
！こミご：会だより  

OR学会だより 本妻 ズノサチ輪  
評価」豊泉 洋（会津大学）  

事前振込み参加費：正。賛助会員3，000円，学生会員   

1，000ドj，非会員4，000川  

当田中込み参加費：正◎賛助会員4，000円，学生会員  

2，000m9 非会員5，000円  

＊事前振込みは9 2周号（106貰）に綴込みの振替用   

紙にて4月且5田までにお振込み下さいp 折り返し，   

メー州ル又は『AXにて受付番号をお知らせいたしま   

す。彗刑ほノ受付番号をご提示下さい。欠席の場合，   

参加薯の返金はできません。（予稿集を送付致しま   

す）  

協 賛：㈱電子情報通信学会，㈱情報処理学会，日本   

応用数理学会， 縦凋本経営＼工学会   

⑳平成鼠3年度春季研究発表会   

円 柱：判戊13年5月1日（火），2日（水）  

場 所：法政大学（小金井校舎，東京都小金井市梶野   

町ニト72）  

＊甘毛本経営j二学会との同時開催になります  

特別テ脚マ：「IT世紀のマネジメント」  

実行委員長：若山邦絃（法政大学）  

事前振込み参加費：正∵賛助会員6，000円，学生会員   

2，000Pjラ 非会員8，000閏  

当田中込み参加費：正中賛助会員7，000「j，学生会員   

3，000卜㌦ 非会員10，000円  

＊事前振込みは，2月号（且08頁）に綴込みの娠替用   

紙にて4月15日までにお振込み下さい。Ⅲり返し，   

メhル又はFAXにて受付番号をお知らせいたしま   

す。当用は受付番号をご提示下さい。欠席の場合，   

参加憤の返金はできません〃（アブストラクト集を   

送付致します）  

登壇料：非会員のみヲ 2，000日／件（本学会の許可が   

必要）  

懇親会ニ5月1日（火）午後6：00より   

場所：封羊寺第一ホテル（武蔵野市吉祥寺本町2－4   

山14）   

Tel．0422（21）4411（代）   

懇親会費：6，000閏  

問合せ先：若山邦紘（法政大学）  

オペレーションズ。リサーチ   

磯蓼平成且3辱度通常総会開催のお知らせ  

定款第26条の定めにより，平成13年度通常総会を  

炬▲記の要領で開催いたしますので，会員各位のご川席  

をお願いいたします．   

社［享椚去八 田本オペレーションズ。リサーチ学会  

会長 長谷川 利治  

田 時：平成13年4月20円（食）15：00～17：00  

会 場：学士会分館会議室（文京区本郷7－3パ‖ ラ軋京   

大学確門隣，営団地下鉄丸の内線本郷三一了一駐ヨ卜申）   

Tel，03（3814）55射  

総会次第：   

L 二平成12年度事業報告並びに決算報告の件   

2．平成13年度事業計画並びに予算の件   

3∴平成13年度，14年度役員選任の件  

（学会貨の発表と表彰。新フェロー紹介）  

注1：定宗欠第31条により総会の定足数が会員現在数  

の1／2を必要とします。ご欠席の方は必ず委任状を4  

月15日までにお送りくださるようお願いいたします  

（3月中旬発送）。  

注2：総会終了後同所において懇親会を行いますので  

ご参加ください（会襲6，000P二‖。  

ニヂ′‥さ・－∴．・．、．   

団 時：平成13年4月30甘1けj）  

場 所：法政大学（市ヶ谷校舎，千代開区富士見2  

17仙l）  

テ出マ三「インタ←ネットへの待ち行列理論の応用」  

実行委最長：逆瀬川清孝（早稲田大学）  

プログラムニ  

（1）10：30～10：40 開会の挨拶  

（2）10：40～12：10「Proxyサーバを用いたWeb  

サーバアクセスのモデル化」高橋敬隆（早稲田大  

学）  

（3）13：15～14三45「移動体通信システムへの待ち  

行列理論の応用（仮）」高橋 慧（京都大学）  

（4）15：00～16：15「TCI〕／IP系の実測データの特  

性（仮）」滝根哲哉（京都大学）  

（5）16：15～17：3P「グループセキュtjティの性能  
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学会だより   

解決に至る苦労話など）を，新規研究の研究発表と   

いう形式ではなく，ORの適用事例という位置付け   

で発表していただくものです．  

日 程：平成13年9月12日（水）  

場 所：岡山理科大学（岡山市理大町1－1）  

発表申込締切：平成13年6月22日（金）  

問合せ先：川崎製鉄水島製鉄所 企画部能率室  

l］根 明   

E－mail：a－yamane＠kawasaki－Steel．co，〕p  

⑳平成13年度OR企業フォーラム   

第1回インタラクティブフォーラム   

のご案内   

テーマ：「公益事業におけるGISについて」  

ゲストスピーカー：東京ガス株式会社 情報通信部理   

事 東明 佐久良民  

日 時：平成13年5月23日（水）18：00～20：30  

場 所：学士会館（神田）307会議室   

千代田区神田錦町3－28   

Tel．03（3292）5931   

地下鉄半蔵門線，都営三田線，都営新宿線神保町駅   

下車（出口A9）徒歩1分  

参加資格者：OR学会会員 参加費（無料）  

（個人正会員，学生会員，賛助会員）  

申込み先：㈲日本オペレーションズ・リサーチ学会事   

務局 Tel．03（3815）3351Fax．03（3815）3352   

E－mail：forum＠orsj．or．Jp   

なお，会場の都合により参加者を20名程度に限ら   

せて頂きます．   

また，賛助会員のご参加は各企業2名以内に限らせ   

て頂きます．   

お申し込みはE－mailにても承っております．  

必要事項：①インタラクティブフォーラムの開催日，   

②お名前，③所属組織・部署名，④会員種別（個人   

正会員，学生会員，賛助会員），⑤連絡先住所，⑥   

TELまたはFAX番号   

⑳平成13年度第1回OR企業フォーラム   

のご案内   

テーマ：「電力系統と電力の自由化」  

ゲストスピーカー：東京電力株式会社 代表取締役副   

社長 白土良一氏  

日 時：平成13年5月30日（水）18：00～21：00  

場 所：学士会館（神田）320会議室  

（53）217   

E－mail：Wakayama＠k．hosei．ac．jp   

⑳第7回企業事例交流会   

趣 旨：企業事例交流会とは企業のOR実務担当者に，   

OR実施例（問題の発生からさまざまな苦労を経て   

解決に至る苦労話など）を，新規研究の研究発表と   

いう形式ではなく，ORの適用事例という位置付け   

で発表していただくものです．  

日 程：平成13年5月1日（火）14：50～17：00  

場 所：法政大学（小金井校舎，東京都小金井市梶野   

町3－7－2）  

プログラム：  

1．「企業間のスケジューリング調停システム」  

田辺孝夫（㈱アルファパーチェス）  

2．「最適輸配送計画問題への数理計画法の適用」  

西田 大（住友金属工業㈱）  

3．「配送計画への制約ソルバーの適用」  

カタイ・フエレンツ（アイログ㈱）  

4．「制約論理プログラミングの探索手法と対話型スケ  

ジューリング一乗務員スケジューリングへの通用」  

坂口 隆（㈲鉄道総合技術研究所）  

＊今回の事例交流会は研究発表会のセッションの一部   

として行います．参加者は研究発表会の参加手続き   

をして下さい．  

問合せ先：（郷鉄道総合技術研究所 輸送情報技術研究   

部 平井 力   

E－mail：hirai＠rtri．or．jp   

⑳第46回シンポジウム   

日 時：平成13年9月11日（火）  

場 所：岡山理科大学（岡山市理大町ト1）  

実行委員長：坂和正敏（広島大学）   

⑳平成13年度秋季研究発表会   

日 程：平成13年9月12日（水），13日（木）   

研究発表会  

9月14日（金）見学会  

場 所：岡山理科大学（岡山市理大町11）  

実行委員長：成久洋之（岡山理科科学）  

発表申込締切：平成13年6月22日（金）   

⑳第8回企業事例交流会   

趣 旨：企業事例交流会とは企業のOR実務担当者に，   

OR実施例（問題の発生からさまざまな苦労を経て  
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！学会だより   

軒代田区神田錦町3¶28   

Tel．03（3292）5931   

地粁鉄半蔵門線，都常三刑線，都営新宿線神保町駅   

ド車（出m A9）徒歩1分  

参加資格者：OR学会会員 参加費（無料）  

（個人正会員，学集会員，賛助会員）  

申込み先：㈲円本オペレーションズゆリサーチ学会事   

務ノ事ぅう   

Te≠。03（3815）3351『ax．03（3815）3352   

E】maii：forum＠orsj．or．jp   

なお，会場の都合により参加者を100名程度に限ら   

せて頂きます。   

また，賛助会員のご参加は各企業3名以内に限らせ   

て頂きます¢   

お巾し込みはE－mailにても承っております。  

必要事項：①フォーラムの開催臣！②お名前③所属組   

織の部署名④会員種別（個人正会員，学生会員，賛   

助会員）⑤連絡先住所⑥TELまたはFAX番号   

⑳日本学術会議 経営管理工学専門委員会   

第且プ図研適シンポジウム   

テ騨マ：「ビジネスモデル特許のゆくえ」  

詞 時∵平成13年6月15日（金）13：20～17：40  

会 場：工学院大学 第5会議室（11階）（新宿区西   

新宿ト24－2）  

共 催：田本学術会議研連他7学会  

参加費：4，000円（学月三1，000円）当日受付でお支払   

い甘さい。  

寛 厳：150名（兜着順）  

申込方■法：必要事こ噴を明記してE－mail，FAXまたは   

郵送でお申込み卜▲さい（参加申込書は，OR誌4月   

号綴込み）。必要事項：参加者名，所属学会名，所   

属機開名，所属部署∴役職名，住所，電話番号  

申込先：〒151－0051渋谷区千駄ヶ谷58－2   

田本開発上学会事務局「第17桓1研連シンポジウム   

係」   

TeLO3（3352）6077 Fax。03（3352）6087   

E－mail：imfo＠kaihatu．net  

‘プログラム：  

ユ3：20～13：30   

開会の挨拶；久米 均（H本学術全議会員，中央大   

学理工学部教授）  

ユ3ニ30～14三20 講演（1）  

「ビジネスモデル特許とは何か－IT革命と知的財産  

翌瑠盈（54）   

権【」   

中山信弘（東京大学教授 大学院法学①政治学研究   

科）  

14：3（ト15三20 講演（2）  

「ビジネスモデル特許の現状と課題」   

今野 浩（中央大学教授 理⊥学部経営システム」二   

学科，前東泉に業火学教授）  

15：4（ト16：3杓 講演（3）  

「わが社のビジネスモデル特許への取り組み」   

光圭活範（㈱東芝 知的財産部デジタル著作権担当   

部長）  

16：40～17：30 講演（4）  

「円本企業におけるビジネスモデル特許戦略」   

酒二井一弘（酒井知財経営研究所代表，（珊知的財産研   

究所評議委員，㈱リコー前専務取締役）  

17：30～17：40   

閉会の挨拶：柳巨一博明（名古屋工業大学学長，円本   

開発．首二！、手合会長）   

⑳国際会議案内   

¢非線形解析学と凸解析学に関する第2回国際会議  

（協賛）  

The SecondlntemationalConference on Nonlinear  

Anaすysis and Convex Anaysis  

円 程；平成13年7月30［1（月）～8月2日（木）  

場 所：弘前人草（青森損弘前前文京町）  

問合せ先：弘前大学哩一二仁学部数理システム科学科   

金 正道   

Tel血0172（39）3538   

E－mail：maSakon＠cc．hirosaki－u．aC．jp  

＊詳しくは，http：／／www．st．hirosaki－u．aC。jp／～   

naca2001／をご参照Fさいp   

㊥研究部会⑳グル画プ開催案内   

〔AHPの理論と実際〕  

⑳第6回  

田 時：4月24［二葛（火）14：00～17：00  

場 所：脚電力中央研究所 大手町第1会議室（千代   

酎区大手町1【6」」二大手町ビル7階733室）  

テ劇▽と講師：  

（1）「調和平均法によるAHP」  

加藤 豊（法政大学）  

（2）「不完全情報を考慮した集団ANPの提案」  

捌地宏・Ⅵ一（大阪大学）  
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学会ブごより  

問合せ先：大屋陸生（（郷電力中央研究所）   

Tel．03（3480）2111Fax．03（5497）0318   

E－mail：Ohya＠criepi，denken．or．jp   

⑳会合案内   

〔第207回新宿OR研究会〕  

日 時：4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：「NAVALARCHITECTの回顧と展望」  

講 師：米倉邦彦氏（三菱重工業㈱元常務）  

参加費：3，000円  

問合せ先：日本OR学会事務局  

〔第208回新宿OR研究会〕  

日 時：5月15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：「建築遺産を次世代へ伝える一伝統木造建築   

の診断と修復－」  

講 師：柳揮孝次氏（建築構造家）  

参加費：3，000円  

問合せ先：日本OR学会事務局   

⑳助成案内   

・㈲大J】t情報通信基金 2001年度大川貴・大川出版賞  

大川賞対象者：情報・通信分野における研究，技術開   

発および事業において顕著な社会的貢献をされた方  

（表彰内容：賞状ならびに副賞として金メダル，賞   

金1，000万円）  

大川出版賞対象図書：情報・通信分野に関する優れた   

図書（表彰内容：著者に対して賞状ならびに副賞と   

して銀メダル，賞金100万円）  

応募締切：5月31日（木）必着  

問合せ先：財団法人 大川情報通信基金 事務局   

〒163－0227新宿区新宿2－6－1新宿住友ビル27階   

㈱CSK内   

Tel．03（5321）3958   

E－mail：00KAWAKIKIN KD＠cii．csk．co．jp  

所属講座：応用システム工学講座  

専門分野：ソフトウェア信頼性工学および応用確率・   

統計論  

担当科目：ソフトウェア工学，情報数学，計算機シス   

テム演習等  

応募資格：  

（1）博士の学位を有すること．  

（2）上記の専門分野に関する十分な業績を有し，大   

学院博士後期課程を担当できる能力を有すること  

（3）着任時に30歳以上40歳以下であること  

着任時期：平成13年10月1日  

提出書類：  

（1）履歴書（写真貼付）  

（2）研究業績リスト（著者，学術論文（査読あり），   

国際会議論文（査読あり），参考論文（査読なし）   

等に分類），および主要論文の別刷（コピー可）  

（3）これまでの研究・教育・学会や社会における活   

動の概要（2，000字以内）  

（4）本学での教育と研究についての抱負（各1，000   

字以内）  

（5）応募者の業績などを問合せできる方2名の氏   

名・連絡先  

応募締切：平成13年5月20日（日）必着  

問合せ先：〒680－8552鳥取市湖山町南4－101   

鳥取大学工学部 社会開発システム工学科教授   

山田 茂   

Tel．0857（31）5303 Fax．0857（31）0882   

Eqmail‥yamada＠sse．tottori－u．aC．Jp  

⑳平成13年度会費納入のお願い（事務局）  

平成13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，12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13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．  

＊詳しくは，htt  ：／／www，CSk．co．  ／tof／をご参照下   

さい．   

⑳公募案内   

・鳥取大学工学部 社会開発システムエ学科  

募集人員：助教授または講師1名  
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