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  02）商学研究科 

   

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】 

早稲田大学大学院は、「高度にして専門的な学術の理論および応用を研究、教授し、その深

奥を究めて、文化の創造、発展と人類の福祉に寄与すること」を設置の目的として大学院学則

第１条に定めている。 

大学院商学研究科は、この大学院学則に目的として掲げられた理念に依拠し、商学に関する

理論および応用を研究、教授することを目的としている。 

商学そのものは本質的に学際性をもった学術分野であるため、本研究科では、修士課程およ

び博士後期課程ともに商学専攻のみを設置している。しかしながら、商学の学術分野も専門的

に分化してきており、より詳細な区分としては、後述のように、博士後期課程には３コース７

専修を、また、修士課程には４コース８専修を置き、それぞれのコースまたは専修を中心とし

ながらも、両課程において、広く商学全般についても研究、教授を行うことを教育目標として

いる。 

博士後期課程においては、経営管理（経営専修、マーケティング・国際ビジネス専修、ファ

イナンス専修）、会計（会計専修）、産業・経済（理論・計量専修、公共政策専修、経済史専修）

の３コース７専修の専門分野について、研究者として自立して研究活動を行い、またはそのほ

かの高度に専門的な職業に従事するのに必要な高度の研究能力およびその基礎となる豊かな

学識を有する教授・研究者を養成することを教育目標としている。 

修士課程においては、博士後期課程と同様に、経営管理（経営専修、マーケティング・国際

ビジネス専修、ファイナンス専修）、会計（会計専修）、産業・経済（理論・計量専修、公共政

策専修、経済史専修）の３コース７専修の専門分野に関して、広い視野に立って精深な学識を

授け、専門分野における研究能力また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

成することを教育目標としている。 

さらに修士課程では、前述の３コース７専修のほかに、2004年度に実務経験者を対象とした

夜間のプロフェショナルコース（マネジメント専修）を設置し、実務経験・実践知識の整理お

よび再構築、さらには、高度専門知識習得およびそのための基本的・体系的研究手法の習熟を

教育目標に掲げ、社会の各方面で指導的な役割を果たしうる人材を育成するための社会人教育

を実施している。 

商学研究科では、いずれの課程においても、本大学大学院の設置の目的に沿いつつ、商学と

いう独自の専門分野についての研究、教授を行う目的を達成するための教育目標を上記のとお

り設定している。本研究科では、これらの目的および教育目標について、さまざまな機会を通

じて周知・啓蒙している。受験生に配布する『入試要項』、在学生に配布する『大学院商学研

究科要項』およびホームページなどにおいて、上述の目的および教育目標を明確に掲げること



Ⅲ－05－ 39

によって、商学研究科の在学生および教職員、将来の在学生となりうる受験生、ならびに修了

生を採用する企業、大学、研究所などを含めた社会一般などに対して周知している。このこと

により、本研究科の目的および教育目標がさまざまなステークホルダーに浸透し、理解が深ま

っている。 

【実態】【長所】 

実態としては、商学研究科は、1951年の設置以来半世紀以上にわたって、多くの人材を学界

および実務界に輩出してきた。 

修士課程修了者は、2005年３月までに3,363人に上り、修了後は、企業における実務家、研

究所における研究員、公認会計士および税理士などの専門職業人として活躍している。また修

士課程修了者で、大学等の教育機関における教授・研究者となった者も多数に上る。さらに修

士課程修了者のうち、引き続き研究者として必要な能力・学識を涵養するために博士後期課程

に進学する者も平均で20％程度の割合を占めている。近年の傾向としては、企業が修士課程修

了生を採用する人数枠も多くなり、高度の能力を備えて専門的な職業に就く者も増加しつつあ

る。 

博士後期課程への入学者では、学位申請論文を提出して修了した者もいるが、３年以上在籍

して研究指導を受けた後に退学し、大学などにおいて教授・研究者となった者が圧倒的に多い。

このような事情から、博士後期課程出身者の数を入学者数で類推すると、800 人近くの教授・

研究者を輩出していることになる。本研究科出身の教授・研究者は、本学教員となった者はも

ちろん、他大学においても研究および教育において活躍し、学界でも高い評価を受けている者

が多い。 

上述の状況に鑑みて、本研究科は、その目的および教育目標とそれに伴う人材養成等の目的

を達成しており、その名声を高めてきたといえる。特に、他大学の商学、経営学もしくは経済

学を専攻する研究科と比較して、修士課程および博士後期課程ともに圧倒的に多数の人材を輩

出していることが、本研究科の強みであるといえる。その結果、博士後期課程出身者が、大学

における研究・教育の職を求めるにあたっても、同窓生による多大な支援によって、あるいは、

同窓生の後任として、就職できることも多々あった。 

【問題点】【改善の方法】 

ただし、問題点がないわけではない。博士後期課程に関連する昨今の状況として、大学など

における教授・研究者の職に応募するにあたり、博士学位を授与された者でなければ、採用さ

れにくいという事実があり、これまでのように３年以上在籍して研究指導を受けた後に退学し

た者は就職に関しては絶対的に不利になりつつある。また、このような外部的要因に関連して

生起していると思われる問題点としては、博士後期課程への志願者数が、2003年度入試以降の

３年間に限ってではあるが、やや減少傾向にある。このことは、多くの教授･研究者を輩出し

てきた本研究科の強みに大きく影響する事項である。この問題に対応するために、後述するが、

課程による博士学位の授与を促進するために、本研究科が審査する博士（商学）学位の申請お

よび審査について必要な事項を定めた「博士（商学）学位申請および審査に関する内規」を改

正し、課程による博士学位を授与するプロセスを明確に定義し、これを 2005 年度以降に博士
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後期課程に入学した在学生に適用することとした。今後はこの指導体制について、商学研究科

内外に周知し、いわば競争力の源泉としていきたい。 

また、修士課程については、全入学者数1985年以降の20年間増加傾向にある。これは、先

述のとおり、企業が新規採用人事にあたり文系の修士修了生を採用するケースが増加している

ことと大いに関連があると思われる。今後も引き続き、本学商学部生に対して本研究科修士課

程への推薦入学の制度を周知するとともに、他大学からの志願者数を増加する方策も実施し、

本研究科への進学を奨励して入学者数を確保する必要がある。 

ただし、外国学生についてのみ注目すると、大学院アジア太平洋研究科を設置した 1998 年

度から 2002 年度までの５年間、外国学生の修士課程への入学者数が減少傾向にあった。2003

年度以降はやや増加傾向にあり、特に中国、台湾、韓国といったアジアの近隣諸国のトップを

争う大学出身者の志願が目立つようになった。外国の大学を卒業して入学する志願者からは、

９月に入学することを希望する者も増えつつある。本研究科はすでにセメスター制を５年以上

にわたって導入していることから、他研究科と比較して教育課程上の問題は少ないと考えられ

るので、９月に入学するシステムを前向きに検討する必要がある。一方で、修士課程への入学

者には、外国学生入試のみならず、一般入試を受験して入学する外国学生の入学者数が増えつ

つあるので、引き続き、本学商学部生に対して本研究科修士課程への推薦入学の制度を周知す

るとともに、他大学からの志願者数を増加する方策も実施し、本研究科への進学を奨励して入

学者数を確保する必要がある。 

 

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 

【理念・目的】【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

本研究科は、学校教育法第65条を受けた本学大学院学則第１条、ならびに、大学院設置基

準第３条第１項および同第４条第１項を受けた本大学大学院学則第３条の規定に則って、修士

課程および博士後期課程において以下のような教育課程を置いている。なお、本研究科の教育

課程では、1999年度より春学期および秋学期からなるセメスター制を導入している。 

（１）修士課程 

修士課程においては、商学に関して「広い視野に立って精深な学識を授け、専門分野におけ

る研究能力また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」という教育目標を

達成するための教育課程を置いている。 



Ⅲ－05－ 41

修士課程に２年以上在学し、36単位に相当する授業科目を修得し、さらに研究指導を受けて

修士論文を作成し提出して、その審査ならびに最終試験に合格した者に対し、「修士(商学)早

稲田大学」または「修士（経営学）早稲田大学」の学位が与えられる。 

2004年度に開設した実務経験者を対象としたプロフェショナルコースと区別するために、先

述の３コース７専修を一般コースと総称している。一般コースの修了要件は、以下のとおりで

あり、修了者には「修士（商学）早稲田大学」の学位が与えられる。 

 
修士課程一般コースの修了要件 

区分 履修項目 科目区分 修了要件 
共通基礎科目 専門基礎 

文献研究 
国際交流特設科目 

６～12単位 講義科目 

専門科目 専門科目 16単位以上 
演習科目    ８単位 

授業科目 

合 計 36単位 

研究指導 ２年生以降 修士論文 合格 

 
 一般コースに設置している授業科目は、演習科目と講義科目に分かれ、すべて2単位科目で
あり、春学期または秋学期のセメスターごとに完結する。 
演習科目は、自己の属する演習を、２年間で４科目（８単位）修得しなければならない。 
講義科目は、専門科目と共通基礎科目に分かれる。専門科目は、自己の属する専修から、2
科目（４単位）以上を修得しなければならない。2005年度のコース別専修別の専門科目設置数

は以下のとおりである。 
 

修士課程一般コース専門科目設置数 

コ ー ス 専   修 専門科目設置数 
経営 17 

マーケティング・国際ビジネス 22 経営管理 
ファイナンス 13 

会  計 会計 22 

理論･計量 ８ 
公共政策 22 産業･経済 
経済史 12 

（すべて２単位科目） 
 
共通基礎科目は、３科目（６単位）以上修得しなければならない。ただし、６科目（12単位）
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まで修了に必要な単位として認め、12単位を超えて履修した場合は随意科目として扱う。2005

年度に設置している共通基礎科目は以下のとおりである。 

 
修士課程一般コース共通基礎科目 

 科  目  名 

専門基礎 

経営倫理 
リサーチ･メソッド 
マーケティング原理 
国際ビジネス 
ファイナンス論 
管理会計 
財務会計 
計量分析 
マクロ経済学 
ミクロ経済学 
経済への歴史的アプローチ 
情報処理（１） 
情報処理（２） 

文献研究 

英書文献研究（１） 
英書文献研究（２） 
英書文献研究（３） 
英書文献研究（４） 
ドイツ語文献研究 
フランス語文献研究 
中国語文献研究 
ロシア語文献研究 
スペイン語文献研究 
日本語文献研究 

一部 CONTENPORARY JAPANESE INDUSTRY 
JAPANESE ECONOMY 

MODERN JAPANESE BUSINESS 

ENTERPRISE 

INTERNATIONAL TRADE LAW 

PUBLIC POLICIES AND ECONOMICS 

THOUGHT IN JAPAN 

国際交流特設科目 

三部 ACADEMIC DOCUMENTATION 
PROFESSIONAL WRITING 

ORAL PRESENTATION 

MULTIMEDIA PRESENTATION 

（すべて２単位科目） 
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また共通基礎科目のうち、外国語文献研究（日本語文献研究と母国語による文献研究は対象

外）もしくは国際交流特設科目を２単位以上修得しなければならない。英書文献研究およびそ

の他の外国語文献研究は、各々２科目（４単位）までを修了に必要な単位として認め、４単位

を超えて履修した場合は随意科目として扱う。 

国際交流特設科目は英語で講義を行う科目であり、これを一部、二部、三部に区分している。

一部は原則として外国学生が受講することを念頭に設置している。一部、二部については、一

部と二部を合わせて下記の単位を上限として修了に必要な共通基礎科目の単位として認める

が、下記の単位を超えて履修した場合は随意科目として扱う。なお、二部の科目は当初寄附講

座として設置していたが、2004年度以降当該寄附講座が廃止となったため、二部には科目を設

置していない。 

         一般学生 ２単位（１科目） 

         外国学生 10単位（５科目） 

 

 国際交流特設科目三部は随意科目であるが、２科目（４単位）まで、修了に必要な共通基礎

科目の単位として認める。なお、協定先の海外の大学へ留学を希望する者は、当該科目を４単

位以上履修することが望ましいとしている。 

なお、一般コースの在学生が後述のプロフェショナルコースに設置した科目の履修を希望す

るときには、当該科目の履修定員に余裕がある場合に限り、大学卒業後常勤者として３年以上

の継続的な実務経験を有し、かつ、科目登録期間内にモジュール責任者もしくは講座責任者か

ら履修の許可を得た者に対して、専門科目について在学中通算６単位を上限として履修を許可

し、６単位を上限として修了に必要な専門科目の単位として認めている。一般コースの在学生

にはコア科目の履修を認めていない。 

また、2004年度に実務経験者を対象としたプロフェショナルコース（マネジメント専修）は、

実務経験・実践知識の整理および再構築、さらには、高度専門知識習得およびそのための基本

的・体系的研究手法の習熟を目指し、社会の各方面で指導的な役割を果たしうる人材を育成す

るための社会人教育を行うための教育課程となっている。社会人が仕事を継続しながら上述の

成果を挙げられるように配慮して夜間に設置しているコースであるため、プロフェショナルコ

ースはモジュールという概念を導入したテーマ特定型教育課程を設定している。仕事をもつ社

会人が通学しやすいように、平日の夜間は７時限（19 時～20 時 30 分）および８時限（20 時

35 分～22 時５分）に、土曜は１時限から４時限に授業科目および研究指導を置く時間割を組

んでいる。2004 年度および 2005 年度に開設したモジュールの研究指導名は、以下のとおりで

ある。 

2004年度開設モジュール 

・クレジット・ビジネス戦略 

・IT・経営戦略 

・マーケティング戦略 

・企業価値経営と評価 
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・リスクマネジメント 

2005年度開設モジュール 

・クレジット・ビジネス戦略 

・経営戦略とIT 

・ブランド・コミュニケーション戦略 

・国際ビジネス 

・年金マネジメント・数理 

プロフェショナルコースの修了要件は、以下のとおりであり、修了者には「修士（経営学）

早稲田大学」の学位が与えられる。 

 
修士課程プロフェショナルコースの修了要件 

区分 履修項目 科目区分 修了要件 
コア科目 12～20単位 講義科目 
専門科目 ８単位以上 

演習科目   ８単位 

授業科目 

合 計 36単位 

研究指導 ２年生以降 修士論文 合格 

 
プロフェショナルコースに設置している授業科目は、演習科目と講義科目に分かれ、講義科

目のうちコア科目は４単位であるが、各モジュールに設定している専門科目および演習科目は

２単位科目であり、春学期または秋学期のセメスターごとに完結する。コア科目は、平日夜間

に２コマ連続して行っている。 

演習科目は自己の所属するモジュールの演習科目を４科目（８単位）修得しなければならな

い。 

講義科目のうち、コア科目は下記のうちから３科目（12単位）以上修得しなければならない。 
 

科  目  名 単位数

経営戦略 ４ 
人事・組織 ４ 
マーケティング ４ 
ファイナンシャル・アカウンティング ４ 
マネジメント・アカウンティング ４ 
ファイナンス ４ 
経済分析 ４ 
企業データ分析 ４ 
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コア科目は、専門科目を履修するための基礎であると同時に、社会人が自己の実務経験・実

践知識の整理および再構築を行うための科目でもある。ただし、５科目（20単位）までを修了

に必要な単位として認め、20単位を超えて履修した場合は随意科目として扱う。 

講義科目のうち、専門科目は４科目（８単位）以上修得しなければならない。かつ、自己の

所属するモジュールの専門科目から３科目（６単位）以上修得しなければならない。専門科目

は、高度専門知識習得およびそのための基本的・体系的研究手法の習熟を意図している。2005

年度におけるモジュール別の専門科目設置数は以下のとおりである。 

 
モジュール 設置科目数 
クレジット・ビジネス戦略 ５ 
経営戦略とIT ７ 
マーケティング戦略 ６ 
企業価値経営と評価 ７ 
リスクマネジメント ５ 
ブランド・コミュニケーション戦略 ６ 
国際ビジネス－グローバル・リーダーシップの開発－ ７ 
年金マネジメントと数理 ６ 

（すべて２単位科目） 
 
プロフェショナルコースの在学生が一般コースに設置した科目の履修を希望する場合は、専

門科目についてのみ在学中通算８単位を上限として許可し、８単位を上限として修了に必要な

専門科目の単位として認める。共通基礎科目および国際交流特設科目は随意科目として履修を

許可する。なお、科目の登録は年間の登録制限単位内で行う。 

一般コースおよびプロフェショナルコースに共通することとして、１年度に選択・履修する

科目の単位数は、28単位以内でなければならない。ただし、随意科目および前提科目を履修す

る者は、最高32単位まで履修することができるが、随意科目、前提科目は修了の必要な単位数

に算入されない。 

また、両コースとも、他研究科の科目聴講については、聴講科目は原則として講義科目のみ

とし、聴講には、指導教員の許可を必要とする。聴講科目の登録は、登録の制限単位内で行い、

聴講科目の登録単位数を一般コースは在学中12単位を、プロフェショナルコースは10単位を上

限とし、原則として８単位までを修了に必要な専門科目の単位として認める。 

修士課程の在学生に対しては、一般コースおよびプロフェショナルコースともに、本研究科

全体の学科目配当に基づいて、各自の方針や学位取得の必要条件を考慮して、それぞれの履修

計画を立てるべく科目登録についての指導を行っている。 

修士学位の取得に必要なもうひとつの要件である修士論文については、昼間の一般コースと

社会人を対象とした夜間のプロフェショナルコースのどちらのコースでも課している。修士課

程の大学院学生は、指定された期間内に指導教員（主査・副査の教員）の承認を得て、修士論
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文の主題とその研究計画書を研究科長に提出しなければならない。修士論文は、大学院学生が

各自の分野について研究テーマを選定し、研究の成果を組織立て、これを発表することによっ

て、「広い視野に立つ精深な学識と専攻分野における研究能力」を示すに足るものでなければ

ならない。なお、修士論文は英文で作成しても受理するが、その場合、日本文の概要書（6,000

字以上）の提出が必要である。 

一般コースについては、すでに50年以上の歴史があり、本研究科の理念・目的・教育目標の

箇所で前述したように、多くの修了生を輩出し、大きな実績を挙げていることは言うまでもな

い。ただし、本研究科の修士課程では、昼間の一般コースに対して、博士後期課程に進学する

ことを念頭に置いて入学してくる者もいるが、修士課程を修了して企業や研究所などに就職す

る者も多い。「広い視野に立って精深な学識を授け、専門分野における研究能力または高度の

専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養う」ことを追求するにあたり、修士課程に博士

後期課程の前段階としての役割を求める志願者がいる一方で、修了後に高度な専門知識を要す

る職業に就くことを期待して入学してくる者もいる。こういった志願者のニーズの多様化に対

応するためには、教育課程のあり方について検討する必要がある。 

一方、プロフェショナルコースについては、2005年度末にその第１期生が修了するため、今

後その成果を見極めることになる。ただし、近年は、本学の大学院会計研究科のように商学ま

たは経営学に関する専門職大学院が多く設置されるようになり、コースワークを中心とする教

育方法のみで、修士論文を課さない専攻も増加しつつある。そのため、現在の在学生の中にも

修了要件としての修得単位数を増加して修士論文を課さない、いわばコースワークのみの教育

課程を望む意見もある。近い将来、プロフェショナルコースについては、入学を志願する社会

人のニーズを調査研究し、一般コースと同じ修了要件を維持した教育課程とするのか、あるい

は、専門職学位課程に再編してコースワーク中心の教育課程へと変革するのかといった視点に

立って、あらためて検討する必要がある。 

（２）博士後期課程 
博士後期課程においては、商学に関して、「研究者として自立して研究活動を行い、または

その他の高度に専門的な職業に従事するのに必要な高度の研究能力およびその基礎となる豊

かな学識を有する教授・研究者を養成する」ための教育課程を置いている。 

 本研究科では、博士後期課程に３年以上在学して所定の研究指導を受けたうえ、博士論文の

審査および最終試験に合格した者に対し、「博士(商学)早稲田大学」の学位を与えている。博

士後期課程においては、単位による拘束はないが、指導教員の指導に基づき、研究に十分な時

間を割いて学位論文の完成に専念しなければならない。博士論文は、各自の専門分野について

「研究者として自立して研究活動を行うに必要な高度の研究能力およびその基礎となる豊か

な学識」を示すに足るものでなければならない。 

 博士後期課程の在学生は、入学後指定された期間内に、指導教員の承認を得て論文の主題と

その研究計画書を研究科長に提出しなければならない。特に、課程による博士学位を取得しよ

うとする者には、学位授与・課程修了の認定で述べるプロセスに従った研究計画を立てるよう

に奨励している。 
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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 

【理念・目的】【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

本研究科の修士課程に設置した授業科目の内容および修士論文に求める水準は、前述のとお

り高度であり、修士課程の教育内容は適切なものである。また、本研究科修士課程の授業科目

の内容は、商学部に設置している専門教育科目をすでに履修していることを前提としたものと

なっており、商学部を卒業した入学者は、学部在学中に履修した教育内容が本研究科において

履修する教育内容の基礎を形成していることになる。 
しかしながら、本研究科への入学者は、必ずしも本学商学部の卒業生とは限らず、また、商

学部、経営学部または経済学部以外の学部を卒業して本研究科修士課程に入学する者もいる。

こうした入学者は、所属する専修の授業科目を履修に先立って修得しておくべき前提科目を履

修していない場合がある。その場合は、指導教員が前述の科目登録の指導にあたって、商学部

に配当されている当該科目の履修を指示する。なお、前提科目は前述の修了に必要な単位数の

中に算入していない。 
また、共通基礎科目のうちの専門基礎科目については、15週にわたって週に１回の授業時間

を設定した２単位の科目であるため、大学院レベルの基礎科目として十分な成果を挙げている

のかを疑問視する意見も一部の教員からある。一方で、商学部に設置しているⅢ群科目の中に

は、大学院レベルで教育するべき内容も含まれているという意見も一部の教員にある。この点

については、本研究科および商学部に設置する科目の相互乗り入れの可能性について、双方の

教務主任・副主任レベルで検討を開始することになっている。 

一方、本研究科の博士後期課程の教育内容は、３年以上在学して所定の研究指導を受けたう

え、博士論文を完成させることである。博士論文には前述のとおり「研究者として自立して研

究活動を行うに必要な高度の研究能力およびその基礎となる豊かな学識」を示すことが求めら

れていることから、本研究科博士後期課程における教育内容は適切である。修士課程における

授業科目の履修および修士論文執筆のための研究指導は、博士論文の執筆にあたって準備段階

的な役割を果たしており、両課程の教育内容は機能的に連動している。 

課程博士学位授与については、本研究科が審査する博士（商学）学位の申請および審査につ

いて必要な事項を定めた「博士（商学）学位申請および審査に関する内規」を改正し、課程博

士の学位を授与するプロセスを明確に定義し、これを2005年度以降に博士後期課程に入学した

在学生に適用することとした。これは、大学などにおける教授・研究者の職に応募するにあた

り、博士学位を授与された者でなければ、採用されにくいという昨今の状況に鑑み、課程によ
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る博士学位の授与を促進することを目的としている。課程博士学位取得のプロセスの概要は、

次のとおりとなっている。 

 
（１）第１年度秋学期以降に論文指導委員会設置の申請（随時） 

指導教員の承認のもとに本人申請。 
申請時に研究計画書を提出。 
論文指導委員会の設置を研究科運営委員会で決定。 
論文指導委員会は指導教授を含む３人により構成。 

（２）第２年度秋学期以降に学位申請論文計画書提出（随時） 
論文指導委員会の承認のもとに本人提出。 
学位申請論文提出の1年前までに提出。 
学位申請論文計画書提出後に研究科運営委員会の決定により学位申請論文提出資格を 
得る。 

（３）第３年度秋学期以降に学位申請論文および必要書類を提出（随時） 
一定の学位申請論文提出要件を満たした後、論文指導委員会の承認のもとに本人提出。 
提出要件は別途指示。 
学位申請論文およびその概要書はワープロなどの印字による。 
研究科運営委員会で審査員決定。 
審査員は３人以上で、少なくとも１人は商研運営委員以外（主査は指導教授）。 

（４）公開報告会および予備審査。 
学位申請論文提出後３カ月以内に公開報告会を開催。 
審査員会は、公開報告会開催後２カ月以内に予備審査報告書を研究科長に提出。 
予備審査に不合格の場合、提出者が学位申請論文計画書を再提出するか、もしくは、 
提出者が学位申請論文を再提出するかについて、審査員会が決定する。 

（５）本審査 
予備審査に合格した場合、提出者は、審査員会が予備審査報告書を研究科長に提出して

から１年以内に本審査用学位論文を提出する。 
＜審査員会の修正要求事項がない場合＞ 
予備審査で提出した学位申請論文を本審査用学位申請論文として提出する。 
＜審査員会の修正要求事項がある場合＞ 
予備審査で提出した学位申請論文を１回に限り改訂したものを本審査用学位申請論文 
として提出する。 
３月に博士後期課程を修了しようとする提出者は前年９月末日までに、本審査用学位 

申請論文およびその概要書を提出する。 

９月に博士後期課程を修了しようとする提出者は同年３月末日までに、本審査用学位 

申請論文およびその概要書を提出する。 

審査は、論文審査および最終試験としての口頭試問について行う。 

（６）研究科運営委員会において最終合否判定 

３月修了の場合は、２月の運営委員会で最終合否判定。 

９月修了の場合は、７月（または６月）の運営委員会で最終合否判定。 
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また、別途指示している学位申請論文提出の要件は、本研究科入学後に以下の（１）および

（２）を満たすものとしている。 

（１）論文等 
一号ないし三号の論文等のポイント数を合計で４ポイント以上。 
 
号 論文等の種類 ポイント数 
一 学外のレフェリー付き学術雑誌または学会誌もしくはそれに相

当する学術雑誌に掲載した論文 
２ポイント 

二 学内のレフェリー付き学術雑誌（『商学研究科紀要』『産業経営』
『早稲田商學』など）に掲載した論文 

１ポイント 

三 その他の学術雑誌（『商経論集』など）に掲載した論文または専
門書の１章を担当した分担執筆等 

0.5ポイント 

備考 ・（２）の学会発表と同じ論題を論文等として執筆したものも含めることができる。 
・論文等には、既刊のもののほか、すでに投稿してレフェリー結果の通知を受け、 
掲載が確定しているものも含めることができる。 
・共同執筆の場合は、各号のポイント数を執筆者数で除したもので換算する。 
・研究ノートは論文に含めない。 

 
（２）学会発表 
一号の学会発表のポイント数を合計で 1ポイント以上。 
 
号 学会発表 ポイント数 
一 原則として全国年次大会レベルの学会発表 １ポイント 
備考 ・共同発表の場合は、上のポイント数を発表者数で除したもので換算する。 
 
この博士学位取得プロセスおよび学位申請論文提出用件は、前述の教育目標および教育課程

に沿った適切なものであり、商学研究科に在籍する大学院学生に周知徹底している。 

さらに、創造的な教育プロジェクトとしては、プロフェショナルコースにおいて、モジュー

ル当たり１年間に１人に限り、海外の大学・大学院の教員を客員教員として招聘し、通常の事

業期間の前後において、平日の夜間および土曜に１セメスター分の授業を集中的に行う講義科

目を設置した。集中講義型であることと主として英語による授業のため、履修生は限られるが、

少人数で内容の深い授業科目となっている。 

 
（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】 

早稲田大学では大学間協定による学生交換プログラムを実施しているが、このほかに本研究

科では、下記の５校と学生交換プログラムの協定・覚書を独自に締結しており、大学院学生の
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派遣・受け入れを行っている。 

シカゴ大学経営大学院（アメリカ） 

ワシントン大学経営大学院（アメリカ） 

カリフォルニア大学ロサンゼルス校経営大学院（アメリカ） 

南カリフォルニア大学経営大学院（アメリカ） 

WHU経営大学院（ドイツ） 

交換留学その他の方法で海外に留学した大学院学生が海外の大学で修得した科目に関して

は、大学院学則第９条および同第９条の２に準拠して取得単位のうち 10 単位を超えない範囲

で、修了に必要な単位として認定することができる。 

なお、大学院学則第８条の２に準拠し、本研究科に科目等履修生として単位を修得した者が

その後本研究科に正規学生として入学した場合には、所定の手続を経て 10 単位を上限として

修了に必要な単位として認定することができる。 

以上の単位互換および単位認定にあたっては、商学研究科長、教務主任、教務副主任が書類

上の審査のうえこれを判断し、商学研究科運営委員会において単位の認定を適切に行っている。 

 
（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 

【実態】【長所】 

社会人の受け入れに関しては、特に仕事を続けながら勉学意欲がある志願者のためにプロフ

ェショナルコースを設置している。プロフェショナルコースでは、仕事をもつ社会人が通学し

やすいように、平日の夜間は７時限（19時～20時30分）および８時限（20時～22時５分）に、

土曜は１時限から４時限に授業科目および研究指導を置く時間割を組んで配慮している。 

外国学生へ教育上の配慮としては、英語で講義を行う国際交流特設科目一部に外国学生が日

本のビジネス・経済にかかわる事情を理解できるように設置した科目がある。また、外国学生

は、国際交流特設科目によって修得した単位の修了要件として必要な共通基礎科目の単位に参

入できる上限を、一般学生の２単位（１科目）より多く10単位（５科目）として設定している。

さらに、修士論文は英文で作成しても受理することにしている。その場合、日本文の概要書

（6,000字以上）の提出が必要である。 

国際教育センターを経由して入学を許可された外国学生には、入学試験の結果によって日本

語の補習を要求する場合がある。日本語の補習を要求された者は、科目登録の際、日本語補習

時間（各人により異なる）に相当する単位数を含めて32単位以内で登録しなければならない。

また、外国学生については、日本語の学習のサポートに配慮し、チューターをつけている。 

 

（生涯学習への対応） 

ⅡＣ群 社会人再教育を含む生涯学習の推進に対応させた教育研究の実施状況 

【理念・目的】【実態】【長所】 

社会人の受け入れに関しては、仕事を続けながら勉学意欲がある志願者のために修士課程に
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プロフェショナルコースを設置している。詳細は、教育課程の箇所を参照。 
 
（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 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 

【理念・目的】【実態】【長所】 

本研究科では、修士課程と博士後期課程においてその教育・研究指導についての差異がある。

修士課程の一般コースにおいては、経営管理（経営専修、マーケティング・国際ビジネス専修、

ファイナンス専修）、会計（会計専修）、産業・経済（理論・計量専修、公共政策専修、経済史

専修）の３コース７専修の専門科目について、各教員が自己の研究成果をフィードバックしな

がら担当する豊富な講義科目を設置し、大学院学生が修士論文を作成するにあたっての多様な

バックグラウンドを提供している。 

修士課程のプロフェショナルコースにおいては、１コース１専修ではあるが、複数のモジュ

ールを提供することにより、多様なジャンルの専門家の育成を目指している。プロフェショナ

ルコースに入学してくる大学院学生は、社会人としてのさまざまな実務経験が異なるため、各

自の入学前の学識については専門性のレベルや範囲について十人十色である。そのため、コア

科目によって修士論文の執筆あるいは修了後の業務活動に必要な基礎知識を習得し、さらに専

門科目によって修士論文のレベルアップまたは修了後の業務活動に必要な専門知識を習得す

ることができるように適切な科目の配置を行っている。 

修士課程の大学院学生の授業科目の履修登録については、先述のとおり、各大学院学生の履

修計画および修士論文の研究計画に応じて、研究指導担当教員が各年度の当初に適切に指導を

行っている。 

2005年度における修士課程のコース別専修別の研究指導担当教員数は以下のとおりである。 

 
修士課程研究指導担当教員数 

コ ー ス 専   修 研究指導担当教員数 
経営 ９ 

マーケティング・国際ビジネス ８ 経営管理 
ファイナンス ６ 

会  計 会計 10 

理論･計量 ７ 
公共政策 ８ 産業･経済 
経済史 ５ 

プロフェショナル マネジメント ５ 
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修士論文の完成に向けては、大学院学生は第１年度末に論文題目および審査員を決定して修

士論文計画書を研究科長に提出することになっている。修士論文の研究指導は第２年度から開

始し、授業時間中に時間を設定して指導教員を中心に研究指導を逐次行うが、研究科暦におい

て第2年度の春学期末に修士論文の中間指導期間を、第２年度の冬季休業前には修士論文の最

終指導期間を設定し、この期間に指導教員のみならず副審査員となる教員が指導を行うことで、

修士論文の執筆推進をサポートしている。このほかに、研究指導担当教員は、適宜修士論文を

執筆している大学院学生の進捗状況を把握し、必要に応じて個別に指導を行っている。 

博士後期課程の大学院学生については、授業科目の単位修得を修了要件としていないが、す

でに修士課程在学中に単位を修得した授業科目であっても、適宜自己の研究と関連があるもの

については、聴講の形で授業に参加することが多い。これは、研究科として特に制度設計をし

ているわけではないが、博士後期課程の大学院学生が授業科目の教室に参加することで、修士

課程の大学院学生の学問的意欲を刺激することが多い。 

2005年度における博士後期課程のコース別専修別の研究指導担当教員数は以下のとおりで

ある。 

 
博士後期課程研究指導担当教員数 

コ ー ス 専   修 研究指導担当教員数 
経営 ９ 

マーケティング・国際ビジネス ８ 経営管理 
ファイナンス ６ 

会  計 会計 10 

理論･計量 ７ 

公共政策 ８ 産業･経済 
経済史 ５ 

 
博士後期課程の大学院学生の博士論文に関する研究指導の体制については、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・プロセスの適切性の箇所で述べたとおりで

ある。学位申請論文提出の要件として、研究論文および学会における発表を必要としてい

る。本研究科では、主として博士後期課程の大学院学生の研究発表の場として、毎年２回学

生研究発表会を開催し、大学院学生の研究発表およびそれに続く教員および大学院学生からの

質疑に対する応答の形式でこれを運営している。研究発表会で研究成果を報告した大学院学生

は、後述の『大学院商学研究科紀要』に投稿することが可能であり、掲載された論文は、博士

学位申請論文の提出要件の研究論文１ポイントに相当する。 
なお、指導教員が定年その他の事由によって、本研究科における指導の継続が不可能となる

事態が生じたとき、その教員に指導を受けていた大学院学生は、同一専修内の教員を新たな指

導教員としてその承認を得て、商学研究科長にその旨の変更届を提出することになっている。 
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（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 

【理念・目的】【実態】【長所】 

本研究科においては、教育・研究指導の効果を測定するための方法として、成績評価法の箇

所で述べるグレードポイントに基づく SA 値の計算がある。SA 値は、各大学院学生の学業成績

についてのおおよその指標となり、奨学金の優先順位決定などで学業成績を測る際の判断基準

としている。また、修士論文の研究指導については、前述のとおり、中間指導期間および最終

指導期間を設けており、その進捗状況を把握することができる。博士後期課程の大学院学生に

ついては、博士学位取得のプロセスを明確に示しているので、その進捗状況を把握できるとと

もに、前述の学生研究発表会における研究報告ならびに『大学院商学研究科紀要』および『商

経論集』に掲載した論文等によって、研究指導の中間時点における成果を把握することができ

る。 
 修士課程修了者の進路状況は、各年度により多少の変動はあるが、おおよそ60％程度が就職

しており、25％程度が博士後期課程への進学、15％程度が自営業・起業・その他という傾向に

ある。就職先の主な内訳としては、シンクタンク、コンサルティング、会計監査法人などの専

門サービス業、情報サービス業、製造業・商社・金融業・広告業・出版業などの民間企業、官

庁・地方公共団体などが挙げられる。 

また、博士後期課程の修了者または修業年限満期退学者の進路状況は、大学教員・研究機関

の研究員などが圧倒的多数を占めている。 
 
（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 

【理念・目的】【実態】【長所】 

本研究科における成績については、「（優）」100 ～ 90点、「優」89 ～ 80点、「良」79 ～ 70

点、「可」69 ～ 60点、「不可」59  ～ 0点、の５段階で評価しており、（優）から可までが合

格であり、不可は不合格である。また、本研究科では、商学部と同様に、「（優）＝３」「優＝

２」「良＝１」「可＝０」「不可＝－１」とするグレードポイントをつけ、各科目のグレードポ

イントと単位数との積を登録科目（自由科目を除く）のすべてについて合計し、全登録科目の

単位数で割った平均値SAを算出している。SAは、「総合成績点」を示す指標であり、欧米の大

学で算出されるGPAに相当する数値である。 

  
（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 
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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 

【理念・目的】【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

本研究科では、これまで課程による博士学位取得が少なかったが、前述のとおり、2005年度

以降に博士後期課程に入学した大学院学生に対し、課程による博士学位取得のプロセスを明示

し、本研究科全体を挙げての組織的な取り組みにより、課程による博士学位取得を促進するこ

ととしている。 

シラバスについては、毎年度発行している『商学研究科要項』において、修士課程の授業科

目について、講義内容、授業計画または主要研究テーマ、教科書、参考書、評価方法を明示し、

大学院学生の履修科目の選択に必要な情報を適切に提供している。 

大学院学生による授業評価については、高額な学費を支払っている社会人を対象としている

こともあり、修士課程プロフェショナルコースのみについて2005年度春学期から導入している。

形式はアンケート調査の形式をとり、共通の質問についてマークシート方式で答える設問と、

自由に記述する設問とを併用している。質問内容には学生満足度に関する設問も含まれている。

集計結果をどのように利用するのかについては現在検討しているが、当該科目の担当教員にフ

ィードバックすることを念頭に置いている。修士課程一般コースおよび博士後期課程について

は、履修する学生数が少ないこともあり、当面の間授業評価を導入することは考えていない。 

修了生に対して在学時の教育内容・方法を評価させる仕組みおよび雇用主による修了生の評

価については、現在導入していないが、修士課程プロフェショナルコースにおいては今後必要

な作業となる可能性もあり、検討に値する。 

 
（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 

【実態】【長所】 

本研究科では、下記の５校と学生交換プログラムの協定・覚書を独自に締結しており、大学

院学生の派遣・受け入れを行っている。 

シカゴ大学経営大学院（アメリカ） 

ワシントン大学経営大学院（アメリカ） 

カリフォルニア大学ロサンゼルス校経営大学院（アメリカ） 

南カリフォルニア大学経営大学院（アメリカ） 

WHU経営大学院（ドイツ） 

これらの大学院への大学院学生の派遣は、適宜大学院学生にその募集を周知し、応募者につ

いて面接を行い、国際交流委員会において面接の結果、学業成績、学位論文の進捗状況などを
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考慮したうえで派遣の可否を判定し、運営委員会において報告している。交換留学などにより

海外で修得した単位の取り扱いについては、前述のとおりである。 
また、これらの大学院からの大学院学生の受け入れについては、研究科長および教務主任・

教務副主任による書類選考を経て運営委員会に諮り、受け入れの可否を決定している。 
外国人研究者の受け入れについては、毎年度のように諸外国の多様な領域の研究者が本研究

科担当教員をアドバイザーとして受け入れるよう依頼がある。当該教員の内諾があれば、可能

な限り受け入れる方向で検討し、運営委員会に諮り受け入れの可否を適切に判断している。 
 

（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 

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 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 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

本研究科における修士学位および博士学位の授与状況は、以下のとおりである。 
 
 修士学位の授与状況 

授与年度 授与件数 授与年度 授与件数 授与年度 授与件数

1953 46 1971 66 1989 54

1954 41 1972 59 1990 67

1955 68 1973 43 1991 77

1956 66 1974 55 1992 75

1957 109 1975 69 1993 78

1958 104 1976 45 1994 75

1959 85 1977 46 1995 83

1960 94 1978 47 1996 78

1961 80 1979 38 1997 96

1962 74 1980 38 1998 75

1963 77 1981 45 1999 71

1964 67 1982 27 2000 75

1965 56 1983 24 2001 75

1966 76 1984 25 2002 73

1967 89 1985 33 2003 73

1968 95 1986 40 2004 73

1969 88 1987 37 合 計 3,363

1970 66 1988 47  
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 博士学位の授与状況（旧制大学院・旧制学位を含む） 

授与

年度 
学位名称 授 与

件数 
授与

年度

学位名称 授与

件数

授与

年度

学位名称 授与

件数

1931 商学博士 ２ 1970 商学博士 ３ 1990 商学博士 ４

1933 商学博士 １ 1972 商学博士 １ 1991 商学博士 ２

1934 商学博士 ３ 1975 商学博士 ５ 1992 博士（商学） ４

1935 商学博士 １ 1976 商学博士 ５ 1993 博士（商学） 10

1939 商学博士 １ 1977 商学博士 ４ 1994 博士（商学） ３

1942 商学博士 １ 1978 商学博士 ３ 1995 博士（商学） ６

1945 商学博士 １ 1979 商学博士 ５ 1996 博士（商学） ５

1949 商学博士 １ 1980 商学博士 ２ 1997 博士（商学） ４

1951 商学博士 １ 1981 商学博士 ４ 1998 博士（商学） ２

1954 商学博士 １ 1982 商学博士 ４ 1999 博士（商学） ８

1956 商学博士 ３ 1983 商学博士 ２ 2000 博士（商学） ８

1959 商学博士 ３ 1984 商学博士 ２ 2001 博士（商学） ５

1961 商学博士 １ 1985 商学博士 ５ 2002 博士（商学） ３

1964 商学博士 １ 1986 商学博士 ３ 2003 博士（商学） ６

1965 商学博士 ２ 1987 商学博士 ４ 2004 博士（商学） ６

1967 商学博士 ２ 1988 商学博士 ２  合  計 163

1968 商学博士 ５ 1989 商学博士 ３  
 
学位の授与の基準については、早稲田大学大学院学則および早稲田大学学位規則に準拠して

おり、特に博士学位については、本研究科が審査する博士（商学）学位の申請および審査につ

いて必要な事項を定めた「博士（商学）学位申請および審査に関する内規」に基づいて授与し

ている。博士学位は、大学院学則第14条および同第15条ならびに早稲田大学学位規則第４条、

同第７条および同条の２に準拠し、博士後期課程に３年以上在学して所定の研究指導を受けた

うえ、博士論文の審査および最終試験に合格し、研究科運営委員会における判定に合格した者

に対し「博士(商学)早稲田大学」の学位を与えている。また、本研究科は、早稲田大学大学院

学則第17条ならびに早稲田大学学位規則第４条第２項、同第８条および同第９条に準拠して博

士論文を提出した者についての学位申請の受理、審査員の決定、学位の授与の判定について、

研究科運営委員会において審議決定している。博士学位の審査における透明性・客観性を確保

するために、３人以上の審査員に審査を依頼し、審査の期間中は学位申請にあたって提出した

論文および関連書類を閲覧する措置を講じている。とりわけ、課程による博士学位の審査につ

いては、このほかに、１人は商研運営委員以外の者に審査を依頼する、予備審査において公開

報告会を義務づけるなど、より透明性・客観性を高める措置を講じている。 

修士学位の授与の基準についても、早稲田大学大学院学則第13条および早稲田大学学位規則

第６条、同第７条および同条の２に準拠し、修士課程に２年以上在学し、36単位に相当する授

業科目を修得し、さらに研究指導を受けて修士論文を作成し提出して、その審査ならびに最終

試験に合格し、研究科運営委員会の判定に合格した者に対し、一般コースでは「修士(商学)早

稲田大学」の学位を、プロフェショナルコースでは「修士（経営学）早稲田大学」の学位を与
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えている。修士論文の審査についても、３人の審査員に審査を依頼し、客観性・透明性の確保

に努めている。 

 

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 

【理念・目的】【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

本研究科では、入学者選抜の方法として、博士後期課程では一般入学試験のみを、修士課程

一般コースでは一般入学試験、推薦入学試験および外国学生入学試験を、修士課程プロフェシ

ョナルコースでは社会人特別入学試験を、それぞれ実施している。すべての試験についてその

合否判定は、研究科運営委員会において公正かつ適切に行っている。また、入試制度のあり方

については、常設の入試制度検討委員会において、適宜検討している。 
博士後期課程入学試験は、第一次試験および第二次試験を志願者全員に課している。第一次

試験の科目は、共通外国語および専門外国語であり、共に120分の筆記試験としている。共通

外国語は志願者全員が必須とする科目である。専門外国語は、英語、仏語、独語、西語、中国

語、日本語のうちから志願者が１カ国語を選択することになっているが、日本語については、

外国人の志願者は必須であり、日本人の志願者は選択できない。第二次試験は、出願時に志願

者が提出する修士論文概要書および博士論文研究計画書に基づいて４人の面接委員による面

接試験を課している。 

入学者選抜方法は、第一次試験のみでは選抜を行わず、第一次試験の筆記試験の得点および

第二次試験の面接試験の結果を踏まえて、総合的に判定している。面接委員が先入観をもつこ

となく面接試験が公正に行われることを意図し、面接委員には第一次試験の結果を事前には知

らせていない。したがって、筆記試験の得点が合格基準に達していなければ面接試験の結果が

良好であっても不合格となる場合があり、反対に、面接試験の結果が芳しくなければ、筆記試

験の得点が合格基準に達していても総合判定では不合格となる場合がある。 
これまでのところ博士後期課程入学試験は順調に実施されてきたが、ここ数年一部の教員か

らは、外国語の筆記試験の重点がやや大きいのではないかという意見も寄せられている。課程

による博士学位の取得を促進・奨励するにあたって、博士論文を完成するのに必要な学識の有

無を入学選抜の時点で確認する必要性がますます高まることになる。この点については、入試

制度検討委員会において、早急に検討する必要がある。 
修士課程一般コースにおける一般入学試験では、第一次試験および第二次試験を課している。

第一次試験の科目は、外国語および専門Ⅰである。外国語は志願者全員が英語を必修とする120

分の筆記試験を課している。専門Ⅰは、経営学、会計学、商業学および経済学に関する８題の

論述問題のうちから志願者が１問を選択して解答する。専門Ⅰの論述問題を１問選択するにあ

たっては、志願者は、自己が志望する研究指導のコースまたは専修に関係なく、問題を試験場

において選択することができる。第一次試験の得点に基づいて第一次試験合格者を決定し、第

一次試験合格者のみに第二次試験を課している。第二次試験の科目は専門科目Ⅱおよび面接試
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験である。専門科目Ⅱでは、志願者が志望する研究指導担当教員が出題する論述問題に解答す

ることになっている。また、面接試験は、志願者が志望する研究指導担当教員および志願者が

出願時に第二志望として届け出ている研究指導担当教員（第二志望の届け出は任意であるため、

志願者の届け出がない場合は、第一志望の研究指導の専修またはこれに近接する領域の研究指

導担当教員）の２人によって行う。第二次試験の専門Ⅱおよび面接試験の結果を踏まえ、最終

的な合否判定に基づき合格者を決定している。 
修士課程一般コースにおける推薦入学試験は、本学商学部に在学している成績優秀な卒業見

込みの者のみを対象として募集している。商学部に在籍している外国学生も受験資格がある。

ここでいう成績優秀者とは、商学部における学業成績上位20％以内の者とし、成績評価法の箇

所で述べた本研究科と同様のグレードポイント制度を採用しているため、SA値を基準にするこ

とによって判定が可能である。年度によって若干の変動はあるが、毎年おおよそ一定の SA 値

が成績上位20％を判断する基準となっている。推薦入学試験の科目は、面接試験のみであり、

志願者が出願時に提出する修士論文研究計画書を中心にして口頭試問が行われる。面接委員は

志願者が志望する研究指導担当教員および志願者が出願時に第二志望として届け出ている研

究指導担当教員（第二志望の届け出は任意であるため、志願者の届け出がない場合は、第一志

望の研究指導の専修またはこれに近接する領域の研究指導担当教員）の２人である。面接試験

の結果を踏まえ、最終的な合否判定に基づき合格者を決定している。 

修士課程一般コースにおける外国学生入学試験は、外国において通常の課程による16年の学

校教育すべてを修了した志願者を対象とした試験である。なお、日本の大学を卒業した志願者

あるいは卒業見込みである志願者は、上述の一般入学試験を受験することができる。外国学生

入学試験は、上述の一般入学試験と同日に実施し、試験科目、選抜方法についても概ね同様の

手続きによって実施している。ただし、第一次試験の外国語の筆記試験については、一般入試

とは異なる問題を出題している。 

修士課程プロフェショナルコースの社会人特別入学試験では、第一次選考および第二次選考

のプロセスによって実施している。第一次選考では、職歴等、志望動機、研究計画、修了後の

キャリア計画を出願時に志願者が記入して提出する志望理由書に関する書類および筆記試験

（小論文）の結果に基づいて合否判定を行っている。第二次選考は、第一次選考の合格者のみ

に対して面接による口述試験を課している。最終的な合否判定は、第一次試選考および第二次

選考の結果を総合的に判断して行っている。 

 
（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 

【理念・目的】【実態】【長所】 

本研究科では、前述のように本学商学部に在籍する成績優秀者に対して推薦入学試験を実施

している。成績優秀者の判断基準はグレードポイント制度の SA 値によって客観的に決定して

いる。推薦入学試験による入学者数は毎年十数名にのぼり、本研究科修士課程入学者数の20％
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程度を占めている。推薦入学試験による入学者は、本研究科入学後もおしなべて優秀な成績を

収め、また、優れた修士論文を提出している。特に、当初から博士後期課程に進学する希望を

もって入学してくる者も多く、本研究科の人材育成の教育目標からも重要な入学試験制度であ

るといえる。今後も引き続きこの制度を維持するとともに、商学部在学生に対して周知徹底し、

志願者の増加を図りたい。 

 
（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 

【理念・目的】【実態】【長所】 

本研究科では、修士課程一般コースの推薦入学試験については本学商学部に在籍している卒

業見込みの者を対象としているが、それ以外の入学試験については、出願資格について一切の

排他的な条件を設定していない。また、入学者の選抜においても、志願者の出身大学・大学院

については全く考慮の対象とせず、志願者が内部出身者か他大学・大学院出身者かということ

は一切影響していない。したがって、他大学学部出身者の修士課程への入学および他大学大学

院修士課程出身者の博士後期課程への入学について、全く制限を設けておらず、完全に「門戸

開放」している状況であるといえる。 
この点については、むしろ機会をとらえて学外に周知徹底することができれば、他大学・大

学院出身の志願者・入学者の増加につなげることができる。 
 
（社会人の受け入れ） 

ⅡＢ群 社会人学生の受け入れ状況 

【理念・目的】【実態】【長所】 

本研究科では社会人学生の受け入れに関しては、2004年度よりプロフェショナルコースを開

設している。プロフェショナルコースは毎年度40人程度が入学しており、入学者に占める割合

では35％以上を占めている。また、プロフェショナルコースの開設に先立ち、すでに1999年度

より社会人特別入試を実施し、一般コースへの入学を認めてきた。さらに、2001年度より特定

の研究テーマによって募集が行われる社会人特別入試（プロジェクトコース）を開設し、さら

にこれを発展させたものが2004年度からのプロフェショナルコースである。社会人特別入試に

よる入学者の推移は以下のとおりである。社会人学生の受け入れ数は、概ね増加傾向にあると

いえる。 

また、博士後期課程については社会人特別入試は実施していないが、社会人特別入試で修士

課程に入学した者が教授・研究者の職に就くべく博士後期課程に入学した例が数人ある。今後

は、実務経験を積んでから博士後期課程に入学し教授・研究職を目指すキャリアを求める社会

人も増加すると思われる。 
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社会人学生の受け入れ状況 

年度 社会人特別入試入学者数（A） 修士課程全入学者数（B） (A)/(B) 

1999 ４ 70 5.71％ 

2000 ７ 75 9.33％ 

2001 21 79 26.58％ 

2002 22 72 30.56％ 

2003 20 84 23.81％ 

2004 40 114 35.09％ 

2005 47 98 37.76％ 

 
（科目等履修生、研究生等） 

ⅡＣ群 科目等履修生、研究生、聴講生等の受け入れ方針・要件の適切性と明確性 

【理念・目的】【実態】 

本研究科では、正規学生の修学に妨げのない限り、選考のうえ、研究生および科目等履修生

の入学を許可することがある。ここで、研究生とは、博士後期課程に６年間在学し、博士論文

を提出しないで退学した者のうち、引き続き大学院において博士論文作成のため研究指導を受

けることを許可された者をいう。研究生の受け入れについては、出願時に提出する研究計画書

に基づき、研究科長および教務主任・副主任が、出願者が希望する研究指導担当教員と相談の

うえ選考し、研究科運営委員会にその結果を報告し承認を得ている。 

また、履修生は委託履修生および一般履修生に区分している。委託履修生とは、官公庁、外

国政府、学校、研究機関、民間団体等から委託され、当研究科において授業科目を履修するこ

と、または特定課題について研究指導を受けることを許可された者をいう。一般履修生とは、

当研究科において１科目または数科目の授業科目を履修することを許可された者をいう。科目

等履修生が本研究科において修得した単位について、その後、当該科目等履修生が本研究科に

正規学生として入学が認められた場合には、所定の手続きを経て、10単位を上限として修了に

必要な単位として認定することができる。科目等履修生の受け入れについては、「科目等履修

生の入学志願者の選考に関する内規」に基づき、委託履修生については所属する組織からの推

薦・依頼もあることから、履修を希望する科目の担当教員と相談のうえで受け入れについて選

考を行い、研究科運営委員会にその結果を報告し承認を得ているが、一般履修生については筆

記試験および面接試験を課し、研究科長および教務主任・副主任の選考を経て入学を許可し、

研究科運営委員会にその結果を報告し承認を得ている。 

本研究科では聴講生の受け入れは行っていない。 

 
（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 
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【実態】【長所】 

本研究科における過去６年間の外国学生の受け入れ状況を課程別に示せば、以下のとおりで

ある。 
 

修士課程一般コース 博士後期課程 
年度 全入学者数

(A) 

外国学生数

(B) 

(B)/(A) 全入学者数

(C) 

外国学生数

(D) 

(D)/(C)

2000 75  15 20.00％ 14 １  7.14％

2001 79  14 17.72％ 14 １  7.14％

2002 72  15 20.83％ 15 ２  13.33％

2003 84  21 25.00％ 15 １  6.67％

2004 114  25 21.93％ 10 １  10.00％

2005 98  21 21.43％ ９ ０  0.00％

 
 修士課程においては、毎年20％程度の外国学生を受け入れている。特に、ここ３年間で外国

学生の在籍せいは増加傾向にある。なお、修士課程プロフェショナルコースは夜間に開講して

いるために外国学生に就学ビザが発給されないため、就労ビザ等によって入国している外国人

しか出願できない。 

博士後期課程においては、毎年１～２人程度の外国学生を受け入れている。 

 

（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】 

本研究科における収容定員に対する在籍学生数の比率は以下のとおりである。 

 
修士課程については、収容定員を十分満たしており、今後もこの数値を維持するために、商

学部学生や他学部・他大学の学生に本研究科の受験志願を促進する方策を検討していくことが

入学

定員 収容定員 在籍学生数 

修士課程 博士課程 
研

究

科 

専

攻 
修

士 
課

程 

博

士 
課

程 

修士

課程

（A）

 
博士

課程

（B） 
一

般 

社

会

人

留

学

生

そ

の

他

計

(C)

一

般

社

会

人

留

学

生

そ

の

他 

計

(D) 

C 

― 

A 

D 

― 

B 

商

学

研

究

科 

商

学

専

攻 

80 40 160 120 104 76 48 ０ 228 48 ４ ４ ０ 56 1.43 0.47 

計 80 40 160 120 104 76 48 ０ 228 48 ４ ４ ０ 56 1.43 0.47 
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肝要である。 
博士後期課程については、毎年度十数名の入学者数で今後志願者数が急増するとは考えにく

いが、課程による博士学位の授与のプロセスを明示していることなどを内外に周知徹底し、受

験志願を促進することが必要である。 
 
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 

【理念・目的】【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

本研究科では、教育課程および研究指導等の箇所で記述したように、博士後期課程および修

士課程の研究指導ならびに修士課程の授業科目が多様である。これらを担当する教員は、専任

教員および非常勤教員であるが、その任用にあたっては、大学院商学研究科運営委員会規程に

おける定めに従って、運営委員会においてその教授能力を適切に審査している。 

本研究科を担当している専任教員数は、2005年度において教授48人、助教授13人であり、学

生数に照らして必要な専任教員数の基準を満たしている。また、兼担および非常勤教員86人で

あり、一般コースの講義科目およびプロフェショナルコースの専門科目を担当している。特に

プロフェショナルコースには、実務家の非常勤の教員を多く配置し、先端的な実務についても

学習できるように配慮している。専任教員の年齢別構成を示せば、以下のとおりであり、現在

はバランスがとれている。ただし、15年以内には全教員のうち半数程度が定年となることを考

え、長期的な計画を構想する必要がある。 

え 
専任教員の年齢別構成 

箇所  資格  66～ 

70歳 

61～ 

65歳 

56～

60歳

51～

55歳

46～

50歳

41～

45歳

36～

40歳

31～ 

35歳 

26～ 

30歳 
計 

１ ９ 15 ７ ９ ５ ２ ０ ０ 48
教授 

２％ 19％ 31％ 15％ 19％ 10％ ４％ ０％ ０％ 100％

０ ０ ０ ０ ２ ５ ６ ０ ０ 13
助教授 

０％ ０％ ０％ ０％ 15％ 38％ 46％ ０％ ０％ 100％

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
専任講師

０％ ０％ ０％ ０％ ０％ ０％ ０％ ０％ ０％ ０％

１ ９ 15 ７ 11 10 ８ ０ ０ 61

商学部 

計 
２％ 15％ 25％ 11％ 18％ 16％ 13％ ０％ ０％ 100％

 
（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 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】 
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TA についてはこれを配置し、適宜授業の準備、教材の配付などの業務を依頼している。TA

は、大学院学生を本研究科の教員が推薦し、本研究科で採用することになっており、その人件

費は経常費用として予算化している。 

 
（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 

ⅡＣ群 「連携大学院」や併任教員を擁する国立大学院における教員の任用基準の明確化とそ

の運用の適切性 

【理念・目的】【実態】【長所】 

本研究科の研究指導または授業科目を担当する専任教員の任免は、大学院商学研究科運営委

員会規程において定めている。研究指導および演習科目を担当する教員は、原則として、次の

各号の一に該当し、かつその担当する専門分野に関し極めて高度な研究教育上の指導能力を有

する者としている。 
一  本大学の教授または助教授のうち、博士の学位を有する者 

二  本大学の教授または助教授のうち、顕著な研究業績を有する者 

三  本大学の教授、助教授、特任教授、客員教授または客員助教授のうち、前２号のいず

れかと同等以上の研究業績を有すると認められる者 

また、専門科目を担当する教員は、原則として、次の各号の一に該当し、かつその担当する

専門分野に関し十分な研究教育上の指導能力を有する者としている。 
一 本大学の教授 
二 本大学の助教授 
三 本大学の特任教授、客員教授、客員助教授または非常勤講師 

特に、共通基礎科目の専門基礎またはプロフェショナルコースのコア科目を担当する教員は、

次の各号のいずれかに該当し、かつその担当する専門分野に関し研究教育上の指導能力を有す

る者としている。 
一 本大学の教授 
二 本大学の助教授 

本研究科の専任教員は全員が商学部の専任教員でもあるため、その募集および昇格に関する

基準・手続きについては商学部において定めているため、商学部の関連箇所で記述する。 
 
（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】 

本研究科の専任教員は全員が商学部の専任教員でもあるため、その教育活動および研究活動

の評価の実施状況と有効性については、商学部の関連箇所で記述する。 
 
（大学院と他の教育研究組織・機関等との関係） 
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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 

【理念・目的】【実態】【長所】 

本研究科の専任教員全員が、商学部の専任教員であり、また産業経営研究所の兼任研究員で

もあるため、商学部および産業経営研究所とその運営については協同関係にある。また、本研

究科の専任教員が他研究科および他学部に兼担で授業を担当していることも多い。さらに、商

学学術院を本属とする助手は全員が本研究科博士後期課程に在籍している大学院学生でもあ

るため、商学部および産業経営研究所との人的交流は盛んである。本研究科の専任教員が他大

学の大学院および学部などにおいて非常勤で授業等を担当していることにより、人的交流を深

めている。さらに、研究面では、本学特有のプロジェクト研究所を設置したり、研究員として

これに参加したりすることにより、他研究科および他学部の教員ならびに他大学の教員との人

的交流はますます盛んになりつつある。 
 

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 

（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 

（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 

 

※商学部で記述。 

 
ⅡＢ群 共同研究費の制度化の状況とその運用の適切性 

 
 ※大学全体で記述。 
 
（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 

【理念・目的】【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

本研究科独自の研究論文・研究成果の公表を支援する措置としては、教員などの欧文による

論文を掲載する The Waseda Business & Economic Studies（WB&ES ）、大学院学生の研究成果

としての論文を掲載する『大学院商学研究科紀要』を発行している。 
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WB&ESを年に１回刊行し、通算40号を発行している。WB&ESは、「商学研究科機関誌WB&ESの

編集・発行に関する内規」に基づいて編集委員を選任し、編集発行している。国内外の大学図

書館などに寄贈され、また、商学研究科の在学生にも配布されている。過去５年間の投稿者数

の推移は、以下のとおりである。 

 

執 筆 者 内 訳 年度 号数 掲載
論文

件数 

執筆

者数 教授 助教授 専任講師 非常勤講師 訪問学者 その他

2000 36 ３ ３ ２ １     
2001 37 ３ ３ １ ２     
2002 38 ３ ５ １ ２   ２  

2003 39 ３ ４ ３     １ 

2004 40 ２ ２ ２      
合計 16 17 ９ ５   ２ １ 

 
研究成果を日本語だけではなく、欧文で発表することは、外国の研究者たちに対する情報の

発信であり、今後ますます重要性は高まるものと考えられる。しかしながら、ここ数年の掲載

論文件数は減少傾向にあるため、掲載を奨励することが必要である。 
『大学院商学研究科紀要』については、大学院学生の研究活動の支援の箇所で記述する。 

 
（倫理面からの研究条件の整備） 

ⅡＣ群 倫理面から実験・研究の自制が求められている活動・行為に対する学内的規制システ

ムの適切性 

本研究科では、倫理面から実験・研究の自制が求められている活動・行為に対する学内的規

制システムとしての、さまざまな諸規定にのっとり、研究および大学院学生への研究指導を行

っているが、本研究科の教員および大学院学生が問題を招来する実験･研究を行う可能性はき

わめて低い。 
 

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 

【理念・目的】【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

本研究科は主として９号館において授業科目および研究指導の実施を行っている。現在、授

業科目および研究指導で使用している研究指導室は 11 室あるが、稼働率がかなり高く、授業
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科目または研究指導で利用していない教室で大学院学生が自習するほどの十分な余裕がある

とは言いがたい。特に、研究指導にあたっては、教室が少ないこともあり、担当教員の個人研

究室で行っているのが実情である。 

また、本研究科では、博士後期課程に在籍する大学院学生が、各自の研究を行う場としての

ドクタールームを９号館２階に６室設置している。現在ドクタールームは博士後期課程の在籍

者全員が利用しているが、６室のドクタールームを学年ごとに割り当てている状況である。各

室の管理は、共同利用者全員の責任で行っている。ここ数年の在籍者数から平均値を求めると、

１室当たり７～８人で利用していることになる。特にこの数年間は、教員の募集が少なくなっ

たためにオーバードクターが多くなったこと、また、教室不足を解消するために８室あったド

クタールームのうち２室を教室に改修したことなどもあり、ドクタールームの利用状況は過密

状況にある。研究指導の設備を充実するためには、増設が望ましい。 

本研究科では、高度な研究を支援するために、在学生の利用を目的とした学生読書室を９号

館２階に設置している。学生読書室には、蔵書を保管する開架式の書庫のほかに、閲覧室があ

り、在学生はここで自習することができる。現在、本学生読書室が所蔵する図書・資料につい

ては、室内の図書カードで検索するのみであるが、できる限り早い時点で全学的な図書検索ネ

ットワークであるWINEへの情報提供を可能にするとともに、学生読書室からもWINEを利用し

た図書・資料の検索を可能にする必要がある。 

書庫開室時間は以下のとおりであるが、後述のとおり、夜間のプロフェショナルコースの大

学院学生の利用ニーズに応じて夜間事務所が対応する。 

 

平 日 ９時～17時（12時 30分～13時 30分は閉室） 

土曜  ９時～14時（12時 30分～13時 30分は閉室） 

日曜、祝日、夏・冬・春の各休業期間は閉室。 

 

 所蔵図書・資料については、商学に関する和書（約２万冊）、洋書（約6,600冊）、和洋学術

雑誌（和雑誌 147 誌、洋雑誌 64 誌）および、商学研究科に提出された修士論文を所蔵してい

る。また、その他の以下の図書サービスを大学院学生に提供している。 

 

 ・図書・資料、修士論文の閲覧 

  ・購入希望図書の申し込み受け付け 

 ・２週間の室外貸し出し（図書のみ） 

 ・図書・資料のコピーサービス 

 ・資料の製本サービス 

 

 学生読書室の閲覧室は、書庫に隣接しているが独立の部屋となっているため、書庫と異なる

開室時間で運用している。 

９時より開室し、利用者の希望により、閉門時間まで利用可能 

そのため、学生読書室の閲覧室は、本研究科大学院学生の自習室としての機能も兼ねている

のが実情である。 

本研究科では、大学院学生の研究・学習に供するため、９号館２階に独自のコンピュータル
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ームを設置している。以前は商学研究科が管理していたが、技術的、予算的にも難しく、バー

ジョンアップやメンテナンスなどの環境整備体制が不十分であるため、使い勝手の悪さが指摘

されていた。そこで、1999年度よりMNC（メディアネットワークセンター、現在は情報企画課

が担当）管理の「標準環境による運用」へ移行した。ただし、MNC 管理下では機種が IBM に限

定されるが、留学生を中心としたマッキントッシュ利用者のために、従来設置してあるマッキ

ントッシュ端末を本研究科独自の管理という形で存続させた。コンピュータルームの運営は、

MNC の委託を受けた形で本研究科が行っている。現在利用可能なコンピューターは、マッキン

トッシュ２台、IBM６台である。原則としてオープン利用の形態を取っている。利用する大学

院学生は、学生読書室からコンピュータルームの鍵を借りて入室する。携帯用記憶媒体、プリ

ンター用紙など、プリンター、トナー以外の消耗品は、各自で準備する。 

なお、在学生の多くは、商学研究科の多くの授業が行われる９号館１階をはじめとして、本

学のMNCが管理しているコンピュータルームを利用している。 

こうした施設面の諸問題点を克服するべく、現在商学部で利用している校舎を 2009 年竣工

予定のC棟（仮称）として建て替えるにあたって、商学部のC棟建設推進委員会において、本

研究科の研究指導室、学生読書室およびコンピュータルームも含めた設計となるように検討し

た。 

 
（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 

【理念・目的】【実態】【長所】 

コンピュータルームに設置しているコンピューターから学内の LAN に接続している。また、

ドクタールームにも学内LANに接続できるソケットが整備されており、各自で端末のコンピュ

ーターを用意してMNCに所定の手続きを取ればドクタールームからも学内LANに接続できる状

況にある。 

また、近年ではEメールによるコミュニケーションも盛んにとられている。本学においては、

学生は入学時(および入学後随時)にMNCにおける研修を受けて、メールアドレスを取得するこ

とができる。ハード面でも、22 号館は 365 日 24 時間使用することが可能であり、自宅から大

学のサーバーにアクセスできる環境をもたない大学院学生でも、いつでも端末を使用すること

ができる。こうした状況から、簡単な質問や連絡などにおいては、E メールが盛んに利用され

ている。E メールは、大学院学生同士、または、大学院学生と教員とのコミュニケーションを

とるための重要なツールであるといえる。 

 
（夜間大学院などの施設・設備等） 

ⅡＣ群 夜間に教育研究指導を行う大学院における、施設・設備の利用やサービス提供につい

ての配慮の適切性 

【理念・目的】【実態】【長所】 

本研究科では、修士課程プロフェショナルコースがこれに該当する。プロフェショナルコー
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スの授業科目については、昼間の一般コースと同様に９号館の研究指導室およびそれに併設さ

れている設備を利用し、全く問題なく運営している。また、事務手続きについては、アルバイ

トを採用して夜間事務所を開室し、夜間しか通学できない社会人の利便性に配慮している。夜

間のコンピュータルームおよび学生読書室の利用については、プロフェショナルコースの大学

院学生のニーズに応じて、夜間事務所で対応している。また、全学レベルでの図書館の利用に

ついては、授業期間中については中央図書館が21時まで、高田図書館が22時まで開館している

ので、支障はない。 

 
（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 

【理念・目的】【実態】【長所】 

本研究科では、学生読書室については適宜商学部教員図書室の支援を得ながら運営し、また、

コンピュータルームについては前述のように MNC の委託を受けた形で本研究科が行っている。

学生読書室およびコンピュータルームにおいて機器の購入あるいは補修が必要となったとき

には、原則として本研究科の経常予算の範囲内で支出することとしている。 
ドクタールームの管理運営については、「商学研究科博士後期課程研究指導室の管理運用に

関する内規」に基づいて本研究科が行い、これを研究科長が総括している。日常的な安全管理、

すなわち、清潔・保安・盗難対策等、利用に伴う管理については、利用者である博士後期

課程大学院学生の責任としている。 
なお、本研究科においては実験等に伴う危険が発生する可能性は極めて低い。 

 

（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・大学との図書等との学術情報・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 

 

※商学部で記述。 

 

（企業等との連携） 

ⅡＣ群 寄附講座、寄附研究部門の開設状況 
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ⅡＣ群 大学院・大学とそれ以外の社会的組織体・研究機関との教育研究上の連携策 

ⅡＣ群 企業等との共同研究、受託研究の規模・体制・推進の状況 

ⅡＣ群 奨学寄附金の受け入れ状況 

【理念・目的】【実態】【長所】 

本研究科では、1996年度より2003年度まで三菱信託銀行による寄附講座として国際交流特設

科目二部に２科目を設置していた。科目名は、年度によって変遷があり、1996年度より1998年

度までは CORPORATE FINANCE IN JAPANⅠおよび CORPORATE FINANCE IN JAPANⅡを、1999年度

は CORPORATE FINANCE IN JAPAN および MODERN CORPORATE FINANCE IN JAPAN を、2000年より

2003年度まではCORPORATE FINANCE IN JAPANおよびCURRENT CORPORATE FINANCE IN JAPANを

設置していた。 

また、2002年度より日本年金数理人会による寄附講座として、年金数理研究を修士課程経営

管理コース ファイナンス専修の専門科目として設置し、現在も継続している。また、2006年

度より５年度にわたり、Le Cordon Bleu Internationalよりプロフェショナルコースのモジュ

ールとしての寄附講座を受け入れ、「Le Cordon Bleu グローバル・サービスビジネス」の冠講

座モジュールとして設置することが決まっている。 

そのほかの学外との連携としては、本研究科出身の同窓生による商学研究科校友会を組織し

ている。これまではその活動があまり活発ではなかったが、今後この人脈を生かし、校友との

連携を図っていく。 

将来、企業との共同研究、受託研究などの提案があった場合には、本学の倫理規定等に照ら

して判断しながら、積極的に受け入れていきたい。 

本研究科独自の奨学金制度は現在のところないが、大学全体の奨学金制度を利用し奨学金を

受給している大学院学生は多い。 

 
（産学連携と倫理規定等） 

ⅡＣ群 「産学連携に伴う利害関係の衝突」に備えた産学連携にかかるルールの明確化の状況 

ⅡＣ群 発明取扱い規程、著作権規程等、知的資産に関わる権利規程の明文化の状況 

【理念・目的】【実態】 

早稲田大学では、教育研究の質的向上・発展に寄与することを目的として学術提携等を行う

にあたって、大学の主体性と独自性を堅持するためにガイドラインを制定し、このガイドライ

ンを正しく運用していくために学術研究提携等審査委員会を設置し、ここの提携等を審査して

いる。本研究科で関連する事項は、主として学外資金の導入による委託研究または寄附講座の

受け入れなどである。これらの受け入れに関する手続きについては、「学外機関等との学術研

究提携等に関する規則」および「学外機関等との学術研究提携等の承認手続等に関する規程」

に準拠して、適切に審査し受け入れを決定している。 
 


