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池浦 孝雄(いけうらたかお)氏

大正ラ年12月 15 日生れ

〔現住所〕 横浜市旭区二俣川

1 丁目 79- 5 

〔学歴〕昭和 14年京都帝国

大学経済学部卒業

〔職歴〕昭和14年王子製紙

株式会社入社その後同社系

日本パルプ工業株式会社， ソ

ロモン林業株式会社，協栄木

材株式会社，南国産業株式会社等の役員を歴任.

昭和48年足利工業大学経営工学科教授

昭和63年同大学客員教授現在に至る.

COR学会関係J 理事昭和47-48年度，広告委員長

昭和47-48年度

C著書等) ORによる投資計画(日刊工業新聞社，

1973)，他訳書 5 冊，論文句編，講演・口頭発表多数.

池浦氏は永年にわたり企業において経営管理へのOR

の実施を手がけられるとともに，投資計画・財務計画の

ORを中心に多数の論文を発表されておられます.ま

た，昭和48年以降は，大学において経営工学科の設立に

参画され，今日まで幅広く ORの研究・教育を推進して

こられました.また，本学会には創立時から会員として

参加され，役員・委員として学会運営にも幾多の貢献を

いただいております.
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石川 馨(いしかわかおる)氏

大正 4 年 7 月 13 日生れ

f住所〕 東京都調布市飛

田給 2 丁目 11ー l

f学歴1 昭和 14年東京

帝国大学工学部応用化学科

卒業昭和33年工学博士

f職歴] 昭和 14年日産

液体燃料株式会社

昭和22年東京大学助教授

昭和35年東京大学工学部教授

昭和51年東京大学名誉教授

同 東京理科大学工学部教授

昭和53年武蔵工業大学学長

COR学会関係] 理事昭和34-35年度，評議員昭

和33-46， 59-60年度

〔著書等J 著書・訳書26冊 (11 ヶ国語への翻訳を含む)，

論文 170編，講演・口答発表多数.

石川氏は品質管理学の世界的権威であり，同時に産業

界への品質管理の導入指導を積極的に推進されて，全社

的品質管理 (TQC) の考え方と方法を確立されたこと

は著名であります.また同氏は， QC と併行してORの

経営への適用もっとに提唱され，本学会には創設以米

会員として参加されて，理事，評議員などご貞献いただ

いておりました.

なお，去る 3 月 16日の理事会にてフエローに決定後，

4 月 16日に惜しくも急逝されましたため，会長から ζ釜

~íJにブエロー記を差し上げました.また，本誌 6 月号に

は，近藤次郎名誉会員による追悼の辞が掲げられており

ます.

高橋 幸雄(たかはしゆきお)氏

昭和 19年 10月 22 日生れ

〔現住所J 仙台市青菜区川

内川内住宅 8-102

f学歴J 昭和42年東京工

業大学理工学部応用物理学科

卒業

昭和例年 同大学大学院理工

学研究科応用物理学専攻修土

課程修了

昭和47年同博士課程修了理学博士
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〔職歴J 昭和47年東京工業大学助手理学部情報科

学科

昭和49年東北大学助教授経済学部経営学科

昭和61年東北大学教授同学部同学科

平成元年東京工業大学教授(併任) 型学部情報科学

科現在に至る

(OR学会関係〕 理事(無任所) 昭和60-61年度，

評議員 昭和57年~現在に至る，東北支部副支部長昭

和62年~現在に至る

その他支部幹事長，監事，幹事， JORSJ 編集委員等

歴任.第 3 回文献賞受賞昭和50年

f著書等J マルコフ解析(共著， 日科技連， 1979) ，論

文31編，講演・口頭発表多数.

高橋氏は，応用確率論とくにマルコフ連鎖，待ち行列

理論等の分野の研究において顕著な業績をあげられ，昭

和50年には本学会文献賞を受賞されました.その後も，

すく

に尽力されておられます.また，本学会の運営にもいち

じるしく貢献され，特に東北支部の運営の中核として活

動され，同時に企業へのORの実施指導・普及にも幾多

の成果をあげられております.

戸田 一夫(とだかずお)氏

大正11年 4 月 19日生れ

C現住所J 札幌市北区新琴

似 11条 12丁目 4-8

C学歴〕 昭和20年東京工

業大学電気工学科卒業

f職歴〕 昭和22年北海道

配電株式会社(現北海道電力

株式会社)入社

昭和45年同社電子計算セン

ター主査

昭和49年同社道央支店長

昭和50年同社取締役営業部長

昭和52年同社常務取締役

昭和58年同社取締役副社長

昭和63年同社取締役社長

COR学会関係〕 評議員昭和45-46 ， 51-56年度

戸田氏は永年にわたり電気事業および地域の発展に多

大の業績をあげられるとともに，電力・エネルギ一分野

における技術の研究， ORの実施と後進の指導育成に尽

力され，特に電力系統の運用に対する ORの適用に関し

1989 年 8 月号

て顕著な成果をあげられました.また，本学会には創革

期より会員として参加され，北海道支部に対する協力支

援とともに，評議員として学会運営にも貢献していただ

いております.

万根薫(とねかおる)氏

昭和 6 年11月 27日生れ

f現住所〕 東京都町田市中

町 4 丁目 23-4

C学歴〕 昭和28年東京大

学理学部数学科卒業

昭和33年 同大学大学院数物

系修士課程中退

昭和51年工学博士

C職歴〕 昭和33年海外事情調査所

昭和36年 (社)日本電子工業振興会

昭和37年津田塾大学助教授数学科

昭和38年東京農工大学助教授工学部

昭和41年慶応義塾大学助教授工学部

昭和52年埼玉大学教授大学院政策科学研究科 現在

に至る

(OR学会関係〕 副会長(表彰委員長)昭和61-62年

度，理事昭和42-43年度，理事(庶務)昭和46-47年

度，理事(論文誌編集委員長)昭和57-58年度，評議員

昭和49-54年度昭和63-平成元年度，編集委員，表彰

委員等.

C著書等〕 スケジューリング(ダイヤモンド社)， PE 

RT講座(東洋経済新報社)， OR と電子計算機， ゲー

ム感覚意思決定法(日科技連)，数理計画(朝倉書店)，

他著書 16冊，論文 12編，学会発表，報文，総合報告，講

演等多数.

刀根氏は数理計画法とその応用を中心として， OR の

幅広い研究・普及に，さらに官公庁・企業に対するOR

の実施指導に，また国際交流にと，きわめて多方面にわ

たって幾多の業績をあげてこられました.また，本学会

の運営にも，長年，役員，委員を歴任され，常に学会活

動の中核・指導者としていちじるしく貢献いただいてお

ります.
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水野 幸男(みずのゆきお)氏

昭和 4 年 7 月 16 日生れ

C現住所〕 神奈川県鎌倉市

七里ヶ浜東 2 丁目 25-6

f学歴〕 昭和28年東京工

業大学工学部経営工学科卒業

昭和37年工学博士

f職歴〕 昭和28年 日本電

気株式会社入社，基本ソフト

ウェア開発本部長，情報処理営業計画本部長，情報処理

企画室長等を歴任，昭和63年専務取締役現在に歪る

COR学会関係〕 理事昭和53-54年度，評議員昭

和49年~現在に至る

C著書等 ORによる在庫管理入門(日科技連. 1961) 

生産・在庫管理の実際(共著・培風館. 1964) ORの手

法体系(日本生産性本部. 1967)マネジメントサイエン

スとコンピュータ(編著・産業図書. 197 1)他著書・訳

書・監修等14冊，発表論文 13編，講演・口頭発表多数.

水野氏は，わが国のOR導入の書IJ革期から今日に至る

まで，企業における ORの実施に関して指導的役割を果

され，幾多の成果をあげられるとともに，社会に対する

ORの啓蒙普及にも著書・講演等を通じて，永年にわた

って積極的に活動されてこられました.また，本学会の

運営にも理事，評議員として参画され，幾多の貢献をい

ただいております.

森雅夫(もりまきお)氏

昭和17年 8 月 17日生れ

f現住所〕 神奈川県横須賀

市ハイランド 5 丁目 28-1

〔学歴〕 昭和40年東京工

業大学理工学部応用物理学科

卒業

昭和42年同大学大学院理工

学研究科応用物理学専攻修土

課程修了

昭和50年理学博士

〔職歴〕 昭和42年防衛大学校助手理工学研究科応

用物理学専攻

昭和何年東京工業大学助手工学部経営工学科

昭和50年茨城大学助教授工学部情報工学科

昭和57年東京工業大学助教授工学部経営工学科
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現在に至る

(OR学会関係〕 理事(研究普及)昭和60-61年度

編集委員・幹事. IAOR委員

〔著書等〕 確率・統計(共著，経営工学シリーズ 4.

日本規格協会. 1981)オペレーションズ・リサーチ(共

著， 経営工学ライブラリー 4. 朝倉書店. 1989) 他に

品質保証のための信頼性管理便覧など執筆 8 件，訳書 2

冊，論文29編，講演・口頭発表44件

森氏は，待ち行列理論などの確率モデル，投資問題に

関する確率モデル，生産管理に関する数理モデル，社会

選択の理論等の分野の研究において顕著な業績をあげら

れ，昭和51年には本学会文献賞を受賞されました.その

後もすぐれた研究を続けられるとともに，若手研究者の

指導育成にも尽力されておられます.また，本学会の運

営にも役員，委員等を歴任していちじるしく貢献してい

ただいております.

平成元年度役員・支部長名簿

理事会 長森村英典(筑波大学)

" 副会長反町洋一(側三菱総合研究所)
" " 小田部湾(共栄工業紛)
" " L長谷川利治(京都大学)

" f世i 務腰塚武志(筑波大学)

" " 安達弘之(日本放送協会)
" ~ 言十 平本 厳(側電力計算センター)

" 研究普及忍回和良(輔日通総合研究所)

" " 小島政和(東京工業大学)
" 編 集伏見正則(東京大学)

" " 高森 寛(青山学院大学)

" 国 際柳井 浩(慶応義塾大学)

" 無任所権藤 元(近畿大学)

" " 真鍋龍太郎(文教大学)

" " 柳沢 滋(沖電気工業紛)

" " 若林信夫(小樽商科大学)

監 事 今野 衛司(日本アイ・ピー・エム脚)

" 鈴木誠道(上智大学)

支 部l 長

北海道支部 五十嵐日出夫(北海道大学)

東北支部 中海博司(東北電力側)

中部支部 岩田 怜( q菊名鉄コンピュータ
サービス)

関西支部 青沼龍雄(神戸商科大学)

中国・四国支部権藤 元(近畿大学)

九州支部 藤野義一(九州工業大学)
.......................・・・・a・・・・E・・ー........................................
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