
′、；ご‥会た、より  

⑳平成14～15年度役員・評議員候補者推薦のお願い   

定款に従って、ド成14，15両年度の役ぶい評議貢の選＝を行います．スケジュールは次の過りです．  

、ド成14年1JJ31【1（必着）候補者推薦締切．2JJ2（＝I～3JJ20【l会Hの書面による技票．  

31j 末Ll開票（r定）． 4ノー1911総会において決定．   

ついては，以卜により候補者の推聴をお矧いいたします．  

㈱‖本オペレーションズ・リサーチ′、；七会 監：率 忍川和良，根本忠明  

1．得点（理事・監■拝）候補制二ついては本人の同意を得たうえで，社H（1巨会Hまたは名ざ手合とい 5   

名以卜が候補名の略鮭をつけて推戯する（次の二宮式に従ってください）．  

2．．暗線員候補裾こついては社員（1卜仝iほたは紆誉会墨）5紆以上が推薦する（次貞の様式に従って   

ください）．  

3．候補者は役貢・．沖議上iとも社貢（正会ぃまたは名ざ室全土い でなければならない．  

4．理串は会務の分科ごとに選挙するので，分担を明ホすること．今Iltl選け．する理事の会務分担および   

定数は次の適りとする．副会長1名 庶務1名 会計1名 研究普及（普及）1名 編集1名 無任   

所3名（うち支部所属名1子1）  

5．監事の改選数は1名．  

切 リ 1一丈  り  線  

ヤ成  隼 JJ  ll  

役員候補者推薦届   

靴旧本オペレーションズ・リサーチ・、予会選挙管理委員会殿  

、ド成14～15年蝮Il本オペレーションズ・リサーチ！、㌣会の役H  

［］副会長 □庶務理事 口会計期月i＝研究普及理解 ロ編集埋ポ ロ無作所理車   

口監満として  

氏を推薦いたします．  

推薦苫（正会貢または名誉会員5名以仁）   

（代衣者・）氏名  ㊥（所属：  

候補者略歴（18字×6行以内）  

上記の推薦にriり意します．氏名  ㊥（所捕：  ）   
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′、r：会だより  

、ド成  隼 J】 11  

評議員候補者推薦届   

㈲‖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14～15年度目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（正会員または名誉会員5名以上）  

㊥（所属：  （代表者）氏名   

㈱，川崎製鉄㈱，㈱東芝，Fl本電気㈱，‖辺製薬㈱，  

㈱‖通総合研究所，㈱構造計画研究所，松卜電l二㈱，  

㈱安川電機，東京ガス㈱，NTT研究開発本部，秩父  

小野‖㈱，1・計上適㈱ソフトウェア■医業本部ミドルウェ  

ア・li業部，㈱ゼクセル技術本部，㈱数理システム，rl  

本ガイシ㈱等，企業，卜肘本がiミな′受賞者でした．  

〔普及賞〕ORの汁及に人きな貢献をした個人，グ  

ループまたは企業等に椚られます．従来は，森村英典，  

後藤l巨大，森「l繁－㍉ 相仙 保，河胴l龍夫，小林宏治，  

【輔澤清典，西野．1i次，三根 久，松し1‡武彦，近藤次郎，  

州11俊夫，梅沢 豊，斎藤嘉博，庸津 一，藤森謙一一，  

三卜 操，小‖書け斎，原町秀永，千住鎖雄，依川  

i；1∴ ノノ根 薫，松冨武雄，甘Ⅰミ正憲，長谷川利治，御  
即卜酎－．1，矢部 眞，本㍗光明，渡辺．浩，伊理正人，  

高橋禦郎，権藤 ノ已，牧野都治，海辺不二雄，小笠原  

幌，青沼龍雄，松什知」の終氏および析1】本製織㈱，  

㈱嵩1ト銀行，‖科技連グループ，「1本IBM（軌  

Nrrl＼11本国有鉄道の各企業，川体が受賞者でした．  

〔事例研究賞〕一、㌢会£iの行ったすぐれた事例研究に  

対して椚られます．′、㌣会員個人に限らず，学会賞を合  

むグループも対象になります．掛倒研究の対象として  

は，ORグ）数百・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．仰し，その研究は，て、；ご：  

会誌，一羊会の人会等，本学会において発表（ソフトウ  

ェアの場介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  

（65）65   

⑳日本OR学会各賞候補ご推薦のお願い  

本′羊会では，毎年OR一、；ご‥会文献賞，実施賞，普及賞，  

・糾列研究賞，一、r：／ト論文賞を脚り，それぞれの分野で顕  

許な什車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．締切ほ仁㍗1二論  

文賞を除き，平成14年1月31日といたしますので，  

それに持附こ合うよう，サ会所定の別紙をおIr－・めに一区務  

J‖1砧にご請求ください．なお，5賞の概賓は次のとお  

りです．  

〔文献賞〕大仙ミ己念文献賞にリl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  

の苦苫をご推薦ください．  

l．論文は独創件と将来件に嵩み，ORグ）発展に寄  

！j一するものであること．   

2，論文はOR・、㌣会発行の論文誌またはこれに州、11  

する権威ある雑誌，論文集にその年（、ド成13  

年の1‖111より12‖木【1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て、r‥全土iで，年齢は原則として  

40歳以卜であること．   

なお，論文の苦名・が複数以卜あるときには，iミとし  

てその論文の作成にあたった肴をもって代裁とし，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，束亜燃料  

1二葉㈱，㈱町立製作所，中部電力㈱，兵庫殿，中川電  

力㈱，㈲電力・卜火研究所，住友金属イ業㈱，三菱石油  
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一、7ニ会／ごよリ  

償で′、；J‥会闘こ提供されることが前掟になりますが，本  

体が市販されるl川く」で開発されたかどうかは問いませ  

ん．  

〔学生論文賞〕′、習：によるORに関するすぐれた研  

究に対して贈られるものですが，来春提＝される苧部  

の卒業．さ論文，または人・刊完の修土論文が対象となりま  

す．応募締切は平成14年3月31日といたしますが，  

詳しい募集安令則ま，OR誌2才一し‡に掲載します．  

（表彰委員会）   

⑳第47回シンポジウム   

日 時：、ド成14隼3JJ2611（火）13：00～17：45  

場 所：冨‖‥珊祭会議場 人・丁・町フォーラム 多‖1くJ   

会議室201（嵩‥］rfi人手町1番2片）（http：／／   

www．ticc．co．jp／をご覧卜さい．）  

テーマ：「これからの情事11i通イ．iとOR」   

情報通信分野における最近のトピックスから近未来  

のネットワーク社会像に至る広範糊な話題より，OR  

の課題や活刷対象などこれからのORと情報通イi；につ  

いて各分野の研究者にご報告頂きます．  

実行委員長：侶tJ勤（富IH甘立入学）  

プログラム：  

（1）「情報通イ詔支術の動向と近未来」   

鳥山朋二（NTT情報流通基盤総合研究所NTT北   

陣サテライト・ラボ）  

（2）「モバイル・アドホックネットワーク」   

闘漸憲一（新潟大一芋1二学部惜敗1二′、声科）  

（3）「インターネットにおけるコンテンツ配雄i技術の最   

新動向」   

中川郁人（インテック・ウェブ・アンド・ゲノム・   

インフォマテイクス㈱）  

（4）「フロー制御の性能解析におけるOR理論を川いた   

アプローチ」   

小沢利久（駒沢大学経営学部経営学科）  

協賛学会：㈱情報処坤′、首会，ll本応川数理学会，㈱‖   

本経常仁）㌣会，ri本シミュレーション学会，電子情   

報通信学会  

事前振込み参加費：止・賛肋会員3，0001り，学生会凝  

1，000rlJ，非会員4，000日  

当日中込み参加費：正・賛肋会貢4，000日，学生会員   

2，0001り，非会圭i5，0001リ  

＊事前振込みは2月号に綴込みの振替用紙にて3月  

15日（金）までにお振込み下さい．折り返し，メー   

ル又はFAXにて受付番号をお知らせします（欠席  

68（66）   

の場合，参加常の返金はできません．シンポジウム   

予稿集を送付致します）．  

問合せ先：小林 再（富11り〔川二人学）   

Tel．0766（56）7500（内線482）   

E¶mail：kaori＠pu－tOyama．aC．jp  

＊’＋会ホームページhttp：／／www．orsj．or．jpをご覧1（   

さい．   

⑳平成14年春季研究発表会   

日 程：  

、ド成14年3fJ271I（水），28【1（木）研究発表会  

3J】29l＝I（令）見ゃ会  

場 所：富山国際会議場 大手町フォーラム（冨山市   

大：f・町1番2t：）（http：／／www．ticc．co．jp／をご覧   

卜さい）  

特別テーマ：「地ノノ分権とOR」  

実行委員長：中島恭一（富1＝甘立大学）  

副実行委員長：寺「呵義仲（大阪府打人！、f‥），イ川二博昭  

（人阪大学）  

特別講演：一般公開（入場無料）   

3Jj271I（水）16：10～17：3n  

多‖的会議室（2隅）  

「Fl本海一、㌢のすすめ」  

中井徳太郎（嵩両県生活環境部長）  

「深層水のひみつ」  

．I，‾米 保（富山県立人！、7‥教授）   

3J】28F†（木）10：50～11：50  

メインホール（3隅）  

「前日藩と地方分棟」  

嶋崎 丞（イf川県立美術館館長）  

事前振込み参加費：正・賛助会員6，（）n（川J，サ勺二全土i   

2，000lIJ，非会員8，000【1j  

当日中込み参加費：正・賛肋会員7，000rTJ，学勺三会fi   

3，（）00Iリ，非会貢10，0001り  

登壇料：非会貢のみ，参加費と別途2，000円〃′卜（本   

一、予会の許可が必要）  

＊事前振込みは2月号に綴込みの振替用紙にて3月  

15日（金）までにお振込み下さい．析り返し，メー   

ル又はFAXにて′受付番しナをお知らせします（欠席   

の場合，参加嘗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†J27【1（水）18：On～   

富山国際会議場人t■f・町フォーラム 多目的会議室2   

階（懇親会菅：6，000Iり）  
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’；ごこ会だより  

如何に行っていくかが重要であり，マルチエージェン  

トシステムが有効な場合が多く考えられる．本シンポ  

ジウムではOR・、；J：会誌（vol．46，No．10，2（）01）に特集  

されたマルチエージェント実験経済サの苦苫を小心に  

マルチエージェントシステムの剖－－】家による最新の研  

究成果の発表と，パネルディスカッションを行う．  

実行委員長：人内 束（北海道大′、デ：）   

⑳平成14年秋季研究発表会   

日 程：  

、lそ戊14隼9Jjllll（水），12【＝本）研究発表会  

9Jj13rl（令）兄′、㌣会  

場 所：公立はこだて来米人′、i∫‥（函館石亀川中野町  

116番地2）  

特別テーマ：「フロー型利二会システムとORJ  

l＝にカエネルギーシステム，交通システム，情事Iiシス  

テムetcは，いずれもネットワーク・フローとしてモ  

デル化することが吋能である．本特別テーマではこれ  

らの社会システムについて，フローモデルとしての閃  

題設定とその解決策に基づくOR的視一・1（からの研究成  

果について発表していただき，問題解決の可能性を探  

る．  

実行委員長：大内 束（北海道大一、予）   

㊥OR学会関西支部定例講演会   

日 時：平成14年11j1711（木）15：00～18：00  

場 所：京都人て、㌢‥．－川1キャンパスf二学部8号餌共卜i】第   

6講義室（http：／／www．i．kyotoTu．aC．jp／top／   

address．html参照）  

テーマと講師：  

（1）「数列，行列，グラフの丸めとディスクレパンシー  

（Discrepancy and roundings of sequences，   

matrices，andgraphs）」   

徳山 豪（東北大′、㌢大！、祁完情事闘斗学研究科教授）  

（2）「Some Recent Advancesin MathematicalPro－   

grams with Equilibrium Constraintsl 

福l鴨雅夫（京都大一芋人て、印加摘i一字研究科教授）  

問合せ先：大阪人！、㌢人苧院基経十、西井究科システム科   

学分野 牧野和久   

Tel．06（685O）6351Fax．06（6850）6341   

E－mail：makin（）＠sys．es．osaka－u．aC．jp  

見学会：3Jj2911（令）   

兄一、；ご：先：スギノマシン㈱，ほたるいかミュージアム，   

冨‥川と水産試験場，1掠11の酒蔵（桝‖酒造店）など  

（兄一子会費：3，0（）Olリ）  

問合せ先：富111県立大学仁、揮Ij 高木 廿  

（〒939－（）3981・言‖曲別水郡小杉町黒瀬J5180）   

Tel．0766（56）7500（Ⅰ凡線461）   

Fax．0766（56）8022   

E－mail：Or20（）2＠puTtOyama．aC．jp  

宿泊に関するお願し、：冨‥仙の研究会開催補肋制度が   

あり，補助金粕は参加者▲の冨山市延べ宿甘I数によっ   

て決定されます．研究発表会開催期ほ富川りま，富山前   

のホテルをご利fI＝、▲さいますようお願いIIlし卜げま   

す．  

＊詳しくは，下記の研究発表会ホームページを参照卜   

さい．（http：／／www．kanazawa－gu．aC．jp／～   

kuwano／or2002spring／normal，html）   

梯第9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美施例（lijl題の発／1：からさまざまな苦労を経て   

解決に空る半労謡号ど）を，新規研究の研究発衣と   

いう形式ではなく，ORの適用事例という付置付け   

で発表していただくものです．  

日 程：ヤ成14年3メi27【I（水）  

場 所：富山国際会議場 大手町フォーラム  

参加方法：研究発表会のセッションの一部として行い   

ますので，研究発走会参加の手続きをして－卜さい．  

問合せ先：長引l巾ミl際人草地域学部地域システム学科   

北野孝一一   

EMmail：kitano＠tuins．ac．Jp   

報第48回シンポジウム   

日 時：、ド成14年9J】1011（火）  

場 所：公立はこだて未来人学（函館市亀川中野町   

116番地2）  

テーマ：「マルチエージェントシステムとOR」   

近隼人1二知能分野での分散知能研究や複雑系・複雑  

系l二学研究を過して，マルチエージェントシステムの  

有効性が明らかにされつつある．特に対象が大規模・  

複雑な問題領域に対してのアプローチとして，マルチ  

エージェントシステムによる問題領域の捉えガや問題  

解決手法の提案は垂要性を増しつつある．特にORの  

分野では尖環境に則した大規模・複雑な11り題の解決を  
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、iヱニ会だより  

（2汁閉包空川Jとハ幾何の端点演算r・」  

‘左膝朴紋（筑波人一、iごニ）  

（3）「最如経路数え卜げ関越とその応f＝」   

人出遁維（政策研究人刊；完人一、jご：）  

聞合せ先：筑波人′、γ‥竜r一・牛l里甘仁一、ト系 久野哲人   

′I「el．（）298（5二う）5540   

Eqmail：takahit（）＠is．tsukuba．ac．jp  

＊詳しくは，http：／／kantar（）．Sk．tsukuba．ac．jp／sa（）p／   

をご覧卜さい．  

〔評価のOR〕  

・第12国学生大会  

日 時：十戒14fト＝126【l（卜）13：3（ト16：00  

場 所：政策研究人′、iご‥ド㍍人′、iご‥3隅敦賀E（〒162－   

8677 新品直り一．‥松Ilけ22）  

紬常新宿組あけぼの瞭駅卜小，徒歩10分（ある   

いは，都借地卜鉄・人汁ノ瑚い辛●．：松小‖川択卜小，祉   

歩4分），来1j（女J′・医人の隣，l仰視務人′、アニ校の跡地  

7‾－マ：  

（1）「U川力に応じた叩■巨力【月 の川一賢比較」   

中林 健（政策研究人・芋ド完大′、iキ）  

（2）「DEAを川いた政策．沖価に関する研究」   

沼波 輝（政策研究人′、祁完人′、iご：）  

（3）「梅嘉一一対比較法とわ替変軌分析」   

斎藤栄一・（ll本人′、j々）  

（4）「整合度指暦の比較．甘佃」   

中村J用；（l】本人ノ、i∫ニ）  

（5汀イ（一ん仝一 対比較一lllf板卜での吼要度ウェイト推定他   

の統一汁r桝．湖り夏．沖価」   

播磨砂登美 川木大・羊）  

（6）「Iメニ‖いぃ‖析をや人するグループAIIl）における集川   

合意形成ノバよに関する研究」   

HII催．一ナ（東京理科人′、jご：人′、jごニド1■こ）  

（7）「克リf▲の価桔割リlとHいf・の注文聞瞞を決定する   

契約の研究」   

T一葉美徳（東京理科人草人′〕祁完）  

（S）「束・東南アジア諸国における最適ハブ空港選定ノノ   

ブ去の研究」   

中里．裕樹（束う；び酎斗大・、㌢人・、封浣）  

・第13回学生大会  

日 時：、ド戊14年2Jl16【l（卜）13：3（）～16：（）（）  

場 所：第12い＝こ同じ  

丁■一マ：  

（1）「Conj（）int分析とAHP分析の比較研究」  

．〔汁け＼－妃（ll本人′、；：ニ）  

オペレMションズ・リサーチ   

帝平成13年度第3回OR企業フォーラムの   

ご案内   

日 時：、ド戌14年2JJ411（JJ）14：（）（ト19：（）（）  

（懇親会を5畔過ぎから＝・います）  

場 所：人阪弥／巨会館2椚「’▲三笠」（人阪市」いメ1芝川   

2～453 Tel．り6（6373）1841JIそ人阪駅，阪急・地   

卜鉄梅‖駅卜車徒歩5分）  

＊JtHズlはUliI．．http：／／www．yay（）ikaikan．com／   

osaka／acsess／acsess．htmをご覧＝、‾さい．  

第1部（午後2：00～3：30）：   

テーマ：「ITグ）溝川による伝統産業の浦性化と、l川 

の事業拡人」   

ゲスト・スピーカー：極東藻機㈱ 代衣取締役朝来  

頃安雅樹氏  

第2部（午後3：40～5：00）：   

テーマ：「フィンランドに言上Ll」   

ゲスト・スピーカー：コニカ㈱．耽締役ITソリュ  

ーションズセンター1ミ新谷恭略氏  

参加資格者：OR乍会会里（佃八止会H，一）r‥／巨全土i，   

賛助会員）．参加費（無料）  

申込み先：（柑lりゝオペレーションズ・リサーチ′、ト会■巨   

務J．．〕   

Tel．（）3（3815）3351Fax．03（3815）3352   

Email：forum＠orsj．or．jp  

＊1月25日（金）までにお申込み卜さい．（1＝づ一に小   

込書の綴込みがあります）．  

なれ 会場の都合により参加苫を10（）名程度に根  

J〕せてJ■riきます．また，愛三印力全土二とのご参加は行企業   

3名以Iノ」にl猥らせて丁ど亘きます．  

必要事項：①フォーラムの開催Il，②お宮l軋（卦所械   

組織・部署名，（㊨会呈も種別（個人l仁会員∴学／巨会貢，   

蜂助会Li），⑤連絡船住所，⑥TELまたはFAX番  
I I 

′ノ▲   

⑳研究部会・グループ開催案内   

〔アルゴリズムと最適化〕  

・第4回  

日 時：、ド成14隼1‖H＝1（卜）14：00～18：20  

場 所：筑i皮入学第三′、翔羊K陳2（）2年  

テーマと講師：  

（1）「広域分徽コンヒューティング環境における数理．汁  

Il車ノフトウェアSDPA」   

藤沢舟樹（京職人′、i∫り  
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：、iご二会だよリ  

場 所：東天紅会議室（新宿センタービル53F）  

テーマ：「原寸力安全，＝主に原f一力発電施設の安全」  

講 師：内‖秀雄氏（（柵原1’▲力安全研究協会理事長．   

前原上け安全委員会委員長．東京大学名誉教授）  

参加費：3，0001り  

問合せ先：Ⅰ1本OR学会事務局  

〔第215回新宿OR研究会〕  

日 時：平成14年2月19l1（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：「科学史家J．D．バナールとOR」  

講 師：妾 雄氏（東京大学人文社会系研究科）  

参加費：3，0（）Olり  

問合せ先：I］本OR学会二事務局  

（2）「褐素一対比較行列のウェイト推定法」   

鬼頭正浩（tI本人学）  

（3け非ゼロ和ゲームによるハッカーの行動分析」   

荒川元貴（r1本大学）   

以下募僅ヰ  

問合せ先：日本大′さγ：生蔽上学部数埋情報Ⅰ二′、㌣科   

篠原正明（〒275－8575習志野市泉町ト2－1）   

Tel．047（474）2672   

E－mail：m7sinoha＠cit．nihon－u．aC．jp   

Homepage：http：／／shinohara．su，Cit．nihon－u．aC．jp   

㊥会合案内   

〔第214回新宿OR研究会〕  

日 時：、ド成14年1Ji15F】（火）12：00～13：30  

⑩平成14年度会費納入のお願い（事務局）   

、作成14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，13年度以前の全署を未納  

の方は介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〕   

、ド戌14年度会署振替は平成14年1月21日  

（月）になります．振替金額の不足のないよう，  

預金城南逐ご確認いただければ幸いです．  

〔預金口座振替ご希望の方へ〕   

預金し相互振替をご希望の＿正会員の方は，学会  

事卿［】ほでTEL，FAX，郵便にてご連綿くだ  

さい．抑i）返し預金口座振替依頼書をお送りい  

たします．  

会員名簿刊行のお知らせ  （事務局）  

2001年版の会員名簿（会員限定）が発Fりされ  

ました．E－mailaddressも登録され，3年振りの  

改定版です．まだ残部がありますので，購入ご希  

望の会員のノバこは，1冊4，0001りでおわけいたし  

ます．FAXもしくはハガキでお申込みください．  

（消肇税は非課税です）   

氏名・会員番号・代金支払尤去（振込でお暇い  

し、たしますが，請求書等必要の有無など）をご．…己  

人ください．  
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