
三牽三

第5回図学国際会議ＩＣＥＣＧＤＧ参加報告＊
一第6回東京会議に向けて岬

1．はじめに

1992年8月15日から21日まで，オーストラリア

の第2の都市メルボルンのヒルトンホテルオンザパー

クにおいて，国立メルボルン工科大学（ＲＭＩＴ）をホ

スト校にして，第5回図学国際会議「5ｔｈＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ

Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｃ ｏｎＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ Ｃｏｍｐｕｔｅｒ Ｇｒａｐｈｉｃｓ ａｎｄ

Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｖｅ Ｇｅｏｍｅｔｒｙ」が米国工業教育協会設計製図

部会（ＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＤｅｓｉｇｎＧｒａｐｈｉｃｓＤｉｖｉｓｉｏｎｏｆＳｏｃｉ－

ｅｔｙｆｏｒＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＥｄｕｃａｔｉｏｎ：ＥＤＧＤ，ＡＳＥＥ）と

図学国際学会（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ ｆｏｒ Ｇｅｏｍｅｔｒｙ

ａｎｄＧｒａｐｈｉｃｓ）の主催により開催された。

本会議は，1988年にオーストリアのウィーン工科

届
ｍ

平　野　重　雄＊＊

近　藤　邦　雄＊＊＊

大学で開催された第3回図学国際会議，1990年6月

に米国マイアミで開催された第4回図学国際会議につ

ぐ会議である。今回の会議には，開催国オーストラリ

アを始め，日本，中国，スペイン，オーストリア各国

など23ケ国から約150名の参加があり，日本からは

日本図学会主催，日本設計工学会共催の国際会議参加

ツアー（団長：竹山和彦神戸大学教授，本学会会長）

参加者31名および米国経由などの参加者3名を含め

総勢34名の人容であった。

2．国際会議の概要

会議の日程を表1に示す。16日の夕方に参加登録

図ｌ　第5回国学国際会議参加ツアー（於　メルボルン，コモハウス）

■原稿受付1992年11月28日
＝武蔵工業大学工学部（〒158　世田谷区玉堤1－28－1）

…＊埼玉大学工学部（〒338　浦和市下大久保255）
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表1ＳＣＩＥＮＴＩＦＩＣＡＮＤＳＯＣＩＡＬＰＲＯＧＲＡＭＭＥ

Ｓｕｎｄａｙ，］6 Ａｕｇｕｓｔ1992

4．00ｐｍ－ 8．00ｐｍ ‥Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ ：Ｂａｎｑｕｅｔ　Ｌｏｂｂｙ

（ＦｉｒｓｔＦｌｏｏｒ）

5．30ｐｍ　　　　 ：ＷｅｌｃｏｍｅＲｅｃｅｐｔｉｏｎ：Ｓｔｒａｄｂｒｏｋｅ

Ｒｏｏｍ （ｉｎｃｌｕｄｅｄｉｎｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ）

Ｍｏｎｄａｙ．17 Ａｕｇｕｓｔ1992

9．00ｐｍ－10．00ａｍ ：ＯｐｅｎｉｎｇＣｅｒｅｍｏｎｙ

10．30ａｍ－12．30ｐｍ ：ＴｅｃｈｎｉｃａｌＳｅｓｓｉｏｎｓａｎｄＥｘｈｉｂｉｔｓ

12．30ｐｍ－　2．00ｐｍ ：Ｌｕｎｃｈ

2．00ｐｍ－　5．30ｐｍ ：ＴｅｃｈｎｉｃａｌＳｅｓｓｉｏｎｓａｎｄＥｘｈｉｂｉｔｓ

6．30ｐｍ　　　　 ：ＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＳｔｅｅｒｉｎｇＣｏｍｍｉｔｔｅｅ

ＭｅｅｔｉｎｇｉｎＬａｔｒｏｂｅＲｏｏｍ

7．00ｐｍ　　　　 ：ＩｎｆｏｒｍａｌＥｖｅｎｌｎｇ

Ｔｕｅ＿Ｓｄａｙ，18 Ａｕｇｕｓｔ1992

8．30ａｍ－12．30ｐｍ ：ＴｅｃｈｎｉｃａｌＳｅｓｓｉｏｎｓａｎｄＥｘｈｉｂｉｔｓ

12．30ｐｍ－　2．00ｐｍ ：Ｉ．ｕｎｃｈ

2．00ｐｍ－　5．30ｐｍ ：ＴｅｃｈｎｉｃａｌＳｅｓｓｉｏｎｓａｎｄＥｘｈｉｂｉｔｓ

7．00ｐｍ　　　　 ：ＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅＤｉｎｎｅｒ：ＨｉｌｔｏｎＢａｌｌ

Ｒｏｏｍ （Ｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎｒｅｑｕｉｒｅｄ）

Ｗｅｄｎｅｓｄａｙ，19 Ａｕｇｕｓｔ1992

8．30ａｍ－12．30ｐｍ ：ＴｅｃｈｎｉｃａｌＳｅｓｓｉｏｎｓａｎｄＥｘｈｉｂｉｔｓ

1．30ｐｍ－　6．00ｐｍ ：Ｅｘｃｕｒｓｉｏｎ ：ＨｅａｌｅｓｖｉｌｌｅＳａｎｃｔｕ－

ａｒｙ，Ａｕｓｔｒａｌｉａｎ　Ｓｈｅｅｐ　Ｃｅｎｔｒｅ

（ｓｈｅａｒｉｎｇｄｅｍｏｎｓｔｒａｔｉｏｎ）（ｒｅｓｅｒ－

Ｖａｔｉｏｎｒｅｑｕｉｒｅｄ）．Ｌｕｎｃｈ，ｄｒｉｎｋｓ

ａｎｄａｆｔｅｒｎ0 0ｎｔｅａｉｎｃｌｕｄｅｄ

Ｔｈｕｒｓｄａｙ，20 Ａｕｇｕｓｔ1992

8．30ａｍ－12．15ｐｍ ：ＴｅｃｈｎｉｃａｌＳｅｓｓｉｏｎｓａｎｄＥｘｈｉｂｉｔｓ

12．15ｐｍ－ 1．00ｐｍ ：ＧｅｎｅｒａｌＤｉｓｃｕｓｓｉｏｎ，ＣｌｏｓｉｎｇＣｅｒｅ－

ｍＯｎｙ

1．00ｐｍ－　2．00ｐｍ ：Ｌｕｎｃｈ

2．00ｐｍ－　4．00ｐｍ ：ＴｅｃｈｎｉｃａｌＶｉｓｉｔｓａｓｏｒｇａｎｉｓｅｄ

（ｏｐｔｉｏｎａｌ）

が行われ，その後，開会式でのＲＭＩＴのＤ．ピーン

ランド教授，Ⅰ．デピソン氏の歓迎のあいさつに始り，

Ｓ．Ｍ．スレイピー教授（アメリカ　プリンストン大学）

とＭ．ジョーンズ氏（オーストラリア）のＣＡＤに関

する基調講演が行われた。

全体会議の題目と発表者を表2に示す。日本側では
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蓑2　ＰｌｅｎａｒＹＳｅｓｓｉｏｎ

Ｔｉｔｌｅ Ｌｅｃｔｕｒｅｒ

ＶｉｓｕａｌＳｉｍｕｌａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｄｅ－ＷａｌｔｅｒＥ．Ｒｏｄｒｉｇｕｅｚ．Ｇｅ－

ＳｌｇｎＰｒｏｃｅｓｓｅｓ ＯｒｇｉａＩｎｓｔｉｔｕｔｅｏｆＴｅｃｈｎｏｌ－

Ｏｇｙ，Ａｔｌａｎｔａ．ＵＳＡ

Ｔｈｅ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｇｅ－ＥｍｉｋｏＴｓｕｔｓｕｍｉ．Ｏｔｓｕｍａ

Ｏｍｅｔｒｉｃａｌ ＭｏｄｅｌｌｉｎｇｔｏＨｕ－Ｗｏｍｅｎ’ｓＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ．Ｔｏ－

ｍａｎ Ｂｏｄｙ ｋｙｏ，Ｊａｐａｎ

ＴｈｅｏｒｙａｎｄＡｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｏｆ ＫａｚｕｈｉｋｏＴａｋｅｙａｍａ，Ｐｒｅｓ－

ＡｘｏｎｏｍｅｔｒｉｃＰｒｏｊｅｃｔｉｏｎ ｉｄｅｎｔ，Ｊａｐａｎ Ｓｏｃｉｅｔｙ ｏｆ

Ｇｒａｐｈｉｃ Ｓｃｉｅｎｃｅ． Ｋｏｂｅ

Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｋｏｂｅ．Ｊａｐａｎ

Ｔｈｅ Ｍｏｄｅｌｌｉｎｇ Ａｐｐｒｏａｃｈ Ｇａｒｙ　 Ｂａｒｔｏｌｉｎｅ， Ｐｕｒｄｕｅ

ｔｏ　ｔｈｅ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　ａｎｄ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｌａｆａｙｅｔｔｅ．Ｉｎ－

Ｔｅａｃｈｉｎｇ ｏｆＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ

ＤｅｓｉｇｎＧｒａｐｈｉｃｓＣｏｕｒｓｅｓ

ｄｉａｎａ，ＵＳＡ

ＳｔｕｄｅｎｔｓＳｐａｔｉａｌＡｂｉｌｉｔｉｅｓ： ＫｅｎｊｉｒｏＳｕｚｕｋｉ．Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ

ＣｏｇｎｉｔｉｖｅＲｅｓｅａｒｃｈａｎｄｉｔｓ

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ ｔｏ ｔｈｅ Ｄｅ－

ＶｅｌｏｐｍｅｎｔｏｆＣＡＩ

ＯｆＴｏｋｙｏ．Ｊａｐａｎ

ＧｅｏｍｅｔｒｙｆｏｒＥｎｇｉｎｅｅｒｓ： Ｈ．Ｓｅｙｂｏｌｄ．Ｍｕｎ ｉｃｈ．Ｇｅｒ－

Ｗｈ ａｔｄｏｔｈｅｙＬｎｅｅｄＴｏｍｏｒ－

ｒｏｗ？

ｍａｎｙ

Ｅｎｇｉｎｅｅｒｌｎｇ　Ｄｅｓｉｇｎ　ａｎｄ Ｓｔｅｖｅ．Ｍ ．Ｓｌａｂｙ，Ｐｒｉｎｃｅｔｏｎ

ＧｒａｐｈｉｃｓＥｄｕｃａｔｉｏｎ ： Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｐｒｉｎｃｅｔｏｎ．

Ｔｒａｄｉｔｉｏｎａｌ ｖｓ Ｃｏｍｐｕｔａ－

ｔｉｏｎａｌ

Ｎｅｗ Ｊｅｒｓｅｙ，ＵＳＡ

17日に，堤江美子氏（大妻女子大学）が「人体にお

ける幾何学モデリングの応用」について，18日に，

竹山和彦氏（神戸大学）が「軸測投影の理論と応用」

について，19日に，鈴木賢次郎氏（東京大学）が「学

生の空間認識能力の研究：そのＣＡＩ開発への応用」

について，報告された。

日本側の基調講演者が3名であったことは，日本へ

の期待の大きさと共に，日本の研究活動をもっとよく

知りたいという要望が強いからであろう。3名の講演

者の報告は，これらの期待に十分に応えることのでき

た内容であった。また，表2よりあきらかなように，

全体会議は図形科学の工学的応用と教育に焦点があっ

ていたと考えられ，今後の方向を示唆していると思わ

ー42－



れる発表であった。

表3に，17日から20日にわたるテクニカルセッ

ション名を示す。

表3　ＴｅｃｈｎｉｃａｌＳｅｓｓｉｏｎ

Ｄａｔｅ Ｓｅｓｓｉｏｎ

17

ＣｏｍｐｕｔｅｒＧｅｏｍｅｔｒｉｃＭｏｄｅｌｌｉｎｇ

ＧｅｏｍｅｔｒｉｃＭｏｄｅｌｌｉｎｇｉｎＡｒｔａｎｄＳｃｉｅｎｃｅ

ＥｄｕｃａｔｉｏｎｉｎＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＧｒａｐｈｉｃｓ

18 ‾

ＣｏｍｐｕｔｅｒＡｉｄｅｄＶｉｓｕａｌｉｚａｔｉｏｎ

ＴｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎｓａｎｄＰｒｏｊｅｃｔｉｏｎｓ

ＥｄｕｃａｔｉｏｎｉｎＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＧｒａｐｈｉｃｓａｎｄＥｖａｌｕ－

ａｔｉｏｎＭｅｔｈｏｄｓ

ＣｏｍｐｕｔｅｒＡｉｄｅｄＤｅｓｉｇｎ

ＴｈｅｏｒｅｔｉｃａｌａｎｄＣｏｍｐｕｔａｔｉｏｎａｌＧｒａｐｈｉｃｓ

ＥｄｕｃａｔｉｏｎｉｎＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＧｒａｐｈｉｃｓ

19

ＣｏｍｐｕｔｅｒＡｉｄｅｄＤｅｓｉｇｎａｎｄＭａｎｕｆａｃｔｕｒｅ

ＫｉｎｅｍａｔｉｃＧｅｏｍｅｔｒｙ

ＥｄｕｃａｔｉｏｎｉｎＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＧｒａｐｈｉｃｓ

ＣｏｍｐｕｔｅｒＡｉｄｅｄＧｅｏｍｅｔｒｉｃＤｅｓｉｇｎ

20

ＴｈｅｏｒｅｔｉｃａｌＧｒａｐｈｉｃｓａｎｄＡｐｐｌｉｅｄＧｅｏｍｅｔｒｙ

ＣｏｍｐｕｔｅｒＡｌｇｏｒｉｔｈｍｓａｎｄＳｏｆｔｗａｒｅＤｅｖｅｌｏｐ－

ｍｅｎｔ

Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ＣｏｍｐｕｔｅｒＧｒａｐｈｉｃｓ．Ａｎｉｍａｔｉｏｎ

ａｎｄＩｍａｇｅＰｒｏｃｃｓｓｌｎｇ

ＣｏｍｐｕｔｅｒＡｉｄｅｄＤｅｓｉｇｎＥｄｕｃａｔｉｏｎ ：Ｆｕｔｕｒｅ

Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎｓ

セッションは，（1）形状モデリング，投影法や表示

法，アニメーション，画像処理などのコンピュータグ

ラフィックス（ＣＧ）技術，（2）国学，ＣＧを利用した工

学への応用技術，たとえば，ＣＡＤ／ＣＡＭ，機械や

建築の設計活動，（3）エンジニアリンググラフィック

ス，ＣＧなどの新しい教育法の提案とその内容，（4）図

法幾何学とその応用の4つに大別される。セッション

名にはないが，空間認識能力に関する調査や教育評価

が教育セッションのなかにいくつか含まれている。

従来の図法幾何学は発表件数の占める割合が小さく

なってきており，新たな技術を構築したり，教育した

り，それの効果の評価法を調べたりと，扱っている範

囲が非常に広くなってきたという印象を強く受けた。

日本の大会などの研究発表内容と比べてみると，この

国際会議では，美術系に関連した発表が非常に少ない

ように感じた。

3．第6回図学国際会議の日本開催の決定

会議開催中に国学国際学会の運営委員会が持たれ，

第6回の国際会議を2年後の1994年8月下旬に東京

で開催することが決まり，18日の晩餐会の席で竹山

会長より受諾のあいさつがあった。会長のスピーチ内

容を次に紹介する。

一日本国学会　竹山和彦会長のスピーチー

Ｇｏｏｄ ｅｖｅｎｉｎｇｌａｄｉｅｓ ａｎｄ ｇｅｎｔｌｅｍｅｎ．Ｉｔｉｓ ａｇｒｅａｔ

ｐｌｅａｓｕｒｅａｎｄｈｏｎｏｕｒｆｏｒｍｅｔｏｂｅａｂｌｅｔｏａｄｄｒｅｓｓｙｏｕ

ＯｎｂｅｈａｌｆｏｆｔｈｅＪａｐａｎＳｏｃｉｅｔｙｆｏｒＧｒａｐｈｉｃＳｃｉｅｎｃｅ．

Ｆｉｒｓｔｏｆａｌｌ，Ｉｗｏｕｌｄｌｉｋｅｔｏｅｘｐｒｅｓｓｏｕｒｄｅｅｐｇｒａｔｉ－

ｔｕｄｅｔｏｔｈｅＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＤｅｓｉｇｎＧｒａｐｈｉｃｓＤｉｖｉｓｉｏｎｏｆ

ｔｈｅＡｍｅｒｉｃａｎＳｏｃｉｅｔｙｆｏｒＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＥｄｕｃａｔｉｏｎｆｏｒ

ｔｈｅｉｒｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ ｏｆ ｔｈｉｓ Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ ｏｎ Ｇｒａｐｈｉｃｓ ａｎｄ

ＧｅｏｍｅｔｒｙｉｎＶａｎｃｏｕｖｅｒ1978，ａｎｄｆｏｒｔｈｅｉｒｃｏｎｔｉｎｕ－

ＯｕＳＳｕｐｐＯｒｔｔＯｔｈｅｓｕｃｃｅｅｄｉｎｇＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅｉｎＢｅｉｊｉＩｌ＆

Ｖｉｅｎｎａ，ＭｉａｍｉａｎｄｈｅｒｅｉｎＭｅｌｂｏｕｒｎｅ．Ｍａｎｙｔｈａｎｋｓ

ａｒｅａｌｓｏｄｕｅｔｏｔｈｅｍｅｍｂｅｒｓｏｆｔｈｅｏｒｇａｎ1ＺｌｎｇＣＯｍ－

ｍｉｔｔｅｅｏｆｔｈｉｓｖｅｒｙｗｅｌｌａｒｒａｎｇｅｄＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅｉｎＭｅｌ－

ｂｏｕｒｎｅ，ｔｈｅ ｍｏｓｔ ｂｅａｕｔｉｆｕ1ｃｉｔｙｗｅ ｈａｖｅ ｅｖｅｒ ｓｅｅｎ．

Ｔｈａｎｋｙｏｕｖｅｒｙｍａｃｈ．

Ｎｏｗ，Ｗｅ ａｒｅ Ｖｅｒｙ ｈｏｎｏｕｒｅｄ ｔｏ ｂｅ ｄｅｓｉｇｎａｔｅｄ ｂｙ

ｔｈｅＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＳｏｃｉｅｔｙｆｏｒＧｅｏｍｅｔｒｙａｎｄＧｒａｐｈｉｃｓ

ａｓ ｔｈｅ ｈｏｓｔｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｏｆｔｈｅ ｎｅｘｔ1994Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ

Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ ｏｎ ＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇＣｏｍｐｕｔｅｒ Ｇｒａｐｈｉｃｓ ａｎｄ

Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｖｅ Ｇｅｏｍｅｔｒｙ．ＭａｎｙＪａｐａｎｅｓｅ ｄｅｌｅｇａｔｅｓ

ｈａｖｅ ｂｅｅｎ ｅｎＪＯｙｉｎｇ ｔｈｏｓｅ ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅｓ ａｎｄ ｓｏｃｉａｌ

ｅｖｅｎｔｓｉｎ Ｂｅｉｊｉｎｇ，Ｖｉｅｎｎａ，Ｍｉａｍｉａｎｄ ｈｅｒｅｉｎ Ｍｅｌ－

ｂｏｕｒｎｅ．Ｗｅ ｈａｖｅ ａｌｗａｙｓ ｂｅｅｎ ｇｒａｔｅｆｕｌ ｔｏ ｔｈｅ

ｈｏｓｐｉｔａｌｉｔｙｅｘｔｅｎｄｅｄｂｙｔｈｅｈｏｓｔｏｆｅａｃｈｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ．

Ｉｔｉｓ ｔｈｅｒｅｆｏｒｅ ａｇｒｅａｔｐｌｅａｓｕｒｅ ｆｏｒｕｓｔｏｂｅ ａｂｌｅｔｏ

Ｗｅｌｃｏｍｅ ｙｏｕｉｎ ｔｈｅ ｎｅｘｔ ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅｉｎ Ｔｏｋｙｏ，

Ｊａｐａｎ．

Ｗｅ ｄｏ ｒｅｃｏｇｎｉｚｅ ｔｈａｔ ｅｖｅｒｙｔｈｉｎｇｉｓ ｅｘｐｅｎｓｉｖｅｉｎ

Ｊａｐａｎ．ＩｔｗｉｌｌｔｈｅｒｅｆｏｒｂｅｔｈｅｍｏｓｔｉｍｐｏｒｔａｎｔｎＯｔｔＯ

ｒａｉｓｅｔｈｅｃｏｓｔｆｏｒｔｈｅｆｏｒｅｉｇｎｄｅｌｅｇａｔｅｓｔｏｐａｒｔｉｃｉｐａｔｅ

ｉｎｔｈｅＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅｉｎＴｏｋｙｏ．Ｗｅｓｈａｌｌｔｒｙｏｕｒｂｅｓｔｔｏ

－43－ 平成4年12月



ｌｏｗｅｒ ｔｈｅ ｃｏｓｔ ｗｉｔｈｏｕｔ ｒｅｄｕｃｉｎｇ ｔｈｅ ｑｕａｌｉｔｙ ａｎｄ

ｈｏｓｐｉｔａｌｉｔｙ．Ｐｅｒｈａｐｓｍｏｓｔｏｆｙｏｕｈａｖｅｎｅｖｅｒｂｅｅｎｔｏ

Ｊａｐａｎ．Ｉｔｍａｙｈａｖｅｂｅｅｎｔｏｏｆａｒｅａｓｔｆｏｒｔｈｅｗｅｓｔｅｒｎ

ｐｅｏｐｌｅｏｒｔｏｏｆａｒｎｏｒｔｈｆｏｒｔｈｅＡｕｓｔｒａｌｉａｎ．Ｂｕｔｐｌｅａｓｅ

ｔａｋｅ ｔｈｉｓ ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｙ ｏｆｖｉｓｉｔｉｎｇＪａｐａｎ．Ｔｈｅｒｅ，ｙＯｕ

ｗｉ11ｆｉｎｄｍａｒｖｅｌｏｕｓｍｉｘｔｕｒｅｏｆｔｒａｄｉｔｉｏｎａｌｃｕｌｔｕｒｅａｎｄ

ｈｉｇｈｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ．

Ｗｅａｒｅｎｏｗｂｅｇｉｎｎｉｎｇｔｏｍａｋｅｕｐｔｈｅｓｃｈｅｄｕｌｅｏｆ

ｔｈｅｎｅｘｔＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅ．Ｉｔｗｉｌｌｂｅｈｅｌｄｉｎｔｈｅｌａｓｔｈａｌｆｏｆ

Ａｕｇｕｓｔ1994．Ｗｅｓｈａｌｌｂｅｍａｋｉｎｇａｏｎｅｄａｙｔｏｕｒｔｏ

ＭｏｕｎｔＦｕｊｉ，ＯｎｅＯｆｔｈｅｍｏｓｔｂｅａｕｔｉｆｕ1ｖｏＩｃａｎｏｉｎｔｈｅ

ＷＯｒｌｄ．ＷｅｓｈａｌｌｈａｖｅａＢａｎｑｕｅｔｉｎａＪａｐａｎｅｓｅｓｔｙｌｅ．

Ｓｏｍｅｏｆｙｏｕｍａｙｗｉｓｈｔｏｍａｋｅａｎｏｐｔｉｏｎａｌｔｏｕｒｔｏ

ｔｈｅ ａｎｃｉｅｎｔ ｃａｐｉｔａｌｓ ｓｕｃｈ ａｓ Ｋａｍａｋｕｒａ，Ｋｙｏｔｏ ａｎｄ

Ｎａｒａ．Ｓｏｍｅｏｆｙｏｕｍａｙｗｉｓｈｔｏｖｉｓｉｔｈｉｇｈｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ ｓｕｃｈ ａｓ Ｔｏｓｈｉｂａ，Ｈｉｔａｃｈｉ，Ｓｏｎｙ，Ｎｉｓｓａｎ，

Ｔｏｙｏｔａｏｒｗｈａｔｅｖｅｒ．

Ｗｅ ｈａｖｅ ｂｒｏｕｇｈｔ ｓｏｍｅ ｂｒｏｃｈｕｒｅ ｏｎ Ｔｏｋｙｏ ｆｏｒ

ｙｏｕｒ ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ．Ｗｅｗｉ11ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅ ｔｈｅｍ ｔｏｍｏｒｒｏｗ

ｍｏｒｎ1ｎｇ．Ｉｎｔｈｅｅｎｖｅｌｏｐｅｏｆｔｈｉｓｓｉｚｅａｎｄｃｏｌｏｒ，ｙＯｕ

ｗｉ11ｆｉｎｄｔｈｅａｎｎｏｕｎｃｅｍｅｎｔｏｆｔｈｅｓｉｘｔｈＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ

Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ ｏｎ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ Ｃｏｍｐｕｔｅｒ Ｇｒａｐｈｉｃｓ ａｎｄ

Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｖｅ Ｇｅｏｍｅｔｒｙ，ａｎｉｎｖｉｔａｔｉｏｎ ｃａｒｄ ｔｏ ｔｈｅ

Ｔｏｋｙｏ Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ，ａｎｄ ｔｗｏ ｂｏｏｋｌｅｔｓ ｏｎ Ｔｏｋｙｏ．
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Ｐｌｅａｓｅ ｔａｋｅｔｈｅｍ ｗｉｔｈｙｏｕ ａｎｄ ｓｈｏｗｔｈｅｍ ｔｏ ｙｏｕｒ

ｆａｍｉｌｙａｎｄｔｏｙｏｕｒｃｏｌｌｅａｇｕｅｓ．

Ｗｅｌｌ，ｈｏｐｉｎｇ ｔｏ ｓｅｅ ｙｏｕ ａｌｌａｇａｉｎｉｎ Ｔｏｋｙｏ ｔｗｏ

ｙｅａｒｓｌａｔｅｒ，ｔｈａｎｋｙｏｕｖｅｒｙｍｕｃｈｆｏｒｙｏｕｒａｔｔｅｎｔｉｏｎ．

4．閉会式（今後の方向）

20日の午後の閉会式では，Ｓ．Ｍ．スレイピー教授と

Ｗ．キャロル教授（オーストラリア）の本会議の総括

と今後の対応のスピーチがあった。さらに，Ｈ．スタ

ッヘル教授（オーストリア　ウィーン工科大学）の提

案による国学国際学会の細則をかなりの議論の後に承

認し，「図学」の今後の方向付けをした。

5．まとめ

本文では，オーストラリアで開催された第5回図学

国際会議の内容を紹介した。国学の領域が急速に拡大

してきていることが会議の内容から分かった。これを

元にすれば，今後は，従来から扱ってきた図法幾何学

だけでなく，幅広い内容を図学で取り扱うことが可能

になると考えられる。また，次回図学国際会議は，

1994年に東京で開催される。多数の会員の方々のご

協力と，すばらしい内容の研究発表を楽しみにしてい

る。
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