーザや運用

担当者などに対する教育， 3)技術的な対策，の三つの側面から施策を進める必要がある。ネッ

トワーク・セキュリテイの向上が，国家的な政策課題の一つになってきた。

情報システムの設備を設ける際に，大災害等のセキュリティを考慮する必要がある。情報シス

テムのためのキーワードは， double duplicate，二重の 2倍である [27]。すなわち，情報システム

として必要なメモリを M とすると，容量 M のコンピュータシステムを 2ケ持つ施設を，別々の

二地点に設けるわけで、ある。容量を 2倍にする意味は，最近では銀行のオンラインシステムでも

導入されているように，休日や保守点検時にも稼動させるために，同じシステムが二つ必要とな

るからである。(これは dualsystemと呼ばれている。)また，同じ施設を二ヶ所に設ける理由は，

大災害の発生により施設が破壊されて機能が停止するのを避けるためである。(これは by-polar

systemと呼ばれている。)メモリに余裕があれば，大災害等の非常時には，余分なメモリを解放

して使用することも可能である。
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第 2章情報システムの開発

2. 1節 ソフトウェア工学

ソフトウェア工学には，様々な文献がある [28，29，30]。データ中心アプローチは，企業内シ

ステムの開発量が飛躍的に増大した 1980年代に提唱された設計技法である。データ中心アプ

ローチでは，データの共有を目的として，情報システムの運用・保守を容易にするために，対象

とする世界を抽象化して概念データモデ、ルを作成する [28]。大概の場合には，概念データモデル

が作成されないままでシステムが構築されるために，開発や運用における無駄の削減が大きな課

題となっていた。

ソフトウェア開発の方法論として，構造化手法はウォーター・フォール・モデルと伴に企業に

導入された。しかしながら，特定のデータの構造をアクセスするプログラムはデータ構造の変更

の影響を受け易いし，異なる構造を持つデータを扱えないので再利用にも向いていない [28]。

構造化分析とオブジェクト指向分析を比較すると，以下のようになる [28]。オブジェクト指向

分析では，構造を記述するオブジェクトモデ、ルが中心になるのに対して，構造化分析では，機能

を記述するデータフロー・ダイアグラムが中心になる。すなわち，システムの構成単位は，オブ

ジェクト指向ではオブジェクトであるが，構造化分析では機能である。また，システムの枠組み

の記述は，オブジェクト指向分析においてはオブジェクトの関連を中心に描くのに対して，構造

化分析では機能の階層構造を中心に描く。

オブジェクト指向による分析及び設計には， OMT CObject Modeling Technique)法がある。こ

のOMT法を発展させた UMLは， OMG CObject Management Group) に採択されたソフトウェア

開発用のモデリング記法である [31LUMLは，開発対象であるソフトウェアに対する要求や論

理構造を表現するために開発された。 UMLは，ソフトウェアを表現するために有効な各種のダイ

ヤグラムから構成されていて，各ダイヤグラムに対して表記法とその意味を定義している [32]。

OMGは，特定のソフトウェア企業に依存しない中立の非営利団体であり，オープンなプロセス

によって CORBACCommon Object Request Broker Architec旬re)などの各種標準を策定している。

CORBAは，分散システム環境においてオブジェクト同士がメッセージを交換するための共通仕

様である。

ソフトウェアの品質向上技術として， CASE CComputer-Aided So白wareEngineering)がある。

CASEとは，ソフトウェア開発・保守業務の自動化の支援となるようなソフトウェア・ツールで

ある。 CASEを導入すると，作業と生産物の標準化に伴って品質の平準化が図れる。

ソフトウェア開発における品質向上のために，ソフトウェアプロセス成熟度モデ、ルがある。こ

のプロセスの改善活動により，求められる機能と品質を備えたシステムを効率的に開発していく

ためには，何を作るかに加えて，いかに作るかに焦点を当てることになる [33]。

IS09000シリーズは，品質管理及び品質保証のためのシステムに関する国際規格である。

IS09000における「品質保証」とは， r品質要求事項を満たすことの信頼感を与えるために実施さ

れて，必要に応じて実証される活動」と定義されている [34]。

ソフトウェアのパグを水際で見つけ出す重要な技術分野が，ソフトウェア・テストである [35]。

テストとは，エラーを見つけようとしながらプログラムを実行する過程であり，パグを見つける

ためにきちんとしたテスト設計が必要である。開発のライフサイクル全体における品質マネジメ

ントの技術には，テストの他に，レビューやモデ、ル検査，プロジェクト・マネジメント，プロセ
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ス改善などがある。

レビューで、は，エラー検出率が基準値よりも良くなるかどうかで評価する [28]。更に，エラー

全体を，文法エラーが主である表現エラー，及び，論理エラーが主である内容エラーに分ける。

検査しているソフトウェアで発見されたエラー全体に対して，例えば一つの基準として，表現エ

ラーが 30%を超えているならば，このレビューによる評価では不合格になる。逆に，内容エラー

が80%を超えているならば，このレビューによる評価では合格になる。

経験的に，ソフトウェアの生産性と信頼性を向上させる手段が，再利用である。再利用に対し

て従来の延長上にあるのが， ドメイン分析・モデリングである [36]。コンポーネント・ウェアや

再利用のためには， CASEなどがある。重要な点として，ドメインの知識を整理することがある。

しかしながら，日々のソフトウェア開発に追われている現場には，そんな悠長なことをやってい

る余裕は無い。大切であるのは， ドメイン分析・モデリングを認識して，そのためにほんの少し

だけ手間をかけることである。 ドメインモデリングという理由は， ドメインに特化したモデ、ルで

あるという意味からである。 ドメイン分析の手順には，まずドメインを設定してからそのドメイ

ンを分析して，現状分析やシステムのモデ、ル化の提案を行ってから，システムの開発がある。

ソフトウェア工学の一分野に，要求工学がある [37]。要求工学は「ソフトウェアへの要求をい

かにしてまとめるかといった技術や技法の集大成」であり，広い範囲の技術や技法によって，顧

客の要望を獲得して，分析して仕様化する作業や，要求の変更や追加などの要求管理を主な研究

対象としている。

安全なシステムを構築するために必要なセキュリティ・ソフトウェア工学の一つである，セ

キュリティ要求工学がある [38J。セキュリティ要求工学とは，セキュリティに関する要求をいか

にしてまとめるかといった技術や技法の集大成である。セキュリティ・ゴールとは，顧客情報や

決済情報などの，組織にとって重要な資産に対する，組織の方針である。

ソフトウェア開発は，マン・パワーに依存することが多い。人材を集めるためには，企業内に

人材を確保する手段と，企業外に人材を求める手段の二つがある。この外部委託は，国内企業に

対するだけではなくて，海外企業への委託が増大している。海外の開発途上国への外部委託であ

るオフショア (Offshore)が，近年ソフトウェア産業にも拡がってきて，オフショア開発と呼ば

れている [39]。

2. 2節人工知能

情報システムに知的な能力をもたせるために，人工知能AIは人間のようなコンビュータの実

現を目指す研究がある [40，41，42，43，44]。人工知能の研究は知識工学と呼ばれる実用指向の AI

研究へと引き継がれてきた。この研究では，例えば出発状態から結果へ至る判断木を形成して，

推論とは木の探索問題に置き換えられるので，最適探索の技法がいろいろと研究された [41]。こ

の判断木により，多数のルールを用いて，事実データから結論の方へと推論を進める方法がある。

これは前向き推論と呼ばれる推論制御法である。ルール型エキスパートシステムでは，知識の単

位は

IF 条件 THEN 結論

の形式をしたプロダクション・ルールで、あり，このルールの集合と事実情報を記録するデータの

集合とで，知識データ・ベースやエキスパート・システムが構築されている。(代表的なソフト

ウェアには，人工知能用言語 OPS83[45]がある。)プロダクション・ルールの内部表現と，自
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然文による外部表現を用いていて，インターフェース・プログラムによって自動的に変換される

ようになっている。つまり，人間には文章として見えるが，コンビュータにはデータ構造として

見える。この内部表現には Lisp言語が主に用いられている。

この推論では，経験則あるいはヒューリスティックスと呼ばれるルールを用いる。経験則を用

いる問題解決は非常に効率的である反面，全てをつくすことではないから見落としがあったり，

最適解の保証がなされないという本質的な欠点がある。

また，ルールはそのルールが主張している局所的な範囲においては正しいだろうが，それが他

の多くのルールと組み合わせて使われたときに適切な結果をもたらすものであるかどうかは，シ

ステムが大きくなればなるほど不透明となる。例えば，ルールで、用いられる確信度は，そのルー

ルが適用される可能性あるいは確率であると解釈できる。いま，確信の度合いを示す確信度が 0.7

のルールが二つあるとすると，この二つを連続して適用すると可能性は 0.49となり，そうでない

可能性は 0.51である。すなわち，確信度合いはほぼ半々で，どちらの結果にもなる。

あまりにも簡単な問題設定では，意義のある成果を引き出すことはできない。すなわち，簡単

な問題から得られた成果の多くは複雑な問題には役には立たない。一般に複雑な問題の解決には

全く異なった方法が必要となることは，応用システムにおいて実証されている。規模の変化は質

の変化を要求している。

プログラミング言語について述べると， Lispや Prologは極めて高級な言語である。更に， Prolog 

は人工知能向きの言語だとか，第5世代コンビュータの言語だという評価があった [44J 0 Prolog 

は，コンビュータ・システムの柔軟な使用が可能になった状況の中で生まれた言語であるだけに，

まず述語論理学という人間の側の都合があってそれに合わせて言語仕様が設定されている。

Prologは論理によるプログラミング (programmingin logic) という名前からも分かるように，何

をするかという論理によってプログラムを書くという意図のもとに作られた言語であり，手順に

関する考慮はかなり少なくてすむようになっている。

Prologは，プログラミングの労力の大部分を処理系に負担させることによって，プログラムが

論理学を本来の静的な構造のままで理解しながらプログラムを書くことを可能にしている。

しかしながら，処理系であるインタプリタ(またはコンパイラ)を開発する側に負担が多大と

なるので，処理系のソフトウェアは単純な構造で作成されてしまう。この結果，その処理系ソフ

トウェアを使用すると，メモリや計算時間の点で難があった。

ノレールは，エキスパートが持っているような高度な知識を体系的に表現することは不可能であ

るので，複雑な問題への応用は避ける方が良い。

2. 3節知識情報システム

今日では，コンビュータによる知識情報システムは多数開発されている。「人工知能技術と産業

応用」についての特集がある [46，47，48，49，50，51，52，53J。応用分野は，企業情報システム，

Webサービス，自動車や交通分野などである。

ビジネス・インテリジェンスとは，企業が持つ社内外の情報を活用して，ビジネスにおいてよ

り良い意思決定を迅速・確実に行うための活動や手法に関する包括的な概念である [50J。これ

は，データウェアハウス， OLAP (Online Analytical Processing)などの概念の実用化によって大き

な発展をとげた。データウェアハウスの構築においては，各業務部門で運営されているシステム

の多様な情報源からデータを抽出・変換・ロードして，全社的なレベルの情報に統合している。
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データウェアハウスとは情報の倉庫であり，エンドユーザが情報の有効活用に利用するという

考え方である [54]。リレーショナル・データベース管理システムのリレーショナルモデ、ルの提唱

者が， OLAPという概念を導入して，その中で多次元データベースの有効性を発表した。データ

ウェアハウスの情報を，各地の支店あるいは小売庖のユーザはデータ・マートとして利用する。

電子商取引は，大きく分類すると， B2B (Business to Business :企業聞の取引)， B2C (Business 

to Consumer :企業と個人との取引)， C2C (Consumer to Consumer :個人間の取引，いわゆるオー

クションなど)の 3種類になる [52]。

ネットワーク環境の中で，ユーザの作業を代行する自律的なソフトウェア・モジュールである

エージェントもまた，人工知能技術のオフィスへの応用と考えることができる [51]。

オフィスの中でも顧客との接点を担うフロント・オフィスでは，企業における顧客との接点

(営業，サービス，コールセンタなど)を整備して，顧客との良好な関係を構築することにより，

顧客対応力を強化して顧客満足度を高める取り組みである CRMに人工知能技術が応用されてい

る [51]。

産業界における人工知能技術の発展を，製造やサービス分野で見ることができる [49]。これに

は，欠陥の有無を診断する検査フ。ログラムを生成する「検査プログラム自動生成システムj，生産

スケジューリングタスク向けのシェルに基づいた「生産計画システムj，列車ダイヤの乱れを回復

する「運転整理システムj，車両基地における構内作業計画を作成する「構内作業計画システムj，

状況変化に応じて運行計画をリアルタイムに修正する「運行管理システム」がある。また，生産

管理システムのための AI的手法に関しては，文献 [55]がある。人工知能技術を産業に応用す

るには，特許として出願して登録する必要がある [47]。

電力分野は，電気エネルギーの生産から輸送，分配にいたる大規模なシステムの運用・保守事

業である。「電力自由化」を受けて，電力分野では，コスト削減とサービスの向上を目標にして，

事務業務及び設備運用・保守の効率化，均質化に従来にも増して精力的に取り組んできた。電力

分野では，現場の専門家の経験・知識・ノウハウを蓄積して活用できるように，人工知能技術を

応用したシステムの研究開発を行ってきている [48]。

最先端の「情報化・知能化J技術により， r人」と「道路」と「車両」を一体のシステムとする

ことで，道路交通が抱える事故や渋滞，環境対策などの諸問題を抜本的に解決するのが ITS

(Intelligent Transport Systems)の取り組みである [53]。車両にカメラやレーダなどのセンサを搭

載して運転を支援することで，事故の削減や事故被害の低減を狙った ASV(Advanced Safety 

Vehic1e)がある。

今日の社会を象徴するのは，ユビキタス [56]，IT [57]，インターネット [58]である。

情報システムを構築するために，ナレッジマネジメントとして知識の管理をどのようにするの

かは重要な研究テーマとなっている。この研究テーマを難しくしているのは，はっきり明示化さ

れていない「暗黙知Jが存在するからである [59，60]。

人工知能学事典 [40]によれば， r暗黙知」と呼ばれるはっきり明示化されていないメンタルモ

デルとしてのナレッジと， r形式知Jと呼ばれる明確な言語・数学・図表で表現されるナレッジと

があり，相互に作用し合い，スパイラル状に循環して向上していく SECI(セキ)モデ、ルが提唱さ

れた。「ナレッジ」とは，言葉では表現できない暗黙知を合み， rマネジメントJは，業務改善，

経営手法の要素まで合むとされている。

「形式知」において，システムを現実に開発する際に阻害となる要因のーっとして，実際のシ
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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のように構成するのかは重要な問題である。

第3章本研究の特長

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Jと

「スプレッドシートの構造J，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，あるいは，動画像

のためのスパース性を考慮したデータ構造，

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。本研究では， b)， c)， a) の順に，第 I部，第E部，第E部としている。

第 I部について-

Excelなどで代表される表計算ソフトウェアでは，多数の縦横の線で区切られたセルと呼ばれ

る四角の「欄Jがあり，この中にデータを格納したスプレッドシート(あるいはワークシート)

と呼ばれる「表」を使っている。従来，コンビュータのディスプレイ上にデータを表示する際に

は，セルの並んだ順番にそのままに表示するか，あるいは，使用者が指定した行あるいは列のみ

を表示していた。しかしながら，スプレッドシートが非常に大きく，更に，データがまばらな場

合(すなわち，スプレッドシートで、表されたマトリックスが希薄配列である場合)には，閲覧す

べきデータが少数であるにもかかわらず，何度も画面を切り替えてディスプレイに表示する表示

法であった。

従来，このような場合には，各データを一つのセル(要素データ)として，同一のデータ構造

を持つセルを列状につないだリストを構成していた。リストは，機能的には，配列に似ている。

しかしながら，配列は個々の要素が連続した記憶領域にあるのに対して， リストは全く別の場所

にある。

本研究では，表計算ソフトウェアなどで用いられるスプレッドシートにおいて，取り扱うデー

タがまばらに存在している場合に，データがない部分を省略して記憶し，データのある部分のみ

を自動的に表示させる方法を提案する。本研究では，この方法を，大規模なスプレッドシートを

用いた大学の学生成績処理に適用する。

また，この応用として，動画像においては多数の画面情報が必要となるが，各画面が基本画面

と比べてほとんど変わらない場合を考える。このような場合には，基本画面と同じ色である画素

の情報は省略し，異なる色である画素に関する情報のみを表示するための，スパース性を考慮し

たデータ構造を提案する。これにより，大幅にデータ量を削減することが可能となる。

また特許の申請の見本として，著者の特許「スプレッドシートによる，まばらなデータの表示」

について説明している。書類名は「特許願」であり，提出物件の目録として明細書，図面，要約

書がある。更に特許番号を実際に取得した「特許願」として， r 3原色・ 3属性による動画像のた
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めのスパース性を考慮したデータ構造Jの解説を行っている。

第 E部について

割当問題では，ある期間帯にある資源を割り当てたときの「利益Jを，目的関数の利益係数と

して用いている。この係数が「利益Jという明確な金額で表すことができず，単に，ある期間帯

にある資源を割り当てる「重要度」あるいは「優先度」という「重み付け」を表している場合が

ある。この優先度は本来数値化すること自体が困難であり，優先度をどのように重み付けすれば

良いという明確な基準がない。

本研究では，利益あるいは費用が金額として明確に与えられていない割当問題を解く際に，割

当を行う順番を表す優先順位を設定し，その優先順位に従った割当を行って実行可能解を求める

アルゴリズムを提案する。提案法では，最初に優先順位を全く考慮しないで実行可能解を求めて，

次にできるだけ優先順位を満足するように割当を変更していく。

制約充足は，一つあるいは複数の種類の仕事，作業，負荷などを，所与の幾つかの関係式また

は制約式を満足させて，場所，期間帯，時間帯，機械などを割当てるスケジューリングに使用さ

れる。普通の割当問題では，各資源は 1個しかなく，各場所または各期間帯等に対して一本の制

約式だけを考慮している。しかしながら，本研究が対象とする制約充足では，各資源が複数個あ

り，各期間帯に対して複数の制約式がある場合も考慮する。

本研究では，割当変数のために適切なデータ構造の提案及びその評価を行う。割当問題は，割

当を変化させても実行不可能和が変化しない場合が多いことはよく知られた事実である。このよ

うな場合に，様々な割当を少しずつ変化させて調べて，それらの情報を多数の特別な探索木に記

憶させる。

本研究では，複数の探索木を構成して，どの資源の割当を変更すべきかを探索して調べ，探索

したときの情報をアークとして保存している。得られた探索によって逐次割当を変更する際に

は，変更したところ以外の探索木のアークは残しておいて，次の探索の際の情報として用いる。

複数の探索木を用いて状態空間探索を行う際に，探索に必要なメモリの断片化をさけるために，

二重の「ごみ集め」を行っている。

本研究では，一般的な問題の一例として一般化割当問題を選んで，エキスパートよりも良い結

果を得ることができることを例証する。本研究は，スパース性を考慮して効率的な探索木を作成

すれば，エキスパートよりも更に深い探索を行って近似最適解を改善できることを示す。

第E部について.

電力会社において電力系統内での電力フローを計算して求める「制約付き潮流計算」のソフト

ウェアの開発では，計算方法の理論的構築のみならず，実際の規模をもっ系統を用いた数値計算

による実証を行なう。この実証に必要であるプログラムを開発する際には，効率的な計算が行な

えること，正確に作成すること，系統技術者が簡便に使用できることを考慮するので，多大の労

力と時間を必要とする。ここで，効率的な計算を行なうということは，計算時間をできるだけ短

くするために，プログラムを複雑にすることである。また，正確に作成するということは，例え

ば，効率は悪いけれども作成が容易である別の方法で同じ計算を行ない，その計算結果と照合す

ることにより，プログラムが正しく作動しているかどうかを調べて，もしエラーがあればプログ

ラムを修正することである。更に，簡便に使用できるということは，プログラムの内容に習熟し
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ていない系統技術者でも容易に使用できるようにするために，入出力形式を簡単にしたり，入力

データのエラーを排除したりする機能を設けることである。本研究では，プログラムの開発過程

において，効率，正確，簡便を考慮するために留意する点に関して考察する。

従来，非線形連立方程式の解を求める際に，等式制約式の誤差を最小化して零にする方法であ

るNewton-Raphson法がある。本研究では，等式及び不等式の制約式を満たす解を求める方法を提

案している。本方法では，制約式からの誤差のノルムを目的関数として，その値を単調減少させ

て零にして解を求めている。このノルムには， r 2次のノルム」と「無限大のノルム」の二つを考

察している。どちらのノルムを用いても，同様な証明によって，目的関数であるノルムの値を単

調減少させることができることを記している。

本研究の基になった発表論文は下記のとおりであり，記載内容はこれと同様である。

第 I部 スプレッドシートのデータ構造

1 )錦織昭峰，柳沢典子「大規模なスプレッドシートを用いた大学成績処理のデータ構造に関す

る一考察j，広島県立大学紀要， Vo1.6， No.1， pp.79・89，平成 6年 8月。

2)錦織昭峰「スプレッドシートのためのまばらなデータの表示法j，日本シミュレーション学会

第 17回シミュレーシヨン・テクノロジー・コンフアレンス， pp.279・282，平成 10年 6月。

3 )錦織昭峰「スプレッドシートによる，まばらなデータの表示j，特許出願番号特願平 6・113326，

特許公開番号特開平 7・287734，出願日 平成 6年4月。

4)錦織昭峰 特許「動画像における映像情報のスパース性を考慮したデータ構造j，特許出願番

号平成 7年特許願第 192402号，特許公開番号特開平 9・9292，特許第 3194005号，

査定日平成 13年 3月。

第E部探索木のデータ構造

5 )錦織昭降，渡辺展男，青木兼一，金指正和「大規模な優先順位付き割当問題のための探索木

を用いた近似解法j，日本シミュレーション学会第 12回シミュレーション・テクノロジー・

コンファレンス， pp.221・225，平成 5年 6月。

6)錦織昭峰「割当問題の制約充足のための探索木のデータ構造j，日本シミュレーション学会第

19回シミュレーション・テクノロジー・コンフアレンス， pp.313・317，平成 12年。

7 )錦織昭峰，渡辺展男，青木兼一，金指正和「大規模な優先順位付き割当問題のための探索木

を用いた近似解法j，電気学会論文誌，第 115巻C分冊，第 12号， pp.1521・1531，平成 7年

12月。

8 )錦織昭峰，渡辺展男，一森哲男，青木兼一，金指正和，伊藤雅「優先順位付き割当問題のた

めの大規模数値求解に関する考察j，日本応用数理学会論文誌， Vo1.6， No.4， pp.329・351，平成

8年 12月。

9 )錦織昭降「優先順位を考慮した大規模な一般化割当問題のためのデータ構造とアルゴリズ

ムj，電子情報通信学会論文誌 D-I，Vol.J85・D-I，Noムpp.122・131，平成 14年。 A.Nishikori， 

Data Structure and Algorithm for Large-Scale Generalized Assignment Problem Which Considers 

Priority Orders，めlstemsand Computers in Japan， Vo1.38， No.3， pp.83-91， 2007. 
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第E部行列のデータ構造

10)青木兼一，錦織昭峰，蜂谷栄一「線形計画を用いた制約付き潮流計算法j，電気学会電力技術

研究会， PE・81・50，pp.97・105，昭和 56年。

11)青木兼一，錦織昭峰「逐次 2次計画法を用いた制約付き潮流計算法j，電気学会電力技術研究

会， PE・84・90，pp.71・83，昭和 59年。

12)青木兼一，錦織昭峰「非線形計画を用いた制約付き潮流計算j，電気学会論文誌B分冊，第

106巻第 8号， pp.678・684，昭和 61年 8月。

13) K. Aoki and A. Nishikori， An Algorithm for Constrained Load Flow， IEEE Trans. Power App.砂'st.，

Vol.PAS-103， No.5， pp.963-973， 1984. 

14) K. Aoki， A. Nishikori and R. Yokoyama， Cons仕ainedLoad Flow U sing Recursive Quadratic 

Programming， IEEE Trans. Powerあlstems，Vol.PWRS・2，No.l， pp.8-16， 1987. 

15)錦織昭峰「電力系統の制約付き潮流計算に関する研究j，工学博士論文，広島大学，昭和 62

年 3月。

第 4章考察

数理的な最適化を行うためには，整数計画問題に定式化する場合がある。このような分野とし

て，アルゴリズム工学 [61，62Jがある。経営の問題では，意思決定変数が少数で、あっても，整

数計画問題に定式化する際に冗長性が生じたりすることがあり，変数の次元が膨大なものとなる

ことが多い。多数の整数変数をもっ問題に対しては，分枝限定法では効率が悪くなり，急に解け

なくなることがある。また，経営の問題は，たとえ非線形で、あっても，幸いなことに弱い非線形

性であることが多い。このような問題に対して，局所最適化を行う探索法などのアプローチによ

る近似解法は，手頃な計算費用で実用的な解を求めることができるので，“現場"で非常に役に立

つ方法であるという評価を得ている。

本研究は，組合せ最適化あるいは非線形計画の理論を基にして，大規模かつ弱非線形性に適し

た最適化アルゴリズムである「近似解法」と「探索法」を基にしている。

経営の問題は，現場に直結させて，現場の必要性の要求からボトムアップ的に解決する方向で

行われるべきものである。本研究においても，経営に現れる代表的な最適化問題を取りあげて，

実際問題にどのように適用されるかについて考察している。

データ構造は様々な分類の仕方があるが，本研究では二つに分類して，行と列を整列させる

データ構造と，整列させないデータ構造としている。このような最新の研究で大規模なソフト

ウェア開発の事例を取り扱っている学術本は従来では少ない。
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