
学会だより  

●■ ．堅  
⑳平成且2～孔3額度役恩◎評議員候補者推薦のお願』㌔  

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

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

3月 末田 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巾  

㈲田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」二が推薦する（次真の様式に従ってください）。  

3．候補者は役員⑳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p  

切  り  取  り  線  

平成  年  月  日  

役員候補者推薦屈   

従旧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年度田本オペレーションズのリサーチ学会の役員   

□副会長 □庶務理事 口会計理事 □研究普及理事 □編集理事 □無任所理事 □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  ⑳（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：  

オペレーションズ。リサーチ   
亀⑳（40）  
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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，於下電工㈱，㈱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，松田武彦，近藤次郎，  

西田俊夫，梅沢 豊，斎藤嘉博，唐津 一，藤森謙一，  

三上 操，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，牧野都泊の各氏および新日本製  

織㈱，㈱富士銀行，日科技連グループ，日本IBM㈱，  

NTT，旧国鉄の各企業が受賞者でした．  

〔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，または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学会文献貴，実施貴，普及貨，  

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．  

今年度の受賞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賞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賞です．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．  

〔実施賞〕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㈱，兵庫県，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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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田（火）1：30～2：30  

浜田 宏（デルコンピュータ㈱ 法人営業本部本  

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）夕亥lほり   

懇親会参加襲：5，000円  

見学会：3月29R（水）   

見学先：田本ガイシ㈱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）  

聞合せ先：〒466－8555名古屋市昭和区御器所町   

名古屋」二莫大学 生産システムエ学専攻   

大鋳史男   

Tel。052（735）5393 Fax．052（735）5401   

Eumail：Ohi＠system．nitech．acjp   

⑳研究部会⑳グル脚プ開催案内   

〔マ脚ケティング◎エンジニアリング〕  

‥繁7！テさ：  

調 時：1月17日（月）19：00～21：00   

≧：丁二J；；ニキーl  

田 時：1月31日（月）19：00～21：00  

①第9恒星  

田 時：3月6巨富（月）19：00～21：00   

下記の内容は，第7回。8回。9回ともに共通  

場 所：立教大学池袋キャンパス7号館3階7301教   

室  

テ仙▽：「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最終報告」  

講 師：未定  

問合せ先：立教大学 同大彬訓   

Tel．03（3985）2319   

E－mail：Okada＠rikkyo．ac．jp  

〔21世紀における交通◎流通システム〕  

ミー第20回  

田 時：1月21Fj（金）18：00～20：00  

場 所：東洋経済新報社ビル  

テ叫マ：「路線バスの遅延対策について」  

講 師：佐々木智之，新田哲志，八戸英夫（工学院大  

オペレーションズ8リサーチ   

⑳第43固シンポジウム（名高屋）   

団 時：3月26臣諸（田）12：30～18：00  

場 所：愛知大学 車道校舎（名古屋市来区筒井二丁   

銅10Ⅶ31）  

テ如マ；「ゲームの理論とオペレーションズリサーチ」  

実行蛮風長：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閏   

非会員3，000円（当日受付にてお支払いください）  

プmグラム概要：   

1。12：30仙13：30  

「競売と競争入札のゲーム理論」  

渡辺隆裕（岩手児立大学）   

2。13：40¶14；40  

「探索ゲームとその周辺」  

菊周健作（神戸商科大学）   

3。14：40－15：40  

「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）   

4．16：00－17：00  

「ゲームにおける決定不能性とランダムネス」  

中山幹夫（慶應義塾大学）   

5。17：00－18：00  

「無限ゲームについて」  

寺岡義仲（大阪府立大学）   

⑳平成鼠2年鷹番季研究発表会   

田 程：3月27巨∃（月）～28日（火）研究発表会  

3月29田（水）見学会  

場 所：名古屋ユ業大学（名古屋市昭和区御器所町）  

特別テ出マ：「ORと環境」  

1996年9月にIS（〕14000が正式に制定されて以来，   

我が国の認証件数も平成11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㍉発展させて   

きたORの挑戦課題であるひ  

実行委最長：大野勝久（名古屋工業大学）  

参加費：正。賛助会員6，000［喝，学生会員2，000円，   

非会員6，000悶  

登壇料：非会員のみ2，000円／件（本学会の許可が必  

要）  

特別講演三一般公開（入場無料）  
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篠原正明   

Tel．045（474）2672 Fax．047（474）2669   

⑳会合案内   

〔第194回新宿OR研究会〕  

日 時：1月18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：「ゆりかもめ開設から現在まで」  

講 師：藤井 誠氏（㈱ゆりかもめ 常務取締役）  

参加費：3，000円  

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）18：30～20：30  

場 所：トーマツ・コンサルティング㈱  

（港区芝浦4－13－23 MS芝浦ピル）  

＊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75回丸の内OR研究会〕  

日 時：2月9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芝浦ピル）  

＊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：「ディジタル時代の著作権」  

講 師：栗原崇光氏（東京工科大学講師）  

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他学協会案内   

・日本ファジィ学会講習会「マルチエージェント～21   

世紀への展望～」（協賛）  

日 程：2月7日（月）13：00～18：00  

場 所：日本大学 理工学部 駿河台校舎5号館3階   

特別会議室（東京・御茶ノ水）  

問合せ先：㈱FCC 伊藤 修  

（43）43   

学）  

聞合せ先：工学院大学 八戸英夫   

Tel．03（3342）1211内線2423   

E－mail：at79114＠ns．kogakuin．ac．jp  

〔システムの最適化とOR〕  

・第14回  

日 時：1月22日（土）13：30～17：00  

場 所：富山県職員会館204会議室   

（富山市新桜町1－2 Tel．076（441）4004）  

テーマと講師：  

（1）「データマイニングを用いた有望顧客抽出について」  

尾山卓也（インテック・システム研究所）  

（2）「組合せ最適化問題に対するメタ戦略について」  

柳浦睦憲（京都大学情報学研究科）  

（3）「GAによるファジィ制御規則の自動生成」  

井上博行（福井大学教育地域科学部）  

（4）「教育場面におけるゲーム理論の応用」  

成瀬喜則（富山商船高等専門学校）  

聞合せ先：   

野田竜夫（富山県立大学）  

Tel，0766（56）7500 ext．326   

前田 隆（金沢大学経済学部）  

Tel．076（264）5409  

E－mail：takashim＠kenroku．kanazawa－u．aCjp  

〔評価のOR〕  

・第21回 学生大会  

日 時：1月22日（土）13：30～16：00  

場 所：政策研究大学院大学 3階教室E   

〒162－8677新宿区若松町2－2   

都営新宿線あけぼの橋下車，徒歩10分，東京女子   

医大の隣，旧 税務大学校の跡地  

テーマと講師：  

（1）「企業競争力の時系列解析」 内藤友規（成蹟大学）  

（2）「ファジィ時系列解析」  星野健一（成践大学）  

（3）「一般化距離最小化によるウェイトベクトル推定法」  

留田慎一朗（日本大学）  

（4）「ウェイト推定法のシミュレーション比較実験」  

三宅千香子（日本大学）  

（5）「AHPの理論と応用に関する考察一直接証明，エ   

ントロピー距離，為替レート」  

桧生拓倫（日本大学）  

（6）「消防行政の効率性に関する研究」  

島辻秀和（埼玉大学大学院）  

問合せ先：日本大学 生産工学部 数理工学科  
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臥mail：itoh＠仔c。CO。jp   

筑波大学機能ユニ学系 馬屋原一孝   

E－mail：uma＠is。tSukuba．ac。jp   

詳しくは，http：／／fuzzy．eie，eng．tamagaWa．aCjp／skb／   

をご覧】Fさい。   

⑳公募案内   

⑳関西学院大学 ≡哩学部 情報科学科（仮称）  

（200且年4月設置認可額請予定）  

募集Å凰：第1期応募 教員 約5名  

第2期応募 教員 約5名  

第3期応募 教員 若干名  

専門分野三情報科学分野（但しハードウエア製作が中   

心となる研究分野を除く）  

応募資格：情報科学に関連する分野で大学院博士課程   

修了又はそれと同等の学力を有し，研究業績0教育   

への熱意のある方  

提出書類：（1）履歴書（2）研究業績リスト（3）主要論文   

の別刷り（5点以内）など   

※所定様式は   

http：／／science．kwansei．ac。jp／～plan／recruit．html   

を御参照下さい¢  

勤務地：関西学院大学神戸三田キャンパス（兵庫児三   

田市学園2丁団1番地）  

着任時期：1．2002年4月1日 2。2003年4月1日   

3．2004年4月1日   

※採用に閲しましては情報科学科が設置認可される  

ことが条件となります。設置認可されない場合は  

採用取り消しとなりますので予め御了承下さい。  

応募締切三第1期 2000年2月21田（月）必着  

第2期 2000年5月1巨∃（月）必着  

第3期 2000年7月31日（月）必着  

聞合せ先；関西学院大学理学部事務室分室 尾木義久   

Tel．0798（54）6295（直通血『ax共）   

E－mail：Ogi＠kgo．kwansei．ac。jP  

第堵固理事会議題（鼠鼠一旦且岬温ア）   

平成11年度第3回理事会議事録の件  

秋季支部長会議議事録の件  

入退会承認の件  

役員選挙の件  

平成12年度事業計画（案）及び予算（案）提出   

依頼の件  

第42圃シンポジウム終了及び決算報告の件  

平成11年度秋季研究発表会終了及び決算報告の   

件  

平成12年度秋季研究発表会の件  

フェロー推薦手続きの件  

ORセミナーの件  

OR企業フォーラムの件  

⑳平成且2年度会費納入のお願い（事務局）  

平成12年度の会費請求書をお送りいたしま  

したので9 お早めにご送金くださるようお願い  

いたします。なお，11年度以前の会費を未納  

の方は合わせてお支払いくださるよう重ねてお  

願いいたします。  

〔預金n座振替ご利用の方へ〕   

平成12年度会費振替は平成12年1月20日  

（木）になります。振替金額の不足のないよう，  

預金残高をご確認いただければ幸いです。   

なお，平成12年度から預金口座振替をご希  

望の正会員の方は，学会事務局までTEL，  

FAX9 郵便にてご連絡ください8 折り返し預  

金円座振替依頼書をお送りいたします。  

会 合 記 録  

11月11日（木）  庶務幹事会  

研究普及委員会  

機関誌編集委員合  

理事会  

表彰委員会  

11月12［ヨ（金）  

11月17田（水）  

11月29臣1（月）  
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