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日米共催OR学会(於ハワイ〉に出席して

ハワイの会議はだいぶ前からア〆ワカ翌宣告~OR学

会のウオルシュさんー…8本に 2 ， 3 ベん来られて

非常に皆様とも!日知のガでございますがゆ一一， ζ の

方からたびたび連絡がどざいまして，日本のOR学

会は金を出さないでもよろしい， jとだし相当な人員

をよこしてくれp そとで尽米OR学会の共問主催で

第 1 留のインターナシ誼ナ}f.， .ミーテングをやろう

じゃないかという呼びかけが近藤先生にございまし

た。いろいろ理事会で筆家裁をいたした総菜，ぜひひ

とつチームを作って参加しようじゃ念いかというと

とになったわけでごさゃいます。

それで東京ごと大の弱沢先生， 日大の 83>>.言先生，醤

鉄の村中さん，防衛庁の今村さん，斎藤さん，富士

銀行の失矧さん，東洋レーヨンの木下さんど夫妻，

ぞれから私の計9 名で参加したわけでどざいます。

会議は 9 月の148から188 まで 5 自問行君主われま

した。ハワイのワイキキの美しいプワ γセス・カイ

ウラニというホテルの燐ちのシ且ラトン・ミーテン

グ・ハウスというのがございまして，総合会議をナ

るとまかい部屋がた〈さん分かれております。そこ

を使って 5 日爵の会議をやったわけでございます。

だいたい会議を始めます前には， 8:<ドからは留沢

先生，村中さん，今村ざん，私の 4人がインヴァイ

テッド・ペーパ…という格好で発表をやるというと

とになっていました。

集まりましたのは，新商では 350 人というととに

君主って治号室したが，実際の会議のデータではだ、い

たい 230 人が集まち設して， 58簡にわたりまして

いろいろな講演，ダイスカッションをやったわけで‘

どざいまナ。

アメザカの西部OR学会と店本OR学会の共同主

催でございまナので，その内容のだいたいの事をど

紹介できればと怠ってかるのでございまナ。 だいた

い会議のやち方は，査受粉の尽の午前中は全部一堂に

集まちまして，ハワイの州知事のあいさつがありま

したり，ハワイ大学の学長があいさつしたり，それ

から特別講演としをして，アメリカ国防省財務担当

藤森謙一喝

のとッチ氏〈敬幸容にオナヲデlしが約してあるので国

会議長級の人です〉相当偉い方なのでナが，その人

が今後3 年間の軍事予算の話をされました\)，米空

軍の科学技術主任がエア・デフェンスの話をされま

して，最初から非常に軍事的君主ムードのただよった

会議に怠ったわけでどざいます。発表の総論文の数

は 224 あちました。な$，開会式では笑ば 3 人尽に

私が挟拶に51張り出されました。まあこんな ζ とも

みろうかと原稿を準備してあったので，耳~、をかかず

に主将みましたが，鶴等主念挨拶をして日本チームの一

人一人1i:私から御紹介し，一堂の拾寺三1i:，受けまし

た。そして私は美しい御婦人方からレ 1 1i:掛けてい

ただく役得に接しました。大いに 8本側の参加を歓

迎したウオルシ品さんの演出と患いまナが，イ中身キ

メ細い配慮だと感践しました。

それでセッションがだいたい午前午後 5 つくらい

ずつ分れておちまして，セッションの総数が390 ま

じめに出ましでも 9 セッションしか自られない。

1 人が開き得る数は，玄あ40件念いし50件開ければ

最大であって，みんなで手分けして開けば，ある程

度跨げるわけです。

爽3ま私と湿原さんを除く密沢先生のど一行は，終

ち設してからアメリカを留って滞ってみえて，一ぺ

ん護震を合わしただけで，ハワイのときの会議の内容

などについてディスカッションもやってい君主いの

で，私がとれから主昔話するのは私がととろどとろ出

厚害した時の講演内容のプリントをちょっとのぞいて

みたととと，プログラムをもうーペん兇てみて，こ

んなのがあった，あんなのがあったというふうなと

とからだいたいどういう人が集古ってどんなととが

行なわれたかというととの話になると思います。

章受初はそういう非常に軍事的念色彩のようなムー

ドてe会議が始まったのでどざいまナが，突は会議を

ハワイでやったというととは，ハワイは世主界でも一

番有名な観光保護黄色でどざいまして，われわれみん

なアロハでのんびりと聞いておったわけです。アロ

ハでし~べった方もあり玄すし，ちゃんとネクタイ
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をして上着を着てしゃべった方もございました。

普通家庭やホテルは，だいたいハワイは冷房がな

くてもちょうどいい気持なのですが， ミーテシグ・

ハウスは冷房がありまして，あまりまじめに聞いて

いると，寒くなってぶるぶるふるえるので，誘い合

ってエスケープして泳ぎに行とうでは友いかという

こともあるような会議でございまして，そういう点

は非常に，のんびりとした面もあったわけでありま

す。

内容につきましでは，非常に軍事的な面もござい

ましたが，何日でしたか，われわれ日本の仲間と豪

州から来た人たちが 2. 3人仲間にいたり，その人

は宇宙開係のことをやっている人らしくて，泳いだ

帰りに「月に 2. 3 年たてば行けるかな」とのんび

り言っているような，なかなか俗人離れをした人も

いました。遊ぶときになると，おい一緒に行とうと

いうことで泳いだりしておりました。

会議の進め方は，こういうふうに一堂に会したの

は最初の月曜日の午前中だけでございまして，あと

は全部セッションに分かれて， 1 単位は10人から30

人くらいのミーテインク'iJ~一番多かったようであり

ます。

いろいろスライドとかリフレクターであるとかプ

ロジェクターを使うのに非常に適していたせいか，

そういう準備が皆様およろしいので，てきばきと会

議をそういう機械をよく使って進めたということが

印象づけられました。

それからわれわれも少しぬかったのですが，自分

のしゃべるペーパーのプリントは，実は自分で準備

していけと最初の案内に書いてあったのです。処が

こちらのペーパーを送れという連絡に依り送ってあ

るから，向うで印刷してくれたと思っていたと ζ ろ

が，出番の前の日になって自分のものがないととに

気が附き，び、っくりしてあわててて印刷したという

失敗もありました。なかなか準備よく印刷をしてまテ

るのがだいたいのようでございました。

次にどういう方が集まったかというととですが，

やはり一番多いのはオペーション・リサーチ関係の

コンサルタントの方のようで，だいたい70人前後集

まっておられます。とのコンサルタントの方々は，

ほとんど宇宙飛行関係の問題あるいは国防関係の問

題を主としてやっておられるのだろうと思います。

その次に多いのは大学の先生で，アメリカの大学

が20，スエーデンが 1 つ，日本は東京工大の国沢先

生と日大の田原先生というととになります。アメリ

カはだいたい西部のみならずMI T. エール，ニュ

ーヨーク大学というところからも集まっておりまし

て 1 つの大学たとえばカリフォルニア大学あたり

の先生は，ずいぶん大ぜい見えておりました。

それから航空関係の会社の方が非常に多い。とれ

はダグラス，ボーイング，ロッキード，ノースウエ

ス七ユナイテッド・エア・ラインo 航空関係とし

ましては，だいたい製造業が主でどざい主ナが，営

業方面はトラフィック関係の問題というととで全体

として35名程度の航空機関係の方が集まられてまT り

ました。

それとだいたい同数の軍人の方，ネーピー・エア

ホース・アーミーの方が，集まってまTられたわけで

す。

日本も今村さんと斎藤さんを数に入れると 2 人軍

関係と云えるわけですが，だいたい軍人，コンサル

タント，航空機関係.大学の先生を合計しますと，

会議の傾向がわかるのじゃないかと思います。

それでは，どういう問題が発表され討議されたか

というとまず当日のハワイの新聞の切り抜きがあり

ます。この新聞の予告に r350 人のスペシャリスト

が集まって会議が聞かれる。議題については，非常

に広範な範囲，生物医学的な問題から交通のコンゼ

ッション，それから宇宙飛行の問題.こういう範囲

のものがディスカッスされるというふうなととが出

ておったのでございます。

内容につきましては，国沢先生に聞きましたらだ

いたい 9割は軍事的危ものじゃないかという話がど

ざいました。内容はよくわからないのですが，中の

論文を統計的に拾ってみますと，基礎的なものある

いは計画的なものが一番多いようです。中には，そ

の内容は軍事目的あるいは宇宙航空の目的に利用さ

れるものが多いかと思うのですが，その次には軍事

目的のもの。

との軍事目的のものも非常に広範な範囲に及んで

おりまナが，その次は宇宙飛行関係のものです。そ

の次に来るのがトラフィックの問題。それから一般

の企業に対ナるものであるとか銀行の問題保険の問

題が点々とあって. 224 件の発表になったという ζ

とになるわけでどざいます。

あとから出席しないセッションのプリントを見

て，こんなのがあったのかと思ってbったんですが，

考古学の分野という論文がありました。 ζれはどう

いうことをやっているかといいますと，中を読んで

みるとツタンカ{メントとかピラミットとカミミイラ

の話が盛んに出てまTるのでナ。それを宇宙科学研究

所の方が発表しているわけです。
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宇宙航空の問題と考古学の問題とどういう関係が

あるのかと思ったのですが，その関係ではなしに，

その宇宙科学研究所に勤めている方が同僚の数学者

でサイエンチェストである考古学者がエジプトのミ

イラを発摘した場合の象形文字であるとか陶器の模

様などをいろいろ整理して，それを電子計算機にか

けてどうする，とうするという話でどざいます。

そういうような問題から生物保学的な問題，人間

の脳の問題というととで，いろいろ念がI宍者さんの

ブjk も参加されて拾ったわけでどざいます。

私も交通のととぐらいですと，どうやら内容がわ

かるのでございますが，あとの乙と実はちんぶんか

んぷんでどざいます。いろいろ聞いていますと OR

の流れでものごとを考えて，持さんディスカッスさ

れているというととがbぼろげながらわかってくる

よちな気がするわけでどざいます。その中で 2. 3 

勺のついた問題をわ話したいと思ってb ります。

それで 1 つはシステム・デザインと申しますか，

いろいろ組織のととをバーわれる分野の ORが非?古に

数多くディスカッスされてわるわけであり主ナ。と

れはたとえばミサイルの発射でも，宇宙飛行の問題

でも， どちいう組織とどういう計算機とどういうふ

うにコンノ:インしてやったのが能率的であるか， う

まくいくかというととに友ると忠、うのです。

乙の分野が宇宙飛行の問題から私の専問分野であ

る道路関係まであります。一例はウエスト・ノぞージ

ニア州の道路局について，道路の建設運営を合理化

するためのシステムはどういうのがいいかというこ

とに女tするレポートなども出てかりまして，なかな

か広範に ζ ういう問題が使われているようでござい

ます。

その 1 っとして発表されました論文に，カリフォ

ルニア大学のイングリッシュという先生がザ・エン

ジニアリング・デザイン・プロプレム・サム・エコ

ノミック・コンシダレーンョンというととを発表さ

れたのです。

との内容はエンジアリング・ファンクションとい

うものは，いろいろ経験，研究というものから来る

のだというととで，図表に依り判り易く説明があり

まして，いろいろ電子計算機などをコンパインして

とういう組織にすべきであるという基礎的君主ととを

ディスカッスされてわります。

なかなかとのシステム・デザインと申しますか，

こういう分野についての研究が非常に盛ん培、のに驚

きました。ただしとれを批評ナる方もありまして，

つシサルタシトに頼むと， とにかく手前かつてにい
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ろいろ組織を作ってくれる。それを使うか使わない

かは当事者の判断によるというととで，少し勝手左

判断でやり過ぎて，高い金を取って困るといってい

る人もありました。

やはりこういう問題が発達していくためには，と

ういうスペシャリストがいろいろ考えて，それを当

事者が採用する探用L友いはまた別かもしれません

けれども，オペレーション・リサーチあるいは電子

計算機を使って組織を動かして行く，そして最高

責任者に意志決定をする資料を提供し，決定したな

らば，それに依って円滑に組織が動いて行く組織体

の組Jr.のデザインが，今後の OR発展の 1 つの姿と

感じられました。とれば軍事的目的でも平和目的で

もいろいろ使えるのでは念いかということで， との

システム・デザインにつきまして. 1 つの感銘を受

けたわけでございまナ。

それからもう一つわもしろいと思いましたのは.

OR とどういう関係があるか初めはちょっと見当っ

か念かったのですが，テクニカル・パブリケーショ

ンズ・ア・ヱュー・デメンジョン・イン・ OR とい

うとと，ウオルシュさんの奥さん等がとの仕事をや

ってbられることもあって，なか念か熱心に取り J".ー

げておられたのでナ。

要するに伐術的な出版物をどういうふうにアレン

ジをすると，一得能本がいいかという乙とのような

のです。

ウオルシュさんの奥さんがハワイの会議はだいた

いとういう段取りであるという予備連絡に日本に来

られまして，国沢先生や私がお目にかかったのです

が，そのときにテクニカル・パブリケーションの問

題を提起されて，アメリカにソサイエティー・オプ・

テクニカル・ライターズ・アンド・パプリッシュと

いう 1 つのソサイエティーがあるので，道路公団も

ぜひとれに入ってくれというふうなととを言われた

り日本にこういうことを研究している方がおるかと

聞かれたのですが，私はちょっと気がつかず，今の

ととろそういうととはどぎいませんという返答をし

てbいたのです。

とれはどういうととかといい主ナと，とのセッシ

ョンがございまして，さすがにそのセッションだ、け

あって，そのセッション全部の講演内容をまとめで

ある印刷物ですが，模範を示そうという ζ とでしゃ

べる人の写真をまず入れて，内容主で入れたものを

待さんに配ってくれたのです。りっぱなものですか

ら，たいていわれわれ問員はとれを持ってきたと J也、

うのです。
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この中でどういう ζ とがディスカッスされている ル・パプリッシュの問題というのは，そういうとと

かというととを 1 つだけど紹介してみますと‘アメ だろうと思うのです。

リカ空軍の方が一緒に出席していまして，会議では 人から引き継ぎを'~けた書類は，なかなか自分で

アロハを幸子たりなんかしているのでどうも軍人ら L はものにできないもので，結局どこかに積んで、がい

いとは思ったけれども，あとで読んでみると米~W て，臼分はまた相当の行から聞いて書類を作る。そ

本部の中佐の方です。 ういうことをやってbっては進歩がないので，大い

紡局との方はどういうととを ~rっているかといい に勉強する価値があるので;まないかと感じたわけで

ますと，情報の量と質との問題をいろいろ議論され ございます。

まして苦手 Icì分たちが附っているのは，あまり佼 紅、の専門のトラフィ y クの方ではどんな問題があ

えないデータをコミニュケーンョンでじゃんじゃん ったかとけi しますと，スエーデンのストックホルム

送ってきて，それで詰まって，一役大事なデジショ 大学の先生の高速道院、で速度制限をいろいろ従えて

ン・メーキングの非常に邪魔になゐ。 みた場合の事故の問題という諭よどがありまして• :JI' 

それは念ぜかというと，いろんな規定や仕様書が 常にわもしろく f辛勝、したわけでございます。とうい

あるけれども，役に ιっ:(，のと役仁 Jにたないものが うこたが実験できる!I~はなかなか幸いだと店、うので

どっちゃまぜになっていて，役に冗たないものが多 すが，われわれは力足らずしごなかなかそ Iこまでい

過ぎる。 きま吐 /c/" たと点ば名神高速道路て、は♂だん 100 寺

どうしてもクオン 3 ティーとクォリノィーのつ〉 リのスビートをや-，てお?打ますが，あれを 120 キロ

トラパシーをうまくやらなければいけないというと にした場介は事故がど 'J なるとか. 80キロの場合は

とで自分の方の空軍でどういう ζ とをやったかとレ、 どうなるとか，そういうことをや〆〉てみ、ると Jド?吉に

うととをこれに書いてあります。 わもしろいだろうと思いまナ。

とれにはデータ・マネージメント・ワーキング・ それからカリフォルニア大学のパイプ教段の諭え:

グループというものを作って. I"r分たちの関連して ですが，乙れは近断の混維をウエーブ・セオリーつ

わると ζ ろのもので仕様書であるとかマニュアルで 主りうんと混んでくると|苛[-運転現象が始まるわけ

あるとかスタンダードであるとか 9 千の印刷物があ ですが，それをウエーブ・セオリーで数学的に間短

る。 9 千の印刷物を洗ってみて，重複したものや tr' の所花を発表したものです。それから高速道路のー

いものを整理したととろが 3 千になった。 3 千を 方向が 2 車線とか 3 車線或はそれ以 lニの場合に内側

さらに整理しまして今度は又別の整理.方法を用いて から外側の車線に IH たり〉くその逆の場合に交通流が

500になった。その500のものをオーソライズ・デー いろいろ入り乱れるわけですがとの問題を流体力学

タ・リスト (AD L)というととで，各部隊どとに 的に扱って，定常流と不定常流の考え方で交通の流

システム・フ。ログラムデレクター，データ・マネー れを微分方程式に依つである仮定のもとで解析した

ジメント・オフィサーというものを指定して今後や 研究がありました。又空港の活関するときのキュー

っていきたいという工うなととを~~~.ってがられま イングの問題，それからヘリコプターを利用しでも

す。 っと貨物運搬左どの能率をあげる問題であるとか，

とのテクニカル・パブリケーションと院佐の関係 そういうふうないろいろな問題もござい主した。

はないかもしれませんが，私どもは実はアメリカ人 交通関係ではだいたい10 くらい問題があったと忠

はなかなかデータの空理が上手であるといふうに思 うのですが，ちょうど私たちの発表の時間ともうー

っておるのに，とのアメリカでさえデータの整理に つのトラフイ y ク・プロクラムとぶつかり主して，

ついてはいろいろ苦労してbちれることを知ったわ それには出席できませんでした。

けでございます。 あとどんな ζ とがあったかと云うことですが，セ

特に皆様はそうじゃ友いかもしれませんけれども y ションの分け方についてもいろいろ考えがあった

私自身は勤め先にbける書類の整砲はでたらめでど のかと思いますが，同じようなことがほかでも~:て

ざいまして，方々の書類が来ると積んでわく。ごく きたりするものですから，一々の部会に出席してい

必要左ときは，新しいものを持っていくというと左 たわけでもございませんので，詳しくお話し出来念

で，書類がたまる一方なので，実にまずいと思って いので会議のフ。ログラム(別表〉により御判断願い

かり，うまく書類をファイリングしてむだなものを たいと思います。

貫主くす方渋はないかと考えてがり士十が，デクニカ それからハワイの方々の ORについては，プぞいた
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いハワイそれ自身が観光地でどざいまナので，ハワ 取ってやってまTるのですが，ホテルのミーテングハ

イの観光事業にどれくらい人が来るだろうか，ハワ ウスをあれだけ借り切っては，収支つぐなわないと

イ観光の輸送問題，ハワイの外国貿易の問題まあそ 思うのです。君主かなか費用もふんだ、んにかけてやふつ

ういう問題が議論されてbったわけでどざいます。 てがります。

とれは私聞きたくて聞けなかったので，どなたか ハワイの会議は，ウオルシュさんが円分の会社の

聞いていたかもしれませんが，コンセプション・オ 週中を数名引っばってきて，ウオルシュさん円身と

プ・寸ベレーション・リサーチというので，オペレ ウオルシュさんの奥さん，ウオルシュさんの子供さ

ーション・リサーチの定義などについての 1 つのセ んまで一役買いまして，主な人の空港のHl迎え，見

ッションがあったわけであります。とれは潮合にわ 送り。それからウオルシュさんがチアマンをやると

もしろそうだから聞きたいと，ELっておりましたが， ともあるのですが，円分で\胃、板を引きずり回して，

聞きそこなってしまいました。 朝早くから起きて会場のアレンジメントをやるとい

何分まじめな勉強の話ばかり左のでナが，非常に うぐあいで，非常にアピリティーのある活動力のあ

/1本のデリゲートを大切にしてくれまして，火曜に るああいう人が中心にやられたので，ハワ f の会議

はコグヅク・ショウがあるから，見たいものは全部 も非7官に技会事実に終ったのじゃないかと考えてわり

米いというととで，火曜日の午前中一同そろってウ 主すo

f ルシュ犬人に車で連れていってもらってコグァク あまりおもしろい話もごさいませんし，戸イスカ

・ショウを見たり，夜はほとんど毎晩のようにいろ ヅスされた内容等につきましても，私の多少わかる

いろエンター・テーメントがありまして，それでい 交通関係以外のととは'1"分何が何だかわからずに情l

ろいろ各方面の方々と顔見知りになりました。その いているような次第でございますが， 1"Jかご質問が

ためにアメリカの方に行って国沢先生のど一行は向 ござましたら ， :;fテ答え巾しとげたいと，思います。

うでまたインテイメートな気分になれたと思います だいぶおそくなって，そろそろ日も暮れてまいり

が，やはりハワイは遊覧地でございますので，毎晩 ましたので，まとまらない話でございますが，ハワ

どとかのホテルでフラグンスを入れた食事のノ，-テ イの OR学会はとんなものだったというととのど報

ィがあるわけです。月曜，火曜，水曜，木曜，金曜 告を，乙れをもって終らしていただきたいと思いま

と，ほとんど毎晩連続でございました。 ナ。

それで，私達もこの費用を初めは心配していたの 附衣

でナが，全部向うが持ってくれました。ただしミセ TENTH ANNUAL AND FIRST INTERNA-

スだけはだめだ、というので，木下さんは奥さんの分 TIONAL MEETING WESTERN SECTION 

だけは払わされてb りました。だいたい一晩 7 ， 8 ORSA 

ドルから 10 ドルくらいナるわけですが，とれをほと PROGRAM (紙面の関係でSession の表題と報

んど向うで負担をしてくれたのです。とれには少k 告数にとどめた。詳細は ORSA の BuJletin に

恐縮した次第ですが，とれは日本のチームにだけの 掲載される予定である。〉

t，'ý典だった様です。 Monday， September 14 

いろいろ聞いていると，アメリカの軍関係の委託 Session A : WeIcome and Major Addresses 

研究で，相当費用が流れているから，あれだけ歓待 (挨拶 3)

をしてくれたのだと実は思ったわけでございます。 Session B : Business Meeting of Western se・

そういうととで夜のパーティーで近づきになり ction ORSA 

またエスケープして一緒に泳ぎに行くとか，そうい Session C : Business and Industrial Applica-

うのんびりした点もあって，非常に有効適切友会議 tions (報告 5)

だったとわれわれは思ってb ります。 Session D : Data and Information Retrieval' 

今度日米共同の第 2聞の国際会議を東京でやれ報告 5)

京都でやれといわれましても，日本の OR学会では Session E : Stochastic Modeling (報告 5)

，棒を締めてかからないと，なかなかOKができ左 Session F : Cost-Effectiveness (報告7)

いのじゃないかと思います。Session G : Supplementary Program 

との会議の参加費用は 1 人25 ドルのあとのランず Session H : Supplementary Program 

とかレセプショシは 3 ドルとか 5 ドル秤度の繁用は Session 1 : The Reception 
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Session J : The Banquet 

Tuesday, S3ptemb~r 15 

Session A : Decision Making (報告 5)

Session B : Reliability and Quality Control 

(報告 6)

Session C : Social Science and B巴havior (報

i号 5)

S~ssion D ‘ Biomedical Models and Analysis 

1 (報告・ 6)

Session E: Supplementary Program 

Session F : Supplementary Program 

S己ssien G : Combat Analysis 作~i今日)

Session H : Management Relationships (科目??

5) 

Sessioll 1 : Economic日 and Costing (報告~ 9) 

Session J : Biom己dical Models and Analysis 

1I (報告 4)

Session K : Supplementary Program 

Session L : Supplementary Program 

Wednesday, September 16 
Session A : Planning (報告 8)

Session B: MonteCarlo and Queueing Models 

(報告 8)

Session C : Traffic Applications (~~~!;. 4) 

Session D : OR Presentation and Education 

(報告 5)

Session E: Supplernentary Program 

Session F : Supplementary Program 

Session G : Simulation (報告7)

Session H : Systems Evaluation (報告 9)

Session 1 : Probl巴m Solving Methods (保子;・

5) 

Session J : Logistics and Maintenance (報何ー

7) 

Session K : Supplementay Program 

Session L : Supplementay Program 

Thursday, September 17 
Session A : Space Applications (報告4)

Session B : System Design (報告7)

Session C : Scheduling and Allocation (報告

5) 

Session D : Government Applicatiol1s (報告

日)

Session E : Supplementary Progral11 

S巴ssion F : Supplementary Program 

Session G : Luncheon 

Session H : Aerospace Applications (報告 5)

Session 1 : Use of OR in Hawaii (報骨 10)

S巴ssion J : Computer Uses and Capabilities 

(報告 5)

Session K : Concepts of Operatiol1s Research 

〈報件 5)

S巴ssiol1 L : Supplementary Program 

Session M : Supplementary Program 

Friday, September 18 

Sessiol1 A : Tl巴chnical Publications • A New 

Dil11ension in OR (報告 5)

Session B : System Models (線千 5)

S巴ssion C : Military Applicat卲ns (様子 9)

Session D : Mathematical Models (幸W~';. 7) 

Sessiol1 E : Supplementay Program 

Session F : Supplementary Program 

Session G : Operations Research in Japan 

Military Uses of Operations Research in 

Japal1 Especially in Japanese Air Defence 

Forces. Kazuo Imal11ura, Operations Anaｭ

lysis Group, Japan Air Defence Force, 

Tokyo , Japan. 

The Apolicatiol1 of Operations Research 

to Road Traffic. Kenichi Fujimori, Japan 

Highway Public Corp. , Tokyo, Japan. 

An Exper匇ent of a Train Schedule. Kiｭ

yonori Kunisawa Tokyo Institute of Teｭ

chnology, Tokyo, Japan. 

Traffic Volume Vs. Traffic Distance from 

Angle of Operations Research. Akira Muｭ

ranal王a， Japanese National Railways, Toｭ

kyo, Japan. 

Session H : Sol11e Methods and Models for 

Operations Research (報告 5)

Session 1 : Tansportation Applications (報告

5) 

Session J : Some Results in Operations Reｭ

search (報告 4)

Sessiol1 K : Supplementary Program 

Session L : Supplementary Program 
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