
日本オペレーションズ・リサーチ学会関西支部 
２００６年度ニューズ・レター 第１号 

２００６年１０月１日発行 
 
日頃は OR学会関西支部の活動にご協力賜り、有難うございます。遅ればせながらではあ
りますが、2006年度のニューズ・レターをお送り致します。 

9 月半ばに愛知大学で開催された第 56 回シンポジウムも無事終了し、OR 学会活動も年
度後半を迎えております。関西支部においては、これから 11 月から 12 月にかけて、支部
講演会、産学研究者交流会と、支部主催で行う大きな行事を予定しております。ここに、

両行事の開催案内を掲載致しますので、ぜひご参加下さい。 
OR学会活動を活性化するためのアイデア、大歓迎です。支部活動につきまして、ご意見、
ご要望などありましたら、どしどしお寄せ下さい。支部役員の方々を始め支部会員の皆様

のご協力を得て、支部活動を盛上げていきたいと考えておりますので、今後ともどうぞよ

ろしくお願い致します。 
関西支部幹事 栗尾 孝（松下電工(株)） 

 
１．第 3回支部研究講演会 開催の案内 
日時：２００６年１１月１８日（土） 
場所：京都芝蘭会館本館 山内ホール 
テーマ：「スケジューリング設計法 -- 離散最適化アプローチを中心として -- 」 
 趣旨：スケジューリングの設計の仕方を離散最適化アルゴリズム観点から捉え、この分

野の理論と実践で活躍されている方を講師に招き最新の話題を紹介して頂きます。

特に、これからスケジューリングの勉強・研究を始める学生・研究者や企業でスケ

ジューリングに携わる方にとっても講習会としての役割も果たせるよう、基礎概念、

代表的手法、理論結果の総括、最近の動向、事例への適用例、実装上のノウハウな

どについても講演全体を通じてできるだけ系統的に紹介致します。 
 プログラム： 

13:00～13:55 「いま一度ジョンソン法 －スケジューリング理論入門に代えて－」 
軽野 義行 氏（京都工芸繊維大学工芸科学研究科） 

13:55～14:50 「割当型問題に対する汎用解法構築の試み」 
柳浦 睦憲 氏（名古屋大学情報科学研究科） 

15:05～16:00 「モデリング －スケジューリング問題の捉え方－」 
池上 敦子 氏（成蹊大学 理工学部） 

16:00～16:55 「スケジューリング最適化ソルバ」 
野々部 宏司 氏（法政大学工学部） 

18:00～20:00 懇親会 



参加費：一般 ３，０００円（講演資料・懇親会を含む） 
   学生 無料（懇親会は含まない） 
 問合せ先：永持 仁 
  〒606-8164 京都市左京区吉田本町 
  京都大学情報学研究科数理工学専攻離散数理分野 
  TEL/FAX: 075-753-4920 
詳細は http://www-or.amp.i.kyoto-u.ac.jp/or06-3/ 参照のこと 

 
２．産学研究者交流会 開催の案内 
日時：２００６年１２月８日（金） 
場所：インテックス大阪 
テーマ：「学んだ ORと使った OR」 
 趣旨：企業での事例研究を題材として、OR研究者間の交流を図ります。企業の第一線で

活躍されている方に、大学で学んだ ORと実際に利用する際のギャップや、成功し
た例、苦労した点などについて、体験談を語って頂きます。事例発表、ディスカッ

ションの後、懇親の場を設けます。 
本交流会は、ビジネスショウＫＡＮＳＡＩ2006（12月 6日～8日）の中のイベント
として開催します。最終日（12月 8日）に開催する”経営工学関連の各学会が集ま
っての「経営フォーラム」”（10：30～16：00「ものづくりとマネジメント」「教育、
人材育成とマネジメント」をテーマとして、特別講演、パネルディスカッション等

を予定。詳細は後日連絡。）に引続き開催致します。ビジネスショウと合せて、足を

お運び頂ければ幸いです。 
プログラム： 
  16:30～18:00 産学研究者交流会 於：インテックス大阪 会場内 

話題提供者（予定）：相沢りえ子（構造計画研究所） 
高橋 理 （三菱電機） 
中尾 芳隆（キャノンシステムソリューションズ） 
辺見 和晃（構造計画研究所）  他 

  18:00～    懇親会 
参加費：無料（懇親会とも） 
 問合せ先：栗尾 孝 
  〒571-8686 大阪府門真市門真 1048 
  松下電工株式会社 エンジニアリング営業企画部 
  TEL: 06-6908-2911  FAX: 06-6900-1158 
  E-mail: kurio@mail.mew.co.jp 
詳細は http://www.orsj.or.jp/~kansai/index.htm 参照のこと。 



参考：BS公式HP http://www.noma.or.jp/bskansai/ 
   経営（学会）フォーラムhttp://www.noma.or.jp/bskansai/forum.html 
 

３．関西支部のホームページについて 
今回のニューズレターの内容を含め、関西支部活動の紹介を下記のホームページに掲載

しています。ご覧下さい。 
新アドレス http://www.orsj.or.jp/~kansai/index.htm 
 
４． 2006 年度支部役員の紹介 
支部長   野村 淳二（松下電工(株)） 
副支部長 福島 雅夫（京都大学 大学院情報学研究科） 
監事  中島 健一（大阪工業大学 工学部） 

松本 浩樹（(株)システムズアプライドテクノロジー研究所）、 
幹事   栗尾 孝 （松下電工(株)） 
運営委員 淺田 克暢（キヤノンシステムソリューションズ(株) ）  
  石垣 智徳（大阪府立大学 経済学部） 

岩根 正 （兵庫県 産業労働部） 
宇野 裕之（大阪府立大学 大学院理学系研究科） 
大西 匡光（大阪大学 大学院経済学研究科） 
笠原 正治（京都大学大学院 情報学研究科） 
木庭 淳 （兵庫県立大学 経済学部） 
小出 武 （流通科学大学 情報学部 経営情報学科） 
三道 弘明（神戸学院大学 経営学部） 
塩出 省吾（神戸学院大学 経営学部） 
高橋 理 （三菱電機(株)） 
滝根 哲哉（大阪大学 大学院工学研究科） 
中井 暉久（関西大学 工学部） 
仲川 勇二（関西大学 総合情報学部） 
永持 仁 （京都大学 大学院情報学研究科） 
橋爪 崇浩（三菱電機マイコン機器ソフトウェア(株)） 
北條 仁志（大阪府立大学 大学院理学系研究科） 
松崎 健一（(株)日本総合研究所） 
森田 浩 （大阪大学 大学院情報科学研究科） 
吉冨 康成（京都府立大学 人間環境学部） 
井垣 伸子（関西学院大学 総合政策学部） 
伊田 嘉昌（松下電器産業(株)） 



乾口 雅弘（大阪大学 大学院基礎工学研究科） 
馬場 金司（(株)菱友システム技術） 
大村 雄史（近畿大学 経済学部） 
岳 五一 （甲南大学 理工学部） 
近藤 幹雄（ジェイアール西日本コンサルタンツ(株) ） 
益田 照雄（帝塚山大学 経営情報学部） 
見市 晃 （追手門学院大学 経営学部） 
森原 一郎（西日本電信電話(株)） 
山川 茂孝（(株)電通） 
米山 寛二（兵庫県立大学 環境人間学部） 
山下 信雄（京都大学 大学院情報学研究科） 
甲斐 良隆（関西学院大学 専門職大学院経営戦略研究科） 
松尾 博文（神戸大学 大学院経営学研究科） 
山川 栄樹（関西大学 工学部システムマネジメント学科） 
奥原 浩之（大阪大学 大学院情報科学研究科） 

顧問  茨木 俊秀（関西学院大学 理工学部） 
  田村 坦之（関西大学 工学部） 
  田畑 吉雄（大阪大学 大学院経済学研究科） 
  寺岡 義伸（大阪府立大学 大学院理学系研究科） 
  石井 博昭（大阪大学 大学院情報科学研究科） 
 

５．２００６年度 ＯＲ学会関西支部推薦 本部委員 

代議員  福島 雅夫（京都大学 大学院情報学研究科） 

  井垣 伸子（関西学院大学 総合政策学部） 

  近藤 幹雄（ジェイアール西日本コンサルタンツ(株)） 

  大西 匡光（大阪大学 大学院経済学研究科） 

  三道 弘明（神戸学院大学 経営学部） 

  塩出 省吾（神戸学院大学 経営学部） 
  松本 浩樹（(株)システムズアプライドテクノロジー研究所） 
  伊田 嘉昌（松下電器産業(株)） 

  淺田 克暢（キヤノンシステムソリューションズ(株)） 

  高橋 理 （三菱電機(株)） 

研究普及委員 滝根 哲哉（大阪大学 大学院工学研究科） 
  吉冨 康成（京都府立大学 人間環境学部環境情報学科） 


