
新フェローの紹介

海辺 不二雄(うみベふじお)氏
大正 15年 2 月 28 日生

f現住所J 横浜市戸塚区平戸

3-21ー 12

C学歴〕昭和25年東京大学

第一工学部機械工学科卒業

昭和27年米国ヴァージニア

理工科大学 1 E学科修士課程

修了

f職歴J 昭和25年東京芝浦電気株式会社(現・株式会

社東芝)入社生産技術部，システム部門，総合研究所

等の部長職を歴任.

昭和59年東芝リ+一千・コンサルティング株式会社フ

エロー 現在に至る.

COR学会関係] 理事(国際) 昭和46-47年度，副会長

昭和60-61年度，評議員昭和42-54 ・ 63-年度，その

他庶務幹事，渉外幹事，国際委員，長期計画委員等.

f著書等] 体系経営学辞典(共著)，管理技術講座(共著)，

KJ 法とワークデザイン方式による問題解法ワークブッ

ク(監修)， ワークデザインによる業務改善，他和英論文

:著書・口答発表等多数

海辺氏は， 1 E , QC , VA, OR等，管理工学のわ

が国への導入の草創期より研究開発，企業への実施指導

を手がけられ，さらにシステム技術と総合化したプロジ

ェグトの推進等に顕著な成果をあげてこられました.ま

た，本学会の活動にも創立以来参画され，その運営に幾

多のご尽力をいただいております.

小笠原 暁(おがさわらさとる)氏
昭和 6 年 9 月 26 日生れ

f現住所] 兵庫県西宮市西平

町 7 番22号

ヒ学歴] 昭和28年 3 月 名古

屋大学理学部数学科卒業

H召和30年 3 月 同大学経済学

部経済学科卒業

昭和32年 3 月 同大学大学院

1988 年 7 月号

経済学研究科修士課程修了

昭和33年 12月 同大学大学院経済学研究科博士課程中退

昭和32年 3 月経済学修士昭和63年 2 月学術博士

f職歴]昭和35年神戸商科大学講師

昭和37年神戸商科大学助教授

昭和初年神戸商科大学教授

昭和47年兵庫県企画部長

昭和50年兵庫県教育長

昭和58年兵庫県副知事

昭和59年芦屋大学教授現在に至る

COR学会関係〕理事昭和45-46年度，副会長昭和

60-61年度，評議員 昭和42-現在に至る，研究部会

主査(政策科学・関西) 昭和60-62年度

f著書等〕 著書 6 篇，訳書 2 篇，論文 13篇(和文 9 篇・

英文 4 篇)，口答発表 11件

小笠原氏は地域計闘，行政情報システム，意思決定支

援システム等の分野の研究において顕著な業績をあげら

れるとともに， 12年間にわたって地方行政の枢要な役職

を通じて『行政のOR.!Iを身をもって実践・指導してこ

られ，その成果はきわめて高く評価されます.また，長

年にわたり本学会の役員，委員を歴任され学会運営の中

核として，ご活贋いただいております.

今野浩にんのひろし)氏
昭和15年 8 月 11 日生

f現住所] 東京都江東区越中

島 1 - 3 -17-306 

f学歴]昭和38年東京大学

工学部応用物理学科(数理工

学)卒業

昭和40年同大学大学院数物

系研究科応用物理学修士課程

修了

昭和46年 スタンフォード大学大学院OR学科卒業(Ph.

D.) 

昭和40年工学修士昭和51年工学博士(東京大学)

C職暦J 昭和40年制電力中央研究所研究員

昭和49年筑波大学助教授電子・情報工学系

昭和57年東京工業大学教授人文社会群現在に至る

COR学会関係〕 理事(研究普及) 昭和58-59年度，理

事(論文誌編集委員長) 昭和61-62年度，研究部会主査

(整数計画法) 昭和52-53年度，研究部会主査(投資と

金融の OR) 昭和63-現在に至る

第 9 回文献賞受賞昭和56年
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f著書等) 21世紀の日本(共著，東洋経済新報社， 1968) ，

非線形計画法(共著，日科技連出版社， 1978)，整数計画

法(産業図書， 1981) ，整数計画法と組合せ最適化(共著，

日科技連出版社， 1982)，線形計画法(日科技連出版社，

1987)他 1 冊，論文35篇，講演・口頭発表30件.

今野氏は数理計画法の理論および応用に関して国内外

で幅広い活躍をしておられ，特に数理計画法の理論の中

で困難であるとされている双線形計画問題について実用

的な観点を重視した一連の優れた研究発表をされ，昭和

56年には本学会文献賞を受賞されました.その後も数理

計画法を中心にすぐれた研究をされるとともに，本学会

の役員・委員を歴任され学会運営にし、ちじるしく貢献さ

れております.

須永 照雄(すながてるお)氏
昭和 4 年 4 月 20日生れ

C現住所J 福岡県筑紫野市大

字塔原296-30

C学歴J 昭和29年 3 月東京

大学工学部応用数学科卒業

昭和34年 3 月 東京大学大学

院数物系研究科応用物理学専

門課程中退

昭和36年 2 月 工学博士

f職歴J 昭和34年九州大学助教授

昭和49年九州大学教授工学部生産機械工学教室現

在に至る

COR学会関係〕 理事昭和田-54年度，九州支部長

昭和52-57年度，評議員昭和51-現在に至る.

f著書等) PERT系のプログラミング(朝倉書店， 1972) ，

機械解析学(共著，共立出版， 1979) ，生産設計(コロナ社，

1979}，論文40編.講演・口頭発表多数.

須永氏は非線型計画，整数計画，ネットワーク計画等

の計算法，待ち行列問題の近似解法等の分野の研究とと

もに，機械工学分野て‘の最適手法の応用に関しても顕著
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な業績を上げられてこられました.また本学会の活動，

特に九州|支部の運営に関しては支部長として幾多の貢献

をいただいております.

高橋 磐郎(たかはしいわろう)氏
昭和 4 年 8 月 24日生れ

C現住所1 東京都東大和市湖

畔 3-972ー 19

C学歴]昭和28年 3 月東京

大学工学部応用数学科卒業

昭和30年 7 月 東京大学工学

部大学院特別研究生中退

C職歴]昭和30年 日本民開

放送連盟調査部

昭和33年有憐電機精機株式会社電算機計算所

昭和34年早稲田大学講師生産研究所

昭和37年早稲田大学助教授同所

昭和43年早稲田大学教授同所

昭和54年筑波大学教授社会工学系現在に至る

COR学会関係〕 理事(研究普及) 昭和47-48年度，理

事(OR誌編集委員長) 昭和問-55年度，評議員

昭和42-年現在に至る その他表彰委員編集委員等

C著書等〕 シミュレーション(日科技連出版)，組合せ理

論とその応用(岩波全書)，離散数学(岩波情報科学講座)，

他著書 9 冊，学術論文30編，解説論文・講演・口容発表

多数.

高橋氏は，初期の段階ではネットワーク計画，輸送問

題などの研究，その後実験計画，組合せ理論，符号理論，

ガロア体の応用等の分野の研究において顕著な業績をあ

げられるとともに， ORの教育普及啓蒙にも長年指導的

な役割りを果たしてこられました.特に早稲田大学生産

研究所(現ジステム科学研究所)において， 10年間にわた

る産業界へのOR実施指導は特筆すべき活動と評価され

ます.また長年にわたり本学会の役員，委員を歴任され

学会運営にし、ちじるしく貢献されております.
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