
学会だより  

OR学会だより豊票冨蒜蒜濃くり芸‾チ学窓   
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畢生論文寛の論文募集  

の隠学会の発展は，将来の優秀なOR研究者および  

0阻実務担当者の養成いかんにかかっています。その  

一助として9 日本①R学会は，昭和58年度よりサORに  

対する学生の関心を高めかつ大学におけるOR関係学  

科間での情報交流にも役立てるためタ 学生会眉の卒輿  

論文撃修士論文の中から，毎年優秀なものを選び9「‾日  

本オペレ偏ションズロリサーチ学会学生論文賞」とし  

て表彰することを実施しております持   

つきましては，下記応募要領で広く学生会員から論  

文を募集することとなりましたので，ふるってご応募  

ください酌 また，指導教官（教員）の方々にもぜひご  

勧誘くださるようお願い申し上げます。  

く応募要領〉  

鼠。応募資格1998年3月に学部を卒業，あるいは修   

士課程を修了する会眉で，ひきつづき学生会員ある   

いは正念眉である者付  

2◎ 応募手続  

（1）提出書類 ①論文要約（A4判で3校以内）2部  

（か学会眉である指導教官（教員）の推  

薦状1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 日本のR学会 表彰委員会  

（3）応募締切 3腰3恩田（必潜）  

3。表彰 受賞者には9（〕R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もに9 受賞論文の要   

約を0配誌に掲載して表彰する。  

堤。その飽 選考過程で第1次の受賞候補論文となっ   

たものについてはその全文のコピーーとOR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。   

珍平成鼠⑳年度通常総会   

汽 時：4月24日（金）15：00～17こ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）  

・二三－÷十．J ．－・   

闇 時ニ 5月26日（火）  

場 所：仙台市青年文化センタ・w－－  

テ椚∇： 「勺ンピュータ9 教育，OR」   

珍平成嵐0年鷹番学研究発表会   

弼 程：平成10年5月27日（水）～28巨∃（木）研究発表   

会 29巨オ（食）見学会 5月27日（水）懇親会  

場 所：仙台覇者隼文化センター（仙台市青葉区旭ヶ   

丘3〉】｛闇275）  

特別テ鮎mnマ：「1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9 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  

展を願いソ 特別テーマを r‾身のまわりのORとのR教  

育」と設定しましたt，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9 今回新しい試みとして，研究  

ペーパー職 フェア形式の研究発表とする  発表の約半数を   

三肝坦ユ吐呈⊥鞋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  

ペしⅢパーーフ ェア形式による研究発表として9 一般研究  

発表と並行して召司時進街させます。つまり「セッショ  

ン丸ごとペ」・－，・・，パーフェア＿」です。このペーパー叫フェア  

研究発表会場には9 会員談話室を兼ねた，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9 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  

すゎ 発表者の方には確定次第ご連絡いたします。）  

実行委農農∴松潤泰（東北支部長，東北電力）  

参加費：正（1賛助会員6，000円，学生会眉2，000札 非  
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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（予定）：   

5月27日（水）13：20～   

「地理情報・空間データ基盤・OR」   

伊理 正夫（中央大学教授，東京大学名誉教授）   

5月28日（木）13：20←   

「これからの大学 一産学協同と地域社会－」   

阿部 博之（東北大学総長）  

懇親会：5月27日（水）18時（予定）より参加費6，000円  

見学会（予定）：  

日 時：5月29日（金） 9：30～15：30  

見学先：東北石油，東北電力仙台火力発電所他  

参加費：4，000円程度（昼食代，貸切バス代含む）  

定 員：40人程度  

問合せ先：東北支部事務局 佐々木雅志   

Tel．022（225）2895 Fax．022（213）7123   

E－mail：w880957＠tohoku－epCO．COjp   

http：／／al．ei．tualt．ac．jp／or  

珍第41回シンポジウムおよび平成11年度春季   

研究発表会   

日 程：平成11年3月22日（月）シンポジウム，3月23   

日（火）～24日（水）研究発表会，3月25日（木）見学会  

場 所：大阪国際大学（大阪府枚方市杉3－50－1）  

実行委員長：西田 俊夫（大阪国際大学）   

珍研究部会・グループ開催案内   

〔イノベーション〕  

・第22回  

日 時：3月7日（土）14：00～17：00  

場 所：中央区新富1－13 Tel．03（3352）9131  

ワーカーズ・サポートセンター  

（旧東京都勤労福祉会館）603呈  

テーマと講師：「戦国時代の書『荘子』と21世紀」  

上田亀之助  

問合せ先：上田亀之助 Tel．03（3351）4023   

〒160－0011新宿区若葉1－19－13  

〔待ち行列〕  

日 時：3月14日（土）14：00～16：30（今月は第2   

土曜日です．）  

場 所：東京工業大学 本館1－94号室  

テーマと講師（＊は発表者）：  

（1）「時点型個別生産システムの待ち行列解析と最適   

制御について」神原一博＊（電気通信大学），玉置光   

司（愛知大学），松井正之（電気通信大学）  

（2）「1／fトラヒックと待ち行列の裾確率」  

小林和朝（NECC＆Cメディア研究所）  

問合せ先：NTTマルチメディアネットワーク研究所   

小沢利久 Tel．0422（59）4593 Fax．0422（59）2829  

E－mail：toshi＠hashi．tnl．ntt．co．jp  

〔高度情事酎ヒ社会における交通・流通〕  

。第34回  

日 時：3月20日（金）18：00～20：00  

場 所：東洋経済新報社ビル（日本橋）  

テーマと講師：「フリートーキング」   

昨年度のまとめと今年度の活動方針と講師について  

話し合う予定．  

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  

〔環境問題〕  

日 時：3月26日（木）15：00～17：00  

（53）183   

☆☆100件を超える研究発表の申し込みを戴きまし  

た。プログラム編集委員会においてセッション区分  

による整理分類の結果，ペーパーフェア研究発表と  

なった研究発表についてはその旨個別に連絡致しま  

した．講演形式研究発表となった研究発表について  

はこの案内文で報告連絡に代え，個別連絡を割愛さ  

せていただきます由ご了承下さい．実行委月合一同，  

1人でも多くの方々の参加をお待ちしております．  

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）   

Fax．022（217）6321Tel．022（217）6296   

E－mail：yasuda＠econ．tohoku．ac．jp  

☆〒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   

Ermail：ishiaki＠msv，CC．iwate－u．aC．Jp   

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）  

1998年3 月号  
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場 所：東京ガス本社13階1306会議室  

JR浜松町駅南m（モルール側）出て左方すぐ  

東京都港区海岸巨5肌20  

テ阿マ藍講師：「グリ山ンコンシューマ血が企業に求   

めているもの」  緑川 芳樹  

グリhンコンシューマー研究会代表一世話人  

㊧加薬：無料（研究グループ会眉募集中）  

申込先：キックス絵研 パ、池 清  

′re且。03（3769）2260 Fax。03（3769）2260  

〔数≡哩計蘭法〕  

田 時：4月25田（土）14：00～17：00  

場 所：上智大学 4月から会場が変わりますのでご   

注意くださ町∴会場についての詳しい情報は電子メ   

ーリレにてお知らせします。  

テ輌マ藍講師：  

（且）「ある種の協力ゲー・ムの解を求める算法について」   

（仮題）  松井知己（東京大学）  

（2）「A鮎terministicapproachtomimimlユmCOn－  

CaVeCOStf且owprobiems」  

久野誉人（筑波大学）   

凹型の費用関数をもつ最小費用流問題に対して，そ  

の大域的最適解を算出するための実用的な分岐限定法  

を提案する。  

聞合せ先三   

電気通信大学 情報工学科 田村明久   

Teヱ。掴24（83）2161内線4323『ax。0424（81）0655   

E－］ma亙且：tamura＠im。㍑eC。aC。jp   

上智大学 機械コニ学科 塩浦昭義   

Te且。03（3238）3403 ］Fax。03（3238）3311   

E－ma互且：s宣1互oura＠keka。me．SOphia。aC．jp  

％会食案内   

〔第胤76純新宿OR研究会〕  

増時：3月HⅦ（火）12：00～13：30  

場 所：束天紅会議室（新宿センターービル53『）  

費叫マ：製図板からCÅⅢ／CAMへ～形状モデリン   

グの発展・一、－一  

講 師：穂坂衛先生（東京大学の東京電機大学名誉教授）  

参加費：3，00の開  

l・－ ・・ ノ．・・． ∴二こご二粁二丁・・丈・≡ブト●・ミ．墨零点‥〕  

田 時ニ 3月24日－（火）  

場 所二東京農工大学コニ学部（小金井市）  

参加費：5，000円（主催Ⅵ協賛学会員）  

壷 健二情報処理学会（協賛予定：日本OR学会）  

間食先：中森眞理二雄（束京農工大学）   

T（鉦掴23（88）7140 『ax小0423（87）4624   

E－一灯na互1二：makamori＠cc。餌at。aC．jp   

珍公募案内   

筑波大学大学院経営⑳政策科学研究科（東京地区）  

募集人員：経営システム科学専攻助教授または講師   

1名  

専門分野：数理科学（ファイナンス理論）  

担当科目：ファイナンス工学，数理科学基礎  

応募資格；博士号取得者またはこれ相当の研究業績  

潜任時期：決定後なるべく早い時期  

応募締切：4月15日（水）  

提出書類：履歴書（ワープロ可），研究業績リスト，主   

要論文等（5編）別刷り9 他詳細は問合せのこと  

問合せ先：帯ユ12東京都文京区大塚3－291   

筑波大学大学院経営d政策科学研究科経営システム   

科学専攻鈴木久敏03（3942）6883Fax．03（3942）6829  

⑳新風会農  

6花m正 金 農m  
＊谷 本  健  01308000 三菱商事㈱ 企画部技術室  

＊畑  昭 彦  ¢1506970 巨］本電気㈱ 技術戦略室  

＊横 田 直 人  01704530 郵政省 電気通信局電気通信事業部業務課  

て・－・－さ、菩・  

＊松 村 良 平  

＊矢 澤  聡  

＊林坂 弘一郎  

02602120 東京ユニ莫大学 絵合理工学研究科知能システム科学専攻  

02701730 早稲田大学 社会科学研究科  

02800014 流通科学大学  

溜靡感（54）  オペレーションズ中リサーチ   
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