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日頃は OR 学会関西支部の活動にご協力賜り、誠に有難うございます。遅ればせながらで

はありますが、2008 年度のニューズ・レターをお送り致します。 

今年度の春季研究発表会は、関西支部が中心となって京都において開催しました。春の京

都ということもあり、多くのご参加をいただき、成功裏に終えることができました。皆様

のご協力、ご参加ありがとうございました。12 月には、支部講演会、産学官研究者交流会

と、関西支部主催の大きな行事を予定しております。ここに、両行事の開催案内を掲載致

しますので、ぜひご参加下さい。 

支部役員の方々を始め支部会員の皆様のご協力を得て、支部活動を盛上げていきたいと考

えております。来年度より、支部長・幹事が交代になり、支部活動にも大きな「チェンジ」

が起こるものと思います。よりよい「チェンジ」ができますためにも、皆様からのアイデ

ア、ご意見、ご要望などを、お待ちしております。今後ともどうぞよろしくお願い致しま

す。 

関西支部幹事 山下 信雄 

 

１．第５回支部研究講演会 開催の案内 

共催：大阪大学 金融・保険教育研究センター（ＣＳＦＩ） 

日時：１２月 ５日（金），午後１時～５時２０分 

会場：大阪大学 中之島センター，７階セミナー室（１０２席） 

〒530-0005 大阪市北区中之島 4-3-53 

電話：06 (6444) 2100，Fax：06 (6444) 2338 

http://www.onc.osaka-u.ac.jp/ 

参加費：一般１，５００円，学生５００円 

会費は当日会場受付にて頂戴致します．予約は必要ございません． 

テーマ：「金融工学と経営意思決定」 

講演者・講演題目： 

○ 三宅康晴 氏（りそなホールディングス リスク統括部） 

「金融工学と銀行経営」 

○ 谷山智彦 氏（野村総合研究所／大阪大学 大学院・経済学研究科） 

高橋佳奈 氏（野村総合研究所／一橋大学 国際・公共政策大学院） 

「企業経営における事業リスクの評価とコントロール」 

○ 室町幸雄 氏（首都大学東京 大学院・社会科学研究科） 

「サブプライムローン問題と金融工学」 



○ 甲斐良隆 氏（関西学院大学 大学院・経営戦略研究科） 

「経営専門職大学院での金融工学教育」 

懇親会： 

日時：１２月 ５日（金），午後６時～ 

会場：大阪大学 中之島センター，９階交流サロン 

     http://www.rihga.co.jp/nakanoshima/salon/index.html 

会費：６，０００円 （当日シンポジウム会場受付にて頂戴致します．） 

なお，準備の都合上，参加を希望される方は， 

  １２月 １日（月）［厳守］ 

までに，大西 <ohnishi@econ.osaka-u.ac.jp> 宛てに御連絡下さい． 

実行委員会： 

実行委員長：  大西匡光（大阪大学 大学院・経済学研究科 

＆金融・保険教育研究センター） 

副実行委員長： 米山寛二（兵庫県立大学 環境人間学部） 

実行委員：   有馬昌宏（兵庫県立大学 大学院・応用情報科学研究科） 

西原 理（大阪大学 大学院・経済学研究科 

＆金融・保険教育研究センター） 

問い合わせ先：大西匡光 

〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町１番７号 

大阪大学大学院経済学研究科 

Phone: 06 (6850) 5234, Fax: 06 (6850) 5277 

E-mail: ohnishi@econ.osaka-u.ac.jp 

 

２．産学官 OR 研究・実践者交流会 開催の案内 

日時：１２月 １３日（土），講演会：午後１時～５時 

                  懇親会：講演会終了後 

会場：大阪大学 中之島センター、 ２階 講義室１（５４席） 

     〒530-0005 大阪市北区中之島 4-3-53 

      電話：06-6444-2100，FAX：06-6444-2338 

      URL: http://www.onc.osaka-u.ac.jp/ 

講演会参加費：無料 

テーマ： 「大学における諸問題と未来に向けての解決策  

-オペレーションズリサーチの視点から-」 

プログラム： 

    13:00～13:10 ＯＲ学会関西支部長 挨拶  

        京都大学情報学研究科 福島雅夫 氏 



13:10～13:15 今回の交流会のテーマについて  

        コーディネータ：近畿大学経済学部 大村雄史 氏 

13:15～13:50 「産業界から見た大学の評価について」 

        (株)三菱総合研究所 科学技術研究グループ 山本誠司 氏  

13:50～14:25 「技術者教育認定への取り組み －鳥取大学工学部－」 

         鳥取大学大学院工学研究科 小柳淳二 氏 

14:25～15:00 「大学の業務改善と政策立案へのＯＲの活用」 

         南山大学大学院ビジネス研究科 澤木勝茂 氏 

休憩 １０分 

15:10～15:45 「経営に関する科学技術軽視風土と 

学際的・産学交流的討論の重要性」  

         大阪工業大学工学部技術マネジメント学科 宇井徹雄 氏  

15:45～16:20 「本当に学力は低下したのか？」 

         大阪大学大学院経済学研究科 三道弘明 氏 

16:20～16:55 「ＳＣＭの視点からの学校教育と大学生の学力低下問題」 

         兵庫県立大学大学院応用情報科学研究科 有馬昌宏 氏 

16:55～17:00  質疑応答 

17:00    終了 

ホームページ：http://www.orsj.or.jp/kansai/seminar.html 

コーディネータ：大村雄史（近畿大学 経済学部） 

問い合わせ先：山下信雄 (京都大学大学院 情報学研究科) 

       電話: 075-753-4759 E-mail: nobuo@i.kyoto-u.ac.jp

懇親会 ：  

     日時：講演会終了後（午後５時 30 分頃～） 

     会場：グランキューブ大阪を予定（講演会会場から歩いて数分） 

     会費：６，０００円程度を予定（当日講演会終了後いただきます。） 

 

なお、懇親会に参加される方は、下記の申込書を上記問い合わせ先のメ

ールにてお送り下さるようお願い申し上げます。会場準備の都合がござ

いますので、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

お申し込みは 

１２月２日（火）（厳守） 

までに、上記の問い合わせ先までメールにてご連絡ください． 

 

 

 

mailto:nobuo@i.kyoto-u.ac.jp


 

－－－－－－－－－－－－－切り取り－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

*** ＯＲ学会関西支部 産学官交流会（H20/12/13(土)) 参加申込書 *** 

  ＜１２月２日（火）（厳守でお願いします）＞ 

  

ご所属______________________ 

 

ご芳名______________________ 

 

講演会（無料）： 参加 ／ 不参加 （←いずれかを消去してください） 

懇親会（有料）： 参加 ／ 不参加 （←いずれかを消去してください） 

－－－－－－－－－－－－－切り取り－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

３．関西支部のホームページについて 

今回のニューズレターの内容を含め、関西支部活動の紹介を下記のホームページに掲載

しています。ご覧下さい。 

アドレス http://www.orsj.or.jp/~kansai/ 

 

４． ２００８年度支部役員の紹介 

支部長  福島 雅夫 (京都大学大学院 情報学研究科) 

副支部長 加藤 直樹 (京都大学大学院 工学研究科) 

監事   栗尾 孝 (パナソニック電工(株))  

見市 晃 (追手門学院大学 経営学部)  

幹事   山下 信雄 (京都大学大学院 情報学研究科)  

運営委員 中尾 芳隆 (キヤノン IT ソリューションズ(株))  

石垣 智徳 (大阪府立大学 経済学部)  

畑 正夫 (兵庫県 県民政策部 政策局)  

宇野 裕之 (大阪府立大学大学院 理学系研究科)  

大西 匡光 (大阪大学大学院 経済学研究科)  

笠原 正治 (京都大学大学院 情報学研究科)  

木庭 淳 (兵庫県立大学 経済学部)  

小出 武 (流通科学大学 情報学部 経営情報学科) 

三道 弘明 (大阪大学大学院 経済学研究科) 

塩出 省吾 (神戸学院大学 経営学部)  

滝根 哲哉 (大阪大学 大学院工学研究科)  



仲川 勇二 (関西大学 総合情報学部)  

永持 仁 (京都大学大学院 情報学研究科)  

橋爪 崇浩 (三菱電機マイコン機器ソフトウェア(株))  

北條 仁志 (大阪府立大学大学院 理学系研究科)  

松崎 健一 ((株)日本総合研究所)  

森田 浩 (大阪大学大学院 情報科学研究科)  

吉冨 康成 (京都府立大学大学院 生命環境科学研究科) 

森田 裕之 (大阪府立大学 経済学部)  

井垣 伸子 (関西学院大学 総合政策学部)  

伊田 嘉昌 (パナソニック(株))  

乾口 雅弘 (大阪大学大学院 基礎工学研究科)  

笠野 学 (三菱重工業株式会社)  

大村 雄史 (近畿大学 経済学部)  

岳 五一 (甲南大学 知能情報学部)  

近藤 幹雄 (ジェイアール西日本コンサルタンツ(株))  

益田 照雄 (帝塚山大学 経営情報学部)  

中島 健一 (大阪工業大学 工学部)  

森原 一郎 (NTT ソフトウェア(株))  

山川 茂孝 ((株)電通)  

米山 寛二 (兵庫県立大学 環境人間学部) 

甲斐 良隆 (関西学院大学 専門職大学院経営戦略研究科)  

松尾 博文 (神戸大学大学院 経営学研究科)  

山川 栄樹 (関西大学 環境都市工学部)  

奥原 浩之 (大阪大学大学院 情報科学研究科) 

能勢 豊一 (大阪工業大学 工学部)  

毛利進太郎 (神戸学院大学 経済学部) 

藤江 哲也 (兵庫県立大学 経営学部)  

川勝 英史 (流通科学大学 情報学部)  

羽室 行信 (関西学院大学 経営戦略研究科) 

梅谷 俊治 (大阪大学大学院 情報科学研究科) 

顧問   茨木 俊秀 (関西学院大学 理工学部)    

田村 坦之 (関西大学 工学部)    

田畑 吉雄 (南山大学大学院 ビジネス研究科)    

寺岡 義伸 (近畿大学 経営学部)    

石井 博昭 (大阪大学大学院 情報科学研究科)    

野村 淳二 (パナソニック電工(株)) 



    

５．２００８年度 ＯＲ学会関西支部推薦 本部委員 

代議員  加藤 直樹 (京都大学大学院 工学研究科)  

井垣 伸子 (関西学院大学 総合政策学部)  

近藤 幹雄 (ジェイアール西日本コンサルタンツ(株))  

大西 匡光 (大阪大学大学院 経済学研究科)  

三道 弘明 (大阪大学大学院 経済学研究科)  

塩出 省吾 (神戸学院大学 経営学部)  

栗尾 孝 (パナソニック電工(株)) 

伊田 嘉昌 (パナソニック(株))  

淺田 克暢 (キヤノン IT ソリューションズ(株))  

高橋 理 (三菱電機(株))  

 

研究普及委員  

滝根 哲哉 (大阪大学大学院 工学研究科)  

吉冨 康成 (京都府立大学大学院 生命環境科学研究科)  


