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⑳平成12～13年度役員・評議員候補者推薦のお願い  

定款に従って平成12，13両年度の役員・評議員の選出を行います．スケジュールは次の通りです．   

平成12年1月31日（必着）候補者推薦締切．2月20日－3月20日 会員の書面による投票．  

3月 末日 開票（予定）． 4月下旬 総会において決定．   

ついては，以下により候補者の推薦をお願いいたします．  

㈲日本オペレーションズ・リサーチ学会 監事 高森 寛，眞殿 宏  

1．役員（理事・監事）候補者については本人の同意を得たうえで，社員（正会員または名誉会員）5   

名以上が候補者の略歴をつけて推薦する（次の書式に従ってください）．  

2．評議員候補者については社員5名以上が推薦する（次真の様式に従ってください）．  

3．候補者は役員・評議員とも社員でなければならない．  

4．理事は会務の分担ごとに選挙するので，分担を明示すること．今回選出する理事の会務分担および   

定数は次の通りとする．副会長1名 庶務1名 会計1名 研究普及1名 編集1名 無任所3名  

（うち支部所属者1名）  

5．監事の改選数は1名．  

切 り 取 り 線  

平成  年  月  日  

役員候補者推薦届   

㈲日本オペレーションズ・リサーチ学会選挙管理委員会殿   

平成12～13年度日本オペレーションズ・リサーチ学会の役員   

□副会長 口庶務理事 口金計理事 口研究普及理事 □編集理事 □無任所理事   

口監事として  

氏を推薦いたします．  

推薦者（正会員および名誉会員5名以上）   

（代表者）氏名  ㊥（所属：  

候補者略歴（18字×6行以内）  

上記の推薦に同意します．氏名  ㊥ （所属：  
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平成  年  月  日  

評議員候補者推薦届   

㈲日本オペレーションズ・リサーチ学会選挙管理委員会殿   

平成12～13年度日本オペレーションズ・リサーチ学会の評議員として  

氏を推薦いたします．  

推薦者（正会員および名誉会員5名以上）   

（代表者）氏名  ㊥（所属：  

川崎製鉄㈱，㈱東芝，日本電気㈱，田辺製薬㈱，㈱日  

通総合研究所，㈱構造計画研究所，桧下電工㈱，㈱安  

川電機，東京ガス㈱，NTT研究開発本部，秩父小野  

田㈱，富士通㈱ソフトウェア事業本部ミドルウェア事  

業部，㈱ゼクセル技術本部等，企業が主な受賞者でし  

た．  

〔普及賞〕ORの普及に大きな貢献をした個人，グル  

ープまたは企業等に贈られます．従来は，森村英典，  

後藤正夫，森口繁一，横山 保，河田龍夫，小林宏治，  

国澤清典，西野吉次，三根 久，桧田武彦，近藤次郎，  

西田俊夫，梅沢 豊，斎藤嘉博，唐津 一，藤森謙一，  

三上 挽，小田部 斎，原野秀永，千住鎮雄，依田  

浩，刀根 薫，桧富武雄，児玉正憲，長谷川利治，御  

園生善尚，矢部 眞，本告光男，渡辺 浩，伊理正夫，  

高橋磐郎，権藤 元，牧野都治の各氏および新日本製  

織㈱，㈱富士銀行，日科技達グループ，日本IBM㈱，  

NTT，旧国鉄の各企業が受黄着でした．  

〔事例研究奨励賞〕すぐれた事例研究に対して贈られ  

ます．個人に限らず，グループや企業も対象になりま  

す．ただし，その研究は，学会誌等，本学会において  

発表されたものに限ります．  

〔学生論文賞〕学生による優れたORに関する研究に  

対して贈られるものですが，来春提出される学部の卒  

業論文，またほ大学院の修士論文が対象となります．  

応募締切は平成12年3月31日といたしますが，詳し  

い募集要領は，OR誌2月号に掲載します．（表彰委  

員会）  

⑳日本OR学会各賞候補ご推薦のお願い  

本学会では，毎年OR学会文献賞，実施貴，普及貿，  

事例研究奨励賞，学生論文賞を贈り，それぞれの分野  

で顕著な仕事をされた個人や企業を表彰しております．  

今年度の受黄候補者のご推薦を募ります．締切は学生  

論文賞・事例研究奨励賞ソフトウェア部門を除き，平  

成12年1月31日といたしますので，それに間に合う  

よう，学会所定の用紙をお早めに事務局宛にご請求く  

ださい．なお，5黄の概要は次のとおりです．  

〔文献賞〕大西記念文献賞に引き続いて設けられた本  

会で最も歴史のある貴です．次の条件を満たす論文の  

著者をご推薦ください．  

1．論文は独創性と将来性に富み，ORの発展に寄  

与するものであること．   

2．論文はOR学会発行の論文誌またはこれに相当  

する権威ある雑誌，論文集にその年（11年の1  

月1日より12月末日までに発行されたものをい  

う）に発表された論文であること．   

3．被推薦者はOR学会員で，年齢は原則として40  

歳以下であること．   

なお，論文の著者が複数以上あるときには，主とし  

てその論文の作成にあたった者をもって代表とし，被  

推薦者とします．  

〔実施巽〕ORの実施を強く推薦してきた個人，グル  

ープまたは企業等に贈られます．従来は，東亜燃料工  

業㈱，㈱日立製作所，中部電力㈱，兵庫鼻，中国電力  

㈱，㈲電力中央研究所，住友金属工業㈱，三菱石油㈱，  
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部長）   

「21世紀のビジネスモデル：デル・ダイレクト・  

モデル，そしてインターネットビジネスに関する  

考察」  

懇親会：3月27日（月）夕刻より   

懇親会参加費：5，000円  

見学会：3月29日（水）   

見学会：日本ガイシ㈱小牧工場及び，ヤマザキマザ   

ック㈱本社工場   

見学会参加費：3，000円（昼食代，その他）  

発表申込締切：平成11年12月10日（金）消印有効   

＊研究発表は，申込書及び，アブストラクトの提出   

をもって申し込み受付とします．  

申込書および，著作権に関する承諾書の請求先：   

日本オペレーションズ・リサーチ学会事務局   

Tel．03（3815）3351   

E－mail：kenkyu＠orsj．or．Jp  

＊著作権に関する承諾書はOR学会事務局に送付して   

ください．  

申込書およびアブストラクト送付先：   

〒466－8555名古屋市昭和区御器所町   

名古屋工業大学 生産システム工学科 安達公一  

電子メールでの申込：   

メールアドレス：adachi＠system．rlitech．acjp   

申込は電子メールでも受け付けますが，その際，ア   

ブストラクトは上記送付先へ郵送して下さい．   

電子メールは，申込書を参照のうえ，以下の項目を   

一行ずつにして作成，送付して下さい．  

（1）題目，  

（2）発表者，会員番号，氏名，所属（講演者には＊印  

を付ける）  

（3）連絡先氏名，メールアドレス，連絡先住所，電話  

番号，Fax番号  

（4）発表形式および分野  

（5）発表方法，使用機器  

（6）事例研究奨励賞ソフトウェア部門賞に応募するか  

どうか  

聞合せ先：〒466－8555名古屋市昭和区御器所町   

名古屋工業大学 生産システム工学専攻   

大鋳史男   

Tel．052（735）5393 Fax．052（735）5401   

E－mail：Ohi＠system．nitech．ac．jp  

⑳第43回シンポジウム   

日 時：平成12年3月26日（日）12：30～18：00  

場 所：愛知大学車道校舎（名古屋市東区筒井二丁目  

10－31）  

テーマ：「ゲームの理論とオペレーションズリサーチ」  

実行委兵長：玉置光司（愛知大学）  

参加費：正・賛助会員3，000円，学生会員1，000円   

非会員3，000円（当日受付にてお支払いください）  

プログラム概要：  

1．「競売と競争入札のゲーム理．論」  

渡辺隆裕（岩手県立大学）   

2．「探索ゲームとその周辺」  

菊田健作（神戸商科大学）   

3．「投票による決定と投票者のパワー（協力ゲーム  

による分析）」  

武藤滋夫（東京工業大学）   

4．「ゲームにおける決定不能性とランダムネス」  

中山幹夫（慶庵義塾大学）   

5．「無限ゲームについて」  

寺岡義仲（大阪府立大学）   

⑳平成12年度春季研究発表会   

日 程：平成12年3月27日（月）  

～3月28日（火）研究発表会  

3月29日（水）  

場 所：名古屋工業大学（名古屋市昭和区御器所町）  

特別テーマ：ORと環境  

1996年9月にISO14000が正式に制定されて以来，   

我が国の認証件数も本年5月末で2248事業所に達   

している．環境問題は来るべき新しい世紀において   

解決を迫られている最重要テーマの一つであり，幅   

広い現実問題への科学的手法を開発・発展させてき   

たORの挑戦課題である．  

実行委員長：大野勝久（名古屋工業大学）  

参加費：正・賛助会員6，000円，学生会員2，000円，   

非会員6，000円  

登壇料：非会員のみ2，000円（本学会の許可が必要）  

特別講演：一般公開（入場無料）   

3月27日（月）1：30～2：30  

内山田 竹志（トヨタ自動車㈱取締役）   

「トヨタにおける環境問題への取り組み」   

3月28日（火）1：30～2：30  

浜田 宏（デルコンピュータ㈱ 法人営業本部本   
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Tel．03（3985）2319   

Eqmail：Okada＠rikkyo．acJp  

〔評価のOR〕  

・第20回  

日 時：12月18日（土）14：00～17：00（終了後に   

忘年会を予定しています．）  

場 所：政策研究大学院大学 3階教室E   

〒162－8677新宿区若於町2－2   

都営新宿線あけぼの櫓下車，徒歩10分，東京女子   

医大のとなり，旧税務大学校の跡地  

テーマと講師：  

（1）「情報システム開発案件の多面的費用対効果評価」  

大屋 陸生（電力中央研究所）   

キーワード：情報システム，費用対効果，DEA，   

AHP，数理計画法  

（2）「DEA算法による統計学的距離の一提案」  

高橋 進（東海大学）   

キーワード：DEA，マハラノビス距離，多変量解   

析  

問合せ先：日本大学生産工学部数理工学科   

篠原 正明   

Tel．047（474）2672   

Fax．047（474）2669  

〔待ち行列〕  

・第147回  

日 時：12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：  

（1）Tailprobabilitiesforfluidmodels  

Tomasz RoIski（Wroclaw University and  

TokyoInstituteofTechnology）  

（2）MatrixproductqformsolutionforanLCFS－PR  

Single－SerVer queue With multiple arrival  

StreamSgOVernedbyaMarkovchain  

滝根 哲哉（京都大学情報学研究科）  

問合せ先：筑波大学大学院経営システム科学 牧本   

直樹   

Tel．03（3942）6874   

E－mail：makimoto＠gssm．otsuka．tsukuba．ac．jp  

〔グローバル政策〕  

・第9回  

日 時：1月22日（土）14：00～17：00  

場 所：三菱総合研究所4階CR－4会議室   

東京都千代田区大手町2－3－6  

オペレーションズ・リサーチ   

⑳研究部会・グループ開催案内   

〔COM・SCM・スケジューリング〕  

・第18回  

日 時：12月9日（木）18：00～20：00  

場 所：青山学院大学青山キャンパス総研ビル  

テーマ：「TOCと改善」  

講 師：於浦 春樹（神奈川大学）  

聞合せ先：東洋大学経営学部 今泉 淳   

Tel．048（468）6691（Fax兼用）   

E－mail：jun＠prod．mng．toyo．ac．jp  

〔21世紀における交通・流通システム〕  

・第19回  

日 時：12月10日（金）18：00～20：00  

場 所：東洋経済新報社ビル地下1階「うすけぼ－」  

テーマ：「フリートーキングならびに懇親会」  

問合せ先：八戸 英夫（工学院大学）   

Tel．03（3342）1211内線2423   

E－mail：at79114＠ns．kogakuin．ac．jp  

〔システム最適化の理論と応用〕  

・第6回  

日 時：12月11日（土）14：00～17：00  

場 所：九州大学経済学部2階会議室  

テーマと講師：  

「閉路を含むネットワーク上の結合型最適経路問題   

の負同値法による解法について」  

丸山 幸宏（長崎大学経済学部）  

「TOC（制約理論）と活動基準原価管理」  

浜田 和樹（西南学院大学商学部）   

研究会のあと忘年会を予定（会費を若干負担願いま   

す）  

問合せ先：九州大学経済学部 時永 祥三   

Tel．092（642）2466   

E－mail：tOkinaga＠en．kyushu－u．aC．jp  

〔マーケテイング・エンジニアリング〕  

・第6回  

日 時：12月13日（月）19：00～21：00  

場 所：立教大学7号館3階7301教室  

（地図：http：／／cc．rikkyo．ac．jp／koho／campusmap／   

cmap＿il．htm）  

テーマ：金融データベース・マーケテイング   

データ解析コンペティション中間報告  

報告者：未定  

問合せ先：立教大学 同大 彬訓  
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テーマと講師：「ORと人間学」  

今村 和男（日本人間学会理事長）  

懇親会：研究会に引き続き実施，会費2，000円程度  

問合せ先：防衛庁 斎藤 司郎   

Tel．03（3408）5211内線2395   

Fax．03（3470）0780   

E－mail：j5saito＠jsc．go．jp  

〔環境政策〕  

日 時：12月16日（木）15：00～17：00  

場 所：東京ガス㈱本社13階1306会議室  

JR浜於町駅南口（モノレール側）出て左方すぐ   

東京都港区海岸1－5－20  

テーマ：「コージェネレーションの現状について」  

講 師：小山 典幸（日本コージェネレーションセン   

ター普及促進部長）  

参加費：無料  

申込先：キックス総研㈱小池  清   

Tel．03（3769）2260 Fax．03（3769）2260   

⑳会合案内   

〔第73回丸の内OR研究会〕  

日 時：12月8日（水）18：30～20：30  

場 所：トーマツ・コンサルティング㈱  

（港区芝浦4－13－23 MS芝浦ビル）   

＊今期，場所が変更になりましたのでご注意願いま   

す．  

テーマ：「インターネットと物流による書籍販売」  

講 師：荻野 準二氏（八重洲ブックセンター新事業   

開発部 部長）  

参加費：丸の内OR研究会会員（無料）   

非会員（3，000円）当日受付でお支払いください．   

ただし，参加については1週間前までにお問い合わ   

せください．  

問合せ先：日本OR学会事務局  

〔第74回丸の内OR研究会〕  

日 時：1月12日（水）18：30～20： 

場 所：トーマツ・コンサルティング㈱  

（港区芝浦4－13－23 MS芝浦ビル）   

＊今期，場所が変更になりましたのでご注意願いま   

す．  

テーマ：「放送衛星を利用したデータ配信」  

講 師：福井 一夫氏（NHK放送技術研究所 マル   

チメディアサービス部長）  

参加費：丸の内OR研究会会員（無料）   

非会員（3，000円）当日受付でお支払いください．   

ただし，参加については1週間前までにお問い合わ   

せください．  

問合せ先：日本OR学会事務局   

⑳公募案内   

・文教大学情報学部情報システム学科  

募集人員：教授または助教授1名  

専門分野：マルチメティア情報技術関連分野  

応募資格：大学院博士課程終了またはそれと同等の能   

力を有するもので，着任時50歳以下の方．  

採用予定：平成12年4月1日  

提出書類：（1）履歴書（2）研究業績リスト（3）主要業績   

の別刷り，コピーなど（5点以内）  

応募締め切り：平成12年1月10日（月）  

聞合せ先：〒253－8550神奈川県茅ヶ崎市文教大学湘   

南校舎総務課   

Tel．0467（54）3703   

⑳他学協会案内   

・第30回信頼性・保全性シンポジウム（協賛）  

テーマ：「社会を支える信頼性・保全性」  

主 催：㈲日本科学技術連盟  

日 程：平成12年7月11日（火），12日（水）  

場 所：JAビル（東京・大手町）  

問合せ先：㈲日本科学技術連盟 応用システム事業部   

R＆MS係   

Tel．03（5379）1224   

Fax．03（3225）1814   

E－mail：ⅩLAO3104＠nifty．nejp  
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