
（＊印は品切れ）  

☆過去20年分のOR誌特集名を掲載いたします．在庫整理を予定いたしておりますのでご購入ご希望の会員の   

方は，FAXにてお申込みください．在庫切れとなりました場合はお許しください．  

（送料は実費ご負担願います．販売価格はVol．23～Vol。32に限り半額といたします。）  

198瑠年（Voヨ．26）  

＊1月号 カントリー・ リスク  

＊2月号 鉄道のOR   

3月号 物流   

4月号 待ち行列の現状   

5月号 創造への接近   
6月号 海外プロジェクトマネジメント   

7月号 エネルギー問題とOR   

8月号 TQC／CWQC   
9月号 政策科学の展開と手法  

10月号 ゲーム理論とその応用  

11月号 効用理論とその応用  

12月号 ファジィシステム論   

1982年（Vot．27）   

1月号 生産システムの問題と動向   

2月号 人間の行動モデル   

3月号 OAとOR   

4月号 データ。ベースの現状と利用   

5月号 社会情報システム   

6月号 数週計画の応用   

7月号 化学とOR   

8月号 確率システム   

9月号 ロボット  

10月号 プレゼンテーションのOR  

ll月号 都市システムの解析  

12月号 信頼性とOR   

1983年（Vol．28）   

1月号 ORのはじまり   

2月号 鉄鋼のOR   
3月号 スーパーコンビュー一夕   

4月号 行政改革   

5月号 建設のOR   

6月号 知識工学   

7月号 消費行動の追跡   

8月号 経営計画   

9月号 確率  

10月号 経営意思決定と会計情報  

11月号 研究評価  

12月号 女性OR研究家  

用78年（Vol．23）   

1月号 エネルギー  

＊2月号 モデルを解剖する   

3月号 教育問題   
4月号 ゲームの理論   

5月号 回帰分析   

6月号 漢字情報  
＊7月号 データ。ベー ス   

8月号 組合せ理論の応用   

9月号 信頼性  

10月号 電力とOR  

＊11月号 OR実施理論と日本的経営  

12月号 地域のOR   

用79年（Vol．24）  

＊1月号 予測のOR  

＊2月号 官庁統計   

3月号 食糧問題  

＊4月号 スポーツとOR  

＊5月号 プレゼンテーション  

＊6月号 ストノビングルール  

＊7月号 流通  

＊8月号 国際関係  

＊9月号 災害  

＊10月号 エントロピーモデルとOR  

＊11月号 銀行のOR  

＊12月号 都市・地域経営   

柑80年（Vol．25）  

＊1月号  

＊2月号  

＊3月号  

＊4月号  

＊5月号  

＊6月号  

＊7月号  

＊8月号  

管理会計と数理計画  

技術開発と予測  

行政の守備範囲  

自動車径路誘導システム  

政策科学の実践  

省エネルギー  

受注選択問題  

オピニオンテクノロジー  

欄社会的合意形成の方法－   

9月号 航空のOR  

lO月号 スポーツのOR PARTII  
ll月号 デシジョン・ サポート・システム  

＊12月号 モデルの複雑さへのアプローチ  
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1月号 これからのの隠   
2月骨 ゲーミング。シミュレhション   

3月骨 トラフィックのOR   

4月骨 の段数育   

5月号 附か企業のの殴   

6月骨 企業のの隠教育   

7月骨 モデルと解析   

8月骨 流通のの配   

9月骨 社会的リスクのOR  

lの月号 事例研究（59年春季発表会）   

ユー乱用骨 マネジメントシステムとのR  

12月骨 暮しのの隊   

欄離剛肌蹴嘲  

1月骨 第三世界とマイコン   

2月骨 まちづくりのOR   

3月骨 の隠とその周辺の手法   

4月骨 地理情報のの配   

5月骨 動的計画法   

6月号 事例研究（59年秋季発表会）   
7榔啓 待ちノ行列網のバッケーージとシ ミュレータ   

S月号 医学仲医療のOR   

9月骨 ⅢSS デシジョンサボ一斗システム  

10月骨 建設¢建築のOR  

l且月骨 在庫管理の展開   

ヱ2月骨 イベントののR  

－‥‥●  

1月骨 組合せ最適イヒ   

2月骨 地域計画策定支援システム   

3月骨 計量情報学のOR  

4月骨 経営財務とのR   
5月l骨 マーケテイングの新しいアプローチ   

6月号 鉄鋼との況   

7月骨 教育との配   

8月骨 AHP（階層化意思決定法）   

9月†号 災害のの灰  

10月骨 モジュふルとユニット  

1且月号 企業の国際化   

且2月号 犯罪と0配  

■－－  － － 、－  

1月号 線形計画法の最近の発展   
2月骨 雪   

3月骨 問題解決法としてのOR   

4月骨 横取り   

5月骨 シミュレーーーション   

6月骨 のRの図解   

7月号 交通   

8月骨 本鞘架橋   
9月骨 Å互の推論とのR  

10月号 北海道開発のOR  

ll月号 スケジュ山リング  

12月号 金融  

－：・－一二・ご二、∴  ∴∴  

＊1月号 分枝限定法  
＊2月骨 戦略的マー叫ケティング  

ヨ匝3月骨 組織知能   

4月骨 グラフィック0股   

5月骨 待ち行列のいま   

6月号 複合エネルギ、…時代  

＊7月号 ソフト 巾システムズQアプローチ  

＊S月号 多目的意思決定  

＊9月骨 水資源   

相月骨ライフサイクル   
m月号 ＝すミュニケーション  

＊ユ2月号 地域開発の大型プロジュクト   

、、・・・・■・ 一 －  

投資と金融  
情報ネットワーー、J▲ク  

線形計画の新潮流  

ご＼青首了・）  

イノベイティブ。マネジメント  

気象と経営   

＊1月骨  

＊2月骨  

＊3月号  

＊4月号  

＊5月骨  

＊6月号  

7月骨 の配の切りm  
＊8月号 快適性  

＊9月骨、マ－ケティングサイエンス  

＊1り月号 時系列分析   

ユ且月号 ゲー・ム理論のフロンティア   

㍑月号＋次世代盤産システム  

、・－；∴・．－  

＊且月号 二企業のりストラクチャリング  

＊2月号 シミュレ、¶ション   

3月号 通信サービス  

＊4月号 土木¢建築と0配  

＊5月号 物流革命との灰   

6月号 Å耳竹0況①DSS   

7月骨 国際分散投資   

8月号 対話型のOR   

9月号 交通ののR   

川月号 システム巾ダイナミックスの今  

11月号 田本製造業の知恵   

且2月号 戦略的ORと情報システム  

‥ ン  ∴ ．・  

＊1月号 ポーートフォリオ工学  

＊2月号 雇用の変化と21世紀への対応  

＊3月号 CIM要素技術の最前線  

＊4月号 確率モデルとその周辺  

＊5月号 地球環境問題への対応  

オペレ山ションズdリサーチ   
頂望払（62）  
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10月号 ORとシステムモデリング  

11月号 ORソフト一統計パッケージー  

12月号 APORS会議   

1995年（Vol．40）   

1月号 OR：21世紀にむけて   

2月号 開発方法論   
3月号 情報通信ネットワークのマネジメント   

4月号 システムの性能評価と信頼性   

5月号 CIMのOR   

6月号 エネルギー業界と規制緩和   

7月号 情報化社会における最適化   

8月号 論文・事例研究 論文・研究レポート  

＊9月号 スキャンパネルデータを用いたシェア予測  

＊10月号 ソフトウェア／アルゴリズムの  

権利保護をめぐって  

11月号 CALS  

12月号 DEA事例研究   

柑96年（vol．4り  

＊1月号 テクノロジー・マネジメント  

＊2月号 危機管理と対策   

3月号 高校生のためのOR   

4月号 巨大プロジェクト   

5月号 知的生産性向上   

6月号 ユーザのための数理計画入門   

7月号 統計モデル選択   

8月号 論文・事例研究 論文。研究レポート   

9月号 ピーク電力の予測  

10月号 グルー70ウェアとワークフロー  

11月号 オプション理論とその周辺  

12月号 ゲーム理論の新たな展開と最近の適用例  

6月号 研究開発マネジメント  

＊7月号 ORの再挑戟   

8月号 西太平洋の時代  

＊9月号 多目的計画法  

10月号 農業のOR  

＊11月号 集団合意形成支援工学  

12月号 乱数とその応用   

1992年（Vol．3丁）  

＊1月号 官庁におけるOR  

＊2月号 最適化とその応用  

＊3月号 戦略的情報システムの展開  

＊4月号 大学入試と大学問題   

5月号 事例研究・研究レポート   

6月号 高齢化社会   
7月号 ニューラル・ネットワーク   

8月号 パラレル・アルゴリズム   

9月号 電力  

10月号 自動車産業  

11月号 ガス産業  

12月号 学術コンピュータネットワーク   

柑93（Vo日．38）  

＊1月号 防災のモデル分析  

＊2月号 交通計画  

＊3月号 ORソフト冊数理計画－   

4月号 理工系大学院教育の新潮流   
5月号 コンピュータ・マッピング   

6月号 国際化する時代と情報通信システム   

7月号 遺伝的アルゴリズム   

8月号 交通のDSS   

9月号 事例研究・研究レポート  

10月号 ORの計算環境  

11月号 ORソフトー離散系シミュレーションー  柑97年（Vol．42）  

12月号 OR普及への鍵   

柑94年（Vol．39）  

1月号 APORS諸国のOR事例   
2月号 クオ・ヴァデイス   

3月号 配送のOR   
4月号 マーケテイングモデルの展開   

5月号 都市の省エネルギーをめぐって   

6月号 企業モデルと評価指標   

7月号 ソフトウェア／アルゴリズム特許を  

めぐって   

8月号リエンジニアリングの理念と本質   

9月号 予測事例  

1月号 都市構造と省エネルギー  

＊2月号 企業事例－トヨタの生産システム   

3月号 流通の今日的課題と展望   

4月号 ビジネスプロセスの分析手法   

5月号 ORの適用事例   

6月号 文科系のためのOR教育   

7月号 組織知能と情報ネットワーク企業   

8月号 通信。情報処理分野におけるORの実践   

9月号 多主体複雑系のパラダイム  

10月号 組織システム論の新たな展開  
11月号 電子マネー  

12月号 高校生のためのOR（2）  
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