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  02）政治学研究科 

 

1 大学院研究科の使命および目的・教育目標 

ⅡＡ群 大学院研究科の理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の目的の適切性 

ⅡＢ群 大学院研究科の理念・目的とそれに伴う人材養成等の目的の達成状況 

【理念・目的】 

政治学研究科は 1951 年に、高度で専門的な政治学の研究・教育を通じて、文化の発展

と人類の福祉に寄与することを目的に設立された。 

【実態】【長所】【問題点】 

 当初、大学教員・研究者の育成に重きがおかれたものの、大学・大学院をとりまく社会

環境の変化、学問の変化、学生の学問や研究に対する考え方の変化、社会の大学院に対す

る期待の変化などに対応し、また、大学院経済学研究科、大学院公共経営研究科、早稲田

大学現代政治経済学研究所と連携を強化しながら、より高度で専門的な政治学の研究・教

育を提供するため、本研究科はここ数年来、大幅な改革を進めている。 

【改善の方法】 

 改革には、社会人入試制度の採用、カリキュラム・研究指導体制の見直し、推薦入学制

度の採用、外国人留学生に対する書類審査入試制度の導入などが含まれている。これらの

改革は、各論でも述べるように、程度に差はあるにせよ、目的を達成しつつある。 

 

２ 修士課程・博士課程の教育内容・方法等 

（１）教育課程等 

（大学院研究科の教育課程） 

ⅡＡ群 大学院研究科の教育課程と各大学院研究科の理念・目的並びに学校教育法第65

条、大学院設置基準第３条第１項、同第４条第１項との関連 

ⅡＢ群 「広い視野に立って清深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専

門性を要する職業等に必要な高度の能力を養う」という修士課程の目的への適合性 

ⅡＢ群 「専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度

に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学

識を養う」という博士課程の目的への適合性 

ⅡＡ群 学部に基礎を置く大学院研究科における教育内容と、当該学部の学士課程におけ

る教育内容の適切性及び両者の関係 

【実態】【長所】【問題点】 

修士課程の学科目編成は、これまで政治経済学部政治学科におけるコア科目にほぼ対応

し、特に基軸専門科目として、政治学、マス・コミュニケーション、政治思想、憲法、比

較政治、地域研究、日本政治史、日本政治思想史、西洋政治史、国際政治、国際関係、行

政学、自治行政、行政法などが置かれていた。また、これらを補完するものとして、文献

講読を中心とする特殊研究も置かれていた。しかし、専任教員数が増えた結果、2002年度

の授業科目数は全体で39科目に及び、学科目構成がわかりづらいものとなった。 

【改善の方法】 

2003年度より、学科目を大幅に改革し、①科目名を講義内容がわかるように変更し、②
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通年４単位科目を半期２単位科目（Ⅰ・ⅡまたはA・B）に分割し、③それらを研究領域（政

治学、政治思想、比較政治、国際関係、公共政策）ごとにまとめることにした。 

科目名を変更したのは、授業科目を学生にわかりやすいものにし、科目を細分すること

により学生の履修の幅を増やすためである。通年４単位科目を半期２単位科目に整理した

理由は、学生が半期に集中的に学習することを促進し、半期完結科目を増やすことにより、

学生の留学と教員の在外研究を容易にするためである。そして、それらを研究領域ごとに

まとめたのは、一方において、関連する複数の科目をより多く履修させることにより、知

識の専門性を高めさせるためであり、他方において、異なる研究領域の科目を履修させる

ことにより、広い視野を身につけさせるためである。 

同時に、入門科目（修士論文の書き方、統計計量分析の基礎、基礎文献研究）を新設し、

これにより、学生に研究者としての基礎的な方法と知識を習得させ、修士課程での研究を

効果的に進める力をつけさせることを意図した。また、学生の視野を広げ、多様な知識を

身につけるため、大学共通設置科目を増やす方向にある。2004年度の場合、マクロ経済学・

ミクロ経済学（経済学研究科）、金融システム・年金研究（商学研究科）、アジア学・中国

外交（オープン教育センター）など６科目に達した。 

 

ⅡＡ群 修士課程における教育内容と、博士（後期）課程における教育内容の適切性及び

両者の関係 

ⅡＡ群 博士課程（一貫制）の教育課程における教育内容の適切性 

ⅡＡ群 課程制博士課程における、入学から学位授与までの教育システム・プロセスの適 

切性 

【実態】【長所】【問題点】 

 博士後期課程は研究指導が中心であり、コースワークは設置していない。したがって、

修士課程における教育内容と博士後期課程における教育内容に一貫性はなく、段階的でも

ない。実際には指導教員の授業科目と研究指導に修士課程学生と博士後期課程学生が共に

出席することが多く、指導教員の努力により、教育内容が整理され段階化されている。 

【改善の方法】 

本研究科は、博士後期課程学生にもコースワークが必要であることを認識し、改革委員

会を設置して、①もし将来、博士（後期）課程にコースワークを置くとするなら、どのよ

うなコースのもとでどのような内容を教えるのか、②それを修士課程とどのように関係さ

せるか、などの点を検討している。 

 

ⅡＣ群 創造的な教育プロジェクトの推進状況 

【実態】【長所】【問題点】 

 本研究科に関係する21世紀COEプログラムには、本研究科が中心となって推進して

いる「現代アジア学の創生」と、経済学研究科と協同で推進している「開かれた政治

経済制度の構築」がある。「現代アジア学の創生」ではこれまで、シンポジウムを３回、

フォーラム・ワークショップを１回、研究会を98回、共同研究大会を３回開催し、ワ

ーキングペーパーを21本刊行した。「開かれた政治経済制度の構築」ではこれまで、

シンポジウムを３回（論文合計14件、参加学生数平均200人）、ワークショップを
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38 回（論文合計89件、参加学生数平均30人）、連続講義を３回（論文合計３件、参

加学生数平均50人）、若手セミナーを８回（論文合計８件、参加学生数平均30人）

開催した。しかし、COEに参加するのはごく一部の教員であるという批判があるほか、

COEで多忙な教員は大学院の講義に手が回らないという問題がある。 

【改善の方法】 

 本研究科は、可能な限り多くの教員と学生がCOEに参加することを奨励し、さらに外部

資金を獲得して多くの教員が参加する新しいプロジェクトを行うことを計画している。ま

た、COE で多忙な教員が大学院で講義を担当せず、学生が当該教員の講義を履修すること

ができないという状況を回避するため、２人の教員で半期講義を担当するなど、新しい講

義方法を検討している。 

 

（単位互換、単位認定等） 

ⅠＢ群 国内外の大学等と単位互換を行っている大学院研究科にあっては、実施している

単位互換方法の適切性 

【実態】【長所】【問題点】 

留学から帰国した修士課程学生の申請に応じて、外国の大学院で履修した単位を政治学

研究科の修了必要単位として認定する方針を採用している。過去５年間（2000～2004年度）

では、２人に対して10単位を認定した。最近、修士課程に在籍する学生が海外の大学院

に留学する事例が増えつつあることを考えると、これは必ずしも大きな数値ではない。 

【改善の方法】 

外国の大学院で取得した単位を修了必要単位として認めることは学生のニーズに対応

し、これにより修士課程学生の留学が促進される。本研究科は、外国の大学院で履修した

単位を積極的に政治学研究科の修了必要単位として認定し、その方針を学生にアピールす

る必要がある。 

 

（社会人学生、外国人留学生等への教育上の配慮） 

ⅠＡ群 社会人、外国人留学生に対する教育課程編成、教育研究指導への配慮 

【実態】【長所】【問題点】 

本研究科では、1999年度から、社会人入試制度を採用した。入学後、特殊研究の履修を

義務づけられないことを除き、社会人学生は一般入試学生と同様の手続きで専門科目と研

究指導を履修する。ただし、以下の点で、社会人学生には特別な配慮がなされている。 

①修士学位の取得に必要な所定単位数が２単位減じられ、１年で修士の学位を取得するこ

とが可能である。 

②政治経済学部政治学科の専門科目を修士課程科目に替えて履修することが認められ、特

殊研究の選択必修が免除されている。 

③修士学位を取得する際に、修士論文を提出するか、リサーチペーパーを提出するかを選

択することが認められている。 

 外国人留学生には、一般入試で外国語・日本語試験の合格基準点を低くするような措置

を講じているものの、教育課程編成、教育・研究指導では特別の配慮はしていない。 

【改善の方法】 
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本研究科は、改革委員会を設置し、①社会人学生の便宜を図るために、夜間講義を開講

すべきか否か、②外国人留学生の便宜を図るために、英語による講義と英語修士論文の提

出を認めるか否かを検討している。 

 

（研究指導等） 

ⅡＡ群 教育課程の展開並びに学位論文の作成等を通じた教育・研究指導の適切性 

ⅡＡ群 学生に対する履修指導の適切性 

ⅡＢ群 指導教員による個別的な研究指導の充実度 

ⅡＣ群 複数指導制を採っている場合における、教育研究指導責任の明確化 

ⅡＣ群 教員間、学生間及びその双方の間の学問的刺激を誘発させるための措置の適切性 

ⅡＣ群 研究分野や指導教員にかかる学生からの変更希望への対処方策 

ⅡＣ群 才能豊かな人材を発掘し、その才能に適った研究機関等に送り込むことなどを可

能ならしめるような研究指導体制の整備状況 

【実態】【長所】 

 2003年度より、授業科目を研究領域ごとにまとめ、その内容の充実化を図ったことに続

いて、2004 年度より、研究指導を教員別個別指導体制から研究領域別指導体制に移した。

これは、従来の教員別個別指導体制の問題点（人間関係の閉鎖性、研究指導の蛸壺化）を

反省し、研究指導をより重層的、総合的で柔軟なものにすることを意図している。 

修士課程では、学生は入学試験の際に研究指導を選び、入学後に教員の授業を聞いたあ

とで、各研究領域に所属する教員の中から、自分の指導教員を選択するので、ミスマッチ

を最小限に抑えることができる。指導教員と学生の関係は、冷静かつ合理的な信頼関係に

基づく結果、週１回の個別指導の時間には、極めて建設的な指導が行われている。また、

指導教員が在外研究のため研究指導をもたない場合や修士課程学生の研究関心が変わっ

た場合、学生は指導教員と十分に相談したうえで、１回に限り、指導教員を変更すること

もできる。2004年度の場合、全体で１件の変更が認められた。  

修士課程学生は、修士論文の作成段階で専門知識やコメントをもらい、修士論文の質の

向上を図るために、サブアドバイザーを選ぶことができる。学生がサブアドバイザーを指

定した場合、サブアドバイザーが当該学生の修士論文審査の副査となる。この点で、指導

教員とサブアドバイザーの指導責任関係は明確である。2004年度の場合、修士課程学生の

22％がサブアドバイザーを指定した。 

研究領域別指導体制をより充実させるために、2004年度より研究領域ごとに合同研究指

導を実施している。修士課程学生の場合、原則として１年次の４月と１月、２年次の６月、

９月の合計４回、博士課程学生の場合、原則として５月、９月、10月、12月の合計４回、

合同研究指導を行う。学生が報告を行う場合、修士課程学生は所定の研究計画書に記入し、

博士後期課程学生はペーパーを準備する。合同研究指導は学会方式を採用し、原則として

当該研究領域に所属する修士課程学生および博士後期課程学生全員が参加する。報告に対

して教員がコメントをつけ、質疑応答に入る。フロアからの発言も認める。2004年度の場

合、修士課程・博士後期課程を合わせて５研究領域全体で15回の合同指導が実施された。 

【問題点】【改善の方法】 
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 研究指導を教員別個別指導体制から研究領域別指導体制に移行してから１年しか経っ

ていないので、まだ大きな問題点は明らかになっていない。しかし、研究領域ごとに教員

の人数や年齢が異なり、その結果として、合同研究指導の回数や、やり方が異なるため、

必ずしも全学生に同様の教育・研究の機会が与えられていない可能性がある。本研究科は、

各研究領域の専任教員に合同指導の徹底と報告を依頼し、可能な限り改革の趣旨を生かし

た指導が行われるよう努力している。 

 

（２）教育方法等 

（教育効果の測定） 

ⅡＢ群 教育・研究指導の効果を測定するための方法の適切性 

【実態】【長所】【問題点】 

教育・研究指導の効果を客観的に測定することは容易ではなく、本研究科は、教育・研

究指導の効果を直接的に測定する方法を採用していない。 

【改善の方法】 

本研究科は、学生による授業評価と合同研究指導を教育・研究指導の効果を測定するた

めの方法と考えている。学生による授業評価は、特定の科目や授業の進め方を履修学生が

どのようにとらえているのかを授業担当者に教える。また、合同研究指導は、サブアドバ

イザー、その他の教員によるコメントを通じて、修士課程学生の研究テーマや研究の進め

方について、別の研究・評価の視点が存在することを指導教員に教える。 

 

ⅡＣ群 修士課程、博士課程修了者（修業年限満期退学者を含む）の進路状況 

ⅡＣ群 大学教員、研究機関の研究員などへの就任状況と高度専門職への就職状況 

【実態】【長所】【問題点】 

修士課程学生の就職先としては、新聞・出版、放送・広告、情報・調査、非営利団体、

公務員などがある。過去５年間（2000～2004年度）の修士課程学生の就職状況は、マスコ

ミ19人、金融・保険業４人、情報・専門８人、公務員12人、非営利団体８人となってい

る。また、同時期の博士後期課程学生の就職状況は、大学教員21人、高校教員1人、日

本学術振興会特別研究員５人となっている。 

【改善の方法】 

 2007年の大学全入時代の到来を前に、修士課程・博士後期課程の修了者が大学教員の道

を進むのは容易ではない。本研究科は、博士後期課程学生の教育のあり方を方法論中心に

変え、自己教育能力をもつ学生を育成する計画をもっているものの、現在のところは、博

士後期課程学生にはCOEなどのプロジェクトに参加し、また政治経済学部、現代政治経済

研究所の助手に応募し、積極的に研究歴・教歴をつけて就職活動に臨むよう指導している。 

 

（成績評価法） 

ⅡＢ群 学生の資質向上の状況を検証する成績評価法の適切性 

【実態】【長所】【問題点】 

 授業科目・修士論文の評価基準は優（80点以上）、良（79～70点）、可（69～60点）、不

可(59点以下)であり、教員は成績を素点（100点満点）でつける。従来、成績評価は教員
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個人の責任に委ねられてきたため、教員は指導下の学生に高得点をつける傾向があった。 

【改善の方法】 

このような弊害をなくし、成績評価における客観性を確保し、また学生の勉学意欲を高

めるために、2004年度より、授業科目の成績評価に相対評価制が導入された。実際、意図

したとおりに、成績評価は相対化・分散化した。 

講義科目の場合、原則は優55～65％、良と可を合わせて30～40％、不可は0～10％であ

る。2003年度に優80.5％、良と可19％、不可10.5％であった比率が、2004年度には、そ

れぞれ86.4％、23％、8.6％となった。 

修士論文の場合、まず各審査員が独自に予備評価を行い、口頭試問と審査委員の間での

意見交換のあと、それぞれ自分の最終評価を決定して事務所に提出し、事務所で平均値を

出し、それを当該論文の点数とする。最上位点数と最下位点数の差が20点以上ある場合、

再審査とする。 

2003年度に優55.9％、良32.4％、可8.8％、不可2.9％であった比率が、2004年度に

は、それぞれ41.4％、48.3％、10.3％、0％となった。 

 

（教育・研究指導の改善） 

ⅡＡ群 教員の教育・研究指導方法の改善を促進するための組織的な取り組み状況 

ⅡＡ群 シラバスの適切性 

ⅡＢ群 学生による授業評価の導入状況 

【実態】【長所】【問題点】 

 本究科は、シラバスを毎年度更新し、講義の説明と実際の内容が可能な限り近づく努力

をしている。 

【改善の方法】 

2004年度より、学生による授業評価制を教員が選択する制度を導入し、実際に５科目で

導入された。さらに、本研究科では、その年度の科目履修登録は原則として４月に実施す

るものの、９月に後期分の履修科目を変更することを認めている。変更には多様な理由が

想定されるとしても、もし学生が前期授業を評価し、それを考慮して後期の履修科目を変

更するなら、これは学生による事実上の授業評価である。実績には、2004年９月には、19％

の学生が32％の科目を変更した。 

 

（３）国内外における教育・研究交流 

ⅡＢ群 国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針の明確化の状況 

ⅡＢ群 国際レベルでの教育研究交流を緊密化させるための措置の適切性 

ⅡＣ群 国内外の大学院間の組織的な教育研究交流の状況 

ⅡＣ群 外国人研究者の受け入れ体制とその運用の適切性 

ⅡＣ群 教育研究及びその成果の外部発信の状況とその適切性 

ⅡＣ群 国際的な教育研究交流、学術交流のために必要なコミュニケーション手段修得の

ための配慮の適切性 

【実態】【長所】【問題点】 
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本研究科は、国内外の大学院間の組織的な教育研究交流を公式的には行ってはいないも

のの、教員が受け入れ先となった交換研究者や訪問学者を可能な限り受け入れてきた。過

去５年間（2000～2004年度）の実績は、49人である。 

【改善の方法】 

 本研究科は、COEなどの研究プロジェクト、その他の新しい外部資金の導入に基づく教

育プロジェクトを活用し、本研究科の教員を外国の大学院に派遣し、外国の大学院の研究

者を招聘することを通じて国際交流を推進することを計画している。 

 

（４）学位授与・課程修了の認定 

（学位授与） 

ⅡＡ群 修士 博士の各々の学位の授与状況と学位の授与方針・基準の適切性 

【実態】【長所】 

本研究科は、過去５年間（2000～2004年度）に修士（政治学）の学位を188人に、博士

（政治学）の学位を20人に授与した。博士学位のうち、課程博士は９人、論文博士は11

人である。 

【問題点】 

 修士（政治学）学位授与の方針は、「修士課程に２年以上在学し、政治学研究科の定め

る所定の単位数を取得し、かつ必要な研究指導を受けた上で、修士論文の審査および最終

試験に合格した者に授与される」となっている。一方、博士（政治学）学位授与の方針は、

「博士後期課程に３年以上在学し、必要な研究指導を受けた上で、博士論文の審査および

最終試験に合格した者に授与される」となっている。これまでは、①質の高い修士論文を

書くこと、②博士後期課程在学中に数本の研究論文を書くこと、③博士後期課程に３年以

上在籍しその課程を修了することが、大学・その他の研究機関で教育・研究職を得るため

の資格となっていたため、修士論文には過大な質の高さと量の多さが求められた。博士後

期課程に進学せずに就職する学生にとって、修士論文の作成は大きな負担であった。 

【改善の方法】 

本研究科は、改革委員会を設置して、修士課程と博士後期課程の一貫教育のあり方を検

討している。将来、①修士課程と博士後期課程の一貫教育化を進め、②博士後期課程にも

コースワークを置き、③学位論文委員会を設置して多くの課程博士を輩出する方針が決定

され、研究の比重が博士後期課程に移るなら、博士後期課程に進学せず就職する学生の負

担は減少することになる（例えばリサーチペーパーの作成・提出）。 

 

ⅡＢ群 学位審査の透明性・客観性を高める措置の導入状況とその適切性 

【実態】【長所】【問題点】 

本研究科では、修士学位の審査に際して本研究科の３人の専任教員が審査委員（主査１

人、副査２人）となる。各委員が独自に予備評価を行い、口頭試問と審査委員の間での意

見交換のあと最終評価を決定し、それらの平均値を当該論文の点数とすることにより、審

査の透明性・客観性を高めている。また、修士論文のテーマが特殊な専門知識にかかわる

ものである場合、当該領域を専門とする他研究科の専任教員に正式に審査員を依頼してい

る。 
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博士学位の審査では、本研究科の専任教員を中心に3～5人が審査委員（主査１人、副

査２～４人）となり、必ず１人を学外者（他大学の大学院専任教員、本学他研究科の専任

教員など）から選ぶことが慣例化している。全体委員会では、報告書を審議したあと、秘

密投票により合否が判定される。学外者による審査と秘密投票が学位審査の透明性・客観

性を高めている。実際の投票では、少数ではあるものの「否」とする票が投じられること

が多い。 

【改善の方法】 

本研究科では、このように学位審査の透明性・客観性を高める努力をしているものの、

さらに透明性・客観性を高めるためには、①報告書をホームページで公表する、②審査委

員会を公開にする、という方法もある。今後、改革委員会でこの問題を検討する予定であ

る。 

 

ⅡＣ群 修士論文に代替できる課題研究に対する学位認定の水準の適切性 

ⅡＣ群 学位論文審査における、当該大学（院）関係者以外の研究者の関与の状況 

ⅡＣ群 留学生に学位を授与するにあたり、日本語指導等講じられている配慮措置の適切性 

【実態】【長所】【問題点】 

博士学位の授与審査に際して、審査委員のうち１人を学外者（他大学の大学院専任教員、

本学他研究科の専任教員など）から選ぶことが慣例化している。過去５年間（2000～2004

年度）では、20件の博士学位審査があり、21人の学外者が審査にあたった。 

【改善の方法】 

外国人留学生には、一般入試で外国語・日本語試験の合格基準点を低くするような措置

を講じているものの、教育課程編成、教育・研究指導では特別の配慮はしていない。本研

究科は、改革委員会を設置し、外国人留学生の便宜を図るために、英語による講義と英語

修士論文の提出を認めるか否かを検討している。 

 

３ 学生の受け入れ 

（学生募集方法、入学者選抜方法） 

ⅡＡ群 大学院研究科の学生募集の方法、入学者選抜方法の適切性 

【実態】【長所】 

本研究科による学生募集は、ホームページと毎年４月に開催される大学院進学説明会を

通じて行われる。入学者選抜方法には、①英語と専門科目の試験得点を重視し、他大学を

含め広い範囲から学生を求める一般入試、②問題意識と社会経験を重視し、少数の有能な

人材を求める社会人入試、③学部時代の成績と専門演習担当教員の推薦を重視し、政治経

済学部内から少数の優秀な人材を求める推薦入試、④一般入試・書類選考・協定入試を通

じて国外に人材を求める外国人留学生入試があり、多様な学生に対応するための入試方法

が制度化されている。過去５年間（2000～2004年度）の志願者・合格者・入学者の推移は

表のようになっており、各選抜方法の理念が生かされた入試が行われている。 
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 志願者 合格者 入学者 

2000年度 136 49 42 

2001年度 138 82 60 

2002年度 118 46 41 

2003年度 121 45 39 

2004年度 104 54 38 

【問題点】 

本研究科がこのように多様な入試制度を採用しているにもかかわらず、最近、志願者数

と入学者数が長期的に減少し、入学者の水準が相対的に低下する傾向が見られる。 

【改善の方法】 

 より多くの志願者を確保するためには、受験者の負担を考慮しながら一般入試の試験科

目を削減することを検討し、それと同時に、学部と協力して、政治学研究科への進学を考

える学部３・４年生に基礎学力を向上させるための共通設置科目を置く必要がある。 

 

（学内推薦制度） 

ⅡＢ群 成績優秀者等に対する学内推薦制度を採用している大学院研究科における、そう

した措置の適切性  

【実態】【長所】【問題点】 

2004年度に、政治経済学部在学生を対象とする修士課程への推薦入学制度を導入した。

各学科で１～３年までの成績が上位におり、教員から推薦を受けることが、推薦入試に出

願する資格である。このような学生は、もし一般入試を受験すればかなり上位の成績で合

格することが容易に想像されるので、受験勉強にかける時間とエネルギーを別の勉強に向

けさせることを意図している。2004年度の場合、16人の学生が応募し、６人が合格、６

人全員が入学手続きをした。 

【改善の方法】 

 より多くの志願者を確保するため、出願資格の成績要件をある程度まで引き下げ、また、

政治経済学部以外の学部学生にも推薦制度を拡張する必要がある。 

 

（門戸開放） 

ⅡＡ群 他大学・大学院の学生に対する「門戸開放」の状況 

【実態】【長所】【問題点】 

 本研究科では、かつて修士課程の一般入試において、研究指導を担当する専任教員が個

別的に専門問題を出題していたため、問題が専門化・難化し、政治経済学部学生以外の受

験生にとっては不利であった。 

【改善の方法】 

本研究科では、2003年度一般入試より、他大学・大学院の学生が本研究科に入学するこ

とを容易にするため、研究領域（政治学、政治思想、比較政治、国際関係、公共政策）ご

とに、より一般的な専門問題を１～２問、出題している。 
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（社会人の受け入れ） 

ⅡＢ群 社会人学生の受け入れ状況 

【実態】【長所】 

2000年度より、社会人入試を導入し、再教育とキャリアアップを目指す社会人を受け入

れている。過去５年間（2000～2004年度）の場合、社会人入試の志願者数と合格者数、入

学者数は、下記の表のようになっている。 

 

 志願者 合格者 入学者 

2000年度 18 ８ ５ 

2001年度 21 11 ８ 

2002年度 18 ８ ６ 

2003年度 22 ６ ５ 

2004年度 14 ４ ３ 

【問題点】 

志願者数は一定せず、2004年度の場合、志願者数、合格者数、入学者数がいずれも最低

を記録した。 

【改善の方法】 

 より多くの志願者を確保するため、夜間開講の科目数を増やし、より積極的な PR をす

る必要がある。 

 

（外国人留学生の受け入れ） 

ⅡＣ群 外国人留学生の受け入れ状況 

ⅡＣ群 留学生の本国地での大学教育、大学院教育の内容・質の認定の上に立った学生受

け入れ・単位認定の適切性 

【実態】【長所】 

過去５年間（2000～2004年度）の外国人留学生の修士課程および博士後期課程の受験者

数、入学者数、入学者全体に占める比率は、下記の表のとおりである。 

 

 修士課程 博士後期課程 

年度 外国人

受験者 

外国人

入学者 

全入学者に

対する比率

外国人 

受験者 

外国人 

入学者 

全入学者

に対する

比率 

2000 ３ １ 2.4 ％ ５ １ 9.1 ％ 

2001 ４ ２ 3.3 ％ ２ １ 8.1 ％ 

2002 ４ ２ 4.9 ％ ２ ０ 0.0 ％ 

2003 ４ ３ 8.8 ％ ３ ３ 13.6 ％ 

2004 １ ０ 0.0 ％ ５ ２ 20.0 ％ 

 

【問題点】 



Ⅲ－01－43 

本研究科は、これまで日本に滞在し日本で入試を受けられる外国人だけを入学の対象と

してきたため、留学生数は少なかった。 

【改善の方法】 

2004年度より、より多くの外国人に入学の機会を与えるために、志願者の本国地での大

学教育、大学院教育の認定を前提とする改革を行った。 

第一は、書類選考入試の導入である。外国から出願する外国人を対象に、①願書、②大

学卒業証明書、成績証明書、③研究計画書、④ゼミ論などの提出物や研究業績のコピー、

⑤日本語能力証明書などの提出を求め、これらの書類の選考を通じて入学の合否を判定す

る。2004年度入試では、修士課程に１人が出願して１人が合格し、博士後期課程での出願

者は０人であった。 

第二は、協定入試の導入である。国費留学生および早稲田大学が協定により受け入れを

約束した特定大学からの留学生を対象とし、①願書、②大学卒業証明書、成績証明書、③

研究計画書、④推薦状などの提出を求め、これらの書類を選考し、かつ当該留学生を指導

できる専任教員がいるか否かも考慮して、入学の合否を判定する。2004年度入試では、出

願者は０人であった。 

今後は、新制度を通じて実績をつくり、外国人学生にPRをする必要がある。 

 

（定員管理） 

ⅡＡ群 収容定員に対する在籍学生数の比率および学生確保のための措置の適切性 

【実態】【長所】 

過去5年間（2000年度～20004年度）の修士課程の志願者数、合格者数、入学者数の推

移は、「3 学生の受け入れ」（学生募集方法、入学者選抜方法）に記載の表に示されている。 

2005年5月1日現在の修士課程および博士後期課程の入学定員、収容定員、在学生数は、

以下のとおりである。 

 

 入学定員 収容定員 在籍学生数 

 修士課程 博士課程 

 
修士 

課程 

博士

課程

修士 

課程 

博士 

課程 一般
社会

人 

留学

生 
計 一般

社会

人 

留学

生 
計 

 
40 20 80 60 92 7 6 105 54 10 6 70 

 

【問題点】 

2004年度に修士課程の入学者が減少したのは、法科大学院や国立大学の大学院に学生が

流れたためであろう。学生確保の方法として、社会人入試、推薦入試、外国人入試の簡易

化を行ったものの、外国人入試については特に注目すべき効果は出ていない。 

【改善の方法】 

各入試の具体的な方法や手続きを見直すだけでなく、①早稲田大学の社会科学系大学院

の連合構想、②修士課程・博士課程一貫システムなど、大学院の仕組みと教育研究のあり

方を根本的に再検討する必要がある。 
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４ 教員組織 

（教員組織） 

ⅡＡ群 大学院研究科の理念・目的並びに教育課程の種類、性格、学生数との関係におけ

る当該大学院研究科の教員組織の適切性、妥当性 

【実態】【長所】 

本研究科の理念は、高度で専門的な政治学の研究・教育を通じて、文化の発展と人類の

福祉に寄与することにあり、当初は、大学教員・研究者の育成に重きが置かれ、学生定員

が修士課程80人、博士後期課程60人と定められた。その後の学問の変化、学生の学問や

研究に対する考え方の変化、社会の大学院に対する期待の変化などに対応するため、専任

教員数は次第に増やされた。特に政治学、政治思想、国際関係などの領域で、複数の教員

が採用され、1980年度には13人であった専任教員の数が、2004年度には29人となった。 

【問題点】 

 現在の雇用形態のもとでは、専任教員は長期にわたって雇用される。将来において専任

教員の大幅な増員が期待することができないので、本研究科が学問のさらなる専門分化と

学生のニーズの多様化に対応することは容易ではない。 

【改善の方法】 

本研究科では、専任教員が研究領域に所属するという仕組みを利用して、カリキュラム

の変更や教員の在外研究などの事態に柔軟な対応することができる。今後は、外部資金の

導入に基づく教育プログラムを活用し、任期つきの教員の雇用を通じて、学問のさらなる

専門分化と学生のニーズの多様化に対応しなければならない。 

 

（研究支援職員） 

ⅡＢ群 研究支援職員の充実度   

ⅡＢ群 「研究者」と研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性   

ⅡＣ群 高度な技術を持つ研究支援職員を育成し、その技術を継承していくための方途の

導入状況 

ⅡＣ群 ティーチング・アシスタント、リサーチ・アシスタントの制度化の状況とその活

用の適切性 

【実態】【長所】 

RA制度は、研究科としては設けていないが、21世紀COEプロジェクトの下ではRA制度

が実施されている。 

TA制度は、博士後期課程学生を中心とする。修士課程研究指導等で教員の研究指導を補

佐する役割を果たしている。政治学研究科では2004年度に博士後期課程学生をTAとして

20人採用し、講義、研究指導で教員の補助にあたらせた。 

【問題点】 

現行の「教員の身分を有する者の学籍の取扱いに関する規程」の下では、TA は本研

究科において講義を担当することができない。TAが行うことができるのは教務補佐であり、

成績をつけることはできない。しかし、これでは TA となった博士後期課程学生には教歴

はつかないし、専任教員の負担も軽減されない。 

【改善の方法】 
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 本研究科は、TAに研究科の文献研究および統計処理などの一部の科目を担当させること

を提案し、すでに大学本部に学則変更を行うよう申し入れた。 

 

（教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続） 

ⅡＡ群 大学院担当の専任教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続の内容とその運用

の適切性 

【実態】【長所】【問題点】 

かつて本研究科は、政治経済学部の上の「二階建て大学院」であり、非常勤教員の嘱任・

解任を除き、専任教員の募集・任免・昇格の権限をもっていなかった。 

【改善の方法】 

2004年度より大学機構が改組され、政治経済学術院が発足したので、政治学研究科は、

必要に応じて専任教員の採用を学術院に対して要求することが可能になった。 

 

（教育・研究活動の評価） 

ⅡＢ群 教員の教育活動及び研究活動の評価の実施状況とその有効性 

【実態】【長所】【問題点】 

専任教員の研究活動は、本学の研究者データベースで見ることができる。ただし、デー

タベースの更新は専任教員に委ねられているため、データベースに全く情報が入力されて

いない場合もあれば情報が更新されていない場合もある。 

【改善の方法】 

 本研究科は、専任教員に対して研究活動をデータベースに公開することを奨励している。 

 

（大学院と他の教育研究組織・機関等との関係） 

ⅡＢ群 学内外の大学院と学部、研究所等の教育研究組織間の人的交流の状況とその適切性 

【実態】【長所】【問題点】 

 学内外の大学院・学部、研究所などの教育・研究組織と本研究科の間では、公式の協定

は結んではいないものの、本研究科は、交換研究員などの個人的な交流の申し出があった

場合には積極的に対応をしている。 

【改善の方法】 

 まず学内の複数の研究科の間で、講義科目の共通化、共通講義の隔年担当などを行い、

それを次第に外部との人的交流に拡大する必要がある。 

 

５ 研究活動と研究環境 

（１）研究活動 

（研究活動） 

ⅡＡ群 論文等研究成果の発表状況 

【実態】【長所】 

専任教員の論文等研究成果の詳細な発表状況は、本学の研究者データベースで見ること

ができる。過去５年間（2000～2004年度）の場合、本研究科専任教員の全員がデータベー

スに登録・更新している。また、本研究科は、かつて専任教員用の英文紀要としてWaseda 
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Political Studiesを年 1回発行していたものの、2004年に、これを『早稲田政治経済学

雑誌』の英語号に統合し、内容の一層の充実を図っている。 

本研究科は、博士後期課程の学生が論文等研究成果を発表する場として、『早稲田政治

公法研究』を年3回発行している。この雑誌は、①博士後期課程の合同研究報告会で報告

され、教員や学生からコメントを受け、内容を修正した論文であること、投稿に際して研

究会プログラムを添付する(申請書に指導教員の承認印を受ける)、②本研究科以外の研究

会や報告の場（日本政治学会、日本選挙学会、国際政治学会、日本行政学会、日本比較政

治学会などの主要学会、早稲田政治学会、政経ワークショップなど）で報告され、会員、

教員、学生からコメントを受け、内容を修正した論文であり、投稿に際して研究会プログ

ラムを添付する(全国規模の主要学会での発表を除いて、申請書に指導教員の承認印を受

ける)、③指導教員などが執筆を指示し、掲載を承認した論文であり、投稿に際して指導

教員ほか１人の専任教員の推薦状、計２通を提出する、を掲載条件とし、内容の一層の向

上を目指している。また、博士後期課程学生は、政治経済学術院の専門科目を担当する専

任教員が研究成果を公表する『早稲田政治経済学雑誌』にも投稿する資格をもっている。 

【問題点】【改善の方法】 

 ただし、本研究科の専任教員が『早稲田政治経済学雑誌』に投稿する論文数は必ずしも

多くなく、投稿者も固定化される傾向がある。大学院や政治学研究科に関する特集を組む

などの工夫を通じて、より多くの専任教員が論文を投稿することを促進する必要がある。 

また、博士後期課程学生には『早稲田政治経済学雑誌』にも投稿する資格があるものの、

レフェリー制を採用しているためか、投稿者の数は極めて少ない。博士後期課程学生にレ

フェリー制雑誌に投稿することの重要性を納得させ、より多くの博士後期課程学生が投稿

することを促進する必要がある。 

 

（教育研究組織単位間の研究上の連携） 

ⅡＡ群 附置研究所とこれを設置する大学・大学院との関係 

【実態】【長所】 

本研究科は、現代政治経済研究所を除き、その他の付置研究所とこれを設置する大

学・大学院との間で特に研究上の連携を行っていない。 

【問題点】【改善の方法】 

 本研究科では、現代政治経済研究所を除き、その他の付置研究所とこれを設置する大

学・大学院との間で研究上の連携をした経験がない。今後の検討課題である。 

 

（２）研究環境 

（経常的な研究条件の整備） 

ⅡＡ群 個人研究費、研究旅費の額の適切性 

ⅡＡ群 教員個室等の教員研究室の整備状況 

ⅡＡ群 教員の研究時間を確保させる方途の適切性 

ⅡＡ群 研究活動に必要な研修機会確保のための方策の適切性 

ⅡＢ群 共同研究費の制度化の状況とその運用の適切性 

【実態】【長所】【問題点】 
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個人研究費、研究旅費の額の適切性、および教員個室等の教員研究室の整備状況は学部

の同項目に記述している。本研究科では、2004年度より、教員が研究活動により多くの時

間を確保することができるように、専任教員の研究指導（修士課程、博士後期課程）以外

の最低担当授業コマ数を原則半期２単位１コマとすることをルール化して実行している。

その結果、2004年度の専任教員の平均担当授業コマ数は1.9コマとなったものの、修士課

程学生から選択肢が減少したという不満が表明された。 

【改善の方法】 

本研究科は、専任教員の授業負担と修士課程学生への選択肢のバランスをとるため、隔

年開講も含めて、「半期２単位１コマ」ルールを柔軟に適用する必要がある。 

 

（研究上の成果の公表、発信・受信等） 

ⅡＣ群 研究論文・研究成果の公表を支援する措置の適切性 

ⅡＣ群 国内外の大学や研究機関の研究成果を発信・受信する条件の整備状況 

【実態】【長所】【問題点】 

政治経済学術院では、専門科目を担当する教員（政治学研究科、経済学研究科、公共経

営研究科）が研究論文や研究成果を公表する場として『早稲田政治経済学雑誌』を刊行し

ている。しかし、かつてと比較して研究論文や研究成果を公表する場が増えたため、専任

教員が『早稲田政治経済学雑誌』に投稿する論文の数は減少した。 

【改善の方法】 

2004年度に、『早稲田政治経済学雑誌』をレフェリー制に切り替え、特に年４回刊行す

るうちの一号は英語号とした。この雑誌は、有斐閣から発売され、日本の395校の大学と

104カ所の図書館・研究所に送られている。 

 

６ 施設・設備等 

（１）施設・設備 

（施設・設備等） 

ⅡＡ群 大学院研究科の教育研究目的を実現するための施設・設備等諸条件の整備状況の

適切性 

ⅡＢ群 大学院専用の施設・設備の整備状況 

ⅡＣ群 大学院学生用実習室等の整備状況 

【実態】【長所】【問題点】 

本研究科は２教室を専有し、４演習室を経済学研究科、公共経営研究科と共用している。

そのほか履修者が多い科目は、政治経済学部との共用教室・演習室、全学共通利用教室で、

研究指導は多くの場合、各教員の研究室で行われている。政治経済学部との中・大規模

共用教室には、AV 設備がほぼ整い、小規模の教室・演習室の場合は、必要に応じて OHP、

プロジェクターを持ち込むことにより対応している。 

経済学研究科との共用コンピュータ室は２部屋あり、それぞれ 19 台ずつ PC が設置さ

れている。汎用の情報処理アプリケーション（ワープロ、表計算、プレゼンテーション、

インターネットなど）に加え、計量経済分析専用のソフトウエアもインストールされてお

り、講義・演習でも利用され、学生による利用頻度も高い。コンピュータ室のひとつは、
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政治経済実験と高度の統計評価研究に必要なハードウエアおよびソフトウエアを備えた

全国でも数少ない社会科学分野における実験設備を誇る。政治経済学部専用のPCルーム、

および全学共通のPCルームは、すべて研究科学生にとっても利用可能となっている。 

修士課程学生と博士後期課程学生のためにそれぞれ１部屋、３部屋が確保され、各学生

にロッカーが割り当てられ、談話・討論が可能なスペースもある。 

【改善の方法】 

 施設・設備等の問題は、本研究科だけでは解決することが難しい。本研究科では、教室

確保やPC・AV施設の改善について、必要に応じて大学本部に要求を行っている。 

 

（先端的な設備・装置） 

ⅡＣ群 先端的な教育研究や基礎的研究への装備面の整備の適切性 

ⅡＣ群 先端的研究の用に供する機械・設備の整備・利用の際の、他の大学院、大学共同

利用機関、附置研究所等との連携関係の適切性 

【実態】【長所】 

経済学研究科と協同で推進している21世紀COEプログラム「開かれた政治経済制度

の構築」で汎用コンピューター、パソコン、各種ソフトウエア、複写機を購入し、このプ

ロジェクトに携わる教員、学生はこれらの機器も利用することが可能である。 

 本研究科は、これらの機器を積極的に利用することを可能にするため、教員と学生に多

くの便宜を図っている。 

 

（維持・管理体制） 

ⅡＡ群 施設・設備等を維持・管理するための学内的な責任体制の確立状況 

ⅡＢ群 実験等に伴う危険防止のための安全管理・衛生管理と環境被害防止の徹底化を図

る体制の確立状況 

 

 ※大学全体で記述。 

 

（２）情報インフラ 

ⅡＢ群 学術資料の記録・保管のための配慮の適切性 

ⅡＢ群 国内外の他の大学院・大学との図書等の学術情報・資料の相互利用のための条件

整備とその利用関係の適切性 

 

 ※大学全体で記述。 

 

７ 社会貢献 

（社会への貢献） 

ⅡＢ群 研究成果の社会への還元状況 

【実態】【長所】【問題点】 
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 21世紀 COEプログラム「現代アジア学の創生」、同「開かれた政治経済制度の構築」ほ

か、現代政治経済研究所と協力して、講演会、公開シンポジウムなどの社会還元を行って

いる。 

【改善の方法】 

 本研究科は、積極的に新しい外部資金を獲得し、さらに研究成果を社会に還元する機会

を増やす必要がある。 

 


