
日本オペレーションズ・リサーチ学会関西支部日本オペレーションズ・リサーチ学会関西支部日本オペレーションズ・リサーチ学会関西支部日本オペレーションズ・リサーチ学会関西支部 

２００９年度ニューズ・レター 第１号 

 

2009年10月10日発行 

  前支部長福島雅夫先生の後を継いで，今年度より関西支部長を務めることになりました加藤です． 今年度のニューズ・レターの第１号をお送りします． 皆様よくご存知のように，新総理大臣の鳩山由紀夫氏は日本OR学会員であります。30年以上前、
OR学会研究発表会にて、当時専修大学助教授であった鳩山氏が研究発表をされていたことを思い出します.「ORって何？」という問いに難しい説明をして、結局よく分かってもらえないことが何度かあったのですが、これからは、鳩山首相が昔、研究者として取り組んでいた学問ですとアピールできる点が嬉しいですね。 今後、ORの社会的認知度が向上することを期待しています。ところで、支部長就任とともに学会理事に就任し、二ヶ月に一回、理事会に出席しています。毎回議論になるのは、会員数減少の話です。この10年間の会員数の落ち込みは大変厳しいものがあります。会員の皆様におかれましては、是非とも周りの方にORの社会的有用性を理解してもらうとともに、新規会員になっていただくようお勧めください．ORは世界が直面している様々な問題を解決するのに重要な役割を果たすと考えています。OR学会として、政党のマニフェストではないですが、社会の問題解決にこのように貢献していきますというような目標を掲げて訴えていくことも必要に思います。あと1年半の任期ではありますが，支部運営委員ならびに，支部会員の皆様からのご協力を得て，活発な研究・学会活動が行われるよう，支部活動を進めていきたいと考えておりますので，どうぞよろしくお願い申し上げます． 関西支部長 加藤直樹（京都大学大学院） 

 １． 2009 年度支部役員の紹介   支部長 加藤 直樹 京都大学 大学院工学研究科 副支部長 塩出 省吾 神戸学院大学 経営学部 監事  見市 晃  追手門学院大学 経営学部 

  栗尾 孝  パナソニック電工（株） 幹事  森田 裕之 大阪府立大学 経済学部 運営委員 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 

  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 

  中島 健一 大阪工業大学 工学部 

  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 

  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 

  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 

  山下 信雄 京都大学 大学院情報学研究科 

  椎原 正次 大阪工業大学 情報科学部 

 

 



２． 日本オペレーションズ・リサーチ学会関西支部講演会の案内 日時：１１月２７日（金），午後１時３０分～４時 会場：兵庫県立大学大学院 応用情報科学研究科 大講義室（１０８席）    〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1丁目3－3    神戸ハーバーランドセンタービル23F    Tel：078-367-8616，Fax：078-362-0651    http://www.ai.u-hyogo.ac.jp/ 参加費：学会員・学生無料、一般１，０００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：「ORによらない新しい解法の試み」 プログラム １３：３０～１４：００「自己駆動粒子が明かす渋滞学」       西成活裕 氏（東京大学 先端科学技術研究センター） １４：００～１４：２０       質疑応答 １４：２０～１４：３０       休憩 １４：３０～１５：００「粘菌の経路探索と多目的最適化」       中垣俊之 氏（北海道大学 創成科学共同研究機構 流動研究部門・未踏系） １５：００～１５：２０       質疑応答 １５：２０～１５：３０       休憩 １５：３０～１６：００「個体最適化のためのアユのなわばり形成と崩壊」 中桐斉之 氏（兵庫県立大学 環境人間学部） 実行委員会： 実行委員長： 米山寛二（兵庫県立大学 環境人間学部） 副実行委員長：多田 実（同志社大学 政策学部） 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）        椎原正次（大阪工業大学 情報科学部） 問い合わせ先：米山寛二    〒670-0092    姫路市新在家本町1-1-12    兵庫県立大学 環境人間学部    Tel&Fax : 079-292-9362    E-mail : yoneyama@shse.u-hyogo.ac.jp 



３． 産学研究者交流会について   今年度も，本部から交付された運営費に基づいて，産学研究者交流会を開催いたします．  

 

 関西支部産学官交流会 「ビジネススクールにおける OR と OM の研究教育」 開催趣旨： 企業と社会で求められている OR が何であるのかを見直し，ビジネスクールにおいて， OR がさらに広く研究教育され，実践されるようになるためには，何が必要であるかを議論する。 日時： 12 月 12（土） 午後 1 時 30 分～5 時 30 分 場所： 関西学院大学大阪梅田キャンパス 10階 1004 教室  （大阪市北区茶屋町 19-19 アプローズタワー内） 電話： 06-6485-5611   URL: http://www.kwansei.ac.jp/kg_hub/access/                        主催：日本オペレーションズ・リサーチ学会関西支部 オーガナイザー：松尾博文（神戸大学大学院経営学研究科） プログラム： 

13:30～13:50 「MBAプログラムにおける OR と OM の研究教育」, 

 松尾博文（神戸大学大学院経営学研究科） 

13:50～14:10 「地域マネジメント研究科とオペレーションズ・リサーチ」, 

 宍戸栄徳（香川大学地域マネジメント研究科） 

14:10～14:30 「オペレーションズ・マネジメントとものづくり」, 

 田畑吉雄(南山大学ビジネス研究科) 

14:30～14:50 「インターネット社会の進展とビジネス・イノベーション」, 

 岡本吉晴（法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科） 休憩 20 分 

15:10～15:30 「シグナリングによる価値向上のメカニズム分析」,  竹谷信夫 （パナソニック（株）） 

15:30～15:50 「データマイニングビジネスでの最適化の活用事例」,  矢島安敏 （株式会社ブレインパッド） 

15:50～16:10 「手本無き時代にビジネス教育は可能か」,       住田潮 （筑波大学大学院システム情報工学研究科） 休憩 20 分 

16:30～17:30 パネルディスカッション 発表者全員 

17:30      終了 講演会参加費：無料 懇親会： 講演会終了後に開催予定。会場と懇親会費については，オペレーションズ・リサーチ学会メールマガジンで詳細(11 月頃を予定)をお知らせします。  



事前登録と問い合わせ先：  講演会の定員は５０名で，事前登録が必要。定員に達し次第，参加受付を締め切ります。 事前登録は，森田裕之 (大阪府立大学 経済学部)， or_kansai@googlegroups.com 宛に， 「OR 学会関西支部産学官交流会」という件名で，メールにて申し込みをしてください。 懇親会への参加希望についてもお知らせ下さい。 電話でのお問い合わせも，森田裕之、050-5539-6549 にお願いします。  

 ４．関西ORサロンの開催について OR学会では，今年度から企業経営戦略に関するホットな話題についてその道のリーダーからご講演いただき，講演者と参加の皆さまの交流を深めていただくことを目的として「ORサロン：レクチャー・シリーズ」を始めることになり，大阪でも下記の日程で開催されます． 先日発行されたメールマガジン 2009年 9月 30日 VOL.2009 No.08にも記載がございますが，概要を以下にお知らせします．  関西 ORサロン（関西支部共催）   「サービスサイエンスによる企業改革の実践」 講師：ワクコンサルティング常務執行役員 諏訪良武氏         （元オムロンフィールドエンジニアリング常務取締役） 近著：「顧客はサービスを買っている～顧客満足向上の鍵を握る事前期待のマネジメント～」（北城格太郎監修、ダイヤモンド社 2009）  日時：２０１０年１月１９日（火曜）１４：３０～ 場所：関西学院大学梅田キャンパス http://www.kwansei.ac.jp/iba/campus/index.html 申し込みなど詳細は OR学会ホームページをご覧下さい。 http://www.orsj.or.jp/activity/salon.htm 
 ５．今後の企画について 現在，次年度の支部事業等を企画中です．研究会や工場見学に関する御提案など，何かございましたら，幹事の森田(morita@eco.osakafu-u.ac.jp)までご連絡ください． 

 会員減少のご指摘が冒頭にございましたが，関西支部ではまだまだ多くの会員の方にご活躍いただいております．今後，よりOR学会並びに関西支部の活動が活発になるよう，ご協力させていただきたいと思いますので，どうぞよろしくお願いいたします． 

 文責：森田裕之 


