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撃盤論文米の論文薬療  

の隠学会の発展は9 将来の優秀な0配研究者および  

の艶笑務担当者の養成いかんにかかっています恥 その  

－一助としてヲ 田本の及学会は，昭和58年度より，ORに  

対する学生の関心を高めかつ大学におけるの殴関係学  

科間での情報交流にも役立てるため，学生会眉の串楽  

論鼠憺☆論文の砕から9毎年優秀なものを選拭「巨諸  

本オペレ血ションズ㌧ 7jサー・チ学会学生論文隊」とし  

て表彰することを実施しております阜   

つきましてはッ 下記応募要領で広く学生会展から論  

文を募集することと・なりましたので，ふるってご応募  

くださ＼／、くK またヮ 指導教慣（教周）の方々に戊ぜひご  

勧誘くださるようお願い御し上げます「）  

く応革質簡〉  

乱輌 応婁薗櫓 且998年3捌こ学部を卒業，あるいは修   

士課程Lを修了する会眉で，ひきつづき学生会眉ある   

いは正念周である者 

こ・‥・、  

（1、）提出薔顛 ①論文要約（A4判で3枚以内）2部  

（診学会員である指導教官（教眉）の推  

薦状］L部（推薦状は学会所定の用紙  

としますので9 学会事務局宛ご請求  

ください）  

（2）提出先 日本【D配学会 表彰委眉会  

（3）応募締切㌻ 3欄網丑，闘（必藤）  

3。東彰 受賞者には9 の配学会研究発表会その他適   

当な機会に賞牌を授与するとと温〉にヮ 受賞論文の要   

約を¢脱誌に掲載して．】表彰する。  

鎚。尊約傲 選考過程で第且次の受賞候補論又となっ   

たものについてはその全文のコピーと0毘誌掲載用   

の論文要約（学会指定）を各3部提出しなければな   

らない。  

－ －∴－∴－∴．・   

闇 時：4月24巴（金う 且5：0り～17三00  

会 場：学士会分館（赤門）  

〈営団地下鉄丸の内線本郷三丁田下車〉  

、 ニー＼一 二・：ニ．・：・－ －－      ・   

「■意恩決選軍法風脚炉の米用の新品チップ代叫新し』も  

、 ・－： ・－∴．・ 二‥●－    ：、∵：、1  

・・ご ・・・・．：・   

かな・りj芸く利用されて来ている階層化意思決走法  

崩L〕ほ］［）のッ ニ敬近の発展を知るとともに9 応用のための  

知識を新たにしようというぬらい。まず，はじめて  

A封「㌘を憫く方でも参加できるようにÅH㌘の概説を  

します功 次に要素間で従属的な関係がある場合を扱え  

、．●、・、●－∴、．、－・  

法を展望します¢ その後AⅢ㌘の最近の適用例や，田  

米の代表的なⅥ7ir嵐doⅥ椙対応のソフトの紹介をして9  

広く皆様に使っていただけるように考えたセミナー冊と  

します 

だ司 噂eユ998年，3」弓2日（月） 9：30～17：00  

会 場二束束ガス㈱ 本社 且307会議室  

（ご干ヱの5 港区海岸1－5－2の Te鼠。03（3433）2111）   

（J鼠qモノレーー・・′▼・′ル浜松閻駅南m下車徒歩5分 地下   

鉄都営浅草線大門駅下車徒歩10分）  

針十掛か斬酢・・PP∵真鍋龍太郎（文教大学）  

講 師：高橋磐郎（田本大学）9 真鍋龍太郎（文教大   

学），八巻蔽－【－〉＝一（静岡大学）9 木下栄蔵（名城大学）  

∵＼iゾう′、．   

「【イントロダクション 

「Å班Pの新しい展贋トゼ踏ぼ」  

rA正せPの最近の発展経過とその利用の実際」   

「ブルー・プ評価による人事評価への通風」  

∃ 

教組経∴か賛助全局259の00円ヲ 学生会貝59000悶9 非   

全局30ヲ00（脚ゴ（協賛学協会の会眉は正全局に同じ）  

ゆ監ノ込み方法：別添とじ込みをご利用いただくか9①R   

学会事務局に参加申込書をご請求ください   

′脛e乱。03（3815）335蓬 Fax，03（3815）3352  

協賛（依頼中）三経営情報学会9 計測自動制御学会，情   

報処理学会ヲ 電気学会9 電子情報通信学会，土木学   

会9 日本応周数理学会9 田本機械学会9 日本経営ユニ   

学学会9 巨す本建築学会ヲ 日本統計学会，日本品質管   

理学会  
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学会だより  

Fax．022（217）6321Tel．022（217）6296   

EMmail：yasuda＠econ．tohoku．acJp  

★〒020 盛岡市上田3－18－34   

岩手大学人文社会科学部 石川明彦（実行副委員長）   

Fax．019（621）6810 Tel．019（621）6806   

E－mail：ishiaki＠msv．cc．iwateJu．aCJP   

珍平成10年度秋季研究発表会   

日 程：平成10年10月15日（木）～16日（金）  

場 所：日本大学会館  

〒102 千代田区九段南4－8－24  

（市ヶ谷駅から徒歩3分）  

実行委員長：高橋磐郎（日本大学生産工学部）  

実行副委員長：大沢慶吉（日本大学生産工学部）   

珍研究部会。グル血プ開催案内   

〔高度情報化社会における交通・流通〕  

・第33回  

日 時：2月20日（金）18：00～20：00  

場 所：東洋経済新報社ビル（日本橋）  

テ嗣マと講師：「情報インフラによる交通システムの  

革新」  

野末尚次（鉄道線合挽術研究所技師長）  

問合せ先：工学院大学 八戸英夫   

Tel．03（3342）1211内線2423   

E－mail：at79114＠ns．kogakuin．ac．jp  

〔システムの最適化とOR〕  

日 時：2月20日（金）14：00～17：00  

場 所：富山商船高等専門学校 福利施設「奈呉の浦   

会館」多目的集会室   

（富山県新湊市海老江練合1¶2 Tel．0766（86）   

5112）  

（富山駅前から「新港東口」行きバスに乗り，「練合」   

下車，徒歩2分）  

テ血マと講師：  

（1）「船舶操縦シミュレーション。シミュレータにお  

ける未解決の課題等について」  

遠藤 真（冨山商船高等専門学校）  

（2）「Nonpreemtive Flowshop Scheduling with  

Machine DominanceJ   

Ondrej Cepek（CharlesILlniversity），岡田政則   

（金沢学院大学），Milan Vlach（北陸先端科学技  

術大学院大学）   

研修集会終了後，懇親会を行う予定です．申し込み  

（57）123   

珍平成10年度春季研究発表会   

日 程：平成10年5月27日（水）－28日（木）研究発表   

会 29日（金）見学会（計画中） 5月27日（水）懇親会  

場 所：仙台市青年文化センター（仙台市青葉区旭ヶ   

丘3丁目27－5  

特別テMマ：「身のまわりのORとOR教育」   

平成10年度春季研究発表会は，仙台市青年文化セン  

ターを会場に開催いたします．会場は仙台駅から地下  

鉄で約10分，台の原森林公園に隣接した大変自然豊か  

な環境に恵まれた所です．   

さて，このたび我がOR学会もめでたく創立40周年  

を経て，ますますの発展が期待されております．そこ  

で今回の研究発表会では，OR活動のさらなる普及・発  

展を願い，特別テーマを「身のまわりのORとOR教  

育」と設定しました．身近な話題や研究ならびに教育  

体験等を題材に，これからのORについて活発に議論  

したいと思っております．   

会場の都合等により，今回新しい試みとして，埜窒  

発表の約半数をペーパーフェア形式の研究発表とする  

ことにいたしました．そして従来のようにペーパーフ  

ェア研究発表だけの時間帯を設けるのではなく，2つ  

のセッション（場合によっては3つのセッション）を  

ペーパーフェア形式による研究発表として，一般研究  

発表と並行して同時進行させます．つまり「セッショ  

ン丸ごとペーパーフェア」です。このペーパーフェア  

研究発表会場には，全局談話室を兼ねた，広い交流ホ  

ールを用意しました．お茶を片手にブースをひとつひ  

とつ聞くこともできるし，研究発表を話題にじっくり  

議論もできます。多数の参加，研究発表を楽しみにし  

ております。（どのセッションをペーパーフェア研究発  

表形式にするかは，プログラム作成時に決定いたしま  

す。発表者の方には確定次第ご連絡いたします．）  

実行委最長：松田泰（東北支部長，東北電力）  

参加費：正・賛助全局6，000円，学生会月2，000円，非   

会員10，000円  

登壇料：非会員のみ2，000円／件（本学会の許可が必要）  

特別講演：5月27日（水），28日（木）（計画中）  

懇親会：5月27日（水）18時（予定）より 参加費   

6，000円  

見学会：5月29日（金）（計画中）  

問合せ先：  

☆〒980－77 仙台市青葉区川内   

東北大学経済学部 安田一彦（プログラム委員）  
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学会だより  

は研究会当日にお願いします巾 会費は4，000円程度。  

聞合せ先：   

富山商船高等専門学校 成瀬喜則   

Te且uO766（86）52且2 『ax山0766（＄6）51孔の   

金沢大学経済学部  前田 隆  

、 ■  ヽ－  －     ●－ヽ－ ■ －   

：●“・・・∴・、   

・・こ  

朽 時ニ 2月2温田（土）且3：30～16：00  

場 所三成膜大学資料館（吉祥寺駅珊∧車，バス成頗学   

園前－1鮮卑9 正門を入って右側，守衛所のすぐ先，憲   

章羊尊駅より徒歩20分）9 大会議室  

費Ⅷ∇藍講師：学生大会（5件）を衝います。   

Ⅷ学生大会一肝  

（1）「効率性評価に関連する諸検討」  

金子修㌧ 意多敬直9 染谷直孝，角田吉宏（成躍大  

学）  

（2）F‾cATV関連特性の効用評価＿」  

筒井哲也（成踵大学）  

（3）「非効率的な公益組織体の最適改善方策」  

武田朗子（慶応大学）  

（4）「評価者の意向を加味したm監Åの椚【・諭提案 －入  

出力項削こ対する重要度の決定二」  

佐藤俊索（東京理科大学）  

（5）「DEÅにおける時系列データを用いた業界の経  

営変化測定法の提案」脚仁】二勲（東京理科大学）  

間食せ先：ⅣTl「マルチメディアネットワーク研究所  

篠原 正明   

丁軋 0舶2（59）2495 『ax。0422（59）2829   

監－ma亙且：simoha『a＠払ash亘。tm且．m七生。CO。jp   

⑳会食寮内   

〔第見習5圃新宿0陀研究会〕  

盟【時：2月肌憎（火）且2：00（一13：3の  

場 所≡東天紅（新宿センタービル53『）  

テm苛：「環境問題の現状とその政策」  

講 師：刃、独 活氏（キックス総研代表取締役中0訳学   

会フェロ山）  

啓力調柴：3，000開   

－：－∴、さ －・二・‥ － 、・・丁：：？・〕  

田 時：2月9甜（月）且8：30～21こ00  

場 所：学士会館（神田錦町3【28）  

涙㌔よ苛∵「今後の地球温暖化防止戦略一京都会議の成   

果を踏まえ1∵∴」  

瑠翌掲（58）  

講 師：岡本憲之氏（三菱総合研究所地球環境研究セ   

ンター【Ⅶ】取締役センタ、－Ⅶ長）  

参加應：丸の内のR研究会会員（無料）  

非会員（4ヨ00釧：『）当日受付でお支払いください。ただ  

し／F 参加については且週間前までにお問い合わせくだ  

さい  

聞合せ先二 卜、叫－マツ0ニコンサルティング㈱ 松下芳生   

㌻e温州03（3457）6745  

－－‡で．．ミ・∴．－∴  ・ 

数理計画法研究会（ResearchAssociationofMathe－  

m如ica－1Px【Og柑mrmimg：RÅMP）では，平成10年3月  

30囲ぃ3温田の2日間，第8固RAMPセミナーを実施し  

ますp このセミナ、mは，数理計画の話題の中から興味  

深いテー・Wマを学習することを目的として，1泊2日の  

日程で毎年春に開催しているものです。対象者は9 企  

業の若手の方々，および大学院修士課程，新4年次の  

学珪です 今閲のテし¶マはネットワーク理論を中心に  

基礎9 展開タ 応用です（．比較的基本的な内容に焦慮を  

当てて9 講師の方々に丁寧に解説していただきます。  

宿泊：懇親会も同じ会場ですのでプ 多くの方々の参加  

をお待ちしております。  

甜 噂：平成10年3月30巨諸（月）14三00～17：00  

31日（火） 8：30～12ニ45  

会 場：福島ビュー∴ホテル Te且。024（53且）且111  

住 所：〒960－8068 福島市太田13－73（JR東北新幹   

線福島駅西H正面）  

参加寛厳：60名（一般40名，学生20名）  

螢蝕襲∴・一般189000円 学生109000悶（テキスト代0   

懇親会費を含む）  

旅費補助：遠方から参加するOR学会学生会眉にほ，   

旅費の山部を補助します 

申込方法：氏名，所風 連絡先住所，FAX番号，電子   

メ、〉r－ルアドレスを明記の上9 電子メールかFAXか   

郵送で事務局まで申し込んでください。なお，参加   

費の銀行振込を希望される方は下記へお願いしますむ   

束邦銀行 本店営業部 普通預金口座   

店番号一こ101 訂首座番号：2飢0082   

名 義二第8匝膵ÅMPセミナー事務局  

申込締囁夢；3月9ぎ瑠（月）  

寮務魔三実行委眉庚 申山 明  

（福島大学行政社会学部：〒聞か1296 福島市松川町   

浅川字直通2）   

r㌃e旦．024（548）8262『ax。024（548）5174  
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学会だより   

編を公募いたします．6月末日までに発表論文の題目，  

発表者，アブストラクトを当学会国際委員会までお送  

りください．なお論文発表に際しては，当学会から渡  

航費等の援助がないことをご了承ください．   

珍国際会議案内   

・ThellthlTC（InternationalTeletraffic Cong，   

ress）SpeciaIists Seminar（第11回汀Cセミナー）   

（協賛）  

日 時：1998年10月27日（火）～29日（木）  

会 場：横浜シンポジア（横浜）  

論文提出締切：1998年4月30日（木）  

採否の通知期限：1998年7月1日（水）  

問合せ先：NTTアドバンステクノロジ㈱川島幸之助   

Fax．0422－37－8118   

E－mail：shima＠annex．nttpat．co．3p   

ホームページhttp：／／www．convention．co．jp／itc／  

・Workshop on［nte”igence Techniquesin Opera－   

tions Research（lSORA’98）  

日 程：1998年6月13日～16日  

場 所：ハルビン（中国）  

主 催：中国OR学会・AsianqPacific OR Center  

問合せ先：Prof．YingjunFENG  

AppliedMathematicsResearchInstitute  

HarbinInstituteofTechnology  

Harbin，Heilongjiang，150001，China  

Fax：86－451－6221048  

アブストラクト提出期限：1998年3月15日（上記宛）   

珍助成案内   

・㈲大川情報通信基金 平成10年度研究助成募集  

助成対象分野：情報・通信に関する研究・調査  

助成対象：情報・通信に関する研究機関，教育機関に   

おける研究者  

助成金：1件100万円  

応募締切：3月15日（日）  

問合せ先：財団法人 大川情報通信基金事務局  

〒163－0227 新宿区西新宿2－・6－1 新宿住友ビル   

27階   

㈱CSK内 Tel．03（5321）3958 Fax．03（5321）   

3959   

E－mail：00KAWAKIKIN＿KD＠cii．csk．co．jp   

http：／／www．csk．co．jp／tof／fdnjOOO．html  

E－mail：nakayama＠gl．ads．fukushima－u．aC．jp   

URL：http：／／mac．ads．fukushima－u，aC．jp／ramp   

semi／program．html  

プログラム（ネットワーク理論）  

3月30日（月）セッション1［ネットワーク理論：基礎］   

14：00～17：00  

珍ネットワーク理論の基礎 紫野麻衣子（筑波大学）   

内容：1。アルゴリズムの評価，NP一困難な問題，  

グラフの探索．  

2．最短路問題  

3．最大流問題：最大流最小カット定理，マ  

ッチング，プリフロープッシュ法など．  

4．最小費用流問題：輸送問題，割当問題も  

紹介．  

5．その他：最小カット問題，連結度増加問  

題など．  

17：30～19：30 懇親会  

3月31日（火）セッション2［ネットワーク理論：展   

開と応用］   

8：30～10：′30  

珍ネットワーク理論の展開 岩田 覚（大阪大学）   

内容：1．マトロイド：最小木問題，食欲算法，双  

対マトロイド．  

2．劣モジュラ関数：基多面体，劣モジュラ  

流問題，Lucchesi－Youngerの定理．   

10：45～12：45  

珍ネットワーク理論の応用 伊藤大雄（豊橋技術科学   

大学）   

内容：1．通信網設計と連結度：マルチメディア綱  

と領域グラフ，関連アルゴリズム．  

2．無線通信局配置と彩色問題：配置問題と  

彩色問題の関係，四色問題，アルゴリズム．  

3．VLSI設計とグラフへの埋め込み：Kur－  

atowskiの定理，HopcroftrTarjanのアル  

ゴリズム．  

4．スケジューリング問題：関連問題とアル  

ゴリズム．   

珍肝ORS99推薦論文公募のお知らせ   

IFORS99が1999年8月16日から8月20日にかけて  

中国，北京のFriendship Hotelにて開催されます．  

OR学会としましては，IFORS99において発表予定の  

わが国からの論文2編をNationalcontributionとし  

て推薦する予定です．つきましては，この推薦論文2  
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