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政治経済学部 

 

Ｉ 総論 

 

政治経済学部の理念・目的 

政治経済学部は、早稲田大学の前身、東京専門学校が 1882 年に創立された時の３学科の筆頭で

あった政治経済学科を母体とする学部で、大学の中軸をなす学部の一つであると自負している。創

立時から、政治学と経済学を国民生活の基本現象を考究する上で不可分の学問と位置づけ、両者を

法科と切り離して、独立の１学科としたことが、今日まで続く、優れた特色である。この自覚から、

個別の発展を遂げてきた政治学と経済学を合わせた教育を学部教育の特徴とする努力を続けてき

た。その努力は、時代の趨勢の変化とともに、カリキュラム編成の変革として具体化してきた。新

聞学科、自治行政学科を併設して、４学科制を採った時期もあったが、現在は政治学科と経済学科

の２学科体制である。両学科の学生たちが、それぞれ専門的な教育を受けつつ、もう一つの学科の

学科目も履修し、政治と経済の二つの視点から、両者が複雑に絡み合った現代社会のメカニズムを

理解することができるようになることを理念とし、目的としている。 

学生には、政治学と経済学を履修することによって、人間性を養い、国際化時代におけるよき市

民となることを期待している。世界的、学際的な視野を備えさせるために、外国語科目、教養科目

を充実させていることも本学部の特色である。また、多数の専門演習、教養演習を設置し、教員と

学生の間に密接な接触・交流を図っており、少人数教育も本学部の理念の一つとなっている。学生

には、授業科目を自主的に選択、履修することによって、自由の精神と自発自啓の独立心を修得す

ることを求めている。 

本学部への入学を希望する受験生は、以上のような本学部の理念と目的をよく理解し、本学部の

教育に対して、政治学と経済学の同時履修、豊富な教養教育、充実した外国語教育、少人数教育、

国際的な学問およびジャーナリズムに関連する学問に触れる豊かな機会を期待している。 

なお、教育理念は『学部要項』や学部のwebページに、教育方法は『講義要項』や学部webペー

ジに公開されている。 
 
社会との連携 
政治経済学部では、従来の外部講師を招聘しての多様な課外講義の提供に加えて、近年、社会の

各分野で実務経験のある者を専任教員として積極的に採用し、寄付講座を開講し、また、社会人入

試を実施するなどして、社会との連携・応答を重視している。また専任教員による外部資金の調達

も活発である。 
 

政治経済学部における将来構想の検討 
本学部のこれからのあり方を考えるために、1999年1月に「将来構想委員会」を設置した。同委

員会は2000年5月までに計13回の会議を行い、主として、学部の基本方針、新学科設置に関する

試案、学部の将来構想に関する学部長提案を審議し、2000年2月には、審議の中間とりまとめを教

授会に提出した。 

 学部の将来構想に関わるものとして本委員会で検討してきた主要な問題点は、以下のようなもの

である。(1)政治学と経済学をさらに有機的に連携させた教育・研究をする必要がないか、(2)社会

の要請、学生の要求、時代の要請によく応えているか、(3)社会の国際化、情報化に対応する政治

経済教育が必要ではないか、(4)専門教育と教養教育をどう関連させるか、(5)以上のような課題と、
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学生数の大きさに応じるために、現在の２学科体制を変更する必要がないか。 

 

現状―学生数、教員数（2001年4月現在） 

 2001年4月現在の本学部学生数、教員数は下表のとおりである。 

学年 １学年 ２学年 ３学年 ４学年 ５学年 履修生 計    

政治学科 473(122) 467(135) 430(106) 467(103) 155(18)  1,992 (484)

経済学科 826(145) 788(107) 853(129) 814(137) 310(22)  3,591 (540)

計 1,299(267) 1,255(242) 1,283(235) 1,281(240) 465(40) 11(6) 5,594(1,030)

注 （ ）内は女子学生数｡ 「履修生」には科目等履修生、学部交流学生、委託学生を含む。 

   「５学年」には５学年生およびそれ以上の学年生を含む。 
専 任 教 員 非常勤  計 

教  授 助教授 講 師 助 手 特任教授 計   
８３ １３ ３ １ ３ １０３ １８８ ２９１ 

 
 
Ⅱ 教育活動 
 
１ カリキュラムの編成と特色 
 
カリキュラムの特徴  

1996年度入学生から適用されている現在のカリキュラムでは、卒業所定単位数124単位を、教養

科目20単位、外国語科目14単位、専門教育科目72単位、自由選択科目18単位に分け、幅広い科

目選択を可能としている。その中で、専門教育科目にはコア科目を設け、履修上のガイダンスとし

て、政治・経済・教養の各科目分野にコース制を導入している。それによって学生が、一方で専攻

分野の体系的な理解を促進するのを手助けし、他方で自己の目標にあった学習計画を自由に構築で

きるようになっている。豊富な外国語科目群やコンピュータなど AV 機器を用いた科目、また多数

の専門・教養の演習などを通じて、学部の教育目的に資するよう心掛けている。 

 ただし、卒業所定単位数が142単位から124単位に引き下げられた関係で、政治学科の学生が経

済学科目を、あるいは経済学科の学生が政治学科目を履修すべき程度も引き下げられ（政治学科8

単位、経済学科4単位）、他学科科目の履修が減少している。 

 

体系的履修への考慮 

 現行カリキュラムでは、新入生に政治学・経済学の基礎科目を提供し、二年次以降の専門科目へ

のスムーズな移行を目指している。政治学科では、「外国文献研究Ⅰ・Ⅱ」を必修とした上で、多

くの半期科目を中心に設定している。特に「現代デモクラシー論」「現代日本経済論」「現代日本政

治論」「現代国際関係論」は、高校までの知識と専門科目との間のギャップを埋めるべく設置され

ている。また、「政治学古典講読」では、登録生数25名までのゼミ形式を採用している。経済学科

では、専任教員が担当する「経済学入門」（４単位）が必修であり、今後の経済学学習の基礎固め

を目指す。その他に、「経済学史入門」「経済数学入門」「日本経済論入門」「経済学のための計量分

析入門」（コンピュータ実習授業）を設置し、高校までの知識から専門科目への無理のない移行を

可能にしている。 

 また、新カリキュラムでは、これまでの教養科目における学系および専門教育科目における群制

度に替えて、コース制を導入した。このコース制とは、同種のジャンルの科目をグループ化したも
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ので、学科目の豊富な選択肢を残しつつ、学習効果を高めるため、系統的・段階的履修のプランを

学生に提示するものである。教養科目部門に人間・社会、哲学・思想史、文学・芸術、自然・生命、

数理の５コース、政治学科目部門に政治学、公法行政、国際関係の３コース、経済学科目部門に理

論・歴史、応用経済の２コース（前者は経済分析、社会経済史、後者は経済政策、国際経済の系列

にさらに分かれる）が設けられている。 

 

教育の活性化・多様化 

 本学部は、多数の学科目を設置し、教育の活性化・多様化を図っている。まず外国語科目に関し

ては、1 年度配当の外国語Ⅰで、英語 48、ドイツ語およびフランス語各 1 クラスが、外国語Ⅱで、

ドイツ語10、フランス語11、ロシア語2、中国語14、スペイン語7、および英語1クラスが設置さ

れている。２年度配当の外国語Ⅰでは、英語48、ドイツ語およびフランス語各1クラスが、外国語

Ⅱでは、ドイツ語11、フランス語10、ロシア語2、中国語15、スペイン語6、および英語1クラス

が設置されている。英語Ⅲでは、2～3年配当で、46クラスが、自由選択科目として、ドイツ語8、

フランス語9、ロシア語5、中国語5、スペイン語4クラスが、発展科目として、英語14クラスが

設置されている。 

 第二外国語は学生の希望に基づき選択履修することになっているが、2000年度新入生（1262名）

では、中国語405名、フランス語320名、ドイツ語260名、スペイン語200名、イタリア語30名、

朝鮮語26名、ロシア語13名、英語1名、日本語7名となっている。ドイツ語・フランス語・ロシ

ア語・中国語・スペイン語には集中クラスも設けられている。 

 教養科目部門では、各コースの学科目は、同一科目について原則として複数のクラスが提供され

ている。政治学科目と経済学科目の基礎科目でも、同一科目について原則として複数のクラスを設

置し、教育の活性化を目指している。経済学科目においてはコア科目でも複数クラス制を導入して

いる。また 3 年度配当の「政治学研究」「経済学研究」では、正規の学科目では対応しきれない先

端的・実験的領域に柔軟に対応する科目が、前期後期合わせて 45 クラス提供されている。その中

には今年度から開始された寄付講座4クラスが含まれている。 

さらに、本学部に特徴的と思われることは、演習の多様さである。教養演習として 41 クラスが

設置され、1年生から4年生まで、3種類を上限に履修可能である。専門演習は、2001年度からの

改正で、3 年・4 年の 2 年間を通じて一つのゼミに参加し、ゼミ論文を提出することによって8 単

位を修得する方法になっている。政治学科では28クラス、経済学科では43クラスが設置されてお

り、約8割の学生が受講している。 

 教育の多様化の一環として、学内外の研究者複数名が数回ずつ講義を行うことで、あるテーマの

学際的および多角的分析を試みる「総合講座」8単位分を開講している。また正規の講義科目とは

別に、「課外講義」として、学外から有識者を招いての講義を年平均約7回学生に提供している。 

 早稲田政治経済学会創設75周年を記念して、学生の学習意欲を刺激すべく、2000年度から論文

コンクールを実施している。 

1996 年度のカリキュラム大幅改訂後も、必要に応じ小規模な改訂を行ってきているが、2000 年

度で４年を経過したため、政治学・経済学・教養科目の各メンバー会および学科目委員会等で、カ

リキュラムの見直しを行い、現在、中規模の改訂につき検討しているところである。 

 

新入生に対する導入教育  
 1999 年度より、すべての新入生に対しガイダンス授業を行っている。2000 年度は前年度の学生

からのアンケートに基づいて、その実施を早め、科目登録の際の参考にできるよう考慮している。

テーマは現在のところ「政治学」「経済学」「教養科目（数学・自然科学）」「語学」である。 

 帰国学生に対しては、11月中旬より１月下旬までの８週間に、国際教育センターで実施されてい
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る予備教育課程（有料）を履修させている。受講後、レポート等の提出を義務づけている。  

指定校推薦入学者、および付属校（早稲田大学高等学院、早稲田大学本庄高等学院）、系属校（早

稲田実業学校、早稲田高校）からの推薦入学者に対しては、10種類それぞれ２冊ずつの課題図書か

ら、各自１種を選ばせ、２冊とも読んだ後、4000字程度のレポート（手書き）を提出させている。  

 
他学部聴講制度  

学生が他学部・他箇所に設置された学科目を学部横断的に聴講できる他学部聴講制度を、政治経

済学部も活用し、本学部単独ではカバーすることが難しい特殊専門科目を他学部で聴講することを

学生に奨励し、自由闊達かつ発展的な学習の機会とさせている。 

政治経済学部が他学部聴講を許可しているのは、大別して、他学部・他箇所の専門・教養科目、

国際教育センター・国際部設置科目、語学教育研究所殻置科目、メディアネットワークセンター設

置科目、「教員免許状」取得のための教科に関する科目、体育局保健体育科目、日本語教育センタ

ー日本語・日本語講座設置科目、早稲田・オレゴン年間プログラム、の８種である。いずれも取得

単位数には上限を設け、卒業単位に換算できる「自由選択科目」部門と、卒業要件とはならないが、

成績が証明書に記載される「発展科目」部門の単位として認定する。 

政治経済学部の他学部聴講学生数は 2000 年度合計で延べ２千人を超え、科目数は述べ 3 千科目

近い。総在籍学生の半数が他学部科目を聴講している勘定となる。体育局、MNC、教育学部、語学

研究所のいわゆる実学関連科目の聴講数が約80％で、残り20%が語学を除く他学部設置の専門科目

および教養科目となっている。  

他方、他学部から本学部に受け入れる聴講生は、法学部、社会科学部、教育学部、文学部（一文

と二文）からの受け入れが多く、合計で履修科目1146、履修人数680名となる。 

 
２ 科目の履修・選択 

 

講義要項、カリキュラム・ガイダンス、科目履修・選択のための情報提示、科目登録の方法 

 政治経済学部では毎年度500頁を超える詳細な講義要項を作成し、学生に配布している。学部の

ホームページにおいても講義要項をアップし、広く公開している。学生の科目登録にあたっては、

学部要項に加えて詳細な科目登録マニュアルを配布している。さらに 2000 年度からは、既に実施

されていた科目登録の手続面の説明に加えて、1年配当専門基礎科目担当の専任教員による内容面

での説明および個別相談のガイダンスを行っている。 
新入生については、４月始めに自動登録科目の登録結果が交付され、またガイダンスが行われる。

新入生以外については３月末に成績発表が行われ、外国語再履修および科目登録関係書類が交付さ

れる。一部の科目については自動登録が行われ、その結果も同時に交付される。同時に各学年の学

生に対し科目登録のための相談を行っている。多くの科目では抽選が行われ、登録にもれた者は他

の科目を選択し、再度登録する。この手続きは３次登録まで行われる。なお、２次登録時からは、

学士編入生、科目等履修生の登録も行われる。 
                         
授業期間 

 大学歴の関係で、前期は４月１日から７月 19 日前後まで、後期は９月 16 日から３月８日前後ま

でとなっている。前期の科目登録の期間に通常の講義は行っていない。また、前期末、後期末には

定期試験期間が設定されており、この期間に通常の講義は行っていない。補講期間を学期末に設け

ている。    

 

時間割編成、履修人員規模別授業科目数 
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 学科目の提供は、一般に、月曜日から金曜日までの2時限目から4時限目に集中している。逆に、

土曜日および月曜日から金曜日までの1時限目と5時限目に提供される学科目数は少ない。また配

当学年が上昇するにつれて1時限目の利用が低下する。専門演習については、時間を延長して実施

するクラスが多いため，4時限目・5時限目に設定されているものが も多い。 

履修人員規模別に授業科目を見てみると、全体としては、200人までの科目が多くを占めている。

また、語学については、すべて50人以下（実際には、ほぼ40人以下）の科目である。しかし、専

門・教養科目には履修人員規模101人以上の科目が多い。 

 

学習に関する相談への対応 

 学生から学習に関して相談がある場合に、政治経済学部の教員がどのように対応しているかを、

アンケート調査の結果で見てみると、まず、オフィスアワーを設けている教員はほぼ６割である。

また、約65％の教員が学生からの電子メールを受け付けている。 
 

３ 教育内容・教育方法 
 
専任教員１人当たり学部学生数 
 専任教員１人当たり学部学生数は、1990年度の77.5人から1999年度の53.9人まで大幅に減少

している。 

 
専任教員・非常勤教員の比率 
 専任教員・非常勤教員の比率は、全体でみると比率はほぼ横ばいである。専門については、専任

教員の比率が高まっている。教養・語学についてはやや低まっている。 
 
教員授業平均担任時間数 
 教員授業平均担任時間数は全体として微減してきている。なかでも、専任講師の負担ははっきり

と減少してきている。ただし、教授については微減であるが、助教授については微増している。 
  
専任教員週単位出講日数、休講率 
 専任教員週単位出講平均日数は2.5から2.7日で推移しており、ほぼ横ばいである。比率で見て

もっとも多い出講日数は3日である。 

 休講率は、97年度から99年度の3年間についてみたところ、全体で5.2 から 5.4％で推移し、

変化はない。補講率については、休講されたもののうちの13％前後にとどまっている。なお、休講

した場合の補講については学部の定まった方針はなく、毎学期末に補講期間を設けているが、休講

に対して補講を行うかどうかは教員の裁量に任されている。 

 
授業内容とクラス規模の関係 
 授業科目ごとのクラス規模を見ると、政治学唯一の必修基礎科目である「政治英書」は、教授会

決定では1クラス50人編成だが、再履修生増加のためにクラス規模が増大し、遵守されていない。

「政治学古典講読」は、 大でも１クラス20人程度の規模が維持されており、1年生が受講できる

数少ないゼミ形式の講義である。 

 経済学唯一の必修科目である「経済学入門」については、１クラス100人前後という想定であっ

たが、1999年度までは教室配置の関係で、200人以上のクラスもあった。この点は、2000年度では

平準化され、改善されたが、再履修生の増大に伴い、クラス数の増設にもかかわらず、1クラス100

人を上回ることが多い。コンピュータ教室の収容人員の関係もあるが、「経済学のための計量分析
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入門」は40人台が多く、一番多いクラスでも69人である。 

 必修科目の一つである「外国文献研究II」の英語文献のクラスは、多くが60人を超えている。 

 専門演習は、1学年の定員を20人としている。3年と4年を合せた実際の履修者数は、1名から

41名までばらつきがある。演習の運営は、原則として少なくとも1学年に対して1コマを割り当て

ている。教養演習については、1年から4年までの合同クラスである。また、語学については、ほ

とんどが 1 クラス 40 人以内にとどまっている。それ以外の専門、教養科目について、多くは 200

人程度の規模であるが、なかには400から500、さらには700人に及ぶクラスがある。 

 同一科目内のクラス規模の違いを見ると、専門、教養科目を問わず、クラス間での規模の差がか

なり大きい。同一科目の中で、一つのクラスが500人規模、別のクラスが一桁という場合がある。 

 
少人数教育への努力 
 1995年度と2000年度を比較してみると、二つの相反する傾向がみられる。全体として科目数が

増加しているが、規模については50人以下の科目が増加している。他方で、101人から300人前後

の規模の科目も増加している。 

 なお、政治の基礎科目、経済の基礎科目でみると、「政治学古典講読」は、1クラス20人の少人

数で編成されている。「政治英書」は1クラス50 人、「経済学入門」は1クラス100 人程度で編成

されることが教授会で決定しているが、再履修者の増加に伴い、この人数を上回っている。「経済

学のための計量分析入門」は、コンピュータ教室の収容人員の関係もあるが、40人台が多く、一番

多いクラスでも69人である。 

 
専任教員の主要科目への配置 
 2000 年度の専門主要科目への専任教員の配置を、政治学科についてみると、基礎科目において、

非常勤への依存度は28.6％であり、コア科目もほぼ同様である。演習については、非常勤への依存

度は17.9％であり、兼担への依存度も少ない。 

 経済学科では、経済基礎はすべて本属の専任教員が教えているが、非常勤への依存度はコア科目

I で 32.3％、コア系列で31.5％にのぼっている。コア科目II は、通常 100％本属の専任によって

担当されている。2000 年度、非常勤への依存度が 10％になっているのは、ミクロ経済学・マクロ

経済学の担当者の 1 人が在外研究で 2000 年度後期から不在のためである。演習については、非常

勤への依存度は、政治学科とほぼ同様であるが、兼担への依存度は政治学科よりも高い。 

 

授業内容の標準化、レベル別クラス編成 
 経済学科の必修科目であり、政治学科の学生もほとんどが受講する「経済学入門」では、1996

年の設置以来、独自の「指導要領」に基づき全クラスの教科内容を統一し、統一試験を課してきた。

2000年度には経済学入門担当者のほぼ全員が執筆する教科書を作成し、2000年4月に出版した（薮

下史郎・秋葉弘哉・永田良・若田部昌澄編著『経済学入門』東洋経済新報社、2000年 4月）。それ

に伴い、「指導要領」も改訂した。 

 
魅力ある授業への努力・工夫 
 政治経済学部の授業をより魅力あるものにするという努力や工夫は、各教員の努力や工夫に依存

している部分が大きい。教員個人の努力・工夫については別に述べることとして、ここでは学部と

してどのような努力をして、授業をより魅力のあるものにしているのかについて述べる。 

�� 1999年度と2000年度のそれぞれにおいて2講座ずつ、複数の大学などと共同遠隔講義を開催

している。また、1999 年度には政治学科の専門演習において姉妹校提携・国内交換留学等の

協定を持つ同志社大学とTelMeetシステムや衛星放送システム（SCSシステム）を活用した双
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方向の遠隔合同ゼミを実施した。 

�� CUSeeMeシステムやTelMeetシステムを使った、外国大学との共同語学授業（英語・中国語）

がおこなわれている。 

��経済学科では、経済分析に必要な初歩的なコンピューターの実技の習得を目的に「計量分析入

門」（通年 10 クラス）と、その上級講義である「データ解析」（半期 4 クラス）とを設けてい

る。また、政治学科では、実証的なデータを分析する「計量政治学」（半期）を設けている。 

�� 2000 年度において、寄付講座が半期 4 クラス設けられている。政治学科における寄付講座は

「メディア 前線講座」と呼ばれるもので、マス・メディア各社からの寄付によって、マス・

メディアの 前線における状況を、毎週異なる専門家を招いて実施しており、前期と後期を通

して通年での講義を提供している。経済学科における寄付講座は、シティ・バンクからの寄付

にもとづいて2000年度から設置された「銀行と金融市場に関する講座」である。 

 

現実社会の課題の理解に関する有効性 

 政治学も経済学も現実社会が直面する問題をどのように解決するかという重大な課題を担って

いる。それぞれの学問が有する体系を系統だって学習することに加え、現実社会の提起する諸問題

を広く検討する機会を提供し、学生のその方面への関心も喚起している。具体的には、１年配当科

目として、「現代デモクラシー論」、「現代日本経済論」、「現代日本政治論」、「現代国際関係論」を

提供し、３年配当科目である「政治学研究」および「経済学研究」においては、必ずしも既存の学

問体系に収まらない 新の問題を分析する講義を多数開講している。 

 

外国語教育 
政治経済学部は伝統的に外国語教育を重視し、少人数かつ多様な外国語選択科目を設け、外国語

文献講読や地域文化研究に必要な語学力のみならず、実践的コミュニケーション手段としての外国

語運用能力の養成を重視している。 

専任の外国人教員は、1995 年－99 年にかけて、コンスタントに７－８名を確保している。外国

人専任教員の資格や勤務条件は日本人教員と対等であり、客員教員を除き学部の運営にも参加する。

非常勤講師の外国人教員も1995年の27名から1998年以降29名と採用数を伸ばしている。外国人

教員の担当科目は専任・非常勤を問わず、全員が外国語科目を担当するいわゆる語学のネイティブ

教員で占められる。ネイティブの語学教員は、高度な語学教育に不可欠な構成員であり、学生や日

本人教員に与える刺激は計り知れない。政治経済学部の外国語科目を担当する外国人専任教員数と

日本人専任との比率は、他学部のそれより高い。 

2000年度から推進している国際共同ゼミ、English OnlineおよびChinese Onlineは、英語や中

国語で海外の提携校と語学演習を行うもので、日本人教員とネイティブ教員との共同運営で、現在

マレーシア・タイ・韓国・台湾とサイバーゼミを実施している。 

 

学生による授業評価 
 学生による授業評価は、政治経済学部としてはまだ正式に導入していない。しかし、各専任教員

が独自に行っている場合もあり、また今後実施しようと計画している教員もいるなど、個人レベル

では授業への学生からのフィードバックを捉えようとしている動きがある。アンケート調査による

と、88名中55名（62.5％）が学生による授業評価を現在実施中か、今後実施する予定を持っている。 

 

授業改善のための検討会・研究会 
 政治学科の必修科目である「外国文献研究」に関して、１年生向けの「Ⅰ」については、政治学

の共通の基盤を作るため、できる限り少人数（50～60人）で、専任教員により共通のテクストを講
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読するように調整している。それにより授業内容を標準化し、政治学に関する一定の視座の獲得を

可能にしている。かつては Robert Dahl, Modern Political Analysis を、2000 年度は同じ Dahl

の On Democracy を教材として採用している。完全に統一できているわけではないが、他の講義に

おいて各書物に言及する教員もおり、学生の体系的な理解の促進に役立っている。 

 経済学科の必修科目であり、政治学科の学生もほとんどが受講する「経済学入門」では、「指導

要領」の作成から教科書、試験問題作成について、年に５、６回の検討会を行っている。とりわけ

経済学入門教科書の作成にはあしかけ2年にわたって検討会を開き、入門水準の経済学としてどの

ような内容がふさわしいかについて議論した。また、統一試験である試験問題については、問題内

容を担当教員全員で検討し、試験後には反省会を開き、講義内容の改善に努めている。 

 
教育課程の編成・運用に関する教員間の連絡調整システム 
 教育課程および科目の編成については，「学科目委員会」およびその下に作られるカリキュラム

検討小委員会が中心となって検討している。フレーム作り，具体的な科目名称，内容，コースへの

編成等それぞれの段階で，政治学、経済学、教養外国語の各教員会（あるいは教授会メンバーの会）

およびそれらの下にそれぞれ必要ならば作られる小委員会が詳細に検討し，学科目委員会にその結

果をフィードバックするような仕組みになっている。 
 
カリキュラムの見直し 
 本学部では、1996 年度よりカリキュラムを大幅に改訂して教育に当っている。主な改訂項目は、

卒業必要単位（18単位減）および、履修に指針を与えるための緩やかなコース制の導入であった。

その後も、必要に応じて小規模な改定を行ってきている。2000年度で大幅改訂後4年間を経過した

ため、政治学、経済学、教養語学の各メンバー会および学科目委員会等で、カリキュラムの見直し

が行われており、中規模の改訂について検討されている。 

 
障害学生のための教育サポート 

 近の障害学生の内、学部で確認できているものは 1992 年入学の肢体不自由学生（電動車椅子

使用）、1994年入学聴覚障害学生、1996年入学肢体不自由学生（電動車椅子使用）、1998年入学視

覚障害学生（拡大機使用）、および同年度入学の聴覚障害学生である。定期試験時に教員の判断に

基づいて時間延長、別室受験等の措置をとった場合がある。ノートテイカー等の通訳者（ボランテ

ィア）の教室入室、拡大機使用等の配慮を行った。ボランティアの募集、調整等については，事務

所で行っている。                                   

 
４ 成績評価・単位認定 
 
評価認定基準の明確さ 
 評価認定基準の明確さについて、評価認定の結果としてのいわゆる優の比率を見てみると、その

比率は、受講者規模によって変動がみられる。定員が 20 人であり、優の比率が非常に高い演習科

目（専門・教養とも）をとりあえず除外してみると、多くの科目では優の比率は50％程度にとどま

っている。しかし、50人以下の規模のクラスには優の比率が91から100パーセントに及ぶ科目も

見られ、101人以上の規模のクラスでも優の比率が81‐90％に及ぶ科目が見られる。 

 

試験結果の学生へのフィードバック 
 試験終了後に、担当教員が学生の答案や試験結果などをどのように学生に知らせているかという

ことについては、従来から各教員の判断に任せられてきた。しかし、2000年度に経済学科の必修科
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目である「経済学入門」については、前期試験の結果を政治経済学部のコンピュータ演習室（３号

館）において、「経済学入門」の履修学生が自分の学籍番号とパスワードを入力すれば自分の成績

だけが見られるシステムを実験的に利用し、前期試験の結果のフィードバックを始めた。 

 また、政治経済学部の個々の教員が試験の答案を返却している程度を、専任教員へのアンケート

調査によって見ると、「原則として返却する」者が87名中30名（34.5％）、「クラスによっては返却

する」者が24名（27.6％）と、合計で62％を超える教員が試験答案を返却する努力をしており、全

く返却していない者は33名（37.9％）であった。 

 
授業時間外の学習の把握努力 
 授業時間以外に学生の学習状況を把握するために、多くの教員が「オフィス・アワーの設置」と、

「電子メールの受け付け」を行っているが、その他に、学生のコンパに参加する教員は、アンケー

ト調査によれば、88名中62名で全体の70.5％にのぼっている。 

 
５ 単位互換 
 
他大学との単位互換の実施状況  
 政治経済学部では、留学については、同志社大学との国内留学であるか、海外の交換留学協定校

か、非協定校かを問わず、専門科目については、必修単位への振り替えを認めている。 

 国内の他大学（単位認定協定校）や学内の他学部・他箇所（語学研究所、オープン教育センター

等）における科目は、自由選択科目として卒業単位に参入できる単位（18単位まで）として認める

か、卒業単位には算入しないが自由に選択履修できる発展科目（20単位まで）として履修すること

ができる。 

 早稲田大学内、国内の大学、海外の大学との相互交流は拡大してきている。科目等履修生も毎年

10名程度聴講を許可されている。 

  

インターンシップ制度 

 2000年度12月現在、政治経済学部の学生が単位の認定を受けられるインターンシップの制度は

ないが、単位認定を前提としない形で２種類のインターンシップが本学部の学生に利用可能になっ

ている。一つは、ニューヨーク・タイムズのインターンシップで、本学部の教員からの紹介で毎年

相当数の応募があり、ニューヨーク・タイムズ東京支社の面接による選抜を経て参加している。も

う一つは、JETRO（日本貿易振興会）のインターンシップで、本学全体に募集が来ている。1999 年

度までは大学院生のみを対象としていたものが、2000年度の募集から学部学生も対象になった。ま

た、オープン教育センターが2000 年 12 月 15 日に開設される予定であるが、オープン教育センタ

ーで設置する科目に「インターンシップ（行政）」などが含まれるので、今後は自由選択単位（18

単位）の範囲内で履修が可能になって来るであろう。 

 

６ 国際交流 
 
外国人留学生 
政治経済学部は高度化する現代社会の要請に応えうる研究・教育活動を行い、日本のみならず国

際社会のさまざまな分野で活躍する人材の育成に努めている。世界各国への留学生派遣ならびに外

国人留学生の受入れはこの目標の具体的施策であろう。本学部では 1995－99 年の 5 年間、年平均

で40名強の外国人留学生を受け入れている。1995年以降97年まで減少傾向が続いたのは、主な留

学生派遣国であるアジア地域の経済危機の影響と日本経済の低迷によるもので、早稲田大学全体お
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よび日本の他大学もこの時期、同様に減少が続いた。1998年以降、本学の外国人留学生は横ばい状

態から増加に転じている。いずれも私費留学生で、国費はごく少数である。 

政治経済学部の外国人留学生を国籍別に見ると、アジア地域出身者が95%を占める。ことに近隣

の韓国や中国・台湾など漢字文化圏が圧倒的多数を占めている。これは早稲田大学全体と同じで、

また現在の日本の大学の一般的傾向でもある。 

留学希望者の総体的減少の中にあって、早稲田大学および政治経済学部は受け入れ基準を崩さず、

厳正な審査により優秀な留学生の確保に努めている。政治経済学部は 1999 年よりＡＯ入試を導入

し、外国人留学生にもこの方式を適用し、留学生の総合的能力を測る試験方法への改善を試みてい

る。 

留学生のための日本語チューターなど、学部が受け入れた外国人留学生に対する支援策は、現在

までのところ、国際教育センターと日本語センター、および学生の非利益支援団体にこれを負って

いる。  

 
派遣留学生 
早稲田大学ではさまざまな留学制度を設けており、政治経済学部でも毎年多数の留学生を世界各

国に送り出している。ここでいう留学とは、本学部に在学したまま、海外の研究教育機関で勉強す

ることができる「海外留学制度」を利用した、一年以上の留学を指す。学費や寮の経費減免がある

交換留学と、私費留学がある。この他に、国際教育センターが企画するさまざまな短期留学プログ

ラムの形態があり、実数は短期留学が多数を占める。 

交換留学には、大別して外国の大学等高等教育機関、または研究機関等に1学年または1学期相

当期間在籍するものと、外国の大学との協定に基づく交換留学生の２種類がある。留学希望者は政

治経済学部の面接と教授会審議を経て、大学の許可を得る。留学に関するインフォメーションや諸

手続きは国際教育センターが統括しており、政治経済学部の学生も国際教育センターを通じて実際

の手続きを行っている。 

1995－99年派遣の政治経済学部の交換留学生は、年平均40名以上で推移しており、1998年は50

名に達したが、1999－2000年は、５年来はじめて36名と減少に転じた。政治経済学部交換留学生

は早稲田大学全体の約一割を占め、私費と短期の留学生数も１５％前後の割合で、政経学部生の旺

盛な海外留学意欲をかがうことができる。 

交換留学制度以外に、国際教育センターや、早稲田大学エクステンションセンターなどが開催す

る短期プログラムで海外研修に参加する学生が相当数ある。これ以外に、大学外の団体が開催する

語学短期研修、インターンシップもしくは個人的な留学やなど、数値を把握できない留学者も相当

数ある。 

学年別にみると、留学する学年は交換留学・短期とも 3 年次と 4 年次が多く、交換留学では、4

年次が私費を含めると1999年で9名と も多い。女子の占める比率は各学年とも3割から5割で、

政経の男女学生の割合からすると高率である。これは就職期に臨んで語学や海外体験の必要性が高

まり、ことに女子にその傾向が強いことが反映しているためと考えられる。 

政治経済学部の留学生派遣先は、長期・短期を含め、世界各国に分布しているが、交換留学・短

期留学者ともに北米圏がもっとも多い。交換留学では、ついでヨーロッパが多く、アジア地域が続

き、オセアニア・中南米となる。しかし、短期留学では、米についでアジア地域への留学者が多く、

ついでヨーロッパ、オセアニア、中南米の順番となる。アメリカへの留学者数は依然として多数で

あるが、しかし 1997 年頃から、替わってヨーロッパ、中南米が人気を集めている。アジアも留学

先として安定しており、地理的に近いオセアニアと並んで派遣数が多い。 

交換留学が決定した学生に対して、学部独自の留学説明会を実施している。学生担当教務主任と

事務員とが説明・質疑応答をおこなっている。説明の主な内容は、出国前に済ませておくべき学部
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関係の諸手続き、帰国後の科目登録の方法、留学中に取得した科目の単位認定などである。 
 
留学生に対するカリキュラム上の配慮、単位の取扱い 
（受け入れ外国学生について）留学生用に特別なカリキュラムを用意していないが、科目登録に当

たり学部で個別に履修指導を行い、また相談を受け付けている。また、日本語能力試験の成績等に

より外国語科目の一つとして日本語を履修させている。なお、日本語（日本語教育センター設置科

目を履修させ、当学部外国語科目を履修したとして扱う）には能力別クラスが設置されている。 

２年次以上への編入を希望する受験生について、既取得単位の科目名、科目内容、受講時間数な

どを教授会で審議し、入学後それらを学部設置科目に振り替える場合がある。これにより外国学生

入学試験に合格した場合の受け入れ学年が決定される。 

（留学した学部学生について）特別なカリキュラムは用意していないが、９月から翌年８月まで留

学する場合、通年科目については、前期受講後留学し、同一科目が翌年度も開講されている場合、

後期の受講により通年で受講したものと認められる。専門演習についても同様である。この場合、

演習受け入れ人数の制限を２名まで越えて受け入れてよいことになっている。 

海外留学を行うものに対して、事前に説明を行う。帰国後すぐに所定用紙および各種書類を提出

させ、教務主任および副主任が面接の上、基準を満たしていると判断した場合は、単位を学部の科

目と振り替えて認定する。この場合、留学先での受入れ先、受入れ資格、学習内容が考慮され，ま

た、必修科目への振替は行わない、30単位を上限とする、などの制約がある。なお、他個所（体育

局およびMNC）設置科目については、事務所からそれぞれの個所に文書で依頼する。       
 
留学を奨励する環境整備 
 学生交流協定や学術交流協定のほか、私費による留学にも留学中の休学を認めている。留学先も、

従来狭義の大学に限られていたものが拡充され、一定の条件を満たせば、語学留学も可能となって

いる。留学に際しては、留学後の科目登録に一定の便宜がはかられ、取得単位認定の道もある。 

 学生交流協定とは、国際教育センターが担当する派遣留学制度（1年間）であり、学部2年生か

ら応募できる。派遣先は、五大湖・中西部私立大学連盟、カリフォルニア州立大学連盟、オレゴン

州立大学連盟、カリフォルニア私立大学連盟他、米国3大学、英国3大学からなる。学術交流協定

とは、国際教育センターを窓口として、海外の大学との学術協定にもとづいてなされる派遣留学制

度（1年間）であり、学部3年生から応募できる。派遣先は、アジア、西欧・東欧、南米、カナダ

における32大学からなる。 

留学を奨励するための単位認定は、一人30単位までの科目認定が規則上認められているものの、

実際の認定単位数は必ずしも多くない。1999-2000年度における科目認定希望者10名についていえ

ば、希望認定単位数平均11.4のうち平均8.2が認められている（認定率72%）。 

 

教育の国際化への試み 
政治経済学部は、日本のみならず国際社会のさまざまな分野で活躍する人材の育成に努めており、

国際交流センターをはじめ大学関連機関と協力して、留学枠の拡大、奨学金制度の充実、.単位互

換制度と卒業資格に対する国際対応化の検討など、良好な留学環境を提供できるよう努力している。 

一方、学部在籍中も海外との接触や連携を体験する教育の導入も実験中である。現在学部が取り

組んでいる国際共同ゼミや国際ネットワーク型語学演習は、サイバー空間を利用して外国の提携大

学と共同ゼミや語学実習をおこなう企画で、こうした実験により日本国内でも擬似的海外留学体験

や語学研修ができる試みをおこなっている。 
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Ⅲ 研究活動 
 
１ 研究成果 
 
研究成果の学内外への公表 
 政治経済学部に所属する専任教員が研究成果を学内外へ公表する方法としては、学部が発行して

いる『早稲田政治経済学雑誌』（年４回刊行）ならびに『教養諸学研究』（年２回刊行）に論文を投

稿して掲載されるという方法がある。それぞれ編集委員がおり、その責任で編集、刊行されている。

これまでに刊行された号数は、2000年12月現在で、前者は342号、後者は108号となっている。 

 また、ホームページにおいて、専任教員の紹介があり、各教員の主要な研究業績を示すことが可

能である。 

 
研究成果の教育・社会への還元 
 政治経済学部として、各専任教員はさまざまな方法で自らの研究成果を教育に反映させ、また社

会に貢献しているが、新聞や雑誌に評論を掲載したり、講演会や市民大学講座の講師などを務める

者も多い。 
 政治経済学部には、「科外講義・特別講義委員会」が設置されており、幅広く数多くの講演会を

学生並びに一般市民向けに開催してきている。政経学部の専任教員が中心となってシンポジウムま

たは国際会議、講演会を開催する際には、大学本部の教育研究助成課から財政的な援助を受けるこ

とも可能である。 
 
 
Ⅳ 教育研究環境 
 
１ 施設設備 
 
授業内容に応じた教育設備 
��多くの通常教室に VHS、OHP、教材提示装置、ビデオプロジェクター、PC 入力端子などのメデ

ィアが備えられている。 

��学生用に２つの政治経済学部コンピューター教室を設けている（MNCが管理している）。3号館

401教室には43台、7号館312教室には74台のPCが備えられ、教員からの教材の配付がオン

ラインでできる。通常のソフトウェアのほか、RATS や SPSS、SAS などの計量経済・統計分析

用のソフトウェアが利用できる。 

��一部の教室にCUSeeMe（文字情報と映像とをインターネットを経由して双方向的に通信する）

システムとTelMeet(授業風景を撮影するカメラ映像や音声をISDN回線を経由して双方向的に

通信する)システムとを2000年4月から導入した。 

��学部のLL教室がある。 

 

教室の有効利用 

 学科目の多様化に伴って教室の供給が逼迫している。また、専門演習の3年次、4年次にわたる

完全２年度化に伴う演習用教室の不足と、コンピューターを利用する授業のための教室の不足が特

に深刻である。 
しかし、土曜日および月曜日から金曜日までの1時限目と5時限目には余裕が見られる。 
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学生の自習場所  

 本学部は、3号館4階に学生読書室を設置しており、約8万冊の蔵書と座席数300余席とを擁し

ている。主に学部教育を支援するための蔵書となっている。また、閲覧室は自習室としても利用さ

れている。オンラインのオープン化など本部図書館との適切な機能分担を模索している。 

 

教員の研究用図書の購入・管理 
 本学部教員の研究用図書の購入・管理を担当する教員図書室は、３号館４階東側のフロアーの過

半（総面積699平方メートル）を占め、教員の研究室に隣接した絶好の位置にある。職員は専門職

員1名に学生職員１名、派遣社員１名である。学部図書委員会が学部図書予算の立案・執行と本図

書室の業務の監督に当たっている。政治学研究科および経済学研究科には図書委員会は存在せず、

それぞれの研究科の教務担当が図書関係事項を担当することになっている。 

 現在、本図書室が所蔵する図書（製本雑誌を含む）は約 74,000 冊、雑誌は和雑誌 777 種、洋雑

誌544種である。 

 大学全体の図書行政の観点から、本学部および政治学研究科、経済学研究科に対しては教員の研

究目的のためはもとより、全学的見地にも立って、政治学および経済学の専門研究書を分担収書す

ることが期待されていると理解している。 

本図書室がその購入・管理を担当する教員研究用図書は、制度上は政治経済学部の図書予算で購

入される図書および雑誌であるが、政治学研究科および経済学研究科の「大学院図書費」で購入さ

れる図書の購入・管理も併せて担当している。 

本学部の 2000 年度学部図書費・図書資料費の予算は、総額 25,022,000 円である。その内訳は、

教養・語学図書2,920,000円、単行書（３万円未満）選定用8,340,000円、図書資料（100万円未

満）選定用2,390,000 円、継続資料8,340,000 円、雑誌2,390,000 円、予備費642,000 円である。

政治学研究科図書費は8,579,000円、経済学研究科図書費は11,548,000円である。 

教員研究用図書を高田記念図書館に集中管理することに大学全体の方針が定まった際、本学部も

その方針に従い、本学部購入の教員研究用図書をすべて高田記念図書館に移管した。その後も、毎

年度、学部（および政治学、経済学両研究科）図書費で購入された図書は、すべて本図書室による

購入・整理事務を経た後、高田記念図書館に移されている。その結果、基本的に、本図書室には雑

誌が収容されるだけで、図書は本図書室を通過するのみになっている。その雑誌も系統的、網羅的

に揃えられているとはいえず、利用者側からいえば、他学部図書室のみならず、本学部に設置され

ている現代政治経済研究所の図書室も含めて、複数箇所に非系統的に分散されている状態である。

他方、参考図書類を系統的に常備するというような方針はとっていない。 

本図書室は主として雑誌の収蔵にフロアーのほとんどを使用している。閲覧スペース、職員の業

務用スペースは極めて限られている。今後増加する雑誌を収容するスペースももはや尽きかけてい

る。冷暖房の設備は皆無に近く、コピー機（２台）、検索用コンピューター（１台）は旧型である。 

以上のような状態に置かれている本図書室の利用率は決して高くない。  

 

２ 研究環境・研究助成 
 
科学研究費補助金および特定課題研究助成費 
 科学研究費補助金は5年間にわたって申請件数、採択件数、決定額とも増大しており、とくに決

定額については、5年前と比較すると、ほぼ11倍と飛躍的な増加を示している。採択率（採択件数

÷申請件数）についても向上しており、科研費全体の全国平均採択率を上回っている。 

 特定課題研究助成費の申請件数、採択件数、交付金額は、1999年度を除いて、ほぼ横ばいである。

採択率についても大きな変更はない。なお、1999年度の交付金額が多いことについては、共同研究
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が採択されたことが大きかったと考えられる。 

 
一般研究費・個人研究費・特定課題研究助成金の推移 
 専任教員（個人）割り当て額の使用実績は、1995年度に比べて向上している。学会出張補助費な

どは残額で見る限りあまり変動してない。 

 一般研究費、学会出張補助費上限額、学術雑誌発行費はここ5年間（1995－99年度）、据え置き

である。国内研究員研究費は1999年度から廃止され、海外学会出張補助費上限額が1998年度から

設けられた。 

 

助手の状況 
 政治経済学部の助手（専任教員扱いの第 2 項助手）は、研究に専念することが求められている。

業務については、前後期の定期試験監督、および政治経済学部の紀要である『早稲田政治経済学雑

誌』の編集業務補助以外は極力免除されている（ただし、専任教員の義務である学部各種入学試験

試験監督・採点補助を除く）。また、研究を本務とすることから、海外への留学も可能である。な

お、 近留学した助手は全員、フルブライト奨学金、ブリティッシュ・カウンシル奨学金、カナダ

政府奨学金などの外部資金を獲得し、海外の大学院から博士論文提出資格を取得している。現在在

籍している助手も、学界から注目される業績を着実にあげている。 

 

３ 教育活動支援 
 
教員に対するオリエンテーション 
 専任教員については、嘱任時に「政治経済学部ご案内（専任教員用）」という冊子（教員マニュ

アル）を渡している。内容は、学部執行部（常務者）、事務所、会議体、学部暦、給与関係、研究

費、交換研究員、出張、諸手続き、授業関係および教室施設、試験および成績評価、教員図書室等

の説明および大学案内図、専任教員名簿等である。 

 また、電子メールのアカウント取得、大学から配布されるノートPCの利用法等については、MNC

と協力して案内している。 

 なお、非常勤教員については、「政治経済学部ご案内（非常勤教員用）」という冊子をお渡しし、

案内している。内容は、学部執行部（常務者）、事務所、学部暦、給与関係、諸手続き、授業関係

および教室施設、試験および成績評価、教員室、教員図書室等の説明、および大学案内図、専任教

員名簿等である。電子メールのアカウント取得については、MNCと協力して案内している。  

 

学生指導費 
政治経済学部では、学生指導費が予算化されている。1999 年度の利用実績は、クラス会補助 70

人139件で96万円、学生引率出張補助54人73件で214万円、印刷代等34万円であった。これら

の合計額の1996年度から1999年度までの平均は約360万円である。        

 

ＴＡ制度 
1998 年から現在の教務補助（TA）制度を採用している。TA の配分時間、使用時間、員数はすべ

てにわたって増加している。ただし、その内訳を見てみると、事務所付き TA の時間、員数の増加

が、教員付きのTAの時間、員数の増加を上回っている。 

 教員からの TA 利用希望はことのほか強く、1999、2000 年度について、400 時間ほどの要望に応

えられていない。専任教員ハンドブックでは上限として教員１人当たり100時間が割り当てられる

ことになっているが、現在は前年度の 2 月頃に申し込まないと 100 時間を得ることはできない。3
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月頃の申込みでは50時間程度である。 
 
４ 研究支援体制 
 
研究支援体制の整備状況 
 特別研究期間制度によって、毎年数名の教員が国外・国内で研究する機会をえられる。また、交

換研究員や私学振興財団海外研修員によって在外研究に赴くことも、一定の条件のもとで許されて

いる。基本的にはローテーション制によって、教員への特別期間制度適用の時期を割り当てている。

特別研究員A（旧長期在外研究員）、同B（旧短期在外研究員）、同C（旧国内研究員）の合計は、1996

年が6、97年9、98年7、99年6、2000年7である。 

事務職員による教育支援体制として、通常の業務に加えて、期末・学年末試験の管理と答案の保

管があげられる。 

 事務職員による研究支援体制として、科学研究費の会計処理を事務職員が請け負うこと、研究室

受付に21:00まで学生職員が待機していること、研究室への機材の運搬などを事務職員が機敏にお

こなっていること、などがあげられる。 

 

 
Ⅴ 教員 
 
１ 教員組織 
 
教員数の推移・資格別教員数 
多様化・高度化する教育研究の一層の充実と活性化のため、また優秀な人材を確保するために、

幅広い経歴や学歴の教員が研究・教育に携わることが大学に求められている。政治経済学部の教員

数は、1995－99年の5年間、増加傾向にあり、全体では1995－96年の9%増、1997－98年にかけて

は11%から27%と大幅な増員をしている。なかでも専任教員は毎年新規採用で増員に努め、1998年

以降、全体で専任数は100名を超えている。2000年度においては、101名の教員、1名の助手を擁

している。専任教員の内訳は男性94名、女性７名であり、その平均年齢は50.8歳である。そして

専任教員の57.4％が着任10年未満である。 

非常勤講師数も同様の増加傾向にあったが、1999年のみ前年に比べ減少した結果、教員総数も前

年の15％減に転じた。これは専任教員の増強による非常勤担当科目減少の結果である。 

専任（助手・専任扱いを含む）対非常勤講師の比率は、この5年間ほぼ３倍前後で推移している。 

資格別教員数の推移では、年を追って教授資格者が増加し、助教授と専任講師の比率が減少した

結果、専任全体の年齢構成が高くなっている。試みに 1999 年の教授、助教授、専任講師の資格別

教員構成比を見ると、助教授と専任講師は併せて全専任数の10％に過ぎず、若年教員不足という逆

ピラミッド型年齢構成であることがわかる。 

 

資格別外国人教員数、女性教員数  
 政治経済学部の外国人教員数は、専任・非常勤とも実数で連続して増加しており、また非常勤に

対する専任の比率が若干高くなっている。教員全体に占める外国人教員数は専任8％弱・非常勤15％

弱と、ともに高いとは言えない。ことに専任外国人教員の比率が低い。また外国人教員が語学のネ

イティブ外国人教員に偏している点も、今後検討の余地があろう。 

次に女性教員数は、専任女性教員が1995年の4名から99年の6名へと増員傾向にある。非常勤

女性教員も同様に 18 名から 23 名に増加している。教員の男女比もこれにしたがって若干変動し、
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専任女性教員の割合は4.3％から5.8％に、非常勤は女性教員は6.9％から7.8％となり、一桁台の

少数に留まっているとはいえ、この5年間で上昇傾向にある。担当科目は語学科目が多いが、専門

科目担当の女性教員も専任・非常勤を問わず確実に増加している。 

 

終学歴が本学以外の専任教員の割合  

 政治経済学部は、近年多様な背景を具えた教員を採用する努力を続けており、その結果 2000 年

度においては、専任教員のうち、 終学歴が早稲田大学である教員と他大学である教員の割合は、

44％対56％となっており、他大学出身者の方が多くなっている。 

 
教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続 
募集については学則に基づき、公募等様々な方法で行われている。また、公開された論文に基づ

き、助手から専任講師へ昇任させる場合がある。専任講師から助教授へ、または助教授から教授へ

の昇任については、在職期間と論文等についての一定の基準を満たした者につき、本人の意向を確

認後、教授会が決定している。なお、在職期間には原則として前任校のものを入れることになって

いる。 
採用の実績をその採用方式別に、1996年から2000年までの5年間の合計で見ると、公募が5名、

推薦が28名、助手試験が1名（総計34名）である。 

 

教員の教育上の努力の評価 
 教員は個人のレベルで教育上の努力をおこなっている。その組織的な評価はとくにおこなってい

ない。このことは、政治経済学部としては授業評価を正式に導入していないのに対し、教員が自主

的に学生による授業評価を取り入れている点などにも見られるが、本学部では教員各自の努力によ

って教育の質の向上が図られてきている。 
 
２ 教育活動 
 
授業時間数  
 学部授業時間数についてみるかぎり、全体として、本属と兼担をあわせた専任教員の比率は 50

から55％を上下している。個別に見ると、専門教育については本属の教員の担当が微増している。

一般教育については、60から67％を上下している。外国語については微減している。 

 

専任教員１人当たり学部学生数 

 専任教員１人当たり学部学生数は大幅に改善されている。1990 年度の 77.5 人から 1999 年度の

53.9人まで下がってきている。 

 
演習指導学生数  

 教養演習は、1年次から4年次にわたって、 大限3クラスまで登録可能である。その登録者数

は年々増加している。2000 年度には 40 クラスが設置され、400 名を超える学生が指導を受けてい

る。 

 専門演習は、3年次に学科毎に1つのクラス（定員20名）を選択して履修する。必修ではないの

で、希望した学生のみが担当教員による面接等の選考を経て、履修する方式がとられている。約9

割の学生が専門演習に応募し、約8割の学生が演習で学んでいる。ここ近年は、政治学科で約8割、

経済学科で約 7 割の学生が専門演習を履修している。2000 年度においては、3・4 年生とも政治学

科では28クラス、経済学科では43クラスが設置されている。1999年度までは、3年次後期と4年
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次前期を併せた１学年が正規の演習担当期間であったが、2000年度から3年次、4年次の２学年を

フルに担当することになったので、単純に、専門演習担当教員の演習指導学生の数は２倍となった。 

 

シラバスの利用状況 

 政治経済学部では、毎年度の初めに、学部の学生全員に講義要項を配布しており、講義要項は全

科目のシラバスの集大成となっている。講義要項以外にシラバスを利用している教員はアンケート

回答者88名中、37名（42.0％）と、まだ半数に達していない。 

 講義要項と独自のシラバスを含めて考えると、各自の授業が「ほぼ完全にシラバスに沿っている」

者が42名（47.7％）、「ある程度沿っている」者が39名（44.3％）おり、あわせると92％の専任教

員が授業を計画的に進めていることがわかる。 

 

授業のためのマルチメディアの活用 

 専任教員がどの程度、マルチメディアを活用しているのかを、専任教員アンケートで見てみると、

次の７種類のマルチメディアの授業への利用が考えられる。（ａ）ＯＨＰか教材提示器（利用者、

アンケート回答者の39.8％。以下同様）（ｂ）パソコンのテューターシステムを利用してのモニタ

ー画面上に教材を示す方式（19.3％）、（ｃ）パソコンのパワーポイントを用いて、スクリーンに映

写する方式（19.3％）、（ｄ）ＬＬ教室を用いる（3.4％）、（ｅ）カセット・テープを聞かせる（23.9％）、

（ｆ）ビデオを見せる（33.0％）、（ｇ）その他（例えば、パソコン上でＳＡＳやＳＰＳＳ、Mathematica

などを使って統計的もしくは数学的な分析をさせるなど）（9.1％）。それぞれの利用者数は以下の

通りである。これらの指標をあわせて、マルチメディアを各教員がどの程度利用しているかを見る

と、全く使用していない専任教員は28名（31.8％）に過ぎず、60名（68.2％）の教員が少なくなと

も１つのマルチメディアを利用しており、44.3％もの教員が２つ以上を利用している。さらに、シ

ラバスの教室での配布・利用と、このマルチメディアの利用の程度の関係を見てみると、シラバス

を講義要項とは別に教室で配布する教員ほど、マルチメディアの利用度も高いことがわかる（両者

の間の相関係数は－.242である）。 

 

学生とのコミュニケーション 

 学生とのコミュニケーションとしては、すでに70％の専任教員がコンパに参加することを述べた

が、電子メールで学生とコミュニケーションを図る教員も多くなっており、88名中の58名（65.9％）

がそれに該当する。だが、自分のホームページを開設して、学生や社会に自分の情報を発信してい

る教員は政経学部においてはまだ少なく、24名（27.3％）にすぎない。 

 
休講回数、休講の際の措置 
 休講回数については、年度による変動がみられるが、97年度から99年度の3年間についてみた

ところ、ほぼ横ばいに推移している。 

 休講した場合の補講については、各学期の終了時に補講期間が設けられるが、学部の定まった方

針はなく、休講に対して補講を行うかどうかは教員の裁量に任されている。補講率については、97

年度から99年度の3年においては、13％前後でほぼ横ばいに推移している。 

 
授業以外での学習への配慮 
 授業以外での学習への配慮としては、オフィスアワーを設けて学生の質問などに答えるというこ

とも、その中の重要な要素だと考えられるが、オフィスアワーを設定している者は52名で59.8％

とほぼ６割に達している。さらに興味深いことは、先のシラバスを教室で配布して学生に多くの情

報を提供している教員ほどオフィスアワーを設ける傾向があり、両者の相関関係は.279である。 
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３ 研究活動 
 
研究の目標・成果の学内外への公表・論文・著書 
 本学部の教員の研究活動は顕著である。詳しくは別添の研究業績一覧を参照されたい。 
 
学会、国際会議への参加、プロジェクト研究などへの参加 
 本学部の教員の研究活動は顕著である。詳しくは別添の業績一覧を参照されたい。  
 
専任教員の博士学位受領者数(含学位種別) 

 早稲田大学および国内の他大学、イギリス、ドイツ、フランス、アメリカの大学および高等教育

機関から博士号の学位を得ている専任教員は、それぞれ17名、4名、3名、4名、8名の合計36名

で、割合は35.6％に達している。 

 

４ 社会活動 
 

研究面での社会的貢献 

 本学部の教員の研究活動は顕著である。詳しくは別添の業績一覧を参照されたい。 

 

 

Ⅵ 学生 
 
１ 受け入れ 

 

学部学生の概況  

 1995－99年度の5年間について、学生総定員は4400人で変化はない。他方、現在員数には変

動が見られ、1997 年の 5133 名が も少なく、1999 年は 5433 人で も多い。結果として、定員充

足率にも変動が見られ、1997 年が も 100％に近い 116.8%であった以外は、定員を 20％程度上回

っている。性別で見ると、女子学生の数は着実に増加している。とくに1997年からは、年率10％

強で大幅に増加している。 

 休学者数は、1995、6年には11 人であったが、1997 年以降は7人に減少している。第5年度生

以上の数は、450人前後を推移していて、現在員数に対して10パーセントに満たない範囲にとどま

っている。 

 

志願者の動向  

政治経済学部では、多角的に志願者の能力を評価し、さまざまな発展可能性をもった学生を受け

入れるため、多様な入学試験が実施されている。大別すると、１）一般入試、２）付属・系属校か

らの推薦、３）指定校推薦、４）社会人、帰国生、外国学生の入試に分けることができる。これに

加えて、2000 年度には、AO 方式による入試として、総合選抜入試が取り入れられ、同年度より社

会人・外国人入試が、また 2001 年度より、さらに帰国生入試がそこに統合されて実施されるよう

になった。 

 そのうち、もっとも多数を受け入れているのは、１）の一般入試である。定員は、1999年度まで

は約920名であったが、総合選抜入試が導入された2000年度からは、850名となっている。 

２）については、一般入試の志願者の動向、指定校推薦における辞退校の増加を考慮して、1999
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年に学院、本庄からの入学者を10パーセント増やした。その結果、1999年には、学院から121名、

本庄から44名、早実から30名、早高から10名を受け入れることになった。 

３）の指定校推薦は、この間の入学定員は141名であるが、辞退校が増加する傾向にあり、入学

者は減少している。 

４）については、年度によって変動があるが、それぞれ１０名程度である。 

なお、総合選抜入試の入学定員は、70名である。 

以上を併せて、本学部全体の入学定員は1100人であり、1995－99年度の間は、入学者数がそれ

より多くなる傾向が強まり、1999年には1301人となっている。 

 

入学志願者を増やすための募集努力  

 一般入学試験の志願者数は、1996 年の1万 4千人から、2000 年度の1万 1千人まで減少してい

る。しかし、1998－2000年度の間は、１万１千人前後で推移している。同じ３年間で学科別に見る

と、政治学科志願者数は4千5百人前後で安定しているが、経済学科志願者数は変動がやや大きい。 

 志願者を増やすための努力は、なによりも学部の教育・研究の質を高め、本学部が時代を先取り

すべく変容を遂げていることを、広く社会にアピールしてゆくことにあると考え、それに向けてさ

まざまな取り組みを行っている。その一環として、附属高校や一部希望高校での説明会や模擬講義

が行われてきたが、1998 年度からオープンキャンパスでの学部説明会への積極的取り組みを始め、

1999 年度からは、地方 6 会場で高校の指導者を集めた進学説明会を開催するようになった。2001

年度以降は、高校での説明会と模擬講義が、全国的に展開される予定である。 

 

政治経済学部に真に入学したい者を入学させる努力 

 入学試験合格者の手続き率について、合計で見ると、1996年度が56.6パーセント、2000年度は

56.1 パーセントと、 その間の変動はあまりない。ただし政治学科では上昇傾向にあるが、経済学

科では 1999 年度を例外として、低下傾向にあり、結果として、学部全体についてはあまり変化が

みられないことになった。 

 現役手続者についても、政治学科では、1996年の49.4パーセントから2000年度の52.9パーセ

ントと微増傾向にある。他方、指定校制度による入学定員は141名であるが、辞退校が増加する傾

向にあり、入学者は減少している。 

 ２０００年度からは、政治経済学部に真に入学したい者を入学させる 良の方式として、ＡＯ方

式による総合選抜入試 （定員 70 名）を実施しており、志望動機書と面接によって、本学部への

入学意欲を問うている。この入試にも学部の全教職員が関わり、論文試験は全国７ヶ所（札幌、仙

台、東京、名古屋、大阪、広島、博多）で同時に行っている。 

 

出身高等学校所在地別入学者数 

 終的な手続者について、2000年度を地域別に見てみると、関東が62.9パーセントと圧倒的に

多く、それに続くのは、中部の11.1 パーセント、九州の7.6 パーセントであり、その他の1パー

セント台から3パーセント台である。ただし、1996年度からの経年変化で見ると、関東圏は、なお

多数を占めているとはいえ、1996年度の68.8パーセントから微減傾向にあり、北海道、東北、中

部、九州地方からの手続者が微増傾向にある。他方、近畿、中国、四国地方からの手続者は微減傾

向にある。 

 

入学試験の適否   

 すでに述べたように、政治経済学部では多様な入試形態を実施している。上掲の入試形態に加え

て、帰国生入学試験、外国学生入学試験も行っている。 
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 帰国生入学試験は、毎年若干名を募集しているが、1999年度と2000年度の 近2年では、80人

前後の志願者があり、20名前後の合格者を出している。結果としての手続者については近年減少傾

向にあり、手続率も下がっている。2001 年度入試より、AO 方式による入学試験に統合され、書類

審査、論文審査、面接審査による選抜の改善が図られた。 

 外国学生入学試験は、2000年度にAO方式による入学試験試験に統合された。1996年以降、志願

者、合格者、手続者ともに増加傾向にあったが、1999年度が62名なのに対して、AO方式による入

学試験に統合された2000年度は28名と、志願者が半減した。志願者の減少は、出身国の経済状況

などによると考えられる。しかし、合格者、手続者数はさほど減少していない（この間 も多かっ

た1999年度は合格者13名、手続き者12名、それに対して2000年度は合格者9名、手続き者7名）。 

 いずれにおいても、AO方式による入学試験試験に統合された結果、日本語・英語語の長文を読み

とりながら推理し、思考し、論理的に記述できる能力を見極め、また面接を通じて多様なバックグ

ラウンドをもった志願者の真の能力と意欲をくみ取ることを、いっそう丁寧に行うことが可能とな

った。 

 

多様な能力・資質・個性を持つ学生の選抜  

（３年編入学・学士入学者数）政治経済学部では３年編入学試験は実施されていない。学士入学につい

ては、若干名を募集している。志願者の数はほぼ４０人から４５人を推移しており、そのうち３０

名近くが実際に受験し、８名前後の合格者を出している。１９９７年、９９年に１名ずつの辞退者

が出たのを除いて、合格者すべてが手続きを行っている。 

（指定校推薦入試）指定校推薦入試については、地方からの入学者を増やすことを目的に、各都道府

県から地域的バランスを考慮して、各3名を募集している。1996－2000年度の５年間、指定高校数

141校（各校1名）に変化はない。しかし、辞退校がやや増加の傾向にある。その理由としてあげ

られるのは、出願資格が厳しいこと、経済的事情などから国公立志願が増えていることなどである。

しかし、地方の人材を確保するという理念を生かすため、2001年度入試では各県4校とし、指定高

校を 188校にするなどの改善を図っている。受け入れ定員141人はここ5年間変化していない。し

かし、被推薦者（入試の性質から被推薦者はほぼ全員が受験者・合格者・手続者となる）は減少傾

向にある。 

（総合選抜入試）2000年度から導入された総合選抜入試については、2000年度には、1089名の志願

者があり、書類・論文・面接審査を経て、 終的に94名が合格し、そのうち89名が入学手続きを

行った。総合的な審査によって、21世紀の政治・経済をリードする人材を発見し、育成することを

めざして始まったこの入試では、書類審査を通じて、高校時代に受験勉強にとどまることなく、多

様な活動を積極的に行った受験生、また、それを的確にアピールし、それを自己の将来への足がか

りとしてゆくことのできる受験生を発見することが目指されている。また、論文審査では、一般的

な入学試験の準備のために詰め込まれた知識を超えて、論理的に思考し、判断する能力を測ること

のできるような問題が工夫されている。さらに、面接審査を通じて、優れた人格と行動力をもつ人

材を確保するよう努力がなされている。合格者の高い手続き率はその結果の一部であり、そうした

入学者の期待を裏切らない教育体制の確立が、2年目を迎えて定着しつつあるAO方式入試から、逆

に課題として学部教育に突きつけられている。 

 

付属・系属からの受け入れの現状  

 早稲田大学高等学院など付属・系属高校は、早稲田大学の中核となる人材の育成を目的とし、各

高校の教育課程に基づいて所定の単位数を取得し、3ヶ年の修行年限を終了した者は、早稲田大学

の各学部へ全員、もしくは一部が進学できる。早稲田大学全体の付属校進学者数は7.7％、系属校

推薦者数は4.6％であるが、政治経済学部の付属・系属受け入れ比率も大学全体の比率とほぼ一致
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する。 学部の内部評価では、大学付属・系属校からのいわゆる「内部進学生」は、一般に学力が

高く、進学後の学業成績も一般入試入学者と比較して優秀、かつ勉学意欲も高いとされる。理由は

進学希望学部が比較的早期に決まり、3年間の高校生活の中でゆとりを持って必要な基礎力を身に

つけてくるためとされる。  

 
社会人受け入れ状況  

 社会人入試も2000年度からAO方式による入試に統合された。1996年度から1999年度までを見

ると、若干名の定員に対して50人前後の志願者があり、結果として7人から12人の合格者、手続

者を出しており、1999 年度には減少したものの、微増傾向にあった。しかし、AO 方式による入試

に統合された2000年度より、出願資格を高校卒業後6年であったものを、10年に変更し、真に社

会人入試にふさわしい学生を選抜するようにした。それによって、志願者は 21 名と半減したが、

合格者、手続者は8名と、それまでと変わらず、また理念に合致した学生を確保できるようになっ

た。 

社会人学生用に特別なカリキュラムを用意はしていないが，科目登録に当たり学部で個別に履修

指導を行い，また相談を受け付けている。 

 

科目等履修生 
科目等履修生とは、授業科目のうち講義科目に限り、年度限りで聴講を許可された学生をさし、

一般履修生・委託履修生の区分がある。 

科目等履修生の受験者に対しては、学部執行部（常務者）が面接を行い、履修希望科目に対する

検討をした上で合格（受け入れ）者を決めている。この５年では、受験者は全員合格し、10名ない

し１3名が科目等履修生として学部の講義を受講している。  

 

外国人留学生  

外国留学生の受け入れ状況については、第Ⅱ章6「国際交流」の「外国留学生」の項で既述した。

この５年間の外国留学生の出身地域は韓国が も多く21名、ついで中国が13名、台湾が4名と続

く。他はアメリカ、イギリス、香港が1名ずつで、韓国と中国出身の学生が圧倒的多数を占めてお

り、ことに近年その傾向が強まっている。 

 

特別聴講生 

特別聴講生は、正式名称を「委託履修生」という。政治経済学部はこの制度を利用して 1998 年

度より同志社大学から毎年一名の交流学生を受け入れている。 

2001年からは早稲田大学と学習院大学、学習院女子大学、日本女子大学、立教大学の５大学間で

単位互換制度がスタートする。「特別聴講学生」として、各大学とも全学部の２年次以上の学生が

選択履修可能となり，今後は政治経済学部の特別聴講学生数も受け入れ・派遣ともに増加すると予

測できる。 
 

転部・転科の実施状況  
 この5年間で転部は０名、1997年法学部1年への入学が１名とごく少数で、実績がほとんどない。 

 

２ 学生生活への配慮            

 
各種奨学金奨学生  
 日本育英会第１種・第２種（1999年度より「きぼう２１プラン」）を併せて、1998年度までは720
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－731名、99年度は合計890名が受けている。学内奨学金は1995年度291名、96年度340名、97

年度205名、98年度179名、99年度231名である。また、民間団体の奨学生は51－85名、地方公

共団体の奨学生は24－30名である。総計で、奨学金を受ける学生の数は1002名（1998年度）ない

し1230名（1999年度）である。  

（学部学生奨学金 年度別応募者・採用者数）学部学生奨学金応募者数は１年次の「早稲田大学貸

与奨学生（入学時）」、「日本育英会奨学生（高校からの予約生）」，「民間団体奨学生（高校からの予

約生）」で未登録の者を含め、合計588 名（1997 年度）ないし 626 名（1998 年度）となっている。

そのうち採用者数は合計391名（1998年度）ないし553名（1999年度）である。 
（早稲田大学貸与奨学金出願者・採用者数）早稲田大学貸与奨学金（入学時）（1987 年発足）は、

入学前に申し込む奨学金であるため、出願数を把握することができない。1997年度までは、新入生

は入学時および入学後に出願することができた。また、1997年度からは、応急採用と入学時のみと

なった。採用者数（のべ数）は50名（1998年度）ないし165名（1996年度）である。1999年度は

０名である。 

奨学金の交付額は、日本育英会第１種2.5－3.0億円、第２種（1999年度より「きぼう２１プラ

ン」）1.6－2.7億円、学内奨学金0.4－0.5億円、民間団体奨学金0.2－0.3億円、地方公共団体0.1

億円である。合計額は4.9億円（1996年度）ないし6.6億円（1999年度）である。 

 
学生相談の体制  

学生相談については、学部の学生担当教務主任・副主任等による面接のほか、学生相談センター

による面接相談が行われている。1999年度の学生相談センターへの来訪者数と主な相談内容は以下

の通りとなっている。修学相談 16 名、進路相談５名、経済相談１名（奨学金）、心理相談 15 名、

健康相談37名（うち精神衛生関係34名）、法律相談13名、その他２名、合計89名（複合的な相

談は主要なもの一つに計上）。     

 
３ 卒業生の進路状況 
 

進路・就職状況の動向   

不況を反映してか、1995年に82.6％であった就職率が1999年には72.2％に低下している。その

反面、大学院進学者率は4.4％（1995年）から5.3％（1999年）に上昇している。学生の就職先の

割合では、第二次産業や金融業が相対的に低下しているのに対して、通信業や情報サービス業等が

上昇している。  

地方別就職者数を見ると、関東圏以外で就職する学生の割合は近年 17.2％から 20％の範囲に位

置している。 

国家試験や外交官試験の合格者数を見ると、国家公務員Ⅰ種、外務公務員、司法試験、公認会計

士試験には本学部からコンスタントに合格者を輩出している。 

 
 
 VII 管理運営 
 
１ 政治経済学部の意思決定体制 
 
学部の意思決定体制 
 本学部の意思決定の体制に 高の位置を占めるのは学部教授会である。教授会は教授および助教

授の全員によって構成される。定例教授会は毎月１回開催される。教授会は学部長（任期2年、再
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任あり）を選挙によって選ぶ。 

学部長は、学部の経営に関わる枢要な事項のすべてを教授会の協議に委ね、重要事項のすべてを

教授会に報告している。正・副教務担当および正・副学生担当、計4名の教員が学部長を補佐する

任にあり、学部長を含めた５名が「常務者」と呼ばれる。常務者会議が教授会の準備を行い、学部

経営上の日常業務を分担する。 

 学部教授会の下に、さまざまな会議体が置かれている。政治学科、経済学科の教務事項、教養・

語学科目の教務事項をそれぞれ担当する政治学メンバーの会、経済学メンバーの会、教養・語学メ

ンバーの会が中でも重要である。教授、助教授はこれらのどれか一つに分属している。原則として

毎月１回開催される三つの「メンバーの会」の会議の議長はすべて学部長が務める。 
入学試験、カリキュラム、教員人事など、さまざまな事項を分担する委員会はすべて、三つの「メ

ンバーの会」にまたがって教授会で直接選ばれる委員によって構成される。そのうち、「Ａ委員会」

に分類される委員会は常務者が委員長に就き、「Ｂ委員会」に分類される委員会は委員の中から委

員長が互選される。 
各委員会の委員は「メンバーの会」から選出されるのではない。したがって、本学部の意思決定

体制は、各委員会に「メンバーの会」の意思が直接代表される構造を取っていないということにな

る。 
 
意思決定体制の教育・研究面への影響 
 学部経営・運営に関わる事項の主要なものはすべて常務者がほとんどもっぱらに担当する。この

体制は、常務者以外の教員の事務負担を大きく軽減し、常務者の犠牲の上に、教育・研究面により

多くの時間・労力を注ぐことを可能にしている。 
 反面、常務者とそれ以外の教員との間の意見交換、討議の場が教授会と「メンバーの会」に限定

される傾向があり、情報の共有、責任の分担が妨げられ、また、これらの会議が長時間にわたるこ

とが少なくない。 
 全体として、常務者制度にもかかわらず、 近の入試多様化などにともない、委員会の数、会議

の数が増え、教員の事務負担は急激に増加する傾向にある。 
 
２ 事務組織 
 
事務組織による教育・研究支援体制 
 本学部の計5,515名の学生と386名の教員（常勤、非常勤を併せた数）の学習、教育・研究活動

をサポートするのは 23 名（内４名は学生職員、５名は派遣社員）の事務職員である。全員を事務

長が総括する。対学生の比率は、職員１人に学生240人ということになる。 

全職員（ただし、教員図書室職員、学生読書室職員、学生職員と派遣社員を含む計７名を除く）

が3号館１階の１コーナーを占める事務所で学部事務を行っている。事務体制は学務係（11名）、

庶務係（5名）の２係体制であるが、それぞれの係の中では、さらに細かく一人一人の任務分掌が

決められている。一人が複数の任務を割り当てられ、それぞれの任務は特定の一人だけの責任とな

っている。事務所全体で協力したり、互いに支援しあう業務も多いが、個人が分掌する任務につい

ては、定められた期限までに一人で事務処理を終わらせる責任があり、全体として、時間外勤務が

多い。 

事務所開閉時間は午前9時から午後5時（土曜日は午後2時）までで、全員が表の学生カウンタ

ーで学生に対応し、裏側の教職員出入口から教員に応対する事務所形態である。教授会以下、学部

に設置されている委員会等には必ず職員が委員または事務局として関わり、会議の資料配布や記録

などを担当する。 
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 上記以外に、3号館 3階にある研究室受付、3号館 2 階にある教員室には学生職員２～３名また

は派遣社員１名が常駐し、常勤教員、非常勤教員の教育・研究活動を支援している。 

 

〔政治経済学部の部おわり〕
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政治学研究科 
 

Ⅰ 総論  

 

政治学研究科の理念・目的 

 本研究科は、政治経済学部における研究・教育を基礎に、早稲田大学現代政治経済研究所およ

び大学院経済学研究科とも連携をとりながら、より高度で専門的な政治学の研究・教育を通じて、

文化の発展と人類の福祉に寄与することを理念としている。また研究者養成を中核におきながら

も、より広範な学部卒業者の専門教育、社会人の再教育、留学生の専門教育を目的としている。 

 

将来構想の検討 

 早稲田大学21世紀グランド・デザインに組み込まれた、本研究科の改革構想（「グランド・デ

ザイン委員会への中間報告」）では、研究・教育における全学的な連携、副専攻制の導入、経済

学研究科との連携による「国際学」の展開、学部＝大学院一貫教育が構想されている。 

 

教育理念、教育方法の情報公開 

 「研究科要項」や「入学案内」等の従来の印刷媒体のほか、インターネット上にホームページ

も開いている。 

 

現状―学生数、教員数 （2001年4月現在） 

 2001年4月現在、本研究科の学生数、教員数は下表のとおりである。 

課 

程 

修 士 課 程 博 士 課 程  計 

学 

年 

1年次 2年次 3 年次以

上 

計 1年次 2年次 3年次 4 年次以

上 

計  

学 生

数 

61  38 17  116

 

14 11 10 18  53  169 

 

専    任 兼 

担  

非 常

勤 

教 

授 

助 教

授 

計   

23  1  24 3  8 

 

 

Ⅱ 教育活動 

 

１ カリキュラムの編成と特色 

 

教育理念・目的とカリキュラムの対応 
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 政治経済学学部政治学科におけるコア科目にほぼ対応して、政治学の機軸となる重要な学科目

について、より高度な専門的教育のための研究指導と授業科目が置かれている。政治学、国際政

治、国際関係、国際機構行政、比較政治、行政学、自治行政、日本政治史、西洋政治史、政治思

想、憲法、行政法、国際法、マス・コミュニケーションの各研究指導および研究がそれに該当す

る。 

 さらに、現代における政治学の専門的分化に対応して、多様な発展的学科目が授業科目として

設置されている。 

 

学習効果への考慮、体系的履修の可能性 

 コアとなる学科目については、授業科目と研究指導を対応させ、集中的な専門的教育を通じて

学習効果を高めるよう配慮されている。同時に、複数の特殊研究における政治学の基本的な外国

文献購読を通じて、政治学の総合的基礎を修得できるよう配慮されている。さらに主としてコア

となる学科目からの現代的な専門的分化に対応する分野も、授業科目として学習可能であり、こ

れらを通じて、政治学に関する総合的な専門的知識を基礎に、専門的に高度化された研究を深め

てゆけるように配慮されている。 

 学生は、まず選択必修の特殊研究を通じて基礎的知識を修得し、ついで必修の研究指導とそれ

に対応した授業科目を通じて中核となる専門的知識を修得し、さらに多様な授業科目を通じて発

展的な専門的知識を修得することが可能である。 

 

他研究科聴講制度 

 修士の学位取得のための所定の単位として、8 単位を限度として、他研究科の授業科目を選択

履修することができる。例年10名以上がこの制度を利用しており、99年度においては、16名の

学生が他研究科の授業科目を選択している。 

 他方、他研究科学生の授業科目履修については、教室の収容可能人数による制限以外の制限は

していない。97年度には10名、98年度には16名、99年度には5名の他研究科学生の授業科目

履修を認めている。 

 

教育の活性化・多様化 

 学科目において、多様な分野について研究指導とそれに対応した授業科目が設置されるととも

に、同一分野についても多くの分野で複数の学科目が設置されることによって、教育の活性化・

多様化が図られている。 

 

社会人学生への配慮 

 特に社会人学生の規定はないが、社会人入学試験による入学者については、修士の学位の取得

に必要な所定単位数について、2 単位が減じられ、１年で修士の学位の取得が可能であるよう配

慮されている。また、政治経済学部政治学科の専門科目を修士課程の科目に代えて履修すること

を認めるとともに、特殊研究の選択必修が免じられ、社会人入学者の能力と学習目的への対応が

図られている。 

 

科目等履修生 

 選考の上、入学を許可している。99年度についてみると、一般履修生が16名、委託履修生が

1名である。一般履修生は、10単位まで授業科目を聴講することができる。 
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学生、社会人学生の要請、社会からの要請への対応 

 カリキュラム上ではこの点については明確ではない。研究科委員長および教務委員と、学生な

いしその代表との話し合いは適宜行われている。 

 社会からの要請に対応すべく、カリキュラム上での多様化が図られてきた。また社会人入学試

験に対応したカリキュラムの改訂も、社会からの要請に応えるものである。 

 

設置科目数の適否 

  1999年度で見ると、通年科目は77科目、半期科目は2科目、合わせて79科目が設置されてい

る。これを履修人員で見ると、41 科目が 5 人以下であり、それに次いで、6 人以上 10 人以下が

23科目、11人以上15人以下が10科目であり、20人を越える科目は1科目に過ぎない。相当の

数の学科目が設置され、しかも少人数教育を維持していると言える。 

 

専任教員・非常勤教員の比率 

 99年度で見ると、専任教員23人に対して、兼担教員が3人、非常勤教員が8人である。専任

教員 23 人と兼担教員の 2 人が研究指導およびそれに対応する授業科目を担当し、他の教員は授

業科目のみを担当している。 

 

専任教員の主要科目への配置 

 主要科目はいずれも研究指導およびそれに対応した授業科目として、専任教員によって担任さ

れている。 

 

教育課程の編成・運用に関する教員間の連絡調整システム 

 連絡調整は、研究科委員会において行われている。 

 

カリキュラムの見直し 

 年度ごとに、学科目の新設と廃止が行われている。また、社会人入学試験の導入にあたって、

それに対応するようカリキュラムの見直しが行われた。なお、カリキュラムの検討のための小委

員会が、研究科委員会に設置されている。 

 

２ 科目の履修・選択 

 

講義要項、カリキュラム・ガイダンス、科目履修・選択のための情報提示、科目登録の方法 
 講義要項は、年度の始めに発行される「研究科要項」の中に収録されている。各科目とも 200

字程度で、講義の基本的なねらいと進め方、指定文献などが記載されている。研究指導について

は、基本的な研究指導内容が、「入試要項」に記載されている。授業の中でシラバスが配布され

る科目もある。 

研究指導担当教員による科目選択履修が、研究指導別に、指導日を設けて実施されている。 

科目履修・選択のための情報提示は、研究科要項および掲示を通じて、なされている。 

研究指導担当教員の指導・承認に基づき、事務所に届け出ることによって、科目登録が行われ

る。 

 

授業期間、時間割編成 
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 授業期間は、大学歴に基づき、設定されている。1999年度についてみると、科目履修および試

験、論文審査の期間を除くと、授業期間は、前期はおよそ 12 週、後期は 14 週、合計 26 週とな

っている。 

時間割編成を 1999 年度について、曜日・時限別にみると、月曜日を除いて 1 限目には授業が

開かれていない。逆に、すべての曜日で 5 限目まで授業が開かれている。1 つの時限に 4 から 6

科目が集中している場合が8コマ見られる。科目間の調整は分野ごとに行われている場合が多い。 

 

 

学習に関する相談への対応 

 研究指導が集団であるいは個人別に丹念に行われている。加えて、オフィスアワーを設けて、

大学院生には学部生以上に詳しい指導相談を行っている教員が多い。 

 

３ 教育内容・教育方法 

 

授業計画にしたがった適切な授業 

 この点については、教員が研究指導ならびに講義を適切に進め得るための客観的条件が満たさ

れているかどうかについてのみ記すことにする。 

 専任教員一人あたりの学生数は、1999 年度についてみると、修士課程のみでは4.04 人、博士

課程のみでは 2.21 人、また修士課程と博士課程を合わせた学生数に対しては教員一人あたり

6.26人である。 

 政治学研究科に関してのみみると、専任教員の週単位出校日数は、1999 年度では、1 日が 12

人、2 日が 9 人、3 日が 1 人となっている。教員ごとにみると、政治経済学部の授業のための出

校日がこれに加わることになる。 

 非常勤の担任時間数をみると、1999年度では、総授業コマ数80の内8コマである。残りの72

コマを、在外研究員をのぞく専任 22 人と兼担 3 人が担任していることになり、一人あたり平均

2.88コマとなる。 

 休講についてみると、1999年度では、専任の総授業回数1820回に対して、休講は8回、兼担

の場合、総授業回数126回に対して、0回、非常勤の場合、総授業回数294回に対して、10回と

なっている。 

 TAの採用についてみると、99年度では11人が採用されており、一人あたりの割り当て時間は

90.9時間となっている 

 以上、いずれも1999年度についてみてみたが、1997年度および1998年度からの大きな変化は

みられない。 

 

魅力ある授業への努力・工夫 

 各教員ごとの取り組みについては、政治経済学部の該当項目を参照のこと。研究科でも視聴覚

機材の整備などを進めている。 

 

 

現実社会の課題の理解に関する有効性 

 研究科におけるすべての学科目が現実社会の問題解決に寄与することを目指していると言え

る。学生には、それを歴史的な理解や理論的分析から政策的応用までを含む学科目を通じて体系

的に学ぶことが期待されている。 
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研究者養成のための教育指導 

 特に博士後期課程における教育指導は、研究者養成を目的としており、修士課程の研究指導と

は独立に各研究指導が設置されている。また全教員の参加のもとに、博士後期課程学生による「合

同論文発表会」が年に２回開催され、研究科全体で、研究者の要請に取り組んでいる。 

 

 

 

４ 成績評価・単位認定 

 

評価認定基準 

単位認定の基準・方法は「政治学研究科要項」に明記されている。評価認定は、学則および政

治学研究科の定めた方法によって、厳格に行われている。 

 

修士学位の授与状況 

 1997年度は28名、98年度は27名、99年度は32名に修士学位が授与されている。 

 

博士学位の授与状況 

 課程による者については、1969年度1名、1976年度1名、1981年度2名、1986年度1名、1995

年度2名、1996年度1名、1997年度3名、2000年度１名に博士学位が授与されている。 

 論文による者については、1968年度1名、1969年度1名、1972年度1名、1986年度1名、1987

年度1名、1990年度1名、1991年度1名、1997年度3名に博士学位が授与されている。 

 以上、課程による博士学位授与者12名、論文による博士学位授与者10名、総計22名となる。 

 

学位の授与方針・審査基準の適否 

 修士学位の授与については、所定の単位の取得を前提に、修士論文の審査および 終試験を経

て授与している。論文の審査は、研究指導担任教員である主査および副査2名で行われ、評価案

は3名の合議で作成され、研究科委員会で決定される。 

 博士学位の授与については、とくに課程による学位授与を促進する目的で「学位論文提出資格

授与制度」が設けられ、「合同論文指導研究発表会」において論文の報告を義務づけ、在学期間

中に博士学位論文の完成を積極的に奨励する研究指導体制が創られている。この制度には、標準

型（積上方式）と特別型（一括方式）が定められている。 

 博士論文の審査は、主査（課程による場合は研究指導担任教員）と研究科委員の中から選ばれ

た副査、および研究科の外部の専門家に依頼した副査を含む３名以上の審査委員によって行われ、

審査報告書が研究科委員会に提出され、委員会で 終的な判定が下される。 

 

審査基準・審査体制の明示 

 審査は学則および研究科で定められた手続きと基準によって進められる。このことは政治学研

究科要項に明記されている。 

 

単位互換 

他大学院との単位互換は実施していない。 

在学中に留学等により他大学の大学院において修得した単位および入学する前に本大学大学
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院または他大学の大学院において修得した単位は、合計 10 単位を限度として、修了要件の単位

に充当するものとして認定される場合がある。 

 

科目等履修生 

 1999年度については、一般履修生16名、外国人特別研修生1名を受け入れている。 

 

 

５ 国際交流 

 

留学生 

 修士課程学生として、1997年度には20名、98年度には13名、99年度には12名を受け入れて

いる。 

 博士後期課程学生としては、上記の年度のいずれも3名を受け入れている。 

 国籍別にみると、1999年度では、韓国が17名、ついで中国が7名、台湾とイタリアが各1名

となっている。1997年度にはヨーロッパなど上記以外の6ヶ国という多様な国籍がみられるとは

いえ、韓国と中国が大多数を占める状況はその年度から3年間、変化はない。 

 なお、留学生のための日本語チューター制度が設けられている。 

 

留学制度 

 留学制度は学則および大学の留学規定に基づく。本研究科からの派遣学生の数は、1997年度は

6名、98年度は4名、99年度は4名である。 

 行き先別でみると、上記の３カ年を通じて、ドイツ、イギリス、アメリカがあげられる。97

年度には、そのほかロシア、フランスがあった。 

留学による取得単位の取り扱いは、他大学院で履修した科目の認定に準じる。 

 

留学を奨励する環境の整備 

全学的な交換留学プログラムが基盤的な環境となっている。それに加えて、研究指導等を通じ

て、フルブライト奨学金等への積極的な応募を促している。 

留学希望学生への支援は、研究科として独自に実施しているものはない。研究指導担任教員に

よる指導と支援があることは言うまでもない。 

 

 

 

Ⅲ 研究活動 

 

１ 研究成果 

 

研究成果の学内外への公表 

 研究科独自の刊行物としては、英文の研究紀要 Waseda Political Studies および博士後期課

程在籍者および修了・退学者の論文を委員会での審査の上掲載する『早稲田政治公法研究』があ

る。 

 

研究成果の教育・社会への還元 
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 この項については、政治経済学部の項目を参照。 

 

学会活動 

 1999年に早稲田政治学会が設立された。本学会は、従来の専門領域に細分化された学会と異な

り、政治学、政治思想、マスコミ、国際政治、憲法等、多くの領域に本研究科から輩出した研究

者を結集し、総合的・学際的な研究を推進するとともに、その成果を公表し、政治学の発展に寄

与することを目的としている。 

 

 

学外、外国との連携 

 本研究科を研究基盤とする教員が中心となったシンポジウムや講演会等は、現代政治経済研究

所との連携の下に実施されている。 

本研究科への外国人研究員の受け入れを 1999 年度についてみると、訪問学者を 4 名、外国人

研究員を3名受け入れている。 

 

 

Ⅳ 教育研究環境 

 

1 施設設備 

 

授業内容に応じた教育設備 

 授業の多くは、少人数教育のため、演習室が用いられている。必要な場合は、3 号館もしくは

7 号館のコンピュータ実習室が用いられる。政研予備室には、コンピュータを用いたプレゼンテ

ーションに必要な設備が整えられている。 

 

教室の有効利用 

 特に政治学研究科の主として運用する演習室については、ほとんどの時限で利用されている。 

 

学生の自習場所 

 修士課程学生および博士後期課程学生それぞれに対して、研究指導室が設けられている。 

 

教員の研究用図書の購入・管理 

 教員の研究用図書の購入・管理は、政治経済学部教員図書室が行っている。 

 

２ 研究環境・研究助成 

 

科学研究費補助金等の採択状況 

 この項に関しては、政治経済学部の項目を参照。 

 

研究費、図書費 

 大学院のレベルで教員の研究を促進するためのものとして、大学院研究費、大学院図書費があ

り、大学院生の研究を促進するものとして院生読書室図書費がある。大学院図書費については、

各教員が研究指導に不可欠の図書を選定し、研究室において活用することが可能となっている。
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院生読書室図書費については、学生の委員会が図書を選定し、購入された図書は高田記念図書館

に配置される。 

 

３ 教育研究活動の支援体制 

 

研究支援体制の整備状況 

 この項目については、政治経済学部の項目を参照。 

 

 

事務職員による教育研究活動支援 

 教材等の準備において、事務職員による教育活動支援が行われている。事務職員による研究活

動支援については、政治経済学部の該当項目を参照。 

 

 

Ⅴ 教員 

 

１ 教員組織 

 

分野別教員数・構成 

 専任教員についてみると、1999年度では、政治学研究、国際政治研究、国際関係研究、政治思

想研究、憲法研究が各2名、比較政治研究、行政学研究が各3名、国際機構行政研究、自治行政

研究、日本政治史研究、西洋政治史研究、行政法研究、国際法研究、マス・コミュニケーション

研究が各１名となっている。 

 これを大まかな分野別でみると、政治学およびマス・マスコミュニケーション関係が3名、政

治思想・政治史関係が4名、国際政治学・比較政治関係が7名、行政学関係が5名、公法学関係

が4名となっている。 

 資格別にみると、以上 23 名の専任教員は、いずれも教授である。なお助教授も委員会が認め

る場合は授業科目を担任可能である。 

 外国人教員は任用されていない。 

 終学歴でみると、本大学である者が12 名、他大学が11名となっている。 

 

専任教員の年齢構成 

 1999年度についてみると、40歳代前半が3名、後半が4名、50歳代前半が4名、後半が5名、

60歳代前半が3名、後半が4名となっている。 

 

２ 教育活動、研究活動、社会活動 

 

 専任教員が個々に行う教育活動、研究活動、社会活動については、政治経済学部の教員として

のそれらに併せて記述した。 

 

Ⅵ 学生 

 

1 受け入れ 
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大学院生の概況 

 修士課程学生についてみると、1997年度は76名、98年度は81名、99年度は99名であり、増

加の傾向がみられる。 

 博士後期課程学生については、1997年度は48名、98年度は50名、99年度は51名であり、大

きな変化はない。 

 入学定員に対する充足率でみると、修士課程については、1997 年度は 60%、98 年度は 87.5%、

99年度は105%となっていて、充足率が上昇している。博士後期課程については、1997年度は45.0%、

98年度は25.0%、99年度は50.0%となっていて、年ごとの変動が大きいが、いずれも50%以下で

ある。 

 

志願者の動向 

 一般入試の志願者についてみると、1997年度は70名、98年度は83名、99年度は78名であっ

たが、1999 年度には社会人入試が導入され、社会人入学試験による志願者21名あり、結果とし

て、99年度は両者併せて99名と大幅な増加となった。 

 

入学志願者を増やすための募集努力 

 社会人入学試験による入試はそのような努力の一つである。 

 

入学試験の適否 

 修士課程に関しては、一般入試では、英・独・仏のうち外国語1 科目と専門科目2題（一題は

自らが志望する研究指導、もう一題はそれ以外の研究指導の問題）、口頭試問を課している。社

会人入試では、同じく外国語1科目の他、口頭試問を課し、専門試験を免除している。 

 博士後期課程では、第１および第2外国語のほか、口頭試問を課している。 

 

多様な能力・資質・個性を持つ学生の選抜 

 前項のように、一般入試と社会人入学試験において、選抜の方法を変えている。また博士後期

課程入試では、2000年度入試より、第2外国語として、英・独・仏の他、ロシア語、中国を加え

ている。 

 

社会人受け入れ状況 

 特に社会人学生としての受け入れは行っていない。 

 

科目等履修生受入れ状況 

 一般履修生、委託履修生、外国人特別研修生をあわせて、1997年度は24名、98年度は18名、

99年度は17名であった。 

 

２ 学生生活への配慮 

 

奨学金 

 奨学金については、学生の登録と申し込みに基づいて、審査し、推薦者を決定している。主な

奨学金の申込者数と採用者数をみると、1999 年度では、日育・1 種申し込み者 38 名に対して、

採用者は19名である。学内奨学金については、さらに厳しい。 

                  33



 

学生相談の体制 

 研究科独自の相談体制はとっていない。学生相談センターの利用を呼びかけている。 

 

３ 卒業生の進路状況  

 

進路・就職状況の動向 

 修士課程学生については、就職先としては、新聞・出版、放送・広告、情報・調査、非営利団

体、公務員などがみられる。 

 博士後期課程退学者のうち、研究・教育職に就いた場合については、把握できている限りで、

1998 年度2名、99年度2名、2000年度8名である。 

就職決定者・就職率の推移の統計的な把握はできていない。 

 

進路指導・情報提供 

 研究指導を通じた進路指導の他、公募等の情報は事務所において閲覧できるようになっている。 

 

 

VII 管理運営 

 

１ 政治学研究科の意志決定体制  

 

 

研究科の意志決定体制 

 全委員の出席する研究科委員会が 高意志決定機関であり、研究科委員長および教務委員が執

行部を形成する。 

 

意志決定体制の教育・研究面への影響 

 全員の参加する一つの会議体としての研究科委員会での意志決定を通じて、研究科としての教

育意図が徹底されている。他方では、執行部への仕事と責任の集中という問題も、否定できない。

学部との調整の下で授業負担の軽減等を考慮する必要があろう。 

 

２ 事務組織 

  

事務長は、政治経済学部および現代政治経済研究所の事務長を兼務しており、研究科専属の職

員は2名、経済学研究科と併せて学生職員が1名となっている。同室の経済学研究科の事務組織

とは、連携がはかられている。 

 

〔政治学研究科の部おわり〕
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経済学研究科 
 

Ⅰ 総論 
 
経済学研究科の理念・目的 
 
 1951 年設立当初においては、専門研究者、とくに、大学教員養成の色彩が濃かった。このためもあり、

博士後期課程進学にはきわめて厳しい制約があった。しかし、経済学そのものの発展とともに 1960 年

代から研究指導の種類が多様化の傾向を見せ始め、それとともに大学院進学者が漸増した。近年では、

社会からの大学院教育への需要も高まりをみせ、2000 年度から年二回の社会人入試をあらたに設けて、

専門的知識の社会への還元にも配慮がなされるようになった。現在では、経済学における専門研究者の

養成と、同分野における大学院レベルの高度な専門知識への社会的需要への対応とを目的としている。

今後も、研究者の養成と専門的知識の社会への還元とが円滑におこなわれるように、設置研究指導の多

様化や制度上の整備などを検討していく。 
 上記の教育理念をふくめた教育方法の情報は、2000 年度研究科要項 (p. 65)や 1999 年度大学年報(p. 
26)などの定期刊行物に掲載されており、経済学研究科 Web ページに常時掲示されている。また、社会

人入試受験希望者に対しては、特別に社会人入試説明会を開催し（2000 年度は 7 月 15 日）、教育の目

的や内容、出願資格の決定の背景などを詳細に説明しているほか、受験者全員にほぼ同じ内容のプリン

トを受験票とともに配付して、社会人学生に対する教育理念・教育方法の情報公開の徹底を図っている。 
 
 

Ⅱ 教育活動 
 
１ カリキュラムの編成と特色 
 
教育理念・目的とカリキュラムの対応 
 
 将来の専門研究者にとっても、実社会での活用を目的に専門的知識を取得する者にとっても、体系的

な科目履修は必要である。大学院への門戸が広げられた現状においては、とりわけこのことがあてはま

る。本研究科では研究指導において指導教員が、担当の学生の授業科目の選択や論文の作成、研究一般

について指導する制度をとっている。 
 2000 年度に設置されている研究指導は、理論経済学・経済史専攻修士課程 13、同博士後期課程 9、
応用経済学専攻修士課程 14、同博士後期課程 12 となっている。 
 
 
カリキュラムにおける学習効果への考慮 
 
 個々の授業科目の位置付けが明白になるよう、科目の末尾に特定の名前があたえられている。まず、

授業科目は選択科目と共通科目とに大別される。選択科目は、標準的な内容を講義する「研究」（理論経

済学・経済史専攻 12 科目；応用経済学専攻 12 科目。ただし、2000 年度、以下同様）、それよりは担当
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教員の学問的関心を反映したトピックを選択できる「特論」（理論経済学・経済史専攻 13 科目；応用経

済学専攻 8 科目）、研究指導と平行しておこなわれる「演習」（理論経済学・経済史専攻 11科目；応用経

済学専攻 12 科目）、歴史研究における「史料講読」（理論経済学・経済史専攻のみ 2 科目）とからなる。

共通科目は、外国語による「文献研究」（5 科目）、日本・欧米・東欧・アジアなど地域経済を対象とす

る「（地域）経済研究」（6 科目）、および「経済数学研究」（4 科目）からなる。以降これらの区別を授

業形態と呼ぶ。 
 
 
カリキュラムによる体系的履修の可能性 
 

 カリキュラムによる体系的な履修は、指導教員制に委ねられている。すべての学生が特定の指導教員

をもち、指導教員の指示にしたがって科目を選択しなければならない。その意味で、指導教員の果たす

役割は大きい。しかし、研究科全体としての授業科目の体系を示すもの、たとえば、授業科目の難易に

応じた前提科目のような制度が特別には設けられておらず、指導教員の裁量が体系的な履修におよぼす

影響がきわめて大きい。 
 
 

教育の活性化・多様化 
 

 教育の活性化のために、学位取得をインセンティブとして活用することが試みられている。たとえば、

これまで取得がきわめて困難であった博士号に関して、1997 年からいくつかの策を実行している。また、

研究科自体の制度ではないが、博士後期課程在学者のうち、一定の条件を満たす者は、早稲田大学政治

経済学部助手採用試験を受験することができることも、在学者へのインセンティブとなるであろう。 
 教育の活性化のもうひとつの試みは、従来原則として教授に限られていた講師資格を拡充し、一部科

目については専任講師も教育に参加できるようになったことにみられる。大学院生が若手教員と接する

ことによって、これまでとは異なる角度からの学問的刺激が生まれることが期待される。 
 教育の多様化の一端は、設置されている研究指導の種類が年々ふえていること、「必要に応じてもろも

ろの専門家による臨時的な講義をとり入れている研究指導もあり、また問題によっては実践的な調査や

研究のための道も開かれている」(研究科Web ページより）こと、などに見られる。 
 
 

カリキュラムにおける社会人学生への配慮 
 
 以下の諸点において社会人学生へ特別に配慮している。 
 

・ 入学時の履修単位数上限を 32 単位（他学生 24 単位）にして、1 年半での修士号取得が可能 
 となった。 
・6 時限目を授業時間帯に組み入れた。 
・経済数学の入門的な講義「経済数学研究 I」を内容別に 2 クラス新設した。 
・ 社会人入学者に研究指導教員の「演習」を履修することを義務づけ、履修の負担軽減を図っ 
 ている。 
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カリキュラムの見直し 
 
 2000 年度から新たに社会人入試を開始して、研究者養成と専門的知識の社会的還元との二方向の教育

目的を達成するためのカリキュラムの見直しは緒についたばかりである。とくに、体系的履修への教育

的な配慮については、研究指導のみにその責任を求めるのではなく、研究科全体として科目の難易を見

通しよく提示するなどの努力が必要であろう。 
 
 

設置科目数の適否 
 

 2000 年度における研究指導設置数と授業形態別設置科目数についてはすでにふれた。2000 年度には、

1 年間の在外研究に赴いている教員が 3 名いるため、設置科目数は標準よりも少な目になっている。 
 科目の供給側の条件をあらわすデータとして、2000 年度における専任教員の担当科目数についての度

分布表を表１に示す。専任教員による担当科目を増やす余地は多少残されているものの、 数      
担当科目数  1  2  3  4  5 合計 

度数（演習を除く）  3  4  8  7  4 26 

度数（演習、研究指導を除く） 13 12  1  0  0 26 
授業担当者（専任講師1名を含み、在外研究者3 名を除く）のみ計上。 

 

表１：2000 年度専任教員の担当科目数 
 

 1998 年度 1999 年度 2000 年度 

専任教員数（A ） 
非常勤教員数（B ） 
A/（A＋B ）（％） 

22 
21 
51 

24 
18 
57 

28 
16 
61 

専任教員担当科目数（C ） 
非常勤教員担当科目数（D ） 
C/（C＋D ）（％） 

94 
22 
81 

92 
18 
84 

102 
17 
86 

調整済み専任教員担当科目数（E ） 
調整済み非常勤教員担当科目数（F ） 
E/（E＋F ）（％） 

94 
19 
83 

92 
14 
87 

82 
14.5 
85 

「調整済み」では、演習を除き、半期科目を0.5 科目として計算した。 
 

表２：専任教員・非常勤教員数および担当科目数の比率の推移 

 

専任教員が学部の講義をも担当しなければならないことを考えれば、専任教員の数を増やさない限り、

専任教員の担当する科目の大幅な増加は難しい。 
 需要側の要因をあらわすデータとして、授業形態別履修者数（研究指導を除く）の度数分布を表 4に

示す。その詳しい検討は、2 にある。検討の内容は以下のとおり要約できる。在籍者が急増した影響を

受けて、大規模クラスが少なからず存在する。とくに、初学者向けの授業への集中が著しい。したがっ

て、この種の授業に関しては設置クラス数の増加などの工夫が将来必要となるであろう。 
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専任教員・非常勤教員の比率 
 
 近年の専任教員比率と専任教員担当科目比率とは表 2 に示されている。ただし、表 2 の専任教員担当

科目比率C/（C＋D ）においては、単位数が無視されている。二単位科目を担当する非常勤教員が多いこ

とを考慮すれば、1998 年度と 1999 年度の数値は専任教員の開講科目比率の実勢よりも若干低めの数値

となっている。逆に、2000 年度においては、「演習」が計上されているので、その分だけ前年度・前々

年度よりも水増しされた数値となっている。そこで、演習を除き、半期科目を 0.5 科目として計算した

数値E/（E＋F ）も算出した。2000 年度の専任教員担当科目比率が前年度よりも低くなったのは、2000
年度において 5 名の在外研究員（3 名通年、2 名後期）がおり、専任教員の担当する科目が通常よりも

少ないことによる。 
 
 
他研究科聴講制度・他研究科からの聴講生受け入れ、科目等履修生 
 
 他研究科の科目聴講は在学期間中 8 単位まで選択履修することができる。また、他研究科からの聴講

生も当該研究科の規定にしたがって随時受け入れている。両者の近年の状況は表 3 に示されている。他

研究科聴講についてみると、前年まで商学研究科における聴講が大部分であったの 
が、今年度はそれに加えて社会科学研究科とアジア太平洋研究科における聴講が急増した。受け入れに

ついては、大きな変化は見られない。結果として、2000 年度において、これら 3 研究科に対しては大

幅な出超となっている。一般(委託)科目等履修生については、1998 年度 7(2)名、1999 年度 7(1)名、2000
年度 8(0)名となっている。 
 
 

他研究科聴講生実数（同科目数）   
 1998年度 1999年度 2000年度 

商学研究科 13（25） 10（11） 19（22） 

社会科学研究科 3（3） 3（3） 10（14） 

アジア太平洋研究科 1（1） 5（5） 11（12） 

その他の研究科 2（3） 1（3） 4（6） 

 

他研究科からの聴講生実数（同科目数）   

 1998年度 1999年度 2000年度 

商学研究科 3（4） 7（11） 2（3） 

社会科学研究科 0（0） 1（1） 1（3） 

アジア太平洋研究科 4（8） 5（9） 6（7） 

その他の研究科 9（10） 2（3） 6（6） 

 

表 3：他研究科聴講生および他研究科からの聴講生受け入れ実数と科目数 
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２ 科目の履修・選択 

 

カリキュラム・ガイダンス、科目履修・選択のための情報提示 
 

 カリキュラム・ガイダンスはおもに研究指導をとおしておこなっている。この他、研究科全体として

修士論文作成のためのガイダンスをおこなっている（2000年度は6月20日に実施）。 

 講義要項が毎年更新される。また、研究科のWebページには、講義要項と同内容かもしくは講義担当

者による詳細な情報が掲示されてる。 

 

 

科目登録の方法 
 

 研究指導ごとに科目選択指導日が設けられ、学生は登録にあたって指導を受けることになっている。

また、科目登録変更日を設けて、初回受講後の科目登録の変更の便宜をはかっている。 
 
 

授業期間・時間割編成の適否 
 

 授業期間は大学暦による。2000年度は4月3日から7月8日までが前期授業期間、9月19日から1月

20日までが後期授業期間となっている。2001年度からは、前期・後期期間の平準化が図られる予定であ

る。 

 時間割編成に関しては、研究科・学部その他の会議がおこなわれるため、火曜日の3時限以降の授業

数が少ない。そのほか、全体的な特徴として、以下の点があげられる。まず、時限に関しては、3 時限

と 4 時限とに多くの授業が集中する一方で、1 時限と 6 時限との授業数が極端に少なくなっている。曜

日に関しては、土曜日の授業数が若干低いものの、時限の場合ほど授業数の散らばりは大きくない。た

だし、時間割編成にあたっては、教員の希望をできるだけ優先する形をとっており、体系的履修に配慮

して科目の曜日・時限配分を調整する公式の機会は設けていない。 

 
 

授業形態別履修者数の状況 
 
 2000 年度における、研究指導を除く授業形態別履修者数の状況は表 4 に示されている。「特論」およ

び「経済数学研究」以外は単峰の分布となっている。「特論」に大型クラスが相対的に多いのは、教員の

在外研究の都合によって本来よりも配当クラス数が少ない科目（国際経済論特論、財政学特論など）が

あることや、教員間の話し合いによって初学者用に基礎理論を重点的に講義することに決めた科目（理

論経済学特論のひとつ）があることが影響しているのであろう。「経済数学 
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 1-4人 5-9人 10-14人 15-19人 20人以上 合計 

「研究」 5 12 3 2  22

「演習」 15 4  19

「特論」 6 7 1 5  19

「史料講読」「文献研究」 3 1 1  5

「（地域）経済研究」 1 3 1  5

「経済数学研究」 1 1 1 1 4

合計 30 26 8 9 1 74

 

表 4：2000 年度授業形態別履修者数（研究指導を除く） 
 

 A B C D 合計 

「研究」 3 10 10 1 24

「演習」 3 20 23

「特論」 2 9 10 21

「史料講読」「文献研究」 5 1 1 7

「（地域）経済研究」 2 3 1 6

「経済数学研究」 2 2 4

合計 7 32 44 2 85

A：講義目次を明示してあるもの 

B：教科書や参考文献を明示してあるもの 

C：講義内容の概略が示されているもの 

D：受講者と相談のうえ内容を決めるとしているもの 

アルファベット順に若い項目を優先して排他的に分類している。 

 

表５：2000 年度授業形態別講義要項記載内容の状況 
 

研究」の大型クラス２つは「経済数学研究 I」であり、これも初学者をおもに対象としている。初学者

向けの科目に登録者が集中しがちなことは、今後のカリキュラム編成で留意すべき点である。 
 

 

講義要項の適否 
 

 2000 年度の講義要項について、授業形態別に記載内容の度数分布を表 5 に示す。講義目次まで明示

してあるものは少なく、内容の概略と教科書・参考書を記す形が大多数を占めている。講義要項の原稿

依頼の際には 200 字を原則的な字数制限としているので、これを厳格に守ろうとすれば講義目次まで記

述するのは困難である。しかし、もっぱら研究指導によって体系的な科目の履修をおこなうという現在

の形式からすれば、講義要項の内容は詳細であることが望まれる。予算の範囲内で検討の余地があろう。 
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学習に関する相談への対応 
 

 大学院学生用のオフィス・アワーはとくに設けていない。しかし、研究指導その他において教員が学

生の相談に応じている。事務所も随時対応している。 
 

 

３ 教育内容・教育方法 
 

授業計画にしたがった適切な授業 
 

 今回は、講義目次が受講者に提示され、それにしたがって授業がおこなわれているかどうかについて、

特別なアンケート調査をおこなっていない。将来的には、教員・学生双方にアンケートを配布するなど

して調べるべきであろう。 
 
 

 1998年度 1999年度 2000年度 

専任教員一人あたり学生数（人） 5.3 4.5 4.8 

専任教員平均週出講日数（日） 2.1 1.8 1.8 

専任教員平均授業担当数１ 4.3 3.7 3.2 

年間休講総数（専任教員） 33 37 － 

 授業あたり平均２ 0.35 0.40 － 

年間休講総数（非常勤） 17 8 － 

 授業あたり平均３ 0.89 0.57 － 

１表２におけるＥを授業担当専任教員数（在外研究員等を除く）で割ったもの。 

２年間休講総数を表２におけるＥで割ったもの 

３年間休講総数を表２におけるＦで割ったもの 

 

表６：専任教員一人あたり学生数など 
 

 

 

 授業の質に関連すると思われるデータを表 6 に示す。なお、2000 年度における専任教員授業平均担

当数が少ないのは、在外研究等で嘱任期間の長い教員が 3 名まったく授業を担当しない一方で、新規嘱

任教員 4 名の担当科目数が平均よりも少ないことによる影響である。 
 

 

魅力ある授業への努力・工夫 
 

 教員の裁量に任されており、研究科全体として授業の具体的なあり方について検討する機会は特別に

設けてはいない。不定期的に外部から講師を招いた、討論型の授業などがある。 
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研究者養成のための教育指導 
 

 これまでにも述べたとおり、カリキュラムの体系的な履修や論文の作成、その他学生の研究全般にわ

たって、研究指導が重要な役割を担っている。また、学生の研究成果を報告する機会として、博士後期

課程研究計画書発表会を年 1 回、経済学研究科研究報告会を年 2 回程度開催している。 
 

 

社会への専門的知識の還元 
 

 社会人入試を今年度から施行し、教育を介して専門的知識を普及させる道が新たに開かれたことにな

る。社会人学生の履修者数上位 7 科目は、財政学特論（5 名）、経済数学研究 I（5 名）、アメリカ経済研

究（5 名）、人口論研究（4 名）、財政学研究（4 名）、金融論研究（4 名）、日本経済研究（4 名）である。 
 

 

４ 教員組織 
 

 専任教員の分野別教員数などデータが表７に示されている。過去 3 年間で専任教員数は増加傾向にあ

る。とくに、理論経済学（数理経済学をふくむ）の分野でその傾向が顕著であった。 
 2000 年度における専任教員の年齢構成は、35-39 歳 1 名、40-44 歳 5 名、45-49 歳 6 名、50-54 歳

6 名、55-59 歳 8 名、60-64 歳 0 名、65-69 歳 2 名となっている。専任教員の平均年齢は、1998 年度 52.6
歳、1999年度 50.7歳、2000年度 50.8歳となっている。性別の構成に関しては、女性専任教員数が、1998
年度 0 名、1999 年度 1 名、2000 年度 1 名となっている。 
 

 

専任教員の主要科目への配置 
 

 標記項目について、その表裏の関係にある非常勤教員の担当科目を表 8 に示す。そこからも明らかな

とおり、地域的な専門性の高い「(地域)経済研究」は非常勤教員によってまかなわれている。その一方

で、タイムリーな話題をあつかうことのできる「特論」に非常勤講師を招くことによって、専任教員で

十分にはカバーできない分野を補っている様子がうかがえる。 
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 1998 年度 1999 年度 2000 年度 

理論経済学 3 4 5 
数理経済学 0 1 1 
計量経済学 1 1 1 
経済学説史 1 0 1 
統計学 1 1 2 
経済統計 1 1 1 
日本経済史 2 2 2 
西洋経済史 2 2 2 
経済政策 1 2 2 
農業経済学 1 1 1 
産業組織論 1 1 1 
国際経済論 2 2 2 
金融論 2 2 2 
社会保障論 1 1 1 
社会政策 1 0 1 
労働経済学 0 1 1 
財政学 2 2 2 
合計 22 24 28 
終学歴が早稲田大学の者 13 13 15 

博士号取得者 9 11 11 

 
表７：分野別専任教員数の推移 

 
 

授業形態 科目数 科目名 

「研究」 1 人口論研究 
「特論」 6 日本経済史特論、西洋経済史特論、経済地理特論、 

国際金融論特論、社会保障論特論、社会政策特論 
「（地域）経済研究」 6 日本経済研究、アメリカ経済研究、ヨーロッパ経済研究、 

ロシア・東欧経済研究、中国経済研究、東南アジア経済研究 
「史料講読」 2 日本経済史史料講読、西洋経済史史料講読 
「経済数学研究」 2 経済数学研究Ⅱ 

 
表８：2000 年度非常勤教員担当科目 
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教育課程の編成・運用に関する教員間の連絡調整システム 
 

 月 1 回程度の研究科委員会が標記項目に関する公式の連絡調整の機会である。その他には、非公式な

意見交換がおこなわれているにすぎない。 
 
 

教員に対するオリエンテーション 
 

 新任教員については、特別なオリエンテーションはおこなっていない。非常勤教員に対しては、「早稲

田大学大学院経済学研究科ご案内」を配布して、授業時間帯、教室、教育用機器、講義内容、休講・補

講のあつかい、教材の印刷、試験、成績、給与、嘱任期間、学内施設などについての小冊子(8 ページ)
を配付している。 
 
 

５ 成績評価・単位認定 
 

評価認定基準の明確さ 
 

 研究指導・授業科目における成績は素点（100 点満点）でつけるものとする。その素点は学生に公表

しない（1984 年 3 月 13 日委員会）。代替的に、学生に対しては優（80 点以上）、良（70-79 点）、可（60-69
点）、不可（60 点未満）によって通知する。評価基準のあり方に関しては、評価対象（筆記試験、レポ

ート、平常点など）をもふくめて担当教員に委ねられている。評価基準を学生に明示することも教員の

裁量の範囲内にある。 
 
 

学位の授与状況 
 

 過去 3 年間（1997 年度、1998 年度、1999 年度）の学位の授与状況は、それぞれ、修士 34 名、23
名、33 名、博士（課程）1 名、0 名、0 名、博士（論文）0 名、0 名、0 名となっている。博士後期課程

の修了者が極端に少なく、学位授与の現況が博士後期課程在籍者の研究に積極的なインセンティブとし

て機能していない点や、それが博士後期課程進学を不必要に抑制している可能性があるという点は検討

していく余地があるものと思われる。 
 
 

学位の授与方針・審査基準の適否 
 

 修士課程に関しては、所要の授業科目を履修し、必要な研究指導を受け、かつ、論文試験に合格する

ことが学位授与の条件である（早稲田大学大学院学則第 13 条）。博士後期課程に関しても同様である（早

稲田大学大学院学則第 14 条）。審査の形態は以下のとおりであり、評価基準は審査委員に委ねられる。 
 

・ 修士論文の審査に関しては、2 月上旬の口述試験の後、審査員たる主査 1 人副査 2 人が協議 
 の上評価を決定する。評価は素点（100 点満点）でおこなうものとし、学生には素点を公表 
 しない。 
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・ 博士論文（課程による者）の審査に関しては、3 名以上の審査員を設け、面接による 終試 
 験の後、審査員による審査結果および意見を記載した審査報告書が委員会に提出され、定足 
 数（3 分の 2 以上）を満たす委員会における 3 分の 2 以上の賛成によって合格の判定が下さ 
 れる。 
 
・ 博士論文（課程によらない者）の審査に関しては、事前審査の後学位授与の申請が正式に受理され

る。審査員は、論文審査員 3 名以上と学識確認審査員若干名とからなる。論文審査員は、課程によ

る者の博士論文の審査と同様の論文審査をおこなう。学識確認審査員は、関連科目と外国語とにつ

いての試問をおこなう。論文審査員は、論文審査・学識確認審査の結果をふまえた論文審査報告書

を委員会に提出する。合格の判定は課程による者の博士論文のそれに準ずる。 
 
 
審査基準・審査体制の明示 
 

・ 修士課程の論文審査に関しては、経済学研究科講義要項の中の「教務要項」に修士論文作成 
 要領についての記載があり、口述試験の時期・参考書等の持ち込み許可の旨が記されている。 
 審査員の氏名は事前に公表される。審査基準についての明示的な記述は、講義要項にも研究 
 科Web ページにも見当たらない。 
・ 博士論文（課程による者および課程によらない者）の審査体制については、研究科内規に記 
 されている。論文の審査基準を明示した文書は見当たらない。学識審査の基準を明示した文書も見

当たらない。それらは、審査員およびその報告書を受ける研究科委員会の判断に委ねられている。 
 

 

６ 単位互換 
 

他大学院との単位互換とインターンシップの実施状況 
 

 他大学院との単位互換はおこなっていない。また、研究科としては、インターンシップ制度をとくに

設けていない。 
 

他大学院等で履修した科目の認定 
 

 単位認定の基準・方法は、講義要項に記載されている。 
 

他大学院（外国）で履修した場合外国の大学院で経済学に関する科目の単位を取得した場合には、所定

の手続きを経て、8単位を限度として認定される。しかし、これまでに他大学院の単位が認定さ

れた例はない。 
 

他研究科の科目聴講の場合１参照のこと。2000年度に 1 件、科目等履修生として取得した社会科学研究

科の単位が、経済学研究科入学後に認定された。 
 

科目等履修生として履修した場合 4 単位を限度として認定される。1998年度と 1999年度においてそれ

ぞれ 1件ずつ、科目等履修生として取得した本研究科の単位が、入学後に認定されている。 
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７ 国際交流 
 

留学生の受け入れ数 
 
 外国人入学者数についての過去 3 年間（1998 年度、1999 年度、2000 年度）の推移については、 
修士課程入学者が、それぞれ、6名（中国5、韓国1）、6名（中国4、韓国2）、4 名（中国 3、韓国 1）で

あり、博士後期課程が、それぞれ、0名、2名（韓国2）、1名（中国1）となっている。留学生の支援体

制として日本語チューターの制度を設けている。しかし、その利用は少なく、2000 年度に 1 名のチュ

ーターを設けているにすぎない。 
 
留学制度 
 
 標記項目についての原則は、早稲田大学学位規則の中の在学中に海外留学をする者の取り扱いに関す

る規定による。過去 3 年間（1998 年度、1999 年度、2000 年度）における留学者数の推移は、それぞ

れ、2 名（アメリカ、韓国）、5 名（アメリカ、フランス、イギリス 2、中国）、6 名（アメリカ 2、フラ

ンス、スイス、イギリス、中国）となっている。これらの留学者のうち、公的なスカラシップの利用が

3 件（国際通貨基金と当該国政府奨学金 2 件）あり、その他は私費留学である。過去 3 年間において、

学術交流協定・学生交流協定等による留学者の派遣はない。 
 
留学希望学生への支援体制 
 
 早稲田大学学位規則の中の在学中に海外留学を希望する者の取り扱いに関する規定によって定められ

た規則および本学国際交流課で提供されている情報以外は、指導教員が個別に相談に応じている程度で

ある。 
 
 

Ⅲ 研究活動 
 
 学部の自己点検との重複を省くため、ここでは研究科独自の研究活動に限定して記述する。 
 
 
１ 研究成果 
 
研究成果の学内外への公表 
 
 教員用の紀要としてWaseda E onomic Papers を年 1 回、また、大学院生を中心とした紀要として

『早稲田経済研究』を年 2 回発行している。 
c

 
研究成果の教育・社会への還元 
 
 授業科目（とりわけ「特論」）において、研究成果を生かす工夫が教員個人の努力でおこなわれている。

社会的還元については、紀要を通じておこなわれるほか、社会人学生への講義もこれに貢献している。 
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２ 学会活動、その他 
 
学会活動 
 学生用を中心とした、早稲田大学大学院経済学研究会を設け、『早稲田経済研究』の発行等をおこなっ

ている。 
 
 
他研究科との研究交流、外国人研究員の受け入れ 
 
 教員個人のレヴェルでの交流がおこなわれており、不定期に授業科目の講師として招くことがある。

1999 年度に 1 名（フランス）、2000 年度に 1 名（ロシア）の外国人研究員を受け入れている。 
 
 
 

Ⅳ 教育研究環境 
 

１ 施設設備 
 

授業内容に応じた教育設備 
 

・ 授業科目の教室としては、政治経済学部の演習室や経研室をおもに利用している。OHP などの設

備に関しては、持ち運び式のもので対応することになる。それらの設備の利用状況については、今

回とくにアンケート調査などをおこなっていない。 
 ・研究指導の教室としては、研究室が使われることが多い。 

・ 政治学研究科との共用で２つのコンピュータ室を用意し、それぞれ 19 台ずつのＰＣを設置してい

る。経済分析に専用のソフトウェアもインストールされている。教員からの希望があれば、授業時

に利用することもできる。学生の利用頻度はきわめて高い。 
 
 

教室の有効利用 
 

・ 曜日・時限別の教室の利用率（マクロ的観点）については、月曜日から金曜日の２時間目か 
 ら 5 時間目に授業科目が集中する点はすでに指摘した。 

 ・個々の教室の有効利用（ミクロ的観点）については、以下の点が指摘できる。 
 
－ 設備面で持ち運び式機器に頼っていることが、授業の重大な障害になっているとは考 
    えられない。 
－  クラスサイズの度数分布（表４）が右（大きい方向）に移動していくようであれば、と 
  くに大規模クラスの教室の割り振りが今後ますます難しくなると考えられる。そのよ 
  うな教室の容量と登録者数とのミスマッチを解消するためには、科目数を増やしてク 
  ラスサイズの縮小化を図るなどの対策をとらなくてはならなくなるであろう。 
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学生の自習用の場所の確保 
 

・ 修士課程研究指導室 1 室を設け、個人用ロッカー、共用の学習机・椅子などが設置されてい 
 る。鍵は共用である。 
・ 博士後期課程研究指導室 3 室を設け、個人用ロッカー、共用の学習机・椅子などが設置され 
 ている。学生は個人用の鍵を貸与される。 

 

ただし、これらの指導室の規模は、将来的な在籍者数の急増に十分には対応できない懸念がある。 
 
 

教員の研究用図書の購入・管理 
 

 研究科の学術的資産に貢献するにたる図書であることを条件に、おのおのの教員が個人で購入し、研

究室で利用することができる。事務管理は政治経済学部の教員図書室がおこなう。 
 
 

２ 研究環境・研究助成 
 

研究費、図書費 
 

 学部のような個人研究費はなく、大学院図書費・院生読書室図書費が配分される。2000 年度における

大学院図書費は 11,548,000 円（配分対象者1人あたり 350,000円）、院生読書室図書費が 4,919,000 円
となっている。 

専攻 課程 1998 年度 1999 年度 2000 年度 

理論経済学・経済史 修士 33 28 30 
 博士後期 22 23 22 
 小計 55 51 52 
応用経済学 修士 48 45 67 
 博士後期 14 15 16 
 小計 62 60 83 
合計 修士 81 73 97 
 博士後期 36 38 38 
 合計 117 111 135 

 
表９：専攻・課程別在籍者数の推移 

 
 
研究員、助手、RA等の状況 

 
 教員は現代政治経済額研究所の研究員を兼ね、大学院生も研究協力者として同研究所の研究部会に参

加している（1998年度6名、1999年度8名、2000年度9名）。また、同研究所助手として、毎年 1 名が

採用されている。RA 制度は設けていない。 
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３ 支援体制 
 
研究支援体制の整備状況 
 
 政治経済学部における特別研究員制度等によって、本研究科教員が在外研究等に従事する場合には、

原則としてその研究を妨げない。1998 年度には 2 名、2000 年度には 5 名（うち、2 名は後期のみ）の

教員が国外での研究・教育に赴いている。 
 事務職員の対教員の支援として、教材の印刷・配布などがあげられる。対学生の支援として、通常の

事務の他、事務所開設時間中学生からの相談に随時応じている。 
 
 

Ⅴ 教員 
 
 学部の点検作業に一括する。 
 
 

Ⅵ 学生 
 
１ 受け入れ 
 
大学院生の状況 
 
 過去 3 年間の専攻・課程別在籍者数は表９にあらわされている。2000 年度においては、入学者の急

増の結果、在籍者数も急増している。 
 
志願者の動向 
 
 過去 3 年間の志願者・合格者・入学者の推移が表 10 に示されている。それによると、2000 年度にお

ける入学者の増加が、とくに応用経済学専攻修士課程における推薦入学者が大幅に伸びたことと、同専

攻同課程における社会人入学者が多数であったこととに起因することがわかる。 
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論経済学・経済史専攻    
課程  1998 年度 1999 年度 2000 年度 

修士 志願者 24 14 28 
 合格者 14 13 19 
 入学者 14 9 17 
  一般入試 14 8 12 
  推薦 0 1 4 
  社会人入試 － － 2 
 定員 44 44 44 
 充足率（％） 32 20 39 
博士後期 志願者 3 5 7 
 合格者 2 5 4 
 入学者 2 5 4 
  一般入試 2 5 1 
  推薦 － － 3 
 定員 22 22 22 
 充足率（％） 9 23 18 

 
 

応用経済学専攻    
課程  1998 年度 1999 年度 2000 年度 

修士 志願者 66 53 122 
 合格者 26 26 53 
 入学者 23 16 43 
  一般入試 23 11 18 
  推薦 0 5 14 
  社会人入試 － － 11 
 定員 36 36 36 
 充足率（％） 64 44 119 
博士後期 志願者 5 6 8 
 合格者 3 3 8 
 入学者 3 3 6 
  一般入試 3 3 4 
  推薦 － － 2 
 定員 18 18 18 
 充足率（％） 17 17 33 

 
表 10：専攻・課程別志願者・合格者・入学者の推移 
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多様な能力・資質・個性を持つ学生の選抜 
 
 1985年度から修士課程への推薦入学制を導入し、2000年度から、社会人入試制度と博士後期課程への

推薦入学制度とを導入している。社会人入試は年2回おこなわれる。入学者の増やすための努力として、

社会人入試の説明会をおこなっており、また、昨年（1999年）から、推薦入試についての説明会もおこ

なっている。今年度の推薦入学者が急増した一因は、この説明会にあるものと思われる。 

 

 
社会人受け入れ状況 
 
 2000年度において、研究科全体で13名の社会人を受け入れている。2000年度における志願者数・合

格者数・入学者数の状況は、理論経済学・経済史専攻において5名・3名・2名、応用経済学専攻におい

て43名・13名・11名となっている。 

 

 
留学生・特別聴講生受け入れ状況 
 
 留学生の国別分布についてはすでに述べた。過去3年間(1998 年度、1999 年度、2000 年度)における

志願者・合格者・入学者の推移は、理論経済学・経済史専攻修士課程について、それぞれ、1名・1名・

1名、2名・2名・2名、3名・0名・0名、同博士後期課程について0名・0名・0名、1名・1名・1名、

1名・1名・1名、応用経済学専攻修士課程について、19名・5名・5名、9名・5名・4名、17名・4名・

4名、同博士後期課程について、0名・0名・0名、1名・1名・1名、0名・0名・0名となっている。理

論経済学・経済史専攻では志願者がもともと多くないこともあって、例年若干名が合格し、応用経済学

専攻では志願者の多寡にかかわらず例年5名程度が合格している。1997年度には外国人特別研修生1名

（フィリピン）の受け入れがあった。 

 

 
２ 学生生活への配慮 

 
奨学金選考の適否 
 
 2000年度における各種奨学金への採択（出願）の状況は、大隈記念(年額40万）が 5(41)、小野梓（年

額30万）が 7(27)、津田左右吉（年額30万）が 1(31)、大川一般（年額25万）が 2(24)、日本育英会1

種・修士（月額8.4万）が 13(24)、日本育英会1種・博士後期（月額11.7万）が 8(8)、 

日本育英会・きぼう 21（月額 5--13 万）が 7(19)、博士後期課程奨学金（年額 9 万）が未確定（1999

年度 19(19)）、入学時ローンが未確定、結果的にすべての奨学金に不採用だったもの5名（いずれも修

士課程学生）となっている。選考は、入学試験における語学の成績（推薦入学者は一定の変換式によっ

て算出された対応する数値）による優先順位にもとづく。入学時に、入学者全員に対して、なるべく多

くの奨学金に出願するように促している。これは、民間の奨学金募集が事後的に追加される事態に対処

するためである。日本育英会奨学金と博士後期課程奨学金以外は採用枠が固定されているので、入学者

が今後増加していくとすると、不採用者が年々増えていく可能性がある。 
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学生相談の体制 
 
 事務的な相談は事務所で随時受け付けている。本学学生相談センターへの本研究科学生来談者数は、

1997年度1件、1998年度2件、1999年度6件となっている。 

 

 

 

課程  1997 年度 1998 年度 1999 年度 

修士 博士後期課程進学 7 8 12 
 科目等履修生 1 1 2 
 研究所（Ａ） 2 1 1 
 教員（高校） 0 0 1 
 マスコミ（Ｂ） 2 1 1 
 (Ａ)，(Ｂ)以外の民間企業 8 5 5 
 公官庁 2 1 0 
 団体、その他 2 0 0 
 未定、不明 10 6 11 
 合計 34 23 39 
博士後期 教員（大学） 2 3 3 
 留学 0 0 1 
 学術振興会（Post Doc.） 0 0 1 
 研究所 0 1 0 
 不明 1 0 3 
 合計 3 4 8 

 
表 11：修了者（中途退学者を含む）の進路状況 

 
 
３ 修了者の進路 
 
進路・就職状況の動向 
 
 過去3年間の修了者の進路の概況が表11に示されている。なお、本学就職課などから入手可能な情報

のみにもとづいているため、未定・不明が少なからずふくまれている。毎年、10名強の修了者が、博士

後期課程学生として進学もしくは科目等履修生として大学院科目を聴講する、あるいは、研究所に就職

するなどして、研究に携わっている。博士後期課程修了者（中途退学をふくむ）は毎年数名が大学の教

員の職を得ている。 

 進路指導・情報提供に関しては、本学就職課で一般の就職情報を得られる。研究職に関しては、 

全国の教員公募を委員会で回覧し、指導教員が博士後期課程学生の進路指導に役立てている。この資料

は掲示板でも学生に公表される。 
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Ⅶ 管理運営 
 
１ 個所の意思決定体制と事務組織 
 

 全教員を委員とする研究科委員会を月1回開催し、研究科における教育・研究を包括的に議論する。

委員会の規模が小さいため、研究科委員会の決定は比較的スムースに教育・研究に反映される。 

 事務職員2名が常駐して、教員・学生に対応している。 

 

 

経済学研究科の部おわり
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現代政治経済研究所  

 

I 目的と構成 

 

１ 研究所の目的 

 本研究所は、「現代日本の政治、経済ならびにマス・コミュニケーションに関連する総合的お

よび基礎的研究を推進し、かつ、関係資料の収集整理を行い、斯学の発達に寄与することを目的

とする」が、ＥＵ資料センターをも兼ね、国際的課題にも積極的に取り組んでいる。 

本研究所規則第２条は、大別して、(a)現代日本の政治、経済ならびにマス・コミュニケーショ

ンに関連する総合的および基礎的研究の推進、(b)関係資料の収集整理 (c)学術研究発達への寄与、

という３つの目的を掲げている。 

かかる目的を達成するための事業内容として、同規則第３条は、(a)研究・調査、(b)研究・調査

の成果発表、(c)研究・調査の指導、助成、(d) 研究・調査の受託、(e)研究資料の収集整理、保管、

(f)研究会、講演会、講習会の開催、(g)その他を列挙している。この内、研究は、主に研究部会を

組織して行い、その成果を叢書「現代政治経済研究所叢書」として纏めている。個人研究をサポ

ートするレファレンス・サービスを行うとともに、個人の研究成果を中間的に発表するワーキン

グ・ペーパーを適宜刊行している。貴重な図書雑誌およびマイクロフィルム等は、一般に公開さ

れ、多くの利用者が毎日訪れている。また、デリバリー・サービスも行っている。 

本研究所の掲げる目的及び事業内容は、今日の社会的要請や社会的期待に十分かつ適切に応え

るものであるといえる。さらに、本研究所は現在、国際政治経済の問題にも積極的に取り組み、

ＥＵ資料センターの役割も兼ね、特定の専門領域における国内屈指のデータ・アーカイブとして、

他に代わるもののない存在意義を誇っている。 

 

２ 研究所の構成 

 本研究所の研究員は、兼任研究員、特別研究員(研究所規則５章、６章参照)からなるが、大

学院博士後期課程の大学院生は研究協力者として研究の一翼を担っている｡98 年度は、兼任研究

員64名、特別研究員66名、研究協力者19名であり、99年度は兼任研究員72名、特別研究員72

名、研究協力者21名である｡ 

 研究所は、研究課題に従い、管理委員会の議を経て研究部会を設けることになっている。一

般研究部会は、98年度は12部会、99年度は14部会が設置され、特別研究部会は98年度に2部

会が設置された。 

 

 

II 研究活動 

 

１ 1998 年度の研究部会の活動 

1998 年度には、次の二つの特別研究部会が研究活動を行った。 
 Ａ．堀口部会 ｢行政改革｣―本部会は、これまで、�行政組織改革、�財政・金融改革、�社会

保障及び医療制度改革、�労働法制改革、�公共事業改革、�地方分権改革等を中心的なテーマと



して、研究活動を行ってきた。本部会は、1998 年度で研究を終了した。 

 Ｂ．佐竹部会「マルチメディアの政治･経済学的研究」―本部会は、これまでマルチメディアの

及ぼす政治・経済的な研究を目指し、医療マルチメディア、暗号、規格、情報技術、Y２K 問題

などを取り上げた。 
 一般研究部会としては、以下の 12 の部会が研究活動を行った。 

 Ａ．秋葉部会「近年の日本の金融に関係する諸問題」―「企業金融の構造変化とガバナンス構

造の変容；1980 年代におけるメインバンクの機能転換」という研究報告や公開講演会を行った。 
 Ｂ．飯島部会「現代政治思想研究―1980 年代のLiberal-communitarian debates を中心にして

―」― 本年度、本部会は講演会を３回と研究書の合評会を４回、研究報告会を４回企画した。本

年度をもって、４年間にわたる本テーマの研究を終了し、その成果を叢書の一冊に纏める予定で

ある。 

 Ｃ．伊東部会「民主化と民主主義の確立―世界的な比較可能性を求めて―」―本研究プロジェク

トは民主化（体制移行）だけではなく民主主義の確立（体制定着）をも視野に収めて、ラテンア

メリカ諸国、東アジア諸国、ロシア、東欧諸国、南欧諸国などのケーススタディに基づき、近年

の世界的な政治変動の比較分析枠組を作ろうという試みである。1996 年度に発足し、今年は３年

目にあたる。 
 Ｄ．内田部会「高齢化社会における政治的・経済的諸問題の分析」―本部会は、1996 年度まで、

「地方公共団体における高齢者福祉の現状と課題」というテーマで、多くの自治体から担当者を

招き、各自治体の取り組み、諸外国の動向についての研究会を開催してきた。終了年度にあたる

ので、報告書作成へ向けての準備として、資料の収集を中心にした活動を行った。 
 Ｅ．大浜部会「土地政策研究－国土開発と環境－」―本部会では、土地問題全般について、政

治・経済・法律学を中心とした学際的研究を行っている。中心テーマは①土地金融の実態分析、

②都市計画法の改正問題、③自治体条例と「まちづくり」、④公共事業と国土開発などである。 

Ｆ．谷藤部会「戦後日本における政治価値観の変遷に関する研究－世論、ジャーナリズム、投

票行動の再分析を媒介に－」―本部会は、戦後日本の政治価値観の変遷を多角的検証することを

目的としている。月例研究会で多様な角度からの検討を行った成果を踏まえ、99 年度には、各種

世論調査の実証分析、戦後論壇の内容分析、世相ならびに社会現象の実証分析を逐次進め、報告

書を完成する予定である。 

Ｇ．中村部会「廃棄物処理の経済分析」―本部会は 2 年目の活動に入り、前年度における自治

体における一般廃棄物処理の分析から、今年度はシステムとしての廃棄物循環・産業廃棄物処理

再資源化の考察へと進んできた。一貫して現場重視の立場をとっているのも特徴である。 

Ｈ．永田部会「数理経済学の新展開－ゲーム理論を中心として－」―本年度より開始された本

部会は、経済分析における 近の数理的手法についてゲーム理論を中心に検討し、それにもとづ

き研究員の個別的ないし共同的研究をもって斯学の発展に寄与することを目標としている。 
Ｉ．西川部会「アジア諸地域経済圏の対外関係」―1998 年度においては、前年からのアジア通

貨・金融・経済危機の展開の中で、グローバル経済とアジア経済との関連に研究の重点を置いた。

本年度の部会としての研究成果は現在まとめの作業に入っており、1999 年度中に公表する予定で

ある。 
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Ｊ．堀部会「大正･戦前昭和期の歴史的研究―政党･軍部･官僚を中心として－」―本部会は 1999
年 3 月をもって所期の研究活動を終了し、しかも、部会の解散を前に、研究成果『宇垣一成とそ

の時代－大正・昭和初期の軍部・政党・官僚－』（新評論社）の公刊を行った。これは、多数の資

料に即して、宇垣の思想と行動を、時代の動きとともに多面的に追求した論集である。 

Ｋ．堀内部会「情報化時代の新しい中小企業像を探る」―本部会は、情報化時代の中小企業経

営の在り方を展望することを目的に、今年度新たに開設されたものである。情報化時代の中小・

ベンチャー企業が新たな役割や機能に活路を見出し、どのように行動しているかを、理論的に整

理し、あわせて実証的に研究する。 

Ｌ．山本部会「冷戦後の国際安全保障レジームの研究」― 終年の４年目を迎え、「アジアの経

済危機とASEAN（東南アジア諸国連合）のジレンマ」と「江沢民体制下の中国の外交・安全保

障政策」の２テーマを考察した。本年末までに、特別研究員・研究協力者の研究論文 13 本をもっ

て研究叢書を刊行する予定である。 

 

２ 1999年度の研究部会の活動 

 1999 年度には、以下の 14 の一般研究部会が研究活動を行ったほか、本研究所推薦の特定課題

研究助成費研究（共同研究）が一つ発足した。 

 Ａ． 秋葉部会「近年の日本の金融に関係する諸問題」―本年度は、「戦略的操作可能性と合理

的選択について－ゲーム理論の実証的研究－」など、ゲーム理論を用いたアプローチによる研究

報告が行われた。 

Ｂ．飯島部会「国際政治思想研究―From Thucydides to the Present―」―初年度に当る本年

度は、合評会を２回と講演会を１回開催した。 

Ｃ．伊東部会「民主化と民主主義の確立―世界的な比較可能性を求めて―」―本部会のプロジ

ェクトは、民主化（体制移行）だけではなく民主主義の確立（体制定着）をも視野に収めて、ラ

テンアメリカ諸国、東アジア諸国、ロシア・東欧諸国、南欧諸国などのケーススタディに基づき、

近年の世界的な政治変動の比較分析枠組を作ろうという試みである。本年度は、研究部会活動に

加えて、学内外あわせて 5 回の研究会、意見交換会などを開いた。 

 Ｄ．大浜部会「土地政策研究－国土開発と環境－」―本年度は、「日韓土地政策の比較」などの

研究報告会を開き、来年度上梓を予定する現政研叢書について、全体の構想と論文の狙いを検討

した。 

 Ｅ．笠松部会「経済分析における市場」―本部会は、経済分析においてさまざまな意味合いで

取り上げられる市場の役割・機能・性質に着目し、これに多方面から接近することによって、ひ

とつの統一した市場像を作り上げることを目指している。経済分析を通して見たとき、市場をど

のようにとらえることになるのかを明らかにしたいという意図のもとになされている。  

 Ｆ．佐竹部会「ＩＴと統計･教育」―本部会は、ＩＴ革命が世界に及ぼす影響について、できる

かぎり多角的に研究していくことを目的として、今年度、研究を開始した。ＩＴ革命が「統計」

と「教育」に及ぼす影響を中心にさらに研究を深めていくことが次年度の課題である。 

Ｇ．佐藤部会「ヨーロッパにおける『啓蒙』と現代」―本部会は、ヨーロッパ近代精神の光源と

なった啓蒙の思想と運動の相貌をヨーロッパ内部の多様性と一体性の中から明らかにしてゆくと
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いう課題に、とりわけ近年の思想史研究や歴史学における方法の革新や、ラディカルな歴史の見

直しをふまえながら、学際的な比較思想史的共同作業として取り組んでゆくことを目指している。

近年の思想史研究や歴史学における方法の革新や、ラディカルな歴史の見直しをふまえ、学際的

な比較思想史的な視座を共有することを中心として活動した。 

Ｈ．諏訪部会「戦後日本と先進国の経済成長と構造変化の研究」―本年度より開始された本研

究部会は、８名の研究員のそれぞれの研究主題を中心に、６つのテーマの研究報告を行った。こ

の６編の研究論文と２０００年度研究論文２編の合計８編の論文よりなる欧文研究叢書

「Studies」を公刊する予定である。 

Ｉ．谷藤部会「戦後日本における政治価値の変遷に関する研究－世論、ジャーナリズム、投票

行動の再分析を媒介に－」―戦後日本の政治価値観の変遷を多角的な視点から検討することを目

的として発足した本研究部会は、98 年に引き続き、99 年度中、５回の研究活動を行った。この成

果を踏まえて、叢書を完成する予定である。 

Ｊ．中村部会「廃棄物処理の経済分析」―昨年来開発してきた廃棄物産業連関表・モデルの

MATLAB 演算プログラムを効率化し、廃棄物再資源化をめぐるシナリオの設定と、その評価分析

が容易に実行できるようになった。又、平成 7 年度産業連関表の公表を受けて、平成 2 年度表で

行われた手作業による推定手順をプログラム化し、廃棄物産業連関表の更新・推定が第三者によ

っても行えるシステム開発に着手した。 
  Ｋ．永田部会「数理経済学の新展開－ゲーム理論を中心として－」―本部会では、昨年度に引

き続き、多くの外部講師を招いて研究会を開催し、主としてゲーム論に関する先端的な研究の成

果を知る機会をもってきた。去年と今年の２年間にわたるこのような研究会活動によりゲーム理

論・不確実性・情報といった現在理論経済学の世界で も盛んに研究の行われている領域のフロ

ンティア部分のいくらかについて概観が得られた。後期には、とりまとめの作業を開始し、叢書

を 2001 年に刊行する予定である。 
 Ｌ．西川部会「平和の文化―アジアの内発的発展との関連で―」―本年度は、1997－98 年のア

ジア通貨・金融・経済危機との関連で、アジア諸国の社会発展、平和にどのような影響が出てお

り、どのような新しい方向が見出されているのか、に重点を置き、研究活動を行った。7 回の諸

講演会と 6 回の研究会を開催した。 

 Ｍ．堀部会「大正期政治思想の研究」―新しい研究活動の開始にあたり、1920 年代にどのよう

にアプローチするかを共通テーマとする研究会、講演会を行った。 

Ｎ．堀内部会「情報化時代の新しい中小企業像を探る」―本部会は、現在の企業組織のあり方

を、情報ネットワークと中小企業に焦点をしぼって考察、研究することを目的に形成されたもの

である。昨年度についで２年目を終えることになる。今年度は、ネットワーク、情報、新しい組

織化の潮流、といった視点を共有する数人の外部の講師陣を迎えた。 
研究所推薦の特定課題研究助成費研究(共同研究)として、福田部会「EU 統合と政策転換がわ

が国に及ぼす影響の研究」の研究活動が行われた。本研究部会は、「EU 統合と政策転換」の現況

と方向性を明らかにし、それらがわが国の制度や公共政策に及ぼす影響を考察することを目的と

する。特定課題研究（共同研究）として、本年度から２カ年の予定で研究活動を開始した。次年

度は、これらの諸問題について、各研究員が順次研究会で報告し、討議を行い、さらに欧州での

現地調査をも踏まえて報告書をまとめていく予定である。 
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３ 研究課題の自主性、計画性、重点的実施 

上述のとおり、本研究所では、多様な研究課題に応じて多数の研究部会が自主的に組織されて

いる。各研究部会は、多くの場合、複数年度にまたがって継続的に設けられ、計画的な研究活動

を展開している。また、研究部会のなかには、研究所推薦による特定課題研究助成費研究（共同

研究）として重点的な研究推進体制の下で研究活動を進めている部会もある。 

 

４ 学術研究の発展、社会の要請への対応 

本研究所の各研究部会は、研究課題に基づく自主的な研究・調査活動を進め、各種の研究会、

講演会、講習会等を開催している。それらはいずれも、社会的要請に対応した研究内容であると

いえる。そして、研究成果は、早稲田大学出版部に委託し「早稲田大学現代政治経済研究所叢書」

として刊行され、その他にも個人の研究成果を中間的に発表するワーキング・ペーパーとして適

宜刊行し、斯界の学術研究の発達に積極的に寄与している。 

また、個人研究を支援するレファレンス・サービスも学内外に提供され、所蔵する多数の図書

雑誌、マイクロフィルムの一般公開も行われ、積極的な外部利用がはかられている。 

 

５ 研究内容･目的の全学的開示 

本研究所では、研究所の活動内容、研究成果、組織などを詳細に記載した「所報」を毎年度発

行し、学内外のさまざまな箇所、機関、団体・個人に送付している。さらに、これによって本研

究所は全体として社会に向かって開かれた研究所となっている。 

 

６ 研究の国際的展開 

研究所として国際会議を開催していないが、研究部会で個別的に国際会議が開催されることが

ある。1999 年度では、研究部会「平和の文化－アジアの内発的発展との関連で－」（代表：西川 

潤）が、日本 ASEAN 学術交流基金の助成により、シンガポール・東南アジア研究所との共催

で、”Social Development after Economic Crisis in Asian Countries” 

と題するワークショップと国際会議を開催した。また、研究所では、EU との関連で、これまで

３回にわたってEU 公開講演会を開催している。 

研究会、公開講演会等の講師として、多くの外国大学・研究機関のメンバーから報告を頂いて

いる。講演会は、1998 年度にはヨーク大学やケンブリッジ大学から講師を招き、計 10 回、99 年

度にはランカスター大学やブリストル大学から講師を招き、計 13 回開催され、国際的展開への積

極的な取り組みを示している。 

外国大学・研究機関との学術交流は、部分的に若干行われているが、研究所全体としての実績

は、1997、98 年度にはない。 
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III 研究助成・研究環境 

 
１ 研究助成、研究費 

（１）一般研究費 

 一般研究費は、研究員の研究に資する経常予算であるが、本研究所では 98 年度が 9，745,000
円であり､前年度より 2.73％減額されたものである。99 年度は､9,424,000 円であり､前年度より

3.29％減である｡一般研究費は、研究部会に割り当てられている｡ 

（２）特定課題研究費 

 特定課題研究費は、1999 年度及び 2000 年度に 1 件「ＥＵ共同研究」について特定課題研究助

成を申請し採択された｡ 

研究費は、研究部会の構成員数に応じて研究部会に割り当てられている。各部会においては、

現政研で決められた使途基準に従って使用されており、研究費は適正に利用されている。 

 

２ 科学研究費補助金等の採択状況 

1999 年度及び 2000 年度研究所推薦の「ＥＵ共同研究」に特定課題研究助成費を受けることが

できた。科学研究費補助金も同時申請したが採択されなかった。科学研究費助成を受けるために

は、共同研究のプロジェクトについて、研究企画の方法や財政規模、配分など、今後も検討して

いく必要がある。 

  

３ 研究環境 

 研究員の構成状況については、既にⅠ｢研究所の目的と構成｣の項で触れた。  

1998 年度は、2 つの特別部会と 12 の一般研究部会に分かれ、研究活動を実施した｡1999 年度

は、研究所推薦の 1 つの特別研究部会と 14 の一般研究部会を構成した。特別研究部会は、本学の

政治学分野と経済学分野各 3 名ずつ合計 6 名で構成した。 

各部会ごとの個別テーマに基づいて学部内の教員（助手を含む）を中心に、必要に応じて学外

の研究者を含め、各部会を構成している。部会方式による各専門テーマ別の研究体制は、それぞ

れ活発に運営され、有効に機能している。近年、予算総額は削減される傾向にある。他方、部会

数の微増傾向は研究領域の多様化および研究意欲の必要性を示すものである。 

また、当研究所は、大学院政治学研究科及び経済学研究科博士後期課程の院生の中から助手を

採用し、恵まれた研究環境を提供することによって若手研究者の養成に寄与している。助手は、

98、99 年度ともに 2 名いる｡ 

 

４ 研究支援体制 

研究支援体制としては、蔵書及び研究所の事務組織の効率性を考えることができる｡本研究所の

蔵書冊数（和書、洋書合わせて）は、本研究所配架分が 27,480、高田記念図書館移管分が 409,960、
所蔵雑誌種数（日本語、外国語、EU 資料合わせて）は 2,135 である。詳細については、別冊の

資料を参照されたい。 

研究支援体制は、人的支援とライブラリーサービスを含む物的支援から構成されるが、前者に
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ついては、職員、学生職員等が献身的にその職責を果たしている。本研究所は、研究部会を中心

に研究活動を行うところに特色があるが、事務体制は出版物、公開講演会の開催等に貢献してい

る｡ただ、職員等の勤務時間の制約もあり、アルバイト職員の増員等、財政面での支援の強化が望

まれる｡また、助手の業務の見直しとともに、リサーチ・アシスタントの採用を検討する必要があ

ろう。後者の物的支援体制としては、データ・アーカイブ構想を本格化させる必要がある。 

 

 

IV 研究成果 

 

１ 研究成果 

各研究部会の活動報告からも明らかなように、必ずしも十分でない研究予算にもかかわらず、

各部会ごとに活発な研究活動が行われている。各部会での研究成果は、本研究所の出版物として、

公表されている。 

 本研究所の研究成果出版物は、別添えの資料のとおりである。1999 年度末までの出版点数は、

「研究叢書」13、「ワーキング・ペーパー」41、「所報」21 である。 

 

２ 研究評価システム 

本研究所の研究に対する評価は、究極のところ、刊行された報告書に対する書評、批判的引用

にあると言わざるを得ない。研究部会の内容を直接審査できる程専門領域の似通った研究者を見

つけるのは容易でなく、一つの部会で 10 名以上の発表が行われている現状で、これを全て客観的

に評価できる外部評価委員を見つけだすのは技術的に不可能である。 

 

３ 研究成果の公開 

本研究所は、紀要、機関誌、ニューズレター等を発行していない。研究成果の公表は、「現代政

治経済研究所研究叢書」及び｢ワーキング・ぺーパー｣によって行っている。 

このうち、前者は学内外の研究機関に寄贈するばかりでなく、一般の書物として市販されてい

る。各部会の研究成果の公表手段としては、現在のところ、｢研究叢書｣の刊行以外にないが､予算

の制約のため、毎年原則として 2､３冊に限られており､刊行したくてもできない現状にある｡ 

 

４ 公開講演会 

 公開講演会を、1998 年には 15 回、99 年には 24 回開催した。外国人による講演は、23 回に及

んでいる。 

 ＥＵ(欧州連合)との関連では、1980 年 11 月、85 年６月に続いて３回目のＥＵ公開講演会を 98
年６月 15 日にホルスト・クレンツラー欧州委員会第一総局の前局長（現欧州委員会特別顧問）を

お招きして開催した。 

 

５ 研究成果の蓄積・整備 

本研究所の研究成果は、「研究叢書」、「所報」として学内の諸箇所はもとより、国立国会図書館、

                  60



他大学、公共図書館にも寄贈しており、これを通じて誰でもその成果に触れることができるよう

になっている。しかし､その発行部数は７００部しかなく、広く流通市場全体にまで行き渡ってい

るとは言い難い。 

 

６ 研究成果の教育･社会への還元 

本研究所の研究成果は、「研究叢書」として公刊されている。また、毎年「早稲田大学現代政治

経済研究所所報」を公刊している。これらは学内の諸箇所及び国立国会図書館、９０余の他大学、

主要な公共的図書館に寄贈している。このような方法によって、教育及び社会への研究成果の還

元が図られている。 

 

７ 大学全体の活性化、個性化への貢献 

政治学、経済学､マスコミュニケーションを中心に、公法学を含む研究成果の公表はそれ自体大

学の研究活動の一角をなし、研究活動の活性化を齎していることは疑いがない。このような研究

方法自体、他大学には見られない本研究所の特色をなしているものであって、一定程度早稲田大

学の個性化に寄与しているものといえよう。 

 

８ 学外との連携 

本研究所は、1998・99 年度において他大学・企業等との連携を行っていない。もちろん、他大

学の研究者は各部会の構成員(特別研究員)として研究活動に従事しているし、それは国内だけでな

く海外の研究者にも及んでいる｡その意味で、緩やかな連携が存在する。 

 

９ 外部資金の導入状況 

1998・99 年度には外部資金の導入の実例はない。 

 

 

V 管理運営 

 

１ 学術交流 

本研究所は、国内外の研究機関と特定の学術交流協定等を結んでいない。本学の学術交流はき

わめて盛んであり、事務組織上、本部の部局で一括・統合して行われている。本研究所 

の様々な外国人を招いての研究会もそうした活動の一環をなしている。 

 

２ 意思決定体制 

本研究所の意思決定機関は管理委員会である。管理委員会の権限は研究所規則１５条が定める

が、基本的には本研究所の 高意思決定機関といってよい。 

所長は、研究所を代表し、所務を総括するとともに、管理委員会を召集する。所長を補佐する

機関として幹事が置かれるが、現在は二人がこれにあたっている。 

管理委員会には「企画運営委員会」を設け、「内規」を定めている。現在 10 名が選ばれ、研究
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部会の設置等の業務を行っている。運営は適正に行われており、かなり風通しのよい組織と言っ

てよい。 

 

３ 事務組織 

事務組織は、事務長と 2 人の職員のほか、学生アルバイト若干名からなる。職員は多忙を極め

ており、個々の研究会の開催には基本的には関与していない｡ 

研究所の事務長は現在学部事務長が兼務している。学部事務長の任務は実に多岐にわたり過重

気味である。 

〔現代政治経済研究所の部おわり〕 
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あとがき 

  

 本編は、2000 年 12 月に提出された「早稲田大学 政治経済学部・政治学研究科・経済学研究

科 2000 年度自己点検報告書」と「現代政治経済研究所 点検・評価内部報告書」の内容を要約

して、合冊にしたものである。自己点検を行うに際して集めた資料や教員アンケートのデータは、

この要約版にはつけられていない。資料、データが必要な場合には、元の報告書を参照して頂き

たい。この要約版は、報告書の適正な要約になるよう短縮するため、重複を削り、必要に応じて、

項目を合併したり、移動したりしている。その一方、この要約版のみでも、４つの個所の全体像

と個々の側面が把握できるように配慮した。結果として、部分的には先の報告書の改訂版になっ

ている。 

 今回の第 1 回自己点検には、大学点検・評価委員として４個所から選出された平野健一郎（政

治経済学部）、田中愛治（政治学研究科）、藪下史郎（経済学研究科）、大濱啓吉（現代政治経済研

究所）が当ることになったが、４名だけの力では到底不可能であった。そこで、点検作業の開始

に当って、点検作業グループを作って頂き、大半の作業をそのメンバーに分担して頂いた。点検

作業グループのメンバーは川岸令和、西郷浩、佐藤正志、砂岡和子、瀧澤武信、若田部昌澄の 6
名の方々であった。点検の基本となる資料の作成・整理と教員アンケートに関わる作業には、４

箇所の事務所の方々がほぼ全員、2000 年の夏休み一杯を使って当って下さった。また、煩わしい

アンケートには 88 名の教員が詳しい回答を寄せられた。すべての関係者が、この第１回の自己点

検がこれに続く外部評価に十分なデータを提供し、教育研究改善の基盤となること、また、今後

繰り返し行われなければならない自己点検のよき土台を作ることを願って、真剣に取り組んで下

さった。 

すべての皆様のご協力に厚くお礼を申し上げたい。 

 

2001年 5月31日 

  

大学点検・評価委員会 

第１小委員会幹事・平野健一郎 
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