
学会だより  

国会他）   

珍平成温の年度春季研究発表会   

閻 程：開成10年5月27日（水）～28田（木）研究発表   

会 29日（金）見学会 5月27日（水）懇親会  

場 所：仙台市青二解文化センター（仙台前者菓区旭ヶ   

丘3丁目2′75）  

特別テ加山爪Wニ「身の園りの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島 会場は仙台駅から地下  

鉄で酌拍動 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。   

さてサ ニのたび我がOR学会もめでたく創立40周年  

を経てサ ますますの発展が期待されております8 そこ  

で今国の研究発表会では90R活動のさらなる普及8発  

展を願いり 特別テー・【マを「身の回りのORとOR教育」  

と設定しました心 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C収について活発に議論した  

いと思っております 

会場の都／合筆により，今回新しい試みとして，研究  

多額27圃通常総会開催のお柴田毎せ  

定款第26条の定めにより，平成10年度通常総会を雄一  

記の要領で開催しますので，金属各位の出席をお願い  

いたします   

社団法人 日本オペレ、－ションズuい りサーチ学会  

会長 刀根 薫  

田 喝ご 4月24田（金）15：00～17：00  

会 場：学士会分館会議室（文京区本郷731   

東京大学赤門隣）Te温。03（3814）5541  

総会次第：≡1山平成9年度事業報告並びに決算報告の件  

2爪平成10年度事業計画並びに予算の件  

3。平成且0年度，且1年度役眉選任の件  

4。平成10年度， 11年度評議員選任の件  

（学会賞の発表と表彰。新フェロー紹介）  

濾且：定款第3且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15日までにお送りくださるようお願いいたしま   

す（3月中旬発送）。  

波2：総会終了後同所において懇親会を行いますので   

ご参加ください（会費6，000円）。）   

‥・－．∴；－－．こ、・ご・・ ・■   

闘 時：5月26日（火）13：30～17：30  

場 所：仙台市青年文化センター（仙台市青葉区旭ヶ   

丘3－27【5）  

ァ血‘苛：「‾コンビュ」Mタワ 教育9 0儲」  

実行豪農最：中森眞理雄  

プ脳ダラ忽概要：   

巨 開会挨拶   

2。情報教育の意義  武井 恵雄（帝京大学）   

3。 且0¢校プロジェクトの経験  

井上 厳（東北学院中学高等学校）   

4。見せるOR教材 逆瀬川 浩孝（早稲田大学）   

5¢ 高校教育9 数学，のR  

嶋田 佳山（和歌山県立日高高等学校）   

6。まとめ  

森村 英輿（東京工業大学名誉教授0元OR学会会長）   

7。閉会挨拶   

（協賛：（依頼申）情報処理学会，県∴市等教育委  

選3番（50）  

半数をペーーhパーフェア形式の研究発表とする  発表彿紆   

迎上漣上屋⊥駐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、ヰパー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、－パーーー・・フェア」です。このペーパ・－フェア  

研究発表会場にほ9 会員談話室を兼ねた9 広い交流ホ  

、・〉¶ルを用意L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9 研究発表を話題にじっくり  

議論もできます8 多数の参加，研究発表を楽しみにし  

ております 

実行委選炭：松田 泰（束北支部長，東北電力）  

参加費：二呈E㍉賛助会員6，000円，学生会眉2，000円，非   

会員10，000斎り  

登壇料：非会員のみ2，000円／件（本学会の許可が必要）  

特別講演二   

5月27巨」（水）13：20′－   

「地理情報8空間デー一肌夕基盤。OR」   

伊理 正夫（中央大学教授，東京大学名誉教授）  
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学会だより   

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：   

日 時：5月29日（金） 9：30～15：00   

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．CO．jp  

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（実行副委月長）   

Fax．019（621）6810 Tel．019（621）6806   

E－mail：ishiaki＠msv．cc．iwate－u．aC．jp  

（本大会に関するホームページをhttp：／／al．ei．tuat．   

ac．jp／orに開設しましたのでご覧ください．）   

珍平成10年度秋季研究発表会   

日 程：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23回  

日 時：4月4日（土）14：00～17：00   

1998年4月号  

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  

（旧来京都勤労福祉会館）603室  

テーマと講師：「21世紀のための予測と対策」  

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：4月18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（＊は発表者）：  

（1）「単純マネジメントゲームモデル：生産待ち行列  

モデルの経済的トラフィックとバッファ設計につ  

いて」  松井正之（電気通信大学）  

（2）「Ontherelationshipbetweenqueuelengthsat  

a randominstant and at a departurein the  

StationaryqueuewithBMAParrivals」  

滝根哲哉（大阪大学），高橋敬隆＊（NTT）  

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  

〔評価のOR〕  

・第9回  

日 時：4月25日（土）13：30～16：30  

場 所：成膜大学資料館（吉祥寺駅下車，バス成躍学   

園前下車，正門を入って右側，守衛所のすぐ先，吉   

祥寺駅より徒歩20分），大会議室  

テ【マと講師：  

（1）「対面会議とビデオ会議の知的生産性評価比較分  

析」  山田善靖（東京理科大学）  

（2）「Value－at－risk評価のためのモンテカルロシミ  

ュレーション」  此々木規二雄（慶応義塾大学）  

（3）「階層化意思決走法の一対比較に用いるスケール  

選択の影響について」  佐藤祐司（松阪大学）  

問合せ先：NTTマルチメディアネットワーク研究所  

篠原 正明   

Tel．0422（59）2495 Fax．0422（59）2829   

E－mail：sinohara＠hashi．tnl．ntt．co．jp  

〔システムの最適化とOR〕  

・第5回  

日 時：5月1日（金）（14：30～17：00）－5月2日  

（土）（10：30～13：00）  

場 所：福井工業大学  

（51）239   
© 日本オペレーションズ・リサーチ学会. 無断複写・複製・転載を禁ず.



学会だより  

講 師二三平武男氏（前 吹田ケーブルテレビジョン   

㈱社長由現川鉄情報システム㈱顧問。OR学会元監   

事）  

参加費：3，000Pヨ  

間食せ先：た＝F本のR学会事務局  

〔第56図丸の内の陀研究会〕  

関 戸時：4月7団（火）18：30～21：00  

場 所：単二駐二会館（神田錦町3－28）  

箭・肋㌦帯：rヨ本の自動車産業の未来  

論 師：小盲凱山 草氏（束京アムラックストヨタ 代   

表取締役社長）  

参加薦：丸の内のR研究会会員（無料）   

非会員（3ラ000閏）当酢受付でお支払いください。た   

だし9 参加については1週間前までにお問い合わせ   

ください 

聞合せ先こ トーーマツ由コンサルティング㈱ 松下芳生  

Tel．03（3457）6745  

〔第57閲丸の内①陀研究会〕  

悶 時三 5月13日（水）且8：30～21：00  

場 所：学士会館（神輯錦町3－28）  

苦㌔皿苛㌢ 巨本で情報システムの教育は行われているか  

講 師二：真鍋龍太郎氏（文教大学教授）  

参加費：丸の内OR研究会会員（無料）   

非会員（3，の00円）当日受付でお支払いください。た   

だし9 参加については1週間前までにお問い合わせ   

ください  

聞合せ先こ 卜山¶マツのコンサルティング㈱ 山本真士  

Tel。03（3457）6745   

珍国際会議案内   

：ミう・）！ニ・●・‥ヤ幣・．・・・・′・・∴ ニ．・・．  

盟 程：1999年8月12日～1腔甘  

場 所三神戸国際会議場（日本）  

壷 催：第5L転1AHP国際シンポジウム実行委局舎  

実行委最長：木下栄蔵（名城大学）   

†■HE1999conference of the nternat亘ona富戸eciera 

敬白omo督①pe柑モ亮oma簑沢esea陀nSoc象e七ies（6臣⑳陀S99）  

渕 程：1999年8月16日～20田  

場 所：北京（中国）  

発表者参力田輿：US＄100。00  

ダブ潔雄・ラタト送付先および聞合せ先：   

Ms。Loretta Pereg『1na   

丑『ORS Secyetariaも   

鼠ichard瓦veySchoo且of Business  

オペレーションズむ】メサーチ   

‥ ・・・－・持十∴  

（且）「すみ分け型進化論的計算手法による大域的最適  

化需ついて」  

島 孝司（金沢学院大学経営情報学部）  

（2）「『uzzyC且MSter亙rigについて」  

蔵野正美（冊莫大学教育学部）  

（3）「耐久消費財とネットワーク外部性について」  

清水康成（金沢大学社会環境科学研究科）り 前日  

隆（金沢大学経済学部）  

（4）「未定」  阪井節子（広島修道大学商学部）   

なお，講師および演題等については，その他1件の  

研究報告を予定してし－ます。）  

問合せ先：前田 隆（金沢大学経済学部）   

〒92の¶且192金沢市角聞町   

Te且。076（264）5409 『ax什076（264）5444  

〔数三哩計画法〕  

悶将：5月23日（土）14：00～17：00  

場 所：上智大学（10号館3階322号室）   

今年度から会場が変わりますのでご注意ください。  

∴・一    三三三ミ・・．  

（l）「AmapplicatiomofLemke’smethodtoaclass  

ofMarkovdecisiomproblems」  

松林伸夫 川本電信電話）  

（2）「主双対ピボットルールを用いるネットワーーク単  

体法について」  村松正和 し農二智大学）  

聞合せ先：；   

電気通信大学 情報工学科 田村明久   

Te且。0424（83）2161内4323『ax。0424（81）0655   

蹴－ma互旦：tamt且ra＠im。meC。aC。』p   

上智大学 機械工学科 塩浦昭義   

Tel．03（3238）3403『ax。03（3238）3311   

珍会食案内   

〔第且アブ謁新宿OR研究会〕  

閑 職：4月21日（火）12：00～13：30  

場 所：東天紅会議室（新宿センタービル53『）  

費四隅マ：電磁波は人体に有害か  

講 師二中村 宏先生（北海道工業大学客員教授ゆ元  

（財）電力中央研究所理事¢工学博士）  

審力闘費：3，000開  

〔第鼠78圃新宿①閃研究会〕  

田 時：5月且9日（火）12：00～13：30  

場 所二束天紅会議室（新宿センタービル53『）  

テ皿マ：CA′FV（ケー岬ブルテレビ）加入促進  

慧哩田（52）  © 日本オペレーションズ・リサーチ学会. 無断複写・複製・転載を禁ず.
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工学  

採用予定二10月1日  

応募資格：博士の学位を有する者で原則として採用予   

定年月日現在で45歳以下の者  

応募締切：6月19日（金）必着  

提出書類：履歴書（写真貼付），教育研究業績一覧，職   

務調書，主要論文別刷ほか詳細問合せのこと  

問合せ先および提出先：   

〒191－0065東京都日野市旭が丘6州6   

東京都立科学技術大学生産情報システム工学科   

主任教授 坪根 斉   

Tel．042（585）8669 Fax．04＝2（583）5119  

・大阪大学大学院基礎工学研究科システム人間系専   

攻システム科学分野  

募集人員：助手1名  

所  属：システム基礎理論講座（大講座）  

専門分野：  

◇生産システム分野（1）生産システムのモデリングと   

計画・スケジューリング・制御，（2）製品のライフサ   

イクルを考慮したMinimun Emission Manufac－   

turing  

◇社会経済システム分野（1）環境経済政策に関する応   

用システム分析，（2）高齢社会の諸問題解決のための   

応用システム分析  

応募資格：博士の学位を持っているかまたは取得見込   

みの方で，着任時30歳未満  

着任時期：6月1日付またはそれ以降のできるだけ早   

い時期  

提出書類：履歴書（写真貼付），業績目錨（口頭発表を   

含む仝論文）とその別刷り，主要論文の要旨，その   

分野における位置づけと貢献（セールスポイント）   

研究の抱負・研究計画（A4要旨1～2枚程度）推   

薦書または自薦書  

応募締切：4月24日（金）必着（書類には「応募書類」   

と朱記し，書留郵送）  

提出先および問合せ先：   

〒560－8531大阪府豊中市待兼山町1仙3 大阪大   

学大学院基礎工学研究科システム人間系専攻シ   

ステム科学分野主任教授 藤重 悟   

Tel．06（850）6350（不在の時は学科事務室（06（850）   

6385）），Fax，06（850）6341，E－mail：fujishig   

＠sys．es．osaka－u．aCJp  

UniversityofWesternOntario   

London，Canada N6A3K7   

Fax：＋1519 6613485   

E－mail：IFORS＠Ⅰvey．uwo．ca   

http：／／www．IFORS．org／1eaflet／triennial．html  

アブストラクト提出期限：  

1998年12月31日（WWWまたはE－mail），1998年  

11月30日（郵便またはFax．）  

・5th［nternationalConference on Soft Computing   

川ZUKA，98）（協賛）  

日 程：1998年10月16日～20日  

場 所：九州工業大学（飯塚市）  

論文提出締切：1998年5月15日  

間合せ先：ファジィシステム研究所内 山川 烈   

Tel．0948（24）2771   

ELmail：iizuka98＠flsi．cird．or．jp．   

http：／／www．cird．or．jp／flsi／iizuka98．html   

◎宇宙飛行士募集  

宇宙開発事業団より国際宇宙ステーション搭乗宇宙  

飛行士候補者の募集がきています．案内をご希望の方  

はOR学会事務局までご高一求ください．   

⑳公募案内   

・小樽商科大学社会情報学科  

募集人員：教授または助教授1名  

専門分野：知識科学・認知科学  

担当教科：知識情報論，情報活用，研究指導等ならび   

に知識科学特論（大学院）  

応募資格：大学院博士課程修了者もしくはそれと同等   

以上の研究業績のあるもの  

着任時期：平成10年10月1日，もしくは決定後なる   

べく早い時期  

応募締切：平成10年7月6日（月）  

提出書類：以下の問合せ先より様式等を入手のこと．  

問合せ先：〒047－8501小樽市緑3丁目5番21号小樽   

商科大学庶務課人事係   

Tel．0134（27）5208 Fax．0134（27）5213   

URL：http：／／www．otaru－uC．aC．jp／hsyomul／   

ninti，htm  

・東京都立科学技術大学工学部生塵情報システムエ   

学科  

募集人員：助教授または講師1名  

専門分野：品質工学，生産情報システム工学，経済性  
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学会だより  

聞愈僧儲∴［本臆協会 島田  

Tel甲03（3400）8715  

成一－mai且：KYNO4024＠niftyserve。Or．Jp   

ご寺」・1・ ・ ∴・・こ・． こ∴∴  ∴．′∴デ・   

レンズ（協賛）  

蕊 催：田本シミュレー叫ション学会  

閏 囁ニ 6月17巨ヨ（水），且6日（木）  

場 所：成牒大学（武蔵野市吉祥寺北町）  

聞合せ先∴ ほ本シミュレーション学会 澤田  

Ⅷ－、ei小03（3239）4738  

E－ma鼠且：simu且＠pp。iij4u。Or。jp  

珍勉学協会案内  

他学会等が主催する大会やシンポジウムで当学会が  

協賛しているものについては，原則として壷催学会の  

会周と同じ費用で参加できますので9 皆様奮ってご参  

加ください。  

⑬第39囲食園遅配年次大会（協賛）  

盛 健二田本IE協会  

葬剛W ：ポー→グレス時代の真の競争力を探る  

僧 職：6月16田（水）～且8冒（金）  

場 所ニパンフイコ横浜  

⑳新風会鼠  

m肌義臣「会・屋駈肌耶  

＊パ、川  聴  0且013600 N‘TT 研究開発本部研究開発推進部  

＊斎 藤 敏 雄  0且207200 日本大学 生産工学部管理コニ学科  

＊杉原 左右一  0且207224 関西学院大学 商学部  

＊高 柳  浩  01308021㈱ジャパンテクニかレソフトウェア 研究部  

の1308010 ㈱東芝 生産技術研究所プロジェクト担当  

01308036 佐賀大学 経済学部  

01308044 京都帯 下水道局総務部業務課  

¢1606120 日本航空㈱ 情報システム室システム管理部0Å推進グループ  

＊田 中 弘 子  

＊都 築 治 彦  

＊寺 日 大 造  

＊森 田 健 嗣  
醐攣盤会晶醐  

＊青 木 史 郎  

＊上 嶋 幸 宏  

＊園 生 孝 之  

率韓  尚 憲  

＊藤 田 正 Å  

寒穂 浪 昭 二  

豊橋技術科学大学 二に学部情報ユニ学課程  

豊橋技術科学大学 工学部情報工学課程  

近畿大学 工学部経営二に学科  

大阪大学 大学院経済学研究科  

豊橋技術科学大学 大学院  
豊橋技術科学大学 情報二虹学専攻  

0200舶53  

02004663  

022102695 

02991784  

02502183  

02502193  

Ⅷ賛助金農脚  

＊住友金属情報システム㈱ 03200564 代表者 常務取締役 林 囲之  
連絡者 デザイン部長 橋本隆司  

オペレーションズ0】メサーチ   
望穏望（54）  
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