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政策・メディア研究科 

 

 

１．趣旨 

 

本ガイドラインは、幅広い分野にわたり学際的な研究が進められる政策・メディア

研究科において、その研究活動を最大限活性化し、成果である学位論文の品質を確

保しつつ、早期に学位取得者を創出していくことを目的として、学位審査プロセス

の明確化、及び実施詳細に関するガイドラインを示すものである。 

 

２．学位取得プロセスに関わる各組織とその役割 

 

（１） 後期博士課程受入担当教員 

後期博士課程（以下「博士課程」とする）の学生は、本研究科委員の教員 1 名を受

入担当教員として入学志願時に指名し、受入担当教員はそれを承諾している。 

 

（２） Research Advisory Group 

Research Advisory Group は、博士課程の学生が学位申請を行うまでの研究指導体

制であり、主査 1名、副査 2名以上から構成される。 

（設置） 

受入担当教員は、Research Advisory Groupの設置を政策・メディア研究科委員会（以

下「研究科委員会」とする）に申請し、研究科委員会は申請の妥当性を評価しそれ

を承認する。Research Advisory Groupは、学生入学後速やかに設置すること。手続

詳細は付録１－１を参照。 

（解散） 

学位審査委員会が設置された時点で解散する。 

（メンバー） 

主査と副査 1 名は本研究科委員とする。2 人目以降の副査は、外部大学院博士課程

担当教員あるいはそれと同等以上の研究業績を有する者を含めることができる。本

人が承諾すれば、サバティカルなどの教員も、主査・副査になれるものとする。多
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くの場合受入担当教員が主査となるが、例外もある。 

主査・副査の変更は、旧主査が理由を添えて研究科委員会に申請し、研究科委員会

で承認する。 

 

（３） 学位審査委員会 

学位審査委員会は、博士学位授与の要件の判定、学位請求論文の審査、公聴会、お

よび最終試験をもって、総合的に学位の合否を判定するための委員会で、主査 1名、

副査３名以上から構成される。 

（設置） 

Research Advisory Groupの主査は、Thesis Proposal に合格した学生の学位審査の

開始を研究科委員会に申請する。手続詳細は付録１－５を参照。 

研究科委員会は申請の妥当性を評価し、承認する。承認日を持って学位審査委員会

の発足日とする。Research Advisory Group の主査は設置申請にあたり、Thesis 

Proposalの合格及び学位申請の要件が満たされていることを、該当資料を提示して

研究科委員会にて説明する。なお、研究科委員長の許可の下で、主査の遠隔参加も

認めるが、遠隔参加については５－（８）に従うこと。 

（メンバー） 

主査と副査 2 名は本研究科委員とする。本人が承諾すれば、サバティカルなどの教

員も、主査・副査になれるものとする。3 人目以降の副査は、外部大学院博士課程

担当教員あるいはそれと同等以上の研究業績を有する者を含めることができる。た

だし、博士学位授与の要件の総合的な判断など、学際的な研究を審査するために必

要と判断される場合には、研究科委員会は、主査及び主査が選んだ副査以外のメン

バーを副査として学位審査委員会に追加することができる。 

（解散） 

学位審査委員会は、発足より 1 年以内に合否を委員会に報告し、研究科委員会にて

承認を得た時点で解散とする。 

1年を超えても合否の報告ができない場合、および、学位審査委員会の合否報告と、

研究科委員会における合否判定が食い違った場合には、学位審査委員会は解散する。

合否食い違いが発生した場合の措置は、５－（７）を参照のこと。 

 

（４） 研究科委員会 

研究科委員会は、課程博士の研究指導および審査にあたって、以下の役割を持つ。 

 

（１） 受入担当教員から申請された Research Advisory Group 設置の妥当性を

確認し、承認する。 
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（２） Research Advisory Groupの主査から申請された学位審査請求の妥当性を

評価し、学位審査委員会の発足を承認する。特に学際的な研究分野の総合的な学

位の合否判断に必要と認めた場合には、学位審査委員会に副査を追加することが

できる。 

（３） 学位審査委員会主査から提出された合否の妥当性を評価し、それを承認

する。  

 

なお、研究科委員長は、必要に応じて、Research Advisory Group、学位審査委員

会の解散およびメンバー変更を委員会に申請することができる。委員会はこれの

妥当性を評価し承認する。 

 

３．学位取得プロセスとその実施ガイドライン 

 

（１） 博士候補審査：Thesis Proposal 

学科条件を充足し、教育体験を修了した後（Thesis Proposal 実施学期に教育体験

修了予定も含む）、研究のテーマや方法がほぼ固まり、関連研究の予備調査がひとと

おり終わった時期をひとつの目処とし、学生は、大学院セミナーで Thesis Proposal

を行う。この場で様々な教員からアドバイスを受けるオープンな機会を得るととも

に、博士候補になるための審査を受ける。なお、学科条件（外国語）を満たすため、

Thesis Proposal を外国語で行う場合は、予め Research Advisory Group の承諾を

得たうえで、申請の際にその旨を申し出る。手続詳細は付録１－２を参照。 

（審査申請） 

Research Advisory Group の主査は、研究科委員会に所定の情報と共に、Thesis 

Proposalを申請する。 

審査委員については、以下２つの要件を満たすこと。 

１：Research Advisory Groupの主査および、主査が選んだ副査２名の計３名 

２：研究科委員が６名以上（Research Advisory Groupの研究科委員含む） 

（Thesis Proposal） 

博士候補審査を希望する学生の Thesis Proposal（Ａ４判 10ページ程度）および発

表概要（300 字程度）は、発表の１週間前までに発表スケジュールと共に研究科委

員に通知される。 

（発表） 

学生は、大学院セミナーにおいて、審査委員および他の参加者に対して、発表 25

分、質疑応答 10分を行う。発表は公開とする。審査委員は全員出席のこと。ただし、

研究科委員長が認めた場合、審査委員は遠隔参加することができる。遠隔参加のた

めの準備・運営は、審査委員の主査の責任で行うものとし、実施は５－（８）に従

慶應義塾
インターネット公開に伴い、あらたに「学位論文の公開方法についてその適切性を審査し」とか加えますか？学位審査請求の妥当性の中に、公開に関する部分も含んでいるという理解で、別途記載しなくてもよいかと思いますが。
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うこととする。 

（審査） 

審査委員は、大学院セミナーでの発表後、Thesis Proposal、発表の結果を対象とし

た審査、および学事担当より示される審査結果報告用紙に基づいてその妥当性の確

認を行い、博士候補の合否を決定する。この際、学科条件（外国語）充足のために、

Thesis Proposal を外国語で実施した場合、Thesis Proposal 合否および学科条件（外

国語）の合否の双方を決定する（Thesis Proposal は不合格で学科条件（外国語）

が合格のケースはあるが、学科条件（外国語）が不合格の場合、Thesis Proposal

も不合格となる）。また、発表および審査は、審査委員全員の出席（遠隔参加も含め

る）のもとで実施すること。 

（認定） 

Research Advisory Group の主査は、合否結果を研究科委員会に報告し、研究科委

員会はそれを認定する。研究科委員会の認定日をもって博士候補とする（ただし、

教育体験未修了者の場合は、教育体験修了承認日をもって博士候補と認められる）。 

 

（２） 学位審査委員会による審査 

学位審査委員会は、博士学位授与の要件の判定、学位請求論文の審査、公聴会およ

び最終試験（非公開）を実施し、総合的に学位の合否を判定し、研究科委員会に申

請する。 

審査委員会の主査は、合否結果を記した「博士学位審査確認書」および「論文審査

の要旨および担当者」を、合否判定を行う研究科委員会から起算して 2 週間前まで

に提出する。事務手続きは付録１－４を参照のこと。 

 

（３） 公聴会審査 

博士候補となった学生は、学位申請の要件を満たし、博士論文を完成させ、学位審

査委員会が設置された後に、公聴会を行う。事務手続きは付録１－５を参照のこと。 

（審査申請） 

主査は、研究科委員会に所定の情報と共に、公聴会を申請する。審査委員について

は、以下２つの要件を満たすこと。 

１：学位審査委員（主査および副査 3 名）２：研究科委員が６名以上（学位審査委

員の研究科委員含む） 

（研究概要） 

公聴会審査を希望する学生の研究概要（Ａ４判 10ページ程度の PDF）および発表概

要（300 字程度）は、発表の１週間前までに発表スケジュールと共に研究科委員に

通知される。 

（発表） 
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学生は、大学院セミナーにおいて、審査委員および他の参加者に対して、発表 35

分、質疑応答 25分を行う。発表は公開とする。審査委員は全員出席のこと。ただし、

研究科委員長が認めた場合、審査委員は遠隔参加することができる。遠隔参加のた

めの準備・運営は、審査委員の主査の責任で行うものとし、実施は５－（８）に従

うこととする。 

（審査） 

審査委員は、大学院セミナーでの発表後、研究概要、発表に対する審査、および博

士学位授与の要件の充足（学位申請の要件の充足でも可）の再確認を行い、公聴会

の合否を決定する。また、発表および審査は、審査委員全員の出席（遠隔参加も含

める）のもとで実施すること。 

（合否） 

主査は、合否結果を研究科委員会に報告し、研究科委員会はそれを認定する。公聴

会の合格をもって、最終試験を実施する資格とする。 

 

（４） 研究科委員会による合否決定 

（事前の閲覧） 

学位審査委員会が合格と判断した場合、論文、必要に応じて添付物を、合否判定を

行う研究科委員会から起算して 10日前から閲覧に供するものとする。また、投票に

おける十分な判断材料が得られるよう、下記のものも現物閲覧可とする。 

・博士学位授与の要件の充足を示す参考資料（査読付論文・著書・作品等） 

・博士学位審査確認書（主査より提出されたもの） 

（異議申し立て） 

論文審査・最終試験における学位審査委員会の合否判定に異議がある場合には、投

票前の閲覧期間中に研究科委員長及び主査に対してその内容を通知するものとする。

研究科委員長及び主査からの回答により合意に達しなかったものについては、投票

が行われる研究科委員会にて再度審議を行う。 

（投票前の審議） 

研究科委員会で、学位審査委員会の主査が審査結果を報告する。閲覧期間中に異議

申立てが行われ、合意に達しなかったものについては、研究科委員長を議長として

その審議を行うものとする。なお、研究科委員長が認めた場合、主査は遠隔参加す

ることができる。遠隔参加のための準備・運営は、学位審査委員会の主査の責任で

行うものとし、実施は５－（８）に従うこととする。 

（投票実施の決定） 

最終的な投票の実施については、審査結果報告及び審議の後、主査がその実施また

は中止を決定する。 

（投票と最終合否判断） 
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定足数を満たした研究科委員会において無記名による投票を行い、出席者の 3 分の

２以上の賛同をもって合格とする。 

（通知） 

研究科委員会は学生に速やかにその結果を通知する。 

 

４．各段階での要件について 

 

（１） 学科条件の充足 

学科条件の充足は、博士候補要件の 1 つで、以下３科目すべてに合格することをも

って、学科条件の充足とする。なお、社会人出願で入学した学生は、「新規授業科目

企画書」および「技法科目」を免除する。 

学生は、これらを証明する書類を学事担当に提出する。提出は常に受け付けられる

が、博士候補審査申請までに研究科委員会で承認されている必要がある。 

１．新規授業科目企画書 1科目 

新規授業科目企画書を所定の〆切までに提出し、研究科委員会が合否を判定する。

本試験は年 2回大学院入試と同時に実施される。 

２．技法科目 

プログラムごとに指定した技法科目に相当する大学院修士課程講義科目（1科目）

を履修し、「Ｓ」または「Ａ」の評価を得ること。（プログラムごとの対象科目は

付録２の表を参照） 

既に修士課程時代に対象科目を「Ｓ」または「Ａ」で取得済みの場合には、修士

課程の学業成績証明書（Research Advisory Groupの主査のサインが必要）を提出

することで認定されることがある。 

３．外国語 

「外国語」は研究を遂行する上で必要であると Research Advisory Group が認め

る母語以外の言語のことを指す。「外国語」能力の基準は付録３の例を参照し、

Research Advisory Groupが総合的に判断し、学習指導の承認の上、審査結果を研

究科委員会に報告し、研究科委員会がそれを認定する。 

 

（２） 教育体験の修了 

教育体験は、博士候補の要件の 1 つであり、また課程修了の条件の１つである。教

育体験は、付録４－１に書かれた方針で実施する。担当教員は、合否を判断して報

告書を学事に提出し、これをもって教育体験の修了とする。 

本塾または他大学で既に講師の経験を持つものは、所定の書類を提出することで「教

育体験」修了者と認められる。（申請書類は付録４－２を参照のこと）なお、社会人

出願で入学した学生は、「教育体験」を免除する。 
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（３） 学位申請の要件／博士学位授与の要件 

Research Advisory Group は、学位審査委員会設置申請時に付録５の学位申請の要

件の４つの基準のうちいずれか１つを充足していることを確認する。学位審査委員

会は、最終試験実施時に付録６の博士学位授与の要件の４つの基準のうちいずれか

１つを充足していることを確認する。また、各々要件の充足を示す原著論文、著書

などの資料を学位審査委員会設置申請時、公聴会実施時、最終試験実施時、最終合

否判定時に審査の対象として確認する。 

 

５．その他 

 

（１） 在学延長と単位取得退学 

3 年間在籍後、博士候補である場合は、在学延長をするか、単位取得退学をするか

を決定することができる。在学期間は入学後 6年を超えない範囲で許可される。 

 

（２） 博士課程学位取得可能年限について 

本研究科博士課程に入学した学生は入学から在学期間 6年目が終了する最後の研究   

科委員会までに、学位審査委員会を設置し、課程博士としての学位審査を開始する

ことができる。 

 

（３） ブラックウェンズデー 

ブラックウェンズデーとは、研究科委員長、両学部長および博士課程の学生の

Research Advisory Group のメンバーとなっている教員が、学生の研究の進捗状況

を確認し情報を共有するための会議で、春学期と秋学期各 1 回行われる。学生は、

学事からの指示に従い進捗を示す資料を事前に事務室に提出する。教員は、会議の

前に各学生の進捗を把握し、会議で報告する。 

 

（４） プログラム 

博士課程の学生は大学のいずれかのプログラムに所属しなければならない。所属プ

ログラムによって博士候補資格の「技法科目」が決定される。 

なお、プログラムは出願時点に指定されている。在学途中でプログラムを変更した

場合には、技法認定の条件も新しいプログラムのルールに従うこと。 

 

（５） 言語について 

博士課程の審査プロセスにおいては、提出が必要になる研究プロポーザル、研究概

要、学位論文、添付資料などは、すべて日本語ないし英語のものとする。業績の一
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部として添付される雑誌掲載論文などについてはこの限りではない。 

 

（６） 異議申し立て 

博士課程の学生は、Research Advisory Group と相談しながら、研究を進め審査を

受けるが、Research Advisory Group について、また、研究指導や審査のプロセス

について異議がある場合には、直接、研究科委員長に申し立てることができる。こ

の場合、異議申し立てがあったことや誰が異議申し立てをしているか、その内容な

どについては、Research Advisory Group には伝えないものとする。異議申し立て

があった場合、研究科委員長は、必要に応じて調査をし、速やかに適切な処理をす

るものとする。 

 

（７） 最終合否判定で「不合格」となった場合の措置について 

研究科委員会において最終合否判定投票の結果「不合格」となった場合の扱いは、

研究科委員長が判断・提案、研究科委員会で協議する。 

 

（８） 学位審査プロセスにおける遠隔参加について 

博士候補審査、公聴会が行われる大学院セミナー、および、学位審査委員会設置、

学位授与の最終合否判定が行われる研究科委員会においては、研究科委員長の許可

の下で以下の条件を満たした場合に遠隔参加が認められる。 

・ 遠隔参加者は、あらかじめ研究科委員長の許可を取った後、学事担当に通知す

ること。 

・ 遠隔参加者は、該当審議・審査の間、会場参加者との間で映像音声による質疑

応答が滞りなく実施できること。 

・ 遠隔参加者は、会議中は、守秘義務などを含めて会議に適した環境を遠隔参加

地に保持できること。 

・ 遠隔参加者は、該当する審査・審議に関わる必要資料（学生発表を含む）が確

認可能であること。 

・ 大学院セミナーの司会、あるいは研究科委員会の議長は、会議（セミナー）開

催に先立ち、遠隔参加者が以上の条件を満たしていることを確認し、それを会

議（セミナー）参加者に通知すること。 

    ただし、不測の事態によって以上の条件が満たされなくなった場合は、遠隔参加を

中止する。 
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付録１．各種事務手続き 

 

付録１では、時系列にそって、発生する事務手続きを説明する。 

 

付録１－１．Research Advisory Group設置および変更手続き 

１） 受入担当教員は、研究科委員会開催９日前までに、学事担当に設置（あるいは変

更）申請をメールにて連絡し、学事担当はこれを研究科委員会の議題とする。 

申請先：To: g-staff@sfc.keio.ac.jp、Cc: 主査・副査・学生本人を含む 

申請内容：学生氏名、学籍番号、所属プログラム、研究テーマ 

主査・副査氏名・所属一覧 

変更する場合は変更理由も記載すること 

２） 学事担当は、研究科委員会において承認された内容を、速やかに主査および該当

学生にメールにて通知する。 

３） 学事担当は Research Advisory Group メンバーおよび発足日を記録・保存し、研

究科委員によって常に参照可能とする。 

 

付録１－２．博士候補審査 

１） Research Advisory Group の主査は、大学院セミナー開催１０日前までに、学事

担当に博士候補審査の開催内容詳細をメールにて連絡する。博士候補審査を外国

語にて実施し、学科条件（外国語）を判断する場合は、事前に Research Advisory 

Group 内の承諾を得て、申請内容に含める。学事担当は、該当学生の学科条件充

足を確認した上で、申請を受理し、１週間前までに発表スケジュールを研究科委

員に連絡する。 

申請先： To: g-staff@sfc.keio.ac.jp、 

Cc: Research Advisory Groupの主査・副査・学生本人、 

申請内容：学生氏名、学籍番号、所属プログラム、研究テーマ、博士候補審査 

の主査・副査氏名・所属一覧、発表サマリー（300文字程度） 

２） 該当学生は、発表の１週間前までに、Ａ４判 10 ページ程度（形式自由）の研究プ

ロポーザルを、学事担当に提出する。学事担当は、発表の通知と共に、研究テー

マと発表サマリーを参加者に開示し、審査の際に学科条件充足のエビデンスを審

査委員に提示する。 

３） 審査後、Research Advisory Group の主査は、「大学院セミナーにおける研究計

画発表に関する審査結果および研究指導グループ設置の申請」を速やかに学事担

当に提出し、受理後はじめての研究科委員会で報告し、研究科委員会はそれを認

定する。 

４） 学事担当は、研究科委員会において承認された内容を、速やかに研究科委員全員
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および該当学生にメールにて通知する。 

５） 学事担当は博士候補審査をおこなったメンバー、および博士候補認定日を記録・

保存し、研究科委員によって常に参照可能とする。 

 

付録１－３．学位審査委員会設置手続き 

１） Research Advisory Group の主査は、設置を審議する研究科委員会開催 9 日前ま

でに学事担当に設置申請をメールにて連絡する。 

申請先：To: g-staff@sfc.keio.ac.jp、Cc: 主査・副査・学生本人を含む 

申請内容：学生氏名、学籍番号、所属プログラム、 

博士候補認定日、公聴会合格日、主査・副査氏名・所属一覧 

申請書類：博士学位審査確認書 

２） 申請のあった該当学生は、設置承認を行う研究科委員会開催７日前までに、以下

に示す提出物を学事担当窓口に提出する。学事担当は受理を速やかに主査・副査

に通知する。 

・学位申請書 所定用紙  1 通 

・主論文 （仮綴版）  主査・副査人数分（※２） 

・主論文（データ版） 

・主論文要旨 所定用紙  和文・英文各 1 通 

・主論文要旨 和文・英文（データ版） 

・論文目録 所定用紙  1 通 

・参考論文ファイル  主査・副査人数分（※３） 

・履歴書  所定用紙  1 通 

・博士学位論文の公開方法に関する申請書  所定用紙  1通 

 

（※２） 主論文には、主論文要旨を和英各 1 通ファイルすること。主論文

に添付する要旨は、所定用紙でなくても構わないが、論文の主要な内容に関

わるキーワードを５つ程度下部に別記すること。 

（※３） 参考論文ファイルには、博士学位授与の要件として認められた原

著論文、刊行物、作品などを含むこと。なお、論文目録のコピーを 1 部ファ

イルすること。原著論文は、別刷りがあればその原本を提出、無い場合には、

採録された論文のコピーあるいは、採録予定の論文のコピーと採録を証明す

るものを提出すること。 

３） 学事担当は、研究科委員会において承認された内容を、速やかに研究科委員全員

および該当学生にメールにて通知する。 

４） 学事担当は、学位審査委員会メンバーおよび発足日を記録・保存し、研究科委員

によって常に参照可能とする。 
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付録１－４．公聴会審査 

１） Research Advisory Group の主査は、大学院セミナー開催１０日前までに、学事

担当に公聴会審査の開催内容詳細をメールにて連絡する。学事担当は、学位申請

の状況を確認した上で、申請を受理し、１週間前までに発表スケジュールを研究

科委員に連絡する。 

申請先： To: g-staff@sfc.keio.ac.jp、 

Cc: Research Advisory Groupの主査・副査・学生本人 

申請内容：学生氏名、学籍番号、所属プログラム、研究テーマ、博士候補審査 

の主査・副査氏名・所属一覧、発表サマリー（300文字程度） 

２） 該当学生は、公聴会の１週間前までに、Ａ４判 10ページ程度（形式自由）の研究

概要（PDF）、および論文ドラフト１部を学事担当に提出する。学事担当は、発表

の通知と共に、研究テーマと発表サマリーを参加者に開示し、論文ドラフトを審

査委員に提示する。 

３） 審査後、学位審査委員会の主査は、「公聴会審査結果」を速やかに学事担当に提

出し、受理後はじめての研究科委員会で報告し、研究科委員会はそれを認定する。 

４） 学事担当は、研究科委員会において承認された内容を、速やかに研究科委員全員

および該当学生にメールにて通知する。 

５） 学事担当は公聴会審査結果用紙を保存し、研究科委員によって常に参照可能とす

る。 

 

付録１－５．最終合否判定 

１） 学位審査委員会の主査は、最終試験の結果を示す「博士学位審査確認書」および

「論文審査の要旨および担当者」を、最終合否判定を行う研究科委員会開催 2 週

間前までに学事担当にメールにて提出する。学事担当は、それを受理する。 

申請先：To: g-staff@sfc.keio.ac.jp、 

Cc: 学位審査委員会の主査・副査・学生本人 

申請内容：学生氏名、学籍番号、所属プログラム、 

博士候補認定日、公聴会合格日、主査・副査氏名・所属一覧 

申請書類：博士学位審査確認書、論文審査の要旨および担当者 

２） 該当学生は、最終合否判定を行う研究科委員会の１０日前までに、すでに提出し

た学位申請書類一式の中で修正のあったものの差し替え、および、製本済み論文

１部、仮綴の論文２部を学事担当に提出する。 

（注）やむを得ない事由により学位論文の全文公開を希望しない場合、製本済み

論文２部、仮綴１部を提出すること。 

３） 学事担当は、以下の書類を、研究科委員会の１０日前より閲覧可能な場所に提示

mailto:----@sfc.keio.ac.jp


   12 

し、閲覧方法を研究科委員へ通知する。 

・学位論文 

・学位論文（データ版）（注） 

注）やむを得ない事由により主論文の全文公開を希望しない場合は、学位論

文（データ版）に加え、学位論文の要約（データ版）も提出すること。 

  ・博士学位授与の要件の参考資料（査読付論文・著書・作品等） 

  ・公聴会記録 

・博士学位審査確認書 

・論文審査の要旨および担当者 

 

４） 学事担当は、合否判定の結果を速やかに主査および該当学生にメールにて通知す

る。 
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付録２．博士候補の技法科目の対象科目について 

付録２では、プログラムごとに技法科目として認められる対象科目を一覧する。 

 

 プログラム 対象科目 

１ グローバル・ガバナンスと 

リージョナル・ストラテジー 

プログラムが指定し、またそのコアメンバーが担当する研究支援科目、プ

ログラム科目、研究領域科目の中で、研究技法の習得に必要性が高いと主

査が認め、学習指導が承認した科目 

２ ヒューマンセキュリティとコ

ミュニケーション  

 

2017年度入学者まで 

ポリシーマネジメント（開発とヒューマンセキュリティ）、国際金融論、

先端研究（アジア途上地域） 

HCプログラムが指定し、また HCメンバーが担当する研究支援科目、プロ

グラム科目、研究領域科目の中で、研究技法科目として相応しいと主査が

認め、学習指導が承認した科目 

2018年度入学者から 

言語教育デザイン論、ＩＴと学習環境、トランスカルチャー論、先端研究

（言語と文化）、概念構築（コミュニケーション）ポリシーマネジメント

（開発とヒューマンセキュリティ）、国際経済政策、国際金融論、経済政

策分析、先端研究（アジア途上地域） 

HCプログラムが指定し、また HCメンバーが担当する研究支援科目、プロ

グラム科目、研究領域科目の中で、研究技法科目として相応しいと主査が

認め、学習指導が承認した科目 

３ 政策形成とソーシャルイノベ

ーション 

確率、多変量解析、時系列解析法、多変量データ分析Ａ、多変量データ分

析Ｂ、定量調査法、定性調査法、社会調査法、フィールドワーク法、デー

タベース構築法、データマイニング法、コンテンツ分析法、インターネッ

ト構成法、情報通信セキュリティ論、立法技術論、ミクロ経済Ⅲ、マクロ

経済Ⅲ、経済政策分析、政策過程論Ⅱ、公共選択論、ネットワーク社会論、

複雑性とゲーム理論、問題発見・解決のための数学リテラシー数理と社会、

数学と論理、情報数学２、ベイズ統計、環境ガバナンスのデータサイエン

ス空間モデリング、リスクと保険、非営利・公会計論、応用ミクロ経済、

計量ファイナンス、先端研究（ケースメソッド） 

その他、研究技法の習得に必要性が高いと主査が認め、学習指導が承認し

た科目 

４ 認知・意味編成モデルと身体ス

キル 

ＨＣＩ設計論、ソシオコンテンツ分析特論、ソシオセマンティクス特論、

認知・脳科学論、認知意味論、スポーツ・スキルサイエンス論、心理情報

解析特論、人間工学論、運動生理学・バイオメカ、高齢社会デザイン論、
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老年医学・老年学 

他プログラムで技法科目として認められた科目およびプログラム構成科

目のうち、研究技法の習得に必要性が高いと主査が認め、学習指導が承認

した科目。 

 

５ 

環境デザイ

ン・ガバナン

ス 

環境デザイ

ン 

概念構築、安全環境論、環境空間論、環境の変遷、建築技術論、環境デザ

イン特別演習、建築構成論、構造のデザイン、地域環境論、建築環境制御

論、都市空間の構成、ランドスケープデザイン、デザインスタディーズ、

ポピュレーションダイナミクス、建設マネージメント論、環境の力学、都

市デザイン論、応用環境デザイン（建築とランドスケープのデザイン）、

応用環境デザイン（都市環境のデザイン）、応用環境デザイン（グリーン・

アーキテクチャ・デザイン）、応用環境デザイン（総合）、都市政策、生

物多様性科学特論、環境フィールドワーク、大規模システム構築法、環境

科学技術・政策特論、グローバル環境政策特論、環境情報システム構築法、

デジタルアース論、空間モデリング特論 

他プログラムで技法科目として認められた科目およびプログラム構成科

目のうち、研究技法の習得に必要性が高いと主査が認め、学習指導が承認

した科目 

都市 

地球環境 

ｼﾞｵｲﾝﾌｫﾏﾃｨｸ

ｽ 

概念構築、安全環境論、環境空間論、環境の変遷、建築技術論、環境デザ

イン特別演習、建築構成論、構造のデザイン、地域環境論、建築環境制御

論、都市空間の構成、ランドスケープデザイン、デザインスタディーズ、

ポピュレーションダイナミクス、建設マネージメント論、環境の力学、都

市デザイン論、応用環境デザイン（建築とランドスケープのデザイン）、

応用環境デザイン（都市環境のデザイン）、応用環境デザイン（グリーン・

アーキテクチャ・デザイン）、応用環境デザイン（総合）、都市政策、デ

ジタルアース論、開発・環境モデル構築、地域開発ゲーミング、国際経済

政策、政策エコノメトリクス、国際金融論、経済政策分析、エネルギー環

境論、生物多様性科学特論、環境フィールドワーク、大規模システム構築

法、環境科学技術・政策特論、グローバル環境政策特論、環境情報システ

ム構築法、デジタルアース論、空間モデリング特論 

他プログラムで技法科目として認められた科目およびプログラム構成科

目のうち、研究技法の習得に必要性が高いと主査が認め、学習指導が承認

した科目。 

６ エクス・デザイン エンタテイメントセオリー、デザインセオリー、デジタルサウンドセオリ

ー、エンタテイメントコンテンツプロデュース論、デザイン戦略（アーキ

テクチャ）、デザイン戦略（アンビエントメディア）、デザイン戦略（ビ
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ジュアライゼーション）、デザイン戦略（インタラクション）スペキュラ

ティヴ・デザイン、HCI設計論、調査研究設計論 

その他、研究技法の習得に必要性が高いと主査が認め、学習指導が承認し

た科目 

７ サイバーインフォマティク

ス 

ＨＣＩ設計論、インターネットの進化と可能性、システムソフトウェア、

ソフトウェア開発方法論、マルチメディア知識ベース構築論、情報セキュ

リティ論、ユビキタスコンピューティングシステム論、オブジェクト指向

分析、知識発見法、自律分散協調システム論、アルゴリズム論、インター

ネットオペレーション、インターネット構成法、オブジェクト指向開発、

コンパイラ構成論、データベース構築法、ニューラルコンピューティング、

パターン情報論、ビジュアル・プログラミング、ワイヤレスシステム論、

言語の意味論、情報通信論、知識ベース論、情報数学Ⅱ(確立論、情報理

論、論理学)、プログラミング・システム・ソフトウェア、環境システム

構築法、インターネット時代のセキュリティ管理、次世代 WEBプラットフ

ォーム論、ネットワークセキュリティ、ソフトウェアセキュリティ 

他プログラムで技法科目として認められた科目のうち、研究技法の習得に

必要性が高いと主査が認め、学習指導が承認した科目 

８ 先端生命科学 数理生物学、代謝システム工学実習、プロテオーム解析実習、メタボロー

ム解析実習、バイオインフォマティクスアルゴリズム、生命科学英語、ゲ

ノムデザイン学、脊椎動物のボディプラン、先端分子細胞生物学、ゲノム

工学実習、生命分子ネットワーク 

その他、研究技法の習得に必要性が高いと主査が認め、学習指導が承認し

た科目 
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付録３．博士候補の外国語条件について 

付録３では、学科条件(外国語)の合格基準について記載する。 

a) 外国語検定試験において下記の基準を満たした場合。 

語種毎に定められた検定試験の基準（注：語学検定試験結果の有効期間は削除される） 

語種 外国語検定試験 博士候補外国語の要件 

英 語 TOEFL（SFCで実施する TOEFL-ITP

を含む） 

Computer Based TOEFL 213点以上(Paper 

Based TOEFL で受験した場合は 550 点以

上)、（Internet Based TOEFFL で受験し

た場合は 79-80 点以上） 

TOEIC 730点以上 

実用英語技能検定 準 1級以上 

IELTS バンドスコア 6 以上 

ド イ ツ 語 ドイツ語技能検定 2 級以上 

Goethe-Zertifikat 

※ゲーテ・インスティテュート 

B2 以上 

Test DaF 4 以上 

フランス語 実用フランス語技能検定 準 1級以上 

フランス文部省認定フランス語

資格（DELF/DALF） 

DELF B2以上 

フランス文部省認定フランス語

能力テスト(TCF) 

450点以上 

中 国 語 中国語検定 2 級以上 

漢語水平考試(HSK) 5 級以上 

スペイン語 スペイン語技能検定 2 級以上 

スペイン政府公認スペイン語検

定試験（DELE） 

上級（Nivel Superior）C1以上 

日本語 日本語能力試験 1 級 

朝鮮語 韓国語能力試験 3 級以上 

ハングル能力検定試験 3 級以上 

マレー・イン

ドネシア語 

インドネシア語技能検定 B 級以上 

インドネシア語能力検定 450点以上 

a)の外国語検定試験の基準を満たさない場合でも、下記のように外国語能力の実績を証明できる

場合、Research Advisory Group が総合的に外国語要件を満たしているものと判断する。（た

だし、英語の場合、TOEFL-PBT500点以上または TOEIC586点以上を最低基準とする。） 

b) 学術会議等において、外国語で筆頭者として３回以上（博士学位授与の要件の国際会

議での発表条件を含むことができる）口頭発表を行い、質疑応答をすべて外国語で行

った場合。オーラル、ポスターは問わない。 

c) 外国語を使って合計２週間以上現地調査等の活動を行った場合。（調査結果を添付す

ること） 

升川　かおる
要更新
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d) 雑誌に外国語で書かれた論文が掲載された実績がある場合。（博士学位授与の要件に

あたる論文および出版物を含めることができる）（コピーなどを添付すること） 

e) 外国語に該当する外国語スキル科目（英語の場合はプロジェクト英語、ただし、プロ

ジェクト英語 A は除く。）を。後期博士課程入学後に 2 科目以上を履修し、単位を取

得した場合。 

f) Thesis Proposalを質疑応答含めてすべて外国語でおこなった場合。（大学院セミナ

ー申請時に事前申し込み、学習指導および Research Advisory Group の了解を得る

必要がある。Thesis Proposalが不合格で外国語のみ合格する場合もあるが、外国語

が不合格の場合には、Thesis Proposal も不合格となる。） 
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付録４．教育体験の実施 

付録４－１．実施方針 

博士課程の教育体験は、教育効果を高め、その体験を実効あるものとするために、次の方針で実

施するものとする。  

 

a) 教育体験を行なう科目は、原則として、SFC専任教員(※４)が担当する SFC設置の講義

科目を対象とする。本人の研究の専門分野そのものに直接関連するテーマについて講

義するのではなく、初心者や学部１年生などを対象にした必ずしも研究専門分野でな

いものについて教授法や教育内容の工夫することを基本とする。 

b) 博士課程の学生は、事前に授業担当教員の許可を得た上で、教育体験希望科目を学事

担当に提出する。研究科委員会で希望科目を報告し、研究科委員会はそれを承認する。 

c) 教育体験を行なう学生は、１学期間、対象となる科目に関わってゆき、少なくとも、

３～４回は自ら担当するものとする。その際、担当教員は、立ち会うことを原則とす

る。 

d) 教授法、教育内容については、自ら工夫すると同時に、担当教員から適切な指導を仰

ぐこと。 

e) 該当科目を履修した学生の成績評価に教育体験する学生は加わっていくが、最終的な

責任は、担当教員にある。 

f) 学期末に教育体験の報告書を提出し、担当教員からのコメントをもらう。 

g) 履修する学生の授業評価に際しては、オプション欄に必ず、教育体験の部分に関する

評価も付け加えることとする。 

h) 教育体験の担当に対して、ＴＡとしての報酬が支払われる。 

i) 教育体験は、博士課程修了までに、必ず済ませること。 

j) 教育体験は、新１年生も行うことができる。 

(※４)訪問講師、専任教員（有期）を含む。特任教員は含まない。 

 

付録４－２．講師等の経験を持つ場合の手続き 

本塾または他の大学において、すでに講師（専任または非常勤）の経験を持つものは、「教育体

験」修了者と認める。学生は担当科目開講学期終了後、就任承諾書、講師依頼状、シラバス、時

間割表等、身分・担当科目・担当期間等の記載された書類の写しを提出すること。
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付録５．学位申請の要件 

基準１： 

認知された学会論文誌において、単記あるいは筆頭著者として、レフリー付の原著論文（※５）

（※６）が２編以上採録または採録許可であること（※７）。ただしその内１編は、条件付採録

も採録許可と同等とみなすが、最終試験までには採録が決定しているものとする。投稿予定ある

いは投稿中は不可とする。 

また、認知された国際会議等に単記あるいは筆頭者としての発表経験が１回以上あること。口頭

発表であるか、ポスター発表であるかは問わないものとする。 

 

基準２： 

認知された出版社から研究成果を著書として１編以上出版または出版決定していること。 

また、認知された国際会議等に単記あるいは筆頭者としての発表経験が１回以上あること。口頭

発表であるか、ポスター発表であるかは問わないものとする。 

 

基準３： 

認知された学会等に研究成果作品が２編以上採録または採録決定され、１編以上の作品が入賞ま

たは入賞決定していること。 

また、認知された国際会議等に単記あるいは筆頭者としての発表経験が１回以上あること。口頭

発表であるか、ポスター発表であるかは問わないものとする。 

 

基準４： 

基準１～基準３に該当せずとも、極めてユニークな（ＳＦＣらしい）研究業績を残し、その成果

を認知された場で公開していること。 

また、認知された国際会議等に単記あるいは筆頭者としての発表経験が１回以上あること。口頭

発表であるか、ポスター発表であるかは問わないものとする。 

 

（※５）ＳＦＣジャーナルの投稿論文については、内部査読者１名（シニアレフリー）、外部査

読者２名の計３名で審査する。 

（※６）解説論文はレフリー付原著論文とは認めない。 

（※７）ホワイトリストに掲載された国際会議において、筆頭者として発表した場合、基準１の

「レフリー付の原著論文が２編以上採録または採録許可」のうちの１編として、認められること

がある。 
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付録６．博士学位授与の要件 

 

基準１： 

認知された学会論文誌において、単記あるいは筆頭著者として、レフリー付の原著論文（※５）

（※６）が２編以上採録または採録許可であること（※７）。 

また、認知された国際会議等に単記あるいは筆頭者としての発表経験が１回以上あること。口頭

発表であるか、ポスター発表であるかは問わないものとする。 

 

基準２： 

認知された出版社から研究成果を著書として１編以上出版または出版決定していること。 

また、認知された国際会議等に単記あるいは筆頭者としての発表経験が１回以上あること。口頭

発表であるか、ポスター発表であるかは問わないものとする。 

 

基準３： 

認知された学会等に研究成果作品が２編以上採録または採録決定され、１編以上の作品が入賞ま

たは入賞決定していること。 

また、認知された国際会議等に単記あるいは筆頭者としての発表経験が１回以上あること。口頭

発表であるか、ポスター発表であるかは問わないものとする。 

 

基準４： 

基準１～基準３に該当せずとも、極めてユニークな（ＳＦＣらしい）研究業績を残し、その成果

を認知された場で公開していること。 

また、認知された国際会議等に単記あるいは筆頭者としての発表経験が１回以上あること。口頭

発表であるか、ポスター発表であるかは問わないものとする。 

 


