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独協大学経済学部経営学科情報科学部門
独協大学11，大学は学問を通じての人間形成の場で

ある J と L 、う天野貞祐先生の建学の理念にもとづき，昭

和39年に関学された.したがって，大学自体の歴史はま

だ浅いが，学園創立は古く，明治16年の「独逸学協会学

校」の設立にはじまる.大学'1，教養部，外国語学部，

経済学部，法学部，専攻科，および外国語学と法学の研

究科からなる大学院，さらに付属機関としての情報セン

ター，外国語教育研究所，国際交流センター，図書館で

構成されている.このところ，国際交流がさかんで，エ

セックス大学(イギリス)，デュイスプルク大学(西ドイ

ツ)とあいついで交流協定を結び，教員の交流や学生の

交流を積極的にすすめている.また去年の 9 月には， r明

日の世界に直面して」を共通テーマにした 3 大学国際シ

ンポジウムも開催された.

ではこのような文科系大学の中で，情報科学関連の教

育をどのように行なっているかについて紹介していこ

部門 事千 目 部門 キー+ 目
経営学総論 経営数学

経肯学 経営財務論 統計学

表 1

経営労務論 コンビュータ・プロ

工業経営 グラミング

経営史 ー般経営史 オベレーションヌ

日本経常史 リサチ

経営管理総論 最適計画法

財務管理論 情報科7 応用統計学(コンビ

産業心理.. '!': ュータと統計処理)

産業社会学 システムヌ:・エンジ

経常政策 n銀管理論 こアリング

生産管理論 情報yステム論

脱営リーダーシソプ論 標本調査論

椛営情報戸ステム論 情報処理 I

国際経営論 情報処理Il

簿記 経済原論

会試学原理 経済変動論

原価計革論 経済学 金融論

会計監査論 国際経済論

会計学 税務会計 財政学

予算統制論 民法 I

経営分析 J"法Il
管理会計論 法学 高法 I

財務会計 商法Il

社会会計論 労働法

tト業形態論 経済法

企業論 中小企業論 外国経営書研究 I

協同組合M官 外国経営書研究日

商学総誠 貿易英語

配給諭(7ーケテイング) 専門外同語 貿易ドイツ語

外国貿易諭 経済英語A

貿易実務 経済英語B

商学 交通論 車圭z斉ドイツ言吾

証券市場論 摘常 経営学摘習 I

広告諭 経営学靖習 II

生命保険論 特峰講義 総合講座

損害保険論 経営学特論

Hj場調査論

1987 年 7 月号

う.情報科学関連の科目は経済学部経営学科で開講され

ている.昭和61年度の学科のカリュキラムを表 1 にあげ

ておく.

この表から，本学で情報科学部門に力を入れているこ

とが理解できるであろう.昨今では経営学科等の学科で

このようなカリキュラムを採用しているところは，そう

めずらしいことではないだろうが，本学では昭和例年 4

月にすでにこのカリュキヲムを導入している.昭和初年

に最初のコンピュータ・システム 1 BM1130が設置され

たことから，このカリキュラムを積極的に進める体制も

できあがっていたことになる.以来，経済学部のカリキ

ュラムの中でも，情報科学部門として大きな位置をしめ

てきている.特に情報処理の基礎教育は，文科系では他

に類をみないであろうと自負してきたものの l って、あ

る.このことは文部省の情報処理設備等の補助制度がで

きて以来ずっと，それを受けてきている実績からも， う

--部門 科 目 開講数

経営数学 1 

統計学 7 

コンビュータ・プロ

グラミング 2 

オベレーションズ・

リサーチ 1 

最適計画法 1 

情報科学 応用統計学(コンビ

ュータと統計処理) 1 

システムズ・エンジ

ニアリング 1 

情報システム論 1 

標本調査論 1 

情報処理 I 15 

情報処理II 3 
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© 日本オペレーションズ・リサーチ学会. 無断複写・複製・転載を禁ず.



11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

かがえるであろう.では情報科学部門の紹介をしよう.

「コンピュータ・プログラミング」と「情報処理 1 J 

は経済学部が中心ではあるが全学部学生に開放された基

礎教育の講座である.前者でコンピュータの基礎知識や

FORTRAN, PL/I によりプログラミングとはどのよ

うなことかを学ばせている.後者でそれらの言語につい

ての解説とコンピュータを実際に使うための技術を習得

させている.これは実習をともなうためクラス最高

30人の少人数制を採用し，端末 1 人 1 台の使いやすい環

境により利用技術の習得を効果的にしている.また受講

希望者の選択の範囲を広げるため， FORTRAN 11 !l ラ

ス， P L/ 1 4 クラスを開講しており現在の受講者数は

合わせて450人である. r情報処理 IIJ は処理 I 既修者へ

さらに進んだ技術を修得させるため，言語，統計， OR 

のいずれかの選択によって 3 つのクラスが用意されてい

る.こちらはクラス数が少ないため人数の制限は行なっ

ていない.

以上の情報処理基礎教育以外でも，応用教育として専

門課程の経営数学， OR，応用統計，標本調査論などで

コンピュータを使用させることもある.たとえばORで

は， LP問題や輸送問題を，講義と並行して，端末の前

で対話式で解かせることをここ何年か試みているが，学

生の反応はかなりし、L 、ょうである.

必修科目である演習I， 11 (ゼミ)では現在 6 人の教

員がそれぞれ違ったテーマで情報科学演習を開講してお

り，志望してくる学生の数もここ 2 ， 3 年増加している

ようだ.

最後に，学内共同利用施設として設置されている情報

センターについてふれておこう.昭和43年に発足した電

子計算機室は昭和47年に計算センターと改称し，情報処

理教育の中心になってきたが，その後昭和初年に設立さ

れた事務計算室とを統合し，昭和59年に情報センターが

スタートした.センターは研究室と業務室の 2 つのセク

ションに分れている.研究室は情報科学に関連する研究

所であると同時に，前記のような各種の情報処理教育の

サポートを行なっている.業務室は学内業務の開発およ

び処理を担当し，あわせてコンピュータ・システムの維

持，管理を受けもっている.研究室には兼任の研究員が

おり，それぞれのテーマにしたがって研究活動も行なっ

ている.また今年度から情報処理技術者試験の指導講座

も開催し，受験をする学生の便宜をはかつている.

センターで現在稼働中のシステムは，最初の導入から

4 代目の 1 BM4381 システムで，教育・研究用としてマ

ルチ・ステーション型のターミナルおよそ 100 台が配置

されている.

以上，経営学科情報科学部門を中心に，本学の情報科

学教育の簡単な紹介をしてきたが，これらの教育の成果

は確実に現われており，最近とみに情報処理関連の企業

に就職する卒業生の数もふえてきているのも，その 1 つ

であろう本田勝)

T-73-1 ネットワーク構造を有するオペレーションズ・リサーチ問題の電算

機処理に関する基礎研究 1200円

T-78-1 オペレーションズ・リサーチのためのデータとプログラムに関する研究 4000円

T-77-1 システムダイナミックス一一方法論と適用例

R-79-1 10 R の実践とその有効活用」視察団報告

R-82-1 1欧州における OR実施状況」視察団報告書

T-83-1 地理的情報処理に関する基本アルゴリズム

2500円

1200門

1200円

6000円

l「「RM刊…s“附4判1 一16刈るω川…O侃即…R恥の
T-サ88ト判-寸1 1南北協力の新しい戦略一一マイグロ電子技術を起爆として一一J 3汚別5兇0∞O円
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