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はじめに 

 
 
早稲田大学大学院法務研究科（以下、本研究科という）は、2006年度に自己点検・
評価報告書を作成し、日弁連法務研究財団の認証評価を受け、同財団より「法科大学

院評価基準に適合している」との「認定」を受けた。 
本報告書は、上記認証評価以降の本研究科の活動状況とそれに対する自己点検・評

価を年次報告書としてまとめたものである。点検項目は、基本的に 2006年度自己点
検・評価報告書のそれにしたがったが、本研究科をめぐるその後の状況の推移・進展

を踏まえ、「修了生への対応・新司法試験」「法務教育研究センター」「国際交流プロ

グラムの展開」という項目を新たに付け加えた。 
本年次報告書が、2007 年度の活動を振り返り、今後の本研究科の発展に役立てば
幸いである。 
なお、本年次報告書の作成に携わったのは、以下の者である（アイウエオ順）。 
 
 
                           秋山靖浩 
                           浅古 弘 
                           石田 眞 
                           鎌田 薫 
                           黒沼悦郎 
                           小島延夫 
                           須網隆夫 
                           古谷修一 
                           松原芳博 
                           山野目章夫 
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第１ 運営と自己改革 

 
１－１ 法曹像の周知 
 
 本研究科において養成しようとする法曹像については、引き続き、ホームページ、

パンフレット、ニュースレター、ＦＤ関係会議、説明会などによって、教員、学生及

び社会に対し、周知を行っている。前回認証評価において、「兼任教員に対しては、

パンフレットの配布やＦＤ関係会議への出席要請にとどまらず、さらに『養成しよう

とする法曹像』の周知を図ることが望まれる」という指摘を受けている。とりわけ学

外の兼任教員への周知は技術的に難しいが、同一科目における専任教員との連絡など

を通じて粘り強い周知の努力が必要である。 
 
１－２ 自己改革 
 
 自己改革については、前回認証評価において、「ＦＤ活動にはいまだかなりの改善

課題があり、それがＦＤ活動全体の仕組みに由来するなど、運営諮問委員会等の外部

の意見も得つつ自己改革課題としてとらえる方が適切である可能性もあると考えら

れるにもかかわらず、現時点でＦＤの仕組みそのものについては自己改革の必要はな

いと判断している点や、運営諮問委員会がいまだ開催されていない点から、自己改革

体制が十分に機能しているとはいいきれない状態である。」という指摘を受けている。 
 認証評価の対象となった時期後の２００７年３月４日（日）、第１回運営諮問委員

会が早稲田大学完之荘で開催された。出席した委員は、猪口邦子（衆議院議員）、岩

城本臣（弁護士、元大阪弁護士会副会長）清水勇男（弁護士、元公証人、元浦和地方

検察庁検事正）、千種秀夫（桐蔭横浜大学大学院法務研究科長、弁護士、元最高裁判

事）、平山正剛（弁護士、日本弁護士連合会会長）、マイケル・Ａ・フィッツ（米国・

University of Pennsylvania Law School, Dean）,梁三承（韓国、Yoon Yang Kim Shin 
& Yu 代表弁護士）であり、欠席した委員は、坂東真理子（昭和女子大学理事、前内
閣府男女共同参画局長）、樋口公啓（東京海上日動火災保険株式会社相談役）であっ

た。 
 研究科長より、法務研究科の現状、法務教育研究センター設置の構想などについて

説明があり、出席委員から概ね次のような意見が出された。 
 ①女性の就学をより容易なものにするための環境（保育園等）をさらに充実させる

べきである。②これからの法曹にとっては国際性の涵養が極めて重要であり、本研究

科の国際交流に対する努力は高く評価できる。③東京以外の弁護士事務所もエクスタ

ーンシップで早大生を受け入れたいと考えているが、応募者が少ない。④今後、法曹

資格者就職難の時代を迎えることになるが、大都市で仕事を求めるだけでなく、「法

の支配」を基盤とする社会を実現するためにも、地方での活動を重視するよう教育す

べきである。⑤米国では、寄付を集める独立の部署があり、多くのスタッフが常駐し、

有識者から意見を求めつつ寄付集めの活動を行っている。 
 貴重な意見を頂いたが、第１回ということもあり、本研究科のあり方について立ち
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入った課題提起があったわけではない。次回の運営諮問委員会においては、自己改革

に向けてより踏み込んだ意見を聴くことができるような会議準備が必要である。 
 
１－３ 情報公開 
 
 情報公開については、前回認証評価において、非常に良好であるとの評価を受けて

いるが、同時に、学内外からの質問や提案への「対応に際しては、どのような質問や

提案に対してどのような対応をすることとしたのかがわかるように公開する方が、提

案の奨励や法科大学院の運営の透明化という点からより適切である。」という指摘も

受けている。その後の取り組みとしては、公開できるものについては、具体的な質問

や提案に対応するかたちで解答を行っている。 
 
１－４ 法科大学院の自主性・独立性 
 
 法科大学院の独立性については、前回認証評価において、「問題はない」との評価

を受ける一方、「将来的には、当該法科大学院が法学学術院へ所属することとなる場

合、運営の自主性・独立性につき問題が発生する可能性がある」との指摘を受けてい

る。早稲田大学学術院規則附則第６条第１項には、「法学学術院の構成は、法務研究

科の完成年度である２００７年度末までに見直すこととする」とあるが、この「見直

し」は行われていない。学術院体制に関する全学的な議論が、本研究科のような非系

統独立研究科の位置づけをめぐって意見が分かれており（『Waseda Nest 125』答申
書・教育研究等検討委員会参照）、本研究科は、当面、独立研究科としての現状を維

持することにしている。  
 
１－５ 学生への約束の履行 
 
 学生に約束した教育活動に関する重要事項（「所要のカリキュラムと教員の準備」

「海外のロ－スクール等の提携」「きめの細かい学習サポート体制」「自習室等の学修

環境」「保育所」「経済的サポート体制」）の履行については、前回認証評価において、

「おおむね実施しており、実際に問題となった事項に対しても、もろもろの制約の中

で可能な限り不十分な点の改善に努めていて、適当な手当がなされている。」と評価

されている。ただし、問題となる事項の改善は引き続き必要であり、前回認証評価以

降、以下の諸点の検証が必要である。 
 ①教員による教育支援システムの利用の促進 
  教員による教育支援システムの利用の促進については、引き続き、ＦＤ委員会な

どを通じて全ての教員が利用できるよう取り組みを行っているが（詳しくは、４

－１－１を参照）、新入教員に対しては事務所がサポートを行っている。 
 ②自習室の席数の問題 
  自習室は２７号館に１５９席、近隣の場所に２０８席の計３６７席が確保されて

いるが、いまだ十分ではない。認証評価後、学生の自習スペースの確保のため、
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２７号館の教室を最大限開放し、２６号館の空いている部屋もグループ学習室と

して学生への貸し出しを始めた（詳しくは、８－１－１を参照）。 
 



 

 4

第２ 入学者選抜 

 
２－１－１ 入学者選抜基準等の規定・公開 
 
１ 学生受入方針 
 前回認証評価までと同様、「法律学の専門知識を具え、それを批判的に検討し、さ

らに発展する創造的な思考力を持つとともに、豊かな教養と国際感覚を具え、人間や

社会に対する深い洞察力と豊かな人間性に支えられ、優れた人権感覚を身につけ、社

会に生起する法律問題を的確に分析し、解決する能力を持つ志の高い法曹の養成」と

いう教育上の目的にかなう、質の高い優秀な人材を確保するため、多様な資料に基づ

く総合的な選抜方式、および、法学既修者枠・未修者枠・社会人枠を設けない一元的

な入学選抜方式（ただし、最終合格者のうち法学既修者認定を希望する者に対しては

法学既修者認定試験を実施）を採用している。 
 
２ 選抜基準及び選抜手続 
 前回認証評価までと同様、書類審査と面接試験による総合的な評価を通じて、「判

断力・思考力・分析力・表現力等の資質」（知的側面）、「健全な社会常識・奉仕の精

神・正義感」（情の側面）、「情熱・気力」（意志の側面）、「教養・各種分野の専門的知

識」（知識の側面）、および、コミュニケーション能力の観点から、法律家としての素

質に富み将来活躍することができるかどうかを確認している。この方法が、１で述べ

た学生受入方針を実現するための最善の方法であると考えられるからである。 
 
３ 学生受入方針、選抜基準、選抜手続の公開 
 これらの情報は、従来から、パンフレット、ホームページ、入学者選抜試験要項、

入試説明会などにおいて、適時に、必要かつ十分に開示してきたところである。 
 加えて、書類審査での任意提出書類の位置づけ、および、総合評価の内容など、選

抜基準の公開の点で検討の余地があるとの前回認証評価での指摘については、以下の

検討を行った。 
 第一に、上記２に挙げた観点を確認することが入学者選抜の目的であるからこそ、

選抜手続として総合評価の方法を採用することが必要不可欠である。適性試験の点数

で門前払いをしたり、「適性試験の成績○パーセント、学部の学業成績○パーセント、

面接の成績○パーセント、その他○パーセント」などの一定の枠付けをしたりするこ

とは、総合評価の方法の意義を減殺し、上記１で述べた有為な人材を獲得することの

妨げになると考えられる。実際にも、合格者の適性試験の点数には相当のバラつきが

ある（２００８年度入試における大学入試センター適性試験の場合、最低４９点、平

均８５点、最高１００点）が、これは、上記２に挙げた観点のうち適性試験の点数で

は計りきれないような観点を丁寧に確認して選抜した結果であり、積極的に評価され

るべきであると思われる。 
 第二に、総合評価の方法が今後も維持されるべきであるとしても、選抜基準の公開

については一定の改善を図った。 
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 まず、選抜基準の個々の要素において志願者のどのような側面を評価しようとして

いるのか、書類審査と面接とがどのような関係にあるのか、などの情報については、

パンフレットやホームページ等において引き続き丁寧に開示している。 
 次に、適性試験で本当に門前払いをしていないのか、任意提出書類を提出しないと

不利に扱われるのかなど、志願者から当然に出てくる疑問については、そのような門

前払いはしないこと、任意提出書類を提出しないことを理由に不利に扱われることは

ないこと、むしろ重要なのは上記２で述べた観点がどの程度備わっているかを示すた

めの資料を整えることであることなどを、入試説明会等で説明してきた。 
 これに加えて、個別相談会を一層充実させることにより、個々の志願者に対して具

体的かつ丁寧に応対する機会も増やした。個別相談会の場においても、入試説明会の

場と同様、個々の志願者に対し、総合評価による選抜方法が自己アピールの場である

ことを説明し、上記２で述べた観点を確認することができる資料を各人で工夫して準

備し提出するよう促している。 
 以上の点で、前回認証評価までと比較して、学生受入方針、選抜基準、選抜手続等

に関する説明については一定の改善がなされてきたと考える。今後も、総合評価によ

る選抜方法の意義を尊重しつつも、志願者からの疑問に真摯に耳を傾け、この点に関

して残された問題点を検証し、選抜基準をより分かりやすく設定・公開する方法を検

討していきたい。 
 
４ 過去の入学者選抜の選考結果と入学後の学業成績等との関係の検証 
 選考に関わる各種のデータ（適性試験の成績、学部の学業成績、面接の成績等）と

入学後の学業成績との間にどのような関係が見られるかについて、引き続き検証を進

めている。検証の具体的な成果の一部は、上記３で示したように、適性試験の成績に

よる門前払いが適切でないことなどに反映されている。今後も、このような作業をさ

らに進め、入学者選抜基準等の改善に役立てたいと考えている。 
 
２－１－２ 入学者選抜の実施 
 
１ 入学者選抜基準・選抜手続に従った実施 
 前回認証評価までと基本的に同様の実施状況であり、特に問題はなく、入学者選抜

は選抜基準・選抜手続に従い適切に実施されている。また、合格者数・入学者数につ

いても、下の表にあるように、定員数との間に相当範囲を超える逸脱はない。 
 さらに、過去の入学者選抜の結果を検証し、入学者選抜をより適切に実施するため

の検討も重ねている。例えば、２００８年度入試では申述書の課題を工夫した。具体

的には、やや長文の複数の資料を提示し、それらの資料に言及しながら「これからの

日本社会のあるべき姿」について意見を述べるという課題を出すことにより、資料か

ら問題の本質を読み取る能力、資料を生かしつつ自己の意見を文章にまとめ上げる能

力などを測ろうとした。 
 長文読解力や文書作成能力は優れた法曹にとって必須であると考えられることか

ら、今後も、これらの能力をより適切に測るための方法を検討していきたい。 
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 以上の基準と手続による合格者数、入学者数、在籍者数の推移は、以下の表に示す

とおりである。 
単位：人 

年度 出願者数 合格者数 入学者数 在籍者数 
2004 4,557 312 277 277
2005 2,264 333 290 290
2006 2,194 372 285 285
2007 2,338 406 276 276
2008 2,065 425 ―― ――

［注］ 「在籍者数」とは入学年度の５月１日現在で在籍する学生の数 
 
２ 入学者選抜の公正さ・公平さに疑問を提起される事態の有無 
 このような事態は、前回認証評価の後も発生していない。 
 
２－２－１ 既修者選抜基準等の規定・公開 
 
１ 選抜基準・選抜手続 
（１）法学既修者認定試験による認定科目 
 前回認証評価までと同様である。 
 
（２）法学既修者認定試験の試験科目 
 前回認証評価までと同様である。 
 
（３）法学既修者認定試験の実施時期 
 ２００７年度入学者選抜より、１０月に繰り上げて実施した。 
 最終合格発表から間もない時期に設定したことにより、認定を希望する学生にとっ

ては、認定の合否の結果が早期に判明し、進学後の学修に向けてより適切な準備を行

いやすくなった（例えば、既修者の認定を受けた者は、翌年４月の入学までに、２年

次の科目の学修内容についていくための基礎学力の確認や発展的な学修を早期に始

めることができる）と考えられる。 
 
（４）法学既修者認定試験の認定基準 
 法学既修者の認定基準については、「本研究科において上記試験科目に相当する諸

科目を履修した者と同程度の法律知識を有すると認められる者」から、「本研究科の

第２年次に配当された必修科目の履修に適するだけの法律学の基礎的学識を有する

と認められる者」に変更した。入学者の入学後の成績等のデータや受験生の動向を分

析しつつ、法学既修者が入学後すぐに２年次の科目を履修しなければならないことを

勘案した結果である。 
 出題および合否判定基準の具体的なあり方については、２００６年度自己点検・評

価報告書２４頁でも既に指摘していたように、上記認定基準を尊重しつつ、各種のデ
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ータ等も検証した上で、一定の見直しを行った。また、前回認証評価では、法学既修

者認定試験における合否判定の総合判断的運用に対して留意事項が付されていたと

ころであるが、この点については、合否判定の具体的な基準をあらかじめ設定し、そ

の基準に従って合否判定を行うことを教授会の申し合わせ事項として確認すること

により、その運用を明確化した。 
 以上の見直しによって、法学既修者の認定基準・選抜基準・選抜手続は、より合理

的なものになっていると考えられる。今後も、認定基準のあり方、および、認定基準

が充たされているかどうかを測るための具体的な出題・採点・合否判定基準等のあり

方について、各種のデータ等や受験生の動向を検証し、必要な改善を検討していきた

い。 
 
２ 選抜基準・選抜手続の公開 
 前回認証評価までと変更はない。本研究科における法学既修者認定試験の位置づけ

等については、引き続き、パンフレット、ホームページ、入試説明会等で丁寧に説明

している。 
 しかし、前回認証評価では、配点等の情報を志願者に開示することを検討すべきで

ある旨の指摘を受けているところであり、今後、いかなる情報をどのような形で開示

することが望ましいかについて、上記１で述べた点と併せて、引き続き検討していく

つもりである。 
 
２－２－２ 既修者選抜の実施 
 
 前回認証評価までと同様であり、所定の選抜基準・選抜手続に従い、公平かつ公正

に法学既修者の認定が実施されていると評価される。 
実施の結果は下記の表に示すとおりである。 
 

年度 入学者数 法学既修者数（内数） 
入学者数に対する割合 

2004 277名 
（※77名） 

20名 
7.2％ 

2005 290名 
（※66名） 

12名 
4.1％ 

2006 285名 
（※67名） 

22名 
7.7％ 

2007 276名 
（※113名） 

12名 
4.3％ 

※は既修者認定試験受験者数 
 
 法学既修者の合格者・入学者が少数にとどまるのは、２－２－１で述べた法学既修

者の認定基準に従って厳格に合否判定をしていることの結果である。法学既修者の認
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定基準をこのようなレベルに設定した理由は２－２－１で述べたとおりであり、これ

を安易に緩めるべきではないと考えられるが、具体的な出題・採点・合否判定基準の

あり方については、法学既修者の認定基準に適合したものとなるよう、２－２－１で

述べた改善を引き続き検討していきたい。 
 
２－３－１ 入学者の多様性の確保 
 
１ 入学者の属性について 
 本研究科は、学部の専門分野を問わず、社会人を含めた多様なバックグラウンドを

持った人材を受け入れて法曹に養成することを目指すという立場に立ち、学生の選抜

も公平性、開放性、多様性を確保することを第一義としている。そのような方針から、

上記２－１－１で述べたように、法学既修者枠・未修者枠・社会人枠を設けない一元

的な入学選抜方式を採用してきた。この方針は、前回認証評価以降も堅持されている。 
 その結果、入学者の属性は、下記の表のような状況になっている。 
 他学部出身者と社会人の入学者の割合は、２００６年度についてこそわずかに３割

を切るが、最終合格者についてみれば、これまで３割以上を確保してきている。 
 

 法学部 
出身者 

他学部 
出身者 

実務等経験者 
（社会人） 

合計 

2007年度 
入学者数 

193名 
（69.9％） 

39名 
（14.1％） 

44名 
（16.0％） 

276名 
 

2006年度 
入学者数 

202名 
（70.9％） 

42名 
（14.7％） 

41名 
（14.4％） 

285名 
 

2005年度 
入学者数 

171名 
（59.0％） 

46名 
（15.8％） 

73名 
（25.2％） 

290名 

2004年度 
入学者数 

134名 
（48.4％） 

51名 
（18.4％） 

92名 
（33.2％） 

277名 

（ ）内は合計に対する割合 
 なお、「他学部出身者」および「実務等経験者（社会人）」の定義は、前回認証評価

までと同様である。すなわち、「他学部出身者」とは、「法学部ないし法学系学部」以

外の出身者であり、社会人でない者をいう。「実務等経験者（社会人）」とは、「入学

時点において官公庁・会社等における勤務経験、自営業としての経験や、主婦・主夫

等、通算して３年以上の社会経験を持つ（見込みの）者」を指し、いわゆるフリータ

ーや司法試験浪人はこの枠には含めていない。 
 
２ 多様性を確保する取り組み 
 上記１で述べた一元的な入学選抜方式、および、２－１－１で述べた書類審査と面

接試験による選抜方式は、多様性を確保するための最善の方法であると評価すること

ができる。幅広い分野における学業成績、学業成績以外の活動実績、社会人であれば

社会人としての活動実績等を総合的に考慮することができるからである。 
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 また、多様な志願者が受験することができるよう、面接試験・法学既修者認定試験

の日時は従来から土曜日および休日に設定してきたところであるが、さらに、入学者

説明会を平日の夜にも開催するなどして、特に社会人向けの広報活動を強化した。 
 現在のところ、改善するべき特段の問題はないと考えるが、今後も、多様な知識や

経験を持った人材が本研究科に入学するよう、様々な工夫を試みたい。 
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第３ 教育体制 

 
３－１ 専任教員の状況 
 
 専任教員の数は、７６名（内、専任教員３６名、併任教員２０名、任期付専任教員

２０名）であり、法令による必要専任教員数を満たしている。また兼担教員２１名、

兼任教員５９名で、教員数の合計は１５６名である。法律基本科目担当の専任教員の

必要数（表１）、実務家教員の割合及び教授の比率については、ともに基準を満たし

ている。 
 
表１ 専任教員の必要数 

 憲法 行政法 民法 商法 
民事 

訴訟法 
刑法 

刑事 

訴訟法 

必要 

教員数 

公法系 

4 名 
 4 名  2 名  2 名 

刑事法系 

 4 名 

実員数  4 名  2 名  13 名  8 名  5 名  6 名  3 名 

 
 ２００７年４月１日付けで、淡路剛久、伊藤眞、江頭憲治郎、鎌野邦樹、北川佳世

子、勅使川原和彦、平尾雅世、福井章代の各教授を嘱任した。２００７年３月３１日

付けで、佐藤歳二教授が定年退職、井上幸夫教授が任期満了により退職した。また、

上野泰男教授は法学学術院専任教員に移籍した。井上教授は兼任教員として、また上

野教授は兼担教員として法務研究科の教育に引き続き携わっている。 
 
 専任教員の年齢構成（表２）については、５０代の専任教員が多く、４０歳以下の

専任教員が少ない。現在は、年齢構成の上で改善をしなければならない点はないが、

今後の人事政策として４０歳以下の若手研究者教員の補充が課題となろう。法科大学

院認証評価では、専任教員中の女性の比率が低いことを指摘されたが、今年度には２

名の女性教員を専任教員として嘱任し、また２００８年度にも２名の女性教員を専任

教員として嘱任することが決定している。教員のジェンダー構成（表３）の適正化を

考えて、引き続き女性教員の採用に努力をしていかなければならないであろう。 
 
表２ 教員の年齢構成 

 40 歳以下 41～50歳 51～60歳 61～70歳 71歳以上 計 

3 名 13 名 27 名 12 名 0 名 55 名研究者 

教員  5％ 24％ 49％ 22％ 0％ 100.0％

0 名 8 名 9 名 4 名 0 名 21 名
専任教員 

実務家 

教員 0％ 38％ 43％ 19％ 0％ 100.0％

合計 3 名 21 名 36 名 16 名 0 名 76 名
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4％ 28％ 47％ 21％ 0％ 100.0％

 
表３ 教員のジェンダー構成 

専任教員 兼担・非常勤教員 教員区分 

性別 研究者教員 実務家教員 研究者教員 実務家教員 

 

計 

 53 名 18 名 21 名 52 名 144 名
男性 

 95％ 90％ 100％ 88％ 92％

3 名 2 名 0 名 7 名 12 名
女性 

5％ 10％ 0％ 12％ 8％

全体における女性の割合 7％ 15％ 8％

 
３－２－１ 担当授業時間数 
 
 教員の授業負担（表４）は、平均値としてはやや改善されたが、なお基準を上回っ

て授業を担当している教員がいる。そのほとんどが併任教員であり、運営・教育の両

面で過重な負担となっている。併任教員を解消するために、法学学術院専任教員を増

員することが急務である。 
 
表４ 担当授業時間数 

２００７年度                       （単位：コマ） 

専任教員 兼担教員 非常勤教員 

研究者教員 実務家教員 研究者教員 研究者教員 実務家教員 

 

教員区分 

 

授業 
時間数 

春 

学期 

秋 

学期 

春 

学期 

秋 

学期

春 

学期

秋 

学期

春 

学期

秋 

学期

春 

学期 

秋 

学期 

備考

最高 11.39 9.13 7.24 8 2 3 2 2 1.86 1.53 

最低 1 0 1 1.53 0 0 0 0 0 0 

平均 6.16 5.13 3.53 4.37 0.75 1.10 0.6 0.59 0.43 0.55 

1ｺﾏ 

90分

［註］１ 教員が当該大学において担当する週当たりの最高，最低及び総平均授業時間（コマ数）を記載した。 

   ２ 専任教員については，早稲田大学における担当コマ数を，兼担・兼任教員については，本法科大学院での担 

     当コマ数を記載した。 

   ３ 兼担・兼任教員については，本法科大学院で授業を担当する学期のみ記載をした。 

 
３－２－２ 教育支援体制 
 
 教育支援体制については、法科大学院認証評価報告書において、本研究科規模の教

育活動を支援する人的体制としては職員数が少なく長時間残業が常態化しており、改

善をすべきであるとの指摘を受けた。今年度は、専任職員１名の増員がはかられたが、

法務教育研究センターの発足もあり、引き続き改善の必要がある。 
 
３－２－３ 研究支援体制 
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研究支援体制については、研究活動を実践するための研究時間の確保が喫緊の課題

であり、教員に対する授業の過重負荷の解消と併せ、改善していくことが引き続き必

要である。 
 なお、今年度の特別研究期間適用者は、浦川道太郎教授（国内）・木棚照一教授（海

外）・田口守一教授（海外）・戸波江二教授（海外）の４名（内、木棚教授は法学学術

院の特別研究期間適用者）であった。 
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第４ 教育内容・教育方法の改善に向けた組織的取り組み 

 
４－１－１ ＦＤ活動 
 
１ 取り組み体制 
 教育内容・教育方法の改善活動の取り組み体制は、前回認証評価後も基本的には変

わっていない。２００７年度より、１名を除いてＦＤ委員が交替した。より多くの教

員がＦＤ委員会の活動に従事することにより、ＦＤ活動に対する認識を共有化するた

めである。この結果、ＦＤ委員会の構成は、民事系２名、公法系１名、実務系２名（実

務家教員１名）となっている。 
 
２ 取り組み内容 
（１）ＦＤ委員会の活動概要 
 前回認証評価までと同様、ＦＤ委員会は、研修会の開催、授業の相互参観、授業ア

ンケートの実施作業を行うとともに、その結果を各教員および教授会へ報告している。

２００７年度は、ＦＤ委員会を５回開催した。 
 
（２）研修会の開催 
 ２００７年度春学期の研修会では、例年通り、授業ビデオの観覧及び講義内容の意

見交換を行ったほか、教務担当教務主任が認証評価報告書に関するコメントを行った。

法務研究科設置後３年を経過し、多くの教員が教育研究支援システムを利用している

ため、同システムの説明はＦＤ研修会では行わず、個別相談を受け付ける形で実施し

た。 
 ２００７年度秋学期の研修会は、新司法試験の結果に関する報告、講義アンケート

の活用方法についての報告に加え、３年コースの修了生が大量に出たことを踏まえて、

２００６年度修了生に法務研究科カリキュラムと授業についての率直な意見を聞く

機会を設けた。具体的には、３名の修了生にプレゼンテーションを依頼し、その報告

に基づいてカリキュラムや授業についてさらに改善すべき点はないかを議論した。こ

の新しい試みは好評であった。 
 参加者は、例年どおり４０名程度である。 
 また、２００７年１２月以降、本学臨床法学教育研究所の開催するスタッフ・セミ

ナーのうち適切なものをＦＤ委員会との共催とし、各教員へ連絡し、その参加を促し

ている。スタッフ・セミナーには、「アメリカ法科大学院協会年次総会参加報告会」

などが含まれている。 
 
（３）授業の相互参観（見学） 
 ２００７年度も、２００６年度と同様、春学期と秋学期の２回、授業の相互参観期

間を設け、相互参観を実施した。授業参観を行った教員から法務研究科事務所へ「所

感」の提出を求め、提出された所感を授業担当教員へ届けている。2007 年度春学期
は、相互参観期間中に麻疹による全学休校措置がとられたため、休校措置解除後に参
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観期間を再設定して、参観期間を確保した。 
 ２００７年度秋学期は、相互参観の実施率を向上させるため、ＦＤ委員会で検討の

上、次の措置を講じた。第一に、すでに同じ科目の授業参観を終えている等の事情で、

授業参観を行う動機の乏しい教員の授業参観を促すため、ＦＤ委員会において、２０

０６年度秋学期の学生アンケートの結果及び科目バランスを考慮の上、５科目の参観

推奨授業を決定し、担当教員の了承を得て授業相互参観のお知らせに記載し、教員の

参観を促した。第二に、「一度も参観していない教員もいる」という認証評価報告書

の指摘を踏まえ、「所感」の提出状況から、これまで参観を行っていないと思われる

教員を抽出し、当該教員に対し、ＦＤ委員会委員長名で、個別に参観を促す書簡を送

付した。この結果、数名の教員が、２００７年度秋学期の相互授業参観期間中に初め

て参観を行った。 
 
（４）外部からの見学者 
 法務研究科では、随時外部からの見学者を受け入れている。２００７年度中の見学

者には、協定を締結しているか協定の交渉中である海外のロースクールのほか、司法

法研修所、国会議員、上海高級人民法官、高麗大学などがあった。外部からの見学者

からのコメント・アドバイス等は執行部で承っているが、これを個々の授業の改善に

どう生かすかは、課題として残されている。 
 
（５）外部研修会への参加等 
 事務所・教務担当教務主任より、司法研究所、法科大学院協会等が主催する外部研

修会を各教員へ連絡し、その参加を促している。ただし、外部研修会への参加の成果

を各教員へフィードバックする方法については検討の余地が残されている。 
 
４－１－２ 学生評価 
 
１ 調査方法 
 ＦＤ委員会が主体となって、学期ごとに学生アンケートを実施している点、及び目

安箱的なメールアドレスを設けて研究科執行部への相談手段としている点は、前回認

証評価後も変わりがない。 
 
２ 授業アンケート 
 授業アンケートの結果を見る限り、学生による授業の評価は、年度ごと、学期ごと

に向上しており、２００７年度秋学期において、総合的な評価が５段階中２以下であ

った科目は皆無であった。本研究科において授業改善が確実に図られている証左であ

るといえる。 
 ２００７年度のＦＤ委員会では、授業アンケートの活用方法について検討を行い、

いくつかの工夫を凝らした。 
 第一に、本研究科では、学部その他の場において過去に当該科目について学んだこ

とのある者（実質的既修者）と当該科目を初めて学ぶ者（実質的未修者）が混在する
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クラス編成を採用している。そこで、授業アンケートの結果をどう捉えるべきか―た

とえば、授業の難易度に不満を持つ者は既修者か未修者か―について教員が判断を迷

う可能性がある（実質的既修者、実質的未修者の別を授業中に把握するようにしてい

る教員もいる）。そこで、２００７年度春学期から、アンケート項目に、実質的既修

者・未修者の別を質問する項目を設けた。ただし、事務所に過大な負担をかけるおそ

れがあるため、実質的既修者・未修者別に各項目の回答を集計する作業は行っておら

ず、この点は改善の余地があると考えている。 
 第二に、授業アンケートは、その総合的な分析結果を教授会へ報告しているものの、

各教員へは当該教員に関する部分のみを配付しているため、教員間・科目間の比較が

困難であった。そこで、２００７年度春学期については、必修科目について、予習時

間、一回の授業で扱う内容の量、総合評価の３項目について、アンケート結果（平均

点）を記した表を、総合的な授業アンケートの分析結果とともに、教授会にて教員へ

配付し、当該科目の担当教員が自己の授業の相対的評価を知りうるようにした。ただ

し、ＦＤ委員会における検討の結果、このような表を一律に配付する必要はないとさ

れたことから、２００７年度秋学期の学生アンケートでは、表の配付は行っていない。

個々の教員へ授業の相対的評価を知らせる方策については、現在、ＦＤ委員会におい

て検討中である。 
 第三に、授業アンケートに対する所感の提出を各教員に求めているが、当該所感を

学生に対し公表しておらず、所感は授業改善について学生と教員の対話を促す手段と

はなっていない。そこで、授業アンケート結果の活用を促すため、ＦＤ委員会におけ

る検討を経て、２００７年度秋学期からは、教員が提出した所感を教育研究支援シス

テムに掲示し、履修学生が閲覧できるようにした。 
 第四として、個別の調査項目についての授業アンケートの結果を学生に公表してい

ないため、学生は自己が付した評価が同じクラスの学生の中でどのような位置を占め

るかを知ることができず、そのことが授業アンケートの回答率を低くしている可能性

があると考えられる。そこで、ＦＤ委員会において、授業アンケートの結果を当該授

業の履修学生が閲覧できるようにすることを決定した。告知期間が必要であるため、

アンケート結果の公表は２００８年度春学期から実施する予定である。 
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第５ カリキュラム 

 
５－１－１ 科目設定・バランス 
 
１ 科目設定 
法律基本科目群２１科目（民事系１２科目、刑事系４科目、公法系５科目、※いず

れも２００６年度と同数）、法律実務基礎科目群３６科目（２００６年度２９科目）、

基礎法学・隣接科目群３２科目（２００６年度３０科目）、展開・先端科目群１０７

科目（２００６年度９６科目）を設置している。 
 ※２００７年度より「企業統治と企業金融」を法律基本科目群から外したが、「民

事法総合Ⅰ」（春学期・４単位）を「民事法総合Ⅰ」（春学期・２単位）及び「民

事法総合Ⅱ」（秋学期・２単位）に分割したため、科目数は、±０（単位数は－

２）となった。 
  ちなみに、従前の「民事法総合Ⅱ」（秋学期・２単位）は「民事法総合Ⅲ」（秋学

期・２単位）に、「民事法総合Ⅲ」（秋学期・２単位）は「民事法総合Ⅳ」（秋学

期・２単位）に名称変更を行った。 
 
２ 学生の履修科目状況（４科目群ごとの履修単位数の平均） 
                                単位:単位 

科目群 総履修単位数 1年平均 2年平均 3年平均 4 年平均 平均 

法律基本科目  14662 28.6 23.7 1.2 4.5 17.8 

法律実務基礎科目 3783 0.0 10.7 3.3 2.5 4.6 

基礎法学・隣接科目 1958 5.4 0.7 0.9 2.0 2.4 

展開・先端科目 8018 0.0 1.3 28.0 6.5 9.7 

 
法律基本科目群２１科目（５２単位）を必修とするとともに、法律実務基礎科目に

ついては、必修３科目（６単位）・選択必修［２年秋学期配当］２科目（４単位）、計

５科目（１０単位）、基礎法・隣接科目については選択必修［１年春学期配当］１科

目２単位、［１年秋学期配当］２科目（４単位）を設定し、先端・展開科目あるいは

臨床法学など選択科目１４科目（２８単位）を履修できるように学課目を配当してい

る。 
 
５－１－２ 科目の体系性・適切性 
 
１ 法律基本科目の開講学期の見直し 
 ２年次配当の民法系科目及び刑事訴訟法系の科目が秋学期に集中し，春学期に配当

されていなかったため、「民事法総合Ⅲ（旧民事法総合Ⅱ）」「刑事法総合Ⅱ」の開講

時期を秋学期から春学期に変更した。これによって、通年で民法系科目及び刑事訴訟
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法系科目を履修できる機会を与えることができた。 
 
２ 法律基本科目応用演習の新設 
 ３年次に法律基本科目がほとんどないという学生の要望に応じるため、「民事法応

用演習」「商法応用演習」「公法応用演習」を開設するとともに，「刑事法応用演習」

を増設し、２年秋学期から３年秋学期までの間に１学期１科目，２科目まで履修でき

ることとした。その結果、以下の表のとおり、２００７年度、延べ４３９名の３年生

が法律基本科目応用演習を履修した。２年生よりも３年生の履修者数の方が圧倒的に

多く、当初の目的を達成したと言える。 
 
       登録者数 

科目名 ２年生 ３年生 

民事法応用演習 35 136 

商法応用演習 4 65 

公法応用演習 0 86 

刑事法応用演習 19 152 

合計 58 439 

 
３ 研究論文指導及びペーパーオプションの新設 
（１）研究指導論文 
  本研究科では、修了必要要件としての論文は課さないが、将来研究者を志望する

学生ばかりではなく、研究論文が執筆できる能力を持った法曹の養成に資するた

めに、「研究論文指導Ⅰ・Ⅱ」を新設した。この科目は、指導教員の指導を毎週

受けながら、５０，０００字程度の学術論文を執筆するというものであり、春学

期に概要書（８，０００字程度）および中間報告書、秋学期に研究論文（５０，

０００字程度）を作成することにより、各２単位（計４単位）を修得することが

できる。また、春学期もしくは秋学期のみに指導を受け、半期で研究論文（５０，

０００字程度）を提出し、２単位を修得することもできる。 
 
（２）ペーパーオプション 
  ［法律基本科目応用演習］［基礎法演習］［外国法基礎］［外国法演習］［共通選択

科目］の科目群の中で、ペーパーオプションの指定のある科目を履修するととも

に、２０，０００字程度のリサーチ・ペーパーを執筆し合格したときは、履修し

た科目の２単位に加えて、さらに２単位を修得することができる。 
  研究論文指導で３名、ペーパーオプションで１名の学生が執筆を行った。その中

には、研究者志望の学生も含まれており、かつ、当該学生は、大学院博士課程へ

の進学が決定したため、当初の目的を達成したと言える。 
 
４ 臨床法学教育の履修時期の変更 
 臨床法学教育（クリニック，エクスターンシップ）を，３年次だけでなく，２年次
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秋学期からも履修可能とした。 
 ２００７年度のクリニックおよびエクスターンシップの履修者数は、下表のとおり

である。両科目とも、２年生の履修者数の方が３年生の履修者数より多く、新たな需

要を生み出したといえる（２年生の方が３年生よりも時間的余裕があり、実務系科目

を履修しやすい）。それにより、２００６年度（３年生以上のみ履修可能）の２倍程

度の者が履修をすることとなった。 
 
   登録者数 

２００７年度 ２００６年度 

２年生 ３年生 ３年生のみ 

クリニック ７０ ６２ ７８ 

エクスターンシップ ７１ ３５ ５４ 

 
５－２－１ 履修選択指導等 
 
１ 「所得税法」「経済法応用演習」等の必要科目の新設 
 ２００７年度は、「所得税法」、「経済法応用演習」、「国際公法応用演習Ⅱ」、「スポ

ーツ法」、「立法学」の新設を行った。延べ８４名の学生がこれらの科目を受講した。 
 
２ ワークショップ登録時期の変更 
 従前、ワークショップ登録の時期は、原則として２年生の３月であり、例外的に、

専門法務（税務系）及び専門法務（知財系）は９月であったため、税務系、知財系を

希望する場合は、じっくりと考える時間がなかった。これを解決するため、全てのワ

ークショップの登録を２年生の１月とし、次のような取り扱いとした。 
 

２年秋学期設置のワークショップ科目（「消費者法 Ａ・Ｂ」、「企業統治と企業金融 Ａ－Ｄ」、
「国際私法Ⅰ」、「知的財産権法概説 Ｂ」、「租税法基礎 Ｂ」）は、科目登録の時点では、２年
生全員、共通選択科目として登録を行ない、１月にワークショップが決定した段階で、以下
のとおり取り扱う。 
科目クラス名 ９月の科目登録時

（２年生 全員）
翌年１月に選択した
ワークショップ 

科目の取り扱い 
（２月末の成績発表時以降） 

民事法務 ワークショップ（民事） 
消費者法 Ａ・Ｂ 共通選択 

（民事系） 上記以外 共通選択（民事系） 
企業法務 ワークショップ（企業法務） 企業統治と企業金融 

Ａ－Ｄ 
共通選択 

（商事系） 上記以外 共通選択（商事系） 
渉外法務 ワークショップ（渉外法務） 

国際私法Ⅰ 共通選択 
（国際関係系） 上記以外 共通選択（国際関係系） 

専門法務 
（知的財産系）

ワークショップ 
［専門法務（知的財産系）］

知的財産権法概説 
Ｂ 

共通選択 
（先端・展開系）

上記以外 共通選択（先端・展開系） 
専門法務（税務系） ワークショップ［専門法務（税務系）］

租税法基礎 Ｂ 共通選択 
（公法系） 上記以外 共通選択（公法系） 
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 これにより、２年生の秋学期にこれらの科目を受講した上で、ワークショップをど

こにするのかを決定できるようになり、柔軟性が広がった。 
 
３ ワークショップ配当科目の変更 
 従前、学生は，司法試験の選択科目との関係でワークショップを選択しがちであり，

「労働法」、「倒産法」という、受験者数１、２位の科目が揃っている、民事法務へ学

生が集中していた。これを解消するため、下表のとおり、２００８年度より労働法関

係の科目を公益法務へ移管することとした。 
 

２００７年度 ２００８年度変更 
民事法務 配当学期 民事法務 配当学期

家族法特殊講義 春学期 家族法特殊講義 春学期 
不動産法特殊講義 秋学期 不動産法特殊講義 秋学期 
消費者法（2年秋～） 秋学期 消費者法（2年秋～） 秋学期 
倒産法 春学期 倒産法 春学期 
倒産法演習 秋学期 倒産法演習 秋学期 
民事特別手続（人事訴訟・非訟事
件） 秋学期 民事特別手続（人事訴訟・非訟事件） 秋学期 

裁判外紛争処理 春学期 裁判外紛争処理 春学期 
労働法Ⅰ 春学期 ― ― 
労働法Ⅱ 秋学期 ― ― 
労働法演習 秋学期 ― ― 
労使紛争と法 春学期 ― ― 
医事法Ⅰ 秋学期 医事法Ⅰ 秋学期 

― ― 信託法 ※2007年度は共通選択科目 春学期 
  

公益法務 配当学期 公益法務 配当学期

外国人と法 春学期 外国人と法 春学期 
雇用差別と法 秋学期 雇用差別と法 秋学期 
社会保障法 春学期 社会保障法 春学期 
社会保障法演習 秋学期 社会保障法演習 秋学期 
社会保障法政策演習 秋学期 社会保障法政策演習 秋学期 
高齢者と法 秋学期 高齢者と法 秋学期 
子供と法 秋学期 子供と法 秋学期 
ジェンダーと法Ⅰ 春学期 ジェンダーと法Ⅰ 春学期 
ジェンダーと法Ⅱ 秋学期 ジェンダーと法Ⅱ 秋学期 
女性に対する暴力と法演習 春学期 女性に対する暴力と法演習 春学期 

― ― 労働法Ⅰ 春学期 
― ― 労働法Ⅱ 秋学期 
― ― 労働法演習 秋学期 
― ― 労使紛争と法Ⅰ ※従前の「労使紛争と法」 春学期 
― ― 労使紛争と法Ⅱ ※2008年度新設 秋学期 
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 これにより、従前、民事法務に学生が集中していたのが解消し、公益法務や他のワ

ークショップに上手く分散が図られた。 
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第６ 授業 

 
６－１－１ 授業計画・準備等 
 
 授業の準備等の関連で考察を要する事項およびそれらについての前回認証評価後

の状況は、つぎのとおりである。 
 
１ 講義要項による授業計画の提示 
 授業の実施計画については、授業の趣旨・概要を事前に系統的に受講予定者に提示

することが行なわれており、特段の問題はない。すなわち、各単元に関する論点を予

め予習課題として提示し関係判例を予習してくるよう案内することをしたり、複数の

受講単位（クラス）を擁する必修科目について、取り上げるべき項目・論争点・判例

を記した「共通進行表」と称されるものを提示したりするなどの工夫が実践されてい

る。 
 
２ 教育研究支援システム 
 教育研究支援システムの活用について、すくなくとも専任教員に限ってみるならば、

同システムを利用した予習指示・教材提示・復習指示が励行されている。科目によっ

ては、学期が始まる前に全ての授業項目（４単位の科目に関しては３０回分）を一括

して教育研究支援システムに掲げたり、授業実施後に学生から出された質問の内容を

盛り込んだ復習用の学習内容を教育研究支援システムに掲示したりするという工夫

もみられる。ただし依然として、予習の指示が不明確であったり教材の提示が授業直

前になったりするなどの例は散見され、改善の余地は残されている。 
 
３ 教材 
 教材の充実ということに関してみると、一般に、これまで３年間の経験を踏まえて

の改善を観察することができる。実務的ないし先端的な色彩の濃い科目については、

実務の実態や時事問題も重要となることから、企業のプレス・リリースや最新の判例、

さらには学術論文を教材として使用したりする例がみられる。より基本的な科目にお

いては、基本的知識の欠如が散見されることを受け、基本的事項の質問を中心にした

レジュメを配付したり、授業で扱った問題の考え方の筋道を教材として公表すること

により、学生の復習を促し、併せて学生が自発的に文章を書く練習をしやすくしたり

するなど工夫を講じている。一部の科目においては予習の分量が多すぎるという不満

が学生から出されていたところ、２００７年度においては、取り上げる題材を絞り込

み、また印刷教材として学生に配付した。 
 
６－１－２ 授業の実施 
 
１ 授業実施の全般的状況 
 授業の実施について問題となる事項のそれぞれの全般的な状況は、つぎのようなも
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のである。 
 
（１）双方向・多方向授業の実践 
 双方向・多方向授業の実践は、本研究科の科目の全般について励行されているが、

とりわけ注意を要するものは必修科目である。本研究科は入学定員３００名という大

きな規模の校であり、そこで全部の学生が履修する必修科目について双方向・多方向

の授業を実践することには、特段の工夫が求められる。この点に関し、必修科目につ

いては、クラス人数を５０名を上限とし、その前提で展開される授業においては、裁

判例や事例を教材とし、双方向・多方向の授業展開により学生の思考力を醸成するこ

とを期している。 
 ただし、科目によっては、扱う分野内容の特性を考慮して、一方向の授業展開の割

合が相対的に多いものもみられる。しかし、その場合であっても、教育研究支援シス

テムを利用して、事前に各回の授業の内容を提示し質問する事項を予告するなどして、

教場においては、それに即した双方向の授業展開を部分的に採り入れている。 
 
（２）学生の理解度の確認 
 学生の理解度の確認については、授業における双方向の講義展開のなかで学生に質

問を発することは、もとより当然のこととして、そのほか、小テストや中間テストと

よばれる理解度確認の機会を設けたり、レポートを課したりすることが多く行なわれ

ている。また、複数の受講単位が設けられている科目において、共通の課題を作成し

て学生に学習報告書の起案を課し、提出させたものについてアカデミック・アドバイ

ザーが講評をして学生に還付するという組織的な工夫を講じている例もみられる。 
 
（３）定期試験の活用 
 定期試験の活用については、教務担当教務主任とＦＤ委員会委員長の通達などに基

づき、法務研究科全体として取り組んでおり、実施率も向上してきている。講評を記

し、または部分点を明示した答案を還付することはもとより、出題趣旨や採点基準の

公表さらに解説講義の実施がなされる例がみられ、また、受験した学生が実際に作成

した答案をデータにして教育研究支援システムに掲げて学生の参考に供するという

工夫もみられる。 
 
（４）初学者のための学習支援 
 法学部でない学部を卒業して法務研究科に進学した学生や社会人経験者などに対

する教育上の配慮については、それらの者のみに向けた特別の授業を用意するという

ことは相当でないと考えられ、全般の学生に対する授業の設計や実施において配慮す

るという考え方を基本としている。 
 一般的には、このような考え方に基づく取り組みがなされており、それでよいと考

えるが、とりわけ注意を要するのは１年春学期配当の科目である。そのうち、民法関

連科目については、初めて民法を勉強する学生や民法の学修に不安を覚えている学生

に対し、授業で不明な点があれば積極的にオフィス・アワーに教員を訪ねて相談をす
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るように促している。刑法については、すべてのクラスに共通の学習報告書を課し、

個別に講評をして還付するという工夫がみられる。これらの努力や工夫を通じ、初学

者の理解度・習熟度を点検することが行なわれている。また、必修科目ではないが、

いわば必修科目を履修する前提を調えるという観点から、法律学を初めて学ぶ学生に

対し、春学期期首に限り「法の基礎理論Ⅰ」の授業を週２回行なう集中運用を２００

７年度から始めた。 
 
（５）授業の内容・水準の統一確保 
 複数の受講単位を設けて実施する必修科目の授業の内容および水準について、受講

単位間の統一を確保するという課題については、まず各科目の設置趣旨および授業概

要について担当教員間の合意形成が得られていることは、もとより当然として、くわ

えて、講義で取り上げる具体の内容題材および進度調整についても、担当者間の協議

で調和が図られている。 
 定期試験の問題やその採点基準さらに成績評価の指針については、試験問題を共通

とし不合格の判定を合議ですることとしている科目がみられる半面において、成績評

価の指針や達成度について共通の認識を形成したうえで成績評価の実施を各教員の

判断による運用に委ねている科目がみられる。 
 
２ 各科目の状況 
 以上が全般的な状況であるが、各科目分野の状況は、つぎのようなものである。 
 
（１）憲法 
 憲法関係の授業としては、「人権論」（１年春学期）、「国家と法」（１年秋学期）、「憲

法総合」（２年春学期）の６単位の必修授業が設けられている。その授業の実施方法

はほぼ同じであるから、「人権論」を例にして説明をすると、１年春学期に６クラス

が開設され、６名の教員が担当している。授業内容の共通化と水準確保のために、①

共通のシラバスを作成して学生に提示し、それにそって共通の授業を行っていること、

②１５回の授業について、各回の授業の「予習案内」を作成し、あらかじめ学生に掲

示していること、③授業の際の学生への質問についても、あらかじめ系統的に質問表

を作成し、基本的にそれに沿って質疑形式の授業を進めていること、④期末試験では

統一問題を出題し、採点基準についても事前に打ち合せていること、⑤採点にあたっ

て、とくに不合格の答案については相互に答案に目を通して採点の客観性を担保して

いること、などに努めている。 
 授業の基本方針として、主要な１５の論点を取り出し、その論点を中心に講義を進

めるが、具体的には、当該単元の論点に関する重要な憲法判例を一つ選び、その判例

（「検討判例」と呼んでいる）を検討するというかたちで講義を進めている。学生に

は、①当該単元に関する憲法上の論点を予習課題として提示し（ただし授業では扱わ

ない）、②当該単元にかかる憲法判例（「検討判例」）をあらかじめ読んでくることを

要求している（下級審から最高裁まで）ほか、③当該「検討判例」に関連する必読判

例・参考判例をも提示し、とくに必読判例についても事前の予習を要求している。 
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 この結果、学生からは、予習の分量が多すぎるという不満が少なからず出されてい

た。そこで２００７年度においては、取り上げる判例を絞り込み、また印刷教材とし

て学生に配布することにした。 
 各回の授業は、検討判例について、事実、原告・被告の主張、憲法上の争点、裁判

所の判断などについて、教師が質問し、学生に答えさせるという方式で進められてい

る。前述のように、学生には、約１週間に、あらかじめ「予習案内」を配付している。

そのなかで、当該単元で扱う憲法問題に関する基礎的事項に関する質問と、検討判

例・必読判例・参考判例を掲げている。また、教員の一部は、さらに「検討判例」の

読み方や必読判例の選定について、予習の際の指示を与えている。 
 授業は、教員から学生に対する質問と学生の解答とによって進められるが、一部の

教員は、授業のはじめに基礎事項について概説し、授業の最後にまとめを行っている。

２００７年度においては講義が上滑りにならないよう、基礎的事項の確認にこれまで

以上に注意を払うように心がけた。また１クラス４０数名の学生のうち、半数以上に

答えさせるように質問を配分している。学生を指名するほか、任意の発言を求めるこ

とも多い。質問は、判決の事実、当事者の主張、判決の論理について、判決の理解を

問うものと、判決の論理や結論への賛否について自己の意見を述べることを要求する

ものとに分かれる。いずれも、学生の法的思考能力を高めるように配慮している。 
 試験においても、担当教員全員で出題会議をもっている。判例を読ませて、論評さ

せる（上訴理由を書かせる）という形式をとり、講義の延長上での論述試験を行って

いる。講義が質疑形式で行われているため、必然的に試験は、講義の範囲からの出題

と知識の確認というものではなく、新判例を素材とした応用という形式となり、その

ため、学生には論述式の高度の試験となっている。これまでの試験では、２００４年

度受講生の試験では試験時間が３時間であったため、学生の答案は一定の水準が確保

されていたか、２００５年度受講生に対する試験以降は試験時間を２時間としたこと

などから、学生の答案で未完成・未熟なものが多く、不可の評価が相当数生じるとい

う状況を呈した。そこで２００７年度には、これまでの試験の方法を再検討し、講義

で取り上げたり指摘したりした判例を素材に問題を作成し、基礎的な事項を確認する

問題も出題するようにすることで学生の理解度の的確な測定が可能となるよう工夫

を講じているところである。 
 採点にあたっても、共通の採点基準を設けて、同一科目での採点の統一化をはかっ

ている。とくに不合格答案については、担当教員が相互に答案を読み合って、不合格

かどうかの確認をしている。合格答案については、基本的にクラス担当教員の判断に

委ねられていると共に、当該法科大学院の方針として定められている相対評価の割合

を遵守することに努めている。 
 
（２）行政法（行政過程論） 
 行政法は、６クラスを４名の教員で担当しており、春学期の「行政過程論」におい

て行政法の一般原理を、また秋学期は行政争訟に関する基本的制度を、それぞれ代表

判例と最新判例を組み合わせながら学習する形態で進めている。講義の各回で検討さ

れる課題は事前に学生に伝達され、学生はこれを検討するために必要な情報を、関係
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参照判例と基本書から引き出して、講義に臨むことになっている。講義の進め方は二

つのタイプが採用されており、一つは、検討課題について特定グループの学生による

検討結果の発表があり、それに対する他の学生の質問や担当教員からの質問・解説が

なされるというものである。もう一つは、担当教員が最初から発表検討課題について、

アトランダムに学生を指名して質問を重ねてゆくというものである。前者の場合には、

発表を担当する者以外の学生の、検討課題に対する取り組みが弱くなる傾向が指摘さ

れている。後者のタイプについては、最初から問答形式で進められることで、採り上

げられる論点の数や幅が限定される問題が指摘されている。 
 さて、必修科目である行政法については、他の必修科目にない特徴がある。それは、

法学部卒業の学生でさえ、学部時代に行政法を勉強した経験がある者は、約５０人の

各クラスで数名という状況であり、法学部でない学部の卒業生に至っては、行政法と

いう名をもつ実定法がないことさえ知らない者が少なくないという状況である。 
 このような状況のなか、短期間で行政法的思考能力を養成することは容易ではない。

それでも、２００６年度までは、約６～７割くらいの学生が、担当教員が最低限度必

要と考える水準に達しているとの確信を持つことができる状況があった。しかし、２

００７年度は、特に秋学期の試験結果などに特徴的に現れることになったが、担当教

員が期待する最低限度の学習水準に達している者は全体の３割～４割くらいではな

いかと考えざるをえない状況がある。その原因について担当教員間で検討したが、そ

の理由を特定することはできなかった。しかし、学生の行政法学習が、個別項目ごと

に分断された知識は有しているとしても、それぞれの項目を体系的に連結させるもの

になっていない傾向があることは指摘しなければならない。学生の使用している行政

法テキストを見ると、わかりやすさを追求するあまり、体系的理解に重きを置かない

傾向をもつ安易な内容のテキストに頼る割合が大きくなってきているようである。さ

らに、行政法の学習においては、憲法や民法、民事訴訟法の知識等との結合が必要に

なる場合が多くあるという要素もあるから、他の科目との連携を図ってゆく必要にも

留意を要する。 
 行政法の成績優秀者へのヒアリングによれば、行政法学習の成果を得るための作業

として、特に判例を下級審から読み、関連法条を確認する作業を繰り返すことで、行

政紛争の大量で複雑にからんだ諸事実がどのように拾い上げられて整理され、それが

行政法理論と法令の規定とに、どのように組み合わされて結論に至るべきものかを体

得する必要が指摘されている。この作業は、他の科目の予習との関係で容易でない点

もあろうが、行政法学習の全体的到達点が低下した感じられる今期の現状を前にする

と、判例（特に下級審裁判例）を読み、さらに法文を読むという行政法学習の原点を

学生諸君とともに確認する必要がある。 
 試験問題については、全担当教員で検討し、統一的な問題と採点基準を作成してい

る。採点結果についても全教員で協議するが、特に単位を与えない答案については、

全教員で討議をすることとしている。その協議の機会においては試験結果を基礎にし

て、半期の行政法教育の成果と問題点についても検討している。なお、期末試験のみ

でなく、中間試験やレポート作成を実施して、それらも期末の採点結果に反映させて

いる教員もいる。 



 

 26

 
（３）民法 
 まず、シラバスにより授業計画を学生に提示することについては、前回認証評価の

段階と同様の状況が維持されている。 
 教育研究支援システムの活用についても、すくなくとも専任教員に限ってみるなら

ば、同システムを利用した予習の指示、教材の提示、復習の指示は当然のこととなっ

ている。ただし、依然として、予習の指示が不明確であったり教材の提示が授業直前

になったりするなど、改善の余地は残されている。もっとも、これは、授業の準備の

不手際のみが理由ではない。民法の領域では近時、新たな立法や重要な新判例が相次

いでいるため、教員側としても、授業のギリギリまで、予習の指示の変更や教材の見

直しなどをせざるをえない。加えて、学生の様々なニーズにできるだけ応えるために、

レジュメの詳細化や教材の差し替えなどの工夫もしている。これらの作業が、結果と

して上記の事態を招いている側面もある。この点の事情については、教員が十分に説

明して学生の理解を得る（授業は教員と学生との共同作業によって作られていくべき

ものである）と同時に、教員の側としても引き続き改善を図っていく必要があるであ

ろう 
 教材の面では、その充実について、これまで３年間の経験を踏まえて改善が見られ

る。例えば、①基本的知識の欠如が散見されることを受けて、基本的事項の質問を中

心にしたレジュメを配付する、②授業で扱った問題の考え方の筋道を教材として公表

することにより、学生の復習を促し、併せて学生が自発的に文章を書く練習をしやす

くする、③授業で扱う問題は、初学者もいることを考慮して基本的なものにとどめ、

学習の進んでいる者のための応用的な問題は復習課題等で提示する、などの工夫であ

る。 
 講義を双方向・多方向授業の方法により実践することについては、前回認証評価の

後においても状況が維持されている。 
 学生の理解度の確認については、各クラスで小テストや短答式試験の実施、レポー

ト作成とその添削、口頭での成果発表とそれをめぐる討論、などの多様な試みが行わ

れており、状況はさらに向上していると思われる。 
 さらに、初めて民法を勉強する学生や民法の学修に不安を覚えている学生に対して

は、授業で不明な点があれば積極的にオフィスアワーに来て質問するように促してい

る教員が多い。そして、学生がオフィスアワーにおいて質問を発し、これに教員が答

える過程を通じて、当該学生の理解度を確認することができる。 
 定期試験の成果の活用についても、添削して返却するにとどまらず、以下のような

取組みも行われている。①レポート･試験の課題について、希望者を対象として、考

え方のポイント等を解説する講義を特に実施する。②レポート･試験答案の返却の際

に、各人の学習状況に沿った助言を与えつつ、激励する。③レポート･試験答案のう

ち参考となる学生のものを掲げることにより、各人が自発的に、自身のレポート・試

験答案と参考レポート・試験答案とを比較し、自身の成果を自己点検・評価するきっ

かけを作る。④出題の趣旨、採点基準、講評などを公表する。これらは、学生が試験

の結果を反省するために役立つばかりでなく、学生達が自主ゼミを組んで文章作成な
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どをする際の重要な手がかりともなりうる。 
 初学者への支援について、民法関連科目では多くの場合、予習の指示に従って教科

書を読み、出された課題についてあらかじめ考えた上で、教場の授業が進められる。

このようなオーソドックスな授業の進め方であるため、授業に関する限りでは、初学

者がついていけないということはないであろう。初学者への特別な配慮が必要と感じ

られるのは、例えば、予習する際の教科書の読み方、授業後の復習の仕方などについ

てであると考えられる。これらの点に対しては、前述の通り、予習の指示や教材の見

直し、オフィスアワーの活用によるフォロー、レポート添削におけるフォローなど、

各教員が様々な工夫を凝らして対応しようとしている。民法の対象は広範に及ぶにも

かかわらず、法務研究科における民法の授業に割り当てられている時間数はさほど多

くはない。そこで、初学者に対して、法学部の民法関連科目を聴講し、基本的な知識

を再確認するよう勧めることもある。いずれにしても、初学者のニーズを把握しつつ、

これらの工夫の蓄積・改善、そのための体制や人員の整備などをさらに図っていく必

要があろう、 
 総じて、教員間での情報や経験の交換・共有は、民法関連科目においても、法科大

学院開設から３年を経て相当に進んできた。このことを通じて、学生が到達すべき水

準とそれに基づく成績評価についても、一定の共通理解が得られているように思われ

る。このプロセスを引き続き推し進めていくべきである。他方で、以上の共通理解を

統一的な基準として定めることが必要かどうか、定めるとした場合にどこまで具体的

な基準とするのか、などの点の議論は未だ不十分であり、今後の重要な検討課題であ

る。 
 
（４）商法（会社法） 
 会社法は、１年次にⅠが、２年次にⅡが必修科目として置かれており、２年次必修

の商法総合のなかでも会社法の内容が扱われる。選択科目である「企業金融と企業統

治」においても、会社法の最先端の諸問題が扱われている。従来は、会社法Ⅰ・Ⅱの

双方において、会社法の全範囲を扱っていたが、２単位で会社法の全範囲を扱うこと

が困難であることから、学生からの要望等を容れ、２００６年度秋学期から、会社法

Ⅰで会社法総論および会社の機関を扱い、会社法Ⅱで会社の資金調達、計算、および

企業再編を扱うように変更した。また、企業統治と企業金融の内容が専門的に過ぎる

との声が強かったため、２００７年度からは、必修科目であった同科目を選択必修科

目に変更した。 
 会社法Ⅰは、会社法を初めて学ぶ者にとっての理解のしやすさを重視して、概ね講

義形式で授業を行っている。ただし、教育システムを利用して、事前に各回のレジュ

メを掲載し、レジュメ中で質問を予告する等して、部分的に対話形式を取り入れてい

る。会社法Ⅱは、概ね対話型形式（ソクラティック・メソッド）で授業を行っている。

その実践方法は教員に委ね、統一していない。あるクラスでは、レジュメに質問事項

を記載し、授業のほとんどの時間を当該事項の質問・回答に充てる形式で授業を行っ

ている。別のクラスでは、授業時間の半分程度の時間でレジュメの内容を説明し、残

りをレジュメに掲載した事例や質問項目に基づいて対話形式で授業を進めている。い
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ずれも、教育システムを利用して、事前にレジュメを公開している。レポート課題を

出し、事例問題を解かせる工夫もなされている。 
 商法総合は、会社法、手形小切手法、および商取引法を扱う。会社法については、

会社法Ⅰ・Ⅱで十分な時間をかけることができなかった重要問題を掘り下げる場とし

ている。授業の進め方は教員によって差異があり、教育システムを利用していないク

ラスもある。商法科目の教材の利用は各教員に委ねられているが、会社法Ⅱ、および

企業統治と企業金融では実務の扱いや時事問題も重要となるため、企業のプレス・リ

リース、最新の判例、さらには学術論文も教材として使用している。 
 試験は、会社法Ⅰ・Ⅱでは共通問題で行っている。採点終了後に試験問題の解説と

講評を教育システムに掲載することが定着している。 
 
（５）民事訴訟法 
 民事訴訟法関連の科目のうち、まず「民事訴訟法」においては、多くのクラスにお

いて中間に小テストが行ない、受講者の達成度を確かめることをしている。また、一

部のクラスにおいては、授業後の学生からの質問内容を盛り込んだ復習用講義要領を

授業直後に教育研究支援システムに掲示している。「民事法総合Ⅰ」および「民事法

総合Ⅱ」においては、教材および最小限各クラス共通して取り扱う課題について６名

の教員が全員で協議して決定し、定期試験問題についても共通問題を決定している。

学生の発表をきっかけに議論を進めるが、以前に増して教員との双方向の授業が中心

になっている。そのほか、民事訴訟法関連の「民事法応用演習」においては、授業内

容を各担当者が決定し、それがシラバスに従って提示され、さらに毎回の授業日の少

なくとも１週間前には課題が教育研究支援システムに掲示されている。課題は、各担

当者が決定する判例、事例を中心とした事案の民事訴訟法上の分析である。講義は、

問答を主とする双方向の授業で展開している。成績評価は、定期試験を行なう場合と

レジュメを提出させる場合がある。 
 
（６）刑法 
 刑法関係の必修科目は、１年春学期の「刑法」（４単位）および２年春学期の「刑

事法総合Ⅰ」があるところ、「刑法」については、従来どおり、取り上げるべき項目、

論争点、判例を記した「共通進行表」（学生には教育研究支援システムを通じて公開

されている）に依拠して、全教員が基本的に同じ進度で授業を進めている。２００７

年度は、取り上げるべき判例について若干の差し替えを行なった。担当教員の多くは、

この「共通進行表」に加えて、独自のレジュメを作成し、教育研究支援システムの共

通進行表に添付している。２００７年度も、全クラス共通の課題を出題した。これは、

自宅で作成するものであり、提出後に、教員による解答の手引きを教育研究支援シス

テム上に掲示するとともに、若手弁護士からなるアカデミック・アドバイザーによっ

て添削し返却するというものである。また、添削答案をもって、アカデミック・アド

バイザーのもとに質問に行き、直接、具体的な指導を受けられるようにしている。試

験については、担当教員全員で共通問題を作成し、採点においても、不合格の決定は

全担当教員の協議によることにして、公平を図っており、不合格評価に対する学生か
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らの不服はほとんどないと聞いている。 
 「刑事法総合Ⅰ」は、主として刑法各論を素材とした判例研究であり、全クラス共

通の判例（講義１回につき２～４本）を原典に当たって検討するというものである。

２００７年度は、新判例を含めて判例の差し替えを行なった。クラスによって違いは

あるものの、２年次配当ということもあり、「刑法」よりも、さらに討論の比率を増

やし、双方向、多方向の授業を徹底している。試験については、刑法と同様、共通問

題を作成し、不合格は全担当者の協議によるものとしている。 
 選択科目である「刑事法応用演習」は、１０～３０名程度の少人数のゼミ形式で、

「刑法」ならびに「刑事法総合Ⅰ」を履修していることを前提に、高度で応用的な内

容を扱っているが、学生の要望が高いことから、２００７年度から、クラスを増設す

ると共に、３年次のみならず、２年次秋学期から選択できるものとし、春学期と秋学

期の双方に解説している。内容は、各教員とも、判例研究を中心としている。 
 
（７）刑事訴訟法 
 刑事訴訟法関係科目のうち必修科目として、１年の必修科目である「刑事訴訟法」、

２年の必修科目として「刑事法総合Ⅱ」および「刑事訴訟実務の基礎」がある。後２

者の状況は、２００６年度の時点と大きく異ならない。 
 「刑事訴訟法」の科目においては、たとえば各クラスに共通のシラバスを作成し、

共通して取り上げるべき論点（４点ないし５点）、判例（２点ないし３点）を決めて、

教育研究支援システムに事前に掲載している。シラバスは毎年、秋学期が始まる前に

担当者全員で検討し更新しており、合意のうえ作成したシラバスは、秋学期が始まる

前に全ての授業項目（３０回）を一括して教育研究支援システムにアップ・ロードし

ている。したがって、シラバスやレジュメまたは教材等の掲載が遅れることはない。

授業が始まった後も、学生の要望があれば（たとえば、参考教材が借り出されていて

図書館で入手困難など）、適宜、ＰＤＦなどを教育研究支援システムにアップ・ロー

ドしている。また、これに加え、担当者が個別に講義レジュメを作成し、各講義の前

に同システムに掲載することで学生が予習できるようになっている。 
 ３０回の講義のうち、１回（６０分）を公判ビデオ視聴に当てている。なお、試験

問題は、例年、担当者全員が出題案を提出し、その中から妥当な問題案を絞り、共通

問題として出題している。 
 あるクラスの例を紹介しておくと、①事前に６頁ないし８頁ほどのレジュメを、授

業の３日ないし４日前までに教育研究支援システムに掲載しており（週２回の授業の

ため、直前の掲載のほうが良い）。レジュメでは、教科書に記載してある基本事項の

まとめが２頁ほど、発展問題と判例が４頁ないし６頁という比率で作成した。②レジ

ュメには毎回１０個ないし２０個の質問を事前に掲げ、その質問を講義で尋ねるよう

にしたが、学生の解答に対しては、その解答の根拠や発展問題など、関連問題を多く

質問するようにした。解答する学生にはマイクを持たせ、教師と学生の討議内容が全

員に伝わるようにした。この措置によって、指名された学生が答えられない場合には

他の学生が即座に議論に参加することができたようである。③レジュメの基礎知識部

分には授業の３分の１ほどの時間を当て、あとは発展問題や判例研究に充てるように
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した。学生の授業後の質問の態様は、各担当者によってまちまちである。授業の直後

は多くの学生が質問に来たものの、オフィス・アワーを利用して研究室まで質問に来

る学生は僅かだったと述べる教員もある。他方、１時限と２時限とを続けて同一教員

が担当しているクラスでは、２時限目終了後、２時限目の受講生のみならず１時限目

の受講生も質問に訪れるため、毎回、昼休みの時間（５０分）全てを質問の対応に費

やしたにもかかわらず、さらにオフィス・アワーに多くの学生が質問のため研究室を

訪れたという状況もみられる。④かつては定期試験の答案の採点に関する学生の疑義

については可及的に丁寧な対応をしており、質疑があった場合には本人作成の答案の

写しを学生に与え、疑問とされる点に逐一説明をするようにしている。さらに、定期

試験で出題された問題内容についての一般的な質問にも応じている。 
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６−２ 臨床教育 
 
１ リーガル・クリニックについて 
（１）実施状況 
 リーガル・クリニックについては、２００７年度は、民事、家事、刑事、労働、知

財、ジェンダー、憲法、外国人の全プログラムが正規開講された。各プログラムの参

加者数は以下の通りである。 
  民事   春学期 １９名  秋学期 ３０名 
  家事   春学期  ６名  秋学期  ６名 
  刑事   春学期 １９名  秋学期 ２５名 
  労働   春学期  ４名  秋学期  ３名 
  知財  春学期  ４名  秋学期  ４名 
  ジェンダー 春学期  ３名 
  憲法   春学期  １名 
  外国人           秋学期  ８名 
  合計              １３２名 
 このうち、民事、家事、刑事、労働、ジェンダーの各プログラムは、本法科大学院

付設法律事務所において教育を実施している。 
 いずれも法律相談だけでなく、事件受任型のクリニックを実施しており、かつ、学

生が相談段階から教員とともに事件に直接関与し、受任後も教員の指導監督下に事件

の処理を担当することを特徴とする。 
 
（２）リーガル・クリニックにおける理論と臨床の架橋 
 第１に、リーガル・クリニックにおいては、研究者教員と実務家教員が全ての授業

を共同で担当し、かつ、準備を共同で行うことを原則としている。 
 法律相談、受任事件における事件処理方針の検討、訴状・準備書面その他の書面の

作成などの各段階において、実務家教員と研究者教員が共同して、依頼者との関係構

築上の問題点、同事案の事実上の問題点、法律上の問題点などについて、学生に、問

題提起、助言などをし、多角的な観点から問題を分析する。実務を習得するとともに、

それを批判的に検討し、また、同時に理論を現実の問題解決にどのように活用してい

くかを考察し、創造的な法の活用を考える。実務を理論的観点から検討するとともに、

理論を実際の紛争に創造的に活用していくことを通じ、理論と実務の架橋をしていっ

ている。 
 また、民事・家事、刑事などの複数クラスがあるクリニック科目では、月に一度前

後の事例検討会を開催し、そこでは、現在担当中の事件について、事実上、法律上、

関係論上重要な論点について、担当科目の複数の研究者と実務家が学生とともに多角

的に検討討論する。 
 第２に、各クリニックの開始時には、クリニックは、実務を模倣しあるいはただ習

得するための場ではなく、教室で学んだ理論がどう実践の場で生かされるか、実践の

場で学んだことが理論にどう反映できるか、実務を理論の面からどう考えるか、実務
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の実際がどのように行われていて、それに対し理論の面から批判的に再構築していく

にはどうするかといったことを、実践の中で主体的に考え学ぶ場であることを説明し

ている。 
 
（３）教育内容・成果の共通化 
 リーガル・クリニックなどの教育成果は、文章にまとめられ、教授会等で配布され

るとともに、一年に１回以上、リーガル・クリニックの成果などについてのシンポジ

ウム・報告会を開催し、研究者教員全員に参加を呼びかけている。 
 
 
２ エクスターンシップ教育について 
（１）実施状況 
 ２００７年度は、８月中旬から９月中旬までの期間において、合計１０７名の学生

が合計６４ケ所の法律事務所（外国法共同事業法律事務所３ケ所、外国の法律事務所

１ケ所を含む）、企業法務部（１１ケ所）、官公庁等（８ケ所）、ＮＧＯ̶ＮＰＯ（９ケ

所）、国会議員事務所（１ケ所）等 に派遣された。 
 派遣学生は、正規受講の場合は２週間のプログラムとしているが、試行プログラム

の場合にはそれより短い場合もあった。各受入機関には成績評価書を提出してもらい、

派遣学生には報告書（実習内容・感想・自己評価と反省点・要望等）を提出してもら

っている。さらに、エクスターンシップの経験交流会を開催し、お互いの教育成果の

確認及び共通化による教育成果の発展を目指している。 
  また、各受入機関との間で、エクスターンシップ契約書が作成されている。 
 
（２）エクスターンシップの派遣先との教育についての連携強化・認識の共通化 
 第１に、担当教員が派遣先を訪問面談し、法科大学院の趣旨、法科大学院における

エクスターンシップの意義、教育の成果として何を期待しているかを、派遣先の担当

者はもちろん、必要に応じて、派遣先の責任者にまで、説明し、質疑を受けるなどし

て、十分な理解を得てもらうようにしている。そのうえで、受入の了解を得られた派

遣先には、依頼状・契約書等を送付し、契約書を返送してもらっている。 
 第２に、学生に対する成績評価書の提出や学生からの報告書の提出等を通じ、エク

スターンシップにおける教育についての連携強化ならびに、教育成果の客観化がはか

られており、エクスターンシップ先の多彩化・エクスターンシップ交流会の実施など

とあわせ、教育成果の定着及び共通化による教育成果の発展が図られている。 
 
３ 総参加者数 
 ２００７年度の参加者についてみれば、リーガル・クリニック及びエクスターンシ

ップ合計の延人数で２３９名に上っており、１学年の所属学生数の約８５～９０％と

高い割合の者が参加している。 
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第７ 法曹に必要な資質・能力の養成 

 
７－１ 法曹養成教育―２００７年度における改善点 
 
 ２００６年度認証評価において、本研究科の現状を肯定的に評価しつつ、それをさ

らに発展させるため、幾つかの改善計画を立てていた。それらの実施状況は以下の通

りである。 
 
①法律基本科目の理解をより深化させることによって、法曹に必要とされる法的推

論･分析力、問題解決能力等の一層の向上を図るため、「公法応用演習」、「民事法応

用演習」、「商法応用演習」の各科目を新設し、「刑事法応用演習」を増設した。 
②専門性の向上に係る授業科目に一層の多様性を確保するため、「所得税法」、「経済

法応用演習」、「国際公法応用演習Ⅱ」、「スポーツ法」および「立法学」を新設した。 
③法情報調査能力、事実調査能力、法的分析力、表現･説得能力、批判力等を涵養し

つつ、同時に、高度な法的知識を修得することを期待して、「研究論文指導Ⅰ・Ⅱ」

および「ペーパーオプション」を新設した。なお、研究者養成のため、２００７年

度より法務研究科助教の公募を開始したほか、２００７年度および２００８年度に

本研究科修了者各１名が法学学術院助手として採用されたことは特筆に値するで

あろう。 
④臨床法学教育（リーガルクリニックおよびエクスターンシップ）のさらなる拡充を

図るため、法曹倫理やリーガルカウンセリングの学修をすませた２年生秋学期から

これを登録することができることとするとともに、リーガルクリニックにつき、春

学期および秋学期（合計４単位）にこれを登録することができるものとした。なお、

リーガルクリニックにつき、２００７年度より、訴訟を受任する等の事情により予

習･復習を含む総学習時間が９０時間を超える場合には、３単位を与えることがで

きるものとしたが、１単位科目が少ないために学生の単位修得上の不便が多く、２

００８年度においては、臨床法学教育（刑事）Ⅱ（３年春学期配当）を除き、すべ

て２単位科目として運用することとした。 
⑤先端的法分野や外国法に対する知見を修得するため、協定校との学生の交換、米

国・韓国・台湾などの教員・学生を招いて先端的法分野に係る課題につき集中的な

議論を行うトランスナショナル・プログラムの実施など、国際交流活動を一層積極

的に展開した。なお、２００６年度の２名に引き続き、２００７年度においても、

交換協定に基づいて米国に留学した学生のうち２名の者が在学中にニューヨーク

州弁護士資格を取得した。 
⑥学外法曹との連携を強化することによって、エクスターンシップの派遣先の増強、

実務家教員･アカデミックアドバイザーの給源の確保、既存法曹に対する高度な専

門教育の実施等を図るため、「法務教育研究センター」を設置した（詳しくは１１

－１参照）。これと併せて、本研究科の修了者は、「早稲田大学ロースクール稲門会」

を発足させ、修了生相互間および修了生と在学生との連携の強化を図っている。 
⑦２００７年度より、本研究科修了者をチューターとして採用し、その法科大学院生
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としての経験を、教育･学習環境の改善に向けて活用することとした。 
⑧引き続き、学生の自主的な活動（『Law & Practice』誌の編集・発行、模擬裁判・
研究会・講演会等の実施）を支援し、学生自身が自らを“境界を超える法曹”“挑

戦する法曹”へと高めるための自覚的な研鑽を強化させた。 
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第８ 学習環境 

 
８－１－１ 施設・設備の確保・整備 
 
 ２００５年４月に２７号館に移転した。移転後の教室等の概要は下記のとおりであ

る。 
 各教室には受講者数に十分なスペースのある机が配置されており、電源およびＬＡ

Ｎケーブルのコンセントが配置され、全館無線ＬＡＮ対応となっている。また、４階

には法務研究科学生専用の独立した自習室４部屋に自習用キャレルが１５９席用意

されており、１１１席は２４時間利用可能である。また、自習室は２７号館に隣接し

た２７－１０号館にもある。２７－１０号館には１０名以下のグループ学習室も３室

ある。２７号館１階には複数のコピー機が設置されており、学生の利便性をはかって

いる。夜間および休日に２７号館に入館するにはカードリーダーに学生証を通さなけ

ればならず、セキュリティーが確保されている。 
 学生は目安箱の機能をもったメーリングリストを利用し、施設や利用法について、

随時意見を述べることができる。 
 ２００７年度は自習スペースの確保のために、自習室のキャレルを席を空けたまま

長時間占有することを防止する措置をとると共に、２７号館の空教室を最大限に開放

している。また、２６号館の空いている教室をグループ学習室として学生に貸し出す

ことをはじめた。 
 教室については十分な収容力と設備を有しているといえるが、印刷設備についてプ

リンタが１０台であるなど在籍学生数および学生の利用実態からも少ないと考えて

いる。また、自習室は全体として８００席余を提供しているものの、法務研究科の講

義が行われる２７号館にあるのは１５９席、近接した場所にあるのは２０８席であり、

収容定員９００人の規模に照らすと不十分であると考えている。引き続き、自習室お

よびプリンタの増設を大学当局に働きかけていきたい。 
 
２７号館施設概略（法務研占有部分） 
区分 状況 備考 
教室 ２７号館（１２教室）、２７－１０号館（３室）  
法廷教室 ２教室  
自習室 ４室  
グループ学習

室 
２７－１０号館（３室）  

ロッカー 約９００の学生用ロッカーを保有  
事務室 １室（拡張の予定あり）  
会議室 １室（各種委員会に活用）  
相談室 １室（学生との面談に使用）  
教員室 １室（講師控え室として使用）  
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８－１－２ 図書・情報源の体制 
 
 当法科大学院は、専用棟に隣接した建物にある２つの図書館と、専用棟から徒歩１

０分の図書館に法律蔵書を収蔵しており学生が自由に利用できる。また、法律関係の

データベースとして、自宅から利用可能な教育研究支援システム、大学図書館提供の

データベース、ＰＣ端末（１０台）の法律文献・書誌全文データベースを利用し、種々

の情報にアクセスすることができ、整備されているといえる。ＷＥＢを利用した情報

検索網は毎年少しづつ増えている。２００７年度は銀行法務ＤＶＤと法学教室ＤＶＤ

が法律文献データベースに追加された。 
 
８－２－１ 学習支援体制 
 
１ 経済的支援 
 本研究科は、学生に対し以下のとおり、２００７年度に総額５，４３４万円を１２

６名の学生に支給している。給付奨学金は年々金額・人数とも増加する傾向にある。 
 ２００７年度は創立１２５周年記念奨学金が新たに加わり、受給人数および受給総

額が大幅に増えた。 
 その他の支援体制として大学は複数の学生寮を提供しており、本研究科の学生も利

用可能である。現在は主に法務研究科への留学生が利用している。 
 
２ 身体障害者支援 
 全学的施設として、「障がい学習支援室」が設置されており、聴覚障害者のための

ノートテイクなど、学生への厚いサポートが行われている。また、専用棟はバリアフ

リーかつシックハウス対策がなされている。２００７年度は、実際に聴覚に障害を持

つ学生、車椅子を利用する学生が在学している。試験の際にも各種特例を認めるなど

の配慮をしている。 
 
３ ハラスメント他の相談 
 本研究科は、学生が、教職員および教務主任のいずれにも相談することができる体

制が整っており、必要な場合は、大学のハラスメント防止委員会の相談窓口を利用す

ることができる。 
 
４ 育児両立支援 
 本研究科の学生は、早稲田大学と保育業者が協力して運営する保育所を割引料金で

利用可能である。また、育児・出産・家族の介護のために、休学または復学を前提と

する退学を認めている。 
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８－２－２ 学生へのアドバイス 
 
１ 教員によるアドバイス 
 専任教員が全員オフィスアワーを週１コマ設定し、質問や相談に対応しているほか、

教育研究支援システムの質問コーナーやメールによる質問に応じている教員も多い。 
 
２ チューターおよびアカデミックアドバイザーによるアドバイス 
 １２名の大学院法務研究科修了生および大学院法学研究科学生を、チューターに採

用し、学修上の質問に対応している。また、１９名の若手法曹を、アカデミックアド

バイザーとして、学修上の疑問に加え、進路選択等について相談に応じている。２０

０７年度に、チューターおよびアカデミックアドバイザーへのアンケートを随時行い

調査したところによると、修了生のチューターに対する学生の相談は増加しているが、

アカデミックアドバイザーへの相談はそうとはいえない状態である。 
 また、学生に進路選択についての情報を提供するため、様々な分野で活躍する法律

家を招いて講演会を学生および修了生を対象に開催している。２００７年度は７回開

催した。 
 
８－２－３ カウンセリング体制 
 
１ カウンセリング体制 
 精神面の相談先として、心理専門相談員および精神科医を擁する大学の総合健康教

育センターで対応している。大学の体制は充実しており、本研究科専任のカウンセリ

ング要員は存在しないものの、大学の関係者に対して、法務研究科特有の、ストレス

が大きい状況を周知をはかることにより、充実度はさらに大きくなっている。 
 
２ 利用率等 
 本研究科学生の、総合健康教育センター利用率は、他箇所学生に比較して高い。教

務主任や教職員が、学生からの精神的な相談を受けることもある。 
 
８－２－４ 国際性の涵養 
 
１ 国際的科目履修の機会 
 ＴＶ会議システムを利用した海外の大学との授業や、海外の教員を招聘して行われ

る連続合同講義も行われ、エクスターンシップにおいても学生を海外に派遣している。

２００７年度はＪＩＣＡのプログラムにおいて３名をカンボジアに派遣した。 
 
２ 海外のロースクールとの人的交流 
 １１の海外のロースクールおよび自治体と提携を結んでおり、例年数名の学生を１

年間の留学に派遣している。また、海外からの訪問研究員、客員教授も受け入れてい

る。 
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 ２００７年度は留学した学生のうち、２名がニューヨーク州の司法試験に合格して

いる。 
 ２００７年度は米国から３名、ドイツから１名、台湾から２名の留学生を迎えた。

ドイツおよび台湾からは初の留学生であり、今後の国際的発展が期待される。 
 ２００８年度からは、外国人留学生が受講する「日本法特殊講義」の講座を倍増し、

８科目とする予定である。 
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８－３ クラス人数・入学者数・在籍者数 
 
 クラス人数は２００４年度は５クラス、２００５年度～２００７年度は６クラスを

開講している。原則として法律基本科目については５０名以下を維持し、その他の科

目も少人数で受講できるよう努力している。 
 入学者数は２００５年度～２００７年度の平均で入学定員の９４％と特に問題は

ない。 
 在籍者数も約９０％と特に問題はないといえる。 
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第９ 成績評価・修了認定 

 
９－１－１ 厳格な成績評価基準の設定・開示 
 
 成績評価の基本的な考え方に変更はなく、授業形式に応じて、学期末試験、双方向・

多方向の授業への参加・貢献の度合い、レポートなどを総合的に評価する方針を堅持

している。成績評価において、合格はＡ＋（１００～９０点、１０％）、Ａ（８９～

８０点、３０％）、Ｂ（７９～７０点、３５％）、Ｃ（６９～６０点、２５％）の相対

評価を実施している点も、従前のとおりである。 
 ただし、２００７年度より、Ｆ評価（不合格）の者が受験できる再試験の上限単位

数を、これまでの６単位から８単位に変更した。しかし、これは再試験の機会を単純

に拡大し、進級などにかかわる評価を甘くするという趣旨ではない。これまでの６単

位を上限とする制度では、２単位の科目については３科目まで再試験が受験可能であ

るのに比較して、４単位の科目については１科目しか受験できず、両者の間に著しい

不均衡が存在した。また、後に述べるように、１年次から２年次への進級要件として、

ＧＰＡ１．５以上という要件を新たに付け加えたことにより、１年次の４単位必修科

目につき、２科目まで再試験を認めることが適当であろうと判断したものである。な

お、この変更については、「２００７年度法務研究科要項の変更について」（２００７

年３月１７日付け）が教育研究支援システムのＷＥＢ上に掲載され、２００７年度新

入生に周知が図られるとともに、２００８年度からは法務研究科要項に記載されてい

る。 
 また、出席の確認を行うことを徹底する趣旨で、２００７年度授業開始時に、授業

担当教員全員に対し、毎回出席を取ることを改めて要請した（２００７年４月５日付

け）。同時に、座席表や出席カードを利用しての出席確認を奨励するとともに、教員

室の事務員にその集計を依頼できる旨を周知するなどして、平常点の実効的な評価に

つき徹底を図った。 
 
９－１－２ 成績評価の厳格な実施 
 
 各授業においては、上記の相対評価基準に基づき、ひきつづき厳格に成績の評価が

行われている。なお、同一科目の異なるクラスを同一教員が担当する場合、これらの

クラスをひとつの集団として相対評価を行っている科目があったことから、認証評価

報告書において同一科目のクラス間で評価の差異が大きい科目があるとの指摘を受

けた。しかしながら、同一教員が担当する異なるクラスが存在する場合、それらのク

ラス全体のレベル差を勘案して、統合して相対評価を行うことには合理性があるもの

と思われる。そこで、２００６年度以降、教授会で配布される成績分布表においては、

同一教員が異なるクラスを担当する場合には、「同一教員」と明示することを行って

いる。これにより、相対評価が複数クラスにまたがって行われていることが確認でき

るようになった。 
 なお、１クラスの受講生が１０名を超えるクラス（上記の相対評価基準の適用対
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象・春学期は必修科目のみ）において、Ａ＋およびＦ評価については、以下のような

状況である。 
 
 ①Ａ＋が２０％を超えるクラス 
  ２００６年度後期 ：１６４科目中 ６科目（３．７％） 
  ２００７年度春学期： ７２科目中 ０科目（０％） 
 ②Ｆ評価が１０％を超えるクラス 
  ２００６年度後期 ：１６４科目中 ６科目（３．７％） 
  ２００７年度春学期： ７２科目中２５科目（３４．７％） 
                      （内２０％を超える科目は６科目） 
 ③Ｆ評価がゼロのクラス 
  ２００６年度後期 ：１６４科目中１１０科目（６７．１％） 
  ２００７年度春学期： ７２科目中  ９科目（１２．５％） 
  
 こうしたデータは、２００５年度後期・２００６年度前期と比較して、大きく変わ

ってはいない。春学期科目においてＦ評価が目立つが、大部分は受講者の１０％をや

や越えた程度であり、２０％を超える極端な科目はそれほど多くはない。また、Ｆ評

価がゼロである科目は大部分が少人数の先端的・応用的科目であるが、必修科目の約

半数でもそうした点が見られる。 
 Ｆ評価については具体的な数値による基準は存在しないため、こうした傾向が一概

に問題があるとは言えないが、同一科目のクラス間においてこの点に大きな差異があ

れば、改善の余地があることになる。２００６年度後期においては、民事訴訟法のク

ラス間において最低０％から最大２３．９％の差異が見られただけで、これ以外にお

いてはそうした大きな差異は見られなかった。２００７年度春学期必修科目において

も、同様に大きなクラス間差異は見られない。認証評価報告書においては、Ａ＋やＦ

評価について、クラス間の差異が少なくないとの指摘を受けた。２００６年度後期・

２００７年度春学期においても、こうした差異が完全になくなったとは言えないが、

Ａ＋とＦ評価のデータを見る限り、複数クラスが開講されている科目におけるクラス

間差異は、少なくなってきていると評価できる。 
 
９－１－３ 成績評価に対する異義申立手続 
 
 成績の説明、試験に関する解説・講評、採点答案の返却等が、制度として整備され

ていない点は従前のとおりであるが、春学期・秋学期の試験の際に「定期試験の成果

の活用に関するお願い」を科目担当教員に配付し、答案の返却を実施することを要請

するとともに、出題された問題の解説、答案の一般的な講評を目的とした講義や文書

の配付をひきつづき奨励している。この結果、２００７年度春学期に答案の返却を行

った科目は２３科目、秋学期は５８科目となった。２００７年秋学期は春学期の２倍

に増えると同時に、同期に試験を実施した科目数は１１３科目であるから、約５１％

の科目で答案返却が行われている計算となる。いまだ十分な数字とは言えないが、返
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却する科目が急速に増加する傾向にあることと評価できる。今後もこうした点に関し

て、教員への要請を積極的に行ってゆくことが必要であると考えられる。 
 成績に対する異義申立に関する手続については、認証評価報告書において「慣行と

いうのみで、制度として規定し学生に対し『成績評価についての異義申立制度がある』

と周知するに至っていない点は、改善の必要がある」との指摘がなされた。そこで、

２００７年７月に、新たに「成績評価に対する異義申立手続に関する内規」を制定す

ることにより、異義申立手続を明文規定の基づく制度として設定するとともに、教育

研究支援システムのＷＥＢ上に同内規の全文をアップし、学生への周知を図った。 
 この内規によれば、自己の履修した科目の合否判定に対して異義のある学生は、当

該科目の担当教員に説明を求めたうえで、これによっても疑義が解消されなかった場

合または説明を受けることができなかった場合は、法務研究科長に対し異義申立を行

うことができる。研究科長は、申立を受けた場合、原則として当該担当教員ならびに

その科目と同一の科目を担当する教員（同一科目を担当する教員がいない場合には、

研究科長が指名する別の教員）により構成される検討委員会を設置し、再度の合否判

定を諮問する。検討委員会は、当該科目の成績評価の対象となったすべての資料に基

づき、再度の合否判定を行い、その審査報告書を研究科長に提出する。再度の合否判

定により成績を変更すべきものとされた場合には、当該担当教員および法務研究科学

務係は直ちに成績変更手続をとらなければならない。 
 なお、２００７年度春秋学期において、本手続にしたがって実際に異義申立が行わ

れた事例はなかった。異議申立手続が、その発動の前提要件としている担当教員への

説明要請については数件があったが、いずれも教員による説明により納得し、手続を

援用するまでに至らなかった。 
 
９－２－１ 進級・修了認定基準等の設定・開示 
 
 修了要件の所定単位数が９６単位であり、最大修得単位数を１０８単位とするキャ

ップ制を採用している点に変更はない。 
 しかし、２００７年度新入生から、２年生に進級するための基準を変更した。これ

までは、「１年次必修科目」（３０単位）および「１年前期選択科目」（２単位）の修

得単位数が、合計で２６単位以上でなかった者は２年次に進級できず、翌年度は１年

次に修得できなかった科目を再履修することとなっていた。２００７年度からは、こ

の要件に加えて、１年次終了時のＧＰＡが１．５を超えていることを進級要件とした。

ＧＰＡが１．５以下のために２年生に進級できなかった者は、１年次の全科目を再履

修することが求められる。２６単位を修得できなかった者も含めて、２年生に進級で

きなかった者は、２年目終了時に１年配当科目（３４単位）をすべて修得し、かつＧ

ＰＡが１．５を超えている場合のみ、２年生に進級できる。 
 新たにＧＰＡ基準を導入した理由は、過去３年間の学生の成績データから、１年次

成績のＧＰＡが１．５以下である者は、その後の２年次・３年次の成績も振るわない

ことが明らかとなったことによる。１年次の科目はいずれも、法務研究科の学生であ

れば修得しておかなければならない基礎的な法律知識を学修し、法曹として必要とさ
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れる基本的な能力を養うものである。前記のデータは、これらの基礎的な科目におい

て十分な成績が残せない場合には、仮に単位は修得できたとしても、その後の応用

的・発展的な科目の学習に対応できないことを示している。こうした観点から、仮に

進級に必要な最低単位数を修得したとしても、その成績が良くない場合には進級を認

めず、基礎的科目を再度履修させることとした。 
 なお、この変更に関しても、「２００７年度法務研究科要項の変更について」（２０

０７年３月１７日付け）として教育研究支援システムのＷＥＢ上に掲載し、２００７

年度新入生に周知を図った。２００８年度からは、法務研究科要項に記載されている。 
 
９－２－２ 修了認定等の適切な実施 
 
 ２００６年度の修了認定対象者は２５１名であった（２００３年度未修入学者２５

７名、２００４年度既修入学者１２名中）。２００７年３月度教授会における所定の

手続に基づき、このうち２４６名の修了が認定された（うち、再試験による認定者は

７名）。他の５名のうち、１名は留学中、他の４名は留年が決定した。なお、修了者

による最小修得単位数は９６単位、最多修得単位数は１０８単位であった。いずれも

修得単位要件の最低単位数とキャップ制における最多修得単位数の枠内にとどまっ

ている。なお、修了者の平均修得単位数は９８．９単位であった。 
 なお、２００７年度の修了認定対象者は２８０名であり、２００８年３月度教授会

における所定の手続に基づき、このうち２７１名の修了が認定された（うち、再試験

による認定者は１２名）。 
 また、２００６年度の２年生への進級判定対象者は２７７名であった。このうち、

２５６名が進級に必要な２６単位以上を修得し進級が決定した（うち、再試験による

決定者２５名）。他の２１名のうち、１４名は留年、２名は休学中、５名は退学した

（うち、２名は満期退学）。 
 ２００７年度の２年生への進級判定対象者は２７７名（休学者６名を含む）であり、

このうち２３５名が進級に必要な２６単位以上を修得し、かつＧＰＡ１．５以上を得

て進級が決定した（うち、再試験による決定者は１４名）。他の４２名のうち、３１

名は留年、３名は満期退学、他は休学等である。 
 
９－２－３ 修了認定に対する異義申立手続 
 
 認証評価において、「単位積み上げ方式の場合であっても、在学期間の確認や認定

単位の集計等において過誤が発生しうるのであるから、最低限これらへの対応手順は

定めておくべきである」と指摘を受けたことから、学生がこうした点につき疑義を持

った場合については、申出先として法務研究科事務所学務係を指定した。 
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第１０ 修了生への対応・新司法試験 

 
１０－１ 修了生への対応 
 ３年履修学生の第１回目の卒業を契機に、修了生への対応を開始した。 
 
１ Next Stage 2007 
 一つは、法務教育研究センタ－の主催で、Next Stage 2007と銘打ち、新司法試験
の結果を待つ修了生に向け、引き続き法曹としてのあり方を考え続け、学修への情熱

の火を絶やさないための企画を行った。内容としては、「弁護士に求められる職能」

や「司法研修所入所前セミナー」など、修了生向けの７回の講演会を実施した。 
 
２ 特別研修生（科目等履修生）制度 
 もう一つは、特別研修生制度の創設である。この制度は、本法務研究科修了生の自

律学修を支援するために設けられたものである。特別研修生は、（１）科目履修（法

務研究Ⅰ－Ⅲ－専任教官のオフィスアワーおよびアカデミック・アドバイザーによる

学修相談の利用）、（２）施設利用（図書館、小野記念館を除く自習施設などの利用）、

（３）個人貸与ロッカーの利用、（４）学内 LAN環境の利用ができることになってい
る。２００７年度にこの制度を利用した修了生は、春学期が７８名、秋学期が２９名

であった。 
 
１０－２ 新司法試験 
 
１ ２００７年度新司法試験結果 
 本研究科の２００７年度新司法試験結果は【表１】のとおりである。 
 
    【表１】２００７年新司法試験結果 

 
 
 第一に、出願者数、修了生数、受験者の関係であるが、出願者は２５５名であった

が、最終的に修了できなかったために受験資格を取得できなかった人が数名おり、そ

の結果、２５３名が新司法試験に臨むことになったが、実際に受験した人は２２３名

であった。その理由に関する調査はないが、ＧＰＡ２．０未満の者に受け控えが多か

った。 
 第二に、短答式試験の合格者であるが、同試験の合格に必要な成績をえた者が１７
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５名（７８．５％）であった。基準点に達しなかった者のうち、法学部出身者と非法

学部出身者の間に有意な差は認められなかったが、２年履修の法学既修者は、再チャ

レンジ組みも含めて全員が基準点を超えていたので、短答式試験が法学既修者に有利

に働いたと言えるかもしれない。 
 第三に、合格者数および合格率であるが、新司法試験の合格者は１１５名であり、

対受験者合格率は、５１．６％であった。３年履修生は１０４名（５０．５％）、２

年履修生は１１名（６４．７％）である。２年履修生のうち、２００７年３月修了生

の合格率は８０％、２００６年３月修了生は、１９人が新司法試験に挑戦し、２００

６年に１２名、２００７年に３名合格しているので、合格率は７８．９％となってい

る。 
 
２ 2007年修了生 GPAと合格者の相関 
 
【表２】２００７年修了生ＧＰＡと対受験者合格率 

 

 
 【表２】は、２００７年修了生で新司法試験に出願した者の３年修了時のＧＰＡ帯

と対受験者合格率と対照させたものである。これによると、本研究科での成績と新司

法試験の合格との間には、明確な相関が見られる。すなわち、ＧＰＡ３．００以上の

合格率は１００％であり、２．５０ラインを境に合格率は７０％を割り込み、２．０

０0ラインでは、ほぼ合格率５０％となり、このラインよりも下がると、急速に合格
率が低下する。本研究科におる学修の成果が合格率と相関していることがわかる。 
 
３ 全体的な評価 
 ２００７年の新司法試験においては、３年履修生の試験結果が注目されたところで

あるが、本研究科は１０４名が合格、合格率５０．５％であった。３年標準履修型全

受験生の平均合格率が３２．３％であるところからすると、本研究科の合格率はそれ

を上回っている。また、純粋の法学初学者の合格率が４２．０％であったこと、ＧＰ

Ａに現れた本研究科での学業成績でも法学系学部修了生に劣らない成果を挙げてい
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ることは、①様々なバックグラウンドを持つ志願者に門戸を開放し、②３年一貫の専

門職法学教育のもと、③法学部出身者も、他学部出身者も同じクラスで教育を行う環

境を提供してきたことの一つの成果といえる。 
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第１１ 法務教育研究センター 

 
１ 法務教育研究センターの設立 
 早稲田大学大学院法務研究科は、２００４年の研究科開設以後、法曹及び隣接法律

専門職に対する継続法学教育を法科大学院の社会的使命と認識し、（１）ワークショ

ップ「専門法務（知的財産系）」、（２）税理士会特設講座、（３）上海高級人民法院法

官日本法研修プログラムを各実施してきたが、これらの試行プログラムの成果を踏ま

えて、２００７年４月、早稲田大学法務教育研究センター（ＣＰＬＥＲ）（以下、セ

ンターと言う）を設立した（浅古弘「法曹の継続法学教育と法曹養成制度改革―早稲

田大学法務教育研究センターの試み」法律時報８０巻４号（２００８年）５４頁以下）

（法務教育研究センター規則参照）。 
  
２ センターの目的・活動 
 センターには、法曹養成教育と法律実務に係わる中核的研究機関の役割並びに法律

専門職に従事している早稲田大学出身者（稲門法曹）のネットワークを強化する役割

が期待されているが、その予定する活動は、以下の通りである。 
 ・専門職法学教育に関する基礎・応用面での研究、  
 ・継続法学教育・臨床法学教育に関する理論的・実践的研究、  
 ・エクスターンシップの受入先開拓・運営管理、 
 ・トランスナショナル・プログラムの開発と運営、 
 ・法律専門職のための継続法学教育（CLE）の運営管理、  
 ・修了生のための就職キャリア支援、 
 ・早稲田大学出身法律専門家の連携強化のための情報管理 
 ・法情報サービスの提供 
 
３ センターの組織 
 センターの長は、法務研究科研究科長が兼任し、３名の副所長のうち、２名は、法

務研究科教務主任が兼任し、法科大学院と研究センターの密接な連携を企図している。 
 センターは、独自の事務所と教員（客員講師・客員助手各１名）を有し、法務研究

科事務所の全面的な支援の下に、その職務を遂行している。 
 そして、上記の諸活動を推進するために、研究センターには、研究部門、教育部門

と学外連携部門の３部門を置いている。 
 第一に、研究部門は、学内外の研究機関と連携して、専門職法学教育に関する基礎・

応用面での研究や継続法学教育・臨床法学教育に関する理論的・実践的研究を推進す

る。 
 第二に、教育部門は、法律専門職に対する継続教育をはじめ、法律家の国際性を涵

養するための教育プログラムなどを提供し、21 世紀社会が求める法律専門職の人材
育成を目指した教育事業を展開する。 
 第三に、学外連携部門は、早稲田大学出身法律専門家の連携強化を通じて、修了生

のための就職キャリア支援や法情報サービスの提供を行うとともに、学外の諸機関・



 

 48

法律事務所・団体等との連携を図りエクスターンシップの受入先開拓などを推進する。 
 これら３部門は相互に連携して、研究部門の成果を、教育部門と学外連携部門が協

力して、効率的に社会に還元していくことを構想している。 
 
４．２００７年度の活動 
 ２００７年度におけるセンターの主要な活動は、以下の通りである。 
 
（１）エクスターンシップの運営管理 
 センター発足にともない、エクスターンシップの対外的業務（学生の受入先である

法律事務所、官公庁、企業との対応）を、従来暫定的に業務を行っていた弁護士法人

早稲田大学リーガル・クリニックより移管し、２００８年度のエクスターンシップ実

施のための準備を、法務研究科事務所とも協力して、開始した。２００７年度エクス

ターンシップ報告書の作成も実施した。 
 
（２）国際プログラム 
 第一に、上海市高級人民法院法官研修会（２００７年１１月５日～１１月９日）を

実施し、上海市側より１６名が参加した。 
 第二に、国際的な共同研究・教育のプログラムであるトランスナショナル・プログ

ラム（２００８年３月１０日～３月１５日）を実施し、比較環境法をテーマに米国、

韓国、台湾より教授４名、学生１２名を招聘した。 
 
（３）修了生向け講演会の実施 
 法務研究科を卒業した修了生を対象にして、第一に、「Next Stage2007」という名
称の連続講演会を主催（２００７年５月～１１月計７回）・実施した。第二に、公開

講演会「外交から裁判まで～ＥＦＴＡ（欧州自由連合裁判所の例～）」（２００７年９

月１０日）を実施した。 
 
（４）修了生就職支援 
 法務研究科を卒業した修了生の就職支援を目的として、第一に、修了生に関するデ

ータベースを作成し、第二に、修了生らに対して、各種の就職情報、アルバイト情報

をメーリングリストを利用して、提供した。 
 
（５）稲門法曹懇談会 
 稲門法曹のネットワーク構築のために、以下の如く、各地の稲門法曹との懇談会を

実施した。 
 ・近畿地区（大阪・京都）懇談会（２００７年１２月１５日） 
 ・北海道地区懇談会（２００７年８月３０日、２００８年１月３０日） 
 ・センター懇談会（第１回２００８年２月２１日、第２回３月２７日） 
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（６）司法試験連携検証 
 ２００７年１０月より、文部科学省・平成１９年度「先導的大学改革推進委託事業」

として、選定されたパイロット校６校の修了生につき、司法試験結果と法科大学院の

成績との相関につき検証を行った。なお、２００８年度は、パイロット校を２０校程

度に増やし検証を継続する予定である。 
 
（７）専門職大学院等教育推進プログラム（ＰＳＩＭ）への参加 
 同プログラムに参加し、模擬裁判記録教材、刑事模擬裁判ティーチング・マニュア

ル、早稲田大学１２５周年記念裁判員模擬裁判映像の教材化に取り組んだ。 
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第１２ 国際交流プログラムの展開 

 
１２－１ 海外協定校との学生交流 
 
 ２００６年秋学期から米国のロースクールに留学した学生中２名が、NY州の司法
試験に合格をした。２００７年秋学期には、ミシガン大学ロースクールに１名と台

湾・法務部司法官訓練所の短期プログラム（３週間）に１名の学生を派遣した。交換

学生の受入は、ブチェリウス・ロースクール、コロムビア大学ロースクール、イリノ

イ大学ロースクール、ペンシルバニア大学ロースクール、台湾大学法律学院から派遣

された学生６名を受け入れた。 
 このプログラムのために用意されている日本法特殊講義（英語）に、２００８年度

から新たに「Human Rights in Japan」「Civil Law in Japan」「Criminal Justice in 
Japan」の３科目が増設された。 
海外協定校であるデューク大学ロースクールとペンシルバニア大学ロースクールで、

清水章雄教授が国際経済法関連の集中講義を担当した。海外協定校からは国際的又は

比較法的な法的問題及び特に日本法の講義を担当できる教員の招聘の要請が来てお

り、この要請に応えられる教員を増加させることも課題である。ペンシルバニア大学

ロースクールからはジャック・ディリル教授が客員教授として来学し、外国法基礎（英

米法）・外国法演習（英米法）を講義した。 
 さらに協定校を増やすための努力が続けられており、スタンフォード大学ロースク

ールとフォーダム大学ロースクールとの間で、学術交流・学生交換のための協定締結

の話が進んでいる。 
 
１２－２ トランスナショナル・プログラム 
 
 ２００８年３月１０日（月）～１５日（土）の１週間を使って、今年度は、比較環

境法をテーマに、トランスナショナル・プログラムを開催した。このプログラムは、

海外ロースクールの教授と学生が本研究科の教授と学生と一緒になって、勉強をする

セッションと一般の参加者を得て行う国際シンポジウムの２部からなっている。トラ

ンスナショナル・プログラムは、今年で３回目を迎える。今年の参加校は、ペンシル

バニア大学ロースクール（Jason Johnston教授と学生３名）、カルフォニア大学バー
クレー校（Daniel A. Farber教授と学生３名）、ソウル国立大学校法科大学（趙弘植
教授と学生２名）、国立台湾大学法律学院（葉俊榮教授と学生２名）、デューク大学ロ

ースクール（学生２名）、早稲田大学法科大学院（淡路剛久教授・大塚直教授と学生

７名）であった。この他、久保田隆教授・上河原献二講師・高村ゆかり龍谷大学法学

部教授・岡松暁子尚美学園大学講師の協力を得ることができた。プログラム・コーデ

ィネーターは、法務教育研究センターの中網栄美子講師が担当をした。 
 国際シンポジウム「環境損害の回復とその責任」では、日本・アメリカ・韓国・台

湾からの研究者が各国の「環境損害」に関連する法状況を概観しながら、昨今の地球

温暖化に対する適応問題をとりあげて、「環境損害」の概念の有効性について検討を
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行った。トランスナショナル・プログラムのスケジュールは以下の通りであった。 
 
表 Waseda Law School Transnational Program March 2008 

 
 
  


