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  02）社会科学研究科 

 

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】 

本研究科は、「社会科学の総合的学際的教育研究」と「社会人のための高等教育の開放」を

理念として 1994 年に開設された。その目的は、社会科学諸分野での専門性とともに、各専門

分野を総合する学際性をもって、現代社会の諸問題を分析し、有効な政策の提言、計画、実行

に貢献することである。 

かかる人材の育成を教育目標に掲げ、２専攻のひとつ、「地球社会論専攻」では、地球社会

における新しい生活世界の可能性を解明するための基礎的研究を通じて、広い視野をもった専

門的研究者の養成を目指している。もうひとつの「政策科学論専攻」では、政府と社会、市民

生活と社会、企業と社会という３つの視点と、「より公正でゆとりある社会」という共通の政

策理念のもとに、総合的視野をもった社会科学の実践者と専門的研究者を育成することを目的

としている。以上の理念・目的は、本研究科ホームページ http://www.waseda.jp/w-gsss/ や

パンフレット  (2005年度作成)、入試要項等を通じて、研究科内外に周知されている（これら

情報発信活動の詳細は、後述の「Ⅱ３ 学生の受け入れ」を参照）。 

【実態】【長所】【問題点】 

実態として特筆すべきことは、修士課程入学者の約半分を社会人が占めることである（後掲

の表Ⅱ－４も参照）。全国の修士課程在学者に占める社会人の比率は 9.7％（2005/5 の数値、

文科省平成 17 年度学校基本調査速報による）だから、本研究科の学生に占める社会人比率は

顕著に高い。このことは、「社会人のための高等教育の開放」という本研究科の理念が実現さ

れていることを示すとともに、本研究科のひとつの特徴をなしている。 

人材育成の実態として、年間 43 人の修士学位と 0.8 人の博士学位を授与している（2000～

2004年度平均値）。この実績を評価するために、在籍修士および博士学生数（2004年度）に対

する年間学位取得者の比率を見ると、それぞれ39.4％、0.9％である。対応する全国の数値（2002

年度社会科学系、学校基本調査による）がそれぞれ43.7％、10.6％だから、本研究科の学位授

与者比は、全国平均を（博士学位では顕著に）下回っている。 

そのひとつの要因として、恒常的な仕事をもつ社会人学生が多く、学位論文の完成までに要

する時間が、全国平均より長くなっていることが考えられる。特に博士課程に関しては、開設

から８年を経たばかりであり、今後、博士学位申請が本格化することも予想される。一方で、

果たして我々が、適切な教育体制を実現できているのか、自省が求められていることも明らか

である。 

本研究科開設以来、最も大きな変化は、2005年度より夜間大学院から昼夜開講大学院に移行

したことである。このことによって、より広い範囲から学生を受け入れることができるように

なった。同時に、夜間大学院を前提として形成されてきた従来の諸制度や組織について、その

機能と妥当性を（場合によっては理念的なレベルから）改めて検討する必要が生じている。 

【改善の方法】 

本研究科のように、社会科学の総合を目指した学際教育を、大学院レベルで行うことは、野
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心的かつ新しい試みである。その望ましい教育体制について、既存のモデルがあるわけではな

く、自ら確立していく必要がある。本研究科ではこの点を常に意識し、組織デザインや教育方

法を議論、改善してきた。その具体的な取り組みや議論は、以下の各項目の中で示されている。 

加えて、2005年度からの昼夜開講制への移行によって、これまでの取り組みを、改めて包括

的に検討する必要に迫られている。その詳細は以下の各項目で述べられるが、その共通かつ最

大の難問は、理念の修正を含む抜本的な改革が必要とされているのか、あるいは従来のピース

ミールな改善を延長することで対応が可能かの判断である。さらに言えば、今後の社会環境、

市場環境の変化を想定しながら、昼夜開講制を前提として、本研究科のグランドデザインがい

かに描けるかが問われている。 

この問題を議論し、学術院の合意を形成する場として、2004年度より、専任教員全員が参加

できる「大学院問題検討委員会」を設置し、情報の共有や議論、意見交換を行っているところ

である。 

 

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 

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（一貫性）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 

（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 

（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 

（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 

（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 
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【理念・目的】 

本研究科の理念・目的、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

項にかなう人材を効率的に育成する。 

【実態】【長所】 

「１ 大学院研究科の使命および目的・教育目標」で述べたように、本研究科は２専攻に分

かれる。各専攻はそれぞれ３研究分野に分かれ、さらに各研究分野は研究指導に分かれる。各

研究指導は個々の教員に対応している（下の表Ⅱ－１を参照）。 

 

表Ⅱ－１ 社会科学研究科の教育組織 

基礎社会
科学研究

社会哲学、社会思想、経済社会学、科学史、生命倫理学、生命科学、社
会史、現代社会学

国際社会
研究

国際関係論、現代経済開発論、比較経済・労働問題論、比較政治・社会
問題論、比較文化・比較基層文化論、比較文化・比較近代化論

地域研究
ユーラシア研究、ラテンアメリカ研究、EU地域研究、中国研究、日本研
究・日本歴史論、日本研究・日本文化論

公共政策
研究

現代メディア論、行政過程論、財政論、環境経済学、産業政策論、刑事
関係法、比較憲法論

市民社会
研究

市民生活関係法、現代人権論、ソーシャル・ガバナンス、福祉関係論、
ジェンダー論

現代経
営・
企業研究

企業論、政策情報論、経営科学(修士)･管理技術論(博士後期)、国際経営
論、会計情報論、財務会計論、労使関係法、市場経済論、流通科学（修
士）・流通システム論（博士後期）、企業法制研究、産業連関分析論

地球社会
論専攻

政策科学
論 専攻

注：ユーラシア研究、ラテンアメリカ研究は2006年度新規研究指導。 

修士・博士課程ともに、学生は入学時から一研究指導に属し、その担当教員の演習と研究指

導を受ける。講義に関しては、修士課程で約 120 の講義科目（半期科目）が用意されている。

また、本学他研究科の講義も 10 単位まで履修できる。このように選択肢は広いが、研究指導

教員が、個々の学生の関心と素養に応じて、適切な講義科目を推薦するようにしている。なお、

他大学との単位互換制度は現在のところない。 

課程制博士課程における教育システム・プロセスに関しては、もっぱら個々の研究指導担当

教員に任されている。多くの場合、他の教員がかかわるのは、後に詳述する博士学位審査のと

きである。このような体制に対して、現在のところファカルティでは問題点や意見は聞かれな

い。なお、なぜこのような個別的な指導体制が選択されているのかは、次項「Ⅱ２（２）教育

方法等」で説明される。 

学生が本研究科修士課程から博士課程へ進学する場合、その多くが同じ教員の研究指導を選

んでいる。教員の側も、修士課程の学生が博士課程への進学を希望している場合、進学を想定

した研究指導を行っている。したがって、修士課程と博士課程の教育内容は適切な連携が図ら

れている。 

以上のように行われている修士課程と博士課程の研究指導・演習・講義が、本研究科の理念・
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目的、ならびに学校教育法と大学院設置基準で規定された大学院教育の要件に適うものである

ことは、言うまでもない。 

  学部（社会科学部）との教育上の関係は希薄である。実態として、学部生の大学院進学率が

４％程度と低い一方、修士課程志願者に占める社会科学部生は 20％前後にすぎない（2000～

2004 年度の平均値）。このような状況に対して、学部教育との一貫性をどのように形成すべき

かについて、これまでも議論されてきている。いまだ包括的な方向性を得るには至っていない

ものの、ひとつの試みとして、本学学部生を対象とする推薦入試制度が、2005年度より修士課

程入試に導入された。同制度については後に改めて述べる。なお、学部生の側から見た本研究

科との関係として、学士入学者に限って、研究科講義の受講を認めている。これは社会人学生

の比率が高い学士入学者に対して、夜間開講講義の選択幅を広げるための措置である。 

本研究科は2004年度まで、夜間大学院として、講義や演習、研究指導を平日の18時以降と

土曜の昼夜間帯に置いていた。このことは、「社会人のための高等教育の開放」という本研究

科の理念に沿うものであり、これまで数多くの社会人を受け入れてきた。 

一方で、このような夜間を中心とするカリキュラムは、外国人留学生の受け入れを、特に留

学ビザの取得の面で難しくしていた。実際、過去に留学生の受け入れ実績はない。しかし、状

況は、2005年度より昼夜開講大学院へ移行したことによって変わった。現在は、講義科目の約

半数が昼間帯に置かれており、留学生受け入れについてカリキュラム上の問題はなくなった。

これに対応して、留学生受け入れ体制の整備を進めている（「３ 学生の受け入れ」の項を参

照）。 

「社会人のための高等教育の開放」を理念のひとつとしている本研究科にとって、社会人再

教育（生涯学習を含む）の推進は、重要な課題である。これまで多くの社会人学生を受け入れ

て気づかされるのは、本研究科志願者の就学動機の多様さである。仕事に直結する知識や資格

を身につけたい、幅広い教養を涵養することで仕事に役立てたい、あるいは退職後の人生のた

めなど、志願者が求めるものは実にさまざまである。さらに入学後、社会科学そのものの面白

さに魅了される者も少なくない。かかる多様な就学動機をもつ社会人学生に、組織的・制度的

に用意された一律的な教育プログラムは、必ずしも馴染まない。このため、これまで本研究科

では、社会人学生向けの特別な教育プログラム等を用意することはなく、その教育を個々の教

員、特に指導担当教員の個別的な対応に任せてきた。 

研究指導は、基本的に個々の研究指導担当教員に委ねられており、他教員がかかわる機会は、

学位論文の副査や研究科紀要への投稿原稿のレフェリー等に限られている。このような研究指

導方法に対する学生の評価を知るために、本研究科では、2005年度に学生に対するアンケート

（大学院実態調査（学生編）、2005/7 実施）を行っている。同アンケートでは、研究指導に対

する満足度を、論文作成、文献収集・調査、論文発表の指導それぞれと全体評価について、ま

た演習の満足度について尋ねている。その回答によれば、現在の研究指導方法に対して、学生

の側は概ね満足している（下表を参照）。 

 

表Ⅱ－２ 2005年度大学院実態調査（学生編）の結果（抜粋） 
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論文作成指導文献収集調査指導 論文発表指導研究指導全体評価 演習満足度

満足 63% 55% 48% 68% 65%

まあまあ 30% 35% 46% 28% 27%
いいえ 7% 11% 5% 4% 7%  

注：本報告書執筆時点ではアンケートは回収途中（2005/08/18現在、回収数61、回収率31％）

であり、数値は暫定的なものである。以下で引用される数字も同様。 

 

最近生じた教育課程上の大きな変化は、2005年度に夜間大学院から昼夜開講大学院へ移行し

たことである。具体的には、従来通年で行われてきた各講義科目を半期科目に２分割し、講義

科目数を倍増したうえで、その半分を昼間帯に開講した。実態として、2004 年度まで 60 余り

だった通年開講講義科目は、2005年度には半期科目118に増え、昼間帯の講義科目数は64（う

ち平日開講は33）となった。それによって、本研究科は、留学生をはじめとして、より幅広く

学生を受け入れることが可能となった。 

【問題点】 

2005年度からの平日昼間帯の講義科目の増加は、同時に夜間帯の講義科目数の実質減を意味

する。このため夜間しか受講できない学生にとって、昼夜開講制への移行は、講義の選択幅が

狭まったことを意味する（問題１）。同時にこの変化は、夜間受講を希望する受験生にとって、

（少なくとも外見上）本研究科の魅力を減じるものである（問題２）。 

【改善の方法】 

（問題１）現状でも実行可能な方策は、各教員が担当する昼間開講科目と夜間開講科目を毎年

入れ替えることである。それによって、修士課程２年間では、希望科目をとることができるよ

うになる。より根本的には、夜間講義数の増加が直接的な改善策となる。ただし、それは専任

教員あるいは非常勤講師の増員を意味するから、財政面で大学全体の意思決定に依存する。研

究科としては、上述の大学院学生向けアンケートを通じて、昼夜開講制への移行に対する

学生の評価を把握しようとしている。その結果を踏まえて、昼夜間双方の教育サービス向

上の可能性を検討する予定である。 

（問題２） 本研究科の教育課程上の特徴・個性を、確認あるいは創造し、その魅力を対外的

にアピールすることを模索している。2004 年度にはホームページを一新し、また 2005 年度に

は、本研究科を紹介する新しいパンフレットを作製した（詳細は後述の「Ⅱ３ 学生の受け入

れ」の項を参照）。 

問題の難しい点は、夜間大学院であることを前提として謳われた「社会人のための高等教育

の開放」という理念の内実が、問われていることである。後の「Ⅱ３ 学生の受け入れ」で改

めて論じるが、他の社会人受け入れを謳う研究科に対して、本研究科の差別化をいかに図って

いくか、その戦略を明らかにする必要がある。あるいは、夜間大学院ではなくなった現在、こ

の理念そのものを見直して、従来、社会人学生においていたウエートを、新卒学生や留学生に

移していくという選択もありうる。 

問題は、本研究科の発展の方向にかかわるものであり、教育機関として組織の抜本的見直し

の可能性も含めて議論する必要がある。このため、既述の「大学院問題検討委員会」において、

随時、意見交換を行っている。そこでは具体的な提案もなされてはいるが、本研究科の発展の

方向性を定めるには、いましばらく調査と議論が必要な状況である。 
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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 

（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 

（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 

【理念・目的】 

本研究科の理念・目的、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

項に沿った人材の育成を目的に、より望ましい教育方法の採用と改善に努める。 

【実態】【長所】 

現在のところ、本研究科には、教育・研究指導の効果を評価する恒常的制度はない。代わり

に、教育成果のレビューは、その時々の課題に応じて、さまざまな調査の形で不定期に行われ

ている。それが適切な方法であるかを判断する客観的な基準は持ち合わせていないが、本研究

科に必要な情報は得られている。一方で、恒常的定型的に教育効果を測定しようという意見は、

これまでファカルティにはなかった。 

教育効果は大別して、学生自身の満足度という内的基準と、卒業後の学生の進路という外的

基準によって評価されるだろう。以下に関連する結果を紹介する。 

本研究科は、学生に対するアンケート調査を2000年と2005年に行っている。2005年アンケ

ートでは、上記表Ⅱ－２を含むさまざまな質問項目（例えば、講義科目が知的刺激を与えるか？

や、講義中の発言機会の適切さ等）を用意して、学生の満足度を尋ねている。その詳細は省略

するが、上記の表に準ずる結果が得られている。2000年アンケートの結果も同様である。つま

り、学生の満足度という内的基準から見た場合、本研究科は良好な成果を挙げていると考えら

れる。 

一方、教育効果の外的基準としては、課程修了後に「高度の専門性が求められる職業」（学

校教育法第 65 条）と見なされる職業に、どれだけ多くの学生が就いているかを、ひとつの指

標と見なすことができる。本研究科では、2004年度に、博士課程修了（終了）者の進路に関す

る追跡調査を行っている（博士課程終了者とは単位認定は受け退学しているが、博士学位は授

与されていない者を指す）。対象者 64 人中就業先がわかっている 53 人について、その内訳を

示したのが下表である。なお、調査対象は研究指導教員であり、不明者の多くは未回答の教員

がいたことによる。 

さて、表Ⅱ－３によると、就業先が確認できる者の半数が、教育研究職に就いている。内訳

では民間企業等への就職が多いが、その多くが、金融コンサルタントや経営コンサルタントな

ど、「高度の専門性が求められる」と見なされる職業である。なお、民間企業等への就職が多
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い理由は、本研究科の学生のおよそ半数が社会人学生であり、課程修了（終了）後、もともと

の職業に専念する者が多数いることを反映している。このように就業先という外的基準から見

ても、本研究科は、これまでのところ良好な教育効果を挙げているといえる。 

 

表Ⅱ－３ 博士後期課程単位取得退学者等の追跡調査（2005/1）の結果 

大学
（常勤）

研究所
（常
勤）

期限付
き研究
員・非
常勤

 高校教
員

民間企業・
公務員・自
営

退職
研究生・他大
学大学院学生
（留学含む）

不明 合計

15 2 8 2 20 1 5 11 64  

注：本研究科博士課程設置（1996年）からの累積人数である。 

 

本研究科での成績評価は、絶対評価による。演習のみならず講義科目においても平均受講生

は 6.5 人（2005 年度実績）と少人数であり、また、「社会科学」研究科という研究科名から想

像できるように、入学してくる学生は多様なバックグラウンドをもっている。このため、個々

の受講生の知識水準はさまざまであり、各年度での知識水準の変動も小さくはない。このよう

な状況では、相対評価よりも絶対評価が適切な成績評価法であろう。 

本研究科における受講生の特徴（少人数かつ多様なバックグラウンド）は、シラバスと実際

の講義との関係にも影響する。シラバスは受講生が現われる前に書かれるので、必ずしもその

年度の受講生の知識水準に合致しているとは限らない。必要かつ適切な対応として、各教員は、

シラバスに書かれた内容から逸脱しない範囲で、毎年の受講生に応じて講義内容を調整してい

る。 

学生による授業評価制度は導入されていない。代わりに、学生向けアンケートが不定期に行

われている。 

【問題点】 

専任教員に対して最近行ったアンケート（2005/6）で、修士学生に受講を推薦している講義

名を尋ねたところ、具体的な講義名を挙げた教員は、研究指導を担当する全教員の約25％にす

ぎなかった。学際教育研究を理念に掲げる本研究科では、研究指導教員は、学生の関心に応じ

て多様な講義を推薦している。このため、アンケートの質問に対して、特定の講義名を挙げら

れない教員が多かったと考えられる。しかし同時に、この数字が表しているのは、教員間の教

育上の連携が、必ずしも緊密とはいえないことである。 

学際研究を行う（あるいは志向する）ユニークな教員を集めたために、個々の教員の個性が

際立ち、教員間の共通部分は希薄である。逆説的ではあるが、学際性を求めたことで教員間の

教育上の連携が難しくなっている。実態として、多くの学生は、修士および博士課程の間、講

義と論文の査読を除けば、１人の教員の指導のみを受けている。 

このように研究指導において各教員の独立性が高いことが、本研究科の教育方法上の特徴と

いえる。そのことについて、上で見たように、学生には特別の不満は見出せないものの、ファ

カルティ側には、集団指導を含む教員間の連携の可能性を検討する必要がある、という認識を

もつ教員もいる。ア・プリオリに現状を改善すべきものと考える必要はないが、表Ⅱ－１で示

した教育組織の「専攻」や「研究分野」が、教育上の組織単位として有効に機能しているかに

ついては検討する必要はあるだろう。 
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【改善の方法】 

上記、【問題点】で示されている問題認識は、既述の「大学院問題検討委員会」においても、

しばしば表明されている。ただし、明示的・包括的な議論や具体的な提言には至っていない。

「（１）教育課程等」の【改善の方法】で論じた、昼夜開講制を踏まえた本研究科の発展方向

と併せて議論を深め、合意を形成していく必要がある。その際、現行の研究指導（表Ⅱ－１参

照）が、研究分野や専攻に適切に配置されているかは、ひとつの検討材料となるだろう。 

 

（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 

【理念・目的】 

国内外における教育・研究交流を通じて、本研究科の理念・目的に沿った研究活動と教育を

促進する。 

【実態】【長所】 

上述のように、各研究指導の個別性が高い本研究科では、学生にとって、国内外の学会等を

通じた教育・研究交流は、通常以上に重要である。このような認識は、明文化されてはいない

ものの、教員間で共有されている。2005年の学生向けアンケートによれば、博士課程の学生は、

平均1.6の学会に所属している。 

研究上の国際交流に関しては、本研究科は海外から毎年６人程度（2000～2004年の５年間平

均）の訪問研究員等を迎えている。これらは、いずれも個人レベルの交流に基づくものである。

（本研究科教員の海外等での交流に関しては学部の該当項を参照。） 

研究上の国際交流は、基本的に、個人的な人間関係を基礎として行われるものであり、研究

科としては、個々の教員の国際交流を支援することが重要な仕事になる。また、その支援のあ

り方はケースバイケースなので、柔軟な対応が必要である。これらの認識は、特に明文化され

てはいないが、教員間で共有されている。 

国際交流に対する組織的な取り組みとしては、他大学、研究所との箇所間交流協定を積極的

に進めている。現在、University of California, Berkeley, Berkeley APEC Study Center (BASC) 

と交流協定を結んでいる。また、現在、韓国の研究所との箇所間協定を準備している。実態と

して、これまで協定機関との交流は活発ではなかった。しかし今後、状況は変わることが予想

される。特に、昼夜開講制への移行によって、留学生を通じた交流機会が増えるだろう。 

【問題点】 

現状では、教育研究交流に関して、研究科として特に認識された問題点はない。 

【改善の方法】 

問題の認識がないことを問題と考えるならば、次の点を検討することが必要かもしれない。

すなわち、これまでの研究と教育に関する国内外の交流で生じたトラブルについて、その有無

を調べ、リストアップし、研究科としての対処方法や改善点を探ることである。 

 

（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 
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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 

【理念・目的】 

学位認定は、本研究科の教育課程を修了した者が、本研究科の理念・目的、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項に沿った知識・技能を有することを保証す

るものである。このような学位の信頼性を、学位授与にあたって、透明、客観的、かつ厳格な

審査を実現することで確保する。 

【実態】【長所】 

修士、博士の各々の学位の授与状況に関しては、「Ⅱ１ 大学院研究科の使命および目的・

教育目標」でも触れた。そこで示されたように、各課程の在籍者に対する学位授与者比を見る

と、本研究科は全国平均よりも、修士学位ではわずかに低く、また博士学位では顕著に低い。

ただし、やはり「Ⅱ１」で指摘したように、その要因のひとつは、本研究科は社会人学生の比

率が高く、社会人は就学時間の制約のために論文作成期間が平均より長くなることに求められ

るだろう。特に博士学位に関しては、研究科開設からまだ日が浅いことを考慮すると、今後、

学位申請が本格化すると考えられる。 

修士、博士課程それぞれの修了に要する単位数等の要件については、標準的なので省略する

こととし、以下では、修士および博士の学位論文審査のプロセスを紹介する。 

修士論文については、修士課程２年目の６月に、本研究科専任教員から２人の副査を選び、

主査（指導担当教員）の３人で審査する。10月に研究発表会（一般公開）が開かれ、１月末に

口頭試問（９月修了者は７月）がある。これらの機会に、副査その他教員から論文へのコメン

トが与えられる。口頭試問後、審査が行われ、研究科の承認を得て、合否が決まる。 

博士論文に関しては、博士課程３年以上在学（単位認定退学後は３年以内）等の要件を満た

し、学位関連論文３本以上（うち１本はレフェリー付き）を発表していることを資格要件とす

る。学位申請があると、まず、関連科目担当教員３人による予備審査（審査期間３カ月以内）

が行われる。その審査結果に基づき、研究科で学位論文受理の可否を判断する。論文が受理さ

れると、次に５人の関連科目担当教員からなる博士学位論文審査委員会が組織される。委員５

人のうち３人以上は本研究科の専任教員でなければならない。同委員会の審査（１年以内）の

後、公聴会、面接を経て、研究科で論文審査が行われる。 

審査の透明性・客観性に関しては、一般公開された研究発表会と公聴会の機会があること、

論文の評価について主査と副査は等しい決定権をもつこと、最終的に研究科での承認、審査が

なされることによって、確保されている。 

【問題点】 

修士・博士ともに学位論文審査は十分に厳密に行われており、これまで審査内容に関しては、

学術院から問題が指摘されたことはない。ただし、審査方法・制度についてはいくつかの指摘

がある。すなわち、修士に関して、副査の論文指導プロセスへの関与を、より濃密にすべきと

いう意見がある。また、博士論文審査に関しては、今後、申請者が増加することを想定すると、

現在の手続きは大仰すぎて、円滑な審査が難しいのではないかとの意見がある。 

【改善の方法】 

上記の指摘に対して、修士論文審査に関しては、副査選定の時期を早めることが検討されて

いる。博士論文審査の手続きの簡素化は、まだ検討されていない。 
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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 

（飛び入学） 

ⅡＢ群 「飛び入学」を実施している大学院研究科における、そうした制度の運用の適切性 

（社会人の受け入れ） 

ⅡＢ群 社会人学生の受け入れ状況 

（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 

（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 

（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 

【理念・目的】 

本研究科の理念、目的、実績を、広く社会に発信することを通じて、入学志願者を広く集め

る。本研究科の理念に沿って、志願者の能力を多面的かつ公正に評価できる選抜制度を確立、

実施する。以上を通じて、本研究科の門戸を広く社会に開く。とりわけ、本研究科の理念「社

会人のための高等教育の開放」に則り、社会人の受け入れを促進する。 

【実態】【長所】 

初めに、広く志願者を集めるための情報発信活動について述べる。 

最近の活動として、2004 年度に研究科ホームページを刷新し、2005 年度にはパンフレット

を改訂した。またパンフレット発行とともにポスターを作製し、図書館等公的施設に配布した。 

新しいホームページでは、最新の入試情報を提供するとともに、受験生の本研究科への関心

が高まるよう、さまざまな研究科の情報を公開している。また、研究科ホームページにとどま

らず、本学ホームページ（http://www.waseda.jp/top/）のヘッドライン（News & Events）を

有効に利用するなど、より広範に情報を発信することを常に心がけている。さらに、2005年度

の昼夜開講制への移行によって留学生受け入れがより容易になったことに対応して、海外への

情報発信のために、2005年度年初から研究科ホームページの外国語版（英語、韓国語、中国語）

を提供している。 

パンフレットでは、研究科長が本研究科の理念を紹介・解説し、さらに各専攻の代表的教員

２人が、その理念が実際の研究指導でどのように具体化されるかを紹介している（以上の内容

は研究科ホームページで閲覧できる）。また、２人の課程修了（終了）者を通じて、大学院時

代に得られたものと現在の仕事との関係を紹介し、２人の在学生を通じて、勉強を含む学生生

活の実態や本研究科に対する志願動機を紹介している。さらに、志願者等からの典型的な質問

（FAQ）とそれに対する回答を用意している。以上のように、パンフレットは、受験生が本研



Ⅲ－07－ 42

究科を検討する際に有用な情報を提供している。 

なお、パンフレットとともに配布したポスターでは、「めざせ研究者」をキャッチコピーと

している。これは、それが本研究科の目的のひとつである（「１ 大学院研究科の使命および

目的・教育目標」を参照）とともに、「２（２）教育方法等」で示したように、本研究科博士

課程修了（終了）者の多くが、教育研究職や経営コンサルタント等の仕事に就いている実績と、

アカデミズムを重んじる本研究科の雰囲気を反映したものである。 

次に、本研究科の入試制度について述べる。 

修士課程は、一般入試、社会人特別入試、そして本学学部生を対象とした推薦入試の３種類

の募集方法を採用している。一般入試と社会人特別入試は、筆記試験（一次）、書類審査と面

接（二次）からなり、実施時期は秋春の２回である。一般入試の筆記試験の内容は、外国語と

２種類の小論文（研究科共通の論文Ⅰと研究指導ごとに課される論文Ⅱ）である。社会人特別

入試では、外国語試験の代わりに語学力証明書の提出が求められる。また、学士学位取得後３

年以上を経過していることが出願資格に含まれる。以上が一般入試と異なる点である。推薦入

試は、社会科学部の専任・兼担教員あるいは非常勤講師１人の推薦状を要件として、推薦状、

成績証明書を含む書類審査と面接による。なお、兼担教員とは学内他箇所の専任教員を指す。

実施時期は、他の入試に先立ち６月に行われる。 

2005 年度に、夜間大学院から昼夜開講大学院へ移行したことに対応して、2005 年度入試か

ら、修士課程入試制度が３つの点で変更された。 

第一に、推薦入試制度が導入された。これは、大学院と学部の関連を高めることを企図して

のことである。ただし推薦という方法に関しては、教員間に賛否両論があったため、この制度

を採用するかは研究指導ごとの判断に任されている。約 40 ある研究指導のうち、半数程度の

研究指導が募集を行っている。各研究指導の募集人員は、１人である。 

第二の変更点は、秋季募集を始めたことである。従来は春季募集のみであった。当初 2005

年度入試は、春季から秋季へ募集時期を早めることを予定していた。しかし、志願者数の増大

を目的に、春季募集もまた行うことにした。当面は秋春２回募集を続ける予定である。 

最後に、社会人特別入試制度が変更された。従来、その試験科目は一般入試と同じだった（試

験内容は論文Ⅱの課題が原則として異なる）。このため、志願者をはじめ本研究科以外の人に

とって、一般入試との違いは必ずしもわかりやすくはなかった。外国語試験の代わりに語学能

力証明書の提出を求める現行制度は、社会人特別入試の「特別さ」をわかりやすくするもので

ある。ただし予想外の現象として、その出願資格を満たす志願者の少なくない者が、一般入試

を受験している。 

以上のような制度変更に対しては、実施後も改善のための検討が行われている。昼夜開講制

に伴う入試制度の再検討や修正、調整は、今後もしばらくは必要になるだろう。 

博士課程の学生募集は、一般入試１種類のみで、年１回春季に行われる。内容は、一次試験

（筆記試験・外国語）と二次試験（書類審査および面接）である。書類審査のために、修士論

文の提出を要求している。以上の方式は本研究科発足当時から変わっていない。 

飛び入学制度については、今のところ本研究科では採用していない。 

他大学・大学院の学生や社会人の受け入れ等の実態は、次の表Ⅱ－４に示されているとおり

である。修士課程志願者や入学者に占める社会人の比率は45％と高い。これは本研究科の理念

「社会人のための高等教育の開放」が実現されていることを示している。また、他大学、他大
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学院からの志願者や入学者比率も多く、本研究科が広く門戸を開放していることがわかる。 

 

 

 

表Ⅱ－４ 学内外別志願者・入学者 

（修士） （博士）

社会科学
部より

他大学 社会人
社会科学
部より

他大学 社会人
修士課程
より

他大学院
修士課程
より

他大学院

16% 64% 45% 27% 51% 45% 61% 26% 78% 13%

対志願者比率 対入学者比率対入学者比率対志願者比率

注：2000～2004年度の平均値。 

 

科目等履修生に関しては、正規の修学の妨げにならない範囲で入学を許可することにしてい

る。具体的には、一般履修生の場合、正規学生の科目登録終了後（４月）に試験選考を行い、

定員に空きのある講義について履修を認めてきた。一方、官公庁、外国、企業等からの委託に

基づく委託履修生は、随時受け入れを判断している。  

外国人留学生に関して、これまでのところ本研究科には受け入れ実績はない。その理由のひ

とつとして、夜間大学院であったため、留学ビザの取得が難しかったことが挙げられる。しか

し、2005年度に昼夜開講大学院に移行したことで、ビザの問題はなくなった。今後は留学生を

積極的に受け入れていくことを基本方針としている。対応して、2005年度より、留学生に関心

のある教職員が自由に参加できる「留学生受入れに関する懇談会」を研究科内に設けて、教職

員の情報交換を図るなど、受け入れ態勢の整備を進めているところである。具体的な取り組み

のひとつは、上述の研究科ホームページの外国語版のリリースである。さらに、現在、外国人

特別入試制度の創設を準備している。また、2005年度９月より委託履修生等として、数人を受

け入れる予定である。 

最後に定員管理に触れる。2004年度の収容定員に対する在籍学生比率は、修士課程で0.98、

博士課程で1.26であり、特に問題はない。 

【問題点】 

（問題１）繰り返し述べているように、本研究科は個々の研究指導の独立性が高く、教員間の

教育上の連携は必ずしも緊密ではない。このため、入学者の選抜においては、それぞれの研究

指導独自の基準で、優秀な学生を選抜したいという要望が、常に潜在的にある。しかし、学生

に学位を授与するのは、個別教員ではなく研究科である。研究科のアイデンティティーと評価

を保つために、入学者の選抜においても、研究科としての統一的基準が必要である。 

このように本研究科では、入学者選抜において、個別化と共通化という正反対の要請が表れ

る。伝統的に、そのバランスは、外国語試験（と修士の場合、論文Ⅰ）で共通の学力水準を確

保し、書類審査（と修士の場合、論文Ⅱ）によって個別研究指導の評価を反映することでとら

れてきた。しかし、推薦入試制度の導入や、社会人特別入試制度での語学力証明書による外国

語試験の代替は、いずれも個別教員の裁量が大きいという点で、個別性にバランスを傾ける可

能性のあるものである。この点を危惧する意見、あるいは反対に、個々の教員の裁量をもっと

認めるべきとする意見の両方があり、コンセンサスは形成されていない。 
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（問題２）科目等履修生に関して、一部教員から、正規学生との学力差が大きく、講義に支障

があることがあるので、選考方法を再検討してほしいという意見がある。また、履修科目が制

限されていることや、新年度が始まった４月に選考が行われることなど、履修生にとって不便

な点もある。近い将来、科目等履修生制度は見直しが必要であろう。 

（問題３）本研究科開設（1994年）以来、修士志願者数が一貫して減少している。1996～1999

年度入試の年平均志願者数に比較すると、2000～2004 年度の年平均志願者は、約 64％にまで

減少した（本研究科が開設された 1994 年から２年次のデータは、潜在的志願者が一斉に受験

することによるプラスのバイアスと、本研究科が社会に十分認知されていないことによるマイ

ナスのバイアスの影響を強く受けると考え、平均値計算に含めなかった）。この傾向は、地球

社会論、政策科学論の２つの専攻で同じである。また新卒者と社会人の比率に関しては、社会

人志願者の比率が、1996～1999年度の平均で72％であったものが、2000～2004年度では50％

と、20ポイント余り低下している。 

【改善の方法】 

（問題１）問題は、「（１）教育課程等」の【改善の方法】で論じた、昼夜開講制を踏まえた本

研究科の発展方向ともかかわる。既述の「大学院問題検討委員会」等で、議論を深め、合意を

形成していく必要がある。そのための基礎資料を得るために、新制度の下での志願者数の動向、

入学してきた学生の意欲や質などを引き続き観察する方針である。 

（問題２）科目等履修生制度を見直し、一般履修生の募集方法について検討する。その一環と

して、2005年度に、これまでその位置づけや取り扱いが明らかではなかった委託履修生の制度

を明文化した。それによって、制度の手直しが必要な一般履修生を、委託履修生から明示的に

区別できることになった。 

（問題３）志願者数の減少、そして社会人志願者比率の低下は、単に入試制度の問題ではなく、

本研究科の理念と教育活動全般にかかわる問題である。また、その原因の探求は、組織内部だ

けではなく、外部環境の変化にも求められねばならない。本研究科では、2004年度以来、志願

者数の時系列分析や教員・大学院学生に対するアンケート等の組織内調査を行うとともに、大

学院予備校へのヒアリング調査などを通じて、受験生の選好、競合大学院の動向等の外部環境

の変化についても把握するように努めてきた。 

内的要因に関しては、この報告書の諸項目で述べられているとおりである。さまざまな改善

すべき点があるものの、そのパフォーマンスに関しては、とりわけ深刻な問題は見当たらない。 

一方、外的要因については、開設以来この10年間で、競争環境は明らかに厳しさを増した。

すなわち、社会科学系大学院の新設、特に専門大学院や独立大学院の開設が相次ぎ、また既存

の大学院も、少子化による新卒者減少の中で、社会人の積極的な受け入れを志向するところが

増加している。 

社会人受け入れ大学院の増加は、本研究科の理念「社会人のための高等教育の開放」のユニ

ークさを減じるものである。多くの大学院が社会人の受け入れを謳う中で、本研究科の特徴は

何かが問われている。同様に、社会科学系大学院が増加している状況で、本研究科に受験生を

引きつける特別な魅力があるのか、あるとすればそれは何か、が問われている。 

この問いに対する答えは、本研究科の掲げるもうひとつの理念「社会科学の総合的学際的教

育研究」ということになる。しかし、この理念は、必ずしも受験生にわかりやすいものではな

い。実際のところ、社会科学の総合や学際研究の意義・必要性については、さまざまな意見が



Ⅲ－07－ 45

ある。しかも、それを完成された研究者間で行うだけでなく、本研究科では、大学院学生に対

して、教育として行うことを謳っているわけだから、これは明らかに野心的、実験的な試みで

ある。大学院への進学を考えている社会人や大学生が、このようなことをよく理解して、本研

究科を志願していると考えるのは難しい。 

このように他大学院との競合関係の中で、本研究科の理念にまでかかわる問題が、厳しく問

われるようになった。それが、志願者数の減少という形で表れているのである。 

改善のひとつの方法として、本研究科の特徴は何か、社会人や新卒受験生を引きつける魅力

は何かを、再検討、再認識し、受験生にわかりやすくアピールしていくことが必要である。こ

の課題に対する取り組みとして、情報発信は極めて重要である。実際、上で詳述したように、

近年、本研究科では、ホームページの改訂や新たなパンフレットの作製などを行ってきた。引

き続き、情報発信活動を強力に推進する必要がある。しかし、問題はそのコンテンツである。

それをどうするかは、「（１）教育課程等」の【改善の方法】で論じた、昼夜開講制を踏まえた

本研究科の発展方向ともかかわる。（問題１）とともに、既述の「大学院問題検討委員会」等

で、議論を深めていく必要がある。 

 

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 

（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 

（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 

（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 

（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 

【理念・目的】 

本研究科の理念、目的を実現するために、有効かつ機能的な教員組織を形成すること。教育

面においては、その教育課程を効果的に遂行できること、研究面においては個々の教員の研究

活動を助け促進するものであること。 

【実態】【長所】 

「２（１）教育課程等」の表Ⅱ－１に示された研究指導の担当教員に、講義のみを担当して

いる教員を加えた 51 人が、本研究科のファカルティである。各専任教員は、社会科学の諸手

法を新しい分析対象に拡充適用したり、社会科学の対象にそれ以外の分野の手法（自然科学や

人文哲学）の適用を試みたり、あるいは異なる専門分野の総合を目指すなど、本研究科の理念

である社会科学の総合に向けた学際的な研究を行っている。 

研究科の意思決定は、上位組織である「社会科学総合学術院教授会」（学部教授会を兼ねる）、
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および本研究科専任教員で構成される「研究科運営委員会」で行われる。下位組織として、重

要事項全般を扱う「研究科運営小委員会」、講義や研究指導の担当教員の審査にかかわる「院・

人事委員会」、本研究科が発行する２つの紀要、『ソシオサイエンス』と『社学研論集』の編集

を担当する「紀要編集委員会」、学生の教育・生活を担当する「学生教育問題委員会」、そして、

カリキュラム編成等にかかわる「研究分野別会議」がある。そのほか、必要に応じてアドホッ

クな会議体が設置される。既述の「大学院問題検討委員会」や「留学生受入れに関する懇談会」

などである。執行部は、2005年度現在、研究科長、教務主任、教務副主任の３人によって構成

され、研究科長は学術院長が学部長とともに兼務している。なお、学術院体制に移行する前の

2004年度８月までは、研究科長（専任）と教務主任で執行部は構成されていた。これら役職の

任期は２年である。 

教育面では、51人の専任教員とともに、本学他研究科からの兼担教員２人、他大学からの非

常勤講師 15 人が、本研究科の教育を担っている。専任教員１人当たり在籍学生数は 3.9 人で

ある。これは社会科学系の大学院としては、妥当な数字であろう。なお、参考までに、平成17

年度版文部科学省統計要覧によれば、大学院教員数（本務者）１人当たり大学院在学者数の全

国平均値は、2.7人である。 

研究支援職員（TAや RAを含む）は、現在のところ本研究科では制度的に存在しない。また、

これまでのところ、制度に対する要望も聞かれていない。 

専任教員の募集と昇任に関しては、学術院・学部の記述を参照のこと。ここでは講義や研究

指導を担当するための要件について示す。 

社会科学総合学術院の専任教員が、大学院の講義を担当するための要件は、原則として、教

授・助教授で、博士の学位を有するか、あるいは担当科目関連の論文を８本以上（学会発表に

基づく論文１本以上を含む）発表していることである。研究指導・演習の担当者は、上記要件

に加え、直近５年以内に担当科目関連の論文が５本以上あることなどの要件が定められている。 

近年、研究指導担当に関しては、その基準が教員の多様な研究活動を十分に評価できていな

いという意見があり、要件が修正された。このように基準は、ファカルティ全員の合意の下に、

適宜、見直されている。一方、その運用は、裁量の余地なく厳密に行われている。 

教員が、新規に講義担当や研究指導担当を受け持つ機会を除けば、研究科として教員の教

育・研究活動を評価する機会はない。これに対して、例えば、定期的なレビューを行うべきと

いう意見は、これまで聞かれない。 

学内外の他の教育研究組織・機関との提携に関して、箇所間協定については既述のとおりで

あり、それ以外には組織的に特記すべきものはない。 

【問題点】 

これまで繰り返し述べてきたように、各教員間の教育研究上の個性、独立性が高く、そのた

め教員間の連携がそれほど緊密ではないことが、本研究科の特徴である。研究に関しては、こ

のことは特に問題にはならない。例えば、共同研究は、研究科間や大学間をまたいで組織横断

的に行われるのが普通だからである。一方、教育上は次のような問題がある。すなわち、教員

が傷病やサバティカルの取得等で長期間にわたり研究指導を離れる場合、その代講を行う適切

な教員を見つけることが、しばしば難しいという問題である。 

この教員組織上の問題は、学部においても共通するものではあるが、学生に対する研究指導

がより緊密になる研究科において、はるかに深刻である。現在のところ、この問題が顕在化し
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たことはないが、例えば研究指導を継続するために、サバティカルの取得をためらう教員がい

る可能性も指摘されている。 

【改善の方法】 

専任教員を現在の２倍に増やして、同じような研究分野をもつ教員が２人存在するようにす

れば、問題は解決する。しかし、明らかにこれは現実的ではない。財政上の制約もそうだが、

本研究科には非常にユニークな学際研究を行っている教員もいる。そのような教員と代替可能

な教員を見つけることは必ずしも容易ではない。さらに、社会科学・自然科学を問わず、日々、

魅力ある学際領域が新たに生まれ進化している。仮に研究指導教員が増員されるとしても、受

験生や専任教員など研究科内外の人にとって、既存の教員と類似する教育研究を行う教員が増

えることと、新たな学際分野の教員が採用されることのどちらが、より魅力的だろうか？ 多

くの場合、その答えは後者であろう。 

しかし、研究科内でこの問題を解決するには、類似の研究分野をもつ教員を複数揃える方向

で整備するほかない。その場合、社会科学の学際分野のすべてを網羅することは不可能だから、

どの学際領域を本研究科はカバーするのかについて、明確な戦略が必要になる。他方、研究科

外に研究指導を代講する教員を求めることも考えられる。その際必要となるのは、他組織の教

員に主導される研究指導を、本研究科での教育と見なしうるだけの実態をどのように保証する

かであろう。今後、以上のどちらの方向をとるかを含めて、十分な議論が必要だと認識されて

いる。 

 

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 

ⅡＣ群 国内外の学会での活動状況 

ⅡＣ群 当該大学院・研究科として特筆すべき研究分野での研究活動状況 

ⅡＣ群 研究助成を得て行われる研究プログラムの展開状況 

（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 

 

※社会科学部で記述。 

 

（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 

 

※社会科学部で記述。 

 

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 
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【理念・目的】 

本研究科の教員の研究活動を促進し、本研究科の理念である「社会科学の総合的学際的教育

研究」の実現に資するよう、研究環境を整備すること。 

【実態】【長所】【問題点】 

本研究科専任教員は、同時に社会科学部専任教員でもある。これまで、学部と大学院の両方

の講義、演習負担が過重で、研究時間の確保が難しいという意見が聞かれることがあった。大

学院で研究指導を受け持つ教員の場合、学部で週５時限、大学院で同じく週５時限の講義・演

習を行うのが標準的なケースである。状況の改善のために、2006年度から、大学院で研究指導

を受け持つ教員は、希望により学部の講義を１時限減らすことが学術院教授会で認められた。 

在外研究期間中、教員は講義や演習、研究指導の責から解放されるが、在外研究期間終了後

の研究指導のために、入試業務には責任をもってかかわることが求められている。特に論文の

採点、面接等のために、試験から判定会議の間は大学に出校する必要がある。しかし、海外で

在外研究を行っている教員の場合、そのための一時帰国が、研究遂行上、過重な負担となると

いう意見があった。また、公務でありながら、その時間だけでなく、交通費等についても教員

自身が自ら負担しなければならないという制度上の不備もあった。この状況は、2006年度入試

より、他の専任教員が在外研究期間取得教員の入試業務の一部代行することを認めることによ

り、改善された。 

【改善の方法】 

本研究科は、創設されてからまだ日も浅いため、これまで教育体制の整備、確立を最優先さ

せてきた。このため最近まで、教員の研究時間や研修機会の確保に関する議論は、どうしても

後回しになってきた。今後とも改善すべき点を確認し、改善していく必要がある。 

難しい問題は、研究時間の確保は教員の研究活動の促進と一対一に対応するわけではないこ

とである。研究のために確保された時間を教員自身がどのように使うかは、第三者にはわから

ない。そして、このことが研究時間の確保を主張することが何となくはばかられる――教育の

ための主張は声高にできるのだが、研究時間確保の要求は公に主張できない――雰囲気を作り

出している。 

教育と研究は、大学活動の両輪なので、このような状況は望ましいものではない。状況を変

えるには、研究時間の確保や研修機会の確保が、実際に教員の研究活動の促進をもたらしてい

ることを証明する必要がある。この意味で、研究時間・研修機会確保の議論は、教員の研究成

果に関する評価制度と併せて議論される必要がある。例えば、在外研究期間中の研究成果を評

価する制度を導入する等である。さらに言えば、研究時間・研修機会の確保の問題は、研究時

間の教員間分配の問題である。その分配にあたっては、形式的平等主義ではなく、効率性の観

点からの配慮が必要である。例えば、一般に、新奇な研究成果を挙げるという意味での生産性

が高いのは、30 代から 40 代前半にかけてといわれる。優れた研究の生産という点で、そのよ

うな年代に、より多くの研究時間や研修機会が与えられることは、研究者個人だけでなく、そ

の所属する組織、そして社会全体にとって重要である。 

残念ながら、以上のような問題はこれまで十分に議論されていない。このため、問題認識も、

必ずしも共有されているわけではない。今後、研究時間や研修機会の確保に関する意識・関心

を教員間で高め、議論を活性化していく必要がある。 
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ⅡＢ群 共同研究費の制度化の状況とその運用の適切性 

（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 

 

※社会科学部で記述。 

 

（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 

【理念・目的】 

本研究科教員の研究論文・研究成果の公表を支援することを通じて、研究活動を促進し、本

研究科の理念である「社会科学の総合的学際的教育研究」の実現に資する。 

【実態】【長所】【問題点】 

ここでは研究科で編集・発行している紀要について述べる。本研究科が発足した 1994 年度

末（1995年３月）より、教員向けの紀要『ソシオサイエンス』が年１回のペースで発行されて

いる。また、２年後の 1997 年より『社会科学研究科紀要・別冊』が大学院学生向けの発表の

場として発刊された。年２回のペースで発行されてきた「別冊」は2002年の第10号をもって

廃刊となり、代わりに『社学研論集』が新たに発刊されている。『社学研論集』もまた大学院

学生に論文発表の場を提供するものであり、年２回発行されている。さらに、教員向けの『ソ

シオサイエンス』もまた、1997 年 Vol.３より、大学院学生に査読付き論文集として開放され

ている。実際に大学院学生の論文を初めて掲載したのは翌年のVol.４からである。 

以上のように、本研究科では教員の研究成果発表の場を、積極的に大学院学生に対しても開

放し、その研究を促してきた。それによって生じる問題として、『ソシオサイエンス』掲載論

文の質をいかに保つかについて、これまで長く議論が行われている。 

【改善の方法】 

対策として、指導教員の論文指導の徹底化を図るとともに、査読制度の厳密な運用のための

努力が続けられている。また2005年度より投稿規程を改定し詳細な規定を定めた。 

 

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 

 

※社会科学部で記述。 

 

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 

（夜間大学院などの施設・設備等） 
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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 

（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 

【理念・目的】 

本研究科の教員の教育研究活動を促進し、また学生に良好な学習・研究環境を与えることに

より、その学生生活を支援することを通じて、本研究科の理念である「社会科学の総合的学際

的教育研究」の実現に資するよう、教育研究施設を整備すること。 

【実態】【長所】【問題点】 

社会科学系の大学院として、教育研究に必要な主要施設・設備は、図書等の学術情報・資料

であり、それらは全学の教職員・大学院学生が等しく利用できる。よって、その実態等に関し

ては、大学全体の記述を参照のこと。なお、図書館やいくつかの学術院の図書室は、土曜の日

中と平日の21時あるいは22時まで開館、開室しており、社会人学生等に対する利用の便が図

られている。 

本研究科特有の施設としては、院生読書室がある。学生は専用の机や研究室を与えられてい

ないので、貴重な自習スペースのひとつとなっている。管理は社会科学部教員図書室で行って

いる。現在、院生読書室には、机（12セット）とともにロッカー、それに応接セット（コーヒ

ー、テーブルとソファ）が設置されている。 

学生読書室に応接セットが置かれているのは、学生がカジュアルなコミュニケーションを図

るためである。このような談話室機能は、学生が向学心を相互に刺激し合ううえで重要な役割

を果たす。おそらく、このことは多くの教員がかつて経験してきたことであろう。ただし、現

在の学生読書室の状況は、自習用の机のすぐ横に応接セットが置かれている。学生には、自習

者のいる所ではおしゃべりはできないので、談話室としての機能は果たしていないとの意見が

ある。 

2005年度の大学院学生に対するアンケートでは、回答者の約半数が本研究科の教育・研究施

設について満足していると答えている。反対に、満足していないと答えた者は全体の12％であ

った。要望としては、休日を含む諸施設の利用時間の拡充と院生読書室等のスペース拡充・新

設を求める意見が多い。 

【改善の方法】 

これまでも、院生読書室等のスペースの拡充や PC 機器の充実には、常に留意してきた。引

き続き、コストや物理的制約の許す範囲で、改善できる点を改善していく。院生読書室と談話

室を、物理的に分離・独立した空間に配置することは、当面の検討課題の一つである。 

 

（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 

 

※大学全体で記述。 

 


