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  04）会計研究科 

 

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、学問の活用、模範国民の造就を、その教旨

に掲げ、ビジネス分野で活躍する多数の会計専門家を輩出してきた。2005年４月に開設された

会計研究科専門職学位課程は、建学の精神に則り、学問と実務の融合を旨とし、会計専門家と

して必要な高い倫理観を備え、会計の高度な専門的知識・能力およびビジネス分野における幅

広い応用能力を有する人材の育成を教育上の理念とする。 
 本研究科における目的・教育目標は、以下のとおりである。 
（１）会計に関する高度な専門・実務教育 

本研究科では、専門職学位課程の特徴を生かし、時代の最先端を担う財務会計、管理会計、

監査等の会計に関する充実した基礎教育、少人数制による高度な専門教育および実務教育を提

供する。また、本研究科では、単なる知識の習得のみならず、職業倫理に基づいた実践的な思

考力、判断力等の実務的・専門的な能力を養成するための教育を重視する。 

（２）会計を取り巻く諸領域の知識の習得 

本研究科は、会計および関連専門領域に精通した人材の育成を目的としており、本研究科の

教育システムは、会計に関する知識の習得に限定されることなく、組織、経営、経済、ファイ

ナンス、統計等の関連領域に関する専門知識の習得、情報技術（IT）に関する知識の習得およ

び適用能力の養成を通じて、経済社会に対するバランスのとれた洞察力と先見性に資するもの

である。 

（３）グローバリゼーションへの対応 

 わが国企業のグローバリゼーションが進展する中で、会計および監査実務の国際的な水準の

確保が要請されるようになってきた。それに応じて、国際的に通用する専門知識と能力をもっ

て実務上の問題に対処できる会計専門家の育成も重視する。 

（４）会計専門家に必要な倫理教育 

 過去において、粉飾・不正経理事件が企業の存続を揺るがし、社会に対して会計不信を惹起

し、これが経済社会に甚大な損失を与えてきた。こうした事件を防止し、会計不信を払拭して

会計が本来の機能を果たすため、職業会計人はもとより、すべての組織における会計・経理担

当者を含む、会計専門家に必要とされる高潔な倫理観を涵養する。ここでは、不正事件等のケ

ーススタディー等を活用して会計領域のみにとどまらず、関連領域においても法の精神やリー

ガル・マインドを十分に理解した人材を育成する。 

（５）会計専門家のリカレント教育 

 近年、公認会計士等の職業会計人をめぐる環境が激変しており、専門的な知識の継続的な習

得が生涯にわたって必要となった。本会計専門職大学院では、これらの職業会計人はもとより、

企業、公的機関および非営利組織体等の会計専門家に対しても、広くリカレント教育の機会を

提供することも重要な教育上の目的のひとつである。このため、例えば日本公認会計士協会等

と連携するとともに職業会計人の継続的専門研修制度（CPE）に適合した教育を提供していく

とともに、会計専門家に対して会計および関連領域に関する専門教育を提供する。 
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【実態】【長所】【問題点】 

 なお、本研究科は、以上のような教育上の目標を実現しうる教育システムを提供することに

よって、国際会計士連盟が設定している職業会計士国際教育基準を充足するものとなり、この

点からもその目的の適切性が確認できる。 

 

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】 

 現代の組織は、さまざまな利害関係者より負託された使命を遂行するとともに、その遂行結

果をこれら利害関係者に対して報告して説明責任を果たさなければならない。ここでいう組織

とは、企業だけではなく、政府・自治体および各種非営利組織をも含むものである。組織が説

明責任を果たす場合、その中心的な役割を果たすのが会計である。換言すれば、会計は、あら

ゆる組織がその説明責任を果たし、社会生活が円滑に行われるための中心的機能であるともい

える。 
 一方で、経済社会の国際化、企業会計制度の急激な変革、および公会計・非営利会計等の企

業会計以外の会計・開示制度の拡充に伴い、これらに対応することのできる会計専門家を育成

することが社会的急務となってきている。さらに、会計は企業実態の写像であるが、それゆえ

に、複雑かつ大規模になりつつある企業実態を理解して適正な会計および監査を実施するため

には、財務、経営、経済および統計等の周辺領域に関する知識も必要になっている。 
 このような背景の下で、本研究科が養成すべき人材は、高度な専門性と高潔な倫理観を併せ

持った「アカウンティング・マインド」をもって会計業務の遂行にあたる会計専門家であり、

まさに現在の社会が求める人材の養成という点で、その目的が適切なものであると考えること

ができる。本研究科が養成すべき人材の具体的な例は次のような会計専門家である。 
（１）アカウンティング・マインドをもった公認会計士 

 公認会計士が行う外部監査については、高度の社会性をもつことに疑義はない。この場合、

絶え間なく変容し進化する国際的な会計基準について精通していることは当然のこととして、

会計が適正に行われているか否かを知るためには、企業の経営および企業を取り巻く経済を的

確に理解するための知識を有し、同時に、関連する種々のデータを適切に処理し解釈するため

の技能等ももたなければならない。さらに、監査業務の社会的責任に鑑みれば、自主独立かつ

公平にして正確を目指し、社会的責任を全うすることを自らに課し実践する人格を有すること

も必須である。 

 本研究科は、上記の点に対して正しく対処するためのアカウンティング・マインドをもった

公認会計士を養成する。 

（２）アカウンティング・マインドをもった企業の会計専門家 

 今日の会計基準を含む会計制度の変化は激しい。したがって、正しく企業の業績を開示する

ためには、変化し続ける会計制度に関する正しい知識をもつことが不可欠である。さらに、企

業の会計専門家は、開示するための会計情報のみならず、企業内の経営管理に使用される会計

情報の作成にもあたらなければならない。この場合には、経営や企業法務に関する知識をもつ

ことも要求される。こうした場合も、企業としての社会的責任を果たすという意識をもつこと

が必要である。さらに、企業の戦略を正しく遂行し、目標を達成するためには経営管理上有用

な会計情報を作成し、これを利用して正しい判断を行うことが求められる。ここでいう正しい
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判断とは、企業の戦略上の目標を達成するだけではなく、その中で社会的責任を果たして社会

の発展に寄与するという基準に基づくことを意味している。 

 本研究科は、上記の点に対して正しく対処するためのアカウンティング・マインドをもった

企業の会計専門家を養成する。 

（３）アカウンティング・マインドをもった政府、自治体、非営利組織の会計専門家 

 現在、政府、自治体、非営利組織の会計制度は、急速に整備・拡充されてきている。これら

の組織は企業とは異なり、利益の獲得を目標とせず、社会から負託された使命の遂行を最高の

目的として活動を行う。したがって、会計制度も社会的な使命の遂行に役立つものでなければ

ならないし、組織の経営管理も社会的使命の遂行をより有効かつ効率的に行うことを支援する

ものでなければならない。国民および社会に寄与する使命を達成しながら、資金提供者に対す

る説明責任を実行するための知識と能力が強く求められるのである。 

 本研究科は、上記の点に対して正しく対処するためのアカウンティング・マインドをもった

政府・自治体・非営利組織の会計専門家を養成する。 

（４）アカウンティング・マインドをもったコンサルタント 

 コンサルタントは、企業および政府、自治体、非営利組織等の会計および経営に関する問題

点の発見および問題点の解決策の策定を支援しなければならない。これには、会計、経営、経

済、統計、マーケティング等、企業のみならずあらゆる組織に関するさまざまな知識をもつこ

とが必要とされる。さらに、企業が社会的責任を正しく果たすための指導も併せて行うことが

求められる。 

 本研究科は、上記の点に対して正しく対処するためのアカウンティング・マインドをもった

コンサルタントを養成する。 

【実態】 

 本研究科では、上記の理念、目的、教育目標とそれに伴う人材養成等の目的を達成するため

に、教員の配置、カリキュラムの構築および支援体制を整備してきた。特に、カリキュラムは

教育目標の達成に対して根幹となるものであるため、慎重に議論を重ねて、以下のような実施

体系を完成させている。開設以来５カ月が経過したが、理念、目的、教育目標とそれに伴う人

材育成等の目的については、その達成に向けて粛々と遂行されていると考えている。 
 

２ 修士課程・博士課程の教育内容・方法等 

（１）教育課程等 

（専門大学院のカリキュラム） 

（教育課程の特色と構造） 

【実態】【長所】 

 会計科目を中心に据え、法学関連科目およびその他の関連科目を柱としたカリキュラム体系

によって、会計を総合的に学ぶ構造となっている。さらに、これらすべての科目の基礎にある

職業倫理を土台とするとともに、すべての科目と関係のあるIT・情報システムおよび英語・コ

ミュニケーションの科目を設置している点にも大きな特色があり、これによって科目を横断し

た形で共通する事項を学習することができる。 

 この体系によれば、財務会計・管理会計・監査という会計科目を中心とし、さらにアカウン

ティング・マインドをもった会計専門家として必須の知識である企業法・租税法・民法という
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法学関連の科目および経営学・経済学・統計学という関連科目を配置して、相互補完的な形で

バランスよく学習することによって、本研究科の目標とする人材を養成するためのより高度な

教育効果や研究成果を達成することが可能となる。 
 

（教育課程編成の指針） 

【実態】【長所】 

 会計の学習においては、基礎知識を積み上げる段階的な学習が必要であることに鑑み、授業

科目間のシークエンスを重視したカリキュラムを編成し、必修科目を多く設置している。 

本研究科では、セメスター制（春学期・秋学期）を採用する。セメスター制は、すでに本学

商学部において 1995 年に採用した結果、会計学および基礎的な授業科目において高い教育効

果が認められている。また、会計専門家としての基礎学力を身につけるために、基礎科目を１

年生春学期に集中的に学習させる。 

 本会計専門職大学院を修了し「会計修士（専門職）」の学位を授与された者が公認会計士試

験における短答式試験の免除が認められる要件を満たす授業科目を設置するとともに、公認会

計士等の高度な会計専門家となるために必要な専門知識を授けるようにする。 

 学生の理解度を把握し、また自主的学習を促進するために、チューターによる支援を伴う演

習科目を置く。 

 学生の学修計画における自由度を高めるために、１学期の最高履修単位は 24 単位（年間 40

単位）とする。 

 

（教育課程の編成） 

【実態】【長所】 

 本研究科では、前述のカリキュラム編成方針に基づいて、基礎科目、コア科目および実務・

応用科目を設置する。 
 ①基礎科目（必修20単位を含み、22～30単位を履修） 

  会計および関連諸科目について、会計専門家として最低限必要とされる知識を教育するた 

めの科目 

 ②コア科目（14～22単位を選択して履修） 

  基礎科目に連続して発展的な知識を教育するための科目 

 ③実務・応用科目（最低８単位を履修し、８～18単位を選択して履修） 

  会計専門家として最先端の知識を教育するための科目 

 
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】 

本研究科では、一般入試および推薦入試を行っている。 
【長所】 

一般入試では、学部における専攻分野を問わず公認会計士等の高度な会計専門家を志望する

人材を幅広く確保するために、公平性、開放性、客観性の確保を旨として試験を実施している。
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実態は、会計学に関する基礎的な前提知識の有無を評価する筆記試験を第一次試験として行う。

第一次試験の合格者に対して第二次試験として面接試験を課すことで、会計専門家の職責を果

たすために必要とされる倫理観や基礎的コミュニケーション能力を評価する。その長所は、第

一次試験においては会計の基本的な知識を問うことにより、学部時代の専攻分野にかかわらず、

さまざまな分野から人材を集めることができること、および第二次試験では、さまざまな角度

から会計および会計倫理に関する口頭試問を行うことにより、受験生の知識、倫理観およびコ

ミュニケーション能力を問うことができる点にある。 

【問題点】【改善の方法】 

ただし、現行においては、社会人入学試験を実施していないため、試験内容は会計の知識や

計算能力に対してやや偏重していると考えられる。今後は、実務経験者に対する入学試験のあ

り方、出題内容および質問内容を検討していかなければならない。 
 

（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】 

公認会計士等の会計専門家を志望し、優秀かつ学習意欲の高い学生を内部から確保すること

を目的として、2005年度入試においては商学部等に在籍する学生の中から成績優秀者を推薦に

より入学を許可する推薦入試を実施した。ただし、会計専門家を志望する学生を幅広く確保す

るという観点から考えれば、推薦入試の対象を商学部だけに限定することは不適切であると考

え、2006 年度入試においては、早稲田大学の全学部に在籍する学生を対象として推薦入試(６

月および10月)を実施している。各学部に在籍して出願時点で卒業見込み証明を受けることが

でき、出願時点の取得単位数のうち、2/3 以上が優以上の成績であること、ならびに商学部設

置科目の上級簿記および原価計算を履修済みであり、その成績がいずれも優以上であるか日本

商工会議所簿記検定試験２級以上に合格していることが出願要件である。2005年度推薦入試に

おいては１人、2006年度第１回推薦入試では４人の学生を合格させた。意欲および能力に優れ

た学生を確保し、入学までに十分な学習準備をさせることができる。これが推薦入学の長所で

ある。 

【問題点】【改善の方法】 

他方、推薦の要件について、特に成績基準が適切であるかどうかは議論の余地がある。従来、

商学学術院内の商学研究科においては、SAを基準とした推薦を行っており、本研究科でもこれ

を導入するか、あるいは2006年度入試と同様の方法をとるのか、そうであるとすれば、2/3と

いう基準が適切であるかどうかについては、今後十分な議論を重ねて決定していかなければな

らない問題である。 

 
（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】【改善の方法】 

2005 年度の入学者 115 人のうち、本学学部の出身者は 30 人である。特に他大学出身者に対

する便宜は図っていないが、在学者のうち74％が他大学出身者であることから、門戸の開放は
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十分に達成されていると考えられる。 

 

（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】 

2005年度の入学生のうち、社会人として企業等への勤務を経験している者は27人である。 

社会人を対象とした推薦入試は、当面行わない。その理由は、本研究科で会計専門家となる

ための教育を開始するにあたり、本研究科で学習をするための必要最低限の知識および能力と

社会人としての経験との間にいかなる相関があるかが現時点においては明確ではないからで

ある。 

【問題点】【改善の方法】 

ただし、社会人に関する推薦入試は、今後研究を続け、先の疑問点について解決された時点

で導入することもありうる。 

 
(科目等履修生、研究生等) 

ⅡＣ群 科目等履修生、研究生、聴講生の受け入れ方針・要件の適切性と明確性 

【実態】【長所】 

 本研究科では、高度な会計の専門的知識を実務に応用する能力を養成するために、実務科目

を設置しているが、この科目を中心として、広く科目等履修生に開放する制度を取っている。

その長所は、積極的に公認会計士の継続的専門研修制度（CPE）、リカレント教育の担当機関と

なることで会計専門家の能力の維持・向上に貢献するとともに、在学生と本研究科修了者また

は外部の会計専門家とを交流させ、在学生の学修の動機づけを図る点にある。2005年度におい

ては、３人の科目等履修生が、延べ13科目28単位を履修している。 
【問題点】【改善の方法】 

 問題点は、本研究科では正規学生を核として体系的な学修プログラムを提供することを原則

としており、科目等履修生の受け入れが正規学生の履修の妨げになったり、正規学生の教育課

程をゆがめることのないように配慮しなければならない点である。この問題点を解決するため

に、科目等履修生は基礎科目およびコア科目ならびに演習科目についてはクラス定員の10％を

超えないようにするとともに、科目等履修生の募集等に際して、正規学生の履修の妨げになら

ない範囲での募集・採用であることを周知している。 
 
（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】 

 現在、全国で１万人を超える公認会計士試験（２次試験）の受験者がおり、早稲田大学だけ

でも毎年1,000人を超える数の在学生・卒業生が受験していると推定される。また、本学の合

格者の実績も、合格者全体に対して１割を超えている。さらに、すでに実務経験のある公認会

計士、企業内経理担当者等のリカレント教育（CPE等）に対するニーズもある。 

 また、本学商学部において会計コースに在籍する学生が 200 人以上在籍していることから、

企業あるいは政府、自治体、非営利組織の会計専門家に進路を求める学生は数多く存在してい
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る。このことは、より高度な会計知識を求める学生のごく一部の例を述べるにすぎないのであ

って、社会的なニーズはさらに大きいものであると考えられる。 
 本研究科が提供する教育課程に対する潜在的な需要は、十分大きいものと考えられる。 
 
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】【改善の方法】 

 本研究科の重要事項を審議するため、大学院学則にその設置を明文化した研究科運営委員会

を置く。研究科運営委員会は、大学院学則第 20 条に定める会計研究科を本属とする教員およ

び会計研究科と商学部の双方を本属とする教員（併任教員）でもって構成し、大学院学則第21

条で定める研究科委員会の議決事項である、会計研究科の研究および教授に関する事項、教育

課程に関する事項あるいは教員の嘱任あるいは解任に関する事項等を議決する。 
 また、本研究科の理念および目的を達成するために、最高意思決定機関である研究科運営委

員会の下に、教務学生委員会、総務委員会、入試委員会、キャリア支援委員会、公認会計士試

験委員会を設置し、それぞれのテーマについて議論することになっており、その活動の分担と

して適切であると考えている。 
 
（研究支援職員） 

ⅡＢ群 研究支援職員の充実度 

【実態】【長所】 

 本研究科には、現在、研究支援職員としてチューターという名称のTAが在籍している。2005

年度には延べ 13 人のチューターが教育の支援を行っている。これは他大学の会計専門職大学

院と比較しても、極めて特殊なケースであり、教育効果を挙げるために優れた長所をもつもの

であると考えている。 

 

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】 

 直上で示したように、チューターと「研究者」との間には密接な連携・協力関係があり、本

研究科の目的を達成するために適切な関係が構築されている。 
  

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】 

本研究科では、チューターという名称で TA を設置している。文部科学省の会計分野の専門

職大学院に関する検討会による「会計分野の専門職大学院の教育課程等について」では会計専

門職大学院において、教員を支援する教育補助員を置くことが望ましいとされており、これに

従うためにも、チューターを置くことが必須となる。チューターは、教員と一体となって授業

計画の策定に参画し、問題の作成および解説について綿密な打ち合わせを行わなければならな
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い。その長所は、公認会計士試験に十分に対応し、試験を受験する学生の受験能力を著しく高

めることにある。 
【問題点】【改善の方法】 

このようなチューターの担い手としては、公認会計士試験に合格した者、公認会計士および

税理士などがあたっている。ただし、問題点として高度な能力をもったチューターを継続的に

採用して雇用することが困難であることを挙げることができる。この点については、本学出身

の公認会計士団体の協力を得て、公認会計士試験に最近合格した者を推薦してもらう形で採用

することを考えている。 
 
（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・手続きの内容とその運用の

適切性 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 会計研究科の人事については、大学院学則第 21 条第１項第２号で定めるところによって、

会計研究科運営委員会が審議、決定する。 
 専任教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続きについては、商学学術院内の機関である

商学部の規定に準拠して、本年度中に本研究科の規定を整備する予定である。 
 
（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】【問題点】【改善の方法】 

本研究科における教育研究活動等の状況について、本学の点検・評価の実施方法、自己点検・

評価項目に基づき、自己点検および評価を行い、その結果を公表する。さらに、専門職大学院

としての質の高い教育研究を確保するために、公認会計士や企業の経理担当役員等を含む外部

委員を中心とした教育研究評価委員会（仮称）を設けて、第三者による点検・評価および助言

を受けることとし、本研究科の教育・研究の充実と発展に努めるものとする。外部委員として

は、会計学、経営学、経済学の分野において広くかつ高い見識を有する会計専門家、高度専門

職業人および研究者だけでなく、実務界において広くかつ高い見識を有する企業経営者等も迎

えることとする。 
 
（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 

（学内機関との関係） 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

新任教員については、商学部・商学研究科の教員を核に外部から新たに適材を採用した。既

存教員については、商学部・商学研究科、ファイナンス研究科ほか関連の大学院および関連学

部との間で、兼担で授業科目を担当するなど、適切なスタッフの派遣に関して協力関係を結ん

でいる。 
また、他研究科との間で教員の相互乗り入れを行うことで、各々の研究科において講義や演

習を担当することが可能となるように連携体制を整える。 
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（監査法人等および諸機関との関係） 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

実務応用教育を推進する観点から、日本公認会計士協会とも連携し、本会計専門職大学院に

おいて取得した単位について、公認会計士制度の実務補習所の単位としての認定、継続的専門

研修（CPE）の単位としての認定等が行われることが期待される。 
日本税理士会連合会とも教育上の連携を行い、リカレント教育および実務家教員の派遣等に

より、本研究科の教育に活用するとともに、広く社会に還元する。 
 
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】【改善の方法】 

 本研究科の主たる施設は、西早稲田キャンパス９号館および19号館にある。 

９号館１階には事務所、印刷室および研究科長・教務室がある。また、６階には研究室およ

び会議室一室ある。また、19 号館５階には、自習室×３室(うち１室はコンピューター設置)、

休憩スペース(コピー機、各種文房具設置)がある。図書館などでは騒音を発生させるため電卓

の使用が禁止されているところもあるが、会計研究科の自習室は、すべて電卓の使用が可能と

なっている。これら自習室の平日の開室時間は８時 40 分～22 時、土曜は８時 40 分～22 時と

なっており、日曜日は中央図書館を自習室として利用することができる。 

 図書室は、商学研究科の学生読書室を共同利用することになっており、本研究科での学修に

必要な書籍、学術雑誌、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

ネット上で閲覧できるシステム等の環境が利用できる。なお、中央図書館だけではなく、西早

稲田キャンパス内の各種図書館も利用することが可能である。平日の開室時間は９時～21 時、

土曜は９時～19時、日曜は中央図書館を自習室として利用することができる。 

 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。 


