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 11 アジア太平洋研究科 

 

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】 

アジア太平洋研究科は、早稲田大学の百二十年余の歴史の中で学部を基礎としない最初

の独立研究科として 1998 年４月に設立され、修士課程の教育を開始した。さらにその成果

を踏まえて、2000 年４月には博士後期課程を開設した。 

教育の基本理念は、「アジア太平洋地域での共生と創出」をモットーとして、「アジア太

平洋を中心とする地域の歴史、政治、経済、産業、経営、社会、文化および国際間の諸問

題を、グローバルかつ地域的な観点から学際的に研究」するとともに、その研究成果を社

会に還元できる高度の専門知識をもった職業人を養成し、広く人類社会の発展に寄与する

ことにある。 

【実態】【長所】 

本研究科は、国際関係学専攻の修士課程・博士後期課程と、国際経営学専攻の専門職学

位課程（早稲田大学ビジネススクール）から構成されている。両専攻はそれぞれ高度の自

主性を保ちつつも、教育・研究において相互補完、相互啓発の精神に立って有機的に運営

されている。 

国際関係学専攻は、「日本とアジア太平洋地域の関係の歴史的省察」とそれを基礎とし

た「日本と諸外国国民との望ましい相互依存関係の必要性」を深く認識することから出発

し、そのカリキュラムは地域研究を主体とした科目群と国際関係論ならびに国際社会論を

主体とした科目群を軸に編成されている。 

国際経営学専攻は、経営管理のプロフェッショナルを養成することに加え、高度な起業

家精神をもったビジネスリーダーとしてグローバル化時代にふさわしい産業人の育成を目

指している。この目標を達成するため、そのカリキュラムは、会計、マーケティング、フ

ァイナンス、ベンチャー、組織・人事、経営戦略、システム思考、生産管理、ロジスティ

ックス、技術管理などを中心とした科目群から構成されている。 

 

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 

【実態】 

本研究科は 1998 年の開設以来、延べ 1,587 人の修了生を社会に送り出している。 

国際関係学専攻の修了生は、在学中には「地域研究」「国際関係」「国際社会」の３つの

領域のうち、ひとつの領域に中心を置きながら他の２領域の科目を履修することにより、

躍動するアジア太平洋地域を多様な角度から観察・分析することのできる専門性を体系的

に習得している。 

一方、国際経営学専攻の修了生は、経営・組織戦略を立案・実行する人材を育成する「ス

トラテジック・マネジメント」、起業家やその支援人材を育成する「アントレプレナーシッ

プ・マネジメント」、技術を背景に企業革新や新製品・新事業開発戦略を立案・実行する人

材を育成する「テクノロジー・マネジメント」のいずれかの専修に比重を置きながら、他

専修の授業履修を含めてトータル的に経営管理学を習得している。 
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これらのことにより、アジア太平洋地域に軸を置いた学際的な研究者・専門家と、経営

管理のプロフェッショナルおよび起業家精神をもったビジネスリーダーの養成が実現して

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） 

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 

【理念・目的】 

本研究科国際関係学専攻では、急速にグローバル化が進展する今日、世界の政治、経済、

社会、文化におけるアジア太平洋地域の位置づけが重要になっていることを認識し、この

地域の未来を担う専門家、研究者を育成している。 

【実態】【長所】 

東アジア・東南アジアを主な対象とした地域研究、政治学・経済学・社会学・歴史学・

人類学等の研究や分析アプローチ、国際関係・開発・人権・環境・ジェンダー・教育・NGO

等の諸課題を有機的に組み合わせて実践的、戦略的な教育・研究を行っている。 

また、国際経営学専攻では、日本のイノベーションエンジンを「経営戦略」「アントレ

プレナーシップ(起業経営)」「技術経営」と定義し、経営管理のスペシャリスト育成、技術・

経営の連携を図るプロフェッショナルの育成を目標としている。さらに、産学連携を重視

した教育・研究を基本として高度専門職業人育成のための教育体系を具現化している。 

なお、両専攻とも専門分野の研究者ならびに第一線で活躍してきた実務経験者を教員と

して迎え、専門性が高く実践的な教育を行っている。 

 

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 

【実態】【長所】 

本修士課程のカリキュラムは、「基礎科目」「発展科目」「自由科目」および「プロジェ

クト研究」に大別される。 

基礎科目は、必修基礎科目、選択基礎科目、基礎共通科目の３つのカテゴリーに分かれ、

各研究活動の遂行に必須となる基礎知識・技術の修得・練成を主たる目的として設定され

ている。 

発展科目は、プロジェクト研究の具体的展開、修士論文の作成などに向け、より高度な

知識の習得および応用能力の練成を主たる目的として設定されている。そのうち、日本研

究は、留学生のニーズ等を踏まえ、日本を多角的な視座から検討し理解を促進することを

企図する。また、特別講座は、教員が中心となり、各分野の最新のテーマを取り上げ、適

宜外部の実務者、研究者などを招き、現場の情報を提供している。 

自由科目は、本研究科生のリテラシー能力のさらなる向上と再確認を意図して 2003 年

度から新たに設けられた分野で、現在、「ネットワーク統計分析入門」と「アカデミック・

ライティング」が配当されている。 
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基礎科目、発展科目および自由科目は専任教員および非常勤講師によって開講されてお

り、その科目数の合計は 200 を超えている。発展科目は、国際関係学専攻に関しては、(第

１群)地域研究、(第２群)国際関係、(第３群)国際社会の３群に、国際経営学専攻に関して

は、(第４群)戦略、競争、(第５群)組織、人事、(第６群)金融、情報、(第７群)ベンチャ

ー、(第８群)マーケティング、(第９群)会計、ファイナンス、(第 A 群)テクノロジー・マ

ネジメント、(第 B 群)オペレーションズ・マネジメント、(第 C 群)インフォメーション・

テクノロジーの９群に、それぞれ分類されている。 

両専攻ともに、各分野の研究状況や社会的需要の変化などに対応すべく、常にカリキュ

ラムの改廃、再編成についての検討が加え続けられている。 

プロジェクト研究は、演習方式をとり、本研究科教員が「トライアングルメソッド」の

理念に基づいて担当するものである。トライアングルメソッドとは、実社会のさまざまな

問題に対して、教員、大学院生、そして学外諸アクター（国内外の企業、官公庁、地方自

治体、国際機関、研究機関、NPO/NGO、市民など）の三者が、異分野、異文化、異業種の交

流を図りながら、具体的な解決代替案を設計していく研究・教育システムである。また、

インターンシップやフィールドワークもプロジェクト研究の重要な一環を構成する。本研

究科修士課程学生は、いずれかのプロジェクト研究に所属し、そこにおいて、指導教員の

下で修士論文の執筆を準備するとともに、このトライアングルメソッドにかかわる研究プ

ロジェクトや現地調査などに従事する。 

プロジェクト研究への所属は、国際関係学専攻においては、入学志願時点で応募者が第

１志望と第２志望もしくは第３志望までを記入し、基本的にはそれに基づいて決定されて

いる。ただし、学生自身の申請に基づき、入学後に所属プロジェクト研究の変更が可能な

体制となっている。国際経営学専攻においては、入学後２～３カ月の学習経験ののち学生

の志望を聞いたうえで、指導教員間の負担のバランスを考慮した調整を経て、入学後半年

の間に所属プロジェクトを決定している。 

【問題点】【改善の方法】 

本研究科では、日本語と英語の二言語併用を基本的な教育方針のひとつとしている関係

上、英語科目も相当数設置している。英語受講希望学生の要望するメニューが一時的に不

足する場合もあり、この点は、さらなる充実に努める必要がある。 

以上のことから、適合性はあると考える。 

 

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】 

本研究科博士後期課程の第一の特徴は、実社会との双方向的なコミュニケーションを主

体とした大学院教育の仕組みを継承しつつ、研究者のみならず、社会の多方面で活躍しう

る高度な専門的知識・能力と豊かな学識を有する人材の育成を図ることである。さらに、

新規学卒者で修士課程へ進んだ者に加えて、すでに他大学院修士課程を修了した者のほか、

本研究科において修士の学位を得た者と同等以上の学力があると認められた者など多様な

キャリアを具備した社会人を受け入れ、高度な専門的知力を有する職業人を育成している。
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したがって、博士後期課程の学生には、自ら研究プロジェクトを組織し、高いレベルでの

研究活動を展開しうる能力、知識、センスが求められる。 

第二の特徴は、同時代的な人間社会におけるさまざまな問題状況と発展の可能性を象徴

的に体現するアジア太平洋地域をモチーフに、個々の学生が体得した学問的、理論的なバ

ックボーンを基本としつつ政治学、経済学、歴史学、経営学など多元的なディシプリンの

有する問題解決技法を効果的に組成し、修士課程よりも一層、合理的かつ効率的に解決案

を提示しうる実践力の習得を、研究活動の中軸に据えているところである。 

以上のことから適合性があると考える。 

 

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 

【理念・目的】 

本研究科博士後期課程では、修士課程における国際関係学および国際経営学、両専攻の

アプローチを効果的に摂取し、これを有機的に接合させた研究成果を基盤とし、修士課程

における研究・教育のさらなる発展、深度化を図るとともに、研究・教育の連関性、連続

性などを確保するために、より包括的に多角的、学際的な研究指導体制を可能としている。 

【実態】【長所】 

博士後期課程の教育・研究システムは、修士課程の教育・研究プログラムを土台として、

従来の大学院で培った教育・研究の伝統を基礎としつつ、国際化や情報化など変化が急速

な学外環境に適切に対応し、時代を先取りした教育・研究の成果を社会に還元させていく

ことを目指している。そのために、とりわけアジア太平洋地域の歴史、政治、経済、産業、

経営、社会、文化、国際関係に主眼を置き、地域の変化と連続の諸相を世界的コンテクス

トの中で理解し、理論化するような教育・研究活動を行っている。 

その基軸に位置するのが、第一に堅固な基礎研究を踏まえ、かつ歴史的、国際的なパー

スペクティブに立った実務・政策指向のカリキュラム編成であり、また、第二に情報イン

フラを整備し、多様なバックグラウンドをもった教員スタッフを集め、学外諸アクターと

連携しつつ展開されるトライアングルメソッドによる教育・研究である。 

博士後期課程では、このシステムについてさらに一段と高いレべルでの展開を図るもの

であり、原則として「プロジェクト研究指導」における研究指導は、修士課程と継続性を

もたせるものである。 

 

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 

【理念・目的】【実態】【長所】 

本博士後期課程では、効率的かつ質の高い指導によって、博士の学位を一定期間内に取

得できるよう、研究指導体制に工夫を凝らしている。 

①本研究科の「博士後期課程における論文指導・論文提出要件・審査に関する規則」に

よって、入学から、学位取得までのプロセスが明確に定められており、入学者は、常時プ
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ロジェクト研究指導教員の指導を受けるだけではなく、入学者それぞれに、入学６カ月後

に、論文指導委員会を設立し、複数の教員による専門的指導を実施している。 

②論文指導委員会設立後、６カ月を経過したとき、在学生は研究科に研究計画書を提出

することができる。 

③研究が一定の進展をみた後、在学生は４人以上の博士課程担当教員が参加する研究中

間発表会で、発表することになる。以上の過程を終え、加えて、レフェリーつきの学術誌

に論文１点を発表すれば、２年以上博士課程に在学した学生は、博士論文を提出すること

ができる。 

④提出された博士論文は、在学生が、３月もしくは９月に修了できるように、迅速に審

査される。 

以上のことから適切なプロセス、システムが実施されていると考える。 

 

（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 

【理念・目的】【実態】【長所】 

本学と海外主要大学との協定数は、学生交流に関しては 400 校以上あり、交換留学プロ

グラムが実施されている。本研究科在学生の 48.2％が世界 48 の国および地域からの留学

生であるが、さらに世界に開かれた大学院とするために、世界各国の大学や研究所との間

で独自の箇所間協定を結び（現在 16 機関）、学生の交流に努めている。 

各機関で取得した単位の認定については 10 単位を上限とし、内容についても厳しいチ

ェックが行われている。例えば、他大学院で取得した科目や私費留学で取得した単位の認

定については、本研究科設置科目と類似性があることを双方のシラバスなどで客観的に確

認したうえで、A 以上の成績を収めている科目についてのみ申請を受け付け、研究科委員

会で承認を受けるシステムである。また、上記の各種交換留学プログラムで選抜されて留

学した場合は、B 以上の成績を取得した科目について、同様のプロセスを経て認定を行っ

ている。 

以上の点から実施している単位互換方法は適切であるといえる。 

 

（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 

【理念・目的】 

本研究科では、年齢層も出身国も多様な在学生の中で、切磋琢磨していくことが真に世

界を見通す人材の育成となると考え、積極的にカリキュラムの多様化にも努めている。 

【実態】【長所】 

両専攻を平均すると留学生比は 50％近く、年齢層も 20 代から 60 代以上までとバラエテ

ィーに富んでいる。 

国際経営学専攻においては、２年制コースでは「３年以上の実務経験が望ましい」とし

ており、さらに１年制コースでは「原則として５年以上の実務経験を有すること」を入学

要件としている。このため、本研究科では、実務経験者の期待を裏切らない高度な専門性
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と時代に沿った具体的な提言を獲得できるカリキュラム編成を、柔軟かつタイムリーに行

うことによって受講生のニーズに配慮している。 

ことに、近年注目されている技術直結型経営形態で CTO 候補者や先端技術戦略・政策の

立案者などの養成を目指す「MOT プログラム」においては、週末の金曜、土曜中心のカリ

キュラムを組むことにより、企業などに勤務しながら学位を取得できる態勢を整えてきた。 

また、本研究科では、日本語と英語のバイリンガル教育を基本としており、日本語のみ

英語のみでも修士課程修了に必要な 30 単位（国際経営学専攻は 50 単位）の取得が可能で

ある。中国、台湾、韓国などの漢字文化圏からの学生にとっても、東南アジア諸国、南ア

ジア、中央アジア、欧米、中南米からの学生にとっても、教育上の配慮という点では国内

有数の制度であると自負している。全体で 50％近い留学生がすべて英語で履修とは限らず、

修士課程における英語履修者の割合は、国際関係学専攻 31.5％、国際経営学専攻で 22.2％

である。 

【問題点】 

全国的に社会人を主な対象とした大学院開設ブームが続いた結果、現状では MOT プログ

ラムの志願者数が減少傾向である。 

また、バイリンガル教育の英語課題としては、現在、英語履修科目数が全科目数の３割

程度しかなく、選択の幅が狭いため、学生の不満が解消しきれていない点である。 

【改善の方法】 

MOT プログラムへの参加者減少傾向の打開策として、2006 年度春学期からは月曜～木曜

の夜間も開講する予定である 

英語履修科目改善方法としては、カリキュラム委員会などで検討して順次、英語履修科

目数を増加させるとともに、その内容も単に日本語科目を英語に置き換えたものにとどま

らず、グローバルな検証に堪えうるものにする必要がある。 

 

（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 

【実態】【長所】 

国際経営学専攻では、原則として３～５年以上の実務経験を出願資格としている。在学

生の年齢構成は 20 代 30.8％、30 代 46.8％、40 代 12.7％、50 代以上 2.5％となっており、

従来型の大学院と比較して年齢層は高くなっている。この 20 代から 50 代以上までの年齢

層の広がりを考慮すれば、必ずしも現役のビジネスマンばかりでなく、中途退職者から定

年退職者をも含む生涯教育の場という側面をもつことになる。 

ただ、専門職大学院の任務はあくまでも高度専門職業人の育成（「社会的投資」として

の教育）にあり、現役引退後の生涯教育需要に応じることは学生層の多様性確保のうえで

教育上必要と認められる場合に限るものと考えている。 

国際関係学専攻においては、実務経験を出願資格とはしていないため、20 代が 51.5％

を占める代わりに、現役引退後の入学希望者に対して特に制限も設けていないこともあり、

50 代以上が６％となっており、国籍はもとより年齢層も幅広く、多様性に満ちている。 

 

（専門大学院のカリキュラム） 
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ⅡＡ群 カリキュラム全体において、ケース・スタディ、ディベート、フィールドワーク

等の授業科目が占める割合 

【理念・目的】【実態】【長所】 

本研究科では、ビジネススクールの教育においては実践的な訓練が重要であるとの認識

の下に、約 85％の国際経営学専攻の授業においてはケースメソッドを用いてディベートや

共同研究の充実に努めている。 

さらに、経営戦略などの発展科目では、ケースメソッドの授業を履修していることを前

提に授業を展開し、自らケースを作成するスキルを身につけることを目的にしている授業

もある。また、すでに実務経験を積んでいる学生が多いため、より具体的で先進的なケー

ススタディーを扱ったり、各ケースにふさわしい実務家トップを招聘講師として招いたり、

毎回演習問題を課して実務により直結する講義形態をとるなど、一方的な講義に偏らない

工夫が行われている。 

本研究科においては、発足当時より学生による授業評価が公開されているため、従来の

大学の授業にありがちな一方的講義では生き残れないシステムが、８年間の試行錯誤のう

えに構築されている。 

 

ⅡＡ群 高度専門職業人としての活動を倫理面から支えることを目的とした授業科目の

開設状況 

【理念・目的】【実態】【長所】 

高度専門職業人としての活動をするうえで求められる倫理は、極めて多面的であり、か

つ実践的である必要がある。企業倫理そのものを抽象的に学ぶことよりも、組織・人事・

財務・経営計画などの企業活動の諸側面において、いかに社会的規範を守っていくかとい

う実践的訓練が求められている。そのような意味において、経済活動にあたり守るべき倫

理の内容や実践的方策は、各授業科目の内容として重要な要素となっている。 

【問題点】【改善の方法】 

今後の課題としては、基礎科目の中に「高度職業人としての活動を倫理面から支えるこ

とを目的とした授業科目」を独立した科目として開設することも検討したい。 

 

ⅡＡ群 高度専門職業人養成機関に相応しい教育内容・方法の水準を維持させる学内的方

途の適切性 

【理念・目的】 

本研究科では、教育内容や外部評価について環境の変化に応じて迅速に審議すべきと考

え、研究科運営委員会に対して具体的な改善方策の提案を行う「教育プログラム委員会」

を設置している。 

【実態】【長所】 

教育プログラム委員会は、カリキュラムの柔軟な対応など、よりきめ細かい協議が可能

となるように、国際関係、国際経営の部門ごとに設置されている。 

また本研究科学生による「教育指導内容評価」の要望・意見にも、授業内容や当該科目

の実施方法などについて記述される。授業科目ごとにファイルしてある教育指導内容評価

については、全担当教員が閲覧可能となっており、教育内容の水準維持の一翼を担ってい
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る。 

このほか、本研究科専任教員と外部の教員あるいは実務家などで構成される多数の「研

究会」や「研究部会」が設置されており、専門的な研究活動の活性化、専門的な教育水準

の高度化に寄与している。 

 

ⅡＡ群 高度専門職業人養成機関に相応しい修了認定 

【実態】【長所】 

国際経営学専攻においては、研究科に各コースの定める標準修了年限（１～２年）以上在

学し、所要の授業科目について 50 単位以上を修得し、GPA2.0 以上、かつ必要な研究指導

を受けたうえで、修士論文の審査および試験に合格することが修了要件となっており、高

度専門職業人養成機関として配慮している。 

 

（独立大学院等の教育課程） 

ⅡＣ群 学部に基礎を置かない独立大学院、独立研究科における、下位の学位課程の教育

内容・レベルを視野に入れた当該課程の教育内容の適切性 

【理念・目的】【実態】 

本研究科は学部に基礎を置かない独立大学院としての特性を生かし、出身学部や専攻は

問わず AO 方式による入学選抜を行っており、多様なバックグラウンドをもつ学生が世界中

から集まってくる。 

国際経営学専攻では３年以上の実務経験が望ましいとしているため、出身学部による差

異よりも実務経験の多寡が知識の差に表れる。また英語のみで修了することが可能なため、

48.2％を世界各国の留学生が占めており、この場合も出身学部の違いよりも各国の事情に

よってどのような高等教育を受けてきたかということで知識の相違が大きくなる。 

そこで、｢基礎共通科目｣および専攻ごとの「必修基礎科目」を設け、入学後できるだけ

早い時期にこれを修得し共通の基盤に立って専門的研究に臨めるよう指導している。新入

生たちは、多様な人材の中で、積極的に授業にかかわり、自ら課題を発見し解決策を考え、

強い意志をもって学ぶことの重要性を自覚することを期待されている。 

 

（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 

【実態】【長所】 

（１）プロジェクト研究と指導教員 

本研究科では、学生は専攻する専門分野から、いずれか１つのプロジェクト研究を選定、

所属し、指導教員の下で修士論文の執筆を準備する。担当する教員は、本研究科が独立大

学院であることのメリットを最大限に生かし、「トライアングルメソッド」の理念に基づ

いて演習方式で指導する。トライアングルメソッドとは、実社会のさまざまな問題に対し

て、教員、大学院生、そして学外諸アクター(国内外の企業、官公庁、地方自治体、国際機

関、研究機関、NPO/NGO、市民など)の三者が、異分野、異文化、異業種の交流を図りなが
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ら、具体的な解決代替案を設計していく研究・教育システムである。また、インターンシ

ップやフィールドワークもプロジェクト研究の重要な一環を構成する。 

指導教員は、研究に関する指導だけでなく、研究科諸手続きについての承認や、留学・

奨学金申請の推薦など、本研究科での研究生活のいろいろな面で学生の世話をすることに

なる。学生には、指導教員が決まり次第、できるだけ早く連絡をとり、授業科目の履修や

研究活動の計画案を決定するように、オリエンテーションでもシラバスでも指導している。 

（２）アカデミックアドバイザー 

学生に対する履修指導については、春・秋の入学時期にオリエンテーションを行い、事

務所でも常時、履修相談にのっている。アカデミックな課題に限らず学生が直面する幅広

い課題についての身近な相談相手として、アカデミックアドバイザー（教員５人）がいる。

アカデミックアドバイザーは学生の顕彰、懲戒などの審査にもあたっている。 

（３）博士課程の研究指導 

博士後期課程に関しては、必須科目などの単位制をとっていない（修士課程の講義に出

席し、単位を正式に取得することは自由である）。代わりに、学生は指導教員と副指導教員

の指導の下に独自に調査・研究活動を展開することとなる。ただし、実質上は、上述のト

ライアングルメソッドに基づくプロジェクト研究への自発的かつ積極的な参加が、強く求

められている。 

 

（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 

【理念・目的】 

本研究科では、教育・研究指導の効果測定の適切性については、実際に受けている学生

たちの声を聴くことが最も有効な方法のひとつであると考えている。 

【実態】【長所】 

授業における教育効果の測定については、授業態度、レポートないし試験等の結果に基

づいて成績判定が行われる。その方法の適切性については、年２回行われる学生による「教

育指導内容評価」で必ずアンケート調査を行い、「試験問題・課題レポートの適切性」と

「学習課題（予習、レポート等）の適切性」という設問を設け、試験、レポートなどの適

切性について学生の評価を受け、教科ごとにフィードバックを行っている。 

また、評価は A⁺、A、B⁺、B、C、F の６段階の相対評価を基本とし、C以上を合格とし F

は不合格とする。従来型の大学院における成績評価は、ともすれば全受講生にほぼ一律に

A を与えがちな傾向があった。しかし、本研究かではそのような風潮を排して、適切な教

育評価とするために、プロジェクト研究を除き、次のように割合があらかじめ決められて

いる。すなわち、国際関係学専攻の教員による成績評価については、科目登録者が５名以

上の場合、A⁺と Aの評価は 45％を超えないように調整することとし、国際経営学専攻の教

員による成績評価については、原則として A⁺は登録学生の最大 20％以内、A⁺と A で 40％

を超えないように調整することとし、シラバスなどで学生にも周知している。 

さらに、判定情報の開示については、両専攻とも学生各自が自己の相対的なポジション 

を把握できるようにするために、評価点ごとの構成比率のみを集計し、一括して掲示して
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いる。 

 

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 

【実態】 

修了者の進路は、専攻により方向に違いはあるが、各種シンクタンクや監査法人、建設・

金融および製造業ほかの一般企業、マスコミ、公務員、非営利団体、と多彩である。留学

生については、本国に戻って、留学以前に比べて相当重要なステータスを得て活動してい

るケースが多い。企業派遣の多い MOT コースについては原職に復帰という者がほとんどで

ある。 

また、国際経営学専攻には、社内ベンチャーを含む起業家育成（アントレプレナーシッ

プ・マネジメント）専修があり、修了生には起業する学生も多い。次に、国際関係学専攻

においては、本研究科 PhD コースだけでなく他大学院も含め博士後期課程へと進学する学

生も多い。しかし、必ずしも大学へ報告してくるとは限らないため、正確な数や実態は掴

みにくい現状である。 

【問題点】【改善の方法】 

今後の課題としては、例年、修了生の大学への進路報告率が 40％程度にとどまっている

ため、この進路報告率を少しでも上げて、より確度の高い進路情報を、受験生、在学生、

父母などに提供していくことが期待されている。あらゆる機会を利用して進路報告率を高

めていきたい。 

 

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 

【実態】【問題点】 

公的機関を含む金融機関系のシンクタンク（アジア開発銀行研究所や三菱総合研究所な

ど）へ、研究員として就職する者も多い。ほかに、大学などの高等教育機関へ就職してい

く者(助手や非常勤講師を含む)も年間を通じて何人もいるが、その募集時期が一定でない

ため、「就職先未定」であった者が年度の途中で採用されることが多く、これも実態が掴

みにくい。需要と供給のずれがあるため、高度専門職への就職状況改善の方法を一大学の

力のみで見つけ出すことは不可能である。 

 

（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】 

(教育効果の測定)の項で述べたように、本研究科では可能な限り客観的かつ公正に相対 

評価がなされるように、A 評価の割合を専攻ごとに決めるなどの措置を講じてきた。C 以

上が合格だが、不合格者(F)については次学期以降に、同一科目を再履修できるものとし

ている。 

また、学生が就職、進学等で対外的に提出する「成績証明書」には Fは表示されず、学

生個人に配付される「成績通知書」のみで不合格科目がわかるようになっており、評価の

公開性と機密性の相反する要素を並存させている。 

なお、学生の勉学意欲を高めるため、また奨学金や Dean's List 等の褒章などの選考評
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価基準を明確にするために、GPA を算出している。GPA の算出により、より相対的・客観

的評価ができるという点では極めて有効な方法である。 

【問題点】【改善の方法】 

最近では、Dean's List のような褒章制度創設の結果、学生たちが評価を気にしすぎる

傾向も見え、本来の目的と現実の運用が乖離し始めているという問題が出てきており、今

後の課題となっている。改善方法としては、学生たちに評価の得やすい科目のみを履修す

ることのないよう、多様な機会をとらえて働きかけを行っている。 

 

（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 

【理念・目的】 

本研究科では、教員の教育・研究指導方法の改善を促進する有効な手段として、受益者

たる学生による直接評価を重視している。必要に応じ、その結果が翌年のカリキュラムに

反映される。これは本研究科創設以来の組織的な取り組みとなっている。 

【実態】【長所】 

実態としては、各学期末に学生による「教育指導内容評価」のアンケート調査を行い、

教員の授業への取り組み（事前準備、質問への対応、学生の理解力に応じた授業の実施、

教材の有用性・妥当性・適切性）を５段階評価させている。各教員は学生からの評価を真

摯に受けとめるとともに、科目ごとにフィードバックを行っている。 

また、集計結果は全教員および学生に公表している。評価が著しく低い科目については、

執行部役職者が担当教員と面談し、次年度以降の改善、場合によっては科目の改廃に努め

ている。 

組織としては、各種の情報をもとに教育プログラム委員会が中心となってカリキュラム

デザインを行い、担当分野ごとに教育・研究指導の見直しや改善を行って次年度のカリキ

ュラムに反映させている。 

 

ⅡＡ群 シラバスの適切性 

【理念・目的】 

本研究科では、毎年春に春・夏学期用のシラバス、秋に秋・冬学期用のシラバスを作成 

して学生に配付している。シラバスにはすべての科目の①講義内容、②授業計画、③教科

書、④参考文献、⑤評価方法を明記しており、学生の科目選択の大きな指針となっている。 

【実態】【長所】 

シラバスの適切性についての判断は、学期末に行われる学生による指導評価を通じて

「シラバスと授業内容との整合性」が問われ、学生の評価にもさらされる。 

【問題点】【改善の方法】 

シラバスの事務的な内容の一部が不明確なままで、正しく更新されずに次年度版が発行

されていた。このような単純な校正ミスは事務作業上の問題であり、複数人による複数校

正により改善は容易である。 

 

ⅡＢ群 学生による授業評価の導入状況 
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【理念・目的】 

授業を享受すべき全学生による直接の授業評価の導入は、本研究科創設当初からの取り

組みであり、改善が重ねられつつ、その理念、目的は変わることなく引き継がれている。 

【実態】【長所】 

プロジェクト研究を除く各授業においては、期末に受講生に「教育指導内容評価」とい

うアンケート用紙を配付し、授業評価を行う制度を導入している。その集計結果は、非常

勤講師を含めて各担当教員に通知するとともに、学生にも公表している。アンケートの回

収率については、当初かなり低いことが問題であったが、最近では回収方法の工夫や、学

生への周知徹底の努力が功を奏して、顕著な改善を示している。学生の授業評価に関する

フィードバックとして、評価が著しく低い科目については、前述のとおり執行部役職者が

担当教員と面談し、次年度以降の改善、場合によっては科目の改廃に努めている。 

本研究科における学生による授業評価は、その詳細な内容、公開という透明性など、学

内でも最も先進的な取り組みとして行われている。 

【問題点】【改善の方法】 

学生によっては、成績評価に連動するのではないかと（成績と授業評価は無関係と明記

しているが）気にして、「教育指導内容評価」に否定的な意見を書かない者もいる。また、

各授業の教員やアカデミックアドバイザーに面と向かって文句は言えないという者もいる。

このような声無き声が常に問題になっていた。この改善策として、学生の要望も取り入れ

「意見箱」の設置が執行部の責任において決まった。 

 

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】 

（１）学生による教育指導内容評価 

本研究科では、前述のとおり学生の意見や要望を今後の授業展開やカリキュラム編成に

できるだけ反映させることを目指して、学生に「教育指導内容評価」用紙を全教科ごとに

配布、回収している。その内容は、授業内容、進め方、教員の授業への取り組み、試験や

レポート等の課題の適切性、他の学生への推薦に値するか、の５項目への５段階評価とそ

の理由を記入させ、最後に、本研究科へのハード、ソフト両面での自由意見を問う形式で

ある。回収した評価結果については、人事・教学制度委員会（研究科長、教務主任、各専

攻主任およびアカデミックアドバイザーなどで構成）にて集計と検討作業が行われた後、

研究科委員会に報告し必要な措置が協議される。 

また、各教員評価一覧は本研究科掲示板で公表されている。以前は、回収率の低さが問 

題となっていたが、現在では約 90％の学生が回答している。 

（２）学生の意見を聴く会 

本年度は「学生の意見を聞く会」を、各専攻別に３回、また英語による会を１回開催し、

その概略も全学生にメール送信している。会合で出された要望のうち実現可能なものにつ

いては迅速に対応している（基礎科目「ファイナンス」の充実、「ワセダ・ビジネススク

ール」を表示した英文修了証明書の発行など）。 
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（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】【実態】【長所】 

(１)バイリンガル教育の明確化 

本研究科では、日本語と英語の二言語併用を明確に基本的な教育方針のひとつとしてい

る。英語のみで学位取得が可能である。そのため、在学生の 48.2％が世界各国からの留学

生であり、本研究科の存在自体が「国際レベルでの教育研究交流の緊密化」の具現化であ

るといっても過言ではない。研究科内では、多言語が行き交い国際交流は日常的に展開さ

れている。 

また、国際関係学専攻においては、プロジェクト研究のためのフィールドワークも推奨

しており、多くの学生・研究者が世界各地でフィールドワークを行っている。また、国際

経営学専攻においては、MBA の国際的スタンダードとなっているケースメソッドをふんだ

んに取り入れて授業を展開している。さらに、日英二言語による「質的研究方法の論文作

成(Writing Up Quantitative Research)」の授業等により理論的文書の作成方法が身につ

くよう配慮し、留学や国際的ジャッジのある論文集への寄稿などを容易にしている。 

（２）世界中に広がる協定校 

本学と海外主要大学、約 400 校との間の協定関係に加えて、本研究科と海外の大学、研

究所 16 機関との間で、独自に箇所間協定を結び、教員、学生の交流に努めている。これら

の交換留学制度を使って本研究科に短期留学してくる海外の大学院所属学生や、本研究科

から海外の多彩な大学に長期あるいは短期の留学をする学生も増加してきている。 

【問題点】【改善の方法】 

このような状況から、英語の科目については相当数設置してあるが、日本語の授業の半

数以下であり、特定の学期に英語受講希望学生の要望するメニューが一時的に不足するこ

とがあったり、選択の幅が少ない場合もあり、次年度に向けてさらなる充実に努めている。 

 

ⅡＣ群 国内外の大学院間の組織的な教育研究交流の状況 

【理念・目的】【実態】【長所】 

＜シンガポール・プロジェクト＞ 

前項で挙げた大学間あるいは箇所間協定を利用した留学生や外国人研究員の交換交流

は日常的に実施されているが、特筆すべきものとしては、現在準備進行中の「シンガポー

ル・プロジェクト」が挙げられる。これは「アジアのハブ」であるシンガポールのナンヤ

ン工科大学ビジネススクールと早稲田大学ビジネススクールとの協同による MBA と MOT の

ダブルディグリープログラムの実施である。プログラムは綿密に組まれており、８つのコ

ア科目（経営管理に不可欠な基本的事項の習得）と 14 の技術経営に関する科目、そして３

週間の日本でのビジネス・スタディー・ミッション（フィールド・スタディー）で構成さ

れ、毎年７月に始まり翌年６月に修了する。シンガポールのナンヤン工科大学の最新設備

の整ったキャンパスで英語による授業が実施され、本学からも教員を派遣する。学生の構

成としては日本人、シンガポール人、東南アジア人ほかで、それぞれ３分の１ずつとし、
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偏りのない編成を予定している。 

またこのプログラムは、その先進性を評価され、文部科学省の「平成 17 年度 大学教育

の国際化推進プロジェクト(戦略的国際連携支援)」に採択されている。 

【問題点】【改善の方法】 

 先進的、実験的取り組みであるため、世界的な MBA 志願者の減少などの不確定要素も多

い。課題改善の方向性は不透明であるが、地道なリクルート活動により徐々に目的が達成

される状況にある。 

 

（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 

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 

【実態】【長所】 

本研究科では延べ 1587 件の修士学位、22 件の博士学位を授与している。 

国際関係学専攻の修了要件は、研究科に２年以上在学し、所要の授業科目について 30

単位以上を修得し、必要な研究指導を受けたうえで修士論文の審査および試験に合格する

ことである。 

国際経営学専攻の修了要件は、研究科各コースに定める標準修了年限（１年または２年) 

以上在学し、所要の授業科目について 50 単位以上を修得し、GPA が 2.0 以上、かつ必要

な研究指導を受けたうえで修士論文の審査および試験に合格することである。 

博士後期課程については、博士論文の提出以外に特別な要件を設定していない。 

【問題点】【改善の方法】 

問題としては、博士後期課程の在学生数が定員の２倍近くに達しており、論文執筆指導

の強化が必要である。 

学位の審査は４人の教員からなる審査委員会にて行われ、４人のうち１人は本研究科以

外の教員が担当することにしており、客観性を高めている。 

 

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】 

修士論文の審査については、主として本研究科の教員があたっているが、テーマによっ

ては学外の教員に審査を依頼している。博士論文の審査は、本研究科運営委員会において

審査委員４人を選定のうえ審査委員会を設置しており、審査委員４人中、１人は本研究科

以外の教員が担当している。 

 

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 

【理念・目的】【実態】【長所】 

本研究科は、バイリンガル教育を教育理念の前提としているため、日本語のできない留

学生への対応は入学の時点から配慮されていることになる。また学位授与のための論文作

成についても、日本語でも英語でも受け付けている。 

また、論文作成のために、「アカデミック･ライティング」「ロジカル・シンキング」 
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「質的研究方法の論文作成」「ライティング＆リサーチ・スキル」の科目を設定し、日英

二言語で指導している。論文作成法の習得に大いに役立っており、延べ 100 人を超える学

生が受講していて学生による授業評価も高い。 

以上の点から適切性が認められる。 

 

（課程修了の認定） 

ⅡＢ群 標準修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】 

標準的には、２年以上在学し所要授業科目を修得のうえ、修士論文の審査および試験に

合格することが修了要件であるが、修士論文など特定の課題について審査を受けたうえ、

極めて優れた業績を挙げたと本研究科が認めた学生については、１年以上在学すれば足り

るものとしている。 

 

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 

【理念・目的】 

本研究科の修士課程では、各受験生の個性や特徴を重視した AO 方式の入試を採用し、

年２回（４月、９月）の入学時期を設定し、多彩な学生を確保している。 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

具体的には、国外出願者については、本人の研究計画書、学術的なエッセーに加え、出

身大学の成績書や語学能力を証明する書類（TOEFL、TOEIC や日本語能力試験）、推薦状な

どの書類審査のみで入学判定を行い、国内出願者に対しては、書類のみの一次審査後に、

面接に重点を置く二次審査（エッセーも同時に課す）を行っている。 

国外出願制度により、アジア近隣諸国を中心とする諸外国からの出願者が増加し、留学

生は在学生の 48.2％を占める。中国、台湾や韓国などの漢字文化圏からの学生のみならず、

東南アジア諸国、南アジア、中央アジア、欧米、中南米からの留学生も在学しており、ま

さに国際社会のミニチュア版が出現している。 

国内出願に関しては本研究科では設立以来、社会人が主流を占めており多様なバックグ

ラウンドをもつ学生の獲得には一定の成果を挙げてきたが、社会人向け大学院開設ブーム

により志願者側の選択余地が拡大し、ここ数年出願者数は減少傾向にある（特に MOT）。 

また、AO 入試の二次審査で課されるエッセーのテーマは公開していないが、年々受験生

からの問い合わせが増えている。エッセーのテーマを公開することで、本研究科のメッセ

ージも明確に伝わるという側面もあり、公開の可否は検討課題のひとつである。 

博士後期課程学生の選抜に関しては、その専門的水準を慎重に吟味する必要性から、修

士課程とは異なり、研究計画書の審査とともに、出身大学院での修士論文の査読、語学能

力および専門領域の一般的知識を試すためのペーパーテストを課し、面接も重視するシス

テムを採用している。したがって、国外出願者についても、一次の書類審査合格後には、

二次審査に出向くことが義務づけられている。博士後期課程に関しても、年２回の入学（進
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学）時期を設定している。 

 

（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】 

本研究科では、すべて AO 入試による選抜だが、本学出身者を特別に優遇する制度はな

い。また学内推薦などの制度も採用していないため、他大学・大学院に対する「門戸開放」

は完全に満たしているといえる。在学生の本学出身者の占める割合は約 20％である。 

 

（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 

【実態】 

実務経験を特に求めない国際関係学専攻の入学資格の中には、「飛び入学対象者」の項

を設けており、極めて成績優秀な学生が学年を飛び越え学部教育課程を卒業せずに入学す

る学生を受け入れ可能としている。AO 入試であるが、語学能力や卒業大学・成績などは数

値化することができ客観的評価が可能となっているため、「飛び入学」のようなイレギュ

ラーな応募の仕方であっても、入試は公正適切に行うことができるとの判断からである。 

本研究科における「飛び入学」を利用するためには、出願前に本研究科アドミッション

ズオフィスにおいて、出願資格に該当する旨の事前確認を行う必要がある。また、当該志

願者が本研究科の入学選考に合格した場合、出願時に在学していた大学などを退学し、学

士の学位を取得せずに入学することになる。 

出願は、４月入学志願者の場合、出願時において、四年制大学の３年次（９月入学志願

者の場合は４年次）に在学し、２年生終了時に卒業必要単位数の 1/2（９月入学志願者の

場合は 2/3）以上を修得し、修得単位の 2/3 以上が最上位の評価であり、かつ３年終了時

に卒業必要単位数の 3/4 以上を修得見込みの者。 

 

（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】 

国際経営学専攻の出願資格で２年制コースでは「３年以上の実務経験を有することが望

ましい」（ただしそれと同等の資質をもつかどうか個別事情を判断するので出願の前提条件

とはしない）としており、１年制コースにおいては「原則として５年以上の実務経験を有

すること」となっているため、比較的年齢層が高い。20代は 38.0％で、あとは30代が46.8％、

40 代 12.7％、50 代以上 2.5％という年齢構成である。したがって、たとえ企業派遣ではな

くても、いったん退職して現在無職という人々も含め、志をもった立派な社会人が多いこ

とは確かである。 

本研究科が、「勤務しながら学ぶタイプの社会人」に特化したのが MOT コースである。

従来の MBA プログラムに加え「技術を戦略的にマネジメントする能力」を育てる MOT プロ

グラムでは、授業科目を週末の金曜と土曜中心に配置しており、より仕事を続けやすい時

間割となっている。 
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【問題点】【改善の方法】 

MOT コースは、新たに設置する大学院が急増している中にあって志願者の確保が難しく

なっており、課題となっている。今後はさらに月曜から木曜の夜間にも科目を配すことが

決定しており、より多彩な社会人受け入れだけでなく、研究科全体の受講生の選択の幅を

広げることになる。 

 

（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 

【理念・目的】【実態】【長所】 

本研究科では、科目等履修生の入学選抜は年２回、４月と９月に実施している。本研究

科における科目等履修生の受け入れについては、本学全体の方針である「正規学生の妨げ

にならない程度」の人数で受け入れるものであり、一般の課目等履修生に特別な優遇措置

は取らない。ただし、官公庁、外国政府、教育研究機関、民間団体、企業などの委託契約

に基づいて、本研究科で講義科目を履修する者（交換留学生を含む）などの委託履修生に

ついては、委託契約の順守という意味からも可能な限り受け入れる方針である。 

また、留学生への注意事項として、在留資格のない者が本研究科の科目等履修生に合格

しても就学ビザなどビザ一般を取得することはできないので、出願できるのは国内在住者

のうち、外国人登録または住民登録を行い、出願時や科目履修時に有効な在留資格を取得

できる者に限り、短期滞在ビザによる出願は認めないことを「入試要項」にも明記し、出

願時にも注意を与えている。したがって、不法滞在者の隠れ蓑として本研究科の科目等履

修生の制度を悪用されることもなく、委託履修生を含め、本研究科の科目等履修生は常時

20 人程度の在学生数を維持している。 

 

（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 

【実態】 

外国人留学生については、他の項目でも言及しているので、この項では受け入れ状況の

み記載する。外国人留学生の在学生に占める割合は 48.2％である。留学生の国別の内訳は、

中国 29.4％、韓国 15.4％、台湾 9.3％、アメリカ 7.3％、その他 38.7％となっている。 

留学生の半数はアジア太平洋地域（ベトナム、マレーシア、ウズベキスタン、モンゴル、

インドネシア、タイ、ラオス、パプアニューギニア、インド）や、ヨーロッパ（イギリス、

ギリシャ、ハンガリー、ラトビア、ロシア）や、北米・中南米・南米（アメリカ、ペルー、

エルサルバドル、ニカラグア、メキシコ）と、多様な国々の出身者であり世界に開かれた

大学院であることを物語っている。 

 

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 

【実態】 

語学能力は、TOEFL、TOEIC や日本語能力試験などのスコアを提出させることにより、客

観的な基準で数値化することができる。 
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また、留学生の本国地での大学教育・大学院教育の内容・質については、これまでのノ

ウハウの蓄積から、可能な限り客観的なデータの収集を心がけ、より客観的な判断基準を、

本研究科のアドミッションズ・オフィスにおいて蓄積しつつある。まず、海外の教育事情

については、各種書籍だけではなく、各国の公式サイトや文部科学省、外務省ほかの信頼

できる有力サイトから、可能な限り最新の情報を得るよう努力し、かつ情報を共有化して

いる。 

そして、各国の大学教育や大学院教育の内容・質については、例えば、アメリカであれ

ば権威ある格付け情報として実績のある PLOFILES of AMERICAN COLLEGES 2005 を利用し、

毎年リバイズされる各大学のレベルを MOST COMPETITIVE から NON COMPETITIVE まで把握

し、選考時の参考資料とする。最も留学生の多い中国であれば、中華人民共和国国家教育

委員会計画建設司の監修になる『中国大学全覧』を参考資料とし、国家重点大学(30 校)、

重点大学（70 校）、それ以外（約 900 校）を、A⁺、A、B⁺、B と認識したうえで各大学の

個別の情報を加味していく。韓国や台湾、その他アジア諸国については、Asiaweek.com の

Asia's Best Universities ほか、いくつかのウェブサイトのランキング情報などを複数集

め、差異を調べたうえで総合的に判断するようにしている。 

このような地道な努力の結果、本研究科創設８年を経て、ノウハウの蓄積も進み、信頼

できる情報が提供できるようになってきている。しかし、情報のほとんどない地域の大学

からの受験生の場合など、客観的な資料に乏しい場合が多く、今後は、そのような特殊地

域のきめ細かな情報収集が必要となってくる。 

なお、JICE（留学生支援無償資金協力事業）などの公的な奨学金が付与される海外応募

者については、出張による面接を実施しているケースも少なくない。 

以上の点から、留学生の本国地での教育内容や質の認定については可能な限りの努力を

しており、適切性が認められる。 

 

（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】 

本研究科の収容定員は 590 人で、在籍学生数は 769 人であり、比率は 1.3 倍である。し

かし、各専攻間で差があり、国際関係学専攻は 1.4 倍、国際経営学専攻は 1.0 倍、博士後

期課程は 2.1 倍となっている。定期的なオープンスクールや進学フェアの実施、企業訪問

などが功を奏して、いずれも定員を上回る志願者がいるが、研究科の質の高さを維持する

ために、相当数の絞り込みをしていることを上記の比率が示している。 

 

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 

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 

【理念・目的】 

本研究科の教員については、各分野の第一線で活躍している人材を、出身大学や国籍な
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どの区別なくリクルートすることに努め、また、学界プロパーの人材のみではなく、官公

庁、国際機関、実業界などで活躍してきた人材を専任もしくは客員教員の形で確保してい

る。その結果として本研究科の教員組織は、伝統的な大学には見られない、さまざまなバ

ックグラウンドをもった多彩な人材の集積となっている。 

【実態】【長所】【改善の方法】 

このような特色をもった教員組織の質を一層高度なものにするための努力は常に続け

られている。 

第一に、各界からの多彩な人材を集めようとする場合、往々にして既存の人的なつなが

りに依存しがちである。広く優秀な人材を集めるために、教員募集は名実ともに公募によ

ることとしている。その結果、開設以来９年を迎え、教員組織は格段に充実したと確信し

ている。なお、定年退職者が出た場合の後任人事に際しては、専任教員の年齢構成がバラ

ンスのとれたものとなるよう若手教員の確保に留意している。 

第二に、本研究科の基本的指針であるところの二言語併用教育体制をさらに充実させる

ためには、その教育理念にふさわしい人材を獲得する努力が、より一層求められる。日本

人教員の採用にあたっても、研究内容の審査のほか、原則として英語による教育が可能で

あることを条件としている。今後は量的にも出身地のバラエティーにおいても、外国人教

員の一層の充実が必要であると認識している。 

第三に、グローバル化や情報化という環境の激変を反映して、特に専門職大学院教育の

内容は世の中のニーズを迅速・的確にとらえたものであることが求められている。伝統的

な大学の人事制度では、このような動向に柔軟に対応することは容易でなかった。本研究

科においては、常勤の教員の中に一定数の任期制教員（１年ごとの更新で最長３年）の枠

を設け、教育内容・組織の弾力性を維持する一助としている。 

 

（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 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 

【理念・目的】 

本研究科には RA はおらず、TA が制度化されている。 

TA には、他研究科の研究指導にあたるプロジェクト研究の指導補助に従事する者と、図

書室での PC サポートに従事する者がいる。 

【実態】【長所】 

TA は大学の規程に従い給与が支払われるが、本研究科では博士後期課程の学生への奨学

金の一環という意味合いもある。時間的制約はあるが、必要不可欠の制度として研究科内

で認識されている。 

【問題点】 

本研究科は、比較的歴史が浅い独立研究科であるため、TA の役割についての共通認識が

必ずしも教員間で共有されていない。そのため、各プロジェクトにより、TA の役割が微妙

に違ってくる場合がある。 
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【改善の方法】 

TA は、研究科で認められた研究指導のための教務上の補助事務または補助作業を行うも

のであって、教員の個人的業務や研究の補助をさせてはならないという規程がある。この

規程を各教員に徹底周知し順守させるとともに、研究科としても今後の TA のより効果的な

扱いについて議論を深めたい。 

 

（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 

【理念・目的】【実態】【長所】 

本研究科では、専任教員の募集はすべて公募により完全にオープンの形で実施している。

研究科ホームページのトップならびに研究・教育者人材募集サイトに掲示した後、応募者

の選考を、第一次として業績など書類審査、第二次として模擬講義や面接審査により行っ

ている。 

任免の際にはそれまでの業績、年齢等に応じて教授、助教授等の資格を適用し、着任後

５年を経過する際に、業績を勘案して審査の後、専任講師は助教授に、助教授は教授に昇

格する。 

 

（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 

【理念・目的】 

高等教育の水準を維持・向上するためには、教員の的確な業績評価が不可欠であり、そ

のことは本研究科のどの教員も十分認識している。 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

しかしながら具体的な評価方法となると、わが国の社会ではアメリカ流の方式が適切で

あるとは言い切れない面がある。そのような意味において、教員評価の具体的方策につい

ては模索中と言わざるをえない。 

ただ、学生からの授業評価の充実や学生の要望を聞く会合の開催により、少なくとも教

育活動面での評価は側面から実施されていると考えている。研究活動面での評価方法につ

いては、今後の課題としたい。 

なお、ホームページ上にかなり詳細に教育・研究活動を掲載するように支援しており、

これは教員の活動を社会に監視してもらう意味も含まれている。 

 

（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 

【理念・目的】【実態】【長所】 

本研究科では、学部や他研究科で授業を担当している教員が相当数いる。また、学部や

他研究科および研究機関から兼担として本研究科の授業を担当している教員も相当数いて

補充が必要な科目を補填し合うとともに、研究ベースでの人的交流が成り立っている。全

学横断的なオープン教育センターの活動に対しても、本研究科教員は幅広く貢献している。 
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また、学内横断的に専門分野ごとに教員が集って研究所を立ち上げ、学部や大学院の枠

を超えた研究活動を広範に行っており、研究成果は本研究科にもメリットをもたらしてい

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 

【理念・目的】【実態】【長所】 

国際関係学専攻の教員の研究成果発表の場として『アジア太平洋討究』を、国際経営学

専攻の教員の研究成果発表の場として『国際経営・システム科学研究』を、それぞれ年に

１回発行し、毎回 10 人程度の教員が投稿している。 

また、大学院生の研究論文や研究成果の発表の場として、『アジア太平洋研究科論集』

を年に２回発行し、毎回 10 人を超える博士後期課程の学生が投稿している。 

上記の３論集は日英いずれの言語でも執筆可能で、学内外の関係機関にも配付している。 

 

（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 

【理念・目的】【実態】【長所】 

本研究科の設置母体としてアジア太平洋研究センターがあり、本研究科の教員は、セン

ターの研究員となっている。研究科では大学院教育に従事し、センターでは学位にかかわ

らない教育プログラムや企業の経営者向け研修、受託研究などを行っている。いずれの活

動も大学院教育や研究と密接に関係するものであり、双方の活動は有機的に結びついてい

る。 

 

（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 

【実態】 

個人研究費として教員の所属箇所に配布される年額は１人当たり 42 万 3,000 円で、研

究出張、学会出張などの旅費交通費も個人研究費から支出している。これとは別に教務部

では海外学会出張補助費として別途予算立てをしている。金額は大学の基準に基づくが、

個人での研究にかかるもの以外については、特定の研究課題申請に対して大学が独自に交

付している制度があり、研究・教育活動の実態に対応した適正金額と考える。 

 

ⅡＡ群 教員個室等の教員研究室の整備状況 

【実態】 

専任教員は、客員教員を除いて全員個室を持ち、任期制の客員教員は、原則として共同 

研究室になっている。現在は４名で一室である。 

【問題点】【改善の方法】 
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個室の面積は約 19.1 ㎡で必ずしも十分な広さではなく、研究室内で学生への研究指導

を行うことには限界がある。しかし、狭隘なキャンパスの中でなかなか改善の方法は見つ

けられない。 

 

ⅡＡ群 教員の研究時間を確保させる方途の適切性 

【実態】 

教員に課せられた最低限の授業時間以外は学内外での研究活動にあてることが可能で

ある。教員によってはアジア太平洋研究センターの活動として共同研究や委託研究にかな

りの時間を割かれている者もいるが、これらはむしろ本研究科の目的に基づいた教育・研

究活動として極めて有意義であり、研究時間の確保を妨げるものではない。 

 

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 

【実態】 

教員は、各専門分野において必要な学会に所属しており、その活動のための費用は個人

研究費等で充当され、また活動にかかる時間についても研究科内で認知されている。 

 

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】 

個人研究費とは別に、特定の課題について研究費が付与される「特定課題研究助成費」

の制度があり、これにより複数の教員が同一の課題について行う共同研究（期間２年、費

用 300 万円以下）が認められている。 

交付の決定は、毎年行われる申請に基づき、特定課題審査委員会による審査を経て学内

理事会で承認される。 

 

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】【問題点】【改善の方法】 

本研究科では、自ら学ぶ姿勢が強く求められる大学院教育のための設備として、387 ㎡

の自習室を設けている。学生が自習できるスペースを確保すると同時に、授業などに必要

な参考図書や雑誌を配架してある。また、パソコンを設置したこの自習室の隣にも、独立

した 45 ㎡のコンピュータルームを用意しており、共用のプリンターなども備えてあり、十

分に活用されている。全学生がメールアドレスを持ち、研究科独自のコンピューターの研

修も行われ、プロジェクト研究内での連絡や情報、資料の受け渡しは、メールを使って行

われている。 

また、博士後期課程の学生のために、82 ㎡の自習室兼コンピューター室を別棟に設置し

てある。ただし、博士後期課程の学生数が増えていく中で、別棟であることも一因となり、

メンテナンスが追いつかない傾向も見られ配慮が必要である。学生側からは、開室時間を
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深夜までに、という要求が出ているが、キャンパス全体の保安管理体制との関係もあり、

今後の課題となっている。 

次に教室（研修室を含む）については、ほぼ本研究科専用で使用してはいるが、実際に

は、本学の方針として、教室はすべて共通教室という扱いになっている。教室の大幅改築

や設備の整備から各種備品の調達・維持管理まで、すべて本部予算で行う代わりに、全教

室を全学共通で活用するという大学としての政策方針がとられている。そのため、ほとん

どの教室には、ビデオ・書画カメラ、パソコン、OHP、大教室には PC 用プロジェクターが

完備され、メンテナンスも定期的に実施されている。教室の OA 機器等については、使い勝

手の点ではまだ改良の余地があるものの授業を行ううえでなくてはならないもので、適切

に利用されている。ケーススタディー、ディスカッションなどを活用した授業のためには

階段教室が望ましいが、天井が低いため改修が不可能である。階段教室の確保は本研究科

の課題である。 

また、実験の段階ではあるが、遠隔授業のテストも行われており、実際に国外志願者の

面接などにも使われている。 

これら、物理的な教育設備の充実には限界もある代わりに、遠隔授業や E-Learning 等

の試みもなされており、整備は徐々にではあるが適切に行われている。 

 

ⅡＢ群 大学院専用の施設・設備の整備状況 

【実態】 

本研究科では、リフレッシュゾーンと名づけた 192 ㎡の談話室を設けている。ここは多

彩なバックグラウンドをもつ世界各国の学生も日本人学生も、自由に談笑したり軽食を持

ち込んだりできるように、大小各種のテーブルや椅子が置かれ、一部には靴を脱いで横に

なってくつろげるカーペット敷きのスペースもある。また、雑誌書架には、世界各国で発

行されている新聞が毎日届けられ、最新版の新聞、雑誌を常時気軽に読めるようになって

いる。 

中央図書館に隣接しているという恵まれた立地条件にあるため、設立当初は専用の図書

室を持つ構想はなかった。しかし、授業指定図書や各種辞書・事典類、主要な新聞、雑誌

類を身近に利用できる施設への強い要望があり、パソコンを設置した自習室の奥に開架式

の閲覧室が設けられた。 

ここでは、紙媒体の情報は必ずしも多くはないが、本学内全図書館と同様に情報環境は

整備され各種データベースのナビゲーション機能は充実しており、コンテンツやアプリケ

ーションソフトの相互利用が図られている。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や、その利用についても検討されている。 

そのほか、学生のための個人用ロッカーも整備され、また、学生の希望に沿った内容の

各種飲料水などの自動販売機、カード式コピー機なども談話室近辺に備え、学生に便宜を

図っている。 

教員には専用の研究室のほかに、教員同士の意見交換の場、非常勤講師の控え室用の教

員室（56 ㎡）を設置している。教員室には担当者が常駐し、コーヒーなども自由に飲め、

レターボックスも用意されており、郵便物等が受け取れるようになっている。 

また、センター所長室兼研究科長室（55 ㎡）は会議室、応接室としても使用しているの
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で、実際にはセンター所長や研究科長が、常時ここで執務することはない。 

 

（独立研究科の施設・設備等） 

ⅡＣ群 独立研究科における、当該研究科専用の施設等の整備の適切性 

【実態】 

本研究科は、８年前に本学初の学部をもたない独立研究科として創設されたため、独立

研究科の施設・設備（上記「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」

および「大学院専用の施設・設備」を参照)となっており、特に問題はない。 

 

（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 

（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。 


