
学会だより  

OR学会だより 本妻 ズけチ学会  
中村 信弘（一橋大学国際企業戦略研究科）   

5）14：20～15：10   

「不動産ファイナンスの現状と展望」  

森平 爽一郎（慶庵義塾大学総合政策学部）  

15：10～15：30 一休憩叫   

6）15：30～17：00 パネル・ディスカッション   

「金融工学の将来」  

パネリスト：今野 浩（司会）   

刈屋 武昭（京都大学・金融工学研究センター）   

白川 浩（東京工業大学・理財工学研究センター）   

三浦 良造（一橋大学・国際企業挙錮各研究科）   

森平 爽一郎（慶鷹義塾大学・総合政策学部）  

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下さい）  

問合せ先：〒152－0023 日累区大岡山2－12－1   

東京工業大学 社会理工学研究科経営工学専攻今野   

研究室 宇野毅明   

Tel．03（5734）2251E－mail：unO＠me．titech．ac．jp  

⑳平成12年度秋季研究発表会   

日 程：9月27日（水），28（木）  

場 所：東京工業大学（東京都目黒区大岡山2－12－1）  

特別テーマ：「21世紀のOR」  

実行委員長：今野 浩（東京工業大学）  

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／件（本学会の許可が必   

要）  

特別講演：一般公開（入場無料）   

27日（水）11：10～12：10  

木村 孟（大学評価・学位授与機構機構長）   

28日（木）13：30～14：30  

庄山 悦彦（㈱日立製作所社長）  

発表申込締切：8月1日（火）必着  

申込書等請求先：日本OR学会事務局   

〒113－0032文京区弥生2－4－16   

学会センタービル3F   

Tel．03（3815）3351Fax．03（3815）3352  

（55）355   

⑳事例研究奨励賞について  

事例研究奨励賞（ソフトウエア部門賞を含む）の応  

募要項は下記の通りです．応募される方は会員の推薦  

状（所定用糸氏）をつけて，表彰委員会に申し出て下さ  

い  表彰委員会  

〔事例研究奨励賞応募要項〕   

学会員の行ったすぐれた事例研究に対して贈られま  

す．学会員個人に限らず，学会員を含むグループも対  

象になります．事例研究の対象としては，ORの教  

育。実務において広く学会員に役立つソフトウエアの  

開発も含みます．但し，その研究は，学会誌，学会の  

大会等，本学会において発表（ソフトウエアの場ノ含は  

デモンストレーションを含む）されたものに限ります．   

なお，ソフトウエアの開発の場合は，そのソフトウ  

エアの本体あるいはサブセット版（機能限定等）が無  

償で学会員に提供されることが前提になりますが，本  

体が市販される目的で開発されたかどうかは問いませ  

ん．   

なお，この賞を含めて本年度日本OR学会各賞候補  

ご推薦のお願いはOR誌10月号に掲載予定です．   

⑳第44回シンポジウム   

日 程：9月26日（火）  

場 所：東京工業大学（東京都目黒区大岡山2－12－1）  

テーマ：「ORと金融工学」  

実行委員長：今野 浩（東京工業大学）  

プログラム：  

1）10：00～10：30「ORと金融工学」  

今野 浩（東京工業大学理財工学研究センター）   

2）10：30～11：2．0   

「電子金融工学（インターネット・ファイナンス）」  

白川 浩（東京工業大学理財工学研究センター）   

3）11：20～12：10   

「オプション価格の単調性と凸性」  

木島 正明（東京都立大学経済学部）  

12：10～13：30 一畳食－   

4）13：30～14：20   

「quantilehedgeによるDAA」  
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学会だより   

場 所：大阪大学工学部電気系E3－316教室（吹田市   

山田丘2－1）  

テM∇と講師：  

（1）「Gemeralized concavity andits usein mult仁  

cratelria cfecisisl? wanaking;l 

∬aroslavRamik（SilesiamUniversity）  

（2）「正道数行列の固有多項式の性質とÅHPへの応  

川について」  小畑経史（大分大学工学部）  

問合せ先：神戸大学大学院庖然科学研究科 森田 浩   

Tel．078（803）6248   

E－maiま：mO㌃ita＠cs。kot）e－u，aC．jp  

〔環境政策〕  

詞 時：7周14口（金）15：00～17ニ00  

場 所：東京ガス㈱ 本社13階1304会議室   

∬R浜於町駅南口（モノレール側）出て左方すぐ   

東京都港区海岸卜5－20  

テ一間Ⅷ∇：「容器¢包装リサイクルと拡大製造者責任」  

講 師∴ヒ野 明（肘掛本容器0包装リサイクル協会   

常勤顧問）  

参加費：無料  

申込先：キックス総研㈱ 小池 清   

Te凰。03（3769）2260 『ax．03（3769）2260  

〔得ち行列〕  

0第且51∪殿  

田 時：7ブヨ15日（土）14：00～16：30  

場 所：東嵐工業大学 西8W号館809号室  

、 － ′‾ふ塁■  

（1）「鵜級数における係数の漸近的ふるまいについて」  

桝†一億治（長岡技術科学大学 電気系）  

（2）「インターネット電話の品質評価について」  

高野正次（NTT研究所）  

問合せ先：東京」二業大学大学院情報理工学研究科 数   

理◎計算科学専攻 三好直人   

Tei。03（5734）3218   

E－mail：miyoshi＠is．titech．ac．Jp  

〔A紺野の‡哩論と実際〕  

ゆ第2匝豊  

田 時：7月25R（火）14：00～17：00  

場 所：糊電力中央研究所 大手町第1会議室（千代  

［椚東大手町1Ⅶ6【1大手町ビル7階733室）  

テ画∇と講師：  

（川】A亙立Pと固有借問題」  

関谷和之（静岡大学工学部）  

E－mail：kenkyu＠orsJ．Or。Jp  

申込先：日本OR学会事務局（上記参照）   

＊研究発喪は申込書およびアブス宣、ラタトの提出を   

、●・－．．．・－．－ ∴・・∴∴－ 、∴－こ・，   

＊締切田以降の申込は一切受け付けませんので，予  

めご了承願いますひ   

＊詳細は次号以降で順次お知らせいたしますヰ 多数  

の皆様のご参加をお待ちしておりますひ  

聞合せ先∴丑二記，第掴圃シンポジウムの問合せ先に   

同じ   

：－－‥・－‥‥－ ∵∵ ・一   

因 時：平成13年4周30巨ヨ（周）  

場 所：法政大学   

⑳平成温3年鷹番尊研究発表会   

田 程：平成13年5月1日（火），2（水）  

場 所：法政大学   

＊睦本経営二虻学会との同時開催になります  

実行重恩贋：若山邦弘（法政大学）   

；・：・－‥・：．．－：∴  ●、‥‥・・・   

田 程：11周9附（本）910田（金）  

場 所：パ、樽商科大学  

主 催：数理計画法研究部会（RAMP）  

参加灘：一般5，000円，学生2，000閏  

プnグラ㍍三   

通．乱用9田（木）   

セッション1：「複雑系からの最適化」  

オーガナイザー：大内 東（北海道大学）   

セッション2：「理論と実務のフュージョン，」  

オーガナイザー：久保幹雄（東京商船大学）   

且星屑丑0田（金）   

セッション3：「金融工学における数理計画」  

オーnガナイザー：枇々木規雄（慶応大学）   

セッション4：「確率モデルと最適化」  

オ仰カサイザ仰：石井博昭（大阪大学）   

※詳しくは学会ホームページhttp：／／www．orsj．or 

jp／～rgrampをご覧ください。   

⑳研究部会⑳グ』レ血プ開催案内   

〔数理的意思決定とその応用〕  

、㌻∵」‥  

詞 時：7月10臣諸（周）13：00～16：00  

詔56（56）  オペレーションズ。リサーチ   
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学会だより  

（2）「AHPとエントロピー」  

篠原正明（日本大学生産工学部）  

問合せ先：（郷電力中央研究所 大屋隆生   

Tel．03（3480）2111   

E－mail：Ohya＠criepi．denken．or．jp  

〔評価のOR〕  

・第3回10月21日（土）研究発表  

・第4匝111月18日（土）研究発表  

・第5回12月9日（土）研究発表と忘年会  

・第6回 2001年1月27日（土）学生大会  

・第7匝12001年2月24日（土）学生大会  

場 所：いずれも政策研究大学院大学（あけぼの橋）  

お知らせ：2000年9月27，28日に開催される秋季研   

究発表会で「評価のOR」セッションを設定してい   

ただけることになりました．このセッションで発表   

ご希望の方は篠原まで連絡を．  

問合せ先：日本大学生産工学部数理工学科 篠原正明   

〒275－8575習志野市泉町1－2【1   

Tel．047（474）2672   

E－mail：m7sinoha＠ccu．cit．nihon－u．aC．jp  

⑳会合案内   

〔第200回新宿OR研究会〕  

日 時：7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：「ふり返って思うこと」  

講 師：矢部眞氏（工学院大学）  

参加費：3，000円  

問合せ先：日本OR学会事務局   

⑳公募案内   

・関西大学 工学部管理工学科  

募集人員：助教授または講師1名  

着任時期：平成13年4月1日  

担当科目：数理計画工学，オペレーションズ・リサー   

チと関連ある専門科目，情報関連科目  

応募資格：  

（1）博士の学位を有する方  

（2）年齢35歳～45歳くらい  

提出書類：履歴書，研究業績リスト，主要論文の別刷   

またはコピー，その他  

応募締切：平成12年8月10日必着  

送付先と聞合せ先：〒564－8680吹田市山手町3－3－35   

関西大学工学部管理工学科主任 森 健一  

2000年7月号   

Tel．06（6368）0947 Fax．06（6330）3154   

E－mail：kmori＠iecs．kansaihu，aC．3p   

詳しくは，http：／／www．iecs．kansai－u，aC．jpをご覧   

下さい．  

・静岡大学 情報学部情報科学科  

募集人員：助教授または講師1名  

着任時期：平成13年4月1日  

専門分野：情報マネージメントまたは認知科学のいず   

れか  

応募資格：  

（1）博士の学位を有する方，または同等以上の業績を  

有する方  

（2）年齢は35歳以下が望ましい  

提出書類：履歴書（専門分野明記），研究業績リスト，   

主要論文の別刷またはコピー，教育と研究について   

の抱負（1000字程度），応募者に関する所見を求め   

得る2名の方の氏名・連絡先・電話番号  

応募締切：平成12年8月31日（消印有効）  

送付先と問合せ先：〒432－8011浜於市城北3－5－1   

静岡大学情報学部情報科学科 教授 梅谷征雄   

Tel．053（478）1452   

EMmail＝umetani＠cs．inf．shizuoka．acJp   

詳しくはhttp：／／www．inf．shizuoka．acjp／index．   

htmlをご覧ください．  

⑳平成12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，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．  

〔預金口座振替ご利用の方へ〕   

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，FAX，郵便にてご連絡  

ください．折り返し預金口座振替依頼書をお送りいた  

します．  

＝川＝＝‖llll‖‖＝‖＝＝＝＝＝＝川＝‖川川＝＝＝＝l  

学会事務局夏期休暇のお知らせ  

8月7日（月）～11日（金）  
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学会だよ り  

支部事務局：〒466－8555名古屋市昭和区御器所町   
⑳支部事務局のお知らせ   

（下線部は今年度変更）   

¢田本0陀学会北海道支部   

支部長：大内 東（北海道大学）   

Tei。01丑（706）6495 『ax。011（706）7834   

幹事：山本雅人（北海道大学）   

Tel。011（706）6496 『axい011（706）7834  

心闘本⑬関学会衆北濃部   

支部長：山本 保   

（東北コンビュー叫クーサービス㈱）   

幹事：山下英明（東北大学）   

Tei勺022（217）6888 『ax。022（217）6888  

⑳田本田沢学会中部支部   

支部長：大野勝久（名古屋工業大学）  

計謹㌃屈」二莫大学生産システム工学科  

00田本の陀学会関西支部   

支部濃二闇畑吉雄（大阪大学）   

Ⅷ、eM）6（6850）52姐 『ax．06（6850）5277   

幹事：大西匝光（大阪大学）   

Tel‖06（6850）5234 『ax．06（6850）5277  

◎閻本の関学食中国ゆ四国支部  

支部長三河合 一一（鳥取大学）  

Teま｝0857（31）5306 『ax甲0857（31）0882  

幹事：小柳淳二（鳥取大学）  

Tel山085ノ7（31）5335 『ax．0857（31）0882  

．ご－：；、二・て ∴．ノ、・－ご一江  

支部長：浜田和樹（西南学院大学）  

Tel。092（841）ユ311『ax．092（823）2506  

幹事：藤田敬治（九州工業大学）  

Tel。093（884）3256 『ax。093（884）3256  

TelⅣ052（735）5390 『ax．052（735）5401  

幹事：大鋳兜男（名古屋工業大学）  

Te且椚052（735）5393 『ax。052（735）5401  

オペレーションズ8リサーチ   
詔5霹（58）  
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