
′、jJ：会だより  

三上 操， 小川部 斎，原野秀永，†一往鎖雄，依‖  

浩，ノノ松 風 松1・上武雄，児に」1ミ鼠 k谷ノ11利治，御  

園／ト酎・■－），矢部 眞，本；1i光りう，渡辺 浩，伊理正大，  

高橋磐郎，権藤 元，牧野都治，海辺イ（二雄，小笠原  

咄，ll子i‖龍雄，松井知」の符氏および新Il本製織㈱，  

㈱1・※ 巨銀＝‘ ，lI利枝連グループ，rl本IBM㈱，  

NrI「T，Il本圧1有鉄道の各企業，川休が受賞者でした．  

〔事例研究賞〕一、；キ全土との行ったすぐれたせ例研究に  

対して椚られます．′、；七会上i佃Ⅰ人に限らず，二、i：ニ会呈iを合  

むグループも対象になります．jfi例研究の対象として  

は，ORの教否・‘夫務において広く′、；J：全土iに役立つソ  

フトウェアの開発も合みます．付し，その研究は，一、r：  

会誌，′、r会の入会等，本一、予会において発表（ソフトウ  

ェアの場合はデモンストレーションを合む）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  

ェアの本休あるいはサブセット版（機能限定等）が無  

償でノ、；々全土とに掟供されることがl祢捉になりますが，本  

体がlい仮される【川くJで開発されたかどうかは問いませ  

ん．  

〔学生論文賞〕′、㌣牛によるORに関するすく、、れた研  

究に対して椚られるものですが，水赤堤J11される！、告知  

の乍業．論文，または人′、；叩1この修h論文が対象となりま  

す．応募締朝は平成14年3月31日といたしますが，  

詳しい碁集要領は，OR誌2JJ号に掲載します．  

（表彰委員会）   

怨第47回シンポジウム   

日 時：、n戊14年3J】26Il（火）13：（）0～17：45  

場 所：1・吉‖巾耶祭会議場 人丁・llけフオ、ラム 多‖的   

会i議室2り1（1・：川川才人ナ町1番21プリ  

テーマ：「これからの脈拍勘壇仁とOR」  

情報通い分明における最近のトピックスから近来   

水のネットワーク社会像にやる広範囲な訪越から，   

ORグ）．課題やi舌jlけ†象など，これからのORと情紬   

適イJ▲との接∴t．（，関係を探る．  

実行委員長：ハ▲山 勤（1iれl川拉二人′、r）  

問合せ先：小林 香（冨11川川二人′、iご二）   

Tel．（）766（56）75（）0（l勺絡と482）  

オペレーションズ・リサーチ   

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一学会文献賞，美施賞，普及賞，  

：－糾列研究賞，！二f：fl三論文賞を贈り，それぞれの分野で顕  

苦な什事をされた個人や企業を衣彰しております．今  

年度の受賞候補者‾のご推薦を幕ります．締切は′、㌣牛．論  

文賞を除き，平成14年1月31日といたしますので，  

それに間に合うよう，′、r会仰定の川紙をおリーめに■ji務  

り宛にご請求ください．なお，5賞の概安は次のとお  

りです．  

〔文献賞〕大西記念文献賞に・〃き続いて．設けられた  

本会で最も歴むのある賞です．次の条什を満たす論文  

の著者をご推薦ください．  

1．論文は独創件と将来件に；・計み，ORの発展に寄  

り一するものであること．   

2．論文はOR！、㌢全発行の論文．詰またはこれに州、11  

する権威ある雑誌，論文集にその牛（、lそ成1ニう  

年の1才一lllより12‖木IIまでに発行された  

ものをいう）に発衣された論文であること．   

3．被推薦者はOR・羊会Hで，隼齢は原則として  

40歳以卜であること．   

なお，論文の許者が複数以上あるときには，1ミとし  

てその論文の作成にあたった署をもって代表とし，被  

推薦者とします．  

〔実施賞〕oRの実施を強く推進してきた個人，グ  

ループまたは企業等に贈られます．従来は，東亜燃料  

仁業㈱，㈱【1打製作所，l＝祁電 力㈱，兵庫県，中川滝  

力㈱，（棚電力中央研究所，住友金属1二業㈱，三菱イバ山  

㈱，川崎製鉄㈱，㈱東芝，l】本電気㈱，川辺製葉㈱，  

㈱Fl過総介研究所，㈱怖造．汁両研究所，松卜電Ⅰ二（柵，  

㈱安川電機，東京ガス㈱，NTT研究開発本部，秩父  

小野‖㈱，富士通㈱ソフトウェア一区業本部ミ ドルウェ  

ア事業部，㈱ゼクセル技術本部，㈱数理システム，11  

本ガイシ㈱等，企業，川体がiミなノ受賞苫でした．  

〔普及賞〕oRの普及に人きな貢献をした個人，グ  

ループまたは介業二引二贈られます．従来は，森村英興，  

後藤正大，森【1繁一，横山 保，州Il龍夫，小林逃さ治，  

l刃澤清典，西野うーi次，三根 久，松川武彦，近藤次郎，  

州II俊人，梅沢 豊，斎藤甜軋 据Iを ・，藤森．肘一，  
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一、iご：会7ごより   

2椚  

（懇親会曹：6，（）（）Olり）  

見学会：31i2911（令）   

兇′、r先：スギノマシン㈱，ほたるいかミュージアム，   

冨山県水成試働瀾，嵩‥lの酒蔵（桝【帖西造J．王f）など  

（兇一’r‥会費：3，0り（）H）  

発表申込締切：平成13年12月10日（月）必着  

＊研究発衣は，申込＝苦，アブストラクト，及び拝作権   

の水諾＝J‡二の提出をもって小し込み′受付とします．  

申込書請求先：  

（柚l】本オペレーションズ・リサーチサ会・巨樹‖）   

Tel．03（3815）3351E－mail：kenkyu＠orsj．or．jp  

申込書およびアブストラクト送付先（発表申込および   

アブストラクト龍山についての問合せ先）：   

〒930「8555嵩11川！1・言‥砧吊血31洲  

1・：川】人草＋経済′、r‥部経廿、〃斗l車鴇い之   

Tel．（）76（445）6475 Fax．076（445）6419（J、揮I目し適）   

E－mail：nakan（）bu＠eco．toyama－u．aC．jp  

研究発表会についての聞合せ先：   

〒9：i90398嵩‥川t射水耶小杉町三チ、ミ河5180   

冨‥川川二大・、；J‥1二′、揮Ij．tlJi木 外   

Tel．0766（56）7500（l勺紡と461）   

Fax．（）766（56）8022   

E－mail：Or2（）02＠pu－tOyama．aC．JP  

＊l、ト会ホームページhttp：／／www．orsj．or．jpをご覧卜   

さい．   

啓OR学会中部支部定例講演会   

日 時：、l｛成13年12J】8【】（卜）15：00～17：00  

場 所：㈱メイテツコム 本社 第3，4会議室  

（γ鉄グランドホテルのエレベーターの向し、側エレ   

ベーター に来り，1り隅へ．ノl三千側にある「太ヤ洋   

フェリー」の隼又下に1rりかって歩き，イfへ州がり，   

そのまま直進．ノ■シ丁・に㈱メイテツコムの一受付．）  

テーマと講師：  

（1）「小部支部の／巨いl－／二ちと′＝狛捲次先／】：の思い／tり   

本；li光リi（ノ已小師㍍力怖幸1iシステム抑▲、11支配人，元   

愛知工業人！、r教授）  

（2汀OR雑感」   

i一㌻‖l怜（㈱メイテツコム社長）  

問合せ先：名－ー－‾届「業人！、㌣t産システムl二′、；モヤ攻 入   

鈍＝吏リユ   

Tel．O52（735）5393 Fax．052（735）5401   

E－mail：Ohi＠system．nitech．ac．Jp  

（63）665   

E－mail：kaori＠pu－tOyama．aCJp  

＊学会ホームページhttp：／／www．orsj．or．jpをご覧卜   

さい．   

鍛平成14年春季研究発表会   

日 程：  

、ド成14年3JJ27Fl（水），2811（木）研究発表会  

31J29Fl（金）兄・学会  

場 所：冨山価l際会議場 人丁一町フォーラム（富山前   

人手町1番2リー）  

特別テーマ：「地方分権とOR」  

ヤ成11午地ノノ分権一打法が制定され，地ノノ分権   

の推進が強く求められている．多様化・複雑化した   

価値観・ニーズに対応した地域づくり，まちづくり   

をすすめ，佃＝斐豊かな地域社会を形成するためのん   

策を探ることは，ORの重要な挑戦課題である．  

特別テーマに関連して特別セッション「行政と．沖   

佃システム」を設け，研究発走の募集をろi▲うので，   

奮ってご応募下さい．  

実行委員長：「＝鶏英一（富l【l県キニ大サ）  

特別講演：一般公開（人場無料）   

3月27［I（水）16：10～17：30  

多しi的会議室（2隅）  

「F！本淘学のすすめ」  

中≠徳人郎（富‥川招三溝環境部長）  

「深層水のひみつ」  

－1‾米 保（1・言‥川！小二人′羊教接）   

3J】28FI（木）10：50～11：50  

メインホール（3隅）  

「前日藩と地方分権」  

嶋崎 丞（ホ川県立美術館館長）  

事前振込み参加費：正・賛助会貢6，000＝，、；叫二会ii   

2，0（）0＝，非会凝8，0001日  

当日中込み参加費：lト賛肋会貢7，0001り，学牛会層   

3，0001り，非会貢10，000＝  

登壇料：非会賞のみ，参加眉と別途2，0（）（＝リ／什（本  

！’～：会の許可が必要）  

＊事前振込みは2日十日こ綴込みの振替別紙にて3JJ  

15「1（食）までにお振込み卜さい．抑り返し，メー   

ル又はFAXにて′受付番けをお知らせ致します（欠   

席の場介，参加費の返金はできません．アブストラ   

クト集を送付致します．）  

懇親会：3月27【I（水）18：00～   

冨11」匝‖祭会議場人f一町フォーラム 多ト＝1くノ会議宰  
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一、i∫ニ会だより  

㊨平成13年度第3回ORセミナーのご案内   

『一般企業と金融工学』   

開催趣旨：令敵仁、㌢は，従来ともすると金融ビジネス  

（銀行，証券，保険など）に対する処方箋を提供す   

る一’祁り分野と兄られてきました．デリバティブの仙   

伯付けやぃ用リスクのi汁撞，制御といった“ホット   

な’’テーマが，このような「lj象を与えてきたことは   

・け夫です．しかし令融l二一半が対象とするのは，何も   

金融ビジネスだけではありません．令融1ニサを広く  

“未来の不確定なキャッシュフローの定二言封1畑秤価と   

制御’’と捉えれば，一般企業におけるプロジェクト  

．沖佃や，資産腎押なども令敵仁′芋の車要なテーマで   

あることは明らかです．  

そこで本セミナーでは，一般企業の財務，経営企   

内を組当する人々を対象に，令融仁芋の役割につい   

て紺介していきます．  

日 時：平成13年11メj13ト1（火）13：00～17：（）0  

場 所：アルカディア市ヶ谷 私！、ア：会館   

束京都千代【川ズ九段北4－2→25  

（JR，地下鉄有楽町線・新宿線・南北線 市ヶ谷駅   

前）  

プログラム：  

（1）13：00～15：00「金融上学のパラダイム」   

講師：中央大学粗l二学部教授 ↑野 浩  

（a）いまなぜ金融1二′、γ：か  

（b）金融二1二一、㌢の主要課題（資産運用，資産の価格づけ，  

信用リスクの計異など）  

（2）15：10～17：00「投資プロジェクトの経済性評価」   

講師：東京1ニ業大学大学院社会埋十学研究科助教授  

蜂谷豊彦  

（a）DCFと資本コスト  

（b）リアルオプションの浦川  

テキスト：当一拍己布  

参加費：止・賛肋会員16，0001り，学生会員3，500‖，   

非会員20，000日  

申込先：   

㈱円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：kenkyu＠orsj．or．Jp  

＊11月5日（月）までにE－mailまたはFAXにてお申   

込み卜さい．  

（10日号に申込書の綴込みがあります．）  

⑳国際会議案内   

・国際シンポジウム   

New Trendsin Optimization and Computationa］   

AJgorithms（NTOC2001）  

日 程：、lろ戊13年12Jj911（11）～12J】131I（木）  

場 所：京大会餌（京都府京都けり  

主 催：文部科！、㌢ニ省統計数理研究所  

間合せ先：統計数f桐汗究所サ測制御研究系 卜谷 隆   

Tel．03▼5421－8758   

E－mail：tSuChiya＠sun312．ism．ac．Jp  

＊詳しくは，http：／／www．ism．ac．jp／NTOC／をご参照   

卜さい．  

・1SORA2002（4thlnternationalConferenceonOper－   

ations Research and［tsApplications）   

し記の国1際会議が，「三国志」や三峡ダム建設で有  

名な長江（揚了・ir：）の観光船土で開催されます．参加  

‖∫能人数（船半数）に制限がありますので，お一戸・臼の  

お申し込みをお勧めします．  

日 程：2002年6月1Fl～4Fl  

場 所：l＝玉けミ汀（揚イー江）の観光船上  

プログラム委員会：ZHANG Xiangsun（中凶OR学   

会会長），長谷川利治（口本OR学会会長），伏見正   

則，QILiqun（Hong Kong），Siegfried SCHAI－   

BLE（USA），他．  

Extended Abstract（2ページ以内）提出期限：   

2001年12J】11】  

同上提出先：Prof．LIUDegang（orsc＠amath8．amt．   

ac．c11）  

採否の決定通知：2002年1J】1日  

FullPaper提出期限：2002年2月1R  

＊詳細については，中国OR学会のwebpage   

http：／／www．orsc．edu．cn／isoraO2をご覧下さい．  

国内問合せ先：fushimi＠nanzan－u．aC．jp   

◎平成14年度研究部会新設・継続申請受付  

研究普及委員会では，その活動の大きな柱の1つと  

して，研究部会・グループの設立・運常のお手伝いを  

してまいりましたが，来年度もこの方針に従って研究  

部会を積極的に育成していくことになりました．つき  

ましては，新しい部会活動のご提案をふるって学会事  

務ん，）にお寄せ卜さい．   

部会の設置期間は，原則として2ヵ年以内ですが，  

理事会の承認が得られればさらに1ヵ年延長すること  

オペレーションズ・リサーチ   666（64）  © 日本オペレーションズ・リサーチ学会. 無断複写・複製・転載を禁ず.



′、i：：仝だより  

も■巾籠です．部会が発足しますと財政的な補肋も致し  

ます．メンバーの公掛こつきましては，、11委ii公がお  

丁イ云い致します．研究テーマは，俵礎flil論から美践研  

究までご‖山にお考えいただいて結構です．   

現在，次の部会・グループが設置されています．   

けち行列，OR／MSとシステム・マネジメント，数  

珂信「州（IiAMI）），システム最適化の叩論と応用，マ  

ーケテイング・エンジニアリング，AHPの理論と某  

際，ORにおける数理システムの最過化，環喘システ  

ム，ゲーム理論とその応用，割判岬ノ恵一じI、決定とその応  

川，．；ili仰のOR，アルゴリズムと最適化，令触仁、告  

グローバルプロジェクトのOR，COM・AI〕S（先進  

rlくノスケジューリング），環城政策，グローバル政策，  

情報流通とオープンネットワーキング，ファジィ抑1くJ  

．汁l哺ム   

なお，呪イI三2年＝の部会・グループのうちで来年度  

い1†軌をご希やの場合は，継続小ふ－ほして卜さい．  

＊新設及び継続申請の締切は，11月30日（金）です．   

巾謝IJ紙は■巨樹‖ほでご請求卜さい．   

珍研究部会・グループ開催案内   

〔アルゴリズムと最適化〕  

・第3回  

日 時：11JJlOl1（卜）14：On～18：2り  

場 所：筑披人′’㌢‥ 第3一、湖fB快311り・1‡  

テーマと講師：  

（1）「fIeuristicsin MathematicalI）rogramming and   

BeyondJ   

Ferenc Katai（㈱アイログ）  

（2）「フィルタ即．論と整数、ド無l丑描■両問題」  

、ド林降一（束水理利・人・、；ご‥）  

（3）「亜列分枝l限定法の美装」   

川辺降八（㈱数理システム）  

聞合せ先：筑波大一、打電イ・情報仁、γ‥系 久野誉人   

Tel．ー）298（53）554り   

E－mail：takahito＠is．tsukuba．ac．Jp  

＊詳しくは，http：／／kantaro．sk．tsukuba．ac．jp／saop／   

をご覧ください  

〔待ち行列〕  

・第160回  

日 時：11Jl1711（卜）14：00～16：30  

場 所：東京仁業大サ西8り一館（W）8（）9ゝj一室  

テーマと講師：  

（1）rMultiscalevariancefittingforself－Sinlilarproc－  

2r）m fト11‖り一   

esswithMarlくOV－m（）dulatedPoissonprocess」   

管状石上治（奈山先端榊′、i：‥技術人′、祁完人′、jご‥）  

（2）「Matrixanalyticappr（）aChtoRuidqueuesJ   

Gし1）T Latouche（Universit Libre deIうruxelles，束   

京工業人′、j∫‥客とい  

問合せ先：東京工業人′、iJ‥人′、；ご雄完情報理巨、封汗究科数   

理・．汁算什、㍗甘攻 三好l圧八   

Tel．りこう（5734）321とミ   

E－mail：miyoshi（ais．titech．ac．jp  

〔システム最適化の理論と応用〕  

・第19回  

日 時：11JJ171Ⅰ（卜）14：（）（）～17：00  

場 所：ノし州人′、；ご‥綿i丹、石部  2作目一会議室  

テーマと講師：  

（1廿プロジェクトマネジメントにおける最適化とオプ   

ション理．論」   

帆 ‖舟栄，咋′k祥三（九州人′、iご‥人′、j：ニド完経済半研甥陥）  

（2）「介業＝臣竜上向11叉リーにおける情報共有一企業アンケ   

ートの統．汁解析」   

松野収悟（′i・：部．1いf綿絆州摘ま一、戸村）  

問合せ先：九州人′、r‥人ノ、邦∵こ経済、；ご‥研究院 時永祥三  

（福岡Il欄弾㈲崎619」）   

Tel／Fax．092（642）2466   

E－mail：t（）kinaga（蜃＼、en．kyushu－u．aCJp  

〔評価のOR 第11回／AHP理論と実際 第9回〕  

研究部会合同開催  

日 時：12‖21I1（令）15：0（ト19：（）（）  

場 所：YouMay Hall（東人和r7＝糊畔397219   

－モーJj紙ノノ，東邦分譲地l勺，なお地1ツ1をご希望のノバま郵   

送あるいはFAX送㍍致しますので，幹事の篠原ま   

でご連綿卜さい．）  

テーマと講師：  

（1）「旭イ．さネットワークにおける伝送網の選択問題への   

A‡ⅠⅠ）の過川」   

人届隆／巨（電力小火研究叶情幸嗣炬丹所）  

（2）「ダブルス．試合結果データからの仙人能力推定法」   

篠IlニミIl潮 川本人′、i刊三産仁、〃肛軋理情報l∴ご：村）  

問合せ先：Il本人′、；ご‥／巨滝上′、；用；数叫こl用i1二一’ト科・篠原   

正明（〒27518575習ぷ野市京町1－21）   

Tel．り47－474－2672   

E－mail：m7sinoha＠cit．nihon－u．aC．Jp   

Homepage：http：／／shinohara．su．cit．nihon－u．aC．jp  
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′、r会ブごより  

応募資格：次の（1）の条件を満たすこと．さらに憤則と   

して（2）および（3）の条件を満たすこと．（1）博l二の′、㌢位   

を有し，大学院（博士後期課程）の研究指導ができ   

る〟，（2）大′羊，研究機関などで教育研究活動の経験   

を有するガ，（3）着任時年齢50歳－55歳のノ∴  

着任時期：、lえ成14年こ∠‖jl†】  

応募締切：、ド戊13年12J】14Il（必着）  

提出書類：（1）髄歴苔（写真貼付，サ惟，職歴，サ会清   

動，受賞歴などを含む），（2）研究業績リスト（筈苦，   

学位論文，学術雑誌論文，匡＝野草会論文などに分   

類），（3）学位論戊（コピー・け），（4）組当職務分野のL   

要著書・′、㌢術論文別刷り（コピー吋），（5）研究概要   

および研究計l吋吾（2000字程度），（6）教育尖績溝よ   

び教育に関する妃解（1000′ト程度），（7）健康診断二吾  

（8）参考となる意見を伺える2名の〟の氏名と連絡先．  

選抜方法：書類・業績審査，および必貿に応じてプレ   

ゼンテー ション  

送付及び問合せ先：〒182－8585束京都調布「信渦布ヶ   

丘二卜5－1   

電京通仁人！、㌢人′、r院 情報システムー、獅汗究村 情報   

システム運用′羊専攻専攻行住 高瀬周克   

Tel／Fax．042443－5655   

ETmail：takase＠is．uec．ac．Jp  

＊肘筒に「経常情報システム′、㌢講座教授応募書類在   

小」と朱書きし，書儲で郵送のこ と．  

＊詳しくは，上．i山こお問合せ卜さい．また研究科ホー   

ムページは，http：／／www．is．uec．ac．jp／です．  

⑳会合案内   

〔第213回新宿OR研究会〕  

日 時：11月20rl（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：「初の軒本譜ワープロ開発締結」  

講 師：岩間 仁氏（大東文化大学講師）  

参加費：3，000rlJ  

問合せ先：日本OR学会事務J．，1   

⑩他学協会案内   

・第32回信頼性・保全性シンポジウム（協賛）  

主 催：（珊「】本科学技術連盟  

日 程：平成14年7J】9【l（火），10日（7K）  

場 所：JAビル（束京・大手町）  

聞合せ先：㈲用本科学技術連盟 応用システム課   

R＆MS係   

Tel．03（5379）1224 Fax．03（3225）1814   

E－mail：h－Shigeta＠juse．or．jp（茂机）   

⑩公募案内   

・電気通信大学大学院  情報システム学研究科  

募集人員：教授1手く  

所  属：情報システム運用学専攻 経営情報システ   

ム学講座  

専門分野：経常情報システム学  

担当科目：経常情報システム論，情事桐I二全科ノ㌢堪礎な   

どの科目  
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