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日本オペレーションズ・リサーチ学会関西支部 

２０１６年度ニューズ・レター 第１号 

2016年 6月 24日発行 

 

平素は OR学会関西支部の活動にご協力賜り，誠に有難うございます．2016年度支部事業

である支部シンポジウムの企画もまとまりましたので，今年度のニューズ・レターの第１号

をお送り致します．ぜひご参加頂ければと存じます．関西支部の企画につきましては，支部

のWebサイト（http://www.orsj.or.jp/kansai/）にも掲載しており，継続的に更新しております．

今年度もすでに 3ヶ月が過ぎましたが，引き続きご支援とご協力をお願い致します． 

 

関西支部支部長 岳 五一 

幹 事 小出 武 

 

１．2016年度支部役員の紹介 

   支部長 岳 五一 甲南大学 知能情報学部 

 副支部長 森田 浩 大阪大学 大学院情報科学研究科 

 監 事 能勢 豊一 大阪経済大学 経営学部 

  山下 信雄 京都大学 大学院情報学研究科 

 幹 事 小出 武 甲南大学 知能情報学部 

 運営委員 井垣 伸子 関西学院大学 総合政策学部 

  乾口 雅弘 大阪大学 大学院基礎工学研究科 

  梅谷 俊治 大阪大学 大学院情報科学研究科 

  大村 雄史 近畿大学 経済学部 

  奥原 浩之 大阪大学 大学院情報科学研究科 

  甲斐 良隆 関西学院大学 専門職大学院経営戦略研究科 

  笠野 学 三菱重工業株式会社 

  多田 実 同志社大学 政策学部 

  中村 達也 西日本旅客鉄道株式会社 

  羽室 行信 関西学院大学 専門職大学院経営戦略研究科 

  藤江 哲也 兵庫県立大学 大学院経営学研究科 

  益田 照雄 帝塚山大学 経営情報学部 

  増山 博之 京都大学 大学院情報学研究科 

  松尾 博文 神戸大学 大学院経営学研究科 

  毛利 進太郎 神戸学院大学 経済学部 

  森原 一郎 大阪大学 情報基盤本部 
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  山川 栄樹 関西大学 社会安全学部 

  山川 茂孝 株式会社電通 

  尹 禮分 関西大学 環境都市工学部 

  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 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 

  菊田 健作 兵庫県立大学 経営学部 

  木庭 淳 兵庫県立大学 経済学部 

  栗尾 孝 パナソニック株式会社 

  椎原 正次 大阪工業大学 情報科学部 

  柴田 淳子 神戸学院大学 経済学部 

  滝根 哲哉 大阪大学 大学院工学研究科 

  巽 啓司 大阪大学 大学院工学研究科 

  中尾 芳隆 キヤノン ITソリューションズ株式会社 

  永持 仁 京都大学 大学院情報学研究科 

  畑 正夫 兵庫県立大学 地域創造機構 

  北條 仁志 大阪府立大学 大学院理学系研究科 

  松崎 健一 株式会社 JSOL 

  森田 裕之 大阪府立大学 経済学部 

  吉冨 康成 京都府立大学 大学院生命環境科学研究科 

  木村 俊一 関西大学 環境都市工学部 

  檀 寛成 関西大学 環境都市工学部 

  中西 真悟 大阪工業大学 情報センター 

  林坂 弘一郎 神戸学院大学 経営学部 

 

 

２．支部研究講演会のご案内 

主 催：日本 OR学会関西支部 

テ ー マ：ORの第一線で活躍する女性研究者たち 

日 時：2016年 7月 16日（土）12:40-17:00（12:00開場） 

場 所：常翔学園大阪センター 301教室  
大阪市北区梅田 3-4-5 毎日インテシオ 3F 

URL: http://www.josho.ac.jp/facility/osakacenter.html 
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オーガナイザ：  

井垣伸子（関西学院大学 総合政策学部 教授） 

梅谷俊治（大阪大学大学院 情報科学研究科 准教授） 

 

研究講演会の趣旨： 

オペレーションズ・リサーチ（OR）分野の女性研究者は増加を続けており，活発な研究が展

開されています．本関西支部研究講演会には，OR各分野において理論的研究から応用・実用

化まで第一線で活躍中の多くの女性研究者の中から，関西を中心に招聘させていただきまし

た．講師の先生方には，「ORの第一線で活躍する女性研究者たち」というテーマの研究講演

をいただきます．女性研究者の横顔と研究成果を紹介し，研究者間の情報交換や学生の OR

研究への意欲促進を意図しています．そして，女性のみならず，OR分野の研究者として生涯

活躍するためのモチベーションの向上，および OR 分野の研究者全体の更なる増加と社会貢

献を期待したいです． 

 

プログラム（敬称略）： 

「開会のあいさつ」 

岳五一（甲南大学知能情報学部 教授・関西支部長） 

井垣伸子（関西学院大学 総合政策学部 教授） 

講演 1  「いろいろな『R&D for IH』問題」 

大野ゆう子（大阪大学大学院 医学系研究科 教授） 

講演 2  「ものづくりにおける最適化問題」 

森澤和子（大阪府立大学大学院 工学研究科 教授） 

講演 3  「学生アンケートを考慮した学習意欲向上のための授業設計」 

柴田淳子（神戸学院大学大学院 経済学研究科 准教授） 

講演 4  「レクトリニア配置問題」 

胡艶楠（名古屋大学 情報文化学部 助教） 

講演 5  「動画広告割当のオンライン最適化」 

澄田範奈（国立情報学研究所 ビッグデータ数理国際センター 特任研究員） 

「閉会のあいさつ」  

          井垣伸子（関西学院大学 総合政策学部 教授）  

          梅谷俊治（大阪大学大学院 情報科学研究科 准教授） 

 

参加費：無料 

 

 

 



 4

３．支部シンポジウムのご案内 

主 催：日本 OR学会関西支部 

テ ー マ：「地域経営と経営の科学の交差点 — 地方創生に ORが果たす役割」（仮題） 

日 時：2016年 11月 

場 所：大学キャンパス等 

オーガナイザ：畑正夫（兵庫県立大学） 

 

シンポジウムの趣旨： 

政策の成熟度に応じた事業の統合化やそのための基盤づくり，実施した事業の総合的な評価

を行うことに焦点を当て，専門領域の研究者，地方創生の実務担当者等を講演者として招聘

してシンポジウムを開催する．また，パネルディスカッション形式での意見交換を行い，OR

が担うべき新たな領域について参加者とともに考え，「経営の科学」の ORと「地域経営」の

戦略の間の新たな接点の模索を目的とする． 

講演者数：3－5名 

 

 

４．日本オペレーションズ・リサーチ学会関西支部協賛「The 19th Czech-Japan Seminar on 

Data Analysis and Decision Making under Uncertainty (CJS2016)」のご案内 

Sponsors: Czech-Japan Research Project, Matsumoto University  

Supporters: Research Interest Group on Type-1 and Type-2 Fuzzy Systems (SOFT) 

          Kansai Chapter of the Operations Research Society of Japan (ORSJ)  

日 時：2016年 9月 5日（月）－ 7日（水） 

場 所：松本大学（長野県松本市）  

詳細については以下をご覧ください． 

http://www-inulab.sys.es.osaka-u.ac.jp/czech-japan2016/ 

 

 

５．今後の企画について 

上記以外の企画は次のニューズ・レターに掲載する予定です．なお，関西支部で行う企画

などについてご意見やご提案などございましたら，支部事務局（or-west-office@orsj.or.jp, 担

当 小出）までご連絡いただければ幸いです． 


