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-第24回通常総会開催のお知らせ

定款第26条の定めにより，平成 7 年度通常総会を下記

の要領で開催しますので，会員各位の出席をお願いいた

します.

社団法人 日本オベレーションズ・リサーチ学会

会長村井勉

日時 4 月 21 日(金 15: 00-17 : 00 

会場:学士会分館会議室(文京区本郷 7-3-1 東京大

学赤門隣) TEL. 03 (3814) 5541 

総会次第1.平成 6 年度事業報告並ぴに決算報告の件

2. 平成 7 年度事業計画並びに予算の件

3. 平成 7 年度 8 年度役員選任の件

4. 学会賞の発表と表彰

5. 新フエロー紹介

注定款第 31 条により総会の定足数が会員現在数の

1/3 を必要としますので，ご欠席の方は委任状を 4

月 18 日までにお送りくださるようにお願いいたしま

す( 3 月下旬発送).

注 2 ・総会終了後同所において懇親会を行ないますの

で，ご参加くだきい(会費 6 ， 000 円).

-研究部会・グループ開催案内

.数理計画法

日時 4 月 15 日(士 14: 00-17: 00 

場所:統計数理研究所 3 階セミナ一室

テーマと講師:

(1) r時間指定のあるビークル・ルーティング問題」

(キーワード:ビークル・ルーティング，スケジュー

リング，ジャストインタイム，輸送問題)

池上敦子(成媛大学工学部)

(2) r A decomposition algorithm for solving certain 

classes of production-transportation problems with 

concave production costJ 

(キーワード: concave minimization, global optimi. 

zation, production-transportation problem) 

久野誉人，宇都宮隆広(筑波大学 電子・情報工学系)

問合せ先・東京理科大学工学部教養矢部博

Tel. 03 (3260) 4271 内 3560， 3545 Fax. 03 (3260) 0322 

E-mail: yabe@jpnsut20. bitnet 

統計数理研究所予測制御研究系伊藤聡

Tel. 03 (3446) 1501 内 553 Fax. 03 (3446) 1695 

E-mail: sito@ism.ac.jp 

-待ち行列

日時・ 4 月 15 日(土 14: 00-16: 30 

場所.東京工業大学本館 1-94号室

テーマと講師: (1) r既存の資源制約下におけるソフト

ウェアの最適配置」 所健一(電力中央研究所)

(2) rDelay and Overf1ow of Discrete-time Priority 

Queue with Burst Arrivals and Partial Buffer Shar-

ingJ 山下英明(上智大学)

問合せ先: NEC C&C研究所小林和朝

Tel. 044 (856) 2316 Fax. 044 (856) 2235 

E-mail: koba@sbl.cl. nec. co. jp 

-情報ネットワークとその活用

日時 4 月 20 日(木 18 : 00-20 : 30 

場所: NEC本社ビル 2F会議室

テーマと講師 r金融機関のサンデーバンキングj

根本忠明(和光大学)

問合せ先・電力中央研究所情報研究所小野賢治

Tel. 03 (3480) 2111 Fax. 03 (5497) 0318 

E-mail: ono@denken.or.jp 

-評価のOR

日時 4 月 22 日(土l3 :30-16:00

場所青山学院大学総研ピル(正門を入ってすぐ右手)

10F第18会議室

テーマと講師: (1)“A simple characterization of 

returns-to-scale in DEA" 万根薫(埼玉大学)

(2) “ Global asset allocation by AHP" 関沢栄相(日興

リサーチセンター)

問合せ先: NTT通信網研究所上回徹

Tel. 0422 (59) 3362 Fax. 0422 (59) 2829 

E-mail: ueda@tnlab.ntt.jpまたはueda@hashi.ntt.jp

-会合案内

-第147回新宿OR研究会

日時・ 4 月 18 日(火 12: 00-l3: 30 

場所:レストラン・レダ(新宿センタービル53F)

テーマ r特許の現状と今後の動向」
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学会だより

講師.岩出昌利(青和特許法律事務所)

参加費: 3.000円

-第34回シンポジウム

「経営効率性評価 一 DEA法のフロンティアと

応用事例ーJ 論文公募のお知らせ

経営効率性の評価というテーマは，あらゆる事業体に

とってますます重要な課題となっております.そのため

の手法としてDEA (Data Envelopment Analysis) への

関心が急速に高まってきました.先般， FORTUNE誌が

「経営者のための経済学」というページで，新手法とし

てDEAを紹介したこともあって，この手法への実務家の

関心も高まっています.本学会では，研究部会「評価の

ORJ (主査:刀恨薫，幹事:上回徹)をもうけて，

この方面の研究を進めて参りましたが，本年秋の学会シ

ンポジウムを「経営効率性評価 一DEA法のフロンティ

アと応用事例一」というタイトルの下に開催する運びと

なりました.つきましてはこのシンポジウムで発表する

論文を以下の要領で公募いたしますので奮ってご応募く

ださい

日 程:応募および原稿提出締切 5 月 30 日

採否通知・ 6 月 25 日

内容 :DEAに関する理論，モデル，アルゴリズム，応

用事例，関連領域，問題提起等

形式:論文作成は， rオベレーションズ・リサーチ」誌、

の[研究レポート」ないし「事例研究」の応募規定に

準拠します.ただし，原稿の長さは刷り上がり 5 ペー

ジ以内[約 1 万字] (採用論文をもって特集号を組むこ

とを提案中です)

発表時間・ 1 件40分

開催日時: 10月 15 日(日 10: 00-

会場埼玉県県民活動総合センター(JR大宮駅から

ニューシャトルで羽貫駅まで約23分)

問合せ・論文申込先:干180 武蔵野市吉祥寺北町3-3-1

成践大学工学部経営工学科上回徹

Tel. 0422 (37) 7393 Fax. 0422 (37) 3869 

E-mail: ueda@is.seikei.ac.jp 

-平成 7 年度秋季研究発表会

日程・ 10月 16 日(月)， 17 日(火)

場所.埼玉県県民活動総合センター(JR大宮駅から

ニューシャトルで羽貫駅まで約23分)

特別テーマ: rORの実施(仮題)J 

実行委員長:万板薫(埼玉大学)

発表申込締切 7 月 10 日(月)必着

(宛先)〒113 文京区弥生2-4-16学会センタービル 3F

日本OR学会事務局

Tel. 03 (3815) 3351 Fax. 03 (3815) 3352 

.研究発表は申込書およびアブストラクトの提出をもっ

て申込み受付とします.

-申込書等請求先:日本オベレーションズ・リサーチ学

会事務局(上記参照)

・詳細は次号以降で順次お知らせします.多数の皆様の

ご参加をお待ちしております.

問合せ先:〒338 浦和市下大久保255

埼玉大学大学院政策科学研究科大山達雄

Tel. 048 (852) 2111附

.日本工学会第 8 回学協会共通問題に関する討論会

「情報発信基地としての学協会の役割」

日時・ 4 月 17 日(月) 13: 00-16 : 30 

場所:鹿島 K 1 ビル地下大会議室(港区赤坂6-5-30

Tel. 03(5561)2111) 

共催: 88学協会

幹事学会:日本OR学会，土木学会，電子情報通信学会

プログラム:

13 : 10-13 : 50 r学会活動に対する支援について」

木島令己(文部省学術国際局学術情報課長)

13:50-14:30 r欧文誌の全文データベース化」

中西敦男(日本化学会常務理事)

14 ・ 40-15 : 20 r学術情報流通の変遷」

千原秀昭(化学情報協会専務理事)

15 : 20-16 : 00 r学術刊行物発行の将来像」

西野文雄(埼玉大学政策科学研究科教授)

16:00-16 ・ 30 パネル討論会

-他学協会案内

-第 5 回インテリジヱントFAシンポジウム(協賛)

主催・システム制御情報学会

日時 7 月 18 日(火)・ 19 日(水)

場所・メルパルク OSAKA (大阪市淀川区)

講演申込締切 4 月 10 日

問合せ・申込先:干606 京都市左京区吉田河原町14番地

近畿地方発明センタービル内 システム制御情報学会

第 5 回IFAS係

Tel. 075 (751) 6413 Fax. 075 (751) 6037 

-第 1 回「ソフト系科学技術研究会J (協賛)

主催:計測自動制御学会

日時: 1995年 4 月 24 日(月) 13: 00 -17 : 00 
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学会だより

会場:筑波大学大学院経営システム科学専攻(文京区

大塚3-29-1)

交通:地下鉄丸の内線「著荷谷」下車徒歩 2-3分

参加費:無料

プログラム:

13:00-14:45 日英ワークショップ報告

13: 00-13 ・ 45 経緯とワークショップ

ワークショッフ。コーディネー夕立命館大学得丸英勝

13 ・ 45-14 : 15 Session!: lntellecua! activities 

within organizations 報告

第一分科会コーテーィネータ 東京大学平津冷

14 : 15-14: 45 Session 3 : Harmonization of 

socia! systems with human needs 報告

第三分科会コーテ"ィネータ 京都大学西川韓-

14: 50-15: 50 発想、支援に対する機械学習による接

近 筑波大学寺野隆雄

15:55-16:55 アナロジーによる未熟練者の習熟支

援 三菱電機仲谷善雄

問合せ先:筑波大学大学院経営システム科学専攻

寺野隆雄

電話 (03) 3942-6855, FAX (03) 3942-6829, 

E-ma� : terano@gssim_ otsuka_ tsukuba_ ac_ jp_ 

-論文募集

• European Journal of Operational Research “ New 

Approaches in Evaluating the Performance of 

Financial Institutions" 特集号

論文締切: 1995年 9 月初日

Call for Papers ご希望の方は学会事務局までご連絡〈

ださい.

-国際会議案内

• IEEE/IFIP 1996 Network Operations and Manage-

ment Symposium (NOMS '96) 

主催: IEEE Communications Society and IFIP 

日時: 1996年 4 月 15 日(月) -19 日(金)

場所:京都パークホテル

論文締切: 1995年 8 月 15 日

閉会せ先:日本電気 C&C 研究所長谷川聡

TeL 044 (856) 2257 Fax_ 044 (856) 2230 

E-mail: satoshi@nwk.CL. nec_ co_ jp 

-公募案内

-山口大学工学部知能情報システム工学科

募集人員:助教授 2 名

専門分野:知能工学全般

担当科医・知能工学の関連科目

応募資格.博士号取得者で大学院後期課程の研究指導を

できる方か望まい、

採用予定 できるだけ早い時期

応募締切 5 月 31 日

提出書類:履歴書，研究業績リスト，論文別刷，他詳細

については問合せのこと

送付・閉会せ先:干755 宇部市常盤台2557 山口大学

工学部知能情報システム工学科主任三浦房紀

TeL 0836 (35) 9483 Fax_ 0836 (35) 9483 

報文集価格表(会員価格)

T-77-2 環境アセスメントにおけるシステム分析手法に関する研究 2000円

-第一編 環境影響評価支援システムの検討

-第二編 空間に対する影響の評価に関する調査研究

T-77-3 環境アセスメントにおけるシステム分析手法に関する研究 2400円

一第三編 米国における環境アセスメントマニュアル事例調査 2400円

R -88-1 「南米諸国とのOR交流視察団」報告書 1200円

T-94-1 New Direction in Simulation for Manufacturing 6000円

and Communications 

T-95-1 「巨大フ。ロジェクトに関するORJ 3500円
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