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公開日 2012 年 11 月 15 日

商学学術院の将来構想

社会と連携した教育・研究体制を強化し、18 歳から経営幹部層までの幅広い年齢層の人々に対して、基礎か

ら最先端レベルのビジネス教育を行い、国際的プレゼンス向上を目指す

１．2032 年（創立 150 周年時）のイメージ

商学学術院は、商学部、商学研究科、ファイナンス研究科、会計研究科、商学学術院総合研究所（産

業経営研究所ならびに WBS 研究センター）およびファイナンス研究センターから構成されている。各構

成箇所は、商学を通じて世界的視野を養い、広く産業・経済社会において活躍する有能な人材育成を基

本理念としている。経済・経営の国際化・グローバル化、ICT 技術の進歩、経済のサービス化、少子高齢

化など、大学・学術院が置かれた環境は大きく変化している。しかし、時代がどのように変化しても、「産

業・経済社会において活躍する有能な人材育成」という本学術院の基本理念は不変的価値を持つといえ

る。

本学術院は、学部、研究者養成型大学院、専門職大学院および研究所から成り立っており、18 歳から

経営幹部層までの幅広い年齢層の人々に対して、多様なビジネス教育の場を提供する点に大きな特徴が

ある。グローバルな企業間競争の激化により、日本企業は従来のように人材育成に対して時間と費用を

かける余裕に乏しいといわれる。他方、働く人々の間には、専門職業家（professional）的な意識・態

度が醸成されてきており、自らのキャリアを自発的・自主的に設計しようという気運が高まっている。

本学術院は、こうした産業界・社会の変化にマッチした、多様なビジネス教育の場を提供している。

商学学術院では、専門職大学院および各研究所はいうに及ばず、学部、研究者養成型大学院において

も、寄附講座等を開設することで、社会と連携した教育・研究体制を整備している。今後も、こうした

商学学術院の特色をさらに伸ばしていく必要があり、実際にそうした努力を積み重ねている。

商学学術院の各構成箇所は、日本国内では高い評価と優越的地位を築いているが、グローバルにみれ

ば、その評価と地位は高いとは言い難い。かかる現状認識にたち、2032 年創立 150 周年に向けて教育・

研究水準のさらなる高度化を図り、国内外における競争力強化とプレゼンス向上を目指す。
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２．５年程度の将来像

商学部

商学部は、1904 年の創設以来「学識ある実業人（ビジネス・リーダー）」育成を教育の基本理念として

きた。大学・学部を取り巻く環境は変化しているが、この基本理念は、不変的価値を持つといえる。本

学部卒業生は、産業界のみならず、政治・文化など多方面で活躍しており、これら卒業生の活躍を通じ

て、本学部は社会から高い評価を得ている。

他方、国際化・グローバル化、少子高齢化、デフレの長期化などの環境変化にともない、本学部に対

する社会の評価も磐石とは言い難く、時代の変化に即応した対応が不可欠である。こうした危機意識を

持ちつつ、先達の築いた伝統を活かし創立 150 周年に向けて「国際適応力を備えた学識ある実業人（ビ

ジネス・リーダー）」を育成し続けるための一里塚として「向こう５年程度の将来像」を描くと、以下の

３点に集約される。

（１） 論理的思考力、国際適応力を備えた学生の獲得（「入試制度の抜本的改革」と関連して）：暗記偏

重型の入試制度から、論理的思考力、国際適応力測定可能な新たな入試制度導入を目指す。

（２） 基礎学力強化と教育の質保証（「対話型、問題発見・解決型教育への移行」）と関連して：全学基

盤教育（「学術的文章の作成」「数学基礎プラスα・β・γ」など）を積極活用することで、学び

の充実を図り，学生が自信を持って卒業出来る新たな仕組みを導入する。その際、学生の学力を

担保するため、科目系列ごとに教育の効果測定を図る。とくに外国語科目に関しては、年次毎の

到達目標設定による質保証を目指す。

（３） 学生の異文化体験推進（「グローバルリーダー育成のための教育体系の再構築」と関連して）：ビ

ジネスの世界が否応なしに国際化・グローバル化する時代において、学生時代に異文化のなかで、

彼我の違いを認識しながらコミュニケーションを図る機会を持つことは非常に重要である。その

ために、従来の海外留学に加え、短期留学、中期留学、インターンシップと連動したプログラム

等、多様なプログラムを整備し、学生が積極的に異文化体験を積む機会を提供し、１年間の派遣

留学生数 640 名を目指す。

商学研究科

商学研究科は、研究者養成を主目的とし同時に若年層中心に高度の専門性を要する職業等に必要な能

力を養成することを副次目的とする商学専攻と、原則として実務経験を持つ者が経営幹部を目指すため

の再教育機関であるビジネス専攻（ビジネススクール）からなる。両者は、独立のカリキュラム、独立

の教員体制を持っており、専攻別に将来像を議論するのが適当である。

商学専攻は、博士後期課程の競争力の大幅強化を目標にし、修士課程とのカリキュラムの一貫性を高

めていくことを将来像とする。

ビジネス専攻は、夜間主プログラムの国内 NO.1 の評価を完全に確立させると同時に、全日制プログラ

ムの国際性を高め、応募者増を図る。なお、ビジネス専攻は 2012 年度から大幅なカリキュラム改革を行

っており、その改革を含めて将来構想と位置づける。

これを通じて、商学研究科全体として、「世界へ展開する教育・研究と社会貢献」の実現を図る。
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ファイナンス研究科

金融技術の高度化のもとでのグローバル金融市場の質的変化と金融に対する社会的要請の広がりは、

ファイナンス研究と高度専門職業人育成機関として、ファイナンス研究科が果たすべき役割をこれまで

以上に重要なものとしている。ファイナンス研究科、ならびにファイナンス研究センターは、日本の産

業界と金融システムを支える、高度専門職業人育成機関・先端ファイナンス研究拠点としての役割を果

たすことを使命とする、わが国で唯一の専門職大学院として、「早稲田ファイナンス」のブランドを確立

している。今後 5 年間において、①グローバル金融人材教育の推進、②先端的ファイナンス研究の推進

と金融教育の一体化、③金融システムの構造変化と社会的課題に対応した新たな研究・教育分野への挑

戦、の 3 点を将来構想における基本方針とし、引き続きトップ校としての役割を果たしていく。

会計研究科

会計研究科は、会計分野の専門職大学院（会計大学院）として、わが国において最も高い評価を得て

いる。この状況を今後も維持し、さらなる発展を目指すことにより、創立 150 周年に向けた向こう 5 年

後においては、「不動のトップ」としての地位確立を図る。

商学学術院総合研究所

（産業経営研究所）

産業経営研究所は、産官学等の共同研究を推進し、学部・研究科での研究・教育を支援するとともに、

より多くの研究成果を広く社会に伝達・還元することを目指す。また、緊急性の高い問題をテーマとし

たシンポジウムなどを行うため、その機動的な開催を支えるような組織的・資金的体制を整える。

（WBS 研究センター）

WBS 研究センターは、ビジネス環境の変化に対応したグローバルな企業経営のあり方について研究を推

進し、日本のみならず東アジアにおけるリーダーとなることを目指す。また、日本企業を中心としたグ

ローバル展開企業の経営トップ層等の育成のための教育プログラムを発展させる。

以上
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３．将来イメージ

商学学術院 将来構想 イメージ図
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４．具体的構想（商学部）

2012 年度 (1)論理性・国際適応力を (2)基礎学力強化と (3)学生の異文化体験推進

備えた学生獲得 教育の質保証 ・派遣留学生向奨学

金再検討

・入試制度改革 ・新カリキュラム ・箇所間協定締結

の検討 導入に関する検討 ・ABS 拡充

2013 年度

2014 年度

・新入試制度の ・箇所間協定締結

情報開示

2015 年度 ・短期留学、中期

・科目別到達目標設定 留学等のプログラ

ム導入

・効果測定の指標設定

2016 年度

・新入試制度

導入を目指す

2017 年度

５）課題

①教育内容・方法の変更に関しては、担当教員の合意・納得を得る必要がある。そうした合意形成の難

しさがあり、計画どおりにプランを実行することが難しいこともある。

②科目・クラス数および非常勤講師数削減という本部の基本方針のもとで、教育の質を高めるには、ICT

を活用せざるをえないが、その点に関しては、全学的な支援体制が望まれる。

・２段階選抜制度

・TOEFL 等の学

力保証を組み合

わせた入試等

新カリキュラム導入

・基礎学力強化（必修科目拡充）

・対話型・問題解決型教育の

充実

・学生の教育への参加

新カリキュラム

の効果と問題点

の検証

・新奨学金制度の実施

・派遣留学生、年間 640 名に

・箇所間協定数を 10 に
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４．具体的構想（商学研究科）

商学専攻 ビジネス専攻

2012 年度

2013 年度

2014 年度

2015 年度

2016 年度

2017 年度

５）課題

商学専攻は、研究者志望学生のためのカリキュラムと実務家志望学生のためのカリキュラムとを現在

は峻別していない。この仕組みを将来にわたって維持すべきかどうかが重要な今後の検討事項と考える。

ビジネス専攻は、ノンディグリー教育とディグリー教育の一体運営が必要であり、現状の組織構造を

変更すべきかどうかが重要な検討事項と考える（現在は、ノンディグリー教育は WBS 研究センターが所

管し商学学術院総合研究所の一部をなし、ディグリー教育はビジネス専攻が所管し商学研究科の一部を

なす）。

博士課程入試改革

研究者養成機能の大幅強化

カリキュラム改革と応募者増（２倍）

W ディグリー、交換留学先拡大

全日制英語Prの入学者 40人確保

応募者増（目標倍率３倍）

カリキュラム改革
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４．具体的構想（ファイナンス研究科）

2012 年度 基本 3 方針の策定、具体化

①グローバル金融人材教育の推進

②先端的ファイナンス研究の推進と金融教育の一体化

③金融システムの構造変化と社会的課題に対応した新たな研究・教育分野への挑戦

2013 年度 ファイナンス研究科カリキュラムの改編 先端的ファイナンス

クウォーター制への移行検討を 研究拠点の形成

含めたカリキュラム全体の再検証

金融市場の変化を考慮した新規科目の設置

→ エネルギー・環境ファイナンス、

2014 年度 インターナショナル・ファイナンス等.

1) ファイナンス研究科設立 10 周年記念シンポジウム

2) 認証評価に合わせた研究科将来構想の再検討

2015 年度 先端ファイナンス研究における海外研究者との共同研究、研究交流を図る。

クオーター制を活用し、春学期・秋学期間での集中講義を依頼し海外研究者の

研究成果を研究科の教育へと還元する。

2016 年度 プロジェクトの推進し・成果公表

カリキュラムへの反映

2017 年度

アジアにおける先端ファイナンス研究拠点としてのプレゼンスの確立

金融市場の変化に対応可能なフレキシブルなカリキュラム構成

５）課題

上記の重点課題達成に向けた、3 つの具体的プロジェクトの実行には、一定の財政的手当てが必須であ

る。その財源として、過年度において累積されたファイナンス研究センターの特別勘定残高を活用した

い。先端的ファイナンス研究の推進と専門金融人材教育への反映、それによるグローバルリーダーの育

成を実現する基盤は、ファイナンス研究科およびファイナンス研究センターの研究・教育活動を一体化

することに求められるからである。本将来構想の実行のためには、柔軟かつ効率的な資金の配分を行っ

ていく必要があり、特別勘定残高の積極的活用こそが、プランの目的実現を可能にすると思われる。
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４．具体的構想（会計研究科）

2012 年度

2013 年度

2014 年度

2015 年度

2016 年度

2017 年度

５）課題

この将来構想の成否に関しては、今後の環境要因がもたらす不確実性の影響を受ける可能性がある。

例えば、以下のような不確実性の要因が、実行に際しての課題になり得ると考えられる。

・経済環境や公認会計士試験制度の動向

・体制を改革するうえでの学内での協調や連携の実現

併任解消 WS の改善新規採用

相互交流や連携

カリキュラムの再検討

留学機会の増加

会計大学院としての「不動のトップ」の地位確立
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Ｗａｓｅｄａ Ｖｉｓｉｏｎ 150

商学学術院の将来構想

◆商学部

商学部では、2012 年３月学部運営委員会において、「Waseda Vision150 ワーキング・グループ（以下

「WG」とする。）」を設置し集中的に将来構想を検討し、以下の最終報告をまとめた。また上記 WG と別に、

学部入試委員会のなかに「入試改革作業部会（以下、「入試部会」とする。）を設置し、入試関連の課題に

関して集中的に検討を加えた。

１．論理的思考力、国際適応力を備えた学生の獲得：「入試制度の抜本的改革」と関連して

Waseda Vision 150 に示された大学全体の方針に従い、商学部も多様で優秀な学生を国内外から確保

することを目指す。本学部は創立以来「学識ある実業人」の育成を一貫した教育理念としてきた。2014

年度より実施予定の抜本的なカリキュラム改革案でもこの理念は継承されているが、同時に本学部が

育成すべき学生の具体的な資質として論理性、国際化適応力を重視する方針が示された。

論理性や国際化への適応力を検査するという点でみた場合、暗記力を問う単答式を中心とした現行の

一般入試制度やオールラウンドの科目成績を重視する推薦入試制度には大きな限界があるといわざる

をえない。論理性や国際化適応力を十分に測定できる新たな入試制度を設計する必要があり、また、こ

れらの資質を重視しつつ、より多様な学生を国内外から確保できる入試制度が構想されねばならない。

以下に現時点で考えられる改革の方向性（マル括弧内は期待される改善点）について例示する。

１）第１次選抜により受験者数を絞り、思考力を問う論述形式の第２次試験を課すという２段階選抜

制を導入する（論理性の重視）。

２）一般入試の科目見直しなどを通じて、数理解析能力に優れた理科系学生でビジネスに関心をもつ

受験生にも確保の対象を拡大する（論理性の重視、学生の多様化）。また、商学系科目の習得に数

学的素養を要することを踏まえ、文科系受験者に対しても、そのすべてあるいは一定部分に関して

数理能力を問えるように、一般入試における受験科目の見直し［国英数社の４科目化、小論文の導

入など］や定員再配分［数学受験者入学定員の設定など］を検討する必要がある（論理性の重視、

学生の多様化）。

３）センター試験成績など一定の学力保証を前提として、優れた外国語能力［英検準１級、TOEFL・

TOEIC の高スコアなど］をもつ学生を確保する新たな試験制度を導入する（国際化適応力の重視）。

外国語だけでなく、他の優れた能力［日商簿記１級、数学検定１級など］と学力保証を組み合わせ

た入試制度も考えられる（学生の多様化）。

４）日本各地で受験できる新たな入試制度を導入する（学生の多様化）。

５）英語による専門科目の増加と併せて、日本語能力を決定的条件としないで、高い能力をもつアジ

ア諸国の高校生を確保できる入試制度を導入する（国際化適応力の重視、学生の多様化）。また、

アジアの高校生の中で日本の経済社会にとても強い関心を持つと考えられる学生［大変に優れた日

本語能力をもつ学生など］を、一定の学力保証を前提に確保する入試制度も考えられる（国際化適

応力の重視、学生の多様化）。さらに、IB［International Baccalaureate : 国際的な大学入学資
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格］など信頼できる外部の学力検定システムを利用すれば、国内のインターナショナル・ハイスク

ールやアジア諸国の高校だけでなく、北米やヨーロッパなどからも優秀な学生を確保できる可能性

がある（国際化適応力の重視、学生の多様化）。

６）本学部を強く志望する受験生に対して、一般入試とは別枠定員を設けて早期選抜［Early Decision］

を行い、確保する（学生の多様化）。

７）附属・系属校からの推薦者に一定の条件［TOEIC のスコアなど］を課すことも検討すべきである

（国際化適応力の重視など）。

２．「基礎学力の強化」と「教育の質保証」：「対話型、問題発見・解決型教育への移行」および「大

学の教育・研究への積極的な学生参画の推進」と関連して

商学部では、2010 年 9 月から学部長の諮問委員会として「教育システム構想委員会」を発足させ、2012

年 3 月に答申書を学部長に提出した。その答申書で描かれた、商学部の教育システムの近未来像の柱は

以下のとおりである（なお以下の内容は、学部内の委員会において審議中である）。

（１）「対話型、問題発見・解決型教育への移行」と関連して

2014 年度導入予定の新カリキュラムにおいては、「導入ゼミ」（仮称）設置と「総合教育科目演習」改

編（配当年次の引き上げ）を検討している。これが実現すれば、学生の入学から卒業までゼミ形式の「対

話型、問題発見・解決型教育の場」を提供することが可能になる。また、全学基盤教育科目（「学術的

文章の作成」「数学基礎プラスα」など）を積極活用することで、対話型教育の実現を目指す。

（２）基礎学力強化

2014 年度導入予定の新カリキュラムにおいては、（１）の導入ゼミ（仮称）導入、必修科目増加とと

もに、全学基盤教育科目を活用して学術的トレーニングを課すことで、学生の基礎学力を強化する。

（３）「大学の教育・研究への積極的な学生参画の推進」と関連して

導入ゼミ（仮称）と並行して、本学オープン教育センターが提供するオンデマンド型教育「学術的文

章の作成」を必修とすることも検討している。この授業では、大学院生が指導教員のもと文章添削指導

を担当しており、同科目の受講生数拡大は、大学院生を積極的に大学教育に参画させる機会の増大とな

る。

（４）学部学則定員および教員基礎数の検討

「対話型、問題発見・解決型教育の場」を提供するには、教員と学生が密にコミュニケーションを取

れる環境整備が不可欠である。そのためには、学部学則定員と教員数（教員基礎数）の検討する必要が

ある。
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なお、新カリキュラムの要点は、以下のとおりである。

１）必修科目の拡充および選択必修科目の設置

２)導入ゼミ（仮称）の設置と総合教育科目演習の改編

３）国際化対応：英語による専門科目、休業中の集中講義設置など

４）クォーター制・集中講義の導入：一部の科目については、クォーター制・集中講義を導入する（一

部科目は、すでに実施済み）。

基礎学力強化と教育の質保証

2012年

・新カリキュラム

導入の準備

2014年

・新カリキュラム導入

・必修科目拡充

・ゼミによる対話型・問題

解決型教育

・学生の教育への参加

2017年

・新カリキュラムの効果測定

・必修科目の見直し

・教育に参加する学生の拡大

・科目別の到達目標提示

・プロジェクト型授業の拡大

・オナーズ・プログラム

2032年

・世界水準のビジネス教育

・真のグローバル教育

・バーチャルなビジネス教育

・カスタマイズされた教育

グローバルに活躍する
学識ある実業人育成
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３．学生の異文化体験促進（教育プログラムの面から）：「グローバルリーダー育成のための教育体

系の再構築」と「世界へ展開する教育・研究と社会貢献」に関連して

ビジネスの世界が否応なしに国際化・グローバル化する時代において、学生時代に異文化のなかで、

彼我の違いを認識しながらコミュニケーションを図る機会を持つことは非常に重要である。そのために、

従来の海外留学に加え、短期留学、中期留学、インターンシップと連動したプログラム等、多様なプロ

グラムを整備し、学生が積極的に異文化体験を積む機会を提供し、１年間の派遣留学生数 640 名を目指

す。

（１） ABS（Asian Business Studies）プログラムの充実

本プログラムは、2011 年度秋学期から開始されたものであり、本学部が提供する英語による専門科目

設置数引き上げが課題である。なお、ABS プログラムとは、本学部、香港中文大学、復旦大学の 3校か

ら選抜された 30 名の学生が、1 年半にわたって 3 地域で実際的なアジアビジネスを学び、アジアに精通

した将来のビジネスリーダーを育成することを目的としたプログラムである。

（２） 箇所間協定締結による中期留学プログラムの拡充

現在商学部では、ドイツ WHU、北京大学光華管理学院、台湾政治大学商学院、台湾大学、高麗大学ビ

ジネス・スクールと箇所間協定を締結し、学生の交換留学またはダブル・ディグリー・プログラムを実

施している。現在も、複数の大学・箇所と、箇所間協定締結のために情報収集・交渉を行っており、2017

年までには、箇所間協定数 10を目指す。

（３） 海外協定校への交換留学奨励

４で述べる支援策等により、学生がより積極的に海外留学し、異文化体験するよう奨励する。

（４）上記（１）～（３）および休業期間中を利用した、海外における短期集中科目（短期留学プログ

ラム）設置により、2017 年には年間の派遣留学生数 640 名を目指す。

（５）英語による専門科目比率引き上げ

ABS プログラム拡充および箇所間協定締結には、学部が提供する「英語による専門科目」を拡充する

必要がある。これに関しては、科目・クラス数の統廃合、クォーター制を利用した海外からの教員招聘数

を増やす。

4

商学部の海外大学との提携関係

★

★★★

★

★

提携大学 国

WHU ドイツ

香港中文大学（ABS) 中国・香港

復旦大学(ABS) 中国

北京大学 中国

台湾大学 台湾

国立台湾政治大学 台湾

高麗大学 韓国

提携大学 国

シンガポール
国立大学

シンガポール

清華大学 中国

ボッコーニ大学 イタリア

トロント大学 カナダ

ウィーン経済大学 オーストリア

ナバーラ大学 スペイン提携済 交渉中

2032年には、北米の10大学、アジ
ア・オセアニアの20大学、欧州の

10大学と協定予定

★
★



４．学生の異文化体験促進（学生支援

構築」と「世界へ展開する教育・

商学部では、従来から留学説明会実施

きた。そうした経験から、商学部生

留学資金はもとより、「留学によって

などと事実誤認し留学を躊躇する学生

に、以下の項目について実現を図る

（１） 派遣留学に応募する学生への

現在も商学部では、「篠田義明海外留学商学

派遣留学生に給付している

（２） 派遣先におけるカリキュラムに

国際部、留学センターと連携

望する学生に情報提供する

（３） 派遣先におけるインターンシップあるいは

留学先地域・国にある早稲田大学事務所

ーンシップ先の開拓を図る

５．グローバルに活躍する学識ある

本学部では、企業等からの寄附講座

いる。こうした講座を拡充するとともに

の感受性、論理的思考力を備えた人材

ラム構築を行う。
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学生支援の面から）：「グローバルリーダー育成のための

・研究と社会貢献」と関連して

留学説明会実施、留学前後の学生面談などにより、きめ

商学部生の留学に関連して、いくつかの問題点が明らかになった

によって卒業時期が遅くなる」、「留学によって就職活動

学生もいるといった点である。こういった学生

る。

への奨学金の拡充

篠田義明海外留学商学金」「商学部創設 100 周年記念交換留学奨学金

している。この種の奨学金を充実させるための基金・資金獲得

におけるカリキュラムに関する情報収集

連携を図りながら、留学先における細かい履修条件

する。

におけるインターンシップあるいは就職活動に関する情報収集

早稲田大学事務所または校友会を通じて情報収集するとともに

る。

ある実業人育成

寄附講座を数多く設置し、学生に実社会への関心を

するとともに、企業等との連携を図りながら、グローバルな

人材を、産業界をはじめとするさまざまな分野

商学学術院

のための教育体系の再

きめ細かい指導を実施して

らかになった。それは、

就職活動に支障をきたす」

学生の懸念を軽減するため

周年記念交換留学奨学金」を

資金獲得を目指す。

履修条件などを、留学を希

するとともに、インタ

を喚起する機会を設けて

グローバルな視点、異文化へ

分野に輩出する教育プログ
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◆商学研究科

商学専攻の将来構想は、現在進行している博士後期課程の改革を核心にするものである。商学専攻で

は、2010 年度に「博士課程カリキュラム検討ワーキンググループ」（座長・鳥羽至英教授）を設置して、

修士課程のカリキュラムのあり方を含めて検討を行ってきた。同ワーキンググループは、2010 年 11 月

の第 1 回会合以降 13 回にわたる討議を重ね、2012 年 4 月に商学研究科長宛に「博士課程カリキュラム

検討ワーキンググループ答申書」を提出している。現在は、この答申を受けて商学研究科として設置し

た「博士課程カリキュラム実施ワーキンググループ」が、上記答申書の示した方針を具体化するための

検討作業を行っているところである。

ビジネス専攻（専門職大学院）では、2010 年度 10 月に「WBS 再構築ワーキンググループ」を設置し

て、プログラムの再編成を含む大幅なプログラム改革を行った。この改革の結果、2012 年度から、全

日制グローバル、１年制総合（全日制）、夜間主総合、夜間主プロフェッショナル、早稲田－ナンヤン W

―MBA の５つのプログラム体制となった。この結果、特に夜間主で 100 名を超える応募者増を実現し

た。さらに、2012 年度は、特に全日制にフォーカスして、就職支援、事業後継者入試制度、宣伝活動

等の強化を進めている。

以下では、商学専攻、ビジネス専攻の強みと弱みの自己診断を踏まえて、将来構想の骨子を示す。

１．将来構想の背景：強みと弱みの自己診断

商学専攻の強みと弱さは、以下にあると自己認識している。

強み

・学部の２階建て構造で運営することで、各分野に豊富な教員スタッフを持つ。

・全国各大学で卒業生が教員になっている。

弱み

・英語での専門科目講義が不足している。

・研究者志望学生のためのカリキュラムと実務家志望学生のためのカリキュラムと一体運営しているた

め、講義内容が時として両者にとって、中途半端になる時がある。

ビジネス専攻の強みと弱さは、以下にあると自己認識している。

強み

・全日制において、英語だけでも卒業できるカリキュラムを提供している。

・全日制において、留学生と日本人が半分ずつの構成になっている。（他校は留学生か日本人中心）

・夜間主プログラムについて、NO.1 の市場評価を得ている。

・実務家教員を中心に実業界への強い発信力がある。

・実務家教員を中心にノンディグリー教育に競争力を持つ。

弱み

・５つのプログラムに教員資源が分散している。

・ダブルディグリーや交換留学における国際連携がまだ不十分である。

・組織構造や教員の負担義務の観点から、ノンディグリー教育とディグリー教育の十分な一体運営が出

来ていない。
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２．将来構想の骨子

上記の強みと弱みを念頭に、以下を将来構想の骨子とする。

① 世界へ展開する教育・研究と社会貢献

商学専攻では博士後期課程の指導システムの強化を図る。具体的には、個々の研究室での研究指導だ

けで成立してきた博士課程教育に、統計基礎や指定専門科目の履修義務化（修士課程時に履修も可）や

科目履修に代替する博士論文提出要件試験などの「プロセス」管理を導入する。ただし、専門分野の多

様性を考慮して、7 つの専修ごとにコア科目を設定し、履修義務単位数の一定の多様性を許容すること

で、専修ごとの自律性を尊重・重視することを前提にしたカリキュラム改革を行う。

ビジネス専攻（ビジネススクール）では、2012 年度から全面的なプログラム改革を行い、全日制グロ

ーバルプログラムの創設・強化、夜間主総合プログラムの創設などを行い、定員＋αの入学者を確保し、

2011 年度比で約 100 人の応募者増という成果がすでに出ている（倍率は約２倍）。１年制（全日制）と

夜間主において導入された「総合」プログラムは、従来対比でよりジェネラルマネジメント指向を強め

た内容となっている。

① 教育内容の多言語化、グローバルリーダー育成の教育体系の再構築

商学専攻においては、国際交流特設科目として、英語講義科目を３～６科目程度設置しているが、今

後、英語による専門科目の導入と拡充を検討する必要がある。また、クォーター制を、海外からの招聘

講師による集中講義等に適用することで、教育の国際化を実現する方策の一つとしたい。

ビジネス専攻においては、ナンヤンビジネススクールとのダブル MBA プログラムの実施等、以前から

「教育内容の多言語化、グローバルリーダー育成」に取り組んでいるが、2012 年度に全日制２年制のプ

ログラムの名称を「全日制グローバル」とすることで、さらにグローバルリーダー育成への発展を図っ

ている。また、英語科目を 50 科目以上すでに設置しているが、新たな試みとして日英科目という科目

カテゴリーを設置した。これは、日本語が得意でない外国人と英語が得意でない日本人が共に学ぶ「日

本語・英語混合型」の授業形態である。ただし、ダブルディグリーや交換留学における国際連携がまだ

不十分であり、その強化を図る。

また、ビジネス専攻においては、海外での授業実施や海外ビジネススクールとの共同授業実施を拡大

する。（2012 年度においては、シンガポールでの夏季集中授業を実施している。）

② 入試制度の抜本的改革

商学専攻の博士後期課程強化のために、現在の博士後期課程入学試験(筆記試験)における語学試験偏

重の問題を解消することを意図して、試験制度を改め、上記のカリキュラム改革を反映した専修別専門

科目試験の導入を計画する。この専門科目試験については、修士課程在籍時に、その科目の単位取得試

験を先行して受験する仕組みを同時に設置することによって、修士課程と博士後期課程の一貫性を高め

る。さらに、博士後期課程入試において、標準的な英語試験（TOEFL・TOEIC）による英語能力試験の代

替を図る計画である。

ビジネス専攻においては、英語で学ぶ学生が主となる９月入学の試験についてはすでに GMAT の受験

を原則義務付けており、国際標準化を進めている。一方、日本語で学ぶ学生が主となる４月入学入試に
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ついては、特に夜間主において、「各プログラムにおいて統一性のある基準による入試システム」の構

築を進めている。

③ 財務体質の強化

商学専攻の運営は、現行と同様の２階建て大学院として学部と一体となったコスト管理が好ましいと

考える。

独自の専任教員を有するビジネス専攻（ビジネススクール）においては、寄附講座（寄附総額）の増

加、WBS 研究センターにおいてエグゼクティブプログラム（ノンディグリー）の増加を図り、これらの

収入をディグリープログラムの強化に使うことを計画する。

④ 独創的研究の推進と国際発信力の強化

商学専攻においては、博士後期課程の強化が独創的研究の推進に繋がっていくと考えている。また、

上述したカリキュラム改革によって、教員の負担の合理化も同時に実現できるものと思料しており、こ

れが、教員の研究環境の改善と研究の充実に繋がっていくものと考える。

ビジネス専攻の教員採用においては、英語での授業能力や国際発信力の有無を評価基準の一つにして

いる。現状での強みである実業界への発信力に加え、アカデミックな世界での発信力もさらに強めてい

く。なお、商学専攻の教員採用は学部が行う。
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◆ファイナンス研究科

1．基本的方針

専門職学位課程ファイナンス研究科は、2004 年の開設以来 8 年が経過し、この間にファイナンスを中

心としながらも、同時に会計学、企業法務の知識を兼ね備えた 1,000 名を超える有為な金融人材を輩出

してきた。

ファイナンス研究科開設以降、日本の金融市場がグローバル金融市場から受ける影響は従前以上に高

まり、とりわけ米国サブプライム問題に端を発した世界金融危機は、さらに欧州のソブリンリスクをも

引き起こした。こうしたグローバル金融市場の質的変化、金融技術革新の進展および金融に対する社会

的要請を視野にいれた時、将来の日本の金融システムの構造変化を支えるファイナンス研究と高度専門

職業人育成機関として、ファイナンス研究科が果たすべき役割はこれまで以上に重要なものとなりつつ

ある。

こうした背景を踏まえて、ファイナンス研究科は、Waseda Vision 150 において設定された 15 項目の

核心戦略より、①グローバルリーダーの育成のための教育体系の再構築、②独創的研究の推進と国際発

信力、③世界に展開する教育・研究と社会貢献、を重点課題として、次の 3 点を将来構想の基本方針と

する。

1) グローバル金融人材教育の推進

2) 先端的ファイナンス研究の推進と金融教育の一体化

3) 金融システムの構造変化と社会的課題に対する新たな研究・教育分野への挑戦

2．3 つの重点領域プロジェクト

上記の基本方針に沿って、研究科として 3 つの具体的なプロジェクトを作成する。

第 1： グローバル金融人材教育プロジェクト

実体経済活動のグローバル化に伴い, さらにそれに先行する形で金融市場のグローバル化が進んでい

る。ボーダレスな資本市場は、仕組債に代表される新型金融商品、そしてミリセカンド単位で売買が成

立していく株式の高頻度取引といった、従来の理論、手法が通用しない多くの領域を生み出している。

我々は、日本の金融市場のみならず、日本を取り巻く世界、とりわけアジア金融市場において競争的優

位を得ることができる「グローバル金融人材」を育成し輩出できる環境の構築を目指す。そのための具

体的な方策は以下の 4 点である.

1) 海外教育機関・研究機関との連携

海外の大学・教育機関ならびに規制当局との連携のもと、海外研究者との相互交流の活発化を図る。

2) 英語による授業科目の増設と科目の多様化.

実務界が要請する日本人学生へのグローバル人材育成教育の見直し

3) 優秀な外国人学生の確保

海外、とりわけアジア圏諸国からの優れた留学生を確保するための方策を立てる。また、日本橋と

いう世界に冠たるマネーセンターの中心にあることから、この周辺にある内外金融機関・事業会社

に勤務する優れた外国人社会人学生をリクルーティングする。
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4) 実務界との連携による優れた実務家による教育と啓蒙活動の推進.

5) 修了生およびファイナンス稲門会との連携

ファイナンス研究科の実務界とのネットワークを強化し、多様なニーズを金融教育に反映する。

第 2： 先端ファイナンス研究プロジェクト

研究科に付属するファイナンス研究センターを活用し、先端ファイナンス研究を推進すると同時に研

究成果を専門職大学院カリキュラムに反映する。

ファイナンス研究科は、これまでも日本ファイナンス学会等、ファイナンス研究をリードする学界に

おいて中心的な役割を担ってきた。今後もわが国のファイナンス研究のリーダーであり続けるとともに、

国際的な研究活動を一層推進していく。具体的方策として、以下の 3 点をあげる。

1) 先端ファイナンス研究の推進

国内外の研究者と実務家が参加する先端的、かつ実践的ファイナンス研究プロジェクトをファイナ

ンス研究センターにおいて立ち上げ、先端的研究を推進する。

2) 海外研究者・研究機関との連携

海外の大学、研究機関、規制当局との連携のもと、これまで以上に海外研究者との共同研究、研究

交流を図る。また日本橋キャンパスの立地を生かし、国際的な研究と成果発表の場を提供する。

3) 国際的な研究活動・情報発信・啓蒙

国際学会での発表、国際的な学会誌・ジャーナルへの発表を推進すると同時に、先端的研究の成果

をセミナーや講演会によって、国内の産業界への啓蒙教育を進展させ、学問的成果を社会に還元す

る。

第 3： 先端ファイナンス教育プロジェクト

先端ファイナンス研究プロジェクトと連携して、先端的研究の成果を教育に反映し、新たな研究・教

育分野に果敢に挑戦していく。新たなアカデミック・コミュニティを創造・確立することによって、研

究と教育の一体化を図る。

これまで、日本におけるファイナンス研究とその実践は、主として資産運用（アセットマネジメント）

に重点を置いていたが、銀行・証券・保険といった金融機関が必要とする伝統的ファイナンスに加えて,

近年にいては一般事業会社、不動産市場、家計セクターが必要とする新たなファイナンス研究領域も、

それらへの社会的ニーズと重要性が高まっている。ファイナンス研究科は、他の日本のファイナンス系

大学院と比較して、会計学、法律を専門としながらも、同時にファイナンス分野での優れた研究を実施

可能な研究者を多く擁している。この人的資源を活用して 多様なファイナンス分野におけるカリキュ

ラムの改編を行ってきた。最近では、コーポレート・ファイナンスや不動産ファイナンスなどの研究・

教育を拡充することを試みている。これらに加えて、今後新たなファイナンス関連科目を、国内外、学

内外の研究・教育機関との連携により提供していくことを目指す。具体的な方策は以下の 4 点とする。

1) 新たなファイナンス関連科目の拡充

グローバルな金融システムの構造変化に対応し、以下のような科目の設置を検討中。

・ パーソナル・ファイナンス
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・ エネルギー・ファイナンス、環境ファイナンス

・ グローバル化と金融規制

・ インターナショナル・ファイナンス

・ 金融業の職業倫理と行動規範

・ 金融の社会的機能と社会的責任

2) カリキュラム・履修システムの再構築

国内外のファイナンス教育機関のカリキュラム体系を総合的に検証し、今後、グローバル化の進展

に伴い、重要性が高まると思われるエリアを特定化する。それらリサーチ・エリアについて、学生

が最先端の知識を獲得し、同時に問題解決能力、論理的思考能力を涵養することができるように履

修モデルを再整備する。

3) 海外研究者による集中講義

先端ファイナンス研究における海外研究者との共同研究、研究交流を図るとともに、クオーター制

を活用し、春学期・秋学期間での集中講義を依頼するなど、海外研究者の研究成果を研究科の教育

へと還元する。

4) ノンディグリー・プログラムの充実

昨今の経済・社会状況を反映した効率的な社会人教育体系の構築 (2, 3 年の選択的修了年限、修了後

スキルアップ・プログラム等）を進めると共に、従来においては「ビジネス情報アカデミー」が提

供してきた非学位授与プログラムをよりいっそう拡充し、ノンディグリー・プログラムの活用を図

る。これによって、ファイナンス研究科が輩出した人材を中心とする新たなアカデミック・コミュ

ニティを構築する。

3．ロード・マップと財政基盤

1) ロード・マップ

・ 2012 年度： 基盤整備

3 つの重点領域プロジェクトを、ファイナンス研究センター・プロジェクトとして立ちあげる。

・ 2013-2017 年度：

各プロジェクトを推進し、成果を順次、公表し、教育内容に反映。

2) 財政基盤の確立

上記の重点課題達成に向けた、3 つの具体的プロジェクトの実行には、一定の財政的手当てが必須であ

る。その財源として、過年度において累積されたファイナンス研究センターの特別勘定残高を活用した

い。先端的ファイナンス研究の推進と専門金融人材教育への反映、それによるグローバルリーダーの育

成を実現する基盤は、ファイナンス研究科およびファイナンス研究センターの研究・教育活動を一体化

することに求められるからである。本将来構想の実行のためには、柔軟かつ効率的な資金の配分を行っ

ていく必要があり、特別勘定残高の積極的活用こそが、プランの目的実現を可能にすると思われる。



◆会計研究科

１）2032 年創立 150 周年を展望した

会計分野の専門職大学院（会計大学院

いる。これは、入試倍率の高さや

度の高さなどの実績が、これらを

とにより、創立 150 周年に向けた

る。

具体的には、昨今の会計専門職

専門分野を少なくとも 1 つは持

化する。また、経済環境や公認会計士試験

うとともに、募集定員の水準がいかなるものであるべきか

学院は、人事面において独立性が

展開する必要がある。

以上を踏まえた向こう 5年間の

①体制の改革（併任解消のための

試の改善など）

②内容の充実（カリキュラムの

に沿ったワークショップ（

CAAT(Computer Assisted Audit Techniques)

発展・普及への寄与など）

２）将来像イメージ図

会計大学院としての

・「会計プラス1」
・志願者拡大のための

①体制の改革（併任解消のための
②内容の充実（カリキュラムの

- 20 -

した向こう 5年間の将来像

会計大学院）として、当研究科は、わが国において

さや公認会計士論文式試験の合格者数及び合格率

これらを裏付けている。この状況を今後も維持し、さらなる

けた向こう 5 年後においては、「不動のトップ」

会計専門職に望まれる資質の多様化の社会的要請に応えるために

持つべきという「会計プラス 1」の理念を実践できるように

公認会計士試験制度の動向を考慮のうえ、志願者の

がいかなるものであるべきか模索する。これらを

が求められるが、商学学術院内での一体化とのバランスを

の課題と見通しは、以下のとおりである。

のための人事、新規専任教員の増加、他の研究科との

カリキュラムの再検討を通じ、全学的な「対話型、問題発見・

（WS）の改善、学生の語学力を強化し国際化として

CAAT(Computer Assisted Audit Techniques)などの会計監査に密接に関連

としての「不動のトップ」の地位確立

」のさらなる強化
のための検討

のための人事、他の研究科との相互交流や連携など）
カリキュラムの検討を通じた総合的な改善）

商学学術院

において最も高い評価を得て

合格率、あるいは学生の満足

さらなる発展を目指すこ

」としての地位確立を図

えるために、会計以外の

できるように、さらに強

の拡大のための検討を行

これらを採り進める際、会計大

とのバランスを図りながら

との相互交流や連携、入

・解決型教育への移行」

として留学機会の増加、

関連した新しい情報技術の

）
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◆商学学術院総合研究所

（産業経営研究所）

 これまでも産業経営研究所が関与してきた産官学等の共同研究を、学部、研究科での教育と研究

に資する知識創造という観点から持続的に進める。今後は NPO との共同研究といった形態も予想さ

れよう。そして、共同研究の成果を広く社会に伝えるための機会の確保や、伝達媒体に更なる工夫

を施す。また、東日本大震災のような緊急を要する事態をテーマとした社会的催し(例えば シンポ

ジウム)を実施出来るような組織的、資金的態勢を整える。

（ＷＢＳ研究センター）

 WBS 研究センター将来ビジョン

今後は、少子高齢化がさらに加速し人口減少が進む日本市場から、日本の企業活動は長期にわたり

成長し続ける BRICs 等の新興市場の成長機会を取り込む一方、すでに築き上げた欧米の事業基盤を強

化すべく更なるグローバル化が進む。日本は（日本企業にとっての）グローバル本社としてグローバ

ル事業戦略の立案、海外展開する生産、販売、金融・サービス等の様々な子会社、関連企業群のマネ

ージメントやグローバル本社としての研究開発機能等、高付加価値形成機能を格段に強化する必要が

ある。商研ビジネス専攻は正規の学位コースによって、中堅経営層の育成をはかる一方、WBS 研究セ

ンターは、もう一つの柱である日本企業を中心としたグローバル展開企業の経営トップ層、準トップ

層の育成において中心的な役割を果たしつつ、日本のみならず、東アジアにおけるエグゼキュティブ

教育分野、実践経営理論・手法開発でのリーダーとなることを目指す。

以上


