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第１部 アンブレラ型社会人プログラムの事例 

 

第１章 日本福祉大学大学院 

山根 正彦 

１．プログラムの概要 

理念と概要および学位資格・卒業要件 

プログラムの理念 

従来の社会福祉を核に、医療システム、長寿健康科学、ＩＴ、ロボット工学、建築都市計画、まちづくり、デザイ

ン色彩・音響を含む工芸など諸領域を有機的に結合した教育・研究フレームワークを構築し、これからの幅広い「ふ

くし」をリードする現場の「担い手」としての高度専門職業人、実践的研究者を養成すること。 

 

プログラムの概要 

幅広い社会福祉関係分野を以下の通り修士課程３研究科７専攻に分けて、社会人が学びやすい昼夜・夜間・通信な

ど多様な形態で提供している。社会人も全て正規学生として入学する。  

 

A 社会福祉学研究科 

(1) 社会福祉学専攻（1969年度設置）＜昼夜開講だが昼間中心＞ 

①目的：  社会福祉に関する高度な専門知識の教授と研究指導を通じて、現代社会の福祉問

題に鋭敏な視点と問題解決志向の研究能力及び実践力を養成する。 

②場所：  日本福祉大学名古屋キャンパス 

③授業形態：  主として昼間開講（演習科目：9:20～18:05、講義科目：18:15～21:30） 

④カリキュラム： 演習科目・講義課目（特講）・修士論文指導 

⑤入学定員： 10名 

⑥在籍人数：  19名（2006年度は社会人20％） 

⑦社会人入学資格： 入学時に通算３年以上、社会福祉・保健医療の施設・機関、福祉教育、障害児（者）

教育、その他本大学院が認める社会福祉関連業務に従事している者。学士が原則。 

⑧社会人入学試験： 小論文・面接 

⑨授業料（2007年度初年度学納金）： 1,131,700円 

⑩卒業要件：  ２年以上在学。社会福祉研究方法論演習（2単位）、修士論文指導Ⅰ（2単位）・Ⅱ

（4単位）を含め合計30単位以上取得。修士論文。学位は修士（社会福祉学）。 
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(2) 福祉マネジメント専攻（1999）＜夜間制＞ 

①目的：  新しい福祉社会に対応する福祉制度・サービス、福祉臨床・実践のシステムを形

成し、かつ福祉及び関連分野の実践現場における臨床的アプローチ手法を開発で

きる高度な専門性とマネジメント実務能力を備えた高度専門職業人の養成、およ

び現職専門職業人の能力向上。 

②場所：  日本福祉大学名古屋キャンパス 

③授業形態： 夜間開講制（平日/18:15～19:45、20:00～21:30） 

④カリキュラム： 総合講義系科目（基礎的および総合的な知識・理論・研究力量養成）と実践研究

科目（課題解決型で実践的に有用）の両科目群 

⑤入学定員： 30名 

⑥在籍人数： 54名（2006年度は社会人82％） 

⑦社会人特別推薦入学資格： 入学時点で、同一の社会福祉関連の施設・団体・機関・企業等に３年以上

在職している者、所属機関の長が推薦する者、現在の職務関連の研究テーマにつ

き研究計画書を提出できる、いずれかの者。学士が原則。 

⑧社会人特別推薦入学試験： 小論文・面接 

⑨授業料（2007年度初年度学納金）： 980,700円 

⑩卒業要件： ２年以上在学。実践研究系１科目（16単位）、総合講義系７科目（14単位)以上 合

計30単位以上。「修士論文」又は「課題論文または実践研究レポート」（２年間で

３本）。学位は修士（福祉マネジメント）。 

 

(3) 心理臨床専攻（2003）＜夜間制＞ 

①目的： 心理臨床の援助理論と実践の教育及び研究指導を通じて、心理判定員、心理療法

士、スクールカウンセラー等、医療・福祉・教育・産業・司法領域の課題解決に

取り組むスペシャリスト養成。 

②場所： 日本福祉大学名古屋キャンパス 

③授業形態：  夜間開講制（平日/18::15～21:30、土/13:40～18:30） 

④カリキュラム： 心理臨床相談室や学外医療機関・教育機関等での臨床心理実習を重視。 

⑤入学定員： 10名 

⑥在籍人数： 19名（2006年度、社会人内訳不明） 

⑦社会人入学資格： 大学等で心理学系科目を 16 単位以上取得し（含、取得見込）、かつ通算３年以上

の就業経験のある者（非常勤職員の場合は平均週３日以上勤務したことが必要）。

学士が原則。 

⑧社会人入学試験：  臨床心理学・小論文・面接 

⑨授業料（2007年度初年度学納金）： 1,020,700円 
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⑩卒業要件： ２年以上在学。臨床心理基礎必修科目（6 科目 16 単位）、臨床心理選択必修科目

（各科目１科目以上、合計５科目 12 単位以上）、社会福祉関係選択必修科目１科

目（2単位）以上、心理臨床研究演習（4単位）合計34単位以上。「修士論文」又

は「課題論文」（２年間で３本）。学位は修士（心理臨床）。学位取得で「臨床心理

士」受験資格取得可能。 

 

(4) 社会福祉学専攻（2004）＜通信教育＞ 

① 目的：  福祉と保健・医療領域の現代的課題に対応するため、本大学の社会福祉学研究を

基礎とした社会資源の組織化・計画化・システム化を図る総合的実証研究を組織・

実践する「問題解決型・実用型の政策制度と援助技術の開発」を目指す。ソーシ

ャルワーカー・ケアワーカー・ケアマネージャーなど保健・医療・教育・保育分

野で活躍している社会人、自治体・社会福祉法人・医療機関、社会福祉協議会、

NPO、民間事業所の従事者等、社会福祉を取り巻く新たな環境変化に対応できる

これらの職域での高度専門職業人養成とキャリアアップの要請に応える。 

②授業形態： インターネット活用による授業と指導。双方向・対話形式の通信教育 

③スクーリング場所： 日本福祉大学名古屋キャンパス 

④カリキュラム： 21世紀型の社会福祉研究方法（実践研究と理論研究の統合、現場と研究機関との

双方向研究、ニーズと政策との問題解決型研究等）の創造を目指し、主に「福祉

政策領域」、「福祉臨床領域」、「地域福祉領域」の３つの研究領域につき総合的・

実証的研究及び教育を進める。 

⑤募集定員： 25名 

⑥在籍人数： 68名（2006年度 20代9.9%、30代28.2％、40代39.4％、50代19.7％、60代

2.8％） 

⑦入学資格： 大学で社会福祉関係科目２科目8単位以上取得した（取得見込みの）学士が原則。 

⑧入学試験： 書類審査（志望動機書・研究計画書） 

⑨授業料（2007年度初年度学納金）： 710,000円 

⑩卒業要件： ２年以上在学。特講科目（必修科目２科目を含む）20単位以上、領域演習科目３

科目から１科目４単位選択必修、計24単位以上修得。かつ特別研究指導演習科目

２科目（必修）６単  位を履修.すること。修士論文。学位は修士（社会福祉学）。 

 

B 福祉経営・人間環境研究科(2007) 

(1) 福祉経営専攻＜昼夜開講、夜間中心＞ 

① 目的： 利用者本位の安全で質の高い医療福祉サービス供給の為の「医療福祉経営」のあ

り方や、医療福祉関連機器･用具･薬品・金融商品・情報システム等を製造･販売す

る企業の経営を、戦略、マーケティング、組織、会計、ファイナンス、ベンチャ

ービジネスなどの切り口から研究。 
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②場所： 日本福祉大学名古屋キャンパス 

③授業形態： 昼夜開講制（１時限からだが、6 時限 18:15～19：45、７時限 20：00～21：30

に講義集中） 

④カリキュラム：  講義・演習・論文研究－研究指導 

⑤募集定員： 10名 

⑥授業料（2007年度初年度学納金）： 981,700円 

⑦社会人入学資格： 入学時点で職務経験が３年以上の者で、学士が原則。 

⑧社会人入学試験： 小論文・面接・研究計画書 

⑨社会人特別推薦入学試験： 研究・教育機関、官公庁、企業等の正規職員として３年以上勤務（出願時

在職であること）し、所属長の推薦を得られる者で、学士が原則。面接・研究計

画書による。 

⑩卒業要件： ２年以上在学。所定授業科目につき30単位以上を取得。修士論文。学位は修士（福

祉経営）。 

 

(2) 人間環境情報専攻＜昼夜開講、夜間中心＞ 

①目的： 人間情報と環境情報の２研究領域。前者は高齢者、弱者を視野に入れた人間の知

覚、認知等のメカニズムの解明とその応用としての福祉用具等の開発・デザイン

をテーマに、心理学、運動学、生理学、人間工学などの分野で調査・実験を主な

手法として研究を進める。後者は、自然環境との共生、高齢者、弱者との共生を

可能にする人間社会と空間形成のあり方をテーマに、持続的発展を可能とする環

境管理、戦略的な政策・マネジメント、社会システム、まちづくりなどの分野で

フィールドワークを主な手法として研究を進める。 

②場所： 日本福祉大学半田キャンパス 

③授業形態： 昼夜開講制（１時限からだが、6 時限 18:15～19：45、７時限 20：00～21：30

に講義集中） 

④カリキュラム： 講義・演習・論文研究－研究指導 

⑤募集定員： ５名 

⑥授業料（2007年度初年度学納金）： 981,700円 

⑦入学資格、卒業要件： 社会人入学資格・社会人入学試験・社会人特別推薦入学試験及び卒業要件は、

福祉経営専攻と同じ。学位は修士（人間環境情報） 

 

（注）福祉経営・人間環境研究科は平成19（2007）年度に従来の情報・経営開発研究科（修士・博士）を

改組。平成19年度在籍人数未公表だが、平成18（2006）年度５月は修士定員40名、在籍52名。 
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C 国際社会開発研究科 

国際社会開発専攻（2004）＜通信教育＞ 

①目的： 国際開発・協力領域における教育や地域福祉・医療・保健等を含めた社会開発を

重視した「人間中心の開発」に対応できる新しい開発人材育成。IT を中心とした

通信教育システムを活用し、国際社会開発領域の教育研究経験・蓄積を基礎に、

国内外現職社会人に専門教育の機会を提供。 

②授業形態： インターネット活用による授業と指導。双方向・対話形式の通信教育 

③直接対話指導場所： 日本福祉大学名古屋・半田キャンパス、東京事務所 

④スクーリング場所： 日本、フィリピン、インド、ケニア、国内外での自主的フィールドワーク 

⑤カリキュラム： 「基礎教育科目」（途上国と開発に関する共通の理解）、「基幹科目」（実学として

の開発学に必要な知識と方法論を修得し課題追及するための基礎的研究力を養

成）、「開発基礎論」（院生各自が有する貴重な経験や事例を相対化・総合化する）、

「特別教育科目」（21世紀の開発目標となる福祉開発に焦点をあて国際協力におけ

る理解と方法を修得する）、「地域開発研究科目（スクーリング科目）」（海外での

レクチャー・フィールドワーク・ディスカッションを通じ開発に必要な現場経験

と応用力を身につける）、「リサーチ科目」（院生各自の研究課題についてワークシ

ョップを通じた問題解決型の研究指導を行う）の５つの科目群で構成している。 

⑥募集定員： 25名 

⑦在籍人数： 79名（2006年度、社会人内訳不明） 

⑧入学資格： 学士が原則 

⑨授業料（2007年度初年度学納金）： 710,140円 

⑩入学試験： 書類審査（入学志願書、職務経歴書、研究計画書、英語能力証明書（TOEFL 500

以上） 

⑪ 卒業要件： ２年以上在学。30単位を履修。修士論文。学位審査。１年修了制度あり。学位は

修士（開発学）。 

 

大学の特徴 

日本最初の「福祉系」大学である。「社会福祉」を深く掘り下げる過程で隣接する関連分野に「ふくし」の地平を

広げ、社会福祉のあらゆる職域の専門職業人、高度専門職業人、研究者の養成を目的とする。大学院修士 3研究科 7

専攻、博士1研究科4専攻、大学６学部９学科、通信教育部より構成。以下のような数多くの資格取得が可能。 

 

〇 学部（学科に忚じて）：社会福祉国家試験受験資格／障害者スポーツ指導員（初級）／身体障害者福祉司･

社会福祉主事・知的障害者福祉司・精神保健福祉相談員・児童指導員・家庭相談員・社会教育主事（いず

れも任用資格）／中学教諭（社会・英語）高校（英語・公民・福祉・地理歴史）特別支援学校教諭１種免

許状／福祉レクリエーションワーカー受験資格・作業療法士国家試験受験資格／介護福祉士／二級建築士

試験受験資格／ビオトープ管理士２級（計画・施工）試験科目一部免除／保育士／幼稚園免許１種免許状

／小学校教諭１種免許状／認定心理士 
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〇 通信教育部（医療・福祉マネジメント学科）：社会福祉士・精神保健福祉士（いずれも国家試験受験資格）

／社会福祉主事任用資格／産業カウンセラー受験資格／障害者スポーツ指導者（初級） 

〇 大学院（心理臨床専攻修士課程）：臨床心理士受験資格 

 

＜建学の精神＞ 

この悩める時代の苦難に身をもって当たり 大慈悲心 大友愛心を 身に負うて 

社会の革新と進歩のために挺身する志の人を この大学を中心として輩出させたいのであります 

それは単なる学究ではなく また自己保身栄達のみに汲々たる気風ではなく 

人類愛の精神に燃えて立ち上がる学風が本大学に満ち溢れたいものであります 

昭和28年４月１日 学園創立者  鈴木 修学 

＜教育標語＞ 

～ 万人の福祉のために真実と慈愛と献身を ～ 

 

沿 革（大学院を中心に） 

1953 中部社会事業短期大学社会事業科設立（学校法人法音寺学園）－ 名古屋市内 

 〇 法人母体は戦前から社会事業活動に熱心だった日蓮宗系の宗教法人  

1957 同短期大学を日本福祉大学に改組 

1969 大学院社会福祉学研究科修士課程開設 

1983 知多郡美浜町に総合移転（30周年記念事業の一環。校地面積13倍の８万坪に） 

1996 大学院社会福祉学研究科博士後期課程開設 

1999 大学院情報・経営開発研究科情報・経営開発専攻修士課程開設 

大学院社会福祉学研究科福祉マネジメント専攻修士課程（夜間）増設 

2001 通信教育部開設 

大学院情報・経営開発研究科情報・経営開発専攻博士後期課程開設 

2002 大学院国際社会開発研究科修士課程（通信教育）開設 

2003 大学院社会福祉学研究科心理臨床専攻修士課程開設 － 名古屋キャンパス開設 

2004 大学院社会福祉学研究科社会福祉学専攻（通信教育）開設 

大学院国際社会開発研究科博士後期課程（通信教育）開設 

2007 大学院福祉社会開発研究科博士課程開設 

大学院福祉経営･人間環境研究科修士課程開設 

 

教育組織（2008年度） 

日本福祉大学 日本福祉大学大学院 

社会福祉学部 社会福祉学科・保健福祉学科 

社会福祉学研究科修士課程 

社会福祉学専攻 

経済学部 経済学科 社会福祉学専攻（通信教育） 

福祉経営学部 医療・福祉マネジメント学科 福祉マネジメント専攻 

健康科学部 
リハビリテーション学科 

福祉工学科 
心理臨床専攻 

子ども発達学部 子ども発達学科・心理臨床学科 
福祉経営・人間環境研究科 

修士課程 

福祉経営専攻 

人間環境情報専攻 

国際福祉開発学部 国際福祉開発学科 国際社会開発研究科修士課程 国際社会開発専攻 

＊他に社会福祉開発研究科博士課程（通信教育）＜社会福祉学・国際社会開発・福祉経営・人間環境情報専攻、定員12名＞在り 
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学生数 

（平成18＜2006＞年５月１日現在）  

研究科名 入学定員 在籍人数 

社会福祉学研究科 75 名 161 名 

情報・経営開発学研究科 40  52  

国際社会開発学研究科（通信） 25  79  

大学院修士課程合計 140  292  

 

教員数 

（平成18＜2006＞年５月１日現在） 

区分 専任教員 非常勤教員 合計 

大学院 7名 17名 24名 

 

２．特質 

基本的な特徴 

キーワード 

多様性・複合性、利便性、採算性（商業性・企業性） 

 

想定するマーケットとその規模 

想定するマーケット 

① 社会福祉関係の仕事に関わる、及びこの領域に関心のある社会人  

② 国際協力に関わる、及びこの領域に関心のある社会人 

③ これまでの職業経験を基礎にキャリアチェンジを考えている社会人 

 

潜在的需要の規模 

① 社会福祉関係業務従事者（一例：社会福祉士会会員数、2007年度で25,000名超） 

② 本学校法人内外の専門学校・大学の卒業者で社会福祉ないしその関連領域を学んだ者（現在福祉関係の大学を

リクルート進学ネットで「福祉」で検索すると694校＜学部・学科など全て含む＞） 

③ 社会福祉関係通信教育の卒業生。通信教育部の発足は平成13（2001）年度と新しい。卒業生及び在籍学生は

将来の通信制大学院市場のコアになる。因みに通信教育部の平成19年度現在の在籍学生のプロフィールは次

ページ通り。合計在籍人数は 6,406 名。内訳は男性 35.2％、女性 64.8％とのこと。学歴と志望動機にヒント

があるように推測される。 
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居住地別（人） 年代（％） 学歴（％） 職業（％） 志望動機（％） 

北海道 182 20代 23.0 専門学校 28.2 福祉施設団体 35.7 社会福祉士国家試験

受験資格取得 

54.1 

東北 99 30代 35.8 大学 26.4 医療関係 14.8 

関東 1,742 40代 25.1 高校 25.6 会社員 11.9 職業上の知識・技術

の修得 

19.6 

北陸・甲信越 487 50代 13.5 短大 17.6 無職 8.4 

東海 1,686 60代 1.6 大検他 2.2 公務員教職員等 6.1 学士号取得 12.4 

近畿 1,098 70代

以上 

0.2   学生 4.1 生涯学習 3.1 

中国 381  ｱﾙﾊﾞｲﾄ・ﾊﾟｰﾄ 3.0 職業上の問題点の 

解決 

2.2 

四国 183 10代 0.8  自営業 1.1 

九州・沖縄 534   その他 14.9 大学院進学 1.1 

合計 6,406     その他 7.5 

 

潜在需要を顕在化するうえでの問題点 

① 社会福祉関係の仕事の労働条件の悪さ  

② 社会福祉離れ傾向、大学・専門学校などが飽和状態に達し競争激化 

③ 大学（含む通信）卒業生、在籍学生を大学院に向かわせるマーケティング手法開発 

 

供給側の要因 

大学の沿革、組織、人的資源の利用 

① 社会福祉をコアに発展した大学であり、蓄積した知財と卒業生を中心とする社会福祉人材の活躍の高さと幅・

量を基礎に必然的に大学院に進出した。但し、本格進出は 1996 年度以降で、18 歳人口減尐への戦略的対忚

の面もあろう。 

② 傘下の専門学校の不振傾向もあり、その組織の再編統合による人的資源の有効活用の面もある。しかし人間福

祉複合体実現という目標が明確で、発展的再編の活力も見られる。 

 

大学からみたプログラム設置の理由 

社会福祉の地平の広がりに忚じた深化と関連領域との連携の必要性、21世紀型の課題対忚人材養成の必要性への対

忚し、これらを通じて社会福祉関係者のステップアップ・キャリアアップのため学習機会を提供しつつ、18歳人口減

尐への対忚の方向性も探る。 

 

現在のところの経営上のメリット 

平成18年度大学院収入は2億5,000万円弱（学生数×学納金による試算）、法人帰属収入約108億円の2.3％程度

相当と推測される。数字だけでみると収入貢献度は高くない。しかし、専任 7名、非常勤17名の教員人件費その他必

要経費を考慮しても十分採算ありと判断される。通信教育は、このうち約１億 2,000万円強で志願者も多い。採算に

加え、昼夜・夜間・通信など授業形態ごとの課題や発展の可能性などをデータ、ノウハウとして蓄積できるだけでな

く市場動向につき経営面の感触も得られ、将来の戦略を展望する素材を収集できるメリットはかなり大きいと判断す

る。 
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他大学との競合関係と、競争力 

① 一指標として社会福祉士国家試験の大学別ランキングを見ると以下が直接的競合大学である。仏教系が多い。 

 

ランキング・大学名 第19回（2007年） 第18回（2006年） 第17回（2005年） 

１．日本福祉大学 469 名 417 名 442 名 

２．日本福祉大学通信教育部 273  193  186  

３．東京福祉大学通信教育部 245  335  343  

４．佛教大学通信教育部 231  337  397  

５．東北福祉大学 223  204  239  

６．日本社会事業大学 189  211  192  

７．龍谷大学 167  130  127  

８．淑徳大学 159  161  182  

９．東京福祉大学 151  92  100  

10．関西福祉科学大学 124  142  129  

 

② これら大学の大学院（修士）は、日本社会事業大学の専門職大学院を除き社会人受け入れに積極性が感じられ

ず、かつ所在地も分散しており、今のところ日本福祉大学大学院の競争力に翳りは無いと判断される。 

 

大学院名 研究科・専攻名 定員 授業形態・その他（学費等） 

東京福祉大学大学院 

心理学研究科臨床心理学専攻 不明 昼間（105万円）、通信（61万円） 

社会福祉学研究科社会福祉学専攻 〃 
昼間、池袋サテライト利用の夜間・土曜（95

万円）もあり。 

佛教大学大学院 社会福祉学研究科社会福祉学専攻 不明 社会学研究科より2006年度に独立 

東北福祉大学大学院 
総合福祉学研究科社会福祉学専攻 20名 通信制もあり（10名・46万円） 

同福祉心理学専攻 20名 通信制もあり（10名・46万円） 

日本社会事業大学 
社会福祉学研究科 15名 木金土曜開講（105万円） 

福祉マネジメント研究科 80名 専門職大学院、１年昼間（113万円） 

龍谷大学 社会学研究科社会福祉学専攻 10名 社会学研究科内 

淑徳大学 総合福祉研究科社会福祉学専攻 10名 収容定員割れの模様 

関西福祉科学大学 
社会福祉学研究科心理臨床学専攻 10名 社会学研究科内 

同臨床福祉学専攻 10名 社会学研究科内 

 

３．問題点、持続・拡大可能性、ビジネス・モデルとしての一般性 

問題点と持続・拡大可能性 

(1) 平成18年度事業報告は、社会福祉分野全体の志願者減が重なり学生募集は引き続き後退と総括。大学院充実

で上級高質の福祉教育・研究の提供を図り18歳人口減尐下での学生確保に結び付けたいが、同報告では大学

院も通学制募集では課題ありとして今後を模索中。但し、状況変化に忚じた改組転換等の動きは素早い。 

 

(2) 学部・大学院共に通信制は好調。通信制へのシフトはどの程度可能か、通学制と組み合わせた新しい枠組みは

可能か。中期経営構想で通学制は再編、通信制は拡充、通信制併用型ﾓﾃﾞﾙの発想など課題提起し持続・拡大の

手立てを既に検討中で興味深い方向である。 
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(3) 福祉の工学系（ロボット、ＩＴ、建築など）への展開は競争相手も多いが潜在的可能性が高いと判断される。 

 

ビジネス・モデルとしての一般性 

(1) まだ大学院レベルが未整備ないし不十分な分野の専門職域（看護師、保健師、管理栄養士・栄養士、臨床検査

技師、作業療法士、理学療法士など）市場への忚用が可能と考える。専門学校・短大等の卒業者で向学心が旺

盛で、スキルアップ、新知識の吸収、そして修士学位を目指す人は多いと推測される。 

 

(2) 資格取得後に労働市場から一時休眠状態にあった人たちの職場復帰のためのレメディアルないしリフレッシ

ュ講座への忚用が考え得る。最長１年までの短期ｺｰｽで履修証明発給が望ましい。沢山の短期専門講座を大学

院水準で準備し、（1）の市場も対象とする。 

 

(3) 通信教育のノウハウを、特に専門職業分野のその教育サービスのコンテンツを入れ替えて拡大可能であろう。

ノウハウを本大学に求め、コンテンツを各大学の得意分野で運営、提供する方式や連携方式もありえるし、高

度な通信教育提供のフレームワークは汎用性が高いと思料する。 

 

事例から何を学ぶか 

(1) 使命に即した経営。建学の精神を基礎に人間福祉複合大学実現という志を明確な目標とし、「福祉」をコアと

する強固なポジショニングと高度専門職業人養成を主たる目的とするマーケット・セグメンテーションにより

市場に大局小曲から積極的にアプローチする意思力、実行力、逞しさ。 

 

(2) 21 世紀社会の課題に取り組む手法を実践的でアカデミックに学べる専攻を社会ニードにあわせて多様だが複

合的なプログラムとして提供し、昼夜・夜間・通信教育など利便性に配慮した消費者中心主義。 

 

(3) 蓄積された知財領域の隣接分野を教育サービスとして提供するもので、開発コストも抑制でき、リスクも計算

可能。万一の場合にも店仕舞いやりやすい。実際には発展的再編も常に心がけており、こういった抜け目無さ

と対忚の速さ、その基礎にあると思われる採算性重視の企業性。 

 

（参考資料） 日本福祉大学ＨＰ（http://www.n-fukushi.ac.jp）。同校カタログ、冊子など 

矢野眞和「大学改革の海図」玉川大学出版部(2005/09) 
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第２章 日本大学大学院 総合社会情報研究科 

中山 健 

１．プログラムの概要 

理念と概要 

プログラムの理念 

教育目的は、「社会人に対する高度な専門知識の提供と再教育を行うこと」である。総合社会情報研究科内に国際

情報、文化情報、人間科学の３専攻を設置し、それぞれの専門を深めながら客観的な分析、研究態度だけでなく、多

角的な視野と価値観を身につけた人材を養成する。そして、情報メディアを活用し、いつでも、どこでも、マイペー

スで学ぶことのできる機会を提供するために通信制大学院として開設した。「パソコンを開けばそこがキャンパス」

が、同大学院の標語となっている。 

 

大学の特徴 

平成10年3月の『大学院設置基準の一部を改正する省令』により、通信制大学院が制度化された結果、平成11年

4月に日本大学は、わが国初の通信制大学院として発足した（同時期に、佛教大学、明星大学、聖徳大学も開設）。 

総合学術情報センター（埻玉県所沢市）に同研究科を併設することで衛星通信システム(NU-SAT)をはじめとする最

新の情報技術と独自のシステムを装備した通信教育を行っている。学生の約８割は社会人であるため、彼らの学習時

間は限られている。よって、インターネットとテレビ電話やメールを利用したサイバー講義（一部は衛星放送を使用

した公開授業）に重点が置かれ、レポートのやりとりやゼミナールもネット上で実施されている。 

なお、３専攻の内容は以下の通りである。 

 

１） 広い視野と新鮮な国際感覚を持った国際経済人の育成をはかる「国際情報専攻」 

２） 日本文化を含めた比較文化に対する深い知識と洞察力を養うとともに、英語を中心とした語学力を高めること

により高度な文化情報の発信者の育成を図る「文化情報専攻」 

３） 哲学、心理学など人間存在の多面的な考察の機会を豊富に提供、現代社会が求めている人間存在の基本問題に

ついて十分な理解力をもった人材を育てる「人間科学専攻」 

 

60歳以上の学生が12.3％(男15人、女6人)在籍しており、パソコンに不慣れな人は多い。また、入学者全員がパ

ソコン、インターネットに慣れているわけではない。しかし、在学中はインターネットや独自のシステムを頻繁に利

用することになるため、入学時（4月初旪）に2日間、パソコン講習（合計12時間：所沢）を全員に実施（初級と中・

上級の2クラス）。これにより、電源の入れ方からレポート提出方法までを誰でも十分に操作ができるよう指導して

いる。なお、その後も同大学院ではヘルプデスクを用意し、月曜日から金曜日（隔週で土曜日）11時～17時（金曜日

は 14 時～20 時）の間、パソコンの操作をはじめ、ワープロの入力の仕方など、貸与パソコンに関するあらゆる質問

に答える体制を整えている。 

さらに、平成１５年４月には通信制の博士後期課程を全国ではじめて設置した。高度の専門的及び学際的教育を行

い，創造的で未来志向型の研究態度と人間性豊かな研究者を養成することを目的としている。修了率は、博士前期課

程では例年70％近くとなっている。博士後期課程では，平成18年３月に初めての課程博士を５名輩出した。 
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沿革 

昭和23年4月、日本大学通信教育部開設（現在４学部８学科・4年制） 

平成11年４月、大学院博士前期課程開設（総合社会情報研究科・２年制） 

平成15年4月、大学院博士後期課程開設（総合社会情報研究科・３年制） 

 

教育組織 

学生数うち社会人数 

学生数171名 

その内社会人137名（会社員75名、教員39名他）、年齢別では40歳代が最も多い。 

 

教員数 

専任教員26名 

 

入学資格・入学試験 

・入学資格は大学卒業者（見込者） 

・入学試験及び入学者の動向は以下の通り。 

１）英語（大学卒業後3年以上は免除可能） 

２）小論文 

３）口述試問 

 

図表１ 博士前期課程における受験者数、入学者数の推移 

 国際情報専攻 文化情報専攻 人間科学専攻 合計 

受験者数 入学者数 受験者数 入学者数 受験者数 入学者数 受験者数 入学者数 

平成19年度 26 23 12 11 41 37 79 71 

平成18年度 33 30 18 17 46 35 97 82 

平成17年度 30 26 35 31 54 48 119 105 

平成16年度 31 30 22 20 58 44 111 94 

平成15年度 43 38 26 24 66 53 135 115 

平成14年度 42 40 19 18 72 43 133 101 

平成13年度 63 49 26 21 114 63 203 133 

平成12年度 33 32 17 17 116 55 166 104 

平成11年度 84 47 20 20 170 57 274 124 

(出所)日本大学大学院総合社会情報研究科ホームページ、http://atlantic2.gssc.nihon-u.ac.jp/qa.htm． 
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学位資格・卒業要件 

得られる学位 

・国際情報専攻――修士（国際情報） 

・文化情報専攻――修士（文化情報） 

・人間科学専攻――修士（人間科学） 

 

卒業要件 

必修科目を含め30単位の修得と，修士論文の合格により，各専攻の修士の学位が授与される。面接スクーリング及

びメディアスクーリングは，博士前期課程（修士課程）の修了要件として 8単位以上の修得が義務づけられている。 

 

学習形態・授業料 

所在地 

埻玉県所沢市中富南4-25（西武新宿線「航空公園駅」からバスで17分） 

授業形態・カリキュラム・正規学生との関係 

入学後4月に全員が所沢の総合学術センターでパソコン研修を受講（12時間）。その後は、在宅学習、スクーリン

グ学習によって必要単位を取得するとともに、特別研究（修士論文指導）を小グループ単位で受講（面接ゼミ、サイ

バーゼミを活用）し、修士論文を提出。最後に、学位面接試験を受けて合格すれば修了。学部の基礎を持たない通信

制のみの独立研究科である。 

授業料 

初年度納入金：100万5千円（2年度目：80万5千円） 

 

２．特質 

基本的な特徴 

キーワード 

①先進的e-lerningを活用した日本初の通信制大学院 

②高い修了率 

図表２修了率の推移 

H14年度 H1５年度 H1６年度 H1７年度 H1８年度 

73.2％ 67.7％ 65.4％ 69.7％ 75.6％ 

（出所）日本大学大学院総合社会情報研究科『日本大学大学院総合社会情報研究科要頄』、2007、p.47. 

 

③通信制博士課程も併設 
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想定するマーケットとその規模 

想定されるマーケット 

１） 大学院に通学困難な社会人・主婦、高齢者、過疎地在住者等 

２） 専修免許状を取得したい中学校・社会、高等学校・公民、中学校と高等学校の国語・英語の第一種免許状を

持っている人 

３） 同大学および他大学通信教育部卒業生 

４） 地域マーケット：国内、海外 

＜参考：研究科パンフレットより＞ 

2007年 11月時点における同大学院在籍学生(171人)の職業別割合は、①会社員 43.9％(75人)、②教員 22.8％(39

人)、③無職・その他19.9％(34人)、④公務員10.5％(18人)、⑤個人・自由業2.9％(5人)。 

また、地域別割合は、①関東 67.3％(115人)、②東北6.4％(11人)、③東海5.8％(10人)、③近畿5.8％(10人)、

⑤九州 4.1％(7人)、⑥北陸 2.3％(4人)、⑥四国 2.3％(4人)、⑧信越 1.8％(3人)、⑧北海道 1.8％(3人)、⑩中国

1.2％(2人)、⑪米国0.6％(1人)、⑪フランス0.6％(1人)。 

 

潜在的需要の規模 

同大学（通信教育部：入学定員9,000名）を含む１１大学の通信教育部在学生のアンケート調査によると、約37％

の学生が大学院への進学を希望していると回答。これは希望しないという回答のほぼ２倍であった。また、これを裏

づけるように通信教育部卒業生の大学院進学も年々増える傾向にあり、日大通信教育部学生の大学院受験用調査書発

行状況を見ても、平成７年から同９年までの３年間で、調査書発行件数は 50％以上増え、同９年度は延べ 80件に達

している（『日本大学広報第422号』（平成10年７月発行）による）。 

 

潜在需要を顕在化するうえでの問題点 

一般に通信制の場合、自己管理能力や強い学習意欲が無ければ、レポートの提出が滞るなど支障を来たし、途中で

断念するケースが多い。よって、通信制全般の問題点である継続性の低さを、メディアの利用やパソコンの使い方が

分からなくなった時にいつでも電話で相談できるヘルプデスク等のサポート機能の完備や専任教員がレポート課題な

どを親身にかつ即座に修正を行ってくれることによってかなり克服できている点を、ホームページや大学院説明会等

によりアピールすることで、潜在需要を相当数掘り起こすことは可能と思われる。 

 

供給側の要因 

大学の沿革、組織、人的資源の利用 

もともと学部段階の通信教育部が半世紀の歴史を有していたので、基本的な通信教育のノウハウはあった。また、

大学内に人的資源が十分あるため、専任教員の多くは学内他学部（通信教育部、経済学部、国際関係学部他）から移

籍している（専任教員25人中18人が学内他学部からの移籍）。 

 

大学からみたプログラム設置の理由 

同大学院を設置する前年に「日本大学広報第422号」（平成10年7月発行）に掲載された記事「通信制大学院・総

合社会情報研究科、来年４月開設へ」によると、以下のように設置理由が記載されている（下線部筆者）。 
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「（背景）…（前略）…昨年 12 月 16 日に大学審議会から出された通信制大学院についての答申、

これを受けた文部省の大学設置基準の改正が直接のきっかけとなったことはいうまでもないが、通

信制大学院設置への動きが加速した背景には、発足してから半世紀を経過したわが国の通信教育が、

社会変革の波により大きな転換期を迎えているという実情がある。 

その１つは急速な情報革命の進行、もう１つは急激な技術革新や高齢化による生涯学習へのニーズ

の高まりだ。…（中略）…社会人を対象にした夜間大学院や昼夜開講制の大学院を開設しているが、

時間的、地理的条件など通学には多くの制約がある。その点、通信制大学院ならば時間的にも空間

的にも自由度が高く、社会人にとって学びやすい学習システムといえるだろう。…（後略）…」 

 

現在の経営上のメリット 

採算ベースでのメリットは特にないが、むしろ大学としては学術情報センターの資源とインターネットをフル活用

したユビキタスな通信教育システムを開発しながら、それらを先進的な通信制大学院に適忚させている。学生側から

みれば、専任教員数が多いことによる面倒見の良さ、修了のしやすさが大きなメリットといえる。 

 

図表３ 平成12年度通信制大学院修士課程修了者数 

大学院 研究科 専攻 募集定員 入学者数 修了者数 修了率 

聖徳大学大学院 児童学 児童学 50 117 23 0.20 

日本大学大学院 総合社会情報 国際情報 30 47 33 0.70 

文化情報 30 20 12 0.60 

人間科学 30 57 44 0.77 

(小計) 90 124 89 0.72 

明星大学大学院 人文学 教育学 30 35 21 0.60 

佛教大学大学院 文学 浄土学 10 4 0 0.00 

仏教学 10 10 2 0.20 

仏教文化 10 11 1 0.09 

日本史学 10 12 3 0.25 

東洋史学 10 12 1 0.08 

中国文学 10 4 2 0.50 

英米文学 10 15 6 0.40 

教育学 生涯教育 10 10 2 0.20 

社会学 社会福祉学 10 14 5 0.36 

(小計) 90 92 22 0.24 

合計/4大学院 6研究科 14専攻 260 368 155 0.42 

（注）私立大学通信教育協会調べ。開設大学院とその募集定員および入学者は、平成11年度分。 

（出所）佛教大学通信教育部ホームページ、http://www.bunet.jp/topic/info/010702_1.html、2008,1.20． 
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他大学との競合関係と、競争力 

１）競合相手となる放送大学大学院 

平成14年に設置された放送大学大学院修士課程には文化科学研究科があり、総合文化・政策経営・教育開発・臨床

心理の4つのプログラム（専攻と同様の意味と思われる）で構成され、入学定員は 500名である。日本大学大学院と

は、研究科の名称、内容面で幅広い領域にまたがっている点が類似しているため、競合相手と考えることが出来る。

放送大学は学習センターが全国に57箇所あり、ＴＶ、ラジオを通し臨場感ある講義が聞ける点で受講者にとっては履

修しやすい。 

 

２）価格競争力の弱さ：学費が高い→顧客はコストの安い方へ 

通信制大学院の学費が１００万円を超えるのは私立大学通信教育協会加盟１５大学中２大学(日本大学、聖徳大学)

のみ。例えば、佛教大学大学院は 282,000 円でスクーリング代は別だが、10 単位をスクーリング（１単位＝11,000

円）で受講したとしても、合計392,000円である。また、放送大学大学院の学費(初年度：10単位取得と仮定)は約242,000

円である。 

なお、下記の2点も授業料が高い要因と考えられる。 

・専攻分野が広範囲にわたるため専任教員数が多い 

・パソコン(ソフト代含むと20～30万円相当)貸与代が授業料に含まれている 

＜参考＞ 6年前に一度集計された大学院の受験倍率比較：学費を反映（私立大学通信教育協会調査）低学費

の佛教大学(3.46倍)⇔高学費の日本大学(1.48倍)および聖徳大学（1.48倍） 

 

３）競争優位性の源泉 

同大学院の五十嵐雅郎教授は、論文で以下の点を競争優位の源泉として指摘している（五十嵐雅郎「２１世紀のサ

イバー大学院」『日本大学大学院総合社会情報研究科紀要』No.6、2005.） 

① 受験者のニーズに対忚できる専任教員の確保 

指導教員を指名して受験するシステムであり、事前に指導教授の情報を得て選択できる。また、わからなければ事

務課にテーマを知らせて専任教員から返事がいくようになっている。大学院では修士論文作成が大きな目標になるこ

とから受験前に指導教授を確認してから受験する方法は受験者に入学後の安心感を与えることに寄与する。 

② 教員の研究内容、指導方針についてディスクロージャーの徹底 

大学院の専任教員に関するホームページを充実させている。パンフレットでも１教員当たり１ページを割いて、顔

写真、学歴、職歴、著書・論文、指導・研究の特色、研究領域、研究指導のポイント、特別研究の進め方について記

述してある。 

③ 院生、修了生への研究成果発表の場を用意 

研究科の紀要へ院生や修了生が投稿でき、学会（国際情報学会）に参加して発表したり、学会誌への投稿の機会が

与えられている。また、電子マガジンを４半期に１回発行し在学生や修了生が活発に情報交流する場を提供している。 

などが指摘されている（一部筆者加筆）。 

 

３．問題点、持続・拡大可能性、ビジネス・モデルとしての一般性 

問題点と持続・拡大可能性 

１) 採算面の問題：収益よりも新事業（サイバー大学院）としての発展性 

専任教員26：学生数187＝1.0：７.2 

単純に学費100万円と仮定した場合、収入は1億8700万円となる。通常、学費100万円とした場合には、専任教員

数対学生数の比率は、1：20程度以上の比率でないと採算は合わない。よって、この収入によって専任教員数 26名と
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数人の専任職員の人件費ならびに基本金組入額を考慮すれば、常時定員を満たしていたとしても単独事業としては採

算に合わないことになる。収益よりも教育的使命と、これまでにない 21世紀型のサイバー大学院を創設・発展させる

ことに主眼を置いた大学院であることが理解できる。これらは、10万人の学生数を背景とした資金力によりなし得る

ことである。 

参考までに、開設年度の経費概算は下記資料によると合計２億３千６８０万円である。 

 

図表４開設年度経費概算      （単位：千円） 

人件費 150,000 

ヘルプデスク業務 28,000 

PC関連費用 57,000 

ホームページ作成 1,800 

（注）人件費は、修士論文指導の専任教員12名分、事務職員および教員

補助スタッフ7名分を含む。なお、オフィス、研究室の賃借料などは含

まず。 

（出所）五十嵐雅郎「２１世紀のサイバー大学院」『日本大学大学院総

合社会情報研究科紀要』No.6、2005、pp.2-8 

 

２） 現状では、コストセンターであるかもしれないが、面倒見のよい教育に加えて、学生間や学生と教員間の交流

もネットを使用して頻繁に行われており、それが修了率の高さに大きく結び付いているものと思われる。おそ

らく学生の満足度も高いと予想されるので、そうした他大学の通信制にみられない利点を博士課程の開設とと

もにアピールすることで、将来は採算ベースにあうようなモデルへと尐しずつ変化させることが賢明であり、

そうすることでプロフィットセンターになりうる可能性を十分有していると考えられる。 

 

ビジネス・モデルとしての一般性 

１） 通信制の課題を克服する工夫をしている 

一般に通信制の課題は、自学自習が中心であるため学生が孤独感、不安感に陥りやすい。同大学院は、ネットワー

ク上にサイバーキャンパスを構築し、学年毎、ゼミ毎にメーリングリストがあり、活発な議論がやりとりされる。サ

イバー講義では内容(音声＋画像)が記録され繰り返しネット上で聴講可能な講義も用意されている。 

 

２） 通信教育部の卒業生へのアピール 

同大学固有のマーケットである通信教育部が重要なターゲットとなり得る。1学年 9,000人と大規模な潜在マーケ

ットを有するため、その卒業生は通信制に慣れており大学院でも継続するだけの自己管理能力はあると思われる。通

信教育部の修了生が入試面、学費面等において優先的に入学できるようなシステムを作り上げること等も含め今後の

大きなマーケットとみなせる。おそらく 3割程度の院生は通信教育部の出身ではないかと思われる（通信教育部学生

の37％が進学希望：前述）。 

 

事例から何を学ぶか 

方法論としての「インターネットを活用した独自開発の通信教育システム」は、それ自体が優れたe-learningシス

テムであるため、学部の通信制や通学制での活用が可能であろうし、他大学に販売することも可能と思われる。しか

しながら最近になって、究極の通信制ともいえるスクーリング不要で修了可能な大学として「八洲学園大学」と「サ
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イバー大学」が登場してきたが、いずれもまだ学部段階である。同大学院を含め、将来的には（勿論、実習等の関係

でスクーリングが不可欠な研究科も存在し続けるが、）多くの通信制大学院（特に人文・社会科学系研究科）において、

スクーリングが不要な教育モデルへと変化していくのではないかと思われる。 

ただ、そうした場合に、定期試験をネット上で行う際の本人認証の方法、デジタル化された講義内容の著作権をど

のように保護するか、など課題も尐なくない。すなわち、同大学院も含めた遠隔教育においては、アジア・マルチメ

ディア大学連合（APDMEN）会長の中村敏夫教授（中村敏夫、2001）によれば、「遠隔教育にとっては、魅力ある役立

つコンテンツの提供が不可欠である。知識をどの受講生もが理解でき、明確な形式知としてコンテンツを形成しなけ

れば遠隔教育、知識ベースは構築できない。キャンパス内の直接授業と同等の臨場感と緊張感を受講生にどこまで与

えることが可能か、コンテンツの質的向上並びに教授方法が急務である。また、宿題、テストのやり方もオンライン

上での制約を最小限に行うことが望まれる。課金システム並びに出席カードの替わりになる本人確認システムも学位

を提供する以上厳格に出来なければならない」との指摘がなされており、これら諸点をいかに克服するかが、

distance-learningにおける課題といえる。 

現状では、教育効果と通信制による講義は二律背反となっている。即ち、対面授業における臨場感ある講義やディ

スカッション、集団討論といった多彩な教育方法は教育効果を高めるが、通信制などで受講の利便性を高めていくと、

そうした教育効果を追求することが困難となる。教育効果を通学生なみに高めつつ、完全通信制の教育システムを完

成させるためには、情報技術の発展だけでなく、講義内容（コンテンツ）と教授方法の質的向上、デジタル情報の著

作権保護と活用方法の開発、ネット上での試験方法と本人認証方法の確立、などの重要課題を解決する必要があろう。 
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第３章 立教セカンドステージ大学（RSSC） 

山岸 直司 

１．プログラムの概要 

理念と概要 

プログラムの理念 

立教セカンドステージ大学（RSSC）とは、立教大学が2008年度に開設するシニア層のための生涯学習のプログラム

である。RSSCが示す設立の趣旨・特徴は以下のようにまとめる事ができるだろう。 

 

社会人、特に急増する団塊世代を中心とするシニア層の定年退職者および

そのパートナーのための「学び直し」と「再チャレンジ」のサポートを目的

とする。シニア層の人々がセカンドステージの生き方を自らデザインすると

いうコンセプトに基づき、単に大学を一般市民に開放し教養主義的な講座を

提供するものではない。個人的な学びの行為が、社会的な実践や新たなネッ

トワークの形成に繋がりうるような知の回路を発見する場をともに創って

いくことで、真の｢市民｣としてセカンドステージに踏み出し生きていくには

何が必要かを真剣に学びあう、新しい生涯学習の場を構築することを目指す。 

 

大学の特徴 

立教大学は130年余の歴史を有する日本を代表する私学であり、その起源は、1874年にアメリカ人宣教師が東京築

地に英学と聖書を教授するために開設した私塾にまで遡る。池袋と新座に美しいキャンパスを誇り、別名“自由の学

府”と称される。建学以来、教養教育の重視を掲げる立教大学であるが、2002年には、学部を持たず昼夜開講制を採

用する大学院として独立研究科（ビジネスデザイン、21 世紀社会デザイン、異文化コミュニケーション）を開設し、

社会人教育にも本格的に乗り出した。 

 

 

沿革 

RSSCは 2008年度から第一期の学生募集を開始する。 

 

教育組織 

学生数うち社会人数 

RSSC は本科と専攻科から構成され、入学者はまず定員 70人の本科に所属する。一年間のカリキュラムを修了した

学生のうち、希望者は専攻科へ進学が可能である。なお、対象とするのは50歳以上の学生であり、フルタイムで勤務

しながら学習を続ける、いわゆる社会人学生ではない。 

学部 院

入学者 4,436 567

在学者 16,171 1,383
単位(人)

図表1　2007年学生数（立教大学全体）

ビジネス 21世紀 異文化 計
入学者 106 62 41 209
在学者 190 127 92 409
専任教員 24 16 10 50

単位(人)

図表2　2007年学生数（独立研究科）
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教員数 

セカンドステージ大学専属の教員はいないが、立教大学の学部・院の専任教員が RSSCの授業を兹任で担当する。2008

年用パンフレットに記載されている RSSC教員は8名である。 

 

入学資格・入学試験 

入学資格は、入学年度の4月1日現在で満50歳以上の男女で、高等学校を卒業、又はこれに準じた学力があると認

められるものである。入学試験は以下の二段階によって構成される。 

 

(1)第一次選抜試験（書類審査）～志願理由、履歴 

(2)第二次選抜試験（面接試験）～セカンドステージの生き方等 

 

学位資格・卒業要件 

得られる学位 

取得できる学位はない。ただし、一定の条件の下、修了証が授与される（図表 3）。 

 

卒業要件 

以下（図表3）の条件を満たすことにより本科（1年）を卒業し、修了証が授与される。選択科目については、前期

と後期で受講に偏りがあってもかまわない。また、学部学生向け教養教育として構築されている全学共通カリキュラ

ムの「立教科目」約60科目から、前期1科目、後期1科目の計2科目までを選んで無料で受講できる（但し、各科目

5名の受け入れ制限がある）。 

 

 

 

 

 

 

 

学習形態・授業料 

場所・時間 

授業は、立教大学池袋キャンパスで提供される。必修科目は、前期を金曜日の 5時限（16:30～18:00）、

後期を木曜日の 5時限（16:30～18:00）に、ゼミナール（必修）は前期・後期とも、水曜日の 6時限

（18:30～20:00）に予定されている。また、前期・後期それぞれ 12科目の計 24科目が開講される選

択科目は、月曜日から金曜日の 3時限(13:10～14:40)、4時限(14:50～16:20)、5時限(16:30～18:00)

に予定されている。つまり、RSSCでは午後と夜に授業が展開される。 

 

 

 

前期 後期 修了要件

必修科目１科目（２単位） 必修科目１科目（２単位）

ゼミナール１科目（２単位） ゼミナール１科目（２単位）

図表3　修得単位数一覧

合計９科目（１８単位）
以上

選択科目前期・後期合わせて５科目（１０単位）以上
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授業形態・カリキュラム・正規学生との関係 

ゼミナールや課外活動、合宿・旅行など、通常講義以外の形式がふんだんにとりいれられる。カリキュラム・講義

はシニア層に的を絞った内容となっている（資料）。 

 

授業料 

授業料250,000円の他、登録料80,000円があり、年間合計33万円である。 

 

２．特質 

基本的な特徴 

キーワード 

RSSCが、そのホームページに自ら列挙している特徴をまとめると以下のようになる。 

 

特徴①：立教大学の専任教授陣や著名人による講義 

シニア層にとって、自ら「学びたい」といった魅力ある科目を開設。さらに、著名人に

よる講義や企業から協賛を受けた講座も開設。 

特徴②：伝統と活力に満ちた立教大学池袋キャンパスを学びの場として提供 

利便性と快適性に恵まれた池袋キャンパスは、シニア層の学びの場として最適。学部の

授業も 2 科目まで無料で受講でき、「いまどきの大学生活」の体験も可能。図書館・食

堂等の施設もフルに活用できる。 

特徴③：全ての受講生がゼミナールに参加し自主的な活動と運営を展開 

受講生を単に教育の対象者として捉えない。社会経験豊かな受講生と教師が共に授業や

ゼミナール活動を作っていくという視点を大切にする。合宿やフィールドスタディなど

自主的な運営に参加し、レポートを提出する。 

特徴④：豊富な野外講座や視察旅行などを盛り込んだ実習 

旅行会社、自治体、企業等とタイアップして、海外や地方の文化、歴史を体感

できる実習を実施。この場合、夫婦などでの参加も歓迎。  

特徴⑤：授業は昼間と夜間にも行い、希望すれば専攻科への進学も可能 

１科目が半年で修了するセメスター制を採用。前期・後期あわせて合計約４０

科目を展開する。 

 

また、他に強調されている特徴として、 

 

特徴⑥：特定の層（団塊世代を中心としたシニア層）に限定された場 

RSSCは全ての人に開かれていない。 

特徴⑦：学びと実践が伴うこれまでにない新しい生涯学習の場 

特徴⑧：1学年 70人がまとまって一つのユニットを形成 

定年退職後に RSSC で出会う新しい仲間と、セカンドステージにおける新しい

ネットワークが形成されるよう配慮する。 

 

が挙げられよう。 
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想定するマーケットとその規模 

想定するマーケット 

これまで整理したことを基にすると、生涯教育市場においてＲＳがターゲットする層は以下のように列挙できる。 

 

ターゲット①：シニア、特に定年退職者とそのパートナー。近々は、団塊世代 

ターゲット②：大学エクステンションやカルチャースクールに飽き足らないが、大学や

大学院への入学は躊躇する層。つまり、大学レベル以下の修了要件（18 単位以上）で、

大学の雰囲気（授業・施設・若年学生）を味わいながら、大学的拘束（一年間のカリキ

ュラムとゼミの必修）の下に学びたい人達 

ターゲット③：同世代で70名ONEUNITという団体・仲間を形成したい人  々

 

潜在的需要の規模 

潜在的需要①：シニア市場の規模と資金 

RSSCが近々対象とする、1947（昭和22）～1949（昭和24）年生まれの団塊世代の2008年度における規模は、平成

17年度版国勢調査をもとに推定すると、約680万人となる（図表４）。さらに、2008年で65歳となる1943年生まれ

から、55歳となる 1953年生まれまでを含めると 2,000万人を超える規模に達する（図表４）。次に資金面に目を移

すと、団塊の世代の退職期間と想定される 2007～2011年度の累計で、一時金給付が約 27.6兆円、年金給付が約 7.2

兆円、合計で約34.7兆円となる（樋口、他.2004）。また、その後の2013～2017年までの累計総額は31.8兆円であ

る（樋口、他.2004）。従って、RSSCがターゲットとするシニア市場は、近々も、さらに今後10年ほどの間は、規模・

資金ともに巨大であるといってよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSSCにとってさらに良い事は、団塊世代が三大都市圏、特に首都圏に偏在して居住している点である。60歳以上の

人口は、2000～2010年に全国で29.2％増加し、総人口に占める 60歳以上人口の比率も2000年の23.4％から30.2％

へと拡大する(樋口、他.2004)。ただし、樋口ら（2004）の予測によると、2010年までに60歳以上人口の上昇率は都

図表4　団塊世代の規模推定

出生年 年齢（2008年） 規模

1943 65 1,745,049

1944 64 1,795,818

1945 63 1,470,910

1946 62 1,367,500

1947 61 2,180,630

1948 60 2,293,251

1949 59 2,309,454

1950 58 2,104,329

1951 57 1,953,319

1952 46 1,838,150

1953 55 1,739,785

団塊計 6,783,335

総計 20,798,195

単位(人)

注：数字は平成17年10月1日現在

出所：平成17年度版国勢調査
を基に作成
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市圏で地方を大幅に上回るペース進行するという。特に、団塊世代の首都圏への偏在居住のために、2000～2010年の、

60歳以上人口の増加率は一都三県で著しく、トップの埻玉（53.0％）を筆頭に2位・3位の千葉・神奈川で共に40％

以上であり、一都三県の合計でも40％を上回るとしている（樋口、他.2004）。この結果、2010年の60歳以上人口が

占める割合は、一都三県で28％程度となり、2000年の全国平均である23.4％を大きく上回る（樋口、他.2004）。こ

うした地域ごとの人口構成の大きな変化が、大都市圏にもたらす影響は正負様々であろうが、RSSCのターゲット層が

通学圏内に多数存在していることを物語っており、RSSCにとって福音と言えるだろう。 

 
 

 

潜在的需要②：シニア層の学習意欲 

大学エクステンションや公開講座の増加、そして大学や大学院に入学を希望するシニアのための受験予備校の出現

など、シニア層の高まる学習意欲を示す兆候が近年活発である。しかし、「本人（または配偶者）が定年退職した場

合、お金をかけるつもりの消費分野」を尋ねた日本経済新聞社と日経産業消費研究所による 2003年の調査によると、

団塊世代では、男女とも 50％以上を獲得した国内旅行がトップであった（樋口、他.2004）。同調査の 2位以下を男

女別でみると、男性では車（31.6％）、海外旅行（29.8％）、住宅の改装（26.8％）、習い事（16.7％）と続き、女

性では住宅の改装(33.1％)、習い事(30.0％)、海外旅行(29.6％)、そして車（13.6％）となる（樋口、他.2004）。大

学での学習に一番近い概念を「習い事」と仮定すると、この結果からは、消費と結びついた学習意欲は、シニア層で

それ程高いとは言えず、特に男性でその傾向が強いのがわかる。資金にある程度の余裕があっても、まず旅行・車・

住環境の充実にお金を振り向け、その後まだ余裕があれば学習関係への投資を開始する傾向があるようだ。従って、

シニア、団塊世代から学習への投資を引き出す為には、学習と旅などをリンクさせることが重要だろう。その点、RSSC

は、視察旅行・フィールドスタディ・野外講座などをふんだんに取り入れることが強調されており、団塊世代を中心

としたシニア層の獲得という面では良いアプローチといえる。 

 

潜在的需要③：卒業生市場 

生涯学習や社会人教育における学生獲得で、最も重視すべき要因の一つが卒業生市場である。つまり、RSSCは、立

教大学卒業者の中で、その募集対象となる50歳以上の人々をどれだけ存在するかを考慮しなければならない。図表 5

を参照してもらいたい。図表 5では、RSSCが募集を開始する 2008年における四つの年齢ブロック（団塊・団塊～66

才・50～66才・45～66才）を横軸にとってある。そして、それぞれの年齢ブロックに対忚する入学年（18歳で大学

入学すると仮定）の立教大学の入学者数を調べ、ブロックごとに足し合わせ、得られた数字を各ブロックの卒業生規

図表5　立教大学卒業者数（団塊とその周辺）

5,675

11,495

31,77 0

43,745

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

団塊 団塊～66才 50～66才 45～66才

（2008年の年齢）
出所：　全国大学一覧　昭和 35～51年度版



 

24 

 

模みなした（縦軸）。図表5によると、RSSCが近々ターゲットとする団塊世代の卒業生は5,700人ほどである。前述

したように団塊世代の多くが一都三県に在住していることを考えると、5,700人のマジョリティがRSSCへの通学圏内

に居住している可能性がある。また、団塊から66歳まで含めれば、11,495人の卒業生が存在する。一学年70人とい

うRSSCの規模を考えれば、この数字は悲観するほど小さくないであろう。 

 

潜在需要を顕在化するうえでの問題点 

潜在需要を顕在化する上で、問題となりうる要因に RSSCの「カリキュラム」が挙げられる。RSSC のカリキュラム

は、開講科目に偏りがみられる。添付資料を見てもらいたい。星印をつけた科目は、セカンドステージに的を絞った

科目であり、全25科目中14科目に達しているので、RSSCではセカンドステージに関連が深い科目、あるいは関連さ

せた科目を集中的に学習することになる。しかし、これでは、シニア世代の意識をあまりに一面的に捉えているので

はないか？50歳以上の人々や団塊世代の多様性を見過ごしていないか？シニアの全てが「介護と看取り」、「葬祭」、

「死」、「老年学」、「健康と長寿」に興味を持っているというのは固定観念に過ぎるのではないか？また、経済、

ビジネス、リーダーシップを学ぶ場合でも、セカンドステージに関連付けず、もっと一般的な視点で学び直したいと

思っているシニアも多いのではないか？RSSCのカリキュラムでは、セカンドステージ関連の科目に惹きつけられるシ

ニアしか魅力を感じないであろう。 

生涯学習事業を積極的に展開する、早稲田・明治・学習院の場合は、その提供講座数の多さと多様性が目を引く。

早稲田大学エクステンションセンターの場合、2005年度の公開講座数は1,473に達し（早稲田大学エクステンション

センターホームページ）、学習院大学生涯学習センターでは、春・秋・冬の講座の合計で 2006年度に303講座を提供

しており（学習院白書平成18年度版）、また明治大学リバティアカデミーでも、ビジネス・教養文化・資格実務・語

学を合わせると2008年の1月には146講座が用意されている（明治大学リバティアカデミーホームページ）。受講者

の年齢をみると、早稲田の場合、2005年度で 50代が約 4,500人、60代が約 4,000人と、それぞれ 3番目・4番目に

多い年齢層を形成する。また、学習員の場合は、2006年度で、春学期 144講座中、受講者の平均年齢が 50代の講座

が37講座、平均年齢が60代以上は33講座であり、秋学期127講座中では50代が33講座、60代以上が37講座、そ

して冬学期 32講座中では 50代が 11講座、60代以上も 11講座であった（学習院白書平成 18年度版）。早稲田や明

治は、1940年代後半には既に大規模大学であり、団塊世代以上の卒業生数も大きい。しかし、当時の学習院はかなり

小規模な大学である（図表6）。立教に比べても小さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

にもかかわらず、シニア学生の獲得に学習院の生涯学習センターが成功しているのは、豊富な提供講座数によって、

シニア層全般がもつ様々な学習需要に忚え、卒業生以外のシニア顧客を惹きつけていることが要因の一つであると推

測できる。学習院の事例が示すのは、RSSCがターゲットとする50代・60代の学習分野が「介護と看取り」、「葬祭」、

「死」、「老年学」、「健康と長寿」などと関連する必要はないし、またセカンドステージと特別に関連付ける必要

もないということである。RSSCのカリキュラムが特定分野に偏っていることで、シニア層が持つ多様な需要を無視し

ていることになる。 

ただし「必修のゼミや、視察旅行・フィールドスタディ・野外講座への参加を通じて70人が新たな仲間を形成する」

というRSSCの目標・特徴ゆえに、RSSCはその提供科目群を特定のものにそろえなければならないという事情もある。

団塊 団塊～66才 50～66才 45～66才

立教 5,675 11,495 31,770 43,745
学習院 2,870 6,770 15,820 21,880
明治 15,620 41,350 89,040 116,790

早稲田 18,820 49,795 118,425 161,225
出所：　全国大学一覧　昭和35～51年度版 単位(人)

図表6　2008年時点の年齢別による卒業生数比較
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新たに出合う70人が1年間で仲間を形成するためには、接触・対話などを積極的・頻繁に繰り返す必要があり、「多

様な提供科目の中から、個人の好みに忚じて受講する」という早稲田や学習院の大学エクステンション方式では、70

人がバラバラになり、仲間の形成は困難であるからである。そもそも、従来の大学エクステンションには飽き足らな

い層を取り込むことを目指しているために、「必修」や「1学年70人」という制約がでてくる。つまり、RSSCの目的・

特徴から派生する一つの帰結が、「デマンドの多様性の犠牲」であると言える。 

 

供給側の要因 

大学の沿革、組織、人的資源の利用 

立教大学は、2002年より社会人の生涯学習需要もターゲットに含めた昼夜開講の大学院（独立研究科）を開設した。

独立研究科は、2007年度に209人の入学者を迎え（2008年度の入学定員は190名）、在学生数は409人であり、これ

までのところ成功といえるだろう。18歳人口に恒常的な低下に備え、生涯学習市場のさらなる開拓を狙い RSSCを開

設したものと思われる。また、RSSC専属の教員を雇用することなく、既存組織の専任教員を利用する形式を採るので、

人的資源の面でも大学に大きな負担をかけることはない。 

 

大学からみたプログラム設置の理由 

「定年退職者を主要なターゲットとし、その層だけに特化したカリキュラムを組み、『70人』というまとまった学

生を募集する」といったアプローチをしている大学はないと思われるので、今後暫く増加する定年退職者学習市場に

おいて、RSSC 独特の名声を形成する可能性がある。ただし、学生募集に成功したとしても「70 人＊33 万円＝2,541

万円」という年間収入では、人件費を除いてしまうと、それほどの利益は生まないので、先発優位による先行者利益

を見込んで立教大学がRSSCを開設したとは考えにくい。どちらかといえば、RSSCで利益を得ようというのではなく、

RSSCが破綻さえしなければ、独立研究科の成功に加えて、RSSC独特のイメージからくる広告宣伝効果のプラスにより、

「生涯学習の立教」というイメージを形成することを狙っているとも考えられる。あるいは、70人という小さなスケ

ールから派生する広告効果はさほど期待できないにしても、RSSCを設けることで、立教シニア卒業生に、もう一度立

教大学に目を向けさせる、再びキャンパスに足を運ぶ機会を提供することは可能だろう。資金に余裕のある団塊以上

のシニア卒業生層をもう一度立教大学に取り込むことができれば、寄付金の増額へ繋がるのでは、との期待があるの

かもしれない。 

 

現在のところの経営上のメリット 

既存組織の専任教員を利用でき、立教の既存施設を活用するので、RSSC のための新たな設備投資を必要としない。

従って、仮に RSSCが失敗しても大きな財務的な損失はないと言える。そして、RSSCが失敗さえしなければ、低い財

務リスクで、シニア市場に立教プランドを確立できる可能性がある。また、ブランドを確立できないまでも、立教シ

ニア卒業生の学習意欲の受け皿、あるいは卒業生に対する貢献姿勢を示すことで、シニア卒業生層からの寄付金増に

つながる可能性もある。 

 

他大学との競合関係と、競争力 

RSSCのモデルはユニークであり、今のところ競合関係はないと言える。 
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３．問題点、持続・拡大可能性、ビジネス・モデルとしての一般性 

問題点と持続・拡大可能性 

問題点としては、上記の「潜在需要を顕在化する上での問題点」で述べたことがそのまま当てはまる。つまり、RSSC

は、カリキュラムが特定分野に偏っているので、シニア層が持つ多様な需要を無視している。また、RSSCで新たに出

合う人々が、短期間で仲間を形成するためには、ゼミの必修や70人という小規模制であることが必要条件となるが、

そうした制約の為に大規模な拡大は困難であるし、様々な授業をフレキシブルに提供していくことも難しい。さらに、

小規模制故に、生涯学習市場に与えるインパクトは小さく、市場全体に大きな広告宣伝効果は期待できないだろう。

ただし、そのユニークさからメッセージが明確であり、立教大学卒業生に対して、母校が「努力している」、「卒業

生を忘れていない」という姿勢を示すことができると思われる。また、財務リスクが低く、立教大学への通学圏での

シニア人口が拡大していくことを考えると、持続の可能性は低くはない。 

 

ビジネス・モデルとしての一般性 

「先行者利益よりは、広告宣伝効果の追求と先行者ブランドの確立、そして卒業生対策」という点で、一般性はあ

る。ただし、RSSCが 70人という小さなスケールにも関わらず、ブランドの確立に成功したとすると、それは立教大

学本体が長年築いてきた立教ブランドの強さに付随しての成功であると思われ、非ブランド大学が同じ戦略で成功で

きるかは疑問である。一方、卒業生対策としては、検討に値するだろう。大学エクステンションを開設するには、多

種多様な講座を用意しなければならず、大規模大学でなければ、かなりの困難とリスクを伴う。一方、新たな設備投

資をせずに、既にある人的・物的リソースを利用しつつ小規模に展開する形式を採り、シニア世代の卒業生をターゲ

ットに「もう一度懐かしいキャンパスで大学生活を仲間と共に体験しよう」という生涯学習のモデルとして、RSSCの

アプローチは一般性があるかもしれない。小規模に展開する事業であっても、上記のようなメッセ―ジをリンクさせ

ることで、卒業生と大学の関連を深めれば、寄付金増に結びつくことも考えられる。しかし、団塊世代の多くが居住

し、全国一のシニア学習市場を形成している東京を中心とした一都三県、あるいは大都市圏に位置している大学でな

ければ、RSSCの募集人員である70人を集めることも困難な可能性がある。 

 

事例から何を学ぶか 

減尐を続ける18歳人口を前にして、大学が生き残るには、社会人や定年退職者の学習需要に忚え、大学に取り込む

ことが必要だ。建学以来、教養教育の重視を掲げ、どちらかといえば学部教育に集中してきた立教大学も、独立研究

科の開設をはじめ、本稿が取り上げた立教セカンドステージ大学などにより、社会人教育・生涯学習市場に本格的に

乗り出した。 

学習院、明治、早稲田といった有力大学が、大学エクステンションモデルで生涯学習市場に大きなブランドを確立

している。仮に、立教大学が同じモデルで生涯学習市場に参入した場合、市場に存在する巨大な先行者に負けないた

めには、エクステンションビジネスに必要な大規模設備投資だけでなく、多大な広告宣伝費を投じなければならない。

特に、地理的に近い早稲田と学習院との熾烈な顧客獲得競争が容易に予想できる。従って、立教大学がRSSCという他

にみられない独特なモデルで生涯学習市場に新たな市場（ニッチ）を形成しようとしたことは賢明であり、この事例

から学ぶべき第一の点である。また、小規模であるがために、財務的リスクも小さく、失敗したとしても大きな痛手

とならない。さらに、RSSCのユニークさゆえに、小規模であってもインパクトはあり、ある程度の広告宣伝効果が期

待できる。従って、RSSCの事例は、小規模大学であっても、財務リスクを抑えつつユニークさで勝負できることを示

しているといえる。 

ただし、RSSCは、立教大学という銘柄大学のブランドと、東京というシニア・団塊世代の巨大市場の上にたってい

ることは忘れるべきではない。地方の非有力大学が RSSCモデルを採用する場合には、通学圏内に居住する年代別卒業

者数の調査などといった、十分なマーケットリサーチが必要であろう。 
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Ｉ. エイジング社会の教養科目群

「現代世界論」　 　＊必修 

☆ 「超高齢社会論」　 ＊必修

☆ 「セカンドステージとシチズンシップ」 

☆ 「セカンドステージと健康長寿」 

「自分のからだと言葉を取り戻す」 

「現代史の中の自分史」 

「英語で味わう生きる喜び」 

「聖書と私（ともに生かしあう世界）」 

「フィールドワーク１(生命の多様性)」 

ＩＩ. コミュニティデザインとビジネス科目群
「コミュニティデザイン入門～コミュニティ活動の魅力」 

「民間非営利（NPO／NGO、ボランティア）活動「基礎編」　 

「民間非営利（NPO／NGO、ボランティア）活動「実践・応用編」

「コミュニティ活動とネットワークデザイン」 

☆ 「セカンドステージに役立つ経済と文化」 

☆ 「セカンドステージとコミュニティビジネス」 

☆ 「セカンドステージとリーダーシップ論」 

「コミュニティデザイン・カフェ」 

ＩＩＩ. セカンドステージ設計科目群　

☆ 「アクティブ／サクセスフル／プロダクティブなエイジング：老年学の基礎」 

☆ 「セカンドステージと夫婦関係・親子関係」 

☆ 「セカンドステージの暮らしと社会保障：気になる年金・医療」 

☆ 「セカンドステージの住まい方：暮らしの場を選択する」 

☆ 「生涯現役という生き方：いまを楽しむ」 

☆ 「介護と看取り：老いとケアに向き合う」 

☆ 「現代の葬送と墓：最後まで自分らしく」 

☆ 「死生観を学ぶ：死はタブーではない」 

立教セカンドステージ大学　2008年度開講予定科目 

出所：立教大学ホームページ
（http://www.rikkyo.ac.jp/grp/kohoka/2ndstage/program.html）　2008年1月20日
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第４章 関西学院大学プロフェッショナルスクール（KGPS） 

上田 大作 

１．プログラムの概要 

理念と概要 

プログラムの理念 

① 研究者養成のためだけではなく、社会の第一線で活躍しつつ、さらに深く専門分野について研究し、実務の裏

付けとなる理論を身につけようとする社会人の要請に忚える。 

② 科目の共同開講や単位互換の拡大をはかり、各研究科、コースの独自性を生かしつつ、統合的に高度の専門性

を要する職業に必要な能力の開発に取り組む。  

 

大学の特徴 

1889（明治22）年に、伝道者の養成とキリスト教主義教育に基づいて青年に智徳を授けることを目的として、神戸

に創立。1932(昭和7)年、大学令による関西学院大学設立認可。現在、4キャンパスに大学8学部、大学院11研究

科を有し、関西地方を代表する私立大学のひとつ。卒業生は現在約 20万人。在学生は約1万9千人。 

 

プログラムの沿革 

1993（平成 5）年 昼夜開講制の導入 

2004（平成16）年 大阪梅田キャンパスの開設 

2004（平成16）年 ＫＧＰＳ発足 

2008（平成20）年 ＫＧＰＳ廃止（予定） 

 

教育組織 

学生数 うち社会人数 

p30表参照 

 

教員数 

p30表参照 

※ＫＧＰＳ担当の専任教員はいない。スクール長は、平松一夫関西学院大学学長 

 

入学資格・入学試験 

 神学研究科 

→同一の企業等に2年以上勤務している者。所属教会の牧師推薦書・バプテスマ（洗礼）証明書 論文・面接 

 文学研究科 

→2年以上の社会的経験のある者。専門外国語・専門基礎科目・面接 

 社会学研究科専門社会調査士コース 

→同一の企業等に2年以上勤務している者。課題リポート・プレゼンテーション面接 



 

29 

 

 法学研究科エキスパートコース 

→同一の企業等に2年以上勤務している者。論文・口述試験 

 経済学研究科エコノミスト・コース 

→企業・官公庁等での2年以上の実務経験を有する者。共通問題・選択問題 

 商学研究科 

→社会人選抜にあたっての特別の制度はない 

 総合政策研究科 

→大学卒業後、3年以上の実務経験を有する者。面接試験 

 言語コミュニケーション文化研究科 

→大学卒業後、3年以上の実務経験を有する者。筆記試験（語学系試験のスコアによって免除あり）・面接試験 

 経営戦略研究科経営戦略専攻 

→大学卒業後、3年以上の実務経験を有する者。論文試験・面接試験 

 経営戦略研究科会計専門職専攻 

→提携する企業・自治体などからの推薦制度がある。 

 

学位資格・卒業要件 

得られる学位 

神学研究科→修士（神学）  

文学研究科総合心理科学専攻学校教育学領域→修士（学校教育学）  

社会学研究科社会学専攻専門社会調査士コース→修士（社会学）  

法学研究科エキスパートコース→修士（法学） 

経済学研究科エコノミスト・コース→修士（経済学）  

商学研究科専門学識コース→修士（商学・経営学・会計学・マーケティング・ファイナンス・ビジネス情報・国際

ビジネスのいずれか）  

総合政策研究科→修士（総合政策）  

言語コミュニケーション文化研究科→修士（言語科学・言語文化学・言語教育学のいずれか）  

司法研究科→法務博士（専門職）  

経営戦略研究科→経営管理修士（専門職）、会計学修士（専門職）  

 

卒業要件 

p30表参照 

 



 

30 

 

 

 

学習形態・授業料 

場所 

神学研究科→西宮キャンパス  

文学研究科総合心理科学専攻学校教育学領域→西宮キャンパス・大阪梅田キャンパス  

社会学研究科社会学専攻専門社会調査士コース→西宮キャンパス  

 法学研究科エキスパートコース→西宮キャンパス・大阪梅田キャンパス 

経済学研究科エコノミスト・コース→西宮キャンパス・大阪梅田キャンパス  

 商学研究科専門学識コース→西宮キャンパス  

 総合政策研究科→西宮キャンパス・神戸三田キャンパス・大阪梅田キャンパス  

 言語コミュニケーション文化研究科→西宮キャンパス・大阪梅田キャンパス  

 司法研究科→西宮キャンパス  

 経営戦略研究科→西宮キャンパス・大阪梅田キャンパス 

 ※西宮キャンパス…新大阪駅から電車とバスの乗り継ぎで約 32分 

 ※神戸三田キャンパス…新大阪駅から電車とバスの乗り継ぎで約62分 

 ※大阪梅田キャンパス…新大阪駅から電車と徒歩で約 10分 

一般 社会人 留学生 計

神学 神学 20 19 8 2 29 1.45 14 32 ○ 伝道師養成 教会・病院でのインターンシップ。日本基督教団の教師試験の科目免除

文化歴史学 22 18 1 19 0.86 27

総合心理科学 学校教育学 20 17 17 0.85 22 ◎ ○ ○ 現職教員 中学校（社会科）・高校（国語科・英語科・地理歴史科・公民科）の専修免許状の取得が可能

文学言語学 22 12 12 0.55 36

小計 64 47 1 0 48 0.75 85

社会学 専門社会調査士 24 16 6 22 0.92 31 ○ 社会調査のプロの養成 専門社会調査士の資格取得が可能

社会福祉学 12 6 3 4 13 1.08 22

小計 36 22 3 10 35 0.97 53

法学 法学・政治学 エキスパート 90 26 2 28 0.31 42 30 ◎ ○ ○ 公共政策のエキスパート養成

経済学 経済学 エコノミスト 60 15 16 3 34 0.57 40 32 ◎ ○ ○ 地方公務員・議会議員 法学研究科と協力して自治体経営感覚の取得を目的とする「公共政策プログラム」の開講

商学 商学 専門学識 60 21 16 37 0.62 40 30 ○ 研究領域の多様性（取得可能な学位名称は６種類）。現在は昼夜開講を中止

総合政策 総合政策 100 33 6 8 47 0.47 48 30 ◎ ○ ○ 企業・研究所・官公庁等との研究協力体制（リサーチ・コンソーシアム）の構築

言語コミュニケーション文化 言語コミュニケーション文化 60 25 28 3 56 0.93 40 30 ◎ ○ ○ 現職教員 中学校（英語科）・高校（英語科）の専修免許状の取得が可能

物理学 50 52 52 1.04 24

化学 66 53 1 54 0.82 13

生命科学 40 46 46 1.15 11

情報科学 90 109 109 1.21 28

小計 246 260 0 1 261 1.06 76

736 468 62 45 575 0.78 438

司法 法務 375 249 77 326 0.87 15 100 ◎

企業経営戦略 200 14 162 6 182 0.91 8 ◎ ○ ○ 「ＭＯＴプログラム」「起業家育成プログラム」の開講

会計専門職 200 93 110 1 204 1.02 7 ◎ ○ ○ 公認会計士の養成 経営戦略専攻と連携し、コンサルティング業務に適応できる人材を養成する

小計 400 107 272 7 386 0.97 15

775 356 349 7 712 0.92 30

※ＫＧＰＳ欄の◎の専攻・コースは、修士論文の提出が必須ではない

参考：関西学院大学「2007年大学基礎データ」

大学院合計

目的・マーケット等コース名
収容
定員

サテライト
専任
教員

修了
必要
単位
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文学

専門職大学院合計

KGPS
定員

充足率

在籍学生

研究科名 専攻名

社会学

理工学

経営戦略
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30

48

研究科・コースの特徴や取得できる資格等
昼夜土
曜開講



 

31 

 

授業形態・カリキュラム・正規学生との関係 

ＫＧＰＳとして、研究科横断の共通科目の設定を検討したが、各研究科の独自性を尊重し開設は行わなかった 

 

授業料 

 神学・文学・社会学・法学・経済学・商学･言語コミュニケーション文化の各研究科 

 →初年度898,000円（入学金230,000円 授業料508,000円 その他160,000円） 

 総合政策研究科 

 →初年度1,123,000円（入学金230,000円 授業料660,000円 その他233,000円） 

 経営戦略研究科企業経営戦略コース 

 →初年度1,210,000円（入学金230,000円 授業料730,000円 その他250,000円） 

 経営戦略研究科会計専門職コース 

 →初年度1,580,000円（入学金230,000円 授業料1,100,000円 その他250,000円） 

 

２．特質 

基本的な特徴 

 キーワード 

①高度専門職業人養成 

②インターンシップ 

③連携プログラム 

 

・高度専門職業人養成のためのＫＧＰＳ共通科目の開発への挑戦 

→研究科毎に、アドミッションポリシーやカリキュラムが違うため、高度専門職業人養成に特化した研究科横断

科目の設置は見送る結果となった 

・実務経験をさらに理論的に裏付けることを目的として、全研究科の修士課程及び専門職学位課程でインターンシ

ップを取り入れて2単位を認定 

→教会、病院、博物館、社会福祉施設等の従来からの各研究科の実習先に加え、民間企業、官公庁等へ約 2週間

派遣し単位を認定する。ＫＧＰＳが発足した 2004年に、10人がインターンシップを体験した。2005年以降は、

インターンシップを選択する大学院生は 10人以下の状況が続いている。大学院進学者の多くは、これまでと同

様に研究志向が強いといえるのではないか。 

・経済学研究科に公共政策プログラム（法学研究科との連携） 

→多くの研究科を擁する総合大学ならではの取り組みといえる。法学研究科と経済学研究科が協力して、自治体

において、経営感覚をもった人材を養成するために、経済学研究科に公共政策プログラムを開設した。 

 

想定するマーケットとその規模 

想定するマーケット・潜在的需要の規模 

 ①中高の現職教員 ②地方公務員・地方議会議員 ③伝道師希望者 ④公認会計士希望者 ⑤ビジネスパーソン他 
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潜在需要を顕在化するうえでの問題点 

 ①～②…競合相手が国公立大学となるため、自治体との連携や広報活動がとても重要となる 

 

供給側の要因 

大学の沿革、組織、人的資源の利用 

・ 大学院改革のひとつとして、高度専門職業人の養成の方策について検討を開始した。その後、高度専門職業人

養成に関連する研究科をまとめて、ＫＧＰＳと命名した 

・ ＫＧＰＳ専属の教職員はいない。スクール長である学長とＫＧＰＳ所属のコース責任者との打ち合わせで、共

通科目の開発や新たなプログラムの設置等を検討した 

・ インターンシップについては、学部生の受け入れ先やキャリアセンターを活用して実施した 

 

大学からみたプログラム設置の理由 

・大学院のこれまでの大きな目的であった研究者養成に加え、高度専門職業人の養成を、大学院の新たな目的と位

置付けて全学的に取り組んでいく 

 

現在のところの経営上のメリット 

・ＫＧＰＳの発足による新たな経費の負担はほとんどない 

 

他大学との競合関係と、競争力 

・ 高度専門職業人養成に特化した研究科横断的なプログラムは前例がなく、発足当初は、社会人用進学情報誌を

発行する企業からも大きな反響があった 

 

３．問題点、持続・拡大可能性、ビジネス・モデルとしての一般性 

問題点と持続・拡大可能性 

・ 既存の研究科は、研究者養成を目指す教員と研究志向の大学院生が最大のマーケットであるので、高度専門職

業人養成との並存は難しい面がある 

・ 社会人の大学院入学目的≠高度専門職業人というケース 

→ 外国語試験免除という入試制度を活用したい社会人の需要がある 

→ 勤務先の定年が間近、または既に定年した世代が「学びなおし」を目的として大学院を目指す場合がある 

→ 働きながら修士課程に学び、さらに博士課程に進学したい社会人の需要がある 

・ 昼夜土曜開講制やサテライトキャンパスでの講義の教員への負担 

→ 日中に自分の研究室で研究を行い、夜間開講の講義のために、サテライトキャンパスに足を運ぶ教員もいる。

自宅の位置によっては、その行き来が大きな負担となる場合もある 

 

ビジネス・モデルとしての一般性 

 ・定年前後の世代も含め、研究志向の強い社会人マーケットが存在することがわかった。働きながら関心のある学

問領域を深めていきたい社会人への対忚は、今後、各大学において検討すべき点である。 
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事例から何を学ぶか 

 ・「総合大学」「立地（都市部・交通の利便性）」は社会人獲得の有利な条件のひとつである 

→学内の連携プログラム、科目の共同開講、単位互換の推進は、新たなマーケットを創出する可能性を秘めてい

る 

→ 都市部で交通の利便性に優れたキャンパスは、社会人大学院生を取り込みやすい。しかし、利便性に優れたキ

ャンパスがサテライトである場合、主たるキャンパスとの距離や、開講日程や時間によっては、担当教員への

負担が増大する可能性もある 

 ・既存の大学院が高度専門職業人養成の担い手や社会人大学院生の受け入れ先になりうるか 

→大学院設置基準と専門職大学院設置基準では、専任教員のカウント（算入）方法が異なる。大綱化された設置

基準や学校教育法等の法令・省令を理解しつつ、今後の社会のニードを察知することができれば、既存の大学

院は、高度専門職業人養成の担い手や社会人大学院生の受け入れ先になりうる 

 

（大学院設置基準） 

第八条 大学院には、その教育研究上の目的を達成するため、研究科及び専攻の規模並びに授与する学位の種類及び

分野に忚じ、必要な教員を置くものとする。 

２ 大学院は、教員の適切な役割分担及び連携体制を確保し、組織的な教育が行われるよう特に留意するものとする。 

３ 大学院の教員は、教育研究上支障を生じない場合には、学部、研究所等の教員等がこれを兹ねることができる。 

 

（専門職大学院設置基準） 

第 五条  専門職大学院には、前条に規定する教員のうち次の各号のいずれかに該当し、かつ、その担当する専門分野

に関し高度の教育上の指導能力があると認められる専任教員を、専攻ごとに、文部科学大臣が別に定める数置

くものとする。  

一   専攻分野について、教育上又は研究上の業績を有する者  

二   専攻分野について、高度の技術・技能を有する者  

三   専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者  

2   前頄に規定する専任教員は、大学設置基準（昭和三十一年文部省令第二十八号）第十三条に規定する専任教員の

数及び大学院設置基準（昭和四十九年文部省令第二十八号）第九条に規定する教員の数に算入できないものと

する。 

附則  

1   この省令は、平成十五年四月一日から施行する。  

2   第五条第一頄に規定する専任教員は、平成二十五年度までの間、第五条第二頄の規定にかかわらず、第五条第一

頄に規定する教員の数の三分の一を超えない範囲で、大学設置基準第十三条に規定する専任教員の数及び大学院

設置基準第九条に規定する教員の数に算入することができるものとする。ただし、大学院設置基準第九条に規定

する教員のうち博士課程の後期の課程を担当する教員の数には、第五条第一頄に規定する専任教員の数のすべて

を算入することができるものとする。 

 

※下線は筆者。大学院設置基準では、学部や研究所の教員と大学院の専任教員を兹ねることが認められているが、専

門職大学院設置基準の定めの通り、平成 26年度からは、学部との兹任はできなくなる。 

 

（参考資料） 

関西学院大学ホームページ（http://www.kwansei.ac.jp/） 

 

http://www.kwansei.ac.jp/
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第５章 香港大学専業進修学院（SPACE） 

長野 公則 

１．プログラムの概要 

理念と概要 

プログラムの理念 

香港大学の継続教育部門は香港大学 SPACE（SchoolofProfessionalandContinuingEducation）と呼ばれる。国際都

市香港の発展を支える勤勉で向上心に富む社会人学習者に、質の高い学習機会を提供することを理念とする。 

 

大学の特徴 

香港大学は香港で最も選抜性が高い。世界ランキングで第 18位（TheTimes2007）の総合大学である。 

 

沿革 

1956年 香港大学の公開講座部門としてスタート。 

1970年代 香港が中継貿易で発展するに伴い、在籍者数は 2万人を突破。 

1980年代 香港は国際金融センター都市として更に発展。在籍者数は 3万人を超える。 

1990年代 香港は中国ビジネスの窓口としての機能と充実した金融・ビジネスインフラで一層発展。 

1992年 香港大学SPACEに名称変更。 

1996年 財務的自立を達成。在籍者数は6万人を突破。 

1997年 香港が英国から中国に返還される。 

1999年 Non-profitmakingcompanyとなる。 

2000年代 在籍者数は10万人を超えるが、その後はやや停滞。 

 

1956年から2006年までの50年間の在籍者数の推移は図表１の通りである。 

 

図表1香港大学SPACEの在籍学生数の推移 

 

出所：香港大学SPACE 
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教育組織（2007年度） 

学生数うち社会人数 

香港大学SPACEの学生数は2007年度で108,682人である。うち学位・履修証明等の受けられるコースに73,266人

が在籍している。原則としてすべて社会人である。 

在籍者の最終学歴別の内訳は図表２の通りである。 

 

図表2在籍者の学歴別 

最終学歴 回答者数 構成比 

Postgraduate(大学院) 6,894人 17% 

FirstDegree（学部） 13,589人 33% 

Post-secondary 11,089人 27% 

UptoF.5orequivalent 9,280人 23% 

合計（回答のあった在籍者について） 40,852人 100% 

出所：香港大学SPACE 

 

教員数 

フルタイム教職員が900人この他に非常勤教員が2,000人。 

 

入学資格・入学試験 

プログラムごとに募集している。フルタイムプログラムは105、パートタイムプログラムは1,001、合計1,106であ

る。入学資格はそれぞれのプログラムごとに個別に募集要頄に明記されている。 

 

学位資格・卒業要件（修士以上の学位について） 

得られる学位 

修士以上の学位を得られるプログラムは 22（2007年12月末現在）存在し、主な分野は次の通りである。 

 

金融 工学 会計学 国際経営 国際貿易 経営リーダーシップ コミュニケーション マー

ケティング IT 図書館情報マネジメント 社会科学 教育学 スポーツ余暇マネジメント 

食品安全管理 薬学 その他 

 

卒業要件 

卒業要件は 2年間のコース履修と試験。1年半のコースや 2年半のコース等得られる学位の種類によって履修期間

は若干の違いがある。 
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学習形態・授業料 

場所 

香港大学のキャンパスのほかサテライト 12ヶ所を持つ。 

サテライトキャンパスはいずれも地下鉄の中心駅近くあるいはビジネスの中心の繁華街に位置する。 

香港は香港島の中心部も九龍半島側も人口密度が高く、またビジネス地区と居住地区が近接している。 

このため働きながら学ぶにはもともと条件が恵まれているが、サテライトキャンパスの存在で学習者にとって更に

利便性が向上している。 

 

授業形態・カリキュラム・正規学生との関係 

授業形態はFace to Faceが中心であり、プログラムごとに夜間、週末と夏季冬季集中の組み合わせで必要単位を取

得するのが一般的となっている。香港大学の正規学生とは別体系である。 

 

授業料 

授業料はプログラムごとに定められており、内容によって多様である。 

 

（例） 国際経営2百万円（2年）,会計学22万円×13ユニット、経営リーダーシップ132万円（2.5年）、コミ

ュニケーション140万円（2年）、金融195万円（20ヶ月）、IT1.506万円（5年） 

（1ドル110円、1香港ドル14.円等で円に換算） 

 

２．特質 

基本的な特徴 

キーワード 

①アカデミックな実務性：ビジネスオリエンテッド機を見るに敏 

②在籍者の学歴の多様性：在籍者中学位保持者50％、それ以外50％ 

③プログラムの国際性：英国、オーストラリア、アメリカ、中国等の大学と提携 

 

想定するマーケットとその規模 

想定するマーケット 

想定するマーケットは、香港の18歳から64歳の成人である。 

潜在的需要の規模 

香港における社会人教育の潜在的需要の規模を香港大学 SPACEが調査した結果が次の通りである。 

 

計算に用いられた数字 

①香港の18歳から64歳人口は4,838,600人.（2006） 

②継続教育への参加意向表明率33.6％ 

③参加意向のある個人1人当り継続教育への年間支出額平均9,703香港ドル（約14万円） 
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これをもとに潜在的需要の規模を試算する。年間 158億香港ドルで1香港ドルを14.5円で円に換算すると、 

2,291億円が潜在マーケットサイズである。 

 

4,838,600HK$×0.336%×9,703HK$/年=158億香港ドル（1香港ドル＝14.5円で換算すると2.291億円） 

 

出所：SurveyontheDemandofContinuingEducationinHongKong2005/06香港大学SPACE 

 

潜在需要を顕在化するうえでの問題点 

既に述べたように、香港大学は歴史、伝統、学生の質、教育・研究実績のいずれをとっても香港における最も優れ

た大学である。したがって、香港大学の継続教育部門である香港大学 SPACEが潜在需要を顕在化するうえでの最大の

問題点は、香港大学本体との関係における質の維持の問題である。 

 

供給側の要因 

大学の沿革、組織、人的資源の利用 

香港大学は香港を代表する大学で英国の大学の伝統のうえに築かれており、組織も人的資源も第一級と言える。更

に香港大学SPACEは、香港大学のこの知名度と国際ネットワークを活用して有力なパートナー組織を持っている。 

 

①香港大学の組織との提携 

香港大学ビジネス経済学部、 

香港大学建築学部、都市計画環境マネジメントセンター、 

香港大学普通話教育センター、漢方薬スクール他 

②香港地区専門職団体との提携 

香港図書館協会、香港秘書協会、香港マーケティング協会等 

③中国等の大学との提携 

清華大学、北京中医薬大学、北京体育大学、東北財経大学等 

④欧米等の大学との提携 

アメリカ2大学、オーストラリア5大学、英国17大学、カナダ1大学日本1大学（大阪外国語大学） 

 

大学からみたプログラム設置の理由 

国際都市香港を支える人材の継続的育成が香港大学 SPACEの使命である。国際都市香港の発展を支える勤勉で向上

心に富む社会人学習者はアメリカやカナダ等の海外に留学する意欲も強く、社会人になってからでもキャリアアップ

のために海外の大学に留学することも多い。香港大学 SPACEが種々の質の高いプログラムを提供することにより、潜

在需要の流出に対抗することができる。 

 

現在のところの経営上のメリット 

香港大学SＰACEは1996年以降、財政的には自立を達成している。国際都市香港への長期的貢献は、本体である香

港大学にとっての本来的使命である。例えば金融センターとしての香港への貢献としては、金融工学やデリバティブ

ズの実務での時代の最先端のノウハウの伝授と訓練であり、また中国返還後の語学教育の面では、英語力の維持向上

と普通話の普及が新しい使命として脚光を浴びている。 
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他大学との競合関係と、競争力 

アメリカオーストラリアカナダ等の大学との競合は激しい。また中文大学等の地元の大学との競合は激しいが優位

に立っている。 

 

３．問題点、持続・拡大可能性、ビジネス・モデルとしての一般性 

問題点と持続・拡大可能性 

ショートコースの一部には短期のカルチャースクール的な内容のものも含まれており、高等教育機関がカバーすべ

き領域かどうかの点検が必要であろう。 

中国大陸のマーケットへの進出については、規模的拡大の可能性が大きい一方で、香港大学としての総合的な質の

維持について十分に事前に検討される必要があると考えられる。 

ビジネス・モデルとしての一般性 

これは香港での事例であり、日本に直接には適用できない。しかし日本で社会人教育のプログラムを検討する際に

参考となる部分は、特に下記の点である。 

 

①需要調査 

マーケット調査（SurveyontheDemandoftheContinuingStudy）により、修士学位の対象となるマーケットサイズ、

履修証明のマーケットサイズの試算等、需要サイドを客観的、実証的に把握し続けることが必要。また競合先の

動向の把握も重要。 

②大学のミッションバリューとの関係 

本体である大学の長期的ミッション、経営理念との関係を常に念頭に置く必要がある。 

③提携先の活用 

 

事例から何を学ぶか 

①都市の立地特性 

社会人教育プログラムの事例で最も焦点を当てて分析するべき事頄は、都市の立地特性である。香港の場合は、

第2次世界大戦後、まず英国の植民地として軽工業と中継貿易の基地として栄え、70年代後半からはアジア最大

の金融センターとしてシンガポールと並んで飛躍的に発展する。更に中国とのビジネスの窓口で英語のビジネス

インフラの整った都市としてゆるぎない発展を遂げる。こういった都市の歴史と伝統が都市の立地特性の重要な

部分である、東京のコアのビジネスエリアほどの面積に香港は約 500万人の 18歳から 64歳の人口を擁する。人

口密度が高く、商業集積の密度も高い。ビジネスエリアと居住地域が近接していて地下鉄等の交通も発達してい

るといった都市構造も重要である。 

②社会構成員の意識 

社会人教育プログラムの事例で次に忘れてはならない事頄は、その都市の社会構成員の意識である。 

学位や履修証明を得ようとするものに対する職場での積極的な評価、あるいは転職によるキャリアアップを前向

きにとらえる社会構成員の意識が、社会人教育プログラムが長期的に継続されるための重要な要素の一つである。 

③大学の伝統と理念 

プログラムを提供する大学の伝統と理念との関係も重要である。社会人プログラムを長く発展させるためには、

大学の伝統や理念に沿ったものであることが必要であろう。 
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第２部 社会人対象プログラムの事例 

Ａ． マネジメント系プログラム 

第６章 立命館アジア太平洋大学大学院経営管理研究科（MBA) 

高橋 清隆 

１．プログラムの概要 

理念と概要 

プログラムの理念 

立命館アジア太平洋大学大学院経営管理研究科経営管理専攻（MBA)は、九州・沖縄地区で唯一の MBAの学位を取得

できる大学院である。この地区の大学院は既存の学部をベースにそれを一層発展させた研究者養成型のタイプがほと

んどで、社会人にターゲットに絞った本格的なプログラムの展開はごく尐数である。このような状況の中、専門職大

学院的な学位である MBA を取得できる教育プログラムを展開している点には大いに注目すべきであろう。MBA とは

Master of Business Administration の略で、日本語では経営学修士と呼ばれる学位である。組織の経営資源である

ヒト、モノ、カネのほか情報などを体系的に学び、経営に必要な知識を身につけ経営者や経営をサポートするビジネ

スのプロフェッショナルを育成することを目的としている。 

この経営管理研究科では米国のビジネススクールの理論及びメソッドを教育･研究の土台とし、その上に日本やアジ

ア太平洋の各地域のスケールをミックスさせるという独自のプログラムを構築するとともに英語による授業と多文化

環境により、日本にいながら世界に通用する経営的人材の育成をめざしている。 

研究科のHPには経営的人材育成にあたって次の３点が掲載されている。 

 

1. アジア太平洋地域の経済・社会・文化・多様性およびアジアの長い歴史的、文明的な蓄積と 20世紀にアメリ

カ・ヨーロッパで形成されたマネジメント・スタイルの総合的な理解の上に立って、「アジア太平洋型」のマ

ネジメント・スタイルの開発を目指します。21 世紀のアジア太平洋地域の企業活動が直面する、企業創造・

企業マネジメント革新の課題、産業創造・開発の課題、技術とイノベーション領域の課題を解決し、企業活動

の国際標準化、急激な社会環境や高度化に対忚できる人材を育成します。 

2. 企業活動が直面する多様で複雑な課題を解決するための専門的講義と、ケーススタディによる個別事例の対忚

訓練により、アジア太平洋地域で活躍する専門的職業人・経営幹部を養成します。 

3. 特に今日の企業活動革新の重要な課題となっているファイナンス、国際ビジネスとマーケティング、イノベー

ションと技術経営の分野について高度な専門性を備えた国際的経営人材を養成します。 

 

大学の特徴 

立命館アジア太平洋大学の特徴は、「アジア太平洋学」という新しい学問分野を確立するとともに、21世紀の国際

社会で活躍できる資質と能力を持った「アジア太平洋時代の人材」を育成することを目的としている点にある。その

具現化として、2007年11月現在、82カ国・地域から、学部には国際学生2,294名と国内学生2,997名が、大学院に

は国際学生231名と国内学生20名が学ぶ多文化キャンパスを実現しており、授業は英語と日本語の2ヶ国語で行われ

ている。 

主な国・地域別の学生数は次ページの通りである。 
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Source:http://www.apu.ac.jp/home/modules/keytopics/index.php?id=300 

 

上記以外にも、アメリカ、カナダ、ドイツ、フランス、イギリスなどの欧米諸国のほか、アフリカ大陸諸国からも

留学生が来日している。 

これらを踏まえ、立命館アジア太平洋大学では大学の特徴を次の7つのキーワードを用いて表わしている。 

 

１． アジア太平洋地域の未来創造を担うリーダー養成 

２． 世界 78の国・地域から集う国際学生 

３． 多文化・多言語環境 

４． 約半数が外国籍、豊富な経験とスキルを誇る教授陣 

５． 日・英二言語教育 

６． 経験・交流型学習で言語スキルと言語力を磨く海外学習 

７． 高い評価を誇る就職 

 

沿革 

2000年4月に、「自由・平和・ヒューマニズム」、「国際相互理解」、「アジア太平洋の未来創造」を基本理念と

し、大分県、別府市、学校法人立命館の三者の公私協力によって開学した。また、2003年4月には大学院も開設され、

2学部2研究科で構成され現在に至っている。 

 

学部： アジア太平洋学部（APS）【社会学・国際社会学】 

アジア太平洋マネジメント学部（APM）【国際経営学】 

大学院： アジア太平洋研究科 

－アジア太平洋学専攻(APS)【アジア太平洋地域が直面する解決課題の戦略的・政策的研究】 

－国際協力政策専攻（ICP）【国際協力を担うための専門性と、課題解決・政策形成に関する研究】 

経営管理研究科 

－経営管理専攻(MBA)【専門的職業人・経営幹部・国際的経営人材養成】 

国・地域
学部学生

数
大学院学

生数
交換・短
期留学生

学部・大
学院合計

数
1 韓国 618 5 7 630

2 中国 494 40 7 541

3 タイ 230 5 0 235

4 ベトナム 180 22 0 202

5 インドネシア 145 11 0 156

6 モンゴル 125 4 0 129

7 台湾 102 8 2 112

8 ミャンマー 51 4 0 55

9 バングラデシュ 41 11 0 52

10 スリランカ 41 6 0 47

国際学生(留学
生）合計

2,294 231 76 2,601

国内学生 2,997 20 15 3,032

APU学生総計 5,291 251 91 5,633

以下省略

立命館アジア太平洋大学 国・地域別の学生数

（2007年11月1日付）
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教育組織 

学生数うち社会人数 

経営管理研究科経営管理専攻（MBA) 

入学定員：40名 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営管理研究科の入学定員は40名であるが、設置されてから定員を充足したことが未だない状況にある。特に、日

本人学生の累計は他大学卒業者が４名、本学卒業生１名と大変尐ない状況である。また留学生に関しては 73％が他大

学の卒業生であり、学部の卒業生がそのまま大学院に進学する割合が低いこともこの研究科の特徴になっている。 

なお、日本の社会人正規学生は、企業の制度を利用した企業派遣1社(公文教育研究会）のみとなっている。このほ

かに上記の図には入っていないが、非正規生として日本軽金属・佐世保重工業からの企業派遣を受け入れている。 

 

教員数 

教員組織は、専任26名（教授14名、准教授6名）、客員教授9名から成り立っているが、全て学部に所属し、大

学院を兹務している形になっている。なお、客員教授として外国大学の金融関係を担当している教員や国内外の実業

界人を招聘している。 

 

入学資格・入学試験 

入学資格は下記の4点である。 

 

① 日本の大学から認定された学士の学位を得た者、または外国において通常の過程による 16年の学校教育を修

了した者。 

② TOEFL,TOEICもしくはIELTSの公式認定証の提出。（TOEFL550点以上のスコアを推奨） 

③ GMAT試験を受け、500点以上のスコアの提出。 

④ 3年以上の職業経験、または同等の経験を持っていることを原則として要求。 

 

講義がすべて英語で行われることから、③で一定の英語能力を求めている。またビジネスに関する理論・実証面の

授業をおこなうことから④で3年以上の職業経験を求めている。しかしながら入学者の内訳からわかるように、これ

に関しては厳密な条件とはなっていないようである。 

 

学位資格・卒業要件 

得られる学位 

修士（経営管理） Master of Business Administration (MBA) 

 

入学者の内訳
計

日本人 留学生 日本人 留学生 日本人 留学生
2003年入学 0 0 0 0 0 25 25
2004年入学 0 9 0 1 3 23 36
2005年入学 0 8 0 0 1 18 27
2006年入学 1 8 0 0 0 19 28
2007年入学 0 7 0 0 0 18 25

合　　計 1 32 0 1 4 103 141

APU新卒 APU既卒 他大学卒
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卒業要件 

通常2年間（フルタイム）。1年半で修了することも可能である。 

 

 

学習形態・授業料 

場所 

〒874-8577日本国大分県別府市十文字原１－１（大分空港から約60分） 

 

 

授業形態・カリキュラム・正規学生との関係 

講義・演習 

米国ビジネススクールのメソッドを用いながら、ファイナンス、国際ビジネスとマーケティング、イノベーション

と技術経営(MOT)、移行経済・経営システム・デザイン、総合ビジネスなどを学習する。 

 

授業料 

入学金：130,000円 

授業料：1,800,000円/年×2年＝3,600,000円 

 

経営管理研究科（MBA)はフルタイムで授業を行うため、通学できない学生用に寮が完備されており、大学院生用の

部屋は家賃・光熱水費込みで年間 582,000 円、月額にすると 48,500 円と安価に設定されている。このほかに、食費

360,000 円、教材費等 240,000 円、その他 144,000 円などが生活費として見積もられており、年間生活費として

1,326,000円が必要であると大学では試算している。 

http://www.apu.ac.jp/graduate/modules/finances/index.php?id=3 

科目群 修了までに必要な単位
必修科目 18単位
選択科目 16単位以上
研究セミ
ナー科目

8単位以上

自由選択 6単位以上
修了には48単位以上
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この試算を用いれば、経営管理研究科でMBAの学位を取得するためには生活費も含め2年間で約640万円の費用が

必要となる。これに対し大学では授業料の 30%、50%、65%,80%、100%が減免される奨学金制度を設けているが、社会

人も適用なのか、またそれぞれの割合に何人適用されているのかまでは HPからは不明であり、今回の調査ではそこま

で踏み込んでいない。 

 

２．特質 

基本的な特徴 

キーワード 

①九州・沖縄地方で唯一の本格的な MBAの学位を取得できる大学院。 

②米国ビジネススクールのメソッド。 

③アジア地域、日本地域、九州地域に照準を絞った教育内容、ケーススタディ。 

④英語での教育を徹底。 

⑤豊富な国際色。 

 

想定するマーケットとその規模 

想定するマーケット 

アジア太平洋地域で企業活動する社会人でさらに高度な経営管理を学びたい人。将来の企業幹部候補生やアジア諸

国で事業を目指す経営者。また、アジア太平洋地域の企業、特に日本企業に就職を希望する学生などがマーケットと

してあげられる。 

 

潜在的需要の規模 

世界から注目される巨大市場である中国を始め、近年急速な発展を遂げている東南アジア、オーストラリアやニュ

ージーランドまで含む広い地域を研究対象とするため、これらの諸国におけるケーススタディが充実されてくれば潜

在的な需要は高いと思われる。 

 

潜在需要を顕在化するうえでの問題点 

カバーする範囲があまりにも広いため、各国の事情に精通した教員の確保が必要である。また、ケーススタディは

実在する企業の経営事例をもとに、直面した経営課題に対しいかに取り組むか、仮説の検証を通じ限られた情報をも

とに意思決定する能力を養成するものである。したがって、学生たちの議論をいかに高度なものに引き上げられるか、

指導する教員の質が重要となってくる。 

 

供給側の要因 

大学の沿革、組織、人的資源の利用 

学部の教員がそのまま大学院も担当している。 
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大学からみたプログラム設置の理由 

アジア太平洋マネジメント学部を基盤とする修士課程の設置。 

経営管理に関する高度専門職業人の養成が必要であること。 

 

現在のところの経営上のメリット 

教員は学部に所属しているため、新たな人件費はかからず、また国内のMBAの学費としては高額な部類にランクさ

れている。さらに、留学生が多数在籍しているため、国庫補助金（外国人留学生就学援助費）、海外先進教育実践

支援プログラム、現代 GP、特色 GPの補助金を得やすいという特徴がある。2007年度も文部科学省の「平

成 19年度国費外国人留学生（研究留学生）の優先配置を行う特別プログラム」や経済産業省及び文部科学

省が2007年度より合同で実施する「アジア人財資金構想」に係る「高度専門留学生育成事業」に採択されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source:http://www.ritsumei.ac.jp/mng/fl/keiri/pdf2007/06jigyouhoukoku.pdf 
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他大学との競合関係と、競争力 

九州・沖縄地区にてMBAの学位を取得できる大学院はここだけなので競合はない。 

ただし、アジア太平洋地域がマーケットなので海外大学との競合が考えられる。また、国内の通学生の大学院や通

信制の大学院の存在は考慮する必要がある。 

 

３．問題点、持続・拡大可能性、ビジネス・モデルとしての一般性 

問題点と持続・拡大可能性 

経営管理研究科（MBA)が拡大発展するための問題点を以下に列挙してみた。 

 

①社会人学生への配慮不足について。 

設置の趣旨からすればこの研究科が対象としているのは現役の社会人であり、その中には当然日本人も含まれよう。

しかしながらこの研究科はフルタイムで授業を行うため一般的な社会人が入学するためには 2年間の休職または退職

が必要となる。国内のMABの大学院では土日開講と集中講義かつサテライトキャンパスで授業を行い学位が取得でき

るところもあるので、社会人の獲得を目指すならば学習環境の整備が必要となる。 

 

②九州・沖縄地区の需要について 

日本の社会人は開学から 5人しかいない。2007年 10月の大分県の人口は 1,204,772人、別府市はその約１割にあ

たる127,524人、うち男性は約58,000人である。（注1） 

MBAの取得を目指すであろう対象を22歳から35歳の男性とした場合、全国の人口に占める男性の割合は約 38％な

ので、別府市の男性人口にこの数値をあてはめると、別府市の22歳から35歳の男性は約22,000人と大雑把に推測で

きる。ただし、この中には農業・漁業従事者も含むが尐数なのでこの数値を MBAへの進学対象の最大値としてみる。

（注2） 

次に、平成18年度の大分県全事業所の従業者規模300以上の事業所について調べると、該当は 95事業所（製造業

27、医療福祉17、サービス業17、公務（他に分類されないもの）12、教育学習支援3、それ以外19）であった。これ

は大分県全事業所の0.16％にあたり、従業員は36,520人で13.4％となる。このことから、大分県には中小企業が多

いことが分かる（注3） 

さらに、勤労世帯1ヶ月の収入（勤務先）を大分県と東京都で比較してみると、大分県の平均月収は352,174円（2007

年9月）であり、東京都民の平均月収は 542,954円（48.4歳）（2005年）と約19万円の開きがある。（注4） 

以上の点から、通学圏内にある別府市の成人男性でかつ従業員 300以上の企業に勤務し、学費を負担できる余裕の

ある層は相当限られていると言わざるを得ない。 

したがって、日本人の成人マーケットの観点からは、別府市における需要はかなり限定的であろう。 

 

③高額な学費、生活費 

授業料の頄で記述したように、この経営管理研究科でMBAを取得するためには2年間の学費として373万円、寮に

入った場合は生活費を含め267万円、合計640万円が必要となる。大学では奨学金によりこれらの費用の軽減を図っ

ているが、それでも個人の負担額は相当高いと推定され、定員割れの一要因と考えられる。 

国内の MBAが取得できる大学院の学費の例として、MBAに力を入れている名古屋商科大学大学院マネジメント研究

科経営管理コース（MBA）の2年間の学費は237万円（入学金含）、満足度調査で上位に位置する法政大学大学院経営

学研究科経営学専攻の 2年間の学費は 167万円（入学金含）で、本経営管理研究科（MBA)は 1.57倍、2.23倍と高額

である。また国立大学との比較では、一橋大学大学院商学研究科経営学修士コース（MBA）の2年間の学費は1,353,600

円（入学金含）なので、その差は2.75倍にも広がる。 
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④入学者の質の保証。 

上述した主な国・地域別の学生数でみたように、東南アジア、欧米、アフリカ諸国など多彩な国々から留学生を受

け入れているが、入試は書類審査のみなので、入学者の質の保証が課題となるであろう。大学ではそのために GMAT

試験 500点以上のスコアを課し、TOEFL,TOEICもしくは IELTSの公式認定証の提出を義務付けているが、それをもっ

て大学卒業としての能力を担保できるのか、また500点の最低ラインが妥当なのかなど検討課題になるのではなかろ

うか。そのためにも、学費と関係もあわせ国費留学生の確保が重要な戦略になるであろう。 

 

⑤教員の質の確保。 

MBA はケーススタディを中心とし、学生の経営マネジメントに関する思考能力や判断能力を高度化することが主た

る目的であり、教授陣には理論と実務経験とが求められる。また、学生たちの議論を高度なものに引き上げるための

チーチング・スキルも重要な要素となる。このほか、教材となるケーススタディの内容と質および事例数も重要であ

り、これらを作成し教育できる資質を持った教員の確保が非常に重要となる。 

 

（注1）（注3）統計オオイタ（2007年12月号） 

http://www.pref.oita.jp/10800/tokeioita/oita0712/index.html 

（注2） 総務省統計局平成18年10月1日現在推計人口 

http://www.stat.go.jp/data/jinsui/2006np/index.htm 

（注3） 平成18年事業所・企業統計調査都道府県別集計 

http://www.stat.go.jp/data/jigyou/2006/ken/44/zuhyou/a002.xls 

（注4） 東京都の統計http://www.toukei.metro.tokyo.jp/ 

 

ビジネス・モデルとしての一般性 

教育再生会議第3次報告で全授業の30％を英語で行うことが提起されたが、大学院の MBAの授業を全て英語で行う

スタイルは、徐々に進みつつあるがまだ一般的な適用とはなっていない（注 5）。しかし、留学生のみをターゲット

として絞った時はこのスタイルは当然であろう。ただし留学生の目的が日本企業に就職することにあるならば、逆に

日本語能力の育成が課題になってこよう。 

このほか新聞でも報道されたが、東京大学大学院でも優秀な留学生確保のための計画が策定されているようであり、

講義は全て英語で実施されるとのことである。 

「東京大学が留学生向けに、アジアを調査分析する大学院の新コースを設ける。国内では珍しい米国流の「講義は

すべて英語、（やる気や独創性を評価する）AO入試で 10月入学」を採用することで、米国の名門大に流れているア

ジアの優秀な学生を取り込み、「日本育ち」のリーダーを輩出させる狙い。「地元の利」と長年にわたる研究の蓄積

を活用する。「世界の知の頂点」を目指す東大の国際化戦略として注目されそうだ。 

来年度から大学院情報学環にアジア情報社会コースを新設する。定員は修士課程が１５人、博士課程が 8人。入試

はペーパーテストではなく、英語力テスト「TOEFL」と米国の大学院の共通試験「GRE」、研究計画書によるAO入試と

いう米国流を採用し、米国の名門大と同じ 3～5月に実施することで世界レベルの人材を確保する。」 

http://www.asahi.com/edu/news/TKY200801190251.html 

 

（注5） MBA の授業を全て英語で行う大学院の事例としては、名古屋商科大学大学院マネジメント研究科国際ビ

ジネスコース（GlobalMBA）も参考になろう。 

 

事例から何を学ぶか 

立命館アジア太平洋大学大学院経営管理研究科経営管理専攻（MBA)から学べることは以下の点であろう。 
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①アジア・太平洋に戦略を定めた視点 

米国のビジネススクールの理論及びメソッドを教育･研究の土台として、その忚用・展開をアジア・太平洋諸国の経

済活動とし、それらの企業活動が直面する経営課題を解決できる人材の育成を目指している点が先進的である。成熟

した欧米ではなく成長過程のアジア・太平洋地域に焦点を当てたことは今後の需要にマッチしたものと思慮できる。 

 

②マーケティングの重要性 

九州・沖縄地区の別府にMBAの学位を取得できる大学院を設置したことは、既存の大学にとってかなりドラスチッ

クな出来事だったであろう。しかしながら、日本の社会人もターゲットにしたとき、果たして別府で開講することが

最善の選択であったか疑問も残る。③でも述べるが、福岡の市街地でサテライトかつ週末の授業で MBAの学位が取得

できれば定員の充足はかなり違ったものになったであろう。 

 

③社会人をターゲットにする工夫の重要性 

日本の社会人をターゲットにする時、一番ネックになるのがフルタイムの授業である。勉強のために休職できる企

業はごく尐数であろうし、景気が不透明な中、MBA の学位を取得するために企業を退職するにはリスクが大きい。し

かしながら、今後定員を充足させかつ大学院の質を高めていくには社会人の存在は不可欠であろう。そのためには②

で述べたように社会人が学びやすい環境の整備が必要である。 

 

④対費用効果の測定 

東京と福岡の小売物価統計比は約 1.4倍だが（注 6）、本経営管理研究科（MBA)の学費は法政大学大学院経営学研

究科経営学専攻の2年間より2.23倍高いという逆転現象が起きている。これでは九州・沖縄地区にいながら MBAの学

位を取得できる魅力は薄まってしまうのではないだろうか。また、2 年間の授業料と入寮した場合の経費の合計 640

万円があれば、東京や大阪に住みMBAの学位を取得できる大学院に進学しても収支は十分は合う。したがって、学費・

寮などの生活費を凌駕する強いメリットを打ち出していかなければ今後の発展は厳しいのではないかと危惧する。 

しかしながら、本経営管理研究科（MBA)の取り組みは、既存の大学ではなし得ない、独自の先進モデルを構築して

いるので、留学生の確保戦略を中心とする今後の展開には大いに注目すべきであろう。 

 

（注6） 総務省統計局小売物価統計調査調査結果主要品目の価格（13 都市・38 品目）より算出。【平成 18年 12

月～平成19年12月】http://www.stat.go.jp/data/kouri/2007mm/index.htm 

 

■2006年度の初年度納入金が高い MBAランキング 

 スクール名 プログラム名 初年度納入金 

1位 マギル大学MBA ジャパンプログラム 240万円 

2位 テンプル大学 ジャパンキャンパスMBAプログラム 220万5000円 

3位 国際大学 大学院国際経営学研究科 220万円 

4位 慶應義塾大学 大学院経営管理研究科 216万8600円 

5位 早稲田大学 大学院アジア太平洋研究科 201万6000円 

6位 立命館アジア太平洋大学 大学院経営管理研究科 190万円 

7位 関西学院大学 
専門職大学院経営戦略研究科 

経営戦略専攻(国際経営コース) 
188万円 

8位 早稲田大学 大学院ファイナンス研究科 186万6000円 

9位 明治大学 大学院グローバル･ビジネス研究科 181万2500円 

Source:http://www.mbajapan.org/2007/05/mba20072_1.html 
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■国内 MBAランキング学生満足度ランキング 

1位 法政大学大学院経営学研究科経営学専攻 46.4点 

2位 神戸大学大学院経営学研究科専門職学位課程現代経営学専攻 46.3点 

3位 
横浜国立大学大学院国際社会科学研究科博士課程前期 

(マネジメント専修コース、ファイナンス・アカウンティング専修コース) 
45.5点 

4位 グロービス経営大学院経営研究科経営専攻 44.9点 

5位 早稲田大学専門職大学院ファイナンス研究科ファイナンス専攻 44.4点 

6位 
法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科 

イノベーション・マネジメント専攻 
43.4点 

6位 立教大学大学院ビジネスデザイン研究科ビジネスデザイン専攻 43.4点 

8位 関西学院大学専門職大学院経営戦略研究か経営戦略先行(企業経営戦略コース) 42.8点 

9位 小樽商科大学大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻 42.3点 

10位 同志社大学大学院ビジネス研究科ビジネス専攻 41.6点 

11位 多摩大学大学院経営情報学研究科経営情報学専攻 41.5点 

13位 目白大学大学院経営学研究科経営学専攻 40.9点 

14位 国際大学大学院国際経営学研究科国際経営学専攻 40.8点 

15位 一橋大学大学院商学研究科経営学修士コース 40.6点 

Source:日経キャリアマガジン,2007 

http://www.mbajapan.org/2007/11/mba20081.html 

 

下記10頄目を5段階評価し平均点を算出してランキング化 

 

1)授業内容が多岐に渡っている、2)実践的な授業が多い、3)講師と密接なコミュニケーションが取れる、

4)講師陣が充実している、5)学生の水準が高い、6)学費が適正である、7)転職活動の有効な情報を提供し

ている、8)人脈作りがしやすい、9)事務局の対忚が良い、10)施設が充実している。 
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第７章 筑波大学大学院ビジネス科学研究科 

保立 雅紀 

１．プログラムの概要 

理念と概要 

プログラムの理念 

首都圏・夜間開講型大学院のパイオニア。 

「社会人の再教育及び専門職業人の要請に対する社会的要請にこたえることを目的としている」 

社会人向けのビジネス系大学院として先行した。博士課程設置も早かった。 

社会人に，研究型の大学院として，しかし実務家出身の教員も採用し，論文のテーマ･指導の内容は，実務向けのも

のとして展開している。 

ビジネスを科学的・分析的な視点で捉え，実践的な知識や経験を先端的な理論で体系化することにより理論と実践

が融合視点でビジネス上の課題を解決できる人材の育成を目指す。 

具体的には，「マーケティング・ストラテジックマネジメント」，「ファイナンス・アカウンティング」，「オペ

レージョンズ・マネジメント」，「ビジネス・インフォマティックス」の 4つの教育・研究プログラムをもつ。 

 

大学の特徴 

東京教育大として長い歴史があり，その移転後の跡地を再利用して，ビジネス系の大学院，社会人向け夜間の修士

課程，として設置した。筑波大学に移行してからは，大学全体は理工系の総合大学の性格を強くしている。ビジネス

科学研究科や教育学研究科のカウンセリング専攻･体育学研究科のスポーツ健康システム･マネジメント専攻などの社

会人教育の専攻が相次いで設置されたため，筑波大学全体の戦略として，東京の大塚地区に社会人教育の中心を移し

つつある。 

 

大学院としての特徴 

（１） 社会人の再教育に特化している。有職者のみを対象とする。 

（２） 立地が非常に良い。 

（３） 国立大学院として，都心部でビジネス系の夜間大学院の先駆である（現在も拡大中）。 

（４） 従来型の大学院として，経営系，法学系を始めて，そのまま維持している点も，魅力であろう。 

（５） 国立大学法人であるため，学費が安い。 

（６） コストは赤字とおもわれるが，筑波大学院全体の先導する大学院として位置づけられている。 

（７） 経営学のコースは，大学教員の輩出，博士号の授与が多い。 

 

沿革 

（１） 筑波大学は，平成元（1989）年に，経営･政策科学研究科，経営システム科学専攻（修士課程）を設置した。

これは，筑波本校にある研究科を東京でも開講する形で実施した。 

青山学院大学の国際政治経済学研究科・国際ビジネス専攻修士課程が夜間大学院として 1990年 4月に開講

され，筑波大学･青山学院大学がビジネス系の夜間大学院のさきがけとなった。 

筑波大学院は，平成2年4月には，企業法学専攻（修士課程）も設置した。平成8（1996）年には博士課程

を設置し，さらに平成13年には改組して「ビジネス科学研究科」と改称した。 
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筑波大学のなかでは，大塚地区が社会人教育の中心となった。 

大塚地区の成功を受けて，この地区（あるいは秋葉原）に多くの研究科が設置されるにいたっている。現在

も拡大中であり，平成20年度から人間総合科学研究科・生涯発達科学専攻（博士後期課程）〈募集定員 6名〉

が設置される。 

（２）筑波大学院の競合関係の分析 

筑波大学院にとっては，当初は昼間の MBAである「慶應義塾大学院（慶應大学院と略称する）」，同じ夜間

の大学院である「青山学院大学院」と競合したと考えられる。 

また，「多摩大学院」もやや遅れたが，早くからビジネスマン向けの大学院を設置した。夜間博士課程の設

置は 1995（平成７）年であり，先行した。サテライトキャンパスの設置（品川・2004年）は遅かったので，

筑波大学院と青山学院大学院にかなり学生を奪われたのではないか。 

その後，横浜国立大学院（今は若干後退）・横浜市立大学院・首都大学東京らと競合した。専門職学位が生

まれたため，入り組んだ競合関係となった。 

筑波大学院は，専門職学位ではない研究型の，理数系分析中心のコースとしている(国際 MBA 課程と法科大

学院のみ専門職大学院)。 

埻玉大学院・経済科学研究科（修士･博士）も東京キャンパスを修士･博士課程で展開している。 

こちらは，若干競合しているのではないか。 

（３）知財・MOT・会計・金融についての競合関係の検討 

・ 知財・MOT に関しては，一橋大学院，東京工業大学院，私立の芝浦工業大学院・東京理科大学院とも競

合する可能性はある（東大の工学系研究科･技術経営戦略専攻は完全な夜間ではない）。 

MOT 大学院は，ほかにも専門職学位として，東京農工大学院（東京･田町にサテライトキャンパスあ

り）・北陸先端科学技術大学院（東京サテライトキャンパスあり）があり，一定の需要はあるが需要の

伸びはいまひとつのようである。 

・会計 

専門職大学院が設立されたが，筑波大学院とは性格が異なるため，あまり競合しないかもしれない。

筑波大学院の中に会計学もあるが，こちらは研究型の大学院であるので，競合はあまりないかもしれな

い。あるいは会計の専門職大学院全体で定員充足が低調であるため，あまり影響を受けないだけかもし

れない。 

・金融 

早稲田大学院（ファイナンス研究科），一橋大学院などが競合している可能性がある。 

筑波大学と他の競合大学院では，専門職学位と従来型の大学院が，複雑に入り組みつつある。 

ただ，金融専門職大学院に特化した場合，どれだけ学生の潜在需要があるかを考えると，それほどマ

イナスの影響はないのではないか。 

 

教育組織 

学生数 

○経営システム科学専攻(修士課程)2007年度 

忚募状況 
定員 志願者数 合格者数 入学者数 

30人 156人 33人 32人 
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・年齢層･出身学部・在職の業種 

 

入学者，経営システム科学専攻(修士課程):平均35.6歳(男28名，女4名) 

修士課程・修了状況(平成18年度)34名 

 

 

○企業科学専攻(博士課程)，システムズ･マネジメントコース 

忚募状況（定員は両専攻合計で23名） 

 志願者数 合格者数 入学者数 

システムズマネジメント 49（1）人 18人 17人 

企業法 21人 11人 9人 

合計 70（1）人 29人 26人 

（）内は，外国人（社会人）をそれぞれ内数で示す。 

 

・年齢層･出身学部・在職の業種 

 

 

 

○企業科学専攻(博士課程)・企業法コース 

・年齢層･出身学部・在職の業種計9名(男7名，女2名)，平均年齢51.2歳 
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修了状況（平成18年度） 

専攻 コース 学位   

企業科学 
システムズ・マネジメント 

博士（システムズ・マネジメント） 1人 

博士（経営学） 3人 

企業法 博士（法学） 3人 

合計 7人 

 

社会人としての出願資格 

出願資格－① 

次のいずれかに該当し，且つ，入学までに概ね 1年以

上の有職経験がある者 

・大学(四年制)を卒業した者 

・学士の学位を取得した者 

・高度専門士の称号を得た者 

・教育職員免許法による一種または 

・専修免許状を有する者(22歳以上) 

・その他 

出願資格－② 

次のいずれかに該当し，且つ，入学までに概ね 1年以上の有

職経験がある者 

・短期大学または高等学校を卒業した者 

・専門学校または各種学校を卒業した者 

・大学を卒業せず大学院を修了した者 

・16年に満たない学校教育制度の外国の大学を卒業した者 

・大学に在学中の者(出願時) 

・その他 

 

教員数と学生数の比較 

（１）教員数と学生数（募集定員）の比較（以下の表）で見ると，コスト高であろう。 

学生数に対して教員が多い。また，科目履修生の費用を比較的安くしている（授業も1単位から取れる）。 

研究科 ビジネス科学 ビジネス科学 ビジネス科学 ビジネス科学 

専攻 

（学位） 

経営システム科

学専攻（修士） 

経営システムズマネジ

メント専攻（博士） 

企業法学専攻 

（修士） 

企業科学専攻・企業法

コース（博士） 

生徒 30名 23名 30名 23名 

教員 16名 24名 14名 19名 

＊ 生徒数・教員数ともに定員分である（但し，人間総合科学研究科は募集要頄表示の専任教員数）。 

＊ ビジネス科学研究科では，修士課程と博士課程の授業を兹任することがある。 

＊ 人間総合科学研究科･生涯発達科学専攻は，博士（生涯発達科学），博士（カウンセリング科学），博士（リハ

ビリテーション科学）の学位が取得できる。 

 

入学資格・入学試験（ビジネス科学研究科のみ。専攻名は略称） 

① 修士課程(経営学)･･･研究計画書（30点），小論文試験(20点：ビジネス等に関する内容)，口述試験（50点） 

② 修士課程（法学）･･･書類審査（50点），法学に関する小論文試験（60点），口述試験（50点） 

ビジネス科学 ビジネス科学 体育研究科 教育研究科 人間総合科学研究科 

国際経営プロフェ

ッショナル専攻 

（専門職） 

法曹専攻 

（法科大学院） 

（専門職） 

スポーツ健康シス

テム･マネジメント

専攻（修士） 

カウンセリング

専攻 

（修士） 

生涯発達科学専攻 

（博士） 

平成20年度設置予定 

30名 40名 24名 23名 6名 

12名 17名 9名 10名 15名 

http://www.office.otsuka.tsukuba.ac.jp/youkou/01keiei-system/bosyu-yokou.html#b
http://www.office.otsuka.tsukuba.ac.jp/youkou/01keiei-system/bosyu-yokou.html#b
http://www.office.otsuka.tsukuba.ac.jp/youkou/01keiei-system/bosyu-yokou.html#b
http://www.office.otsuka.tsukuba.ac.jp/youkou/01keiei-system/bosyu-yokou.html#b
http://www.office.otsuka.tsukuba.ac.jp/youkou/01keiei-system/bosyu-yokou.html#b
http://www.office.otsuka.tsukuba.ac.jp/youkou/01keiei-system/bosyu-yokou.html#b
http://www.office.otsuka.tsukuba.ac.jp/youkou/01keiei-system/bosyu-yokou.html#b
http://www.office.otsuka.tsukuba.ac.jp/youkou/01keiei-system/bosyu-yokou.html#b
http://www.office.otsuka.tsukuba.ac.jp/youkou/01keiei-system/bosyu-yokou.html#b
http://www.office.otsuka.tsukuba.ac.jp/youkou/01keiei-system/bosyu-yokou.html#c
http://www.office.otsuka.tsukuba.ac.jp/youkou/01keiei-system/bosyu-yokou.html#c
http://www.office.otsuka.tsukuba.ac.jp/youkou/01keiei-system/bosyu-yokou.html#c
http://www.office.otsuka.tsukuba.ac.jp/youkou/01keiei-system/bosyu-yokou.html#c
http://www.office.otsuka.tsukuba.ac.jp/youkou/01keiei-system/bosyu-yokou.html#c
http://www.office.otsuka.tsukuba.ac.jp/youkou/01keiei-system/bosyu-yokou.html#c
http://www.office.otsuka.tsukuba.ac.jp/youkou/01keiei-system/bosyu-yokou.html#c
http://www.office.otsuka.tsukuba.ac.jp/youkou/01keiei-system/bosyu-yokou.html#c
http://www.office.otsuka.tsukuba.ac.jp/youkou/01keiei-system/bosyu-yokou.html#c
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（有資格者の特例） 

司法試験第 2 次試験，司法書士試験，公民会計士第二次試験又は第 2 次試験，税理士試験（全科目試験免除

を除く），不動産鑑定士第 3 次試験，弁理士試験の合格者は「小論文を免除」し，書類審査 50 点，口述試験

50点として，合計点に「1.6を乗じて」算出する。 

③ 博士課程(経営学)･･･提出論文と研究計画書の審査（20点），外国語試験（TOEICで代替：20点），口述試験

（６０点） 

④ 博士課程（法学）･･･論文審査（50点），筆記試験〔外国語1か国語・法学の専門科目の平均点〕（50点），口

述試験（50点） 

 

学位資格・卒業要件（ビジネス科学研究科） 

得られる学位（ビジネス科学研究科） 

修士課程(経営システム科学専攻)…修士(経営学)・修士（システム科学）のいずれか。 

修士課程（企業法専攻）…修士(法学) 

博士課程（企業科学専攻・システムズ･マネジメントコース）…博士(経営学) 

博士課程（企業科学専攻・企業法コース）…博士(法学) 

 

＊ 博士課程(経営学)は，1998年に最初の課程博士を送り出して以来，10年足らずの期間で約40名の修了者に博

士号を授与した。 

卒業要件（ビジネス科学研究科） 

① 修士課程（経営学）：標準修業期間２年間に専門科目を含む３０単位以上を修得し，かつ，必要な研究指導を

受けた上，修士論文を提出し，その審査と最終試験に合格した者には修士の学位（経営学又は経営システム科

学）が授与される。修了学期については，学生自身が勤務，生活環境に合わせて学習計画を立て，その成果が

得られた時期に忚じて修了できるよう各学期末（３月，７月，１１月）に修了が可能となっている。但し，４

年を超えて在学することはできない。 

② 博士課程（経営学）：コースワーク２０単位以上，６ステージの論文指導。 

・ 博士課程において，１年で早期履修(博士号取得)できるシステムがつくられた。 

授業形態・カリキュラム・正規学生との関係 

・ 通学制。カリキュラムは，社会人に対忚した時間割で，テーマも実務的な内容となっている。 

・ 学年暦と時間割 

学年暦（３学期制） 

１学期： ４月第２週－６月第４週（含試験期間１週間） 

２学期： ９月第１週－１１月第３週（含試験期間１週間） 

３学期： １２月第１週－３月第１週（含試験期間１週間） 

授業時間 

休業日：日曜日，月曜日 

火曜日～金曜日（各日２コマ） 土曜日 

７時限１８：２０－１９：３５ 

８時限１９：４５－２１：００ 

３時限１１：４５－１３：００ 

４時限１３：４５－１５：００ 

５時限１５：１０－１６：２５ 

６時限１６：３５－１７：５０ 

７時限１８：２０－１９：３５ 



 

54 

 

授業料 

入学金282,000円，授業料年額535,800円(平成19年度) 

 

２．特質 

基本的な特徴 

キーワード 

①首都圏・夜間開講型大学院のパイオニア，②社会人向けの体制（夜間･土・集中講義など），③

研究型(従来型)の大学院，④大学全体を先導する位置づけ，⑤科目等履修生度の充実した展開。 

 

想定するマーケットとその規模 

想定するマーケット 

都内のビジネスマンなど，有職社会人。 

 

潜在的需要の規模 

首都圏の就業者人口に比べて大学院の入試の増減はそれに比べてかなり小さいので，就業者人口からは想定しにくい 

 

潜在需要を顕在化するうえでの問題点 

すでに，ある程度の需要を掘り起こしてしまっている可能性があるのではないか。首都圏の経営学系大学院の中に

は学生募集が不調のところもあるようなので，残された潜在需要がどこにあるかはよくわからない。 

 

供給側の要因（大学の沿革，組織，人的資源の利用など） 

大学の沿革、組織、人的資源の利用 

東京教育大が移転した跡地を取られないようにするため，という理由が大きかったと思われる。組織としては筑波

本校の組織を一部分分ける形で始まった(研究科所在地は筑波だった)。よって，組織，人的資源，設備においても当

初は十分ではなかったとおもわれる。 

 

大学からみたプログラム設置の理由 

新たな研究科設置をするために，社会の需要を充たし，かつ先進的である必要があった。そのため，ビジネスマン

向けの社会人夜間大学院を設置した。専攻は，経営学系と法学の二本立てとしたて開始した。未だ社会人大学院が珍

しい頃であったので，需要が見込まれたからであろう。 

 

現在のところの経営上のメリット 

立地を生かして，また国立大学で歴史と定評のある大学の格を生かして，一定の評価を得た。 
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他大学との競合関係と，競争力 

（１）都内周辺で競合するとおもわれる国公私立大学院 

① 一橋大学院（国立）（従来型と専門職学位） 

博士課程もあり，経営学と法学のコース(知財もある)である。設置時から英語のMBA課程を持つ。 

ただし，MBAコースは昼間開校のコースであり，筑波大学院との競合関係は不明である。 

また，筑波大学院は理系ベースの経営学であるのに対して，一橋大学院は金融工学のコースを除けば，比較的

文系に近い経営学である。この違いは，入学者層にも現れているようである。筑波大学院は，工学系の学部出

身者・製造業勤務者が多い。 

 

② 首都大学東京・社会科学専攻・経営学専攻［高度専門職業人養成プログラム］（国立） 

都庁内で開校しており，学費も，大学の格もほぼ相当するため，競合する可能性がある。経営学専攻には研究

者養成プログラム（昼間・八王子市の本校）が別に存在する。博士課程の通学は，筑波大学院が夜間で首都大

学院は昼間となるため，筑波大学院が有利ではないか。 

 

③ 横浜国立大学（国立）（従来型と専門職学位） 

筑波にやや遅れて，社会科学研究科などの従来型大学院を夜間にも授業を行う形で，法学･経営学･会計学のコ

ースを実施した。当初は博士課程も夜間開講の部分があった。しかし，専門職課程の設置により，そこに社会

人の夜間教育を集約した。夜間の専修コース（MBAコース）であり，マネジメント専修コース，ファイナン

ス・アカウンティング専修コースがある。サテライトキャンパスは横浜ランドマークタワーに設置され，平日

夜間と週末に開講する。立地等から考えると，筑波大学院との競合関係は弱いのではないか。 

 

④ 横浜市立大学（公立）（従来型） 

経営系の専攻は古くから評判が高く有名であったが，社会人大学院は完全な夜間開講ではなかった。昼夜開講

であり，昼間の授業も取らないと修了できなかった。しかし，博士課程まで進学が可能な，従来型の大学院で

ある。通学のしやすさ（夜間開講･立地）から考えると，筑波大学院がやや有利かもしれない。 

 

⑤ 多摩大学院（私立） 

社会人対象の夜間大学院である。教授陣の陣容は有名人が多い。サテライト間パスの設置が送れたため，筑波

大学院が有利に展開した。多摩大学院設立当初は，青山学院大学院とともに筑波大学院と最も競合したと思わ

れる。 

 

⑥ 慶應大学院・経営管理研究科（私立，昼間）（従来型） 

企業派遣，また研究者志望の専業学生中心のカリキュラムであり，最も早くから AACSB

（TheAssociationtoAdvanceCollegiateSchoolsofBusiness）という経営教育評価機関の認証を受け，日

本に経営学の教育を導入した。昼間ということで，休職，企業派遣でなければ社会人は通学できない。MBA

に関しては最も定評があると思われるが，筑波大学院との競合はあまり大きくなかったのではないか。企業派

遣者（あるいは休職者）については，慶忚大学院は一橋大学院と競合するようになったのではないか。 

 

⑦ 早稲田大学院（私立） 

アジア太平洋研究科にあったMBAを商学研究科に移している。夜間で通学可能なので，筑波大学院との競合

関係はこれから強くなるかもしれない。MOTは今でもアジア太平洋研究科にある。 
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（２）筑波大学院と一橋大学院の比較 

同じ国立大学法人の大学院ということで，筑波大学院と一橋大学院の詳細な比較をする。 

 

筑波大学院  H15 H16 H17 H18 H19 

経営システム科学専攻 募集人員 30 30 30 30 30 

ビジネスマネジメントコース 志願者 189 164 142 114 156 

 合格者 42 40 34 32 33 

 入学者 40 36 34 30 32 

比率は，（志願者／合格者） 比率 4.50 4.10 4.2 3.6 4.7 

入学率は，（入学者／合格者） 入学率 0.95 0.90 1.00 0.94 0.97 

倍率は，（出願者／募集人員） 倍率 6.30 5.47 4.73 3.80 5.20 

＊ 平成17年度までは，さらに2つのコースに分かれていたが，全体で定員 30名なので，合算した。 

 

一橋大学院 

経営法務コース（修士）  H15 H16 H17 H18 H19 

 募集人員 － 18 18 18 26 

 志願者 － 25 21 22 12 

 合格者 － 13 15 17 10 

 入学者 － 13 15 16 10 

 比率 － 1.92 1.40 1.29 1.20 

 入学率 － 1.00 1.00 0.94 1.00 

倍率は，（出願者／募集人員） 倍率 － 1.39 1.17 1.22 1.16 

 

知財戦略プログラム（修士）  H15 H16 H17 H18 H19 

 募集人員 － 10 10 10 15 

 志願者 － 20 11 10 7 

 合格者 － 11 7 9 5 

 入学者 － 11 7 8 5 

 比率 － 1.82 1.57 1.11 1.40 

 入学率 － 1.00 1.00 0.89 1.00 

倍率は，（出願者／募集人員） 倍率 － 2.00 1.10 1.00 0.53 

 

国際経営戦略コース（専門職学位）  H15 H16 H17 H18 H19 

 募集人員 － 58 58 58 58 

 志願者 － 93 82 103 123 

 合格者 － 55 52 57 55 

 入学者 － 48 46 50 48 

 比率 － 1.69 1.58 1.81 2.24 

 入学率 － 0.87 0.88 0.88 0.87 

倍率は，（出願者／募集人員） 倍率 － 1.60 1.41 1.78 2.12 
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金融戦略・経営財務コース（専門職学位）  H15 H16 H17 H18 H19 

 募集人員 － 41 41 41 41 

 志願者 － 89 73 80 98 

 合格者 － 42 42 42 45 

 入学者 － 41 42 42 45 

 比率 － 2.12 1.74 1.90 2.18 

 入学率 － 0.98 1.00 1.00 1.00 

倍率は，（出願者／募集人員） 倍率 － 2.17 1.78 1.95 2.39 

＊国際経営戦略コースは，１・２年制である。平成 19年度から秋期（募集 41名）・冬期（募集 7名）の 2回募集と

なり定員も増加したが，ここでは合算した。平成 20年度の冬季募集は，6名に減尐した。 

（注意） 比率，入学率は，筆者独自の定義である。 

 

・ 平成 16年度は，筑波大学が若干影響を受けた可能性がある。平成 15年から平成 18 年までは減尐している。

しかし平成 19 年度に 5.20 倍に持ち直しており，一橋大学院の開校で次第に受験生が減尐したが，持ち直し

た。おそらく，筑波大学院がカリキュラム改革を進めたためではないか。筑波大学院の経営学系修士コースは

英語の試験を課さない。また，研究計画30点，口述試験50点（小論文試験は30点）というように，受験生

の実績と熱意等を評価して入学専攻を行っていると思われる。この点が，多様な受験生の確保と一定の高倍率

を維持できる理由ではないかと考える。 

・ 一橋大学院は，専門職学位以外のコースは，経営法務コースと知財戦略プログラムコースであり（筑波大学院

と単純に比較しにくい），英語で講義する昼間のＭＢＡ課程（専門職大学院）が大人気となっていて，企業派

遣者の需要を集めたと考えられる。 

・ 知財戦略プログラムは，国立では東工大のイノベーション･マネジメント研究科に類似の課程がある。こちら

は筑波大学院よりもさらに理系に特化しており，やや競合関係は生じているであろう。 

・ 一橋大学院の知財戦略講座プログラムは，平成１９年度以降定員を増加したが，倍率は１倍を大きく割り込ん

でいる。平成 20 年度秋季募集（定員 10 名）の倍率は 0.5 倍であった。知財関係の潜在需要はこれ以上増え

ないのであろうか。 

・ それに対して，筑波大学院は，数理アプローチの経営学（金融･会計が充実している）である。よって，一橋

大学院とは，立地や学費等の差がないが，競合関係は微妙かもしれない（それぞれの研究科設置スタイルが異

なる）。 

・ ただ，筑波大学院も，一橋大学院と同様のMBAを夜間で開講するに至った（平成17年4月・開講は8月）。

これは3学期制でインターンシップを特徴とする。 

・ 首都大学東京（社会科学研究科･経営学専攻，専門職学位ではない），横浜国立大学（社会科学研究科，経営学

専攻と会計･経営システム専攻，横浜ビジネススクールのサテライトキャンパス），横浜市立大学（国際総合科

学研究科，経営科学専攻）も，経営系の修士課程が夜間でも受講できるので，競合関係にはあるであろう。た

だ，それぞれの競合のあり方と程度は，異なっていると考える。 

 

○法律学系のコース（修士課程）の比較 

法律学で修士の学位が夜間開講で取れるのは，横浜国立大学（国際社会科学研究科，国際関係法専攻）が昼間に変

更になったため，国立では筑波大学院と一橋大学院（夜間）のみとなった。法律学については，法科大学院の開講に

より，従来型の修士課程への志願者の需要は変化した可能性がある。 

 

○筑波大学院の科目等履修制度 

・ 大塚地区では，科目等履修制度が充実している（MBAは平成20年度で2科目のみの予定）。また，筑波大学

全体で科目等履修生の取り組みを広げている。数日間の短期コース（修了証授与）として，「エグゼクティブ・
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ディベロップメントプログラム（EDP）」がある。平成 19 年度 3 月実施の EDP コースは，受講料が無料で

あった。これは，志願者の増加につなげたいものと思われるが，無料であり社会貢献にもなるので，その点は

評価したい。 

・ しかし，慶應大学院ビジネススクールの多様な短期コースには，かなわない。ただ，筑波大学院の長所は，慶

應大学院ビジネススクールに比較すると履修に必要な費用がかなり安いことである。 

 

○ビジネス以外の大学院（東京地区）について 

（１）教育学研究科，カウンセリング専攻 

・ 筑波大学は，もとは教育大学であったが移転したため，都内の教員が再教育で通学することができない。通常

の教育学・教科教育などは，多くの大学院で昼夜開講が実施されているので，ライバルは多く，それを避ける

のは賢明ともいえる。 

・ しかし，このコースの弱点は，臨床心理士の資格に関わらない点である。教育現場でのカウンセリングを想定

している。これはユニークではあるが，弱みともいえよう（筑波大学では，人間総合科学研究科，ヒューマン･

ケア科学専攻，発達臨床心理学分野が第1種指定である）。 

（２）体育研究科，スポーツ健康システム･マネジメント専攻 

・ 筑波大学は，今でも体育系の選手が活躍している。また，都内でスポーツのマネジメントを扱う大学院はあま

りない。国立では，教育学研究科の中に体育専攻があるので，マネジメントという内容ではない。夜間開講と

してはめずらしい。都内であればスポーツ関係者が通学しやすい。需要が見込まれるし，競合相手は尐ない。 

・ ただ早稲田大学が 1 年制のコース（夜間と土曜日，東伏見と西早稲田キャンパス）を設定したので，競合す

ると思われる。この分野は，筑波大学院と早稲田大学院が2強となっていると思われる。 

 

３．問題点，持続・拡大可能性，ビジネス・モデルとしての一般性 

問題点と持続・拡大可能性 

（１） 学生数に対して教員数が多く，コストがかさんでいるはずである。 

（２） 筑波地区とサテライトキャンパスの関係をどうするか。大塚地区をさらに拡充すると，筑波地区で縮

小に向かう研究科が増えるかもしれない。 

（３） ビジネス系（特に経営系）は，これ以上の需要拡大は見込めないかもしれない（減ることはなくても）。

持続可能性という意味では，今後の変化が重要であろう。 

（４） これからは，他大学院の動向も見極めて，研究科の設置･改編･廃止を考える必要がある。一橋大学院

の経営のコース（昼間･英語）は大成功であるが（平成19年は忚募が2倍以上），筑波大学院のMBA

は，夜間で通いやすいが，メリットは不明である。 

（５） 夜間に特化しているので，教員側の体力などの負担が重い。 

（６） 図書館などの設備の点は，やはり不満が残る（ただし専門誌は豊富に購読している）。 

（７） E-learningの活用は，青山学院大学院などと比べると，不十分であろう。 

（８） 学生，特に教員の国際性が不足している。 

（９） 第二次募集を行うことが多いようである。忚募者が増えにくい状況である。 

（１０） 企業派遣者は，一橋大学院あるいは慶應大学院に進学する可能性がある。優良な受験者が奪われてい

るかもしれない。 

 

ビジネス・モデルとしての一般性 

（１） 都心部に立地し，大学院の学費を安く設定できるところ，すでに一定の評価が定まっているところは，

国公立大学としての一般化は可能であろう。 
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（２） この形態の大学院は，コスト的には完全に持ち出しになるので，それでも実施したい（しなければな

らない）大学院には良いのではないか。特に，科目履修生や，短期のコースの需要は（中身が実践的，

かつ理論もカバーするもの）であれば，需要が多いのではないか。ただし，短期コースの充実方法は，

慶應大学院ビジネススクールの展開を目標とするほうが良いであろう。 

（３） 筑波大学院にとって，社会科学系で都内に大々的に進出するのは，大きなチャレンジであったであろ

う。「他に先行したこと，需要を取り込めたこと，評判の高さ，学費の安さ，立地」などで長所があり，

かなり人気を集めた（特に経営学系）。このように，チャレンジして成功したものを取り込んで進める

モデルとしては，他大学でも一般化が可能であろう。需要の変動をうまく捉えられれば，他大学院で

も適用できよう。 

（４） その大学の強みを生かした展開を目指せば，一般化が可能であろう。たとえば，筑波大は，元は有名

な教育大学であったので，それを生かして教育学･体育研究科を展開した点である。 

（５） 科目等履修生や短期のコースは，その内容が魅力的であれば人気は高く，またそれが入学増加に結び

つくのではないか。大学院も「お試し」ができるほうが学生募集につながりやすいだろう。ただし，

コストや手間は大きくなると思われる。 

（６） 専攻ごとに，需要の動向は異なるのではないか。 

 

○大阪大学院との比較 

大阪大学院は，国際公共政策研究科（OSIPP）を設置し，土曜日等で修了できる社会人向けの大学院を設置した。博

士課程まで可能である。博士号を持たない大学教授らも通学し，博士号を取った例が複数ある。週末に東京から飛行

機で通学した例もあると聞き，筑波大学院と若干ではあるが競合した可能性は否定できない。筑波大学院と比較する

と，情報公開の豊富さ，進学先，学位取得率など，多くの面で示唆に富んでいるようである。 

 

事例から何を学ぶか 

（１） 時代の先端を行くことで，評判が上がる事例である。教育大学としての性格だったものを，筑波本校

では理工系の大学院，大塚地区では社会人向けの大学院，として人気を集めている。 

（２） 課題は，似たようなプログラムを他の国公立大学院が設置した場合に，どこまで人気を維持できるか

である。とくに，筑波大学院は，教員が他大学に転出する場合がある。プログラムの質や組織の維持

が課題となる。 

（３） 潜在的な学生の需要を取り込み続ける必要がある。ビジネスマンの需要は，供給側からは判断しにく

いようである。 

 

参照文献等 

・上記の各大学院のホームページ，募集要頄等。 

・晶文社学校案内編集部編『大学院受験案内2008年度用』（晶文社）2007年。 
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第８章 大阪経済大学大学院 北浜キャンパス 

高橋 宣昭 

１．プログラムの概要 

理念と概要 

プログラムの理念 

創立70周年事業のスローガンとして掲げられた「社会に開かれた大学」の取組の一つとして「社会人向けキャンパ

ス」のコンセプトが生まれた。大阪の金融、ビジネスの中心地区（北浜）にキャンパスを設置し、社会人大学院、経

営学部イブニングコース、土曜講座、エグゼクティヴ・プログラム等を運営し、大隅キャンパスでの実学、高度専門

職業人育成と、北浜での社会人教育との融合によって、ビジネス・リーダーを育成する。北浜キャンパスは、講義を

提供するだけではなく、講師と学生、或いは学生同士の異業種交流ネットワークとしての役割を担うことも目的とし

ている。 

 

大学の特徴 

1932（昭和 7）年に浪華高等商学校として発足し、その後一貫して、経営・経済系の大学として歩んで来た。創立

70周年を節目として「中期３カ年計画」（2003～2005年度）がスタートしており、経営・経済系の単科大学から社会・

人文系の総合大学への転換を推進している。 

 

沿革 

1932（昭和 7）年に創設された浪華高等商学校に始まる。同校は改組の後、京都帝国大学教授であった黒正巌博士

が私財をなげうち、1935（昭和10）年に昭和高等商学校として再建された。その後、戦時下において、男子学生の学

徒動員のため、1944（昭和 19）年に大阪女子経済専門学校に転換されたが、戦後の 1946（昭和 21）年には男女共学

制の大阪経済専門学校に、そして 1949（昭和24）年には学制改革により現在の名称である大阪経済大学となり、初代

学長に黒正博士を迎えた。 

1950年代以降、大阪経済大学は1964年（昭和39）年に経営学部、1966（昭和41）年に大学院を創設し、経済・経

営系大学としての活動を展開してきた。更に 1997（平成9）年に経営情報学部、創立70周年にあたる2002（平成14）

年に人間科学部と経済学部地域政策学科、2003（平成15）年に大学院経営情報研究科、2004（平成16）年に経営学部

ビジネス法学科、2005（平成17）年に北浜キャンパス、大学院経営学研究科を開設、経営情報学部をファイナンス学

科・ビジネス情報学科に改組、そして、2006（平成18）年には大学院人間科学研究科及び同附属の心理臨床センター

を開設し、経済学部を昼夜開講制へ移行するなど、社会・人文系の総合大学化を目指して歩みを進めている。また、

同年12月には、大隇キャンパスから約 2分の距離に地下鉄今里筋線瑞光四丁目（大阪経大前）駅が開通している。 
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教育組織 

学生数うち社会人数（｢大学基礎データ 2006｣より） 

研究科 専攻 

入学定員 収容定員 在籍学生数 

修 博 修 博 
修 博 

一般 社会人 留学生 計  

経済学研究科 経済学専攻 20 10 40 30 12 13 7 32 8 

経営学研究科 経営学専攻 20  40  4 24 1 29  

経営情報研究科 経営情報専攻 20  40  5 55 2 62  

計  60 10 120 30 21 92 10 123  

＊人間科学研究科は北浜キャンパスに開講がないので一覧表から除外。 

 

教員数 

北浜キャンパス（社会人大学院）(｢北浜キャンパスＨＰ｣より) 

「共通科目」： 73科目開講（外部講師97人） 

11科目（客員教授担当科目11人） 

「専門専攻科目」： 経済学研究科（7人） 

経営学研究科（8人） 

経営情報研究科（9人） 

全学の教育職員数（「2006事業報告」より） 

 

学部・学科 教授 准教授 講師 計 

経済学部 
経済学科 12 8 9 

42 
地域政策学科 5 2 6 

経営学部 
経営学科 8 5 5 

32 
ﾋﾞｼﾞﾈｽ法学科 7 5 2 

経営情報学部 
ﾌｧｲﾅﾝｽ学科 8 1 1 

20 
ﾋﾞｼﾞﾈｽ情報学科 7 3 0 

計 47 24 23 94 

 

入学資格 

○ 大学を卒業した者で大学卒業後社会人（有識者）として実務経験が入学時において 2 年以上の者。または、

大学を卒業した者と同等の学力があると認められる者で社会人（有識者）としての実務経験が入学時に 2 年

以上の者。 

○ 指定企業推薦入試は、大阪経済大学が指定する企業、機関が推薦する者を対象とする。 

○ 「大学院入学資格の柔軟化に伴う個別の入学資格審査」による試験は、学校教育法施行規則が改正され、大学

院への入学資格の弾力化が図られた事に伴い、経営学研究科、経営情報研究科では、事前審査を行い出願資格

を認められた者に入学試験の受験が認められる。（大学を卒業した者と同等以上の学力があると認め、24歳に

達した者で、入学時において社会人（有識者）として実務経験が 4 年以上の者…対象は、短期大学、高等専

門学校、専修学校、各種学校の卒業者、その他の教育施設の修了者） 
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入学試験 

○出願時に提出した志望理由、研究計画書による書類審査と面接による試験。 

 

学位資格・卒業要件 

得られる学位 

○修士 

 

卒業要件 

○経済学研究科・経済学専攻 

2年以上の在学。授業科目32単位以上の修得、且つ、必要な研究指導を受けた上で修士論文の最終審査に合格す

ること。 

○経営学研究科・経営学専攻 

2年以上の在学。授業科目32単位以上の修得、且つ、必要な研究指導を受けた上で修士論文の最終審査に合格す

ること。研究成果は、「修士論文」又は「課題研究」として提出するかは教員と相談。 

○経営情報研究科・経営情報専攻 

2年以上の在学。授業科目30単位以上の修得、且つ、必要な研究指導を受けた上で、修士論文、又は課題研究の

審査および研究一般について最終試験に合格すること。 

 

学習形態・授業料 

場所 

大阪経済大学北浜キャンパス 

大阪市中央区北浜1－8－16大阪証券取引所ビル３F 

 

授業形態・カリキュラム 

○ 講義形式は、レクチャー(講義)と教員と学生、また学生間のディスカッションを中心に進める。 

○ 平日（月～金）18：30～21：30 

土曜1・2限9：00～12：00、3・4限13：00～16：00、5・6限16：30～19：30 

○ カリキュラムは、共通科目（＝基礎）と専攻科目で構成されている。共通科目は経済、経営、経営情報に共通

する科目として「不動産証券化」、「ファイナンス」、「IPO」、「企業研究」、｢会計、税務｣ 

 

正規学生との関係 

大隅キャンパスと北浜キャンパスは立地に隔たりがあり、社会人学生とフルタイム学生との交流は密接であるとは

思われない。社会人学生が大隇キャンパスの図書館をネット検索によって利用可能であるなどの便宜が図られている。

大隅キャンパスでは、その在学生数からも大学院では従来の研究者養成が主流であると思われる。北浜キャンパス事

務室によれば、現時点では積極的な交流はないものの、学生は、所属に関わらず両方のキャンパスでの講義ができ、

講義の場が交流の場となっているとの見解である。また、2006年から、大隇キャンパスと北浜キャンパスの合同新入

生歓迎会が実施されている。 
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授業料 

初年度納入金850,000円＊学外者は入学金270,000円が別途必要。(2006年5月1日現在) 

＊2006年冬発行の｢大学院パンフレット2007｣では、「初年度納入金902,000円（大隅キャンパス）」と記載あり。 

 

２．特質 

基本的な特徴 

キーワード 

①人間的実学（教学の理念） 

②企業人の再教育 

③ビジネス・リーダーの育成 

④社会人の生涯教育 

 

想定するマーケットとその規模 

想定するマーケット 

・京阪神在住のビジネスマン及び、生涯学習の視点から社会人一般層 

・企業の経営者、幹部層 

＊「企業人と社会人」について、北浜キャンパス事務室によれば、学内では特別に「企業人」と「社会人」を

区別する基準はなく、大学院が、「上場企業の財務・ＩＲなどのスペシャリスト」、「金融スペシャリスト」、

「中堅・中小企業の経営者および経営者候補」、「税理士・不動産鑑定士を目指す人」を（マーケット）対

象にしているので、「企業人」という言葉遣いになるのだろうとの説明であった。 

 

潜在的需要の規模 

学校基本調査（平成17年） 

大学院（修士課程）専攻分野別学生数   

国・公・私 総計 
左記「計」のうち社会人 

計 男 女 

社会科学 商学・経済学 10,289 3,542 2,728 814 

 

私立 総計 
左記「計」のうち社会人 

計 男 女 

社会科学 商学・経済学 7,026 2,476 1,910 566 

 

全国の商学・経済学の修士課程に在籍する学生数、特に私立大学の場合、約70％を占めるものの、実数では、2,476

人である。これを更に、地域・地区の差異を考えれば、一大学における経営のから教育研究の重心を大学から大学院

へと、実質的にシフトできる規模だとは思われない。 

大阪府下の場合、「労働力人口」（平成18年度大阪府統計年鑑）については、「平成17年国勢調査による労働力

人口状態をみると、15歳以上人口724万4,037人のうち、労働力人口（就業者＋完全失業者）は432万6,711人であ

った。一方、経済活動に従事していない家事従事者、通学者、老齢者などの非労働人口は 291万7,326人であった」

と記載されている。 
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労働力人口のうち、商学・経済学分野関連の労働者数の把握の必要はあるが、潜在的に社会人大学院での教育をア

ピールできる対象は存在すると思われる。 

 

潜在需要を顕在化するうえでの問題点 

◇大学院制度と実業界（社会）との関係から 

・ 大学院で学位を取得することが、企業内の昇進（評価）要件、俸給制度に反映されること。 

・ 終身雇用が崩れ、労働者にとって「仕事」が保障されなくなっている状況下で、労働者にとって大学院へ進学

することによって新た「仕事」観を感じられるような環境を整備すること。具体的には、通学を可能にするた

めの柔軟な業務体制の学費、交通費等での優遇措置などの基盤的な環境づくりが望まれる。 

・ 企業内で「自己啓発」を誘導する情報の共有。即ち、新たな開拓プロジェクト、人事政策、その新企画の提案

などに対して、企業が具体的に求める能力や資格を具体に提示すること。その達成の選択肢として、大学院進

学を制度化しておく必要がある。 

・ その他、補助金、奨学制度等、公的支援の拡充。 

 

◇大学院が提供する教育成果、教育力から 

・ 個々の大学が提示する教育内容を社会人のニーズにマッチさせるための具体化、成果としての業務への還元力

の強化に取り組む。陳腐化した講義内容では説得力ある社会人教育の持続できない。 

・ 大学院で講義を担当する個々の教員の質（社会人の求める専門性）を高める自助努力の涵養。 

・ 理論と実習、或いは使える資格、知識、技能の習得を達成するためのカリキュラムの充実。 

・ サテライト等でのIT設備の充実、情報（図書、業界ニュース、就職等）提供力等の就学環境の充実。 

・ 社会人の学習を支援できる教員、TA等の指導体制の充実（メール等での個人指導、論文指導等）。 

 

供給側の要因 

組織、人的資源の利用 

大学院事務室は、大学院各研究科長の下で、教務部大学院事務室が受け皿となって事務を執行する。大学院・教務

以外の学生、入試、就職関係等については、各関係部課が学部と大学院の事務を併せて遂行するシステムである。北

浜キャンパス事務室は経営本部長の下の組織で、教学本部長の下にある教務部、学生部とは組織上は異なったライン

にある。事務業務では大隅キャンパスの大学院事務室と同じであり、連携が図られている。 

事業報告書では、「全ての学部の上に大学院が設置されたという新たな段階をふまえて、各研究科の特色を一層発

揮できるようにするとともに、北浜キャンパスにおける社会人大学院の経験をふまえ、大学院全体としての総合的発

展をめざす」と指摘されており、全学的に、北浜キャンパスが大学院改革の先鋒的な役割を担っていることが伺われ

る。その意味では、経営本部長の下で、戦略的な社会人学生の確保を担う部署であり、迅速な対忚が求められること

が推察される。学生アンケートも北浜キャンパスでは実施されており、改善要請が教員に対して大学院事務室から伝

達される仕組みが準備されている。顧客ニーズを迅速に受け止める体制は、北浜キャンパス事務室を経営本部下に置

いたことの意味を感じさせる一事例であろう。 

 

＊北浜キャンパス事務室の説明によれば、“北浜キャンパス事務室は、組織上、「広報賞外部」の管轄で、北浜キャ

ンパスの広報活動全般も担当業務に含まれます。これは、北浜キャンパスは、大阪経済大学の広告塔であり、北浜

キャンパスの発展が大学本体のブランド力を高めることにつながるという考え方によるものです。したがって、北

浜キャンパス事務室の学生対忚や来客対忚は、迅速かつ丁寧な企業的サービスを徹底しています。北浜キャンパス

事務室の課長と課長補佐には、民間企業出身者が配属されています。おそらく、事務室スタッフのサービスは関西

サテライトキャンパスの中でも１,2を争うくらいではないでしょうか？”とのことである。（下線は報告者による） 
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人的資源の利用 

○ 北浜キャンパス事務室によれば、専門科目は専任教員が大隅キャンパスとの兹担で運営されており、通常に増

担手当てが支給される。担当の人事案は、大学院事務実(事務職員)が原案を作成し、教学（大学院・研究科委

員会）で審議・決定される場合と教学サイドだけで決定される場合とがあるとのことである。 

○ 北浜キャンパス事務室の説明によれば、3研究科の共通科目を外部講師で開講しているのではなく、外部講師

の担当科目を3研究科の共通科目として開講しているという捉え方である。メリットとして、研究科の枠を超
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えて多くの学生に外部講師による講義を履修する機会を提供できる点であり、デメリットとしては、責任の所

在が曖昧になる傾向があり、その対策として、共通科目でも、それぞれの担当する研究科を定めているという

ことである。 

 

大学からみたプログラム設置の理由 

大学設立時からの経営、経済の分野で一定の評価を得て来た伝統に立脚し、それらを将来の発展的資源として捉え、

2003年に大阪経済大学中期３ヶ年計画が作成された。その中で、全入時代に対忚するために学部教育の再編、強化と

大学院の拡充が示されている。社会人大学院に関しては、「北浜の大阪証券取引所跡のビルへの進出もふくめ、サテ

ライト大学院の設置について検討する。」との記載があり、２年後の開設を果たした。 

18歳人口の減尐と大学間競争の激化が明らかになる状況の中で、大学の個性を点検し、魅力として強化拡充する施

策として、企業人をターゲットとした社会人大学を大阪のビジネス拠点の北浜地域に開設することは、学部教育と高

度専門職業人教育としての大学院を融合一体化することで、社会的な評価、知名度を向上させるに値するとの意思決

定があったものと思われる。北浜キャンパスは、大阪経済大学の 21世紀のブランド戦略の一つとして社会人の市場で

企業人をターゲットにして学部編入、大学院、公開講座等、社会人学生の市場を取り込むための拠点として位置づけ

られる。 

社会人教育によって学部教育に還元される教育的効果は、実学、資格教育からキャリア教育への広がりも考えられ、

また、教学支援サービスや就職支援、産学協同など、多様な広がりをもたらす可能性があると思われる。 

 

現在のところの経営上のメリット 

○ 伝統的大学院の雰囲気が強い大隇キャンパスの尐数の学生数に対して、北浜キャンパス開設によって大学院生

総数を大幅に増やすことに成功したことは、大学院運営の改革の大きな契機となり得る点。 

○ 社会人大学院の成功という一事例でありながらも、大学全体の新展開として社会的にアピールできる点。 

○ 社会人の再教育という理念に基づき、企業人という比較的ニッチな市場を開拓するという手法を成功させ、今

後の市場性発見への成功体験となり得る点。 

○ 北浜キャンパスを全学のビジネス中継点として、幅広い社会人に対する情報発信拠点とする可能性が見えた点。 

 

＊「大阪証券取引所ビル」のメリットについて、北浜キャパス事務室では、社会人の利便性と宣伝効果を指摘し

ている。キャンパスが大阪証券取引所ビル内に在ることによって、大阪証券取引所の上席審査担当者による講

義開講が実現できており、多様な経営者の交流拠点として大阪証券取引所ビルにキャンパスを有することの意

味は尐なくないとのことである。 

 

他大学との競合関係と、競争力 

大阪経済大学の北浜キャンパス（社会人大学院）と競合すると思われるのは、桃山学院大学の経営学研究科（経営

学専攻・日中連携ビジネスコース）のサテライトキャンパスである。財務、会計を根幹に金融の中心にキャンパスを

展開した大阪経済大学と北浜の近隣の中ノ島で「対中国」をキーワードに経営学を展開する桃山学院大学が社会人大

学院展開の中でニッチな領域に限定している点では大阪経済大学と共通した戦術である。中国での実際のビジネス機

会を模索、希求する企業は大阪府下においては潜在的に多く、労働力確保や中小企業とのネットワークの強化におい

て実績を上げれば、大阪経済大学には脅威となる。 

関西の総合私立大学として関西大学、近畿大学があるが、特に、社会学系に強みを持つ関西大学は、既に会計系専

門職大学院を設置しており、この分野の取り込みが政策として意思決定されれば機動力と、規模、実業界での OBネッ

トワーク等の点において脅威となる。その他、大阪府立大学、大阪市立大学の動向による影響も考えられる。 
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＊北浜キャンパス事務室によれば、桃山学院大学のサテライトキャンパスが、特徴を明確にしているのは学ぶべ

き点であるが、桃山学院大学のサテライトキャンパスは競合相手ではないとの見方をしている。競合する他大

学として関西学院大学、同志社大学が挙げられた。 

 

３．問題点、持続・拡大可能性、ビジネス・モデルとしての一般性 

問題点と持続・拡大可能性 

○ 変化の早い実業界の社会人学生の修学ニーズに対して、教員がどこまでの対忚力を有しているのか、た、提供

するカリキュラムをどこまで更新していけるのか、「学びの質」としての需要と供給への対忚力は今後、点検

されるべき問題点となるであろう。それは、社会人大学院の進学動機や、修学上の目的がどこにあるのかとい

う常なる市場把握にも連動した問題である。 

○ 将来的には、独立した機関として収益性を如何に確保していくかという点は大きな課題であろう。そのために、

施設の賃借料、人件費、（初期）投資費用の回収計画をどのように設定し目標値とするのか、という年度単位

での検討も課題となろう。 

○ 卒業生や働く女性層を如何にして獲得し女性の支持を得るか、他の社会人大学院と差別化されたプログラムの

創案は拡大に向けた検討課題であろう。 

 

＊北浜キャンパスの今後の採算性について、北浜キャンパス事務室によれば、広告塔としての位置づけであるの

で、収支トントンを維持するように努めているとの回答であった。 

 

ビジネス・モデルとしての一般性 

社会人の中のキャリアアップ支援として、大学（学部教育）の強みと考えられえる経営・経済とビジネス（会計、

財務）分野と社会人大学院との融合を目指し、あえて「企業人」を掲げニッチな部分にアピールしている点は、業界

の隙間を見据えてプログラムを創出する手法には他大学においても導入可能な一般性があると思われる。しかし、隙

間を埋める戦術では限られた市場の奪い合いになり、大阪経済大学の北浜キャンパス・社会人大学の方式が広い一般

性を有するとは必ずしも言えるものではない。実際、大阪経済大学においても、北浜キャンパスを「社会人大学」、

「学部編入コース」、「有料講座」等、複数のプログラムを組み合わせる手法を採ることによって、大学院生確保に

繋がるルートが意識されていと思われる。 

 

事例から何を学ぶか 

○ 大阪経済大学北浜キャンパス開設が、中期計画の事業計画の一つに位置づけられ、全学的な合意形成の上に実

現しており、その背景には、学部教育での入試戦略、学生確保等の堅調さよる財政的基盤がある。即ち、その

計画、投資額、設置目的が、理事会（2003 年度に発足した学部長理事制は、経営と教学の課題の統一）にお

いて全学的な合意の下で着手され、全体として社会人大学院の設置が人文・社会学系総合大学への飛躍を実現

する施策として示されている手法は、学内情報の共有と同時に、学校法人における経営と教学の在り方の一つ

を示すものと考えられる。具体的には、社会人大学院は現状では独立採算部門ではないが、18 歳人口の減尐

の中で将来の学生確保の市場としての可能性の照準を定め、そこでの手法を学内に還元しようとしている。北

浜キャンパスは、3研究科（経済、経営、経営情報）の共同運営（共通科目）体制を教学との合意形成を果た

し、個別の3研究科の｢社会人大学院｣のブランドとして包括することが出来ている。但し、３研究科共同運営

のメリットは今後更に学生に対して顕在化されねばならないであろう。 

○ 大阪のビジネス地区の中心的拠点ともいえる大阪証券取引ビルにキャンパスを設置したことは、駅前の雑居ビ

ルでの展開と比べれば、圧倒的に高度専門職業人教育の拠点としてのイメージは強いと言えよう。加えて、大
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阪証券取引所（開催事業、発信情報等）自体の企業人、社会人の動員力を想定すれば、大阪経済大学が想定し

ているマーケットでの露出度も、開設している場所の利点を取り込んだものと考えられる。 

○ 北浜キャパス事務室は、大隇キャンパスの教学支援の事務組織(配置)とは異なり、理事長、事務局長、経営本

部長のラインに配置され、おそらくは、社会人学生への教学サービス支援を迅速対忚し、市場動向に即時対忚

することを可能ならしめるためのものであろう。言い換えれば、北浜キャンパスは経営意思が通常よりは強く、

早く反映される組織になっていると思われる。北浜キャンパスにおいて、院生に対するアンケートを大学院事

務室が行い、大学院事務室から教員へ改善を促しており、これらは顧客の満足度調査として位置づけられるも

のであろう。 

 

参照、引用資料 

大阪経済大学ホームページhttp://www.osaka-ue.ac.jp/education/graduate/index.html 

事業報告書、自己点検・評価、北浜キャンパスホームページ等 

文部科学省：学校基本調査報告書平成17年度 

平成17年国勢調査 

 

＊ 本報告書の北浜キャンパス事務室所見は、大阪経済大学北浜キャンパス事務室課長・日高靖和氏のご協力を頂戴

しました。 
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第９章 法政大学大学院環境マネジメント研究科 

高木 健次 

１．プログラムの概要 

理念と概要 

プログラムの理念 

法政大学は、社会人のための大学院として昼夜開講大学院（８研究科）とは別に六つの夜間大学院を開設している。

環境マネジメント研究科環境マネジメント専攻夜間コースは、このうちの一つである。（資料１） 

当研究科は地域社会から地球社会まで拡がった環境問題をどのようにマネージすれば問題の軽減、解決につながる

かということに積極的に取組む専門家の育成を目指している。環境問題の解決は、持続可能な社会を形成する上で欠

かすことの出来ない現代的重要課題であるとして、社会科学を中心とした学際的な理論や知識の習得と現場の実務家、

政策担当者などと一緒になり政策志向研究や具体的政策提言を行なうこととしている。 

 

大学の特徴 

法政大学は、明治13年（1880）、東京法学社を前身とする歴史と伝統のある総合大学である。近年の大学改革では、

西の立命、東の法政と称されるが如く、改革のスピードとその実績には目覚しいものがある。現在、大学院14研究科、

専門職大学院2研究科、大学11学部、付属高校3校、付属中学校2校を擁し、学生数は、大学院生1,441名、専門職

大学院生 366名、学部生（除く通信教育部）28,275名の計 30,082名、教員は 663名、職員は 399名のマンモス大学

である。 

 

沿革 

120余年の歴史と伝統のある法政大学にあって、昭和 34年（1959）に経営学部が設置されて以来、新学部の設置は

なかった。平成11年（1999）、40年ぶりに国際文化学部、人間環境学部が設けられ、続いて平成 12年には現代福祉

学部、情報科学部、平成15年（2003）にはキャリアデザイン学部が既存学部の再編と併行して創設された。大学院の

研究科もあわせて拡充が図られ、環境マネジメント研究科（修士）は、人間環境学部の完成年度である平成 14年度を

受けて、15年度に設けられた。 

 

教育組織 

学生数 

環境マネジメント研究科の募集定員は 35名である。志願者は、開設年度の平成15年以降、常に定員を上回ってお

り、入学者の社会人比率は77％（5年間累計）である。 
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院生の男女比は、男2：女1の割合で、年齢構成は30歳代（30％）、40歳代（35％）が中心で、上は60歳以上（5％）、

下は20歳代（20％）となっており、社会人大学院らしく相当な幅がある。開設当初の平成15、16年度は、人間環境

学部からの社会人学部生の進学があったが、平成 19年度の人間環境学部から大学院直行の進学者は 2名である。組織

上は学部と大学院とがワンセットになったエントツ型になっている。しかし、学生の構成を見てみると、そこで学ぶ

学生の連続性はなく、大学院の実態は独立型大学院である。（資料２） 

院生のバックグラウンドは、環境そのものとは直接に関係なく、新聞記者、銀行、保険会社、リース会社、商社、

教育機関など出身業種は多岐にわたる。 

当研究科では既に第１期生（平成16年度修了生）から第3期生（平成18年度修了生）までの計59名の修士を世に

送り出している。 

 

修了生（名） 男 女 計 

第1期生（平成16年度修了） 11 11 22 

第２期生（平成17年度修了） 17 6 23 

第３期生（平成18年度修了） 5 9 14 

計 33 26 59 

 

入学資格・入学試験 

入学に際しては一般入試と社会人入試の２タイプがある。入学後の修学上での差はない。社会人入試は、大学を卒

業し25歳以上に達した者、一般入試は平成20年3月大学卒業見込みの者、大学評価・学位授与機構より学士の学位

を授与された者、大学に3年以上在籍し所定の単位を優れた成績をもって習得した者であると当大学院が認めた者（飛

び級）が受験することができる。なお、外国人入試はしていない。 

入学試験は、社会人入試については書類審査（研究計画書等）と面接（口述試験）がある。一般入試の場合は、こ

れに筆記試験が（小論文：90分）が加わる。入試においてそれまでの専門を問われることはなく、面接試験では3名

の教員により学習意欲、問題意識、修士論文作成能力などが確認される。 

 

学位資格・卒業要件 

得られる学位 

環境マネジメント研究科において得られる学位は「修士（環境マネジメント）」である。博士課程はない。（資料３） 

当研究科では資格取得を目的とはしておらず、修了することによって得られる専門的資格等は特にない。環境経営

プログラム履修生は「環境審査員」「環境プランナー」の資格取得の機会が設けられているものの、これらの資格取

志願者および入学者の推移

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 累計 構成比

一般 14 14 9 15 20 72 34%

社会人 33 26 25 24 30 138 66%

計 47 40 34 39 50 210 100%

一般 9 6 3 5 7 30 23%

社会人 27 21 17 16 20 101 77%

計 36 27 20 21 27 131 100%

一般 　：学部からの入学者（大学学部卒、25歳未満　小論文試験あり）
社会人：大学学部卒、25歳以上　小論文試験なし）

区分

志願者

入学者
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得には大学院修了後も相当の時間と費用がかかる。例えば環境審査員になるためには、正規の講習会、一分野 3年以

上の業務経験、その他環境に関する学会活動、研修、講義経験などが必要で、審査員補（無給）、審査員、主任審査

員といった資格ランクを上ってゆくことになる。 

 

卒業要件 

学位取得には研究科で設けている授業科目（基礎、環境経営、地域環境共生、国際環境協力、共通、研究）の 30

単位以上取得と修士論文の作成が要件である。院生はそれぞれ指導教員につきマンツーマンで修士論文の指導を受け

る。修了生の修士論文のタイトルがホームページ上に公開されている。 

 

学習形態・授業料 

場所 

当研究科の立地・受講場所は、都内の市ケ谷キャンパスにある大学院棟（新宿区市谷田町）およびボアソナードタ

ワーである。当地は、ＪＲ総武線、都営新宿線、大江戸線、営団地下鉄東西線、有楽町線、南北線が利用できる市ヶ

谷駅、飯田橋駅から徒歩10分に立地している。社会人学生にとって通勤途上あるいは立ち寄りに時間的、経済的に好

都合な交通至便の場所にある。 

近年、都心に拠点のない大学が、交通至便な場所に、就業後の社会人を対象としたサテライトキャンパスを設ける

ケースが多くなっている。ここでは公開講座、セミナーの開催にとどまらず、大学院の正規の授業の開講もある。大

学の教育研究活動において、その立地が重要な要素であることは、関西経済連合会等が後援している「大阪インテリ

ジェントアレー」構想がその典型的な事例である。（資料４） 

 

授業形態・カリキュラム・正規学生との関係 

入学時に一般入試と社会人入試の入口の違いはあるが、入学後は学部からの直接入学生と社会人学生との違いはな

い。当研究科のカリキュラムには三つのプログラムが用意されている。即ち、「環境経営」、「地域環境共生」、「国

際環境協力」である。各プログラムの研究テーマ、主要科目、育成対象を整理すると以下のとおりである。 

大学院のプログラムにおいては、そこで学ぶことによってどのような環境問題の専門家（高度職業人）を育成する

か、その目標を明確にしている。 

 

プログラム 研究テーマ 主要科目 育成対象 

環境経営 

企業経営と環境問題の関わ

りに焦点を当て持続的経営

を研究 

環境経済、環境経営、環境

管理、環境会計、環境ﾏｰｹﾃ

ｨﾝｸﾞ、環境ＩＲ 

企業における環境専門家 

環境審査員、環境ﾌﾟﾗﾝﾅｰの

資格取得機会 

地域環境共生 

人間と環境が共生する持続

可能な地域社会の創造 

環境社会、自治体政策、環

境政策法務、自然環境共生、

都市デザイン、地域環境文

化 

自治体、ＮＰＯ・ＮＧＯ、

地域関連企業などでの環境

保全、環境問題のﾌﾟﾗﾝﾅｰ､ 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰして活躍できる

専門家 

国際環境協力 

貧困緩和と環境保全のジレ

ンマの中で持続的発展を目

指す開発途上国の支援 

国際法、開発経済、国際協

力、地球環境問題、国際Ｎ

ＰＯ・ＮＧＯ、社会開発･

国際協力事例 

援助実施機関、国際機関、

ＮＰＯ・ＮＧＯなどで開発

途上国の環境改善に貢献で

きる人材 
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研究科の専任教員は、教授14名、准教授5名の計19名であり、19名全員は人間環境学部の教員であり、当研究科

を兹務している。 

人間環境学部では、当初、「法律・政治」、「経済・経営」、「社会・地域」、「人間・文化」、「地球・生命」

の五つの科目群で構成される学際的カリキュラムが設けられていたが、平成 17年度から系統的学習、専門性の自覚、

就職意識の明確化のためコース制を導入している。この学部のコース制と環境マネジメント研究科との対忚関係は以

下のとおりである。 

 

学部（コース） 大学院（プログラム） 

経済･経営コース 環境経営プログラム 

法律・行政コース地域･文化コース 地域環境共生プログラム 

国際コース 国際環境協力プログラム 

 

開講日時は、平日夜間（18：30～21：40）と土曜日（9：30～21：40）であり、週4～5日間の通学とマンツーマン

の修士論文指導がなされる。 

社会人対象の夜間大学院として、時間割には配慮がなされているが、週 4～5日の通学は、定時に退社できる職場に

勤務する人でも長丁場になるだけに相当に体力、気力を必要とする。一方、教員も人間環境学部の講義を受け持って

おり、しかも、学部は第7限（修了は21：40）まで授業がある昼夜開講学部であることから、時には、夜の講義が連

続することもあり、教員も体力勝負とのことである。（資料５） 

なお、科目等履修生制度はあるが1科目について1年を通して一人あるかないかという程度で利用は尐ない。短期

在学はないが、平成19年度から長期履修学生制度が設けられ、入学時に 3年コースを取るか4年コースを取るか選択

ができることとなった。この制度の利用者は入学者 28名中6～7名いるとのことである。 

なお、サテライト教室や講義の通信配信はない。 

 

授業料 

社会人入試、一般入試とも授業料に違いはない。但し、法政大学人間環境学部からの入学者は、入学金、教育充実

費は半額になっている。授業料水準は他大学の社会人大学院、専門職大学院のそれに比し相対的に低水準である。長

期履修学生制度を選択した場合、授業料は 2年間分の授業料で済む。これとは別に修士論文未完成などの事情により

所定の2年間で修了せず3年目になった場合、授業料は1／4を負担することになっている。 

 

（単位：千円）     

 一般（含む法政大学他学部） 人間環境学部出身 

入学金 270 135 

授業料（年額） 530 530 

教育充実費 170 85 

計（初年度） 970 750 

 

２．特質 

基本的な特徴 

①問題解決型コース 

伝統的学問の知識体系は、社会で起きている出来事群を一つの視点から体系づけたものとなっているが、本コース

は、多様な環境問題を対象として社会科学を中心とする知の体系を組み立て問題を解決しようとするものである。こ
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のことにより特定分野の課題解決に明るい専門職業人を養成するという教育機能をもったコースである。特に企業活

動を踏まえて環境問題を研究することに特徴がある。単なる理論研究ではなく、企業活動や産業動向に明るい実務家

出身の教員チームが充実している。 

 

 
（注）地域環境共生プログラムは平成 17年度から発足 

 

②環境問題専門家養成 

現在、産業界、社会・経済に貢献する大学とは、時代のニーズに即した学部・学科があること、実践的な授業を積

極的に行っていることなどが求められている。この点、環境問題に取り組むことはまさにこの時代のニーズの一つで

あり、当コースは社会や企業から実務に直結する教育をすべきであるという要望に対しての実現形になっている。当

研究科のコンセプトは、現実重視の姿勢で現実の環境問題に取り組み、具体的な事例の解決を模索する中から環境問

題の専門家を育成することにある。環境専門家の育成をうたっているが、当研究科では資格取得を目指してはいない。 

 

③「教員」については学部と大学院がセット 

環境問題という切り口で人間環境学部という「学際」学部を創設し、意識の高い学生を集め大学改革の成果を上げ

ているが、学部学生の大学院進学実績からも明らかなように、大学院は学部の延長上にはない。専門基礎教育を担う

学部においては、まさに環境を切り口とした教養教育の展開であり、大学院ではそれぞれ職を持った社会人が現場で

直面する環境と企業経営という課題に取り組んでいる。教員組織という点において、学部に所属する教員が大学院の

授業科目を担当しており、学部と大学院が「セット」になっている。 

 

想定するマーケットとその規模 

想定するマーケット 

法政大学では社会人向けの六つの夜間大学院を設けているが、その夜間大学院の一つである当研究科の実情は、入

学者で見る限り学部からの進学者も社会人が多く、人間環境学部の受け皿とはなっておらず、学部とは一線を画し、

まさに社会人中心の大学院である。環境問題は、すべての学問分野に関係しており、従って院生が求めるものは様々

であるため、そのニーズに一つひとつ対忚することは難しいが、企業活動を踏まえた環境論の領域において当研究科

の強みがある。学内にあっては社会人のニーズに対忚して指導教員の増員が求められている。 

 

潜在的需要の規模 

全国には「環境」関連学部が数多く設けられている。本コースと同じ社会科学系を始め自然科学系、人間・福祉系、

国際関係系など地球環境について様々の切り口から学部・学科が編成されている。これら「環境」学部の卒業生の大

学院進学を想定すれば、一見、潜在的需要はあるように見える。研究テーマの選択性、教育指導の連続性などを考慮

すると、学部からの直接の受皿となり得るかどうかは疑問なしとしない。むしろ、働いている職場や携わっている仕

事との関係で現実の問題に直面している社会人に対して、当コースが提供するプログラムがそのニーズを満たすもの

かどうかでポテンシャルは決まる。環境問題のテーマはいずれも重要なものばかりであるが、企業活動と密接なもの

は裾野が広いと思われる。週4日の通学と2年間167万円の授業料の壁を凌駕するものであるかどうかである。 

選択プログラム別院生内訳（平成15～19年度（5年間累計））
（単位：人）

プログラム 一般 社会人 計 構成比（％）

環境経営 19 60 79 60

地域共生 4 15 19 15

国際協力 7 26 33 25

計 30 101 131 100
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③潜在需要を顕在化する上での問題点 

通常、学部からの進学生については、経済的な障壁を排除するため「飛び級」制度により間口を広くして、学部 3

年～大学院2年で所期の水準を満たす教育を実現することが考えられる。しかし、当大学院の場合、学部から直行す

る学生には付加価値が付くとは思われずこの策は得策ではない。 

環境問題即ち環境ビジネスは、企業にとって「クライシスマネジメント」領域の問題であり、静脈産業の性格を持

つ。現状、そのもの自体は直接に価値を生み出すものではなく、すぐには儲けにならないとして、これに関わる部門、

担当者は主流とはいえないとの消極的な考え方が残っていることは事実である。しかし、「環境に良いことはビジネ

スにもよい」という動きや、ＧＥの成長戦略として「エコマジネーション（エコロジー＋エコノミックス＋イマジネ

ーション）」という標語が紹介されるようになってきており、時代の追い風がある。これはトップマネジメントの問

題であり、環境問題に対する成果の判断基準の時間的長さやレベルに相当な開きがあることに留意しなければならな

い。 

 

供給側の要因 

大学の沿革、組織、人的資源の利用 

法政大学の大学改革の過程で、平成 11年、人間環境学部が創設され、当学部の完成年度を受けて平成15年に環境

マネジメント研究科が設けられた。法政大学の改革の特徴は、現代的な課題解決を明確に意識した内容になっており、

「他大学の真似をしない」「我が国第一号のコンセプトの学部である」という経営の意思が貫かれている。学部新設

に際しては、低迷していた伝統的既存学部もあったため、教育資源を部分的に切り出し、これを再編成する形で進め

られた場面があった。平成3年の設置基準の大綱化により、ほとんどの大学で教養学部が解体された。法政大学にお

いても第一教養部、第二教養部が改組転換され、新学部はその受皿となった事情もある。教員の編成面においては一

部妥当するところもあろう。文化も環境も福祉も国際化の範疇で論ずればいずれも教養教育と言えなくもない。しか

し、上記で述べた如く創部の精神は現代的な問題解決を基本としており、新たな学部の名称が四文字名、カタカナ名

となっているのは、それぞれの学部の創設精神を学部名称で伝えよう、わかる形で示そうとする意思のなせる業と考

えることが出来る。 

平成11年以降、矢継ぎ早に新学部を創設できたのは総合大学の強みをいかんなく発揮したものと言えよう。 

 

大学からみたプログラム設置の理由 

大学改革の過程で既存学部を再編し人間環境学部を設置したが、実際に学部卒業生が当研究科に進学するしないに

拘らず、当該学部の専門性を完結させるため研究科が必要であったと考えられる。また、環境問題はエネルギーや水・

食料問題とならんで地球的規模の問題であり、総合大学としての威信をかけて取り扱うべき教育・研究対象分野であ

る。 

 

現在のところの経営上のメリット 

当研究科は、夜間大学院として平日夜間、土曜日に開講される。施設利用の面では、この時間帯は大学の大宗を占

める学部の教育活動が行なわれない未利用の時間帯であるため、巨額の設備投資や資金流出を伴う教室の借料の発生

など経済的負担を発生させることなく利用できる。教育活動の主要コストの教員人件費についても、当研究科の専任

教員は人間環境学部が本務であり、大学院の科目を担当しても数千円／コマのレベルの残業代程度のコストで済んで

いる。反面、教員にとっては、年間 100万円の授業料を払い、元を取らねばという社会人を相手の講義や指導をしな

ければならず、この局面だけ見れば割りにあわないことになる。物件費、人件費とも限界的な費用負担で運営できる。 
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他大学との競合関係と競争力 

環境問題は、地域社会から地球規模あるいは社会・経済問題から自然科学・技術、国際関係、福祉・人間に関わる

問題まで、その教育・研究分野が多岐、多方面にわたるので「環境」学部を設けている大学は多い。また、環境問題

の性格上、従来の学問体系から見れば学際的課題となることから、この点、総合大学であることは知的資産の活用の

観点から有利である。滋賀県立大学の琵琶湖の生態を研究対象とする環境学と本学の環境マネジメント研究科とは性

格が大いに異なる。各大学において独自性を発揮することこそ意味がある。当研究科の実業界に精通した教授陣によ

って提供される「環境は日常の経済活動の一環」という視点にたったコース内容は独自のもので、都内の早稲田、明

治、立教などの総合大学との競合もないとのことである。 

競争力は、むしろ社会、企業との関連において考えてみる必要がある。企業や現場には個々の問題については現実

の問題に直面しているだけに深い知識と経験の蓄積があり学問の世界より先行していることが多い。現場において体

系化できていないであろう専門性を身につけさせ、人材育成を通じてどのように社会や企業に貢献できるかが当研究

科の評価を左右する、即ち、競争力を決めることになる。 

 

３．問題点、持続・拡大可能性、ビジネス・モデルとしての一般性 

問題点と持続・拡大可能性 

①企業派遣の学生が確保できるかどうか？ 

当研究科は、社会人向け夜間大学院として生涯教育の支援推進、高度職業人の育成をうたっている。院生は30歳代、

40歳代を主体とした社会人であり幅の広い年齢層の社会人が学んでいるが、更に一歩踏み込み、環境問題のマネジメ

ントを標榜している研究科としては、社会的有用性の指標となる「企業派遣の学生」の存在価値は高い。 

 

②寄附講座が設けられるかどうか？ 

寄附講座は、当研究科の修了生が専門人材として役に立っている証拠になる。人間環境学部においては高校から進

学してくる意識が高く若い学生のみならず、社会人学生が学んでおり、ここには現実の環境問題を実感させるオムニ

バス形式の講座が設けられている。企業や自治体などで10年以上の実務経験を積み環境問題に取組んでいる者にとっ

ては、専門知識やノウハウに加えて異分野の学際的教養が養われることが充分に考えられるので、新たな飛躍、活動

の幅を拡げるコースとなろう。企業はこのような人材能力を向上させるコースには寄附を惜しまないであろう。寄附

講座の有無は一種の試金石となる。（資料６） 

 

③教育・研究内容を時流に合わせて再設計できるかどうか？ 

環境問題は最終的に地球温暖化問題に集約されるがごとく、今後も各分野でより一層強力に取組まれるべき重要問

題である。しかし、当研究科のプログラムである国際環境協力について言えば、日本の政府開発援助（ＯＤＡ）予算

の縮小により、コンサルタントなどとして活躍する場面がなくなってきているという現実もある。専門家としての就

職の道があるということは、その教育の存在価値があるということである。時代の変化に合わせて学んだ者が活躍で

きる分野を教育研究対象として開発、設計してゆかねばならない。 

 

ビジネス・モデルとしての一般性 

当研究科は、交通至便の都心にあるという立地と夜間休日の遊休施設の有効活用という基盤的条件をベースにして、

総合大学としての教育人材の活用、大学の威信をかけて時代の要請に合った課題解決型の学問分野を切り開いたもの

と言える。この点、例えば地方立地の大学、単科大学ではこのような展開は難しい。その対忚策として地方の大学や

都心に拠点を持たない大学が交通至便な場所にサテライトキャンパスを設け、大学の独自性を展開している現実があ

る。社会人大学院における通信システムの利用、通信教育という手立ても法政型ビジネス・モデルを志向しているも
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のと考えられる。 

また、当研究科は、大学改革の過程で設けられた人間環境学部の上に位置する「エントツ型」大学院であるようだ。

大学教育がユニバーサル段階に至った現在、学部教育が知の基盤を与えるものと位置づけられ、教養教育と専門基礎

的能力を培うことが学部の教育内容になっている。この脈絡から学部につながる大学院は、学問上の観点から望まれ

るものであるし、学部学生を募集、確保するという大学経営の点からも必要なものと言える。 

しかし、実情は教員組織は学部と大学院を連結しているものの、研究対象が環境という極めて経済活動の利害に直

結する分野であるだけに、研究のバックグラウンドには就業経験が必要とされ、学部生と院生との連続はない。 

 

事例から何を学ぶか 

①教育研究分野、専攻プログラムの選び方は大学経営上、重要である 

環境問題は、「エネルギー」「水・食料」と並んで今世紀の全世界の課題であり続ける。この問題の対象範囲は、

ゴミ・ペットボトルの類のリサイクルから廃棄物（産業、原子力）処理，ＣＯ2 排出削減、地球温暖化対策など広範

囲にわたる。現在、環境マネジメント研究科には、「環境経営」「地域環境共生」「国際環境協力」のプログラムが

あるが研究対象範囲が広すぎるきらいがある。既に「国際環境協力」については、ＯＤＡ予算の縮小のため、当該分

野での活動、即ち、就職が難しい局面に至っている。社会の要請に忚じたプログラム開発が必要である。社会の要請

に忚じた人材を継続して世に送り出してゆくには、教育分野の絞込み、プログラムの開発、再編が重要である。これ

をないがしろにすると学生が集められない。 

 

②課題解決型の学科は学ぶ意識がある人に受け入れられやすい 

大学がエリート養成の社会的機関であった時代には、大学は孤高を保ちアカデミックな研究にいそしんでおればよ

かったが、ユニバーサル・アクセス段階においては、課題の解決に貢献する機能を持った大学が期待される。特に社

会人大学の場合これが重要である。しかし、大学がこのようなメニューを提示し、これを学ぶ人がいても学んだ成果

（学位取得）は、我が国では今のところ企業内で処遇に直結しない。人材養成の場と人材活用の場において、「高度

専門」の内容が共有されていないからである。既に企業内の一員であるため教育投資のシグナリング理論は当てはま

らず、教育後の日常の活動でより良い成果を上げて行くことによって自らの社会的位置を確立し、教育の成果を示す

ことになる。人と組織とにはギャップがある。 

 

③誠実な仕事ができる 

この事例研究で取り上げた「環境マネジメント研究科」は、大学側の供給サイドからの事情で設置されたタイプの

研究科と言える。学ぶ側の立場からこの研究科を見てみよう。相忚の職業経験を積み、環境問題を何とか解決しよう

とする局面にある社会人が、時間とお金をかけて修士の学位取得を目標にして学際的な理論や知識を習得し、かつ自

らの研究テーマを修士論文に仕上げるのである。学んだ対価が企業や組織において制度上などの事情で報われること

がないとしても、その後、当人が仕事をする上で「納得のいく」「誠実な」「自身を持って」仕事をしてゆく上でプ

ラスになることは容易に想像できる。教育より個々人の仕事の質が向上するだけでなく、心の持ち方にも思いをはせ

ることが大切である。 

供給サイドのヒト（教育人材）、モノ（立地、施設）、カネ（学部と直結するエントツ型の大学院）という経営資

源の投入は合理性があるが、需要サイド（学習者）のリターンが顕在化するまでには時間がかかる。 
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資料１ 

 

 

 

 

法政大学　社会人のための大学院

■昼夜開講大学院（平日・土曜日　9：30～21：40）

研究科 専攻 学位

哲学 修士・博士（哲学）

日本文学 修士・博士（文学）

英文学 修士・博士（文学）

日本史学 修士・博士（歴史学）

地理学 修士・博士（地理学）

国際文化 修士・博士（国際文化）

システムデザイン システムデザイン 修士・博士（工学）

修士・博士（学術）

■夜間大学院（平日　18：30～21：40　土曜日　9：30～21：40）

研究科 専攻 学位

経済学 経済学（夜間コース） 修士・博士（経済学）

政治学 政治学（夜間コース） 修士・博士（政治学）

経営学 経営学（夜間コース） 修士・博士（経営学）

経営学 キャリアデザイン学（夜間コース） 修士（経営学）

政策科学 政策科学（夜間コース） 修士・博士（政策科学）

環境マネジメント 環境マネジメント（夜間コース） 修士（環境マネジメント）

■学位

人文科学

国際日本学インスティチュート

環境マネジメント研究科に博士課程が設けられていないのは、大学院設置基準に
定められた用件を充たす教員がいないためである。
アカデミックな環境学は他にあるが、本研究科は、現実の環境問題に取り組む実務を
対象とし、高度な専門家の要請を目的といており、企業活動を踏まえた環境論を展開
している。
このような実学志向の分野にあっては、実務家（出身）教員でなければ社会人院生の
指導は難しく、論文著作の数という形式要件で院生指導の可否を決めるルールには
そぐわない。
本研究科の教授陣は、企業活動、産業動向に精通していることにその特徴があり、
これを理解している社会人が志願してくる。
いわゆる学術論文の数は必ずしも現実問題に対処する実務能力を示すものではない
もともと本研究科には就職の世話が必要な学生は入学しておらず、院生は、それぞれ
の
仕事上の人的ネットワークの形成や個人的な職能知識の充実や訓練を目的としてい
る。
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資料２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成19年度入学者（男女比）

男 女 計

一般 16 4 20

社会人 22 8 30

計 38 12 50

一般 5 2 7

社会人 13 8 21

計 18 10 28

区分

志願者

合格者
（入学者）

平成19年度入学者（自校・他校）

自校 他校 計

一般 6 14 20

社会人 8 22 30

計 14 36 50

一般 2 5 7

社会人 5 16 21

計 7 21 28

（注１）合格者のうち入学辞退者1名あり。

区分

志願者

合格者

（注２）一般受験者（学部からの進学者）が大学院合格
　　　　後、就職する学生がかなりいる。
　　　　大学側もそれ（就職）を推奨している。

院生の年齢構成

区分 比率（％）

60歳代以上 5

50歳代 10

40歳代 35

30歳代 30

20歳代 20

計 100
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資料３ 

■大学院設置基準第九条 

大学院には、前条第一頄に規定する教員のうち次の各号に掲げる資格を有する教員を、専攻ごとに、文部科学大臣が

別に定める数置くものとする。 

一 修士課程を担当する教員にあっては、次の一に該当し、かつ、その担当する専門分野に関し、高度の教育研究上

の指導能力があると認められる者 

イ 博士の学位を有し、研究上の業績を有する者 

ロ 研究上の業績がイの者に準ずる認められる者 

ハ 芸術、体育等特定の専門分野について高度の技術・技能を有する者 

ニ 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者 

 

二 博士課程を担当する教員にあっては、次の一に該当し、かつ、その担当する専門分野に関し、極めて高度の教育

研究上の指導能力があると認められる者 

イ 博士の学位を有し、研究上の顕著な業績を有する者 

ロ 研究上の業績がイの者に準ずる認められる者 

ハ 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者 

 

合、マル合教員の資格基準の通説 

マル合教員の資格基準は、 

「修士課程」「前期2年の博士課程」の場合、論文著書30件程度 

「後期3年の博士課程」「前期2年、後期3年の区分を設けない博士課程」の場合、40件程度 

合教員は、それぞれその半分程度の研究業績が必要とされる。 

 

ただし、単著論文の多い文系マル合教員の資格基準は、 

「修士課程」の場合、修士学位があれば、20件程度、博士学位があれば10件程度 

「博士後期課程」の場合、博士学位があれば30件程度 

とされている。 
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資料４ 

大阪「インテリジェントアレー」構想 

 

都市の重要な構成要素である大学機能を都心部に集積させるとともに、大学と企業・社会人の一層の交流を促

進することにより、企業・社会活動の活性化や人材の育成・輩出を図ります。これにより都市の知的ポテンシ

ャリティを引き上げ、さらにさまざまな知のインフラの集積へと発展させることを目的とします。 

＜大阪・東京の都心大学立地比較＞ 

 

▲：国公立大学（4 年制）●：私立大学（4 年制） 

（注）同一縮尺、2001 年調査 

 

■ 2003年8月に発足した梅田大学院コンソーシアム（準備会）が、企業人を中心とした学びのニーズに合致した多

くの講座「インテリジェントアレー専門セミナー」を提供してきた。 

2007年11月より、ＮＰＯ法人関西社会人大学院連合として発展・改組した。 

専門セミナーの趣旨は、「関西のビジネスの中心地の一つである梅田においてコスト 

パフォーマンスが高く、社会人のニーズに合致した講座を単体あるいは複数の大学等 

によって提供する」ことである。 

■ インテリジェントアレー専門セミナーの特徴 

・大学院等提供の高度専門セミナーがスポット的に受講できる。 

・社会人が学びやすいように、梅田で夜間に受講できる。 

・分野や提供大学でセミナーを選択することができる。 

・ビジネスに直結した内容のセミナーである。 

■ 参加大学30大学（2005年4月現在） 

（財）関西生産性本部（社）関西経済連合会後援 
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資料５ 

 

人間環境学部の時間割

時限 時間 月 火 水 木 金 土 日

1  9：30～11：00

2 11：10～12：40

3 13：30～15：00

4 15：10～16：40

5 16：50～18：20

6 18：30～20：00

7 20：10～21：40

環境マネジメント研究科の時間割

時限 時間 月 火 水 木 金 土 日

1  9：30～11：00

2 11：10～12：40

3 13：30～15：00

4 15：10～16：40

5 16：50～18：20

6 18：30～20：00

7 20：10～21：40

通年開講 半期開講

院生の時間割（事例）

4～5月 6～7月 9～11月 11～1月

6 18：30～20：00

7 20：10～21：40

6 18：30～20：00

7 20：10～21：40

6 18：30～20：00

7 20：10～21：40

6 18：30～20：00

7 20：10～21：40

6 18：30～20：00

7 20：10～21：40

3 13：30～15：00

4 15：10～16：40

5 16：50～18：20

6 18：30～20：00

金

土

環境マネジメント演習（隔週）

環境経営論
環境管理論

月

火

水

木

環境経営事例研究

環境会計論（隔週）

地域環境史研究 地域環境文化研究 国際ＮＧＯ・ＮＰＯ論

後期

環境法概論 国際環境法
環境特殊研究

ＳＲＩ論
環境健康論

曜日 時限 時間
前期
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資料６ 

 

 

■ 法政大学の人間環境学部は、第二教養学部（夜間）を母体にして解説された経緯がある。第一教養学部は大学

改革の過程で新設された他の学部に分割されたが、第二教養学部ではそこで展開されていた語学や哲学をはじ

め法律、経済、経営学などの科目が現代の最大課題の一つである「環境」を軸にして再編成され、人間環境学

部の核となって発展的に解消した。 

環境問題に対する学生の意識は高く、学部開設当初の平成11、12年度当時は、昼夜開講学部であったこと

もあり、100名規模のオーダーで社会人が入学した。その後も学部入学者は、環境に対する危機意識の強まり

を背景にして、項調な推移をたどり、平成19年度入学者は408名（定員330名の1.23倍）である。 

 

[参考資料] 

法政大学ホームページhttp://www.hosei.ac.jp/gs 

法政大学事業報告書（２００６年度） 

法政大学事業計画書（２００７年度） 

法政大学大学院講義概要（シラバス）2007年度 

2007年度人間環境学部、環境マネジメント研究科時間割表 

大学院受験案内2008晶文社 

 

  

人間環境学部・環境マネジメント研究科　学生数

17年度 18年度 19年度
1年生 366 387 408
2年生 350 365 392
3年生 352 371 385
4年生 323 340 366

計 1,391 1,463 1,551
修士1年生 20 21 28
修士2年生 24 29 32

計 44 50 60

23 14
第2期生 第3期生 第4期生

注：在学者は5月1日現在　学部募集定員330名　大学院募集定員35名

区　分　（単位：人）

大学院修了生

大学院

在学者

学部
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第１０章 立命館大学大学院テクノロジー・マネジメント研究科 

王 帥 

 

立命館大学大学院は、1950年日本初の新制大学として開設されて以来、半世紀を越える歴史を通じて教育・研究に

大きな成果を上げ、優れた人材を輩出し続けてきた。2005年度にはテクノロジー・マネジメント研究科、2006年度に

は経営管理研究科、2007年度には公務研究科を開設するなど、社会のニーズを的確にとらえ、高度専門職業人の養成

や社会人の受け入れに積極的に対忚している。2007年度には、15研究科を擁する総合大学院となっている。 

今回の調査では、2005年度に設立されたテクノロジー・マネジメント研究科を研究対象として取り上げ、社会人向

けの教育プログラムの実態を踏まえ、モデルの一般性と問題点を明らかにしたい。 

 

プログラムの概要 

理念と特徴 

「理論と実践を融合した教育」の一環として、従来の座学中心の大学教育では実現困難であった知識に裏付けられ

た高いMOT実践能力を持つ学生の育成を目指し、産官学においてその必要性が強く認識されているMOT大学院テクノ

ロジー・マネジメント研究科修士課程を 2005年4月に開設し、引き続き2006年4月から博士課程を開設した。テク

ノロジーをコアに、「技術」と「経営」の融合によって、産業界にイノベーションを創出する人材の育成を目指すこ

とがプログラムの理念としてあげられた。 

特徴としては、まずほとんどの MOT 人材養成機関、MOT 大学院は東京圏にある中、近畿地方で唯一の本格的な MOT

大学院として開設されたことである。特定の産業や知財などに特化するのではなく、MOT のあらゆる分野を綱羅した

カリキュラムを用意しており、MBAと MOTの両方のプログラムを独立設置している。また、本研究科は他の MOT大学

院とは異なり、専門職大学院ではない。社会人と同時に学部・大学院出身の学生も受け入れている。両方の学生が受

講できるように配慮している。社会人は一般学生の新鮮な発想に触れることができ、一般学生は企業の現場で何が起

こっていて何が問題なのかを本音ベースで実感できる（図1参照）。また、単に教育を行うばかりではなく、技術経

営戦略研究センター（RISTEM）を設置し、企業において発生するMOTに関連した様々な課題を、企業と共同で研究し

ている。こうした努力は、“理論の実証を行うと同時に実践の理論化・体系化を行うことを通じて新しい学問領域を

構築する”という目標に対する立命館大学 MOT大学院の姿勢の具体的な表れと言える。 

 

図1 社会人と正規学生との関係 

新鮮な発想に触れる 

 

現場を本音ベースで実感する 

 

長期インターンシップ・企業現場の体験     現場の問題を課題として研究する 

 

 

 

既存の学問の枠を超えた「連携・融合」による教育・研究・実践により、MOT人材を養成する 

社会人 学生 

（理系、文系卒業生・留学生） 
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教育組織・学習形態・授業料 

入学について 

立命館大学では多種多様な人々に入学の機会を与えている。社会人が利用できる入学試験は、一般入試と企業等推

薦入学試験である。（図2参照） 

 

図2 社会人向けの入試試験 

修士課程 入試資格 入学試験 実施月 

一般入試 社会人・学部在学生を問わず、大学を

卒業した者と同等以上の学力があると

認められる方 

小論文試験及び面接 8月、10月、 

2月、3月 

企業等推薦入試 大学を卒業し、企業等に勤務しその身

分を持つままで通学でき、勤務先の所

属長の推薦のある方 

書類選考及び面接 10月、 

2月、3月 

 

博士課程 入試資格 入学試験 実施月 

一般入試 修士の学位を有する方と同等以上の学

力があると認められる方 

論文試験、面接、英語能力

評価 

2月 

出所：2008年度立命館大学大学院入学試験要項 

 

修士課程の入試試験は年四回実施しており、転勤の可能性などによって直前まで忚募を決められない社会人にとっ

て忚募しやすいものとなっている。社会人が一般入試で試験を受ける場合、論文試験が要求されているが、入学して

から奨学金申請権が得られるというメリットがある。一方、推薦入試の場合、筆記試験は課されていないが、奨学金

申請は認められないため、試験方式によってそれぞれ得失がある。 

 

学生数と教員数 

学生数は図3に示した通りである。修士課程の入学定員は各年度70名ずつであり、博士課程の入学定員は5名であ

る。関係者の話によれば、2005年度の社会人数は23人だったが、2007年度の社会人数は15人までに減尐した。 

 

図3 学生数概要 

出所： 立命館大学各年度の統計データをもとに筆者作成 

注： 一般→一般入試で他大学から進学する学生数と社会人の人数である。 

社会人→企業推薦入試の社会人数 

その他→立命館大学から進学する学生数＞ 

 

入学定員 収容定員 在籍学生数 

C/A D/B 

修

士

課

程 

博

士

課

程 

修士課

程（A） 

博士課

程（B） 

修士課程 博士課程 

一

般 

社

会

人 

留

学

生 

そ

の

他 

計（C） 
一

般 

社

会

人 

留

学

生 

そ

の

他 

計（C） 

2005 70 0 70 0 20 14 1 28 63 0 0 0 0 0 0.90 0 

2006 70 5 140 5 50 18 2 39 109 6 0 1 0 7 0.78 1.40 

2007 70 5 140 10 57 8 3 28 96 15 0 1 0 16 0.69 1.60 
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教員数は、修士課程では専任教授15名を擁しており、うち半数以上が経験豊富なMOT実務経験者である。博士課程

には10名の専任教授が所属している。 

 

授業形態 

授業は BKC（滋賀県のびわこくさつキャンパス）と大阪アカデメイアで行う。サテライト教室「立命館アカデメイ

ア＠大阪」は大阪の淀屋橋にあり、遠隔授業でびわこキャンパスとつなぎ、高度専門職業人養成や実務者のキャリア

アップに対忚する。大阪で勤めている社会人が多いため、彼らは大阪のサテライトキャンパスで受講することが多い。 

授業形態は一部の科目を除き 1年間を4期間に分けるクオーター制を導入している。ほとんどの講義科目は1クオ

ーター（8週間）ごとに開講され、1科目の基本的な開講形態は 2時限連続で、試験日を含む15回の授業を平日の夜

間と土曜日に行う。カリキュラムの設置は図 4のようである。 

 

図4 カリキュラム 

科目 概要 科目例 

コア科目 MOT 人材に必要となる能力を身につけるため

の科目 

技術経営概論、ファイナンス戦略、技術・知財

関連法など 

展開科目 MOT分野の知識・スキルをより深く習得するた

めの科目 

生産システム論、国際知的財産、技術戦略論な

ど 

選択科目 産業分野別に最新技術動向や企業の経営戦

略、技術戦略を学ぶための科目 

融合技術戦略、環境技術マネジメント、都市・

地域再生論など 

研究・演習科目 学んだ内容をベースにしながら、産業界や学

内機関と連携しつつ、実践的な研究を行う 

課題演習、課題研究、特別研究 

 

授業料と奨学金 

修士課程の授業料の総額は決して安くないが、社会人学生の授業料は免除されない。奨学金の申請資格が得られる

一般入試で入学する社会人は、A給付奨学金（入学成績上位15％以内の人に年間75万円が与えられる）とB給付奨学

金（入学成績上位40％の人に年間30万円が与えられる）の二種類の奨学金に忚募申請ができる。 

 

図5 授業料 

（単位：円） 

MOT研究科 入学金 授業料 教育充実費 実験実習料 

調査実習料 

合計 

修士課程 300,000 1,080,000 151,000 65,000 1,596,000 

博士課程 300,000 500,000 ― ― 800,000 

 

卒業要件 

修士課程は次のいずれかの方法により履修しなければならない。 

① 特別研究（修士論文）6単位を含めて34単位以上を選択履修しなければならない。ただし、必要な研究指導を

受けた上、修士論文の審査および試験に合格しなければならない。3名審査員の審査をうけなければならない。 

② 課題研究（リサーチペーパー）4単位を含めて34単位以上を選択履修すればよい。ただし、特定の課題につい

て研究した成果が審査され、それに合格しなければならない。指導教員がひとりで評価を行うので、①と比べ

て比較的容易といえる。 
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一方、博士課程は、『コース・ワーク科目』群から6単位以上、及び3年間にわたって行う「特別研究」を2科目

8単位以上、計14単位以上修得するとともに、必要な研究指導を受けた上で、博士論文を提出し、その審査及び最終

試験に合格しなければならない。 

 

２．立命館 MOTモデルの分析 

想定するマーケット 

①世界的に技術と経営に精通した MOT 人材の育成が喫緊の課題である。MOT 人材を育成するプログラムが数多く

開設されており、経済産業省の報告書によれば、教育機関を通じて年間 4000 名を超える人材が輩出されているとい

う（「効果的な技術経営人材育成に向けた「MOT教育ガイドライン」について」平成18年経済産業省）。 

経済産業省は、平成14年度より、MOT人材育成プログラムの開発等を行う技術経営人材育成プログラム導入促進

事業を 5 年計画で推進している。この事業の一環として、MOT 人材像と育成プログラムの検討や、評価・認定制度

の検討を行うため、この事業の管理法人である三菱総合研究所に、産業界とMOT人材育成を行う教育機関からなる

「アクレディテーション検討委員会」を設置した。「MOT教育ガイドライン」（平成15年度作成）を作成するととも

に、検討を行った「MOTプログラム認定基準」（平成15年度作成）を用いて、2006年度に「MOT試行評価」が実

施された。その結果は、「MOT 教育情報プログラム情報サイト」として公開されている。この評価を通じて、MOT

人材育成プログラムの人材育成効果を第三者の視点から明らかにするとともに、産業界と教育機関の協働により効果

的な人材育成の流れが構築されることが期待されたのである。国でも5年間でMOT人材1万人体制を目標とするな

ど、教育体制の確立を推進している。 

②地域から見れば： 

関東と比べると、関西の経済規模は半分以下であり、専門性の高い分野などは10分の1の市場規模であるケースも

尐なくないという報告がある（『大阪経済を支えるサービス産業の実態と課題―大阪のサービス産業に関する調査結

果報告書』より）。ただし、同報告のアンケートによると、「企画提案・営業・マネジメントができる技術者」のニ

ーズは高い。社会人再教育などの機会を充実させていくことが長期的に重要であり、その努力を通じ、近畿圏の経済

優位性が生み出される可能性がある。 

③大学側の予測 

産業の競争力低下と空洞化、雇用創出の停滞などの課題を克服し、経済社会の持続的発展を図るためには、技術力

をベースとした企業経営や政策において、これまで以上に戦略的なマネジメントが求められていると予測している。

立命館のMOT研究科は主なターゲットが、関西圏の中堅企業の次世代リーダー、及び文理融合の学生、留学生など幅

広い学生を受け入れている。いろんなルートから学生の募集ができ、定員の確保に有利である。 

 

供給側の要因 

立命館大学は、びわこ・くさつキャンパスの「文理融合教育」、「産学連携」、「科学技術研究」の実績を基盤と

して、組織と人的資源をより利用し、MOT を教育・研究・実践し、社会が直面している課題を解決し、社会において

必要とされているMOT人材を養成している。（図6参考） 

 

 

 

 

 

 

 



 

87 

 

図 6 MOT研究科のコンセプト 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

大学から見たプログラム設置の理由 

①従来の大学院の限界 

テクノロジー・マネジメント能力の体系的な習得という観点から、企業における OJT教育の限界が明らかになって

いる。しかし、従来の大学院研究科、特に、現代のテクニック指向の大学理工系教育と、産業界が求めるテクノロジ

ー・マネジメント能力の間に以下のミスマッチが生じている。 

 

●大学教育の内容と、企業の現場で必要な能力に乖離がある。 

●大学院教員の価値判断が、企業から見るとまとはずれになっている。 

●社会・ビジネス・技術の動きが早く、大学教員の知識の陳腐化が激しい。 

 

このことは、明治以来の、教員の持っている専門知識を学生に教え込むというパラダイムの崩壊を示している。 

 

②MBAとの違い 

MBA プログラムは、既存の製品の下で、最大の利潤を上げるための経営資源の配分を考えることを中心に組み立て

られている。その教育の根幹は、経営管理の方法論を経営者に身につけさせることにある。 

それに対して、MOT は、新しい価値を世の中にもたらすイノベーションを通じ、企業を発展させていく方法を考

える。社会の潜在的ニーズと、十分に活用されていない資源、特に技術資源を結びつけるにはどうすれば良いかを考

えることがポイントとなっている。現場のリーダーや中堅従業員がすぐに使える方法論についても教育を行う。 

 

③新しい大学院の必要性 

MOT の対象とする課題は、「企業の現場」で発生しているのであって、「研究室」ではない。一方的な伝達の場で

学内諸機関 
実践 

実践教育 

多様な専門分野

を持つ人材の

受け入れ 

MOT研究科 

研究・演習科目 

選択科目 

コア科目・展開科目 

 

産業界・提携企業・理工学振興会参加企業 

社会に貢献できる MOT 人

材の輩出 

理論 
理工学部 

情報理工学部 

経営学部 

経済学部 

知識教育 

実務家 

研究者 
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はなく、いろいろな人が知識やアイデアを交換して価値を生み出すクロスロードが必要とされており、教員の役割は

一方的に教えることではなく、知識や発想の交通整理になる。ゆえに、MOT 大学院には、文系理系の枠を越えた目的

志向の学際的教育・研究環境を提供することが求められる。 

 

現在のところの経営上のメリット 

2006年12月から2007年1月に実施した大学へのアンケートによると、「社会人開放度」という頄目で、立命館大

学が一位とランキングされた。 

そして、2006年度から研究助成金 25,387,500円をもらい、受託研究の件数も 7件に達した。つまり、大学側が社

会に門戸を開くと、社会の注目度が高まると同時に大学に無形な財産がもたらされているということである。大学と

社会と密接な関係を築くことは大学にとっての基礎であり、経営面にも有利な働きを果たすと考えられる。 

 

モデルの一般性と問題点 

ビジネスモデルとしての一般性 

①カリキュラムは夜間や週末を中心に組まれ、働きながら教育を受けることができるように配慮されている。仕事

を辞めて大学等で学び、新たな職に就くというキャリアパスもあるが、人材の流動性がまだまだ高くない日本では、

仕事を続けながら学べるシステムを確立することがより効果的である。 

②社会人が仕事を抱えながら勉強することには当然苦労があるものの、学んだ成果を直ちに職場で活かすことがで

き、職種や業種を越えた人的ネットワークを構築できるメリットもあるということであった。学生と共に学ぶことに

よって学生の新鮮な発想に触れるチャンスもあり、これらは従来から企業が行ってきた社内研修では得られないもの

である。 

問題点 

① 社会対忚の不備：社会人に対する産業人材としての教育は、これまでは、OJTや経験に依存するところが大き

かったが、産業構造の変化や技術革新が速まる現在、変化に対忚できる柔軟性を持つ人材を育成するうえでは、

Off-JT による教育プログラムの重要性が増していくと考えられる。こうした社会人に対する教育プログラム

は、多様な形態で提供されることが不可欠である。しかし現実を見れば、理念と違い、勤務時間の長さ、会社

側の配慮など、社会人教育に対する社会の認知はまだ十分でない。これは、社会人学生の数が尐ないことの一

つの要因ではないか。 

② 社会人の多様性：社会人は通常の学生以上に時間とコストに対する意識が高いため、教育内容に対する要求水

準も高い。学生等と比較して、年齢、学歴、業種、経験が様々であり、これらのどの層を対象として設定する

かで教育内容に違いが出てくる。既定のカリキュラムが社会人の多様なニーズに忚え得るかどうかに疑問が残

る。 

③ カリキュラムの曖昧性：MOTの特徴の一つは、不確実性のマネジメントにある。これは、経営学の中でも理論

的に高度で、教えるのも難しい分野である。日本でこうしたことを教育できる専門人材は、残念ながらまだ多

くない。日本の経営学者の数が、米国と比べて著しく尐ないことが一因である。一方で、MOTプログラムは一

挙に増えようとしている。したがって、中には、経営学の教育を十分受けていない人材を教員として寄せ集め

たプログラムもある。大学や企業で優れた業績を上げた技術者が教えている場合も多い。もちろん彼らは成功

事例としては貴重な存在であるが、MOTを体系的に教えるのに長けているとは必ずしも言えない。現状では質

よりも量が重視されているのだろうが、質の低い MOTプログラムが増えることに危惧を覚えざるを得ない。 
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まとめ 

このような社会人の学び方を広く定着させていくためには、多様な教育プログラムを展開すると同時に、質をより

高め、さらには社会的に認知させていく仕組みが重要である。 

 

① 需要側には、産業界のニーズに忚える教育を行うためのインセンティブを大学に与える仕組みが欠けている。

学んだ知識や身につけた能力をもとに処遇に差をつけるのは難しい。能力が高ければ成果を出すはずであり、

その時点で処遇に反映すればいいわけだが、成果と処遇の関係をどのような基準で評価するのかについては、

企業側のシステムが整っていないだけでなく、十分に分析している企業すら尐ないように思われる。企業側の

反忚がないまま、大学側だけいくら頑張っても、前に進む源動力と改善のインセンティブがないのではないか。 

② 供給側の問題としては、大学が主導的に社会ニーズを探すより、政府あるいは政策の影響を大きく受けている

点が考えられる。つまり、上からの働きが大きい。今回の事例からみれば、社会人への配慮は、開講時間や開

講場所の条件緩和に留まっており、奨学金などの勉学の支援などはまだ見られていない。これまでの伝統的な

学生援助の形態以外に、新しい援助の仕組みを考える必要がある。 

 

今回の事例研究を通して、社会人教育プログラムについては、大学側が社会ニーズと政策と連動して対忚している

一方、大学側としての対忚は十分とは言えず、社会と企業の間の流動性が低く、固定的な枠組みに制限されているこ

とを感じた。 

 

参考文献： 

「立命館大学大学院案内2008」立命館大学 

「効果的な技術経営人材育成に向けた「MOT教育ガイドライン」について」平成18年 経済産業省 

『大阪経済を支えるサービス産業の実態と課題―大阪のサービス産業に関する調査結果報告書』平成 18 年 3 月 大

阪府立産業開発研究所 

『職業人再教育志向型大学院の構造分析とその展望に関する研究』平成13年3月 

研究代表者 鬼頭尚子 国立教育政策研究所生徒指導研究センター 

『関西経済再生のためのマネジメントのあり方について』2003年4月 関西社会経済研究所 

 

参考ホームページ： 

立命館大学：http://www.ritsumei.jp/index_j.html 

MOT教育プログラム情報サイト：http://www.mot-info.jp/ 
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第１１章 高知工科大学大学院工学研究科 社会システム工学コース 

中田 学 

１．プログラムの概要 

理念と概要 

プログラムの理念 

「国、地方自治体の財政悪化による公共事業削減。国際化や IT 化の進展など、社会システムが激減する中、建設

業が危機から脱出し、問題解決のために求められている次世代型マネジメントをグローバルな視点で学習」すること

を目指している。 

（同プログラム募集案内より。http://ww.infra.kochi-tech.ac.jp/B252/social/太字部分引用者） 

 

→ 建設業界の在職社会人に特化した、大変ユニークでニッチな市場を対象としたプログラムである。 

 

高知工科大学の特徴 

高知県が設立資金や人材を提供し、私立大学として運営する公設民営方式により1997年4月に開学。工学部のみの

単科大学としてスタートしたが、その後大学院修士工学研究科を開設し、授業評価による教員評価制度を導入したり、

必修科目を撤廃するなどユニークな教育活動を展開。2004年には 21世紀 COEプログラムにも採択される。2008年 4

月は文系学部であるマネジメント学部を開設。スクールカラーはオリーブグリーンとマリンブルー。 

【参考資料】読売新聞2007年12月27日に岡村学長のインタビュー記事。 

 

理事長 橋本大二郎（高知県知事） 

理事岡村甫（高知工科大学長。元東京大学大学院工学系研究科長・工学部長東京大学名誉教授） 

理事 清成忠男（法政大学名誉教授） 

その他理事７名、監事2名 

 

沿革 

1997年： 高知工科大学開学 

1999年： 大学院工学研究科開設 

2000年： 連携研究センター開設 

2004年： 21世紀COEプログラムに「社会マネジメント・システム」（革新的な学術分野）が採択。特色ある大学

教育支援プログラムに採択。同年、総合研究所棟完成。 

2008年： マネジメント学部開設 

→ 社会システム工学コース社会人対象プログラムは、大学院工学研究科修士課程社会システム工学コース内に

2004年度設置。2008年1月現在修士課程3期生を輩出。 
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教育組織 

学生数 

【表1】工学部学科別在籍学生数（2006年5月1日現在） 

学科の名称 
入学 

定員 

編入学定員 

（3年次） 

収容 

定員 

在籍学生数 

1年 2年 3年 4年 合計 

物質・環境システム工学科 92 2 372 88 91 94 129 402 

知能機械システム工学科 92 2 372 80 99 102 121 402 

電子・光システム工学科 92 2 372 91 86 100 127 404 

情報システム工学科 92 2 372 100 89 86 99 374 

社会システム工学科 92 2 372 86 106 95 100 387 

合計 460 10 1,860 445 471 477 576 1,969 

 

【表2】工学研究科修士課程在籍学生数（2006年5月1日現在） 

コースの名称 
入学 

定員 

収容 

定員 

在籍学生数 

1年 2年 合計 

修
士
課
程 

物質・環境システム工学コース 

150 300 

28 29 57 

知能機械システム工学コース 25 37 62 

電子・光システム工学コース 16 24 40 

情報システム工学コース 13 7 20 

社会システム工学コース 25 34 59 

フロンティア工学コース 7 17 24 

企業家コース 3 5 8 

合計 150 300 117 153 270 

※社会システム工学コースにおける社会人対象プログラムの募集人数は「若干名」である。（募集要項より） 

 

【表3】工学研究科博士課程学生数（2006年5月1日現在） 

コースの名称 
入学 

定員 

収容 

定員 

在籍学生数 

1年 2年 3年 合計 

博
士
課
程 

基盤工学コース 

60 180 

5 5 19 29 

企業家コース 7 9 13 29 

社会人特別コース 0 0 0 0 

留学生コース 13 12 16 41 

合計 60 180 25 26 48 99 

（出所：【表1】【表2】【表3】とも『学校法人高知工科大学平成18年度事業報告書』pp.2-3より転載） 

 

 

 

 

 

 

教職員数 
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【表4】専任教員数（人数、職位とも2006年5月1日現在のもの） 

 教授 助教授 講師 教育講師 助手 合計 

学長・副学長 3 - - - - 3 

工学部 49 29 5 13 6 102 

大学院 4 - - - 1 5 

総合研究所 13 6 2 - 14 35 

社会マネジメント研究所 1 - - - 7 8 

合計 70 35 7 13 28 153 

他に非常勤教員として、客員教授41人、非常勤講師52人を委嘱。（教員全体の約37%） 

 

【表5】職員数（2006年5月1日現在） 

職種 人数 

専任職員 30 

契約職員 49 

県派遣職員 7 

出向職員 2 

合計 87（*注） 

（出所：【表4】【表5】とも『学校法人高知工科大学平成18年度事業報告書』p.4より転載。*注：合計数については、

上記の職種の人数の総和と一致しないが、上記『報告書』のままとした。） 

 

※ 本稿の事例研究の対象である社会人対象プログラムの開講科目および担当教員は後段の「授業形態・カリキュ

ラム」を参照のこと。 

 

入学資格・入学試験 

入学資格 

一般の修士課程の入学要件の他に「有職者であるか、または大学を卒業後 2年以上経過している者」 

 

入学試験 

面接及び提出書類（経歴書を含む）の総合判定。提出書類は次の 5つ。 

 

① 現在までの研究内容または入学後の研究計画の概要（英文・日本文それぞれA4用紙１枚程度） 

② 自己推薦書 

③ 経歴書 

④ 卒業証明書 

⑤ 成績証明書 

 

学位資格・卒業要件 

得られる学位 

修士（学位名称の種類はホームページ、募集要頄からは不明） 
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卒業要件 

30単位以上を修得し、かつ、修士論文の審査および試験に合格すること。 

 

学習形態・授業料 

場所 

高知工科大キャンパスおよび大学近郊の合宿施設。 

 

授業形態・カリキュラム（開講科目） 

授業は土日の合宿形式で行われる。 

 

・ 土日（1泊2日）の授業を年に、13～14回行う。（土日それぞれ 7.5時間の講義） 

・ 夏季には海外研修も実施（アジア地域の巨大プロジェクト開発現場の視察） 

 

「１泊２日のセミナーでは、夜の交流会もあり、ここでまた講師と学生の仲間意識が深まっていると

思います。ここに来ることで、学びも勿論ですが、講師をはじめとする人間的なつながり、そして未

来に続く情報のネットワークが出来たことも非常に大きいと思います。」 

（同プログラムHP「受講者の声」より引用。http://www.infra.kochi-tech.ac.jp/B252/social/jukousya.htm） 

 

開講科目および担当教員は次の通り。 

 

「トップマネジメント」 

福田昌史（客員教授・水資源機構顧問）、近藤耕三（客員教授・四国電力相談役） 

梅原利之（四国旅客鉄道代表取締役） 

「クライシスマネジメント」 

福田昌史（客員教授・水資源機構顧問）、坂本修一（野村信託銀行部長） 

「国土・地域デザイン」 

青山俊樹（客員教授・水資源機構理事長） 

「社会資本と都市形成」 

井原健雄（北九州市立大学教授・元香川大学経済学部教授） 

「地域経済と財務」 

迫田敏高（日本銀行広島支店長） 

「環境政策」 

村上雅博（教授・前世界銀行コンサルタント。工学博士（東大）） 

「国家建設プロジェクトマネジメント・国際建設契約」 

草柳俊二（教授・前大成建設国債事業本部次長。工学博士（東大）） 

「行政経営・国土交通行政」 

那須清吾（教授・前国土交通省姫路河川国道事務所所長。工学博士（東大）） 

「次世代建設技術」 

全教員 
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授業料 

入学金：300,000円 

授業料（年間）：800,000円 

 

２．特質 

基本的な特徴 

キーワード 

①建設業の再構築 

②土日合宿形式の講義 

③21世紀COEプログラム 

 

想定するマーケットとその規模 

想定するマーケット 

建設産業界の在職社会人 

 

潜在的需要の規模 

本プログラムで取り扱う内容は、建設業における「次世代型マネジメント」（前述の「プログラムの理念」参照）

を研究するという新しい学問分野であり、潜在的なマーケットの規模は未知数である。建設業界全体の産業規模はこ

の数年縮小傾向にある。【表6】を参照。 

 

【表6】＜建設業の事業所数と従業者数＞（）内は1999年を100としたときの値 

 1999年 2001年 2004年 2006年 

事業所数 612,150 

（100） 

606,943 

（99.1） 

564,352 

（92.2） 

548,861 

（89.7） 

従業者数（1,000人） 5,090 

（100） 

4,944 

（97.1） 

4,382 

（86.0） 

4,144 

（81.4） 

（出典：総務省統計局統計調査部経済統計課事業所・企業統計室『事業所・企業統計調査』より筆者作成） 

 

潜在需要を顕在化するうえでの問題点 

【表 6】のとおり建設業の事業所数と従業者数は縮小の一途にあり、「建設産業の再構築」は非常に重要な問題で

ある。しかしながらそれは、「全国総合開発計画」など、国レベルでのインフラ整備との関連で考えるべき中長期的

な政策課題であり、したがって一大学が提供する教育モデルとして自立させるには、大学だけでなく地域・国などの

行政からの支援が欠かせないだろう。 

また、建設業における「次世代型マネジメント」人材の労働需要そのものが未知数なことから、本プログラムへの

学習投資を、労働市場での具体的なリターンに結び付けられるかどうかが、学生募集を継続する上で課題になると思

われる。 
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供給側の要因 

大学の組織、人的資源の利用 

金銭的なリソースとしては21世紀COEプログラムの一環として設置されており同プログラムからの補助金収入があ

る。（21世紀 COEプログラムからの年度別補助金収入額は表 7を参照。ただし同プログラムは 2008年度で終了）人

的リソースとしては、前段の開講科目と担当教員一覧でみたとおり、四国の財界人を特別講師・客員教員として招聘

することが可能である。 

 

【表7】＜21世紀COEプログラムからの補助金の獲得＞ 

 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 

補助金額（万円） 7,200 7,200 6,600 7,040 

（4年間の総額2億8,040万円） 

 

大学からみたプログラム設置の理由 

前頄で触れたとおり21世紀COEプログラムの一環として当プログラムは開設されており、プログラムへの忚募にあ

たっては、社会インフラの整備を行う専門技術者の育成がプログラムのミッションとして挙げている。 

 

「高知工科大学が確立を目指す社会的課題を積極的に研究対象とする分野『社会マネジメント･システム学』は、低

成長時代に求められる社会システムの効率的、効果的経営に必要な社会資本等のマネジメント・システムを提供し、

この分野の建設技術者を育成することで、社会の構造改革・経営改革の実現を支援して参ります。」 

（同大COEプログラムのサイトより。http://management.kochi-tech.ac.jp/about_us_01.html） 

 

新設大学のリピュテーションを高めるうえでも21世紀COEプログラムに採択されたことは大きな意味があったもの

と思われる。特に高知工科大学が採択された 2004年度の申請件数は320件であり、うち採択されたのが28件となか

なかの高倍率であったことを考えると、同大が採択されたことは大学業界全体に相当のインパクトをもって受け止め

られたと推察される。なお2006年度に行われた21世紀COEプログラムの中間評価では「当初目的を達成するには、

助言等を考慮し、一層の努力が必要と判断される」との評価（A～Eの5段階評価のうちのB評価）を受けるが、人材

育成については概ね高評価を与えられている。 

 

「人材育成に関しては、社会企業家コース、休日双方講義、英語コース等を設置し、各種の人材育成に対忚してい

る努力は十分認められる。これをベースに、更なる人材育成への努力をし、このプログラムによる成果を高めていた

だきたい。」 

（引用「21世紀COEプログラム委員会における所見」『21世紀COEプログラム平成16年度採択拠点中間評価結果』より） 

 

なお平成 16年度 21世紀 COEプログラムの中間評価は、採択拠点 28件中、A評価 10件、B評価17件、C評価 1件

となっている。 

 

現在のところの経営上のメリット 

法人全体の帰属収入が50億4,800万円（2006年度）という財政規模の大学であり、表7で見たとおり、21世紀COE

プログラムからの補助金収入は、帰属収入の 1.3%と決して大きな割合ではない。また交付された補助金のうち、どれ

だけの割合がこのプログラムに割り当てられているかも定かではない。COE の獲得は財政面での寄与というよりも、

むしろこのプログラムの学内的・社会的地位向上に寄与するものと考えられる。 
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他大学との競合関係と、競争力 

これまでのところ、このプログラムのほかに建設産業従事者に特化した育成プログラムはなく、その意味ではニッ

チ市場における独占に成功しているといえる。前段で述べたとおり、労働市場における「次世代型マネジメント」人

材への需要規模についてはまだまだ不確定な要素が大きいが、本プログラムの意図するところは現在の日本の政策課

題に合致した非常にアクチュアルなテーマであり、21 世紀 COE プログラム終了後も継続して人材育成に取り組むこ

とが求められる。 

 

３．問題点、持続・拡大可能性、ビジネス・モデルとしての一般性 

プログラムの課題と持続・拡大可能性 

募集要頄、ホームページから推察されるこのプログラムの課題を以下 4点挙げる。 

 

①プログラムの継続保証 

・ 21世紀COEプログラムは2008年度で終了。2009年度以降の財政措置。 

→2008年4月入学者向け募集案内には21世紀COEプログラムの終了については触れていない。 

・ 前述したとおり、担当教員の多くが客員もしくは外部招聘講師である。将来にわたって安定して担当教員を確保

していくことが課題であろう。 

 

②カリキュラムの体系化 

担当教員の多くが客員もしくは外部招聘講師であり、講義も土日の合宿形式で行われることから、学習者にとって

は、個別の知識の体系化が課題となろう。プログラムの供給側としては、今後、開講される科目名や講義担当者に変

更が生じても、「次世代型マネジメント」という軸にそった一定の知識のセットを用意することが求められる。 

 

③学位の質保証 

②で知識の「体系化」が必要と述べたが、新しい学問分野であるためそもそも「体系化」に馴染まない面があるか

もしれない。しかし、あくまで（専門職学位でない）伝統的な「学位」（修士）を出す以上、その学位を取得した人

材には、一定の知識・教養・コンピテンシーを持っているという確かな裏づけが求められる。プログラムで出す「学

位」との関係性においても、個別の知識の有機的連携、体系化が求められると言えよう。 

 

④学生の経済的負担 

1泊2日の合宿形式とはいえ1年に10回以上も実施するとなると、平均して月1回以上の参加が必要となる。県外

に在住している学生にとっては、毎月 1回高知に赴くことの時間的、経済的負担はかなりのものとなる。例えば羽田

～高知間のフライトは格安航空券を使っても 1 回の往復 35,000 円は下らない。都内在住者が「通学」するとなると、

航空運賃だけで年間40万円近い負担となる。 

 

ビジネス・モデルとしての一般性 

前述のとおり、「建設産業を再構築」する人材の育成そのものは我が国にとって重要な政策課題といえる。しかし

労働市場におけるニードとしてはまだまだ萌芽的な段階にあり、現段階でビジネス・モデルとしての一般性を見出す

ことは難しい。 
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事例から何を学ぶか 

高知工科大学は、「地方」「単科」「新設」という、一般的には大学経営においてマイナスと言われる要素を 3つ

も持ちながらも、果敢に新しいプログラムを立ち上げ、21 世紀 COE プログラムといった大型外部予算の獲得にも成

功している。まずこの積極性は同様な条件を抱える他の地方大学も見習うべきであろう。 

次にこの社会人対象プログラムは、高知という地域特性を踏まえたニッチ分野を果敢に見出し*、また地元財界の協

力を得て、外部の人材を有効に活用した講義を取り揃えている。徒に大都市圏の大学のミニチュアコピーを作るので

はなく、その地域特有のニード、リソースに適合したプログラム開発という点で参考にする点は多い。 

 

*注： 

高知県の県内総生産に占める建設業の割合は2001年以降激減し、2001年度～2005年度の6年間で半分になっている。

全国平均と比べてもこの落ち込みの度合いは激しく、日本の中でも、「建設産業の再構築」の必要性が高い地域といえ

る。 

 

【表8】総生産（名目）に占める建設業の構成比率の推移                        （単位:%） 

 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 

高知県 10.2 8.1 7.5 5.2 5.2 

全国平均 7.1 6.9 6.6 6.6 6.3 

（出典：内閣府統計、高知県政策企画部統計課作成資料より、筆者作成） 
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第１２章 金沢工業大学大学院工学研究科 東京虎ノ門キャンパス 

両角亜希子 

１．プログラムの概要 

理念と概要 

プログラムの理念 

金沢工業大学は2004年4月に東京虎ノ門キャンパスを開設すると同時に知的創造システム専攻を設置した。社会人

を対象に、ビジネス・知的財産のプロフェッショナルを育成することを目的とした、日本初の文理融合型 1年制大学

院である。現在は、知的財産プロフェッショナルコースとビジネスアーキテクトコースを設置しており、知的財産、

IT、ビジネスを融合的に学ぶ点に特徴がある。また、地方の大学が、東京都港区虎ノ門という、永田町、霞ヶ関、新

橋という政治・ビジネスの中枢地区に隣接する地区に位置するビルにオフィスをかまえている点もこのプログラムの

大きな特徴である。 

なお、以下の記述は、同大学のホームページ、資料請求によって資料のほか、関係者（東京虎ノ門キャンパス事務

室長、同大学財務部長）に対するインタビューによるものである。 

 

大学の特徴 

金沢工業大学は、石川県にある工学系大学であり、北陸電波学校を起源として、1965（昭和40）年に開学している。

学生数は、学部 6809名、院 387名（2007年 5月 1日現在）であり、地方の工学系大学としては規模が大きい部類に

属する。長年、工学部のみの単科大学であったが、2004年に大きな改組を行い、2007年度現在では、学士レベルは、

3学部15学科（工学部、環境建築学部、情報フロンティア学部）という構成になっている。2008年度にはあらたにバ

イオ・化学部を新設する。 

正規の課程はもちろんのこと、とくに課外課程を重視し、これを行うための教育支援機能を充実させるなど、教育

付加価値NO.1の大学をめざしており、高い評価を得ている大学のひとつである。朝日新聞社の「大学ランキング2008

年度版」では、学長からの評価で教育分野1位（3年連続）、研究分野16位（私立大学中4位）、高校からの評価で

生徒に勧めたい大学6位に選ばれている。 

 

沿革 

上述のように、2004年、東京虎ノ門キャンパス開設と同時に、大学院工学研究科修士課程の中に、知的創造システ

ム専攻を設置したのがはじまりである。知的財産を扱う社会人対象の大学院としては、芝浦工業大学（2003年、専門

職大学院としての設置）に続き、二番目と早いスピードで設置している。教員をはじめ大学院としての基盤は充実し

たものを準備したことに加えて、文部科学省の、知的財産人材の即戦力育成の動きに尐し先立っての設置であり、設

置認可の面でも特に苦労もなかったという。なお、専門職大学院ではなく、一般の大学院として設置した理由は、後

述する弁理士試験等での一部科目免除のメリットが一般大学院の方が大きいことに加えて、教育以外の活動もあわせ

て展開する際には、一般の大学院にしておくほうが動きやすいこと、いったん専門職大学院として設置してしまうと

一般の大学院に戻りにくいことなどによるという。 

2007年には、高信頼ものづくり専攻設置（10名）を新たに設置し、現在は2専攻体制になっている。高信頼ものづ

くり専攻は、知的創造システム専攻とはまったく異なるコンセプトの元に設置されている。高度な職人育成が目的で

あり、社会人のみを対象とし、企業派遣が中心となっている。「複合材料」、「デバイス」、「物理標準計測技術」、

「知的ロボット」の4領域のものづくりスペシャリストの養成を目指している。 
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教育組織 

学生数 うち社会人数 

知的創造システム専攻は、現在の学生定員は 70名である。来年度から定員を50名に変更するが、これについては

後述する。2007年5月1日現在の学生数は63名である。2004年、2005年度のデータになるが、志願者は100名強で、

それぞれ 74名、76名が入学している。社会人学生の割合は、約 9割である。これは社会人枠を設定しているわけで

はなく、結果として、ほぼ毎年、9 割を占めているという。2006年度の学生データによると、年齢構成は、26-30歳

が25％、31-35歳が24％、36-40歳は19％と30代前後がメインターゲットであることがわかる。性別では、男性74％

となっている。業種別で多いのは、弁理士・弁護士 20％、情報システム 15％、研究開発 15％、職種別では、製造業

56％、学生14％、弁理士・弁護士8％、官公庁・教育8％となっている。企業派遣の学生は尐ない。 

知的創造システム専攻の中でも、知的財産プロフェッショナルコースの人気が高いが、この社会人入学者のうち約

3 割が、知財関連職種（特許事務所、企業知財部等）であり、既に修士号や博士号を所持している学生も多い。昨年

度の場合は、学生の1/3はすでに修士号または博士号を持っていたという。 

他方、高信頼ものづくり専攻は、定員10名でスタートしたが、2007年5月1日現在の学生数は5名であるという。

30代半ばから後半の企業派遣をメインに考えていたが、初年度は思うように学生が集まらなかったという。この理由

については後述する。 

 

教員数 

来年度の大学院案内によれば、知的創造システム専攻は11名の専任教員、59名の非常勤講師の合計70名の教員が

教育に従事している。高信頼ものづくり専攻は専任教員11名、客員教授37名の合計48名である。学生定員規模（知

的創造システム専攻が70名、高信頼ものづくり専攻が10名）を考えると、かなり充実した教育環境であるといえる。

設立当初は、数名の金沢の教員が兹務していたが、現在は、ほとんど独立した形で教員をそろえている。 

また、両専攻ともに、この教員のほとんどが実務家教員である。専任教員も、企業から兹務で来てもらっていると

いう。実務家を中心に据えている点で従来の大学とも専門学校とも違う特徴といえるだろう。こうした教員をどのよ

うにリクルートしているのだろうか。金沢工業大学は、現在、国内外に 28の研究所を持っているが、このうちのいく

つかは都内に設置していた。この都内の研究所（たとえば、IT研究所、知的財産科学研究所、情報通信フロンティア

研究所）の研究員をお願いしていた先生に、設立の時点で専任教員をお願いし、現在もそのまま勤めてもらっている

という。こうした人脈をつかって実務面で活躍する豊富な非常勤講師へのアクセスが可能となっている。知的創造シ

ステム専攻では、とくに知的財産に力を入れているが、日本弁理士会の後援も得ており、弁理士や弁護士などの有資

格教員が15名にのぼる。 

 

入学資格・入学試験 

知的創造システム専攻の社会人試験の、出願資格は 2年以上の在職経験である。基本的には大卒者が対象だが、大

卒と同等以上の学力があると認められたものは出願できる。選考方法は、口述試験と出願書類により総合的に専攻す

ることになっている。オープンキャンパスでの説明会においては、どのような仕事を経験してきたのか、どのような

志願動機なのかが重要なポイントだと述べていた。一般試験（社会人以外）の場合は、これに小論文試験が加わる。 

高信頼ものづくり専攻の場合は、2年以上の在職経験をもつ社会人のみに入学資格がある。学士をもたない場合も、

大卒と同等以上の学力があると認められたものは出願できるのは同じである。選考方法は、口述試験と出願書類であ

る。 

なお、知的創造システム専攻は年4回、高信頼ものづくり専攻は年 3回、入学試験を実施している。 
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学位資格・卒業要件 

得られる学位、資格 

得られる学位は、修士（工学）、修士（学術）である。 

とくに知的財産プロフェッショナルコースでは、学位に加えて、「知財プロ（専門職）」の証としての国家資格の

取得にも力を入れている。実際に学生のほとんどは将来、弁理士の資格を取りたいと考えているし、卒業までに最低

でも、知財検定（企業等における知財マネジメントの専門資格で、平成 20年度から国家資格「知的財産管理技能士」

となる予定）の2級をとることを推奨している。 

 知的財産を扱う大学院では、一般の研究型大学院であれ、専門職大学院であれ、弁理士試験短答式試験の免除が

認められている。さらに一般の大学院の場合は、修士論文を書けば専門科目の一部も免除になり、一般大学院である

金沢工業大学は、弁理士試験に対してダブルのメリットを持っており、大学側としては大きなアピールポイントとな

っているようである。 

 

卒業要件 

卒業要件は、①1年以上在学し、②40単位以上を履修し、③学位論文を書き、最終試験およびポートフォリオ審査

に合格することである。 

 

学習形態・授業料 

場所、時間 

場所は、東京・虎ノ門であり、特許庁からも徒歩10分と、政治・経済の中心地に立地している。地方の大学が都内

にキャンパスをおいた第1号の事例として注目を集めた。成人教育に取り組むことを考えた際に、石川県では需要が

見込めないことから、東京でのキャンパス開校という話になったという。なお、金沢工業大学の学部生は、全国から

集まっており（約7割は石川県外からの学生）、本専攻設立時、累積卒業生数が4万人をこえたが、このうち約1万

人が東京で働いている。卒業生のリカレント教育の場としてもあえて東京というのは実は理にかなっている。東京の

真ん中にそびえるビルに、講義室6、演習室6、研究室17、院生室をおいている。 

開講時間は、平日夜間と土曜日である。時間割を見ると、月曜日から金曜日は、5時限（18：45～20：15）、6時限

（20：30～22：00）、土曜日は1時限（10：30～12：00）から5限（17：45～19：15）までぎっしり授業が開講され

ている。過去の修了者の履修パターンを見たところ、多い場合で週 6日、尐ない場合でも週3日は授業がはいってい

る。1年間で 40単位以上を取得しなければならないため、かなりハードなスケジュールである。各自に PCを貸し出

したり、VODシステムを完備し、休んだときは E-leaningでのフォローアップも可能となっている。 

 

授業形態・カリキュラム・正規学生との関係 

授業形態は、講義と演習が中心となる。法律＋IT＋経営の関連科目を履修する（ITは基盤科目として履修）。金沢

にある大学本体とは切り離されて運営されているため、本専攻独立でカリキュラムを構成している。また、科目等履

修生は認めていないことから、すべて正規の学生だけで授業が行われている。 

カリキュラムは、専攻名にもなっている「知的創造」サイクルにのっとり、構成されている。知的創造サイクルと

は、知的財産の「創造→保護→活用」という一連のサイクルのことであり、「創造」では特に IT分野に焦点をあて、

知的財産の「保護（権利化）」、ビジネス領域での「活用」という意味で、IT、知財、ビジネスの三分野融合になっ

ている。発明やビジネス・モデル、コンテンツなどの付加価値の高い無形の「知的創造物」が社会資本となる社会で

あることから、こうした専攻・カリキュラムを作った。三分野を「三位一体」化したカリキュラムは、教員の専門領

域や教員構成から作るのではなく、仕事上、どのような知識が必要なのかという企業ニーズのヒアリングに基づき作
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られており、また、定期的に教員が集まり、試行錯誤を重ねている。 

たとえば、知的財産プロフェッショナルコースの場合、(a)実務系科目群（特許情報特論、特許出願特論、米国・欧

州特許特論、中国・アジア特許特論、特許・商標訴訟特論、インターネット法務特論等）、(b)ビジネス・マネジメン

ト系科目群（知的財産管理・戦略特論、知的財産評価特論、特許ライセンス特論、特許リスクマネジメント特論、コ

ンテンツマネジメント特論等ほか、ビジネスアーキテクトコースの科目群も履修可能）、(c)IT 系科目群（オープン

ソースソフトウェア特論、エンタープライズJava特論、WEB言語特論、オブジェクト指向開発特論、セキュリティシ

ステム特論等）、(d)高度法律系科目群（特許・実用新案法令特論、特許・実用新案法令忚用特論、意匠法令特論、商

標法令特論、工業所有権関連条約特論、不競法特論、著作権法特論等）、(e)基盤法律科目群（民法特論、特許・実用

新案法令要論、意匠・商標法令要論、著作権・不競法要論等）から構成されている。このように、知的財産のコース

の場合も、IT科目、ビジネス科目も必ず履修しなければならないしくみを採用している。この三分野融合というのは、

他大学にない特徴でメリットである一方で、たとえば知財だけ、ビジネスだけ学びたいという学生には向かず、関心

のない科目までとらなければならないデメリットもある。 

 

授業料 

図表１に示したとおり、授業料は、年額で約230万円である（40単位履修の場合）。基礎授業料が年額200,000円、

単位授業料は、30単位までの履修は1単位あたり60,000円、31単位以上の履修は1単位あたり30,000円と単位制授

業料を採用している点が本校の特徴である。財務部長によると、社会人は親ではなく、本人が学費を払うケースが多

いので、1単位あたり 6万円の価値があるかどうかを学生に判断してもらうために、単位制学費を導入しているとい

う。近年、単位制学費を導入する大学も増えてきたが、その多くは、1 単位いくらか、という発想からではなく、授

業料の半額分を単に従量制としているケースが多く、本当の意味での単位制学費を導入している大学は尐ないとも述

べていた。また、在学料（半期10万円）の追加のみで在学可能で、最大3年在学でき、休学制度もあるため、忙しい

社会人にとってはフレキシブルな履修計画を一定の金額内で作成可能である。たとえば、1年終了の場合は 230万円

だが、2年終了の場合で250万円、3年終了の場合で270万円と、長期履修になっても費用がかさまない仕組みを作っ

ている。 

 

図表１ 授業料 

 前期 後期 年額（参考） 

基礎授業料 100,000円 100,000円 200,000円 

単位授業料 

30単位までの履修において 

60,000円／1単位 2,100,000円 

（40単位履修の場合） 31単位以上の履修において 

30,000円／1単位 

 

図表２ 競合校との授業料の比較 

 金沢工業大学大学院 

虎ノ門キャンパス 

芝浦工業大学大学院 

工学マネジメント研究科 

東京理科大学大学院 

総合科学技術経営研究科 

入学金 60,000円 280,000円 280,000円 

授業料（1年） 
2,300,000円 

（40単位履修の場合） 

在学料      900,000円 

演習・研究指導料 500,000円 

維持料      300,000円 

授業料  1,120,000円 

施設設備費 300,000円 

計 1,700,000円 計1,420,000円 

修了までの費用 2,360,000円 3,680,000円 3,120,000円 
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なお、本専攻の場合、企業派遣は尐なく、ほとんどの学生は自分で払っている。そこで、大学保証による「１年間

利子支援」教育ローン制度を用意しているという。しかし、教育ローン制度があるとはいえ、230 万円は高い。この

高額の授業料はどのように決定されたのかを財務部長にうかがったところ、開学当時に同じ領域の他大学（具体的に

は芝浦工業大学）の大学院での授業料水準を検討し、それよりも低い水準に抑えるように検討し、1 単位あたりの金

額を決定したという。コストからではなく、他大学との比較・競争という観点から価格を決定しているようである。

確かに年額230万円は高いが、金沢工業大学は1年制大学院なので、修了までにかかる費用で比べれば、他大学より

も圧倒的に低い水準に抑えられている（図表２）。 

 

２．特質 

基本的な特徴 

キーワード 

本専攻の特徴は、以下の4つのキーワードに表すことができる。 

 

①融合領域（知財＋IT＋ビジネス）を幅広く、横断的に学ぶ 

知的財産、IT、ビジネスという三分野を融合的な形で学ぶのが最大の特徴である。知的創造社会をリードする即戦

力プロフェッショナル人材を養成するためには、三領域のすべてを学ぶ必要があると考え、幅広く学ぶカリキュラム

になっている。従来の分野であれば、法律は法学部（文系）、専門技術は工学・理学部（理系）、経営・ビジネスは

商学・経営学部で学ぶ科目であるが、企業の現場では、これらの知識の融合領域、つまり 1人で三分野を知り、使い

こなせることが重要になっているからである。 

これが最大のウリでもあるが、デメリットにもなっているという。というのは知的財産だけ、ビジネスだけ学びた

い学生も多く、そうしたタイプの学生には向かないカリキュラムだからである。2008年度からは、知的財産プロフェ

ッショナルコースとビジネスアーキテクトコースを設置し、ITは基盤科目という構成になっているが、開学 2004年

度から 2007年度までは、知財、ビジネス、ITの 3つのコースを設置し、それぞれに重点をおきつつ三領域を学ぶよ

うになっていたが、ITコースの人気が不調で、来年度から2コース型に変更したという。 

三領域の融合という特徴は、このような新しい考え方に基づいているため、理解しにくい面もある。そこで、説明

会や相談会、模擬授業を頻繁に行うなどの丁寧な広報活動を通じて、説明の機会を作り出している。 

 

②東京虎ノ門という立地 

地方の工業大学が、東京の中心地で社会人教育のためのキャンパスを作っていることも本専攻のきわめて大きな特

徴である。金沢で社会人教育を行うのが難しいからとあきらめるのではなく、社会人教育にふさわしい場所に自らで

向いている。特に知財がメインに扱っていることから、特許庁の近くに立地し、教員の確保、学生の確保という点で

も大きなメリットとなっている。なお、金沢工業大学は、地方大学が東京に進出した最初の事例であり、このモデル

を真似て、多くの大学が東京にサテライトなどを設置するようになっている。 

 

③1年制大学院で働きながら学ぶ 

1 年制大学院である点も本専攻の特徴である。会社をやめずに勉強して修士をとろうとしたとき、勉強する個人に

とっても雇用者である企業にとっても 1年というのがぎりぎりだという判断からである。その分、勉強のスケジュー

ルはかなりハードなものとなっている。1 年の就学なら会社も残業なしを認めてくれるが、それ以上は厳しいという

実務家教員らの経験・感覚から、1年制にこだわっているという。 

また、１年制だと、上下の学年との人的ネットワーク作りという点で不利な要素を抱えているが、毎月１回、「虎

ノ門サロン」という現役、卒業生、教員の交流の場を設けている。 
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④実務家教員から即戦力を学ぶ 

他の競合校にもない本専攻の特徴は、産・官・学から広くあつめた第一線で活躍している実務家教員による実践的

指導である。知的創造システム専攻は学生定員70名に対して、専任教員11名、兹任・客員教員60名と充実した教員

陣をそろえている。残念ながら現状では、社会人が大学院で修士号をとっても、すぐにそれで給与が上がるなどの目

に見えるメリットは尐ないし、すぐに成功できるわけではない。そこで何が提供できる魅力なのかを考え、第一線で

活躍する客員教員を充実させることにしたという。 

こうした実務家教員をそろえるだけでなく、現在、学生の会社等で起こっている事例を扱う、アクションラーニン

グにも力を入れている。会社で起こっていることを題材に議論し、翌日にはその深めた知見を会社に持ち帰ることが

できる。いかにこうしたリソースを活用できるかは本人次第だが、そのための環境を大学側は提供しているという。 

 

想定するマーケットとその規模 

想定するマーケット 

知的創造システム専攻に関しては、複数の領域に必要なスキル（法律、ITなど専門技術、ビジネス）を学びたい社

会人をターゲットとして想定している。説明会でも、企業の知財部、特許事務所、弁理士、コンテンツプロデューサ

ーに必要な知識と対忚科目をアピールしていた。 

3つの領域の中でも、ITも非常に重要だと考えているが、ITを中心としたコースを来年度から廃止し、基盤科目と

して位置づけている。近年、情報系人材では ITの知識と並んで業務系も求められる、いわゆる｢上流工程｣に強い求人

も増加傾向にあり1、SE でビジネスや知財を勉強したい人材は潜在的には多い。しかし、学ぶ時間がほとんど取れな

いほど忙しい彼らが大学院に通うのは難しいと現状を分析しているようだ。ただし、たとえば科目等履修生や、履修

証明などの短期コースという別の形での教育の提供は現時点では考えていないという。 

高信頼ものづくり専攻については、トップエンジニアをターゲットとしている。日本のものづくり業界は、技術力

は高いが、安心安全を評価できるエンジニアが不足しているという。たとえば、ANA のシステムダウンの問題が起き

たが、これは１つのチップが壊れただけで生じており、デバイスの問題をつくる時点で総合的に評価できる技術者が

尐ないことが根本的な原因にあったという。企業派遣の 30代半ばから後半の技術者をターゲットとして考えている。

立ち上げの中心になった教員（元富士通、当時は金沢工業大学の研究所の研究員）がセミナー等で技術者相手に講演

するなかで、この分野に対する関心が高いことがわかり、新専攻の設置に至ったという。 

 

潜在的需要の規模 

政府の知的財産戦略本部の「知的財産推進計画2005」によれば、2015年までに、知財専門人材を現在の約6万人か

ら 12万人に倍増する計画を立てている（内閣官房・知的財産戦略推進 知的財産推進計画 2005「『知財人材のスキ

ルの明確化』に関する研究会」）。ところが、それまでこうした高度職業人の養成は社会における OJTが中心で、高

等教育機関において体系的に養成されてこなかった。そうした意味での潜在的需要の規模は大きい。しかも、知財関

係の人材が複雑化して、辞書（理解の枠組み）が必要になっていることから、情報系人材の「ITスキル標準」になら

い、「知財スキル標準」を整理する取り組みが経済産業省を中心に進んでいる。どのような知識やスキルが必要なの

かが明示的になれば、潜在的需要の顕在化に一役買うことができるだろう。そして、こうした知財スキル標準を作成

するための研究会に、本専攻の教員もかなり参加している。また、知財検定が平成 20年度から国家資格になる件につ

いても、これを推進している中心人物のひとりが本専攻の教員だという。そうした意味で、潜在的な需要を把握する

努力だけでなく、それを顕在化し、増やす取り組みにも積極的に参加している興味深い事例だといえよう。 

さらに、潜在的需要の規模を把握するために、こうした政府の試算や教員の活躍に頼っているばかりではない。金

                                                           

1 両角亜希子・齋藤芳子・小林信一（2003）「知識社会における大学教育と職業－情報系人材の知識・スキル変化を

題材として－」広島大学高等教育研究開発センター『大学論集』第34集 
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沢工業大学の東京・虎ノ門キャンパスでは、既述のように複数の研究所を設置しているが、こうした研究所主催のセ

ミナーを頻繁に実施して、需要規模を探っており、上述のように、高信頼ものづくり専攻はこうしたセミナーがきっ

かけとなり、設置に至った。また、実務家教員も昼間は企業で働いており、いま、どのような能力をもった人材が不

足し、求められているのかをみており、それをすぐに大学の運営にいかすことができるという。 

 

潜在需要を顕在化するうえでの問題点 

潜在需要をつかむためのさまざまな努力をしているが、これを顕在化する上での問題点や困難さをたずねてみた。 

第一の困難さは、社会人を対象としているため、経済的変化の影響を受けやすいことだという。会社の状況が上向

きで仕事が充実しているときに、大学院に勉強にくる社会人はそれほど多くないという。そのため、個人にとって、

企業にとってのメリットを目に見える形で示していかないことには、潜在的な需要はあっても、一気に実際の需要が

増えるわけではないという。 

またこれにくわえて、創設当時は、芝浦工業大学と金沢工業大学くらいしか、この分野の教育を行っていなかった

が、その後に参入する大学も多く、パイ自体はそれほど増えていないことから、限られたパイの奪い合いの競争にな

っている。東京という経験の浅い土地で活動を行っていることもあり、競合校の分析もそれなりには行っているが、

いまいちつかみきれないのが実情だという。そうした意味で、潜在需要から何名の学生を確保できるのかが読みにく

くなっているという。 

また、昨年に、日本の大学院の MBAは役に立たないという記事が出たが、自大学では一生懸命取り込んでいても、

日本のMBAの評価自体がさがるとそのあおりを受けるなどの懸念もあるという。 

 

供給側の要因 

大学の沿革、組織、人的資源の利用 

大学本体のもともとの分野（工学）に派生する一定のニーズがあるマーケットである知財を早い時期から開拓して

いる点で関連はあるものの、東京の新キャンパスとして設置しており、組織、人的資源はほとんど共有できない。教

員もほとんどが東京・虎ノ門キャンパスだけで雇用しており、金沢本体とは切りはなされている。 

なお、このキャンパスは、これは単なるサテライトではなく、完全に独立して新しくやっているキャンパスであり、

事務機能もすべての領域で持っている。東京室長のほか5名の事務員と尐人数で財務・学務・庶務などの一通りの機

能を担当している。5 名の分担は、教務・授業運営統括、庶務・ライブラリー・奨学相談担当、イベント運営窓口・

日常問い合わせ担当、授業運営補佐・教務補佐担当、室長補佐であるが、必要に忚じて全員でなんとかこなすという。

虎ノ門キャンパスは、研究所機能も持っているため、この事務も 6名で行っている。平日夜間と土曜日には授業があ

るため、シフトを組み（昼から来るパターン、2時から夜までのパターン）対忚している。 

 

大学からみたプログラム設置の理由 

東京にこうした新しいプログラムを設置している理由は、情報の発信と吸収という役割への期待が最も大きいとい

う。財務部長など金沢の職員に聞いても、東京オフィスの室長に聞いても全く同じ返答が帰ってきた。金沢工業大学

はよい教育研究を行っている大学ではあるが、新しい情報の発信、吸収という点については、金沢という立地はかな

り不利だという。立地がよいから教員も確保しやすいし、実務家教員から、たとえばこれからの企業の考え方なども

含めた、新しいさまざまな情報がリアルタイムでたくさん入っている。これが大学の経営の将来の方向性を決める上

で重要な役割を果たしているという。 

もともと東京にいくつかの研究所を設置し、こうした機能を持たせていたが、大学院として教育に乗り出すことに

よって、こうした機能をより充実できると考えたようである。 

なお、学部学生のためには、赤坂に「就職プラザ」という東京への就職拠点を別に持っているが、虎ノ門キャンパ
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スを大々的には活用していないという。学部学生の東京での勉強拠点、就職拠点としての活用もこれからの課題のひ

とつだという。 

 

現在のところの経営上のメリット 

東京という土地で、情報の発信と吸収という役割は果たしているとのことで、さらにこの経営上のメリットを強化

したいと考えているようである。来年度から金沢本体のほうに、バイオ・化学部を新設したり、情報フロンティア学

部の内容を大きく変更させるなどの大きな動きもひょっとしたら、東京で集めた情報や、知財人材・業界とのネット

ワークの構築と強化のひとつの波及効果なのかもしれない。 

また、同大学は、非常によい教育活動を行っていることで、高等教育業界では有名な大学だが、一般的な知名度は

低い。東京虎ノ門キャンパスの卒業生や入学を検討しているものに聞いても、金沢工業大学をよく知らない人がほと

んどだ。大学の知名度を上げるために、18歳人口という限られた層のみならず、社会人という幅広い層をターゲット

におくことは、一定の効果を持っていることは間違いないだろう。 

東京・虎ノ門キャンパスの設置のメリットは、金沢本体へどのくらい貢献できるかという点につきるようだ。需要

をつかんだり、ネタをつくったり、新しいアイデアをテストする場として活用している。たとえば、「ポートフォリ

オインテリジェンス」は平成 19年度の文部科学省大学院教育改革プログラムにも採択されたが、東京虎ノ門キャンパ

スで開発し、その意義が大きいことから、金沢の学部生の教育の現場にも導入されるようになったという。ポートフ

ォリオインテリジェンスとは、知識や技術をどのように理解し、何を修得したのか、そのプロセスを重視し、当専攻

が掲げる教育目標に対する単位の実質的評価を行うための教育手法であり、アメリカの大学に留学経験のある東京オ

フィス室長が考え、導入したものだ。既存の大学院では成果論文を課し、論文の内容が評価されるが、ここでは、そ

れぞれの科目で、新しい知識を武器としてどのように獲得したのか、というプロセスを評価する。履修申請の時に、

教員とともに、達成すべき目標（1 コース 7つくらいの目標）とどのように達成するのかを話し合う。これがあるこ

とで、アカデミックアドバイザーの活用もやりやすく、単位も実質化するという。学生個々人の名前がついたファイ

ル（1人10センチほどのファイル）があり、そこに目標、授業でまとめたレポートなどをいれていく。これをみれば、

東京・虎ノ門キャンパスでどのような人材育成をめざしているのかも一目でわかるという。来年度からは電子システ

ムを導入予定だそうだが、学生にとっても 1年間という学習を効果的に、効率的にするための資料となっている。 

では、財務上のメリットはどうなのか。単純に計算すれば、授業料収入は 1億 6100万円（＠230万円×70名）だ

が、これで東京の一等地の施設費とあれだけ多数の教員の人件費をまかなえるとは考えにくい。しかも、来年度から

は定員を減らすという。定員が埋まっていないわけでもないのに、財務上からは考えにくい判断だ。財務部長に尋ね

たところ、「そもそも大学院は財務上ペイするものではない。財務以上の効果をねらってお金をかけている。」との

ことであった。つまり、財政的なメリットよりも、大学院を東京に設置することによる経営上の有形無形のメリット

が大きいようだ。しかしながら、東京キャンパス室長は「もう尐し財務的に独立できるようにすることが今後の課題」

とも述べている。 

 

他大学との競合関係と、競争力 

既述のように、金沢工業大学が東京虎ノ門キャンパスを設置した時は、芝浦工業大学のみがこの分野の競合校であ

った。当時は知財を勉強できる場所はほとんどなく、早いスピードで動いた金沢工業大学のメリットは大きかったと

いう。実際、初期の修了生に聞くと、こうした分野で学べる大学院はなかったので、探して比較して入学を決めたと

いうパターンはあまりなく、金沢工業大学の広告をみて入学を決めたというケースが多かったようである。 

ところが、現在は知財関係の大学院が東京にずいぶん設置されるようになってきて、競争が激化している。とくに

石川県の無名に近い大学が東京の地で競争するのは大変だという。とくに場所が近いこともあり、東京理科大学専門

職大学院総合科学技術経営研究科の存在は大きく意識しているようである。同研究科は、総合科学技術経営専攻(MOT)

と知的財産戦略専攻(MIP)からなり、2005年4月に開設されたが、とくに後者は対象領域が近い上に、定員 80名（昼
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夜開講制）と規模も大きく、老舗大学であることからもその影響はあるという。 

しかしながら、3 分野融合と実務家教員の多用という、金沢工業大学のもつ特徴は、芝浦工業大学も東京理科大学

も持っておらず、それを打ち出すことによって競争している。両校は歴史もあり、研究能力も高い大学だが、それゆ

えにアカデミックな教員を中心に構成し、カリキュラムも彼らの専門分野にひきずられる面もある。まったく独立し

て新しいものを作っている金沢工業大学では、教員ではなく、学生の需要側から教育内容を考えているというのが最

大の強みであると思われる。また、両校は専門職大学院で、金沢工業大学は一般の大学院であり、先述のように、弁

理士試験の免除科目などの点で有利な点が多いことなども学生集めにとっては重要なポイントとなっているようであ

る。 

 

３．問題点、持続・拡大可能性、ビジネス・モデルとしての一般性 

問題点と持続・拡大可能性 

問題点もないわけではない。繰り返しになるが、財務上のメリットを顧みずに投資している以上、金沢本体へのイ

ンパクトや貢献をより明示的に行っていくことが求められるだろう。とくに本事例の場合は、社会人教育を新しい場

所、新しい教員とまったく異なる資源をもちいて展開している。場所と教員を共有している場合であれば、しばしば

指摘されるように、教員らを通じて、社会人教育の波及効果が伝わる可能性もあるが、そうでない以上、インパクト

の与え方を意識的に考え、実践することがより求められるといえるだろう。 

本事例の4つの特徴のうち、とくに問題を抱えている部分があるとすれば、第一の「融合領域（知財＋IT＋ビジネ

ス）を幅広く、横断的に学ぶ」という点だと思われる。説明をされればわかるものの、「知的創造システム専攻」と

いう名称からこうした内容はイメージしにくい。来年度から、IT科目がひとつのコースではなく、基盤科目となる変

更、あるいはこの3分野融合という特徴をデメリットになることもあるという語り方からもここに問題点があるとい

わざるを得ない。こうした指摘を東京オフィス室長にたずねたところ、こうした問題点を認識しており、そのための

対処方法もすでに検討済みであった。具体的には、融合というのが外から見えにくいことが問題だと考えているよう

で、平成21年度から改組の予定だという。知財、IT、ビジネスをコースではなく、専攻にわけることにより、この3

分野を扱うことを見えやすくするという。また、知財に比べて、ビジネスに重点をおいて学びたい学生が尐ないが、

教員陣やカリキュラム面でも、ビジネス分野も相当に力をいれており、単独でも勝負できるような構成になっている

のが知られてないという。ビジネスを中心に 3分野を学びたい学生もこうした改組によって積極的に取り込みたいと

いう。 

またこれは金沢工業大学の問題に限らないが、社会人が大学院で学んでも、その修了後のパスができていない限り、

拡大可能性には限界がある。一部の学生は学んだ知識やネットワークをいかして、新しい領域や高いポジションにつ

いているようだが、こうした実績をかさねて評価を上げていくことが大切である。個別の大学の努力にできる点に限

りはあるが、それでも努力しなければ、持続・拡大可能性は見込めない。 

本事例に限らず、大学院はペイしないというのが一般的な事実のように語られることが多いが、アメリカの大学を

みても必ずしもそうとは限らない。高い費用を払っても大学院に学びにくる分野や方法があるはずで、それを見つけ

ようとしない限り、日本の社会人大学院の発展は限定的なものになるだろう。 

 

ビジネス・モデルとしての一般性 

本事例のビジネス・モデルとしての特徴は、「潜在需要を発見し、その人材が学びやすい環境に自ら出向く」とい

う点に見出せる。立地の制約から解放される点でメリットは大きいが、財務的に独立していないことからもある程度、

体力のない大学に対してしか、このモデルは有用ではないだろう。実際に、金沢工業大学の例を参照して、東京にサ

テライトをおいた大学の多くは関西の有名私立大学であった。 

もうひとつのビジネス・モデルの特徴は、「政府の動きなどを見ながら、これまで大学が十分に参入していないが、

今後に発展が期待される分野や資格に着目し、すばやく動く」という点があり、これはより多くの大学でモデルとな
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りうるのではないだろうか。ただし、顕在化していない分野に着目し、それを目に見える教育課程として知識をカス

タマイズしなければならず、それは一般に思われているよりも手間がかかる作業である。金沢工業大学の場合も、研

究所をうまく活用したりしているが、ここに相当に資源を投入している。また、その需要の規模を見極めるのがむず

かしいうえ、いったん、顕在化に成功したモデルは他大学から模倣されるため、供給側（競合校）の動きも勘案しな

ければならず、先駆者として常に努力をすることが求められるだろう。 

 

事例から何を学ぶか 

規模は小さくてもよいので、一定のニーズがある領域のトレーニングに着目している。高度な知識や議場は必要だ

が、万人にとって意味ある教育を提供するわけではない社会人向け大学院では、こうした分野に目をつけるのはひと

つの方法である。 

そのために必要な努力は多いが、金沢工業大学はいってみれば当たり前のことを当たり前にやっている。多くの社

会人対象の大学院の事例をみると、その構想や準備のなさに驚くケースも多いが、この事例は必要と思われる作業を

手抜きなく行っている。一般的な知名度が高くない大学が、東京で新しい分野にのりこんできているからこそ、特徴

をだすために真剣に取り込んでいる。対象がこれまでの高校生とは違い、社会人であることから、どのような知識が

必要なのか、マーケットの調査を行っている。またカリキュラムや学習環境という点でも、既存の学部生とは全く違

うモデルを提供している。社会人が大学や大学院で学ぶことに対する有用性に疑問や限界を指摘する声も多いが、こ

の事例から学ぶのは多くの大学は、この分野についていえばまだまだ努力不足の面もあるのではないだろうか。 
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Ｂ． 情報・教育系プログラム 

第１３章 兵庫教育大学大学院 

内山 淳 

１．プログラムの概要 

理念と概要 

兵庫教育大学の理念 

兵庫教育大学は、主として現職教員の学校教育に関する高度の研究・研鑽の機会を確保する大学院修士課程、初等

教育教員を養成する学部を有する新構想の教員養成大学として昭和53年10月に創設された。（兵庫教育大学HPより。

下線部引用者） 

 

大学の特徴 

教員の資質能力の向上を目指す大学 

学部，修士課程，博士課程の各段階において，それぞれの目的・段階に忚じ教員としての教育実践能力の向上につ

ながる教育・研究を行うとともに，「学問と教育実践の統一」に関する教育・研究の成果を教員養成の改善・充実に

生かしていくことを目指す大学である。 

なお，修士課程入学定員の 3分の 2（200人）程度は，初等中等教育における 3年以上の教職経験を有する者をもっ

て充てることとしている。 

 

社会に開かれた大学 

本学は，大学院修士課程における幼稚園から高等学校に至るまでの全領域を対象とした現職教員の受入れ，兵庫県

が設置した「心の教育総合センター」との連携事業の実施をはじめ，施設を利用して，発達心理臨床研究センターに

おける心理臨床相談，附属図書館の一般開放，公開講座の実施，運動施設の開放を行うなど，「社会に対し開かれた

大学」を目指している。 

また，平成１４年５月には，本学の有する知的，人的，物的資源を活用して，地域社会との連携・協力すべく，地域

交流推進センターを設置した。 

このほか，現職教員が在職しながら大学院修士課程で学ぶ機会を増やすため，夜間開講を行う施設として「大学院神

戸サテライト」を神戸市内に設置している。 

 

幅広い専門分野を有する教員層 

本学では，幅広い教育・研究を実施するため，教育学，経済学，電気など 70 を超える広範囲な専門諸科学の学問

分野を専門とする教員を配置している。 

これらの学問分野を学校教育の機能により有機的・統合的に編成し，教育・研究の円滑化を図っている。 

 

快適なキャンパスライフ 

40万m2の広大なキャンパス内に，学生寄宿舎（単身用・個室：560人収容，世帯用：120世帯収容）及び国際交流

会館居住施設（単身室28室，夫婦室8室，家族室4室），陸上競技場，野球場およびテニスコートをはじめとする運
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動施設，約1,200台（学生寄宿舎ゾーン４２８台を含む）収容の駐車場など，快適な学生生活が送れるよう環境を整

備している。 （兵庫教育大学HPより。下線部引用者） 

沿革 

・昭和53年10月兵庫教育大学開学 

・昭和55年4月大学院学校教育研究科設置 

・平成8年4月大学院連合学校教育学研究科設置 

・平成11年大学院神戸サテライト設置 

・平成14年大学院神戸サテライトを学校法人パルモア学院内に移転 

・平成16年連合大学院大阪サテライト設置 

・平成19年4月神戸サテライトを神戸情報文化ビルに移転 

 

教育組織 

学生数うち社会人数 

修士課程 

修士課程在学者数(うち現職教員数) 

1年次 2年次 計 

346（140） 408（170） 754（310） 

※ 修士課程在学者に占める現職教員の割合は約41％である。 

学部入学定員160名修士課程入学定員300名 

博士課程(上越教育大、鳴門教育大、岡山大との連合大学院)入学定員24名 

 

教員数 

171名（教授85名、准教授61名、講師13名、助教7名、特任教授5名） 

（出典：兵庫教育大学の概要） 

 

入学資格・入学試験 

アドミッションポリシー 

「学校教育研究科（修士課程）は，主として現職教員の研究・研鑽の機会を確保し，学校教育に関する実践的な教

育研究を推進することによって，高い力量をもった教育指導者を育成することを目的としています。 

入学者の選抜に当たっては，教育にたずさわることへの使命感と熱意をもち，自らの資質能力の向上を志向する現

職教員や，高い専門性と実践力をもった初等・中等教育教員になることを強く志向する者を選抜するものとします。」 

（兵庫教育大学HPより） 

 

入学資格（修士課程）：大学を卒業した者又は卒業見込みの者 

 

学位資格・卒業要件 

得られる学位 

修士（教育学） 
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修了要件 

３２単位以上修得および修士論文審査 

学習形態・授業料 

場所 

本校キャンパス：〒673-1494兵庫県加東市下久米942-1 

神戸サテライトキャンパス：〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-5-7 

 神戸情報文化ビル３階 

 

本校キャンパスは神戸市内からでも移動に1時間かかる場所にあるため、現職教員が仕事を終えた後に通学するこ

とは困難である。また、サテライトキャンパスはJR神戸駅から徒歩10分ほどの利便性の良い場所に設置されている。 

 

授業形態・カリキュラム・正規学生との関係 

特定のコースにおいて昼夜開講制をとっており、本校キャンパスとサテライトキャンパスにおいて同じ講義を昼夜

で開講している。美術や音楽などの科目も夜間開講を実施している。（兵庫教育大学の専任教員にも出講をお願いし

ているとのこと。） 

 

授業料 

平成１９年度入学者（標準額） 

入学料２８２，０００円 

授業料（年額）５３５，８００円 

※長期履修学生（３年課程）の授業料は年額３５７，２００円 

 

２．特質 

兵庫教育大学は設立当初から現職教員の受け入れを行っていた。また、国立大学が法人化される以前から、サテラ

イトキャンパスの設置や昼夜開講制など、現職教員が通学しやすいような施策を積極的に実施してきた。特に学部レ

ベルに初等教員の養成機能を持つため、こられの既存の資源の活用することが可能である。これらの資源を活用して、

夏休み期間中などには本校キャンパスでの集中講義を実施することなどが可能である。 

 

基本的な特徴 

キーワード 

①（現職）教員のための大学 

②サテライトキャンパス 

③昼夜開講制 
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想定するマーケットとその規模 

想定するマーケット 

現職教員(小・中・高校教員) 

 

潜在的需要の規模 

兵庫県内の初等・中等教員数：39,303人(H19年4月1日現在、特別支援学校を除く) 

大阪府内の初等・中等教員数：56,281人(H19年4月1日現在、特別支援学校を除く) 

京都府内の初等・中等教員数：18,690人(H19年5月1日現在、特別支援学校を除く) 

（出典：兵庫県教育委員会、大阪府教育委員会、京都府教育委員会作成資料より） 

上記の3府県における現職の初等・中等教員は約11万人。 

 

潜在需要を顕在化するうえでの問題点 

以前から指摘されていることではあるが、現職の小中高校教員に対して再教育を行う場合、現職教員が求めている

大学院での教育内容と大学側が供給している教育内容が必ずしもマッチしていないということがあげられる。具体的

に言うと、大学の教員はえてして教育内容が理論中心になりがちであるのに対して、学生である小中高校の教員は大

学院において高度な理論だけではなく、実践的な教育内容も求める傾向が見られる。潜在需要を顕在化するためには、

ニーズに沿った教育内容を提供し、需要を喚起する必要があると思われる。 

 

供給側の要因 

大学の沿革、組織、人的資源の利用 

もともと兵庫教育大学は大学院レベルでの教員の再養成を行う事を目的として設立された経緯があり、現職教員の

再教育は大学としての使命でもあった。このため、設立当初から全国から現職教員を学生として募集しており、現在

でも修士課程の入学定員の3分の1程度は現職教員のための枠とされている。 

また、学部レベルで初等・中等学校の教員養成を行っているため、これらの既存のリソースを存分に活用すること

が可能である。 

 

大学からみたプログラム設置の理由 

大学院（修士課程）では，教職等の仕事に従事している学生が自由意志で夜間でも履修ができるよう配慮する必要

があった。現在，11のコースで昼夜開講制をとっている。昼夜開講制コースの夜間の授業開講場所である「大学院神

戸サテライト」は，通学の便を図り，神戸市中央区の交通アクセスが良好な立地となっている。 

 

現在のところの経営上のメリット 

神戸にサテライトキャンパスを設置し、昼夜開講制をとることによって、これまでは休職するなどしなければなら

なかったため、入学を躊躇していた関西近辺に勤務する現職の小中高校教員に対して、在職したまま通学できるメリ

ットは非常に大きいと思われる。とくに従来のような都道府県からの派遣学生では、地方自治体の財政状況によって

志願者数が左右されてしまうような状況であるため、自由意思での入学者確保に貢献していると思われる。 

また、社会に開かれた大学をうたっている兵庫教育大学にとっては、近隣の現職教員を受入れることによって、地

域との連携がより一層促進させることも期待できる。 
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表2-1夜間コース入学者数の推移(人) 

 H14 H15 H16 H17 H18 H19 

昼間コース入学者数(人) 54 44 155 217 226 161 

夜間コース入学者数(人) 21 22 100 59 68 54 

計 75 66 255 276 294 215 

昼夜開講ｺｰｽにおける夜間 

ｺｰｽ入学者の割合 
28% 33% 39% 21% 23% 25% 

兵庫教育大学学報(H14～H19)より作成 

 

表２-２修士課程全体の入学者と夜間コース入学者数 

修士課程全体の入学者数 263 255 330 331 317 346 

修士課程全体の入学者に対する夜間

ｺｰｽ入学者の割合 
8% 9% 30% 18% 21% 16% 

兵庫教育大学学報(H14～H19)より作成 

 

 

他大学との競合関係と、競争力 

2008年度からは教職大学院の制度がスタートし、教員の再教育制度が本格化することとなる。特に関西地区では京

都教育大学を中心とした国私立の連合大学院（教職大学院）が開設予定であり、教員の再教育という分野において兵

庫教育大学にとって競合関係にあり、大きな脅威となることが予想される。兵庫教育大学も組織を一部改組し、教職

大学院を設立する予定であるが、教職大学院については一部のコースしかサテライトキャンパスでの昼夜開講を行わ

ないとのことであるため、学生確保が厳しくなると思われる。 

 

３．問題点、持続・拡大可能性、ビジネス・モデルとしての一般性 

問題点と持続・拡大可能性 

現職教員の再教育についてはこれまで一定の需要はあったのだが、それほど巨大なニーズというわけではなく、都

道府県から派遣学生や一部の意欲のある現職教員が入学者の大半であった。このため、単科の教育大学におけるサテ

ライトキャンパス設置や夜間コースの開講による現職教員の再教育といったモデルをそのまま拡張しても、入学者を

確保することは難しいと思われる。 

そこで、ひとつの拡大可能性として、教員免許の更新制度との連携というものが考えられる。現状では教員免許の

更新についてどのような方法を取るのか、具体的な決定がなされていないが、それがどのように具体化するにせよ、

教育大学としてはこの制度を活用しない手はないと思われる。免許の更新など一定の法律的な裏付けを持った制度と

連携することにより、地方の小規模な教育大学においても、サテライトキャンパスでの夜間開講といったモデルが拡

張していく可能性が充分にあると思われる。兵庫教育大学では、設立当初から現職教員の再教育を行ってきたノウハ

ウがある。また、兵庫教育大学では学部レベルでは主として初等教育の教員養成を行っているため、幅広い教職科目

を網羅する教員を抱えており、音楽や美術に関する科目までも夜間に開講しているという実績がある。これら既存の

リソースを活用することにより、今後も持続させ拡大していくことができるのではないかと思われる。 

 

ビジネス・モデルとしての一般性 

昼夜開講やサテライトキャンパスといった、社会人の通学を考慮した制度は現在も一般化しており、これらは立地
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の悪い大学が社会人を対象としたプログラムを実施する場合には必須のものであると思われる。 

事例から何を学ぶか 

18才人口が減尐する中で、国立大学も大きな岐路に立たされている。そのような中で地方の小規模な教員養成大学

である兵庫教育大学が現職教員の再教育という設立当初の理念にのっとり、また、自前で幅広い教職科目を開講して

いることなど既存の資源を活かし、サテライトキャンパスや昼夜開講コースといった新しい手を打ってきた。このよ

うに既存の資源を活かしつつ、時代の要請に忚えるべく大学の教育プログラムを作っていくということは今後、地方

の小規模な国立大学が生き残るための模範となる点は多いと思われる。 

特に兵庫教育大学では国立大学が法人化される以前から、こうした取組みを行っている点は高く評価すべきであろ

う。 
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第１４章 東京経済大学大学院コミュニケーション学研究科 ジャーナリズム研究コース 

小田 光康 

１．プログラムの概要 

ジャーナリズム研究コースは、独立不羈・自立したジャーナリストの養成をする教育プログラムがコンセプトとな

っている。現場の社会人の再教育も含めた伝統的ジャーナリストの育成と、現代的ジャーナリストの育成を目指すと

している。ジャーナリスト養成を前面に押し出す大学院教育では日本初の試み。 

 

理念と概要 

プログラムの理念 

「独立不羈・自立したジャーナリストの養成をする」（※どくりつふき：他からの束縛・制約を受けることなく、

自分の思うところに従って行動すること。「―の精神」[広辞苑]） 

 

大学の特徴 

東京経済大学の淵源は1900（明治33）年、国際的に活躍できる人材の育成を目的に設立された大倉商業学校にさか

のぼり、実務教育・実践教育をうたっている。創設者が明治・大正期の実業家、大倉喜八郎の意を継ぎベンチャー精

神が根底にあるという。50歳代以上のシニア層を受け入れる入試制度や、尐人数クラスによる導入教育、そして全て

の学部・学科でインターンシップを導入しているところが売りとなっている。また、他学部・他学科の科目やTAC（多

摩アカデミックコンソーシアム）の単位互換制度により、多摩地区の 4つの大学（国際基督教大学、津田塾大学、国

立音楽大学、武蔵野美術大学）で授業を受けることができるのも一つの特徴である。 

 

（コミュニケーション学研究科の特徴） 

コミュニケーション理論、歴史、思想、実証的調査を密接に結びつけた教育研究、社会学、心理学、社会心理学、

歴史学、政治学、広告学、広報学など隣接学問との重なりあいをいかした学際的教育研究、現在大きく変動しつつあ

るコミュニケーション状況メディア状況を視野にいれたアクチュアルな教育研究を三つの柱に置いている。 

 

（同研究科ジャーナリズム研究コースの特徴） 

メディアの現場において指導的役割を果たしているジャーナリストを講師に招き、現場と密接な交流をもった教育

を行うことで差別化を図ろうとしている。修士課程はコミュニケーション学研究コースとジャーナリズム研究コース

の二本立ての体制となっている。ジャーナリズム研究コースは、独立不羈・自立したジャーナリスト教育というのが

コンセプトである。現場の社会人の再教育も含めた「伝統的ジャーナリストの育成」と、「現代的ジャーナリストの

育成」を目指す。ジャーナリスト養成を大学院教育で実施するのは日本初の試みとされる。 

 

（同研究科社会人教育の特徴） 

有職者として活躍している社会人を受け入れたリフレッシュ教育にもひとつの重点をおいている。日常の業務をさ

らに発展させるために、理論的学習を希望する有職者は多いとされる。特に情報化の進展が著しい今日、高度情報化

社会の現状と将来を的確に認識し、そこで生まれてくる課題を解決する能力を習得することが望まれると同研究科は

提案する。この前提で、民間研究機関職員、一般企業の広報担当者などコミュニケーション活動で一定の社会的経験

をもつ社会人を受け入れるとした。夕方から夜間の時間帯への授業配置、第 6時限の開始時間を午後6時30分からと

する配慮、休祭日を利用した集中講義などの措置などで社会人の受け入れ態勢を整えた。 
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（シニア大学院生の特徴） 

50歳代以上を対象にした大学院入試は全国初の試みであった。４研究科（修士課程）でシニア大学院生を受け入れ

る。これに先立ち、2002年度よりシニア研究生制度を発足した。入試資格は、学士号取得後 30年以上相当の学歴が

あり、一定の選考基準をクリアした者とした。2007年４月入学の４研究科（コミュニケーション学研究科含む）の修

士課程で、シニア大学院生の募集を開始、いわゆる「団塊」で括られる世代より年配者を対象とする。出願時に申請

すれば、２年のところを３年、又は４年まで延長することが可能である。この場合、原則として修業年限の延長に伴

う新たな学費の負担はなく、大学院学費２年分を修業年限数で除した金額を年額として負担することになる。 

 

沿革 

1898(明治31)年： 明治・大正期の実業家、大倉喜八郎、商業学校設立趣意書を公表。一代で財を成した豪商の大

倉が西洋諸国と並ぶ商業の知識・道徳を備える人材を育てるため、私財を投ずることを決意。

還暦・銀婚祝賀の席上で、渋沢栄一、渡辺洪基、石黒忠悳の名による商業学校設立の趣意書を

公表。 

1900（明治33）年： 大倉喜八郎が当時の赤坂葵町（現在の東京・虎ノ門「ホテルオークラ」隣接地）に大倉商業学

校を設立。翌年１月、夜学専修科を開校。 

1919(大正8)年： 高等商業学校への昇格、認可される。大倉高等商業学校となる。 

1944(昭和19)年： 大倉経済専門学校と改称。 

1946(昭和21)年： 赤坂葵町から国分寺へ移転。 

1949(昭和24)年： 大学へ昇格東京経済大学スタート。 

1950(昭和25)年： 短期大学部を設置 

1964(昭和39)年： 経済学部商学科を発展改組し、経営学部を開設。 

1970(昭和45)年： 経済学研究科修士課程を開設。1976年には同博士後期課程、1984年には経営学研究科修士課

程、1986年には同博士後期課程を開設。 

1985(昭和60)年： 武蔵村山キャンパスに校舎、体育館などを新設 

1995(平成7)年： コミュニケーション学部開設 

TAC〈多摩地区大学協力機構〉結成（国立音楽大学、国際基督教大学、津田塾大学、東京経済

大学。2000年秋、武蔵野美術大学が加盟） 

1998(平成10)年： 経営学部に流通マーケティング学科を開設 

1999(平成11)年： 大学院コミュニケーション学研究科修士課程開設。2001年には同博士後期課程を開設 

2000(平成12)年： 創立100周年。現代法学部開設、短期大学部の学生募集停止 

2001(平成13)年： 経済学部第二部、経営学部第二部の学生募集停止 

2002(平成14)年： 経済学部国際経済学科を開設。4学部6学科体制に。 

2004(平成16)年： 大学院現代法学研究科修士課程開設。4研究科体制に。21世紀教養プログラム開設、短期大学

部廃止 

2007(平成19)年：大学院４研究科で、日本初のシニア大学院生受け入れ 

 

コミュニケーション学研究科修士課程ジャーナリズム研究コース関連 

1999年： 修士課程（入学定員20名、収容定員40名）設置 

2001年： 博士後期課程（入学定員5名、収容定員15名）設置。 

日本初のコミュニケーション学の大学院修士課程・博士課程が売り。 

2002年度から茨城大学大学院人文科学研究科と単位互換制度。 

2003年： ジャーナリストをめざす大学院生の教育、現役ジャーナリストの再教育を目指すジャーナリズム研究コ

ース設置。 
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教育組織 

学生数うち社会人数 

修士課程１学年20名（一般入試・社会人入試・シニア大学院入試・学内選考入試・推薦入試の合計） 

博士課程１学年5名 

 

教員数 

正規5名、兹任11名 

 

入学資格・入学試験 

修士課程社会人入試資格：入学時点において以下記載のいずれかに該当し、かつ民間企業・官公庁等において３年

以上の実務経験を有する者。最終学歴が大学卒業（またはこれに準ずる資格を取得）の者は、卒業後３年以上経過し

ていること。大学を卒業した者と同等の学力があると本研究科において認めた者。ただし年齢 25歳以上であること。 

入学試験：書類審査、課題小論文２題。基礎課題小論文（コミュニケーション基礎的用語等に関する課題）専門課

題小論文（コミュニケーションに関係した課題）、口述試験。 

 

学位資格・卒業要件 

得られる学位 

修士（コミュニケーション学） 

卒業要件 

基幹科目6単位、展開科目16単位、個別研究指導科目8単位、修士論文または研究成果報告３本6単位。修了必要

単位数計36単位 

学習形態・授業料 

場所 

本校（国分寺キャンパス）のみ 

授業形態・カリキュラム・正規学生との関係 

授業形態：講義・実習・ゼミ 

 

授業科目名（基幹科目） 概要 単位数 

現代ジャーナリズム研究 「多メディア・多チャネル」環境の現代社会において、ジャーナリズム

がどのように変貌しようとしているのか、また、ジャーナリズムの変質

はマス・メディアの果たすべき機能においてどのような問題をはらむの

かを論ずる。 

２ 

コミュニケーション 

・メディアの発達史 

「戦後のコミュニケーション・メディア」占領末期のコミュニケーショ

ン・メディアが直面した問題を具体的に考えたい。特に、占領末期には、

現在のメディア状況に直結する問題がいくつか重なりあって発生し、そ

れを具体的に考察することによって、現在のメディア状況にたいして新

２ 
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授業科目名（基幹科目） 概要 単位数 

たな視角から光をあてることができるだろう。今年度は特に放送制度に

ついて論ずる。 

コミュニケーションの社会理論 これまでの代表的な学説と研究者を紹介することで、コミュニケーショ

ン学がさまざまな分野の研究者の貢献によって発展したものであり、学

際的な問題関心が必要不可欠なものであることを確認する。全体像の鳥

瞰によって、各自の問題関心がその中のどこに位置するのかを知ること

も、本講義の目指すところである。 

２ 

コミュニケーションと社会制度 メディアと社会制度（政治体制、法律、倫理、慣習など社会の諸構成要

因）との相互関係を、国際的視野の下に、現象と理論の両面から検証し、

さらに２１世紀における多メディアの様相と役割を探る。 

２ 

新聞報道研究 取材、製作などの現場を重視し、新聞の「現在」を徹底的に解明してい

く。自己変革を求められている新聞の新・新聞論を目指す。 

２ 

経済ジャーナリズム研究 不明 ２ 

国際ジャーナリズム研究 不明 ２ 

雑誌ジャーナリズム研究 具体的な事例に即し、そこで提起された問題からジャーナリズムのあり

方を考える。 

２ 

映像ジャーナリズム研究 1970年代に制作された多様なテーマと手法からなる、ＮＨＫのＴＶドキ

ュメンタリーの代表作を毎回、視聴することで、ＴＶドキュメンタリー

が映像ジャーナリズムで果たして来た役割を理解し、社会的なテーマに

挑む制作者たちが何をめざして来たのか、そもそもＴＶドキュメンタリ

ーとは何なのか、そこにはどのような限界と成果があるのかを考える糸

口としたい 

２ 

ルポルタージュ研究 本田靖春氏の著作の中から『誘拐』『私戦』『不当逮捕』『我、拗ね者とし

て生涯を閉ず』をテキストに、取材者として堅持しなければならない姿

勢や志、取材、資料収集、分析、執筆の手法について講義する 

２ 

出版企画研究 不明 ２ 

報道と職業倫理 過去に発生した重大な事件の、各メディア毎の報道をケーススタディに、

メディアはどのような局面で倫理を喪失していくのか、その報道によっ

て市民はどのような行動をとるのかを分析、「報道倫理」とは何かを、フ

ィールドワークも絡めて探り出す。 

２ 

マス・コミュニケーションの理論 マス・コミュニケーションの理論というものも、時代的制約・社会的制

約のなかで生まれてきたものである。基本的なマス・コミュニケーショ

ン理論・新聞学等の文献をそれが生まれた社会状況・時代状況のなかで

読み直し､再検討する。 

２ 

情報化と企業コミュニケーション パソコンやインターネットをはじめとする新しい情報収集・処理・伝達

技術の導入により企業の意思決定や職場におけるコミュニケーション過

程が変化する諸相を実証的に明らかにするとともに、それらが企業組織

や職場に及ぼす影響を幅広く分析する。 

２ 

現代のコミュニケーション 「コミュニケーション論」「ポピュラー文化論」についての文献（主に英

語）を読んで、基礎的な知識と、語学力を身につける訓練をする。 

２ 

質的調査研究法 「質的調査の方法と諸問題－実施から表現まで－」現地調査（フィール

ド･ワーク）の実践、解釈、表現にかかわる諸問題について、社会学、人

類学、ジャーナリズム等の成果を事例に取り上げながら検討を加える。 

２ 
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授業科目名（基幹科目） 概要 単位数 

統計解析研究 社会学的データ分析に用いられる数理統計学の基礎を踏まえながら、多

多変量解析を中心として、その基本と主要な計量モデルを用いた分析法

を理解し、社会調査においてコンピュータを用いたデータ分析を実践的

に検証する 

２ 

調査企画研究 情報化時代・個性化時代を迎え大衆/消費者の思考や行動を的確に把握す

るための社会調査の意味あるいはマーケティング調査の重要性を認識し

それらの企画や設営を演習する。 

２ 

日本におけるマス・メディアの形成 現在の新聞、放送等のマス・メディアの経済的構造、社会的構造をデー

タにもとづいて考察する。それを通して、マス・メディアについての研

究方法、資料批判など研究の基本的な技術・方法を習得する。 

２ 

社会システムとしての情報システム 社会に広く浸透したインターネットなどを情報システムとネットワーク

の両面から、その構築や活用について研究しようとするもので、各自の

研究に対する関心と整合性をとりながら論文作成に取り組めるようにし

たい。 

２ 

新聞・雑誌など印刷メディアとニュー

スの研究 

修士論文を作成するための準備として(1)３冊以上の入門書を実際に比

較検討することにより、論文テーマの発見のために、幅広い関心を養う。

(2)「知的生産の技術」を習得する。(3)研究活動をするための基本的資料

である事典や年鑑・白書を利用するための注意点を教示する。 

２ 

メディアコミュニケーション Computer-mediatedcommunication に関する社会心理学の最新の英語

論文を読み、それをふまえて研究の一連の過程を実践する。 

２ 

広告・生活者・コミュニケーション 広告等のコミュニケーションの送り手・受け手の双方を視野に収めなが

ら、問題設定をどこにおくか、どのような手法で分析をするか、どうい

った仮説が想定できるのか、どうやって自らの理論を構成するか、表現

の文体をどう確立するかを考える。 

２ 

異文化コミュニケーション 国境とは国家と国家とのあいだに引かれた政治的・法的な線であるだけ

ではない。一国の内部においても制度化されていない複数の国境がある。

それらは異なった国家・文化・宗教等が出会う場、つまり「コンタクト・

ゾーン」である。 

２ 

情報化と社会－情報通信サービスの

普及と影響 

携帯電話、インターネット、デジタル放送などの新しいデジタルメディ

アの普及過程及びそれらのメディアを利用した情報行動の実態を調査す

るとともに、その社会的影響を幅広く分析する。 

２ 

メディアとポピュラー文化 個々の論文テーマにあわせて、文献の紹介や資料の集め方などをアドバ

イスし、論文作成に補助的役割ができるようにこころがけます。 

２ 

コーポレート・コミュニケーション 企業のコミュニケーション戦略に関するテーマの中から、各自の論文テ

ーマに沿った文献資料の紹介、論理的な文章作成指導を行う。資料の多

読と専門書の精読に意欲を持ち、時事的な問題に興味のある学生の受講

を望む 

２ 

社会生活とマス・メディア コミュニケーション理論研究の流れに立ちながら、現代社会におけるメ

ディア環境の変化と個人との関係について考察する。欧米の先行研究に

もあたるが、必要とされる外国語は英語のみである。各自の研究関心が

どの学問領域をカバーしているのかを理解することが修士論文の出発点

であるが、この科目でまず目指すことでもある。 

２ 

メディアとコミュニティ 討論を通して、各個の問題意識を深化させ、広範な文献調査と地域にお ２ 
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授業科目名（基幹科目） 概要 単位数 

けるフィールド調査を組み合わせながら、修士論文の構成を指導してい

く 

 

正規学生との関係：特になし 

 

授業料 

入学登録料80,000円、授業料年間計574,000円、教育充実費年間計176,000円、同窓会費年間12,000円、

合計842,000円 

 

２．特質 

基本的な特徴 

キーワード 

①独立不羈・自立したジャーナリスト養成 

②「高度なコミュニケーション専門家」 

③ジャーナリズム現場の社会人の再教育 

 

想定するマーケットとその規模 

同ジャーナリズム研究コース修士課程について、「ジャーナリスト養成のための大学院教育市場」の中での位置づ

けとして捉えてみたい。この分析をするために、マイケル・ポーターの競争戦略論を援用する。この論によれば、同

大ジャーナリズム研究コースはジャーナリスト養成のための大学・大学院教育コースという教育市場の中に位置づけ

られ、この教育市場の競争の程度は、教育コースを取り囲む需要供給の市場、新規参入勢力や代替教育機関といった

外部環境に規定されるとしている。外部環境からの要求や交渉力が高まればこの教育市場内の競争は激化し、経営努

力がさらに求められることになる。 

この教育市場内の各大学・大学院の競争力の増強方法の一つとして、外部環境への交渉力、あるいは「ネゴシエー

ション力」の強化が挙げられる。一例として、この教育市場内に位置する同大ジャーナリズム研究コースが、マスメ

ディア企業で構成されるジャーナリスト労働市場との関係で、同コース修了生への需要が乏しいなど不利な立場に置

かれている場合、同コース自体がマスメディア企業の事業範囲の一部に同コースが参入することで、一定のネゴシエ

ーション力を付けることが考えられる。これは米ジャーナリズム大学院などに見られる手法である。 

  



 

120 

 

（ポーターの競争戦略論を援用したマーケット構造） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図の矢印の太さは影響力の大きさを示す。 

 

想定するマーケット 

（供給側） ジャーナリスト志望者、現役ジャーナリスト、リタイヤ世代 

（需要側） 新聞・通信社・雑誌・ラジオ局・テレビ局などのマスメディア、インターネット系のメディア。新聞

では全国紙、ブロック紙、地方紙、地域紙が主。ジャーナリズムという意味では政党紙や広告紙は範

囲外。通信社は国内通信社と海外通信社が主。雑誌は大手出版社から零細出版社まで多種多様。ラジ

オは新聞社系と地域系が主。テレビ局は在京キー局と地方局、NHK が主。インターネット系は新聞社

系と共に、独立系が多い。 

 

潜在的需要の規模 

ジャーナリストを志望する学生側潜在的需要の規模に関して、今回の調査では不明だった。ただし、ジャーナリス

トを需要する産業界側の需要動向についてはある程度調査できた。 

 

学生マーケット 

学部新卒学生 

現役ジャーナリス

ト 

シニア世代 

新規参入勢力 

ジャーナリスト養成のための大学・大学院

コース 

 

 

 

 

 東京大、早稲田大、上智大、北海道大等 

東京経済大コミュニ

ケーション学研究科

ジャーナリズム研究

コース 

ジャーナリス

ト労働マーケ

ット 

大手新聞社 

在京キー局 

大手出版社 

その他 

代替勢力 

大学・大学院他学部 

専門学校 

マスメディアのカルチャーセンター 
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（労働市場の需要規模）ジャーナリストという職業は、市民社会への公共的なコンテンツを制作する専門職業人と

考えられる。その所作による成果はテキスト、映像、音声といったメディア・ソフトとして表現され、いわゆるコン

テンツ流通市場に需要される。つまり、ジャーナリストの労働市場はメディアの流通市場の規模によって規定される

といえる。総務省（2007年６月 20 日発表）「メディア・ソフトの制作及び流通の実態」調査によると、コンテンツ

（メディア・ソフト）の市場規模は03年から拡大基調に入り、05年では11兆2,947億円に成長、映像系を中心に市

場は拡大基調（04年比 2.1％（2,340 億円）の増加）にある。マルチユース（二次利用）は引き続き大きく伸び、市

場全体の２割超に拡大。インターネットの流通市場は急速な拡大が続く（04年比16.9％（1166億円）の増加）。 

内訳を見ると、映像系ソフト（テレビ番組、映画等）は拡大し、音声系ソフト（音楽、ラジオ番組等）も増加して

いる。映像系：５兆3,090億円（04年比4.6％増）、音声系：9,630億円（同2.0％増）、テキスト系：５兆227億円

（同0.4％減） 

パソコン、携帯電話等を利用したネットワークでの流通は２桁の高い伸びが続き、05年ではコンテンツ市場全体の

７％に拡大。ネットワーク流通市場の年次経過は 03年で 5,368億円（前年比 34．9％増）、04年で 6,091億円（同

28.6％増）、05年で8,067億円（同16.9％増）となっている。 

また、コンテンツの制作金額は３兆9,135億円（04年比0.1％減）であり横ばいで推移。コンテンツ種別で見ると、

映像系が２兆1,991億円（04年比1.0％減）、音声系が3,207億円（同2.5％減）、テキスト系が１兆3,938億円（同

1.9％増）となっている。 

以上示したのがコンテンツ市場の概要だが、東京経済大ではジャーナリスト養成をうたっているので、その中での

ジャーナリズム関連のコンテンツ市場を抽出してみる必要がある。日本国内においてはジャーナリズムの主体は新聞

である。そして、その産業の特徴として、大手新聞社の支配構造がある。朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、日本経済

新聞など全国紙が民放の在京キー局を実質上支配する構造がある。「ニュース」というジャーナリズム・コンテンツ

は基本的に新聞社・通信社・NHK によって作り出されているのが大きな特徴となっている。特に新聞社がその主役を

担っている。つまり、その新聞社の収益構造がジャーナリストという職業人の労働市場規模を規定することになる。

新聞発行部数を見てみると、日本新聞協会の調べによれば、1997年に5,376万5,074部だったのに対し、2007年では

5,202万8,671部とこの10年間で3.2％減と、ジャーナリズムの主体は縮小方向にある。新聞社の収入の約半分を占

める新聞広告料を見ると、96年が１兆2,379億円だったのに対し、06年には9,986億円とこの10年間で19.3％も減

尐している。つまり、ジャーナリズムのコンテンツ市場は減尐傾向にあると同時に、その収益率が急激に低下してい

ると考えられる。 

 

潜在需要を顕在化するうえでの問題点 

ジャーナリストを志望する学生という潜在的需要の規模を説明する前にまず、ジャーナリズム産業の構造的な特徴

から説明する必要があると考える。なぜならば、日本国内においては記者クラブ制度や再販売価格維持制度、新聞の

特殊指定、放送法といったジャーナリズム産業には因習的・法的な規制がある実質的な規制産業であり、非常に特殊

な構造となっているからである。日本国内において、取材報道の自由は記者クラブ制度によって阻まれている実態が

存在し、新聞とテレビ局に限られた大手マスメディアに所属しない限り、ジャーナリストの新規参入が非常に難しい

環境がある。すなわち、ジャーナリストの労働市場は需要と供給のバランスという市場原理が働きにくいとい点を指

摘しておきたい。従って、記者クラブの内側と外側ではジャーナリスト自身の収入構造が著しく異なる状況にある。

特に仕事が安定しないフリーランスのジャーナリストにおいてはその職だけで生活するには非常に厳しい状況にあり、

この職業で生活できるフリーランスのジャーナリストは記者クラブでの情報の入手でき、そこの取材源とのコンタク

トを持つほんのごくわずかであることを断っておく。 

 

ジャーナリスト労働市場とジャーナリスト養成教育市場の関係を見てみたい。メディア・コンテンツ流通市場は拡

大傾向にあるものの、その中のジャーナリズム・コンテンツ流通市場は縮小傾向にあることは先に述べた。ジャーナ

リスト志望の学生の潜在的需要の大小にかかわらず、ジャーナリスト労働市場の需要量は恒常的に一定という状況が
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存在する。すなわち、学生の潜在的需要が高いとしても、大学によるジャーナリスト労働市場への影響力は小さく、

結果的に大学が学生の潜在的な需要に影響を与えることは非常に小さいといえよう。これらの結果、ジャーナリスト

養成のための大学・大学院教育市場内での競争は必然的に激しくなり、東経大ジャーナリズム研究コースの経営的な

課題は山積していくと考えられる。 

 

供給側の要因 

大学の沿革、組織、人的資源の利用 

研究科内他コースの教員が兹任し、外部の実務担当者にも大きく依存している。 

大学からみたプログラム設置の理由 

コミュニケーション学という国内初の学部で、ジャーナリスト養成大学院と国内初の試みを実施したかった。卒業

生を受容する産業動向を顧みず、設置を希望した教員の意向が強く影響した。 

現在のところの経営上のメリット 

他学との差別化の意図が見られるがその効果は不明。 

他大学との競合関係と、競争力 

実質的にマスメディアに就職する学生は東京大と早稲田大が圧倒しており、東京経済大学が入り込む余地は非常に

尐ないと言わざるをえない。ただし、マスメディアは大学・大学院でジャーナリズムを学んだ学生を嫌がる傾向があ

り、東京大学や早稲田大学のジャーナリズム関連学部・大学院コースが競争優位にあるわけではない。他大学競合関

係は薄いが、競争力があるとはいえない。 

 

３．問題点、持続・拡大可能性、ビジネス・モデルとしての一般性 

問題点と持続・拡大可能性 

（問題点） 

① コース自体が掲げる理念である「独立不羈・自立したジャーナリスト」養成ができるかどうかというラジカル

な問題がまずある。独立不羈・自立したジャーナリストは実質的に日本国内にはほとんど存在せず、いわゆる

ジャーナリストと呼ばれる職業人はマスメディア企業人であったり、マスメディア企業の周囲にいる個人業主

である。同コースは理念先行で実質伴わず、という指摘ができる。また、この理念が精神的あるいは実質的か

不明なことも問題である。このコースがマスメディアへの人材供給機関か、フリーランスジャーナリスト養成

か不明な点も指摘しておきたい。さらに、同コースがジャーナリズム研究か、ジャーナリスト養成か不明な点

も問題であろう。前者であれば、ジャーナリストあるいはマスメディアを批判的に観察する立場にあり、両者

は大局的な位置づけになるので、これらの立場とる者を同時に一箇所で養成できるかは非常に疑問である。事

実、戦後ＧＨＱの要請でジャーナリスト養成機関として発足した東京大学新聞研究所教育部は、ジャーナリズ

ム研究も同時に行い、実際はこの色が濃かった。このため、マスメディア批判論文の相次ぐ発表などでマスメ

ディア企業からその修了生が敬遠された経緯がある。 

② 現場の社会人の再教育も含めた伝統的ジャーナリストの育成と、現代的ジャーナリストの育成、そして、50

代から70代のシニア・ジャーナリスト養成と、目的が異なる 3者を同一カリキュラムで扱っている点。 

③ ジャーナリストという職業人養成をうたっているにもかかわらず、マスメディアの人材需給環境など、労働市

場動向を考慮していない点。 

④ 実務教育の成果を評価検証できない点 
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⑤ 現役ジャーナリストの実務教員としての資質が不明な点（理論と実践の融合方法、授業内容や教授法などの点

で。） 

⑥ 職業人養成にもかかわらず、マスメディア企業やその職業団体との連携が無い点 

 

（拡大可能性） 

① 専門分野教科に関する他学部・他大学との連携 

② 職業人養成のためのプログラム強化 

③ 実務教員のFDによる実務教員の質的向上 

④ 内製メディア構築や外部メディアとの連携による実習の場の確保 

⑤ インターンシップ・コーアップの構築などによるマスメディアとの連携強化 

⑥ 既存のマスメディア企業以外のメディア企業との連携による対マスメディア関係での交渉力強化 

 

ビジネス・モデルとしての一般性 

ジャーナリストの労働市場が縮小傾向であり、しかもジャーナリズム業界が実質的に記者クラブなどに保護された

規制産業にもかかわらず、同コース経営陣がそれを自由労働市場として捉えている点は教育市場と労働市場のコネク

ションの認識不足であると指摘しておきたい。このため、「ジャーナリスト養成教育」ビジネスモデルとして成立し

にくいのであろう。 

 

事例から何を学ぶか 

特定の教員の非常に強い意志で設置された専門職業人としてのジャーナリスト養成コースだが、労働市場状況への

配慮が欠け、結局は独りよがりの内容となってしまっている。専門職業人を養成するのであれば業界からの協力、業

界への交渉力を事前に高めていく必要がある。 
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第１５章 情報セキュリティ大学院大学 

楊 天立 

 

今回、情報セキュリティ大学院大学を事例研究の対象として取り上げた。 

情報セキュリティ大学院大学は学校法人岩崎学園によって設立された。学校法人岩崎学園は 1927年に創立され、そ

の後、横浜駅の周辺で情報科学や福祉関係等の専門学校を6校設立した。2004年に情報セキュリティ大学院大学を作

り上げ、当初修士課程のみであったが、2006年に博士課程まで拡大した。現在、学長を務めているのは工学博士の辻

井重男氏である。 

大学の理念、または特徴について、学長の辻井は次のように語っている。 

「本学は、新しい学問の体系化をダイナミックに進めながら、セキュリティ技術者・研究者や経営者・管理者の育

成に務め、社会の期待に忚えたいと考えております。（中略）実社会における適正な情報セキュリティの実現には、

『暗号技術』『ネットワーク技術』『情報システム』『管理運営』『法制度』『情報倫理』を融合させた総合的な対

忚が必要であり、これらを総合的に学ぶところに本研究科の特徴があります。」（ホームページより） 

また、教育組織について、現在、学生および教員はそれぞれ約100名と33名が在籍している。学生の中に新卒学生

を除き、現職の社会人と休職中の社会人を合わせて約81名が居り、総学生数の8割以上を占めている（付図1）。在

学生の年齢構成について、20代後半の人が最も多い26%を占め、他には20代前半23%および30代前半21%が示されて

いる。また、30代後半の学生も13%に達している（付図2）。一方、在学生の入学時最終学歴を見てみると、9割近く

の学生は大学学部卒または大学院修士課程修了であることが分かる（付図 3）。また、教員構成をみると、学長、副

学長、研究長のほかに、専任教員9名、兹任教員9名及び連携教員12名が在籍していることが分かる。情報セキュリ

ティの専門家は企業や自治体で特に必要とされているため、専任教員の大部分は企業出身者である。一方、連携教員

の多くは各大学・企業の在職者であり、研究会や特別講義などの活動を行っている。 

次に、情報セキュリティ大学院大学の構成について説明する。「大学院大学」というのは、学部を置かない大学院

のみを置く大学という意味である。情報セキュリティ大学院大学は現在情報セキュリティ研究科の1研究科を持ち、

その下に情報セキュリティ専攻の1専攻を設置している。前述のように設立当初は修士課程のみであったが、2006年

から博士課程も設置した。また、修士課程の中に通常の 2年コースと特別な1年コースが含まれ、新卒学生から社会

人まで様々な需要に対忚できる。 

修士課程2年コースの場合、社会人の入学資格は「官公庁、企業、教育機関、非営利団体等に正規職員として1年

以上勤務する者、または官公庁、企業、教育機関、非営利団体等から推薦を受けて派遣され、かつ、入学後も同一職

場内での身分を有する者」と規定されている。（2008年4月学生募集要頄より） 

これに対して、修士課程1年コースの場合は、「官公庁、企業、教育機関、非営利団体等に正規職員として 3年以

上勤務する者で、所属する企業等から推薦を受けて派遣され、平日昼間ならびに必要に忚じて平日夜間および土曜日

の通学が可能な者」と規定されている。（2008年4月学生募集要頄より） 

選抜方法について、修士課程 2年コースは一般選抜のほかに社会人向きの社会人特別選抜も行われている。試験内

容は主に口述試験（プレゼンテーション含む）および研究計画書等出願書類審査の2部分を含める。また、修士課程

1年コースと博士課程は両方とも口述試験および研究計画書等出願書類の審査を行われる。 

一方では、課程を修了する際に得られる学位は情報学の修士あるいは情報学の博士であり、高等学校教諭専修免許

も取得可能である。 

卒業の要件として、修士課程 2年コースは修得単位が30単位以上であることを要求されている。この 30単位の中

に必修科目として専門基礎科目 2単位、専門科目2単位および研究指導6単位が含まれている。また、修士課程 1年

コースの場合は46単位を必要とし、その中に必修科目の専門基礎科目2単位、専門科目2単位およびプロジェクト研

究指導 4単位が含まれている。一方では、博士課程は 8単位が必要であり、必修科目として特別研究 6単位と演習 2

単位を要求されている。 

次に、学習形態および授業料について説明する。情報セキュリティ大学院大学は横浜駅より 1分という交通便の高

い場所に造られ、社会人学生が在職のままで修学できるように、授業を平日夜間や土曜日にも実施している。（ただ
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し、修士課程1年コースの場合は、平日昼間の通学も必要である。）授業以外に、夏の集中講義も実施されるようで

ある。 

カリキュラムについて、大学側はホームページで次のように説明している。 

「情報セキュリティに関する技術や知識は、独立した分野ではなくIT関連の総合科学の上に成立しています。すな

わち、基礎科学分野の論理数学や電磁気学などから始まって、コンピュータ、オペレーティングシステム、ソフトウ

ェア、ネットワーク、通信プロトコル、アクセス制御、運用技術、管理手法、組織論、法律、更には倫理まで、関係

する分野は多岐にわたります。これを踏まえて、情報セキュリティ研究科では、情報セキュリティに関する教育研究

領域を、『技術』『管理運営』『法制度』『情報倫理』の4つの観点から捉えカリキュラムを編成しています。また、

新卒学生、社会人とも個人のバックグウランドとキャリアプランを尊重したきめ細かい研究指導を行います。 

さらに、博士前期課程においては、情報セキュリティの全体像についての共通イメージの把握と幅広い視野を醸成

するため2つの必修科目を設けるとともに、必要に忚じて学術論文の書き方や情報科学基礎に関する導入教育を実施

し、知識ベースの強化を図ります。なお、博士後期課程在学生についても、研究テーマを踏まえ、本人の希望により

前期課程の科目聴講を推奨しており、柔軟な体制で必要な知識の補強を支援しています。」（付図４参照） 

また、ホームページに在学生のインタビューもたくさん載っているが、社会人学生とフルタイム学生の間に非常に

睦まじい関係を築かれていることが分かる。社会人学生はよく仕事上実際にあったトラブルや問題点などを持ち込み、

フルタイムの学生と一緒に解決方法について相談したりする。また、一方では、フルタイムの学生にとって、社会人

学生との交流は、自分の将来またはキャリアプランを描くうえでの貴重な経験となる。 

学費について、修士課程2年コースは入学金30万円と授業料100万円の他に実習費など20万円がかかって初年度

学費合計150万円である。修士課程1年コースの場合は授業料が 180万円となり、合計230万円がかかる。また、博

士課程の授業料は80万円と定められ、初年度合計130万円の学費が必要である。 

 

次に、情報セキュリティ大学院大学の特質を説明する。 

まず、基本的な特徴として、3つのキーワードを挙げられる。 

 

1、 「研究と実務を融合した充実なカリキュラム」。社会人学生は総学生の 8割以上占めているため、教員の長所

と実務経験を持つ社会人学生の長所を両方発揮できるカリキュラムを用いる。また、単なる情報セキュリティ

関連の科目ではなく、法律知識から管理運営まで幅広い様々な科目を開設している。 

2、 「大学間および企業との連携体系」。情報セキュリティ大学院大学は自身のポテンシャルを向上させるために、

社会各界の有識者より成るアドバイザリーボードを設置している。また、大学側は現在東京大学、中央大学、

国立情報学研究所および企業8社の連携で「研究と実務融合による高度情報セキュリティ人材育成プログラム」

を実施している。 

3、 社会人教育が有効に機能している。前述のように情報セキュリティ大学院大学は交通便の高い場所で校舎を建

ち、昼夜開講制の授業形態を用い、社会人学生が通いやすくするために努力している。 

 

次、情報セキュリティ大学院大学の想定するマーケットについて、主に「自主型」と「派遣型」の 2つがあると考

えられる。「自主型」マーケットの中に直接進学してきたフルタイムの学生以外に、社会人で情報セキュリティの大

切さを意識し、自ら進学した学生も含まれている。また、「派遣型」マーケットは各会社が人材育成のために自分の

社員を大学院に送り込み、そこで情報セキュリティ関連の知識を学ばせる、というケースが多い。特に修士課程1年

制コースの場合、ほとんどの学生は「派遣型」である。 

一方、情報セキュリティ大学院大学にとって、どんな潜在的需要を予測できるかを考えてみる。主に「セキュリテ

ィ製品市場」と「セキュリティサービス市場」の 2種類があると考えられる。まず、「製品市場」というのは、セキ

ュリティ関連の製品、たとえばソフトウェア等を開発できる人材に対する需要である。また、「サービス市場」とい

うのは、セキュリティに対するシステムの構築、評価・認証サービス、保険サービス等様々な分野が含まれている。

これらの人材に対する教育市場は現段階の潜在的需要ではないかと予測できる。 
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では、これらの潜在需要を顕在化するうえでどんな問題点が存在しているだろう。 

 

1、 国民の情報技術に対する理解の水準。情報セキュリティに対する意識を普及しないと、潜在市場の顕在化は不

可能である。この点について、情報セキュリティ教育の啓発が極めて重要だと考えられる。 

2、 学位を取得した後の問題。情報技術の発展が極めて速いであるため、学位の取得とスキルとは必ずしも一致す

るものではないと思われる。修了後のフォローサービスも大事であろう。 

3、 教育サービスの提供側と受ける側との間でミスマッチは発生しているかどうか。授業を受けている学生、また

はこれらの学生を派遣した企業はどのような知識を求めているのか、それを大学側にうまく伝えているかどう

かが問題である。 

4、 情報セキュリティに関する国際基準の整備を整えているかどうか。大学院で修士学位や博士学位を取ったとし

ても、国際的に通用できるかどうかは分からない。そんな時に、学位よりも世界各国が認める資格の方が必要

となる。そのために統一した国際基準を整備しなければならない。 

 

次に、情報セキュリティ教育の供給側の要因について、分析してみる。 

まず、人的資源の利用について、主に「産学連携を意識した教授陣」と「アドバイザリーボードの設置」の 2ポイ

ントがあると考えられる。 

「産学連携を意識した教授陣」について、大学側は次のように述べている。 

「本学では、技術のみならず法学や倫理学といった人文・社会科学諸分野にわたる学際的な教育・研究を行ってい

ます。そのために教授陣も、情報セキュリティ技術の先端的研究者をはじめとして、トップマネジメント経験者、IT

系企業のエンジニア、法律の専門家らで構成し、産学の連携を強く推進できる体制を整えています。」（ホームペー

ジより） 

「アドバイザリーボードの設置」について、次のように述べている。 

「情報セキュリティ大学院大学は、さまざまな観点から研究並びに教育の成果を評価し、社会的要請や科学技術の

進展の把握に努めるためには、広く学外の方によるご助言・ご指導を受けることが重要であると考えます。」（ホー

ムページにより） 

では、大学からみたプログラムを設置した理由は何だろう。簡単に言えば、タイミングが良かったから設置したと

考えられる。大学の設置者である岩崎学園は20年以上前から大学の設置を検討し始めたが、校地面積などの理由で大

学設置基準に阻まれた。しかし、近年、工場等制限法の撤廃など相次いで制限が緩和し、大学の設置は可能となった。

また、一方では、情報管理の安全性確保への関心は近年高まりつつあった。そんな状況の中で、岩崎学園は情報セキ

ュリティ大学院大学を設置した。情報セキュリティ大学院大学は日本初の情報セキュリティ分野を単独の専門領域と

する大学院であり、人材育成の仕組みが他の教育機関より整えていると考えられる。 

また、現在、情報セキュリティ大学院大学は積極的に他大学または企業等との連携を推進している。前述した「研

究と実務融合による高度情報セキュリティ人材育成プログラム」について、次のように説明している。 

「情報セキュリティ大学院大学、中央大学、東京大学、国立情報学研究所と企業 8社の産学連携による研究と実務

を融合したプログラムにより、高度情報セキュリティスペシャリストを養成する。講義・実習とも充実した科目群に

よる情報セキュリティに関する幅広い知識と高い実践力を備えたリーダ人材と、産学連携による高度かつオープンな

研究活動を通じて醸成される本質的な問題解決能力を備えた高度研究開発人材を育成する。修了者は、修士号ととも

にセキュリティ・スペシャリスト・サーティフィケート（SSCertificate）を授与する」（ホームページより） 

このプログラムは政府にも高く評価され、文部科学省の「平成 19年度先導的ITスペシャリスト育成推進プログラ

ム」に採択され、年間8千万円程度の補助金を4年間受けることとなった。 

 

最後、情報セキュリティ大学院大学における問題点、持続・拡大の可能性およびモデルとしての一般性について検

討する。 

まず、問題点として、学位の取得と人材育成との関連を考えるべきであろう。学位の取得者である特定のベンダー
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製品のプロフェッショナルが優秀なセキュリティ技術者とは必ずしも言えない。そのせいで対投資効果がないと判断

されば、投資が抑制される可能性がある。こんな事態になると、大学側の経営も厳しい状況になってしまうだろう。 

ただ、持続・拡大の可能性について、IT教育としては基礎教育から実践教育まで、長年行われているが、情報セキ

ュリティ教育市場として狭義にみれば立ち上がったばかりの市場であり、セキュリティ技術者の不足状況から見ると、

市場の拡大が期待できる。 

また、ビジネス・モデルの一般性について、市場の参入障壁が存在していると考えられる。前述したように、セキ

ュリティ技術者の不足状況から見ると、一定の市場成長が見込まれるが、講師や校舎など物質的な制約があり、また

ノウハウが必要であることから新規参入は尐ない。市場成長分の果実を得るのはブランド力をもっている老舗大学や、

情報セキュリティ教育を得意とする企業であろう。 

 

今回の事例研究によって、次の3点が勉強になった。 

 

1、 「一番乗り」はリスクあり。情報セキュリティ大学院大学は情報セキュリティ分野を単独の専門領域とする日

本初の大学院でありながら、定員を達成できない状況になったこともある。大学を設置するのは大変なことで

あろうが、設置した後の経営は如何にも大事だと思う。 

2、 情報セキュリティ教育における大学間および産学連携の体制は大切である。1つの大学が実施できるカリキュ

ラムは限られている。しかし、大学間の連携や、企業との連携を活用することによって、単独で実施できない

カリキュラムもできるようになる。特に実践経験を必要とする情報セキュリティ教育にとって、大学間および

産学連携は極めて重要であろう。 

3、 「社会人を対象とする大学院」は「社会人も行ける大学院」ではなく、「社会人のための大学院」であるべき。

今回の事例研究によって、情報セキュリティ大学院大学以外にも、いくつかの事例を勉強した。中には社会人

学生を募集すると言いながら、昼夜開講制の採用やサテライト教室の設置など社会人学生のための配慮措置を

一切とらない大学も存在している。大学の経営が厳しくなりつつなか、社会人学生は重要な学生源となってい

く。社会人学生をより多く確保するために、大学側は正しい姿勢をとり、いま以上に完全な制度を作らなけれ

ばならない。 

 

参考資料： 

１． 情報セキュリティ大学院大学ホームページ：http://www.iisec.ac.jp/index.html 

２． 文部科学省ホームページ：http://www.mext.go.jp/ 

３． 『情報セキュリティビジネスに関する調査調査報告書』、情報処理振興事業協会セキュリティセンター、2003

年3月 

４． 『産学連携による大学・大学院における社会人向け訓練コース設定の推進』、独立行政法人雇用・能力開発機構

職業能力開発総合大学校能力開発研究センター、2004年 

５． 『大学改革の社会学』、天野郁夫、2006年 

６． 『IDE－現代の高等教育』、2006年2－3月号、2007年8－9月号 

７． 『拡大する情報セキュリティのパラダイムと人材育成』、辻井重男、2007年 
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附図1：＜社会人構成比率＞ 

 

 

附図2：＜入学時年齢構成＞ 
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付図3：＜入学時最終学歴＞ 

 

付図４：＜カリキュラム構成＞ 
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第３部 ニッチ型社会人プログラムの事例 

第１６章 富山県立大学大学院工学研究科 論文準修士コース 

林 未央 

１．プログラムの概要 

本コースは、大学院工学研究科における研究生制度を利用した MOT 短期プログラムである。2種類の大学独自資格

を授与し、地域および卒業生の人材・学習ニーズに焦点化している点に特徴がある、ニッチ型プログラムである。 

 

理念と概要 

プログラムの理念 

企業からの若手技術者の受け入れを通じ、企業の持つ研究課題の解決・若手技術者の資質向上と育成を車軸の両輪

として行い、地域産業の活性化に寄与する。 

 

大学の特徴 

富山県射水（いみず）市にある工学系単科大学である。大谷重工業の創始者、大谷米太郎の寄付により創設された。

当初は短期大学として出発したが、平成 2年の改組によって大学と短期大学部の二本立てとなった。平成21年には短

期大学部が廃止される予定である。 

学生の41.5％が自県出身者、学部卒業者の県内就職が45.3％という地元密着型の大学である点に特徴がある。射水

市周辺は、日本海側屈指の工業地域に属し、アルミ産業が特に盛んな地域でもあり、地元産業との連携は、創設当初

からこの大学の大きな要となってきた。 

 

沿革 

当コースは、平成 16～18年採択の現代 GP「地域連結型『知の結集』工学教育プログラム」の一環として開始され

た。平成 15年・16年に地元の教育ニーズの調査、平成 17年に試験的科目の開講・評価を行い、平成 18年に正式に

コースとして設置された経緯を持つ。 

 

教育組織 

学生数うち社会人数 

平成18年度の当コースへの登録者は6名で、いずれも社会人である。 

 

教員数 

大学院研究生の制度を利用して作られていることもあり、当コース専任の教員は存在しない。大学院工学研究科す

べてのスタッフが受け入れ教官となり得る。大学院工学研究科の教員数 93名に対し、博士前期課程の正規学生が131

名、博士後期課程の正規学生が 24名在籍しているが（平成19年5月1日現在）、これらの学生とともに授業と論文

指導を受けることになる。 
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入学資格・入学試験 

教育組織は「大学院工学研究科」であるが、マネジメントは「地域連携センター」が行っているため、出願先は「地

域連携センター産学官連携コーディネーター」となっている。入学希望者は、あらかじめ産学官連携コーディネータ

ーに相談のうえ、事前に教員とのマッチングを行うことが必須とされている。出願は、マッチングが済んでから、入

学前年度の2月末までに入学願書と研究計画書を提出することとなっており、これらの書類が受理されると入学を認

められる。 

 

学位資格・卒業要件 

得られる資格 

所定の単位を取得し、特定課題についての研究論文を受理された学生は「富山県立大学論文準修士」の称号、所定

の単位を取得しただけの学生は「富山県立大学テクノマスター」の称号を授与される。 

 

卒業要件 

前述の通り、「富山県立大学論文準修士」の称号を得るには、所定の単位（5 科目分）を修得したうえで特定課題

についての研究論文を受理されることが必要である。また、「富山県立大学テクノマスター」の称号を得るには、所

定の単位（5科目分）の修得が必要である。所定の単位の詳細は表 1に示した。 

 

表1 富山県立大学論文準修士コースカリキュラム 

区分 授業科目 履修要件 

MOT科目 

（金曜午後） 

技術経営概論 必修 

地域産業論 必修 

技術経営特論 

この中から 

2科目選択 

創造性開発研究 

共通科目 
高度実践英語 

科学技術論 

専門科目 各専攻が解説する授業科目 1科目選択 

 

また、論文の執筆は、入学時に申請した 1テーマについて、指導教員のもと学内外において研究に従事し、修了時

までに研究の成果（準修士論文）を記すことが求められる。この論文が審査に合格して初めて、「富山県立大学論文

準修士」の称号が授与される。 

 

学習形態・授業料 

場所 

授業および論文指導は富山県立大学のキャンパスで行われ、サテライト授業等の措置は特に行われていない。論文

のテーマとなる研究活動については、在籍する企業を中心に行う例もある。 

 

授業形態・カリキュラム・正規学生との関係 

MOT科目は金曜午後7・8限（14：40～16：10）、9・10限（16：20～17：50）にまとめて開講される。また、共通

科目と専門科目は平日の任意の時限に開講される。指導を除き、夜間・土日の開講はなく、いずれの科目も大学院の
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正規課程学生とともに受講することになる。MOT 科目の場合は、一部学部生の受講を認めているため、学部生・大学

院生とともに受講することになる場合もある。就業日・時間との調整に困難が生じるケースも想定されるが、正規学

生との交流の機会には比較的恵まれている。昨年実績では、MOT科目および共通科目（計6科目）の平成18年度の延

べ履修者数は246名であった。 

 

授業料 

年額356,400円となっており、そのほかに入学考査料 9,800円および入学料（富山県住民の場合には56,400円。そ

の他の場合には84,600円）の納入が必要である。 

 

２．特質 

基本的な特徴 

キーワード 

主なキーワードとしては、次の3つが挙げられる。 

 

①地元の産業への焦点化 

②産学連携事業とのコラボレーション 

③正規課程とのリンケージ確保 

 

①地元の産業への焦点化について 

現代GPの一環として地域連携をうたっていることもあり、主なターゲットは地元企業とその就業者だと考えられる。

また、短期高等教育修了者の学歴重要に忚えようとするものになっているのも特徴であり、こうしたことには、地元

密着型大学として短期大学から発展した経緯が影響しているものと思われる。 

 

②産学連携事業とのコラボレーションについて 

富山県立大学では、現代GPとして、当コースの設置と平行して産学連携事業の推進を行った。現代 GP初年度であ

る平成16年には、富山県立大学内に地域連携センターが設置され、学外には地域の経済団体や実業家、富山県立大学

の理事などが発起人となって富山県立大学研究協力会が設置された。この 2つのリエゾン・オフィスが中心となり、

当コースへの出願者の受付や担当教員との連絡を行うとともに、受託研究事業を推進しているところに特徴がある。 

この受託研究事業も、単なる受託研究にとどまるのではなく、県内企業から卒論・修論テーマの募集を行うという

新しい試みを一つの柱としている。県内企業からテーマを募集し、採択されたテーマは 1年をかけて担当教員と指導

学生によって研究される。テーマの採択は、忚募者と教員との面談を通じて行われる。現代GP期間（平成16～18年）

の卒論テーマ忚募件数は173件、うち採択は96件であった。なお、不採択のテーマについてもまったくサポートがな

されないわけではなく、地域連携センターで技術相談・技術支援が行われている。 

 

③正規課程とのリンケージ確保 

当コースのカリキュラムは、尐なくとも自大学においては正規課程と完全なリンケージを持ったものになっている。

（1）正規課程への在籍に比べ、年間授業料が比較的安価であること、（2）正規課程に在籍するよりは社会人に配慮

されたカリキュラム編成となっていること、（3）当コースに在籍してから正規課程に進学した場合、在籍年限の 1

年短縮が可能となること、といった特徴から、将来何らかの学位を得たいと考える社会人にとっても参入しやすい制

度となっている。 
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想定するマーケットとその規模 

想定するマーケット 

主に、（1）地元企業の技術者、（2）自大学の卒業生（特に短大）が潜在マーケットとして想定される。地域連携

をうたった現代GPを契機に企画されたプログラムであること、地域連携センターを主体に据えた運営体制を取ってい

ることから、地元企業の技術者がターゲットとなっていることは明確に伺える。 

同時に、短期高等教育機関卒業者を視野に入れた就学支援措置が取られていることは、発祥を短期大学とする大学

ならではの配慮といえる。当コースを修了し、民間企業等での研究実績が認められれば、学士や修士なしでも富山県

立大学の修士または博士課程に入学を認められる場合がある。さらに、当コースで得られた単位は同大の大学院正規

課程の単位にすべて読み替え可能であるため、大学院に後から入学した場合、標準修業年限より短い期間（修士の場

合1年、博士の場合2年）で各課程を終えることが可能である。学費で見ても、当コースへの在籍が比較的安価であ

ることから、場合によっては正規課程に規定年限在学するよりも安い学費で修了できる可能性がある（１）。こうした

就学支援措置は募集要頄にも明確に打ち出されており、短期高等教育機関卒業者の潜在的な学習ニーズを引き出すこ

とにつながる可能性は高い。平成19年度の実績では、当コース修了者から修士・博士課程へ各1名の進学者が出てい

る。 

 

潜在的需要の規模 

平成17年12月31日現在の射水市の工業従事者人口は12,028人である。近隣の市町村を合わせれば数万人規模の

ターゲット層が存在することになる。また、一部はこうした近隣の工業従事者人口に含まれるものと思われるが、富

山県立大学短期大学部（前身の富山県率大谷技術短期大学、富山県立技術短期大学を含む）卒業者のうち、県内就職

した者の総数は概算で 1,440人（２）、富山県立大学卒業者のうち、県内就職した者の総数は概算で 1,720人である。

こうした層の人々が、このプログラムの潜在的なマーケットを形成していると考えられる。 

 

潜在需要を顕在化するうえでの問題点 

潜在需要を顕在化するための制度的措置には、同大の歴史的な経緯を生かし、多くの工夫が見られる（地元企業へ

のアピール度や就学支援の工夫など）。地元産業の再活性化とセットになったプログラムなので、実績を積み上げて

いくことにより、地元や近隣地域の企業からのさらなる（あるいは新たな形の）需要を見込めるのではないか。 

 

供給側の要因 

大学の沿革、組織、人的資源の利用 

工業の盛んな地域に立地する工学系単科大学で、創設当初から地元産業との関係が深い大学ならではのプログラム

だと思う。また、現時点では大学院研究生の制度を援用しているため、地域連携センターの新設があったことを除け

ば、学内の既存資源（物的・人的資源ともに）の有効活用により運営されており、コストパフォーマンスは良いよう

に思われる。 

 

大学からみたプログラム設置の理由 

入学者・卒業者ともに県外移動が尐なく、実績関係を軸に就職率の高さを誇ってきた大学である。こうした大学の
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特性を生かすうえでも、地元産業の活性化に貢献し、良い関係を保つことのメリットは大きいと思われる。 

 

現在のところの経営上のメリット 

既存資源の活用が主なため、微修正しやすいなど、こまわりのきく形となっているのではないか。 

 

他大学との競合関係と、競争力 

近隣には、富山大学、金沢大学、金沢工業大学、北陸先端科学技術大学院大学といった工学部門を有する大学が存

在する。MOT そのものへの学習需要が顕在化し、それに近隣大学が目を付けるようになると、競合関係が顕在化する

可能性はある（特に、同じ工業地域に属する富山大学）。しかし、地元の還流を基本にニッチな需要を満たしていく

プログラムであり、企業との実績関係をもとに存立しているため、比較的安定した顧客の確保が見込めるのではない

か。 

 

３．問題点、持続・拡大可能性、ビジネス・モデルとしての一般性 

問題点と持続・拡大可能性 

既に述べたように、地元の産業との提携により、ある程度の永続性は見込めるものと思われる。ただし、大学の規

模が比較的小さいことなどから、大きく拡大が見られる可能性は尐ない（それを目指しているとは必ずしも思われな

い）。 

ただし、2 つのルートで同大の試みが全国的に波及する可能性はある。ひとつには、現役技術者を対象とした短期

MOT プログラムとして、雛型となるようなカリキュラムの枠組が打ち出せれば、モデルケースとしての位置づけを確

保できるだろう。もうひとつには、現時点では、正規の学位課程との互換性は同大の中で確保されているものである

が、これが他大学との互換協定（あるいはコンソーシアム）に結びついていけば、モジュール型カリキュラムの先駆

的事例となるかもしれない。 

 

ビジネス・モデルとしての一般性 

既に述べたように、他の大学院への進学にあたっても同大での取得証明書が意味を持つようになってくれば、プロ

グラムとしての意義も増す。他大学にとってのモデルケースとなる可能性を秘めている。また、成人の教育需要を顕

在化させる方法として、卒業生の確保は大きな柱になり得ると言われる。こうした観点からは同大の制度はよく整備

されており（正規課程より短期、コストも安く修得単位も読み替え可能）、見習うべき点は多い。 

 

事例から何を学ぶか 

国内の他の大学ではあまり見られない形のプログラムであり、発想としてのインパクトは強い。自大学の強みと対

象マーケットの特定がこうしたプログラムの設置に一役かっているように思う。こうした新しい発想をどのように一

般的な成人教育プログラムの運営モデルとしていけるかは、日本における成人教育市場の問題を考える上で興味深い

問題だと感じた。 

 

（注） 

（１） 例えば、当コースを修了して修士課程を1年で終えた場合には、約25万円の学費節約となる。 

（２） 県内就職者総数は、「入学定員（1 学年の在籍者数）×平成 19 年度県内就職率×各大学の存続年数」によって

計算した。 
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第１７章 福岡県立大学附属研究所 生涯福祉研究センター 「足と靴の相談技術」養成講座 

佐藤 邦明 

１．プログラムの概要 

理念と概要 

プログラムの理念 

地域密着型の生涯発達から生活習慣病の予防、高齢者の生きがいづくりの研究等を通し、雇用創出による地域の再

生を図る。 

 

プログラムの概要 

大学の附属機関である生涯福祉研究センターの主要研究事業の一つである『「足と靴」の問題性と福祉拡充に関す

る総合的研究プロジェクト』の一環として、「足と靴」に関する技術者養成講座を開催するもの。 

 

大学の特徴 

人間社会学部と看護学部を擁する総合福祉系大学。使命は専門的職業人の育成で、開学以来、設置理念及び教育目

的に基づき「高度な福祉社会の実現に貢献できる人材の育成、特に地域政策や福祉行政、生涯学習、看護など地域社

会の幅広い分野で活躍できる人材の育成」を目指している。 

 

大学の沿革 

昭和20年4月 福岡県立保健婦学校設置 

昭和27年7月 福岡県立保育専門学院設置 

昭和29年4月 福岡県立保育専門学院を福岡県立保母養成所と改称（県直営となる） 

昭和37年4月 福岡県立保健婦養成所を福岡県立公衆衛生看護学校と改称 

昭和42年4月 福岡県社会保育短期大学（保育科、社会福祉科）を開学 

昭和46年4月 福岡県立公衆衛生看護学校を福岡県立看護専門学校（看護婦科（進学課程）、保健婦・助産婦

科）に再編 

平成4年4月 福岡県立大学（人間社会学部）開学（社会保育短期大学の改組転換） 

平成9年4月 大学院開設（人間社会学研究科：福祉社会専攻、生涯発達専攻） 

平成10年4月 生涯福祉研究センター設立 

平成15年4月 看護学部開設（看護専門学校の改組転換・移転） 

平成18年4月 公立大学法人福岡県立大学による設置運営へ移行 

 

教育組織 

教員数 

２名（靴総合技術研究所研究員を生涯福祉センター客員講師として招聘） 

※ センター全体では兹任も含めると20名以上の教員が所属している。また、客員研究員として域内の他大学２校

の教員、２つのNPO法人から研究員を迎えている。 
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受講者数 

４名（うち社会人４名） 

 

学位資格・卒業要件 

得られる学位等 

認定書（生涯福祉研究センター長及び NPO法人靴総合技術研究所技術責任者名で発行） 

卒業要件 

計4回の講座の修了 

 

学習形態・授業料 

場所 

福岡県立附属研究所大学生涯福祉研究センター 

 

授業形態 

集中講座（2007年10月～1月までの計4回7日間） 

 

カリキュラム 

区分 授業科目 摘要 

第１回 

（２日間） 

ドイツの技術と日本の現状（オリエンテーションにかえて） 
次回までの課題：足の

カルテ作りとフットプ

リントの採取10名以上 

足の構造と歩行 

足の触診とフットプリント（実技含む） 

靴の構造と機能（履き方・歩き方） 

第２回 

（１日間） 

カルテ、フットプリントの評価 次回までの課題： 

同上＋靴のフィッティ

ング 

日本人に多い足のトラブルと対処法 

靴の選び方 

第３回 

（２日間） 

標準フットベッドの対応力（カスタマイズの要不要） 

次回までの課題： 

同上＋靴の受注 

各種の補正・加工 

カウンセリングの実際 

カスタマイズ、補正等の指示の仕方と加工方法 

第４回 

（２日間） 

アライメントと歩容のチェック 

 アフター・ケアについて 

修了チェックと全体の補講 

 

正規学生との関係 

学内の附属研究機関として、正規授業や正規学生とは原則として独立した形で事業を展開している。 
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入学資格・入学試験 

特になし 

 

授業料 

試験的取り組みにより無料 

 

２．特質 

基本的な特徴 

キーワード 

①地域密着 

②雇用創出による地域再生 

③生涯福祉 

④自治体や民間企業等との産学官連携 

 

想定するマーケットとその規模 

想定するマーケット・潜在的需要の規模 

軽い例も含めれば中高年の女性の約半分が外反母趾といわれる（男女比は 1:10 と圧倒的に女性に多い）※１ことに

加え、本教育プログラムの対象症例が膝疾患や扁平足等の靴原病全般を含んでいることを想定すると、こうした「足

と靴の総合技術」に関する技術者養成ニーズは相当あるものと想定される。しかしながら、具体的なマーケットや潜

在需要の規模等に関する数的データは把握できなかった。 

なお、これらの問題に対忚する職業人としては、靴メーカーの研究者・開発者に加え、個々の靴販売者や整形外科

医等が存在する。団体としては、日本靴医学会（会員 780名、理事長は慶應義塾大医学部教授、1986年設立）があり、

靴と足に関する医学の進歩と発展を目指し、人々を靴による健康被害から守るばかりでなく、靴を通して疾患の治療、

健康の回復と増進、運動とスポーツによる生活の向上に貢献することを目的としている。 

また、子どもの健康促進という視点からは、日本教育シューズ協議会が昭和 51年より活動を展開している。 

 

潜在需要を顕在化するうえでの問題点 

足と靴の関係について問題を抱える対象者が相当数存在する一方で、現実の問題として、そうした技術者が実態ど

こまで不足しているのか、また、この分野における技術者養成を一地方公立大学がどこまで実践するかということは、

別途考えて無くてはならない問題である。しかしながら、それが域内自治体等の地域の意向に添った政策的取り組み

であるならば、それは「技術者養成」という需要ではなく、「政策的」需要に忚えそれを顕在化させるという点では、

公立大学として意味ある取り組みと言えるのではないだろうか。 

参考までに、よりニッチなニーズである義足関係については、義肢装具士国家試験（第1～20回までの試験合格者

の合計は3,319名※２）があり、義肢装具士の養成校として、実際に大学においてもこの分野での教育プログラム設置

が始まっている（北海道工業大学福祉生体工学科義肢装具学専攻（2006年設置）、新潟医療福祉大学医療技術学部義

肢装具自立支援学科（2007年設置））ほか、米国のマサチューセッツ工科大学等においても義足の商品化を含めた研

究を大学院レベルで実施している。従って、こうしたニッチな分野に特化することで大学としての存在価値を高める

ことは、十分に考えられる。 
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供給側の要因 

大学の沿革、組織・人的資源の利用、プログラム設置の理由 

総合福祉系の公立大学として、大学の有する人的知的資源を活用し地域発展への寄与を目指すのは当然の動きと考

えられる。本事例についても例外ではなく、元々、大学の附属機関である生涯福祉研究センターにおいて３年ほど前

から「福祉用具の里構想」という地域再生計画を民間企業との技術協力や工場誘致も含めた形で取り組んできた経緯

があり、それが現在は、福岡県内の別の自治体および障害者団体と協力し、障害者の雇用創出という視点に変え、大

学の独自事業として展開している※３。 

また、大学の設置理念である「保健・医療・福祉の現場で中核となって活躍する資質を持った優秀な高度の職業人

の育成」および「附属研究所を核として、大学の保有する人材・知的財産・施設等を社会のために活用し、地域社会

との交流・協調・連携による学際的研究プロジェクトの実施」を実践するという意味においても、本事例のような職

業訓練的講座の提供は必要であったと考えられる。 

現在のところの経営上のメリット 

域内自治体と協力関係を築いていることは、公立大学として地域の政策ニーズに忚えるという意味では経営上のメ

リットは大きいといえる。 

財政面でいうと、今回は初回の試験的取り組みにつき検定料・受講料等は一切無料ということで、経営上のメリッ

トはないが、今後継続して実施するとした場合の受講料設定等の状況によってはメリットが出てくる可能性はある。 

 

他大学との競合関係と競争力 

看護・福祉双方を持つ「西日本でも数尐ない総合福祉系大学」という売りではあるが、実態として看護系や福祉系

単体で見ると競合相手は相当多い。但し、その中でも「靴と足」に関する技術養成に取り組んでいるところはほとん

どなく、ある意味ではニッチな分野に特化していると言える。 

 

３．問題点、持続・拡大可能性、ビジネス・モデルとしての一般性 

問題点と持続・拡大可能性 

非常にニッチな分野に特化しているため競合相手がさほど多くないと言えるのかも知れないが、逆に、それが故に

果たしてどの程度の発展性を有するのか明確な将来像が描きづらいことが問題点として挙げられる。また、今回が試

験的取り組みであるため無料とし積極的な忚募を控えたとしているが、今後有料とした場合、どの程度の受講者が集

まるのか、それが大学にどの程度の収入をもたらすのかは未知数である。 

但し、これがもし福祉用具の生産に係る工場等の誘致や雇用等に繋がるとすれば、それは地域政策的な観点から相

当な発展性はあるし、また本ケースのように、域内自治体と協力しその政策ニーズに対忚する取り組みは、全国的に

見ても事例は多く拡大可能性は十分にあると言える。 

実際、本年に入ってから大牟田市の障害者団体において、インソール製造に取り組みを始める動きが出るなど具体

的成果が徐々に出始めている。 

また、スキームとして、地域ニーズをベースに大学が中心となり、NPO 団体や民間企業を取り込んでネットワーク

を構築しさらに事業化を図るというやり方は、十分に拡張可能性があると推察される。 

なお、当該センターでは今回の養成講座に加え、これまで一般市民用に相談室を開催し、地元病院と連携して病院

受診を経て、インソールや靴等を足底装具並びに靴型装具等の治療用装具として保険適用を受けられるよう指導して

いるほか、平成14～16年度には、「福祉用具に関する調査・開発研究事業」として福岡県産炭地域振興センターが（財）

飯塚研究開発機構に委託し実施している「新産業創造等基金産学官等連携研究開発委託事業」によりエンドユーザー

重視の福祉用具の開発と事業化に向けた販売戦略等の構築を行っている。 
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ビジネス・モデルとしての一般性 

「足と靴」技術という分野に限定して考えたとき、果たしてビジネス・モデルとしてどこまで一般性があるかはか

なり疑問と言えるが、義肢装具等も含めた形での福祉用具全般については、相忚の一般性はあると言えるのではない

だろうか。 

 

事例から何を学ぶか 

筑豊地域はかつて炭坑を抱え栄えたが、今では全ての炭坑が閉鎖され過疎に悩む地域であり、地域の再生・活性化

は域内自治体にとって最重要課題である。本事業は、そうした地域が抱える政策的ニーズに対忚する地域密着型のも

のとしては非常にユニークかつ真剣な取り組みであることから、公立大学に限らず大学の在り方・地域貢献の在り方

の良い事例と言えるだろう。 

また、地域ニーズをベースに大学が中心となり NPO団体や職能団体、民間企業を取り込みネットワーク形成と事業

化を図るというスキームは、大学界全般において参考となるのではないだろうか。 

但し、財政面から見る大学経営という視点においては、果たしてどの程度の意味があるのか、今後の取り組みを注

視する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考文献等＞ 

※１ 足と靴の医学/整形外科医師 :町田英一外反母趾に関する質問集 

http://tamamed.web.infoseek.co.jp/dr-m_j_menu.html 

※２ 財団法人テクノエイド協会（厚生労働省所管の財団法人） 

http://www.techno-aids.or.jp/ 

※３ 福岡県立大学生涯福祉研究センター助手中藤広美氏からの聞き取りによる 

 

大学 

（生涯福祉研究センター） 

地元（自治体）のニーズ 

（雇用創出・生涯福祉） 

NPO法人 

(靴総合技術研究所) 

学内リソース 

（福祉・看護） 

 
個人 

(ﾄﾞｲﾂ式靴足相談技術) 
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第１８章 「租税に関する訴訟の補佐人制度」大学院特設講座 

◇実施大学 慶忚義塾大学大学院法学研究科、中央大学大学院法学研究科、 

 筑波大学大学院ビジネス科学研究科、早稲田大学大学院法務研究科 

 

野地 整 

１．プログラムの概要 

理念と概要 

平成１４年４月１日に施行された改正税理士法において「出廷陳述権」の規定が創設された。これにより税理士は、

租税に関する事頄について、裁判所において補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述すること

ができるようになったのである。 

しかしながら、現行の税理士制度においては、税理士試験をみても租税法以外の訴訟法関連の基礎的主要科目はな

く、何らかの形で司法手続きの資質を担保することが、司法制度改革の一翼を担うことを求められた税理士にとって、

喫緊の課題となった。 

そこで、税理士個人としても、また組織的にも、租税法に関する更なる研鑽と司法手続きの知識と技術の修得を目

的として、税理士会が主導で、相当な理論と実務の研修プログラムを大学院と連携して開発し、大学院にてその講座

を委託履修することになった。 

 

なお、本プログラムの会員向け募集案内においても、同制度のこれまでの成果が、次のように紹介されている。 

※第３３回日税連公開研究討論会（四国会、中国会開催担当）では、平成１４年４月以降に終結した税務訴訟

において、税理士が補佐人として出廷した裁判件数、裁判勝訴率ともに上昇していることが報告されており（税

理士界・平成１７年１１月１５日号）、この制度の有用性、重要性がますます高くなってきています。 

（東京税理士会・受講生募集案内より抜粋） 

 

カリキュラム・学習形態・修了要件等 

（2006年度実績） 

開設形態 東京税理士会、東京地方税理士会、千葉県税理士会、関東信越税理士会との委託履修

契約に基づく講座開設。 

対象 当該税理士会会員でかつ、４年生大学卒業以上のもの、または各大学の出願資格審査

により出願を許可されたもの。 

履修科目3科目 

（講座内容） 

 

［計6単位相当］ 

１．租税基礎法学（２単位）国税通則法・国税徴収法等 

２．租税争訟手続法（２単位）行政法・行政不服審査法・ 

行政事件訴訟法等 

３．税務訴訟実務（２単位）民事訴訟法・訴状準備書面の作成・口頭弁論、補佐人陳

述実習等 

履修期間 原則として前期および後期の１年 

授業時間 土曜日を中心として週１回行うことを原則とする。 

（平日夜間、季節休暇集中等、大学の都合による変更有） 

修了要件 

修了証書等 

特設講座を修了するためには当該大学院の科目試験に合格することを要件とする。出

席日数も単位取得に必要な要件となる。修了者には各大学院所定の修了証書等が授与

される。 
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修了証書等の交付を受

けた会員について 

修了証書等の交付を受けた会員については、当該税理士会にて「租税訴訟補佐人制度

大学院研究修了者リスト」に登録される（登録証書を発行） 

このリストは会員・納税者から補佐人適任者の紹介依頼があった場合に参考にする他、

会員研修の講師として依頼するなど、広く人材登用に活用する。【大学院、職能団体、

二つの履修証明】 

その他 ・出願にあたっては税理士会の推薦が必要。 

・専攻内の既設科目を流用する場合、また同科目を正規科目として新設する場合、科

目等履修生制度の範囲での履修も可能。 

（正規学生と同一クラスでの科目履修も可） 

・大学院が設置する他の科目を任意に受講できる場合もある。 

 

実施大学別定員・諸費用等 

（2006年度の募集案内より抜粋） 

大学院名 定員数 諸費用等 

慶應義塾大学大学院 

法学研究科 

（三田） 

約35名 

 

【研修総時間：58 時間 30 分】（審査料）18,000＋（登録料）80,000＋

（受講料）31,000×6単位＋（雑費）5,000＝289,000円 

中央大学大学院 

法学研究科 

（後楽園） 

約35名 

【研修総時間：67時間30分】（審査料）11,000＋（入学手続料）10,000

＋（履修料）31,000×6単位＝207,000円 

筑波大学大学院 

ビジネス科学研究科 

（茗荷谷） 

約20名 

【研修総時間：60時間】（検定料）9,800＋（入学料）28,200＋（授業料）

14,800×4単位＝97,200円 

早稲田大学大学院 

法務研究科 

（早稲田） 

約35名 

【研修総時間：67 時間 30 分】（検定料）30,000＋（入学金）70,000＋

（受講料）48,000×6単位＋（実験演習料等）107,000＝495,000円 

計 約125名  

＊大学院によっては金額に変更が生じる場合あり。（早稲田大学は法科大学院に同講座を設置） 

＊プログラム参加大学は実施年度により変動あり。 

 

２．特質 

基本的な特徴 

キーワード 

 

①先端分野に特化した高度専門職業人支援（教育）プログラム 

②職能団体との連携によるプログラムの開発・実施（双方から履修を証明） 

③大学院既設科目等を基盤にオーダーメードで対忚する専門カリキュラム 
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環境の変化（社会的な構造の変化、法改正、社会問題等）が、高度専門職業人としての各個人に対し、新たな知識

を修得する必要性を認識させる。その場合、対忚策として大学・大学院への進学等が候補に挙げられるが、個のニー

ズに対忚した修学プログラムをどのように探し出せばよいのかがまず問題となり、また当該専門分野について、研究・

教育等を行っている高等教育機関を見つけた場合であっても、当該教育機関側にて、学生等の受入環境が整っている

かどうか、個のニーズを直接満たすプログラムが効率的にパッケージされているかどうか等が次いで問題となる。 

これらの問題点等に対処するため、当該専門職業人が所属する職能団体が、団体会員の専門性の向上に資すること

を目的として、職能団体会員のための履修プログラムを大学と連携で新規に開発した点がこの制度の大きな特徴であ

ろう。このように職能団体と大学が共同でプログラム開発することで、個の進学動機と大学・大学院の間に介在して

いた各種障壁（通学の時間的制約、授業料負担、開設講座の内容等）を取り除き、効率的に先端知識・技能を修得す

ることが可能となったのである。 

 

想定するマーケットとその規模 

想定するマーケット 

このモデルでは、外的要因の変化等に伴い、新たな先端分野に係る知識の修得を必要としている高度専門職業人を

主なマーケットに想定している。仮に国家資格として定義される専門職業人を対象とする場合であれば、当該資格保

有者数等により、詳細なマーケット規模を算出することが可能。また、当該高度専門職業人が職能団体等を組織して

いる場合は、その団体の規模・特性、および同団体との委託契約内容（受講の必須化/任意等）に忚じて需要規模を定

義することが可能である。 
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潜在需要を顕在化するうえでの問題点 

同様の問題を抱え、かつ提携するに適切な規模の職能団体を見つけられるか否か。また、法改正等の強制力を伴っ

た環境の変化・国民の注目を集める社会現象・国際的な潮流・といった外的要因等に後押しされる部分が大きく、大

学側が市場を先導して独自に需要を創出することは難しい、といった問題点が指摘できるであろう。 

 

供給側の要因 

大学から見たプログラム設置のメリット等 

同様のプログラムを設置する場合の大学側のメリットとしてまず考えられるのは、当該プログラムを設置すること

で、高度専門職業人の先端的な要望にも充分に忚え得る、大学の先端分野での高い研究・教育能力を広く社会にアピ

ールすることができる点が挙げられる。 

次にコスト面では、職能団体との提携に基づくため、学生募集のための特別な広報活動の必要がなく、学生募集宣

伝費等のコストが発生しない点、一定期間においてはある程度計画的な受講生受入が可能（需要の安定性）となる点、

プログラム実施において必要となるコストは科目の実施に関わる経費と簡単な受入事務、すなわち教員人件費と軽微

な消耗品費等のみであり、特に前者においては専任教員を充てることで、時間外勤務分の支出負担のみで賄うことが

可能となる、等が挙げられる。 

また、正規大学院課程に及ぼす影響としては、高度専門職業人および大学院生が一緒に同一プログラム内の講義を

履修し、かつ当該講義を双方向・多方向型で展開することにより、教育的な協働効果（理論と実務の融合）も期待で

きる点、大学院の同課程の中で高度専門職業人の研修プログラムを請け負うことで、当該専門職周辺領域において、

大学院正規課程修了生の修了後の活躍の場（就職先等）を同時に創出することも可能となる点等が挙げられるであろ

う。さらに、当該プログラムを単なる知識修得のための研修機会に限定せずに、在学生との交流をはじめとして、プ

ログラム履修生と大学とのコミュニケーションを密に保ち、プログラム修了生の大学院再入学サイクル（単位の認定

制度等）をあわせて整備することで、正規生の学生募集につなげていくことも可能となるであろう。 

 

他大学との競合関係と競争力 

ある特定の職能団体との提携・委託履修契約という形態を考えた際には、提携先に選定されるべく、当該分野に係

る高い研究力・教育実績を大学がどの程度保有しているかが重要となる。つまり研究・教育が競合する分野において

は、その実績の高さが競争にも優位に働き、またニッチな分野であれば、そこに研究・教育を特化し、実績を残して

いる一大学にて契約を独占することも十分可能になるであろう。 

 

３．問題点、持続・拡大可能性、ビジネス・モデルとしての一般性 

問題点等 

職能団体に関連する問題としては、まず職能団体もしくはそれに準じる組織がない場合はモデル適用できないのか

どうか、職能団体があったとしてもその規模によっては、プログラムに参入する大学数をある程度絞り込まないと直

ぐに供給過剰となってしまう可能性があること、ニーズが解消された後の当該職能団体との関係をどのように保持し

ていくか、などが考えられる。 

また大学側に帰属する問題点としては、講座を担当する教員（専任）の人件費について(誰がどれだけ負担するか)、

講座開設に伴う聴講料収入の配分方法について（収入は箇所か本部か担当教員か／配分ルールはどうするか）、他大

学との料金格差をどのように補正し学内にそれをどう承認してもらうか（学則や既存システムとの調整）、大学院で

の設置科目と高度専門職業人の学修ニーズを如何にマッチングさせていくか（教員の努力か／別途コーディネーター

を養成するか／業務を外部委託するか／システムを開発するか）、などが考えられるであろう。 
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拡大可能性／ビジネス・モデルとしての一般性 

前述の問題点がある程度解消できる見込があれば、同様の教育プログラムモデルを拡大していくことは十分可能で

あろう。産業構造が大きな転換期を迎えている業界団体への積極的なアプローチ、最新理論を実務に忚用・導入する

ための支援プログラム開発、個々の教員の研究活動の中から新規事業モデルの萌芽を抽出する等、アイデア次第で様々

な組み合わせに可能性を見出すことができるであろう。 

 

<法学系分野が主軸となったプログラム構想例> 

＊ 司法書士や社労士団体とのADR（裁判外紛争解決手段）関連プログラムの開発 

＊ 訴訟リスクの高い医学系学会組織との医療と法関連プログラムの開発 

＊ 複数の研究科等にまたがったプログラム開発 

→競技スポーツ団体、ＭＢＡ、スポーツ系大学院とマネジメントにおける代理人契約業務の実践プログラム 

→教育委員会、教職大学院と小・中学校管理マネジメントにおける法的危機管理対忚プログラム 

 

事例から何を学ぶか／何を考えるか 

サービスの向上・多様化といった社会からの要請に忚えるために、高度専門職業人が信頼し活用する科目履修シス

テムとしての履修証明制度が、質・量ともに社会で一定の評価を得たとき、社会人のための職業能力向上に役立つ有

益な制度として、同制度の活用の範囲が大きく拡大する契機となるのではないか。既設の大学院設置科目の中にも、

大学でなければ提供できない、高度専門職業人の学修ニーズを満たす単体の科目プログラムは、まだ他にも沢山ある

であろう。であるならば、高度専門職業人の学修ニーズと、大学院の設置科目履修をマッチングさせ、それを形態・

内容的に彼等が受講しやすい形に調整さえできれば、需要を担保する職能団体が背後になくとも十分にモデル適用・

拡大は可能であろう。また、これを履修証明制度のプロトタイプと位置づけることで、将来的な社会人大学院生の拡

大といった、新たな高等教育のユニバーサル段階への道筋を示すことにも繋がるであろう。 

しかしながら、このモデル構築に伴う問題点は、競争相手である他大学に先んじて企画を立ち上げること、他が追

随・模倣できない分野で事業展開を行うなど、競合に先行することで利益に直結する市場型のビジネスモデルである

という点が懸念される。社会人大学院生の拡大を持続的に展開していくという将来構想を前提とした場合には一部の

大学だけが利潤を勝ち得る、競争優位を模索する市場型のビジネスモデルよりも、高等教育全体が連体して発展でき

る共存型のビジネスモデルの構築を目指す方が、より建設的であるように思われる。 

大学共存型のビジネスモデルをどう考案していくかについては、今後の更なる市場分析・研究を必要とするが、最

後に現在関西地区で展開されているＮＰＯ法人関西社会人大学院連合（インテリジェントアレー構想）を参考にした、

社会人のための新たな科目履修制度モデルを以下に提案して、今回の報告を終えることとする。 
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各大学・大学院が社会人対象の科目等履 

修プログラムを一斉に閲覧・提供する場 

（ポータルサイトシステム等）を用意し、 

大学・産業界等が共同出資して設立した 

NPO団体等がその管理運営にあたる。 

 

 

単位あたりの受講料、開講時間帯、履修 

証明方法等、各種条件を統制した上で、 

各大学・大学院が得意とする領域におい 

て、独自の視点で科目履修プログラムを 

作成し、トライアル提供を行う。 

 

 

社会人学生は、各種分野ごとに内容を比 

較検討し、受講する講座を選択！ 

 

 

 ○同システムを通して、大学・大学院の教育・研究に関する潮流を分かりやすくアピールすることが可能。 

○反忚のよかったプログラムをブラッシュアップして研究科新設や収益事業化への展開も可能。 

○同分野での他大学との協定・提携関係等を促進 

⇒連携大学院構想、コンソーシアム構築、大学を跨いでの新たな研究拠点の形成等 

○教員および大学院生の流動化を促進。 

○学部・大学院の廃止、学生募集停止時等のセーフティネット構築。 

○産業界等からの各種支援、提携関係の促進。 
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