
早稲田大学大学院アジア太平洋研究科 

自己点検・評価報告書（総括） 
 

１ 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科の基本理念と基本的構成 

早稲田大学大学院アジア太平洋研究科は、本学 110 余年の歴史の中で学部を基礎としな

い 初の独立研究科として 1998 年 4 月に誕生し、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するに至った。 

修士課程における教育の基本理念は、「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」すると共に、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。 

修士課程については、国際関係学と国際経営学の２専攻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、単に経営管理のプロフェッショナルを養成するというのではなく、

高度な起業家精神を持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、「財務・会計、マ

ーケティング、ベンチャー」を中心とした科目群、「システム思考、生産管理、ロジスティ

ックス、技術管理」を中心とした科目群、「組織・人事、経営戦略」を中心とした科目群、

ならびに「金融・経済、情報」を中心とした科目群から構成されている。 

 本研究科の専任教員は全員、アジア太平洋研究センター（1997 年７月設立）に本属を置

いており、したがって、その教育・研究活動は、アジア太平洋研究センターの研究活動と

 
 

1



密接に提携しつつ展開されている。 

 

２ カリキュラム編成 

 修士課程のカリキュラムは、「発展科目」、「基礎共通科目」、「選択基礎科目」および「必

修基礎科目」に大別される。 

 プロジェクト研究は、演習方式を取り、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、実社会の様々な問題

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３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行く研究・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共に、このトライアングルメソッドに関わる研究プロジ

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、従来、入学志願時点で応募者に第１志望と第２志望もし

くは第３志望までを記入させ、基本的にはそれに基づいて決定されていたが、国際経営学

専攻においては、１学期終了後に学生に選択させる方式を導入し、また、国際関係学専攻

においても、若干の手直しを検討中である。ただし、いずれの専攻においても、学生自身

の申請に基づいて、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。 

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

識の修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、各分野のホットなテーマを取り上げ、適

宜外部の実務者、研究者等を招き、生の情報を提供している。 

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

各プロジェクト研究・研究活動の遂行に必須となる基礎知識の獲得および基礎技術の修得、
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練成を主たる目的として設定されている。 

発展科目や基礎科目は専任教員及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 2000 年時点で 170 を超えている。基礎科目は、国際関係学専攻に関しては、(１)

地域研究、(２)国際関係、(３)国際社会の３群に、国際経営学専攻に関しては、(４)財務・

会計、マーケティング、ベンチャー、(５)システム思考、生産管理、ロジスティクス、技

術管理、(６)組織・人事、経営戦略、(７)金融、経済、情報の４群に、可能なかぎり均衡

のとれた配分になるように設置されている。しかし、各分野の研究状況や社会的需要の変

化などもあり、カリキュラムの再検討、再編成が不断に求められており、また現実に、そ

のための様々な努力が払われている。 

そのほかに、アジア太平洋研究センターの主催する社会人などを対象とした研究教育事

業「マネジメントスクール（Wing 21）」、「イブニング・集中コース（経営科学講座）」、「消

費者信用専門講座」などにも、一定の条件を満たせば、学生が受講することも可能である。 

 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一つとしている関係上、

英語科目も相当数設置している。その設置科目数については、全体的に見れば十分である

とは言うものの、ある特定の学期に英語受講希望学生の要望するメニューが不足するなど、

不十分なケースが発生しており、更なる充実が求められる。 

 本研究科では、４学期制を導入しているが、これについては、学生にとって受講科目の

選択肢が広がるなどのメリットがある反面、学内他研究科との学年暦上の不一致など問題

点も多く、２学期制への移行を視野に入れた改善策を検討中である。 

博士後期課程に関しては、必須科目などの単位制を取っていない。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。 

なお、2001 年度から博士後期課程学生の研究成果発表の場である機関誌を創刊し、研究

成果を研究科内外に広く知らせていく体制を整えた。 
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３ 教員 

 本研究科の教員については、各分野の第１線で活躍している人材を、出身大学や国籍な

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

庁や実業界で活躍して来た人材を専任もしくは客員の形で確保してきた。その結果として、

学生構成のみならず教員構成においても、様々なバックグラウンドを持った人々が集まっ

ている。 

 ただし、問題点がないわけではない。第１に、研究科の設置申請に当たって、いわゆる

「マル合」教授を揃える必要性があったことから、専任教員の年齢構成がかなり高齢化し

ていることである。今後は定年退職者が出た場合の補充人事などを通じて、いま少し若い

人々をもスタッフに加え、新たな活力を確保していくことが必要であろう。 

 第２に、学生数に比して専任教員の数が過少となっていることも問題である。また、学

問の発展や社会的ニーズの変化に応じて、新たな専門分野を担当する教員枠を獲得するこ

と、プロジェクト研究間での所属学生数のバラツキに対処することなども、今後の課題で

あろう。 

 第３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、より一層求められよう。 

  

４ 成績評価・単位認定、学生の授業評価など 

 修士課程の開講科目については、各学期の開始時期に全科目の詳細なシラバス集(「講

義概要」)を全学生に配付し、科目選択に当っての情報提供に努めている。 

 修士課程修了に必要な単位数については、国際経営学専攻に手直しがあったために、国

際関係学専攻との間に、若干の相違が生じている。国際関係学専攻においても、カリキュ

ラム編成の全体的見直しと共に、現行の必要単位数の修正を検討中である。 

 成績評価に当たっては、全受講生にほぼ一律にＡを与えがちな他大学院の風潮を排して、

Ａを原則として受講生の４割以内に限定するなど、相対評価を行うルールを適用している。

国内外の大学院との単位互換制度も導入しているが、その単位認定に当たっては、Ａ、Ｂ
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などの成績ランクづけは行っていない。 

 なお、プロジェクト研究における成績評価は、目下のところ、修士論文の成績評価と一

体となっており、明示的に分離されていない。今後は、修士論文の評価と切り離して、プ

ロジェクト研究における成績判定を、毎週開講される演習方式の授業における評価と、さ

らに、(１)教員が関与している企業との共同研究（センターで行うマルチクライアント研

究、受託研究など）への参加、(２)企業や団体へのインターンシップ参加、(３)プロジェ

クト研究内での共同研究作業の一環としてのリサーチやインタビュー、(４)修士論文執筆

のためのリサーチやインタビューなどの評価を加味する形で実施することを検討する必要

がある。 

 修士論文については、プロジェクト研究担当教員以外に２名の副査(研究科以外の専門家

に委嘱し得る)が審査に当たっている。概して、質の高い論文が多いが、時に問題のある論

文が提出されるケースもある。また、日本人学生を含めて日本語および英語の文章能力に

難点の多い論文が散見される。入学選抜に当たって、より質の高い学生を確保する工夫に

努めると共に、入学した学生に対する論文指導、語学力フォローアップの体制をさらに充

実する必要がある。また、一定の水準をクリアーできない論文は、躊躇なく不合格とする

厳格な姿勢を、さらに徹底したい。 

 プロジェクト研究を除く各授業においては、期末に受講生にアンケート用紙（「教育指導

内容評価」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共に、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、 近では回収方法の工夫や、学生

への周知徹底の努力のお蔭で、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

ドバックの試みは、各教員の自主的判断に委ねられている。 

 学生の能力や理解度のチェックについては、殆どの科目で、ディスカッションや学期途

中でのレポート、テストなどを試みており、教員による把握が可能である。科目登録をし

た学生の中途脱落率は、全体では約 14％である。 

脱落者を除く受講生の出席率は、全体的にきわめて良好である。 
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 休講はごくわずかであるが、その場合でも補講を行うことが義務付けられている。教員

の教育活動をサポートする体制については、インストラクター、助手やティーチングアシ

スタント等の制度を、さらに有効に活用する方向で、改善すべき余地が残されている。 

 

５ 国際交流  

 後述する通り、本研究科自体が国際社会のミニチュア版の観を呈しており、国際交流は

日常的に展開されていると言っても過言ではない。 

 早稲田大学と国外主要大学との間の協定関係に加えて、本研究科及びアジア太平洋研究

センターと国外の大学、研究所との間で、独自に箇所間協定を結び、教員、学生の交流に

努めている。交換留学制度を使って本研究科に短期留学する外国の大学院所属学生、さら

に本研究科から国外の大学に留学する学生も少なくない。 

 

６ 入学者選抜制度と在学生 

 本研究科修士課程については、従来型のペーパーテスト至上主義を排したアドミッショ

ンズ・オフィス（入学認定委員会）の採用、年２回（４月・９月）の入学時期の設定によ

って、多種多彩な学生の確保に努めている。具体的には、海外からの応募者に関しては、

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にて入学判定

を行い、日本国内出願者に対しては、書類のみによる一次審査(学術的なエッセーは課さな

い)の後に、面接に重点を置く２次審査（エッセーも同時に課している）を行う。 

 このような入学者選抜制度のお蔭で、アジア近隣諸国を中心とする諸外国からの留学生

が、在学生の半数近くを占めるに至っている。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た観がある。ただし、今後は、英

語による授業のみで修士課程修了に必要な 30 単位（国際経営学専攻は 48 単位）の取得が

可能な制度を 大限に活かして、漢字文化圏以外からの留学生を、さらに誘引する努力が
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必要であろう。ちなみに、英語授業のみを履修する修士課程の在学生は、2001 年３月修了

予定者で、国際関係学専攻 14.4％、国際経営学 16.5％である。 

 志願者に関しては、国際経営学専攻においては 3 年以上の社会人経験を有することを応

募資格としているので当然なのであるが、国際関係学専攻においても、学部新卒者よりも

社会人経験者のほうが人数的に主流を占める趨勢である。また、早稲田大学出身者よりも

他大学出身者の方が多いのは、独立大学院として自然な成り行きであると思われる。 

 このようにして、本研究科は多国籍で多様なバックグラウンドを持つ学生が集まり、切

磋琢磨する場となっている。ただし、上述のアドミッションズオフィス方式による留学選

抜制度のマイナス面として、稀に語学能力や学力の面で要求水準に達していない学生を入

学させてしまうケースが生じている。どのような選抜制度にも一長一短があるが、さらに

質の高い学生を獲得できるように、制度に改良を加えていくことは、より活発な広報活動

の工夫と共に、今後の課題として重要である。 

 博士後期課程に関しては、その専門的水準を慎重に吟味する必要性から、修士課程のケ

ースとは異なって、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、そして面接を重視するシス

テムを採用している。したがって、国外出願者についても、１次書類審査合格後には、２

次審査に出頭することが義務付けられている。博士後期課程に関しても、年２回の入学(進

学)時期を設定している。 

 博士後期課程の発足間もない段階なので、まだ確定的なことは言えないが、初年度の実

績から見ると、入学者の６割が本研究科の修士課程修了者であり、また外国人は４割程度

である。 

 

７ 学生への配慮 

入学後の 1 週間はガイダンスに当てられ、研究科要項、講義概要（シラバス）を中心に、

各種資料（和・英文）によって情報が与えられている。特に学生の関心が高いプロジェク

ト研究については、担当教員から全員に対し直接口頭で内容や進め方について説明するガ
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イダンスを設けている。これは、教員と学生にとって人間的な交流も重要な要素である点

を配慮しているためである。  

 各専攻に１名ずつ「アカデミックアドバイザー」(専任教員から選ぶ)を置き、学生の研

究生活全般に関する相談、アドバイスを行うことに努めている。 

全学生が電子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、電子メールを使って行われている。

教室には、ビデオ・書画カメラ、一部の大教室にパーソナル・コンピューター用プロジェ

クターが設置されている。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い

る。学生のための個人用ロッカー、談話室、ジュースなどの自販機、パソコンを設置した

自習室、授業指定図書や主要な新聞・雑誌類を開架式で備えた閲覧室などの設備を整え、

学生の便宜を図っている。 

本研究科において 1999 年度に支給した広義の奨学金は、以下の４つのカテゴリーに分か

れる。（１）狭義の奨学金(現金贈与、日本育英会奨学金などの現金貸与、または授業料減

免)、（２）ローン(大学制度によるもの)、（３）宿舎提供（サポーティングパートナーすな

わちアジア太平洋研究センター・研究科の支援先企業・機関等が提供する宿舎に無償また

は低家賃にて入居できる）、(４)パソコン貸与。 

奨学金に関しては、1999 年度における日本人学生の出願者に対する採用割合は、85.1％、

留学生の場合は 92.6％であり、支給額の大小はあるが、希望者の大半に支給されている。

日本人向け奨学金の内訳は、日本育英会および学内奨学金であり、外国人留学生向けは文

部省関係・政府派遣・民間団体の奨学金となっている。 

奨学金の支給決定に当たっては、新規入学者の場合には入試成績を、在学生の場合には

本研究科での成績を第一に考慮し、必要に応じて個別事情や専攻間のバランスにも配慮し

ている。なお、在学生の成績評価に当たっては、それぞれの科目担当教員の採点基準にお

ける相違（例えば、ある教員は A が多い等）に起因する不公平が生じないように、各科目

毎に偏差値を計算し、この偏差値の平均値と取得科目数との重みが等しくなるようなスコ

アを独自に計算して使っている。これにより、A の取り易い科目を受講することや、平均

 
 

8



値を上げるために少数の科目だけしか登録しないという行為が、奨学金獲得の上で有利に

ならないように配慮している。 

なお、本研究科独自の奨学金制度を、サポーティングパートナー委員会の努力によって

設置しており、優秀な学生の経済的な負担を軽減して研究に専念する環境を整え、勉学意

欲を喚起すべく努めている。 

授業料の減免については、文部省の制定する私費留学生対象の授業料減免制度を適用し

ている。 

 

８ 教員による研究活動 

本研究科の専任教員の本属箇所であるアジア太平洋研究センターでは、各専攻の母体と

なる地域研究・国際関係部門および国際経営・システム科学部門において、それぞれ年２

回の割合で紀要を発行しており、 新の研究成果を発信している。その他アジア太平洋研

究センタ―による研究会活動や月例研究会を実施して、その成果を内外に公表している。

その他、ホームページを通じた教員の研究内容の紹介も実施している。 

 大学院として優秀な学生を多数集めるためには、講義内容を始めとする教育内容の充

実、学生に対する奨学金や諸便益の提供の有無と同時に、大学院の専任教員の研究活動が

学界、社会で高い評価を得ているか否かも重要な要素である。中でも、文部科学省科学研

究費補助金の採択件数は、大学院の評価を示す客観的 重要指標であると考えられる。1998

年の研究科開設以来 2000 年までに、合計 14 件が採択されており、幸先の良いスタートを

切っている。また、企業や政府機関との共同研究、民間の助成団体の研究助成を導入して

の研究活動も活発になされている。 
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アジア太平洋研究センター 

自己点検・評価報告書（総括） 
 

１．理念・目的 
 

 当研究センターは、長年にわたって近代日本の社会科学的研究およびアジアの地域的研

究を進めてきた社会科学研究所と、産業の進展に寄与することを目的とするマネジメン

ト・システム研究所および人材教育に実績をもつシステム科学研究所の２つの研究所を母

体に、アジア太平洋地域の共生と発展に貢献すべく、1997 年 7 月に設立された。設立の目

的からも明らかなように、本研究センターでは、多様性に富み、成長と変化の著しいアジ

ア太平洋に焦点を当て、この地域における研究・教育のネットワークの構築を図ると共に、

共生と創造への新しい考え方や方法について、世界に向けての発信拠点になることを目指

している。また、この理念・目的を具現化するため、本研究センターと一体不可分の教育

機関として、国際関係学・国際経営学の２専攻をもつ大学院アジア太平洋研究科が設立さ

れ、相互に補完すべく努めている。 
 ところで、異なった性格を有する研究所が統合されたことで、1 センターとしてこれら

2 つをいかに融合させるかが大きな問題であった。設立後、3 年たってもなお、長い間か

かって築きあげられてきた伝統的な両研究所の境界は必ずしも埋まっていない。研究科を

支援するという面で、これから互いの特徴を生かしつつ、しかもこのボーダーをいかに低

くしていくかが問われる。 
 大学本部からセンターを見る姿勢についても、その活動に対して十分な理解が欲しい。

本センターは研究機関としての性格と独立研究科を支える組織としての性格を兼ね備えて

いるという点において、学内における他のセンターとは異なる特徴を有する。このような

ユニークなセンターの活動を大学内でいかに確固たるものに位置付けるか、学部とは異な

ったセンターの役割をどう明確にするのか、今後の大きな課題の一つである。 
 また、設立当初から指向してきた財政的基盤の確立も視野に入れなければならない。 
 
 

２．研究・教育内容 
 
  本センターでの活動は大きく研究および教育活動から成っている。 

 研究活動としては、基幹研究として「アジア太平洋地域での共生と創出のための方法論、

方法、諸システムの開発研究」を核に、個々の研究員による個人研究、本センターと複数

の企業や公的機関および諸団体が特定研究領域（テーマ）について共同で行なう共同研究、

海外の研究機関、大学との国際共同研究、本センター活動を促進するために外部機関から
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委託された受託研究、また本センターの研究員を中核として、学内外の大学・大学院・研

究機関の専門家の参加する横断的な研究活動としての研究部会の研究を行なっている。こ

れらの研究成果は、当センターでの紀要（アジア太平洋討究、国際経営・システム科学研

究）、各種学会誌、書籍出版および国内外での講演活動などを通じ社会に還元されている。 

 尚、2000 年 7 月 25 日～26 日の 2 日間にわたり、当センターの基幹研究テーマである「21

世紀アジア太平洋の“共生”と“創出”をめざして」を掲げて、当センター主催による国

際シンポジウムを国際会議場で行なった。 

  本センターの研究成果に基づく教育活動としては、企業の経営者を対象としたエグゼク

ティブプログラム、働きながら学ぶ社会人のためのイブニング・プログラム、他機関との

共同開発によるジョイント・プログラム、企業・団体などからの委託によるオーダーメイ

ド・プログラム、更に広く社会一般に開かれた寄付講座・講演活動を積極的に行なってい

る。 

 また、当センターでは、大学院アジア太平洋研究科での教育活動を促進・サポートする

ため、留学生への奨学金、教育機器・施設整備のための資金確保や大学院生のインターン

シップの促進、教育・研究のための場の提供などを行なっている。 

  現在、専任研究員 42 名､助手 10 名で上記活動に積極的に取り組んでいるが、未だ、開設

して間もないこともあり試行錯誤を重ねながら少しずつ改良を重ね、前進しているところ

である。 

  21 世紀はアジアの世紀といわれ、世界のなかでのアジアの役割は、ますます大きくなる

であろう。そのためにも、本センターの存在意義を常に見直し、その方向に向け果敢に挑

戦しながら、研究、教育環境のより良い整備に努めていく。 

 

 

 

３．研究活動 
 
 ３．１ 研究成果についての出版物 
 研究成果の公表については、国際関係部門が「アジア太平洋討究（1998 年度までは社会

科学討究）」、国際経営・システム科学部門が「国際経営・システム科学研究」という研究

機関誌を刊行している。 

 1997 年度から 1999 年度にかけて「社会科学討究」第 43･44 巻と「アジア太平洋討究」

第 1 号を出版した。 

 新しい「アジア太平洋討究」は、課題を完全に自由としたためテーマが多岐にわたり焦

点を欠くことになった。編集委員会で緊密に討論し、論文構成を２～３のジャンルに分類

する必要があるのではないか。 

 集稿に時間がかかり、刊行が大幅に遅れた。締め切りを厳密に守っても、原稿に不足を

来さない充分な原稿の量を確保するためには、執筆者の資格、範囲を拡大する必要がある。 

 紀要の発行回数を年 2 回としているが、原稿の出稿状況からみて、2 回のうち 1 回は助

手および博士後期課程の学生などの特集とするか、外部からの寄稿を拡充した＜特集・テ
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ーマ＞による編集が望まれる。 

 「国際経営・システム科学研究」は第 29・30・31 号を刊行した。これらについていえば、

投稿者がやや限定されているきらいがある。全員投稿を原則としているが、なおそれは実

現していない。また、論文について外部のレフェリーによる査読制度の導入を検討しつつ

も、現在のところは執筆者の自己申告に基づいて、論文、解説、展望などの区分を行なっ

ている。外部者による評価で新しい芽を摘んでしまうという不安から出た慣行であるが、

ここへきて見直しの気運がある。 

 受託研究や共同研究ではプロジェクトごとに研究報告書を作成しているが、必ずしも生

のままでその内容を外部には報告していない。ただし、これは研究の性質上、止むを得な

い側面でもある。 

 
 

３．２ 文部科学省科学研究費補助金、早稲田大学の特定課題研究助成、学外諸団体等

の助成による研究 
 文部科学省科学研究費補助金の実績は、1997～2000 年度にかけて 15 件/51,600,000 円で

あった。 

 また、早稲田大学特定課題研究助成の実績は、個人研究 25 件/9,712,000 円、共同研究 5

件/6,527,000 円であった。 

 学外諸団体からの研究助成は、国際交流基金アジアセンター、日本学術振興会、シティ 

コープ行動科学研究基金、国際交流基金日米センターよりの 4 件である。 

 これまでセンターの性格から、経営部門では受託研究や共同研究にウエイトをかけてき

たが、今後はより積極的に科研費や特定課題研究やその他外部の公的機関による公募研究

にも取り組みたい。それがセンターの研究により広がりを与えることだろう。 

 

 
 ３．３ 受託研究・共同研究 
 センターの研究事業として財政的にセンターの活動に貢献し、研究科の活動をも支援し

ている。1997 年以来の共同研究、受託研究の件数は 67 件であり、金額にして４年間で

335,188,000 円におよぶ。 

 共同研究はいわゆるマルチクライアント研究で、1997 年度が 5 件、1998 年度が 5 件、1999

年度が４件、2000 年度が５件が実施された。更に国際共同研究も２件なされた。 

 受託および共同研究では、その活動が経営部門の一部の教員に偏っているのが何よりも

大きな特徴である。そもそも、旧システム科学研究所では、こうした外部からの研究受託

に積極的に取組んできた。他方、旧社会科学研究所はその性格上、必ずしもそうではなか

った。しかし、両研究所が統合されて一つの研究センターとなった今日、財政的に寄与す

る研究事業（科学研究費補助金や特定課題研究助成ではなく）を拡大していく必要に迫ら

れている。 

 確かに、これら外部からの資金導入を図る研究については、アカデミックな意味でのイ

ンセンティブに不足している。それが全員で努力して研究事業に取り組む姿勢を弱めてい

るのかもしれない。また、人的な支援や研究空間についても、大きな便宜が図られている
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わけではない。研究事業拡大のためのノウハウを、センターとしていかに国際関係、国際

経営の両部門で共有化していくか、早急に対応しなければならない。全ての教員の大学院

教育におけるプロジェクト研究の糧としても、センターの共同研究、受託研究を位置付け

たい。 

 

 
 ３．４ 研究部会 
 現在採用されているアジア太平洋研究センターの研究部会制度は、本年度より、旧社会

科学研究所と旧システム科学研究所の双方で別々に採用されていた方式を１つに統合し、

旧システム科学研究所方式に近似したものとなった。 

 学内の共通研究機関であった社会科学研究所の研究部会は、大学院を併設した教育・研

究機関であるアジア太平洋研究センターへの移行により、編成も変更を迫られたが、発足

時の経緯から、1998 年度と 1999 年度は、以前と同様の方式により、部会の編成を継続す

ることとし学内から研究員を公募した。 

2000 年度より採用された部会編成方式は、研究部会の組織化について専任研究員が責任

を持って行うが、学内外に開かれた組織として参加者を学内外から募集するという方式と

した。1998 年から 1999 年は 17 部会あったが、2000 年には８部会に再編された。 

 

 
 

４．教育活動 
 
 ４．１ 社会人教育 
 本センターでは、社会人教育講座として、MS 講座：ビジネススクール「イブニング/集

中コース」（経営科学講座）を開設している。この講座の管理運営は MS 検討委員会が行な

っている。MS 講座の前身である経営科学講座（ＭＳ）が 1961 年にスタートして以来、受

講生は 15,000 名を超え、来年には 41 年目を迎える。 

 ＭＳ講座は、｢システム科学研究所で蓄積された研究成果を社会に還元する｣という理念

のもとに設立されたが、現在でもその理念は引き継がれている。さらに近年では、そうし

た側面だけではなく、センターの活動運営資金を外部から調達する収益事業の一つの柱と

しての役割も担っている。 

 今後は次のような基本戦略を考えている。 

１． ニーズの高いテーマを中心に、顧客志向でコースを再編成していく。 

２． コース企画のインセンティブ・システムを考案する。 

３． 検討中の MBA 夜間コースとの合体には慎重に対応する。顧客層が異なるという 

    問題を、より検討する必要がある。 

４． 他の授業等の負荷増を考え、ロードファクターの見直しをする。 

５． 以上のような施策を実施するために、MS 検討委員会に、コース改廃等の権限を 

   持たせる。 
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６． ＭＳ講座の事務的負担は少なくない。現在では事務スタッフ１人でこなしている 

   が、今後の拡大、強化にあたっては、外部スタッフの活用などが必要とされる。 

 
 
 ４．２ 受託教育、寄付講座 
 受託教育は、国内外の企業や組織からの依頼に応じて、相手側の要望を 大限取り入れ

てカスタマイズされたプログラムを作成してきた。 

 受託教育は、国内企業のみならず、海外からの要請も多い。今後、地方自治体やベンチ

ャー企業といった国内ニーズのみならず、査証問題の規制緩和が行なわれた中国や、経済

基盤を確立した台湾等々でも、企業幹部を中心に高度な研修ニーズが拡大して行くものと

思われる。しかし、受託教育はＷＩＡＰＳの教員にとっては、一方的な労務提供の場では

なく、むしろ、リサーチと仮説検証の場として活用されなければならない。そのためには、

数をこなすというのではなく、対象と分野を厳選して意味のある受託教育を発展させて行

くことが必要である。 

 また、受身の受託教育ではなく、当センターが能動的に企画・運営できる「エグゼクテ

ィブプログラム」（1 週間）、「Ｗｉｎｇ21」（5 週間）といった既存プログラムの強化が求め

られる。 

 寄付講座およびそれに準じる特別講座については積極的に拡大推進している。現在、公

開講座に発展させられる可能性のあるマルチクライアント方式の研究会も育ってきており、

今後はそれをより一層促進して行く方針である。 

 
 
 ４．３ 講演会・シンポジウム 

本研究センターは、国際関係･国際経営両部門の研究活動の成果を学内外に還元すべく

発足以来活発な講演会、シンポジウム等を開催してきた。 

講演会の年度別の推移をみると 1997 年度２回、1998 年度 11 回、1999 年度 19 回、2000

年度６回(10 月時点)、計 38 回となっている。また、全体の内、外国人講師が半分以上を

占め、その出身者も中国、韓国、フィリピン、インドネシア、シンガポール、東チモール、

オーストラリア、アメリカ、スウェーデン、フィンランドなどアジア太平洋地域を中心に

多岐にわたっている。 

 
 
 

５．センターの管理運営  
 
 ５．１ センターの意思決定体制 
本センターにおける従来からの意思決定、および企画、合意形成のためのミーティング

は、部門運営委員会、所員会、管理委員会によってなされてきた。また、運営のための様々

な具体的な企画・実践は、各種の委員会を通じて行われてきた。 
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 委員会組織は 2000 年 10 月より改めて機能的にすっきりさせた。各部門ごとに部門運営

委員会があり、そのまとめとしての所員会、さらに管理委員会と階を重ねる構造となって

いるために、同じことを何度も議する非能率性が問題となっている。意思決定システムの

簡素化がまず求められ、2001 年度より所員会の代わりに合同部門運営委員会とした。研究

科をもつセンターにおける管理委員会制度も、やがて見直されることになろう。 

 また、教員はセンターに所属しており、その主要な業務の一つとして研究科における教

育活動をも担っている。センターは全学レベルの会議体の一つである研究所長会につなが

り、研究科は研究科委員長会につながる。現在はセンターと研究科の執行部間における人

的なゆるやかな連携によって、両者の活動は概ね協調的に進められているが、場合によっ

ては問題の発生する原因となりうる。責任と権限の所在が明確化していないからである。 

 一名の教員が多数の委員会を兼務している事態も、教員にわずらわしさを感じさせてい

る。 

 
 
 ５．２ 事務組織 
 センター立ち上げ期の忙しさと計画外の作業の乱入という非常状態からは抜け出しつつ

あるものの、かつての研究所時代と比較すると、スタッフの人数も削減され、その繁忙さ

は否定できない。特に、センターの特色を発揮しようとして研究事業や教育事業を拡大し

ていこうとすると、活動が小口で多様化し、人手を要するといった結果を招いている。 
 外部からの委託教育などのパックについては、基本は事務組織が対応するとしても、臨

時の外部職員にアウトソースすれば、顧客サービスがより高まるであろう。また、本属の

事務職員は、受講生のフォローや事業拡大のような前向きの活動により時間をさくことが

できるようになるであろう。 
 困難を抱えたままの現状では、無難に 小限必要な作業をこなしていくということにな

りかねない。 
 
 
 

６．施設・設備関係 

 

 当センタ－は、受託研究と大学院教育の２つを中心に活動している。したがって、その設備

に関しても、両者の運営にとっての便宜を念頭に入れて整備に努めている。 

 

 ６．１ 受託研究および共同研究のための設備 

 一研究プロジェクトの参加者数は、プロジェクトによって異なるが、おおよそ数人から数十

人である。これらのほとんどが、定期的に会合を開いている。そのためには、会議室の場所を

確保する必要性が生じる。現在は会議室、共同研究室を使用している。 

 研究プロジェクトにおける研究作業には、数人でアイデアを出し合ったり、報告書をワープ

ロに入力したり、それをプリントアウトしたりする作業がある。また、調査・分析のために必
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要な準備作業もある。そのための電話連絡や、会合通知などの受発信作業も必要である。この

作業のための空間が必要となる。そのための空間として、プロジェクト室を用意した。プロジ

ェクト室は 12 に区分された研究室と大部屋としての作業場を準備している。 

 

 

 ６．２ 大学院教育のための設備 

 大学院教育のための設備として、387 平米の自習室を当センターに設置してある。ここには、

学生が自習できるスペースを確保してあり、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。 

 コンピュ－タ室として、自習室の隣に 50 平米の部屋を別に用意している。また、博士後期

課程の学生のために、82 平米の自習室兼コンピュ－タ室を別棟に設置してある。コンピュ－タ

室には共同のプリンタなどを備えてある。 

 いわゆる教室（研修室）には、書画装置とパソコンおよびそのプロジェクター、ＯＨＰビデ

オなどをほぼ完備している。これらは、授業を行う上で大変重宝している。ただし、重宝して

はいるが、使い勝手についてはまだ改良の余地がある。 

 当センターでは、リフレッシュゾーンと名づけた 192 平米のスペースを設けてある。ここは

学生が自由に談話できるように、テーブルと椅子を設置し、また雑誌や新聞が気軽に読めるよ

うに雑誌書架を設けてある。以前はここで喫煙もできたが、現在は全館禁煙にしている。 

 専任教員には一人一室の研究室（19 平米）が与えられている。また、専任扱い客員教員用の

研究室も備えられている。 

 しかし、教員同士の意見交換のスペースが十分でない。そのためのスペースを作るべきだと

いう声があがり、議論を重ねたが、スペース不足のため断念せざるを得なかった。 

 その代わり、非常勤講師の控え室（56 平米）を、作ることができた。この部屋を教員談話室

としても兼用しようということで、「教員室」と命名した。 

 センター長室と委員長室は本来別々に用意すべきであるが、スぺースがないために、一室（55

平米）で兼用している。この部屋は会議室としても使用しているので、実際にはセンター長や

委員長が、常時ここで執務することはない。 

 

 

2001/ 5/29 
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