
商学研究科（商学専攻・ビジネス専攻）

Ⅱ 専門職学位に関する規程

１ 修了要件

（１）学位

以下の要件をすべて満たした者に対して、「経営管理修士（専門職）早稲田大学」

の学位を授与する。

① 全日制グローバル MBA プログラム正規課程（以下、本プログラムと記載する。）

に２年以上在学していること

② 本研究科が定める科目区分に従い修了に必要な単位を 50 単位以上修得してい

ること。

③ 本研究科が定める科目の Scholarship Average: S.A.値が 0.7 以上であること。(S.A.

値については、「V 総合成績の判定」を参照。)

④ 演習および研究指導における指導を受けて、専門職学位論文を執筆し、専門職

学位論文の審査ならびに最終試験に合格していること。

⑤ 所定の学費を完納していること。

（２）修了必要単位数

２０１５年度入学者適用

科目区分 修了必要単位 備考

必修コア科目 14 ・必修コア科目７科目 14 単位を全て修得する。

選択必修コア科目 ６-

・選択必修コア科目から３科目６単位以上修得す

る。

・６単位を超えた単位については修了必要単位の

合計に算入する。

選択科目

プログラム専門科

目（日英科目また

は

海外開講科目）

６-

・プログラム専門科目から３科目６単位以上修得

する。

・日英科目は日本語・英語の混合授業。

成績は P／Q 判定。（P／Q 判定については、「V

総合成績の判定」を参照）

・海外開講科目はシンガポールなど海外で実施す

る科目。

一般選択科目 ８-

・一般選択科目から４科目８単位以上修得する。

・夜間主設置科目について、在学中通算 10 単位を

上限として履修を許可し、10 単位を上限として

一般選択科目の単位として算入する。

・商学専攻設置科目（発展科目のみ）、他研究科

提供科目、グローバルエデュケーションセンタ

ー設置科目（本研究科が指定した科目のみ）に

ついて、合算して在学中通算 10 単位を上限とし

て履修を許可し、10 単位を上限として修了に必

要な単位として認める。

専門研究

演習 ８

・１年次より各学期に配当する。自動登録。

・演習科目において８単位を超えた単位について

は自由科目扱いとし修了必要単位数に算入しな

い。

研究指導

(２年次より配当)
右記参照

・２年次より各学期に配当する。自動登録。

・単位は付与しないが半期ごとに合否を判定し成

績を付与する（P／Q 判定）

専門職学位論文 ４ 「３．専門職学位論文」参照。自動登録。

合計 50- S.A.値が 0.7 以上

全日制グローバル MBA プログラム



商学研究科（商学専攻・ビジネス専攻）

言語科目（推奨） ８-

修了必要単位数には含まれないが８単位以上の履

修を目標とする。対象科目等詳細は「２．（２）

言語科目の履修について」を参照。

２０１２年度～２０１４年度入学者適用

科目区分 修了必要単位 備考

コア科目 18-

・10 科目 20 単位の中から、９科目 18 単位以上修

得する。【2014 年度入学者適用】

・11 科目 22 単位の中から、９科目 18 単位以上修

得する。【2013 年度以前入学者適用】

選択科目

プログラム専門科

目（日英科目また

は海外開講科目）

６-

16-

・プログラム専門科目から３科目６単位以上修得

する。

・日英科目は日本語・英語の混合授業。

成績は P／Q 判定。（P／Q 判定については、「V

総合成績の判定」を参照）

・海外開講科目はシンガポールなど海外で実施す

る科目。

一般選択科目

・プログラム専門科目と一般選択科目から、合計

16 単位以上修得する。

・夜間主設置科目について、在学中通算 10 単位を

上限として履修を許可し、10 単位を上限として

一般選択科目の単位として算入する。

・商学専攻設置科目（発展科目のみ）、他研究科

提供科目、グローバルエデュケーションセンタ

ー設置科目（本研究科が指定した科目のみ）に

ついて、合算して在学中通算 10 単位を上限とし

て履修を許可し、10 単位を上限として修了に必

要な単位として認める。

専門研究

演習 ８

・１年次より各学期に配当する。自動登録。

・演習科目において、８単位を超えた単位につい

ては自由科目扱いとし、修了必要単位数に算入

しない。

研究指導

(２年次より配当)
右記参照

・２年次より各学期に配当する。自動登録。

・単位は付与しないが半期ごとに合否を判定し成

績を付与する（P／Q 判定）

専門職学位論文 ４ 「３．専門職学位論文」参照。自動登録。

合計 50- S.A.値が 0.7 以上

言語科目（推奨） ８-

修了必要単位数には含まれないが８単位以上の履

修を目標とする。対象科目等詳細は「２．（２）

言語科目の履修について」を参照。

※2013 年度より、「その他選択科目」は「一般選択科目」に名称変更。



商学研究科（商学専攻・ビジネス専攻）

１年制総合 MBA プログラム

１ 修了要件

（１）学位

以下の要件をすべて満たした者に対して、「経営管理修士（専門職）早稲田大学」

の学位を授与する。

① １年制総合 MBA プログラム正規課程（以下、本プログラムと記載する。）に

１年以上在学していること。

② 本研究科が定める科目区分に従い修了に必要な単位を 50 単位以上修得してい

ること。

③ 本研究科が定める科目の Scholarship Average: S.A.値が 0.7 以上であること。

（S.A.値については、「V 総合成績の判定」を参照）

④ プロジェクト研究および研究指導における指導を受けて、プロジェクト研究論

文を執筆し、プロジェクト研究論文の審査ならびに最終試験に合格していること。

⑤ 所定の学費を完納していること。

（２）修了必要単位数

２０１５年度入学者適用

科目区分 修了必要単位 備考

必修コア科目 14 ・必修コア科目７科目 14 単位を全て修得する。

選択必修コア科目 ６-

・選択必修コア科目から３科目６単位以上修得す

る。

・６単位を超えた単位については修了必要単位の

合計に算入する。

選択科目

一般選択科目

（日英科目も含

む）

20-

・一般選択科目から 10 科目 20 単位以上修得する。

・夜間主設置科目について、在学中通算 10 単位を

上限として履修を許可し、10 単位を上限として

一般選択科目の単位として算入する。

・商学専攻設置科目（発展科目のみ）、他研究科

提供科目、グローバルエデュケーションセンタ

ー設置科目（本研究科が指定した科目のみ）に

ついて、合算して在学中通算 10 単位を上限とし

て履修を許可し、10 単位を上限として修了に必

要な単位として認める。

専門研究

プロジェクト研究 ４

・１年次より各学期に配当する。自動登録。

・プロジェクト研究において４単位を超えた単位

については自由科目扱いとし修了必要単位数に

算入しない。

研究指導 右記参照

・１年次より各学期に配当する。自動登録。

単位は付与しないが半期ごとに合否を判定し成

績を付与する（P／Q 判定）P／Q 判定について

は、「V 総合成績の判定」を参照。

プロジェクト研究論

文
２ 「３．プロジェクト研究論文」参照。自動登録。

合計 50- S.A.値が 0.7 以上

※夜間主設置の必修コア科目・選択必修コア科目について、合算して在学中通算 6 単

位（3 科目）を上限として履修を許可し、6 単位（3 科目）を上限として修了に必要

な単位として認める。



商学研究科（商学専攻・ビジネス専攻）

２０１２年度～２０１４年度入学者適用

科目区分 修了必要単位 備考

コア科目・拡張コア科目 22-

・14 科目 28 単位の中から、11 科目 22 単位以上修

得する。

・夜間主設置のコア科目・拡張コア科目について、

在学中通算６単位（３科目）を上限として履修を

許可し、６単位（３科目）を上限として修了に必

要な単位として認める。【2013 年度入学者以降】

選択科目

一般選択科目

（ 日 英 科 目 も 含

む）

16-

・一般選択科目から 16 単位以上修得する。

・夜間主設置科目について、在学中通算 10 単位を

上限として履修を許可し、10 単位を上限として

一般選択科目の単位として算入する。

・商学専攻設置科目（発展科目のみ）、他研究科

提供科目、グローバルエデュケーションセンタ

ー設置科目（本研究科が指定した科目のみ）に

ついて、合算して在学中通算 10 単位を上限とし

て履修を許可し、10 単位を上限として修了に必

要な単位として認める。対象科目等詳細は「２

（２）他プログラム・他専攻・他箇所等設置科

目の履修制限・単位の取扱いについて」参照

専門研究

プロジェクト研究 ４

・１年次より各学期に配当する。自動登録。

・プロジェクト研究において、４単位を超えた単

位については自由科目扱いとし、修了必要単位数

に算入しない。

研究指導 右記参照

・１年次より各学期に配当する。自動登録。

単位は付与しないが半期ごとに合否を判定し成

績を付与する（P／Q 判定）P／Q 判定について

は、「V 総合成績の判定」を参照。

プロジェクト研究

論文
２

「３．プロジェクト研究論文」参照。自動登録。

合計 50- S.A.値が 0.7 以上

※2013 年度より、「その他選択科目」は「一般選択科目」に名称変更。



商学研究科（商学専攻・ビジネス専攻）

夜間主総合 MBA プログラム

１ 修了要件

（１）学位

以下の要件をすべて満たした者に対して、「経営管理修士（専門職）早稲田大学」

の学位を授与する。

① 夜間主総合 MBA プログラム正規課程（以下、本プログラムと記載する。）に

２年以上在学していること。

② 本研究科が定める科目区分に従い修了に必要な単位を 50 単位以上修得してい

ること。

③ 本研究科が定める科目の Scholarship Average: S.A.値が 0.7 以上であること。

（S.A.値については、「V 総合成績の判定」を参照。）

④ プロジェクト研究および研究指導における指導を受けて、プロジェクト研究論

文を執筆し、プロジェクト研究論文の審査ならびに最終試験に合格していること。

⑤ 所定の学費を完納していること。

（２）修了必要単位数

２０１５年度入学者適用

科目区分
修了必要

単位
備考

必修コア科目 14 ・必修コア科目７科目 14 単位を全て修得する。

選択必修コア科目 ６-

・選択必修コア科目から３科目６単位以上修得す

る。

・６単位を超えた単位については修了必要単位の

合計に算入する。

選択科目

一般選択科目

（日英科目も含む）

20-

・一般選択科目から、10 科目 20 単位以上修得す

る。

・全日制設置科目について、在学中通算 10 単位

を上限として履修を許可し、10 単位を上限と

して一般選択科目の単位として算入する。

・商学専攻設置科目（発展科目のみ）、他研究科

提供科目、グローバルエデュケーションセンタ

ー設置科目（本研究科が指定した科目のみ）に

ついて、合算して在学中通算 10 単位を上限と

して履修を許可し、10 単位を上限として修了

に必要な単位として認める。

プレゼミ

「プロジェクト研究エ

ッセンス」

・１年次の春学期および秋学期前半に設置する。

必修ではないが１年次の秋学期後半に行うゼ

ミ配属において重要な科目（ゼミのエッセンス

を抽出した講義およびゼミ紹介などを行う）の

ため、履修を強く推奨する。自動登録。

成績は P／Q 判定とし２単位を付与する。

本プログラム学生のみ履修可。

専門研究

プロジェクト研究

（２年次より）
４

・２年次より各学期に配当する。自動登録。

・プロジェクト研究科目において、４単位を超え

た単位については自由科目扱いとし、修了必要

単位数に算入しない。

研究指導

（２年次より）
右記参照

・２年次より各学期に配当する。自動登録。

単位は付与しないが半期ごとに合否を判定し

成績を付与する（P／Q 判定）P／Q 判定につい

ては、「V 総合成績の判定」を参照。

プロジェクト研究論文 ２ 「３．プロジェクト研究論文」参照。自動登録。

合計 50- S.A.値が 0.7 以上



商学研究科（商学専攻・ビジネス専攻）

※全日制設置の必修コア科目・選択必修コア科目について、合算して在学中通算 6 単

位（3 科目）を上限として履修を許可し、6 単位（3 科目）を上限として修了に必要な

単位として認める。

２０１２年度～２０１４年度入学者適用

科目区分
修了必要

単位
備考

コア科目・拡張コア科目 22-

・14 科目 28 単位の中から、11 科目 22 単位以上

修得する。

・全日制設置のコア科目・拡張コア科目について、

在学中通算６単位（３科目）を上限として履修

を許可し、６単位（３科目）を上限として修了

に必要な単位として認める。（2013 年度４月

入学者以降適用。2012 年度入学者は全日制設

置のコア科目履修不可、拡張コア科目は一般選

択科目として算入する。）

選択科目

一般選択科目

（日英科目も含む）

16-

・一般選択科目から、16 単位以上修得する。

・全日制設置科目について、在学中通算 10 単位

を上限として履修を許可し、10 単位を上限と

して一般選択科目の単位として算入する。

・商学専攻設置科目（発展科目のみ）、他研究科

提供科目、グローバルエデュケーションセンタ

ー設置科目（本研究科が指定した科目のみ）に

ついて、合算して在学中通算 10 単位を上限と

して履修を許可し、10 単位を上限として修了

に必要な単位として認める。

プレゼミ

「プロジェクト研究エ

ッセンス」

・１年次の春学期に設置する。必修ではないが１

年次の秋学期に行うゼミ配属において重要な

科目（ゼミのエッセンスを抽出した講義および

ゼミ紹介などを行う）のため、履修を強く推奨

する。自動登録。

成績は P／Q 判定とし２単位を付与する。本プ

ログラム学生のみ履修可。

専門研究

プロジェクト研究

（２年次より）
４

・２年次より各学期に配当する。自動登録。

・プロジェクト研究科目において、４単位を超え

た単位については自由科目扱いとし、修了必要

単位数に算入しない。

研究指導

（２年次より）
右記参照

・２年次より各学期に配当する。自動登録。

単位は付与しないが半期ごとに合否を判定し

成績を付与する（P／Q 判定）P／Q 判定につい

ては、「V 総合成績の判定」を参照。

プロジェクト研究論文 ２ 「３．プロジェクト研究論文」参照。自動登録。

合計 50- S.A.値が 0.7 以上

※2013 年度より、「その他選択科目」は「一般選択科目」に名称変更。



商学研究科（商学専攻・ビジネス専攻）

夜間主プロフェッショナル MBA プログラム

１ 修了要件

（１）学位

以下の要件をすべて満たした者に対して、「経営管理修士（専門職）早稲田大学」

の学位を授与する。

① 夜間主プロフェッショナル MBA プログラム正規課程（以下、本プログラムと

記載する。）に２年以上在学していること

② 本研究科が定める科目区分に従い修了に必要な単位を 50 単位以上修得してい

ること。

③ 本研究科が定める科目の Scholarship Average: S.A.値が 0.7 以上であること。

（S.A.値については、「V 総合成績の判定」を参照。）

④ 演習およびプロジェクト研究における指導を受けて、専門職学位論文を執筆し、

専門職学位論文の審査ならびに最終試験に合格していること。

⑤ 所定の学費を完納していること。

（２）修了必要単位数

２０１５年度以降入学者適用

科目区分
修了必要

単位
備考

必修コア科目 14 ・必修コア科目７科目 14 単位を全て修得する。

モジュール専門科目 ６-

・自己の所属するモジュールが配当するモジュー

ル専門科目から、講義科目を３科目６単位以上

修得しなければならない。

選択科目
一般選択科目

(日英科目も含む）
10－

・一般選択科目から、合計で 5 科目 10 単位以上

修得する。※他プログラムにおける選択必修コ

ア科目を本プログラム学生が履修した場合、一

般選択科目として算入する。

・全日制設置科目について、在学中通算 10 単位

を上限として履修を許可し、10 単位を上限と

して一般選択科目の単位として算入する。

・商学専攻設置科目（発展科目のみ）、他研究科

提供科目、グローバルエデュケーションセンタ

ー設置科目（当研究科が指定した科目のみ）に

ついて、合算して在学中通算 10 単位を上限と

して履修を許可し、10 単位を上限として修了

に必要な単位として認める。

専門研究

演習 ８

・１年次より各学期に配当する。自動登録。

・演習科目において、８単位を超えた単位につい

ては自由科目扱いとし、修了必要単位数に算入

しない。

プロジェクト研究

（２年次より）
４

・２年次より各学期に配当する。自動登録。

・プロジェクト研究において４単位を超えた単位

については自由科目扱いとし、修了必要単位数

に算入しない。

専門職学位論文 ４ 「３ 専門職学位論文」参照。自動登録。

合計 50- S.A.値が 0.7 以上



商学研究科（商学専攻・ビジネス専攻）

２０１２年度～２０１４年度入学者適用

科目区分
修了必要

単位
備考

コア科目 12-

・10 科目 20 単位の中から、６科目 12 単位以上

修得する。【2014 年度以降入学者適用】

・11 科目 22 単位の中から、６科目 12 単位以上

修得する。【2013 年度以前入学者適用】

選択科目

モジュール

専門科目
６-

12-

・自己の所属するモジュールが配当するモジュー

ル専門科目から、講義科目を３科目６単位以上

修得しなければならない。

一般選択科目

(日英科目も含む）

・モジュール専門科目と一般選択科目から、合計

12 単位以上修得する。

・全日制設置科目について、在学中通算 10 単位

を上限として履修を許可し、10 単位を上限と

して一般選択科目の単位として算入する。

・商学専攻設置科目（発展科目のみ）、他研究科

提供科目、グローバルエデュケーションセンタ

ー設置科目（当研究科が指定した科目のみ）に

ついて、合算して在学中通算 10 単位を上限と

して履修を許可し、10 単位を上限として修了

に必要な単位として認める。

専門研究

演習 ８

・１年次より各学期に配当する。自動登録。

・演習科目において、８単位を超えた単位につい

ては自由科目扱いとし、修了必要単位数に算入

しない。

プロジェクト研究

（２年次より）
４

・２年次より各学期に配当する。自動登録。

・プロジェクト研究において４単位を超えた単位

については自由科目扱いとし、修了必要単位数

に算入しない。

専門職学位論文 ４ 「３ 専門職学位論文」参照。自動登録。

合計 50- S.A.値が 0.7 以上

※2013 年度より、「その他選択科目」は「一般選択科目」に名称変更。



商学研究科（商学専攻・ビジネス専攻）

早稲田-ナンヤン ダブル MBA プログラム

本研究科がシンガポールの南洋
ナンヤン

理工大学ビジネススクール（ナンヤン）と合同で実施するダブル

MBA プログラムに在籍する学生については、１年（フルタイム学生の場合）以上在籍し、以下に

示す授業科目を44単位以上修得し、さらに「Japan Industry Studies (JIS)」として、演習（2単位）お

よびプロジェクト研究（2単位）における指導を受けて Japan Industry Studies (JIS) Paper（2単位）の

審査ならびに最終試験に合格した者に対して、「経営管理修士（専門職）早稲田大学」の学位が与

えられる。（ナンヤン MBA 学位取得要件については、ナンヤン側の取り決めに従う）

なお、2016年度における本プログラムの設置予定科目は下記の通り（2016年3月時点）だが、変

更もあり得る。

コア科目および必修科目

（シンガポールおよび日本にて科目を履修し、本研究科設置科目に読替え、計24単位を修得する。）

NTU 設置科目 本研究科設置の読替対象科目 実施場所 単位数

Finance ファイナンス シンガポール 2

Marketing マーケティング シンガポール 2

Leading People Globally
人材・組織 シンガポール 2

グローバル経営 シンガポール 2

Accounting 財務会計 シンガポール 2

Analytics for Decision Making 管理会計 シンガポール 1

Economics and Markets 企業データ分析 シンガポール 1

Strategic Management 経営戦略 シンガポール 2

Operations（注1）
総合経営 日本 2

Operations Management 日本 2

Supply Chain and Logistics Management（注2） ロジスティクス・SCM シンガポール 1

Technology & e-Business 企業の経済学 シンガポール 2

Entrepreneurship アントレプレヌールシップ シンガポール 2

Corporate Governance and Ethics Corporate Governance and Ethics（注3） シンガポール 1

(注1) "Operations"は、日本で「総合経営」「Operations Management」を履修することで代替とする。

(注2) "Supply Chain and Logistics Management"は必修科目であり、コア科目ではない。

(注3) "Corporate Governance and Ethics"は、読替を行わず、そのまま認定する。

専門科目（本研究科教員がシンガポールおよび日本にて行う授業を履修。次の科目から計20単位以

上修得する。早稲田-ナンヤンダブル MBA 特設科目と全日制設置の一般選択科目から成る。）

科目名 担当教員 実施場所 単位数

Life Sciences : A Business Perspective アン エイベル シンガポール 2

Organizational Strategies of Japanese Companies in Asia 大滝 令嗣 シンガポール 2

Marketing and New Market Creation 川上 智子 日本 2

Strategic IT Management 松川 孝一 日本 2

Human Resource Development of Global Business Leader 大滝 令嗣 日本 2

Technology Strategy and Management 白井 秀樹 日本 2

Venture Capital Financing 樋原 伸彦 日本 2

Business to Business Marketing 今村 英明 日本 2

Japanese Management and Innovation 池上 重輔 日本 2

Emerging Markets Strategy 謝 凱宇 日本 2

Problem Solving from General Management Perspective 相葉 宏二 日本 2



商学研究科（商学専攻・ビジネス専攻）

なお、下記科目を履修することで専門科目についての最終総まとめを行う。

科目名 担当教員 実施場所 単位数

Management Issues in Japanese Business 杉浦 正和 日本 0

演習・プロジェクト研究及び Japan Industry Studies (JIS) Paper（計６単位）

演習

Japan Industry Studies (JIS)

大滝 令嗣

謝 凱宇
日本

2

プロジェクト研究 2

Japan Industry
Studies (JIS) Paper

大滝 令嗣 2

本プログラムの学生は、上記一連の科目以外に、ナンヤン設置の履修推奨科目を履修することが

できる。それらの科目を履修して修得した単位は、本研究科の承認に基づき、６単位を上限として

修了要件に算入することができる。

早稲田-ESCP ダブルディグリープログラム

2014 年度より、本研究科と ESCP ヨーロッパビジネススクールは「早稲田-ESCP ダブルディグ

リープログラム」を開始している。早稲田と ESCP に各 2 セメスター以上在学し、本研究科ビジネ

ス専攻の各プログラムの修了要件と ESCP の修了要件を同時に満たした場合に、早稲田と ESCP の両

方の学位を取得できる。全日制グローバルの 9月入学生のみ修了要件の変更を伴うことで実質的に

修了年限の延長なしでダブル MBA の取得が可能となる。なお、全日制グローバルの 9月入学生以外

の学生が本プログラムに参加する場合、修了要件の変更および修業年限の延長を伴う。


