
学会だより  

問合せ先：神戸学院大学経営学部 三通弘明   

ETmail：Sandoh＠ba．kobegakuin，aC．jp   

詳細につきましては，http：／／kguel．eb．kobega－   

kuin．ac．jp／～or2005f／sympo／をご覧下さい．  

OR学会事務局：FAX．03（3815）3352   

E－mail：kenkyu＠orsj．or．Jp   

●平成17年秋季研究発表会   

日 程：9月14日（水）研究発表会，懇親会  

15日（木）研究発表会  

16日（金）見学会  

場 所：神戸学院大学 有瀬キャンパス  

特別テーマ：「ユビキタス社会とOR」  

実行委員長：塩出省吾（神戸学院大学）  

特別講演：（参加費無料）   

長谷川利治氏（南山大学）  

事前振込参加費：正・賛助会員6，000円，学生会員   

2，000円，非会員8，000円  

当日申込参加費：正・賛助会員7，000円，学生会員   

2，000円，非会員10，000円  

（但し，学生の方は，学生証提示で2，000円）  

登壇料：非会員の方のみ，参加費と別途2，000円／件  

（本学会の許可が必要）  

＊事前申込は本号に綴込みの振替用紙にて9月6日  

（火）までにお振込下さい（欠席の場合，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：9月14日（水）  

（会費：事前振込4，000円 当日申込5，000円）  

問合せ先：2005年日本OR学会秋季研究発表会実行   

委員   

神戸学院大学経営学部 塩出省吾 大角盛広   

E－mail：Or2005f＠ba．kobegakuin．ac．jp  

＊詳しくは，http：／／kguel．eb．kobegakuin．ac．jp／～   

or2005f／をご覧ください．  

見学会：9月16日（金）（参加費4，000円）  

見学場所：UCC上島棚排㈱六甲アイランド工場   

神戸酒心館（清酒「福寿」酒蔵）須磨寺等  

問合せ先：兵庫県立大学環境人間学部 米山寛ニ  

オペレーションズ・リサーチ   

●第54回シンポジウム   

日 程：9月13日（火）  

場 所：神戸学院大学 有瀬キャンパス  

テーマ：「マネジメント再考とOR」  

実行委員長：三通弘明（神戸学院大学）  

プログラム：  

13：00～14：00「研究開発のマネジメント」   

野村淳二（松下電工㈱）  

14：00－15：00  

「生産のマネジメントーその『狙ってきたもの．狙   

うべきもの』－」   

中川義之（キヤノンシステムソリューションズ㈱）  

15：10～16：10「マーケテイングのマネジメント」   

中島 望（大阪大学大学院経済学研究科）  

16：10～17：10  

「金融のマネジメントーリスク管理と資本政策－」   

甲斐良隆（関西学院大学経営戦略研究科）  

協賛学会：経営情報学会，㈱計測自動制御学会，日本   

応用数理学会，佳0日本経営工学会，日本経営システ   

ム学会，地理情報システム学会  

事前振込参加費：正・賛助会員3，000円，学生会員  

1，000円，非会員4，000円  

当日申込参加費：正・賛助会員4，000円，学生会員  

1，000円，非会員5，000円  

（但し，学生の方は，学生証提示で1，000円）  

＊事前振込は，本号綴込の振替用紙にて，9月6日  

（火）までにお振込下さい（欠席の場合，参加費の返   

金はできません．予稿集を送付致します）．なお，   

会員特典として，個人正会員（年会費納入済み）が   

シンポジウムに参加する場合は，春，秋開催のうち   

年1回に限り，シンポジウム参加費が無料となりま   

す．この特典を利用する場合は事前申込が必要です．   

研究発表会にもご参加の場合は，本号綴込みの振込   

用紙の「特典利用」に○をつけて研究発表会参加費   

をお振込下さい．シンポジウムのみご参加の場合は，   

下記OR学会事務局宛にFAXで記入済み振込用紙   

を送付，またはメールにて特典利用の旨をご連絡下   

さい．  
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プログラム：  

1．10月20日（木）9二30～12：30   

「リスクマネジメントの最適化」   

オーガナイザー：福島雅夫（京都大学情報学研究   

科）  

（1）「震災リスクを考慮した道路ネットワークの冗長性   

の効果：空間応用一般均衡アプローチ」   

多々納裕一，土屋哲（京都大学防災研究所）  

（2）「企業佃値最大化のための借入比率」   

甲斐良隆（関西学院大学経営戦略研究科）  

（3汁数理最適化による空港手荷物検査のリスク管理」   

熊野信太郎（三菱重工業高砂研究所）  

（4）「Optimization－basedDataMininginCreditCard   

RiskManagementJ   

ShiYong（Chinese Academy of Sciences   

Research Center on Data Technology＆Knowl－   

edgeEconomy）  

2．10月20日（木）14：00～17：00   

「離散凸解析の新展開」   

オーガナイザー：岩田覚（東京大学大学院情報理工   

学系研究科）  

（1）「離散凸解析の基礎」   

室田一雄（東京大学大学院情報理工学系研究科）  

（2汁離散凸解析の数理経済学への応用」   

田村明久（慶應義塾大学理工学部数理科学科）  

（3）「ポテンシャルゲームと離散凸性」   

宇井貴志（横浜国立大学経済学部）  

（4）「劣モジュラ幾何学序説」   

平井広志（京都大学数理解析研究所）  

3．10月21日（金）9ニ30～12：30  

「連続最適化」   

オーガナイザー：水野眞泊（東京工業大学社会理工   

学研究科）  

（1）「非線形最適化法の最近の動向」   

矢部博（東京理科大学理学部数理情報科学科）  

（2汀大規模な半正志値計画問題の解法」   

中田和秀（東京ユ業大学社会理ユ学研究科）  

（3）「CVaR最小化とその応用」   

後藤順哉（筑波大学システム情報工学研究科）  

甘汁多相分割問題の共役性と双対性」   

川崎英文（九州大学大学院数理学研究院）  

4．10月21日（金）14：00～17：00  

「数値最適化」   

オーガナイザー：山本哲朗（早稲田大学理工学部）  

（81）59丁   

E－mail：yOneyama＠shse．u－hyogo．acjp   

●第16回企業事例交流会   

趣 旨：企業軒例交流会とは企業のOR実務担当者に，   

OR▲夫施例（問題の発隼からさまぎまな菩労を経て   

解決に坐るシーf′芳謡など）を新規研究の発表という形   

式ではなく，ORグ）過用事例とし、う位置付けで発表   

していただき，サ識者の九 他企業の方と意見交操   

をして頂く場です．  

日 程：9J】141】（水）  

場 所二神／i・、君完人′、r  イブ●瀬キャンパス  

参加方法：研究発表会のセッションの一部として行な   

いますので，研究発表会参加の手続きをして下さい．  

会 場ニG会場  

スケジュール：  

14：40～16：10   

「環境制御機器の省エネ・快適作協調制御システム」   

人林史明（松卜電l二㈱）   

「マンダム「オンリ叫ワンマーケテイング」への挑   

戦一企業や新のDNAがブランドを帝て，マーケテ   

イングナレッジを創る一」   

挑M稚好（㈱マンダム 常務取締役）  

「′夫務美績データ清川による緊急保安相車両の最適   

配置」   

木村折之介，橋本建一∴ 本間埋暢司（東京ガス㈱）  

16：2（）－17：20   

「中国におけるものづくり経験」   

＃多忠文（元広東松トエコシステムズ有限公亘1前   

祉上主）  

「マスカスタマイゼーション対応のサプライヤ生産   

計内システムの開発」   

卜．野いH・、奥原浩之」灘川二広鴇人・、ぎ：），渋木宏明  

（マツダ㈱），倉本敏明（㈱ワイエヌエス）  

聞合せ先：能勢豊一一（人阪l二業大′、予L学部，   

E－mail：nOSe＠dim．oit．acjp）  

●第17回RAMPシンポジウム   

日 程：10Jj201I（木），21tl（食）  

場 所：シティ弘前ホテル  

主 催：倖0‖本オペレーションズ・リサーチ学会  

懇親会：10JJ20‖（木）シティ弘前ホテル  

参加費：一一般5，000lli，′、門三2，000日  

（懇親会曹5，000日，論文集のみ4，000円）  
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（1）「Equilibrium Programs with Equilibrium ConT   

StraintsandElectricityMarketModelsJ   

Danny Ralph（JudgeInstitute of Management，   

UniversityofCambridge）  

（2）「線形計画問題に対する内点法の新しい計算複雑度   

解析と中心曲線の幾何学的性質」   

1二谷隆（統計数理研究所）  

（3）「パス追跡回路…式を回路で記述するSPICE指向   

型数値解析法」   

山村清隆（中央大学理工学部）  

（4汁大域最適化の実用化に向けて」   

山下浩（数理システム）  

実行委鼻長：陳′」、君（弘前大学）  

問合せ先：第17［・ブ」RAMPシンポジウム事務局   

E－mail：ramp2005＠st．hirosaki・u，aCJp   

Tel．0172（39）3639，Fax．0172（39）3541  

＊第17回RAMPシンポジウムではポスター発表を   

募集しています．詳しくはhttp：／／www．st．   

hirosaki－u．aC．jp／～ramp2005／をご覧Fさい．  

●研究部会・グループ開催案内   

〔AHPの世界〕  

・第7回  

日 時：8月4日（木）14：00～17：00  

場 所：㈲電力中央研究所 大手町第1会議室   

千代任＝ズ大印†卜6－1大手町ビル7階733室  

テーマと講師：  

（1）鈴木 潤（芝浦二L業入学）  

「文科省技術予測調査における集団AHPによる市   

民ニーズ把握の試み」  

（2）宮崎浩一 （電気通信人サ）  

「金融工学におけるAHPの利用例」  

問合せ先：大屋隆生（（郷電力中央研究所）   

Tel．03（3480）2111   

E－mail：Ohya＠criepi．denken．or．Jp   

Fax．03（5497）0318   

●他学協会案内  

他学会等が主催する大会やシンポジウムで当学会が  

協賛しているものについては，原則として主催学会の  

会員と同じ費用で参加できますので，皆様奮ってご参  

加下さい．  

・日本知能情報ファジィ学会（協賛）  

主 催：日本知能情報ファジィ学会  

日 程：9月7日（水）～9日（金）  

場 所：電気通信大学情報システム学研究科（IS）棟，   

西5号館  

問合せ先：   

〒182－8585 調布市調布ヶ丘ト5－1   

電気通信大学大学院情報システム学研究科   

第21回ファジィシステムシンポジウム実行委員長   

矯山智訓   

TEL／FAX．0424（43）5669   

E－mail：hashiyama＠is．uec．ac．jp  

＊詳しくは，http：／／fss2005．tlab．is．uec．ac．jp／をご覧   

下さし、．  
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学会事務局夏期休暇のお知らせ  

8月8日（月）～12日（金）   

川川＝＝＝川＝川川＝‖‖＝川＝＝川＝日日‖川＝＝＝‖川‖‖厄  
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