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商学部の理念・目的 

 
 ｢商学」とは、財貨、貨幣、情報、時間、労力などの資源を効率的に配分し、かつその円

滑な流通を図り、広く人々に幸せをもたらすことを使命とする学問分野である。 

 早稲田大学商学部の教育目標は、商学を通じて世界的視野を養い、広く産業・経済社会

において活躍する有能な人材を育てることにある。この目標を達成するため、本学部は、

創立以来 90 余年の永きにわたり、社会科学にとどまらず、語学を含む人文、自然科学の両

分野にも配慮し、調和のとれたカリキュラムの編成に努めてきた。また、学理の探求と学

問の活用に留意しながら、学問の独立を守り、自由な討究および独創的研究を行ってきた。 

 周知のように、近年の国内および国際的な政治、経済、社会における変化と価値観の多

様化は著しいものがある。このような環境の中にあって、われわれは不断の改善・改良へ

の努力を怠ってはならない。本学部では、１年半にわたる徹底した審議の結果、1995 年度

から新しいカリキュラムを導入し、併せてセメスター制に切り替えたことは、そのような

不断の努力の一端であった。これにより、幅広い教養を身につけ総合的判断力を培う基盤

が整えられたと考える。しかしながら、それを活用して、人間性を磨き、個々の能力を

大限に発揮できるか否かは、学生諸君が若い力と向学心をもって体系的な学習に努めるこ

とに懸かっている。教員は、学生諸君のそのような努力に応えるべく、教科内容の充実と

より良いコミュニケーションのため、省みて改めることを惜しまない。 

 本学部は、1904 年（明治 37 年）の大学部商科（本科）の開設に始まる我が国 古の私

立大学商学部として、優れた人材を育み、世に送り出してきた。今や校友の総数は 10 万に

達さんとしており、その活躍の舞台も、日本国内のみならず、広く世界各国に及んでいる。 

 本学部から巣立った卒業生は、日本の産業・経済社会をリードすると共に、政治・文化

の領域においても中心的な役割を担っている。また、公認会計士試験という、司法試験と

並ぶ難関の国家試験でも、毎年多数の合格者を出している。 近では、国家公務員上級試

験に合格する者も増えており、近い将来、卒業生の中から国家行政の中枢を担う者を輩出

することが期待されている。 

 また、商学の学術的活動において本学部が果たしている役割にも大きいものがある。す

なわち、商学部を卒業して後、本学大学院商学研究科に学んだ後、国・公・私立大学で専

任教員として、目下、教育・研究活動を担っている者の数は、早稲田大学に勤務している

者を除いても、300 名を超えるほどである。 

 さらに、昨今我が国で強調されている「国際化」という点においても、本学部は他の大

学、学部に先駆けて実践してきた、誇りうる伝統がある。例えば、学部開設当初から外国

語教育を重視してきたが、特に戦後からは、２か国語を３年間必修とするという、国内の

商学部では唯一の特色あるシステムを採用して、卒業生が国際的に活躍する基礎を授けて

きたのである。同時に早くから外国からの留学生も、本学のどの学部よりも数多く受け入

れてきた。そしてかつての留学生は、今、各自の母国の第一線で活躍しているのである。 
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２ 教育活動 

 

（１） カリキュラムの編成と特色 

 本学部のカリキュラムは、専門基礎科目、専門教育科目、総合教育科目、外国語科目の

４つの系列から成り立っている。各科目系列の概要は、以下のとおりである。 

 

１）専門基礎科目 

 本学部の学生がそれぞれ選択する専門コースの学習を系統的に行うための基礎学力を修

得することを目的に設置された学科目。「基礎数学」「簿記原理」「マクロ経済学」の３科目

が必修。 

 

２）専門教育科目 

 本学部の学生が商学部卒業生としてふさわしい専門知識を身につけることを目的として

設置された学科目。各科目は「経営」「会計」「商業・貿易・金融」「経済・産業」「総合・

学際」の５つのコースに分けられている。また、それぞれのコースの中では履修学年と呼

応して、Ⅰ群（１年度生から履修できる科目）、Ⅱ群（２年度生から履修できる科目）、Ⅲ

群（３年度生から履修できる科目）に分かれている。 

 

３）コース制 

 本学部では、専門知識を高めるために「経営」「会計」「商業・貿易・金融」「経済・産業」

「総合・学際」の５つのコースを設けており、２年度の秋学期に選択する専門教育科目演

習の属するコースが自動的に各自のコースとなる。専門教育科目演習を履修しない学生は、

別に定める期日までに自己の選ぶコースを申告しなければならない。2000 年度におけるコ

ース別の学生数は、以下のとおりである。 

 

 経営コース 179 名、会計コース 384 名、商業・貿易・金融コース 687 名、 

 経済・産業コース 540 名、総合学際コース 692 名 

 

４）総合教育科目 

 本学部の学生が、専門知識だけでなく、バランスのとれた学識を身につけることを目的

とした学科目。各科目は、「思想と芸術」「人間と環境」「社会と歴史」「科学と技術」の４

つの分野に分類されている。また、各種のテーマを学生の自主的な研究と討論で深めるた

めにおこなうゼミ形式の科目「総合教育科目演習」を設置している。 

 

５）外国語科目 

 本学部の学生が国際化社会に対応できる能力を高め、異文化への理解を深めることを目

的に設置された学科目。学生は、英語，ドイツ語,フランス語,スペイン語,中国語,ロシア

語,朝鮮語の７つの外国語の中から２つの外国語を選択し、履修する。 

 本学部では、上記７つの外国語のなかから、任意の外国語２つを選択することが可能と
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なっている。この点は、本学部の外国語科目履修における、おおきな特徴ということがで

きよう。ここ３年間の新入学生の外国語科目別履修者数は、以下のとおりである。 

 

 

図表２－１ 新入学生の外国語別科目履修者数 単位：人 

 英 語 ﾄﾞｲﾂ語 ﾌﾗﾝｽ語 ｽﾍﾟｲﾝ  

 語 

中国語 ﾛｼｱ語 朝鮮語 日本語 

 1999 

 年度 

1,317 377 

 

276 213 424 14 24 7 

 2000 

 年度 

1,302 331 261 230 450 15 32 5 

 2001 

 年度 

1,191 195 296 218 426 10 43 13 

 

６）寄附講座の設置 

 本学部では、経済界における現実の動向に関する情報を提供することで、学生の視野を

広げるとともに知的な刺激を与えることを目的として、寄附講座を設置している。 

 ①（財）経済広報センター寄附講座 

 1987 年度から、「教務部所管、幹事学部・商学部」という形式で実施されてきた（財）

経済広報センター寄附講座が、1994 年度から本学部設置の科目として開講されるにように

なった。1994 年度以降のテーマは、以下のとおりである。 

 1994 年度「日本企業のリストラクチュアリング」 

 1995 年度「消費者マインド企業（経営）戦略」 

 1996 年度「情報化と国際化の時代における企業経営」 

 1997 年度「日本企業の経営改革と産業経済の再生」 

 1998 年度「日本の企業経営はどこへ行くのか」 

 1999 年度「大競争時代における企業経営」 

 2000 年度「21 世紀へ向けての企業経営」 

 ②（社）日本物流団体連合会寄附講座 
 １996 年度から設置されている寄附講座である。この講座では、各部門のリーダーが変革の 1 方

向、将来への挑戦について触れつつ、その部門の現状と課題を論ずる。 

 ③AIU 寄附講座 

 1997 年度に限って開講された寄附講座であり、内容は「環境問題と保険」というテーマ

に沿った講義が行われた。 

 

７）英語選択者の TOEFL（ITP）受験 

 本学部では、2000 年度入学者より、外国語科目として英語を選択した者を対象として、

TOEFL（ITP）の受験を義務づけている。これは、英語学習の具体的な到達点を明示するこ

とで学生の学習意欲を刺激するとともに、教育内容の標準化・平準化を図る目的がある。 

 また英語以外の外国語科目においても、統一的な単語試験などもすでに実施されており、

さらに統一的試験の実施も検討されている。 
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（２）科目の履修・選択 

１）単位制 

 本学部では単位制が採用されており、各授業科目にはそれぞれ単位と履修期間（半年、

通年または集中）が定められている。その授業科目を履修し、試験に合格すると単位が与

えられる。そして、本学部に４年以上在学し、所定の単位を修得すれば、「学士（商学）」

の学位が授与される。 

 

２）セメスター制 

 本学部では基本的にセメスター制を採用している。セメスター制とは半年毎に授業が終

了する２学期制のことで、４月から始まる学期を春学期、９月から始まる学期を秋学期と

呼ぶ。 

 セメスター制は、欧米の大学において幅広く採用されている制度であることは、よく知

られている。この制度の持つ特徴あるいは効果としては、数多くの科目を同時並行して学

習する場合に比べて、より少数の科目を集中的に学ぶ点が挙げられる。 

 また、こうした学習上の効果に加えて、セメスター制には、学生各人が課外活動（クラ

ブ、ボランティア等）と勉学とのバランスを図るうえでの自由度が高まるという効果も期

待される。 

 さらに、学生が留学する場合、出発前ならびに帰国後の履修・就学計画を立てるうえで

も、セメスター制は柔軟性が高いといえる。 

  

３）履修について 

 ①学位に関する規程：本学部の学生は４年以上（ただし８年を超えることはできない）

在学し、124 単位以上を修得したとき、「学士（商学）」の学位が授与される。 

 ②卒業の要件：本学部を卒業するのに必要な所定単位数 124 単位の履修基準（ 低履修

単位数）は、以下のとおりである。 

 

 専門基礎科目 12 単位、専門教育科目 52 単位、総合教育科目 16 単位、 

 外国語科目 24 単位、任意選択科目 20 単位 

 

 なお、専門教育科目 52 単位のうち、自分が属するコースから 16 単位以上（専門教育科

目演習と論文を除く）を履修しなければならない。 

  

４）科目選択 

 ①登録制限単位数：各年度生が登録できる単位数の限度は、次のとおりである。 

 

 １年度生 36 単位、２年度生 40 単位、 

 ３年度生 36 単位、４年度生以上 36 単位 
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５）配当科目 

① 専門基礎科目 

 必修・I 群：基礎数学、簿記原理、マクロ経済学 

  選択・I 群：コンピュータ入門Ⅰ・Ⅱ、＊情報処理入門、＊マルチメディア入門、 

＊ コンピュータによる統計処理、＊プログラミング入門（＊は MNC 設置科目） 

選択・II 群：統計学 

 ②専門教育科目 

 経営コース：I 群:経営学 

              II 群:経営史、企業論、経営組織論、経営数理 

       III 群：組織行動論、経営戦略、企業と社会、ビジネス・リサーチ、 

           人的資源論、ビジネス・ゲーム、経営科学、経営学特論 

 

 会計コース：I 群：会計学 

       II 群：上級簿記、財務会計論、管理会計論、原価計算論 

       III 群：会計監査論、経営分析論、財務管理論、会計情報システム論 

           業績管理会計論、税務会計論Ⅰ、税務会計論Ⅱ、連結会計論 

           会計学特論 A，B 

 

 商業・貿易・金融：I 群：マーケティング論、ファイナンス論 

 コース      II 群：流通論、広告論、貿易論、金融理論、証券論、保険論 

          III 群：マーケティング戦略論、マーケティング・コミュニケーシ 

ョン論、 

              製品戦略論、消費者行動論、マーケティング・リサ－チ、 

              マーケティング特論 A，B、国際商務論、貿易政策論、 

              貿易契約論、貿易慣習論、ビジネス・コミュニケーション論、 

               多国籍企業論、国際マーケティング論、国際ビジネス特論 

              国際通貨制度論、国際金融市場論、銀行論、 

                  証券特論 A，B、金融特論、損害保険論、海上保険論 

                   生命保険論、リスクマネジメント論、国際貿易貨物保険論 

 

経済・産業コース：I 群：ミクロ経済学 

         II 群：経済史、社会経済学、日本経済論、数理統計学 

         III 論：上級マクロ経済学、上級ミクロ経済学、経済統計、 

             計量経済学、経済政策、産業構造論、産業組織論 

             交通論、経済地理、財政学、経済学史、日本経済史 

             西洋経済史、労働経済論、社会保障論、経済学特論 A，B 

 

総合・学際コース：II 群：民法Ⅰ、産業社会の生産システム、情報化社会論、 

            アジア交易圏と日本、市場と文明の進化誌 

            新時代の物流（社団法人日本物流団体連合会寄附講座） 
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         III 群：民法Ⅱ、商法 A，B、労働法、税法 A，B、国際経済法、 

              独占禁止法、産業組織心理、産業技術論 A，B、 

                  情報ネットワーク論、産業社会学、現代社会科学論、 

                NPO・NGO マネジメント、環境マネジメント、 

              地域社会論 A，B、職業指導 A，B、 

             21 世紀へ向けての企業経営 A、B（財団法人経済広報 

             センター寄附講座） 

 

 ③総合教育科目 

 思想と芸術（総論的・基礎的科目）：哲学の歴史、近代文学の達成、比較宗教、比較  

      宗教倫理思想の歴史 A（古代・中世）、文学表現の基層 A・B、倫理思想    

      の歴史 B（近世・現代） 

思想と芸術（各論的・応用的科目）：現代の哲学、民族と宗教 A，B、人間と自然、 

      ことばと論理 A・B、環境と生命の倫理学、文学の観点 A，B，C，D，E 

       現代倫理学の諸問題、文章レトリック、生きがいの探究 

人間と環境（総論的・基礎的科目）：心理学、文化人類学 A，B、社会心理学、社会   

      人類学 A，B、自然人類学 A・B、 

人間と環境（各論的・応用的科目）：青年の心理学、地理学 A，B、健康心理学、都  

      市論 A・B、映像文化論、音楽と社会 

社会と歴史（総論的・基礎的科目）：社会学の視点、憲法 A・B、現代の社会構造法 

      と人権 A・B、法の基本的枠組み A・B、政治システム論 A，歴史のと 

      らえ方 A・B、社会科学の方法 

社会と歴史（各論的・応用的科目）：日本の文化、自己と社会 A・B、国際社会と法  

      A・B、国際関係論 A・B、政治行動論 A・B、大衆社会と政治 A・B、現  

      代社会とマスコミ A・B、日本の歴史 A（古代）、日本の歴史 B（中近世）、 

      西洋の歴史 A・B、東洋の歴史 A・B、中近東の歴史 A・B、現代史 A・B 

     （日本） 

科学と技術（総論的・基礎的科目）：解析入門、化学探究 A・B、物理学探究 A・B 

       生命科学 A、生物学概説 A・B、自然と人間 A（生物学）、生物と環境、  

       自然科学史 A・B 

 科学と技術（各論的・応用的科目）：経済数学、科学・技術の発達史 A，B（世界） 

       科学・技術の発達史 A・B（日本）、生命科学 B、自然と人間 B（生物 

       学）、環境問題と生態系、コンピュータ・サイエンス、情報の数理 

 総合教育科目演習：現代文明研究、現代と宗教、現代資本主義システム論、<異文  

         化>について考える、現代英語研究、現代日英比較文化研究、実用  

         英語演習、英米演劇研究、マルチメディア・ワークショップ、現 

         代社会とアメリカ文学、イギリス研究、ことば・人間・社会、口 

         語英語演習、ドイツ研究、Werbung in Deutschland、サン = テグ  

         ジュペリ研究、<物語＞研究、異文化の交渉、現代中国の社会と経 

         済、中国社会の探求、日中文化比較、経済のための数学、数学研究 
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 ④外国語科目 

 外国語Ⅰ：英語総合英語ⅠA，B 英語口頭表現ⅠA，B、ドイツ語基礎ⅠA，B ドイ 

     ツ語既習ⅠA，B、フランス語基礎ⅠA，B フランス語既習ⅠA，B、スペ 

     イン語基礎ⅠA，B 中国語基礎ⅠA，B、ロシア語基礎ⅠA，B 朝鮮語基 

     礎ⅠA，B 

  

 外国語Ⅱ：英語表現ⅡA，B、英語選択ⅡA，B、ドイツ語総合ⅡA，B ドイツ語選Ⅱ 

     択 A，B、フランス語総合ⅡA，B、フランス語選択ⅡA，B、スペイン語  

     総合 IIA，B スペイン語選択ⅡA，B、中国語総合ⅡA，B、中国語選択ⅡA， 

     B、ロシア語総合 IIA，B、ロシア語選択ⅡA，B、朝鮮語総合ⅡA，B、朝 

     鮮語選択ⅡA，B 

 

外国語Ⅲ：専門英語講読（経営）、専門英語講読（会計）、専門英語講読、（商業）、 

     専門英語講読（貿易）、専門英語講読（金融）、専門英語講読（経済）、 

     専門英語講読（総合・学際）、Effective Speaking、Effective Writing、  

     Business English、Current English、Rapid Reading、Technical  

     Communication、Sight Reading A・B、専門ドイツ語講読、ドイツ文化研究  

     A・B、時事ドイツ語 A・B、ドイツ語読解法 A・B、ドイツ語会話中級 A・B、 

     専門フランス語講読、フランス文学研究 A・B、フランス文化研究 A・B、 

     フランス語会話中級 A・B、フランス語表現 A・B、現代のフランス A・B、 

     専門スペイン語講読、貿易スペイン語 A・B、時事スペイン語 A・B、 

     スペイン語圏の文化と言葉、スペイン語コミュニケーション、A・B、 

     スペイン語総復習 A・B、スペイン語会話 A・B、専門中国語講読、 

     中国語会話 A・B、総合中国語 A・B、中国語コミュニケーション A・B、 

     専門ロシア語講読（経済）、専門ロシア語講読（時事）、ロシア語会話 A・B、  

     専門朝鮮語講読（経営）、専門朝鮮語講読（経済）、朝鮮語会話 A・B、 

     専門日本語講読（経済）、専門日本語講読（経営） 

 

 

 

６）科目履修者数（クラス規模） 

 本学部では、可能な限り小人数クラスでの授業を実現すべく努力してきた。もちろん、

専任教員数、予算、設備面等での制約により、すべての科目においてそれを実現すること

は現実的には困難であるが、一定の成果を生んできている。詳細は、図表２－２を参照さ

れたい。 
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図表２－２ 履修者数別クラス数 

 

  

  年 度 

 

20 名以下 

 

21 名―50 名

51 名― 

  100 名 

 

100 名以上 

  

 合 計 

1998 336 

(26%) 

676 

(51%) 

138 

(11%) 

163 

(12%) 

1,313 

(100%) 

1999 295 

(23%) 

670 

(53%) 

133 

(11%) 

169 

(13%) 

1,269 

(100%) 

2000 326 

(25%) 

669 

(52%) 

150 

(12%) 

149 

(11%) 

1,296 

(100%) 

 

  

７）授 業 

 ①学 期（2000 年度） 

 春学期 ４月１日～９月 15 日 

 秋学期 ９月 16 日～３月 31 日 

（秋学期については、集中授業（９月 16 日から 29 日）がある。） 

＊大学暦の変更に伴い、2001 年度は変更される予定。 

 

（３）教育内容・教育方法 

１）講義内容の明示 

 本学部では、講義要項において講義内容をできる限り具体的に明示し、学生の科目履習

の参考に資するように配慮している。すなわち、講義要項では、講義の基本的な内容紹介

だけでなく、毎回の講義テーマを示した授業計画、教科書、参考書、評価方法、その他（前

提科目・学生への要望など）までも明示するようになっている。 

 

２）クラス規模 

 すでに記したとおり、本学部では可能な限り小人数クラスを実現すべく努力してきた実

績がある。その も特徴的なものが、専門科目演習（ゼミ）である。専門科目演習の、1997

年度以降の開講数ならびに履修者数は、以下のとおりである。 

 

図表２－３ 専門科目演習開講数・履修者数 

 

    年  度  専門科目演習開講数   履 修 者 数 

1997 125 1914 名 

1998 125 1922 名 

1999 118 1863 名 

2000 114 1760 名 

 

３）授業評価 

 大学に限らず、学校教育における教育内容・方法の適切な評価方法は確立していないの

が現状であろう。そうしたなかで、国内外の大学その他の教育機関で実施されているのが、
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学生による授業評価である。本学部では、1995 年度の新カリキュラム実施とあわせて、学

生による授業評価を実施している。 

 専門教育科目から抽出したある科目の評価結果をみると、「授業計画が明示的である」と

いう評価項目に関しては、「非常に良い」と回答した学生が約 69％、良いと回答した学生

が約 23％に上っており、両者の合計で 90％を上回っている。また、専門教育科目全体につ

いて、同じ評価項目に対する回答をみても、「非常に良い」が約 43％、「良い」が約 37％で、

両者の合計は 80％に達している。 

 ただし、こうした学生による授業評価の実施に関しては、種々の問題が存在する点も考

慮に入れるべきであろう。まず、授業評価を全科目について一律（強制的）に実施するか、

それとも各科目担当教員の自主性に委ねるかという問題がある（ちなみに本学部の場合は、

後者である）。この点は、学部ひいては大学の基本的な運営理念とも関連するところである。 

 また、評価は学生へのアンケート形式で実施されるが、アンケート内容の適切さも問題

である。この点については、本学部での授業評価も実施後５年以上経過しているので、検

討の時期を迎えているといえよう。 

 さらに、授業評価結果をどのように扱うかという問題もある。現時点では本学部の場合、

各科目担当教員に評価結果を通知し、今後の授業方法ならびに内容を検討する際の参考に

資するにようにしているが、それ以外の扱いも考えられるであろう。 

 たしかに、学生による授業評価は、教育内容・方法をチェックする機能を果たしうるも

のである。しかし、その実施方法の細部ならびに取扱いについても十分な検討が必要であ

ろう。 

 

 

４）早稲田商学同攻会学生懸賞論文 

 1925 年（大正 14 年）に本学部教員ならびに学生によって組織された早稲田商学同攻会

は、その研究機関誌として『早稲田商学』ならびに『文化論集』を刊行している。 

本会は、教員による研究成果公表のみならず、学生による自主的な研究を奨励する目的で、

本学部学生を対象とした懸賞論文を実施している。過去３年間における、懸賞論文応募数

と入選数は、以下のとおりである。 

図表２－４ 早稲田商学同攻会学生懸賞論文応募数・入選数 

 応 募 数  第一席  第二席  佳 作 

 

 1999 年度 

 20 編 

（うち大学院

生１編） 

 

 １編 

 

 １編 

 

 ５編 

 

 1998 年度 

 

 

 19 編 

 

 該当者なし 

 

 １編 

 

 ６編 

 

 1997 年度 

 17 編 

（うち大学院

生１編） 

 

 ２編 

 

 １編 

 

 ５編 
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（４）成績評価、単位認定 

１）成 績 

 ①成績の表示：成績の表示は、以下のとおりである。 

 （優）100 点 ～ 90 点 

  優  89 点 ～ 80 点 

  良  79 点～ 70 点 

  可  69 点～ 60 点 

 不可  59 点～  0 点 

 （優）から可までが合格であり、不可は不合格である。 

 ②総合成績：本学部では、総合成績を次のような計算によって表わす。 

 a.グレイド・ポイント：上記の各評価を、それぞれの段階に相応する成績点で表わした

もの。各評価に対するグレイド・ポイント（Grade Point）は、以下のとおりである。 

  （優） ３、優 ２、良 １、可 ０、不可 －１ 

 b.S. A.（Scholarship Average）：各科目のグレイド・ポイントと単位数との積を登録科

目（自由科目を除く）のすべてについて合計し、全登録科目の単位数で割った値を「総合

成績点」S.A.（Scholarship Average）と称し、この S. A. をもって総合成績を表示する。 

 

２）成績評価の方針と実態 

 本学部では、成績評価に関して一定の基準を明示し、科目担当教員に周知している。具

体的には、成績評価の分布基準として、以下のものを示している。 

 

 （優）・・・成績上位者１０％以内 

  優 ・・・（優）につぐ成績上位者 ２０％以内 

  良 ・・・ 優 につぐ成績上位者 ５０％程度 

  可 ・・・ 良におよばぬが単位修得可能な者若干 

 

 例として、2000 年度春学期の成績評価分布（比率）を科目系列別に示せば、図表２－５

のようになる。 

 

図表２－５ 成績分布の例（2000 年度春学期） 

                                （単位：％） 

 科目系列  （優）   優   良    可   不 可 
総合教育科目 11 26 39 11 13 

外国語科目 11 21 36 18 13 
専門基礎科目 11 19 33 16 20 
専門教育科目 11 20 38 17 14 
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（５）教員組織 

図表２－６ 本学部専任教員の年齢構成（2000 年 4 月１日現在） 

 2000 年度４月 1 日現在でみた本学部の教員組織の概要は、以下のとおりである。 

0

1

2

3

4

5

6

3
3
歳

3
7
歳

4
1
歳

4
5
歳

4
9
歳

5
3
歳

5
7
歳

6
1
歳

6
5
歳

6
9
歳

人

１）年齢構成 

 年齢構成については、図表２－６に示したとおりであり、平均年齢は 51 歳である。本学

部では、1990 年代半ばから、優秀な教員を確保すべく広く公募を行い、採用を実施してき

た。その結果、ある程度専任教員の年齢構成の高齢化は緩和されたといえる。しかし今後

も、定年を迎える教員の補充ならびに専任教員数の拡充を行うことは、本学部の重要な課

題であるといえる。 
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図表２－７ 資格別、科目系列（コース）別教員数 

（2000 年度） 

 

 教 授（客員教授を含む） 

    

   助 教 授 

   

  専 任 講 師 

 

63 名 

 

27 名 

 

6 名 

 科 目 系 列(ｺｰｽ) 人    数 

総 合 教 育 科 目         6 名 

外 国 語 科 目        26 名 

専門教育科目(経 営ｺｰｽ)         7 名 

専門教育科目(会 計ｺｰｽ)        12 名 

専門教育科目(商業･貿易･金融ｺｰｽ)        19 名 

専門教育科目(経済･産業ｺｰｽ)        20 名 

専門教育科目(総合･学際ｺｰｽ)         6 名 

 

２）資格・科目系列（コース）別教員数 

 資格・科目系列（コース）別の専任教員数は、図表２－７のとおりである。 

  

３） 終学歴が本学以外の専任教員 

 本学部の専任教員（助手を除く）96 名のうち、 終学歴が本学以外の大学・高等教育機

関である者は 37 名であり、その人員構成比率は約 39％である。 

 

（６）国際交流 

１）留学者数 

 ①交換留学プログラムによる留学者：本プログラムによる本学部学生の留学者数は、概

ね 1990 年頃までは、本学の社会科学系学部学生に比べて低い数字を示していたが、1990

年代に入ってからは、年度によるばらつきはあるが、毎年度 10 名強の数の留学生を、本プ

ログラムにより送り出している。 

 ②私費留学者：現在の事務システムでは、1998 年度以降の状況しか把握できないが、そ

の範囲では、本学部学生のうち私費留学した学生数は、1998 年度５名、1999 年度 7 名、2000

年度 14 名である。 

 

 

２）外国人留学生 

 

図表２－８ 外国人留学生数 

 

  年  度 

 

1997 

 

1998 

 

1999 

 

  人  数 

 

54 

 

43 

 

37 

  

 直近の３ヵ年について、本学部に在籍する外国人留学生の数は、図表２－７のとおりで
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ある。なおこの表には示していないが、1996 年度は 67 名の外国人留学生を受け入れてい

たことを考え合わせると、近年は外国人留学生の受入数は逓減傾向にある。 

 

３．研究活動 
（１） 研究目標・内容 
 商学部の研究目標は、広く商学に関連する領域に関して理論を追求して社会科学におけ

る真実性を追求していくと共に、現代社会における商学実務に対して有用な知識を提供す

ることにある。 
 
（２） 研究成果 
 商学部専任教員における幅広い研究の成果は、主として書籍および学術論文などの印

刷・出版物ならびに学会報告の形で発表されている。 
 印刷・出版物はきわめて多岐にわたっている。代表的なものだけを列挙しても、書籍、

国内外の学会誌、国内外の専門雑誌、新聞および政府関係委員会などの報告書があり、商

学部専任教員によって膨大な数の研究成果が毎年発表されている。研究成果の一覧は、『学

術年鑑』に集大成されている。 
 
 図表３－１ 直近３年間における早稲田商學・文化論集の掲載論文数 

 

 

早稲田商學 文化論集 

97 年度 15 10 

98 年度 17 12 

99 年度 21 5 

 

商学部独自の出版物としては、『早稲田商學』および『文化論集』が発行されており、商

学部の専任教員がその研究成果を報告するための場を提供している。これらは、編集機関

「早稲田商學同攻会」によって編集されている。早稲田商學同攻会は、商学部長を編集責

任者とし、編集長および２名の編集委員を持つ。図表３－１は、直近３年間の『早稲田商

學』および『文化論集』の掲載論文数である。これらの研究内容の評価に関しては、その

領域が広範にわたること、 
また、専門領域に関する評価の困難性から、ここでは言及を避けるが、図表３－２およ

び図表３－３にあるように、文部省科学研究費補助金および本学の特定課題研究助成費に

おける審査を通過して採択される件数が相当数にのぼることから、一定の評価が与えられ

てしかるべきだと考えている。 
なお、個々の教員の研究成果については、５．（２）で詳細に論ずることにする。 
 

図表３－２ 特定課題採択数 
1996 年度 10 

1997 年度 28 

1998 年度 20 
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図表３－３ 文部省科学研究費採択数 

 基盤Ｂ 基盤Ｃ 奨励Ａ 国際学術 

1996 年

度 

１ ２   

1997 年

度 

２ ２ ２ １ 

1998 年

度 

１ ４ ４  

 
（３） 学外との連携 
 研究活動における学外との連携に関しては、研究組織における学外の連携と、研究資金

における学外との連携および海外との連携の３点について考えることができるが、研究組

織における学外の連携は、商学部として研究組織を構成することはなく、産業経営研究所

などにおける分科会などの研究組織がこれに該当すると考えられる。この点については、

産業経営研究所の報告書に詳しい。 
 研究資金における学外との連携は、たとえば商学部指定寄付、民間・政府など各種の研

究費補助金の獲得があげられるが、 も重要なものは文部科学省科学研究費である。文部

省科学研究費の採択状況については、図表３－３に示した通りである。近年、採択数がや

や増加傾向にあるというものの、教員数に対する採択数は決して多いとは言い難い状況に

ある。今後、大学財政の逼迫に伴い、科学研究費の申請・採用数を増加させていくことが

必要である。 
 海外との連携は専任教員の海外への派遣状況および海外からの研究員受入状況から判断

することができる。ここ３年間において、専任教員が半年以上研究活動のために派遣され

た数は、長期在外、短期在外、交換教員をあわせて 1999 年度６名、2000 年度５名、2001
年度６名(予定)となっている。長期在外および短期在外は大学の予算によって執行される

ため、毎年度ほぼ同様の人数に割り当てられている。このほか、短期の研究出張はきわめ

て数多くにのぼっており、積極的に海外における研究活動を行っていると評価することが

できる。一方、海外からの研究員受入状況であるが、原則として商学研究科が受け入れる

ため、商学部としての海外研究員受入はほとんどない。 
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４．教 員 

 
（１） 教育活動 
１）授業計画、授業内容・形態の工夫・改善、教材 
 商学部における学生数および専任教員(助手を除く)数ならびに専任教員(助手を除く)一
人当たりの学部学生数は図表５－１のとおりである。 

 
図表４－１ 学生数・専任教員数・教員一人当たり学生数 

 
 商学部 政経学部 法学部 

1988 年学生数 5,222 名 5,226 名 5,629 名 

 専任教員数  88 名  98 名  108 名 
教員一人当たり学生 59.34 名 53.33 名 52.12 名 

1999 年学生数 5,371 名 5,440 名 5758 名 

 専任教員数  89 名 101 名  105 名 
教員一人当たり学生 69.35 名 53.86 名 54.84 名 

2000 年学生数 5,440 名   

 専任教員数  96 名   
教員一人当たり学生 56.67 名   

  
 商学部の専任教員(助手を除く)一人当たりの学生数は、2000 年度においては改善の傾向

が見られるが、それでもなお政治経済学部および法学部に及ばない。政治経済学部および

法学部の水準と同等とするためには、すくなくとも 100 名を超える専任教員の規模が妥当

であると考えられる。 

 
２）学生とのコミュニケーション 
 商学部では図表５－２のようにオフィス・アワーを設置しており、専任教員はオフィス・

アワーの時間帯に研究室にいることが求められている。オフィス・アワーは、各教員の担

当科目に関する質疑応答のほか、学生生活に関する一般的な悩みなどについても学生が相

談を行う貴重な場となっている。商学部では専任教員全員が 低限週１回１時間程度のオ

フィス・アワーを設定している。 
一方、近年ではＥメールによるコミュニケーションも盛んにとられている。本学におい

ては、学生は入学時(および入学後随時)にＭＮＣにおける研修を受けて、メールアドレス

を取得することができる。 
 

（２）研究活動 
研究活動の成果については３(２)で述べた通りであるが、ここでは各専任教員の研究活

動についてもう少し詳しく述べることにする。 
既に述べたように、研究活動の結果としての研究成果は各種の著作・印刷物となる。し

たがって、研究成果として、どれだけの著作・印刷物が発表されているかが、研究活動の
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代理変数となる。1997 年度から 1999 年度において、学術年鑑に掲載されている著書・共

著書・編集・編著の一覧は図表４－２に示した通りである。 
図表４－２の著作は、学術年鑑に掲載のため申請のあったものだけであって、実際には

より多数の著作が発表されていると推定されるが、それでも 77 冊以上の著作物が発表さ

れており、活発な研究活動が行われていると考えることができる。 

 

図表４－２ 1997 年～1999 年度における著書一覧 

 
池尾愛子 共編著 『エコノミックス事始め』 ミネルヴァ書房  1999/9 

  編著 『日本の経済学と経済学者―戦後の研究環境と政策形成―』 日本経済評論社  1999/1 

  共著 『経済学の世界へ―経済の歴史と経済学の歩み―』 有斐閣 1998/8 

  
編著 

Economic Development in Twentieth Century East Asia: The
International Context  London: Routledge  1997/1 

  
著書 

『20 世紀の経済学者ネットワーク 日本からみた経済学の展
開』 有斐閣 1994/4 

著書 現代会社法・保険法の基本問題 成文堂 1997/9 

編著 現代青林講義 保険法・海商法 青林書院 1997/4 石山卓磨 

著書 LIVE 司法試験 論文会社法過去問（改訂版） 辰巳法律研究所 1998/2 
共 著
（書） ワークブック国際ビジネス（共著者米澤聰士） 文眞堂 1998/10

監修 UN 世界投資報告書 1994 多国籍企業と雇用問題 国際書院 1999/5 

監修 グローバリゼーションとデータ保護 敬文堂 1999/3 
江夏健一 

監修 暮らしと消費者金融 
日本消費者カウンセリング
基金（事務局） 1998/1 

大谷孝一 著書 フランス海上保険契約史研究 成文堂 1999/12

編著 ニューコンセプト 日商簿記検定試験原価計算 1 級 税務経理協会 1998/4 

編著 
ニューコンセプト 日商簿記検定試験ワークブック原価計算 1
級 税務経理協会 1998/4 

著書 現代ファイナンス入門 放送大学教育振興会 2000/3 

大塚宗春 

編著 逐条解説 金融商品会計基準 中央経済社 1999/9 

著書 製品開発の戦略論理 文一総合出版 1997/12
監修（共
同） 自販機マーケティング ダイヤモンド社 1998/5 

恩蔵直人 

監修 コトラーのマーケティング入門 トッパン 1999/11

著書 物価変動会計論 中央経済社 1994/3 

共編著 リース取引会計基準詳解 中央経済社 1994/12加古宜士 

著書 財務会計概論（第 2 版） 中央経済社 1998/6 

共著 First Step マクロ経済学 有斐閣 1999/4 
片岡孝夫 

共著 入門マクロ経済学 中央経済社 1999/6 

亀井昭宏 監修 新版・広告用語事典 電通 1998 
小 林 富 久
子 共編著 文部省検定済高校英語教科書 Polestar Reading Course 数研出版 2000/1 

桜井 洋 共著 
社会学クロニクル（「デュルケム」「マルクス」「フーコー」「ルー
マン」担当） 有斐閣 1997/11

著書 コンピューターとインターネット英語の用法と文例 （株）日興企画 1997/11
篠田義明 

著書 グローバル・ビジネス英語教本 南雲堂出版（株） 1999/11

共著 日本の広告研究の歴史（小林太三郎監修） 電通 1997/10
嶋村和恵 

共編著 新版 新しい広告（小林太三郎・嶋村和恵監修） 電通 1997/ 4

嶋村紘輝 著書 マクロ経済学―理論と政策― 成文堂 1997/5 

清水 孝 共編 流通用語辞典 白桃書房 1999/9 
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編著 Hello There!-Oral Communication A(高校英語教科書改訂版）東京書籍 1998/ 2

編著 Hello There!-Oral Communication B(高校英語教科書改訂版）東京書籍 1998/ 2

共著 英語科教育の基礎と実践 三修社 1998/12
神保尚武 

編著 HelloThere!ーOralCommunicationC（高校英語教科書改訂版） 東京書籍 1999/2 

編著 保険論（第九版） 成文堂 1997/4 

編著 自動車保険制度の現状と課題 保険毎日新聞社 1997/12

編著 自動車保険（第三版） 成文堂 1998/3 
鈴木辰紀 

編著 自動車保険Ｑ＆Ａ 150 問（改訂版） 成文堂 2000/3 

鈴木宏昌 共著 社会的公正のアジアをめざして“アジアの労働市場制度” 日本評論社 1998 

著書 
解釈的マーケティング研究―マーケティングにおける「意味」
の基礎理論的研究― 白桃書房 1997/4 武井 寿 

共編著 基本流通用語辞典 白桃書房 1999/9 

立脇和夫 著書 改正日銀法 東洋経済新報社 1998/4 

著書 カラー版 企業財務管理 泉文堂 1997/4 

著書 分社経営の管理会計 中央経済社 1997/11

著書 物流コストのキーワード ファラオ企画 1998/1 

著書 物流 ABC マニュアル 中央経済社 1998/4 

西澤 脩 

編著 最新・現代マネジメント全集第 3 巻「財務管理」 全日法規 1999/2 

花井俊介 共著 東と西の醤油史 吉川弘文館 1999/6 

編著 早稲田エコノミスト列伝 早大出版部 1998/5 

共編著 スペインの経済 早大出版部 1998/6 

共編著 スペインの社会 早大出版部 1998/6 
原 輝史 

共編著 高等教育と生涯学習 早大出版部 1998/6 

著書 ホテルマンのサービス会話 プラザ出版 1998/2 
平井 裕 

著書 Pas à Pas フランス語入門 プラザ出版 1999/9 

著書 財務会計 中央経済社 1998/3 

著書 ブラッシュアップ 財務会計 中央経済社 1998/2 

編著 誰にでもすぐわかる連結財務諸表 税務経理協会 1998/4 

編著 NEW CONCEPT 1 級会計学 税務経理協会 1998/4 

編著 NEW CONCEPT 1 級会計学ワークブック 税務経理協会 1998/4 

広瀬義州 

編著 連結会計入門 中央経済社 1998/5 

広田真一 共著 企業財務戦略ビックバン 東洋経済新報社 1998/6 

共著 経営学の論点整理 中央経済社 1997/2 
藤田 誠 

著書 経営学のエッセンス 税務経理協会 1999/10

共著 社交英文レター集 研究者出版 1997/9 janusz 
Buda 

共編 最新英語雑学辞典 
imidas 1999 別冊付録／集
英社 1999/1 

宮澤永光 監修 基本流通用語辞典 白桃書房 1999/9 

宮島英昭 共著 現代日本経済（橋本寿朗・長谷川信氏と共著） 有斐閣 1998 

共著 英語教育とコンピュータ 学文社 1998/8 
森田 彰 

共著 ビデオで学ぶアメリカ文化；Inside Stories U.S.A. 成美堂 1999/1 

矢内義顕 監修 中世思想原典集成 10 修道院神学 平凡社 1997/10

山本哲三 著書 Ｍ＆Ａの経済理論 中央経済社 1997/ 6

横山将義 共編著 『経済のグローバル化と日本経済』 早稲田大学出版部 1998/1 

李 洪茂 共著 貿易に関する保険の理論と実際 貿易経営社（韓国） 2000/2 

 
また、著作物以外でも、所属している学会における研究報告の数を確認することも重要

である。学会における研究報告は、学会での議論を経て著作物へと昇華されていくことも

多いと推定されるからである。 
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商学部専任教員が 1997 年度から 1999 年度に行った学会報告のうち、学術年鑑に記載さ

れたものだけを一覧したのが図表４－３であり、活発な研究報告が行われていることが分

かる。 
 

図表４－３ 1997～1999 年度における学会報告一覧 

 

自著『スチュアートとスミス』について 経済学史学会関東部会（東京都立大学） 1997/5 
大森郁夫 レジスレイターとスティツマンの間―経済学史から見た

『アダム・スミスの倫理学』下巻 日本イギリス哲学会関連部会（慶應義塾大学） 1998/7 
「礼部文件」における江紹原のスタイル－フレーザー、周
作人の影響から 現代中国学会（福島大学） 1997/10 小川利康 

CALL99 とハイパーテキストによる授業実践 日本中国語 CAI 研究会総会 1999/11 

参入順位とブランド戦略 日本商業学会 第 47 回全国大会 1997/5 
恩蔵直人 

マーケティング革新と商品研究 日本商品学会第 50 回全国大会 1999/5 

恩蔵三穂 生命保険会社の破綻 日本保険学会関東部会 1998/3 

亀井昭宏 広告倫理（プロジェクト研究報告） 第 29 回日本広告学会全国大会（城西大学） 1998/10 

川村義則 
現在価値の測定をめぐる問題について―保証債務の会
計処理への応用 日本会計研究学会第 58 回大会 1999/9 

厚東偉介 統一論題報告「21 世紀の日本企業の課題」 日本経営学会第 72 回全国大会 1998/9 

The New Multicultural Sense of Subjectivity Shown in
Texts by Three Recent Japanese American Writers 

 
European Association of American Studies
Biennial Conference at University of Lisbon, 
Portugal 1998/4 

日本におけるアジア系アメリカ文学研究 アメリカ学会第 32 回年次大会／千葉大学 1998/6 

移動・越境・混血―最近の日系女性作家たち アメリカ文学会東京部会／慶応大学 1999/3 
日本英文学会大会シンポジウム「アメリカ文学とナショナ
リズム」 日本英文学会（松山大学） 1999/5 

小 林 富 久
子 

円地文子と津島佑子における「山姥」的女性 日中女性会議（城西国際大学） 1999/11 
Does National Culture Affect the Development of 
Ethical Climates? A Comparison of US & Japanese
Accountants 

 Academy of Management Annual Meeting 
1997, Boston, Massachusetts 1997/ 8 

Co-evolution of IT-enabled Organizational Changes in 
Japanese Retailing Industry: A Longitudinal Study
(1980-1997) 

 Academy of Management Meeting Chicago 
(1999/8/11) 1999/8 

坂野友昭 

米国・金融自由化とファイナンス・カンパニーの戦略 日本経営学会第 73 回大会・同志社大学 1999/9 

桜井 洋 主体性の現象学―無の進化と意味 日本社会学会シンポジウム（1999/10/11) 1999/10 

嶋村和恵 リスク商品・サービスの広告ガイドライン 日本広告学会 1997/10 

嶋村紘輝 
経済グローバル化の進展とマクロ経済―２国モデルによ
る分析― 

日本経済政策学会         第 54 回全国
大会 1997/5 

市場製品顧客と管理会計の新しいパラダイム最終報告 日本会計研究学会特別委員会報告 1997／9 

サプライ・チェーン・マネジメントの管理会計的含意 日本管理会計学会 1998/10 

事業戦略管理会計の意義と領域 日本管理会計研究学会第９回大会報告 1999/9 
清水 孝 

ｻﾌﾟﾗｲ･ﾁｪｰﾝ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｱｶｳﾝﾃｨﾝｸﾞ試論 
日本会計研究学会第３回ﾌｫｰﾗﾑ統一論題報
告 1999/11 

鈴木宏昌 L'evolution des marchés du travail eu Asie. 日仏シンポジウム（日仏経済学会）サンマロ 1998/10 

上限価格制による鉄道運賃体系の設定について 日本交通学会関東部会 1998/7 
高橋愛典 地域コミュニティによる交通サービス供給の可能性―利

用可能性確保の観点から 日本交通学会第 58 回研究報告会 1999/10 
戦間期フランス鉄鋼業の組織化―フランス鉄鋼コントワ
ール（ＣＳＦ）を中心として― 経営史学会関東部会 1996/11 

中垣勝臣 
フランス鉄鋼コントワール（ＣＳＦ）の活動とその意義―
1919～1939 年 経営史学会全国大会 1997/10 
Japanese Experience in Privatization: Lessons for 
Developing Countries アジア開発銀行研究所 1999/11 

中村 清 
Japanese Experience in Privatization: Lessons for 
Developing Countries アジア開発銀行研究所 2000/3 
「日本型創造的組織の研究─日本企業における創造性

従業員の個性─」 と 組織科学／組織学会 1997/11 野 村 千 佳
子 現代日本企業の経営理念―90 年代における経営理念

の状況 経営行動研究学会第 29 回研究部会 1998/10 

河 榮徳 
時価情報の実証分析：銀行保有有価証券の時価情報を
中心に 日本会計研究学会 第 58 回全国大会 1999/9 
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花井俊介 関東における中小醤油経営の展開 社会経済史学会関西部会夏季シンポジウム 1999/8 

時間の管理と規律の形成―フランス経営史の立場から 経営史学会／於福岡大学 1997/10 

共通論販「欧州企業のアジア戦略」総括コメント 日仏経営学会全国大会／於西南学院大学 1997/11 

フィナリ訪日調査団（1907 年） 
第 67 回社会経済史学会全国大会（学習院大
学） 1998/6 

日仏鉄道技術交流に関する一考察 経営史学会第 34 回全国大会（於 立教大学） 1998/10 

原 輝史 

Concluding Remarks 
2nd French-Japanese Business History 
Conference（於 NIRA 会議室） 1998/12 

蛭田 啓 米国経営学のパラダイム・シフト: 企業理論の視点から 戦略経営協会特別研究会 1999/3 
Corporate Financing Decision of Japanese Firms: 
Evidence from 1977-92 日本ファイナンス学会 1997/ 5 
Do Banks Diversify Portfolio Risk ?:A Test of the Risk 
Cost Hypothesis 金融学会春期大会 1997/ 6 

近年のメインバンク関係について 金融学会秋期大会 1997/11 
テークオーバーメカニズムは機能するか？：実験経済学
による検証 日本経済学会春期大会 1998/6 

Bank-Firm Relationships and Corporate Governance in
Japan: Evidence from the 1960s - 1990s  

 
NFA/APFA First Joint International 
Conference (Nippon Finance Association the 
6th Annual Meeting) 1998/7  

「銀行介入型ガバナンスの機能は変化したか？ 石油シ
ョック時から 90 年代までの比較」 日本金融学会 1999/10 
“Main Bank Relationships, Intercorporate Shareholdings, 
and Corporate Governance in Japan: Evidence from 
1960s ? 1990s" 日本ファイナンス学会 1999/6 

広田真一 

“Does Financial Market Competition Destroy Lending 
Relationships? Evidence from the Main Bank Relations in 
Japan" 日本経済学会 1999/5 

布川律子 
サプライヤー・マネジメントにおけるリードタイム・コストの
活用 日本管理会計学会第９回全国大会 福岡大学 1999/9 

経営資源・組織能力と組織デザイン 日本経営学会第 72 回大会 札幌大学 1998/9 
藤田 誠 

組織能力と組織デザイン 経営行動研究学会全国大会／早稲田大学 1999/7 

意味の拡張的解釈と統語・語彙情報 
日本認知科学会第１４回大会ワークショップ
／ NTT 基礎研究所 1997/6 益 子 真 由

美 Detecting the Source of Error: Difficulty with English 
Verb Forms 第３６回 JACET 全国大会 ／ 早稲田大学 1997/9 

The Evolution and Change of Contingent Governance
Structure in the J-Firm System: An Approach to
Presidential Turnover and Firm Performance"  

 
 

Dirks Conference on Between External 
Shocks and Internal Evolution: Towards a New 
Phase in Japanese Management Practices, 
organized by Deutsches Institute fur 
Japansstudien and Maison Franco-Japnaise
（日仏会館） 1997/10 

宮島英昭 

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システムの変容 日本金融学会全国大会（大阪市立大学） 1998/10 

山田 茂 
理想的な上級学習者向け EFL 辞書 定義語彙、コード・
レイベル、定義、用例、頻度表示の問題点 JACET 英語辞書研究会第３回ワークショップ 1999/12 

山本崇雄 日本企業の国際化とパフォーマンス 第 39 回日本貿易学会全国大会 1999/6 

山本哲三 第２市内網の可能性 公益事業学会第 47 回大会 1997/ 6 
経済グローバル化の進展とマクロ経済―2 国モデルによ
る分析（共同報告） 日本経済政策学会全国大会 1997/5 

内外均衡調整と財政・金融政策の役割 日本経済政策学会関西部会 1997/11 
横山将義 

貿易黒字の原因とその調整政策の検討 日本経済政策学会全国大会 1998/5 
 
 

(３)社会活動 
 本学部の専任教員は、研究活動を社会に貢献する形で還元している。研究成果の報告も、

社会活動のひとつであると考えられるが、政府関係委員会等で専門的意見を述べたり各種

報告書・調査書の作成あるいは法令等の制定に関わることで、より直接的にその研究を社

会に還元することが可能となる。こうした社会活動のうち、政府関係のものだけを列挙し

てみれば、図表４－４のようになり、数多くの政府関係委員会等に参画していることが明

らかである。 

 22



           図表４－４ 本学部教員が関わった各種委員会 

 

 

アジア太平洋マーケティング連盟・国際試験委員 

運輸政策審議会 

大蔵省企業会計審議会委員 

大蔵省企業会計審議会臨時委員 

大蔵省金融審議会委員 

大蔵省公認会計士審査会委員 

大蔵省自賠責審議会委員 

金融審議会第二部会作業部会 

経済統計研究会委員（金融班） 

公認会計士第２次試験委員 

公認会計士第３次試験委員 

国際経済商学学生会（ＡＩＥＳＥＣ）日本委員会副会長 

自賠責運用益使途選定委員会委員 

（社）日本私立大学連盟 「大学問題研修」運営委員会委員長

税理士試験委員 

石油公団経営諮問委員会委員 

中小企業総合研究機構、創造的中小企業法制研究会委員 

通商産業省、２0 世紀と２１世紀の経済社会研究会委員 

道路審議会等 

日本学術会議「商学」研究連絡委員会委員 

日本商品先物取引協会あっせん・調停委員 

不動産鑑定士第 2 次試験委員 

郵政省電気通信審議会経済部会専門委員 

郵政省東京都郵政局金融懇談会委員 

 

５． 学  生 

（１） 受け入れ 

 本学部における学生定員・学生数、入学試験の制度、入学志願者・合格者・入学者など、

学生の受け入れの状況は以下のとおりである。 

 

１） 学生定員・学生数 

 現在、本学部の学則定員は 1,193 名であり、学生総定員は 4,800 名である。 

2000 年 10 月末の時点で、在籍者（正規学生）総数は 5,435 名（休学者 25 名を含む）であ

り、うち女性は 1,170 名である。定員充足率は 113.2％となっている。年度別では、第１

年度生が 1,308 名（うち女性 334 名）、第２年度生が 1,312 名（うち女性 317 名）、第３年

度生が 1,119 名（うち女性 269 名）、第４年度生が 1,269 名（うち女性 225 名）、第５年度

生以上が 355（うち女性 25 名）となっている。また、外国人学生は 61 名（うち女性 17 名）

が在籍している。本学部は、正規学生の他に、科目等履修生を受け入れているが、その在
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籍者は５名（うち女性１名）である。 

２）  一般入学試験 

 本学部では、従来から、毎年２月に一般入学試験を実施してきた。試験科目は、外国語、

国語、地歴・公民または数学の３科目である。外国語については、①英語Ⅰ・英語Ⅱ・リ

ーディング・ライティング、②ドイツ語、③フランス語のうちから１つを選択させている。

国語については、国語Ⅰ・国語Ⅱを科している。地歴・公民または数学については、①世

界史Ｂ、②日本史Ｂ、③地理Ｂ、④政治・経済、⑤数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ａ（数と式・数

列）・数学Ｂ（ベクトル・複素数と複素数平面）のうちから１つを選択させている。 

 試験時間は、外国語が 90 分、国語が 60 分である。地歴・公民または数学は従来、 

60 分であったが、2001 年度より、数学のみが 60 分から 90 分に延長されることになった。

これは、考える力を試すという数学試験の性格を反映した措置である。また、配点は、外

国語が 80 点、国語が 60 点、地歴・公民または数学が 60 点になっている。 

 本学部では、多様な人材を求めるという観点から、2001 年度より、大学センター試験を

利用した入学試験を実施することになった。第１次試験にセンター試験を利用し、外国語

（英語、ドイツ語、フランス語から１科目選択）、国語（国語Ⅰ、国語Ⅱが必須）、地理歴

史・公民（世界史Ｂ、日本史Ｂ、地理Ｂ、現代社会、倫理、政治・経済から１科目選択）、

数学（数学Ⅰと数学Ａが必須、数学Ⅱ・数学Ｂ、工業数学、簿記、情報関係基礎から１科

目選択）、理科（物理ⅠＢ、化学ⅠＢ、生物ⅠＢ、地学ⅠＢから１科目選択）の５教科６科

目を科すことにしている。配点は、外国語が 200 点、国語が 200 点、地理歴史・公民が 100

点、数学が 200 点、理科が 100 点の合計 800 点である。 

 第２次試験では、第１次試験に合格した受験生を対象に、小論文を科すことにしている。

第２次試験の配点は 200 点であり、第１次試験と第２次試験のそれぞれの得点を合点して、

合否判定を行うことになっている。 

 

３） 入学志願者・合格者・入学者 

 1996 年度に、募集人員を 1,000 名から 900 名に削減した。また、2001 年度は、大学セン

ター試験を利用した試験において、70 名の人員募集を行うことにした。それにあわせて、

従来からの一般試験の募集人員を 900 名から 800 名に削減することにした。 

   

４） 推薦入学 

 本学部の指定を受けた全国の高等学校長からの推薦をもとに、毎年１１月に入学試験を

実施している。募集人員は約 250 名である。試験として、小論文と面接を科している。1996

年度から推薦入学者数に増加が見られるが、これは制度の変更に伴い、募集人員を増加さ

せたことによる。なお、2000 年度では、全国の 304 校に推薦依頼をし、被推薦者 240 名、

受験者 240 名、合格者 240 名、手続者（入学者）240 名であった。 

 

５） 付属校・系属校からの進学 

 現在、早稲田大学高等学院からの推薦入学者は 60 名、同本庄高等学院からの推薦入学者

は 30 名である。また、早稲田実業学校からは 50 名、早稲田高校からは 15 名を受け入れて

いる。 
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６）帰国生入学試験 

 海外で教育を受けた帰国生に対する入学試験は毎年秋に実施されている。試験科目は、

外国語、日本語・小論文、面接である。過去 10 年の推移から、志願者は増加から減少に転

じていることがわかる。また、ここ数年は 10 数名が合格している。 

 

７） ３年編入学・学士入学 

 本学部では、３年編入学は実施していない。 

 学士入試については、毎年 12 月に実施し、英語、論文（商業学および経済学）、面接を

科している。入学者は第３年次に編入となる。応募者はごくわずかであり、ここ数年、合

格者はゼロである。 

 

８） 外国学生入学試験 

 外国学生に対しては、外国で 12 年の学校教育を修了し、その国で大学入学資格を有する

者を対象にした入試と、16 年の学校教育を修了し、２年または３年への編入を希望する者

を対象にした入試がある。入試は毎年１２月に実施され、英語、社会、面接を科している。

毎年ほぼ 10 名程度がこの入学試験制度で、本学部に入学している。国籍別では、韓国、中

国、台湾、マレーシアからの学生数が多いことがわかる。 

 

９）科目等履修生 

 本学部では、学部の特定の授業のみを聴講できる制度を設けている。科目等履修生の試

験は毎年３月に行われ、面接を科している。 

 

（２） 学生生活への配慮 

１）奨学金 

 ここでは、本学部学生に対する奨学金の支給状況を取り上げることにする。 

 学内奨学金のうち商学部にかかわる指定寄付奨学金を挙げれば、津田左右吉奨学金、海

老崎ツル奨学金、楠本英隆奨学金、大川一般奨学金、大野高正奨学金、サンゲツ奨学金、

商学部奨学金、染谷恭次郎奨学金、青木茂男奨学金、新井清光奨学金がある。 

 これらのうち、商学部奨学金は、商学部教員、学生有志、在校生父母、一般篤志家の寄

付からなる奨学金である。また、染谷恭次郎奨学金は故染谷名誉教授（元商学部教授）の

寄付から、青木茂男奨学金は故青木名誉教授（元商学部教授）の夫人の寄付から、新井清

光奨学金は故新井名誉教授（元商学部教授）の寄付からなる制度である。特に、青木奨学

金、新井奨学金については、2000 年度から受給資格が変更され、公認会計士（第２次）試

験に現役合格した学生に支給されることになった。 

 なお、奨学生の選考は、本学部内に設けられた、「奨学生選考委員会」、「青木茂男奨学生

選考委員会」、「新井清光奨学生選考委員会」において行われている。 

 

２）クラス担任制度 

 学生の相談相手となって、勉学・学生生活に関して必要な助言を与えるためにクラス担
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任制度が設けられている。 

 １年生と２年生では外国語のクラスを基準としたクラスによって編成される。 

 １年生のクラスには、外国語の教員と専門教育系列・総合教育系列の教員１人ずつから

なる担任が各クラスに２人つき、勉学・学生生活上の問題に幅広く対応する態勢にしてい

る。 

 

（３） 卒業生の進路状況 

 就職内定状況ならびに就職状況、国家試験結果、卒業生の組織化については、以下のと

おりである。 

１）就職状況 

 2000 年３月現在の調べでは（2000 年３月卒業生と 1999 年９月卒業生を含む）、卒業生

1,109 名のうち 1,062 名（95.8％）が進路を報告している。それによれば、787 名が就職、

43 名が進学、13 名が留学、他大学・専門学校等への入学が 17 名、その他が 202 名となっ

ている。 

 男女別の状況は次のとおりである。男子の進路報告者 810 名のうち、就職が 609 名、進

学が 29 名、留学が４名、他大学・専門学校等への入学が 11 名、その他が 157 名である。

女子の進路報告者 252 名のうち、就職が 178 名、進学が 14 名、留学が９名、他大学・専門

学校への入学が６名、その他が 45 名である。 

  

２）取得資格・国家試験 

 本学部の学生が取得できる教員免許は、「高校（商業）」である。 

 また、国家試験では、公認会計士、税理士等の合格者が多い。早稲田出身合格者のうち、

約半数近くが商学部生および卒業生である。本大学の学生のうち、公認会計士を志望する

ものを対象に、「公認会計士講座」（学生有志のボランティアによって運営されている）が

設けられているが、この講座に対して、学部として後援するという形をとっている。募集

人員は約100名で、毎年４月から11月まで、講義や答案練習を中心に指導が行われている。 

 

６．社会との連携 

 

 現在、社会との連携として、オープンキャンパス、オールワセダ文化週間への参加、高

等学校への進路説明を行っている。また、財団法人・経済広報センターからの寄付講座が

設けられている。 

 本学部は、1996 年度の第１回オープンキャンパスから、継続して参加している。 

学部説明、個別相談、模擬講義を行い、本学部への進学を希望する受験生への広報につと

めている。また、オールワセダ文化週間には、1999 年度（第３回）と 2000 年度（第４回）

に参加している。学部説明と模擬講義の２本だてからなり、ここでも、本学部への進学を

希望する受験生への広報を行っている。 

 高等学校への進路説明については、従来、付属校と系属校からの求めに応じて、それら

の高校を訪問してきた。2000 年度からは、入学センターを通じて高校訪問を行い、本年は
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４校を訪問した。高校訪問では、大学では何を学ぶのか、を中心に進路説明を行っている。 

 また、本学部では、講義において、1987 年度より、経済広報センターからの寄付講座が

設けられている。毎年、企業経営などのテーマを設定して講義が組まれ、大企業の経営者

や第一線で活躍するビジネスマンを講師として招聘し、300 名を超える学生が受講してい

る。この講座に対して、他学部生の聴講が激増し、それにあわせて、2000 年度から、全学

オープン科目への移行がはかられた。 

 

７．管理運営 

 

 本学部における委員会設置状況、開催状況などの管理運営は次のとおりである。 

１）教授会 

 本学部における 高の意思決定機関は「教授会」である。教授会は、８月を除き、毎月

1 回、定例会が開催されている。また、臨時会も開催され、2000 年度は３月に１回開催さ

れた。 

２） 学部運営委員会 

 本学部の適正かつ合理的な運営を目的として、「学部運営委員会」が設けられている。 

本委員会委員は選挙によって選出される。 

３）教員人事委員会 

 本学部における研究・教育を充実させるための適正かつ合理的な教員配置を図るため、

「教員人事委員会」が設けられている。本委員会委員は選挙によって選出される。 

４）教員・助手問題検討小委員会 

 学部運営委員会ならびに教員人事委員会の下に、「教員・助手問題検討小委員会」が設け

られている。 

５）カリキュラム検討委員会 

 本学部のカリキュラムの充実を図るため、「カリキュラム検討委員会」が設けられている。 

６）入学試験委員会 

 入学試験を公正かつ合理的に運営するため、「入学試験委員会」が設けられている。 

７）入学試験制度検討委員会 

 入学試験制度の検討を目的として、「入学試験制度検討委員会」が設けられている。 

８）特別研究期間制度委員会 

 大学の定める特別研究期間制度に基づき、本学部における当該制度の充実と運営を図る

ため、「特別研究期間制度委員会」が設けられている。 

９）留学生委員会 

 留学生の教育効果を高め、留学生の受け入れ、学習指導などを検討するため、「留学生委

員会」が設けられている。 

１０）学部図書委員会 

 学部図書の充実や図書室の円滑な運営を目的として、「学部図書委員会」が設けられてい

る。 

１１）奨学生選考委員会 
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 奨学生の選考、奨学金制度の運用などを目的として、「奨学生選考委員会」が設けられて

いる。また、青木茂男奨学金、新井清光奨学金の奨学生選考、制度の円滑な運用を目的と

して、「青木・新井奨学生選考委員会」が設けられている。 

１２）研究室委員会 

 研究室の割り当て、研究室の円滑な利用などを検討するため、「研究室委員会」が設けら

れている。 

１３）クラス担任委員会 

 クラスの円滑な運営や学生問題を検討するため、「クラス担任委員会」が設けられている。 

１４）ＬＬ教室運営委員会 

 ＬＬ教室の円滑な運営、学習効果の増大を目的として、「ＬＬ教室運営委員会」が設けら

れている。 

１５）情報処理教室運営委員会 

 情報処理教室の運営、同機器の利用を検討するため、「情報処理教室運営委員会」が設け

られている。 

１６）鹿野基金運用委員会 

 本学部の研究水準を高めるための鹿野研究振興基金ならびに徳井研究振興基金の適正な

支出配分を検討するため、「鹿野基金運用委員会」が設けられている。 

１７）商学部史編纂委員会 

 本学部の学部史を編纂することを目的に、「商学部史編纂委員会」が設けられている。 

１８）学部報編集委員会 

 本学部の学部報の編集、発行の円滑化を図るため、「学部報編集委員会」が設けられてい

る。 

１９）早稲田商学同攻会 

 『早稲田商学』ならびに『文化論集』の編集・発行、学生懸賞論文の応募・審査などを

行うため、「早稲田商学同攻会」が設けられている。 

２０）商学部創設 100 周年記念事業委員会 

 2004 年度の本学部創設 100 年に向けて、その記念事業等を検討するため、「商学部創設

100 周年記念事業委員会」が設けられている。また、本委員会委員は、新商学部棟（Ｃ棟）

の建設促進を目的として設けられた「Ｃ棟建設推進委員会」委員を兼務している。 

２１）演習指導費監査委員会 

 演習・学生指導費の監査を目的として、「演習指導費監査委員会」が設けられている。 

２２）商学部教育システム検討委員会 

 1995 年度から実施されている現行カリキュラムの見直しを行うために設置された委員

会であり、2001 年になってからすでに２回開催されている。 

 

 以上の様に本学部では、教授会のもとに数多くの委員会が設置され、専任教員が各委員

会の所轄事項を分担する体制がとられている。こうして、数多くの委員会が設置されてい

るのは、学部を民主的に運営していこうという理念の反映でもある。 
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８． 今後の課題 

 以上のように商学部の 近の状況について概観してきたが、以下では、これまでに言及

しなかった今後の課題について述べたい。 

 

（１） 入学制度 

 この問題は、いわゆる「18 才人口の減少」とあいまって、本学部に限らず、早稲田大学

ならびに日本の全大学が検討している課題である。これに関する対応策はすでにさまざま

な形式で行われているが、その方向性を一言で要約すれば、「入学制度の多様化」といえよ

う。 

 日本では、１回限りの筆記試験（いわゆる「一般入学試験」）による入学許可が、私立大

学ならびに国公立大学の主たる入学制度であることは、周知のところである。国公立大学

は、当面はこうした筆記試験による入学制度を堅持しようという基本方針であるように見

受けられる。しかし私立大学については、こうした一般入学試験以外の入学制度を積極的

に拡張しようという機運が強く、早稲田大学でも同様の傾向がみられる。 

 商学部は、早稲田大学のなかでは指定校推薦入学方式の導入は文学部についで古く、１

９７４年から導入している。しかし、その他の推薦入学形式は今までのところ導入してい

ない。この点は、今後の検討課題といえる。 

 また筆記試験による入学制度に関しては、本学部では２００１年度入学試験から、大学

入学センター試験を利用した入学試験を導入した。この制度に関しても、今後募集定員、

利用科目等などについて検討を加える必要がある。  

 

（２） カリキュラム 

 本学部では 1995 年度に、セメスター制導入、コース制設置、専門基礎科目の見直し、

卒業必要単位数削減などを主たる内容とする、大幅なカリキュラム再編を実施した。そし

て、新カリキュラム実施から５年以上が経過し、その問題点もかなり明白になってきた。

そこで、カリキュラムの検討を目的とした商学部教育システム検討委員会が設置され、専

門基礎科目の内容、総合教育科目の内容と科目数、卒業必要単位数の再検討、オープン教

育科目の単位認定、専門教育科目演習（ゼミ）の開講数などについて検討することが合意

されている。そして、その下部組織であるワーキング・グループでは、専門基礎科目の内

容ならびに総合教育科目の内容と科目数については、4 月あるいは５月までに結論を出す

ことになっている。 

 こうしたカリキュラム再検討の詳細については、まだ結論が出ていない段階なので述べ

ることはできない。しかし、この問題を検討するにあたっては、学部教育のあり方それ自

体に関する基本理念に立ちかえって検討する必要もある。 

 すなわち、近年のマスコミ報道その他では、大学教育における「実学志向」が顕著にな

っている。こうした流れを受けて、早稲田大学においても「産学共同」などの名のもとに、

実利的な教育を目指す大学運営方針が打ち出されている。こうした点では、商学部が設置

している学科目内容は、まさに時流に適っているということができる。 

 しかし、こうした傾向には留意すべき点が２つほどある。第１点は、実学教育をどの段
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階で行うべきかということである。実学教育あるいは 近の用語でいえば「高度専門職業

人養成」については、米国の大学が世界的にみて先んじている。そして、昨今の大学諸制

度改革に関する議論では、多分に米国の大学制度を範とすべきであるという発想がみられ

る。そのことの是非はおくとして、米国においても専門職業人養成教育は、”professional 

school”と呼ばれる大学院レベルで行われており、学部レベルでは”liberal atrs”と呼

ばれるような一般教養的な教育が重視されている。こうした点を踏まえて、法学の分野を

先駆として、「専門大学院構想」が日本でもにわかに実現の方向に向かっている。しかし前

述の事情を踏まえると、学部レベルのカリキュラムにおいて、「専門性」をどこまで重視す

るかは検討の余地がある。 

 文部省主導で進行している大学の「大学院重点化」は、大学学部の空洞化を招く危険性

をはらんでおり、安易に追随すべきではない。しかし、国立大学が大学院での専門教育な

らびに研究に重点を移行しつつあることは事実であり、また本学もそうした流れと無縁で

いられるわけではない。そうした変化も見据えたうえで、本学部のカリキュラム再検討も

行う必要があろう。 

 第２点は、短期的な視点でみた実学志向が、果たして長期的な視点でみて「有為な人材

の育成」に資するのかということである。これは「実学」という概念の捉え方とも関連し

ているが、この言葉を「すぐに役立つ知識・素養の教授・習得」というように理解すると、

極論すれば、大学は専門学校に伍していくべきだということになる。しかし大学関係者、

少なくとも本学の教職員のなかでこうした考えをする人はほとんどいないであろう。とす

れば、実学という言葉自体の吟味が必要であろう。 

 これに対する解答は人それぞれであろうが、その解答のひとつは、実学とはすぐに役立

つ知識・素養の教授・習得ではなく、「長期的にみて現実に根差した知識ならびに思考様式

の教授・習得」といえよう。このような点を勘案したうえで、カリキュラムの再検討も行

われるべきであろう。 

 

 すでに述べたとおり、早稲田大学に限らず日本の大学は、いまその存在理由からして問

い直されているといえよう。欧米流の高等教育が日本に導入されてから 100 年以上の年月

が経つ過程において、大学の機能に関する社会的合意がある程度明白かに思われた時代も

あった。しかし昨今は、大学に対する見方からして、各人の置かれた立場によりかなり多

様化しているように思われる。 

 そうした大学の存在理由に対する疑義申し立てへの現実的な対応が、本報告書作成のよ

うな大学点検・評価という作業であろう。本報告書のなかでは、「点検・評価」のうちの「評

価」に関しては、あまり記述しなかったが、これは今後実施される「第３者評価」に多く

を委ねることとしたい。 

 

 30



 
 
 
 
 

早稲田大学 
自己点検・評価報告書（総括） 

 
第５小委員会・大学院商学研究科 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2001 年 5 月 
 
 
 

 1



目次 
１  理念・目的 
 
２  教育活動 
 
２－１  カリキュラム編成と特色 
（１） 課程 
（２） 設置科目 
（３） 新入生導入教育 
 
２－２  科目の履修・選択 
（１）  履修方法 
 
２－３  教育内容・教育方式 
（１） 教員配置 
（２） クラス規模 
（３） 助手・ＴＡ 
（４） 学生の研究活動状況 
 
２－４  教員組織 
（１） 分野別教員数 
 
２－５  学位 
（１） 修士学位授与状況 
（２） 博士学位授与状況 
（３） 学位授与基準 
 
２－６  単位互換 
（１） 単位認定基準 
 
２－７  国際交流 
（１） 留学生受入状況 
（２） 交流協定による学生派遣および受入状況 
 
３  研究活動 
 
３－１  研究目標・内容 
 
３－２  研究成果 
（１） 早稲田商学およびＷＢ＆ＥＳ投稿者数 
（２） 科学研究費補助金および特定課題研究助成費の採択件数 
（３） 個人研究費・特定課題研究助成費決算額と研究費の推移 
 
３－３  学外との連携 
（１） 専任教員の海外派遣状況 
（２） 研究員・訪問学者など受入状況（内外別） 
 

 2



４  教育研究環境 
 
４－１  施設設備・支援体制 
（１） コンピュータルームの設置状況 
（２） ドクタールームの設置状況、利用状況 
（３） ネットワークの接続状況 
（４） 学生読書室の状況 
 
５  教員 
 
５－１  教員活動 
（１） 専任教員一人あたり学生数 
（２） 教員授業平均担当時間数 
（３） 研究指導担当教員一人あたり学生数 
 
５－２  研究活動（専任教員全員） 
（１） 専任教員の本属箇所別博士学位受領者 
（２） 専任教員の学位種別博士学位受領者 
（３） 過去３年間の研究活動 
 
５－３  社会活動 
 
６  学生 
 
６－１  受入 
（１） 学生募集 
（２） 入学試験 
（３） 社会人受入 
（４） 留学生受入 
（５） 研究生・履修生 
（６） 出身大学別入学者 
 
６－２  学生生活への配慮 
（１） 奨学金 
（２） 課外活動 
 
６－３  卒業生の進路状況 
 
７  社会との連携 
（１） 公開セミナーの開催 
（２） 商学研究科ＯＢ会 
 
８  管理運営 
 
８－１  商学研究科の意思決定体制 
 
８－２  事務組織 
 

 3



１ 理念・目的 
 早稲田大学大学院商学研究科は、(ａ)経営学、会計学、商学および経済学・統計学等に

関して、広い視野に立って精深な学識を授け、専門分野における研究能力を養成すること、

または高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養成すること、および(ｂ)専門

分野について、研究者として自立して研究活動を行うに必要な高度の研究能力およびその

基礎となる豊かな学識を有する、経営学、会計学、商学および経済学・統計学に関する高

度に専門的な職業に従事する者および教授・研究者を養成することを目標としている。 

 当研究科の教育は、講義（共通基礎科目・専門科目）・演習を含む「授業科目」および「研

究指導」（学位論文作成等に対する指導）によって行なっている。（大学院学則第 19 条参

照） 

 当研究科では、次の３種類の学生を収容している。 

    (ａ) 正規学生 

    (ｂ) 研究生 

    (ｃ) 履修生（委託履修生・一般履修生） 

 このうち、(ａ)は修士および博士の学位を得ようとする者を対象とし、修士課程の修了

者に与えられる学位は「修士(商学)早稲田大学」、博士後期課程修了者に与えられる学位は

「博士(商学)早稲田大学」である。 

 当研究科への入学資格は、修士課程については(ａ)大学を卒業した者、(ｂ)外国におい

て通常の課程による16年の学校教育を修了した者、(ｃ)その他本研究科において入学資格

を認めた者である。必ずしも商学部の課程を履修した者でなくてもよいが、学生の本研究

科入学前の履修内容に応じて、当研究科における履修の前提科目として、本大学商学部（以

下、単に商学部という）における特定の科目の履修を求めることがある。 

 なお、博士後期課程については(ａ)修士の学位を得た者、(ｂ)外国において修士学位ま

たはこれに相当する学位を得た者、(ｃ)その他本研究科において入学資格を認めた者とし

ている。 

  

２ 教育活動 

２－１ カリキュラムの編成と特色 

（１） 課程 

 商学研究科の１学年度は、15週ずつの２学期（春学期、秋学期）に分けられる。この１

学期をセメスターと呼んでいる。 

 修士課程に２年以上在学し、32単位に相当する授業科目を取得し、さらに研究指導を受

けて修士論文を作成し・提出して、その審査ならびに 終試験に合格した者に対し、「修士

(商学)早稲田大学」の学位が与えられる。 

 修士課程の学生は、当研究科全体の学科目配当にもとづいて、各自の方針や学位取得の

必要条件（以下を参照）を考慮して、それぞれの履修計画をたてるべく指導されている。 

 修士課程の学生は、指定された期間内に指導教員（主査・副査の教員）の承認を得て、

修士論文の主題とその研究計画書を研究科委員長に提出しなければならない。 
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 修士論文は、学生が各自の分野について研究テーマを選定し、研究の成果を組織だて、

これを発表することによって、広い視野に立つ精深な学識と専攻分野における研究能力を

示すに足るものでなければならない。また、修士論文は英文で作成しても良いが、その場

合、日本文の概要書（6.000字以上）の提出が必要である。 

 特定の専修における研究ならびに学習を進める上に必要と認められるときには、商学部

に配当されているいずれかの科目の履修を要求される場合がある。この場合における取得

単位は、修士学位の取得に必要な単位数の算入されない。 
 博士後期課程に３年以上在学して所定の研究指導を受けたうえ、博士論文の審査および

終試験に合格した者に対し、「博士(商学)早稲田大学」の学位が与えられる。 

 博士後期課程の学生は、入学後指定された期間内に、指導教員の承認を得て論文の主題

とその研究計画書を研究科委員長に提出しなければならない。 

 博士後期課程においては、単位による拘束はないが、指導教員の指導に基づき、研究に

十分な時間を割いて学位論文の完成に専念しなければならない。 

 指導教員が定年その他の事由によって、当研究科委員でなくなったとき、その教員に指

導を受けていた学生は、同一専修内の教員を新たな指導教員としてその承認を得、商学研

究科委員長にその旨の変更届を提出しなければならない。 

 博士論文は、各自の専門分野について研究者として自立して研究活動を行うに必要な高

度の研究能力およびその基礎となる豊かな学識を示すに足るものでなければならない。 

 正規の学生の修学に妨げのない限り、選考のうえ、研究生および履修生（委託履修生・

一般履修生）の入学を許可することがある。研究生とは、博士後期課程に６年間在学し、

博士論文を提出しないで退学した者のうち、引き続き大学院において博士論文作成のため

研究指導を受けることを許可された者をいう。 

 委託履修生とは、官公庁、外国政府、学校、研究機関、民間団体等から委託され、当研

究科において授業科目を履修すること、または特定課題について研究指導を受けることを

許可された者をいう。 

 一般履修生とは、当研究科において１科目または数科目の授業科目を履修することを許

可された者をいう。 

 履修生として当研究科において修得した単位について、当研究科に正式学生として入学

した場合に、所定の手続きを経て10単位を上限として修了に必要な単位として認定するこ

とができる。 

 
（２） 設置科目 
 1999年度より３コース（経営管理、会計、産業経済）７専修（経営、マーケティング・

国際ビジネス、ファイナンス、会計、理論計量、公共政策、経済史）が導入された。2001
年度は７研究指導が新設になり、それに伴い演習科目も７科目新設となる予定である。な

お、当研究科の学科目は研究指導を除いて、すべて半期科目（２単位）であり、春学期も

しくは秋学期に開講する。 
 また、2001年度は社会人特別入試（Ｂ方式）の「研究テーマによる募集」で入学する社
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会人用の科目も新設される。 
 さらに、当研究科では教育研究の質的向上・発展に寄与することを目的とした学術研究

提携等の一環として以下のような寄付講座を設定している。 
 三菱信託銀行寄付講座（2000年度） 
  CORPORATE FINANCE IN JAPAN（春学期） 

  CURRENT CORPORATE FINANCE IN JAPAN（秋学期） 

 

（３）  新入生導入教育 

 当研究科では修士課程１年次に共通して履修すべき科目として共通基礎科目を設置して

いる。共通基礎科目は専門基礎と文献研究の二つからなっている。専門基礎は経営学、会

計学、商学および経済学等の分野の基礎科目が、文献研究は英語およびその他の外国語の

文献研究が設置されている。 

 

２－２ 科目の履修・選択 

（１） 履修方式 

 学生は毎年度のはじめに、各自の専修に即し、また指導教員の指導に従って、その年度

に履修しようとする科目を選択して、指定された期間内に登録しなければならない。 

 授業科目は、次の区分によって32単位以上取得しなければならない。 

 

 

 履 修 項 目 単位数 

   共通基礎科目  ４～10 
 講義科目  専門科目  

授業科目   ＊ 低４単位は、自己の所属する専修 14～20 
     の科目から取得すること。  

 演習科目      ８

研究指導  第２年次以降 修士論文 

 

 共通基礎科目（専門基礎）は、２科目（４単位）以上取得しなければならない。ただし、

５科目（10単位）まで修了に必要な単位として認め、10単位を越えて履修した場合は随意

科目として扱う。 

 共通基礎科目（文献研究）は、英書文献研究およびその他の外国語文献研究からなり、

各々２科目（４単位）まで修了に必要な単位として認め、４単位を越えて履修した場合は

随意科目として扱う。 

 専門科目は、自己の属する専修から、２科目（４単位）以上を取得しなければならない。

演習科目は、自己の属する演習を、２年間で４科目（８単位）取得しなければならない。 
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 国際交流特設科目は英語で講義を行う科目であるが、そのうち一部・二部については、

一部と二部を合わせて下記の単位を上限として原則として、修了に必要な共通基礎科目の

単位として認める。 
    一般学生 ２単位（１科目） 
    外国学生 10単位（５科目） 

 国際交流特設科目三部は随意科目であるが、２科目（４単位）まで、修了に必要な共通

基礎科目の単位として認める。なお、協定先の海外の大学へ留学を希望する者は、当該科

目を４単位以上履修することが望ましい。 

 １年度に選択・履修する科目の単位数は、24単位以内でなければならない。随意科目お

よび前提科目を履修する者は、 高32単位まで履修することができる。なお、随意科目、

前提科目は修了の必要な単位数に算入されない。 

 前提科目は、その専修の科目の履修に先立って取得しておくべきものであるが、未だこ

れを取得していない者は、指導教授の指示により商学部に配当されている当該科目の履修

を要求される場合がある。なお、前提科目は修了に必要な単位数の中に算入されない。 

 国際交流センターを経由して入学を許可された外国学生は、入学試験の結果によって日

本語の補修を要求される場合がある。日本語の補習を要求された者は、科目登録の際、日

本語補習時間（各人により異る）に相当する単位数を含めて32単位以内で登録しなければ

ならない。 

 他研究科の科目聴講については、聴講科目は原則として講義科目とし、聴講には、指導

教員の許可を必要とする。聴講科目の登録は、登録の制限単位内で行い、聴講単位数は在

学中８単位を上限とし、修了に必要な単位として認める。 

 

２－３ 教育内容・教育方式 

（１） 教員配置 

 商学研究科委員で構成される専任教員数は2000年度で54人であり、専任教員一人あたり

学生数は修士2.93人、博士後期1.19人、合計で4.11人である。 

 当研究科設置科目における商学部本属以外の専任教員数の推移は以下の通りである。 
  他箇所本属教員＝商学部本属以外の専任教員 

年 度 教 授 助教授 
１９９８ ４人 ０ 
１９９９ ４人 ０ 
２０００ ２人 ０ 

  
さらに、商学研究科委員以外の専任教員数の推移は以下の通りである。 
  他箇所本属教員＝商学研究科委員以外の専任教員 

年 度 教 授 助教授 
１９９８ ４人 ３人 
１９９９ ４人 ３人 
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２０００ ２人 １人 
 

 このように当研究科設置科目における他箇所本属教員の兼担は、2000年度において当研

究科の専任教員数が大幅に増加したのを反映して減少している。 

 次に、コース別学生数（修士・博士後期課程計）をみると、2000年度で、経営管理コ

ース125名、会計コース49名、産業・経済47名であり、前年に比べると経営管理コースの伸

びが大きい。 

 コース別・の担当教員数（商学研究科委員）は、下記の通り、2000年度で、経営管理コ

ース21名、会計コース9名、産業・経済コース18名である。 

 

 

  コース別・専修別担当教員数（専任：早稲田大学専任教員） 
コース 専   修 担当教員数 

  1999年度 2000年度 

経 営 管 理 経   営  6  6 

 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ･国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ 13 11 

 ファイナンス  3  5 

会   計 会    計  8  9 

産業・経済 理論・計量  6  7 

 公共政策       8  9 

 経 済 史  1  3 

 
 
  コース別・専修別担当教員数（専任：商学研究科委員） 

コース 専   修 担当教員数 

  1999年度 2000年度 

経 営 管 理 経   営  6  6 

 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ･国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ 10 10 

 ファイナンス  3  5 

会   計 会    計  8  9 

産業・経済 理論・計量  6  7 

 公共政策       7  8 

 経 済 史  1  3 

 

 

 

 また、コース別・専修別の非常勤講師数は以下の通りである。 

  コース別・専修別担当教員数（非常勤講師） 
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コース 専   修 担当教員数 

  1999年度 2000年度 

経 営 管 理 経   営  2  3 

 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ･国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ  7  8 

 ファイナンス  2  2 

会   計 会    計  1  0 

産業・経済 理論・計量  0  0 

 公共政策       6  6 

 経 済 史  4  4 

 
 
 専任教員週単位出講日数は次表の通りである。2000 年度専任教員（商学研究科委員）の

一週あたり出講日数は春学期、秋学期とも２日が も多く、次いで１日となっている。 

  専任教員週単位出講日数（専任：早稲田大学専任教員） 

 1 週当りの日数 

 1 日 ２ 日 ３日以上 

 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 

2000 年度 21 18 22 21  4  7 

 
  専任教員週単位出講日数（専任：商学研究科委員） 

 1 週当りの日数 

 1 日 2 日 3 日以上 

 春学期 秋学期 春学期 秋学期 春学期 秋学期 

2000 年度 18 18 22 21  4  7 

 

 教員の平均担当授業時間数（コマ数）は次表の通りである。専任教員（商学研究科委員）

の平均コマ数は2000年度で2.43となっている。 

  専任教員の平均担当授業時間数（専任：早稲田大学専任教員） 

年 度 教員数 春 学 期 秋 学 期 

  総ｺﾏ数 平均ｺﾏ数 総コマ数 平均コマ数

2000 年度 53 人 131 2.47 125 2.36 

 

  専任教員の平均担当授業時間数（専任：商学研究科委員） 

年 度 教員数 春 学 期 秋 学 期 

  総ｺﾏ数 平均ｺﾏ数 総ｺﾏ数 平均ｺﾏ数 

2000 年度 51 人 129 2.53 124 2.43 
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（２） クラス規模 
 2000年度でみるといずれの専修も10名以下の規模のクラスが も多い。共通基礎科目に

おいては、文献研究は10名以下規模のクラスが も多いが、専門基礎では11名～20名規模

のクラスが も多くなっている。 

 
（３） 助手・ＴＡ 
 2000年度で合計23名が助手に採用されており、内18名が商学部に、２名が産研に採用さ

れている。 

 2000年度の教務補助(ＴＡ)採用人数は博士後期課程および修士課程・履修生合計で４５

名、配分時間数は1,500時間となっている。 

 
（４）  学生の研究活動状況 
 教員と博士後期課程を中心とした在学生による論文が掲載されている当研究科発行の

「商学研究科紀要」への在学生投稿者数はこの数年増加傾向にあり、2000年度は20名とな

っている。博士後期課程を中心とした在学生による論文・資料等が掲載されている商学研

究科商学会発行の「商経論集」への投稿者数も同様に増加傾向にあり、2000年度は19名と

なっている。また、春、秋と２回の学生研究発表会を行っており、2000年度は修士課程7
名、博士後期課程28名の発表が行われている。 近は修士課程の学生による発表が増えて

きている。 
 また、学部学生とともに「早稻田商學懸賞論文」への応募が認められており、毎年何名

かの応募者がある。近年ではこの懸賞論文で第一席を受賞した学生もいる。 
 
 
２－４ 教員組織 
（１）  分野別教員数 
 資格別教員数は次表の通りである。2000年度は商研委員のうち教授46名、助教授８名と

いう構成になっている。助教授数は前年に比べ大幅に増加した。外国人教員数は教授３名

である。また、非常勤講師は29名で、近年微増傾向にある。 

  資格別教員数 
年 度 教 授 助教授 客員教授 非常勤講師

 商研委員 兼 担 商研委員 兼 担 本 属 兼 担  

1998年度 46  4  0  3  2  1 27 

1999年度 44  4  0  3  1  1 28 

2000年度 46  2  8  1  2  2 29 
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  資格別外国人教員数 
年 度 教 授 

1998年度  2 

1999年度  2 

2000年度  3 

 
 専任教員の 終学歴をみると､商研委員 54 名のうち､早稲田大学出身者 41 名､他大学出身

者 13 名であり､他大学出身者の割合は 24%となっている｡ 
 
  専任教員(商学研究科委員)の 終学歴(2000 年度) 

商学研究科委員数 早稲田大学出身者数 他大学出身者数 他大学出身者の割合 

54 名 41 名 13 名 24% 

 

 専任教員(商研委員)の平均年齢は以下の通りである｡ 

  教 授=56.13 歳(46 名) 

  助教授=39.88 歳(8 名) 

 年齢別人員分布をみると､次表のように､51歳～60歳が 24名と も多く､50歳以下 18名､

61 歳以上 12 名となっており､やや若手の多い分布となっている｡ 

  専任教員(商研委員)の年齢別人員分布(2000 年度) 

 31～40歳 41～50歳 51～60歳 61歳以上 計 

教 授  1 名  9 名 24 名 12 名 46 名 

助教授  5 名  3 名 0 0  8 名 

計  6 名 12 名 24 名 12 名 54 名 

 
 
 
２－５ 学位 

（１）  修士学位授与状況 

 修士課程の修了者数は次表のように、1999年度70名であり、修了に要する平均期間

は2.09年となっている。 

  修士課程修了者数 

年 度 修了者数 

1997年度 96 名 

1998年度 75 名 

1999年度 70 名 

 

 
 
  修士課程修了に要する期間の平均（実質学年による） 
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入学年度 ２年 ３年 ４年 計 平均 

1997年度 85 名   5 名   3 名  93 名 2.12 年 

1998年度 71 名   3 名   1 名  75 名 2.07 年 

1999年度 65 名   4 名   1 名  70 名 2.09 年 

 
 
（２）  博士学位授与状況 

 課程による博士学位受領者数は次表の通りであるが1991年度～1999年度の９年間の合計

で６名であり、毎年１名に満たない人数である。 

  課程による博士学位受領者数（課程博士） 

年 度 受領者数 年 度 受領者数 

1991年度  1 名 1996年度 1 名 

1992年度  1 名 1997年度 2 名 

1993年度 0 1998年度 0 

1994年度 0 1999年度 0 

1995年度  1 名 計 6 名 

 

 また、課程によらない博士学位受領者数は次表のように、 近９年間で３６名となって

おり、毎年平均４名の受領者数である。 

  課程によらない博士学位受領者数（論文博士） 

年 度 受領者数 年 度 受領者数 

1991年度  1 名 1996年度 4 名 

1992年度  3 名 1997年度 2 名 

1993年度 10 名 1998年度 2 名 

1994年度  3 名 1999年度 2 名 

1995年度  5 名 計 36 名 

 

（３）  学位授与基準 

 学位授与規程に関しては「早稲田大学大学院学則」および「早稲田大学学位規則」に準

拠しているのでこれ参照されたい。 

 

２－６ 単位互換 

（１）  単位認定基準 

 他研究科または学部の授業科目の履修については「大学院学則第八条・第九条」に準拠

してこれを認めている。他研究科聴講科目認定単位数は、以下のように定めている。 

  (ａ) 他研究科の聴講科目は原則として講義科目とする。 

  (ｂ) 聴講には、指導教員の許可を必要とする。 

  (ｃ) 聴講科目の登録は、登録の制限単位内で行う。 

  (ｄ) 聴講単位数は在学中８単位を上限とし、修了に必要な専門科目の単位としてめる。 
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 当研究科入学前に科目等履修生として修得した単位（入学前修得科目認定単位数）につ

いては、大学院学則第八条第二項において、「10単位を超えない範囲で、修了に必要な単位

として充当することができる」ことになっていることから、当研究科においては以下のよ

うな単位認定の基準を1997年４月より承認している。 

 ① Ｓ.Ａ.を考慮して、80 点以上の科目［優・(優)］についてのみ単位認定する。 

 ② 在学年数（２年以上）の短縮について公式の場で議論していないことを考慮し、演習

は単位認定の対象から外す。 

 海外の大学で修得した科目に関しては、取得単位のうち、10 単位を超えない範囲で、修

了に必要な単位として認定することができる。なお、科目名は英語で記載する。 

 

２－７ 国際交流 

（１）  留学生受入状況 

 2000年度の留学生数は修士課程15名、博士課程後期１名である。この数は前年よりは４

名増加であるが、1996年度と比べると合計で19名の減少になっている。その要因としては

韓国、中国、および中国（台湾）からの留学生数の減少が大きい。 

 

（２）  交流協定による学生派遣および受入状況 

 商学研究科は、海外の経営大学院との箇所間交流協定を締結しており、大学間協定によ

るものと合わせて、毎年交換留学生の派遣と受入を行っている。在学生にとっては海外の

経営大学院からの交換留学生と机を並べる機会もあり、さらに自らが交換留学生として海

外の大学院で学ぶ機会も用意されている。 

 箇所間協定校とは2000年度で、４名の受入、３名の派遣を実施している。1990年度～2000

年度の累計では受入34名、派遣29名となっており、受入が派遣をやや上回る傾向がみられ

るが、シカゴおよびワシントンからの受入数の減少などもあって、近年は拮抗しており、

派遣が上回る年もみられる。 

 
３ 研究活動 
３－１ 研究目標・内容 
商学研究科の担当教員は、１で掲げた研究目標にもとづき、経営学、会計学、商学およ

び経済学・統計学等に関するきわめて幅広い領域において研究活動を実施している。 
 
３－２ 研究成果 
 商学研究科の教員による幅広い研究の成果は、主として書籍および学術論文などの印

刷・出版物ならびに学会報告の形で発表されている。 
印刷・出版物はきわめて多岐にわたっている。代表的なものだけを列挙しても、書籍、

国内外の学会誌、国内外の専門雑誌、新聞および政府関係委員会などの報告書があり、商

学研究科専任教員によって膨大な数の研究成果が毎年発表されている。研究成果の一覧は、

『学術年鑑』に集大成されている。 
（１）早稻田商學および WB&ES 投稿者数 
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商学研究科の授業を担当する専任教員のほとんどが商学部を本属としているため、その

研究成果を学内で学術論文として発表する場合は、商学部の専任教員がその研究成果を報

告するための場である『早稻田商學』および『文化論集』に掲載される。これらは、編集

機関「早稻田商學同攻会」によって編集されている。早稻田商學同攻会は、商学部長を編

集責任者とし、編集長および２名の編集委員を持つ。また、実際の編集作業は、商学部助

手が当たっている。『早稻田商學』および『文化論集』には、助手を含む専任教員が投稿す

ることができ、助手の論文については査読が行われている。『早稻田商學』は年４回、『文

化論集』は年２回発行されており、2000 年 11 月現在、『早稻田商學』は 386 号(ただし、

分離前の文化特集 67 号分を含む)、『文化論集』は 17 号(前身の『早稻田商學 文化特集』

を含めれば 84 号)に至っており、長い歴史と伝統を誇る学術雑誌である。『早稻田商學』お

よび『文化論集』は、国内の主たる大学の図書館に寄贈され、広く読まれている。また、

希望者には個別に配布もしている。表３－１は、直近３年間に本研究科の授業を担当する

専任教員が『早稻田商學』に投稿した論文数である。ここから、『早稻田商學』には、毎号

数多くの論文が掲載されていることが分かる｡ 

表 3-1 直近 3 年間における早稲田商學の掲載論文数 

年  度 掲載論文数 

1997 10 

1998 9 

1999 9 

 
また、商学研究科独自の学術刊行物としては、欧文による Waseda Business & Economics 

Studies を発行している。本誌は、年に１回発行され、2000 年 11 月末日現在で 35 号を数

える。研究成果を日本語だけではなく、欧文で発表することは、外国の研究者たちに対す

る情報の発信であり、今後ますます重要性は高まるものと考えられる。Waseda Business & 

Economics Studies は、国内外の大学図書館などに寄贈され、また、商学研究科の在学生

にも配布されている。過去 5 年間の投稿者数の推移は、表 3－2 のとおりである。 

表３－２ Waseda Business & Economics Studies 投稿者数推移 

執 筆 者 内 訳 年度 号数 掲載論

文件数

執筆

者数 教授 助教授 専任講師 非常勤講師 訪問学者 その他

1995 31 7 8 5    1 2 

1996 32 6 8 5 1   1 1 

1997 33 4 5 4     

1998 34 3 3 3      

1999 35 2 2 1   1   

合計 22 26 18 1 0 1 2 4 

1 

 

 
（２）科学研究費補助金および特定課題研究助成費の採択件数 
 教員の研究内容を評価する指標のひとつとして、他者による審査のある研究費に申請し
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採択されることがあげられる。過去 5 年間における商学研究科の授業を担当する専任教員

の申請については、表３－３および表３－４にあるように、文部省科学研究費補助金およ

び本学の特定課題研究助成費における審査を通過して採択される件数が相当数にのぼるこ

とから、一定の評価が与えられてしかるべきだと考えている。 
なお、個々の教員の研究成果については、５－２で詳細に論ずることにする。 
 

表３－３ 文部省科学研究費採択件数(1996 年度－2000 年度) 
年度 基盤 B 基盤 C 奨励 A 国際学術 

1996 1 2   

1997 2 2 1 1 

1998 1 4 1  

1999 2 3   

2000 3 4   

 

表３－４ 特定課題採択件数(1996 年度－2000 年度) 
年度 個人研究 共同研究 国際共同研究 

1996  4 1  

1997 11 1 1 

1998  8 2 1 

年度 150 万円

以下 

40 万円

以下 

新任教員 共同研究 国際共同研究 

1999  5  1 1 

2000 1 1 3 1  

 
（３）個人研究費・特定課題研究助成費決算額と研究費の推移 

個人研究費については、大学の規定により教員個人に割り当てられた金額が配分される。

商学研究科の専任教員がほとんど商学部を本属としているので、個人研究費としては、商

学部の教員の個人研究費として配分されている。表３－５は、1997 年から 1999 年度まで

の 3 年間にわたる商学部の個人研究費の決算額である。これを見ると、毎年商学部全体と

して 100 万円前後の残額があるが、この残額については、商学部に所属する教員全体の共

同利用のための備品・消耗品の購入などの支出にあてており、基本的には個人研究費を有

効に支出しているといえる。 
表３－５ 商学部個人研究費決算額（1997 年度－1999 年度） 

年度 個人研究費割当額 個人研究費使用実績 個人研究費残額 
1997 45,667,722 44,627,821 1,039,901 
1998 42,620,454 41,678,684   941,770 
1999 43,915,687 42,991,915   923,772 

 
 
また、1996 年度から 1999 年度にわたる特定課題研究助成費の決算額については、表３
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－６のとおりである。種目区分の欄に①ないし④の番号を付した 1997 年度以降の共同研

究および国際共同研究は、研究期間が 2 年度にまたがっているため、1 年目の予算額が当

該研究題目に対する研究助成費の割当額であり、1 年目の期末残額は２年目の予算額とな

っている。このことを除けば、予算額に対して支出は予定通り行われて残額は僅少であり、

おおむね有効な予算活用をしていると評価することができる。 
表３－６ 特定課題研究助成費決算額（1996 年度－1999 年度） 

年度 種目区分 予算額 支出額 残額 
個人合計（4件） 1,800,000 1,799,648 352 1996 

共同研究 239,133 226,592 12,541 

個人合計（11件） 5,217,000 5,180,215 36,785 

共同研究① 2,250,000 1,261,944 988,056 

1997 

国際共同② 3,000,000 887,450 2,112,550 

個人合計（8件） 3,830,000 3,714,214 115,786 

共同研究① 988,056 956,384 31,672 

共同研究③ 4,200,000 1,724,411 2,475,589 

1998 

国際共同② 2,112,550 2,112,350 200 

個人合計（5件） 1,445,000 1,435,722 9,278 

共同研究③ 2,475,589 2,475,227 362 

1999 

国際共同④ 2,250,000 549,317 1,700,683 

 
研究費の推移については、研究費の種類によって異なる。まず、個人研究費については

全学の教員が同額である。その金額は、大学の財政の問題もあり、1994 年度以降は同額で

あり、増加はない。また、科学研究費補助金および特定課題研究助成費、ならびにその他

の外部から導入した研究助成金などの金額については、個々の教員あるいは教員の研究テ

ーマによってその状況が異なる。先にも述べたように、科学研究費補助金などの外部から

の研究助成金や特定課題研究助成金の採択状況が研究に対する評価の尺度となりつつある

状況に鑑みれば、今後は、科学研究費補助金をはじめとする外部からの研究助成金や、特

定課題研究助成費の申請を積極的に行う必要がある。 

 

３－３ 学外との連携 
 研究活動における学外との連携に関しては、研究組織の面での学外の連携と、研究資金

の面での学外との連携および海外との連携の３点について考えることができるが、研究組

織における学外の連携は、商学研究科として研究組織を構成することはなく、産業経営研

究所などにおける分科会などの研究組織がこれに該当すると考えられる。この点について

は、産業経営研究所の報告書に詳しい。 
研究資金における学外との連携は、たとえば商学研究科指定寄付、民間・政府など各種

の研究費補助金の獲得があげられるが、 も重要なものは文部省科学研究費である。文部

省科学研究費の採択状況については、表３－３に示した通りである。近年、採択数がやや

増加傾向にあるというものの、教員数に対する採択件数は決して多いとは言い難い状況に

ある。今後、大学財政の逼迫に伴い、科学研究費の申請・採用数を増加させていくことが
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必要である。 
 
（１）専任教員の海外派遣状況 

海外との連携は専任教員の海外への派遣状況および海外からの研究員受入状況から判

断することができる。ここ３年間において、商学研究科の授業を担当する専任教員が半年

以上研究活動のために派遣された員数は、長期在外、短期在外、交換教員をあわせて1999

年度３名、2000年度４名、2001年度３名(予定)となっている。長期在外および短期在外は

大学の予算によって執行されるため、毎年度ほぼ同様の人数に割り当てられている。この

ほか、短期の研究出張はきわめて数多くにのぼっており、積極的に海外における研究活動

を行っていると評価することができる。 

 
（２）研究員・訪問学者など受入状況（内外別） 

研究員・訪問学者などの受入状況は、表３－７および表３－８のとおりである。表３－

７は受入資格別の内訳を、表３－８は国籍別の内訳を示している。国籍別の内訳では、ア

ジアからの研究員・訪問学者が過半数を占めていることがわかる。なお、表３－７および

３－８では、受入期間が複数年度にまたがっている場合は、両方の年度の人数に参入し、

述べ数としている。 
表３－７ 研究員・訪問学者 受入資格別内訳 

年 度 交換研究員 訪問学者 

(外国人) 

訪問学者 

(日本人) 

外国人研究員 合計 

1996 1 1 2 3 7 

1997  3  2 5 

1998  4  3 7 

1999 1 2 3 4 10 

2000  1 1 1 3 

合 計 2 11 6 13 32 

 

表３－８ 研究員・訪問学者 国籍別内訳 
年度 アメリカ ドイツ タイ 中国 韓国 中国（台湾） 日本 合計 

1996    2  2 7 

1997 1    4   

1998 1 1 1 2 1 1  7 

1999 1 2  2 2  3 10 

2000    1  1 3 

合計 3 3 1 8 10 1 6 32 

3 

5 

1 

 
４ 教育研究環境 
４－１ 施設設備・支援体制 
（１）コンピュータルームの設置状況 

本研究科では、在学生の研究・学習に供するため、コンピュータルームを設置している。
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以前は商学研究科が管理していたが、技術的、予算的にも難しく、バージョンアップやメ

ンテナンスなどの環境整備体制が不十分であるため、使い勝手の悪さが指摘されていた。

そこで、1999 年度より MNC（現在は情報推進課が担当）管理の「標準環境による運用」へ

移行した。ただし、MNC 管理下では機種が IBM に限定されるが、留学生を中心としたマッ

キントッシュ利用者のために、従来から設置してあるマッキントッシュ端末を本研究科独

自の管理というかたちで存続させた。コンピュータルームの運営は、MNC の委託を受けた

かたちで本研究科が行っている。 

現在利用可能なコンピュータは、マッキントッシュ２台、IBM６台である。なお、在学

生の多くは、商学研究科の多くの授業が行われる９号館１階をはじめとして、本学の MNC

が管理しているコンピュータ・ルームを利用している。 

① 設置場所 

９号館３階。 

② 利用形態 

 原則としてオープン利用の形態を取っている。利用する学生は、学生読書室からコンピ

ュータ・ルームの鍵を借りて入室する。 

③消耗品について 

 FD、プリンタ用紙など、プリンタ・トナー以外の消耗品は、各自で準備する。 

 

（２）ドクタールームの設置状況、利用状況 

 本研究科では、博士後期課程に在籍する学生が、各自の研究を行う場としてのドクター

ルームを設置している。 

 ①設置場所 

９号館２階に８室。 

②利用状況 

博士後期課程の在籍者全員が利用している。現在ドクタールームは６室あり、学年ごと

に１室を割り当てている。各室の管理は、共同利用者全員の責任で行っている。ここ数年

の在籍者数から平均値をもとめると、１室あたり７－８人で利用していることになる。と

くにこの数年間は、教員の募集が少なくなったためにオーバードクターが多くなったこと、

また、教室不足を解消するために８室あったドクタールームのうち２室を教室に改修した

ことなどもあり、ドクタールームの利用状況は過密状況にある。研究指導の設備を充実す

るためには、増設が望ましい。具体的な利用状況は、表４－１のとおりである。 

    表４－１ ドクタールームの利用状況 

号館 部屋番号 面 積 利用者数 

252 12 名 

253 11 名 

254 14 名 

255 14 名 

256 7 名 

 

 

9 

257 

 

 

19.78 ㎡ 

7 名 
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（３）ネットワークの接続状況 
 （１）で言及したコンピュータ・ルームに設置しているコンピュータから学内の LAN に

接続している。また、ドクタールームにも学内 LAN に接続できるソケットが整備されてお

り、各自で端末のコンピュータを用意して MNC に所定の手続を取ればドクタールームから

も学内 LAN に接続できる状況にある。 

また、近年ではＥメールによるコミュニケーションも盛んにとられている。本学におい

ては、学生は入学時(および入学後随時)にＭＮＣにおける研修を受けて、メールアドレス

を取得することができる。ハード面でも、22 号館は 365 日 24 時間使用することが可能で

あり、自宅から大学のサーバにアクセスできる環境を持たない学生でも、いつでも端末を

使用することができる。こうした状況から、簡単な質問や連絡などにおいては、Ｅメール

が盛んに利用されている。Ｅメールは、学生どうし、または、学生と教員とのコミュニケ

ーションをとるための重要なツールであるといえる。 

 
（４）学生読書室の状況 
 本研究科では、高度な研究を支援するために、在学生の利用を目的とした学生読書室を

設置している。学生読書室には、蔵書を保管する開架式の書庫のほかに、閲覧室があり、

在学生はここで自習することができる。現在、本学生読書室が所蔵する図書・資料につい

ては、室内の図書カードで検索するのみであるが、できるかぎり早い時点で全学的な図書

検索ネットワークであるWINEへの情報提供を可能にするとともに、学生読書室からもWINE

を利用した図書・資料の検索を可能にする必要がある。 

 ①設置場所 

 ９号館２階。 

 ②書庫開室時間 

平 日 ９：００－１８：００（１２：３０－１３：３０は閉室） 

土曜日 ９：００－１６：００（１２：３０－１３：３０は閉室） 

 日曜日、祝日、夏・冬・春の各休業期間は閉室。 

 ③閲覧室開室時間 

 ９：００より開室し、利用者の希望により、閉門時間まで利用が可能。 

 ④所蔵図書・資料 

 商学に関する和書（約 20,000 冊）、洋書（約 6,600 冊）、和洋学術雑誌（和雑誌 147 誌、

洋雑誌 64 誌）、および、商学研究科に提出された修士論文を所蔵している。 

 ⑤その他の図書サービス 

 ・図書・資料、修士論文の閲覧 

  ・購入希望図書の申込み受け付け 

 ・２週間の室外貸出し（図書のみ） 

 ・図書・資料のコピー・サービス 

 ・資料の製本サービス 
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５ 教員 
５－１ 教育活動 
 教育活動については、詳細を２で述べているので、ここでは、いまいちど教員の教育活

動という観点からいくつかのデータを再掲するにとどめる。 
 
（１） 専任教員一人あたり学生数 
 商学研究科の授業担当者で早稲田大学に本属をもつ専任教員一人あたりの学生数は、表

５－１のとおりである。 
表５－１ 早稲田大学専任教員の教員一人あたり学生数 

学 生 数 教員一人あたり学生数 年度 教員数 

修士 博士後期 合計 修士 博士後期 合計 

1998 53 名 170 名 53 名 223 名 3.21 人 1.00 人 4.21 人

1999 51 名 159 名 61 名 220 名 3.12 人 1.20 人 4.31 人

2000 57 名 158 名 64 名 222 名 2.78 人 1.12 人 3.89 人

 
また、商学研究科委員の専任教員一人あたりの学生数は、表５－２のとおりである。 

表５－２ 商学研究科委員の教員一人あたり学生数 
学 生 数 教員一人あたり学生数 年度 教員数 

修士 博士後期 合計 修士 博士後期 合計 

1998 46 名 170 名 53 名 223 名 3.70 人 1.15 人 4.84 人

1999 44 名 159 名 61 名 220 名 3.61 人 1.39 人 5.00 人

2000 54 名 158 名 64 名 222 名 2.93 人 1.19 人 4.11 人

 
（２）教員授業平均担当時間数 

2000年度における早稲田大学に本属をもつ専任教員の授業平均担当時間数は、表５－３

のとおりである。 

表５－３ 早稲田大学専任教員の授業平均担当時間数 
春学期 秋学期 年度 教員数 

総ｺﾏ数 平均ｺﾏ数 総コマ数 平均コマ数 

2000 53 名 131 2.47 125 2.36 

 
また、2000年度における商学研究科委員の専任教員の授業平均担当時間数は、表５－４

のとおりである。 

 
表５－４ 商学研究科委員の授業平均担当時間数 

春学期 秋学期 年度 教員数 

総コマ数 平均コマ数 総コマ数 平均コマ数 

2000 51 名 129 2.53 124 2.43 

 
（３）研究指導担当教員一人あたり学生数 
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1999年度および2000年度の研究指導担当教員一人あたりの学生数は、表５－５のとおり

である。 

表５－５ 研究指導担当教員一人あたりの学生数 
学 生 数 教員一人あたり学生数 年度 研究指導担

当教員数 修士 博士後期 合 計 修士 博士後期 合 計 

1999 38 名 159 名 61 名 220 名 4.18 人 1.61 人 5.79 人

2000 39 名 158 名 63 名 221 名 4.05 人 1.62 人 5.67 人

 
５－２ 研究活動（専任教員全員） 
研究活動の成果については３－２で述べたとおりであるが、ここでは各専任教員の研究

活動についてもう少し詳しく述べることにする。 

（１）専任教員の本属箇所別博士学位受領者 

商学研究科専任教員の博士学位受領者数は、2000 年 11 月末日現在で 24 名である。 

 

（２）専任教員の学位種別博士学位受領者 

商学研究科専任教員の学位種別博士学位受領者は、表５－６のとおりである。なお、１

名が「博士（商学）早大」とＰｈ．Ｄの２つの学位を受領しているので、員数の合計は延

べ数２５名となっている。 

表５－６ 専任教員の学位種別博士学位受領者数 
学位種別 員 数 

博士(商学)･商学博士 16 名 

経済学博士  3 名 

法学博士  1 名 

文学博士  1 名 

Ph.D  4 名 

 
（３）過去３年間の研究活動 
既に述べたように、研究活動の結果としての研究成果は各種の著作・印刷物となる。し

たがって、研究成果として、どれだけの著作・印刷物が発表されているかが、研究活動の

代理変数となる。1997年度から1999年度において、学術年鑑に掲載されている著書・共著

書・編集・編著の一覧は表５－７に示した通りである。 

表５－７の著作は、学術年鑑に掲載のため申請のあったものだけであって、実際にはよ

り多数の著作が発表されていると推定されるが、それでも 77 冊以上の著作物が発表されて

おり、活発な研究活動が行われていると考えることができる。 

表５－７ 97 年－99 年度における著書一覧 
共編著 『エコノミックス事始め』 ミネルヴァ書房  1999/9 

編著 
『日本の経済学と経済学者―戦後の研究環境と政策形成
―』 日本経済評論社  1999/1 

共著 『経済学の世界へ―経済の歴史と経済学の歩み―』 有斐閣 1998/8 

編著 
Economic Development in Twentieth Century East Asia:
The International Context  London: Routledge  1997/1 

池尾愛子 

著書 
『20 世紀の経済学者ネットワーク－日本からみた経済学
の展開－』 有斐閣 1994/4 
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著書 現代会社法・保険法の基本問題 成文堂 1997/9 

編著 現代青林講義 保険法・海商法 青林書院 1997/4 石山卓磨 
著書 LIVE 司法試験 論文会社法過去問（改訂版） 辰巳法律研究所 1998/2 
共 著
（書） ワークブック国際ビジネス（共著者米澤聰士） 文眞堂 1998/10

監修 UN 世界投資報告書 1994 多国籍企業と雇用問題 国際書院 1999/5 

監修 グローバリゼーションとデータ保護 敬文堂 1999/3 
江夏健一 

監修 暮らしと消費者金融 
日本消費者カウンセリン
グ基金（事務局） 1998/1 

大谷孝一 著書 フランス海上保険契約史研究 成文堂 1999/12

編著 ニューコンセプト 日商簿記検定試験原価計算 1 級 税務経理協会 1998/4 

編著 
ニューコンセプト 日商簿記検定試験ワークブック原価
計算 1 級 税務経理協会 1998/4 

著書 現代ファイナンス入門 放送大学教育振興会 2000/3 

大塚宗春 

編著 逐条解説 金融商品会計基準 中央経済社 1999/9 

著書 製品開発の戦略論理 文一総合出版 1997/12
監修（共
同） 自販機マーケティング ダイヤモンド社 1998/5 

恩蔵直人 

監修 コトラーのマーケティング入門 トッパン 1999/11

著書 物価変動会計論 中央経済社 1994/3 

共編著 リース取引会計基準詳解 中央経済社 1994/12加古宜士 
著書 財務会計概論（第 2 版） 中央経済社 1998/6 

共著 First Step マクロ経済学 有斐閣 1999/4 
片岡孝夫 

共著 入門マクロ経済学 中央経済社 1999/6 

亀井昭宏 監修 新版・広告用語事典 電通 1998 

共著 日本の広告研究の歴史（小林太三郎監修） 電通 1997/10
嶋村和恵 

共編著 新版 新しい広告（小林太三郎・嶋村和恵監修） 電通 1997/ 4

嶋村紘輝 著書 マクロ経済学―理論と政策― 成文堂 1997/5 

編著 保険論（第九版） 成文堂 1997/4 

編著 自動車保険制度の現状と課題 保険毎日新聞社 1997/12

編著 自動車保険（第三版） 成文堂 1998/3 
鈴木辰紀 

編著 自動車保険Ｑ＆Ａ 150 問（改訂版） 成文堂 2000/3 

 
鈴木宏昌 共著 社会的公正のアジアをめざして“アジアの労働市場制度”日本評論社 1998 

著書 
解釈的マーケティング研究―マーケティングにおける「意
味」の基礎理論的研究― 白桃書房 1997/4 武井 寿 

共編著 基本流通用語辞典 白桃書房 1999/9 

立脇和夫 著書 改正日銀法 東洋経済新報社 1998/4 

著書 カラー版 企業財務管理 泉文堂 1997/4 

著書 分社経営の管理会計 中央経済社 1997/11

著書 物流コストのキーワード ファラオ企画 1998/1 

著書 物流 ABC マニュアル 中央経済社 1998/4 

西澤 脩 

編著 新・現代マネジメント全集第 3 巻「財務管理」 全日法規 1999/2 

花井俊介 共著 東と西の醤油史 吉川弘文館 1999/6 

編著 早稲田エコノミスト列伝 早大出版部 1998/5 

共編著 スペインの経済 早大出版部 1998/6 

共編著 スペインの社会 早大出版部 1998/6 
原 輝史 

共編著 高等教育と生涯学習 早大出版部 1998/6 

著書 財務会計 中央経済社 1998/3 

著書 ブラッシュアップ 財務会計 中央経済社 1998/2 

広瀬義州 

編著 誰にでもすぐわかる連結財務諸表 税務経理協会 1998/4 
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編著 NEW CONCEPT 1 級会計学 税務経理協会 1998/4 

編著 NEW CONCEPT I 級会計学ワークブック 税務経理協会 1998/4 

編著 連結会計入門 中央経済社 1998/5 

広田真一 共著 企業財務戦略ビックバン 東洋経済新報社 1998/6 

共著 経営学の論点整理 中央経済社 1997/2 
藤田 誠 

著書 経営学のエッセンス 税務経理協会 1999/10

共著 社交英文レター集 研究者出版 1997/9 ブダ，ヤヌ
シュ 

共編 新英語雑学辞典 
imidas 1999別冊付録／集
英社 1999/1 

宮澤永光 監修 基本流通用語辞典 白桃書房 1999/9 

宮島英昭 共著 現代日本経済（橋本寿朗・長谷川信氏と共著） 有斐閣 1998 

山本哲三 著書 Ｍ＆Ａの経済理論 中央経済社 1997/ 6

横山将義 共編著 『経済のグローバル化と日本経済』 早稲田大学出版部 1998/1 

 

 
また、著作物以外でも、所属している学会における研究報告の数を確認することも重要であ

る。学会における研究報告は、学会での議論を経て著作物へと昇華されていくことも多いと推

定されるからである。 

商学部専任教員が 1997 年度から 1999 年度に行った学会報告のうち、学術年鑑に記載さ

れたものだけを一覧したのが表５－８であり、活発な研究報告が行われていることが分か

る。 

表５－８ 97－99 年度における学会報告一覧 
自著『スチュアートとスミス』について 経済学史学会関東部会（東京都立大学） 1997/5 

大森郁夫 レジスレイターとスティツマンの間―経済学史から
見た『アダム・スミスの倫理学』下巻 

日本イギリス哲学会関連部会（慶應義塾大
学） 1998/7 

参入順位とブランド戦略 日本商業学会 第 47 回全国大会 1997/5 
恩蔵直人 

マーケティング革新と商品研究 日本商品学会第 50 回全国大会 1999/5 

亀井昭宏 広告倫理（プロジェクト研究報告） 第 29 回日本広告学会全国大会（城西大学）1998/10 

 
厚東偉介 統一論題報告「21 世紀の日本企業の課題」 日本経営学会第 72 回全国大会 1998/9 

Does National Culture Affect the Development of 
Ethical Climates? A Comparison of US & Japanese
Accountants 

 Academy of Management Annual Meeting 
1997, Boston, Massachusetts 1997/ 8 

Co-evolution of IT-enabled Organizational Changes 
in Japanese Retailing Industry: A Longitudinal
Study (1980-1997) 

 Academy of Management Meeting Chicago 
(1999/8/11) 1999/8 

坂野友昭 

米国・金融自由化とファイナンス・カンパニーの戦略日本経営学会第 73 回大会・同志社大学 1999/9 

嶋村和恵 リスク商品・サービスの広告ガイドライン 日本広告学会 1997/10 

嶋村紘輝 
経済グローバル化の進展とマクロ経済―２国モデル
による分析― 

日本経済政策学会         第 54
回全国大会 1997/5 

鈴木宏昌 L'evolution des marchés du travail eu Asie. 
日仏シンポジウム（日仏経済学会）サンマ
ロ 1998/10 

Japanese Experience in Privatization: Lessons for 
Developing Countries アジア開発銀行研究所 1999/11 

中村 清 
Japanese Experience in Privatization: Lessons for 
Developing Countries アジア開発銀行研究所 2000/3 

河 榮徳 
時価情報の実証分析：銀行保有有価証券の時価情報を
中心に 日本会計研究学会 第 58 回全国大会 1999/9 

花井俊介 関東における中小醤油経営の展開 社会経済史学会関西部会夏季シンポジウム 1999/8 
時間の管理と規律の形成―フランス経営史の立場か
ら 経営史学会／於福岡大学 1997/10 

共通論販「欧州企業のアジア戦略」総括コメント 日仏経営学会全国大会／於西南学院大学 1997/11 

フィナリ訪日調査団（1907 年） 
第 67 回社会経済史学会全国大会（学習院大
学） 1998/6 

原 輝史 

日仏鉄道技術交流に関する一考察 経営史学会第 34 回全国大会（於 立教大学）1998/10 
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Concluding Remarks 

2nd French-Japanese Business History 
Conference（於 NIRA 会議室） 1998/12 

Corporate Financing Decision of Japanese Firms: 
Evidence from 1977-92 日本ファイナンス学会 1997/ 5 
Do Banks Diversify Portfolio Risk ?:A Test of the 
Risk Cost Hypothesis 金融学会春期大会 1997/ 6 

近年のメインバンク関係について 金融学会秋期大会 1997/11 
テークオーバーメカニズムは機能するか？：実験経済
学による検証 日本経済学会春期大会 1998/6 

Bank-Firm Relationships and Corporate Governance
in Japan: Evidence from the 1960s –  1990s  

 
NFA/APFA First Joint International 
Conference (Nippon Finance Association 
the 6th Annual Meeting) 1998/7  

「銀行介入型ガバナンスの機能は変化したか？ 石
油ショック時から 90 年代までの比較」 日本金融学会 1999/10 
Main Bank Relationships, Intercorporate 
Shareholdings, and Corporate Governance in Japan: 
Evidence from 1960s－1990s 日本ファイナンス学会 1999/6 

広田真一 

Does Financial Market Competition Destroy Lending 
Relationships? Evidence from the Main Bank 
Relations in Japan 日本経済学会 1999/5 

経営資源・組織能力と組織デザイン 日本経営学会第 72 回大会 札幌大学 1998/9 
藤田 誠 

組織能力と組織デザイン 経営行動研究学会全国大会／早稲田大学 1999/7 

The Evolution and Change of Contingent Governance
Structure in the J-Firm System: An Approach to
Presidential Turnover and Firm Performance 

 
 

Dirks Conference on Between External 
Shocks and Internal Evolution: Towards a 
New Phase in Japanese Management 
Practices, organized by Deutsches 
Institute fur Japansstudien and Maison 
Franco-Japnaise （日仏会館） 1997/10 

宮島英昭 

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システムの変容 日本金融学会全国大会（大阪市立大学） 1998/10 

山本哲三 第２市内網の可能性 公益事業学会第 47 回大会 1997/ 6 
経済グローバル化の進展とマクロ経済―２国モデル
による分析－（共同報告） 日本経済政策学会全国大会 1997/5 

内外均衡調整と財政・金融政策の役割 日本経済政策学会関西部会 1997/11 
横山将義 

貿易黒字の原因とその調整政策の検討 日本経済政策学会全国大会 1998/5 

 

 

５－３ 社会活動 
本研究科の専任教員は、研究活動を社会に貢献する形で還元している。研究成果の報告

も、社会活動のひとつであると考えられるが、政府関係委員会等で専門的意見を述べたり

各種報告書・調査書の作成あるいは法令等の制定に関わることで、より直接的にその研究

を社会に還元することが可能となる。こうした社会活動のうち、政府関係のものだけを列

挙してみれば、表５－９のようになり、数多くの政府関係委員会等に参画していることが

明らかである。 
 

表５－９ 商学研究科教員が関わった政府関係委員会等 
アジア太平洋マーケティング連盟・国際試験委員 

運輸政策審議会 

大蔵省企業会計審議会委員 

大蔵省企業会計審議会臨時委員 

大蔵省金融審議会委員 

大蔵省公認会計士審査会委員 

大蔵省自賠責審議会委員 

金融審議会第二部会作業部会 

経済統計研究会委員（金融班） 
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公認会計士第２次試験委員 

公認会計士第３次試験委員 

国際経済商学学生会（ＡＩＥＳＥＣ）日本委員会副会長 

自賠責運用益使途選定委員会委員 

（社）日本私立大学連盟 「大学問題研修」運営委員会委員長 

税理士試験委員 

石油公団経営諮問委員会委員 

中小企業総合研究機構、創造的中小企業法制研究会委員 

通商産業省、２0 世紀と２１世紀の経済社会研究会委員 

道路審議会 

日本学術会議「商学」研究連絡委員会委員 

日本商品先物取引協会あっせん・調停委員 

不動産鑑定士第 2 次試験委員 

郵政省電気通信審議会経済部会専門委員 

郵政省東京都郵政局金融懇談会委員 

 
 また、多くの専任教員が、それぞれの専門分野の学会において会長をはじめとする役員

を務めている。このことも、社会的な活動のひとつとして考えられると思われるが、現在

のところこれをすべて把握することは困難である。 
 
 
６ 学生 
６－１ 受入 
（１）学生募集 

 （ａ）学生定員・学生数 

 本研究科の学生定員は、修士課程が 160 名（１学年 80 名）、博士後期課程が 120 名（１

学年 40 名）である。1996 年度から 2000 年度までの実際の学生数は修士課程に関してはや

や減少傾向にあるものの、ほぼ定員に近い学生数が確保できている。逆に博士後期課程に

関しては、現状は定員の半数程度だが、ここ数年間微増の傾向にあるといえる。 

 

 （ｂ）コース・専修別学生数 

 1999 年度と 2000 年度において学生が本研究科の３コース７専修にどのように所属して

いるかをみると、修士課程、博士後期課程とも、現在は経営管理コースに所属する学生が

多いが、専修ごとに見ると人数はばらつきがあることがわかる。これは入学に際する学生

の自発的選択によるもので、コースや専修別に定員の配分をしていないためである。 

 

 （ｃ）入学定員・入学者数 
 修士課程では、ここ４年間の入学者は定員に満たない。推薦入学者と外国人学生は減少

傾向にある。博士後期課程の学生数は、定員の半数弱にとどまっている。 

 社会人特別入試については 1999 年度から実施しているが、大学卒業後、職業経験を積ん

で再度大学院入学を希望するものは今後さらに増加すると思われる。 
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（２）入学試験 
 （ａ）一般入試入学志願者・合格者・入学者 
 修士課程の一般入試は、毎年９月に行われる。第１次試験は外国語（英語）と専門科目

Ⅰ（経営学、会計学、商業学および経済学に関するもの８題のうち１題選択の論述試験）、

第２次試験は第１次試験合格者に対して、専門科目Ⅱ（第一志望の研究指導に関する論述

試験）と面接を課している。 

受験者数に対する合格者の割合はここ５年間のデータでは約 30％から 40％である。こ

れを倍率に直すと 2.5 倍から 3.3 倍程度ということになる。合格者のうちで実際に入学し

たものの割合は 75％から 88％程度まで変動があるが、 近では合格者の 80％程度が入学

していると言える。 
 

 （ｂ）推薦入試入学志願者・合格者・入学者 
 早稲田大学商学部在学者は条件を満たせば修士課程入学のための推薦入学試験を受験す

ることができる。その条件とは、１）早稲田大学商学部に３年以上在学し、引き続き在学

する者で、学士号取得のために必要とする単位数の残りが 36 単位以下の者、２）前年度ま

での学業成績（S.A.）が上位 20％以内の者、である。 

推薦入試志願者は、1996 年当時と比べるとやや減少しているが、合格者に対して入学者

の占める割合は改善してきている。大学院の研究水準をさらに上げるためにも、今後さら

に、優秀な商学部卒業生を確保する必要がある。 

 

 （ｃ）博士課程入試入学志願者・合格者・入学者 

 博士後期課程入試の志願者・受験者はこのところほぼ一定数を確保している。志願者に

占める受験者の割合、合格者に占める入学者の割合が非常に高いのが特徴である。 

 （ｄ）内部進学者 

 早稲田大学商学部出身者から修士課程に進学してきた学生の割合は、50％近くになる年

度もあるが、40％を切っている場合もある。博士後期課程の場合には、これまでは早稲田

大学大学院商学研究科修士課程修了者の占める割合が非常に高かったが、ここ２年間はそ

れが 80％を切っており、他大学の大学院修士課程出身者が博士後期課程だけ本研究科に進

学するケースも増えている。 

 
（３）社会人受入 
 （ａ）社会人入試入学志願者・合格者・入学者 
 社会人入試は1999年度から始めたが、受験者数は2000年度37名、2001年度27名（後述Ａ

方式のみ）であり、各年度とも10名ほどの合格者を出している。2000年度の入学者数は７

名である。2001年度の入学者数は後述Ｂ方式の合格者も加えられることになるのでこれよ

り多くなる見込みである。 

 
 （ｂ）新たな方式の導入 

 2001年度から社会人特別入試がＡ方式とＢ方式にわかれた。Ａ方式は第一次（書類審査）
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と第二次（小論文、口述試験）による選考で、入学者は一般学生と同じカリキュラムに沿

って講義を受けることになる。Ｂ方式は特定の研究テーマによる募集であり、書類審査と

口述試験で選考する。この方式による入学者に対しては、一般学生とは別のカリキュラム

が用意されている。社会人入学に対してこのように多様な選択肢を提供することによって、

多様な入学希望者のニーズに応えることが可能になっている。 

 

（４）留学生受入 

 （ａ）外国学生入試入学志願者・合格者・入学者 

 1996年度から2001年度までの外国学生入試入学試験志願者は、やや減少傾向にある。受

験者に対する合格者の割合も、概ね低くなっている。しかし、合格者に対する入学者の割

合はほぼ75％を超えている。 

 （ｂ）外国人留学生数および推移 

 修士課程に入学した外国人留学生数（日本の大学で学士号を取得し、一般入試を受験し

た外国人留学生も含む）は1995、1996年度には30名を超えていたが、このところ減少傾向

にあり、1999年度、2000年度では20名を切っている。国別では、韓国、中国、台湾の３カ

国の出身者が多い。博士後期課程入学者はここ数年間は１名ずつであり、出身国もさまざ

まだが、韓国出身の学生がやや多い。 

 

（５）研究生・履修生 
 （ａ）研究生・履修生入学志願者・合格者・入学者 
 研究生とは博士後期課程に６年在学した後も引き続き研究指導を受けることを希望する

学生である。科目等履修生（履修生）とは、科目単位での聴講を希望するもので、実質的

には修士課程および博士後期課程の入学試験準備をしている者の履修が多い。 
 
（６）出身大学別入学者 
 修士課程の入学者の出身大学を見ると、早稲田大学商学部の出身者が半数弱を占め、他

の私大出身者、外国大学出身者がそれに続いている。早稲田大学でも商学部以外の学部出

身者の割合はやや増加傾向にある。国立公立大学の出身者は非常に少ない。 
 
６－２ 学生生活への配慮 
（１）奨学金 
 人物、学業成績が優秀でありながら、経済的理由により就学が困難な学生に給付または

貸与される奨学金には、大学独自の大隈記念奨学金、小野梓記念奨学金をはじめ日本育英

会奨学金、民間団体奨学金などさまざまな制度がある。 
 別表「商学研究科奨学金交付者数／修士・博士後期」および「商学研究科奨学生新規採

用者数」によると、修士課程の学生の３分の１、博士後期課程の学生の３分の２はつねに

何らかの形で奨学金を受けていることがわかる。学生が研究に専念できるよう、いっそう

の奨学金制度の充実が求められる。 
 
（２）課外活動 
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 商学研究科では、商学部とともに、毎年、主に留学生を対象として工場見学を実施し、

日本企業の実例を学んでもらうだけでなく学生同士の懇親を深めてもらう機会としている。 
 
６－３ 卒業生の進路状況 
 国籍や経歴などがさまざまな学生で構成されている大学院においては、学生の希望する

進路を把握するのは非常に困難である。修士課程を修了した後、博士後期課程に進学を希

望するのか、それとも一般の就職を希望するのかすら正確に把握できない。したがって、

就職希望者数とそれに対する内定者数を明らかにするのは現段階では小難しい。 
 修士課程修了の学生では、現在、会計事務所、監査法人、経営コンサルタントなどの専

門サービス会社、情報サービス会社への就職が目立つ。また入学前の仕事に復帰するもの

もある。一方、博士後期課程への進学、あるいは進学を前提として科目等履修生になるも

のも数の上では多い。 
 
７ 社会との連携 
（１）公開セミナーの開催 

 20 世紀が「モノ」の生産を中心とした時代とすれば、21 世紀は「心」の時代であるとい

う認識に基づいて、商学研究科ではサービス産業に学際的な研究を目指した「ホスピタリ

ティ・マネジメント」講座を 1999 年に新設した。ホテル・観光・医療・厚生など生活の質

に関わる事業を対象として、経営学、経済学、会計学、マーケティングなど様々な視点か

ら学際的な研究と実践的な教育を考えることが基本的な目的である。米国では 80 年の歴史

を誇るコーネル大学・大学院ホテル経営学部(The Hotel  School, Hospitality 

Management) が 1 万名を越える卒業生を送り出し、ホスピタリティ研究のメッカとなって

いる。 

 商学研究科では、コーネル大学との共催によって、1999年と2000年に社会人を対象とし

た公開講座を開設した。コーネル大学ホテル経営学部・早稲田大学の教授陣と我が国を代

表するホスピタリティ事業に関わる方々を講師として招聘した。1999年の第1回セミナーで

は、ホスピタリティ・マネジメントにおける e-commerce を中心とした情報処理とマーケテ

ィングを中心テーマとした。第１日目は、ホテル・観光事業を中心として経営問題を取り

上げ、第2日目は医療制度と医療経営をホスピタリティ・マネジメントという視点からも検

討した。延べで300名を越える参加者があった。 

 また 2000 年の第 2 回セミナーも 2 日間で述べ 250 名を越える参加者を得た。このセミナ

ーでは、国際会計基準という時代の要請に応えるために、ホスピタリティ・マネジメント

における会計制度問題を中心的なテーマとした。会計ビックバンと呼ばれる新しい会計制

度の展開と e-commerce がホテル事業・観光事業・医療機関の経営にどのような影響を与え

ているかを研究した。 

 2 年間の公開セミナーへの参加者は延べ 550 人を越え、こうした研究分野への必要性が

極めて高いことを示した。このような社会人を対象とした公開講座を足がかりとして、理

論と実践が組み込まれた「開かれたプロフェッショナルな大学院」の創設が望まれる。 

 

（２）商学研究科 OB 総会 
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 上述の公開セミナーに加えて、2000年6月には商学研究科に在籍されたOBの方々の連携と

今後の研究・教育への協力を仰ぐためにOB総会を開催した。創立50年という歴史の中で、

商学研究科で研究に励まれた方々は2,000名に及ぶが、そのネットワーク作りの第一歩とし

て開かれた総会には150名のOBが参加された。多くのOBが大学など教育の分野や第一線のビ

ジネス界で活躍されることが明らかとなった。OBは早稲田大学の資産であり、貴重な人的

資源である。激しい技術革新の中で大学院教育と研究のあり方も変わつつあるが、こうし

た環境変化に迅速に対応するためには、優れた商学研究科の人脈を活かす時が来ている。 

 
８ 管理運営 
８－１ 商学研究科の意思決定体制 

 商学研究科では研究科委員会委員の総意を反映した民主的で適正かつ合理的な研究科運

営を行うために、以下のような常設委員会が設置されている。運営委員会[商研委員長、

教務委員および商学部長を含む 14 名定員。上記３名以外の委員は毎年４月開催の商学研究

科委員会において５名連記の無記名投票で選出され、商学研究科の運営にかんする重要事

項を審議する]。奨学生選考委員会[商研委員長および教務委員を含む 10 名]、図書委員会

[商研委員長および教務委員を含む９名。独自の委員会の他に、予算および決算の場合には

通常商学部および産業経営研究所の各図書委員会と合同で審議する]、商学研究科研究教

育基金運用委員会[商研委員長、教務委員および 1 年委員と 2 年委員が 3 名づつ計 8 名]、

入試制度検討委員会[商研委員長および教務委員を含む 16 名]、国際交流委員会[商研委員

長、教務委員および商学部学生担当教務主任を含む 15 名]、情報処理教育委員会[商研委

員長および教務委員を含む 9 名]、大学院将来構想委員会[商研委員長および教務委員を含

む 11 名]。以上の委員会の委員の任期は商学研究科研究教育基金運用委員以外は１年[重任

を妨げない]であり、原則として商学研究科委員長が各委員会の委員長を兼ねている。また、

運営委員会以外の委員会の委員は、商学研究科委員会で商学研究科委員長によって指名・

承認される。 

 これらの中、三菱信託銀行の寄付を中心にして設けられた基金の効果的な運用を審議す

る商学研究科研究教育基金運用委員会では、1999 年 6 月に基金のさらに有効な活用を図る

ため規定が一部改正された。その結果、従来からの商研学生読書室図書購入費や｢商学研究

科紀要｣発行費以外に、商研学生研究発表会開催費や商研主催のシンポジウム等の開催経費

等への支出が可能になり、研究だけでなく教育の充実のための費用の補助にも充てること

ができるようになった。 

 以上の常設委員会以外に、商学研究科の和文と英文の紀要である｢商学研究科紀要｣と

The Waseda Business & Economic Studies の2名の編集委員が商学部所属の若手教員の中

から任命され、教務委員を助けて編集にあたっている。必要に応じて設置される臨時の委

員会としては、近年では1997年11月に答申書が提出された商学研究科制度改革委員会が代

表例である。この委員会では商学研究科委員の中から委員長と副委員長を選出し、合わせ

て26名の委員(教員21名、職員延べ5名)によって、1996年11月から１年をかけて教育理念・

研究指導体制の体系的整備等について幅広く議論した。３コース７専修制の導入、共通基

礎科目の設置、講義科目の２単位制への移行等そこで論じられ現在実現したものも多いが、

反面未だ実行に至らない提言もあるので今後とも実現に向けての継続的な努力が求められ
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ている。このように、それぞれの課題に対応する委員会のフレキシブルな設置の必要性が

今後さらに必要性を増すものと思われる。 

 これらの委員会の中、いくつかの常設委員会でその機能がかならずしも十分に発揮され

ていないことが当面の問題である。また委員会ではないが、上記の各委員の他に、専修連

絡委員７名が 7 つの専修分野(経営、マーケティング･国際ビジネス、ファイナンス、会計、

理論･計量、公共政策、経済史)の学科配当その他の調整のために任命されることになって

いるものの、実際には機能していず学科配当はもっぱら商学研究科教務の仕事になってい

る。新たな商学研究の動向に対応した教科を立案し実行する必要性がますます大きくなっ

ている現状で、各専修の意見を反映させた科目編成のために専修連絡委員がその本来の機

能を十分に発揮させることは重要であり、今後の課題である。 

 商学研究科では以上の研究科内委員の他に、学内委員として小野梓記念選考委員会(学術

賞部門と芸術賞部門)、日本語教育センター管理委員会、特定課題助成費審査委員会にそれ

ぞれ 1 名の委員を選出している。 

 
８－２ 事務組織 
 商学研究科の事務組織は、商学部と産業経営研究所の事務長を兼ねる商研事務長の下に

事務所では 3 名の専任職員とキャンパスからの派遣職員１名、商研学生読書室では１名の

学生職員と４名の派遣職員によって構成されている。さらに現在、専任職員１名が育児休

職に入っているため、キャンパスからもう１名の派遣職員を受け入れている。 

 学部と比べて所属する大学院生の数こそ少ないものの商研事務所が担当する仕事の範囲

はきわめて広範であり、教員および外国人留学生を含む院生の多様なニーズに応えるため

に職員は多くの時間を割いている。とくに１名の専任職員が欠けている現状では必然的に

他の２名の職員の仕事量は増える傾向にあり連日残業が続いている。 

  とりわけ、2001年度社会人入試のＢ方式として商研の入学試験システムに新たに加わ

り、2001年4月から授業が始まる社会人を対象とした２つのプロジェクト演習(ブランド･

コミュニケーション戦略研究と戦略経営研究―消費者金融サービス―)では、研究指導・演

習・講義科目が週日の午後6時以降と土曜日に集中的に配置されることになるため、それに

対応する事務所ならびに教員図書室と学生読書室の人員配置の工夫が求められている。専

任職員と彼らを補助する学生職員ならびに派遣職員の協力関係をいっそう密にすることに

よって、２名の専任職員の過重負担にならないよう、新たな事態に対応できる体制を早急

に確立させる必要がある。 

 今秋の事務組織の改革により、専任職員は商学部および産業経営研究所の職員と一体に

なって柔軟な人員配置が可能になったこともあり、商研の繁忙期には他箇所からの応援協

力を期待したいところでもある。 
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産業経営研究所 自己点検・評価報告書 
 

Ⅰ．研究活動 
１．研究目的・内容 
（１）研究目的 
 早稲田大学産業経営研究所の目的は、産業経営およびこれに関連する諸分野の研究

および調査を行い、大学教育機関の一環としての研究活動を促進することにより、経

済社会の発展に資することにある。 
 この目的を達成するために、次の事業を行う。 
一．研究および調査 
二．研究および調査の成果の発表 
三．研究・調査の奨励および助成 
四．研究・調査資料の収集、整理および保管 
五．研究会、講演会および講習会等の開催 
六．研究および調査の受託 
七．その他研究所の目的達成に必要な事業 
 
（２）研究体制 
 当研究所は、産業経営およびこれに関連する諸分野の研究および調査を行うという

目的を達成するために、以下のような研究体制をとっている。 

①研究分科会による研究 

 毎年、２年を一期間とする共通の研究課題を設定し、それに対応した個別の研究テ

ーマごとに研究分科会が設けられ、兼任研究員、特別研究員、研究協力員による共同

研究が行われている。こうした共通の研究課題のもとにおける分科会の設置を行うよ

うになったのは 1996 年度からで、それ以前は各分科会が任意のテーマを掲げて研究活

動が行われていた。共通の研究課題の設定によって、分科会の研究活動およびその研

究成果においてもまとまりのある体制になったといえよう。 

 研究活動の設定は、毎年、産研管理委員３名と産研執行部（所長、幹事２名）によ

る研究課題策定委員会が設けられ、決定されている。また、各分科会の設置は、兼任

研究員を中心に自主的に研究課題に即した研究テーマが設けられ、それに各研究員が

参加するかたちになっている。複数の分科会への参加も認められている。なお、研究

課題の設定および分科会の設置については、産研企画委員会および管理委員会の審議

を経て 終決定がなされている。1998 年度は「わが国の産業・経済システムの変革に

関する学際的研究」という研究課題のもとに６つの分科会が設けられ、1999 年度は「大

競争時代における企業経営の課題」という研究課題のもとに 12 の分科会が設けられて

いる。 
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共通の研究課題による研究分科会の活動も軌道に乗り、参加者も兼任研究員の約７

割（約 70 名）に達し、さらに約 90 名の特別研究員と約 20 名の研究協力員の参加を得

ている。これらは学外の研究者との連携が強化されていることを示しているとともに、

『産業経営』等における執筆者の増加等を通じて、産研の活動の活性化を反映してい

るものということができる。研究分科会による研究は、研究員の自主的な研究として

当研究所の活動の中心的な位置を占めているといえるが、上記のような状況からみて、

現在のところ、活発な活動が展開されていると評価することができよう。 

②受託研究 

 当研究所は、その事業の１つとして、学外からの研究および調査の受託を掲げてい

るが、従来、その実績は乏しく、1987 年、1995 年および 1997 年にそれぞれ１つの受

託研究を行うにとどまっていた。しかし、1999 年度は、消費者金融サービス研究振興

協会と「21 世紀の消費者金融サービス産業の展望」、三井情報開発株式会社総合研究所

と「グローバリゼーション下のコーポレート・ガヴァナンス」という２つの受託研究

の契約を行った。2000 年度にはさらに１件の受託研究が決定している。 

 受託研究における研究体制は、兼任研究員を中心に特別研究員、研究協力員による

研究チームが組織され、研究課題に即した研究活動が行われている。 

 受託研究は、広く社会の要請に対応し、産業界との連携を強化していくうえで重要

な活動分野と考えられる。受託研究の活性化を図るために、研究所の活動状況および

その成果を学外に発信するとともに、学外の研究機関、団体等との共同研究にも積極

的に取り組んでいくことも必要であろう。 

③リサーチ・プロジェクト 

 1997 年７月の「産業経営研究所の在り方に関する懇談会」報告をもとに、1998 年度

からリサーチ・プロジェクトの活動が導入された。これは、毎年、プロジェクト・チ

ームの募集を行い、その活動に研究費を助成し、活動の促進を図るもので、２年間の

研究期間を終えた後、１年以内に研究成果を公表することになっている。プロジェク

ト・チームの募集、選定にあたっては、産研管理委員３名と産研執行部による委員会

が設置され、決定されている。 

  リサーチ・プロジェクトの研究テーマは、1998 年度は「日本型金融システムと企業

成長」および「第三次産業革命とビジネスシステムの変容」、1999 年度は「ブランド・

エクイティに及ぼすマーケティング・コミュニケーションの効果」および「日本企業

のグローバル化と、21 世紀に向けた管理会計の取り組みと課題」となっている。 

 リサーチ・プロジェクトによる研究体制は、発足して間もないため、プロジェクト

の募集、選定、費用の配分等も含めて検討が加えられているが、研究成果もまだ出て

いない段階であり、その評価を行うにはいましばらくの時間が必要であろう。 

 

（３）講演会等  

 当研究所は、その事業の１つとして、研究会、講演会および講習会等の開催をあげ

ている。この事業としては、現在、研究員による産研主催の「研究報告会」（年１回）、

広く一般社会人を対象にカレント・トピックスを統一論題とした「公開講演会」（年１

回）、各分野の第一線で活躍する若手研究者・実務者による「産研アカデミック・フォ
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ーラム」（年２回）、研究員の研究成果を学生等に対して発表する「公開講座」（年１回、

１週間の日程で５つの講座）を開催している。なお、この他に、各分科会による研究

会、外部講師による講演会等は随時開催されている。 
 これらの講演会等の開催については、兼任研究員を中心に企画され、産研企画委員

会および管理委員会の審議を経て決定され、実施されている。 
 それらの主な開催状況をみると、公開講演会は、1998 年度統一論題「21 世紀の会計

ディスクロージャーを考える」、1999 年度統一論題「21 世紀のコーポレート・ガバナ

ンスを考える」、産研アカデミック・フォーラムは、1998 年度「ブランド・エクイティ

構築のための広告戦略」、「日本企業システムの変容と 21 世紀への展望」、1999 年度「わ

が国企業における経営と会計の革新」、「The Educational Philosophy of Universities 

and Professional Ethics」となっている。 
 これらの講演会等は、当研究所と産業界、学界等との連携の場として、また、当研

究所の研究成果を発表する場として、重要な役割を担っているが、近年の活動状況を

みるとき、そうした役割を十分に果たしていると評価することができよう。しかし、

分科会のなかにはこうした活動に積極的でないものもみられるなど、改善すべき課題

も残されている。 
 
（４）研究員、助手等の研究者構成の状況 
 当研究所における研究員は、本学の専任教員からなる兼任研究員、他大学教員・他機関

研究員からなる特別研究員、大学院修士修了者または同等以上の者からなる研究協力員お

よび助手から構成されている。2000 年 11 月現在、兼任研究員は 101 名、特別研究員は 91

名、研究協力員は 24 名、助手が 2 名在籍している。当研究所には、助手以外の専任研究員

は存在しない。専任研究員が在籍してはいないものの、研究分科会、リサーチ・プロジェ

クトは活発な研究活動を行っているし、また、当研究所開催の研究会および分科会主催の

研究会も相当回数開催されており、特に問題はないと考えられる。しかしながら、当研究

所が直面するテーマについて継続的かつ集中した研究を実施するために、また、後述する

ように統計処理等のサポート体制を実施するためには、専任研究員を置くことも考慮すべ

き局面にあると考えられる。 

 
（５）研究支援体制の整備状況 
 当研究所には、事務所が設置され、研究員の研究活動に対する支援を行っている。具体

的には、主として経理面でのサポート、研究会および講演会開催等に関する事務手続きあ

るいは実施に関するサポートがあげられる。 

また、当研究所は、商学部、大学院商学研究科と合同して図書室を設けており、別紙 2・

3 頁にあるように、和書、洋書、和雑誌はもとより、とりわけ外国で発行される商学に関

連する雑誌等の選択・収集によって、研究活動に対する支援を行っている。本図書室の商

学に関連する蔵書、特に外国雑誌に関しては、わが国の大学図書館においても比類なき種

類の豊富さを誇っており、高い評価を下すことができる。これは、他大学教員からの貸し

出し請求があることからも立証できよう。しかし、大学財政の逼迫により、図書費の予算

は年々削減される傾向にある。現在の蔵書の水準を落とすことなく、さらに数多くの蔵書
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を収集するためには、外部の資金を導入することも視野に入れることが必要である。また、

研究員が統計処理を行う場合のサポートなども考慮されるべき課題である。 
 

２．学外との連携 
（１） 学外、企業等との連携状況 
 他大学、企業等との連携は、主として２つに大別することができる。第１は、研究分科

会に関連した他大学、企業等との連携である。2000 年 11 月現在、分科会は 18 設置されて

いるが、91 名の特別研究員と 24 名の研究協力員が在籍している。これは、兼任研究員が

101 名であるのと比較してもほぼ同数であり、研究の質を高めるために外部の研究者と連

携していることは明らかである。また、1998 年 4 月から 2000 年 3 月にかけて分科会主催

で行われた研究会 11 回のうち、他大学および研究機関の教員の報告は 6 名（うち、海外の

研究者 1 名）であった。 

 第２に、外部にも公開されている講演会等においては、外部より講演者を招いたり、外

部からの聴講も受付けるなどを行っており、「開かれた研究所」として活動している。これ

らの催しには公開講座（主に学生を対象）、公開講演会（主に社会人・学生・教職員を対象）

および随時開催される講演会（主に学生・教職員を対象）がある。特に、公開講演会およ

び講演会は、講演者および聴講者ともに、他大学・研究機関の研究員および企業人がきわ

めて多数にのぼっている。 

 以上のような状況は、「開かれた研究所」としての特質を保つために十分であったと評価

できる。今後は、とくに企業や海外の研究者との連携を強め、より日本経済あるいは経営

に関する理論および実務に有用な体制の構築を目指すべきである。 

 

（２）外部資金の導入状況 

 外部資金として考えられるのは、第１には文部科学省科学研究費であり、第２には企業

からの寄付あるいは受託研究であろう。第１の科学研究費については、当研究所に所属す

る専任研究者は助手を除くといないことから、これまでの採用がないことを指摘しなけれ

ばならない。当研究所の研究員は、商学部あるいは本学の他学部・研究所に所属している

ため、科学研究費の申請は本属の学部・研究所から行っている。科学研究費を研究所とし

て採用するためには、専任研究員という制度に関連した問題があるので慎重に検討する必

要があろうが、検討自体を行う必要は認められる。なお、当研究所専任助手については、

今後は積極的に科学研究費の申請を行うべきである。 

 第２の点については、1999 年 4 月から 2 年間で消費者金融サービス研究振興会より「21

世紀の消費者金融サービス産業の展望」、2000 年 2 月 15 日から１カ月半で三井情報開発株

式会社総合研究所より「グローバリゼーション下のコーポレート・ガヴァナンス」を受託

した。受託研究などは、大学財政の逼迫化にともなって今後ますます増加させなければな

らない点である。 

 
３．研究成果 
 当研究所の研究員は、研究テーマ別に研究分科会に属し、また、受託研究やリサーチ・

プロジェクトに参加して研究している。各分科会、受託研究およびリサーチ・プロジェク
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トの研究成果は、『産業経営』、『産研シリーズ』、『産研アカデミック・フォーラム報告書』、

『ワーキング・ペーパー』、『所報』などの刊行物と、各種研究会、講演会、公開講演会、

公開講座、産研アカデミック・フォーラムなどを通じて、学内外に公表されている。 
 
（１）刊行物 
 学術研究の成果を発表する定期刊行物として『産業経営』があり、研究員の論文と公開

講演会における記録等が掲載される。『産業経営』は年 1 回 12 月に刊行され、1975 年の創

刊号より 1999 年まで 27 号を刊行している。『産研シリーズ』は分科会の研究成果を内外に

発表することを目的として、不定期に刊行される。主として、分科会単位での執筆となっ

ている。1976 年の創刊号より 1999 年までに 32 号刊行されている。また、研究員の研究活

動の成果をできるだけ速く公表するため、1998 年度より『ワーキング・ペーパー』を発行

している。1998 年度に 4 冊、1999 年度には 5 冊のワーキング・ペーパーが発行されている。 

 『産業経営』の 1998―99 年度の掲載論文は 27 編で、その前の 2 カ年度の 15 編に比べ、

ほぼ倍増している。また、アカデミック・フォーラムをまとめた『産研アカデミック・フ

ォーラム報告書』の発行や『ワーキング・ペーパー』の新設により、研究成果を積極的に

発信していると評価できる。 

 

（２）研究会および講習会 

 研究会には産研主催のものと各分科会主催のものがある。産研主催の研究会は、研究員

相互の研鑽、知識の交流を図ることを目的として、研究員による研究報告会を年 1 回開催

している。報告内容は『所報』または『産業経営』に「要旨」あるいは「論文」として掲

載されている。1998 年度と 1999 年度は各 2 件の研究報告が行われた。産研主催とは別に、

各分科会は必要に応じて研究会を開催しており、1998 年度は 5 回、1999 年度は 11 回行わ

れた。 

 産業経営に関連するテーマについて、研究者あるいはこの方面で活躍する実務家を講師

として、学生を主な対象として随時、講演会を開催している。1998 年度は 16 回（17 テー

マ）、1999 年度は 17 回（19 テーマ）開催されており、学生が 先端の研究成果に触れる機

会を提供している。 

 上記のように、研究会と講演会は、質・量ともに充実していると評価できる。 

 

（３）公開講演会および公開講座 
 毎年秋に、広く一般社会人を対象として、話題性の高いカレント・トピックスを「統一

論題」として設定し、統一論題に適した講師による講演またはパネルディスカッションを

行い、公開講演会を開催している。公開講演会の内容は、『産業経営』に「公開講演会特集」

という形で掲載し、公表している。1998 年 10 月に統一論題「21 世紀の会計ディスクロー

ジャーを考える」のもとで第 24 回の公開講演会が行われ、1999 年 10 月には第 25 回公開

講演会（統一論題「21 世紀のコーポレート・ガバナンスを考える」）が行われた。 

 また、研究員の研究成果を学生に対して発表することで、教育に対する貢献をなすこと

を目的として、毎年 6 月に公開講座が開催される。毎年、およそ一週間にわたって、5 つ

の講座を開催している。 
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 在学生や社会人を対象に行う公開講演会や公開講座は、時宜を得たタイムリーなテーマ

のもとで充実して行われている点で評価できる。 
 
（４）産研アカデミック・フォーラム 
 各分野の第一線で活躍する若手研究者による産研アカデミック・フォーラムを開催して

いる。すでに学界や研究者グループにおいて専門家として地歩を固めた若手研究者、学界

の動向に関心をもつ若手実務家などが、互いに切磋琢磨し、わが国の学問水準の向上に寄

与することを目的として、1997 年より毎年２回開催している。産研アカデミック・フォー

ラムの内容は『産研アカデミック・フォーラム報告書』にまとめ、公表している。1998 年

度と 1999 年度には、それぞれ２回（第３回、４回と第５回、６回）のフォーラムを開催し

た。各回のテーマは、第３回：ブランド・エクイティ構築のための広告戦略（1998 年 6 月）、

第４回：日本企業システムの変容と 21 世紀への展望（1998 年 12 月）、第５回：わが国企

業における経営と会計の革新（1999 年 6 月）、第６回：The Educational Philosophy and 

Professional Ethics (1999 年 12 月)であり、その内容をそれぞれ『産研アカデミック・

フォーラム報告書』として発行している。 

 産研アカデミック・フォーラムは、時宜を得たテーマ、学界および実務界をリードする

パネリスト、また報告内容の質の高さから、学内外に広く認知され、多くの参加者をひき

つけている。 

 
（５）掲載論文の質の確保策 
 機関誌掲載論文の水準を維持するために、次のような方策をとっている。『産業経営』の

投稿論文に対しては、産研の企画委員会および管理委員会の承認を必要としている。また、

助手の投稿の場合は査読を通じて論文の質をチェックしており、研究協力者は兼任研究員

と連名で投稿することになっている。『産研シリーズ』については、『産業経営』に準ずる

体制をとっている。『ワーキング・ペーパー』については、まず、各分科会主任者の同意の

もとで、企画委員会および管理委員会で承認している。 

 しかし、現在、産研の刊行物に投稿できるのは研究員に限られている。外部からも投稿

できる、開かれた刊行物にすることや、商学部の『早稲田商学』との連携、および投稿論

文の査読制度の導入も今後の課題であろう。また、研究員の研究成果をタイムリーに公開

するためにワーキング・ペーパーを刊行しているが、年間 5 冊程度にとどまっている。さ

らなる活性化が望まれる。 

 
（６）その他 
 出版・編集に関わる費用については、大学本部に予算と決算報告を行い、大学本部の会

計検査を受けている。このプロセスでチェックを受けており、出版・編集の予算の策定お

よび執行は適切に行われているといえる。年度ごとに予算と決算報告を大学本部に行って

おり、そのプロセスが一種の評価システムとして機能しているが、外部による評価システ

ムは、現在確立されていない。 
 
４．研究助成 
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（１）予算の執行 
 本研究所の予算・決算の評価は、図書費が学部・大学院と共同して利用されるため、一

般研究費の検討が中心となる。一般研究費の総額は、予算緊縮のため 1997 年度の 1385 万

円から 1999 年度の 1291 万 7 千円と 2 年間で 6.73％減額されており、全体として厳しい予

算制約のもとで運営が進められている。こうした状況のもとで、当研究所では、不要な支

出を可能な限り切り詰めて、研究所としての本来の長期的な研究活動に支障が生じないよ

う努力している。以下、支出の中心を占める一般研究費支出項目につき点検する（参考資

料：1999‐2000 年度予算書、1997-1999 年度決算書）。 

 
（２）研究費配分方針 
 本研究所の研究費配分は、1997 年 7 月の「産業経営研究所の在り方に関する研究会」報

告を経て、1998 年度より、これまでの各分科会を中心とした配分スタイルから、分科会ご

との資金配分と全所的な取り組みとを組み合わせたスタイルに変更された。すなわち、従

来の各分科会の配分部分を減額し、シードマネーを創出して、１）刊行物の充実・強化２）

全員参加型のイベントの充実・開発３）リサーチ・プロジェクトへの助成（ローテーショ

ン方式もしくは競争的プロジェクト方式による研究費の重点配分）を図る方向が採用され

た。現在、各分科会の研究費配分の積算基準は、1997 年度以前と比べると、兼任研究員研

究費の積算単価 10 万円が一律 7 万円に減額され、また、特別研究員研究費（3 万円の積算

単価）が廃止され、これによって得られた 450 万円がシードマネーとして利用されている。 

 
（３）研究費利用 
①研究分科会 

 各分科会ごとの使途は、印刷製本費・書籍費・消耗品費への支出が多い。1997 年度と比

較すると、分科会ごとに差があるものの、書籍費の支出割合が低下し、印刷製本費、通信

費、講師謝礼（手数料報酬）の支出割合が上昇している点は、分科会活動の活発化に対応

しており、研究費の利用は総じて分科会活動の活性化に貢献していると評価できる。ただ

し、積極的に活動する分科会ほど予算の不足が生じており、今後この点の改善が重要であ

るが、予算的に制約の大きい現状では、分科会への配分部分を増額することは不可能なた

め、研究に支障が生ずる場合は、リサーチ・プロジェクトの立ち上げ、学外資金の導入等

の手段をとることが望まれる。 

②リサーチ・プロジェクトに関して 

リサーチ・プロジェクトの研究費の使途は、プロジェクトによって区々であるが、セミナ

ーの開催、データベースの作成、海外出張等にあてられた。現在、プロジェクトベースで

研究が進行中であり、その研究成果が提出されるまでは、対成果との関連を評価する時期

ではないが、基本的には、当初目的とした必要かつ成果の期待できる研究分野への資金の

重点配分を実現しているとみることができる。 

 

③刊行物の充実・強化 

 新たに予算措置をとった刊行物の充実・強化に関しては、機関誌の投稿者が多数のため、

予算面で不足が生じ、現在大きな障害となっている。特別研究員の投稿が活発になってい
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る傾向が今後継続すれば、現行の予算では不足が生ずることが予測され、その対応措置が

望まれる。なお、ワーキング･ペーパーの刊行に関しては、予算面では順調に推移している。 

④全員参加型のイベントの充実・開発 

 新たに 1997 年度から試みられた産研アカデミック・フォーラムは、既述の予算の重点配

分と学外機関からの援助を予算的基礎として行われてきた。2000 年 12 月で第 8 回を数え

るが、予算面では順調に推移している。ただし、今後、学外機関から共催が受けられるか

については不確定な側面もあり、安定的な財政基盤に置く必要がある。 

 本研究所内で配分できる予算に関して、大きな伸びが期待できないため、今後の方向と

しては、１）さらに傾斜的配分を強めるか、２）現行のままでいくかの選択があるが、リ

サーチ・プロジェクトの予算不足が必ずしも顕在化していない現時点では、とりあえず、

現行のままでよいと判断できる。 

 

Ⅱ．管理運営 
自己点検及び自己評価実施体制 
 今回の自己点検にあたっては、以下のメンバーによる小委員会作業部会を構成した。10

月 26 日に点検項目を討議したうえで、11 月 14、15 両日に作業部会を開催し、各委員が点

検項目について報告書案を作成したうえで、慎重な討議を重ね、所長の総括・整理を加え

たうえで、兼任研究員に回覧して承認を得た。 

 自己点検・自己評価報告書は、4 月 18 日(水)開催の第 1 回管理委員会で報告された。 

 
小委員会作業部会 座長 宮島英昭（小委員会委員） 
            清水 孝（兼任研究員） 
            加古宜士（所長） 
            土田武史（企画担当幹事） 
            河 榮徳（図書担当幹事） 
            中内基博（助手） 
            広瀬盛一（助手） 
            林 宏幸（事務長） 
            佐々木恵美子（事務担当） 
            岩田宣市（事務担当） 
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