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●平成25～26年度　役員候補者推薦のお願い

定款に従って平成25, 26両年度の役員の選出を行います．スケジュールは次の通りです．

平成25年  1月15日（必着）候補者推薦締切．  

 3月    　　　　　会員による投開票を予定 .  

 4月    　　　　　平成25年度総会において決定の予定．

ついては，以下により候補者の推薦をお願いいたします．

公益社団法人日本オペレーションズ・リサーチ学会　監事　中川慶一郎，宮沢政清

役員候補者
・役員（理事・監事）候補者については本人の同意を得たうえで，候補者の略歴をつけ，正会員または名誉会員

5名以上が推薦する（下記の書式に従ってください）．

・理事は会務の分担ごとに選挙するので，分担を明示すること．  

今回選出する理事の会務分担および定数は次の通りとする．  

副会長2名，庶務1名，国際1名，研究普及（研究）1名，編集（機関誌）1名，支部理事1名（支部所属者1

名），無任所1名（支部所属者1名 )

・監事の改選数は1名．

…………………………………………………… 切　り　取　り　線 ……………………………………………………

平成　　年　　月　　日

役員候補者推薦届

公益社団法人　日本オペレーションズ・リサーチ学会選挙管理委員会殿

平成25～26年度日本オペレーションズ・リサーチ学会の役員

□副会長　□庶務理事　□国際理事　□研究普及理事　□編集理事　□支部理事　□無任所理事

□監事として

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏を推薦いたします．

　　　推薦代表者：　　　　　　　　　　　　　㊞（所属：　　　　　　　　　　　　　　　)

　　　　　　　　　　　 　　㊞　　　　　 　　　　　　　㊞　　　　　　　　　　 　　㊞

　　　　　　　　　　 　　　㊞　　　　　　 　　　　　　㊞　　　　　　　　　　 　　㊞

候補者略歴（18字×6行以内）

 

 

 

 

上記の推薦に同意します．候補者　　　　　　　　　　　　㊞　（所属：　　　　　　　　　)
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公益社団法人 日本オペレーションズ・リサーチ学会
〒101–0032 東京都千代田区岩本町 1–13–5 サン・チカビル 7F

電話（03）3851–6100　　Fax （03）3851–6055
http://www.orsj.or.jp/
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●日本OR学会各賞の候補ご推薦のお願い

本学会では，研究賞，研究賞奨励賞，論文賞，実施
賞，普及賞，事例研究賞，業績賞，学生論文賞を設定
し，それぞれの分野で顕著な成果・業績を挙げられた
個人や企業を毎年表彰しております．つきましては，
今年度の受賞候補者の積極的なご推薦を募ります． 　
なお，論文賞につきましては，本学会論文誌に掲載
された論文のみが授賞対象になりますので，特に推薦
は募りません．
推薦締切日は以下の通りです．

 1.  実施賞，普及賞，業績賞：平成25年1月5日
 2.    研究賞，研究賞奨励賞，事例研究賞：平成25年1

月31日
 3.  学生論文賞：平成25年3月31日
推薦は原則として学会所定の様式に従ってください．

様式は，ホームページ http://www.orsj.or.jp/whatisor/
award7.html からダウンロードしてご利用ください．
なお，各賞の概要は次のとおりです．過去の受賞者 
一覧は，http://www.orsj.or.jp/whatisor/award.htmlに
記載しています．
〔研究賞〕昭和43年 （1968年） に創設された大西記念
文献賞，およびそれを継承した文献賞を受け継ぎ，
昨年度から設けられた本学会で最も歴史のある賞で
す．次の条件を満たす個人に贈られます．
 1.  本学会員であること．
 2.     独創性と将来性に富み，ORの発展に寄与する

研究業績を挙げていること．
授賞対象とする研究業績は過去5年以内のものとし，
毎年1名程度を表彰する予定です．

〔研究賞奨励賞〕若手研究者個人を対象とする賞です．
上の研究賞の条件に加えて被推薦者の年齢に関して
次の条件があります．
　被推薦者は，原則として平成25年1月1日に満
35歳以下であること．ただし，OR研究歴が短い方
などは，この年齢制限を超えていても構いません．
　授賞対象とする研究業績は過去3年以内のものと
し，毎年3名程度を表彰する予定です．

〔論文賞〕2010年度より設けられた新しい賞です．過
去1年間に本学会論文誌に掲載された論文のうち，
特に優れたもの1編に贈られます．授賞論文の著者
すべて（非会員が含まれる場合も全員）を表彰しま
す．なお，論文賞の推薦は募りません．

〔実施賞〕ORの強力な実施･推進に対して贈られます．

毎年1件程度を表彰する予定です．
〔普及賞〕ORの普及に大きな貢献に対して贈られま
す．毎年1件程度を表彰する予定です．

〔事例研究賞〕ORの優れた事例研究に対して贈られ
ます．毎年3件程度を表彰する予定です．
＊〔実施賞〕〔普及賞〕〔事例研究賞〕はともに，個人
の場合は本学会員，グループの場合は本学会員を含
むグループ，企業の場合は賛助会員企業が対象です．

〔業績賞〕ORの研究・教育・実施等に関わる活動に
顕著な業績を挙げた個人に対して贈られます．ただ
し被推薦者は，原則として満40歳以上，満60歳以
下の学会員であることが必要です．毎年1名程度を
表彰する予定です．

〔学生論文賞〕学生によるORに関する優れた研究に
対して贈られるものです．対象は，来春提出される
学部の卒業論文，または大学院の修士論文とします．
毎年5編程度を表彰する予定です．学生･指導教員
がともに本学会員であることが必要です．詳しい募
集要項は，OR誌2月号に掲載します．  
 （表彰委員会）

● 2013年春季シンポジウム

日　程： 2013年3月4日（月）
場　所： 政策研究大学院大学
実行委員長： 土谷　隆（政策研究大学院大学）

● 2013年春季研究発表会

日　程： 2013年3月5日（火），6日（水）
場　所：東京大学（本郷キャンパス）
実行委員長： 室田一雄（東京大学）

● 2013年秋季シンポジウム

日　程： 2013年9月10日（火）
場　所：徳島大学常三島キャンパス

http://www.tokushima-u.ac.jp/campusmap/josanjima/

● 2013年秋季研究発表会 

日　程：2013年9月11日（水），12日（木）
場　所：徳島大学常三島キャンパス

http://www.tokushima-u.ac.jp/campusmap/josanjima/
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● 平成25年度研究部会新設および継続の申
請について

研究普及委員会では，その活動の大きな柱の一つと
して，研究部会・グループの設立・運営のお手伝いを
しております．研究部会の設置期間は，原則として2
年以内ですが，理事会の承認が得られればさらに1年
延長することも可能です．部会が発足しますと財政的
な補助もいたします．研究テーマは，基礎理論から実
践研究までご自由にお考えいただいて結構です．
今年度活動中の研究部会・グループは以下のどおり
です．詳しくは学会WEBをご覧ください．
http://www.orsj.or.jp/activity/sig.html
常設研究部会
 1 待ち行列
 2 数理計画 （RAMP）
 3 評価のOR
 4 意思決定法
 5 サプライチェーン戦略
研究部会
 1 持続可能社会のためのインフラストラクチャー戦
略

 2 確率最適化モデルとその応用
 3 サービスサイエンス
 4 サービス産業における最適化と意思決定
 5 食料・農業・環境における意思決定
 6 先端マーケティング分析
 7 不確実性環境下での意思決定科学
 8 最適化の理論と応用
 9 数理的手法の展開と応用
10 政治と社会と行政のOR
11 OR横断若手の会 （KSMAP）
12 防衛と安全
研究グループ
 1 都市と地域のOR
申請の締切は新設・継続ともに12月15日です．申

請用紙は事務局 （E-mail: jimukyoku@orsj.or.jp） まで
ご請求ください．

●研究部会・グループ開催案内

〔待ち行列〕
・第236回
日　時：2012年11月17日（土） 14 : 00～17 : 00
場　所：東京工業大学大岡山キャンパス　西8号館 （W） 

809号室
テーマと講師：
（1）「流行度の順位付け」

服部哲弥（慶應義塾大学）
（2）  「センサネットワークにおけるデータ収集方式

とその評価」
朝香卓也（首都大学東京）

問合せ先：  小林正弘（東京理科大学）  
E-mail: m_kobayashi@is.noda.tus.ac.jp

部会URL：http://www.orsj.or.jp/queue/

〔評価のOR〕
・第50回
日　時：2012年11月17日（土） 15 : 30～18 : 00
場　所：長崎大学経済学部本館11番教室  

http://www.nagasaki-u.ac.jp/ja/access/ 
長崎市片淵4丁目2–1

 http://www.nagasaki-u.ac.jp/ja/access/
katafuchi/index.html

 h t tp : / /www.econ .nagasak i -u .a c . j p /
information/access.html

テーマと講師：
（1）  「環境要因を考慮した日本の水道事業の効率性

分析―DEA手法による計測―」
中村春雄（長崎大学大学院経済学研究科博士後
期課程3年）

（2）  “Dynamic DEA with network structure: A 
new Malmquist index”  
Kaoru Tone （政策研究大学院大学） and Miki 
Tsutsui （電力中央研究所）

懇親会：無量菴伊良林銀鍋（会費8,000円）  
Tel: 095–822–4615

アクセス ： 長崎市新大工町電停（3号系統蛍茶屋行
き）から徒歩3分

 http://r.gnavi.co.jp/f371001/
懇親会への問合せ先：福山博文（福岡大学）
 E-mail: fukuyama@fukuoka-u.ac.jp
問合せ先：  関谷和之（静岡大学）  

E-mail: sekitani@sys.eng.shizuoka.ac.jp
部会URL：http://www-sys.ist.osaka-u.ac.jp/hyoka/

〔意思決定法〕
・第21回
日　時：2012年11月27日（火）18 : 00～20 : 00
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場　所：名城大学名駅サテライトMSAT　会議室 
名古屋市中村区名駅3–26–8　名古屋駅前桜
通ビル13階

テーマと講師：
（1）  「評価値一斉法の仮想シナリオでの適用事例に

ついて」
杉浦　伸（名城大学）

（2）  「教育サービスにおける学生期待度 （SE） と学
生満足度 （SS） の評価分析」
法雲俊栄（大阪商業大学）

問合せ先：  田地宏一（名古屋大学）  
E-mail: taji@nuem.nagoya-u.ac.jp

〔数理的手法の展開と応用〕
・第4回
日　時：12月1日（土）14 : 30～17 : 00
場　所：石川県文教会館　203会議室
テーマと講師：
（1）  「生産システムステージの教育向上の検討」

新田雅道，鹿野勝彦，下村達夫（小松短期大学
地域創造学科）

（2）「非対称情報下における部品調達問題」
前田　隆（金沢大学人間社会学域経済学科）

問合せ先：  金子宏之　小松短期大学地域創造学科 
Tel: 0761–44–3500, Fax: 0761–44–3506 
E-mail: hiroyuki_kaneko@komatsu-c.ac.jp

部会URL：http://www10.atwiki.jp/mathmethod/

●新宿OR研究会案内

〔第323　新宿OR研究会 〕
日　時：2012年11月20（火）12 : 00～14 : 00
テーマ：「プロ野球の数理科学」
講　師：鳥越規央氏（東海大学理学部専任准教授）
場　所：東天紅会議室（新宿センタービル53F）
参加費：3,000円（事前にメールにてお申し込みくだ

さい．）
問合せ先：  日本OR学会事務局

E-mail: jimukyoku@orsj.or.jp

●会合案内

・「動的ネットワーク型包絡分析法の理論と応用に関
する研究会」

日　程：2013年1月29日（火）～30日（水）
場　所：政策研究大学院大学4階会議室4A

概　要：科研費による上記研究（代表者：刀根　薫）
の最終年の研究発表会

発表予定者 ： Prof. Avkiran （Univ. of Queensland）, 
Prof. Johnson （Texas A&M Univ.）, Prof. 
Yu （National Ocean Univ. of Taiwan）, 
Prof. Chang （National Dong Hwa Univ.）, 
Prof. Zhao （Peking Univ.）, 福山教授（福
岡大），河口教授（成城大），刀根教授（政
策研究大）他

発表希望者：若干名枠あり．ご相談ください．
連絡先：筒井美樹（電力中央研究所）  

E-mail: miki@criepi.denken.or.jp

●他学協会協賛案内

他学会等が主催する大会やシンポジウムで当学会が
協賛しているものについては，原則として主催学会の
会員と同じ費用で参加できますので，皆様奮ってご参
加ください．

・JABEE―日工教共催 「国際的に通用する技術者教育
ワークショップシリーズ　第1回」

日　時：2012年12月8日（土）10 : 00～18 : 00
主　催：一般社団法人日本技術者教育認定機構 

（JABEE）
共　催：公益社団法人日本工学教育協会
場　所：芝浦工業大学 豊洲校舎303教室
連絡先：JABEE事務局　石井英志  

E-mail: ishii@jabee.org
WEB: http://www.sbj.or.jp/related_soc/jabee_

workshop_20121208.html

・第43回信頼性・保全性シンポジウム
日　程：2013年7月12日（木）～13日（金）
主　催：一般財団法人日本科学技術連盟
場　所：日本教育会館（東京都千代田区一ツ橋2–6–2）
後　援：日本信頼性学会
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●メーリングリスト登録のご案内
　OR学会ではメーリングリストを開設し，本学会
ならびに各研究部会の主催する研究発表会・セミ
ナー等の催しに関する広報機能としてご利用いた
だいています．
　未登録の方，新規にOR学会のご入会の方は，ご
登録くださいますよう，ご案内申し上げます．
メールアドレスを変更する場合は，新しいメール
アドレスで参加登録をしてください．また，古い
アドレスは脱退の手続きをしてください．下記に
あります「会員業務窓口」への変更届とは別途，
MLのご変更手続きが必要になりますのでご注意く
ださい．
＊メールマガジンは，新規ご入会と同時に配信さ
れますが，　メーリングリストは希望者の登録制と
なっております．
＊詳しくは，学会WEBのメーリングリスト利用の
手引きをご覧ください．
http://www.orsj.or.jp/members/mlhowto.html

●平成25年度年会費納入のお願い
　平成25年度年会費の請求書を11月に発送いたし
ます．納入期限は平成24年12月末までとなってお
りますので，お早めにご入金くださいますようお
願いいたします．
＊預金口座自動振替の方（正会員のみ）は平成25
年1月に引き落としとなります．預金口座振替のご
変更や中止をご希望の方は，11月末までにメール
にてご連絡ください．
＊OR学会の事業年度は3月～翌年2月までです．

●ご住所，ご所属先，OR誌送付先のご変更，
年会費についてのお問合せは
「会員業務窓口」まで
Tel: 03–5389–0235
Email: orsj-post@bunken.co.jp

●新入会員（2012年10月理事会承認分）

―正会員―
＊丸居　宏行 パンパシフィック・カッパー（株）
＊田口　壮輔   三菱UFJリサーチ&コンサル

ティング（株）
＊塚本　幸一郎 フューチャーアーキテクト株式会社
＊新見　朋広 京都大学大学院〔関西支部〕
＊山田　裕通 （株）構造計画研究所

―学生会員―
＊小林　拓矢 東京工業大学
＊横井　優 東京大学大学院
＊西澤　拓海 中央大学大学院
＊中垣　和歌 釧路工業高等専門学校〔北海道支部〕
＊佐藤　広幸 成蹊大学
＊井村　亮介 成蹊大学
＊久保田　敬介 文教大学大学院
＊鈴木　啓 サレジオ工業高等専門学校
＊小西　悠馬 大阪大学〔関西支部〕
＊塩田　純 慶應義塾大学

＊支部表記のない方は本部所属です．


