
学会だより  

珍日本オペレーションズ・リサーチ学会   

学生論文賞の論文募集  

OR学会の発展は，将来の優秀なOR研究者および  

OR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，日本OR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OR関係学  

科問での情報交流にも役立てるため，学生会眉の卒業  

論文，修士論文の中から，毎年優秀なものを選び，「日  

本オペレーションズ・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．   

つきましては，下記応募要領で広く学生会眉から論  

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．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．   

〈応募要領〉  

1．応募資格1999年3月に学部を卒業，あるいは修   

士課程を修了する会員で，ひきつづき学生会月ある   

いは正会員である者．  

2．応募手続  

（1）提出書類 ①論文要約（A4判で3枚以内）2部  

②学会員である指導教官（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，学会事務局宛ご請求  

ください）  

（2）提出先 日本OR学会 表彰委員会  

（3）応募締切 3月31日（必着）  

3．表彰 受賞者には，OR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，受賞論文の要   

約をOR誌に掲載して表彰する．  

4．その他 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．   

◎平成11年度通常総会   

日 時：4月22日（木）15：00～17：00  

会 場：学士合分館（赤門）  

（営団地下鉄丸の内線本郷三丁目下車〉  

⑳第41回シンポジウム（大阪）   

日 時：3月22日（月）13：00～17：30  

場 所：大阪国際大学（大阪府枚方市杉3－50－1）  

テーマ：「確率モデルのフロンティア」  

実行委員長：田畑吉雄（大阪大学）  

プログラム概要：  

（∋13：00←14：00   

ジャストインタイム生産システム  

大野勝久（名古屋工業大学）  

②14：10～15：10   

複数の到着流をもつ単一サーバ待ち行列  

滝根哲哉（京都大学）  

③15：30～16：30   

ソフトウェア信頼性評価における最近の話題  

土肥 正（広島大学）  

④16二30～17：30   

金利期間構造の推定についての最近の話題  

白川 浩（東京工業大学）  

参加費：正・賛助会員3，000円，学生会月1，000円，非   

会員3，000円（当日受付にてお支払いください）  

聞合せ先：〒560－0043 豊中市待兼山町1－7   

大阪大学大学院経済学研究科   

田畑吉雄 Tel．06（6850）5241   

E－mail：tabata＠econ．osaka－u．aC．jp   

大西匡光 Tel．06（6850）5234   

E－mail：ohnishi＠econ．osaka－u．aC．jp  

（協賛：日本数理科学協会）   

珍平成11年度春季研究発表会   

日 程：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5，6，7号館（大阪府枚方市杉   

3－50－1）  

（JR学研都市線長尾駅より徒歩約15分，または京阪電   

鉄本線枚方市駅より京阪バスで約30分）  

特別テーマ：「ORのグローカリズム」   

グローカ））ズム（Glocalism） 発想はGlobalで，  

活動はLocalにという意味で，市民活動家とか啓蒙的  

な首長により使われ始めた和製英語である．全体を見  
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渡して考える一方，行動は地道にというこれからの  

矧R活動を示唆したものである。ま引こ混迷の田本を  

救うのがのRグローカリズムである。  

実行委最長：西田俊夫（大阪国際大学学長）  

兼行副費最長：田畑普雄（大阪大学経済研究科），Ⅲ村   

坦之（大阪大学基礎二虹学研究科），寺岡義仲（大阪府   

立大学総合科学部）  

参加兜：正㊥賛助会員6，000悶，学生会眉2，000円，非   

会眉牒舟㈹隅  

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：一般公償ぃ入場無料   

3月23は（火）皿3：30～14：30  

伊藤利朗氏（三菱電機株式会社顧問）   

「シームレスオフィス環境における創造的生産管理」   

3月「23臣灯（火）16：40～17：40  

苦闘和男氏（京都大学大学院経済学研究科教授）   

「複雑系と社会システム」   

3月24日（水）11二10～12：10  

Mま臨mVユacぬ氏（北陸先端科学技術大学院大学教授）   

「『嶽転Ⅰ封Ⅴ亙siom：AChallemgeforOR」  

懇親会二 3月23巨Ⅳ（火）午後6時より   

参加薦二5，000閻  

魔学会：3月25田（木） 9：00～16：00   

見学先：阪急梅田TTC（TotalT柑錐ic Comtrol）  

Sy離em，宝塚歌劇の防災施乱空調施設の制御装置  

オプション（有料）ニ手塚治虫記念会館，その他   

参勤腿衆：3，000円（登食代，その他）   

澄，鼠：30名（先着）  

聞合せ先：実行委眉会庶務担当   

大阪大学二工学研究科 二石井博昭   

Te且爪06（6879）7868 『ax。06（6879）7871   

E【mailニishiiha＠ap。eng．OSaka－M。aC。jp   

本大会に関するホー→ムページをht七p：／／の詑SJ．mis．   

oiunacujp／sympo99／imdex加mlに開設しましたの   

でご覧ください。  

場 所：大阪国際大学5号館101大講義室（枚方市杉3  

【50椚1）  

プログラム（発表予定：テ岬▽と講師）  

1レ「（〕R技術とその適用システム製品」  

礫細i誠（三菱電機㈱産業システム研究所）  

2七。「照明空間デザインと官能評価のモデル化」  

米捌さつき（松下電二m榊システム開発センター）  

3。「原子燃料の炉心内配置の最適化：GA，SAの適用   

事例」   

山本章夫（原子燃料ユニ業㈱），橋本 寛（㈱日本紙研）  

4。「配送経路最適化の適用：銀行における配送を例   

として」   

岡野裕之（日本アイqピー心エム束京基礎研究所）  

5。「連続焼鈍炉の生産スケジューリングシステム」  

岩谷敏治（神戸製鋼㈱生産技術研究所う  

6。「石油精製プラントにおけるインテリジェント制   

御の過欄事例について」   

谷 哲次（出光興産㈱出光システム技術センター）  

参加顔ニュEの賛助会員6，000円9 学生会眉2，000円，非   

会員6，¢00悶（ただし，交流会登ノ録者は研究発表会参   

加資格あり）  

聞合せ先∴〒606－8501京都市左京区吉田本町 京都   

大学大学院二言二学研究科建築学専攻 加藤・直樹   

把仙一maii：maoki＠a『Chi巾kyoto【u．aC．jp）   

珍平成温風年度秋季研究発表会   

悶 程：9月20日（月）～21日（火）研究発表会  

9月22日（水）  見学会  

場 所三成煤大学（武蔵野市吉祥寺北町3－3叫1）  

実行垂最長：上田 徹（成麒大学）   

珍研究部会⑬グル画プ開催案内  

こ・－ 、 ．・・－． －  

①第32園  

田 噂ニ 2月6日（土）14：00～17：00  

場 所：中央区新富ト13 ワーカーズ。サポートセン   

ターー603室（旧東京都勤労福祉会館）  

テ㈹∇と講師：「イノベ」－ションの心構えと技法」  

上目亀之助  

仁システムの最適化との陀〕  

⑳第且0回  

田 時：3月13日（土）13：00～17：30  

場 所二北陸先端科学技術大学院大学 知識科学研究   

革卜】Kい叫K2教室（帯923－1292 石川県能美郡辰口  

オペレーションズ咽 りサーチ   

田本⑳関学会「企業車例交流会」（第3   

企業事例交流会は9 企業におけるOR実践の事例を，  

問題の発生からさまざまな苦労を経て，解決に至る苦  

労話を提供して頂く場ですめ この交流会によってのR  

の適用事例を広く学会会眉に宣伝し大学也研究所と企  

業の関係をより緊密にするという趣旨で一昨年から開  

催されています。  

用 岳噂：3月24田（水）10：00～17：00  
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〔第187回新宿OR研究会〕  

日 時：4月20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：「情報革命が日本の未来を作る」  

講 師：山田郁夫氏（三菱総合研究所常務取締役・日   

本OR学会前副会長）  

参加費：3，000円  

問合せ先：日本OR学会事務局（関口）   

珍公募案内   

・統計数理研究所 調査実験解析研究系 標本調査研   

究部門  

募集人員：助教授1名  

研究分野：社会調査法と解析法  

応募資格：以下のいずれかに該当する者  

（1）博士の学位を有する者または研究上の業績がこれに   

準ずる者  

（2）大学共同利用機関，または大学において常勤の講師   

以上の経歴がある者  

（3）大学共同利用機関，または大学において3年以上助   

手またはこれに準ずる職員としての経歴があり，研   

究教育上の業績があると認められる者  

（4）研究所，試験所，調査所等に5年以上在職し，研究   

上の業績があると認められる者  

採用予定時期：平成11年7月1日以降の早い時期  

提出書類：履歴書，研究業績リスト，研究計画書，推   

薦書，その他（詳しくは，http：／／www，ism．ac．jp／を   

ご覧ください．）  

応募締切：平成11年4月14日（水）必着  

問合せ先：〒106－8569 港区南麻布4－6－7 統計   

数理研究所管理部庶務課人事係   

Tel．03（5421）8707 Fax．03（3443）3552  

・広島修道大学経済科学部  

募集人員：教授1名  

公募科目：   

情報システム論（コンピューターシステム，データ   

ベース等）   

応用情報論（ネットワーク，マルチメディア等）  

応募資格：   

大学院（博士前期・博士後期課程）担当可能な万   

博士の学位を有するかこれと同等以上の能力を有し，   

専攻分野で顕著な研究実績を有する方  

採用予定時期：平成13年4月1日  

提出書類：履歴書，研究業績一覧，著書，論文，その他  

（61）175   

町旭台1－1）  

テーマと講師：  

1．「LPProblemwithInexactCoefficientsJ  

Jaroslav Ramik（Silesian University，Czech   

Republic）  

2．「Modality GoalProgramming Models with   

ObliqueFuzzyVectorsJ  

MasahiroInuiguchi（OsakaUniversity）  

3．「Fuzzy Non－Linear Regression Modeling：   

FLRMInvolvingFuzzyRegressionCoefficientsJ   

MiroslavPokorny（TechnicalUniversityOstrava，   

CzechRepublic）  

4．「Adaptive Fuzzy Modeling for Predicting   

OzoneConcentrationsinEuropeJ   

MinaRyoke（JapanAdvancedInstituteofScience   

andTechnology）  

5．「Categories of Fuzzy and Non－Deterministic   

AutomataJ  

JiriMockor（UniversityofOstrava，CzechRepublic）  

6．「HierarchicalDecision Making of Strategic  

Investmentbya BoltzmannMachineJ   

JunzoWatada（OsakaInstituteofTechnology）  

7．「CompositionofFiniteSetMeasuresinProba－   

bilityandPossibilityTheoriesJ   

RadimJirousek（Univeristy of Economics，   

Prague，CzechRepublic）  

8．「FuzzySchedulingandSequencingProblemsJ   

MilanVlach（JapanAdvancedInstituteofScience   

andTechnology）  

懇親会会費：3，500円程度  

問合せ先：中森義輝（北陸先端科学技術大学院大学知   

識科学研究科）   

〒923【1292 石川県能美郡辰口町旭台1－1   

Tel．0761（51）1755 Fax．0761（51）1149   

E－mail：nakamori＠jaist．ac．jp   

珍会合案内   

〔第186回新宿OR研究会〕  

日 時：3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：「情報化時代のOR」  

講 師：水野幸男氏（日本電気顧問・日本OR学会会長）  

参加費：3，000円  

聞合せ先：日本OR学会事務局（関口）  
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応界網憫：平成11年4月30日（金）  

間食せ先：〒731－3195 広島市安佐南区大塚東レ1－1   

広島修道大学人事課．人事係   

メrel。082（83ゆ）1105 肝ax。OS2（830）1325  

・、・、・：：   

㊥第温5閣プアジイシ鼠筋ムシンポジ尊ム（協賛）  

壷 催：田本ファジィ学会  

闘 程：6月2巨ヨ（水）～5田（土）  

場 所：大工大摂南大学創立60周年記念館（大阪市場区）  

間食せ先：田本ファジィ学会事務局   

丁鉦03（56B4）5146 E－mai且：mEEOO453＠mifty。ne．jp   

ホームペ山ジ 払批pノ／www…SiplJ漁損t．ac岬jp仰SS99／  

］巨、SS99血tm且  

．・ ．・、∴  

3年ごとに開かれる脚ORSの第15回大会が，  

以下の胃程により，北京で開催されます① 皆様奮  

ってご参加ください  

来会傍脚W：C収－Pa柑11elroadstoprosper五tyim   

軌e21s七Cem七Ⅶry  

開催闘畷：乱999年8月16～20日  

開催噸摘粧輔個北京市   

大会の案内状ほ学会事務局にありますゆ ご希望  

の方はご請求くださいむ  

⑳新風金殿  

、 二 ．・j ニ・  

＊嶋 田 佳 劇一一   む1207374  和歌山県立牒高高等学校  

㈱情報工房  

㈱フジマック  

福島大学 経済学部  

㈱構造計画研究所 数理技術部シミュレーション技術室  

国際航業㈱ 新事業開発本部東京本部  

食協㈱ 深川精米工場管理課  

㈱構造計画研究所 数理技術部シミュレーーション技術室  

PohangUmiv．ofScience and Tech‡10且ogy  

＊由 井 健 二  

＊高 瀬  優  

＊董  彦 文  

＊友 松・恵 子  

＊西 村 恒 雄  

＊東 沖  強  

＊福 嶋  朗  

＊mee Eu亙 Yomg  

¢且207380  

肌308170  

肌991552  

01308180  

031405330 

01507115  

01507120  

01991560  

、・∴ 二・；；ミ  

＊大 巨L汀  02004830 東京理科大学 理工学研究科情報科学専攻  

＊パ、林  啓  02103330 東京大学 大学院工学系研究科情報Ⅱ学専攻数理第2研  

＊宮 澤 謙 介  02602180 産能大学 大学院  

、 ここニミ‥′・－∴ 壬・・、  

＊㈱ ゼク セ ル 03200580 代表者 技術本部生産技術部 部長 笠谷昌史  

連絡者 技術本部生産技術部 主査 神垣敏光  
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