
丁半会だより  

OR学会だより 本妻 ズサ輪  
三甘二 操，小田部 斎，原野秀永，千住鎮雄，依田  

浩，刀根 薫，松富武雄，児玉正憲，長谷川利治，卸  

間壁書軋 矢部 眞，本吉光男，渡辺 浩，伊理正夫，  

高橋磐郎，権藤 元，牧野都泊，海辺不二雄，小笠原  

咤の各氏および新月］本製鉄㈱，㈱富士銀行，日科技連  

グループ，［』本IBM㈱，NTT，日本国有鉄道の各  

企業，団体が受賞者でした匂  

〔事例研究賞〕学会員の行ったすぐれた事例研究に  

対して贈られます巾 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の数滴い実務におい て広く学会員に役立つソ  

フトウェ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  

ェアの場合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，ソフトウェアの開発の場合は，そのソフトウ  

ェアの本体あるいはサブセット版（機能限定等）が無  

償で学会員に掟僕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。  

〔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13年3月3五日といたしますが，詳  

しい募集要領は，OR誌2月号に掲載します。  

（表彰委員会）   

⑩第45回シンポジウム   

詞 時：平成13年4月30［］（月）  

場 所：法政大学   

感麹平成鼠3年度春季研究発表会   

田 程：平成13年5月1日（火），2H（水）  

場 所：法政大学   

＊口本経営甘二学会との同時開催になります  

特別テ肋マ：日丁世紀のマネジメント」  

実行委員長：若山邦絃（法政大学）  

発表申込締切：平成13年2月13日（火）必着  

由研究発表は申込書およびアブストラクトの提出をも  

オペレーションズ。リサーチ   

⑳田本①関学食品寮候補ご推薦のお願し㌔  

本学会では，毎年0配学会文献黄，実施貨，普及黄，  

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p 締切は学生  

論文賞を除き，平成鼠3年1月3乱闘といたしますので，  

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仏 なお，5黄の概要は次のとお  

りです。  

〔文献寛〕大西記念文献贅に引き続いて設けられた  

本会で最も歴虞のある黄です。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  

する権威ある雉誌，論文集にその年（平成12  

年の1月1円より12月末口までに発行された  

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歳以軒で、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9 東亜燃料  

工業㈱，㈱日立製作所，中部電力㈱，兵庫軋 中国電  

力㈱9（輔電力中央研究所，住友金属工業㈱，三菱石油  

㈱，川崎製鉄㈱，㈱東芝，巨】本電気㈱，田辺製薬㈱，  

㈱日通総合研究所，㈱構造計画研究所，松下電丁㈱，  

㈱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，㈱数理システム等が  

主な受賞者でしたゎ  

〔普及策〕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Lj1保，河田龍夫，小林宏治，  

回澤清典，西野苫次，三根 久，松闇武彦，近藤次郎，  

西田俊夫，梅沢 豊，斎藤嘉博，唐津 一一〉一，藤森謙一9  
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学会だより   

（鈴木久敏・筑波大学教授）  

13：00－17：00「DEA（包給分析法）」  

（刀根 薫・政策研究大学院大学教授）  

11月1日（水）   

9：00－10：30「モデルベースプランニング」  

（森戸 晋・早稲田大学教授）  

10：30－12：00「ケーススタディのグループ討議」  

（森戸 晋・早稲田大学教授）  

13：00－15：00「シミュレーション」  

（逆瀬川浩孝・早稲田大学教授）  

15：00－17：00「ケーススタディの中間発表」  

（逆瀬川浩孝，森戸 晋・早稲田大学教授）  

11月2日（木）   

9：00－12：00「ケーススタディのグループ討議」  

（猿渡康文・筑波大学助教授）  

13：00－15：00「ケーススタディの最終発表準備」  

（猿渡康文・筑波大学肋教授）  

15：00－17：00 発表会・修了式  

（八巻，逆瀬川，森戸，鈴木，猿渡の各先生）  

テキスト：参加者全員に講習テキスト配布  

機 材：ノートパソコン持参  

参加費：正・賛助会員48，000円，学生会員9，000円，   

非会員58，000円（4日間のコース全体の参加費．   

やむをえない場合，同一組織からの途中交替可．）  

定 員：申込み順に先着30名  

申 込：10月12日（木）までに学会事務局へ   

E－mailまたはFAXにて   

E－mail：kenkyu＠orsj．or．Jp，   

Fax．03（3815）3352   

⑳第12回RAMPシンポジウム   

主 催：数理計画研究部会（RAMP）  

日 程：平成12年11月9日（木），10日（金）  

場 所：小樽商科大学大学会館1F多目的ホール  

参加費：一般5，000円，学生2，000円  

懇親会：11月9日（木）18：00～20：00  

プログラム：  

11月9日（木）  

10：15 開会の挨拶（10分間）  

10：25 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）   

ト1「線形計画問題への統計力学的アプローチ」  

井上純一（北海道大学）  

1－2「MultipleAntColoniesAlgorithmの巡回セ  

（49）543   

って申込み受付とします．  

・締切日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．  

申込書の請求及び送付先：   

日本オペレーションズ・リサーチ学会事務局   

〒113－0032文京区弥生2－4－16   

学会センタービル3F   

Tel．03（3815）3351，Fax．03（3815）3352   

E－mail：kenkyu＠ors〕．Or．jp  

⑳平成12年度第3回ORセミナー   

「実用OR入門セミナー」の案内   

開催趣旨：  

「ORって何？」，「ORなんて役立たない」，「ORは  

難しくて」などと思っているビジネスマンを対象に，  

ORのエッセンスと代表的な技法をコンパクトかつ平  

易にまとめた4日間の入門セミナーです．同僚とは一  

味違った高い視点から最適な経営意思決定を行える能  

力を身につけませんか．   

前半2日間は，表計算ソフトを利用した分析技法  

「テクノOR」を学びます．後半2日間は，モデルケ  

ースの分析を通して，代替案を作成し，フィジビリテ  

ィや採算性を定量的に評価し，最適な経営意思決定を  

行うMBPの考え方を学びます．これらは実際にパソ  

コンを用いて実践しながら講義・演習を進めていきま  

す．   

本セミナーは，昨年 学会創立40周年記念事業の  

肋成を受け開催し，受講者に好評であったものを受け  

て，ほぼ同一内容で行います．  

日 程：平成12年10月25日（水），26日（木）  

テクノOR入門NEXCELで経営意思決定  

平成12年11月1日（水），2日（木）  

MBP入門－ケース分析と業務企画  

場 所：㈱構造計画研究所 本所新館   

東京都中野区中央4－5－3（地下鉄丸の内線 新中野   

駅出口2番から出て荻窪方向へすぐ）  

プログラム：  

10月25日（水）   

9：00－12：00「Excelソルバーと最適化」  

13：00－16：00「AHP（階層分析法）」  

16：00－17：00「ケーススタディの課題説明」  

（いずれも講師は八巻直一・静岡大学教授）  

10月26日（木）   

9：00－12：00「コンジョイント分析」  
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学会だより  

、州ルスマン問題への適用」  

川村秀憲（北海道大学）  

1－3「Ⅰ〕NÅコンピューティングによる組合せ最適  

イヒ」  

山本雅人（北海道大学）  

12：40 昼休み（1時間30分）  

14：10 セッション2「理論と実務のフュージョ  

ン」   

オーガナイザ｝：久保幹雄（東京商船大学）   

2【1「自己双対線形計画問題とその応用」  

水野眞治（東京」二業大学）   

2－2「ジョブショップスケジューリングにおける変  

数固定テストの高速化」  

宮本裕一郎（東京商船大学）  

15；40 休憩（20分）   

16：00   

2－3「Optimization Applications and theInter－  

met」  

一丁imcentGosselin（ILOG）   

2m4「SÅBL互NA：最適化アブtjケーションの開発  

と適用」  

佐藤泰現（東洋ビジネスエンジニアリング㈱）  

17：30 終了  

18：00 懇親会（2時間）   

‾・－．、－ ●一二こ・J   

9：30 セッション3「金融工学における数理計  

画」   

オーガナイザー：耽々木規雄（慶應義塾大学）   

31 「投資パフオーー「アンス評凧 オプション評価と  

数理計画法」  

竹原 均（筑波大学）   

3－2「最適資産配分意思決定における最近の話題」  

高山俊則（エスジー山一アセットマネジメン  

ト）  

11：00 休憩（15分）   

ユ1：15   

33「多期間ポ山トフォリオ最適化問題のための数  

理計画モデル」  

耽々木規雄（慶應義塾大学）   

3－4「取引コストの下での資産運用最適化」  

今野 浩（東京工業大学）  

12：45 昼休み（1時間15分）  

14：00 セッション4「確率モデルと最適化」   

オーガナイザー：石井博昭（大阪大学）  

甑鯛（50）   

4ml「Generalized Quasi¶Concavity of Member－  

ship『unctions」  

脂roslav Ramik（University of Ostrava，  

（二zech Republic），Milan Vlach（北陸先端科  
学技術大学院大学）   

4－2「確率計画の最近の話題と確率的競合施設配置  

問題」  

塩出省吾（神戸学院大学）  

15：30 休憩（20分）   

15：50   

4－3「胴丁生産システムと最適化」  

中島健一（大阪工業大学），小島貢利（名古屋  

頂二莫大学）9 大野勝久（名古屋＿工業大学）   

4仙4「小売業のテスト販売政策に関するモデル」  

三通弘明（流通科学大学）  

17：20 閉会の挨拶  

問合せ先：小樽商科大学商学部社会情報学科   

加地太一一一一   

〒0478501ノJ、樽前線35   

Tel／Fax∴0134（27）5390   

E－mail：kaji＠res，Otaru－uC．aC．jp  

＊詳しくはhttp：／／www。OrSj．or．jp／～rgrampをご覧下   

さい㊥   

⑳平成且3年度研究部会新設◎継続申請受付  

新しい部会活動のご提案を学会事務局までお寄せく  

ださい。また，現在活動中の部会のうちで，来年度も  

継続して活動することを希望される部会の主査の方は  

継続の申請をして下さい。締切は11月30日（木）です。  

部会のメンバーの公募につきましては，研究普及委員  

会がお手伝いいたします。   

詳細につきましては次号（11月号）をご参照くだ  

さい   

⑳研究部会◎グル如プ開催案内  

〔OR／MSとシステム¢マネジメント〕  

・，’10月度  

田 時：iO月14巨言（土）13：30～16：30  

場 所：電気通信大学P棟4F418会議室（〒182－   

8585束京都調布市調布が丘1－5－1，京王線調布駅   

北Ljより徒歩7分）  

テ叩マ：「対日直接投資急増の背景一要因分析と外資   

系企業の軌向一」  

講 師三稲葉暢二（Fj本政策投資銀行 国際部長）  
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学会だより  

問合せ先：（主査）住田友文（電気通信大学）   

Tel．0424（43）5665，Fax．0424（89）1630   

E－mail：Sumida＠is．uec．ac．jp，  

（幹事）林田収二（古河電気工業）   

Tel．03（3286）3341，Fax．03（3286）3667   

E－mail：hayasida＠ho．furukawa．co．jp，  

〔待ち行列〕  

・第152回  

日 時：10月21日（土）14：00～16：30  

場 所：東京工業大学 西8号館（W）8階809号室  

テーマと講師（＊は講演者）：  

（1）「Proportionalrelationin discrete－time single－  

SerVerqueueS：reViewofexistingresults」  

石崎文雄（南山大学 数理情報学部）  

（2）「インターネットアクセスパターンのモデル化に  

関する検討」   

＊会田雅樹（NTT－AT）  

安部哲哉（NTTEAST）  

問合せ先：東京工業大学 大学院情報理工学研究科   

数理・計算科学専攻 三好直人   

Tel，03（5734）3218   

E－mail：miyoshi＠is．titech．ac．jp  

〔システム最適化の理論と応用〕  

・第10回  

日 時：10月2日（月）14：00～15：30  

場 所：九州大学経済学部2階中会議室  

テーマ：「Hyper Sensitive Analysis of Portfolio   

OptimizationProblems」  

講 師：LeonidChurilov（Ph．D，Lecturer，Schoolof   

BusinessSystems，MonashUniversity，Australia）  

。第11回  

日 時：10月14日（土）14：00～17：00  

場 所：九州大学経済学部2階中会議室  

テーマと講師：  

（1）「時系列モデルと動的計画を用いたリスク回避法  

の検討」  

高木 昇，時永祥三（九州大学大学院経済学研究  

科）  

（2）「手の空間に関する部分情報ゲーム」  

甲斐 裕（福岡女子大学）  

聞合せ先：九州大学経済学部 時永祥三（福岡市東区   

箱崎6－19－1）   

Tel／Fax．092（642）2466   

E－mail：a71382＠kyuJCC．CC．kyushu－u．aC．Jp  

2000年10月号  

⑳会合案内   

〔第202回新宿OR研究会〕  

日 時：10月17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：「マレーシアを中心とした経済回復について」  

講 師：武信隆博氏（中小企業金融公庫東京支店次長）  

参加費：3，000円  

問合せ先：日本OR学会事務局   

⑳他学協会案内   

・第40回人工知能セミナー（協賛）  

テ¶マ：「デジタル多チャンネル時代のバーチャルコ   

ンテンツとAI技術」  

日 時：11月8日（水）10：30～16：45  

場 所：早稲田大学 国際会議場 第3会議室（新宿   

区西早稲田ト6－1）  

問合せ先：㈲人工知能学会事務局   

Tel．03（5261）3401   

ELmail：aCCOunt＠ai－gakkai．or．jp  

＊詳しくは，http：／／wwwsoc．nacsis．ac．jp／jsai／semi－   

nar／をご覧下さい．   

⑳助成案内   

りCF財団法人国際コミュニケーション基金（各種助   

成の案内）  

対象分野：  

（1）調査研究一国際，国内の通信の普及・発展，グロ  

ーバル化に関する調査，研究  

（2）国際会議開催一過信の普及・発展に寄与する国際  

会議  

（3）社会的・文化的諸活動一電気通信を通じて社会や  

教育等に貢献する各種の草の根活動  

助成金額：1件あたり100万円～300万円（対象分野   

による）  

受付期間：10月2日（月）～20日（金）  

問合せ先：〒163－0907新宿区西新宿2－3－1新宿モ   

ノリス7階   

財団法人国際コミュニケーション基金   

Tel．03（3347）7094，Fax．03（3347）6439  

＊詳しくはhttp：／／www．icf．or．jpをご覧下さい．  

・財団法人電気通信普及財団 平成12年度研究調査   

助成  

対象分野：  
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学会だより  

（且）電気通信に関する法律9 経済，社会，文化的研究  

調査  

（2）電気通信技術に関する研究調査  

対 象：個人，共同研究組織，法人  

受付期間：11月1日（水）～30臣】（木）必着  

聞合せ先：㈲電気通信普及財団  

＊詳しくはhttp：／／www．taf．or加をご覧下さい。   

⑳公賓案内   

◎北九州大学 経済学部 経営情報学科  

募集Å鼎：講師または助教授1名  

姐当科因：システム分析⑳システム設計（情報システ   

ム関連科目）  

応募資格ご大学院博士課程単位取得者（平成13年3   

月単位取得見込みの者を含む）及び，これに準ずる   

もの。（企業等のシステムを事例として教育できる   

方が望ましい）  

採用予定三平成13年4月1冒  

提出書類：履歴書，研究業績リスト，論文（査読付   

き）の別刷りまたはコピー，現在の研究状況及び，   

研究計画（1，000字程度）。  

応募締切：平成12年10月31日（火）必着  

聞合せ先：〒802】8577北九州市小倉南区北方四J▲臼   

2番1号 北九州大学教務課教務第2係  

Tel．093（964）4032   

E－mail：kyomu－2＠kitakyu－u．aC．Jp  

＊詳しくは，http：／／cis．nacsis．ac．jp／directory／をご   

覧軒さい  

㊥平成12年度会車納入のお願じ、（事務局）  

平成12年度の全署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。  

〔預金口座踵替ご利用の方へ〕   

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。  

美 

干億 錆雄民（フェロ【，元副会長，慶庵義塾  

大学名誉教授）  

ヤ成12年9Jj2日，呼吸不全のためご逝去され  

ました¢ 享年77才。  

謹んでご冥福をお祈りいたします。  

オペレ｝ションズウリサーチ   5穏麒（52）  
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