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1980年度秋季研究発表会

1980年度秋季研究発表会が， 10月 7 日 8 日 9 日(見学会)，東

京都調布市の電気通信大学で開催されました.この大会は，同大学

の森口繁一教授を実行委員長とする実行委員会で運営されました.

以下，その報告です.

概括 OR作業をサポートする目的でコンビュータに用意され

今回の特別テーマは「コンビュータと ORJ でした. ている(されるべき) r道具J についてのお話しがありま

十数年前にも，これに類したテーマがとりあげられたと した. r道具J のもとになる算法(処理法)を研究するだ

のことですが，その後の「コンピュータと ORJ の発展 けでなく，それを[使いやすいソフトウェア j として，

を考慮し，また電通大という大学の性格を考えて，この 設計し開発していくことも， ORの仕事の重要な一部で

テーマが選ばれました.研究発表は，特別テーマに関す あると感じさせられた次第です.

るものも含めて一般発表99件，研究部会報告を含むベー 2 日目は，目立製作所の味村重巨氏による， r これから

パー・フェアが12件，そして特別講演が 3件と合計 114 の経営計画とコンビュータ j の講演でした.御自身の経

件におよびました.また，大会参加者は，正会員249名， 験をもとに，高度成長時代の現状延長型の拡大計画とは

賛助会員42名，学生会員50名，非会員 19名，と当初の予 異なった「環境即応型の経営計画システム」について話

惣をはるかに上回り， 360 名に達しました.大会初日 されたわけですが，聴講者からの質問もあり，非常に活

(1 0月 7 日)には，本部において，理事およびフエローの 況のある講演でした.

会議 2 日目には，モニター会議と論文誌の編集会議が 特別講演の会場は， 500 人以上も収容できる大教室を

開かれるなど盛会のうちにその幕を閉じることができま 使いましたので， r広すぎるのでは ?J と心配していまし

した. たが，各講演とも多数の御出席を得て，大変盛況でし

シンポジウム た.

東京周辺での発表会で、は，恒例になりましたが，大会 参加者の特別講演に対する期待は多大であり，題目や

に先立つ 10月 6 日には， rゲーム理論とその応用J と題し スピーカの選定をより周到にしなければならないという

た第 8 回シンポジウムが開催されました.ゲーム理論の ことを痛切に感じました.

シンポジウムとしては，日本で初めてとのことで，それ 一般発表

だけ関係者の方々の意気込みが強く感じられました.東 A-Eの 5 つの発表会場と特別講演の各会場が分散す

京工大・鈴木先生の研究室の方々により，準備・運営が るのをきけるように，また収容人数を考えて，普段はー

なされ，発表件数は 8件，参加者は討論者を含めて36名 般教室に使われているA ， B の 2 つの建物に各会場を配

でした. 置しました.建物としてはやや古く，日頃の酷使(? )も

特別講演 手伝ってか，少々薄汚れた会場となりましたが，発表者

第 1 日目の午前は青山学院大学の鵜沢昌和氏により や参加者の方々の熱気には，それをカバーしてあまりあ

「コンピュータ・サイエンスとビジネス・データプロセ るものがあったと，実行委員一同胸をなでおろしたもの

ッシングJ の講演が行なわれました. r人聞の諸活動に でした.

ともなって生ずる情報(データ)の処理を念頭においた さて，発表の内訳ですが，特別テーマ 7 件をはじめと

け青報処理教育」のあり方について，氏の体験を通して して，数理計画 19件，信頼性11件，ゲーム理論 7 件，シ

のお話があり， rORの対象」 と rOR 教育のあり方j ミュレーション，ネットワーク，経営，待ち行列各 6 件

との関連において，大変興味深い話題でした. などでした.理論・応用にと多彩な報告でしたが，事例

午後は臼本ユニパックの小林弘和氏により， rORにお 研究の発表はまだまだ少ないような気がしました.OR

けるコンピュータの利用技術について J という題目で， 問題の発掘や問題提起の意味を含めて，この関係の発表
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用イとされている MDS (Management Decision Sys- たほうがよかった.部会報告では，部会での成果を要約

tem) の具体的な内容や，経営者の評纏に関心をもって でもよいから勾織物にして窓布してくれると有幾い.地

いTこからである. 方にいて部会に参加できない学会員にとっては年 2 図の

その他各テーマ別の発表は， OHP等を用い親切な説 発表会だけが接触するチャンスであるから.

現をされる方もかなり見受けられた.しかし，専門外の 懇毅会は 7 日夕方キャンパス内の食堂で潔かれた.

入にも発表内容の主演が伝わるような説明宅どしてくれる 突は，私は懇親会に滋療するのは初めてであったので少

人が少なかったように恩われた.環論ないし解法指向型 し気おくれしないでもなかった.出てみると気軽な雰囲

のテーマに加えて，問題指向裂のテーマもかなり多く見 気であり，会費分の飲食は十分楽しめ，さらに自分の研

受けられた.片方に織ることなく適当なバランスを保つ 究に役立つ情報入手のチャンスがあり，携な投資ではな

のが翠ましいのではないか.ペーパー・ブェアはテーマ かった.松田会長や森口大会委員長の議しぶりも，今大

別に学生講義室で行なわれたため，少し入りにくかっ 会の参加人数の多かったことを反映してか，終始明るか

た.章者僚のように向一会場内を仕切ったブースで行なつ ったのが印象的であった小草場喜怒科大学 事選ロ透}

第 4 回理事会議閤 (55-11-28) 10. 第 1 回数理計嗣シンポジウム論
会合記録 1.第 3 団理事会議事録の承認 文集の販売委託のお願いについて

( )内は出席者数 2. 入港会 11. OR誌の特集について

編集委員会 10}� 3 B(金沢 10) 3. ~定款ならびに総鮒の一部変更案 12. 視察ßll派遣について

支部長会議 10月 6 日(月 )(12) 4. 昭和55年度秋季研究発表会なら 13. 日本学術会議から派遣を希望す

会計幹事会 1O}� 24 日{金)( 3 ) びに第 S 図シンポジウム報告 る学術関係鼠際会議および派途侯

庶務幹事会 10}j 2告白{水)( 5 ) 5. 昭和56年度奏家研究発表会の理主 ;総者の推薦について

研究奨及委員会 iO}j 30 臼(木)(1!) 備状況 14. 昭和ラ6年度事業計画ならびに予

IAOR委員会 10丹沢民(金)( 2) 6. 昭和56年度秩挙研究発表会につ 算案の作成について

月例i講演会 ll}j 5 B(水)(12) いて 15. その悠

編集委員会 11 月 7 13 (金)(11) 7‘第 1 回ORセミナーの報告

表彰委員会 11月 11 日(火)( 6) 8. 研究普及委員会規穫について

理事会 11月 28日(金)(16) 9. モニター会議報告

編集後記あけましておめでとうごぎいます.本年も昨 などが本誌の財政を複撃，学会の会計年度が始まる 3 }j

年同様，会員および読者諸氏のご協力，ご支援をお願い から購読料をやむなく改訂せざるをえない状況となりま

申し上げます.炉今綴集委員会の任期も本年半ばまで. した.読者諸氏のご潔解とご協力をお願いし、たします.

ここまでくればゴールがJìえてきたようなものでずが， 炉本号の特集は fカントザー・ 9 スク J. 最近の綾府ゃ

いままで以上気を緩めずまいりたいと思います.いま一 企業などの海外投資の増加にともなって，投資先の悶の

番の気がかりは次に引き継いでくださる方々がすんなり リスクをましく評掘することはまずまず重大となってい

決まるかどうかです‘砂新年早々綴の痛む謁緩ですが， るようでず.こういった分野にも OR ;òt果すべき役割が

昨今の諸物価の高騰はもちろん今月から値上げの郵便料 多くあるように思いますが，いかがでしょうか. (M) 

書~1，-ilil~'/Y-f
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