社会工学学位プログラム（博士後期課程）
Doctoral Program in Policy and Planning Sciences

ᤵ䛩䜛Ꮫ䛾ྡ⛠㻌

༤ኈ䠄♫ᕤᏛ䠅䛊㻰㼛㼏㼠㼛㼞㻌㼛㼒㻌㻼㼔㼕㼘㼛㼟㼛㼜㼔㼥㻌㼕㼚㻌㻼㼛㼘㼕㼏㼥㻌㼍㼚㼐㻌㻼㼘㼍㼚㼚㼕㼚㼓㻌㻿㼏㼕㼑㼚㼏㼑㼟䛋㻌

ேᮦ㣴ᡂ┠ⓗ㻌

㈨⏘䞉㈨※䛾䝕䝄䜲䞁䠄䝣䜯䜲䝘䞁䝇䞉᭱㐺䠅䚸✵㛫䞉⎔ቃ䛾䝕䝄䜲䞁䠄㒔ᕷィ⏬䠅䚸⤌⧊䞉
⾜ື䛾䝕䝄䜲䞁䠄⾜ື⛉Ꮫ䠅䛾 㻟 䛴䛾ศ㔝⯡䛾▱㆑䜢᭷䛧䚸ᑡ䛺䛟䛸䜒 㻝 䛴䛾ศ㔝䛷ᑓ㛛
ᐙ䛸䜆䛻䜅䛥䜟䛧䛔ᕤᏛⓗ䛺䝇䜻䝹䜢ഛ䛘䚸⮬䜙ၥ㢟Ⓨぢ䞉ၥ㢟ゎỴ䛾䝥䝻䝉䝇䜢㐙䛧
䛶䚸ᅜ㝿ⓗ䛻ホ౯䛾㧗䛔◊✲ᡂᯝ䜢ฟ䛷䛝䜛䛂ᮍ᮶ᵓ䛾䛯䜑䛾ᕤᏛ䛻❧⬮䛧䛯ၥ㢟Ⓨ
ぢ䞉ゎỴᆺேᮦ䛃䠄Ꮫᩍဨ䚸㧗ᗘᑓ㛛⫋ᴗே䚸◊✲⪅➼䠅䜢㣴ᡂ䛩䜛䚹㻌

㣴ᡂ䛩䜛ேᮦീ㻌

䛂ᮍ᮶ᵓ䛾䛯䜑䛾ᕤᏛ䛻❧⬮䛧䛯ၥ㢟Ⓨぢ䞉ゎỴᆺேᮦ䛃㻌
♫ⓗ▱㆑䚸ㄽ⌮ⓗᛮ⪃ຊ䚸ྛ✀䛾ᕤᏛⓗ䝇䜻䝹䜢ᇶ┙䛸䛩䜛䛂ၥ㢟ゎỴ⬟ຊ䛃䛸䚸䜘䜚
ᢳ㇟ⓗ䛺㇟䜢ᑐ㇟䛷䛝䜛䛂ၥ㢟Ⓨぢ⬟ຊ䛃䜢᭷䛧䚸ᕤᏛ䞉⤒῭䞉Ꮫ㝿⣔Ꮫᩍဨ䚸ᐁබ
ᗇ㛵㐃⫋ဨ䚸ᅜ㝿බົဨ䚸㻵㼀 䜶䞁䝆䝙䜰䚸⏕⏘⟶⌮䞉䝬䞊䜿䝔䜱䞁䜾ᢏ⾡⪅䚸ᨻᗓ⣔㖟⾜䚸
㔠⼥䜰䝘䝸䝇䝖䚸䝁䞁䝃䝹䝍䞁䝖䚸䝅䞁䜽䝍䞁䜽◊✲ဨ䚸㒔ᕷィ⏬䞉䜎䛱䛵䛟䜚䝁䞁䝃䝹䝍䞁䝖䚸ᘓ
タ䞉ື⏘ᴗ⏬㻛㛤Ⓨ䝥䝷䞁䝘䞊䚸䝍䜴䞁䜰䞊䜻䝔䜽䝖䚸ᅜ䞉㒔㐨ᗓ┴䞉ᕷ⏫ᮧ⏬㒊㛛බ
ົဨ➼䛸䛧䛶ά㌍䛷䛝䜛ேᮦ䚹㻌

ಟᚋ䛾㐍㊰㻌

ᕤᏛ䞉⤒῭䞉Ꮫ㝿⣔Ꮫᩍဨ䚸ᐁබᗇ㛵㐃⫋ဨ䚸ᅜ㝿බົဨ䚸㻵㼀 䜶䞁䝆䝙䜰䚸⏕⏘⟶⌮䞉
䝬䞊䜿䝔䜱䞁䜾ᢏ⾡⪅䚸ᨻᗓ⣔㖟⾜䚸㔠⼥䜰䝘䝸䝇䝖䚸䝁䞁䝃䝹䝍䞁䝖䚸䝅䞁䜽䝍䞁䜽◊✲ဨ䚸
㒔ᕷィ⏬䞉䜎䛱䛵䛟䜚䝁䞁䝃䝹䝍䞁䝖䚸ᘓタ䞉ື⏘ᴗ⏬㻛㛤Ⓨ䝥䝷䞁䝘䞊䚸䝍䜴䞁䜰䞊䜻䝔
䜽䝖䚸ᅜ䞉㒔㐨ᗓ┴䞉ᕷ⏫ᮧ⏬㒊㛛බົဨ➼㻌

䝕䜱䝥䝻䝬䞉䝫䝸䝅䞊䛻ᥖ䛢䜛㻌
▱㆑䞉⬟ຊ㻌
㻝㻚
▱䛾ᡂຊ䠖ᮍ᮶䛾♫
䛻㈉⊩䛧ᚓ䜛᪂䛯䛺▱䜢
ᡂ䛩䜛⬟ຊ㻌

ホ౯䛾ほⅬ㻌

ᑐᛂ䛩䜛䛺Ꮫಟ㻌

䐟㻌 ᪂䛯䛺▱䛾ᡂ䛸䛔䛘䜛◊✲ᡂᯝ➼䛜䛒䜛
䛛㻌
䐠㻌 ே㢮♫䛾ᮍ᮶䛻㈨䛩䜛▱䜢ᡂ䛩䜛䛣䛸
䛜ᮇᚅ䛷䛝䜛䛛㻌

♫ᕤᏛ༤ኈ≉ู₇⩦ 㻵䞉㻵㻵䞉㻵㻵㻵䞉㻵㼂䠈♫
ᕤᏛ༤ኈ≉ู◊✲ 㻵䞉㻵㻵䠈♫ᕤᏛ䜲
䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥䠈ᏛⓎ⾲䠈䝫䝇䝍䞊Ⓨ
⾲䛺䛹㻌

㻞㻚

䝬䝛䝆䝯䞁䝖⬟ຊ䠖ಠ▔ⓗ
䛺ど㔝䛛䜙ㄢ㢟䜢Ⓨぢ䛧
ゎỴ䛾䛯䜑䛾᪉⟇䜢ィ⏬
䛧ᐇ⾜䛩䜛⬟ຊ㻌

䐟㻌 㔜せ䛺ㄢ㢟䛻ᑐ䛧䛶㛗ᮇⓗ䛺ィ⏬䜢❧䛶䠈
ⓗ☜䛻ᐇ⾜䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛛㻌
䐠㻌 ᑓ㛛ศ㔝௨እ䛻䛚䛔䛶䜒ㄢ㢟䜢Ⓨぢ䛧䠈ಠ
▔ⓗ䛺ど㔝䛛䜙ゎỴ䛩䜛⬟ຊ䛿䛒䜛䛛㻌

♫ᕤᏛ༤ኈ≉ู₇⩦ 㻵䞉㻵㻵䞉㻵㻵㻵䞉㻵㼂䠈♫
ᕤᏛ༤ኈ≉ู◊✲ 㻵䞉㻵㻵䠈♫ᕤᏛ䜲
䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥䠈♫ᕤᏛ䝣䜯䝅䝸䝔䞊䝍
䞊⫱ᡂ䝥䝻䜾䝷䝮 㻵䞉㻵㻵䠈㐩ᡂᗘ⮬ᕫⅬ᳨
䛺䛹㻌

㻟㻚

䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁⬟ຊ䠖
Ꮫ⾡ⓗ ᡂᯝ 䛾ᮏ ㉁ 䜢✚
ᴟⓗ䛛䛴䜟䛛䜚䜔䛩䛟ఏ
䛘䜛⬟ຊ㻌

♫ᕤᏛ༤ኈ≉ู₇⩦ 㻵䞉㻵㻵䞉㻵㻵㻵䞉㻵㼂䠈♫
ᕤᏛ༤ኈ≉ู◊✲ 㻵䞉㻵㻵䠈♫ᕤᏛ䜲
䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥䠈䝣䜯䝅䝸䝔䞊䝍䞊⫱ᡂ䝥
䝻䜾䝷䝮 㻵䞉㻵㻵䠈ᏛⓎ⾲䠈䝫䝇䝍䞊Ⓨ⾲䛺
䛹㻌

㻠㻚

䝸䞊䝎䞊䝅䝑䝥ຊ䠖䝸䞊䝎
䞊䝅䝑䝥䜢Ⓨ䛧䛶┠ⓗ
䜢㐩ᡂ䛩䜛⬟ຊ㻌

䐟㻌 ␗ศ㔝䛾◊✲⪅䜔◊✲⪅௨እ䛾ே䛻ᑐ䛧
䛶䠈◊✲ෆᐜ䜔ᑓ㛛▱㆑䛾ᮏ㉁䜢ศ䛛䜚䜔
䛩䛟ㄽ⌮ⓗ䛻ㄝ᫂䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛛㻌
䐠㻌 ᑓ㛛ศ㔝䛾◊✲⪅➼䛻⮬ศ䛾◊✲ᡂᯝ䜢
✚ᴟⓗ䛻ఏ䛘䜛䛸䛸䜒䛻䠈㉁ၥ䛻ⓗ☜䛻⟅䛘
䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛛㻌
䐟㻌 㨩ຊⓗ䛛䛴ㄝᚓຊ䛾䛒䜛┠ᶆ䜢タᐃ䛩䜛䛣
䛸䛜䛷䛝䜛䛛㻌
䐠㻌 ┠ᶆ䜢ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑䛾యไ䜢ᵓ⠏䛧䠈䝸䞊䝎
䞊䛸䛧䛶┠ⓗ䜢㐩ᡂ䛩䜛⬟ຊ䛜䛒䜛䛛㻌

㻡㻚

㝿ᛶ䠖ᅜ㝿ⓗ䛻άື䛧ᅜ
㝿♫䛻㈉⊩䛩䜛㧗䛔ព
㆑䛸ពḧ㻌

䐟㻌 ᅜ㝿♫䜈䛾㈉⊩䜔ᅜ㝿ⓗ䛺άື䛻ᑐ䛩
䜛㧗䛔ព㆑䛸ពḧ䛜䛒䜛䛛㻌
䐠㻌 ᅜ㝿ⓗ䛺ሗ㞟䜔⾜ື䛻༑ศ䛺ㄒᏛຊ
䜢᭷䛩䜛䛛㻌

㻢㻚

◊✲ຊ䠖♫ᕤᏛศ㔝䛻
䛚䛡䜛᭱᪂䛾ᑓ㛛▱㆑䛻
ᇶ䛵䛔䛶ඛ➃ⓗ䛺◊✲
ㄢ㢟䜢タᐃ䛧䚸⮬❧䛧䛶
◊✲ィ⏬䜢㐙⾜䛷䛝䜛⬟
ຊ㻌

䐟㻌 ♫ᕤᏛศ㔝䛾◊✲ㄢ㢟䜢㐺ษ䛻タᐃ䛷
䛝䠈䛭䛾◊✲䜢⾜䛖䛯䜑䛾㧗ᗘ䛺ᢏ⾡䛿䛒䜛
䛛㻌
䐠㻌 ♫ᕤᏛศ㔝䛾ඛ➃ⓗ◊✲䜢㐙⾜䛧䛶⊂
ⓗ䛺ᡂᯝ䜢ୖ䛢䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛛㻌
䐡㻌 ᅜ㝿㆟➼䛻䛚䛔䛶ⱥㄒ䛷◊✲ᡂᯝ䜢Ⓨ
⾲䛧㆟ㄽ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛛㻌

134

♫ᕤᏛ༤ኈ≉ู₇⩦ 㻵䞉㻵㻵䞉㻵㻵㻵䞉㻵㼂䠈♫
ᕤᏛ༤ኈ≉ู◊✲ 㻵䞉㻵㻵䠈♫ᕤᏛ䜲
䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥䠈♫ᕤᏛ䝣䜯䝅䝸䝔䞊䝍
䞊⫱ᡂ䝥䝻䜾䝷䝮 㻵㻵㻵䞉㼂㻵䠈Ꮫ㝔ඹ㏻⛉
┠䠄㻶㻭㻼㻵㻯 ⛉┠䠅䠈㼀㻭䠄Ꮫ㝔䝉䝭䝘䞊
➼䠅⤒㦂䠈䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾ཧຍ⤒㦂䛺䛹㻌
♫ᕤᏛ༤ኈ≉ู₇⩦ 㻵䞉㻵㻵䞉㻵㻵㻵䞉㻵㼂䠈♫
ᕤᏛ༤ኈ≉ู◊✲ 㻵䞉㻵㻵䠈Ꮫ㝔ඹ㏻
⛉┠䠄ᅜ㝿ᛶ㣴ᡂ⛉┠⩌㻌 䠅䠈♫ᕤᏛ
䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥䠈♫ᕤᏛ䝣䜯䝅䝸䝔䞊
䝍䞊⫱ᡂ䝥䝻䜾䝷䝮 㻵㻵㻵䞉㼂㻵䠈ᅜ㝿ⓗ䛺ά
ື䜢క䛖⛉┠䠈ᅜእ䛷䛾άື⤒㦂䠈እᅜ
ே䠄␃Ꮫ⏕䜢ྵ䜐䠅䛸䛾ඹྠ◊✲䠈
㼀㻻㻱㻵㻯 ᚓⅬ䠈ᅜ㝿㆟Ⓨ⾲䠈ⱥㄒㄽᩥ
䛺䛹㻌
♫ᕤᏛ༤ኈ≉ู₇⩦ 㻵䞉㻵㻵䞉㻵㻵㻵䞉㻵㼂䠈♫
ᕤᏛ༤ኈ≉ู◊✲ 㻵䞉㻵㻵䠈♫ᕤᏛ䝣䜯
䝅䝸䝔䞊䝍䞊⫱ᡂ䝥䝻䜾䝷䝮 㻵䞉㻵㻵䠈♫ᕤ
Ꮫ༤ኈ≉ู₇⩦ 㻵ࠥ㻵㼂䠈Ꮫㄅㄽᩥᇳ
➹䠈ᏛⓎ⾲䠈䝫䝇䝍䞊Ⓨ⾲䛺䛹㻌

㻣㻚

ᑓ㛛▱㆑䠖♫ᕤᏛศ㔝
䛻䛚䛡䜛ඛ➃ⓗ䛛䛴㧗ᗘ
䛺ᑓ㛛▱㆑䛸㐠⏝⬟ຊ㻌

㻤㻚

⌮ほ䠖♫ᕤᏛศ㔝䛾
㧗ᗘᑓ㛛⫋ᴗே䛻䜅䛥䜟
䛧䛔⌮ほ䛸⌮ⓗ▱㆑㻌

䐟㻌 ♫⌧㇟⌮ゎ䠄㻲㼕㼚㼐䠅䠖♫ᕤᏛศ㔝䛻䛚䛡
䜛ᇶᮏⓗ䛺⌮ㄽ䜔⤒㦂๎䛻䛴䛔䛶䛾㧗ᗘ䛺
▱㆑䛻䜒䛸䛵䛝䠈♫⌧㇟䜢₇⧢ⓗ䛻⌮ゎ
䛷䛝䜛䛛㻌
䐠㻌 䝕䞊䝍ゎᯒ䠄㻭㼚㼍㼘㼥㼦㼑䠅䈈䝕䞊䝍䛾ศᯒ䛻ᇶ
䛵䛝♫⌧㇟䜢ᖐ⣡ⓗ䛻⌮ゎ䛷䛝䜛䛛㻌
䐡㻌 ไᗘタィ䠄㻼㼘㼍㼚䠅䈈♫⌧㇟䛾⌮ゎ䛻䜒䛸䛵
䛝♫䜢ᨵ㠉䛩䜛ไᗘ䜢タィ䛷䛝䜛䛛㻌
䐢㻌 ᐇ㦂䛸ᥦゝ䠄㻰㼛䠅䈈タィ䛧䛯ไᗘ䛻䜒䛸䛵䛝
ලయⓗ䛺ᥦゝ䜔♫ᐇ㦂䜢⾜䛘䜛䛛㻌
䐣㻌 ホ౯䛸 ᐃ䠄㻿㼑㼑䠅䈈♫ᐇ㦂䜔ᥦゝ䛾⤖ᯝ
䜢⮬䜙ᢈุⓗ䛻 ᐃ䞉ホ౯䛧䠈♫⌧㇟⌮ゎ
䜢῝䛥䛫䜙䜜䜛䛛㻌
䐟㻌 ◊✲⪅⌮䛚䜘䜃ᢏ⾡⪅⌮䛻䛴䛔䛶⌮
ゎ䛧䠈㑂Ᏺ䛧䛶䛔䜛䛛㻌
䐠㻌 䝠䝖䜢ᑐ㇟䛸䛩䜛◊✲䛻㛵䛩䜛⌮䛸◊✲䛻
ᚲせ䛺ᡭ⥆䛝䛻䛴䛔䛶⌮ゎ䛧䛶䛔䜛䛛㻌

♫ᕤᏛ≉ูㅮ⩏䠈♫ᕤᏛ䜲䞁䝍䞊
䞁䝅䝑䝥䠈♫ᕤᏛ≉ู₇⩦ 㻵ࠥ㻵㼂䠈Ꮫ
Ⓨ⾲䠈䝫䝇䝍䞊Ⓨ⾲䛺䛹㻌

♫ᕤᏛ༤ኈ≉ู₇⩦ 㻵䞉㻵㻵䞉㻵㻵㻵䞉㻵㼂䠈♫
ᕤᏛ༤ኈ≉ู◊✲ 㻵䞉㻵㻵䠈♫ᕤᏛ䝣䜯
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以下の評価項目すべてが満たされていると認められるものを合格とする。
＜学位論文の審査に係る基準＞
䠘Ꮫㄽᩥ䛾ᑂᰝ䛻ಀ䜛ᇶ‽䠚㻌
1．
研究テーマの意義 ： 社会の諸事象に関わる問題を発見し、それを解決することが学術的、もしくは、社会に対する貢献に繋が
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る十分な意義を有すると認められるか。
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2．
先行研究の理解 ： 研究テーマと関連する既存の理論と研究を広範かつ精確に把握し、客観的に評価が行われているかが問
㻞䠊ඛ⾜◊✲䛾⌮ゎ䠖◊✲䝔䞊䝬䛸㛵㐃䛩䜛᪤Ꮡ䛾⌮ㄽ䛸◊✲䜢ᗈ⠊䛛䛴⢭☜䛻ᢕᥱ䛧䚸ᐈほⓗ䛻ホ౯䛜⾜䜟䜜䛶䛔䜛䛛䛜ၥ
われる。また、その理解にもとづき、自己の研究が文献に対していかなるユニークな貢献を果たし得るのか、社会
・ 経済、都市
䜟䜜䜛䚹䜎䛯䚸䛭䛾⌮ゎ䛻䜒䛸䛵䛝䚸⮬ᕫ䛾◊✲䛜ᩥ⊩䛻ᑐ䛧䛶䛔䛛䛺䜛䝴䝙䞊䜽䛺㈉⊩䜢ᯝ䛯䛧ᚓ䜛䛾䛛䚸♫䞉⤒῭䚸㒔ᕷ
環境、経営組織とそこで働く人々にとって如何なる貢献或いは価値を持ち得るか、等について深く議論されているか。
⎔ቃ䚸⤒Ⴀ⤌⧊䛸䛭䛣䛷ാ䛟ே䚻䛻䛸䛳䛶ዴఱ䛺䜛㈉⊩ᡈ䛔䛿౯್䜢ᣢ䛱ᚓ䜛䛛䚸➼䛻䛴䛔䛶῝䛟㆟ㄽ䛥䜜䛶䛔䜛䛛䚹㻌
3．研究方法の理解と妥当性 ： 研究テーマを探求するための方法 （論証、実験、シミュレーション、調査、サーベイ等の設計とデ
㻟䠊◊✲᪉ἲ䛾⌮ゎ䛸ጇᙜᛶ䠖◊✲䝔䞊䝬䜢᥈ồ䛩䜛䛯䜑䛾᪉ἲ䠄ㄽド䚸ᐇ㦂䚸䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䚸ㄪᰝ䚸䝃䞊䝧䜲➼䛾タィ䛸䝕
ータの解析、等） を深く理解し、研究テーマの探求に向け、それを使いこなすスキルを十分に修得したと評価し得るか。
䞊䝍䛾ゎᯒ䚸➼䠅䜢῝䛟⌮ゎ䛧䚸◊✲䝔䞊䝬䛾᥈ồ䛻ྥ䛡䚸䛭䜜䜢䛔䛣䛺䛩䝇䜻䝹䜢༑ศ䛻ಟᚓ䛧䛯䛸ホ౯䛧ᚓ䜛䛛䚹㻌
4．研究結果の提示と解釈の妥当性 ： 研究結果を学術的に提示するスキル、及びそれを演繹的、或いは帰納的に解釈する思考
㻠䠊◊✲⤖ᯝ䛾ᥦ♧䛸ゎ㔘䛾ጇᙜᛶ䠖◊✲⤖ᯝ䜢Ꮫ⾡ⓗ䛻ᥦ♧䛩䜛䝇䜻䝹䚸ཬ䜃䛭䜜䜢₇⧢ⓗ䚸ᡈ䛔䛿ᖐ⣡ⓗ䛻ゎ㔘䛩䜛ᛮ⪃
力を備えていると評価し得るか。
ຊ䜢ഛ䛘䛶䛔䜛䛸ホ౯䛧ᚓ䜛䛛䚹㻌
5．研究総括：上記 1 〜 4 のステップを俯瞰し、また、自己の研究の強みと弱みを客観的に評価したうえで、学術的貢献性、及び、
㻡䠊◊✲⥲ᣓ䠖ୖグ
㻝䡚㻠 䛾䝇䝔䝑䝥䜢ಠ▔䛧䚸䜎䛯䚸⮬ᕫ䛾◊✲䛾ᙉ䜏䛸ᙅ䜏䜢ᐈほⓗ䛻ホ౯䛧䛯䛖䛘䛷䚸Ꮫ⾡ⓗ㈉⊩ᛶ䚸ཬ
将来の研究動向に向けて意義のある議論を展開出来ているか。
䜃䚸ᑗ᮶䛾◊✲ືྥ䛻ྥ䛡䛶ព⩏䛾䛒䜛㆟ㄽ䜢ᒎ㛤ฟ᮶䛶䛔䜛䛛䚹㻌
6．オリジナリティ
： 既存の知見に対して新知識を付加するオリジナル ・ リサーチと呼ぶにふさわしいか。
㻢䠊䜸䝸䝆䝘䝸䝔䜱䠖᪤Ꮡ䛾▱ぢ䛻ᑐ䛧䛶᪂▱㆑䜢ຍ䛩䜛䜸䝸䝆䝘䝹䞉䝸䝃䞊䝏䛸䜆䛻䜅䛥䜟䛧䛔䛛䚹㻌
7．
論文の形式 ： 論文に用いられた文章表現の的確さ、図表 ・ 文献の提示や引用、及び文献リストの作成が学術論文としてふさ
㻣䠊ㄽᩥ䛾ᙧᘧ䠖ㄽᩥ䛻⏝䛔䜙䜜䛯ᩥ❶⾲⌧䛾ⓗ☜䛥䚸ᅗ⾲䞉ᩥ⊩䛾ᥦ♧䜔ᘬ⏝䚸ཬ䜃ᩥ⊩䝸䝇䝖䛾సᡂ䛜Ꮫ⾡ㄽᩥ䛸䛧䛶䜅䛥
わしい水準に達しているか。
䜟䛧䛔Ỉ‽䛻㐩䛧䛶䛔䜛䛛䚹㻌
＜最終試験に係る基準＞
䠘᭱⤊ヨ㦂䛻ಀ䜛ᇶ‽䠚㻌
1．【研究力】社会工学分野における最新の専門知識に基づいて先端的な研究課題を設定し、
自立して研究計画を遂行できるか。
㻝䠊䛆◊✲ຊ䛇♫ᕤᏛศ㔝䛻䛚䛡䜛᭱᪂䛾ᑓ㛛▱㆑䛻ᇶ䛵䛔䛶ඛ➃ⓗ䛺◊✲ㄢ㢟䜢タᐃ䛧䚸⮬❧䛧䛶◊✲ィ⏬䜢㐙⾜䛷䛝䜛
2．【専門知識】
社会工学分野における先端的かつ高度な専門知識と運用能力を有しているか。
3．【倫理観】 社会工学分野の高度専門職業人にふさわしい倫理観と倫理的知識を有しているか。
䛛䚹㻌
＜学位論文が満たすべき水準、審査委員の体制、審査方法及び項目等＞
㻞䠊䛆ᑓ㛛▱㆑䛇♫ᕤᏛศ㔝䛻䛚䛡䜛ඛ➃ⓗ䛛䛴㧗ᗘ䛺ᑓ㛛▱㆑䛸㐠⏝⬟ຊ䜢᭷䛧䛶䛔䜛䛛䚹㻌
博士論文審査委員会の審査委員は、主査１名、副査 3 名以上の構成とする。主査ならびに副査２名以上はシステム情報工学
㻟䠊䛆⌮ほ䛇♫ᕤᏛศ㔝䛾㧗ᗘᑓ㛛⫋ᴗே䛻䜅䛥䜟䛧䛔⌮ほ䛸⌮ⓗ▱㆑䜢᭷䛧䛶䛔䜛䛛䚹㻌
研究群大学院担当教員とし、副査の内１名以上は社会工学学位プログラム担当以外から選出する。
䠘Ꮫㄽᩥ䛜‶䛯䛩䜉䛝Ỉ‽䚸ᑂᰝጤဨ䛾యไ䚸ᑂᰝ᪉ἲཬ䜃㡯┠➼䠚㻌
主査は、博士論文審査委員会を開催し、学位論文の審査に係る基準に従い論文を審査し、合否判定を行う。上記
1. 〜 7. の
༤ኈㄽᩥᑂᰝጤဨ䛾ᑂᰝጤဨ䛿䚸ᰝ䠍ྡ䚸ᰝ䠐ྡ௨ୖ䛾ᵓᡂ䛸䛩䜛䚹ᰝ䛺䜙䜃䛻ᰝ䠎ྡ௨ୖ䛿䝅䝇䝔䝮ሗᕤᏛ
評価項目すべてについて、学位論文 （博士） としての水準に達していると認められるものを、最終 （口述） 試験を経た上で合格と
◊✲⩌Ꮫ㝔ᢸᙜᩍဨ䛸䛧䚸ᰝ䛾ෆ䠍ྡ௨ୖ䛿♫ᕤᏛᏛ䝥䝻䜾䝷䝮ᢸᙜ௨እ䛛䜙㑅ฟ䛩䜛䚹㻌
する。
ᰝ䛿䚸༤ኈㄽᩥᑂᰝጤဨ䜢㛤ദ䛧䚸Ꮫㄽᩥ䛾ᑂᰝ䛻ಀ䜛ᇶ‽䛻ᚑ䛔ㄽᩥ䜢ᑂᰝ䛧䚸ྜྰุᐃ䜢⾜䛖䚹ୖグ 㻝㻚䡚㻣㻚䛾
ホ౯㡯┠䛩䜉䛶䛻䛴䛔䛶䚸Ꮫㄽᩥ䠄༤ኈ䠅䛸䛧䛶䛾Ỉ‽䛻㐩䛧䛶䛔䜛䛸ㄆ䜑䜙䜜䜛䜒䛾䜢䚸᭱⤊䠄ཱྀ㏙䠅ヨ㦂䜢⤒䛯ୖ䛷ྜ᱁䛸
䛩䜛䚹㻌
䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉䝫䝸䝅䞊㻌
䛂ᮍ᮶ᵓ䛾䛯䜑䛾ᕤᏛ䛻❧⬮䛧䛯ၥ㢟Ⓨぢ䞉ゎỴᆺேᮦ䛃䛸䛧䛶ၥ㢟䜢Ⓨぢ䛧ᐃᘧ䞉ᢳ㇟䛷䛝䜛䜘䛖䛺䛂ၥ㢟Ⓨぢ⬟ຊ䛃
䜢⫱䜐䛯䜑䚸௨ୗ䛾୕䛴䛾ᰕ䛛䜙䛺䜛ᩍ⫱ㄢ⛬䜢⦅ᡂ䛧䚸䐟㈨⏘䞉㈨※䛾䝕䝄䜲䞁䠄䝣䜯䜲䝘䞁䝇䠋᭱㐺䠅䐠✵㛫䞉⎔ቃ䛾䝕
䝄䜲䞁䠄㒔ᕷィ⏬䠅䐡⤌⧊䞉⾜ື䛾䝕䝄䜲䞁䠄⾜ື⛉Ꮫ䠅䛻㛵䛩䜛ᑓ㛛▱㆑䛸◊✲⬟ຊ䚸ᕤᏛศ㔝䛾ᖜᗈ䛔ᇶ♏▱㆑䛸⌮ほ䜢
ഛ䛘䜛䛸䛸䜒䛻䚸⌮ᕤሗ⏕䛾୰䛾」ᩘศ㔝䛻䜟䛯䜛ᗈ䛔ど㔝䛻❧䛳䛶ၥ㢟䜢Ⓨぢ䛧ゎỴ䛷䛝䜛㧗ᗘᑓ㛛⫋ᴗே䜢㣴ᡂ䛩
䜛䛯䜑䛾ᩍ⫱䜢⾜䛖䚹㻌
䞉Ꮫ㝔ඹ㏻⛉┠䜔Ꮫ⾡㝔ඹ㏻ᑓ㛛ᇶ┙⛉┠䚸◊✲⩌ඹ㏻⛉┠⩌䛾ಟᚓ䛻䜘䜛ᖜᗈ䛔▱㆑䛾ಟᚓ㻌
䞉䝸䝃䞊䝏䝴䝙䝑䝖➼䜢ά⏝䛧䛯」║ⓗ䛺◊✲ᣦᑟ㻌
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䞉⮬䜙◊✲ㄢ㢟䜢タᐃ䛧◊✲᪉ἲ䜢ᵓ⠏䛷䛝䜛ຊ䜢㣴ᡂ䛩䜛䝬䝛䝆䝯䞁䝖⬟ຊ⫱ᡂ䝥䝻䜾䝷䝮䛾ᥦ౪䜢⾜䛔䚸ၥ㢟Ⓨぢ⬟ຊ
䛾ಟᚓ䜢ᨭ䛩䜛䚹㻌
䜎䛯䚸䛣䜜䜙䜢ᶆ‽ⓗ䛺 㻟 ᖺ㛫䛷ᒚಟ䛩䜛䝁䞊䝇௨እ䛻䚸㻝 ᖺ䛷ಟ䛩䜛䛣䛸䛜ྍ⬟䛺᪩ᮇಟ䝁䞊䝇䚸㻡 ᖺ㛫䛷ಟ䛩䜛䛣
䛸䛜ྍ⬟䛺㛗ᮇ䝁䞊䝇䚸䛥䜙䛻༤ኈ๓ᮇ䛛䜙୍㈏ 㻟 ᖺ䛷ಟ䛩䜛䝁䞊䝇䠄㻿 䝁䞊䝇䠅䚸ྠ䛨䛟 㻠 ᖺ䛷ಟ䛩䜛䝁䞊䝇䠄㻭 䝁䞊䝇䠅䚸㻡
ᖺ䛷ಟ䛩䜛䝁䞊䝇䠄ᶆ‽䝁䞊䝇䠅䚸䛸ከᵝ䛺Ꮫಟ䛜ྍ⬟䛺ㄢ⛬䜢⦅ᡂ䛩䜛䚹㻌
ᩍ⫱ㄢ⛬䛾㻌
䠄ỗ⏝ⓗ▱㆑䞉⬟ຊ䠅䛻䛴䛔䛶䛿䚸㻌
⦅ᡂ᪉㔪㻌
䞉ᑓ㛛⛉┠䠄㑅ᢥ䠅䚸◊✲⩌ඹ㏻⛉┠⩌䠄༤ኈ๓ᮇㄢ⛬䠅䚸Ꮫ㝔ඹ㏻⛉┠䚸Ꮫ⾡㝔ඹ㏻ᑓ㛛ᇶ┙⛉┠䛾ᒚ
ಟ䛻䜘䜚ỗ⏝ⓗ▱㆑䜢㌟䛻䛴䛡䜛䚹㻌
䞉┤᥋䛻◊✲䛻ྲྀ䜚⤌䜐䛂♫ᕤᏛ༤ኈ≉ู₇⩦ 㻵ࠥ㻵㼂䛃䛂♫ᕤᏛ༤ኈ≉ู◊✲ 㻵䞉㻵㻵䛃䛻䜘䜚▱䛾ᡂຊ䜢
㌟䛻䛴䛡䜛䚹㻌
䞉䛂♫ᕤᏛ䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥䛃䛂♫ᕤᏛ䝣䜯䝅䝸䝔䞊䝍䞊⫱ᡂ䝥䝻䜾䝷䝮䛃⛉┠⩌䛻䜘䜚䚸䝬䝛䝆䝯䞁䝖⬟ຊ䞉䝁䝭
䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁⬟ຊ䞉䝏䞊䝮䝽䞊䜽ຊ䜢㌟䛻䛡䜛䚹㻌
䞉␃Ꮫ⏕䛸䜰䜽䝔䜱䝤䞉䝷䞊䝙䞁䜾䜢䜾䝹䞊䝥䞉䝽䞊䜽䛷ᐇ䛩䜛䛂♫ᕤᏛ䝣䜯䝅䝸䝔䞊䝍䞊⫱ᡂ䝥䝻䜾䝷䝮䛃⛉
┠⩌䚸ᅜ㝿ⓗ䛺◊✲≧ἣ䜢๓ᥦ䛻䛧䛶┤᥋䛻◊✲䛻ྲྀ䜚⤌䜐䛂♫ᕤᏛ༤ኈ≉ู₇⩦ 㻵ࠥ㻵㼂䛃䛂♫ᕤᏛ
༤ኈ≉ู◊✲ 㻵䞉㻵㻵䛃䛻䜘䜚ᅜ㝿ᛶ䜢㌟䛻䛡䜛䚹㻌
䠄ᑓ㛛ⓗ▱㆑䞉⬟ຊ䠅䛻䛴䛔䛶䛿䚸㻌
䛂♫ᕤᏛ༤ኈ≉ู₇⩦䛃䛂♫ᕤᏛ༤ኈ≉ู◊✲䛃䛺䛹䛾ᒚಟ䛻䜘䜚◊✲ຊ䜢㌟䛻䛡䜛䚹㻌
䞉♫ᕤᏛ䛻㛵䛩䜛᭱᪂䛛䛴㧗ᗘᑓ㛛ⓗ䛺▱㆑䜢ᩍᤵ䛩䜛䛂♫ᕤᏛ≉ูㅮ⩏ 㻵ࠥ㻵㻵䛃䛺䛹䛾◊✲⩌ඹ㏻⛉
┠⩌䛻䜘䜚◊✲䛻ᚲせ䛺ᑓ㛛▱㆑䜢㌟䛻䛴䛡䜛䚹㻌
䞉䛂♫ᕤᏛ䜲䞁䝍䞊䞁䝅䝑䝥䛃䛂♫ᕤᏛ䝣䜯䝅䝸䝔䞊䝍䞊⫱ᡂ䝥䝻䜾䝷䝮䛃⛉┠⩌䛻䜘䜚≉䛻♫䛾୰䛷άື
䛩䜛䛻ᚲせ䛸䛺䜛⌮ほ䜢䚸┤᥋䛻◊✲䛻ྲྀ䜚⤌䜐䛂♫ᕤᏛ༤ኈ≉ู₇⩦ 㻵ࠥ㻵㼂䛃䛂♫ᕤᏛ༤ኈ≉ู
◊✲ 㻵䞉㻵㻵䛃䛻䜘䜚◊✲䛻㛵䛩䜛⌮ほ䜢㌟䛻䛡䜛䚹㻌
Ꮫಟ䛾᪉ἲ㻌
䞉䝥䝻䝉䝇㻌

Ꮫಟᡂᯝ䛾㻌
ホ౯㻌

䞉ᒚಟ䝰䝕䝹䐟䠖Ꮫ㝔ᩍဨ䚸ᒚಟ䝰䝕䝹䐠䠖䝅䞁䜽䝍䞁䜽䛾௵◊✲ဨ䜢ཧ⪃䛻䚸ᑓ㛛⛉┠䠄㻢 ༢௨ୖ䠅䜢
䛻 㻝 ᖺḟ䛻ᒚಟ䛩䜛䚹㻌
䞉ୖグ䛸୪⾜䛧䛶ᣦᑟᩍဨ䛺䜙䜃䛻䝸䝃䞊䝏䝴䝙䝑䝖䛺䛹䛾◊✲⪅㞟ᅋ䛻䜘䜛」║ⓗ䛺༤ኈㄽᩥ䛾ᣦᑟ䛜⾜䜟
䜜䚸ྛ◊✲ㄢ㢟䛻䛴䛔䛶◊✲䜢㐍䜑䚸ㄽᩥᇳ➹䛻䛛䛛䜛ᑓ㛛⛉┠ 㻝㻞 ༢䜢ᒚಟ䛩䜛䚹㻌
䞉ᒚಟ䛺䜙䜃䛻༤ኈㄽᩥ䛾㐍ᤖ䛻䛴䛔䛶䛿䚸♫ᕤᏛ༤ኈ≉ู₇⩦ 㻵䠄䠍ᖺḟᏛᮇ䜢ᐃ䠅䚸♫ᕤᏛ༤ኈ
≉ู₇⩦ 㻵㻵䠄䠍ᖺḟ⛅Ꮫᮇ䜢ᐃ䠅䚸♫ᕤᏛ༤ኈ≉ู₇⩦ 㻵㻵㻵䠄䠎ᖺḟᏛᮇ䜢ᐃ䠅䚸♫ᕤᏛ༤ኈ≉ู
₇⩦ 㻵㼂䠄䠎ᖺḟ⛅Ꮫᮇ䜢ᐃ䠅䛾䠐䛴䛾ẁ㝵䛷䚸䜰䝗䝞䜲䝄䝸䞊䞉䜾䝹䞊䝥䛻䜘䜛ᑂᰝ䞉ホ౯䜢ཷ䛡䜛䚹㻌
䞉䛥䜙䛻♫ᕤᏛ༤ኈ≉ู◊✲ 㻵 䛻䛚䛡䜛ㄽᩥᑂᰝጤဨ䛻䜘䜛ணഛᑂᰝ䚸♫ᕤᏛ༤ኈ≉ู◊✲ 㻵㻵 䛻䛚
䛡䜛᭱⤊ヨ㦂䛾䠎䛴䛾ẁ㝵䜢⤒䛶䚸Ꮫᑂᰝ䛜⾜䜟䜜䜛䚹㻌

䜰䝗䝭䝑䝅䝵䞁䞉䝫䝸䝅䞊㻌
ồ䜑䜛ேᮦ㻌

ධᏛ⪅㑅ᢤ㻌
᪉㔪㻌

㻌
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ᕤᏛⓗᇶ♏⬟ຊ䠄ᩘᏛ䛒䜛䛔䛿ㄽ⌮ⓗᛮ⪃ຊ䠅ཬ䜃㈨⏘䞉㈨※䛾䝕䝄䜲䞁䠄䝣䜯䜲䝘䞁䝇䞉᭱㐺䠅䚸✵㛫䞉
⎔ቃ䛾䝕䝄䜲䞁䠄㒔ᕷィ⏬䠅䚸⤌⧊䞉⾜ື䛾䝕䝄䜲䞁䠄⾜ື⛉Ꮫ䠅䛾 㻟 䛴䛾ศ㔝⯡䛾▱㆑䜢᭷䛧䚸䛖䛱 㻝 䛴䛾
ศ㔝䛻㛵䛩䜛ᑓ㛛ⓗ▱㆑䜢ഛ䛘䜛䛸ඹ䛻䚸༤ኈ๓ᮇㄢ⛬䜎䛯䛿ಟኈㄢ⛬ಟ⪅⛬ᗘ䛾ၥ㢟ゎỴ⬟ຊ䜢᭷䛩
䜛ேᮦ䜢ồ䜑䜛䚹㻌
・ 学内外から優秀かつ多様な人材を受け入れるため、内部進学制度選抜、一般入試、及び、社会人特別選抜
䞉Ꮫෆእ䛛䜙ඃ⚽䛛䛴ከᵝ䛺ேᮦ䜢ཷ䛡ධ䜜䜛䛯䜑䚸ෆ㒊㐍Ꮫไᗘ㑅ᢤ䚸୍⯡ධヨ䚸ཬ䜃䚸♫ே≉ู㑅ᢤ
➼䚸ᮇ䛚䜘䜃ᐃဨ䛾␗䛺䜛」ᩘ䛾ධᏛヨ㦂䜢ᐇ䛩䜛䚹㻌
等、時期および定員の異なる複数の入学試験を実施する。
䞉ධヨ䛾✀ู䛻㛵䜟䜙䛪ཱྀ㏙ヨ㦂䜢ᚲ㡲䛸䛩䜛䚹㻌
・ 入試の種別に関わらず口述試験を必須とする。
䞉እᅜㄒ䛾ᡂ⦼䛻䛿
㼀㻻㻱㻵㻯 䛾බᘧㄆᐃド䛒䜛䛔䛿
㼀㻻㻱㻲㻸 䛾ཷ㦂⪅⏝䝇䝁䜰⚊䜢⏝䛩䜛䚹㻌
・ 内部進学制度選抜では、社会工学位プログラム
（博士前期課程）
の修了予定者の中から、高い基礎力及び
䞉ෆ㒊㐍Ꮫไᗘ㑅ᢤ䛷䛿䚸♫ᕤᏛ䝥䝻䜾䝷䝮䠄༤ኈ๓ᮇㄢ⛬䠅䛾ಟணᐃ⪅䛾୰䛛䜙䚸㧗䛔ᇶ♏ຊཬ䜃
研究能力を備えた人材を選抜する。
◊✲⬟ຊ䜢ഛ䛘䛯ேᮦ䜢㑅ᢤ䛩䜛䚹㻌
・ 一般入試では、一定の基礎力及び研究能力を備えた人材を選抜する。
䞉୍⯡ධヨ䛷䛿䚸୍ᐃ䛾ᇶ♏ຊཬ䜃◊✲⬟ຊ䜢ഛ䛘䛯ேᮦ䜢㑅ᢤ䛩䜛䚹㻌
・ 社会人特別選抜では、基礎力及び研究能力に加え、社会人としての実績や経験を評価する。
䞉♫ே≉ู㑅ᢤ䛷䛿䚸ᇶ♏ຊཬ䜃◊✲⬟ຊ䛻ຍ䛘䚸♫ே䛸䛧䛶䛾ᐇ⦼䜔⤒㦂䜢ホ౯䛩䜛䚹㻌
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