
|物 新フエロー紹介 務|

さる 4 月 6 日の理事会において，ブエロー会議の推薦にもとづいて，つぎの 5 氏を新し

くフエローとすることを決定 4 月 27日の総会の席上，フェロー記が贈られましたので，

ご紹介します.

日本オベレーションズ・リサーチ学会細貝りの第 9 条に i 正会員のうち，オベレーション

ズ. 1Iサーチの遂歩に麹し顕著な亥献をなした考をブエローとする j ことに定められてお

ります.

今回は，とくに昨年のOR合同国際会議に重婆な働きをされた 5 氏が推薦され，これで

フェローの総員は22名になりました.

横山 保(ょこやまたもつ)氏

大正 10年 5 月 28B 生

現住所吹田市青山台 4 …22-1

学歴昭和20年( 9 月)東京帝国大学

潔学部数学科卒業

磯墜熔和25年大阪大学助教授

昭和32年大荻大学教授{経済

学部)，現在に杢み

昭和34年経済学博士

主著 f:食業経営と線形言十蘭j 有斐閣 昭和32年語:

婆理論の研究j 有愛関昭和35年， r意，思決定の

科学j 中央経済主主 昭和47年ー

OR学会役員

理事昭和32， 35, 36年

副会長昭和45 ， 46, 47 , 48年

評議員昭和32年より溌夜まで

三根久(みねひさし)氏

大正 11年 3 月 26日生

現住所京都市右京区上後三の宮町

10-5 

学墜明和23年京都大学滋学部数学

科卒業

職歴 問年 9 月大阪大学工学部通信

工学教室勤務，研究:織防，助

手，助教授を経て

昭和33年 S 月訪衛大学校出向，電気工学教室勤務

昭和37年教授

昭和38年防衛庁退職，京都大学工学部教授現在に

ま在る.

専攻情報理論，オートマトン， OR，信綴性・保全性

の研究に従事，沼教133年工学!零士の学佼授与二
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三足当者 「情報理論入門 i 粉倉書店， rオベレーションズ・

リサーチj 共立出絞， rオベレーシ沼ンズリサー

チ上・下巻j 執念著書店， r近代数理工学j電気書錠，

fMarkovian Dωision ProcessesJ Elsevir 

OR学会役員

疎事昭和39， 40年

善事議員 昭和39年より現在まで

現在，漢語支部長

宮沢光一(みやざわ こういち)氏

大正 5 年 i 月 3 尽き主

現役所茅ケ崎市東海浄溺2ーヲー 17

学療昭和16年東京文理科大学数学

科卒業

職際小樽高等商業学校，統計数理

研究所，秋田大学，九燃大学

を遼在した後

昭和29年東京大学経済学部助教授

昭和33年同学部教授

昭和51年 4 月 1 日東京大学停年退官

同 B ，部鏑大学級営学部教授

2注者 f情報・決定理論序説j 岩波書店 昭和46年，

OR学会役員

環 事昭和32， 35, 42 , 43 , 48, 49年

常務理事昭和34年

磁IJ 会長昭和45， 46年

苦手議員昭和32-46塁手

International Journal of “ General Systems" の編

集委員

海外関係

1960-61年 プリンストン大学でゲ{ム潔論の研究に

従事

1964-邸主f・ カザブオルニア大学{口サンジェルス)
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で決定理論の研究に従事

1972年 The International Institute for Applied 

Systems Analysis (IIASA) の設立会議に，有沢広巳先

生の代理で，日本代表として出席調印.その後毎年同研

究所の理事会に有沢先生の代理として出席.なお. 1973 

年招待研究員として半年間同研究所でシステム理論の研

究に従事.

西野吉次(にしのきちじ)氏

大正 2 年 5 月 5 日生

現住所東京都世田谷区上祖師谷

1-23-3 

学歴昭和13年 3 月東京大学工学部

航空学科卒業

学位昭和26年 4 月工学博士

経歴昭和13年 4 月~昭和20年 12月

航空局技手，中央航空研究所研究官

昭和21年 1 月~昭和24年 7 月

鉄道技術研究所技師

昭和24年 8 月~昭和35年 3 月

茨城大学工学部講師，教授

昭和35年 4 月~現在

早稲田大学教授 システム科学研究所員

業績 当初，航空機の翼の振動問題を始めとし，機械振

動の研究に従事していたが，早稲田大学生産研究所に移

ってからは.OR的問題の実践研究を主としてきた.

「ある地域の開発に関する ORJ. rわが国における産業

の適性配置J. r需要予測と行動科学J. r大気汚染防止投

資の見通しj 等，数編の論文および「システム工学J(日

科技連. 1960) 共訳. rOR事典J (日科技連. 1975) の

一部執筆.

所属機関・地位早稲田大学システム科学研究所・教授

他の学協会における活動状況. TIMS 日本支部長

OR学会役員

理事昭和42. 43. 45. 46年

副会長昭和48. 49年

評議員昭和41~現在まで

横山勝義(よこやま かつよし)氏

大正 5 年 2 月 11 日生

現住所我孫子市柴崎

学歴昭和13年 3 月東京大学工学部

機械工学科卒業

職歴昭和13年 4 月鉄道省入省

昭和39年 11月日本国有鉄道常

務理事，北海道支社長

昭和41年 11月汽車製造株式会社常務取締役

昭和42年 11月同 社 常務取締役

昭和47年 4 月川崎重工業株式会社願門

昭和47年 5 月間 社 常務取締役

OR学会役員

副会長昭和41. 42. 48. 49年

常務理事昭和34. 35年

理 事昭和38. 39. 40年

評議員昭和34~46. 51年

|務 昭和51年度日本 OR 学会役員 墾l
会 長北川一栄(住友電工)

副会長後藤正夫(東海大) 朝尾正(田辺製薬)

原野秀永(東芝電気)

庶務理事斎藤嘉博 (NHK) 出居茂(早大)

反町洋一(三菱総研)

会計理事山本正明(法政大)

研究普及理事伊理正夫(東大) 三浦大亮(東レ)

編集理事森村英典(東工大)

国際理事川瀬武志(慶応大)

理事(支部運営担当) 青木兼一(広島大)

同 (広報担当) 柏井澄夫(日本ビジネスオートメー

ション)

1976 年?月号

同 (学会誌頒布担当) 高森寛(青山学院大)

同 (秋季研究発表会担当)依田 浩(名工大)

監事春日井博(早大) 小田部斉(東亜燃料)

メ'"シュ・データ特集号の原稿募集

来年の 1~3 月号にメッシュ・データの特集号を

企画中です.つきましては，この号にご執筆くださ

る方を広く募集します.アブストラクト(長さ，形式

等自由)を 8 月末日まで、に，編集長宛てにお送りく

ださい.ご執筆をお願いすることが決まった場合，

その原稿締切は 11月末になるかと思います.なお，他

薦も大いに歓迎いたしますので，編集長宛てに適切

な執筆者をご推薦くださるようお願いいたします.
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