
学会だより  

展を願い，特別テーー「アを「身の図りのO放とOR教育」  

と設定しました中 身近な話題や研究ならびに教育体験  

等を題材にサ ニれからの0現について活発に議論した  

いと思っております巾   

会場の都合等により，今回新しい試みとして，埜壁  

発表の約半数をペーパー叫 フェア形式の研究発表とする  

・・：・・く－    ■   

田 時：5月26田（火）13：30～且7：30  

場 所：仙台帯青年文化センター（仙台市青葉区旭ヶ   

丘3－27【5）  

アー痢マ：！】■コンビュー・タワ 教育9 の隠」  

実行委最長：中森眞理雄  

プ悶ダラ嵐：  

主 【 

ェア研究発表だけの時間帯を設けるのではなく9 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、－－パーフ ェア形式による研究発表として9 一般研究  

発表と並行して同時進行させます仏 つまり「セッショ  

ン丸ごとペール仙パー、－・ フェア」ですの このペーパー フェア  

研究発表会場には9 全局談話室を兼ねた，広い交流ホ  

…ルを用意しました∴．お茶を片手にブースをひとつひ  

とつ開くこともできるしッ 研究発表を話題にじっくり  

議論もできます。多数の参加り 研究発表を楽しみにし  

ております印  

実行委農長：松闘 泰（東北支部長，東北電力）  

参瀬田無二正n賛助全局6，¢00円ヲ 学生会貝2，000悶，非   

．、、∴  ・・  

登壇料：非会員のみ2，000閏／件（本学会の許可が必要）  

鱒別講演：5月27日（水）且3：20～   

「地理情報㈲空間データ基盤qOR」   

伊理 正夫（中央大学教授，東京大学名誉教授）   

5月28田（木）13：20′－   

「これからの大学 血産学協同と地域社会w」   

阿部 博之（東北大学総長）  

懇親会二 5月27臣］（水）17：00より参加費6，000円  

凰学会：   

日 時三 5月29田（金） 9：30～15：00   

見学先二束北石油，東北電力仙台火力発電所他   

参加費二4，000円程度（昼食代9 貸切バス代含む）   

定 員ニ40人程度   

問合せ党：東北支部事務局 佐々木雅志  

Tel，022（225）2895 『ax。022（213）7123  

E－m盈i且三W880957＠tohok㍑－epCO．CO。jp  

聞合せ先：☆帯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）   

『ax．．り22（217）6321Tel。022（217）6296   

Eh日mai且‡yaslユda＠ecombヒOhoku。aC．jp  

オペレーションズ0リサーチ   

開会の来賓挨拶  

情報教育の意義  

武井 恵雄（帝京大学）  

且00校プロジェクトの経験  

巌（束北学院中学高等学校）  

休憩  

見せるOR教材  

逆瀬川 浩孝（早稲田大学）   

且っ 且3ご30～且3：50  

2。且3：5¢～且4：30  

3の14≡3¢～且5：且0  

井職   

15三10～乱5：25   

4。且5：25～16ニ05  

5．。乱6：05～16：45 高校教育，数学，0臨  

場田 佳山一（和歌山県立田高高等学校）   

6。且6：45へ′17三25 プロジェクト教育との隠  

森村 英輿（東京工業大学名誉教授0元OR学会会長）   

7。17：25～17：30 閉会挨拶  

参加⊇費：正0賛助会眉3，000閏，学生会貝1，000閏9 非   

会眉5タ000円（当日受付にてお支払いくださいの）  

間食せ先三日本オペレーションズnリサーチ学会事務局  

′re且－03（3815）3351『ax。03（3飢5）3352  

（協賛三（依頼中）情報処理学会，県。市等教育委員会他）   

珍平成鼠◎年度春季研究費東金   

田 ∋隠三平成1¢年5月2r7田（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≡仙台市青年文化センター（仙台市青葉区二旭ヶ   

丘3丁団27－5）  

特別費醐マ：「身の回りのORとO段数育」   

平成且¢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  

鉄で約且0分ヲ 台の原森株公園に隣接した大変自然豊か  

な環境に恵まれた所です。   

さてワ ニのたび我がゆR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  

で今周の研究発表会では9のR活動のさらなる普及出発  

望盟亀（舶）  
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学会だより  

★〒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．iwateMu．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）   

◎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）  

特別テーマ：「社会評価のOR」  

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）  

発表申込締切：7月13日（月）必着  

（宛先）〒113文京区弥生2－4－16 学会センター   

ビル3F 日本OR学会事務局   

Tel．03（3815）3351Fax．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   

って申込み受付とします．  

・申込書等請求先：日本オペレーションズ・リサーチ   

学会事務局（上記参照）．  

・詳細は次号以降で順次お知らせします．多数の皆様   

のご参加をお待ちしております．  

聞合せ先：〒275－0006習志野市泉町1－2－1   

日本大学生産工学部数理工学科 大沢慶吉   

Tel．0474（74）2658   

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 所二大阪国際大学（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）   

珍平成11年度秋季研究発表会   

日 程：平成11年9月20日（月）～21日（火）研究発表会  

9月22日（水）  見学会  

場 所：成膜大学  

武蔵野市吉祥寺北町3－3－1  

実行委員長：上田 徹（成膜大学）  

珍研究部会・グループ開催案内   

〔イノベーション〕  

・第24回  

日 時：5月9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）604室  

テ剛マと講師：「孫子の兵法と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－］＿9－13  

〔都市のOR〕  

・第5回  

日 時：5月15日（金）15：00－17：00  

場 所：筑波大学工学系3F224（つくば市天王台1」ト1）  

テ叫マと講師：   

1）「大域的最適化の最近の話題」  

山本芳嗣（筑波大学社会工学系）   

2）「通信データから見た都市・地域構造とそのモデル」  

古藤 浩（東北芸術工科大学デザイン工学部）  

聞合せ先：筑波大学社会工学系 腰塚武志，大澤義明   

Tel．0298（53）5023（腰塚），5224（大澤）   

koshizuk＠rootpi．sk．tsukuba．ac．jp   

OSaWa＠shako．sk．tsukuba，aC．jp   

珍会合案内   

〔第178回新宿OR研究会〕  

日 時：5月19日（火）12：00～13：30  

場 所：東天紅会議室（新宿センタービル53F）  

テーマ：CATV（ケーブルテレビ）加入侃進  

講 師：三平武男氏（前 吹田ケーブルテレビジョン  

㈱社長・現川鉄情報システム㈱顧問・OR学会元監事）  

参加費：3，000円  

問合せ先：日本OR学会事務局  

〔第179回新宿OR研究会〕  

日 時：6月16日（火）12：00～13：30  

場 所：東天紅会議室（新宿センタービル53F）  

テーマ：タグチメソッド  

講 師：田口玄一先生（㈱オーケン社長・日本規格協会   

参与・理学博士・1960年デミング賞受賞）  

参加費：3，000円  

問合せ先：日本OR学会事務局  

〔第57回丸の内OR研究会〕  

日 時二 5月13日（水）18：30～21：00  

（45）299   1998年5月号  
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学会だよきプ  

場所∵欝j二会館（神田錦町3肌・28）  

訴口Ⅶ¶t苛∵ 瞑「本で情報システムの教育は行われてこいるか  

講 師こ真鍋龍太郎氏（文教大学教授）  

番力悶頗′丸の㈹0隠研究会全局（無料）   

非会菜（3プ00岬ヨ）当闇受付でお支払いくださいヾ′ た   

だし，参加については］L週間前までにお問い合わセ   

ください。  

間食健先：トーマツ刷ニコンサルティング㈱ Ei∫本真一i二  

Te呈．03（3457）6745   

∴．、こ   －・、．．．・．・－ニ、－ご；   

、－・、   

場 所二，学士会館（神田錦町3一－28）  

～欝Fコー博∵∴エレクトロニクス研究の動向  

講 師：汎辺蘇【1－rL氏（池上通機㈱取締役中央研究所所   

長）  

魯劾調薬Lつ丸の摘OR研究会会員（無料）   

非会員（3ヲ000閏）当拝受付でお支払いください′ た   

だし9 参加については1週間前までにお跨糾さ合わせ  

くだきい  

閣僚せ兜三卜し・…マツリニコンサルティング㈱ 山本真せ  

TeM）3（3457）67■45   

％研磯部機㍗汐漉秤プ等の新設¢継続中詣審査   

過帝凱ニニやて：こ》態ク㌔「】監ノ（研究普及貴殿会）  

さきに豪傑を柑′、まLた弾成ユ0年度肝究部会む研究  

ブル、－】プの新設または継続に対してはっ 今個賊多数の  

申請書が醍腑されました日 通常の研究部会，研究ブル  

、－プについてほぅ 活動の公開性，実凝等に照らして審  

査を和いました結束，以下の研究部会9 研究グループ  

を設定い7二三しました．ト   

珍畢威鼠監輝度研究部会巧タグメ』伊州プ◎楠設研究部会   

下記の部会、Jグル、・1プ （＊：－くはユ0年度より新設，＊は常  

設）および特設灘究部会が運営されますので，参加ご  

希望の方は各部会等の主査または幹事にご連絡くださ  

し1  

部 会 名  

待ち術列  

主  

宮沢政活（東京理科大学）  
0471（24）1501exu33り7  

太田敏澄（電気通信大学）  

（）424（89）4633  

守「コ 剛（立教大学）  

の3（3985）2298  

牧本麗樹（筑波大学）  

03（3942）6893  

㌻附臣宏和（神奈川二仁科大学）  

の462（姐）12日  

せ崎竃雄（「1本交通公社）  

¢3（3242）7921  

の寵／迅茂Sとシステム、ンマ  
ネジメント  

・
［
L
⊆
⊥
－
－
⊥
き
 
 

マ㌦－ケティング・ゝモデル  

松井啓之（愛知学院大学）  

05617（3）射‖1  

≠井史郎（モ侶奉ヒューーレットバッカ  

、ド）03（3335）8331  

勅使河原呵滴（創価大学）  

0426（9け8n26  

片巨川墾ノL（防衛庁）  

03（3408）5211ex－3ユ、46  

小巨蕃首中敏男  

わ425（72）9′724  

隠川＋浩（束京工業大学）  

03（5734）3322  

久志本茂（福井二ぷ二業大学）  

0「7′76（22）8」Lll  

長容い州享（北海道大学）  

011（706）647とさ  

塩出省吾（神戸学院大学）  
078（974）二鼠55］」e）（12872  

オ・叫プンネットワ叫クと  

情報活踊  

グロトー・パル政策  

蔵野正美（千葉大学）  
04て72（5ユ）1≠1l ex。2669  

今井潤一（東京二に業大学）  

03（5「73尋）236i  

前班 降（金沢大学）  

076（26射5409  

桑畑晩生（電力中央研究所）  

03（3480）2ユユ1  

ァジイ動的計画法  

理財二に学  

システムの貴通化との配  」
√
ト
 
 

丁
－
F
 
 

－
・
…
 

⊥
 
 

／
 
 

■    ▼     ■                                                              ■▲      ■                                                                        、                ■     l  

9 ヨ エネルギー＼産業のC収  

州                       【  

伊藤 健（流通科学大学）  モデル化と毅適化  
＊亮く   

078（796）48り3  

5      m肝【    弓 CO二M  

∴」  

SCM〇スケジュ、一  

≧ 1  

商岡靖之（東京理科大学）  

0471（24）15肌 ex。3818  

出本雅人（北海道大学）  

（）1且（706）649′7  

栗田 治（慶応義塾大学）  
04と乞う（563）ヱ14i ex。3637  

山下達哉（富士短期大学）  

（）3（3．368）2i54  

由良憲二（電気通信大学）  

＿＿】」【堅墾塑旦塑一讐ニヨ禦  
？jング  

▼L            ＿▼＿  

＊＊12  ∃地域産業戦略  大内 東（北海道大学）  

の11（′706）≒6495  

柳井 浩（慶応義塾大学）  

の45（563）1141exひ36：玉6  

梅沢 豊（束京大学）  

03（3812）211ユ ex。55こ∋（）   

）…ミ串］」3  

＊＊14  

インフラストラクチャ  

問題  

経営戦略  

オペレー爪mションズし〉 3いサ・－－チ   竃鈎e（45）  

© 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  

グループ名   主  査   幹  事   

1   イノベーション   上田亀之助（上田イノベーション研  石井充夫（長野計器製作所）  
究所）03（3351）4023   045（373）6380   

小池 清（キックス絵研）   樫尾 博（東京ガス）  

03（3769）2260   03（5406）7596   

3   都市のOR   腰壊武志（筑波大学）   大澤義明（筑波大学）  

0298（53）5023，5590   0298（53）5524，5590   

4   ORリテラシー   真鍋龍太郎（文教大学）   高井英造（静岡大学）  

0467（53）2111   054（238）4549   

5   評価のOR   上田 徹（成蹟大学）   篠原正明（N′Ⅰ、Tマルチメディアネ  

0422（37）3793   ットワーク研究所）0422（59）2495   

＊＊6   マネージメントインホメ  徳山 博子（静岡大学）   八巻直一（静岡大学）  

ーションフォーラム静岡  053（478）1526   053（478）1214   

＊＊7   21世紀における交通・流  八戸 英夫（工学院大学）   野末尚次（鉄道総合技術研究所）  
通システム   03（3342）1211ex．2423   0425（73）7304  

特設研究部会名   主  査  

数理計画法研究会   茨木俊秀（京都大学）  

075（753）5504  

〔幹事〕石井博昭（大阪大学）06（879）7868，茨木 智（名古屋市立大学）052（872）5734  
加藤直樹（京都大学）075（753）4906，田口東（中央大学）03（3817）1683  
福島雅夫（京都大学）075（753）5519，森戸晋（早稲田大学）03（5286）3331  
矢部博（東京理科大学）03（3260）4271ex。2212，山本芳嗣（筑波大学）0298（53）5001   

フラストラクチャーがどのような効果を生むか？  

ORの視点から議論する申  

〔経営戦略〕   

経営戦略の基本的考え方，その歴史的位置づけ，今  

後の在F）方，現在における課題。問題等について継続  

的に研究を行う。  

〔マネ鵬ジメントインホメ叫ションフォ如ラム静岡〕   

静岡。浜松地区を中心にした産学協同のメンバーで，  

企業等の組織経営とORや情報技術との接点について  

具体的な実践に重点をおいて研究します。幅広い分・野  

から講師を招いての講演と懇談からなる自由な雰囲気  

の会です。  

〔21世紀における交通。流通システム〕   

21世紀の交通・流通システムは，環境問題，情報イ  

ンフラの整備などにより，質的変革が求められている。  

そこで，現状調査とその評価により，長期的展望と提  

案を行う。会合は，8月を除き毎月1回行う予定であ  

る．   

珍助成案内   

◎電気通信普及財団平成10年慶福祉文化事業援助  

助成対象分野：電気通信を利用した福祉，文化事業，   

電気通信に関する学術交流および国際協力  

受付期間：5月1日～31日（一部については9月30日  

（47）301   

珍新設研究部会◎グル輌プ案内   

〔モデルイヒと最適化〕   

主に数理計画・最適化関連の内容を扱うのであるが，  

理論的なものに限定せず，企業等の実務的研究と大学  

等における研究とを結び付ける役割を果たしたい。開  

催場所は大阪および神戸を中心に年8回程度を予定し  

ている。  

〔COM・SCMスケジュ円リング〕   

製造業の全体的最適化には，一企業内だけでなくサ  

プライチェーン全体を考慮したグローバルな取り組み  

が必要である。本部会では，実務家と研究者の交流に  

より，この課題とそれに関連するスケジューリングを  

研究する。  

〔地域産業戦略〕   

日本の各地で地域産業の振興が検討されている。し  

かし，地域産業戦略もその地域のみならず，日本全体  

はもとより，世界的視野に立って考える必要がある．  

地域の産業戦略について，戦略の科学としてのORの  

立場から研究する。  

〔インフラストラクチャ両問題〕   

「広域インフラストラクチャーとOR」の後継部会鵡  

低迷するアジア経済，地球温暖化にともなう環境の悪  

化等グローバルな視点から論ずべき問題は多い。イン  

1998年5 月号  
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学会だより   

まで）  

間食せ盤：〒105－0003 港区西新橋1－61且 西新橋光   

和ビル5F 電気通信普及財団   

Tei．03（3580）3411『ax．03（3580）3488   

如軌／／wⅥrW．七a盛＼0㌃山jp／  

◎電気通信普及財団平成且¢年度海外渡航旅費援助  

助成対象ご海外の学会で電気通信に関する研究発表を   

行う研究者等  

蟄柑期間：各偶数月の］L闇（必着）  

間食せ先：電気通信普及財団（上記参照）  

a 睦遡汐財団丑998尊慮研究助成  

助成対象分野二多元価値社会の創造に関連するもの   

（多様を文化の相互瀾解と共存，新しい社会システ   

ムの提案，これからの地球環境と人間生存の可能性，   

市民社会の時代の科学の技術）  

助成対象：個人9 共同研究組織  

応婁締切ニ 5月29闘（金）   

（申請用紙ほ5月15巨富（金うまでに請求のこと）  

聞合せ先ニ（財）トヨタ財図研究助成係   

〒1630437 新猫区画新宿2－1－ユ 新宿三井ビル   

私書箱236号 Tel。り3（33舶）170ユ   

珍魚草案痢   

8東京電機東学理工学部情報科学科  

蕃集Å農三助手2名  

、．妄－ごエ・∴．、、  

（瓦）ロボテイクスヲ システム制御9 マシンビジョン関連   

分野  

（2）情報数理分野9 特に情報通信ネットワークおよび関   

連分野  

いずれも理論的研究に従事している方が望ましい  

応募資格：修士修了者で30オ程度までの芳，博士号取   

得者夕 または取得見込みの方が望ましい  

着任時期：採用決定後9 できるだけ早い時期  

提出書類：履歴書9 研究業績リスト9 論文別刷9 推薦   

書  

応募締憾：7月末日  

聞合せの書類提出尭：   

〒350－0394 埼玉県比企郡鳩山町石坂   

東京電機大学理工学部 情報科学科   

学科長 狩野弘之   

Te且。0492（96）2911内線2300 『ax．．0492（96）6403   

Erma主立：kamo＠恒撫鼎離止ac。jp  

珍他学協会寮内  

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9 原則として主催学会の  

会員と閣じ費用で参加できますので，皆様奮ってご参  

加くださいv  

憫闇本プアジイ学会関東支部講習会「感性工学をこう   

・－  、、  ・・ 一  

覧ヨL 穣∴ト摺捕順（火）  

場 所法政大学市ヶ谷キャンパス富士見校舎 80年   

館会議室（千代田区富士見2【17、1）  

間食せ光二東京ユニ莫大学大学院捻合理工学研究科   

室伏俊明   

、、  

E【maiim■urOf■usi＠fz。dis．titech．ac。jp  

◎計測由勤制御学会関西支部講習会「シンク悶虹悶ン   

放射光を利用軋♂た新し』灘測技術州SPr者「唱旧8最前   

線．」（協賛）  

闇 噂：6月25日（木） 9：20～16：55  

場 所：ホテルアウィ、・・一－－ナ大阪 金剛（東）の間（4   

階）（大阪市天王寺区石ヶ辻町19－12）  

間食せ兜て：京都大学大学院工学研究科電気工学専攻   

荻原朋遺   

Ⅷ、e且。075（753）5368 『ax．075（753）5332   

Emaiihagiwara＠ktユee凍yoto、u。．aC．jp  

一ニニ・て・ ミ：：。1・：・  

御国盤善尚民（フェロし㍉ 東北大学名誉教授）  

平成10年3月18軋 心筋こうそくのためご逝去  

されました。享年73オ。 

謹んでご冥福をお祈りいたします。  

会 戯 訃 報  

藤永靖彦既（宇部短期大学事務部長）  

平成川年3月12ヨ］タ 急性肺炎のためご逝去され  

ました。享年67オ。  

弓 謹んでご冥福をお祈りいたします。  

会 戯 言紅 報  

福馳正治既（㈱三菱総合研究所）  

平成ユ0に解2月ユ2巨吉，病気療養中のところご逝去  

されました，享年49オ。  

謹んでご冥福をお祈りいたします。  

オペレーーションズdリサーチ   
慧◎望（48）  
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