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  03）ファイナンス研究科 

 

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 

【理念・目的】 

早稲田大学は、建学の精神として、「学問の独立を全うし学問の活用を効し模範国民を造就

する」をその教旨に掲げ、建学以来、多数の有為な実務家を輩出してきた。本学は、建学の精

神に則り、学問の自由を全うするとともに、独創の研鑽に努め、広い視野に立ち、学理とその

実際的応用を研究教授し、ファイナンス関連業務を行ううえで必要なファイナンス、会計、金

融法務、経済の知識をバランスよく有し、かつ、それを有効に活用できる人材を育成すること

を通して、社会全体の発展に寄与することを希求し、本研究科を設置した。 
わが国の社会人教育は、これまで、各企業あるいは産業単位における内部研修の形で行われ

てきた。すなわち、大学教育は普遍的、基礎的な潜在能力を養成することに主たる目的を置き、

実社会で機能する知識は各産業、企業単位での研修が担ってきたのである。このような教育形

態は、急場の限定された目的を低コストで達成するといううえで極めて効率的であったが、よ

り普遍的な社会人教育のあり方から見て柔軟性を欠いているという点で重大な欠陥をもって

おり、今その欠陥が顕在化している。すなわち、高度経済成長を効率的に果たすうえで、製造

業は「物づくり」に、商社・流通業は「販売」に、銀行等金融業は「財務」に特化し、それぞ

れがすみ分け、互いにアウトソースし合い有機的に結合することで、わが国経済は発展を遂げ

てきた。したがって、人々は、卒業後どの業態にかかわったかによっていわゆる「入り口」で

注入される知識が偏向してしまうこととなる。このような傾向は終身雇用制の下でさらに堅牢

なものとなった。とりわけ、金融業では、専門金融機関制度の下で業務のすみ分けが徹底され

たため、まさに業界の縦割り型研修が社会人の知識を形成していくこととなる。さらに、この

ような縦割り型の研修による社会人教育は、単に、局所的な形で知識を授与したというだけで

なく、その業態都合のカルチャーをも同時に注入したという意味で二重の課題を残すものとな

っている。銀行が証券業務に進出しようとしてもその閉鎖的で安全志向な体質が障害となって

成功しないのは、そのような典型例である。 
しかし、経済が成熟していくに伴って、企業は、製造・販売・財務の機能を内蔵することと

なった。このように事業法人の活動が多様化する中で、社会人の頭脳は、特定の知識を基本と

しながら、これらの知識がバランスある形で構成されるべきである。 
 したがって、本研究科はファイナンスに関連する知識の養成にその目的を特化するが、必ず

しも、金融業に従事している人、これから従事したいと考えている人ばかりを対象とするので

はなく、むしろ、一般事業法人に従事する人にとってもファイナンスの知識が有用なものとな

ることを目指している。そのためには、教育が抽象的で机上だけのものから、具体的で実務的

なものとして付加価値を生むように、その内容や方法を改善していかなければならない。その

際、本研究科が描く、ファイナンス関連の業務上で必要な知識とは、ファイナンス理論のみな

らず、会計上の知識、携わる業務に関係する法律の知識もバランスよく含まれるという点が重

要である。また、終身雇用制度が根強く残る日本企業の人事制度の下では、仕事を続けながら、

専門的知識を磨く機会を提供することが重要であり、講義時間帯を週日の夜間と土曜に置くこ

とにより、意欲ある社会人に広く学習機会が提供されるよう配慮する。 
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【実態】【長所】【問題点】 

開設後の志願者動向から本研究科が目指している、「ファイナンスの専門知識と会計、金融

法務、経済の知識に加えて、進取の気性、豊かな人間性、高い倫理観を備え、社会の発展に寄

与する人材の育成」という目的は社会的要請に応える設定であったことが確認される。 
 
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】 

高度の専門性が求められる職業を担うべき人材として、わが国が間接金融システムから市場

型金融システムへの変革が進む中で、本研究科では、ファイナンス分野における「高度専門職

業人」の養成を通じて社会の変革に貢献することを目的としている。 
 現実のビジネスの場面を注意深く観察すれば、企業組織内には財務の専門家が、また、外部

には、会計には公認会計士や税理士、法学には弁護士などの専門職業人が存在するが、それら

が単体として機能するだけではビジネスプロジェクトは成功しない。ファイナンス、会計学、

法学はいずれもビジネス上必要ではあるが、それぞれの関連や違いを理解しマネージする人材

によって遂行され、シナジー効果が発揮されてこそ、ビジネスは新たな価値を創造することが

できる。 
【実態】【長所】【問題点】 

 このように、我々が目指す養成したい人材像は、ビジネス上の価値創造に直接関係するファ

イナンスを中心に、会計にも法学にも精通し、その理念や考え方を理解して、総合的にファイ

ナンス・プロジェクトを実行し、新たな付加価値を創造できる人材の養成を本研究科の最大の

目的としている。その点で異なるバックグラウンドの社会人が、共有できる目標に向かって共

に学ぶことの効果は予想を上回るものであったと認識している。 
 

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】【問題点】 

入学要件は、四年制大学を卒業した者としているが、さらに、実務経験のある者が望ましい

こととし、卒業学部に関しては特に限定していない。入試形態には、AO入試、企業・団体等推

薦入試および学内推薦入試があり、入学選抜に際しては、実務経験、問題意識、キャリア目標

を考慮し、継続的学習への意欲等も加えて総合的に判定している。 
 
(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 

【実態】【長所】【問題点】 

 本研究科が指定した学部において優秀な学業成績を修め、かつ本研究科の教育理念に賛同す

る者につき、学部からの推薦に基づき面接試問を行い、合格した者の推薦入学を許可する。 
 
(門戸開放) 
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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】 

 本学出身者と他大学・大学院出身者については、学内推薦制度を除き、一切入学選抜上の区

別をしていない。 
 
(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】【問題点】 

本研究科においては、その大多数が社会人学生である。そのため、教育上も社会人の立場に

立った配慮を行っている。具体的には、第一に、ビジネス街からの交通の利便性が極めてよい

日本橋に教育の場を設置している。また、授業時間帯も夜間と土曜とし、仕事を続けながら、

専門的知識を磨きたいという社会人のニーズに対応している。第二に、社会人のニーズに合っ

た、カレントな問題や実務面への応用に配慮したプログラムを構築している。第三に、社会人

大学院は、異業種間交流の場でもあるとの観点から、議論や歓談のできる学生ラウンジ等を広

く設置している、などの点が挙げられる。 
 
(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 

【実態】【長所】【問題点】 

 本研究科では、社会人が学習する選択機会を広げるために、科目等履修生制度を設けている。

毎日の通学が時間的に困難な社会人、学費負担の余裕がない人、すでに高いレベルの知識を習

得しているが最新の技法等の知識を身につけたい人等を、口述試験選抜により、科目等履修生

として受け入れている。 
しかし、あくまでも、正規学生を核として体系的に学習していくことを基本にしており、科

目等履修生の受け入れにより、正規学生の履修が妨げられたり、正規教育課程をゆがめること

のないよう配慮もしている。これに伴い、科目等履修生に対しては、科目登録の優先順位等の

面で、正規学生と区別されている旨を事前に周知している。 
 
(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】【長所】【問題点】 

 受け入れ定員は、４月入学 100 人、９月入学 25 人の計 125 人（収容定員 250 人：２学年）

としている。実際には、2005 年５月１日時点で 265 人が在籍し、さらに９月入学予定者 29 人

を加えると、総計294人が在籍する見込みで、収容定員に対する比率は117.6％となる。 

 本研究科設立当初は、教員や施設の効果的な稼働を考慮し、４月と９月の入学定員比率を

４：１としているが、将来的には、９月入学定員を 50 人として、各学期の学生数バランスを

整える方向で検討する。これは、社会人の異動時期の多様化や、個々の就学意欲に速やかに対

応できる教育環境を用意するためでもある。また、入学時期により、履修上の条件格差や無理

が生じないよう、カリキュラムの編成においても配慮を行うこととしている。 

本研究科では、日本橋という立地上の利便性等により、金融関係に限らず、企業からの学生
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派遣が期待される。また、流動化の進む労働市場環境を背景に、学費を自己負担してでも、フ

ァイナンスについて専門的に学習しておきたいと望む者にも広く門戸を広げており、今後も学

生が確保できるものと見込んでいる。 

 

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 

【実態】【長所】【問題点】 

 本研究科の教員は、専任教員、兼担教員、兼任教員をもって構成する。専任教員については、

多様で良質な教育を提供し、カリキュラムを維持可能な 22 人の教員が担当している。専任教

員として実務経験のある優秀な人材を外部からも採用し、単に実務経歴ばかりではなく、十分

な教育歴および研究歴を備えていることを要件とした。 

 時事に対応し充実した社会人向けファイナンス関連教育を提供するには専任教員だけでは

十分とは言えず、兼担教員８人、兼任教員44人を適性のある専門家として招聘した。 
 
ⅡＣ群 任期制等を含む、教員の適切な流動化を促進させるための措置の導入状況 

【実態】【長所】【問題点】 

 専任教員は、本大学教員任免規則により満 70 歳を定年とし、客員教員については１年ごと

に雇用条件を確認のうえ更新することとなっている。また、兼任教員は引き続き嘱任する場合

を除き１年で嘱任満了となる。 
 
(研究支援職員) 

ⅡＢ群 研究支援職員の充実度 

【実態】【長所】【問題点】 

 本研究科には、効果的な講義実施と学生の自発的学習を援助するため、TAを置く。また、PC

利用授業のサポートを行うためIT担当者を置き、授業運営の補助的役割を担っている。また、

本大学ITセンターではデジタル教材作成等のサポートも行っている。 

 

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 

【実態】【長所】【問題点】 

 TA は、担当教員の指示の下、授業運営の補助的役割を担い、IT 担当者は担当教員と相談の

うえ、マルチメディア機器、IT機器をより効果的に授業で活用するための役割を担っている。 

 

(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 

【実態】【長所】【問題点】 

 専任教員の募集は公募を原則とし、任免については本大学教員任免規則・学術院規則に準拠

して行っている。 
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(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】 

本研究科では、全科目について開設時より学生による授業評価を実施し、評価結果について

は学生に公開している。評価結果については各教員にフィードバックし、授業改善に利用して

いる。また、評価結果が特定の基準より下回る教員については執行部がヒヤリングを実施する

など、授業改善を促すことにしている。 
 
(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】 

ファイナンス分野の高度専門職業人を養成するため、教育上、その必要が認められる場合に

は、学内の他研究科の設置科目も一定の範囲で履修できるようになっている。また、ファイナ

ンス研究センター（ファイナンス総合研究所、ビジネス情報アカデミー）主催の講演会、セミ

ナー等への出席についても優遇措置がとられている。 
 

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 

【実態】【長所】【問題点】 

本研究科では、西早稲田キャンパスと同水準の教育・研究環境を整備し、教育・研究に必要

な学術文献・雑誌および豊富なファイナンス関係のデータベースは、学内LANにより、教室と

研究室で利用可能である。 

また、コンピュータ室の設置はもちろんのこと、ファイナンスという分野の性格上、サイバ

ー・トレーディング・ルームも設置し、実務で使われているシステムと実際のデータを使用し

て演習を行い、マーケットで学ぶ実践的な高度専門能力が修得できるよう配慮している。図書

の遠隔地貸出等資料利用、書類等の搬送、キャンパス施設の相互利用に支障が生じないように

十分な体制を整備した。 

教員には、日本橋１丁目ビルにおいて主に講義・演習を担当し、個人研究室も同ビル内に設

置した。 

 本研究科の主たる施設は、日本橋１丁目ビル５階（床面積2,750㎡）にあり、ここに、教室、

演習室、図書室、自習室、コンピュータ室、サイバー・トレーディング・ルーム、コピー室、

学生ラウンジ、個人研究室(専任教員)、講師室、事務所が配置されている。 

 学生ゾーンでは、教室は、ホール、大教室２、中教室２、小教室３、演習室４の合計 12 教

室(以上合計 718.6 ㎡)に加え、図書室(38.5 ㎡)、自習室(50.8 ㎡)、コンピュータ室(55 ㎡)、

サイバー・トレーディング・ルーム(40.9 ㎡)、コピー室(11.6 ㎡)、学生ラウンジ３カ所を一

体として整備した。各教室にはマルチメディア機器を設置することにより効率的な学習ができ

るようにするとともに、学生は、自習室(資料４)と図書室で自主的な学習ができる。学生は、
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また、西早稲田キャンパスの図書館等を自由に利用できる。 

 学生の自主学習環境の整備に関しては、自習室(50.8 ㎡、22 人収容)、図書室(38.5 ㎡)、コ

ンピュータ室(55 ㎡)、サイバー・トレーディング・ルーム(40.9 ㎡)、コピーおよびプリンテ

ィング室(11.6㎡)、および３カ所の学生ラウンジ、カウンターを整備している。加えて、中教

室(53㎡、31人収容)１室も自習室として常時開放する。 

 自習室は、個人ごとのブースに仕切られており集中して自主学習を可能にしている。平日の

開室時間は 10時～22 時、土曜は 10時～18 時 30 分開室し、日曜も 10時～17 時の間、特定の

施設を開室している。 

 図書室は、ファイナンス研究科での学習に必要な書籍、学術雑誌、判例、インターネット検

索、学内蔵書検索システム、重要な英文学術雑誌をネット上で閲覧ができるシステムなどの環

境を整備している。西早稲田キャンパス図書館等の取り寄せ貸し出しサービスも行っている。

コンピュータ室では、標準的なビジネスソフトと統計ソフト、インターネット環境を整備して

おり、通常の学習のための十分な環境を提供している。 

 サイバー・トレーディング・ルームでは、ファイナンスに関連するリアルタイム・データと

ヒストリカル・データが網羅的に利用できる。ここでは、これらの豊富なデータを利用して、

ポートフォリオ・リスク管理、株式投資ゲーム、実験市場などの「マーケットにおける投資家

行動研究」、信用リスク分析、債券市場分析、格付け、倒産確率などの「信用リスク分析」、社

会的責任投資、企業統治制度と企業パフォーマンスなどの「会計情報応用分析」の成果に直接

触れることができる。このサイバー・トレーディング・ルームの機能は、国内の大学では最高

レベルにある。 

 学生ラウンジは、キャンパスに３カ所のカウンターが整備され、学生は自由に利用できる。

自動販売機も設置し、講義開始前や休み時間に十分な休息がとれるように３カ所に学生ラウン

ジを設置して、リラックスとリフレッシュが可能な空間を整備した。また、学生一人ひとりに

専用ロッカーを貸与し利用に供している。 

 教員ゾーンでは、専任教員用の個人研究室のほかに、事務所の近くに講師室を設けることに

より、非常勤講師の教育上の支援ができるようにした。 

 
ⅡＢ群 大学院専用の施設・設備の整備状況 

【実態】【長所】【問題点】 

 本研究科は、日本橋一丁目ビル５階フロアを専有し、この施設・設備はすべて本研究科の専

用施設・設備となっている。 
 
(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 

【実態】【長所】【問題点】 

コンピュータ室の設置はもちろんのこと、ファイナンスという分野の性格上、サイバー・ト

レーディング・ルームも設置して、コンピューター上に仮想的なマーケットを設定し、ニュー

スや株価を見ながら投資意思決定を行うという臨場感のある実験型授業を行っている。 
 
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
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機関、附置研究所等との連携関係の適切性 

【実態】【長所】【問題点】 

 遠隔地授業システムを実施しており、西早稲田等の大学院、研究所と連携した授業、研究な

どを展開する設備を備えている。 


