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1. 49 年度活動報告

(1) 支部総会等

支部総会を 4 月 20 日開催し，事業計画，予算案

等を決定するとともに，下記の特別講演にたいする

活発な討論が行なわれた.

「エネルギーの増加とその気候への影響の評価」

鈴木幹氏(大阪大)

「クラスター分析について」

古林隆氏(埼玉大)

ほかに，運営委員会を 2 回開いた.

(2) OR 研究講演会

第 1 回 49.7.29

「米国における高速道路の交通管制について」

D. E. Cleveland 氏(ミシガγ大学)

担当主査佐々木綱氏(京都大)

第 2 回 49.7.30

「ある協同研究体制lの提案一-Production Smoothｭ

ing 問題を例として」

木村幸信氏(神戸商大)

「経営工学の理論と実践」

中野広氏(ワコール)

担当主査加瀬滋男氏(大阪府大)

第 3 回 49.11.2

「公害の規制と制御」

三根久氏(京都大)

「インプレーションの構造と制御」

吉田和男氏(大蔵省)

「数理計画法の地域経済への応用」

田畑吉雄氏(大阪大)

担当主査三根久氏(京都大)

第 4 回 49.1 1. 26
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長谷川利治氏(京都大)

担当主査長谷川利治氏(京都大)

第 5 回 49.12.21

「複素空間における数理計画問題」

久志本茂氏(福井大)

「限界と階層についての考察」

横山保氏(大阪大)

担当主査坂口 実氏(大阪大)

第 6 回 50. 1. 25

iProbabilistic analysis of a multicomponent seriesｭ

parallel system under preemptive repair disciplineJ 

児玉正憲民(大阪大)

「相関をもっ 2 ユニット冗長システムの信頼性j

西田俊夫，岡田豊氏(犬阪大)

担当主査西田俊夫氏(大阪大)

第 7 回 50.2.8

「都市問題と公共政策」

安田八十五氏(神戸商大)

「西宮市における公共政策のシステム化J

横山良章，福井良次氏(西宮市)

担当主査真鍋龍太郎氏(神戸商大)

第 8 回 50.2.22

「貨幣効用のìJll.随一一確率的結合による学生グルー

プの実査結果を含んで」

岡沢宏氏(住友化学)

「大都市におけるパス運行の解析」

森秀夫氏(大阪市)

担当主査朝尾正氏(田辺製薬)

後藤昌司氏(塩野義製薬)

2. 50 年度活動状況

50 年度支部総会を 4 月 18 日開催し. 49 年度事業

報告ならびに決算案を承認し. 50 年度事業計画なら

びに予算案を決定した.また，支部長，副支部長，

「“Sixth International Symposium on Transporta・ 監事 1 名の任期満了にともない，改選の結果，新支

tion and Traffic Theory" 49. 8. 26~28. シドニー， 部長に三根久氏(京都大).新副支部長に西田俊夫

オーストラリアに出席して」 氏(大阪大).新監事に原田英介氏(住友銀行)が

近藤勝直氏(京都大) 選出された.当日行なわれた特別講演は，
「“2 nd World Symposium on Traffic Control and 科学的管理手法の限界」

Transportation Systems" 49. 9. 16~21. モンテカノレ 加瀬滋男氏(大阪府大)

ロ，モナコに出席してJ 固定化酵素の利用について」
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千畑一郎氏(田辺製薬) 営委員諸氏が京都実行委員会に参加して活動してお

である. り，支部としても関連事業を行なう予定である.ま

IFORS/TIMS 合同国際会議が 7 月 21 日から 26 た，本年度も OR研究講演会を 8 回開催する予定で

日まで京都国際会議場で開かれるのにともない，支 ある幹事大野記)

部長，前支部長朝尾 正氏(田辺製薬)をはじめ運

だ緩溶鉱際機祭
綴総均約機ミ

会 合 (50 年 6 月 ~8 月) (かっこ内は出席者数)

編集委員会 6.7 (4); 6.21 (4) ; 7.5 (5) ; 

8.23 (6) 

IFORS ・ TIMS 実行委員会 6.18 (12) ; 7.8(14) 

広告委員会 6.21 (1) 

研究普及委員会 6.27 (5) 

庶務委員会 7.7 (3) 

第 3 回理事会 7.24 (17) 議題 1. 前回理事

会議事録の承認 2. 入退会の承認 3. 第 7 回国

際 OR 会議日本代表団の件(報告) 4. 中国代表

団の表敬訪問について 5. Tucker 氏講演の件

6. その他

研究普及幹事会 8. 15 (2) 

第 4 回理事会 8.20 (14) 議題 1.第 3 回理

事会議事録の承認 2. 入退会の承認 3. 学会誌の件

4. 会費値上げの件 5. 定款細則変吏の件 6. その他

IFORS実行委員会 8.27 (10) 

IAOR委員会 8.29 (1) 

入退会 (50 年 6 月 7 日より 50 年 8 月 20 日まで，

7 月 24 日・ 8 月 20 日理事会にて承認)

入会

鈴木行生(野村総合研究所)・武子貞一(パシフィ

ックコン+ルタンツ)・高野義行(不動建設)・富

真一(日本アイ・ビー・エム)・水野尚明(日本ア

イ・ビー・エム)・山本 徹(神戸製鋼所)・横田真

一(タキヒョー)・川淵里美(東海大)・菊川 健

(東海大)・谷山郷子(足利工業大)・隈部国知(日

本専売公社)・日比野政彦(三菱重工)・青山真二

(都市科学研究所)・樫原富雄(東芝電気)・吉田敬

一(静岡大)・寺地三朗(北大)・菅沢喜男(日大)・

三宅章彦(日本医科大)・中村明子(東京システム

技研)・伊東映仁(日本専売公社)・大谷康夫(住友

商事)・椎名康登(日本電気)・丸山宣夫(雪印乳

業) . Alwalidn Elshafei (Institt巾 of National Planrト

ing) ・ G. B. Nath(University of Queensland) ・石井

宏(秋田三菱自動車販)・川島正敏(電通機工)・上

回典男(名古屋情報処理センター) (以上 33 名)

〔学生会員〕

荒井孝吉(足利工業大)・奥田誠一(東京工業大)・

竹田智成(足利工業大)・吉川智教(一橋大)・鈴木

邦生(慶大)・高橋雅昭(慶大)・高木信宏(慶大)・

額田栄(慶大)・坂口直樹(慶大)・催在龍(九州

大)・菊田健作(阪大)・青木武典(東京工大) (以

〔正会員〕 上 12 名)

岩垣誠(現代文化研究所)・太田拓男(追手門 退会

学院大)・川口摩利夫(フジミック)・三瓶修次郎 〔正会員〕

(前田建設工業)・篠原邦武(目立電子サービス)・ 増田健児・遠井章雄・森沢勇・ Allen Klinger 

(以上 4 名)
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