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  02）法学研究科 

 

１ 大学院研究科の使命および目的・教育目標 

ⅡＡ群 大学院研究科の理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の目的の適切性 

ⅡＢ群 大学院研究科の理念・目的とそれに伴う人材養成等の目的の達成状況 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

１．早稲田大学大学院法学研究科は、新制大学院制度の下で、いち早く法律学の研究者養

成を目的とする大学院として設立され、爾来、数多くの研究者、法学系専門職業人・社会

人を養成してきた。現在では、法律系の研究大学院としては、受け入れ学生数、教員数、

設置科目数のいずれにおいても、わが国最大規模を誇る大学院である。本大学大学院学則

第１条は、「本大学院は、高度にして専門的な学術の理論および応用を研究、教授し、その

深奥を究めて文化の創造、発展と人類の福祉に寄与することを目的とする。」と規定する。

これは、学校教育法第 65 条の趣旨を取り入れたものであるが、大学院の教育・研究アクテ

ィビティは、当然のことながらその趣旨に則って行われている。 

２．大学院における法学の教育研究は、言うまでもなく普遍的な法学理論の学的追究を

基本指針としつつ、早稲田大学の建学精神を堅持して、在野的な感覚の法学研究者、法曹

実務家、公務員等を多数輩出してきた。多数の本研究科出身者が、教育・研究関係、法曹

関係、国際関係、行政関係等において、精力的に活動し、高い社会的評価を受けているこ

とは、本研究科の教育研究体制の評価につながるものと考える。大学の理念として掲げる

学問の独立は、在野的・批判的知性から生まれる早稲田的な学問の流れを形成してきたと

いえる。 

３．本研究科では、学則の「理念・目的」を受けて、明確な研究・教育体制の理念を確

立し、そこから、法学研究科のあり方を追求して実践に移してきた。この実践プロセスは、

以下の４点に集約される。 

 第一は、研究者養成である。新制大学院としての法学研究科の存在目的は、研究者の養

成であった。その後、高等教育が大衆化し、最高学府が学部から大学院にシフトするよう

になると、研究者を目的とする以外の入学者が多数を占めるようになった。この傾向に対

応することが重要なことは確かであるが、そうした状況においても、本研究科は伝統的に

研究者養成目的を基本的に維持し、一貫した教育研究体制を堅持している。その成果は、

本学法学部および本研究科の専任教員となることのみならず、全国の大学や研究機関の教

員・研究者として活動していることにも表れている。しかも、2004 年度に実務家養成を目

指す法務研究科（法務研究科）が設置されたことにより、本研究科は、「学問の府」にふさ

わしい研究・教育機関に純化されることになったのである。 

 第二は、法学系高度専門教育の必要性の高まりとその実践である。上記のように、わが

国の教育体制は、社会の変化とともに大きく変わってきた。大学院は、単に研究者養成機

関であるにとどまらず、高等教育の最終教育機関でもなければならないのである。このこ

とを意識して、本研究科は、「高度専門教育機関」としても法学教育を行ってきた。教育・
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研究関係に進む者のほか、法曹を目指す者、国際関係に進む者、公共行政関係に進む者と、

目的進路は多岐にわたっているが、これらに対する必要かつ適切な対応を行ってきた。 

 もっとも、法曹を志して修士（博士前期）課程に入学する学生が特定の専修に集中し、そ

のことが近年、全体として学生数を増加させる一要因となっていたことも否定できない。こ

れが、研究者を目指す学生、さらには研究者養成を重視して教育を行う教員にとって、教育

指導上の面と施設面において諸困難を生んできたことも事実である。しかし、上記のように、

2004 年度の法務研究科（法務研究科）の新設に伴い、法曹志願者が方向転換をすることによ

って、今後は、一層本来の研究者養成の理念・目的に沿う教育ができるものと期待される。

法律自体
．．．．

の修得を目指す法務研究科と法律学
．．．

の研究を使命とする法学研究科との棲み分け

が可能となったのである。 

 第三は、社会人リカレント教育の実践である。社会人に対するリカレント教育プログラ

ムは、1994 年に導入されたものであるが、他大学にはない特色として、特定課題形式（一

種の「プロジェクト研究」方式）を修士課程に取り入れ、それぞれの課題には、講座責任

者（指導教員）と関連科目担当教員を配置し、そのことによって新しい法学領域の開拓を

図ったことが挙げられる。わが国で最初の「プロジェクト研究」大学院修士課程である（詳

細は、後出２（１））。 

 第四は、留学生の積極的な受け入れである。早稲田大学は、もともと、留学生について

各箇所の「募集定員」の別枠として受け入れる体制をとっており、本研究科も、この方針

に則り、積極的に留学生を受け入れてきている。その成果は、留学生が博士号を取得する

ことによって、本学で博士学位を取得するという所期の目的を達成し、本国において研究

者として大学の教職に就き、あるいは社会的に重要なポストに就任していることからも知

ることができる。 

４．以上の教育・研究体制については、法学研究科運営委員会の内部審議組織として、教

務委員会、入試委員会、学生委員会など、各制度の改善・改革を検討する委員会を設けて、

常に適正化への努力を行ってきている。 

 

２ 修士課程・博士課程の教育内容・方法等 

（１）教育課程等 

（大学院研究科の教育課程） 

ⅡＡ群 大学院研究科の教育課程と各大学院研究科の理念・目的並びに学校教育法第65条、

大学院設置基準第３条第１項、同第４条第１項との関連 

ⅡＢ群 「広い視野に立って清深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専 

門性を要する職業等に必要な高度の能力を養う」という修士課程の目的への適合性 

ⅡＢ群 「専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度

に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識

を養う」という博士課程の目的への適合性 

ⅡＡ群 学部に基礎を置く大学院研究科における教育内容と、当該学部の学士課程におけ
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る教育内容の適切性及び両者の関係 

ⅡＡ群 修士課程における教育内容と、博士（後期）課程における教育内容の適切性及び

両者の関係 

ⅡＡ群 博士課程（一貫制）の教育課程における教育内容の適切性 

ⅡＡ群 課程制博士課程における、入学から学位授与までの教育システム・プロセスの適

切性 

ⅡＣ群 創造的な教育プロジェクトの推進状況 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 １．本研究科の教育課程は、本大学大学院学則第３条（課程の趣旨）に則っており、そ

の内容は、大学院設置基準第３条第１項、同第４条第１項を承継したものである。本研究

科は、学部に基礎を置く大学院であり、学士課程における教育内容を踏まえて、学生によ

り高度の学識を授け、専門的な研究能力を養うことを目指した教育を実践している。教育

指導、学位論文の作成については、第一に、多彩かつ広範な授業科目を配置することによ

って、あらゆる領域についての研究が可能であるべく配慮をしており、この教育課程の編

成は、わが国でも最大規模である。第二に、論文指導については、従来、指導教授が主と

して、個別的に指導するという方法をとってきたが、修士（博士前期）課程については、

2004 年度以降、各専修単位の集団指導体制に移行することとなった。 

 ２．修士（博士前期）課程は、専攻を民事法学、公法学、基礎法学に分けたうえ、各専

攻に複数の専修を配置している。そして、各専修に１人ないし４人の研究指導担任者を置

くとともに、その他の主要科目担当者を置いて、修士課程の目的へ適合すべく万全の体制

をとっている。また、授業科目としては、各専攻ごとに多数の専修科目と専修科目以外の

科目を設置し、学生の多様なニーズに応えている。特に、修士課程の存在意義が、法律学

の基礎的研究を行うことによって研究者としての土台づくりをすることにある点を配慮し

て、基礎法学専攻の学生はもとより、実定法学（解釈法学）専攻の学生についても、基礎

法学および実定法の基礎的研究に相当な比重が置かれている。 

 ３．博士（後期）課程は、民事法学専攻と公法学専攻から成り立ち、法学学術院の専任

教員、併任教員のみならず、法務研究科の専任教員の応援も得て、学生の研究指導にあた

っている。その教育課程は、質、量ともに十分博士後期課程の目的に適合しているといえ

る。なお、学則上は、教育課程の基本的枠組みとして、公法学、民事法学、基礎法学のカ

テゴリーが設けられているが、現在、博士後期課程には、それに対応した基礎法学専攻が

設けられていない。これは本学における歴史的事情を背景としているものであるが、本研

究科において基礎法学を修得することによって達成されるべき法学研究上の基本的理念は、

いささかも減じられることはない。ただ、より基本的な課題としては、こうした法学教育

の枠組み自体が今日なお適切か否かの検討と、基礎法学専攻の担当教員の充実が喫緊の課

題となろう。 

 ４．なお、2007 年度より、修士（博士前期）課程と博士（後期）課程を統合した５年制

の大学院一貫教育を基本とする教育課程が予定されており、これにより、本研究科は法学
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研究者養成機関としての性格をより一層強めることになる。すなわち、博士前期（修士）

課程入学後は、基本的に５年間の期間において博士論文を執筆し、博士の学位（いわゆる

課程博士）を取得したうえで、大学、研究機関等の教職・研究職に就くことになる。むろ

ん、修士課程を修了後に社会において法曹以外の法律専門職（国の内外の公共行政職、企

業法務等）に就く学生の入学も歓迎されるが、彼らも入試、授業内容等について研究職志

望の学生と全く同様の扱いを受けることが予定されている。 

 具体的には、従来行われてきた博士後期課程入試（外国語２科目）を廃止して、入学試

験を博士前期（修士）課程に入学する際の１回とし（専門科目および外国語１科目）、入学

後は博士後期課程入試の準備に煩わされることなく安んじて研究に専念できる体制がとら

れることになる。もとより、博士後期課程進学がフリーパスというわけではなく、後期課

程進学希望の学生にも修士論文を課して厳密な審査を行い、一定の基準に達して初めて後

期課程への進学の道が開かれる。 

 

（単位互換、単位認定等） 

ⅡＢ群 国内外の大学等と単位互換を行っている大学院研究科にあっては、実施している

単位互換方法の適切性 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 国内外の大学との提携による単位互換制度は、2003 年度より清華大学法学院、ヨーク大

学、デューク大学ロー・スクール、コロンビア大学ロー・スクール、コーネル大学ロー・

スクールとの間に箇所間協定を締結して単位互換を可能にしている。法学研究科から派遣

した学生は現在のところ博士後期課程の学生のみで、制度上単位互換を行っていないが、

今後、修士課程の学生を派遣した場合は、留学帰国者に準じて単位互換を行う。 

 専修科目以外の科目については、①他研究科聴講、②大学院全学共通設置科目、③海外

留学先で取得した単位について、合計 10 単位を限度として修了に必要な単位に含むこと

ができる（ただし、①および②のみの上限は合計８単位）。特に、③については、在学中

に海外の大学などの高等教育機関に留学し、本研究科で「留学」として認められ、その留

学先で取得した単位があった場合、本人の申請後、面接など本研究科での所定の審査を経

て、上記の範囲内で本研究科設置科目と同一ないし類似の科目として単位の認定を行うこ

とができる。 

 単位互換、認定制度のあり方全般について、今後さらに検討が進められよう。 

 

（社会人学生、外国人留学生等への教育上の配慮） 

ⅡＡ群 社会人、外国人留学生に対する教育課程編成、教育研究指導への配慮 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

１．本研究科の社会人学生の受け入れには、特色がある。すなわち、時宜に適した研究

テーマを「特定課題」として随時設定し、これに学問的な関心のある学生を募集すること

である。そのことから、当該「課題」に即して、必修科目と選択科目を多数配置し、総合
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的な体系的教育指導を行っている。他方、社会人は、実務経験者でなければならず（３年

ないし相当の実務経験が入学条件となる）、指導にあたっても、一方的に教育を行うという

よりは、実務経験者としての社会人との連携による「共同研究」という観点に重点を置い

た教育システムを構築している。このシステムを経て、修了した社会人が、それぞれの社

会に帰って、教育研究の成果を発揮することを期待しているのである。 

２．本研究科では、特別に外国人留学生のために、外国語で授業を行う教育課程を設け

ていない。法律学という性格上、日本語による教育に適合的な学生を対象としているため

である。したがって、修士論文の作成も日本語によっており、英語など外国語による修士

論文の提出は原則として認めていない。 

３．外国人留学生に日本語を習得させるために、(1) 専門科目に関連する入試問題、論

文・レポートなどは、すべて日本語で作成させることになっている。(2) 日常使用する日

本語が不十分な者には、①入学後も本学の機関である日本語研究教育センターでの日本語

授業を併せて履修させ、そのほか、②博士後期課程学生によるチューター制度を活用して、

個別的に日本語を教えている。したがって、日本語教育に対する配慮は十分になされてい

るといえる。 

 

（生涯学習への対応） 

ⅡＣ群 社会人再教育を含む生涯学習の推進に対応させた教育研究の実施状況 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

本研究科の社会人受け入れ制度の趣旨は、すでに上記の各該当箇所で述べたように、そ

のリカレント教育の充実に努力してきたところである。ところで、社会人の受け入れは、

その主目的がリカレント教育にあることは確かだが、同時に「生涯教育」の側面があるこ

とも否定できない。このため、入試選抜にあたっては、必ずしも帰属している社会（企業

等）に還元するのではない比較的年齢の高い社会人についても積極的に受け入れている。

また、科目等履修生については、一般履修生のほか、公共機関、企業等からの委託履修生

も、数多く受け入れている。 

 授業時間帯については、昼夜開講制を採用し、社会人のための特定課題と関連科目は夜

間帯に開講して、その便宜を図っている。 

 

（研究指導等） 

ⅡＡ群 教育課程の展開並びに学位論文の作成等を通じた教育・研究指導の適切性 

ⅡＡ群 学生に対する履修指導の適切性 

ⅡＢ群 指導教員による個別的な研究指導の充実度 

ⅡＣ群 複数指導制を採っている場合における、教育研究指導責任の明確化 

ⅡＣ群 教員間、学生間及びその双方の間の学問的刺激を誘発させるための措置の適切性 

ⅡＣ群 研究分野や指導教員にかかる学生からの変更希望への対処方策 

ⅡＣ群 才能豊かな人材を発掘し、その才能に適った研究機関等に送り込むことなどを可
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能ならしめるような研究指導体制の整備状況 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 教育指導、学位論文の作成については、第一に、多彩かつ広範な授業科目を配置するこ

とによって、あらゆる領域についての研究が可能となるような配慮をしており、この教育

課程の編成は、わが国でも最大規模である。学生に対する履修指導は、修士課程の学生に

つき、科目登録に先立って全般的な指導を行うと同時に、修士課程、博士課程を問わず、

随時、研究室等において個別に研究指導、論文の作成指導を行っている。その際、研究テ

ーマの設定は、教員が学生に一方的に押し付けるものではなく、両者協議のうえ、当該学

生の資質・適性に適ったテーマが選択されている。第二に、論文指導のうち、修士論文に

ついては、上記のように、2004 年度から、複数の指導教授が専修単位で学生を指導する体

制に移行したことに伴い、特定の研究指導担当教員が形式、実質の両面にわたって責任を

負うと同時に、他の主要科目担当者も実質的に学生の論文指導にあたっている。第三に、

博士論文については、従来どおり、研究指導担当教員が主として個別的に指導するという

方法をとっている。もっともこれからは、５年間の正規の課程において博士の学位を取得

し、博士号を携えて就職するという基本的パターンを確立するために、博士後期課程にお

いても、学生の才能・資質を見極め、その学生の適性にふさわしい進路を見つけ出すため

の方策として、複数教員による集団的な研究指導体制の確立が望まれよう。 

 

（２）教育方法等 

（教育効果の測定） 

ⅡＢ群 教育・研究指導の効果を測定するための方法の適切性 

ⅡＣ群 修士課程、博士課程修了者（修業年限満期退学者を含む）の進路状況 

ⅡＣ群 大学教員、研究機関の研究員などへの就任状況と高度専門職への就職状況 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 教育・研究指導の効果を測定するための方法については、現在のところ実施していない。

ひとつには、社会科学・法学系では、その教育成果を計量的に測定することが困難である

ことにも起因している。学生の本研究科修了後の進路状況、および就任・就職状況につい

ては、もとより各研究指導担当教員は把握しているが、本研究科全体としての資料は作成

していない。今後、検討すべき課題のひとつである。 

 

（成績評価法） 

ⅡＢ群 学生の資質向上の状況を検証する成績評価法の適切性 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 論文審査については、修士論文につき３人、博士論文につき３人ないし５人の複数審査

員による厳正な審査がなされているが、授業科目の成績評価については、少人数クラスと

いうこともあり、担当教員の自主的な絶対的評価に委ねられている。ただし、成績評価は、

奨学生の採用、卒業生代表の判定などの基礎資料ともなりうるため、点数の上限について
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は一応の申し合わせが行われている。 

 

（教育・研究指導の改善） 

ⅡＡ群 教員の教育・研究指導方法の改善を促進するための組織的な取り組み状況 

ⅡＡ群 シラバスの適切性 

ⅡＢ群 学生による授業評価の導入状況 

ⅡＣ群 学生満足度調査の導入状況 

ⅡＣ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 

ⅡＣ群 高等教育機関、研究所、企業等の雇用主による卒業生評価の導入状況 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

教員の教育・研究指導方法の改善を促進するための組織的な取り組みとして、学部に、

その教育課程の編成・運用をつかさどる、各科目の担当者「懇談会」があり（例えば、民

法懇談会、公法懇談会、刑事法懇談会、商法懇談会、民事訴訟法懇談会、基礎法懇談会な

ど）、その上に、「法律科目懇談会」がある。大学院においては、これらの「懇談会」組織

をもとにして、各専修・学科目ごとの会合が開かれ、そこにおいて実質的に大学院の各科

目の編成・運用等を確定し、また、教育・研究指導方法の改善を促進するための協議が行

われている。 

シラバスは、各授業科目担当教員間に多少のばらつきが見られるものの、比較的詳細な

ものが作成されている。 

学生による授業評価は、それを受けるか否かは担当教員の判断に任されているが、本研

究科学生自治会が実施している、授業科目の紹介・評価は、毎年学生に配布されている。 

 

（３）国内外における教育・研究交流 

ⅡＢ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明確化の状況 

ⅡＢ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 

ⅡＣ群 国内外の大学院間の組織的な教育研究交流の状況 

ⅡＣ群 外国人研究者の受け入れ体制とその運用の適切性 

ⅡＣ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 

ⅡＣ群 国際的な教育研究交流、学術交流のために必要なコミュニケーション手段修得の

ための配慮の適切性 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

本研究科を設置母体のひとつとする 21 世紀 COE「企業社会の変容と法システムの創造」

において、国際シンポジウムをはじめとする、国際交流が活発に推進されている（詳細は

後出５（１)）。 

 

（４） 学位授与・課程修了の認定 

（学位授与） 



Ⅲ－02－ 39

ⅡＡ群 修士 博士の各々の学位の授与状況と学位の授与方針・基準の適切性 

ⅡＢ群 学位審査の透明性・客観性を高める措置の導入状況とその適切性 

ⅡＣ群 修士論文に代替できる課題研究に対する学位認定の水準の適切性 

ⅡＣ群 学位論文審査における、当該大学(院)関係者以外の研究者の関与の状況 

ⅡＣ群 留学生に学位を授与するにあたり、日本語指導等講じられている配慮措置の適切性 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 2000 年度以降５年間の学位の授与状況についてみると、修士学位の取得者は、2000 年度

102 人、2001 年度 123 人、2002 年度 128 人、2003 年度 119 人、2004 年度 102 人であり、一

方、博士学位の取得者は、2000 年度４人、2001 年度８人、2002 年度７人、2003 年度 10 人、

2004 年度４人である。 

修士、博士の学位は、それぞれ早稲田大学学位規則に則り授与されるもので、「法学研究

科要項」にその手続き等が明記されており、厳密に運営されている。 

 博士学位については、審査委員が規則上は３人のところ、本研究科では、通常３人以上

５人以下の審査員構成で行い（その多くは５人）、約１年間の慎重な審議手続きを経て学位

授与を決定しており、授与の方針・基準も明確に確立している。また、近年に特徴的なこ

とは、博士後期課程修了者による「課程博士の学位」の申請が増加していること、および、

外国人の申請者が増えてきたことである。博士後期課程における教育成果の表れと評する

ことができる。 

 今後さらに「課程博士の学位」申請の増加および外国人学生への授与に資するため、研

究科における教育課程の改善と充実が求められている。具体的には、上記のように、2007

年度修士課程入学者より修士・博士後期両課程の一貫制を実施する予定であり、学生は、

基本的に博士学位の取得を目指して本研究科に進学してくることになる。なお、新制度の

下では、博士論文執筆資格試験（仮称）を課し、博士論文の執筆にあたり一定の語学能力

を要求することになる。 

 

（課程修了の認定） 

ⅡＢ群 標準修業年限未満で修了することを認めている大学院における、そうした措置の

適切性、妥当性 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 制度として、標準修業年限未満で修了することを認めているが、2004 年度までの段階で

は、具体例が現れていない。本制度に関し、優れた業績を挙げた者について、本研究科運

営委員会が決定した場合に標準修業年限未満を認めることは、適切かつ妥当な措置と考え

ている。 

 

３ 学生の受け入れ 

（学生募集方法、入学者選抜方法） 

ⅡＡ群 大学院研究科の学生募集の方法、入学者選抜方法の適切性 
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【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

１．入学者選抜については、法学研究科運営委員会の内部に入試委員会を設け、常に入

試の現状と傾向を分析し、その上に立って「入学者選抜のあり方」を検討している。 

 この検証体制は、入試委員会での審議システムとして、２つの仕組みで成り立っている。

第一は、大局的に、年間を通して、博士後期課程入学試験（ただし 2007 年度より廃止の方

向）、修士課程入学試験のあり方を随時検討していることである。具体的には、教務委員会

との合同委員会を組織し、そこにおいて入試選抜と入学後の教育との有機的関連を検討し

ている。第二は、個々の入学試験（博士後期課程入試、修士課程入試、社会人入試）に際

して、①事前に、当該試験に対する取り組み方を検討し、それに基づいて試験問題の作成

と採点方法の指針が示されること、②事後において、その反省、検討がなされていること、

である。この体制は、「適切公正」という以上に、大学院入学試験のあり方を検証するもの

として、理想的なシステムに近いといえる。 

２．入学定員に対する入学者数は、2001年度以降の４年間で、修士課程は174％ から60 ％

に減少し、博士後期課程は 43 ～65 ％で比較的安定している。ちなみに、2005 年度は、修

士課程 67.5 ％、博士後期課程 65 ％であった。修士課程については、社会人、留学生を含

む数値であり、2004 年度より法科大学院（法務研究科）が新設されたことにより入学者が

減少している。また、専修科目によって多寡のばらつきの傾向が見られるが、専修科目に

よるばらつきは、入学者の専門となるべき領域に対するニーズを反映していよう。また、

社会人については、大学院教育に対する社会的要請という側面がある。これらの社会的要

請と、本研究科の規模（教員数、物的施設）とを勘案すれば、適正な数といえよう。 

 

（学内推薦制度） 

ⅡＢ群 成績優秀者等に対する学内推薦制度を採用している大学院研究科における、そう

した措置の適切性 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 現時点では、学内推薦制度を採用していないが、今後、入試委員会において「自己推薦入

試制度」（仮称）の採否を検討する予定である。 

 

（門戸開放） 

ⅡＡ群 他大学・大学院の学生に対する「門戸開放」の状況 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 他大学・大学院の学生の受験資格は、本大学・大学院の学生と全く同一であって、門戸

は完全に開放されている。 

 

（社会人の受け入れ） 

ⅡＢ群 社会人学生の受け入れ状況 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 
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社会人は、2004 年度までの４年間の入学者の割合は 16 ～19 ％、2005 年度は、入学者総

数 54 人中 21 人（博士後期課程は、26 人中４人）である。この数が適正であるかについて

は、これからの大学院の展望（あるべき姿、進むべき方向）にかかっているので、現状で

は何とも言えない。しかし、社会人の受け入れが本研究科の特徴のひとつでもあることか

ら、現状では適正さを欠く数ではない。 

 ところで、数の問題よりも、教育システムの問題として検討すべき事柄もある。社会人

教育は、「特定課題」を立て、各特定課題の講座責任者として、専任教員が担当することに

なっている。その担当教員は、一般の学生も受け入れているが、社会人教育との関係で、

研究指導としての授業科目を、夜間に置かざるをえないのが現状である。そうした場合に、

一般学生は、必然的に、夜間に設置された授業を受講することになるが、このことが適切

かどうかは今後の検討事項である。 

 

（科目等履修生、研究生等） 

ⅡＣ群 科目等履修生、研究生、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】 

 １．科目等履修生の修士１年入学者に対する比率は、2004 年度までの４年間で 51～233 ％ 

であり、2005 年度は、一般が 39 人、委託が５人（全体で 44.9％）と、数は減少したもの

の比較的高率を示している。 

科目等履修生の受け入れは、基本的に、当該科目担当教員の判断によるところが大きい。

当然のことながら、入学に際しては、書類審査、面接審査を用意して、研究能力、勉学能

力のある者を、一般学生へのしわ寄せがない場合に限って受け入れている。このように、

科目等履修生の受け入れは、各科目ないし担当教員ごとに判断されるべき事柄なので、多

少その比率が高いきらいはあるものの、元来、総枠としての数の適否の判断に親しまない

性格のものと思われる。 

２．研究生については、早稲田大学大学院学則第 57 条により、博士後期課程６年在学後

も、博士論文作成のため研究指導を受けようとする者を入学させることができる。大学院

研究生に関する規程第４条第１項によると、研究生の在学期間は１年とし、ただし研究指

導を継続して受けようとするときは、原則として２回に限り延長することができる、とさ

れている。しかし、実際には、２回を超えて延長が認められている例があり、研究生制度

が、仮に就職までの待機期間として利用されている実態があるとすれば、我々としてもこ

れを是正する必要があると考え、2005 年６月の本研究科運営委員会において、上の原則を

順守することを確認した。 

 

（外国人留学生の受け入れ） 

ⅡＣ群 外国人留学生の受け入れ状況 

ⅡＣ群 留学生の本国地での大学教育、大学院教育の内容・質の認定の上に立った学生受

け入れ・単位認定の適切性 
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【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 本研究科における留学生の正規課程学生に占める割合は、ここ４年間を見ると、各年度８

～14 ％ で推移しており、2005 年度は、入学者総数 54 人中 14 人（25.9 ％）である。留学

生については、大学の受け入れ理念の下で、積極的に受け入れているのが現状であり、そ

の比率は適正であると思われる。もともと、法律の領域における国際交流は、他の社会科

学系学問分野に比べて相対的に低かったこともあり、この数値は、決して多すぎるもので

はない。 

 

（定員管理） 

ⅡＡ群 収容定員に対する在籍学生数の比率および学生確保のための措置の適切性 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 収容定員（修士課程 160 人、博士後期課程 120 人）と在籍学生との比率は、ここ４年間で、

修士課程 227 ～148 ％、博士後期課程 88 ～108 ％であり、2005 年度は、修士課程 108.1％

（在籍学生 173 人）、博士後期課程 105.8％（在籍学生 127 人）である。従来、修士課程に

おいて修業年限を超える学生が数字を押し上げてきたのは、学生本人が希望することによ

るものであるから、ある意味で教育研究外の考慮要因でもあって、現在の教育体制では、

特に問題がないように思われる。しかも、2004 年度に法科大学院（法務研究科）が創設さ

れたことに伴い、2005 年度は、在籍学生が収容定員にほぼ見合う数字となっている。 

 

４ 教員組織 

（教員組織） 

ⅡＡ群 大学院研究科の理念・目的並びに教育課程の種類、性格、学生数との関係におけ

る当該大学院研究科の教員組織の適切性、妥当性 

ⅡＣ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】 

 本研究科において教育を担当する教員組織（教員数）は、教授 35 人、助教授１人、計 36

人（他に、兼担教員 27 人）であって、その基準を満たしている。 

 本研究科の主要科目（研究指導、専修科目）に対する専任教員の配置であるが、修士課

程の研究指導は、法学学術院に属する専任教員が担当しており、博士後期課程においては

先のほか法務研究科の専任教員も加わり、適切に配置されているといえる（専修科目につ

いては特に区分けはない）。 

2005年度本研究科教員の平均年齢は54.47歳であり、30代２人（６％）、40代６人（17％）、

50 代 16 人（44％）、60 代 12 人（33％）となっている。専任教員の年齢構成は、若年層が

やや手薄であるが、基本的には妥当であると思われる。 

2005 年度に改定されたシステムでは（2006 年度以降実施）、一般的には、修士課程の研

究指導、専修科目は、教授または助教授就任時からこれを担当し、その後、２年を経たと

きから、博士後期課程の研究指導を担当することになる。なお、法務研究科を本属とする、
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客員教員（専任扱い）以外の専任教員は、同研究科教授または助教授就任時から修士課程

の専修科目を担当することができ、また、同研究科において２年以上の教歴を有する教授

または助教授は、博士後期課程の研究指導を担当することができる。しかし、いずれも法

学研究科運営委員会における審議事項であり、業績その他を勘案して、厳格な審査を経て

承認される。現状について、教員が適切に配置されていると評される。 

 なお、主要科目の担当教員は、修士課程においては、研究（論文作成）指導と授業科目

（専修科目、専修以外の科目）を担当し、博士後期課程においては、研究（論文作成）指

導を行う。 

 

（研究支援職員） 

ⅡＢ群 研究支援職員の充実度 

ⅡＢ群 「研究者」と研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性 

ⅡＣ群 高度な技術を持つ研究支援職員を育成し、その技術を継承していくための方途の

導入状況 

ⅡＣ群 ティーチング・アシスタント、リサーチ・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】 

 本研究科の研究・教育は、その支援のために本研究科専従の職員４人を擁し、他に多く

の法学学術院所属の職員によって支えられている。研究者、教員と研究支援職員との間の

連携・協力関係は、極めて密といえる。 

実験・実習を伴う教育、外国語教育などは、法学研究科ではほとんど問題とならない。

しかし、授業科目の資料収集、教材の作成などのために、TA を使うことができる。これに

ついては、「教務補助規程」に従って運用されており、多数の専任教員が大学院学生を TA

として採用している。また、チューターは主に、特定の外国人留学生の日本語向上のため

に、指導教授の指示により、博士後期課程学生に担当させるものである。 

 

（教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続） 

ⅡＡ群 大学院担当の専任教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続の内容とその運用

の適切性 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 本研究科で教育を担当する専任教員は、法学学術院で採用し、法学研究科運営委員への

嘱任は、同委員会において、嘱任基準（内規）に基づいて審議決定される。言い換えれば、

法学研究科運営委員会には専任教員の採用についての「人事決定権限」がないということ

である。そして、そのために、大学院が独自の展望の下に特定の分野の教員を必要とする

場合にも、学部での授業の担当を前提として採用されることから、直接に人事を決定でき

ないといううらみがある。このことは、現在の法学学術院（法学部、法学研究科）の教員

募集、任免、昇格に関する基準、手続きが、教員組織に関する早稲田大学の基本構造を反
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映しており、今後、改善の方向で検討が進められるべき重要な課題である。 

 

（教育研究活動の評価） 

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 

 

 ※法学部で記述。 

 

（大学院と他の教育研究組織・機関等との関係） 

ⅡＢ群 学内外の大学院と学部、研究所等の教育研究組織間の人的交流の状況とその適切性 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

本研究科教員は、法学学術院の構成員であって、同時に法学部の教育に責任をもつが、ほ

かに、法務研究科との間では、併任ないし兼担（非常勤）という形で人的交流の状況が認め

られる。 

 

５ 研究活動と研究環境 

（１）研究活動 

（研究活動） 

ⅡＡ群 論文等研究成果の発表状況 

ⅡＣ群 国内外の学会での活動状況 

ⅡＣ群 当該大学院・研究科として特筆すべき研究分野での研究活動状況 

ⅡＣ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】 

論文等研究成果の発表状況に関しては、教員が所属する法学学術院における記述に譲る。 

法学研究科における研究活動について特筆すべきは、早稲田大学 21 世紀 COE「企業社会の

変容と法システムの創造」（法学研究科、商学研究科、比較法研究所の有機的な合同研究活

動）を中心として展開されている研究活動である。この研究は、日本の企業社会のあり方

を株式会社制度と金融・資本市場システムの基本構造にさかのぼり、 歴史的、哲学的な面

からも掘り下げた研究を行うとともに、企業の最重要戦略部門である知的財産を対象とす

るものである。 株式会社制度の長い経験をもつ欧米の制度を比較研究しながら､独自の企

業法制、金融・資本市場法制を理論構成することで、真に安定的な経済システムを構築し、

日本のみならずアジア、世界の経済および市民社会の健全な発展に寄与することを目的と

して掲げる研究活動である。 

研究体制は、基礎理論研究部門、民事法制研究部門、企業・資本市場法制研究部門、刑

事法関係研究部門、紛争処理法制研究部門の５部門からなる「企業社会の変容と法システ

ムの創造」総合研究所と、知的財産法制研究センターによって構成されており、研究テー

マがすべての法分野を覆う総合性をもつ点に、この研究活動の特質を見ることができる。 

20 に及ぶ研究プロジェクトの研究成果は、研究所機関誌である『企業と法創造』誌上に
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掲載され、現在４号を刊行している。 

 

（研究における国際連携） 

ⅡＣ群 国際的な共同研究への参加状況 

ⅡＣ群 海外研究拠点の設置状況 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 COE 研究活動の一環として、アジア、欧米諸国との国際シンポジウムが頻繁に開催されて

おり、研究上の国際連携が形成されつつある。 

なお、海外研究拠点として、早稲田大学はドイツ連邦共和国のボンに「早稲田大学ヨー

ロッパセンター」を設置しており、ヨーロッパにおける比較法研究に対しても、重要な研

究拠点を提供している。90 年代前半においては、主としてドイツの研究者との間で国際シ

ンポジウム・会議が精力的に開催され、研究成果も公表されたが、近年は、この拠点の利

用が低調となっている。教員が抱える授業負担が増す中で、長期間ボンの研究拠点で、共

同研究を遂行するゆとりがなくなったことが原因のひとつとして挙げられよう。研究拠点

での実質的な研究の展開方策を考えることが、今後の課題である。 

 

（教育研究組織単位間の研究上の連携） 

ⅡＡ群 附置研究所とこれを設置する大学・大学院との関係 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

大学院と研究上の連携を保っているのは、上記「企業社会の変容と法システムの創造」

総合研究所と、知的財産法制研究センターのみならず、比較法研究所との伝統的な連携が

重要である。比較法研究所での研究活動は、構成員の研究にとってのみならず、大学院で

の研究者養成にとっても必須といえよう。比較法研究能力は、法学研究者にとって不可欠

の素養だからである。大学院生の教育と、比較法研究所の研究活動を有機的に連関させる

ことについては、必ずしも十分でない現状があり、工夫、改善が必要である。 

 

（２）研究環境 

（経常的な研究条件の整備） 

ⅡＡ群 個人研究費、研究旅費の額の適切性 

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） 

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） 

ⅡＣ群 研究論文・研究成果の公表を支援する措置の適切性 
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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 

 

 ※法学部で記述。 

 

６ 施設・設備等 

（１）施設・設備 

（施設・設備等） 

ⅡＡ群 大学院研究科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 

ⅡＢ群 大学院専用の施設・設備の整備状況 

ⅡＣ群 大学院学生用実習室等の整備状況 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

講義室(研究指導室)、専修研究室、学生読書室などの数・面積は、十分な広さ、設備が

あるというわけではない。特に「専修研究室」については、学生数に比べて極めて狭隘で

あり、不十分である。少なくとも博士後期課程在籍者数に見合ったキャレルの設置が、研

究者養成上必須と思われるが、現実は程遠い。極めて重要な問題であるので、真剣に検討

しなければならない課題である。 

 なお、大学院生による文献等の利用の便宜は、法律文献情報センター、高田記念図書館

（社会科学系図書館）、中央図書館などによって、かなりの程度図られていると考えられる

ものの、開室時間（特に夜間帯）の制約などがある。これも、図書行政のあり方を含めて、

今後の検討課題である。 

 

（夜間大学院などの施設・設備等） 

ⅡＣ群 夜間に教育研究指導を行う大学院における、施設・設備の利用やサービス提供に

ついての配慮の適切性 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 事務所の開室時間は、通常、平日は９時～17 時、土曜が９時～14 時であるが、社会人コ

ースのため、特に月曜、木曜は 19 時まで開かれている。 

 

（維持・管理体制） 

ⅡＡ群 施設・設備等を維持・管理するための学内的な責任体制の確立状況・ 

ⅡＢ群 実験等に伴う危険防止のための安全管理・衛生管理と環境被害防止の徹底化を図

る体制の確立状況 

 

 ※大学全体で記述。 

 

（２）情報インフラ 
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ⅡＢ群 学術資料の記録・保管のための配慮の適切性 

ⅡＢ群 国内外の他の大学院・大学との図書等の学術情報・資料の相互利用のための条件

整備とその利用関係の適切性 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 大学全体で記述するが、こうした情報インフラについて、本研究科ではなお条件整備さ

れていない。今後の課題である。 

 

７ 社会貢献 

（社会への貢献） 

ⅡＢ群 研究成果の社会への還元状況 

ⅡＣ群 地方自治体等の政策形成への寄与の状況 

（企業等との連携） 

ⅡＣ群 寄附講座、寄附研究部門の開設状況 

ⅡＣ群 大学院・大学とそれ以外の社会的組織体・研究機関との教育研究上の連携策 

ⅡＣ群 企業等との共同研究、受託研究の規模・体制・推進の状況 

ⅡＣ群 奨学寄附金の受け入れ状況 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

上記 COE「企業社会の変容と法システムの創造」総合研究所の研究活動は、常に社会との

連携を意識し、研究会等を社会に開放している。数多く開催されているシンポジウムには

海外の学者はもとより、一般企業からの参加もある。2004 年度は、１回限りの講演会は別

として、２日間以上にわたった公開講座（COE 国際シンポジウム）が年間４回開催され、１

講座当たりの平均受講者数は 75 人であった。また、同研究所では COE の企画責任者として

企業等の実務家も嘱任し、研究活動を展開している。既述のように、研究成果を機関誌を

通して公表している。 

 


