学会ニュース

新フェロー紹介（2020 年）
フェローは，オペレーションズ・リサーチの研究と発展に多大なる貢献をなさった方に，その功

績を称えて贈られる称号です．新フェロー 5 名の方が理事会で以下のとおり選ばれました．フェ

ロー記は，2020 年 4 月 27 日の総会にて贈呈されました．

堀田

多加志（ほった たかし）氏

昭和 33 年 5 月生まれ

〔学歴〕
昭和 58 年

東京大学工学部電子工学科修士課程修了

平成 7 年

博士（工学）東京大学

〔職歴〕
昭和 58 年
平成 13 年

（株）日立製作所日立研究所

入社

日立研究所情報制御第一部長

平成 17 年

日立研究所情報制御研究センタ長

平成 22 年

システム開発研究所

平成 23 年

横浜研究所

平成 25 年

インフラシステム社

平成 28 年

サービス & プラットフォームビジネスユニット制御プラットフォーム統括本部

所長

所長
技師長
技師長

〔OR 学会関連〕
平成 29 年〜平成 31 年

副会長

平成 29 年〜平成 31 年

研究普及委員長

堀田氏は日立研究所において情報制御システム，パワーエレクトロニクスの研究取りまとめに従事した後，シ
ステム開発研究所所長，横浜研究所所長などを経て，平成 28 年より日立製作所サービス & プラットフォームビ
ジネスユニット制御プラットフォーム統括本部技師長に就任し，制御技術と情報技術について相互の技術導入や
融合に尽力した．また，社内で OR 研究者の連携強化や OR の活用に努めた．平成 29 年からは本学副会長に就任
し，研究発表会，シンポジウム，研究部会への支援など，OR の活用と普及に大きく貢献した．

松井

泰子（まつい やすこ）氏

昭和 39 年 11 月生まれ

〔学歴〕
平成 6 年

東京理科大学大学院工学研究科修了

平成 13 年

博士（工学）東京理科大学

〔職歴〕
平成 6 年〜平成 10 年

東京都立大学

平成 10 年〜平成 19 年

東海大学理学部

平成 19 年〜平成 20 年

東海大学理学部

助教授

平成 20 年〜平成 26 年

東海大学理学部

准教授

平成 26 年〜現在

東海大学理学部

教授

助手
専任講師

この間，スイス連邦工科大学 客員研究員，マギル大学（カナダ）客員研究員，パリ第 11 大学客員研究員など
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〔OR 学会関連〕
平成 14 年〜平成 19 年

庶務幹事

平成 14 年〜平成 15 年

情報化委員

平成 15 年〜平成 16 年

情報コミュニケーション委員

平成 25 年〜平成 30 年

庶務幹事

平成 28 年〜平成 30 年

無任所理事

平成 28 年〜平成 30 年

資産活用委員会

平成 30 年〜現在

代議員

松井氏は，OR，組合せ理論，数理最適化などに関する研究に取り組み，論文が当該分野の学術論文誌に採択
されるとともに，多数の教科書を共著として出版している．また，本学会における発表のみならず，ゲーム理論
や数理最適化に関する啓蒙的な講演も多数行っている．さらに本学会においては，庶務幹事，無任所理事，代議
員などを務めるとともに，2018 年春季研究発表会では実行委員長を務め成功裡に導くなど，大きな貢献を果た
している．

斎藤

努（さいとう つとむ）氏

昭和 41 年 9 月生まれ

〔学歴〕
平成元年

東京工業大学情報科学科卒業

平成 3 年

東京工業大学大学院理工学研究科情報科学専攻修士課程修了

〔職歴〕
平成 3 年〜平成 29 年

構造計画研究所数理技術部

平成 29 年〜現在

（株）ビープラウド

令和元年〜現在

（兼務）トヨタ自動車
（株）
（非常勤嘱託社員）

〔OR 学会関連〕
平成 15 年

第 23 回事例研究賞

平成 19 年

研究普及委員

平成 24 年〜平成 26 年

研究普及理事

平成 24 年〜平成 26 年

広報委員

平成 26 年〜平成 28 年

代議員

平成 28 年〜平成 30 年

会計理事

平成 28 年〜平成 30 年

広報委員

平成 28 年〜平成 30 年

資産活用委員

平成 29 年

第 43 回普及賞

平成 31 年〜現在

広報委員

斎藤氏は，構造計画研究所数理技術部にて OR 手法を使った問題解決業務に従事し，その成果により，平成 15
年度に第 23 回事例研究賞を受賞している．また，「最適化」や「Python」をテーマとするガイドブックや教科
書を多数共著者として執筆し，同テーマに関する OR セミナーのコーディネータおよび講師も数多く務めた．こ
れらの活動に対して，平成 29 年には第 43 回普及賞も授与されている．さらに研究普及理事や会計理事なども務
め，本学会の広報活動や，会計業務においても大きな貢献を行っている．
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鈴木

賢一（すずき けんいち）氏

昭和 43 年 3 月生まれ

〔学歴〕

平成 4 年
平成 8 年

東京工業大学大学院理工学研究科修士課程修了
博士（工学）東京工業大学

〔職歴〕

平成 6 年〜平成 10 年

東北大学大学院経済学研究科

助教授

平成 19 年〜平成 30 年

東北大学大学院経済学研究科

准教授

東北大学大学院経済学研究科

教授

平成 30 年〜現在

〔OR 学会関連〕

東京工業大学大学院社会理工学研究科

平成 10 年〜平成 19 年

平成 10 年〜令和元年

東北支部事務局

平成 14 年〜平成 18 年

論文誌編集委員（ASSO）

平成 17 年〜平成 21 年

助手

研究普及委員

鈴木氏は，東京工業大学在学中から OR，最適ポートフォリオ選択，確率的計画法の研究に取り組むとともに，

OR 的手法を用いた金融および経済関係の多くの業績を有している．さらに本学会においては論文誌編集委員や

研究普及委員としてその任務を果たすとともに，東北支部運営活動において中心的な役割を果たし，特に平成
10 年支部幹事長就任後は，事務局を兼務しながら，各種講演会，支部総会のセッティング，会計処理などの業
務を行い，令和元年まで 20 年以上その役割を継続するなど，本学会に多大な貢献を行っている．

佐々木

美裕（ささき みひろ）氏
昭和 42 年生まれ

〔学歴〕

平成 7 年
平成 10 年 3 月
平成 16 年

南山大学大学院経営学研究科経営学専攻博士前期課程（修了）
京都大学大学院工学研究科数理工学専攻博士後期課程（研究指導認定退学）
博士（情報学）京都大学

〔職歴〕

平成 11 年〜平成 12 年

平成 12 年〜平成 17 年

平成 17 年〜平成 21 年

南山大学経営学部

講師

南山大学数理情報学部

南山大学数理情報学部

講師

助教授（准教授）

平成 20 年〜平成 21 年

カリフォルニア州立大学フラトン校，ミズーリ大学セントルイス校客員研究員

平成 26 年〜現在

南山大学理工学部

平成 21 年〜平成 26 年

南山大学情報理工学部

准教授

教授

〔OR 学会関連〕

平成 12 年〜平成 14 年

中部支部研究会幹事

平成 17 年〜平成 20 年

研究普及委員

平成 22 年〜平成 26 年

論文誌編集委員（ASSO）

平成 28 年〜現在

代議員

平成 18 年〜令和 2 年

令和 2 年〜現在

中部支部運営委員

中部支部副支部長

佐々木氏は，施設配置問題やネットワーク設計問題などに関する研究に携わり，本学会論文誌を含む国際学術
誌に多くの論文が採択されている．中部支部においては，4 回の研究発表会で実行委員として実務にあたり，プ
ログラム作成などの重要な用務を行ってきた．さらに，都市計画やスケジューリングに関する多くの国際会議の
実行委員・プログラム委員を務めるとともに，INFORMS の Section on Location Analysis（SOLA）の一般理
事，会計理事，副会長を経て，日本人として初の会長を平成 29 年〜31 年まで務めるなど，
「都市の OR」の国際
性を高めることに大きく貢献した．
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