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学位論文内容の要旨 

 

   Chapter 1 is an introduction to the purpose of the thesis, explaining the importance of 

forecasting and the ways in which expert systems are necessary for industrial applications. Finally, a 

brief definition of the problem and a proposed solution are explained. Chapter 2 presents an 

introduction to supply chain management, supply chain information systems, with specific discussion 

of forecasting and aggregation planning, and demand uncertainty. More details related to fault 

diagnosis and management are given along with the difference between faults, failures, and 

malfunctions. Chapter 3 presents a summary of standards and methods used in the system such as 

statistical methods and genetic algorithm details. A dynamic supply chain proposed model is 

introduced in chapter 4. A demand forecast system is explained in chapter 5. Moreover, in chapter 6, 

case study problem definitions, data collection, data validation, model implementation, and results of 

applying demand forecast solution in a Fast Moving Consumer Goods (FMCG) company. A 

fault-forecasting model is introduced in chapter 7 with details of the kinds of data used, the 

fault-forecasting system detailed design, an improved kernel Fisher discriminant analysis method, 

and a proposed enhanced genetic algorithm. A fault forecasting case study––with experimental results, 

operations used, running scenarios, and considered results––is addressed in chapter 8. Finally, 

conclusions and future work are summarized in chapter 9.



 

論文審査結果の要旨 
 

生産の関連する予測の正確さの問題は，生産効率を改善するサプライ・チェーン・プロセスに

も影響している．需要予測法および予測故障診断用の保守システムの精度を改善する研究は緊急

に要求されている． 

 

本論文ではサプライ・チェーンのための多変数を使った需要予測法および予測故障診断用の保

守システムするエキスパート・システムを提案している．まず，動的サプライ・チェーンの概念

を全体のシステムをとらえ，需要予測から解析した．統計的手法と改良遺伝的アルゴリズムの統

合を試み，需要予測の正確さ等を検討した．改良遺伝的アルゴリズムとは，各種の統計的手法間

のウエイトを 適にし，時系列と予測する精度の改良に基づく移動平均の予測法を組み合わせた

方法である．数値実験として日用品 (FMCG) 製造業のデータを使用し，提案法と従来の統計的手

法と比較した．その結果，需要予測の正確さが向上できることを確認された． 

 

また，予測する故障診断用の有効な体系を構築するための安全なプラント・オペレーションお

よび 適化された保守システムを取り上げた．ここでは故障の発生する予測の精度を向上するた

めに，統計的手法の適用，知能およびエキスパート・システムの組み合わせた新しい手法を提案

した．すなわち，遺伝的アルゴリズムの突然変異の操作を改善し，さらに，核フィッシャー判別

分析方法と突然変異の操作を改善した遺伝的アルゴリズムを修正した．要因分類および予測する

能力を改善するためのベイジアンベクトル自己回帰線と制限付きベクトル自己回帰線の組み合わ

せ手法を提案した．故障予測の精度を向上する提案法を岡山大学内の実験装置に装填し，数値実

験を試みた．その結果，提案法は従来法と比べ故障の発生する予測の精度を向上できることが確

認できた． 

 

生産の関連する予測について，需要予測や予測故障診断用の保守システムの精度の改善法を提

案した．その結果，予測の精度を向上できることが確認できた．よって，本論文は博士（学術）

の学位論文に値することを認められる．




