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早稲田大学商学部･商学研究科･産業経営研究所点検評価 
          

浅川和宏 
慶応義塾大学  

 
１．研究・教員サイド全般 

 

早稲田大学商学部・商学研究科は長い歴史・伝統を誇る、優れた研究教育機関であることは

言うまでもない。教員の研究教育活動内容は多岐にわたっている。いわゆる私学特有の純血主

義もかなり改善の傾向にある。充実したサバティカル制度の存在も見逃せない。 

 その一方、いくつかの検討課題も指摘される。各教員の担当コマ数が前期・後期ともに過多

かもしれない。場合によれば基礎的科目のＴＡの活用も検討に値するであろう。あるいは博士

課程担当教員が「教授」中心だが、より若手の積極的起用により、ワークロードも多少分散さ

れるかもしれない。また、他大学博士号取得者の採用などを通じ、教員の純血主義を更に克服

し、多様な研究環境を構築するのも一案であろう。教員の研究水準の一層の向上のために、あ

くまでレフェリージャーナル公刊論文主体の業績評価システムの徹底も検討に値するであろう。 

 

２. 商学部： 

 

商学部の長所としては数多くの点が挙げられる。提供科目の豊富さ、多様さは注目に値する。

歴史、比較経営、国際科目、学説・理論、研究方法など、幅広い教育が学部レベルでなされる

環境が存在する。留学生が多い点、学部生に TOEFL 受験義務付けている点、さらに２ヶ国語

を３年間履修させる点なども、学部教育の国際化への歩みの現れであろう。充実した内容の講

義要綱の存在も見逃せない。 

 検討課題としては、以下の諸点が指摘される。 

日本の大学における「商学部」のポジショニングが鍵ではないか。やりようではこの実学で

あるということが魅力になるのだが。しかしそれが度を越すと各種学校的になってしまう。商

学部は、早大の中では現実的なことを教えるところとしての入り口になっているし、同時にア

カデミックな面も包摂できる潜在力を持ち合わせている。その点では、プラグマティック志向

の強いいわゆるビジネススクールに比べ、より地味で学術的な科目もオファーしやすい。要す

るに科目として実学からアカデミックまで広くカバーしているのが良い。そうした商学部なら

ではの魅力を活かした戦略的ポジショニングをとるべきだ。 
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実学的なことを学部からやりすぎると狭い人間になることもある。多くの学生はいずれ社会

人として実務に就くわけであるから、在学中はむしろ基礎学問に専念することも望ましいだろ

う。フランスのグランゼコールにもビジネス専修の学校があり、若い頃から商科系の勉強を集

中的にさせるが、学生が経済、ビジネス馬鹿になってしまわないよう、幅広い一般教養の知識

をも身につける工夫を凝らしているという。またアメリカでも学部教育ではリベラルアーツな

どの幅広い教養を重視したうえで、大学院でプロフェッショナル教育を受けることが多い。ウ

ォートンなどは学部からビジネス教育をオファーしているが、そこにおいても幅広い一般教養

とビジネス教育とのバランスを絶えず意識してきたという。 

早稲田の商学部においても、その百年の歴史をリソースにして、ベーシックから現代受けす

るものまで、幅広いカリキュラムを提供し、そのうえで学生に特定の専攻領域を選ばせるよう

なものがいい。そうしていけば実践教育と理論教育の「両刀遣い」が出来る環境が整うであろ

う。また実学的側面では、科目的に一部足りない部分もある（たとえばＲ＆Ｄ，ＩＴ，バイオ、

イノベーションなど）。そうした先端的テーマを扱った講座をいくつかオファーしても良いだろ

う。 

 

３．大学院商学研究科 

 

早稲田大学大学院商学研究科は言うまでもなく長い歴史と伝統を誇り、これまでに数多くの

優れた人材を学界等に輩出してきた功績は多大であろう。最近ではアカデミックな側面に加え、

社会人入試制度の導入なども行い、大学院レベルでも理論と実践の両面を重視する意図がうか

がえる。これまでのビジネススクールとは違い、ある特定の「研究テーマ」で学生を募集し、

その分野の先生と双方向で研究をすすめるというのは新しいプログラムになる可能性がある。 

検討課題としては、以下の諸点が挙げられる。 

なによりもドクター学生には、博士課程在学中からもっと学外の学会誌に公刊するよう奨励

し、世界水準の若手研究者の養成により注力することが肝要であろう。 

博士課程の担当資格に関しては、歴史などの分野はともかく、最先端理論ならＰｈ．Ｄ．を

出たての先生のほうが詳しい場合もある。とくに最近の発表・未発表論文とか最新の研究方法

論などは、一般的に若手研究者の得意分野のはずだ。 

 それから課程博士要件の明確化（ドクターを出す仕組みづくり）も重要課題だ。オーバード

クター問題を改善し、現在のドクター学生室の過密状態も解消したい。 
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紀要の問題だが、助手まではレフェリーつき、講師以上はフリーパスというのは、いったい何

故か。少なくとも講師以上にも等しくレフェリーは適用したほうがよいと考える。 

修士課程における「社会人枠」、というのは新しい試みだが、特定のテーマのみを極めたい人

にも例えばメソドロジーなどの基本科目をどの程度課すかがジレンマだ。更に、アカデミック

スクールの教員に実践教育を課すにも限度がある。バランスが重要だ。難しいが商研こそ理論

と実践との「両刀遣い」ができる素地がある。 

また、ビジネス研究における英語の重要性に鑑みて、社会人に英語入試を課すか否かに関し、

更なる検討が必要であろう。 

 

 

４．産業研究所 

 

二十数年たつという組織であるが、産研は何をやる組織なのか。差別化する一つの方法とし

て、目玉となるリサーチテーマがあるだろう。また、そのための人事の面でも兼任という形に

はなるが、教員を産研にローテーション化することなどは出来ないだろうか。一種のサバティ

カルではないが、それに似たような仕組みにすることも一つの方法であろう。あるいは、ティ

ーチングのリクワイアメントがないという条件がつけば、海外の学者を招聘して共同研究をや

ってもよいだろう。 

 

 

５．むすび 

以上、商学部、大学院商学研究科、および産業研究所各組織に関する私見を論じた。長年の歴

史・伝統から生まれた良い点を更に発展させ、改善すべき点は積極的に行うことが本学の更な

る飛躍につながると信じる次第である。 

 

以上 
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早稲田大学商学部･商学研究科･産業経営研究所点検評価 
          

伊東 顕             
（財）国際ビジネスコミュニケーション協会 理事長 

 
商学部、研究科、産業経営研究所の外部評価の委嘱を受け、教育現場に身を置いていない評

者として、所見を企業やビジネス側から見て望ましい人材を供給しているかという視点に絞っ

た。 

企業やビジネスで求める人材の要請に応えて、「何を、どう教育し、教育効果は上がっているの

か」というチェックポイントで大学側の資料を点検した結果が次のとおりである。 

 

１．何を教育するか 

最近とみに専門性と即戦力を求める傾向が強まっている。しかし、一方ではリーダーとし

てのキャパシティを持っている人材を望む声も根強い。本来は双方を兼ね備えることが理

想だが、やや二極分化している現状である。 

商学部は Fundamental Knowledge & Skill’s が「専門基礎科目」で、General Liberal Arts 

が「総合教育科目」で、Professional Education が「専門教育科目」のコース制によって

満たされ、企業や社会が求める専門性と幅広い素質／教養という二面性に対応するカリキ

ュラムが整えられている。さらに商学研究科との連動で Professional Education の充実

が図られるならば、オール早稲田としての体制は完備するのではないか。 

 

２．どう教育しているか 

  授業参観等の現場検証を欠いているので詳しい評価は難しい。 

  そこで、インターフェースを重視して学生間、教員間、学校間そして社会との接点で十分

なインターフェースを保ち、開かれたキャンパスになっているかを点検した。資料からは

限られた情報しか得られず、必ずしも積極的な活動が伝わってこない。ところが最近出版

された 『早稲田大学 ―新世紀への挑戦―』によれば、極めて多彩な取組みが進んでいる

ことになっており、上記資料との大きな情報落差に驚く。 
  例えば、 

留学生数   外国人学生数 

   商学部        17 名       37 名 

   全 学        362 名      1234 名（61 ヶ国）  

 ４



 となっている。さらに「新世紀への挑戦」では海外協定校 13 ヶ国 21 校との間に CCDL

（Cross-Cultural Distance Learning）がネットワークされ、学術機関を含めた提携先は 56 ヶ

国 306 校に及んでいる。 

また、オープンカレッジやエックステンションセンターの強化が唱われている。もし学部授

業とオープンカレッジやエックステンションセンターを重複受講したり、商学部と研究科の相

互受講（が許されるとして）をする学生が増えているとすれば、キャンパス内のインターフェ

ースが増幅していることになる。 

研究科では ―「新世紀への挑戦」の記述によれば― トライアングルメソッドが強調され、

教員・大学院生・外部団体との連繋を通じて高度専門職業人の養成に特化した実践的教育が唱

われている。社会との接点では生涯学習機関として社会人のリカレントプログラムを含めて地

球市民の育成を標榜している。 

  一方で産業経営研究所レベルでは、外部からの受託調査研究により社会知と大学知の融合

が起り、積極的なリサーチプロジェクトを推進することができる。 

  このように、学部を超えたインターフェースが進み、国際的なネットワークやサイバーゼ

ミ等が本当に機能しているとすれば、商学部にもなんらかの影響と商学部生の参加が起っ

ているはずで、その情報を欠いた資料では、「あまり充分でないインターフェースのもと

旧態依然として学部内に閉じられた教育」と映る。 

  全学で推進されている改革と商学部・商学研究科の変革をシンクロナイ 

  ズする方向をとるべきで、またそのベクトルで纏められた情報提供が肝 

 要と感じた。 

 

３．教育効果は上がっているのか 

  インプットとしてのカリキュラムが、どの程度教育結果のアウトプットに反映しているか

を示す資料が不足している。 

  アウトプットが学生の質だとすれば、例えば卒業生の追跡調査を継続的に実施して、卒業

生の自己評価ならびに商学部出身者に対する外部評価のシステマティックな測定方法を

考える必要がある。在学経験がどれだけ現在のキャリアに貢献しているか、また母校や後

輩に対するアドバイスや提言を聞き取り調査して、大学の自己評価に活かすデータとすべ

きだ。 
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早稲田大学商学部･商学研究科･産業経営研究所点検評価 
          

坂本 俊造             
（株）三菱総合研究所 
政策・経済研究センター主席研究員 

 
（１） 第三者評価委員会に参加された委員の多くは、他大学の教授方であり、自己の体験を通

じての発言を通して、早稲田大学のみならず、他大学の状況も判り、個人的にも極めて

有益であった。 

 

（２） 今回の評価実行委員会では、多様な意見表明、討議が行われた。言う迄もなく、社会科

学は、数量化や客観的な評価基準になじまない分野であり、評価にあたっては、それぞ

れの大学や学部、学科の個性、公立私立の別、研究・教育で重視する方向性、国際的な

通用性など、多様な切り口による評価が可能である。反面、この多様性ゆえに、評価の

観点が分散したり、言いっぱなしに終わる懸念を伴う。 

 

（３） 伝統校、伝統学部といえども、経済、社会など環境の激変に対応して、常に変革の意識

を持ちつづけることが必要であろう。変革のプロセスとしては、まず「自己点検・評価」

が出発点であり、これをふまえての「第三者評価」という位置づけになると思われる。

第三者評価を実施するメリットがあるとすれば、内部の当事者としては自明であっても

表明しにくい見解を第三者は比較的率直に表明でき、かつ学内を説得しやすいことにあ

るのではないか。しかし当然のことに、自己点検、評価、第三者評価で指摘された事項

を組織体としての改善や向上にいかに結びつけるか、その実行が最も重要かつ困難な問

題である。 

 

（４） 産業経営研究所について一言すれば、産学連携を進める上での接点として、あるいは産

業界の生々しい変化を知覚する媒体として重要な存在となりうる機関だが、現時点では

必ずしもその位置づけがはっきりしていない。これ迄低調であった企業からの委託調査

を今後積極的に受ける方針が示されているが、それ自体極めて厳しい評価の対象となり、

レベルアップの刺激材料となりうる。しかし研究所としての機能向上、活性化には専任

教授の就任をはじめ体制の整備が不可欠である。 
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早稲田大学商学部･商学研究科･産業経営研究所点検評価 
          

鈴木典比古             
国際基督教大学教授･学務副学長 

 
 この度、早稲田大学商学部･商学研究科･産業経営研究所が自己点検を行うにあたり、外部評

価者として招かれたことは非常に光栄であるとともに、その責任を重く感じている。外部評価

者としてその責務を果たす際に持った感慨、心がけたこと等は以下の諸点である。 

１． 自己点検に際して外部評価者に評価を依頼したことは点検の客観性を確保するために

必要であるとともに、決断を要することである。商学部の見識に敬意を表する。 

２． 早稲田大学商学部･商学研究科･産業経営研究所が歴史的､社会的に果たしてきた役割を

考えれば、今回の自己点検評価は単に早稲田大学のためにあるのではなく、日本の商学

教育のためにあるのであり、その水準は日本の商学研究の水準が奈辺にあるかを示す指

標であるべきである。 

３． 大学改革が私立･国立大学ともに進行中であるが、早稲田大学が日本の私立大学の中で

果たしてきた指導的役割からして、その改革は国立大学独立法人化に並行した私立大学

改革の在り方を示すモデルとして他大学からも期待されている。 

４． グローバル時代の進展の中で、教育もその例外ではない。日本の大学教育の水準はグロ

ーバル･スタンダードの観点から点検されなければならない段階にきている。早稲田大

学はその点でも指導的な役割を果たしていかなければならない。 

 

商学部 

１．「商学部」という名称は伝統ある学部名称であるが､この名称は現在の商学部のカリキュラ

ム内容、学生へのアピール度、将来の学部の在り方等を考えると、別の名称の可能性を検討す

べきである。 

２．外国語を３年間にわたって必修とする方針は高く評価できる。これだけの時間を費やして

必修とするのであるから、単に外国語を学ぶというだけではなく、外国語修得の意味をより積

極的なものにすべきである。たとえば、履修した外国語で専門分野の文献を読み、その外国語

でクラス討論､論文執筆、卒業論文提出を行うなど。 

３．カリキュラム編成は専門分野の特徴を強調するものとなっている。出来るならば、更にリ

ベラル・アーツ的な科目を充実させることによって､学生に自ら広い視野を取得させた上で専門

分野に進むことの出来る機会をもっと豊富に与えるべきであろう。 
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４． セメスター制によって授業が半年で完結するため、学生にとって学修効果が期待できる。 

５． 卒業の要件のなかに卒業論文の執筆・提出が記載されていない。 

６． 外国語２４単位とあるが、２ヶ国語履修の場合、その単位修得の内訳が明記されていな

い。 

７． 登録単位の上限は年間３６～４０単位だが、これを単純に１セメスター分に換算すると、

１セメスター１８～２０単位になる。学生が毎年最高単位数を履修していっても１２４

単位を履修するには３年半を要する。この配分は適当である。 

８． クラス規模に関しては１００名以上のクラスは１０パーセント台前半であり､適切だと

思われるが実数的には１５０クラス以上が１００人以上の学生を収容して行われてお

り、改善の必要があるのではなかろうか。 

９． 授業評価については、自己点検報告書が問題点を自覚していることは評価できる。授業

評価を学生に公表することに是非の論議があろうが、学生側からすると評価した結果が

教授会でどのように取り扱われているのか、周知されない限りその意義に疑問が生じる

であろう。忘れてならないのは学生と教員との関係は授業を通じて相互評価しあう関係

にあるということである。つまり、教員はシラバスを通じて担当教科の内容と学生がそ

れを履修した場合に要求される学業達成水準を明示する。そしてその達成水準の可否を

試験を通して検証し､成績をつけるのである。学生は、教員がシラバスに明示して学生

に提供を告示した教育内容を授業を通して実際に提供したか否を評価し、教育内容の更

なる充実(ということは、学生満足の更なる向上､ということに連なっていく)に資する

ために授業評価を行うのである。 

１０． グレード･ポイント制は評価に値する。しかしこの制度はあくまで学生の学修指導に資

するために使われるべきであって、単なる成績表示の一方法に終わらないようにすべき

である。 

１１． 研究活動は活発に行われている。更に単著、レフェリー･ジャーナルへの掲載、欧米の

一流ジャーナルへの掲載が増えることを望みたい。 

１２． 学生･教員の比率を改善する必要がある。 

１３． 留年比率が約６パーセントであるのは、高い。早稲田大学の学生気質からして、学生の

ときから自分で自分の方向を決めていこうとする姿勢から、学業以外の活動にも積極的

に参加しているためかとも思える。 

１４． カリキュラム改革の中で、専門教育と教養教育（リベラル・アーツ）のバランスについ

て問題点をよく自覚している。「大学院重点化」に関する慎重な議論の必要性に言及し

ていることは評価できる。私立大学のマスプロ教育は学部教育を犠牲に成り立っている
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側面が強く、「大学院重点化」はこの傾向を更に進めてしまう可能性がある。私立大学

は国立大学に伍してその二番煎じにならぬように、建学の精神に立ち返り早稲田の校風

を大切にすべきである。そのためにも学部教育の充実こそ大切である。 

 

商学研究科 

１． カリキュラムは専門性を重視して明確な内容を持つものになっている。 

２． 修士課程の学生が学部の科目を履修する場合、それは単位として認められないとあるが、

ある一定の単位数の範囲で取得科目の単位を必要単位として認めてもよいのではない

か。 

３． 逆に、外国学生の場合、日本語補習時間に相当する単位数を含めて３２単位内で登録す

ればよいことになっているが、２．の取り扱いとは反対の原則に発っているように思え

る。 

４． コース別の学生･教員比率は概ね適切である。 

５． 学生が『商経論集』や『早稲田商学懸賞論文』などに研究論文を載せる機会を与えられ

ていることは大きな勉学上の励みになり、評価に値する。 

６． 専任教員の出講日数が週２日が一番多いが、これでは学生指導が十分出来るか否、懸念

される。 

７． 博士学位受領者が９年間で６名であり､一年間に１人に満たないのは深刻な問題である。

この状態では、博士課程取得を目的にして早稲田大学に留学してくる外国人学生の要望

に応えられない。 

８． 個人研究費の額は適切である。 

９． 学生読書室の閉館時間が１８：００時であるのは早すぎるのではないか。大学院生のた

めに施設であるから、２０：００時位までの利用時間とすることが必要であろう。 

１０． 他大学から早稲田大学の博士課程への入学者が増加していることは評価できる。 

１１． 大学院運営のための委員会の数が多すぎるという印象を与える。 

 

産業経営研究所 

１． しっかりした組織である。 

２． 教員の７割が研究分科会に参加していることは評価できる。 

３． リサーチ・プロジェクトが盛んであることは評価できる。教員だけでなく､学生達にも

呼びかけて学生の自主性に基づくリサーチ･プロジェクトをコンペ形式でやるのもよい

かもしれない。 
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４． ワーキング･ペーパーの刊行をもっと盛んにする必要がある。これには大学院生の参加

も認めることがよいであろう。 

 

まとめ 

総じて、早稲田大学商学部は日本の大学の商学系学部の中で、その代表的学部としての歴史を

負い、貢献してきている。上に挙げた諸問題点は各大学が少なからず抱えている問題であり、

単に、早稲田大学だけの問題ではない。しかし、早稲田大学が日本の高等教育界で享受してい

る高い評価を考えるとき、それにふさわしい内実を備えて欲しいと思うのは、ある意味で当然

のことである。早稲田大学が日本の私立大学のモデルになって欲しいと思っているのは、私だ

けではないはずである。今回の自己点検に際して外部評価者として参加した私の評価の視点が

早稲田大学にとって良かれと思う思いからのみではないことをご理解いただければ幸いである。 
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早稲田大学商学部･商学研究科･産業経営研究所点検評価 
            鈴木久敏  

筑波大学大学院ビジネス科学研究科長 
 

1) 大学教員である学部長以下の執行部の先生方が、事務職と紛うべき多くの煩雑な仕事を精

力的にこなしている点に感動を覚えた。これらの先生方の熱意があるからこそ、学部・研

究科・研究所が曲りなりにも正常に運営されているといえる。しかしながら、学部執行部

の本来の機能は、商学分野での新たな教育サービス、研究成果の創出であり、そのような

方向での企画機能であろう。管理的業務の多くをサポートする事務体制の強化・充実が不

可欠であろう。また、限られた人数で業務をこなすために、相対的に低い価値しか生み出

さない業務のスリム化は必然であろう。 

2) 創立 100 周年を迎える大学であるので、施設の多くが老朽化しているのは致しかたがない

点もある。もちろん大学図書館等の最新の施設が充実している点も多々あるが、多くの建

物で教室が学生数に比して全体的に狭過ぎる。教室こそ、大学がもっとも力を入れて整備

すべき施設である点を忘れないで欲しい。 

3) 情報機器の整備は商学分野としては良く整っている。また、ハード面の整備だけでなく、

ソフト面でもよく整備された体制であると評価できる。特に、学生の質問等に答えるため

に、常時、端末室にチュータが配置されている点は極めて優れた体制である。 

4) 早稲田大学全体としてのブランドや 100 年の商学教育の伝統に甘えることなく、早稲田大

学商学部としての、「21 世紀の商学とは何か」を社会に向けて発信できる、新たなブラン

ドの創出が必要であろう。特に、高校生レベルで理解できる形での情報発信は不可欠であ

る。 

5) 大学院に関して言えば、学生数、学位授与数、担当教員数(学部担当教員数と比較して)、教

員の研究成果、科学研究費補助金など外部資金の獲得額等のいずれの点を見ても、極めて

限定的な評価しかできない状況である。日本の私学の雄である早稲田大学の名に恥じない

体制にしてもらいたい。そのためには、若手の優秀な教員の採用・昇任とその育成、異分

野や学外からの教員としての新規採用による教員間の競争意識を高める施策が不可欠であ

る。 

6) 約 100 名近い教員の間の連携、意思疎通が不十分なのではないか。100 周年の各種事業は、

教員間の意識を再統合する絶好の機会と認識するべきである。 
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早稲田大学商学部･商学研究科･産業経営研究所点検評価 
          

藤本隆宏             
東京大学教授 
 

 商学部：実学一辺倒ではなく、実学と教養の両立を考える、という基本方針はきわめて妥当

だと思います。特に、語学教育、とりわけ英語選択者への TOEFL 義務付けは素晴らしいと思

います。英語が事実上グローバルスタンダード化している現状から言えば、二外国語三年間と

いう現状から、もう少し英語へシフトし、生きた英語をできるだけ多くの学生に習得してもら

うのが、早稲田商学部のミッションにも合致するかと考えます。 

 その上で、早稲田商学部・商学研究家の一貫したアイデンティティを内外に明示し、強化す

る必要があるのかもしれません。例えば、仮に早稲田商学部卒業生のあるべきイメージが「幅

広い教養に裏打ちされた顧客目線・現場目線のオペレーション能力」（アメリカで言えば、ハー

バードビジネススクールよりは、より手堅い教育で定評のあるペンシルバニア大学ウォートン

校に近いイメージ）であるとすれば、早稲田商学研究科の育てるべきビジネスエリート・ビジ

ネスアカデミックス像もまた、その延長線に考えるわけです。 

 そのために、よりプロ指向の強い一部学生に対し、学部の段階で、より粘り強い問題発見・

問題解決能力を養成する一種のエリート教育を実施し、彼等を大学院進学者の中核に据えるこ

とにより、早稲田商学のアイデンティティに相応しいビジネスエリートと若手商学研究者を同

時に育成するといった、連続性と一貫性のある学部・大学院教育の可能性を考えることも可能

と思います。 

 商学研究科：さすがに、日本有数の商学研究科としての陣容を揃えていますが、改善点もあ

ると思います。まず、課程博士号取得者がきわめて少なく、しかも事実上、外国人に限られて

いる、という現状は、内外の商学・経営学・経済学の趨勢から見ても、早急に改善されるべき

と思います。博士号は、一人前の研究者であることのパスポートであり、学界を揺るがす大論

文にのみ与えるものではないと思います。新基準を一斉に採用し、相応しい実力のある人間に

はどんどん課程博士号を与えていくべきです。当然、審査基準は厳格に保たれるべきですが。 

 そのためには、質の高い博士課程学生をコンスタントに輩出するシステムの強化が必要でし

ょう。博士課程プログラムの体系化もさることながら、厳格なクローズ型である現在の指導教

授制をある程度変えていく必要があるかも知れません｡ 

 むろん、一人の指導教授が最終責任を持って一人の学生を育てる、という点は変わらないと

しても、その一人の学生を複数のスタッフ（博士論文口述試験においてコミティー・メンバー
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に加わる可能性の高い複数のファカルティメンバー。場合によっては、研究科外、学外も含む）

が複眼的に評価し、その好不調を集団で把握し、相談しながら指導していくことは、学生にと

っても客観的な評価が得られやすく、また指導陣にとっても、学生のアウトプットの質の維持

という意味でメリットがあると思います｡ 

 また、関連領域の修士課程学生・博士課程学生が世代を超えて一堂に会し、教授陣とともに、

修士論文プロポーザル、博士論文プロポーザル、学会発表リハーサルなどを集団で批評する「ワ

ークショップ」を領域ごとに頻繁に行なうことも、学生にとってのフィードバック効果が大き

いのみならず、よいフィードバックができる有能な研究者予備軍を発掘する（つまり、学生仲

間の中でも一目置かれるスタープレーヤーを発掘する）という点で、有効な仕組みと思います｡

往々にして、教授指導よりも学生間のフィードバックの方が、長期的に見れば学生を伸ばす可

能性が高いようです｡研究科としては、そうしたオープンなレビューを可能とする場と雰囲気を

醸成することが肝要かと思います｡ 

 それから、専任教員の年齢分布が５０歳代に偏っていることも、検討に値します｡その原因は、

３０～４０歳代の教員の中で大学院で指導できる教員への昇進が、比較的遅いことだ、と聞き

ましたが、大学院生の指導にとってベストの人材は、往々にして比較的若手の優秀な研究スタ

ッフである、という現実から考えれば、大学院専任教員の年齢バランスの改善が必要と思いま

す｡ 

 また、早稲田の英文紀要『Waseda Business & Economics Studies』への掲載数が年々減っ

ています｡これが、英文査読ジャーナルへの投稿に振り変わった結果であればむしろ望ましいこ

とですが、内外の学術雑誌への掲載数の記述が『報告書総括』にないため、確かめられません｡

内外の学術雑誌への掲載状況も記載するとともに、その改善を目標とすることも必要と思われ

ます｡むろん、海外レフェリー・ジャーナルへの掲載が全てではありませんが。また、スタッフ

の著書一覧は立派なものですが、ここでも、教科書や啓蒙書はきわめて充実していますが、研

究書の比率がもう少し高くても良いように思われました｡ 

 最後に、設置科目として７専修が挙げられていますが、戦略論、技術・生産管理論、情報経

営論などが抜けているのがやや気になりました｡これらの分野の充実も必要と思います｡ 

 産業経営研究所：共同研究などにおいて、さらなる活用が期待されます｡特に、新しいトピッ

ク集中型の修士コースとの有効な連動が可能であれば、この研究所の存在がさらに活きる可能

性はあると思われます｡ 
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