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数理科学シンポジウム開催のご報告とお礼

国際数理科学協会

会員各位 平成 27年 4月 1日

　 2015年 3月 14日、大阪国際大学・枚方キャンパスにて開催された、数理科学シンポジウ

ムに関するご報告を致します。午前中の雨にも関わらず、ご参加頂きました先生方には感謝申

し上げます。

9時 45分から 17時まで研究発表 11件と特別講演 1件を終えて、17時から代議員会を兼ねた

総会を開催させて頂きました。　参加者 22名、協会スタッフの水落さんと尾形さん、学生アル

バイト 2名のご協力の下、無事終了しました。その後、17時 30分から懇親会は、大いに盛り

上がり 20時まで宴会が続きました。

皆様のご協力の下、無事終わることができたことをご報告させて頂きます。

　次回は、他学会との協賛をお願いして、もう少し多くの参加者が集まる様に工夫するつも

りでおります。今後ともご支援の程、よろしくお願い申し上げます。

代表理事　植松康祐
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シンポジウムは、以下のプログラム通り行われました:

第 1セッション　 9:45–10:45 座長： 植松康祐（大阪国際大学）　　　　

1. 豊田正志（玉川大学）・川崎敏治（日本大学）　「有界連続写像全体からなる空間における不動点

定理とそのニューロンモデルに関係する微分方程式への適用例」

2. 北條仁志（大阪府立大学）　「消費者による小売業者選択問題」

第 2セッション　 10:45–12:15 座長： 北條仁志（大阪府立大学）　　　　

3. 安達康生（大阪国際大学）・安高真一郎（大阪国際大学）　「差分進化を用いた中小自動車工業に

おけるスケジューリング問題の解法」

4. 植松直哉（Univ. of Northern Iowa）・植松康祐（大阪国際大学）　 “Application of Coalitional

Game to Grouping of Students in a Classroom”

5. 大鑄史男（名古屋工業大学）　「時系列データのフラクタル的解析方法について」

特別講演　 13:00–13:50 座長： 藤井淳一（大阪教育大学）　　　　

　瀬尾祐貴（大阪教育大学）　「算術・幾何平均の不等式を巡って」

第 3セッション　 14:50–15:50 座長： 会沢成彦（大阪府立大学）　　　　

6. 川崎敏治（日本大学）　 “On some integrals between the Lebesgue integral and the Denjoy

integral”

7. 川崎敏治（日本大学）　 “Fixed point theorems for widely more generalized hybrid mappings”

第 4セッション　 16:00–17:00 座長： 藤井正俊（大阪教育大学）　　　　

3. 道工 勇（埼玉大学）　「非線形項をもつ確定的積分方程式に対する確率解の構成」

4. 会沢成彦（大阪府立大学）　「リー代数の表現論による共形ガリレイ不変な微分方程式の導出」

第 5セッション　 16:00–17:00 座長： 川崎敏治（日本大学）　　　　

3. 宝崎隆祐（防衛大学校）・千葉隆司（防衛省）　「損耗を伴うネットワーク阻止ゲーム」

4. 松尾太平（防衛大学校）・宝崎隆祐（防衛大学校）　「初期状態が目標の個人情報である捜索ゲーム」
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社員総会議事録

2015年 3月 14日

場所：大阪国際大学　枚方キャンパス

時：17:00～17:30

議長：代表理事　植松康祐

出席者（代議員）：植松康祐、会沢成彦、石井博昭、富永雅、藤井淳一、宝崎隆祐、北條仁志、和多田淳

三、（顧問）：長尾壽夫、田畑吉雄、藤井正俊、寺岡義伸

総社員数 28名、出席者数 28名、（委任状含む）。総会は成立。

議題

1. 報告事項

(1) 事務所移転の件昨年の七月一日に事務所移転をしました。礼金 15万円、引越し代金 10万円、他関

連費用含め優に 50万円以上かかりました。これにより、今年度以降、事務所賃貸料約 50万円削減

見込み（年間）。

(2) Vol.77-1,2,3を予定通り発刊致しました。

(3) 決算報告及び次年度予算別紙参照願います。

(4) 代議員鈴木武先生退任の件鈴木武先生（早稲田大学）が、当協会を脱会されましたので、規約によ

り自動的に代議員も退任となりました。

2. 審議事項

(1) 2015 年度 SCMJ 誌発行予定の件 2015 年度は、SCMJ 誌を３巻（Vol.78 － 1、2、3）と special

editionとして、1冊の発行を予定しております (special editionは、和多田先生に編集をお願いし

ており、和多田先生からのご説明がありました)。

(2) ホームページ改訂の件従来オンライン版の論文の abstractが読みにくいと不評でしたのでPDF修

正ソフトにより改善いたしました。今年度以降、abstractの下の余白を活用して abstractの日本

語訳や著者による自己紹介等に使っていただくつもりです（又、ホームページビルダーで協会の

ホームページ改訂も企画しております。HP改訂につきましては、会員の要望や意見を反映してい

くつもりです）。

(3) 論文オンライン版・既発行雑誌掲載論文の一元化の件従来から同一論文においてオンライン版・雑

誌版の二つのページがあることが問題点として指摘されておりました。他方で、論文開示の速報

性を重視した論文オンライン版に関しては著者より根強い要望もありました。そこで既発行雑誌
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掲載論文については、順次、オンライン版を雑誌掲載論文と同一の内容に改めHP掲載とします。

これにより、従来から指摘された問題点解消と、論文開示の速報性を両立いたします。

(4) SCMJ雑誌の電子書籍化の件印刷費・郵送費・及び在庫管理コスト削減の為、Vol.78より電子書籍

版を PDF形式で作成するつもりです。（現在、印刷に一冊約 700円かかっております。）現状では

会員の資格として、年間三回発行の雑誌を受け取れる事になっていますが、各会員の希望を伺い、

PDFでかまわない会員は PDFによる雑誌の受け取りに変更することで印刷コスト等を削減して

いくつもりです。なお、PDF 形式での受取会員は、パスワードを付与する事に致します。

(5) 新規会員獲得活動・会員間交流活動の件本日行われたような学会を継続的に開催する事により若

手会員の獲得活動・会員相互の交流を活性化させる。又、学生会員制度についても検討しており

ます。

(6) 正会員年会費変更の件諸物価値上がりや協会の財政状態を考え、年会費を 6000円→ 8000円に改

めます。

以上

理事会議事録

総会終了後、ただちに理事会が開催された。理事 10名（委任状を含む）、監事 1名が出席されたので、

理事会は成立し、総会での決定事項は全て全員の賛成が得られ承認された。
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２０１4年度 貸借対照表
(14/1/1-14/12/31)

（￥）会計
借　　　　　　方 貸　　　　　　方

科　目  期　首  期　末  科　目  期　首  期　末

 固定資産(保証金） 1,077,615 1,077,615  協会活動予備資金
 流動資産 914,993 1,741,906  出版基盤強化積立金 500,000 500,000
 (定期預金) 0 0  TOTAL INDEX 積立金 414,993 414,993

0
　(普通預金) 914,993 1,741,906 　IT機器積立金
　(現金) 0 0 　事務所移転積立金 1,077,615 1,077,615

　事務機購入積立金 0
安全資産ファンド 6,864,970 6,869,024 　減価償却積立金 0

　回転資金 0
　繰越金 6,864,970 7,695,937

合　計 8,857,578 9,688,545 合　計 8,857,578 9,688,545

外貨会計
借　　　　　　方 貸　　　　　　方

科　目 期　首 期　末 科　目 期　首 期　末
 固定資産 協会活動予備資金 $55,812.33 $52,297.86
 流動資産 IT機器積立金 $0.00
 定期預金（★） $1,069.77 $1,069.89  ＄ー￥準備金
  普通預金（★） $54,742.56 $51,227.97  繰越金 $0.00
　$国債2（★） $0.00 $0.00 合　計　＄ $55,812.33 $52,297.86
　合　計＄ $55,812.33 $52,297.86

　（ユーロ）（★） € 60.00 € 2,074.40 （ユーロ） € 60.00 € 2,074.40
　￥マルチマネー ¥14,659,493 11,667,694 ￥マルチマネー ¥14,659,493 11,667,694
　￥普通預金 ¥6,831 184,836 ￥普通預金 ¥6,831 184,836

数理科学推進基金会計
　　　　借　方 貸　方

科目 　　　　期　首 　　　期　末 科目 　　　　期　首 　　　期　末
清水基金 1,000,000 1,000,000 ISMS受賞基金 1,000,000 1,000,000
功力基金 100,000 100,000 国際研究交流基金 1,737,510 1,737,510
石原 2,000,000 2,000,000 通信費 0 0
その他 539,080 538,580 交通費 0 0

繰越金 901,570 901,070

合計 3,639,080 3,638,580 合計 3,639,080 3,638,580

★印は、為替相場変動リスクあり　2014年12月末IUSD=120.55,1€=145.05 期末総資産（円ベー
ス：31,785,054円）
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国際数理科学協会会員募集

国際数理科学協会（ISMS）は、1948 年の創刊より、約 60 年、国際的に高い評価

を得てきた Mathematica Japonica(MJ)と、その姉妹誌で電子 Journal と Paper
誌とを持つ Scientiae Mathematicae(SCM)とを発行し、数理科学の発展に貢献し

てきました。今世紀この両誌を合併、21 世紀 MJ/SCM New Series “Scientiae 
Mathematicae Japonicae(SCMJ)”と名称を変更し、純粋数学から応用数理まで

をカバーする国際的学術誌として発行を続けております。今日まで 260 巻を越え

る、日本で最大量を誇る数理科学の学術誌です。

（１） 日本のみならず、海外 20 ヶ国に渡る 80 名の著名な教授・研究者が、

Editorial Board に参加しています。掲載可能と判断された投稿論文は、印

刷版のみならず電子版として掲載されております。SCMJ に掲載された論

文は、Mathematical Review や Zentralbatt によって review されていま

す。

（２） SCMJは、世界中の多くの図書館へ配布されています。SCMJの印刷版は、

関連する研究者グループに積極的に紹介されており、研究者間交流を促進

するのに役立っております。

（３） ISMS 年会：ISMS 会員・非会員が集まり、発表・討論する研究集会が毎

年行われています。

[会員に対する特典] 
（１） SCMJ の online version へ自由にアクセス可能となります。（プリントも

自由です。）

（２） 年間３回発行の Scientiae Mathematicae Japonicae(SCMJ)が配布されま

す。

（３） Scientiae Mathematicae Japonicae(SCMJ)への投稿論文が掲載される場

合、掲載料は無料になります。

【2015 年度の会費】 
Categories 日本国 海外会員 途上国会員

正会員 ¥8,000 US$80 €75 US$50 €47 
準会員 ¥4,000 US$50 €47 US$30 €28 
終身会員 下記式による* 扱いなし 扱いなし

生涯会員** 終身会員へ US$750 €710 US$440 €416 
名誉会員 無料 無料 無料
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*資格：①63 歳以上 73 歳未満の正会員で、（73－年齢）×3000 円（注）年齢は、毎年 4 月 1
日現在の満年齢を基準といたします。②73 歳以上の方は、正会員で本人が希望すれば、会

費の払い込みは不要で、会員の資格・特典を終生継続いたします。

国際数理科学協会入会申込書 

申し込み日 年  月  日 

氏名 
（男・女） 

フリガナ （一方消す） 

ローマ字 西暦   年  月  日生 

会員番号 

学校名 科名 卒業年月 

最終学歴 

取得学位名 

勤務先（在学校）研究科・

専攻、学部・学科、あるい

は部・課まで および職名 

同上英訳 

連絡先住所（雑誌等の

送付先） 
TEL（  ）（  ）（  ） 

E-Mail address 

専門分野名 

希望カテゴリー □ 正会員希望 □ 準会員

*********国際数理科学協会事務連絡・入会の問い合わせ先********** 
住所：〒590-0011 堺市堺区香ヶ丘町 1-5-12 浅香山マンション 202 
新規入会担当：水落（ミズオチ）・尾形

電話：０７２－２２２－１８５０

Email:scm4j@jams.jp 
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