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  03）経済学研究科  

  

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】 

経済学研究科の母体となっている政治経済学部の起源は、早稲田大学が 1882 年に東京

専門学校として開学したときの政治経済学科にさかのぼる。法律と政治を組み合わせる当

時の学問潮流の中、政治学と経済学の融合を目指したこの学科は特異な存在であった。以

来、本学としては、こうした建学理念を踏まえつつ、脱国境化時代における国内外政治経

済問題に対応できる具体的政策提言・実施・評価能力を備えた人材育成を掲げている。 

【実態】【長所】 

1951年の設立当初は、専門研究者、特に大学教員養成の色彩が濃く、博士後期課程進学

には極めて厳しい制約があった。しかし、経済学そのものの発展とともに 1960 年代から

研究指導の種類が多様化の傾向を見せ始め、大学院進学者が漸増した。近年では、大学院

教育への社会的需要増加に対応すべく、2000年度から年２回の社会人入試制度を新たに設

け、育成すべき人材選抜の多様化を図り、毎年50人前後の修士課程卒業者（うち10人前

後は博士後期課程へ進学）を輩出するようになった。これにより以前から努めてきた専門

的知識の社会的還元を一層促進できるようになった。 

【問題点】 

 大学院進学者の中でも政治経済学部出身者の場合、学部時代からの建学の精神を踏まえ

つつ、教員間の教育上の連携下で多彩な研究テーマについて実践的な研究課題に取り組む

者が多い。しかし、問題点としては、大学院進学者の多くを占める他大学出身者との間で

の基礎学力の格差が目立ち、それを埋めつつ応用力の養成を図ることが課題である。 

【改善の方法】 

 数年前より基礎科目の充実化、必修化を進め（コースワーク制度の整備）、大学院学生

間の基礎学力の格差を埋める一方で、応用力の養成を図っている。また、これまで教員間

で自主的に進められてきたワークショップ形式による共同研究指導体制を制度化するこ

とで、指導の充実を図っている。 

 上記の教育理念を含めた教育方法の情報は、研究科要項・大学年報などの定期刊行物に

掲載されており、経済学研究科ウェブページにも常時掲示されている。また、社会人入試

受験希望者に対しては毎年社会人入試説明会を開催し、教育の目的・内容、出願資格の決

定の背景などを詳細に説明しているほか、受験者全員にほぼ同じ内容のプリントを受験票

とともに配付して、社会人学生に対する教育理念・教育方法の情報公開の徹底を図ってい

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） 
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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 

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 

ⅡＣ群 創造的な教育プロジェクトの推進状況 

（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 

【長所】 

以下で記すように、近年ではコースワーク制度の整備による基礎学力の養成、複数教員

による分担・輪番制の導入による指導教員だけの研究指導に偏らない教育内容の整備と複

数教員による共同研究指導体制の確立を図る一方で、課程博士学位取得への道筋を学生に

明確に示すことで学位取得のインセンティブを高めている。 

I.研究科教育・指導体制： 

修士・博士後期課程いずれについても従来、学生は履修すべき科目、研究主題の決定、

研究活動について専ら入学時に決定された専修を担当する教員の指導を仰いできた。2000

年度以降、こうした閉鎖的研究・教育指導体制について次のような改革を実施している。 

【実態】 

＜修士課程＞ 

①コースワーク制度の整備：経済史系学生は経済史文献購読、非経済史系学生はミクロ・

マクロ経済学を必修科目として設置。加えて、経済数学についても科目が整備されている。

これらの科目は次のような原則に基づいて運用されている。 

[a.複数教員による担当]複数教員による輪番・分担担当を前提。講義内容は担当教員を中

心としつつ、他の専門科目担当教員による意見を取り入れながら共通基礎科目としての客
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観性と透明性を高めている。 

[ｂ.シラバスの活用]前期・後期の講義内容をシラバスとして講義要項・ホームページに

掲載。学生の計画的学習を支援。この点は他の専門科目についても徹底されている。 

[c.客観的成績評価]出題範囲をできるだけ広範囲にとった定期試験実施により客観的な

評価を出す。 

なお後述の他の専門科目であっても、分担・輪番制が採用される場合には、以上のよう

な原則に基づくように努めている。 

②主要学科目についての輪番・分担体制：①の基礎科目に加えて専門科目についても、複

数教員による輪番・分担制を導入することで、専門研究分野における基礎知識を習得する

際にも特定の学説への偏向を排除し、かつ定期試験実施により成績評価の客観化に努めて

いる。 

③半期制の活用：完全な半期制ではないが、どの科目も単位は半期ごとに認められる。科

目ごとに履修上の前期・後期の位置づけが行われ、履修に際して段階的学習を必要とする

か否かが明示される。学部における完全セメスター制への移行（2006年度）に伴い、研究

科も同制度への移行を含めた対応が課題となる。 

④ワークショップ形式演習科目の活用：演習科目によっては、ワークショップ形式のもと

で内外の優れた研究者を招き、最新の研究成果に触れさせることで学生の研究意欲増進を

図りつつ、複数教員による共同研究指導を実質的に行っている。 

⑤博士後期課程への学内推薦入試制度：学科目成績に加えて修士論文で優れた成果を修め

た学生に対しては、博士後期課程推薦入試による進学の道が開かれている。 

⑥学位取得への指導：コースワークと入学時に決定された専修向け専門科目を基礎としつ

つ、他の必要関連分野について指導教員の指示に従いつつ、修士論文作成に必要な学習を

積む。研究テーマは基本的に学生本人の決定によるが、多くの場合、指導教員による示唆・

指示に基づく。２年進級時に学位取得のために歩む過程は次のとおりである。 

[a.論文作成ガイダンス]研究テーマの決定については主に指導教員の指導に基づく一方

で、具体的に論文を作成する場合にはどのような点に注意しなければならないかについて、

２年生以上に対して毎年ガイダンスを行っている。とりわけ修士学位論文で求められる研

究到達点（先行研究についての十分な理解・展望と新たな学術的貢献の必要性）について

じっくりと説明を施すようにしている。 

[b.研究計画書の提出]前期中に学位論文の研究主題を決定・申請し、研究科運営委員会の

審査・承認を受けなければならない。学生は、単なる主題の決定ではなく、主題について

の先行研究、それを踏まえた問題意識の整理、現時点で計画される分析方法についての紹

介、期待される結論を計画書には求められる。 

[c.修士学位論文予定届の提出]後期においては、実際に提出予定の修士学位論文について

の研究経過報告を兼ねた学位論文の主要内容について報告が求められる。この報告書提出

を義務づけることで、前期から後期にかけての持続的かつ着実な研究を促す。 

[d.その他修士論文研究成果途中報告]演習科目によっては、前期および後期各１回、研究

活動の途中経過について複数の教員による評価、アドバイスを得る機会が与えられている。 

[e.学位論文における使用言語]学位論文で用いることができる言語は日本語だけでなく

英語も認めている。国際的な活動能力を養うだけでなく、比較的英語が堪能な留学生によ
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る研究とりまとめを促進することを考慮した措置である。 

【問題点】【改善策】 

[a.実務者・研究者養成の整合的カリキュラム]課程修了後に就職する学生と博士後期課程

に進学する学生の間には、研究への姿勢・意欲におのずと違いが生まれてくるが、その違

いに応じた教育を効果的に行うためには、例えば(a)各専門領域について共通の基礎的経

済理論、実証分析に必要な基礎的手法、専門領域における基礎理論についての科目編成と

(b)それを踏まえた博士後期課程進学者向けのより高度な理論・手法についての科目編成

というように２段階カリキュラムを編成するなどの対応を図る必要がある。 

[b.演習・文献購読科目の整理]特にコースワーク科目については問題練習を中心とした演

習、専門科目については単なる講義だけではなく論文精読方法指導のための文献購読を配

置することで、研究能力養成のためのよりきめ細かいカリキュラム編成が望まれる。同一

専修科目や関連する専修科目について基礎講義を集約し、分担・輪番制により専任教員の

現在の講義負担を削減しつつ、TA や RA、任期制の講師といった制度の導入・活用が必要

となろう。 

 

＜博士後期課程＞ 

【実態】 

①領域別募集・研究指導制度：2006年度より数理経済学、数量経済分析、経済構造・制度、

応用経済理論という４つの領域別に学生を募集し、主・副の指導教員の下で少なくとも領

域ごとに多数教員による共同研究指導が実施される。こうした改革の基礎は、これまで学

生による持続的研究を促すために専修の違いを超えて定期的に行われてきた博士後期課

程研究成果報告会での共同研究指導にあるが、改革により脱専修別研究指導体制が確立さ

れる。 

②学位取得への道づけ：以下のような改革を行うことで、2000年度までは課程博士学位１

件だった実績を塗り替え、学位をほぼ毎年着実に授与するようになり、かつ 2005 年度は

すでに５件の申請を受けるに至った（2005年９月14日現在）。 

[a.学位取得条件の透明化]課程博士学位申請に際して、学位論文は査読付き学術雑誌にお

ける公刊論文最低３本以上を主体としなければならないことを学生に周知させるととも

に、学位取得のための論文作成インセンティブを下記のように体系的に創り出している。 

[b.２年次の研究計画書公開報告会]入学時の仮研究計画書を具体化させたものを２年進

級時に本研究計画書として報告、複数教員による審査に合格しなくてはならない。 

[c.進級時の研究成果報告書の提出]在籍する間は毎年進級時に過去１年間に行った研究

成果報告書を提出する。 

[d.定期的な研究成果報告会における発表]c.と併せて研究活動の成果を報告する義務を

課すことで、日頃の研究指導の成果をとりまとめるインセンティブを創り出す。 

[d.紀要『経済学研究』を含めた内外査読付き学術雑誌投稿促進] 学外学術雑誌への論文

投稿はもちろんだが、萌芽的な研究成果についても学内の紀要を（学外研究者を審査員に

含めた）査読雑誌化することでとりまとめのインセンティブを創り出している。 

[e.学位論文における使用言語]学位論文で使用できる言語として、日本語だけでなく英語

も認めている。英語論文を認めることで、多くの場合英文での投稿を求められる内外査読
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付き雑誌で受理された研究成果を迅速に学位論文として、とりまとめることができるよう

にしている。 

【問題点】【改善の方法】 

複数の専門をまたぐような研究領域における昨今の研究動向を踏まえるとき、博士後期

課程学生に対しても例えば単位制の導入などにより経済理論および他の専門分野につい

ての研究動向についても学習させるインセンティブをつくり出す必要がある。すでに今年

度は在学中における学位請求が行われるようになったが、請求者の在学年数はすべて５年

超である。課程博士学位取得を促進するためには、例えば在学３年以内の学位請求のイン

センティブを創り出す必要があろう。 

 

II.学部との連携： 

【実態】【長所】 

学部学生による高度な学習を助けるとともに、大学院進学のインセンティブをつける体

制を整備している。 

①大学院先取り科目の設置：修士課程で設置するミクロ・マクロ・経済数学の科目履修を

学部４年生にも認めている。取得単位は 10 単位を上限として大学院進学時に振り替え認

定し、大学院進学インセンティブを高めるだけでなく、進学準備としての基礎学力充実の

機会を提供している。 

②推薦入試制度の実施：学業成績と専門演習における卒業論文研究の面で優れ、かつ大学

院進学を希望する者に対して前期中に推薦入試を実施している。進学機会を保証すること

により、残された学部時代に大学院進学に備えた学習と研究に専念できる環境を提供して

いる。（これまでの経過を振り返ると、推薦入試合格者のほとんどが博士後期課程に進学

し、研究者としての道を歩んでいる） 

【問題点】 

学部と大学院では、従来、学科目が独立に設置されてきた。しかし、大学院修士課程コ

ースワーク科目および専門基礎講義については学部上級科目として共同設置するなどし

て、学部生を大学院での学習になじませると同時に、単位振り替え認定制度の活用によっ

て大学院進学者増加を図る必要がある。なぜならば過去の実績を振り返ると、学部卒業者

のうち優秀な成績を収めて博士後期課程に進学し、研究者として育つ割合が非常に高く、

したがって大学院のレベルアップのためには学部学生の進学意欲を高めることが極めて

有効と考えられるからである。 

 

III.他研究科との提携： 

【実態】【長所】 

2002年度より教育学研究科、社会科学研究科との間で経済学関連科目についての科目の

共同設置・運営の制度を開始した。また修士課程設置のコースワーク関連科目については

他研究科学生に対しても受講を開放している。当研究科は、これらの措置を通じて経済学

分野における教育・研究指導の面で全学的な協力だけでなく、学内の経済学研究の活性化

を目指している。 

【問題点】【改善の方法】 
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専門分野が高度に細分化される一方で、複数の専門をまたぐ研究が急速に発展している

現況を踏まえると、本研究科に限らず経済学研究領域を抱える他の研究科においても当該

研究科専任教員だけでは十分な教育・研究指導を行うことは難しくなってきた。学生数の

増加に対応しつつ効果的に教育・研究指導を実施するためには、経済学関連の研究・教育

（基礎科目についての共通カリキュラムの実施、主副指導教員制などの導入による他研究

科教員の研究指導協力、学位論文審査の協力など）について全学的協力体制を構築したう

えで各研究科の本来の独自性をいかに発揮できるかを検討する必要がある。 

 

IV.自発的・創造的研究プログラムの開拓： 

【実態】【長所】 

COE プログラムの活用：2003 年度に採択された 21 世紀 COE プログラム「開かれた政治

経済制度の構築」との連携で、新たに「政治経済学方法論」という制度評価・政治経済実

験にかかわる設置科目で学んだ手法を実践するための研究テーマを、大学院学生が自発的

に発見・実施している。また、（他研究科も含めた）大学院学生主体のランチタイム・セ

ミナーを開催することで狭い経済研究テーマにとらわれない、新しい、より広いテーマに

ついての大学院学生間共同研究の促進支援を図っている。 

【問題点】【改善の方法】 

COE プログラム終了後においても学生の自発的な研究プログラムの設定・実施を支援で

きる体制を早急に築く必要がある。とりわけ大学院学生によるプロポーザル型研究・教育

プログラムの実施、競争的な学会報告・調査支援制度の構築が必要である。 

 

（単位互換、単位認定等） 

ⅡＢ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】 

現在の所、内外の大学院との正式な単位互換制度はない。しかし、来年度に向けて中国

人民大学経済学院との共同設置科目運用実施に向けて最終調整段階にある。 

I.海外大学院との単位互換・認定：①留学時取得単位の取り扱い：単位互換制度を設けて

いないが、海外の大学院に留学した際に学生が取得した単位については、研究科運営委員

会での審査の上、研究科履修単位として認められる。②海外提携大学院との単位互換制：

中国人民大学経済学院との教員相互派遣型講義・演習科目の共同設置およびその単位互換

の制度を2006年度より実施する。こうした共同設置科目の運用により学生・教員間の教

育研究上の国際交流が促進されるものと期待される。 

【問題点】 

中長期的には研究科の国際化を促進・維持するためには、提携する海外大学院との国際

客員研究員・教授制度を確立する一方、両大学院間における共同研究教育体制を確立する

ためのセンターを設置するなどの施策が必要である。 

 

（社会人学生、外国人留学生等への教育上の配慮） 

ⅡＡ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 
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【実態】【長所】 

大学院進学希望者および進学者に対しては、以下のようにきめの細かいガイダンスを行

いつつ、当研究科での学習・研究を助ける体制を整えている。 

I.大学院進学希望者への対応： 

①政治経済学部学生：大学院先取り科目制度、大学院推薦入試制度、そして大学院進学後

に可能な進路について、学部入学時、進級時、そして５月の連休明け頃の３度にわたって

ガイダンスを行っている。 

②他学部生：多様な学問背景をもつ学生を受け入れるために、経済系学科目について所定

の単位数を取得済みの学生については、所属学部にかかわらず推薦入試試験出願を認めて

いる。こうした学生についても５月連休明け頃に推薦入試説明会を開催している。 

③社会人：毎年７月頃に社会人を対象とした入試説明会を開き、研究科についてのガイダ

ンスを開催している。 

II.進学後の対応： 

①社会人：入学後の履修負担を軽減し学位論文への集中的取り組みを容易にするために、

次のような措置を講じている。 

[a.上限履修単位数の拡大]入学時の履修単位数上限を40単位（他学生28単位）にして、

２年進級時には学位論文への集中的取り組みができるように配慮している。 

[b.１年半修士号取得制度]入学前に公刊・発表された研究論文等の業績が評価に値するも

のである場合、１年半での修士学位取得が認められている。 

[c.夜間授業]社会人による履修が多い科目については、適宜、18時以降の６時限に授業時

間を変更して便宜を図っている。 

[d.専門基礎学力の充実]研究に必要な専門基礎学力・知識が乏しい者（特に社会人）につ

いては8単位を上限として、政治経済学部が設置する学部上級専門科目の履修を認めてい

る。 

②外国人留学生：日本での生活への適応ならびに学習支援のために修士課程上級生、博士

後期課程学生をチューターとして割り当てている。 

【問題点】【改善の方法】 

 (a)社会人：研究意欲および英語論文を読むうえでの語学力については一般入試合格者と

比べて遜色がないものの、学部レベルの経済学の知識が不足する傾向は否めない。社会人

受け入れを続ける限り、何らかの補習制度が必要かもしれない。 

(b)外国人：現在の研究科では日本語における授業が原則であるので、外国人受け入れの

際には日本語検定１級相当の語学力を要求している。しかし、実際に日本語文献を読み、

日本語で論文を書くためには多くの場合日本語検定合格といった語学力では不十分であ

る。何らかの語学力補強のための追加的措置が必要かもしれない。 

 

（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 

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 
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【実態】【長所】 

複数教員による共同研究指導を行う一方、教員との共同研究の促進、学内紀要も外部審

査員を含めた査読化を行い、内外研究者による客観的な評価をするように努めている。 

①複数教員共同指導：同一分野を受け持つ教員が複数いる場合、および関連専攻分野を受

け持つ教員がいる場合には、共同で担当する演習科目を設置・運用し、単一の教員による

指導の偏向をなくす努力を払っている。 

②査読付き紀要の活用：修士・博士後期課程学生が投稿できる大学院紀要は、学内外研究

者を審査委員とした査読付き雑誌である。審査依頼時は、必ず研究科に属する指導教員以

外の関連専攻分野の教員と学外研究者を審査員として指名して、両者の評価を比較考量し

て採否を決定している。内外審査員の審査結果は両審査員に通達され、学内教員による評

価を第三者の目から見ても客観的に保つ自己規律を生み出している。 

【問題点】【改善の方法】 

複数共同研究指導体制は現時点ではまだ教員間の自主的な制度として運営されており、

大学院学生の取り込みはまだ不十分と言える。しかし、来年度には博士後期課程に単位制

を導入し、正式に制度化される。今後、運用実績を踏まえてさらなる制度改善をする必要

がある。 

 

（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】 

 現状では、研究指導・授業科目における成績は素点（100 点満点）で評価されている。

素点は学生には公表しない（1984年 3月 13日委員会）。代替的に、学生に対しては優（80

点以上）、良（79～70点）、可（69～60点）、不可（59点以下）によって通知する。評価基

準のあり方に関しては、評価対象（筆記試験、レポート、平常点など）をも含めて担当教

員に委ねられているが、コースワーク科目や分担・輪番制が採用される専門科目について

は講義内容の共通化・透明化、筆記試験出題基準の教員間調整により、成績の客観性を高

めるように配慮している。 

【問題点】【改善の方法】 

非常勤講師が担当する科目については、成績評価の客観性、透明性の確保が難しい。今

後は非常勤講師担当科目および担当教員の厳選を図るだけでなく、専任講師担当科目も含

め、成績評価に際しては筆記試験、レポート、平常点などの総合評価方法についての情報

公開の是非についての検討を進めるべきかもしれない。 

 

（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 

ⅡＣ群 学生満足度調査の導入状況 

ⅡＣ群 卒業生に対し、在学時の教育内容・方法を評価させる仕組みの導入状況 

ⅡＣ群 高等教育機関、研究所、企業等の雇用主による卒業生評価の導入状況 
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【実態】【長所】 

以下に記すように、シラバスや学位取得条件についての情報公開ならびに学生との意見

交換を通じたカリキュラム検討など、大学院学生の研究・教育能力を踏まえた指導・評価

体制の維持に努めている。 

①学習の指針明示：講義要項ならびに研究科が運営するウェブにおいてシラバスを明示。

また各教員がそれを補えるようにウェブ環境は整備されており、講義・演習用のレジュメ

等を学生が適宜、直接入手できるようにしている。 

②学位（特に課程博士学位）取得条件の明示：講義要項において学位取得のために求めら

れる基本条件を明記して、学位取得のための到達点を明らかにすることで、学生による研

究成果のとりまとめに対するインセンティブを高めるように努めている。 

③教育・研究指導面での学生との意見交換：研究成果報告会開催を担当する学生側委員、

大学院学生図書費の管理・運営を担当する学生側委員と適宜、会合をもつことで、研究科

全体の教育・研究指導上のソフト（カリキュラム、教育・指導方法など）・ハード（教育・

研究設備など）についての意見交換を行っている。 

【問題点】【改善の方法】 

すべての全学生を対象とした満足度を測る調査は実施していない。本研究科は規模が小

さいために、個別教科については、講義・演習で取り上げる題材の選択等で、学生と教員

との直接的意見交換が比較的有効に働いている。しかし、今後は卒業生の意見の聴取等に

より、本研究科に特に期待される人材育成の役割を一層充実させることも必要であろう。 

 

（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】 

学生個人、教員個人による内外交流が主であるが、最近は21世紀COEプログラム実施

により教員・学生間でより有機的に海外教育・研究機関ならびに内外研究者との交流が促

進されつつある。 

I.学生の国際的流動性： 

①海外留学：留学について意欲的な学生に対しては、研究科はそれを積極的に支援する姿

勢であり、毎年若干名が主に欧米に留学している。従来の留学実績を振り返ると、大部分

が公的な奨学金または私費による留学であり、過去５年間（2000～2004年度）において学

術交流協定・学生交流協定等による留学者の派遣はない。 

②留学生の受け入れ：特定の教育機関との提携に基づく留学生の受け入れはほとんどない

が、主に中国・韓国からの私費・国費留学生を毎年、修士課程では５人程度、博士後期課

程では若干名、受け入れている。 
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II.国際的学術交流：海外大学院との教育・研究指導面での協力関係を構築するために、

現在、中国の大学院との教育・研究面での交流を促進する具体的な制度設計について中国

側と協議進行中である。 

【問題点】【改善の方法】 

①学生の国際活動能力養成：研究科自体の国際化を図るためには、学生の国際的活動能力

を養成する必要がある。こうした能力養成は従来学生個人の努力に委ねられていたが、内

外の動向を踏まえるとき研究科としても、例えば英語を用いたカリキュラムの導入など、

より積極的に養成支援を行う必要があろう。②留学生の受け入れ：現在、外国人学生は日

本語検定１級相当の語学力を有さなければ、修士課程、博士後期課程のいずれも受験でき

ない。しかし、少なくとも博士後期課程については、英語力を有し、対応可能な教員がる

場合には積極的に受け入れることが認められるようになれば、海外大学院との提携など国

際的学術交流を促進できるばかりでなく、在学生の国際活動へのインセンティブを高める

うえでも効果的であると考える。 

 

（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 

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 

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 

（課程修了の認定） 

ⅡＢ群 標準終業年限未満で修了することを認めている大学院における、そうした措置の

適切性、妥当性 

【実態】【長所】 

修士課程学生については個別指導教員、関連領域を専攻する複数教員、そして機関とい

う３つのレベルで論文作成、学位取得のためのガイダンスと指導を行っている。博士後期

課程学生については、学位授与基準の明確化、学内紀要の査読化、教員との共同研究の推

進等により在学生による課程博士学位請求の件数も着実に増加している（2005年度は10

月現在ですでに３件）。また、修士学位論文、博士学位論文のいずれも、日本語または英

語での提出が認められ、国際的な研究成果報告・業績の活用ができるようになっている。 

I.修士課程： 

①学位授与状況：近年では40人前後の学生が毎年、修士学位を取得している。 

②学位授与方針・基準：既述のように選択した研究テーマについての先行研究について十

分な理解・展望ならびに当該分野における新しい学術的知見を加えられるか否かを学位授

与の基本方針として定めていることを、ガイダンス等を通じて学生には周知徹底するよう

にしている。 

③学位授与の客観性：指導教員を主査、関連分野を選考する２人の副査による審査が行わ

れる。主査の評価点は副査の２倍の重みをもたせながらも、各審査員による評価の平均点

により合否を判定する。これにより合議制等で問題となるような主査の評価への極端な偏
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向を排除し、評価の客観性を保つようにしている。 

II.博士後期課程： 

①学位授与状況：2000年度までは学位授与は稀であり、かつ授与された学位のほとんどは

論文博士であった。しかし既述のように学位授与規定の透明化を図ることで、近年では課

程博士学位の申請・授与数は着実に増加している。とりわけ 2005 年度においては前期で

すでに６人（退学後３年までの者の申請を含む）の課程内博士学位申請を受理し、審査が

開始されている。 

②学位授与基準：研究計画書の承認、必要な研究指導期間を経て、内外査読付き雑誌にお

ける公刊論文３本以上を基礎とした学位請求論文を提出することを主要基準とする。 

③学位授与の客観性：上記学位授与基準でも記されているように、学位論文の基礎となる

研究成果として内外査読付き雑誌での公刊論文を求めることで、授与する学位の質につい

て客観性を保てるように制度的担保を設けている。また、審査員については学外研究者も

積極的に活用している。 

【問題点】【改善の方法】 

修士課程から博士後期課程に進学する学生について、修士論文と博士論文との連携を一

層図るべきであろう。また、博士学位取得基準としては査読付き学術雑誌公刊論文３本以

上を基礎にしているが、そうした業績を出すために必要な学会報告等へ一層の支援を図り、

大学院学生の国際的競争力をより強化する必要がある。 

 

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 

（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 

（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 

（社会人の受け入れ） 

ⅡＢ群 社会人学生の受け入れ状況 

（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】 

多様な入試形態を通じて多彩な学生を確保するように努めている。特に修士課程では本

学部経済学科の学生だけではなく広く学内に対して優秀な学生を募る推薦入試制度、社会

人としての経験・知識・問題意識をもった者をできるだけ多く迎える制度を設けている。 

I.修士課程：学生は、募集・選抜方法によりほぼ次の３つのタイプに分けられる。 

①一般入試：書類審査（主に研究計画書）、筆記試験（英語、専門）、口頭試問に合格した

四年制大学卒業者。近年は年に30人前後の入学者がいる。 

②社会人入試：書類審査（主に研究計画書）、筆記試験（英語）、口頭試問に合格した３年

以上の社会人経験をもつ四年制大学卒業者。近年は年に10人前後の入学者がいる。 
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③学内推薦入試：書類審査（主に教員による推薦書ならびに研究計画書）、口頭試問に合

格した学内他学部・他学科を含む学部卒業者。近年は年に10人前後の入学者がいる。 

 評価が偏向しやすい社会人入試および学内推薦入試については、書類審査および口頭試

問に複数の審査員を割り当て、最終評価は各審査員の平均点とすることで客観性を保つよ

うにしている。また、学内推薦入試については、政治経済学部経済学科の学生に特に有利

となるような措置を排除して、学内全体で優れた学生の募集をできるだけ公平・公正に行

えるように努めている。既述のようにこれらの制度については必ずガイダンスを行う一方、

合格者については入学前より指導教員を含めた教員から入学後の研究に必要な専門知識

の補完について指導を仰げるようにしている。 

II.博士後期課程：学生は、募集・選抜方法により次の２つのタイプに分けられる。 

①一般入試：書類審査（主に研究計画書）、修士論文（またはそれに代わるもの）、筆記試

験（外国語）、口頭試問に合格した修士課程修了者。近年では毎年若干名の入学者がいる。 

②学内推薦入試：修士課程における学科目成績・修士論文評価において優れた成績を収め

ていることを条件として、書類（主に教員による推薦書ならびに研究計画書）、口頭試問

に合格した当研究科修士課程修了者。近年では毎年５人前後の入学者がいる。 

評価の客観性を担保するために、学外からの受験者が提出する修士論文（または、それ

に取って代わるもの）の審査も学内の修士論文と同様に３人の審査員で評価を行い、口頭

試問についても主査だけでなく、論文審査を担当した副査１人を割り当てることで修士論

文での研究を踏まえた研究計画についての口頭試問を行っている。 

【問題点】【改善の方法】 

優秀な学生を確保するためには、推薦入試制度の活用が有効だが、本研究科での推薦入

試受験者数は景気に左右される傾向がある。この問題を解決するためには、学内だけでな

く、他大学に対しても推薦入試制度を拡大することが有効であるかもしれない。 

 

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】 

従来問題とされた教員の高齢化には歯止めがかかり、若干の若返りが進んでいる。専任

教員への道が約束されていた助手制度は廃止され、すべて任期制助手へと移行する一方で、

学外から多くの教員が新たに雇用され、研究教育体制の刷新が進められている。 

①教員数：過去３年間で専任教員数は増加傾向にある。一時は、理論経済学（数理経済学

を含む）の分野でその傾向が顕著であったが、応用分野の教員も次第に増加している。 

②年齢構成：2005 年度における専任教員の年齢構成は、30～34 歳０人、35～39 歳２人、

40～44 歳６人、45～49 歳５人、50～54 歳７人、55～59 歳９人、60～64 歳７人、65～69

歳０人となっている。専任教員の平均年齢は、2000年度で 50.8歳、2005年度は52.1歳で

ある。 

【問題点】【改善の方法】 

①教育体制：すでに助教授は講義・研究指導を担当する体制への移行を完了しているが、
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専任講師についても、少なくとも講義を担当できる体制をつくり、若手教員の力を活用で

きるようにすることが望ましいと考えられる。 

②若手教員の採用：現時点では専任講師はいないので、今後は先端領域を研究する若手専

任講師の採用が必要であろう。その際には、人事の硬直化を避けるために、任期制の活用

が有用だと考えられる。 

 

（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】 

①研究支援職員：学術院に所属する現代政治経済研究所に、図書・研究活動・施設面で教

員を助ける専任職員が若干名、学術院内公募で採用された研究助手が２人配置されている。

研究科そのものにはRA制度はないが、21世紀COEプロジェクトの下でRA制度が実施され

ている。また、情報施設関連については大学全体で IT センターを設け、総合的な管理・

運営とともに学内教員・学生の研究・教育・学習を助ける役目を果たしている。 

②教育支援助手：博士後期課程学生を中心とした TA 制度を取り入れ、修士課程研究指導

等で教員の研究指導を補完する役割を果たしている。 

【問題点】【改善の方法】 

専任教員の研究活動を支援するだけでなく、コースワーク科目の演習などを担当して教

育経験を積ませることのできる任期制のRA制度の実施が望まれる。 

 

（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】 

教員の採用・昇格は学術院全体での人事問題であり、直接には関与できない。しかし、

必要な教員人事について学術院に発議することができるので、この発議権を活用し、学

部・研究科として新規に必要な人材の確保に努めている。 

 

（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】 

大学全体で整備する研究者データベースへの研究成果・著作の登録、または教員自らが

管理・運営するウェブ上でのこれらの成果について自己申告する。 

【問題点】【改善の方法】 
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他箇所に比べて上記データベースへの自己申告のインセンティブは弱くないが、一層の

強化が望まれる。そのためには学術院レベルで毎年の研究・教育業績報告のとりまとめが

有効であろう。 

 

（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】 

従来は教員の個人レベルでの学術交流が主であったが、昨年度より 21 世紀 COE プログ

ラムの下でさらに年間５人程度の客員研究員の受け入れが行われている。 

【問題点】【改善の方法】 

教員の個人レベルを超えた内外研究・教育機関との交流を進めるためには、大学全体で

の資金的・物的（宿泊施設、研究室の確保等）支援が不可欠である。 

 

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】 

①教員の研究成果の発表：既述のように、教員の研究成果の発表状況は全学的に整備され

た研究者データベースにより常時、把握可能である。このデータベースは各教員により随

時更新され、最新の情報が提供されている。 

②学生の研究成果の発表：博士後期課程学生については、学会報告も含め毎年度の研究活

動成果について報告が義務づけられており、その活動は研究科により把握されている。こ

うした報告制度により学生の持続的研究へのインセンティブが創り出されている。また、

学生による萌芽的研究成果の発表を支援するために、修士課程・博士後期課程学生が投稿

可能な査読付き大学院紀要『早稲田経済学研究』を年２回、研究科より発行している。 

 

（研究における国際連携） 

ⅡＣ群 国際的な共同研究への参加状況 

ⅡＣ群 海外研究拠点の設置状況 

【実態】 

現代政治経済研究所における研究部会と２つの21世紀COEプログラムを中心とした欧

米ならびに中国における海外学術機関との共同研究が以前から進められている。これに加

えて現在研究・教育面での国際交流を一層促進することを中国の大学院と協議中である。 

【問題点】【改善の方法】 

研究科単位で国際提携を進めるためには、大学からの支援が不可欠である。資金面、施

設面等、支援の絶対的規模が不足している。なお漠然とした連携ではなく、学科目の共同

設置、重点共同研究テーマの推進等、実績の残る連携策・制度を構築すべきである。 

 

（教育研究組織単位間の研究上の連携） 
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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】 

本学術院に附属する現代政治経済研究所で組織される多くの研究部会は、本研究科教員

だけでなく、政治学研究科をはじめとする内外の研究者、博士後期課程学生で構成されて

いる。このような部会における教員との共同研究を通じて、学生に対して、単なる学術的

関心からの研究だけではなく時代のニーズや動きに対する感応度を高めさせるように努

めている。 

【問題点】【改善の方法】 

研究支援費の分配はそれぞれの研究部会に均等割りとなり、各部会にとって有効な支援

となっていない。競争的研究テーマ審査・選別制度により研究の重点化を図るべきだろう。 

 

（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】 

教員の個人研究費ならびに研究旅費の配分は学部から行われている。教員の研究室は、

数の上で依然として不足しており、教員の新規受け入れに対する大きな障害となっている。

現時点では本部が管理する研究棟に間借している研究室も若干存在している。研究活動を

促進する上でサバティカル制度の確立が望まれる。現行制度の下ではいったん在内外研究

に出た教員は最終的には２年間のサバティカルを行使するために、大学院教育はもとより

学部教育においても大きな弊害が出ているといえる。 

【改善の方法】 

学部カリキュラムの改革による必要教員数の見直しと、それに伴う専門科目担当教員の

増加、専任教員の授業負担の軽減が必要である。サバティカルは延長を認めず、１年に抑

制すべきである。 

 

（競争的な研究環境創出のための措置） 

ⅡＣ群 科学研究費補助金及び研究助成財団などへの研究助成金の申請とその採択の状況 

ⅡＣ群 学内的に確立されているデュアルサポートシステム（基般(経常)的研究資金と競

争的研究資金で構成される研究費のシステム）の運用の適切性 

ⅡＣ群 流動研究部門、流動的研究施設の設置・運用の状況 

ⅡＣ群 いわゆる「大部門化」等、研究組織を弾力化するための措置の適切性 

【実態】【長所】 

学内の研究助成金申請は、文部科学省科学研究費への申請と併せて行われることが前提

であり、その意味で競争的研究費獲得を促進するばかりでなく、いったん獲得した競争的

研究費による研究活動を一層促進する働きをもつといえる。 
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なお、研究助成金などの管理運営は学部事務が担当している。 

 

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 

（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】 

学部との連携により、大・中教室についての情報処理機器等の整備は十分行われている。

小教室や演習室については、ポータブル機器による対応により深刻な問題は生じていない。 

I.講義・演習用設備： 

 ①教室の数：研究科が専有する教室は２つだが、履修者が多い科目については政治経済

学部との共用教室・演習室、全学共通利用教室を、研究指導については、多くの場合各教

員の研究室で行われている。 

②AV設備：政治経済学部との中・大規模共用教室は AV 施設がほぼ完備されている。小

規模の教室・演習室については、必要に応じて OHP・プロジェクターの持ち込みにより

対応している。 

II.情報処理関連設備： 

①研究科専有PCルーム：政治学研究科との共用コンピュータ室２部屋を有し、それぞれ

19 台の PC を設置している。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、必要に応じて講義・演習にも活用している。学生による利用頻度は

極めて高い。 

②高度の情報処理設備：上記 PC ルームのひとつは、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

ける実験設備として整備されている。 

③他箇所との共用設備：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

べて研究科学生も利用可能である。 

III.大学院学生用自習室： 

①修士課程学生用自習室：各学生用のロッカーが設置され、学生による談話・討論が可能

なスペースとして修士部屋を配置している。 

②博士後期課程学生用自習室：原則、在籍学生１人につき１つの机・書架を用意した共同

の研究室を３部屋配置。各部屋には共用PC１台、プリンター１台を配備する一方で、大学

院学生個人が私有PCを利用できるように情報コンセントを設置している。 
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【問題点】【改善の方法】 

近年における修士課程・博士後期課程学生数の増加、ならびに大学院学生の主たる研究

活動の場が自宅から大学へ移ってきたために、上記専有設備だけでは対応が困難となって

おり、全学共通の大学院学生研究室も活用しなければならない状況にある。今後は研究科

が専有する大学院学生向け自習設備を一層拡充する一方で、全学共通の施設についても大

学院学生の研究活動を支援するための共通運用ルールを敷くことが課題と言える。 

 

（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 

【実態】【長所】 

とりわけ博士後期課程学生については、休日等を含めて共同研究室の利用の便宜を図り、

大学院学生の研究促進に努めている。 

【問題点】【改善の方法】 

博士後期課程学生が、学内諸施設を事務所閉室後も研究活動に利用できるようにするた

めの学内規則を確立する必要がある。例えば社会科学系分野の研究においては、計量分析

など、学内の情報インフラを利用しなければ円滑な研究活動を維持できないものがある。

最近はその傾向が強まっている。 

 

（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 

ⅡＣ群 コンテンツ（文書、画像、データベース等のネットワークを流通する情報資源）

やアプリケーション・ソフト（個々の応用目的をもったコンピュータソフトウェア）

の大学・大学院間の効率的な相互利用を図るための各種データベースのナビゲーシ

ョン機能の充実度 

ⅡＣ群 資料の保存スペースの狭隘化に伴う集中文献管理センター（例えば、保存図書館

など）の整備状況や電子化の状況 

【実態】【長所】 

以下に記すように図書予算は教員図書分とは別に大学院学生図書予算が組まれており、

大学院学生の学習・教育に資するように配慮されている。 

図書設備の管理・維持：①管理・運営形態：毎年、研究科図書予算として 1,500 万円弱、

大学院学生図書予算としては500万円弱が本部より配分されており、政治経済学部教員図

書室により予算管理が行われている。 

②購入図書資料：購入対象は書籍・学術誌といった図書に限らず、マイクロフィルムや電

子ジャーナルをはじめとした電子媒体資料にも及ぶ。教員図書室の配架スペースが限られ

ているために現在では、図書は高田早苗記念研究図書館に、雑誌は教員図書室に、マイク

ロ資料は現代政治経済研究所に、それぞれ配架されている。 
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【問題点】【改善の方法】 

図書予算総額が据え置かれながらも学術誌の単価が年々上昇しているために、それ以外

の図書資料購入に対する制約が次第に強くなっている。電子媒体として提供されているも

のについては、私学コンソーシアムや学内他箇所との調整を行いつつ雑誌購読費用の節約、

とりわけ定期購読中の雑誌リストの見直しと、新規購入予定雑誌の精選といった作業が必

要である。 

 

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】 

研究成果の社会還元は、教員や学生個人によるもの、現代政治経済研究所の研究部会に

よるもの、そして21世紀COEプログラムによるものに大別され、比較的活発に行われて

いる。 

①教員の社会貢献：中央政府・地方公共団体などの公的組織、民間経済研究組織等が開催

する各種委員会への参加により教員の学術研究成果は制度改革に活用されている。また現

代政治経済研究所の研究部会による公開講演会、21世紀COEプログラムによる公開講演

会・連続集中講義・内外コンファレンス・夏期政治経済実験方補論公開連続セミナーを催

すとともに、その成果を出版することで教員および大学院学生・助手による教育・研究成

果の公開促進に努めている。 

②学生の社会貢献：全学で提供されているインターンシップ・プログラムへの参加により、

国内だけでなく諸外国における社会経済発展にも日頃の研究・学習の成果が活用されてい

る。従来はアジア地域でのインターンシップ・プログラムを選択する者が多かった。 

【問題点】【改善の方法】 

特に海外インターンシップやフィールドワークは、大学院学生の国際社会貢献意欲を高

めるうえで効果的だが、必要単位科目としては認められていない。今後は、こうした科目

についても適当な基準を設けたうえで単位認定していくことも求められよう。また、研究

科自体が中心となって開催されるシンポジウム等も、研究科からの情報発信策として今後

は検討していく必要があろう。 

 


