
このいささかのどかな伝統の町にあって，わが管理科

学科は情報化時代の前衛たるべく，学生定員40名の小所

帯ながら隣接学科の経営学科，会計学科さらには経済学

科と連繋して情報科学の研究と教育に励んでおります.

学科構成は， 電子計算機総論， 情報処理論， 情報組織

論，産業工学，機械化会計の 5 講座です.滋賀大学の管

理科学科は経済学部を母体にしておりますので，工学部

に設置されている情報関係の学科と比較して経済・経営

学的色彩が濃いのが特徴です.工学部の学生同様，各種

言語，アルゴリズムの習得を要請されますが，あくまで

も経済・経営のパッググラウンドを前提にしており，そ

の志向を反映して本学科のスタッフも文科系出身者と理

科系出身者が半々といったところです.次に各講座のス

タッフをご紹介しましょう.

〔電子計算機総論講座] 吉井典章教授は代数学専攻

の数学者でアルゴリズムの権威です.計算センターの所

長としてTSS システムの新規導入に努力してきまし

た.森健一助教授は昨年大阪府大の経営工学科から移籍

しました.現在経営情報システムの研究に取り組んでい

ます.本学会会員です.

〔情報処理論講座〕 森 将豪助教授は電子工学科卒の

研究者でソフトウェア工学の専門家です.最近は，人工

知能を導入した計算機の研究に熱心です.

〔情報組織論議座〕 吉田 貞夫教授は図書館学の権威

ですが，その学問的パックグラウンドをし、かして，計算

機による情報検索論を展開してきました.堀本三郎助教

授は計量経済学出身の研究者で，本学では経営統計を研

究テーマにしています.

〔産業工学講座〕 吉田 稔助教授は経営学専攻で経営

計画論を研究しています.本学会会員.熊沢吉起助教授

は品質管理および信頼性の問題の統計学的性質の解明が

テー7です.本学会会員.

f機械化会計論講座] 清水哲雄教授は会計学専攻でコ

ンピュータ簿記の権威です.後藤雅敏講師は会計学の専

攻で情報理論と会計学の統合をテーマにしています.

以上，管理科学科の構成員を紹介してまいりました

が，一同に共通した問題は，やはり数学的素養を前提に

しないで，数理科学や計算機科学の成果を学生に教えて

いくことが容易でないことです.この教育問題はし、わゆ

る“文科系の管理科学科"に所属する教官にとって終わ

ることのない課題でありますが，学会の先生方の示唆が

いただければ幸いです吉田 稔)

会合記録
8. 研究部会の新設ならびに継続の .81年度末退会(正会員)

件 相曽 益雄 日本アイ・ピー・エム

編集委員会(OR誌) 9. 昭和62年度秋季研究発表会の件 側

1 月 7 日(水)( 8) 日時:昭和62年 10月 17 ・ 18 日 石井政雄 日本下水道事業団

表彰委員会 1 月 8 日(木)( 7) 場所:文教大学 石井 侃セイコー電子工業側

理事会 1 月 12 日(月)(17) 特別テーマ:福祉と老後(仮 梅津正照兵庫医科大学病院

OR ・ J IMA合同研究発表会打ち 題) 上回典男 日本電気情報サーピス

合せ会 l 月 26 日(月)( 8) 10. OR/ J IMA合同研究発表会 紛

IAOR委員会 1 月 27 日(火)(2 ) 打合せの件 岡村健二朗 武田薬品工業紛

30周年記念事業委員会 1 1.第 2 回連合シンポジウム収支報 小川勝嗣昭和シェル石油側

1 月 29 日(木)( 6) 告の件 河原畑良弘紛奥村組

第 5 回理事会議題 12. 中日信頼性シンポジウム 小林久志 プリンストン大学

62. 1. 12 13. J O R  S J の新編集方針 茂原一洋側電力中央研究所

1.第 4 回理事会議事録の件 14. 30周年記念事業委員会報告の件 竹内 節 日本電気フィールド・

2. 入退会の件 15. 第 3 四半期収支計算報告の件 サーピス紛

3. 昭和60， 61年度会費未納者(除 16. 昭和62年度事業計画案ならびに 立野靖章川崎製鉄側

名対象者)の件 予算案の件 谷口和正川崎製鉄紛

4. 会友制度の件
入退会

田村洋一山口大学

5. 賛助会員に関する定款ならびに 都築 均愛知県立刈谷高等学校

細則改正の件 (61. 11. 11-62. 1. 12) 富永 正豊田工業高等専門学校

6. 賛防会員増強活動の件 .B1年度入会(正会員) 中島一雄紛コンビュータアプリ

7. 賛助会員強化活動のための新規 大西治男筑波大学 ケーションズ

事業について 野口岩男昭和大学 中村正期関西大学
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野村邦彦 日本アイ・ピー・エム 原 亨 ファナック紛 加藤三治千代田化工建設側

制 南崎信哉 日本システム紛 小谷哲雄千代田工商紛

浜本 優帥コンピュータアプリ 吉田正己加古川市役所 野路福三中小企業事業団

ケーションズ (学生会員) 柴崎雅史 日本電信電話紛

早田和男川崎製鉄脚 石津 孝東北大学 渡辺裕司新日本製鉄脚

半井真司 日本国有鉄道 武上幸之助早稲田大学 伊藤裕康富士通輔

広田 薫相模工業大学 関根一彦筑波大学 小倉等生大阪市立扇町商業高等

藤崎哲之助 日本アイ・ピー・エム (賛助会員) 学校

紛 鱒住友銀行 久保田忠義 出光石油化学紛

村越稔弘早稲田大学 日産自動車紛 後藤一洋吉富製薬紛

吉竹弘行鹿島建設制 多移動 万根光信福岡北九州高速道路公

門田博隆四国電力紛 有定愛展九州大学→ 社

佐藤洋一四国電力制 広島修道大学 永嶋彰代嗣住友信託銀行

鳥居 裕四国電力紛 高橋正明東海大学→ 三野村圭右 日本電気制

大槻茂樹紛経営企画研究所 横浜ゴム脚 森 宏悌三菱総合研究所

青山義彦掛日立製作所 田中克彦東京大学→ 山内 豊鞠コンピュータアプリ

木田精治ヤンマー農機紛 日本電気紛 ケーションズ

児矢野繁勝東芝 山田和敏九州大学→ 吉田祐治九州大学

小山明茂 日本ゼオン紛 熊本大学 (賛助会員)

祖父江健カシオ計算機脚 .復活 側社会調査研究所

鈴木 哲 日本ディジタルイクイ 三宅 功 日本電信電話脚 帥三菱銀行

ップメント脚 .62年度入会(正会員)

南日 恒夫 日本テレビ放送網紛 井上文彦共栄工業紛

編集後記砂編集委員をお引受けしてから早くも 2 年近く ンドや活動の領域が広いため，興味の対象や関心の焦点、

が経ちました.残りの任期の問と，次期の編集委員の方 もさまざまです.そうした会員の皆様へ，どのようなテ

方の活動が軌道にのるまでの聞の数カ月分の特集テーマ ーマで特集を組んで提供するかは，なかなか難しいもの

について，ほぽ企画が固まり，ようやく先が見えてきた です.春秋の研究会，講演会，シンポジウム等々努めて

といった心境にあります砂OR学会が，この程度の規模 顔を出し，アンテナを張りめぐらしてはおりましたが，

ながら月刊誌を出し続けられているのも，会員諸兄と事 おりに触れての皆様からのご提案，ご意見が大変参考に

務局，編集委員会とが一体となって協力し合っているか なりました砂ぜひやりたい特集のテーマがありながら，

らだと思いますし，また，この月刊誌があるからこそ， 執筆していただける人を見つけられずに企画し残したも

この一体感が生み出され，強められているのだと考えな のも多くあります.至らぬ点のお許しをお願いするとと

がら編集の仕事を続けてきました砂会員のパックグラウ もに，次期の編集委員会に期待するところ大です. (F) 
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