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Waseda Vision 150 法学学術院の将来構想の進捗状況報告 

 

１．２０１５年度報告 

 

（法学部） 

（１）法学部を取り巻く環境の変化を踏まえた中長期的な将来構想の検討を法学部将来構想委員会のも

とで進める一方、法学部、法学研究科、法務研究科、比較法研究所の間での連携を一層深化させながら

Waseda Vision 150 教育システム計画調書の作成・再作成を通じて「先端比較法教育システム」を立案

した。 

（２）2015 年度には法律科目担当の助教 2 名（女性・外国人）を採用するとともに、2018～2021 年度

人事計画（20 ないし 21 枠）を策定した。 

（３）引き続き、2013 年度から移行した新カリキュラムの円滑な実施を図った。平行して、コース制（履

修モデルの多様化）、ゼミ・ゼミ論文、英語による法律科目の体系化、法律科目と語学教養科目との連携、

キャリア教育等のカリキュラム上の課題を明確化した。 

（４）早大法学部が旧司法試験以来担ってきた法曹養成という社会的使命を果たしていくために、法務

研究科と連携して、改めて学部学生に法曹への関心を喚起すべく、2016 年度から｢導入講義(選択)法曹の

仕事を知る｣を開設することを決定した。 

（５）英語による法律科目の授業の受講者数は 10 科目で 203 名であった。前年より科目数はプラス 2、

受講者数は対前年比 150％である。 

（６）基本六法科目について学生の質問に TA（院生）が回答する「学習相談室」による学習支援体制を

継続した。 

（７）入試に関して、新たな指定校推薦の方式の実施に踏み込み、従来の指定校推薦制度では掬い上げ

ることのできなかったタイプや辞退校からの掘り起しを狙った。 

（８）助手の位置づけ、MD 一貫制度、博士学位等の変化に鑑み、新助手制度を策定し、それに基づき

助手 5 名の採用（2016 年 4 月 1 日嘱任）を決定した。 

（９）語学教養科目人事の凍結を解除しつつ、その一定枠を学部戦略人事枠へ転換した。 

 

（法学研究科） 

（１）教務委員会、LL.M.制度等構想委員会における検討成果を踏まえ、「Waseda Vision 150 教育シス

テム 計画調書」における先端比較法学 LLM プログラム（仮称）として構想する場合の制度設計を示し、

理事会から一定の評価を得た。 

（２）教務委員会と LL.M.制度等構想委員会の合同会議を開催し、法研 LL.M.プログラムの設置を前提

として具体的プログラムの検討を開始する旨の了承を得、その内容は、法研運営委員会における了承を

得た。これに基づき、同構想委員会を発展的に解消し、LL.M.プログラム検討委員会を立ち上げた。 

（３）法研 LL.M.プログラムの基本的な方向性（以下の２点）および策定スケジュール（2016 年 7 月ま

での具体化）を確認した。 

(1) グローバルな研究教育の展開：従来「研究」ベースで構築されてきた、比較法研究及び学術交流（「国

際交流」と位置づける）を、「教育」面で展開すること。すなわち、大学院生に海外留学を促すの

みならず、国際交流を前提とした大学院「教育」の展開（「グローバルな研究教育の展開」）を目指

す。 
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(2) 高度専門教育：実質的な「最終的な高度専門教育」機関としての役割を充実させるべく社会人教育

を強化する。 

 

（法務研究科） 

（１）加算プログラムの申請と実施 

文部科学省の「法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラム」について、昨年度申請した「重層

的な国際化対応プログラムの実施」「『挑戦する法曹』育成・特別コースの設置」「女性法曹輩出促進プロ

ジェクトの創設」「『地方で活躍する法曹』育成プログラム」を引き続き実施するとともに、新たに「『未

修者教育』システムの改革プログラム」「法科大学院修了生の継続教育プログラム」を申請し、6 プログ

ラム合計の補助金加算率で 2 年連続全国最高の評価を得て、それぞれ実施を開始した。 

（２）学術院将来計画の策定と実施検討 

「Waseda Vision 150」実現のための法学学術院の新しい将来計画を策定し、同計画に沿って検討を進

めた。具体的には、法学研究科とのコードシェア制度の導入に先立ち、法務研究科の英語で行われる授

業科目（Comparative Family Law など）への法学研究科生の聴講を認める等の試行的取組みを行った。

また、ジョイント・アポイントメント制度の導入についても検討中である。さらに、新規リカレント教

育の実施のために、法務教育研究センターを中心とした体制の構築を進めた。 

（３）臨床法学教育の充実 

早稲田大学リーガル・クリニックや早稲田リーガルコモンズ法律事務所との連携等により、臨床法学

教育の一体的展開と質の向上を図った。特に、カリキュラム改定による実務教育システムの再構築をめ

ざし、実務教育担当者との全体会合を 2 回実施し、2016 年度の試行に向けた準備を行った。また、加算

プログラムとの関係では、特に継続教育および未修者教育での新たな臨床実務教育プログラムの策定を

両事務所との連携で行った。 

（４）広報活動の推進 

法科大学院や法曹に対する認知度の向上と、新たな志願者の掘り起こし等を目指して、「WLS パンフ

レットシリーズ」の作成を開始し、当年度は対象者ごとに 4 種類のパンフレットを作成・配布した。ま

た、法科大学院が廃校になった地域を中心に全国各地に赴き、学部生向けの説明会等を開催することで、

地方出身の志願者・入学者の開拓につなげた。 

（５）法務教育研究センターの強化 

法曹等に対する新たな継続教育プログラムである「法務リカレント講座」と、法学部生や法科大学院

生向けの「法律基礎講座」について、2016 年度からの開講を準備した。また、当センターおよび法務研

究科の紀要として『早稲田大学法務研究論叢』を創刊（2016 年 5 月発行予定）するなど、センターの教

育研究活動の一層の強化を進めた。 

 

（比較法研究所） 

（１）講演会等の開催、書籍の出版 

①各法分野にまたがる「持続可能社会への転換期における法と法律学の役割－アジア・リージョナル法

を展望して」というプロジェクトを発展、継続させるべく、当該テーマに関して日本を代表する研究者

を招いて連続講演会（全４回）を開催し、知見を深めた。 

 

【第１回】「持続可能社会と社会法・ジェンダー法」 

日時   2015 年 5 月 27 日(水) 16:00～19:00 

会場   早稲田大学 9 号館 5 階第一会議室 

主催   早稲田大学比較法研究所 

講師   矢野 昌浩（龍谷大学教授） 
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     三成 美保（奈良女子大学教授） 

 

【第２回】「持続可能社会と医事法」 

日時   2015 年 6 月 24 日(水) 16:00～19:00 

会場   早稲田大学 9 号館 5 階第一会議室 

主催   早稲田大学比較法研究所 

講師   佐藤 雄一郎（東京学芸大学准教授） 

     山口 斉昭（早稲田大学教授） 

     甲斐 克則（早稲田大学教授） 

 

【第３回】「持続可能社会と行政法・財政法」 

日時   2015 年 7 月 22 日(水) 16:00～19:00 

会場   早稲田大学 8 号館 3 階大会議室 

主催   早稲田大学比較法研究所 

講師   山下 竜一（北海道大学教授） 

     小澤 隆一（東京慈恵会医科大学教授） 

 

【第４回】「人口減少社会と法－法哲学と労働法の見地から」 

日時   10 月 28 日(水) 16:00～19:00 

会場   早稲田大学 9 号館 5 階第一会議室 

主催   日本学術会議、早稲田大学比較法研究所 

講師   山田 八千子（中央大学教授） 

     水島 郁子（大阪大学教授） 

 

②公開シンポジウムおよびワークショップを以下の通り開催した。 

「福島震災と浪江町支援－いま早稲田から発信する」 

日時   2015 年 4 月 4 日（土） 13:00～17:30 

会場   早稲田大学 8 号館 3 階大会議室 

主催   早稲田大学比較法研究所 

報告者他 馬場  有（浪江町長） 

     鈴木 清水（産業賠償対策課賠償支援係長） 

     石田 京子（早稲田大学准教授） 

     日置 雅晴（浪江町支援弁護団団長・元早稲田大学教授） 

     岡田 正則（早稲田大学教授） 

     須網 隆夫（早稲田大学教授） 

     菊池 馨実（早稲田大学教授） 

     池田 昌弘（NPO 法人全国コミュニティーライフサポートセンター理事長） 

     川村  博（NPO Jin 代表） 

     浦川道太郎（早稲田大学教授） 

 

「The 2nd International IP Workshop for Junior Researchers」 

日時   2015 年 6 月 26 日（金）10:00～18:00 

会場   早稲田大学 8 号館 3 階大会議室 

主催   早稲田大学知的財産研究所（RCLIP） 

共催   早稲田大学比較法研究所 

報告者他 Session 1: Patent Infringement 

      Benjamin Raetz（Nagoya University Graduate School of Law） 

      Nozomi Okubo（Waseda University Law School） 

      Dmitry Karshtedt（Fellow, Stanford Law School） 

     Session 2: IP/Patent Enforcement & Competition Law 

      Bayu Sujadmiko（Kanazawa University） 

      Shawn Miller（Lecturer, Stanford Law School） 

      Ying Liu（Hokkaido University Graduate School of Law） 

      Hao-Yun Chen（Assistant Professor, National Taiwan University of Science and Technology) 

     Session 3: Information Protection & Other IP 

      Lisa Ouellette（Assistant Professor, Stanford Law School） 
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      Takuto Hirasawa（Hokkaido University Graduate School of Law） 

      Kyoko Mogi（Waseda University Graduate School of Law） 

 

「格差の拡大・固定化と貧困・生活困窮者法制の課題－東アジア諸国との比較を踏まえて」 

日時   2015 年 7 月 4 日（土）10:00～17:30 

会場   早稲田大学 9 号館 5 階第一会議室 

主催   早稲田大学比較法研究所 

後援   公益財団法人社会科学国際交流江草基金※ 

報告者他 菊池 馨実（早稲田大学教授） 

     韓 君玲（北京理工大学教授） 

     全 光錫（延世大学教授） 

     （通訳：片桐由喜・小樽商科大学教授） 

     蔡 茂寅（台国立台湾大学教授） 

     丸谷 浩介（佐賀大学教授） 

     嶋田 佳広（札幌学院大学准教授） 

     常森 祐介（都留文科大学非常勤講師） 

     岩村 正彦（東京大学教授） 

 

「日韓・韓日民事訴訟法シンポジウム」 

日時   2016 年 1 月 30 日（土）14:00～17:50 

会場   早稲田大学８号館３階大会議室 

共催  日本学術振興会(JSPS)・韓国研究財団(NRF)・早稲田大学比較法研究所 

報告者他 加藤 哲夫（早稲田大学教授） 

     伊藤 眞（東京大学名誉教授・日本大学客員教授） 

     李 鎬元（延世大学校法学専門大学院教授） 

     本間 靖規（早稲田大学教授） 

通訳   金 炳学（福島大学准教授） 

     崔 延任（早稲田大学大学院法学研究科博士後期課程） 

 

「認知症高齢者による他害リスクの社会化」 

日時   2016 年 3 月 8 日（火）13:00～16:00 

会場   早稲田大学８号館１階１０６教室 

共催   地域ケア政策ネットワーク・早稲田大学比較法研究所 

講演者  上山 泰（新潟大学教授） 

     菊池 馨実（早稲田大学教授） 

     嵩 さやか（東北大学准教授） 

     米村 滋人（東京大学准教授） 

 

③国際的学術交流を促進するため、以下の公開講演会を開催した。 

【第１回】「2014 年開映韓国民事訴訟法及び民事執行法上の外国判決の承認・ 

執行―Dupon v. Kolon 事件について―」 

日時   2015 年 4 月 17 日（金）18:30～21:00 

会場   早稲田大学８号館２階２１９会議室 

講師   李 圭鎬（韓国・中央大学校教授） 

通訳   金 知萬（首都大学東京助教） 

 

【第２回】「ドイツにおける損害額認定に関する実体法上ならびに訴訟法上の問題」 

日時   2015 年 5 月 15 日（金）15:00～18:00 

会場   早稲田大学８号館３階大会議室 

講師   シュトゥルナー・ロルフ（ドイツ・フライブルク大学教授） 

通訳   小田 司（日本大学教授） 

 

【第３回】「ロバーツ・コートの人種に関わる判例法理」 

日時   2015 年 5 月 27 日（水）16:30～18:00 

会場   早稲田大学８号館３階大会議室 
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講師   リンダ・Ｓ・グリーン（ウィスコンシン大学教授） 

通訳   中村 良隆（早稲田大学非常勤講師） 

 

【第４回】「アメリカの法学教育方法論の発展 

―ケースメソッド、ソクラテックメソッドから臨床法学教育へ―」 

日時   2015 年 6 月 29 日（月）18:00～19:30 

会場   早稲田大学８号館３階大会議室 

講師   マイケル・Ｊ・デイル（ノバ・サウスイースタン大学教授） 

通訳   藤本 亮（名古屋大学教授） 

協力   PSIM コンソーシアム 

共催   アメリカ法判例研究会 

 

【第５回】「持続可能な海洋ガバナンスのための海洋空間計画」 

日時   2015 年 7 月 1 日（水）16:00～18:00 

会場   早稲田大学９号館５階第一会議室 

講師   ＳＭ・ダウド・ハッサン（西シドニー大学上級講師） 

通訳   瀬田 真（横浜市立大学准教授） 

 

【第６回】「いわゆる『デザート・モデル』による量刑論」 

日時   2015 年 10 月 10 日（土）16:30～18:00 

会場   早稲田大学２７号館２階２０２教室 

講師   アンドレアス・フォン・ハーシュ（フランクフルト大学名誉教授） 

通訳   竹川 俊也（日本学術振興会特別研究所員/法学研究科博士後期課程） 

 

【第７回】「欧米法は日本の模範概念から何を学べるか？」 

日時   2015 年 11 月 25 日（水）13:30～15:30 

会場   早稲田大学８号館３階大会議室 

講師   ローラン・ドゥ・シュテール（ブリュッセル自由大学教授） 

 

【第８回】「アメリカ移民法の破綻と改革への課題」 

日時   2015 年 12 月 4 日（金）10:40～12:10 

会場   早稲田大学８号館３階大会議室 

講師   楠田 弘子（ロヨラ大学ニューオリンズ校教授） 

 

【第９回】「中国における刑事司法改革の若干の重要な問題について」 

日時   2016 年 1 月 22 日（金）16:30～18:00 

会場   早稲田大学８号館６階６０６・６０７教室 

講師   胡 銘（浙江大学教授） 

通訳   李 世陽（浙江大学講師） 

 

【第１０回】「積極的債権侵害 ― 台湾契約法の発展」 

日時   2016 年 1 月 29 日（金）13:30～15:30 

会場   早稲田大学８号館３階大会議室 

講師   詹 森林（台湾大学法学院院長） 

通訳   但見 亮（一橋大学准教授） 

 

【第１１回】「過失侵害における純粋経済的損失について：台湾法におけるジレンマとその解決」 

日時   2016 年 1 月 29 日（金）15:30～17:30 

会場   早稲田大学８号館３階大会議室 

講師   陳 聡富（台湾大学教授） 

通訳   但見 亮（一橋大学准教授） 

 

【第１２回】「ゲノム編集および生殖系遺伝子改変における倫理的規制的諸問題」 

日時   2016 年 3 月 3 日（木）15:00～17:00 

会場   早稲田大学８号館３階大会議室 

講師   邱 仁宗（中国社会科学院名誉教授） 
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通訳   位田 隆一（同志社大学特別客員教授） 

     横野 恵（早稲田大学准教授） 

 

【第１３回】「知的財産及び情報の保護に関する国際的な傾向」 

日時   2016 年 3 月 4 日（金）17:00～18:30 

会場   早稲田大学８号館３階大会議室 

講師   シアム・バールガネシュ（ペンシルバニア大学教授） 

 

【第１４回】「犯罪収益の剥奪、利益収奪および被害者への返還」 

日時   2016 年 3 月 10 日（木）15:00～17:00 

会場   早稲田大学８号館３階大会議室 

講師   トーマス・レナウ（ブチェリウスロースクール教授） 

通訳   甲斐 克則（早稲田大学教授） 

 

【第１５回】「ヨーロッパの多層的人権保障システム：その挑戦、好機、危険」 

日時   2016 年 3 月 14 日（木）16:00～17:30 

会場   早稲田大学８号館３階大会議室 

講師   イエルグ・ポラキィエビッチ（欧州評議会法的助言国際公法局長） 

通訳   根岸 陽太（早稲田大学大学院法学研究科博士後期課程） 

 

④書籍（早稲田大学比較法研究所叢書 43）を出版した。 

 楜澤能生編『持続可能社会への転換と法・法律学－Law and Sustainability 

 （早稲田大学比較法研究所叢書 43）』（成文堂、2016 年） 

 

（２）中国社会科学院との協定締結および学術交流 

 法学学術院を代表し、中国社会科学院法学研究所との間で、日中両国の法の相互理解に貢献すること

を目的として学術交流協定を締結した。 

 また、2016年 3月 22日（火）に中国社会科学院法学研究所において講演を行った。 

  「社会保障法と持続可能性」   菊池 馨実（比較法研究所所長） 

  「日本における企業統治の動向」 若林 泰伸（比較法研究所幹事） 

  「雇用社会の変化における日本労働法の変革および示唆」 

                  鄒 庭雲（比較法研究所助手） 

 

（３）Webサイトによる英文情報の発信 

 比較法研究所 Webサイト「日本法トピックス」において、日本法情報を英文で発信した。また、比較

法研究所の兼任研究所員だけでなく、外国人研究者や海外在住の日本人研究者に向けて、日本法情報に

関する英文ニューズレターを年６回配信した。 

 

（４）大型科研申請 

 比較法研究所が全面的に支援する形で基盤研究（S）および（A）の申請を行ったが、不採択であった。 
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２．２０１６年度計画 

 

（法学部） 

（１）１４回にわたって開催した将来構想委員会の論点整理に基づき、７月に最終答申が提出される予

定である。 

（２）答申に基づき、入試構想委員会、カリキュラム検討委員会に於いて、将来構想の実現に必要な審

議を行う。カリキュラムについては、現行カリキュラムが完成年度を迎えるため、その総括を行いつつ、

将来構想委員会答申の具体化に向けた検討を行い、2017 年度以降のカリキュラムを決定していく予定で

ある。 

（３）本学部における志願者の増加を図るため、広報戦略を検討、実施する。 

（４）附属系属校連携プラグラム委員会（仮称）を設置し、高等学校での法学教育、語学教育（独仏語）

を高校の先生との連携で企画実施する。 

（５）国際交流促進委員会を設置し、海外研修プログラム・海外学生交流プロ 

グラム・留学支援プログラムの拡充を図る。2017 年 2 月下旬～3 月上旬にかけ 

て 2 週間、ハワイ大学ロースクール短期留学プログラムを実施する。 

（６）英語による専門教育科目を増設、体系化する。Business and Law in  

Japanese SocietyⅠ･Ⅱと Business Organisations and Law in Japan の科目を 

今年度後期から設置する。担当教員は学部戦略枠を使って採用する。Waseda  

Vision150 教育システムによる教員枠が認められた場合には、さらにこれを拡充 

する。 

（７）法曹のロールモデルを示して学生に法曹への関心を喚起するオムニバス講義（「法曹の仕事を知

る」）を展開するが、法曹以外を目指す学生に対するキャリア教育のあり方も検討する予定である。 

（８）一般入試における選択科目の追加やカリキュラム対応と同期をとった新思考入試の活用など、入

試改革を行う。 

 

（法学研究科） 

（１）LL.M.プログラム検討委員会による集中審議を行い、7 月をめどに、LL.M.として、スタート時点

で展開する具体的プログラムを確定する。 

（２）LL.M.プログラム検討委員会の答申を受けて、LL.M.設置準備委員会（仮称）を立ち上げ、設置に

向けた具体的な作業を進める。 

（３）LL.M.プログラムの開始およびその後の展開に向けて、プログラムの一部を担うことが予定され

ている海外提携機関の確保と提携に向けた協議を開始する。加えて、学内他箇所との提携に向けた協議

を行う。 

 

（法務研究科） 

（１）加算プログラムの申請と実施 

文部科学省の「法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラム」について、現在の 6 プログラムを

引き続き多面的に実施するとともに、新たなプログラムを策定し申請する。 

（２）学術院将来計画の策定と実施検討 

「Waseda Vision 150」実現のための法学学術院の新しい将来計画を策定し、同計画に沿って、法学研
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究科とのコードシェア制度の導入や、ジョイント・アポイントメント制度の実施のためのさらなる準備・

検討を行う。また、法務教育研究センターを中心としたリカレント教育プログラムを具体的に実施する。 

（３）臨床法学教育の充実 

加算プログラムに基づく教育コース制を 2017 年度に本格実施するために、早稲田大学リーガル・クリ

ニックや早稲田リーガルコモンズ法律事務所との連携を図り、試行プログラムを実施する。それにより、

臨床法学教育の一体的展開と質の向上を図る。また、同じく加算プログラムとの関係では、修了生を対

象とした継続教育および未修者教育での新たな臨床実務教育プログラムを作成し、2017 年度に本格実施

するために、その試行的実施を行う。 

（４）広報活動の推進 

昨年度に引き続き「WLS パンフレットシリーズ」として、さらに 2～3 種類のパンフレットを作成・

配布する。また、全国各地に赴き、学部生向けの説明会等を開催する。今年度春学期より法学部との合

併科目「法曹の仕事を知る」を開講するなど学部や高校との連携も深めながら、多様な媒体や機会を利

用した広報宣伝活動を積極的・戦略的に展開する。 

（５）法務教育研究センターの強化 

当年度春学期に開講した「法務リカレント講座」と「法律基礎講座」に加え、秋学期からの「法律ア

ドバンスト講座」の開講準備を進める。当センターおよび法務研究科の紀要として『早稲田大学法務研

究論叢』を刊行する。 

 

（比較法研究所） 

 前年度のプロジェクトを本格稼働させ、各法分野の研究員が「持続可能社会」 

にアプローチする連続研究会を、原則毎月開催する。また本プロジェクトに関し、内外の研究者を招い

ての国内・国際シンポジウムを複数回（4月・7月）開催する。そうして得られた知見を結集して、各法

分野の研究員による大型科研費への申請を行う予定である。 

 

（１）「持続可能社会への転換期における法と法律学の役割－アジア・リージョナル法を展望して」プ

ロジェクトの発展的継続 

①学際的シンポジウムの開催 

「東日本大震災 5 年後の現状と福祉社会・まちづくりの仕組みづくりに向けて」 

日時   2016 年 4 月 9 日（土）12:30～16:15 

会場   早稲田大学 8 号館 3 階大会議室 

主催   早稲田大学比較法研究所 

共催   早稲田大学先端社会科学研究所 

講師   菊池 馨実（早稲田大学比較法研究所長） 

     本間 茂行（福島県浪江町副町長） 

     須網 隆夫（早稲田大学大学院法務研究科教授） 

     日置 雅晴（浪江町支援弁護団団長・元早稲田大学教授） 

     岡田 正則（早稲田大学大学院法務研究科教授） 

     西原 博史（早稲田大学社会科学総合学術院長） 

     菅原 昭彦（気仙沼商工会議所会頭） 

     早田  宰（早稲田大学社会科学総合学術院教授） 

     土方 政夫（早稲田大学社会科学総合学術院教授） 

 

「アベノミクスの異次元性を問う－『経済と法』の何が破壊されているのか？」 

日時   2016 年 7 月 2 日（土）13:00～17:30 

会場   早稲田大学８号館Ｂ１０２教室 

主催   早稲田大学比較法研究所 

共催   早稲田大学≪企業法制と法創造≫総合研究所 

講師   野口悠紀雄（早稲田大学ファイナンス総合研究所顧問） 

     水野 和夫（法政大学法学部教授） 
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     上村 達男（早稲田大学法学学術院教授） 

     楜澤 能生（早稲田大学法学学術院教授） 

 

②公開講演会の開催 

【第１回】「国際的難民保護の危機に対応する」 

日時   2016 年 5 月 27 日（金）16:30～18:00 

会場   早稲田大学８号館３階大会議室 

講師   ジェームズ・C・ハサウェイ ミシガン大学ロースクール教授 

通訳   宮川 成雄 早稲田大学大学院法務研究科教授 

世話人  宮川 成雄 早稲田大学大学院法務研究科教授 

 

【第２回】「ロシアにおける取引法と裁判制度・弁護士制度（仮題）」 

日時   2016 年 7 月 16 日（土）15:00～16:30 

会場   早稲田大学８号館６階６０６、６０７教室 

講師   松嶋 希会  弁護士 

世話人  加藤 哲夫 早稲田大学法学学術院教授 

 

 

（２）比較法研究所オンライン・ジャーナルおよびオンライン・フォーラムの稼働に伴う学術情報の Web

上での本格的な発信 

 学術情報の Web 上での発信の一環として、「早稲田大学比較法研究所オンライン・ジャーナル」（査

読付き）と「早稲田大学比較法研究所オンライン・フォーラム」（査読無し）という 2 つの電子ジャー

ナルを創設し、早稲田大学リポジトリへの登録を行った上で、運用を開始する。 

 

（３）研究情報の発信 

 最新の日本法情報を英文で世界に発信する Web サイト「日本法トピックス」の拡充強化をはじめ、研

究情報の発信をより積極的に進める。 

  ①「最新立法紹介」：海外に紹介すべき日本の立法動向を取り上げる。 

  ②「重要判例紹介」：海外に紹介すべき日本の重要判例を取り上げる。 

  ③「時の話題」：海外に紹介すべき日本の法状況や学界のホットイシューなどを取り上げる。 

  ④「研究活動紹介」：研究所員の研究活動をタイムリーに海外に紹介する。 

 さらに、研究者情報の発信のあり方を見直し、対内的・対外的な広報を強化することにより、学内外

の研究機関との連携強化に努める。 

 

（４）大型科研費の申請 

 ２０１５年度に引き続き、大型科研費を申請する研究所員を支援し、研究費の獲得を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 


