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各1部添付してください．ただし，提出の義務はあ   

りません．  

（2）提出先：日本OR学会表彰委月会  

（3）応募締切：平成8年11月30日（土）必着  

5．表彰：受賞者には，OR学会総会その他適当な機会   

に賞牌を授与するとともに，受賞ソフトウェアの要   

約をOR誌に掲載して表彰する．  

6．その他：（1）応募するソフトウェアは，広くOR学会   

月に役立つことが必要な条件であるため，一般学会   

眉からの利用の要請を受けたときは，その．便に応じ   

る土ととしてください．ただし，学会は，利用につ   

いて仲介の労をとることはいたしませんから，当事   

者間で直接話し合ってください．  

（2）受賞にもれたソフトウェアについても，適当なも  

のについては，主な機能等の紹介をOR誌に行なう  

こととします．  

（3）応募者は，きたる11月7日，8日に大阪工業大学  

にて開催される本学会秋季研究発表会のペーパー  

フェアまたはソフトウェアショウにおいてあらか  

じめ発表されますようおすすめします．   

珍第36回シンポジウム   

日 時：11月6日（水）13：00－17：00  

場 所：大阪工大摂南大学創立60周年記念館   

（大阪市旭区大宮5－16－1）  

テーマ：「変革期の経営環境と意思決定」  

実行委員長：山根敬三（摂南大学）  

講 師：（∋宇野 収（前 関西経済連合会会長，東洋   

紡績㈱相談役）  

②松島悠佐（前 陸上自衛隊中部方面総監，ダイキン   

工業㈱顧問）  

（∋瀬尾芙巳子（摂南大学経営情報学部教授，京都大学   

名誉教授）   

◎平成8年度秋季研究発表会   

日 程：11月7日（木）～8日（金）研究発表会  

11月5日（火）見学会（13：30～17：00  

松下電工㈱と松下電器産業㈱技術館）  

場 所：大阪工大摂南大学創立60周年記念館   

（大阪市旭区大宮5－16－1）  

オペレーションズ・リサーチ  

◎日本オペレーションズ・リサーチ学会事例   

研究奨励賞（ソフトウェア部門）第12回候補   

ご推薦のお願い  

いまやORの研究・教育・実施においてはソフトウェ  

アが不可欠のツールとなっています．しかも，年々多  

数の新しいすぐれたソフトウェアが作られていますが，  

これらは，はたして，広く有効に使われて，世の役に  

立っているでしょうか．   

本学全局の声として，ORに関連するソフトウェアを  

紹介し，評価し，会眉に知らせてほしい，という要望  

がしばしば寄せられております．   

学会では，このような情勢をふまえ，1985年度から  

優秀なソフトウェアの顕彰を実施いたしております．  

つきましては，今年度も下記の要領で，広く学会員か  

ら募集することになりましたので，奪ってご応募くだ  

さい．   

なお，本質を，事例研究奨励賞の中のソフトウェア  

部門といたしましたのは，過去の事例研究奨励賞にお  

いてコンピュータ・システムの開発に対する授賞を行  

なった実績も参考として決定したものであります．  

く募集要領〉  

1．賞の名称：日本オペレーションズ・リサーチ学会   

事例研究奨励賞（ソフトウェア部門）  

2．選考の対象：ORの教育・実務において広くOR学   

会月に役立つもので，次のような対象を想定してお   

ります．  

（1）教育用ソフトウエア  

大学・企業・その他教育機関においてOR教育研修  

用のソフトウェア  

（2）OR技術の先端的ソフトウェア  

3．応募資格：本学会の会長（個人に限らずグループ   

や企業も対象となります）  

4．応募手続：（1）提出書類   

①正会員による推薦状 1部   

推薦状は学会所定の用紙とします．  

（ヨソフトウェア機能説明書（A4判3杖以内）5部   

機能説明書は学会所定の用紙とします．  

（∋その他参考資料  

Input／Outputの例，解説書等の参考資料があれば，  
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学会だより  

テ「マと講師：（1）「A Unified Analysis of the   

Queue Length Distributionin M（k）XG／1／N   

and G）／M（k）Y／1／N Queues」  

馬場 裕（横浜国立大学）  

（2）「Product Form Queueing Networks with  

Concurrent MovementsJ   

U」下英明（駒沢大学） 宮沢政清（東京理科大学）  

問合せ先：NTT通信網研究所 小沢利久   

Tel．0422（59）4593 Fax．0422（59）2829   

Ermail：toshi＠hashi．ntt．Jp  

〔数理計画法〕  

日 時：6月22日（土）14：00～17：00  

場 所：統計数理研究所 3階セミナー室  

テーマと講師：（1）「離散凸解析」（キーワード：Con－   

VeX Analysis，Duality，Matroid，Submodular   

Functions）室田一雄（京都大学数理解析研究所）  

（2）「A New PolyhedralApproach for Nonconvex   

Quadratic Problems」（キーワード：Nonconvex   

Quadratic Problem，Linearization Technique，   

PolyhedralApproach，Cutting Plane，Boolean   

Quadratic Polytope）  

矢島安敏，藤江哲也（東京工業大学）  

問合せ先：統計数理研究所 予測制御研究系  

水野真治，伊藤 聡   

Tel．03（5421）8755，8756 Fax．03（5421）8796   

E－mail：mizuno＠ism．ac．Jp，Sito＠ism．ac．Jp   

⑳日本学術会議経営工学研究連絡委員会   

第12回シンポジウム   

テーマ：グローバリゼーショ’ンにおける生産と社会  

日 時：6月28日（金）13：00～17：30  

会 場：日本学術会議講堂   

〒106港区六本木7－22－34   

Tel．03（3403）6291（地下鉄・千代田線乃木坂駅下車  

（代々木上原寄り出口）徒歩1分  

資料代：4，000円（学生2，000円）  

定 員：200名（定員になり次第締め切ります）  

申込方法：参加申込書に必要事項をご記入の上，下記   

の経営工学研連シンポジウム事務局へご送付くださ  

しヽ  

申込先：（社）日本経営工学会事務局内研連シンポジウ   

ム事務局   

Tel．03（5814）5801Fax．03（5814）5820   

※詳細は5月号とじ込みをご覧ください．  

（49）35丁   

実行委員長：栗山仙之助（摂南大学）  

特別テーマ：「変革のOR」  

発表申し込み締め切り：7月31日（水）必着  

・アブストラクト送付先：〒565吹田市山田丘2の1   

大阪大学大学院工学研究科応用物理学専攻数理情報   

工学講座 石井博昭   

Tel．06（879）7868（直通）  

・申込書等請求先：〒113文京区弥生2－4Ⅶ16   

学会センタービル3階 日本オペレーションズ・リ   

サーチ学会事務局   

Tel．03（3815）335iFax．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   

もって申し込み受付とします．   

⑳平成9年度春季研究発表会   

日 程：平成9年4月2日（水）～3日（木）研究発表会  

4月4日（金）見学会  

場 所：九州大学文系講義棟   

（福岡市東区箱崎6－10－1）  

実行委員長：松山久義（九州大学）   

珍研究部会・グループ開催案内   

〔評価のOR〕  

・第17回  

日 時：6月15日（土）13：30～16：00  

場 所：青山学院大学総研ビル7階 第13会議室  

テーマと講師：（1）「繰り返しデータによる確率的   

DEA」（キーワード：DEA，不確実性，繰り返しデ   

ータ）  森田 浩（神戸大学）  

不確実性のあるデータを取り扱う時には繰り返し   

測定することでその不確実性を把握することが有効   

である．本発表では繰り返しデータにもとづいて効   

率性を評価するときのDEAに関して行なった考察   

と数値実験の結果を紹介する．  

（2）「“DATA ENVELOPMENT ANALYSIS：  

▼▼   Theory，Methodology and Applications，  

edited by Charnes／Cooper／Lewin／Seiford  

における応用事例の紹介」他1，2件を予定  

問合せ先：成蹟大学 上田 徹   

Tel．0422（37）3793 Fax．0422（37）3869   

ELmail：ueda＠is．seikei．ac．jp  

〔待ち行列〕  

日 時：6月15日（土）14：00～16：30  

場 所：東京工業大学 本館1－94号室  
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学会だより  

募集人員：以下の専門分野ごとに助教授または講師   

各1名（計3名）  

専門分野：①コンピュータ・ネットワーク，オペレー   

ティング・システムまたはデータ．・ベース   

（博士の学位を有する40オ以下の者）  

②経営数理（博士の学位を有する40オ以下の者）  

③経営管理システムまたは会計情報システム（博士の   

学位を有するか，もしくは業績が博士の学位に相当   

すると認められる40オ以下の者）  

着任時期：平成9年4月1日  

応募締切：平成8年7月12日′（金）（必着）  

提出書類：履歴書：業績書・著書・論文・レポート他．   

詳細については問合せのこと．（所定用紙有り）  

問合せ先：〒535大阪市旭区大宮5－16－1   

大阪工業大学 庶務課   

Tel．（06）954－4097（ダイヤルイン）   

⑳第31回SSOR   

日 程：8月2叩（火）～23日（金）  

場 所：レイクサイドくきざき   

（〒300－12茨城県稲敷郡茎崎町下岩崎708－1   

Tel．0298（76）5050）  

参加費：一般35，000円 学生25，000円  

講演中込み：7月15日（月）までにssorpro＠shako．sk．   

tsukuba．ac．jpへ．  

参加中込み：7月19日（金）までにssorapp＠shako．   

Sk．tsukuba．ac．jpへ．   

講演・参加の申込み詳細については電子メールで配   

布します．  

問合せ先：〒305茨城県つくば市筑波大学社会工学系   

SSOR事務局  山本芳嗣   

Tel．0298（53）5001，5200，5545 Fax．0298（53）5070   

ELmail：yamamoto＠shako．sk．tsukuba．ac．jp   

珍国際会議案内   

・1996JnternationalConference of the Swedish   

OR Association“Managing the Techno10gical   

Society：TheNext Century’s ChaIlengetoO．R．”  

主 催：スウェ 

日 程：10月1日（火）－3日（木）  

場 所：Lulea University（Sweden）  

アブストラクト締切：6月15日（土）  

問合せ先：OR学会事務局  

・Jnternationa［Conference on Trans・ition to  

オペレーションズ・リサーチ   

◎放射線発見100年記念   

シンポジウム「人類と放射線」  

主
 
共
 
日
 
会
 
 

催：日本学術会議  

催：日本工学会／日本原子力学全／ほか  

時：平成8年7月25日（木）13：00－17：00  

場：日本学術会議講堂  

港区六本木7－22－34 Tel．03－3403－6291  

講 演：（1）Isotopeとその応用，環境科学との関連  

東京大学大学院教授 石橋 顕吉  

（2）放射線生命科学  

大阪大学名誉教授 近藤 宗平  

（3）▲放射線で“し－－のち”を救う  

放射線医学縫合研究所特別研究月 館野 之男  

（4）放射線と基礎科学  

理化学研究所理事長 有馬 朗人  

間合せおよび申込み：日本工学会   

〒10 

Tel．03（3475）4621Fax．03L3403－1738  

参加費：無料   

◎会合案内   

〔第159回新宿OR研究会〕  

日 時：6月18日（火）12：00－13：3p  

場 所：レストラン・レダ（新宿センタービル53F）  

テーマ：物流は環境問題にどう対応できるか一物流共   

同化の実践を踏まえて一  

講 師：津久井英書（プラネット物流㈱常務取締役）  

参加費：3，000円  

〔第37回丸の内OR研究会〕  

日 時：6月12日（水）18：30－21：00  

場 所：学士会館（神田錦町3－28）  

テーマ：日米の情報化格差  

講 師：天羽浩平（日本サン・マイクロンステムズ㈱   

特別顧問）  

参加費：丸の内OR研究会会員（無料）   

非会月（4，000円）当日受付でお支払いください．た   

だし，参加については1週間前までにお問い合わせ   

ください．  

蘭合せ先：トーマツ・コンサルティング㈱ 松下芳生   

Tel．03（3457）6745   

◎公募案内   

・大阪工業大学工学部経営工学科  
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学会だより  

日 時：1996年7月12（金） 9：20～17：50  

場 所：ホテルアウィーナ大阪（旧称：公立学校共済   

組合「なにわ会館」）   

〒543大阪市天王寺区石ヶ辻町19－12   

Tel．06（772）1441  

プログラム：統一テーマ「情報世界を生きる」  

Advanced Market lnstitutions and Economies 

主 催：システム研究所（ポーランド科学アカデミー）  

日 程：1997年6月18日（水）～21日（土）  

場 所：Warsaw（Pdland）  

アブストラクト締切：8月31日（土）  

問合せ先：OR学会事務局  

・Second Australia－Japan Workshop on Stochastic   

ModeFs，（協賛）  

日 程：1996年7月17日～19日  

場 所：Gold Coast（Australia）  

申込み・問合せ先：広島大学工学部尾崎俊治（〒739   

東広島市鏡山1－4－－1   

Tel．0824（24）7698 Fax．0824（22）7025   

◎他学協会案内   

・関西情報関連学会連合大会（支部協賛）  

主 催：（社）情報処理学会関西支部，（社）計測自動制   

御学会関西支部他  

協 賛：（社）日本オペレーションズ 

西支部，（社）電子情報通信学会関西支部，（社）日本   

経営工学会関西支部  

「情報のセキュリティ」  

「モバイルコンピューティング」  

「震災と社会システム」  

「知能システムからの新しいアプローチ」  

「経営革新と情報ネットワーク」  

「インテリジェント技術を活用した教  

セッション1   

セッション2   

セッショ‘ン3   

セッション4   

セッション5   

セッション6  

育への挑戟」  

参加費（予稿集代含む）：会月3，000円，一般5，000円，   

学生1，000円（会員とは，主催学会・協賛学会の会員   

をいう）  

申込み・聞合せ先：関西情報関連学会連合大会事務局  

（情報処理学会関西支部内）   

〒530大阪市北区梅田ト3」ト800大阪駅前第1ビ   

ル（財）関西情報センター気付   

Tel．06（346）2543 Fax．06（346）2443  

●  

珍平成8年度会費納入のお願い（事務局）   

平成8年度の会費請求書をすでにお送りいたし  

ましたので，ご送金くださるようお願いいたしま  

す．なお，7年度以前の会費を未納の方は合わせ  

てお支払いくださるよう重ねてお願いいたします．  

〔預金口座振替ご利用の方へ〕   

平成8年度から預金口座振替をご希望の正会員  

の方は，学会事務局までTEL，FAX，郵便にてご  

連絡ください．折り返し預金口座振替依頼書をお  

送りいたします．  

珍会員名簿刊行のお知らせ  日本OR学会  

1995年版の会員名簿（会員限定）が発刊されま 

した．E－mailaddressも登録され，3年ぶりの改  

定版です．購入ご希望の会員の方には，1冊4，000  

円でおわけいたします．FAXもしくはハガキでお  

申込み〈ださい．（消費税は非課税です）   

氏名・会員番号・代金支払方法（振込でお願い  

いたしますが，請求書等必要の有無など）をご記  

入ください．  
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