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2015年度通常総会について
2015年度通常総会は2015年4月27日に開催され，以下の議案がすべて原案どおり承認されましたので，お知らせ
します．
第1号議案：2014年度事業報告の件
第2号議案：2014年度決算報告および監査報告の件
第3号議案：2015年度–2016年度新役員承認の件
報告1：2015年度事業計画
報告2：2015年度収支予算

（第1号議案）

2014年度事業報告

事業番号：公1（1本のみ）
事業の内容：オペレーションズ・リサーチの研究・普及啓発を行う事業

【研究発表会・シンポジウム等の開催】
□事業の趣旨・内容
本事業は，研究発表会・シンポジウム等を通じて，オペレーションズ・リサーチの研究および応用を促進し，オペレー

ションズ・リサーチの進歩と発達を通じて，文化と産業の発展に寄与することを目的とする．

1.　研究発表会
（1） 春季研究発表会を3月6日，7日の両日，大阪大学（豊中）にて開催した．

発表件数133件　参加366人
・特別テーマ「新時代のビジネスとOR」
・特別講演（一般公開）

1）　  「この先は工事中です2―安定結婚問題における戦略的可能性について」　（研究賞受賞講演） 
松井知己（東京工業大学大学院社会理工学研究科　教授）

2）　  「世代の経済学」 
大竹文雄（大阪大学　理事・副学長）

（2） 秋季研究発表会を8月28日，29日の両日，北海道科学大学にて開催した．
発表件数136件　参加328人
・特別テーマ「ORの普及」
・特別講演（一般公開）

1）　  「多品種流と距離空間」（研究賞受賞講演） 
平井広志（東京大学　准教授）

2）　  「都市空間のモデル化―都市のOR40年―」 
腰塚武志（前会長・南山大学　教授）

3）　  「スポーツビジネスへの挑戦」 
藤井純一（前・近畿大学　教授）

学会ニュース
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2.　シンポジウム
（1） 春季シンポジウムを3月5日，大阪大学（豊中）にて開催した．

テーマ「ICTとOR」　講演4件　参加者108人
（2） 秋季シンポジウムを8月27日，北海道科学大学にて開催した．

テーマ「メタヒューリスティクスの新たなる挑戦」　講演4件　参加者127人
3.　ORセミナー
・第1回「DEAチュートリアル」を4月19日，（株）構造計画研究所本所新館にて開催した．参加者49名．
・コーディネーター／司会：斉藤努（（株）構造計画研究所）

題　　　　名 講　　師
1.　「DEA入門」 上田　徹（フェロー）
2.　「DEAの医療分野での応用例」 桒原雄樹（東京大学）
3.　「DEAモデルからの発展―ブラックBOXからネットワークモデリングへ―」 筒井美樹（電力中央研究所）
4.　「DEAモデルからの発展―不確実さの導入―」 森田　浩（大阪大学）

・  第2回「技術者のためのゲーム理論の基礎」を12月6日，（株）構造計画研究所本所新館にて開催した． 
参加者66名．
・コーディネーター／司会：樫尾博（東京ガス（株））

題　　　　名 講　　師
1.　「初歩から学ぶゲーム理論」 渡辺隆裕（首都大学東京）
2.　「ビジネスとゲーム理論」 松林伸生（慶應義塾大学）
3.　「マッチングとその応用」 岩崎　敦（電気通信大学）
4.　「オークションのデザイン」 福田恵美子（防衛大学校）

4.　ORサロン
本年はなし．

5.　企業事例交流会
（1） 春季企業事例交流会（第33回）を春季研究発表会にて開催した． 発表件数4件．
（2） 秋季企業事例交流会（第34回）を秋季研究発表会にて開催した． 発表件数4件．

6.　新宿OR研究会
昭和55年創設以来，年間10回の例会を開催しており，2015年2月例会が通算第345回．
テーマはOR関係の最近の動向に留まらず会員推薦の各界の話題など極めて広範，かつ時宜に適ったもので，メンバーの
啓発，懇親を行っている．会誌・ホームページ・メールマガジンに開催案内を掲載し，新宿地区を中心に会員の幅広い参加
を呼びかけている．現世話人は小池　清会員（フェロー）．

【機関誌，論文誌の刊行およびインターネット等を利用した情報提供活動】
□事業の趣旨・内容
本事業は，機関誌・論文誌の刊行およびインターネット等を利用した情報提供活動を通じて，オペレーションズ・リサー
チの研究および応用を促進し，オペレーションズ・リサーチの進歩と発達を通じて，文化と産業の発展に寄与することを目
的とする．

1.　機関誌
機関誌「オペレーションズ・リサーチ」を下記のとおり発行した．

発行年月日 巻 号 発行部数
2014年3月1日 58  3 2,650部
2014年4月1日 58  4 2,650部
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2014年5月6日 58  5 2,650部
2014年6月1日 58  6 2,650部
2014年7月1日 58  7 2,650部
2014年8月1日 58  8 2,650部
2014年9月1日 58  9 2,650部
2014年10月1日 58 10 2,650部
2014年11月1日 58 11 2,650部
2014年12月1日 58 12 2,650部
2014年12月28日 59  1 2,650部
2015年2月1日 59  2 2,650部

2.　論文誌
Journal of the Operations Research Society of Japan，和文論文誌（Transactions of the Operations Research Society 

of Japan）を下記のとおり発行した．
なお，論文誌はインターネット上で無料公開しており，下記の発行部数は紙媒体での部数のみを示している．

発行年月日 巻 号 発行部数
2014年3月 57 1 130部
2014年6月 57 2 130部
2015年1月 57 3・4 130部
2015年1月（和文） 57  80部

【研究部会による調査研究とその公表活動】
□事業の趣旨・内容
本事業は，研究部会による調査研究とその公表活動を通じて，オペレーションズ・リサーチの研究および応用を促進し，

オペレーションズ・リサーチの進歩と発達を通じて，文化と産業の発展に寄与することを目的とする．調査研究にあたって
は，専門の研究部会を組成し，主査・幹事が中心となり研究希望者を公募して行っている．

常設部会 主査，幹事 メンバー 開催 内　　容 場所
1 待ち行列 三好直人 

（東京工業大学）
井家　敦 
（神奈川工科大学）

27名 7回 7回の部会（講演14件）において，待ち行
列および情報通信ネットワーク等関連分野
の研究動向について意見交換を行った．延
参加者153名．2015/1/22–24に「確率モデ
ルとその応用」研究部会と共催で「2014年
度確率モデルシンポジウム」を開催．

東京工業大学　
大岡山キャン
パス

2 数理計画
（RAMP）

松井知己
（東京工業大学）
清見　礼
（横浜市立大学）

35名 1回 10月16・17日に第26回シンポジウムを開
催した．テーマは土木計画学おける最適
化・エネルギー利用最適化への挑戦，世界
をリードする計算機科学の巨大プロジェク
ト，整数計画等の理論および応用の最前線
で活躍している研究者を講演者として招い
た．海外からも4人の講師・多くの研究者
や学生が参加し，最先端の研究成果につい
て情報交換を行った．延参加者175名．

法政大学
（市ヶ谷）
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3 評価のOR 関谷和之
（静岡大学）
筒井美樹 
（電力中央研究所）

13名 5回
（内合同

1回）

年4回の定例研究会を開き，毎回2名の講演
者を招くことで，DEAを主にORでの評価
手法・意思決定手法に関して計8件の講演
を行った．また，OR学会春季・秋季発表会
にて特別セッションを開催した．延参加者
54名．4月19日 はORセ ミ ナ ー と し て
「DEAチュートリアル」を開催し，参加48名．

政策研究大学
院大学

4 意思決定法 田地宏一
（名古屋大学）
西澤一友
（日本大学）

25名 5回 5回の研究部会を通じて，意思決定法に関
する発表により，理解を深め，交通選択や
介護ネット監視など幅広い応用例に対する
柔軟かつ実用的な適用方法論と手法につい
て議論した．計10件の講演を実施し，延参
加者40名．

日本大学・
桜門会館，他

5 サプライ
チェーン戦略

米沢　隆
（日本 IBM（株））
草刈君子

26名 5回 サプライチェーンにおける経営戦略，実施
戦略，戦略的ビジネスプロセス，グローバ
ルSCM, OR手法の適用について，事例と理
論の両面から研究する．
延参加者130名．　
http://scs.blog.so-net.ne.jp／参照

青山学院大学
総研ビル

研究部会 主査，幹事 メンバー 開催 内　　容 場所
1 最適化の理論
と応用

牧野和久
（京都大学）
小林佑輔
（東京大学）

10名 5回 今年度も学生・若手研究者による合宿形式
の発表会を実施，一般講演36件・特別講演
2件，125名が参加した．
定例会合4回で講演，計8件延参加者112名．

東京大学，
筑波大学，他

2 数理的手法の
展開と応用

金子宏之
（小松短期大学）
武市祥司
（金沢工業大学）

10名 5回
（内合同

1回）

数理モデルをキーワードとして，北陸地区
において5回の研究集会を開催し，計15件
の研究報告があった．OR周辺領域からも講
演者を招き，理論から応用まで幅広いテー
マについて議論し，研究交流を行った．延
参加者69名．

金沢学院大学，
福井工業大学，
他

3 サービスイノ
ベーションへ
の数理的アプ
ローチ

高木英明
（筑波大学）
雑賀憲彦
（名城大学）

20名 5回
（内合同

1回）

サービス産業の生産性向上とイノベーショ
ンに向けて，データ分析等の統計科学的手
法や数理最適化や待ち行列等の数理科学的
手法で問題の発見と解決を試みるテーマを
中心に，研究会4回，確率モデルシンポジ
ウムにて「医療サービスサイエンス」を共
催した．13件の発表．延参加者107名．

筑波大学，
名城大学

4 大規模インフ
ラストラク
チャーのOR

三浦英俊
（南山大学）
鳥海重喜
（中央大学）

19名 11回 多国間にまたがるような大規模なインフラ
ストラクチャーの構築や役割についてなど
についてORの視点から取り組んだ．特に
①電力供給体制を考察するためのORモデ
ル構築② IT化社会と ITインフラ③アジア
における物流環境の3テーマで研究を推進
した．延参加者89名．

日本GIF財団
会議室
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5 食べものと
OR

石井博昭
（関西学院大学）
関　宏理
（関西学院大学）

14名 5回
（内合同

2回）

今年度は5回の部会で講演10件を実施した．
OR，情報システム，統計学など様々な分野
の観点から食べものとORにおける最新動
向や関連研究に関し活発な議論を行った．
延参加者44名．

関西学院大学，
他

6 不確実性シス
テムにおける
意思決定

木庭　淳 
（兵庫県立大学）
小出　武
（甲南大学）

14名 5回
（内合同

1回）

不確実性を伴うシステムにおいて意思決定
が必要な場合，OR的手法での問題解決を目
的として議論した．それらの組合せによる
発展などの講演を拝聴し，特に，配置問
題・経済分析・ネットワーク等の最新情報
を交換した．延参加者78名．

西宮市大学交
流センター・
大阪工業大学，
他

7 複雑系とOR 木下正博 
（北海道科学大学）
西川孝二
（北海道科学大学）

15名 4回
（内合同

1回）

複雑系工学と最適化問題の関係を明らかに
するために，複雑系工学の最先端研究講師
を招いて議論を行った．複雑な構造を持つ
対象に対して，最適化の情報処理手法が有
効であることが確認された．講演11件，延
参加者44名．

小樽商科大学
札幌サテライ
ト・北海道科
学大学

8 ORにおける
ゲーム理論

渡辺隆裕 
（首都大学東京）
梅澤正史
（東京理科大学）

10名 6回 ORにおけるゲーム理論研究や様々な分野の
講演者を招聘した．延参加者41名．12月6
日第2回ORセミナーとして「技術者のため
のゲーム理論の基礎」を開催．講演4件，
参加者65名．

東京工業大学
大岡山キャン
パス

9 OR普及のた
めのモティ
ベーション教
育

大堀隆文 
（北海道科学大学）
加地太一
（小樽商科大学）

15名 4回
（内合同

4回）

従来とは異なる視点から，学会会員増強を
主な目的とする研究部会で，一般には難解
と思われているORを学ぼうとする人を増
やす仕掛けについて研究する．発表11件，
延参加者44名．

小樽商科大学
札幌サテライ
ト

10 安全・安心・
強靭な社会と
OR

神藤　猛 
（千葉大学）
横谷大輔
（航空自衛隊）

20名 8回
（内合同

4回）

国家の危機管理，特に安全・安心に対する
強靭な社会基盤を構築，サイバー攻撃，感
染症等多様なインシデントへの有効な対処
と数理的分析，政策立案について議論した．
一部は内閣府報告実施．講演23，延参加者
180名．

政策研究大学
院大学

11 確率モデルと
その応用

穴太克則 
（芝浦工業大学）
吉良知史
（九州大学）
堀口正之
（神奈川大学）

12名 5回
（内合同

1回）

計11件の講演を実施し，部会メンバー間の
研究討議を活発に行った．待ち行列部会と
の共催の「確率モデルシンポジウム」では
当部会関係で3件の発表があった．国際会
議参加発表にも積極的に取り組んだ．延参
加者107名．

上智大学，
神奈川大学

12 公共的社会シ
ステムとOR

諸星穂積 
（政策研究大学院大
学）
田中健一
（慶應義塾大学）

10名 5回 公共的な社会システム全般における問題解
決，意思決定，評価に関して，ORの理論と
応用研究について講演・討議した．発表11
件，延参加者63名．また，秋季研究発表会
にて「特別セッション」を開催した．

政策研究大学
院大学
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13 信頼性 土肥　正 
（広島大学）
肖　霄
（首都大学東京）

20名 6回
（内合同

1回）

信頼性をキーワードに関東・関西・中国地
方と全国で6回の研究集会開催．OR周辺か
らも講演者を招き，13件の招待講演・5件
の一般研究発表．延参加者104名．

金城学院大
学・首都大学
東京，他

14 ビッグデータ
とマーケティ
ング分析

鈴木秀男 
（慶應義塾大学）
高野祐一
（専修大学）

12名 4回 小売業の購買履歴データおよび購買に付随
した「データ解析コンペティション」を開
催，29チーム・延参加者290名を得て，分
析と得られた知見について議論した．

慶應義塾大学

15 リーンマネジ
メントシステ
ム

中島健一 
（神奈川大学）
蓮池　隆
（大阪大学）

7名 5回 徹底的な無駄の排除を念頭におき，環境や
人に優しいリーン（無駄のない）システム
構築に向けた要因抽出のための現状把握や
システム評価について，講演と議論を行っ
た．延参加者42名．

横浜・大阪・
沖縄，他

研究グループ 主査，幹事 メンバー 開催 内　　容 場所
1 都市と地域の

OR
大澤義明
（筑波大学）
石井儀光
（（独）建築研究所）

50名 2回 サマー・セミナーを8月22日に筑波大学で
開催し11件の発表と40名の参加者があっ
た．ウィンター・ワークショップを12月
13・14日南山大学で開催し38件の発表と
76名の参加者があった．延参加者192名．

筑波大学・ 
南山大学

【表彰活動】
□事業の趣旨･内容
本事業は，表彰活動を通じて，オペレーションズ・リサーチの研究および応用を促進し，オペレーションズ・リサーチの
進歩と発達を通じて，文化と産業の発展に寄与することを目的とする｡
（春季表彰）
（1） 第39回普及賞

・久志本　茂（金沢大学）
・大山達雄（政策研究大学院大学）

（2） 第38回実施賞
・キヤノン ITソリューションズ株式会社
・JFEスチール株式会社

（3） 第15回業績賞
・室田一雄（東京大学）

（秋季表彰）
（1） 第4回研究賞

・平井広志（東京大学）
（2） 第3回研究賞奨励賞

・飯塚秀明（明治大学）
・岸本　信（東京工業大学）
・肖　霄（シャオシャオ）（首都大学東京）
・高野祐一（東京工業大学）
・福永拓郎（国立情報学研究所）

（3） 第34回事例研究賞
・山崎　諭（南山大学）ら3人
・岩永二郎（（株）NTTデータ数理システム）ら4人
・巳波弘佳（関西学院大学）ら3人
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（4） 第4回論文賞
・増山博之（京都大学）

（5） 第32回学生論文賞
・五十嵐歩美（修論　筑波大学）
・Wu Wei（呉　偉）（修論　名古屋大学）
・宮内敦史（修論　東京工業大学）
・山之内亮介（修論　南山大学）
・横井　優（修論　東京大学）

【支部活動】
（北海道支部）

活動 年月日 場所 内　　容

総会 2014/3/26 北海道大学
2013年度事業報告，決算，
2014年度事業計画，予算，役員

サマースクール 2014/8/7, 8 斜里町公民館
「評価のOR」と共催
評価のORから2件，OR一般から3件，ファイナンスから4件の発
表参加者21名

講演会 2014/12/19
小樽商大札幌サ
テライト

講演1：テーマ：  地域デジタルアーカイブの構築と歴史資料の
Linked Open Data化による活用

講演2：テーマ：  カーリング科学に向けて～冬季スポーツ工学と戦
術支援技術～

参加者15名

ウィンターワー
クショップ

2015/02/16, 21
夕張市マウント
レースイ

12件の講演と3件の講義
参加者14名

講演会 2015/2/20
小樽商大札幌サ
テライト

講演1：テーマ：  観光におけるシリアスゲームとゲーミフィケー
ション

講演2：  テーマ：スタートアップにおける資本戦略
参加者12名

（東北支部）

活動 年月日 場所 内　　容
総会 2014/3/28 東北大学 2013年度事業報告，2013年度決算，2014年度事業計画など

講演会 2014/3/28 東北大学
佐藤公俊氏（早稲田大学）
「高速鉄道と航空の提携効果に関する分析」

研究会 2014/5/28 東北大学

Hanan Luss 氏（Columbia University）
「Equitable Resource Allocation: Models, Algorithms, and Ap-
plications」

Milan Vlach 氏（Charles University in Prague）
「Stepwise solutions to cooperative bargaining」

研究会 2014/7/4 東北大学
林　俊介氏（東北大学）
「制約付き最適化：錐の制約と無限の制約」
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（中部支部）

活動 年月日 場所 内　　容
総会 2014/3/15 ウインクあいち 2014年度事業・予算・役員承認
第41回支部研
究発表会

2014/3/15 ウインクあいち 12件の発表，参加者46名

特別講演 2014/3/15 ウインクあいち
講師：中村正治（金城学院大学）
題目：累積損傷モデルの応用について
参加者46名

第11回中部支
部シンポジウム

2014/9/27

愛知県立大学サ
テライト（ウイ
ンクあいち15
階）

テーマ「今なら解ける！　問題解決のための最適化技術」
講演者：  宮代隆平（東京農工大学），梅谷俊治（大阪大学），永田

裕一（徳島大学），江崎洋一（キヤノン IT ソリューショ
ンズ）

参加者59名

支部講演会 2014/12/6
愛知大学
名古屋キャンパ
ス

講師：ピトヨ ハルトノ（中京大学）
題目：  ニューラルネットワークによる高次元データの次元圧縮と

可視化
講師：増山　繁（豊橋技術科学大学）
題目：  システムモデリングにおけるアルゴリズム・計算量理論の

意義～鉄道，AGV（自動搬送車），日本プロ野球試合におけ
るスケジューリングを例として～

参加者21名

支部研究会 2014/10/25 名古屋工業大学

講師：志賀元紀（岐阜大学）
題目：機械学習に関する最適化問題
講師：伊藤弘道（三菱重工業株式会社）
題目：民間航空機のORモデル
参加者18名

支部研究会 2014/11/29 石川県文教会館

講師：前田義信（新潟大学）
題目：  人工学級ゲームを用いたプレイヤとエージェントのハイブ

リッドシミュレーション
参加者14名

支部研究会 2014/11/30
金沢学院大学サ
テライト教室

講師：寒河江雅彦（金沢大学）
題目：統計的非線形判別分析法とその周辺
参加者14名

出前講義
2014/10/29～31, 
11/4～7, 11/13

名古屋市立名東
高校

テーマ 「  オペレーションズ・リサーチを知る～EXCEL実習を通じ
て」

講師：  柳浦睦憲（名古屋大学），中出康一（名古屋工業大学），茨
木　智（名古屋市立大学），奥田隆史（愛知県立大学），橋
本英樹（名古屋大学）

講習会 2014/12/20 名古屋市立大学
題目：ソルバーで解決～フリーソフト使用編
講師：茨木　智（名古屋市立大学）
参加者20名
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（関西支部）

活動 年月日 場所 内　　容

記念講演会 2014/3/22
キ ャ ン パ ス
ポート大阪

山本達司氏（大阪大学）により「Stock Crash and R-Squared around 
a Catastrophic Event: Evidence from the Great East Japan Earth-
quake」という演題で講演を拝聴し，20名の参加者があった．

総会 2014/3/22
キ ャ ン パ ス
ポート大阪

2013年度事業報告・決算および2014年度事業計画・予算などが承認さ
れた．参加者は20名であった．

支部シンポジ
ウム

2014/7/5
大阪大学中之
島センター

「この課題，ORで解けますか？～企業の課題にOR研究者が答える企業
事例研究会～」というテーマで3件の講演を拝聴し，パネルディスカッ
ションを行った．
参加者は30名であった．

支部講演会 2014/10/25
関西学院大学
大阪梅田キャ
ンパス

「ゲーム理論研究交流会」を開催し，4件の講演を拝聴した．19名の参
加者があった．

（中国・四国支部）

活動 年月日 場所 内　　容

総会 2014/3/28 広島経済大学
平成25年度活動・決算報告，
平成26年度支部役員・活動予定・予算の報告

支部事業
（ISS2014）

2014/8/19 広島大学
信頼性・保全性の確率モデルに焦点を当て，当該分野の最新の研究成果
について7件の講演を行った．

シンポジウム 2014/11/22
米子コンベン
シ ョ ン セ ン
ター

鳥取県および隣国韓国における IT産業における人材育成や品質指向ソ
フトウェアマネジメント技術に関する現場での問題に関する8件の講演
を行った．

講演会
2014/11/11
2015/3/12

鳥取大学
研究部会「ソフトウェア品質マネジメントと最適化」主催分
講師：全2名

講演会
2014/7/26
2015/3/10

広島工業大学
下関市立大学

研究部会「SCM&サービス工学へのOR応用」主催分
講師：全2名

講演会
2014/12/9
2015/1/29
2015/2/27

鳥取大学
研究部会「地方都市の数理解析」主催分
講師：全3名

講演会

2015/2/7
2015/2/12
2015/2/19
2015/2/26

広島工業大学
徳島大学
鳥取大学
広島大学

講師：川勝英史氏（尾道市立大学）
講師：一ノ瀬元喜氏（阿南高専）他4名
講師：山川純平氏（三菱電機コントロールソフトウェア）
講師：片桐英樹氏（広島大学）
その他，協賛事業2件

（九州支部）

活動 年月日 場所 内　　容
総会 2014/3/22 福岡大学 H25年度活動報告，H26年度活動計画，14名参加

講演会 2014/3/22 福岡大学
岩本誠一氏（九州大学名誉教授）「『最適化の数理 II　ベルマン方程式』
前後」，14名参加

講演会 2014/7/19
九州工業大学
サテライト

大橋正良氏（福岡大学）「水平展開を目指したセンサネットワークの研
究開発」，15名参加
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研究会 2014/7/19
九州工業大学
サテライト

2件の研究発表，池田　諭氏（宮崎大学），太宰　潮氏（福岡大学），15
名参加．

交流会
2014/10/25～
10/26

旅館魚半
1泊2日合宿形式の九州地区における若手研究者中心の交流会，15件の
研究発表，38名参加

講演会 2014/10/25 旅館魚半 吉良知文氏（九州大学）他2名「野球と動的計画法」，38名参加

講演会 2014/12/6 西南学院大学
川崎英文氏（九州大学）「Lovasz拡張とL凸関数の凸性について」，17
名参加

研究会 2014/12/6 西南学院大学
2件の研究発表，林田　実氏（北九州市立大学），中田寿夫氏（福岡教
育大学），17名参加

【会議】
（1）　通常総会

開催年月日 議事事項 結 果
2014.4.21
（三菱重工業（株））

1.　2013年度事業報告の件
2.　2013年度収支計算報告および監査報告の件
3.　2014年度–2015年度役員承認の件

承認
〃
〃

（2）　理事会（略）
【役員】
理事（非常勤）     監事（非常勤）
定数：12人から18人（現在：18人）   　定数：2人（現在：2人）
任期：2年     　任期：2年

 2014年度末現在

【職員】（略）
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【会員状況】
2014年度入退会状況

名誉会員 正会員 学生会員 賛助会員A 賛助会員B 合計
2014.2.28 12 1730 288 37 （46） 18 （18） 2085 （64）
入　会 40 104 1 （1） 1 （1） 146 （2）
退　会 ▲1 ▲72 ▲88 ▲2 （▲2） ▲4 （▲4） ▲167 （▲6）

移
動

学→正 23 ▲23
正→学 ▲2 2
正→名

資格喪失 ▲24 ▲24
復　活
2014年度累計 
純増減

▲1 ▲35 ▲5 ▲1 （▲1） ▲3 （▲3） ▲45 （▲4）

2015.2.28現在 11 1695 283 36 （45） 15 （15） 2040 （60）

 （　）内は口数

支部別会員数（2015. 2. 28）

前年比
支部 名誉会員 正会員 学生会員 賛助会員A 賛助会員B 合計 個 賛
北海道 0 54 5 1 0 60 4
東　北 1 58 7 0 0 66 ▲4
中　部 0 149 38 1 0 188 ▲3 ▲1
関　西 1 240 31 5 0 277 ▲12
中四国 0 100 15 1 0 116 ▲6
九　州 0 81 30 0 0 111 5
本　部 9 1013 157 28 15 1222 ▲25 ▲3
合　計 11 1695 283 36 15 2040 ▲41 ▲4
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  2015–2016年度役員承認の件 （第3号議案）

会務役職 非改選役員 新役員
会　　長 大宮英明（三菱重工業（株））
副 会 長 室田一雄（東京大学） 山下英明（首都大学東京）

中川慶一郎（（株）NTTデータ数理システム）
庶　　務 土屋利明（日本電信電話（株）） 根本俊男（文教大学）
国　　際 後藤順哉（中央大学）
研究普及 樫尾　博（東京ガス（株）） 野々部宏司（法政大学）
編　　集 水野眞治（東京工業大学） 猿渡康文（筑波大学）
会　　計 渡辺隆裕（首都大学東京）
渉　　外 伊藤大雄（電気通信大学）
広　　報 米沢　隆（日本 IBM（株））
支　　部 増山　繁（豊橋技術科学大学）
無 任 所 古川哲也（九州大学）

市川雅也（MHIエアロスペースシステムズ（株））
中山　明（福島大学）

監　　事 桑畑暁生（一般財団法人電力中央研究所） 高橋　豊（京都大学）


