
Ⅲ－02－ 2 

  01）法学部   

 

１ 大学・学部等の理念・目的および学部等の使命・目的・教育目標 

（理念・目的等） 

ⅠＡ群 大学・学部等の理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の目的の適切性 

ⅠＡ群 大学・学部等の理念・目的・教育目標等の周知の方法とその有効性 

【理念・目的】 

 法学部は、早稲田大学の社会科学系学部において、最も長い歴史を有する学部ひとつで

ある。戦前からの法学部教員の自学養成を基調としつつ、本学部の研究教育に理解のある

他大学出身教員を必要に応じて採用することにより人事の活性化を図りながら、わが国の

法学分野における研究・教育の一翼を担ってきた。教育面では法曹、企業人、公務員養成

に貢献し、自主的・創造的市民および社会・組織のリーダーの育成に努め、教育理念とし

てリーガルマインドに根ざした「市民としての法曹」を輩出することを旨としてきた。か

かる教育成果は、法曹、多様な産業分野において活動する企業人、また国家公務員および

地方公務員として幅広く社会的に活動する多くの卒業生の活動状況から推し量ることがで

きよう。さらに、2004 年度の法務研究科の開設に対応して、法曹志望の有為な人材を育成

する責任も本学部は負っている。今後は、事後規制型社会の一層の深化に伴い、教育理念

が精緻化するとともに、かかる理念の実践がこれまで以上に強く求められると思われる。 

 研究面では、いわゆる早稲田法学を基盤としてわが国における法学分野における指導的

役割を果たしてきた。主要な法律関係学会において多数の本学部教員が中枢的な位置を占

めるとともに、政府関係機関および弁護士会などをはじめとする公的機関の審議会などの

委員あるいは研究員としても多数活躍している状況は、これまでの各教員の研究成果が社

会的評価を受けていることの証左といえよう。将来の社会を展望するにあたって、有為な

研究者・教育者としての人材を多く擁している今日的状況は、法学部における教育・研究

がその目的とするところを確固として実現する一過程にあると見るべきであろう。法学分

野におけるリーガルマインドの涵養に根ざした日常的な研究教育の実践と、今後ますます

多様化するであろう法学学際分野における時代に即応した研究者・専門家の養成に、法学

研究科および同法務研究科との連携の下、力を傾注すべきものと考える。 

 以上のような法学部の存立理念などの周知には、法学部ガイド、学部広報誌『テミス』、

学部ホームページ、またはオープンキャンパスでの学部説明会などを通じて努めている。

学内および学外に対して広く知らせている。 

 

（理念・目的等の検証） 

ⅠＣ群 大学・学部等の理念・目的・教育目標を検証する仕組みの導入 

ⅠＣ群 大学・学部等の理念・目的・教育目標の、社会との関わりの中での見直しの状況 

【理念・目的】 

 法学部における理念・目的・教育目標を検証するために、入学試験制度構想委員会を設
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置し、とりわけ少子化社会の到来に備えての法学部学生にふさわしい能力の判定のあり方

を、またカリキュラム検討運営委員会において、入学後の学生の成績追跡調査などにより、

カリキュラムとのかかわりにおける教育効果を、逐次検討している。具体的には、入学試

験制度における基礎学力の判定のあり方、カリキュラムにおけるより精緻な履修指導ガイ

ダンスを通じた教育効果のあり方、さらには成績評価分布に基づいた学生の学識のレベル

分析などについてである。かかる検討の成果を学部運営委員会を通じて、教員にフィード

バックし、日常的な授業に役立ててもらうこととしている。 

 法学部では、学生も対象とする公開講座を毎年、時宜にかなったテーマで開催している。

また、寄付講座の受け入れには積極的に取り組み、これまで税理士連合会、信託銀行協会

をはじめとして、諸団体の寄付講座を開設し、実務と理論の融合の重要性を学生に啓蒙し

てきた。また、法曹を志望する学生のために、早稲田出身の法曹で構成される「稲門法曹

会」と連携して、講演会「法曹を志す諸君へ」を毎年開催している。 

 

２ 教育研究組織 

（教育研究組織） 

ⅠＡ群 当該大学の学部・学科・大学院研究科・研究所などの組織の教育研究組織として

の適切性、妥当性 

（教育研究組織の検証） 

ⅠＣ群 当該大学の教育研究組織の妥当性を検証する仕組みの導入状況 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 本学部教員は、「早稲田法学」といわれる伝統を継承し、法学の各分野において指導的役

割を果たしている。法律関係の主要な学会においてその中枢の地位を占めるとともに、政

府関係機関および弁護士会などをはじめとする公的機関の審議会などの委員、あるいは研

究員として活躍するに至っている状況は、これまでの各教員の研究成果が一定の社会的評

価を受けていることの証左といえよう。また近年、本学部が他大学出身の教員を積極的に

採用したことも、研究の活性化を促していると評価することができる。 

 本学部教員による文部科学省科学研究費補助金の申請は近年、大幅に増加する傾向にあ

る。また、2004 年度の 21 世紀 COE プログラムに、多くの本学部教員がかかわるプロジェク

トが採択されるなど、法学部専任教員および併任教員の研究体制は積極的に展開されてい

る。これらを通じて、本学部教員は社会の先端的問題などにも取り組んでおり、今後さら

に学内資金および外部資金の一層の導入を柱とした展開が期待される。 

 このように教育研究組織としては、各教員の学部教育に対する理解を基調に、有効に機

能しているといえる。専任教員は、大学院法務研究科との併任教員を含めて 72人を擁する。

専任教員の平均担当コマ数は年間６～８コマである。大学院法務研究科の開設に伴い、法

律科目担当教員のコマ数は増加の傾向にある。今後、各教員の十分な教育研究環境を維持

するうえでも、平均的担当コマ数を６コマ程度に抑える必要があり、そのためには専任教

員の増員および客員教員の採用が焦眉の課題である。 
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３ 学士課程の教育内容・方法等 

（１）教育課程等 

（学部・学科等の教育課程） 

ⅠＡ群 学部・学科等の教育課程と各学部・学科等の理念・目的並びに学校教育法第 52 条、

大学設置基準第 19 条との関連 

ⅠＡ群 学部・学科等の理念・目的や教育目標との対応関係における、学士課程としての

カリキュラムの体系性 

ⅠＡ群 教育課程における基礎教育、倫理性を培う教育の位置づけ 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

2004 年度からの新カリキュラムにおいては、一年を春学期と秋学期に分け、それぞれの

学期で学修を完結させ、教育効果を高めるとともに、海外への留学やエクスターンシップ

などにも対応できるようにセメスター制を導入した。セメスター制では、学期ごとに段階

的・集中的な教育が実現されるメリットもあるが、教員の負担や成績評価、科目登録など

の事務負担等も増大し、他学部との調整という課題も生じる。 

法学部では、ジョイントディグリー、ダブルディグリー制度を参考にしながら、主専攻・

副専攻制度を採用し、法律科目を中心とする６つの主専攻（民事司法、刑事司法、国際関

係、公共政策、企業金融、市民社会と法）と７つの副専攻（英語圏地域研究、ドイツ語圏

地域研究、フランス語圏地域研究、中国語圏地域研究、表象文化研究、言語情報研究、歴

史思想研究）を設計し、きめ細かな履修指導やガイダンスの実施を前提に、学生たちの進

路や問題関心に即した科目選択と効果的学修を狙っている。2006 年度からは、政治経済学

部、商学部とも連携して、新たに政治学研究、経済学研究、産業経営研究という社会科学

系の副専攻をスタートさせ、法学部にいながら、社会科学系の水準の高いサブメジャーを

も履修できることになる。 

語学・教養教育と法律専門教育とを有機的に関連づけ、学生の主体的・体系的な学修を

可能にするため、６つの進路に応じたコースと履修のためのガイダンスを充実させること

とし、１年生には３月末～４月初めに、２年生以上にも３月上旬に全体の履修ガイダンス

と個別の履修指導を行っている。 

 また、副専攻制は法律専門科目との関連を意識しながら、政治、経済、会計、歴史、思

想、表象文化、言語情報などのテーマごとに、言語運用能力を身につけ、該当する言語文

化や地域圏について総合的に学修できるコースとなっている。 

さらに、2004 年度入学者から、成績が特に優秀な学生に対しては３年生修了時の卒業を

認め、早期に大学院等への進学、あるいは社会での活躍の機会を与える制度を導入した。

意欲ある優秀な学生は、本人の意思と努力による早期卒業を契機に、自己の能力および適

性を一層伸長する機会を得る。３年次卒業制度の導入によって、有能な人材がこれまで以

上に大学院に進むことが期待され、その結果、高い専門的な教育を受けた人材をより多く

社会に送り出すことが可能となる。また、勉学への努力の成果を評価する機能としても期

待ができよう。 



Ⅲ－02－ 5 

新カリキュラムでは、法律専門科目の導入部分や基礎部分を一段と重視した導入的プロ

グラムを用意し、法学部での法律専門教育に新入生がスムーズに入っていけるよう工夫し

ている。特に導入教育科目は、講義として２単位、また秋学期には、20 人程度での導入教

育演習が 38 クラスも開講されている。 

一般教育科目や共通選択科目の割合もかなりの程度保証されており、全体の卒業必要単

位数を減らすことで、その選択幅をこれまでどおり一定程度確保しているといえよう。 

以上のような斬新なカリキュラム改革は、教育内容や教育方法の充実および多様な授業

形態に対応して、教職員の日常的努力を通じ、学生の学内外における学修の実現と保証が、

現状でも十分評価に堪えうる水準に達していると思われる。 

 

ⅠＢ群 一般教養的授業科目の編成における「幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、

豊かな人間性を涵養」するための配慮の適切性 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

2003 年度以前の入学者を対象とする一般教育科目は、97 講座が３つのカテゴリーに分け

て設置されている。他方、2004 年度以降の入学者のカリキュラムについては、一般教育科

目は約 18 のカテゴリーに分かれ、77 講座が設置されている。学部設置の科目数としては十

分と思われる。2004 年度以降の入学者のカリキュラムでは副専攻制度を導入しており、他

学部設置のオープン科目やオープン教育センター設置科目と、法学部設置科目との役割分

担の明確化、それを踏まえた法学部固有のより特徴をもった講座の設置、法律学を学ぶう

えで必要となる一般教育科目の履修指導など、これまでのように一般教育科目を幅広く自

由に選択させる方法から、全体の履修の枠組みの中で一般教育科目が生きるように、新た

なモデルの構築へと変更した。  

 

ⅠＢ群 外国語科目の編成における学部・学科等の理念・目的の実現への配慮と「国際化

等の進展に適切に対応するため、外国語能力の育成」のための措置の適切性 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

法学部は、語学力をもつ有為な人材を世に送り出すことも目的としている。国際社会に

対応できる「使える」語学力を備えた学生、国際感覚を身につけた学生を育てていくため

に、外国語科目と一般教育科目・法律科目を有機的に関連づけ、外国語を系統的・段階的

に学修させている。具体的には、各外国語科目が、副専攻の各地域圏研究が設置する教養

演習の基礎となるよう設計されている。また、高度なコミュニケーション能力を養成する

ために、英語科目ではチューター１人に学生４人のチュートリアル・レッスンを必修化、

英語インテンシブ・コースを設置している。ほかにも、未修外国語に上級クラスを設置、

ドイツ語に総合コミュニケーション・コースと留学準備コースを設置、中国語にチュート

リアル・レッスンを設置、第三外国語の履修も可能とするなど、さまざまな試みが行われ

ている。 
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ⅠＢ群 教育課程の開設授業科目、卒業所要総単位に占める専門教育的授業科目・一般教

養的授業科目・外国語科目等の量的配分とその適切性、妥当性 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

2003 年度以前の入学者の卒業必要単位数は 136 単位であり、他学部の 124 単位より多く

設定されている。しかし、これは、専門科目の 48 単位、外国語の 16 単位が学部教育のコ

ア単位と考えられた結果である。 

もっとも、2004 年度以降の入学者のカリキュラムでは、学生の科目選択の余地を拡大し、

併せて学生に自由な勉学の余力を与えるために、卒業必要単位数を 124 単位に減らした。

2003 年度以前の卒業必要単位数と比べて 12 単位少なくなっているが、一方で法律科目は

60 単位、外国語科目は 20 単位と、学部教育のコア単位の履修は従来のカリキュラムより重

視した形になっている。さらなる国際化の進展に伴い、外国語教育を 20 単位まで増やし、

他大学に見られない内容の充実を図った。 

 

ⅠＢ群 基礎教育と教養教育の実施・運営のための責任体制の確立とその実践状況 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 一般教育科目はこれまで本学部専任教員を中心に、非常勤講師の協力を得て実施してき

たが、その責任体制は必ずしも明確とは言えなかった。その反省を踏まえ、2005 年度後半

にカリキュラム検討運営委員会の下部組織である「一般教育科目部門委員会」を設置、今

後は同委員会が教養教育の実施・運営のための母体となることが決まった。 

 

（カリキュラムにおける高・大の接続） 

ⅠＡ群 学生が後期中等教育から高等教育へ円滑に移行するために必要な導入教育の実施

状況 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

外国語教育に関して、附属校のひとつである早稲田大学高等学院では第二外国語として

ドイツ語、フランス語、ロシア語、中国語を１年生から学ばせているため、大学に進学す

ると中級から学習することになる。すでに始まっている本学部と同校との連絡協調体制を

通して、学習の到達目標などのコンセンサスを形成し、有機的に高校・大学の外国語教育

を連結していくために、より緊密な協力関係を築くことが望まれよう。 

 

（履修科目の区分） 

ⅠＢ群 カリキュラム編成における、必修・選択の量的配分の適切性、妥当性 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

2003 年度以前の法学部の卒業必要単位数は 136 単位とされていたが、2004 年度以降の入

学者のカリキュラムでは学生の科目選択の余地を拡大し、併せて学生に自由な勉学の余力

を与えるために、卒業必要単位数を 124 単位に減らした。2003 年度以前の卒業必要単位数
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と比べて 12 単位少なくなっているが、一方で法律科目は 60 単位、外国語科目は 20 単位と、

学部教育のコア単位の履修は従来のカリキュラムより重視したものとなっている。さらな

る国際化の進展に伴い外国語教育を 20単位とし、他大学に見られない内容の充実を図った。 

 

（授業形態と単位の関係） 

ⅠＡ群 各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係における、その各々の授業科目の単

位計算方法の妥当性 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 法学部において、学生が学士(法学)の学位を取得するためには、所定の卒業単位を取得

しなければならない。その計算の基礎とルールは、90 分間の授業をもって２時間とし、法

学部ではセメスター制をとることから以下のようになる。 

①一学年は春学期と秋学期に分かれる。②春学期または秋学期において行う毎週３時間

の学修活動（授業２時間、自習１時間）に対し１単位、同様に４時間の学修活動（授業２

時間、自習２時間）に対しては２単位とする。③上記の授業時間と自習時間の割合、それ

に伴う修得単位は科目や授業形態によって異なってくる。法学部に設置されている一般教

育科目、法律専門科目は、春学期もしくは秋学期のみで毎週４時間の授業に対して４単位

が与えられる。また外国語科目は、１講座につき春学期、秋学期を通じて毎週２時間の授

業に対して２単位が与えられ、毎週２時間の授業が春秋いずれかで行われる場合には１単

位のみ与えられる。 

このような科目区分、授業形態ごとの単位計算のあり方は、授業内容や授業形態の多様

化が進むにつれて実態と適合的でない部分が生じている。今後、より弾力的で実態に合っ

た単位計算の方法を検討する必要があろう。 

 

（単位互換、単位認定等） 

ⅠＢ群 国内外の大学等と単位互換を行っている大学にあっては、実施している単位互換

方法の適切性 

ⅠＢ群 大学以外の教育施設等での学修や入学前の既修得単位を単位認定している大学・

学部等にあっては、実施している単位認定方法の適切性 

ⅠＢ群 卒業所要総単位中、自大学・学部・学科等による認定単位数の割合 

ⅠＣ群 海外の大学との学生交流協定の締結状況とそのカリキュラム上の位置づけ 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 現在、他学部や国内･海外協定校との間で単位互換を行っているが、そのシステムにはま

だ改善の余地がある。例えば、留学先の大学で取得した単位が本学部の卒業単位に認定さ

れるか否かは、学生の最大の関心事であるが、実際にどれだけの単位数が認定されるかは、

帰国後の教務主任との面接における綿密なすり合わせの結果が出るまでわからない。事前

に履修計画が立てられないという欠点がある。教務主任としても膨大な時間をその面接に

費やさなければならず負担が大きい。それらをある程度補うために、UMAP(University 
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Mobility in Asia and the Pacific)の単位互換スキームである UCTS などを単位認定作業

に使用することも考えられよう。また、単位互換制度の簡便化という課題については、2005

年度より、事務レベルでの客観的指標での面接、教務主任による最終的なチェックという

制度に改めた。 

 高校時代に本学オープン教育センターの特別聴講制度により入学前に履修済みの科目が

ある場合は、８単位を上限として卒業必要単位に算入することができるほか、本学の附属・

系属高校の生徒が、法学部設置の「導入教育科目」（講義）を入学前に聴講した場合、法学

部への進学など一定の条件を満たすことを前提に、法学部の卒業必要単位として認めてい

る。今後、このような方式を附属・系属以外の高校に拡大するかは検討の必要があろう。 

 また、オープン教育センターが設置するインターンシッププログラムに参加し、一定の

条件を満たした場合も、卒業必要単位に算入することができるようになっている。 

外国語に関しては、TOEFL や TOEIC などの点数を勘案して単位認定する方向性が、全学的

なグランド･デザイン･ワーキング･グループ案として出されたが、具体化に向けての学部内

での議論は今後の対応に委ねられている。 

 

（開設授業科目における専・兼比率等） 

ⅠＢ群 全授業科目中、専任教員が担当する授業科目とその割合 

ⅠＢ群 兼任教員等の教育課程への関与の状況 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 法学部を本属とする専任教員は 2005 年９月現在で 53 人(客員教員、特任教授も含む)、

法務研究科との併任教員が 19 人で、合わせると 72 人となっている。法学部の兼担教員は、

法務研究科を本属とする兼担教員 35 人、法務研究科以外の学内兼担教員は 37 人で、学外

の非常勤講師は246人である。開設されている授業コマ数は2005年度で1,510コマに上り、

そのうち専任教員の担当するのは 54.6％を占める。他大学と比べると、非常勤講師による

担当コマ数が多くなっているが、研究教育能力において最高水準にある非常勤講師を招い

ており、特に外国語においては、年に数回、非常勤講師と専任教員によるカリキュラムや

学生指導教育上の打ち合わせの会をもつなど、緊密な連携と責任ある指導教育体制の構築

に努めている。今後は、一般教育科目検討委員会や法律科目部門委員会、語学教養科目部

門委員会などでも、非常勤講師、学内兼担教員との緊密な連携や話し合いを通じた責任あ

る指導教育体制の確立が課題となろう。 

 

（社会人学生、外国人留学生等への教育上の配慮） 

ⅠＣ群 社会人学生、外国人留学生、帰国生徒に対する教育課程編成上、教育指導上の配慮 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 法学部では、社会人入学試験は行っておらず、今後の検討に委ねられている。外国人留

学生や帰国生も若干名しか入学してこないので、それら少数学生に対するシステム上の配

慮はなかなか難しいのが現状である。しかし、各語学のクラスでは、外国人留学生や帰国



Ⅲ－02－ 9 

生の語学力を異文化コミュニケーションの学習に活用すべく、インフォーマントや TA のよ

うな役回りをしてもらうことで、教育指導上の配慮をしている。 

 本学の学士入学生の中には、入学以前に科目等履修生として蓄えた単位を、卒業必要単

位として認めてほしいと訴える者もあり、このニーズに応えて法学部でも、大学設置基準

改定の趣旨に合わせて、学生の意をくみ、一定期間内に履修した科目につき修得単位とし

て認定する措置がとれるようになった。 

科目等履修生は、定年後の修学やキャリアアップの場にもなっており、なかには卒業証

書を授与したいほど単位を積んだ履修生も存在しており、一般学生のインセンティブにな

っている。 

 留学生に関しては、国際教育センターが主導して全学的プログラムを作成、実施してい

るので、本学部としてはそれに依拠しているのが現状である。 

専門職大学院が設置される中で、本学部における社会人の受け入れや学士入学生、転部

入学生、科目等履修生がいわば腰掛け的な意味で法学部に在籍し、法務研究科の入学や公

務員試験、そのほかの資格試験の準備期間に利用しようとする傾向もないではない。今後

は、学生の受け入れのアドミッションポリシーとの関係で、社会人(学士入学生)、外国人

留学生、帰国生、転部入学生等へのカリキュラムや学修上の適切な配慮、総合的支援シス

テムを抜本的に検討する必要があろう。 

 

（生涯学習への対応） 

ⅠＢ群 生涯学習への対応とそのための措置の適切性、妥当性 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 法学部では社会人のための入学者選抜方式は、現在のところ採用していない。生涯学習

の観点から、また幅広い社会的バックグラウンドをもった多様な人材を受け入れる観点か

ら言えば、社会人に対する学部教育の開放は、喫緊の課題といえよう。しかし、既存の多

様な入学選抜方式を踏まえ、その実施にあたっては、教員の負担などを十分に考慮する必

要があろう。一方、毎年、公開講座を開催することによって、本学部が蓄積した知識を市

民に提供、生涯学習への要請に応えている。 

 

（２）教育方法等 

（教育効果の測定） 

ⅠＢ群 教育上の効果を測定するための方法の適切性 

ⅠＢ群 教育効果や目標達成度及びそれらの測定方法に対する教員間の合意の確立状況 

ⅠＢ群 教育効果を測定するシステム全体の機能的有効性を検証する仕組みの導入状況 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 法学部は、これまで一学年約 800～1,200 人という規模（現在、段階的に学生数を削減し

ている）で学生を受け入れ、授業科目によっては、600 人、700 人という受講者のクラスも

存在している。しかし、教員と学生との接触度を密にするため、演習形式の授業を多くす
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るなど、少人数による授業を増加、充実させる努力もしている。一例として、教員と学生

が対話形式で議論しながら授業が行われている。 

個々の教員の授業内容や教育方法について、法学部全体で組織的に改善、向上させるた

めの FD の体制づくりが急務といわなければならず、カリキュラム検討運営委員会で、FD に

ついて集中的に検討を開始した。 

 

ⅠＢ群 卒業生の進路状況 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 2005 年度における法学部の卒業生の進路状況は、その約４分の１が金融・保険業に進ん

でいるほか、教員・公務員は約 18％、あとはメーカー、マスコミ、商社等である。また約

12％の学生が法務研究科等の大学院に進学しており、各種国家試験に合格して専門職とし

て働く者も多い。例えば、司法試験の合格者は 2004 年度 226 人、2005 年度 228 人で全国一

であった。また、国家公務員Ⅰ種試験でも、2004 年度は 125 人、2005 年度は 128 人と東京

大学、京都大学についで第３位であり、私立大学では連続して第１位をキープしており、

法律職、行政職も多い。 

 

(厳格な成績評価の仕組み） 

ⅠＡ群 履修科目登録の上限設定とその運用の適切性 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 法学部では、卒業必要単位数が 124 単位になった関係で、科目登録の際に、年間の最高

履修単位数を 38 単位、学期ごとの最高履修単位数を 21 単位に設定した。最高履修単位の

縛りは、科目ごとに授業時間と自習時間のバランスを適切にとりながら、無理のない学修

と十分な予習復習の時間を確保した充実した学修状況を実現するためのものである。 

 しかしながら、３年次卒業制度の導入や留学等により、履修科目登録の上限設定がかえ

って学生の自由な履修や幅広い学修を制約する役割を果たしてしまうこともあり、今後、

見直しが必要になってこよう。 

 

ⅠＡ群 成績評価法、成績評価基準の適切性 

ⅠＢ群 厳格な成績評価を行う仕組みの導入状況 

ⅠＢ群 各年次及び卒業時の学生の質を検証・確保するための方途の適切性 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 法学部では、現在、登録した授業科目につき、出席時間数が３分の２以上の者は、試験、

レポート、授業時間内の小テスト、報告発表等で総合的に成績を評価している。成績評価

の方法は、担当者がシラバスや授業において明らかにした評価の基準と方法によって判定

されることになるが、法学部では素点で採点簿を提出してもらい、これを 100～80 点は「優」、

79～70 点は「良」、69～60 点は「可」、59～0 点は「不可」として成績の表記を行っている。

成績評価の割合については、ゼミナールなどの少人数のクラスを除き、講義科目では「優」
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30％、「良」30％、「可」20％、「不可」20％を目安にすることが教授会で申し合わせとして

承認され、これに沿って成績評価がなされてきた。 

 しかしながら、全学的に教育のオープン化や他学部聴講等が認められる中で、成績の表

記方法、成績評価の割合等も学部ごとにまちまちであり、非常に緩やかに成績を評価する

授業（いわゆる楽勝科目）に学生が集中したり、全学的な奨学金の給付・貸与制度や交換

留学生の選定、専門職大学院への入学等において、成績評価の客観性、公平性、厳正性が

問われるようになってきた。また、法学部においても、これまでの４段階評価が適切かど

うかも疑問視されており、2005 年度の７月からの全学教務担当教務主任懇談会、秋からの

法学部カリキュラム検討運営委員会においても、FD 問題とともに、成績評価の厳正化の問

題が集中的に取り上げられる予定である。 

 

ⅠＣ群 学生の学習意欲を刺激する仕組みの導入状況 

（履修指導） 

ⅠＡ群 学生に対する履修指導の適切性 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 法学部では、例年３月中旬に「新入生向け外国語ガインダス」を実施し、英語、ドイツ

語、フランス語、中国語、スペイン語、ロシア語の外国語科目担当教員が外国語の教科内

容の説明や履修指導のためのガイダンスを実施している（資料として「外国語選択の手引

き」を配付）。 

３月下旬には「新入生履修ガイダンス」「在学生向けの履修ガイダンス」を開催し、科目

選択や進路選択等に関する説明会や教員による個別相談を実施している。 

 さらに、「学部要項」「履修ガイド」を学生に配付し、そこで学科目配当や科目履修につ

いてわかりやすい説明を行い、特に「講義要項」では各教員に、①講義内容（方針、目標）、

②授業計画（進め方、日程、順序）、③教科書、参考書、④成績評価（試験等）などを詳細

に記載するシラバスを作成してもらい、形式的にも統一化を図っている。「講義要項」につ

いてはウェブ上に「講義要項検索システム」サービスをリリースし、ホームページ上で学

生が講義内容を閲覧できるようにすることで、科目選択の利便性の向上に寄与している。 

このほか、学生の適性や能力に応じた履修メニューやモデルケースを示して、学生ごと

のニーズや要望に応えるアドバイザー制度を確立するなど、学生の履修相談に適切に対応

できる新たなシステムを開発しなければならないだろう。 

 

ⅠＢ群 オフィスアワーの制度化の状況  

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

法学部において、学生自らの能力や水準の到達度を理解させ、さらに個性や能力を発

展させるために、学生に対する個別の学習指導の充実を図り、少人数教育を徹底させ、

受講する学生が自由に教員に質問や相談をできるようなオフィスアワーを充実させる

など、きめ細かな教育指導体制を整備する必要がある。オフィスアワーについては現在、
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各教員の自主設定に委ねられている。一定の効果は確認できるが、その個別的経験の集

約に基づく検討が不可欠である。 

 

ⅠＢ群 留年者に対する教育上の配慮措置の適切性 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 法学部では、2004 年度の新カリキュラムにおいて、セメスター制を導入するとともに、

必修科目を落とした学生に対しては法律専門科目、外国語科目につき、再履修クラスを設

定し学修の便宜を図っている。一定の単位を修得しない限り進級ができないという原級留

置の制度は設けていないが、一年の春学期の段階で語学クラスの出欠状況を調査し、長期

欠席者には本人および保証人への通知を行ったり、単位取得僅少者についても、学生担当

教務主任や教務担当教務主任による面接等が実施されている。 

 

（教育改善への組織的な取り組み） 

ⅠＡ群 学生の学修の活性化と教員の教育指導方法の改善を促進するための措置とその有

効性 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 法学部では、教員個人の授業用教材の準備、資料収集、整理などのため教務補助として

TA 制度を設けている。2003 年度の TA は、法学研究科に在籍する大学院学生 65 人が担当し

た。教務補助の内容は、教材作成や資料収集が多いが、ゼミナールの指導補助や講義補助、

論文添削補助など、学生に対する教育指導で活用する教員も増加してきた。このような大

学院学生による教育指導は、学部学生にとって近い年代にあるため、比較的質問や相談が

しやすいこと、大学院学生は学部学生の問題関心や思考方法につき十分把握していること、

個別指導の時間とゆとりがあることなど、数々の大きなメリットがある。しかし、他方で、

教育内容の質が必ずしも確保されず、大学院学生による代行授業に近くなる危険性もない

わけではない。したがって担当教員は、TA による個別教育指導を適切に監督し、教育の質

を低下させないよう助言や配慮を怠らないようにしなければならない。また、視聴覚教室、

コンピュータ教室でも、大学院学生が授業補助を行い、自習室の管理などで学生指導にあ

たるが、TA の法学部への割り当て時間のうちこれらで約 4,000 時間を費やしており、教職

員個人が利用できる TA の割り当て時間が約 5,500 時間に制限されてしまうため、今後さら

にきめ細かな学習指導を行うためには一層の拡充が望まれよう。 

 

ⅠＡ群 シラバスの作成と活用状況 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 法学部では、2004 年度のカリキュラム改革以降、各授業科目担当者につき、講義内容(方

針、目標)、授業計画(進め方、日程、順序)、教科書・参考書、成績評価(試験方法、基準)

等について詳細に記載してもらい、400 ページを超える紙媒体での「2005 年講義要項」を

作成、配付するとともに、ホームページ上にも掲載し、いつでも学生がアクセスできるよ
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うにしている。学生たちは、科目の選択や登録、履修計画を立てるうえで、シラバスを適

切に活用している。 

 

ⅠＡ群 学生による授業評価の活用状況 

ⅠＢ群 ＦＤ活動に対する組織的取り組み状況の適切性 

ⅠＣ群 ＦＤの継続的実施を図る方途の適切性 

ⅠＣ群 学生満足度調査の導入状況 

ⅠＣ群 卒業生に対し、在学時の教育内容・方法を評価させる仕組みの導入状況 

ⅠＣ群 雇用主による卒業生の実績を評価させる仕組みの導入状況 

ⅠＣ群 教育評価の成果を教育改善に直結させるシステムの確立状況とその運用の適切性 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 2004 年度からは、全学共通で構築されたウェブによる授業評価システムがリリースされ、

インターネット上での授業評価の実施が可能となる予定である。実施は教員の任意とする

ため、当面の利用者は一部にとどまると思われる。教員、学生への周知活動を広げ、利用

を促していくことが必要となろう。この授業評価システムは、担当教員ごとに設問の設定

や、評価結果の確認、回答結果のフィードバックがウェブ上で簡単に設定できるので、学

生、教員の双方向的な授業運営が可能となり、授業の質の向上や学生の授業満足度の向上

に資することが期待される。 

 

（授業形態と授業方法の関係） 

ⅠＢ群 授業形態と授業方法の適切性、妥当性とその教育指導上の有効性 

ⅠＢ群 マルチメディアを活用した教育の導入状況とその運用の適切性 

ⅠＢ群 「遠隔授業」による授業科目を単位認定している大学・学部等における、そうし

た制度措置の運用の適切性 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

外国語教育に関して、新校舎の竣工、利用開始により、法学部の語学教育におけるマル

チメディアの活用の幅は大きく広がったといえる。８号館各教室には、最新の情報通信機

器が常備され、オンデマンド授業などを含め、各語学科目において十分利用されている。

またカリキュラム検討運営委員会の下位に教育環境部門委員会が設置され、マルチメディ

アのさらなる有効な運用に向けて、検討がなされている。 

 

（３年卒業の特例） 

ⅠＣ群 ４年未満で卒業を認めている大学・学部等における、そうした制度措置の運用の

適切性 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

法学部では、2004 年度入学者から、成績が特に優秀な学生に対し３年生修了時の卒業を

認め、早期に大学院等への進学、あるいは社会での活躍の機会を与える制度を導入した。
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意欲ある優秀な学生が、本人の意思と努力による早期卒業を契機に、さらなる自己の能力

および適性をより一層伸長できるような機会を与え、３年次卒業制度導入によって、有能

な人材がこれまで以上に大学院に進むことが期待され、その結果、高い専門的な教育を受

けた人材を多く社会に送り出すことが可能となるほか、勉学への努力の成果を評価する機

能として期待できよう。 

３年次までの成績が平均で 80 点以上、優秀な卒業論文や卒業レポートを作成しており、

教務担当教務主任の面接により学習への意欲、将来への明確な展望と意識をもった学生に

対しては、申請に基づき３年次での学士（法学）としての卒業を認めるもので、現在、詳

細な卒業要件を検討している。 

 

（３）国内外における教育研究交流 

ⅠＢ群 国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針の適切性 

ⅠＢ群 国際レベルでの教育研究交流を緊密化させるための措置の適切性 

ⅠＣ群 外国人教員の受け入れ体制の整備状況 

ⅠＣ群 教育研究及びその成果の外部発信の状況とその適切性 

 

 ※大学全体で記述。 

 

４ 学生の受け入れ 

（学生募集方法、入学者選抜方法） 

ⅠＡ群 大学・学部等の学生募集の方法、入学者選抜方法、殊に複数の入学者選抜方法を

採用している場合には、その各々の選抜方法の位置づけ等の適切性 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

（１）入学者選抜方法の概要 

 早稲田大学法学部では、2004 年度より学則定員を 700 人としたことに伴い、新しい法学

部の理念を実現するにふさわしい学生を求めるべく、また間近に迫った 18歳人口減少に伴
う大学間の競争という深刻な事態に対処するために、各種入学試験について見直しを行っ

ている。2007 年度から、後述するような入学試験制度の変更を予定しており、これはすで

にホームページ、オープンキャンパス等で公表している。 

現在実施している入学試験は、１年次入学試験として、①一般入学試験、②大学入試セ

ンター試験を利用した入学試験、③指定校推薦入学試験、④附属・系属校からの受け入れ、

⑤帰国生入学試験、⑥外国学生入学試験の６種類があり、さらに⑦２年次転部試験、⑧学

士入学試験を実施している。 

（２）各種試験の実態とその問題点および改善策 

①一般入学試験 

 法学部における主要な試験であり、外国語（英語、ドイツ語、フランス語、中国語から

１つを選択。ただし、独、仏、中は大学入試センター試験を利用。中国語は 2006 年度試験
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から導入）、国語、地歴・公民（世界史、日本史、政治経済から１つを選択）の３教科につ

いて行う筆記試験である。定員は 350 人である。 

②大学入試センター試験を利用した入学試験 

 1999 年度から、法学部教育が広い視野を求められているという認識から、理工系の素養

をもった学生をも取り入れることと、減りつつあった地方からの学生を取り込む目的で実

施している。センター試験で５教科６科目（外国語、国語、数学２、社会、理科）を受験

した者から１次選抜を行い、２次試験として小論文を課す。センター試験の得点は１次選

抜のみに使用する。定員は 150 人である。 

また、一般試験では首都圏の合格者が圧倒的であるが、センター試験利用では地方出身

者が約４割という数字から見て、地方の学生を増やしたいという当初の狙いは、現在のと

ころ達成されている。 

以上、①と②の試験で指摘した点を踏まえ、2006 年度から、センター試験の高得点者に

はその基礎的学力について一定の評価をなすべく、定員 150 人のうち 50 人は、センター試

験の成績のみで合否を判定することにした。 

③指定校推薦入学試験 

 指定校推薦入学試験制度は、全国各都道府県から最低１校を選定している。 

 指定校の選考には、法学部へのこれまでの入学者数、入学した生徒の成績の追跡調査等

のさまざまな資料をもとに行い、本学部が提示した基準に適う生徒の推薦を高校に依頼し

ている。この基準には、学業成績のほか、スポーツ・文化活動での顕著な成果も含まれる。

ここ数年の指定校数は約 150 校である。 

 現在までのところ、優秀な生徒の入学が実現されていると同時に、全国から募集するこ

とで生徒の質の多様化を図るうえでも効果を挙げていると考えられる。概ね多様な資質を

有する能力の高い生徒が進学してきているといってよい。この制度の良さを維持するうえ

で、法学部として望む生徒のイメージをさらに高校側に理解してもらう努力が必要になろ

う。18 歳人口の減少を考えると、指定校推薦入学試験制度は、一定の能力を有する生徒を

確保するものとして、今後一層重視しなければならない。 

④附属・系属校からの受け入れ 

 早稲田大学では、現在、附属校２校（早稲田大学高等学院、早稲田大学本庄高等学院）

と系属校３校（早稲田実業高等学校、早稲田高等学校、早稲田渋谷シンガポール校）から

推薦を受けた生徒を受け入れており、法学部でも、志望に従ってこれらの高校から生徒を

受け入れている。系属校の生徒には面接を行っている。もちろん、高校側との信頼関係の

うえから、全員合格の方向づけでこの面接は行われてはいるが、面接が学部の求める学生

像を理解させるものでなければならないとともに、生徒の勉学意欲を増進するよう、決し

て形式的なものにならないよう配慮することが肝要である。このことは、将来にわたる内

部進学の充実に資するものといえよう。 

⑤帰国生入学試験 

帰国生入学試験は学部の負担軽減、受験生の数などから、早稲田大学入学センターが同
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一問題で全学統一の試験を行っている。 

⑥外国学生入学試験 

外国学生入学試験は、外国人留学生を受け入れる制度であり、筆記試験は、帰国生入学

試験を利用している。 

さらに、⑦２年次転部試験、⑥学士入学試験など、他学部、他大学の卒業生が、新たな

進路を開きたいと考えたときの門戸も用意している。 

 

（入学者受け入れ方針等） 

ⅠＡ群 入学者受け入れ方針と大学・学部等の理念・目的・教育目標との関係 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 ①の一般入試については、多くの受験生を擁する私立大学の現状からは公正かつ公平な

方式として、学部入学試験としては最もふさわしい試験と考えられるが、特に、18 歳人口

の減少、学生の質の維持、国立大学との競合を考えるとき、看過できない問題がそこに存

在するとの認識がある。2007 年度の入試改革はその点に留意したものであることは、すで

に述べたところである。 

 ②のセンター入試利用についても、新しい法学部の理念を実現するのにふさわしい学生

を獲得するための入試改革が、2007 年度から行われることは、上述したとおりである。も

ちろん、この改革の成果がどのようなものであるかについては、各種データの収集とそれ

に基づく不断の検証が必要であり、そのための機関の設置を、法学学術院として大学本部

に提言したところである。ともかくも、入試チャネルの改革を通じて、高校時代の幅広い

基礎的勉強を評価する方向に大きく踏み出したのも、新法学部の理念をより生かすためで

あるといえる。 

 2007 年度以降の法学部の入学試験では、③の推薦入試についても、上の①、②との関連

でいえば、高校側に求めているのは、幅広い基礎的勉強の成果である。もとより、法学部

は高校側に対して、推薦される生徒の基礎的学識を習得したとの結果を求めるだけでなく、

推薦する高校側に対して法学部として求める学生像、法学部としての教育の考え方などに

ついて一層情報を開示し、緊密な協働関係に立った関係の構築が今後はさらに重要になる

と考えられる。 

 ④の附属・系属校からの受け入れ(入試)については、各校との協議の継続、発展が、今

後の課題であり、私立大学としての早稲田大学法学部の今後を支える重要な要素となる。 

 ⑤の帰国生入試については、当初の理念である教育における国際化を実現することを通

じて学部教育を活性化する方策であるとともに、日本の法を習得したうえでさらに米国な

どにおいて弁護士資格の取得を目指す学生が増えている状況に鑑みると、この入試チャネ

ルは存在意義を失っていないものと考えられる。 

⑥外国人学生入試による入学生は、主に中国・台湾・韓国出身者である。日本および早

稲田大学と東アジア地域との関係の重要性を考えれば、例えば、入学後の日本語の勉強の

支えとなる日本語研究教育センターの一層のバックアップ、大学設置の奨学金制度の充実
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など、勉学環境の整備を図る必要があろう。 

 

ⅠＢ群 入学者受け入れ方針と入学者選抜方法、カリキュラムとの関係 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 新しい定員に伴う法学部の理念が、各種入学試験で生かされているかを、常に検証する

ことが求められているのは、言うまでもない。自己推薦入学試験を、2005 年度より廃止し

たのは、この観点からである。 

 定員が 700 人になることにより、教員と学生の連携を生かした教育理念の実践を実現す

るために 2004 年度より新しいカリキュラムを実施しているが、その成果は今後の問題とし

てなお精査していく必要がある。なお、⑧の学士入学試験入学者は、専門科目の必須単位

が増加したことから、相当の努力が求められることになる。 

 

ⅠＣ群 学部・学科等のカリキュラムと入試科目との関係 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 法律科目の理解には、単に六法全書の条文に関する解釈にとどまらず、学習の素材とし

ての事案がますます多様かつ複雑になっている今日的状況に照らして、理系を含む幅広い

学識が要求される。そのため、入試科目を従来の３教科にとどめることなく、数学をはじ

めとするより幅広い基礎的学識の習得を学生に求めるべきであるとの指摘がこれまでなさ

れてきた。大学入試センター試験を活用する試験方法の採用は、そのための方策である。 

 

（入学者選抜の仕組み） 

ⅠＢ群 入学者選抜試験実施体制の適切性 

ⅠＣ群 入学者選抜とその結果の公正性・妥当性を確保するシステムの導入状況 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 一般入学試験においては、各試験問題について学部内に出題委員会を設けて必要な出題

作業を行っている。入学試験後の合否判定については、さまざまな資料に基づき、判定教

授会において決定をしている。特に、一般入学試験は受験者 8,000 人を超える大規模な試

験であるが、これまでの経験がうまく生かされて実施されていると考えられる。 

 また、同試験の不合格者に対しては、本人からの請求がある場合、その得点を開示、通

知している。 

 

ⅠＢ群 入学者選抜基準の透明性 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 法学部は、一般入試の地歴・公民の３科目については、得点の標準化を行い、問題の難

易による不公平が生ずるのを防いでいる。 

 

（入学者選抜方法の検証） 



Ⅲ－02－ 18

ⅠＢ群 各年の入試問題を検証する仕組みの導入状況 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 毎年、各科目出題委員会において前年度の出題についての結果を分析しつつ、なおその

出題の適切性を検討し、次年度の出題にあたっている。なお、各年の入試問題の適切性等

を分析するための基礎資料をそろえるインフラ整備の遅れを指摘することができる。この

点で、入学センターを含む大学本部との一層の協力が必要である。 

 

（入学者選抜における高・大の連携） 

ⅠＣ群 推薦入学における、高等学校との関係の適切性 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 推薦入学制度は、今後の学部における教育研究を充実させるためには不可欠な選抜方法

であると考えられる。今後の 18 歳人口の減少を考えると、毎年優秀な生徒を推薦し、法学

部に貢献している推薦指定高等学校との間には、法学部サイドからの学部教育に関する情

報の積極的な提供などをはじめとする、一層の協働関係を確立する必要があろう。 

 

ⅠＣ群 入学者選抜における、高等学校の「調査表」の位置づけ 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 面接試験の際の重要な資料と考えている。 

 

ⅠＣ群 高校生に対して行う進路相談・指導、その他これに関わる情報伝達の適切性 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 毎年行われているオープンキャンパスを通じて、情報伝達に努めている。 

 

（科目等履修生・聴講生等） 

ⅠＣ群 科目等履修生、聴講生等の受け入れ方針・要件の適切性と明確性 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 法学部では、高校卒業と同程度の学力を有している人で、仕事上の必要あるいは自身の

関心から法学部の授業に興味を抱いている人には、科目等履修生制度を設けている。 

 志望動機などについて書類審査を経たうえで、面接を実施し、勉学意欲などを判定し、

入学を許可している。科目等履修生は年齢の幅が広いことから、在学生にとっても有形無

形の刺激となっている。科目等履修生数は、2003 年 16 人、2004 年 11 人、2005 年 12 人で

あり、３分の１ぐらいが継続受講者である。 

 これとは別に、委託履修生制度がある。現在、（社）信託協会からの寄付講座として「信

託法」が開設されているが、この講座には同協会の推薦する、主に信託銀行の現役行員を、

書類審査によって受け入れている。受け入れ人数は、毎年５人前後である。なお、法学部

はこれまで日本証券業協会、日本税理士連合会などからの寄付講座を受託してきている。 
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（定員管理） 

ⅠＡ群 学生収容定員と在籍学生数、(編)入学定員と入学者数の比率の適切性 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 法学部の定員は、上述のように学則定員は 700 人である。もとより補欠制度を採用して

いない本学部にあっては、学則定員を超えて、かつ、これに近い入学者数を確保するため

に、諸般の動向、これまでの手続き率などを考慮しつつ、毎年、判定のための学部運営委

員会において合格者数を決定している。 

 法学部としては、一般入学試験とセンター試験利用の合格者数の決定にあたっては、入

試運営委員会と協議したうえで、入学定員と大きな誤差が出ないように対応している。た

だし、受験生の動向により、年度によって変動はあるが、経年でみるならば、入学手続き

者数に大きな誤差は生じていない。 

 

ⅠＡ群 定員超過の著しい学部・学科等における定員適正化に向けた努力の状況 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 数年幅では超過の調整は適切に行われており、著しい定員超過はなく、特別の措置が必

要になったことはない。 

 

ⅠＢ群 定員充足率の確認の上に立った組織改組、定員変更の可能性を検証する仕組みの

導入状況 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

現在、法学部は十分な定員充足率を確保することができており、定員変更等は当面、問

題とはならないと考えられる。しかし、将来的な入試戦略の立案は法学部における教育研

究の要であるとの認識から、長期的な展望に立った、定員を含む入学試験制度のあり方を

検討する機関として、2004 年度から法学部では「入学試験制度構想委員会」を設置した。 

 

（編入学者、退学者） 

ⅠＡ群 退学者の状況と退学理由の把握状況 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 過去３年の退学者は、2002 年度 79 人、2003 年度 68 人、2004 年度 78 人で、毎年 70 人前

後である。退学の主な理由は、他大学入学または学費未納である。退学の申請が出された

場合、法学部では必ず、学生担当教務主任あるいは副主任が、当該学生と面談を行い、退

学理由の聴取、退学状況の把握を行っている。 

 

ⅠＣ群 編入学生及び転科・転部学生の状況 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 過去数年の、学士入学者と転部入学者の数は次の通りである。 

 学士入学者：2003 年度 12 人、2004 年度３人、2005 年度２人 
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 転部入学者：2003 年度７人、2004 年度１人、2005 年度４人 

（2003 年度と 2004 年度は３年転部者を含む） 

学士入学者が大幅に減員した理由は、法学学士課程を経由せずに法務研究科に進学する

ことによるものと考えられる。 

 

５ 教員組織 

（教員組織） 

ⅠＡ群 学部・学科等の理念・目的並びに教育課程の種類・性格、学生数との関係におけ

る当該学部の教員組織の適切性 

ⅠＡ群 主要な授業科目への専任教員の配置状況 

ⅠＡ群 教員組織における専任、兼任の比率の適切性 

ⅠＡ群 教員組織の年齢構成の適切性 

ⅠＢ群 教育課程編成の目的を具体的に実現するための教員間における連絡調整の状況と

その妥当性 

ⅠＣ群 教員組織における女性教員の占める割合 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 法学部では、2004 年度からの学生定員の減少(700 人体制)、法務研究科の開設に伴い、

また学術研究の高度化と学際化、専門的職業人教育と教養教育の相互役割分担など高等教

育システムの質的転換が迫られている現状を踏まえ、カリキュラム（教育課程）、入試制度、

教員組織および人事などの諸制度をめぐる大幅な改革を断行した。新しい法学部でも、こ

れまでどおりに各分野で優れた業績を挙げ注目されている教員を確保し、研究教育の質や

内容をさらにレベルアップさせるとともに、独自の FD の開発や導入教育、少人数教育の徹

底化などにより、21 世紀のグローバルな社会に通用する有為な人材の育成をさらに強力に

推し進めていくことになろう。また、法務研究科、法学研究科、他の専門職大学院等との

有機的連携を強め、学生の多様なニーズや体系的学習を可能とするための人的物的な環境

整備にも努めなければならない。 

 そのためには、新しい法学部教育の理念と目標に沿った教員の選考と確保が不可欠であ

る。これまで、法学部は、各科目担当者懇談会の提議により、法律科目系の専任教員につ

いては、専門科目人事委員会を通じ、また語学教養系の専任教員については、語学教養科

目担当者懇談会を通じて教授会に候補者を推薦して人事を決定する方法を採用してきた。

しかしながら、専門基礎教育の重視、講義における双方向性の推進、大教室授業の削減、

コースモデルの多様化、履修のためのガイダンスの充実、総合講座・連続講座・オムニバ

ス講座の活用、主専攻・副専攻制の導入、語学教育・リベラルアーツ教育の拡充などの改

革により、各コース担当者運営委員会や副専攻運営委員会などの新しい法学部教育の実現

のための組織体が必要になってきている。しかも、法学部における専任教員の研究教育分

野や年齢構成における偏りは是正されておらず、法務研究科の開設により、一層、教員の

構成や年齢等のアンバランスは拡大することが予想される。 
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 そこで、法学部としても、今後、学部、法務研究科、法学研究科の三者が緊密な連携を

とりながら、各箇所の役割分担と使命、教育目標を明確にしながら、分野ごとにまた年齢、

性別等についてバランスのとれた計画的な人事を推進していかなければならない。これを

実現するために、法学部の将来的展望のうえに立った人事計画の基本的指針と、これを実

現するための情報の共有化と連携を保つための人事計画策定委員会が設置され、中長期的

な人事計画と人事のための基準や手続きの整備に努めてきた。 

もとより教員採用は、大学の提示した法学部および法学研究科の教員基礎数（学部入学

定員 700 人の学生 10 人に対して教員１人、法学研究科含めて教員 77 人）を前提に、向こ

う 10年程度のスパンでの教員年齢構成や専門分野別構成に留意して慎重に行わなければな

らない。その際、法律科目系教員については、2006 年度中に法学部、法学研究科、法務研

究科のローテーションを含む教員構成を改めて検討するとともに、法務研究科の併任教員

の特例が解消される 2013 年までに、その間の推移を踏まえて、教員基礎数をはじめとする

教員構成全体を再検討しなければならない。また、科目によって授業負担、適任者の不足

等の事情が生じている場合には、兼担教員、非常勤教員、客員教員（非常勤扱い）など弾

力的に手当てするよう教務部と交渉する必要もある。語学教養系教員についても、外国語

教育、一般教養教育の一層の充実を図る観点から、必要な教員数を確保し、国際教養学部

の開設に伴う負担増を軽減し、定年予定教員の補充や客員教員の採用等を含めて協議する

必要があろう。 

 設置基準第８条第１項では「主要学科目」について原則として専任の教授または助教授

を置くことが必要とされているが、法学部ではかかる学科目には専任の教授（または助教

授）が在任し、かかる基準を満たしている。また同第 13 条による専任教員数の基準（設置

基準別表一および別表二）によると、法学部は一学科編成で一学年入学定員 700 人、四年

制で収容定員 2,800 人の計算では、専任教員 56 人に相当数の専任教員を加えた専任教員数

を擁する必要がある。現員（2005 年度）は 72 人であり、かつ、そのうち教授が 54 人であ

り、教授が全体の 75％以上を占めている。したがって、今後の定年による退職に伴う減員

を想定し、また、新規採用による補充を考慮すれば、設置基準上の専任教員数は十分に満

たしているといえる。しかし、大学院法務研究科の開設などの新たな情況の中で、法学部

では、人事経費を考慮しつつ、今後の法学基礎教育の重要性に鑑みると、設置基準上の専

任教員数のみならず、大学の基準である 77 人の教員枠を超えて、なお基本的な科目を担当

する教員、学際分野や新しい分野における講座の担当教員について、果敢に採用を展開す

べきである。また、人事構成上、教員年齢層や担当分野、ジェンダーバランス等に偏りが

見られるが、法学部では今後、法学部に設置されている人事調整委員会における審議を通

じて、人員構成の年齢平準化などを考慮した人事採用を積極的に促進する必要があろう。 

 

（教育研究支援職員）  

ⅠＡ群 実験・実習を伴う教育、外国語教育、情報処理関連教育等を実施するための人的

補助体制の整備状況と人員配置の適切性 
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ⅠＡ群 教員と教育研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性 

ⅠＣ群 ティーチング・アシスタントの制度化の状況とその活用の適切性 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 外国語教育や情報処理関連教育は、グローバル化に伴う社会的要請から、高度なカリキ

ュラム内容を用意しなければならないことは周知の事実である。加えて、授業の補助態勢

に厚みを加えるために、TA をはじめとする人的補助態勢を強化する必要がある。今後、外

国語授業に PC を使い外国語リテラシーとコンピューターリテラシーの双方を狙った授業も

さらに増えることが予想されるので、技術的な補助態勢も早急に準備する必要がある。し

かし、事務職員不足から、視聴覚関連機器の専門スタッフを配置できず、教員側からの専

門的要請には十分応えていない現状があるので、今後の改善を求めていく必要があるだろ

う。 

 

（教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続） 

ⅠＡ群 教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続の内容とその運用の適切性 

ⅠＢ群 教員選考基準と手続の明確化 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 教員の募集については、公募制、推薦制等が考えられるが、法学部では、法律系科目担

当教員については各科目担当者懇談会の推薦により、また語学教養系科目担当者について

は各科目担当者打ち合わせ会の推薦により、候補者が絞られて人事手続きにのせられると

いう内部推薦制がとられてきた。また、専任教員の任免については、早稲田大学教員任免

規則（昭和 24 年 10 月 15 日）第６条により、所属する学部、研究科等の教授会の決議に基

づいて大学がこれを行うものとされている。そして、これを受けて、法学部では、任免お

よび昇格に関しても、研究教育の経験、研究教育の能力、人格・識見などを考慮して、法

律系科目担当教員については、専門科目人事委員会（2004 年 11 月に法律科目人事委員会に

改称）において、慎重に審議したうえで、人事案件の決定をし、最終的には学部教授会に

おいて審議決定してきた。しかしながら、語学教養系科目の担当教員に関しては、各語学

担当者打ち合わせ会での推薦により、個別の審査委員会が設置されて、これまでは成文化

されたルールと手続きに基づいたものとはいえなかった。 

 そこで、2004 年４月から、法律科目人事委員会と語学教養科目人事委員会が発足し、全

体としての人事計画や嘱任の提議については、カリキュラム上の必要性、分野や年齢構成、

学生の履修動向等から「人事調整委員会」において嘱任の提議が承認された人事につき、

具体的に各人事委員会において、被推薦者の研究教育上の能力や教員としての適格性等に

ついての審査を行い、新規嘱任候補者としての決定を教授会（学部運営委員会）において

諮ることになった。これまでは、各科目担当者の懇談会や打ち合わせ会の世話人と学部執

行部でのやりとりの中で、専任教員の人事が進められることが多く、教員選考基準や手続

きが不明確、不透明で公正さを欠いていないかなど、若干の批判があった。 

 そのため、法律科目人事委員会においても、会議体の議事運営、法律科目担当の専任教
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員の嘱任に関する法学部細則などを改め、また、語学教養科目人事委員会においても専任

教員の嘱任に関する細則を設け、教員人事や選考過程の明確化、透明化、公正さを確保す

ることにした。現在では、これらにより教員人事の基準や手続きの公正さが図られつつあ

るが、人事の緊急性、弾力性という面からの批判もないわけではない。 

 すでに述べてきたように、法学部においても、従来から大学教員任免規則、法学部細則

も、教育研究歴を中心とした教授は、10 年以上、助教授は５年以上、専任講師は３年以上

などという資格要件を定めるのみで、業績の具体的な数や学問的・理論的水準等の明確で

客観的な基準とは言いがたかった。また、実務家から研究者教員になる者も少なくなく、

研究業績と実務経験、例えば法曹であれば著名な判決、事件、立法作業への関与等の実務

上の業績や経験についても、客観的・実質的に評価しうる選考基準を整備する必要があろ

う。また、手続き的にも、客員教員のような任期付き教員の採用の基準、方法も、果たし

て現状に合っているかどうか疑問もあり、若手研究者の育成という観点からも、助手、専

任講師、客員教員（専任扱い）などの選任手続きの間便・迅速化は検討に値しよう。 

 

ⅠＢ群 教員選考手続における公募制の導入状況とその運用の適切性 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 法学部では、研究教育両面で優れ、かつ社会的にも貢献しうる最高水準の教員を確保す

るために、短・中・長期の人事計画を策定し、柔軟かつ弾力的な対応がとれるように 2003

年 10 月に人事計画に関する提言をまとめ、特に教員選考手続きの透明性、開放性を高める

ために、そこでは公募制の採用についても提言されている。 

 語学教養科目担当の専任教員については、実際に公募制がとられ、ドイツ語３人、中国

語１人、英語３人の専任教員が多数の応募者の中から慎重に選考されてきた。例えば、最

近の中国語の専任教員も 93 人の応募者の中から、研究教育能力に優れ、人格識見も高い者

が公正に選考された。今後、他大学で行われているように、法律系科目担当の専任教員に

ついても、公募制が検討されなければならないが、法律系科目担当の専任教員については、

法務研究科の開設に伴う教員の移動や分野ごとの奪い合いのような過渡的状況があり、推

薦制の利点も生かしつつ、内部公募制などの活用を図ることが妥当であろう。 

 

ⅠＣ群 任期制等を含む、教員の適切な流動化を促進させるための措置の導入状況 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 2003 年 10 月 14 日の法学部人事計画委員会の「法学部における今後の人事計画に関する

提言」２の(５)において、「現行の助手制度、TA 制度を見直すとともに、若手研究者養成の

ために、任期付の専任講師制度を設ける」など新たな制度の構想の必要があることが確認

された（同・提言３ページ）。また、この提言を受けて、2004 年３月９日の法学部人事計画

策定委員会の報告書においても、助手から専任講師への嘱任、司法研修所出身者の助手へ

の嘱任の方法のほかに、任期制客員教員、30 代の若手法曹の専任教員採用など、若手教員

採用策の検討の必要性が再確認された。 
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そこで、今回、法律科目人事委員会において、MD 一貫教育との関連での修士課程からの

助手の採用と並んで、早急に、博士後期課程の大学院生、助手からの任期付きの客員講師

（専任扱い）の採用についての検討を行い、2004 年 11 月の法律科目人事委員会において、

助手から専任講師への特別推薦制度を補完し、一定期間にわたる教育能力や研究業績等を

見極め、若手研究者の養成を図るために、任期付き客員講師（専任扱い）制度を新設する

ことが決定された。任期付き客員講師（専任扱い）は、「客員教員の受入に関する規則」に

基づき嘱任されるもので、法学部専任講師との対比において、月ベースの給与水準は全く

同じで、研究費、研究室、社会保険、交通費も専任と全く異同がない。異なる点は、ボー

ナスが夏冬で２カ月であること、オーバータイムの手当がつかないこと、退職金が出ない

こと、扶養手当、住宅手当がないことである。2005 年４月から１人の任期付き客員講師（専

任扱い）が選任されている。今後とも、若手教員育成の観点から、このような取り組みを

強化するべきである。 

 

（教育研究活動の評価） 

ⅠＢ群 教員の教育研究活動についての評価方法とその有効性 

ⅡＢ群 教員の教育活動及び研究活動の評価の実施状況とその有効性 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 本学部教員の研究活動は、大学教務部がホームページで展開する「研究者データベース」

と国立情報学研究所が提供する「研究活動資源ディレクトリ」において公表されており、

これらが教員の研究活動の活性度を検証するシステムとなっているといえよう。「研究者デ

ータベース」については、本学部教員の多数が毎年の研究状況の情報を提供している。ま

た、「研究活動資源ディレクトリ」に情報を提供しているのは本学部教員の 85％を超えてい

る。これら「研究者データベース」や「研究活動資源ディレクトリ」における情報提供は、

学内外に対して日常的な研究を外部に発信することで、社会全体の科学的進歩に貢献する

とともに、学部における研究・教育の社会的貢献度の高さを推し量ることができよう。 

 「学問の独立を全うし真理の探究と学理の応用につとめる（学則）」という建学の目的に

適合的な検証システムとはいかなるシステムであるのかは、今後の検討課題であるが、な

お一層の研究活動を社会との連携の下に実現するために、また、研究成果を社会に広く生

かすために、研究成果にかかわる情報の積極的な開示に努めるべきであろう。 

 学内にあっては、従来の個人研究費中心の研究費のあり方を見直し、研究企画に基づく

特定課題研究費を中心とする研究費の配分方式を組み入れる方式は、大学の財源を通じて、

教員の研究活動の一層の活性化を図るためには有効な方法のひとつであると考えられる。

もちろん個人研究費も、教員に対して必要不可欠な基本的な研究基盤を提供する方策とし

て、今後も堅持すべきである。また、外部資金の導入を積極的に推進する政策は、教員の

努力による自由闊達な研究活動を推し進めるうえでは重要な要素といえようが、大学の公

共的機能を踏まえた学外資金ガイドラインの徹底を図りつつ、これを推進すべきであろう。 

 主要な法律関係の学会も活発に本学において開催されており、これに対する法学会から
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の学会開催のための補助金の支出は、本学部教員の研究活動の活性化に大いに貢献してい

るといえよう。本学部教員が主催する研究会活動も活発であり、20 人前後の規模の研究会

が集中する土曜の午後は、法学部の教室、会議室や国際会議場の小会議室などに予約が殺

到し、会場の確保に困難が生じている。教員の研究活動を支援していくためには、研究費

の補助だけでなく、こうした研究会などの会場の確保も重要である。学部はもとより、大

学としてもこれを一層積極的にサポートする体制を構築する必要がある。なお、学部によ

るサポートの一環として、2004 年度より「寄付講座による国際シンポジウムへの研究支援」

制度を発足させた。法学部および大学院法務研究科専任教員が責任教員としてかかわる国

際シンポジウムについて、寄付講座基金より一定額を補助、支援するものである。2004 年

度は１件について実現されている。 

 

ⅠＢ群 教員選考基準における教育研究能力・実績への配慮の適切性  

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 教員採用にあたっては、法律科目については研究業績、教歴を中心とした審査が法律科

目人事委員会に設置される審査委員会において十全に審議され、また、語学教養科目につ

いては、公募を前提として、語学教養科目担当者懇談会に設置される審査委員会において

研究業績、教歴などを踏まえ、書類審査とともに面接を通じて厳正な審査が行われている。

法律科目、語学教養科目ともに教育研究能力および実績について慎重な審議とともに、民

主的な手続きが構築されている。 

 

６ 研究活動と研究環境 

（１）研究活動 

（研究活動） 

ⅠＡ群 論文等研究成果の発表状況 

ⅠＣ群 国内外の学会での活動状況 

ⅠＣ群 当該学部として特筆すべき研究分野での研究活動状況 

ⅠＣ群 研究助成を得て行われる研究プログラムの展開状況 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 多数の本学部法律学教員が、「早稲田法学」といわれる伝統を継承し、法学のほぼすべて

の専攻分野を網羅しているとともに、そうした法学の各分野において指導的役割を果たし、

主要な法律関係の学会において各々その中枢的位置を占めるに至っている状況は、これま

での各教員の研究成果が一定の社会的評価を受けていることの証左といえよう。一方、法

学部の語学教養科目教員に関して言えば、法学部は言語学、文学、芸術学、歴史学、哲学、

思想、カルチュラルスタディーズなどの研究分野で、先導的な立場にある研究者を多数擁

する。その研究の質と量は、学内の人文科学系学部に所属する教員と全く遜色ないか、い

くつかの分野でそれを凌駕している。ただ現在、語学教養科目教員の研究を集約し発展さ

せるための場が法学部にはないので、今後全学的視野を踏まえながら、そのような場の確
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立が望まれよう。 

 主要な法律関係の学会も活発に本学で開催されており、これに対する、法学部、法学研

究科、法務研究科の教員・学生で構成する「早稲田大学法学会」により、法律学教員のた

めの紀要『早稲田法学』と語学教養科目教員のための紀要『人文論集』が発行されており、

特に『早稲田法学』（1922 年創刊）は、わが国の法律学の各分野において、常に参照と引用

に意識される重要な紀要のひとつである。ただ、本学部教員は、学界におけるそのステー

タスと注目度ゆえに、法律系の多数の専門雑誌からの原稿依頼が非常に頻繁であり、その

求めに応じた専任教員の論稿が外部の専門雑誌において公刊される、という数が非常に多

い。そのため、近年『早稲田法学』では、新進の研究者の論稿が誌面の多くを占める状況

が続いてしまっているうらみがある。 

 早稲田大学法学会は、毎年、法学部、法学研究科、法務研究科の学生からの会費約 1,700

万円および大学からの出版補助費約 570 万円（2004 年度）を主たる財源として運営されて

おり、毎年、『早稲田法学』『人文論集』『早稲田大学法学会誌』という機関誌を発行し、法

学会大会を開催して本学 OBの著名人や優れた学外の研究者等による法的視座でのテーマの

講演会などを行うほか、学生主体の模擬裁判を大隈講堂において挙行し、多数の来場者を

集めている。法学学術院、法務研究科の法学系教員・学生の総合組織であり、教員の研究

活動の公表、公刊の主体である点からするならば、財政面から研究論文の質にかかわらず

掲載枚数を制限せざるをえない現状に鑑み、いま少し大学からの財政的補助が期待されな

ければならないであろう。 

 なお、本学部教員の研究活動は、研究推進部がホームページ上に掲載している「研究活

動記録」と国立情報学研究所が提供する「研究活動資源ディレクトリ」に公表されており、

これらにより教員の研究活動の活性度を検証するシステムとなっている。「研究活動記録」

については、本学部教員の多数が毎年の研究状況の情報を提供している。「研究活動資源デ

ィレクトリ」に情報を提供しているのは 2001 年度では本学部教員の 25％程度にとどまって

いたが、2004 年度には 85％以上に上昇している。今後さらに多くの教員の参加が望まれる。

これら「研究活動記録」や「研究活動資源ディレクトリ」への情報提供は、それを意識す

ることによって、研究活動の活性化、高度化に一定程度の貢献をしていると思われる。 

 

（教育研究組織単位間の研究上の連携） 

ⅠＡ群 附置研究所とこれを設置する大学・大学院との関係 

ⅠＣ群 大学共同利用機関、学内共同利用施設等とこれが置かれる大学・大学院との関係 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

  海外との研究の国際交流の点は、法学部、法学研究科、法務研究科の法律学教員全員

を中心とする本学法律学教員で構成される比較法研究所が、研究活動を担っている。 

 比較法研究所では、国際交流に関して、①公開講演会、国際会議・シンポジウムの開

催、②外国の大学・研究機関との学術交流、③海外からの訪問学者等の受け入れ、④そ

の他、を行っている。 
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 講演会等としては、過去延べ 650 回を超える講演会を開催、外国人による講演の数の

増加が顕著であり、兼任研究員からの要請に基づくものと自主的な企画によるものとが

あるが、国際シンポジウムも数回開催した。 

 講演会等は数のうえでは多く開催しているが、その内容は分散的で焦点が定まってお

らず、統一テーマに基づく体系的な講演があってもよいのではとの評価も過去の自己点

検・評価で指摘されていた。一方、多様な講演が聴け、大学院学生などを中心にメリッ

トのほうが大きいものがあるとの見方もある。 

 現状のように多数の講演会を開催することを継続するほかに、統一的なテーマに基づ

く体系的な講演会やシンポジウムを開催することを検討する必要がある。 

 国外の大学・研究機関との学術交流として、海外８大学・研究機関と箇所間協定を締

結している。しかし、受け入れ、派遣ともそれほど多くなく、一層の発展が望まれ、交

流をより活発化させるための改善の余地がある。例えば協定校との協定更新の機会に具

体的な交流計画を策定し、それを目標に交流を実現していくことなどが有用である。 

 海外から訪問学者等を 20 年間に 104 人受け入れている。中国からの訪問学者がその

３分の１を占めている。協定校との学術交流を目的とする短期の交換研究員を除き、外

国人研究者の受け入れは活発とは言いがたい。これは、主に法学研究科が窓口になって

いることによる。法学研究科の受け入れ教員は、比較法研究所の兼任研究員でもあり、

指導内容、待遇は比較法研究所受け入れと全く同様である。今後、法学研究科と調整の

うえ、比較法研究所に窓口を一本化することが考えられる。 

 比較法研究所の「英文年報」は日本の立法、判決、学会動向を紹介するものであり、

海外 67 カ国 400 機関に配布している。英文ホームページについては、学内で独自に作

成している箇所がアジア太平洋センターなどの数カ所にとどまる中で、内容的にも日本

語のホームページとほとんど同じものを提供している現状は高く評価することができ

る。今後は、英文ホームページを一層充実させることが課題である。 

 また、2003 年度には法学研究科が申請した 21 世紀 COE 研究拠点の「企業社会の変容と法

システムの創造」が採択され、法学部専任教員の多くが本研究に携わっており、社会の先

端的問題などに取り組むべき大型プロジェクト研究活動については着実に成果を挙げてい

る（COE については「02）法学研究科」の項を参照）。 

 

（２）研究環境 

（経常的な研究条件の整備） 

ⅠＡ群 個人研究費、研究旅費の額の適切性 

ⅠＡ群 教員個室等の教員研究室の整備状況 

ⅠＡ群 教員の研究時間を確保させる方途の適切性 

ⅠＡ群 研究活動に必要な研修機会確保のための方策の適切性 

ⅠＢ群 共同研究費の制度化の状況とその運用の適切性 

ⅡＡ群 個人研究費、研究旅費の額の適切性 
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ⅡＡ群 教員個室等の教員研究室の整備状況 

ⅡＡ群 教員の研究時間を確保させる方途の適切性 

ⅡＡ群 研究活動に必要な研修機会確保のための方策の適切性 

ⅡＢ群 共同研究費の制度化の状況とその運用の適切性 

（競争的な研究環境創出のための措置） 

ⅠＣ群 科学研究費補助金及び研究助成財団などへの研究助成金の申請とその採択の状況 

ⅡＣ群 科学研究費補助金及び研究助成財団などへの研究助成金の申請とその採択の状況 

（研究上の成果の公表、発信・受信等） 

ⅠＣ群 研究論文・研究成果の公表を支援する措置の適切性 

ⅠＣ群 国内外の大学や研究機関の研究成果を発信・受信する条件の整備状況 

ⅡＣ群 研究論文・研究成果の公表を支援する措置の適切性 

ⅡＣ群 国内外の大学や研究機関の研究成果を発信・受信する条件の整備状況 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 従来の個人研究費中心の研究費のあり方を見直し、研究企画に基づく特定課題研究費を

中心とする研究費の配分方式を組み入れる試みは、大学の財源の中で、教員の研究活動の

一層の活性化を図るためには有効な方法のひとつであると考えられる。もっとも個人研究

費は、教員の基本的な研究活動を保障するものであり、重要な機能を担っていることは言

うまでもない。 

 早稲田大学特別研究期間制度（いわゆる sabbatical）の本学部への割り当ては、海外１

年の研究期間のものがおよそ年２人、国内１年の研究期間のものがおよそ年１人である。

いずれも単年度ではなく複数年度で調整し、また１年の期間を延長したり、半年分×２人

に割ったりして活用している。しかしながら、特別研究期間制度を利用しての在外研究の

申請は近年減少の傾向が見られ、この傾向が恒常化するようであれば、その原因を究明す

る必要があろう。また、従前、本学部教員は文部科学省科学研究費補助金の申請に必ずし

も積極的であるとはいえなかったが、近年、申請・採択数ともに増え、2004 年度採択件数

は、継続のものを含め 15 件（COE 研究助手を含めるならば 16 件）である。 

 施設の面では、旧８号館に比して高層化され設備の整った B 棟（新８号館）の竣工によ

り、教員各員の研究室は、格段に整備されたといえる。ただ、本学部教員が主催する研究

会活動も非常に活発であり、20 人前後の規模の研究会が集中する土曜の午後は、法学部会

議室や国際会議場の小会議室などに予約が殺到し、会場の確保に困難が生じている。教員

の研究活動を支援していくためには、研究費の補助だけでなく、こうした研究会の会場の

確保も重要であり、B棟（新８号館）竣工後も、新８号館の会議室、小教室に加えて、９号

館５階会議室も全学共通で使用できる体制を考慮すべきであろう。 

 なお、法学部では、教員の国際的な研究活動を支援するために、国際シンポジウムの責

任教員として法学部および大学院法務研究科の専任教員が関与するプログラムに対して寄

付講座基金より一定の補助をする支援制度を 2004 年度より発足させた。 

 ほぼ全員の法学部、法学研究科の法律学教員が併任・兼担する法務研究科の開設に伴い、
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本学部法律学教員の負担は質量共に非常に重くなっており、研究時間の捻出が厳しくなっ

ていることは否めない。とりわけ、法学学術院と法務研究科を併任する教員の負担は、定

例の会議、講義、定期試験、入試業務のすべての負担が倍増する結果となっているのが実

情であり、業務そのものの合理化と人員の適切な配置・増員が求められよう。現状での対

策としては、わずかに、セメスター制の導入による、年間を通しての負担から半期ごとに

アクセントをつけた負担への変更により、各教員の研究時間の確保を試みているところで

ある。 

 

７ 施設・設備等 

（施設・設備等の整備） 

ⅠＡ群 大学・学部等の教育研究目的を実現するための施設・設備等諸条件の整備状況の

適切性 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 2005 年３月には、新校舎(B 棟)が竣工し、最新設備を備えた新８号館が誕生した。新８

号館は、地下１階から地上４階に設置された教室については、法学部および法務研究科が

優先的に使用することが可能であり、３階に法廷教室、地下２階に学生読書室を備え、７

階から 12 階が法学学術院および法務研究科の教員研究室、１、２階に法学学術院事務所が

設置され、まさに法学部の研究教育の拠点となった。そして、講義教室は、PC 設備、AV 設

備、電子白板などが完備され、学生にとってわかりやすい授業を提供できるインフラを伴

っている。また、演習形式の授業、PC を利用する授業などが展開しやすい小教室も整備さ

れた。さらには、AV 教材を作成するためのスタジオも設置された。 

 このように、新８号館は、2003 年度からの学生定員 700 人という法学部の規模と少人数

教育を重視するカリキュラム方針を基本的に支える設備を備えている。もっとも、法学部

の授業が８号館の教室だけですべてに対応できるという状況には至っておらず、10 号館な

どの共通教室を利用せざるえない状況は残っている。 

 

ⅠＢ群 教育の用に供する情報処理機器などの配備状況 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 法学部の新カリキュラムでは、専門教育および語学教育における少人数教育が重視され

ているが、新８号館によって、この改革に対応して、新しい教育方法の展開、中・小規模

教室の整備、演習、語学を中心とした少人数教室の充実・整備、過密な教室配当の解消、

高度情報化に対応した施設整備などの教学環境が充実整備された。 

教室の利用状況について、『大学基礎データ』表 40「規模別講義室・演習室使用状況一覧

表」を見るならば、中・小規模教室の使用頻度が高いことがわかる。新８号館の教室配置

は、この需要に適切に対応している。 

 

（キャンパス・アメニティ等） 
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ⅠＢ群 キャンパス・アメニティの形成・支援のための体制の確立状況 

ⅠＢ群 「学生のための生活の場」の整備状況 

ⅠＢ群 大学周辺の「環境」への配慮の状況 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 法学部学生向けの施設としては、１階にメインラウンジがあり、大学生協の売店、コピ

ー設備が設けられている。ラウンジは、このほか、１階および３階に設けられており、ま

た、３階にはインターネットラウンジがある。これらの施設の使用頻度は極めて高い。学

生数との関係では、決して十分とはいえないが、基本的な需要は満たしていると思われる。

しかし、大学全体における教育の根幹は、学生の自学自習を、そして学内での良好な生活

をサポートすることにあるから、なお学生数に見合った学部学生のための読書室をはじめ

とする施設の整備は大学全体としての責務であろう。 

 

（利用上の配慮） 

ⅠＡ群 施設・設備面における障害者への配慮の状況 

（組織・管理体制） 

ⅠＢ群 施設・設備等を維持・管理するための責任体制の確立状況 

ⅠＢ群 施設・設備の衛生・安全を確保するためのシステムの整備状況 

 

 ※大学全体で記述。 

 

９ 社会貢献 

（社会への貢献） 

ⅠＢ群 社会との文化交流等を目的とした教育システムの充実度 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

教育研究の成果を社会に還元するという意味では、毎年春学期に寄付による公開講座が

定例的に開設されており、その運用は軌道に乗りつつある。今後も、公開講座のテーマを

法学部の法律・語学教養担当専任教員がカバーするさまざまな分野に広げるとともに、そ

の成果を外部に、よりアクセスしやすい形で公表するなどの積極的な展開を考慮すべきで

ある。 

 

ⅠＢ群 公開講座の開設状況とこれへの市民の参加の状況 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 法学部は、教育研究の質の一層の向上を図るとともに、地域社会での知的活動の中心的

拠点としての役割を担っていくために、地域社会との連携を積極的に推進し、地域社会と

のつながりを強化することを目指している。法学部では、1999 年度から横川敏雄本学部元

客員教授の遺志と基金により、一般に開放された「法学部横川敏雄記念公開講座」を実施

している。1999 年度は「高齢社会と法」というテーマで法学部教員が講師となって、５月
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から６回の連続講座が行われ、延べ 1,000 人を超える参加者があった。また、2000 年度は

「少年非行と法」、2001 年度「司法制度改革と市民の視点」、2002 年度「家族・ジェンダー

と法」、2003 年度「環境と法」というテーマで毎回５週連続の講座を実施し、毎年延べ 1,000

人程度の参加者があった。2004 年度は「生命と法」というテーマで５回連続講座を実施し、

1,000 人を超える参加を見た。なお、これまでの横川記念公開講座の講演録は毎年まとめら

れて単行本となり、市販され、講演の聴衆にとどまらずより広範な読者に、その内容を発

信してきた。2005 年度は「雇用社会から見た企業のあり方をめぐって」をテーマに５回連

続講座が行われ、300 人近い聴講者を集めている。なお、比較法研究所においても、一般向

けに海外との比較法研究に関する公開講演会が行われている。今後も、地域社会との連携、

交流に努め、開かれた法学部を実現するために、公開講座や研究教育の成果の公表などを

通じて社会貢献の機能を強化する必要があろう。 

 

ⅠＢ群 教育研究上の成果の市民への還元状況 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

法学部では、ホームページを作成し、法学部の沿革、概要、教員組織、公開講座などを

学生、教職員のみならず、広く社会に対して公表し情報提供に努めている。また、2005 年

度には、新校舎の開館に合わせて、法学部の優れた学習研究環境をアピールし、より有益

な情報や研究成果を市民に還元すべく、さらにユーザーフレンドリーなホームページへと

リニューアルを行った。今日の大学は、研究教育の成果を広く社会に還元し、知的資源な

どを積極的に社会に提供する開かれた教育機関としてオープン化が要請されている。また、

地域社会や産業界などとは、一定の距離を保ちながらも、それらの要請に積極的に対応し、

活発な連携や交流を通じて、生涯学習ニーズへの貢献、共同研究、受託研究、寄付講座の

受け入れなど、広く学外連携を大学にとって適切な形で促進し、社会人がその職場や家庭

と大学を往復して生涯学習が可能となるような教育環境の整備も重要となってこよう。 

 

（企業等との連携） 

ⅠＣ群 企業と連携して社会人向けの教育プログラムを運用している大学・学部における、

そうした教育プログラムの内容とその運用の適切性 

ⅠＣ群 寄附講座の開設状況 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 これまで日本証券業協会、日本税理士会、信託協会などからの寄付講座を受け入れてお

り、その関連講座を開設してきた。現在、信託協会からの寄付講座「信託法」を開設して

いる。 

 


