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@経営管理システム務

-第28回

日時 7 月 7 日(土) 14:00-17:00 出席者: 8 名

場所:八丁堀東京都勤労福祉会館

テーマと爾師中国の古典『中庸』と 21世紀」上回亀

之助(杉野女子大学・上回イノベーション研究所)

21世紀がどんな時代になるかは未だよくわかりません

が，①グローパル化②多極化③相互依存化④個性化が進

みボーダレス化して複雑化し混沌化してゆくと思われま

す. 2500年前に書かれたと言われる『中庸』は，中庸と

誠実を旨とし，あんがL 、 21世紀には役に立つような気が

します.

働情報ネットワーク畿

.~店舗回

日時 7 月 13 日(金) 18:30-21:30 出席者: 13名

場所:日本電気本社ピル会議室

テーマと講師地域流通VANの試みJ 高橋幸雄(東

京工業大学)

仙台で行なわれた，自治体主導型地域流通VANの構

築・連営に至る過程で発生したさまざまな問題を具体的

に分析し，特にVANのサーピスである受発注(EOS)

システムについて，その導入効果を小売側，卸側それぞ

れの視点で定量的に論じた.今後の課題として，他VA

Nとの連携，端末の統一化，コンサルテイングの重要性

等のテー?をとりあげ，活発な意見交換を行なった.

・第30回

日時: 8 月 17 日(金) 18:30-21:00 出席者: 29名

場所:同上

テーマと構師: rE D 1 の動向と展望j 溝口邦雄(日本電

気) EDI (Electronic Data Interchange) の定義から

始め，これを実現するための国際的制度 (EDIFACT)

成立までの歴史をまず概観した.ついで，その中の日本

の立場・とりくみ方を当事者として報告した.さらに，

EDIFACT の基本的ルーんを説明し，具体例としてイ

ンボイスをとって，書面からコーディングの仕方を詳細

に解説した.なお，今回は OR/MS SYS MNG 部会

との合同研究会として行なった.

590 (38) 

場最適化とその応用機

-第 2 回

日時 7 月 17 日 14:00-17:00 出席者: 17名

場所:帝人ピル 17階

テーマと講師: (1)火災判断ファジィエキスパートシス

テムについて 兼田真由美(松下電工)

火災報知設備における誤報低減を目的に，複数センサ

からのデータをもとに「火災J r非火災j の判断を行な

うファジィエキスパートシステムについて紹介された.

(2) ファジイデータによるパラメータ推定奥田徹示

(大阪工大)

人間の主観を伴うようなファジィ観測データにもとづ

く統計約推測の一方法として，モーメント法によるパラ

メータ推定の方法とその実用性とが報告された.

命待ち行列骨量

-第84回

日時 7 月 21 日 14:00-16:30 出席者: 25名

場所:東京工業大学(大岡山)南 4 号館 6 階677号室

テーマと講師: (1) Markov process whose steady 

state distribution is matrix-exponential with an 

application to the semi-Markovian queue 

B. Senguputa( NEC Research Inst.) 

ある種の semi-Markov 過程を考察し，待ち行列へ

の応用を与えた.

(2) When arrivals see time averages 

B. Melamed( NEC Research Inst.) , 

W. Whitt(AT&T Bell Labs.) 

時刻 t までの平均到着数に関する ASTAについて言

及した.

(3) GI/G/S(N) の損失確率について 逆瀬川浩孝(筑

波大)，宮沢政清(東理大)，山崎源治(都立科技大)

列長に制限のない系の定常確率を用いて近似式を得た

場券合意形成と対外政策機

-第 4 園

田時 7 月 21 日(士) 14:00-17:00 出席者 8 名

場所:三菱総研第501号会議室

テーマと講師: r合意形成と AHPJ高井英造(三菱石油)

合意形成の手法の一環としてAHP の利用について，

氏の豊富な経験をもとに，どんなやり方でAHPが社内

合意形成に貢献したかを話された.これに関し，同手法
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が一見個人的決定を主流とするアメリカで生まれた理由

や同手法の効果ないし限界などについて，部会員の経験

をも交え，みのり多い論議がかわされ，新しい交流の芽

が誕生した.

場動動的計画法移

日時 7 月 23 日(月) 18:00-20:00 出席者 4 名

場所:日科技連

テーマと講師図形認識の肖精度化に・ついて j 河村一

知(東工大，理)

SMP-05 (CARL ZEISS 社)の細胞像吸光度データ

(ADD)をベースに細胞像の高精度認識の手法について

述べた.具体的には多次元マトリクスADDデータを標

本として正常，異常を識別するシステムをもとに画像認

識と統計学との関連について調べた.

場投資と金融のOR番多

-第24回

目時 7 月 28 日(土) 14:00-17:00 出席者: 67名

場所:東京工業大学百周年記念館

テーマと鶴師: (1) r オプション応用商品ぃ・ーコンパウ

y ド・オプション J 吉原正善(住友信託銀行投資開発部)

;オプションを買う権利をコンパウンド・オプションと

いう.本報告では，株価過程をディフュージョンでモデ

ル化した場合の，コンパウンドオプションの評価式を導

出した.またこの評価式を応用して，コンパウンド・オ

プションの発行者が，どのようにしてリスクコントロー

ルを行なえばよいか考察した.

(2) rOption Pricing when the Underlying Stock 

Price Follows a Birth-Death ProcessJ 岩城秀樹，

木島正明(筑波大・経営システム科学)

株価に影響を与える情報として 2 種類のもの(好材

料・悪材料)を想定すると，株価変動は出生死滅過程で

モデル化できる.しかしこのモデノL化では，各株価変動

要因に対するリスクプレミアムを，株価過程および利子

率のみから決定することはできない(証券市場の不完全

性). そこで本報告では， リスクプレミアムの性質を投

資家のリスクに対する選好から特長づけ，条件付き請求

権の上・下限評価式を示した.またL 、くつかの数値例に

よって，ここで提案した上下限式の幅が十分狭く，ブラ

ック・シューノレズ式と類似した評価値を与えることが確

かめられた.

1990 年 10 月号

9 月号/発売中/定価930円

最新Xウィン防システム例ベて
Xウインドウのすべて 篠田陽一・今泉貴史
:ば土ヒめに
ウイン卜ウシステiム、 fの)J却r [l~陀f足lυ7主川、1札|

ウイントウシステム♂の〉千利lリjυIIJj 

X liiJブロク弓ミング

ツ ノL 者ノトフロクラミンク

ウィン l' .'; C!)将 4、

アルゴリズムアニメーシ 1 ン 榎原博之

ユーザインタフェースワークステーション

とネットワーク 笠原孝雄

〈新連載〉

プログラミングとロジシャン 野崎昭弘
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