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 15 法務研究科 

 

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 

【理念・目的】 

本学は、建学の精神として、学問の独立、学問の活用、模範国民の造就をその教旨に掲

げ、1872 年、早稲田大学の前身である東京専門学校開設時から法律学科を設け、これまで

多数の有為なる法律家を輩出してきた。このたび、法科大学院制度が創設されるにあたり、

我々は建学の精神に則り、学問の独立を全うするとともに学理とその実際的応用を研究教

授し、国際社会で活躍できる法曹を育成することを通して社会の発展に寄与することを希

求し、本研究科を設置することとした。 

 本研究科は、学問の自由な研究により法律学の専門的知識を備え、それを批判的に検討

し、さらに発展させる創造的な思考力をもつとともに、豊かな教養と国際感覚を備え、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、解決する能力をもつ志の高い法曹、すなわち、21

世紀の社会をリードする質の高い法曹の養成を目的としている。 

本研究科は、さらに高度専門職業人としての法曹（裁判官、検察官、弁護士）だけでは

なく、これからの日本の社会が要求する法曹資格をもった法律専門職（国際公務員、国家

公務員、企業法務担当者、研究者など）を志望する人材の育成も目指している。世界の流

れは、国境を越える物の自由化ばかりではなくサービスの自由化をも求めてきており、法

曹の世界にも欧米の法曹や法律事務所を相手に競争し、ますます関係を強めているアジア

諸国の企業や市民を相手に法律サービスを提供しなければならない時代が目の前に迫って

きているからである。本研究科は、こうした時代の要求に進取の精神をもって挑戦する、

真の実力を身につけた志の高い法律家を養成したいと考えている。 

【実態】【長所】 

本研究科の使命および目的・教育目標は、「社会、経済の構造変化と国際的な相互依存関

係、世界的規模での競争の中で、職業人として指導的な役割を果たす人材を育成する」た

めには、「学部段階における幅広い教養教育を受けた者を対象として、高度専門職業人の養

成を目的とし、職業資格との関連も視野に入れた新しい形態の大学院制度を検討」（大学審

議会「グローバル化時代に求められる高等教育の在り方について(答申)」）しなければなら

ないとされ、法科大学院は、「大学（大学院）が社会との対話の中で自らを変革し、国民の

期待に応えて『知の再構築』を図っていくことができるか、今後の大学改革の行方を展望

する上でも重要な試金石」（中央教育審議会「法科大学院の設置基準等について（答申）」）

との指摘を強く意識し、司法制度改革審議会の最終意見に示された法曹養成に関する基本

的理念を教育課程に具体化することを目指しており、本研究科の理念・目的・教育目標と

それに伴う人材養成等の目的は、適切であると思考している。 
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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】 

本研究科は、開設してわずか１年半であり、修了生を社会に送り出していないので、本

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達成状況について十分な

評価ができる段階ではないと考えるが、準備状況および現状について若干のコメントをし

ておきたい。 

本研究科の開設準備にあたっては、司法制度改革審議会の最終意見書に示された基本的

理念を実現する方向で、設置形態、学生定員、開設時期、教育上の理念、カリキュラムの

編成、修業年限、修了要件および学位、成績評価の方法、教員の構成、教員の嘱任人事、

入学者選抜、施設などについて、具体的準備に取りかかった。この間、2001 年３月には、

ハーバード大学など、米国のトップ・ロースクールを訪問し、教育、入試、学生支援、人

事、財政、管理、施設など、米国のロースクールにおける教育と学校行政の全般にわたっ

て、各担当者からの聞き取り調査を実施し、法科大学院を開設する際に留意すべき事柄な

どについての調査と研究を行い、開設準備に役立てた。 

しかしながら、当初は法科大学院の設置基準自体が明示されていない状況の中での準備

であり、また、示された法科大学院の設置基準も、ほかの専門職大学院あるいは従来の大

学院の設置基準と異なり、早稲田大学の学内規則や従来の学内慣行に適合的でない基準も

あり、そのために非常なエネルギーを割かなければならなかったが、幸いにして、学校法

人・理事者の理解が概ね得られ、法科大学院（仮称）開設準備委員会において、上記の基

本方針が承認され、2003 年６月には、文部科学省に大学院法務研究科の設置申請を行うに

至った。 

2004 年度入学者は、社会人（３年以上の実務経験がある者等）と他学部出身者が全体の

51.6％を占め、また 2005 年度の入学者においても 41％であった。こうした他学部や他大学

の出身者、社会人など、多様なバックグラウンドをもった学生を受け入れ、優れた法律家

に育成するために、１年生と２年生に法律基本科目を中心とし、３年生では、学生が将来

の進路との関係で求める専門的知識を得られるように先端展開系の科目を配置する、とい

うカリキュラムの下に、原則３年一貫の「理論と実務の架け橋」を意識した専門職法学教

育を行っているところである。 

 

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 

【理念・目的】 
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本研究科は専門職大学院（法科大学院）である。本研究科の教育課程は、学校教育法第

65 条第２項ならびに専門職大学院設置基準第 18 条に則り、本研究科の理念と目的に照らし

て基本的な法分野についての体系的理解を促進するとともに、実務教育の導入部分をも併

せて実施し、理論と実務の架け橋を意識した専門職法学教育を行うものである。 

【実態】【長所】 

法科大学院の教育課程については、「専門職大学院に関し必要な事項について定める件」

（平成 15 年文科省告示第 53 号）第５条により、法科大学院が開設しなければならない授

業科目が定められている。そのため、本研究科では、必要な授業科目を開設し、法律学の

体系が段階的・発展的な性格を有することを考慮して、体系的な教育課程を編成している。

１年生においては、法律基本科目を中心に、基礎的な法分野に関する基本的知識の体系的

理解と法的思考能力（法的にものを考える能力）を主要な教育目標としている。２年生に

おいては、１年次において得られた基本的な法の体系的理解と法的思考能力を前提として、

各基本法分野におけるより高度の専門知識の理解・習得と、個々の法分野を超えた総合的

な法的分析能力の育成に主眼を置いている。この際、事実を法的に把握する能力の育成に

ついても、特に配慮するために、「民事訴訟実務の基礎」「刑事訴訟実務の基礎」を置き、「弁

護士の役割と任務（法曹倫理）」などの実務基礎科目を併せて履修させている。３年生にお

いては、学生の多様な目的意識に対応するために、幅広い分野の先端的・展開的科目およ

び実務基礎科目など、将来の法律専門職の専門分野別に必要科目をセットしたワークショ

ップを提供し、自分の志望に即して科目が選択できるシステムを導入している。さらに本

研究科では、単に現在の法律を解釈・適用するだけの能力を養成するにとどまらず、歴史

的・国際的な法の発展動向を見極めることができるように、国際関係科目、基礎法学科目、

外国法科目、隣接科目の充実を図っている。このようにして３年間の本研究科における専

門職法学教育を経た者は、将来優れた法律家となるにふさわしい能力を身につけることが

できると考えている。 
本研究科では、受講者の十分な予習・復習を前提とした主体的・能動的な授業参加を可

能にするために、１日の授業科目数は、通常は２科目程度、例外的に３科目という講義時

間割を組み、教育効果を上げるためにセメスター制を導入している。 

【問題点】【改善の方法】 

本研究科は、開設してわずか１年半であり、十分な評価ができる段階ではないと考える。 

 

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）臨床法学教育（リーガル・クリニック）の実施 

 臨床法学教育（リーガル・クリニック）は、臨床教育の場として、現実の事件に接する

ことにより法律家としての自覚と倫理観を育成し、法の体系的理解と理論研究の成果を実

践的に応用するとともに、そこでの経験と問題意識を理論学習の場に持ち帰り、理論研究

の発展に役立てるための教育プログラムとして、専門職法学教育において極めて重要な役
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割を果たすものであり、加えて法的支援を必要としている人々に対する社会の要請にも応

えるプログラムである。本研究科は、弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニックを開設

し、弁護士資格を有する教員と学生が協働して、民事事件、家事事件、刑事事件などの法

的解決にあたっている。 
 問題点としては、臨床法学教育がわが国において十分認知されておらず、臨床法学教育

を十全に行うことができるような法的整備が遅れていることである。法的整備が待たれる。 
（２）「法科大学院教育研究支援システム」の構築 

本研究科は、法科大学院の学生の自立的学修を支援するため、いつどこでも必要とする

法的情報を手に入れることができる環境を構築した。シラバス、レジュメ、教材、電子教

科書などから構成される「法科大学院教育研究支援システム」と判例・法例データベース

および法律雑誌・法律辞典などから構成される「ローライブラリー」とをリンクさせ、ウ

ェブ上で提供するシステムを（株）TKC と共同で開発にあたった。このシステムは多くの法

科大学院で採用されており、法科大学院の標準的学習環境のひとつとなっている。このシ

ステムの充実と使いやすさを検証し、システムの改善を図るとともに、『早稲田法学』をデ

ータベース化するなど「ローライブラリー」へのデータベースの追加と充実を図っている。 

（３）Professional Skills Instruction Materials (PSIM)システムの構築 

法科大学院では、実務法曹養成を目的とすることから、従来の法学教育にはなかった面

接、尋問、交渉等の実務技能に関する教育科目が登場し、法実務場面を想定したシミュレ

ーションやロールプレーなど新たな教育手法が導入されている。しかし、こういった科目

は法学教育では未開拓の領域だけに、教育方法論、教材、人的リソースのすべての面にお

いて蓄積が乏しい。名古屋大学が中心となり、全国 12 大学の法科大学院が参加して、模擬

裁判、ロイヤリング等の科目に用いる映像教材共有化のプロジェクトを立ち上げ、新しい

専門家育成理論の開発、実務技能を教育できる人材の育成、映像教材の開発・蓄積等を行

い、その成果を多様な形態(映像、音声、スライド、テキスト等)の教材資料としてまとめ、

プロジェクト参加校間で共有するデータベースを構築している。本研究科は、模擬裁判、

ロイヤリングやネゴシエーションなどの教材と映像のデータベースの提供を進めている。 

（４）インテンシブ教育プログラムの開発と実施 

法科大学院の高年次学生にあっては、単に大学院内部での教育にとどまらず、実務界と

の接点での実践的学修、さらには今後期待される国際的法環境との接点における学修が必

須の要請であり、また指導的法科大学院の責務として、在学生、実務界や海外に向けても、

その教育を開放的に提供していくことも、新たな役割として期待されるところである。そ

こで本研究科では、①国際統合インテンシブ教育プログラム、②先端実務統合インテンシ

ブ教育プログラム、の開発と実施を行っている。 

①国際統合インテンシブ教育プログラムは、海外協定校（５ページ参照）との学生交換

プログラムに加えて、北米、アジアあるいはヨーロッパの大学あるいは法曹養成機関など

と協働して、海外の学生と本学の学生が短期集中的に共に学ぶことができるトランスナシ

ョナル・ワークショップや「国際取引交渉」（ワシントン大学）などのプログラムの開発を
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行っている。 

②先端実務統合インテンシブ教育プログラムは、３年次開講科目である「専門法務（知

財系）ワークショップ」科目に、日弁連推薦の弁護士あるいは財務省税関研修所の研修生

を科目等履修生・委託履修生として受け入れ、また、東京税理士会から推薦された税理士

を「租税に関する訴訟の補佐人制度」に係る特別研修プログラムに受け入れ、法曹あるい

は法律専門職を対象とした継続教育（Continuing Legal Education）を行っている。また、

上海市高級人民法院法官に対する日本法短期研修も実施している。 

さらに、日本弁護士連合会や各地弁護士会、日本税理士連合会のみならず、日本司法書

士連合会や企業法務部など、隣接職能も含め、継続教育プログラムの開発・開設への協働

のさらなる可能性を模索している。 

 

（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】 

（１）国内の他大学設置の法科大学院設置科目の履修と単位互換 

慶應義塾大学大学院法務研究科との間で、相互科目履修を行っている。取得した単位に

ついては単位互換を認めている。両校がそれぞれ得意とする分野の科目を提供し合い、相

互補完することにより、学生の学修への意欲を高め、相互に刺激を受け合うことにより、

求められている、より質の高い法曹養成に応えようとするものである。先端・展開系科目

および基礎法・隣接系科目の中から相互履修科目をお互いに提供している。この慶應義塾

大学との交流・単位互換は、2005 年度より開始し、数年間の試行期間を設けて、この制度

の運用を見直しながら、本格的な運用に備えることとしている。現在まで相互科目履修お

よび単位の互換方法について不都合は生じていない。2006 年度からは、上智大学大学院法

学研究科法曹養成専攻との間においても、相互科目履修制度を導入することとなっている。 

（２）海外提携校との学生交換および単位互換 

法律サービスの国際化に対応して、外国法を学ぶことを希望する学生が多い。また外国

法教育にとって、実地に外国でその国の法を学ぶ意義は大きく、渉外法務等を専門にした

いという学生に実地で外国法を学ぶ機会を提供し、国際舞台で活躍できる法律家を養成す

るために、アメリカのコロンビア大学、デューク大学、コーネル大学、ペンシルバニア大

学、イリノイ州立大学、カナダのヨーク大学のロースクール、台湾法務部司法官訓練所と

学生交換協定を結び、積極的に学生を海外のロースクール等の機関に派遣している。現在、

ワシントン大学、ミシガン大学、国立台湾大学、北京大学、清華大学、復旦大学などと学

生交換協定の交渉を行っている。 

協定校で履修した単位については、コースガイド、シラバス、教科書、ノートなど学業

の実績を示すものを提出し、面接を含む個別審査を行い、30 単位を限度に、ワークショッ

プ科目ないし共通選択科目の単位として認定している。認定の際の単位数および成績評価
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については、授業時間数、相対的成績評価の評価帯設定の違いなどがあるため、本研究科

の規準に合わせることとしている。 

 

（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】 

 本研究科の正規課程については、本課程を修了した者に対して司法試験受験資格が付与

されることから、特別の教育課程の編成は行っていない。基本的に社会人学生に対しては、

在学期間中は休職あるいは退職するよう指導をしているが、休職・退職できないことに合

理的理由があると思われる者に対しては、履修科目のクラスの選択などに特段の配慮をし

ている。 

 社会人学生の受け入れのために、長期履修制度の導入が検討課題となるであろう。 

さらにまた、海外提携校からの交換留学生を受け入れるために、米国 ABA の基準を満た

す英語による日本法特殊講義４科目８単位を開設している。開講科目の増加が課題である。

英語で授業を提供できる能力をもった教員を採用することも検討する必要があろう。 

 

（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】 

 本研究科では、既述のように先端実務統合インテンシブ教育プログラム（前頁参照）と

して、法律専門職に対する継続教育を実施している。 

 

（専門大学院のカリキュラム） 

ⅡＡ群 カリキュラム全体において、ケース・スタディ、ディベート、フィールドワーク

等の授業科目が占める割合 

【実態】 

法科大学院における教育は、少なくとも法律基本科目については、事例をもとにした双

方向・多方向の授業が展開されることが求められており、本研究科の学科目は、原則、事

例をもとに双方向・多方向の授業を展開するように設計されている。 

 

ⅡＡ群 高度専門職業人としての活動を倫理面から支えることを目的とした授業科目の開

設状況 

【実態】 

法曹倫理を涵養するための授業科目として、「弁護士の役割と責任」を必修科目として設

置している。そのほか「裁判官の任務と責任」「検察官の任務と責任」などを設置している。

また、実践的な教育の場である臨床法学教育（リーガル・クリニック）（３ページ参照）お

よびエクスターンシップも、法曹としての活動を倫理面から支えることを目的とした重要
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な授業科目である。 

 

ⅡＡ群 高度専門職業人養成機関に相応しい教育内容・方法の水準を維持させる学内的方

途の適切性 

【実態】 

本研究科は、教育内容・方法の水準を維持・改善するため、本研究科内に FD（ファカル

ティー・ディベロップメント）委員会を置き、教育の内容および方法について、問題点の

検討と改善策の提示を行っている。FD 委員会は、教員による授業の相互参観、司法試験委

員会委員等の学外者による授業参観、学生による授業評価あるいは教員の司法研修所の授

業参観、アメリカのロースクール視察、日弁連法務研究財団による研修会への参加などに

よって、提出された教育内容や方法に関する意見をまとめ、各教員に個別に、あるいは全

教員が共有する形で、教育内容や方法の改善を促している。さらに、分野ごとに科目担当

者の懇談会を開き、課題やシラバスの調整、経験の交流などを行い、教育内容・方法の水

準の維持・改善に努めている。 

【問題点】【改善の方法】 

これまでの日本の大学における授業は、各担当の教員に教育内容も教育方法も概ね任さ

れてきた。そのため、こうした文化の下での FD 活動にある種の抵抗感をもつ教員もいない

わけではない。こうした教員に、法科大学院における専門職法学教育のあり方を理解して

もらい、よりよい法曹を養成するために必要な教育の一翼を担ってもらえるようになって

もらわなければならない。教育方法の改善に熱心でない教員もいるので、教員に法科大学

院の教育のあり方について、理解を深めてもらえるよう努力を続けている。 

 

ⅡＡ群 高度専門職業人養成機関に相応しい修了認定 

【実態】 

本研究科は、３年を標準修業年限としているので、本研究科に３年以上在籍して、所定

の試験に合格し、96 単位以上の単位を取得した者を修了とし、「法務博士（専門職）」英文

名称「J.D. (Juris Doctor)」の学位を授与することとしている。 

成績評価は、授業形式に応じて適切な方法を用いている。双方向・多方向形式ないし演

習形式の授業においては、発言・応答報告など、授業への参加・貢献の度合いを評価の対

象とするとともに、レポートもしくは期末の筆記・口述等の試験を行い、厳格な成績評価

を行うこととしている。臨床法学教育（リーガル・クリニック）等の場合は、活動内容を

評価するとともに、レポートの提出を求めて、これも併せて評価を行うこととしている。 

また、本研究科が実施する法学既修者認定試験に合格し、本研究科における高度専門職

法学教育を受けるに足る基礎的学識を習得したものと認定された者については、１年次配

当の「民法Ⅰ」「民法Ⅱ」「民法Ⅲ」「民法Ⅳ」「民事訴訟法」「会社法基礎」「刑法」「刑事訴

訟法」「人権論」「国家と法」の 10 科目 30 単位を修得したものと見なし、当該単位数に相

当する１年を超えない期間在学期間を短縮することができるものとしており、修業年限２
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年で修了することもできる。 

 中教審答申および設置基準に見合った内容であり、特段の問題点はないものと思考する。 

 

ⅡＣ群 学外での経験・活動等を単位認定する際の、認定単位の適切性 

【実態】 

エクスターンシップの単位認定にあたっては、エクスターンシップ受け入れ先からの活

動報告をもとに活動内容を評価するとともに、学生にレポートの提出を求めて、これも併

せて評価を行うこととしている。特段の問題点はないものと思考する。 

 

（独立大学院等の教育課程） 

ⅡＣ群 学部に基礎を置かない独立大学院、独立研究科における、下位の学位課程の教育

内容・レベルを視野に入れた当該課程の教育内容の適切性 

【実態】 

本研究科では、法学部出身者だけでなく、他学部や他大学の出身者、社会人など、多様

なバックグラウンドをもった学生を受け入れ、優れた法律家に育成するために、原則３年

一貫の「理論と実務の架け橋」を意識した専門職法学教育を行うこととしている。必修科

目である法律基本科目については、１科目６クラス編成で授業を行っているが、クラスの

編成にあたっては多様性が確保され、授業においてさまざまな視点から議論が展開される

よう、特に工夫を凝らしている。 

 また、１年生の「法の基礎理論」では、非法学部出身者と法学部出身者とのクラスを設

け、非法学部出身者が法律学の初歩的基本的な知識を獲得できるようにしている。 

【問題点】【改善の方法】 

 法科大学院教育の理念・目的を踏まえて、学部教育、とりわけ法学部教育のあり方につ

いては、学部教育の担当者との意見交換が課題となろう。 

 

（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 

【実態】 

本研究科は法科大学院であり、学位論文の作成を義務づけていない。 

本研究科への入学予定者に対して、ガイダンスを実施し、講義要項等をもとに、本研究

科のカリキュラムの基本的考え方を説明し、個別相談により、どのように履修していくべ

きかを指導している。また、本研究科のカリキュラムは、学生が将来の進路を考えながら、

求める専門知識が得られるように設計されているので、学生が、将来どのような法曹にな

ろうと考えているのかによって、履修のパターンが異なっており、履修モデルの提示、あ

るいはどのような法曹を目指すのかの動機づけが大切であり、そのために、第一線で活躍
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する国内外の法律専門家を招いて、連続講演会を月２回開催し、また科目履修登録に際し

ては、個別相談を行い、適切な履修指導ができるよう努めている。学生の科目履修が司法

試験科目に偏重しないよう、科目履修の動機づけをきちんとし、法曹として必要な能力を

養成できるように、適切な履修指導していきたいと考えている。 

また、各学期の成績不良の学生に対しては、教務担当教務主任が個別に面談し、成績不

良の原因を学生とともに分析し、以後の学修計画に役立つよう指導をしている。 

 本研究科では、全教員に毎週１コマ、オフィスアワーを義務づけ、学生からの相談、質

問等に応じることができる態勢をとっている。 

  

（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 

【実態】【問題点】【改善の方法】 

教育の効果を測定するための方法として、法律基本科目のように複数クラスが設置され

複数教員が各クラスを担任している科目については、統一試験を実施することで教育の効

果を測定するという方法があるが、該当のすべての科目について統一試験が実施されてい

るわけではない。教育の効果をどのようにして測定するかは、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】 

成績の評価については、授業形式に応じて適切な方法を用いている。双方向・多方向形

式ないし演習形式の授業においては、発言・応答報告など、授業への参加・貢献の度合い

を評価の対象とするとともに、レポートもしくは期末の筆記・口述等の試験を行い、成績

評価を行っている。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等

の場合は、活動内容を評価するとともに、レポートの提出を求めて、これも併せて評価を

行っている。 

 成績評価は、100 点を満点として素点をもって行うことを原則とし、60 点以上を合格と

する。学生には、次の基準に従った成績評価を通知している。「A＋」100～90 点、「A」89～

80 点、「B」79～70 点、「C」69～60 点、「F」59～0 点。試験欠席者は H評価とし、長期欠席

者など評価対象外者は G 評価としている。成績不良者を F 評価としたうえで、その余の評

価は相対評価とし、A＋、A、B、Cの評価を受ける者に対して、A＋の評価は概ね１割を目途

とし、A の評価は概ね３割を目途とし、B の評価は概ね 3.5 割を目途とし、C の評価は概ね

2.5 割を目途としている。相対評価を行うことにより、各学生は自分の成績が概ねどの水準

にあるかを知ることができる。 

本研究科では、１年次につき学年進級制を導入している。本研究科のカリキュラムでは、
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１年生と２年生に法律基本科目を配当しているが、とりわけ１年生には、法科大学院の学

生であれば修得しておかなければならない基本的な法分野の学修に重点を置く学科目を配

当している。この段階で、法曹にとって必要な基礎的な法律知識を学修し、必要とされる

能力の開発する機会を高密度に、かつ集中的に与え、法曹にとって必要な基本的な法知識

と能力の一定水準を確保する必要があると考え、１年生については学年制を導入した。２

年生に進級するためには、「法律基本科目」および「１年次前期選択必修科目」の取得単位

が 26単位以上を取得しなければならない。同一学年での在学は２年を限度とする。ただし、

休学者はこの限りでないものとしている。 

開設間もないので、成績評価法の適切性については、評価する段階に至っていないと思

考する。 

 

（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 

「２（１）（専門大学院のカリキュラム）ⅡA 群 高度専門職業人養成機関に相応しい教

育内容・方法の水準を維持させる学内的方途の適切性」の項を参照。 

 

ⅡＡ群 シラバスの適切性 

【実態】【問題点】【改善の方法】 

 本研究科のシラバスは、法科大学院開設準備委員会に設置されたカリキュラム委員会の

専門委員と科目担当予定者とが協議し、本研究科の教育目標に照らし、内容の決定をみた

ものである。１年半の教育経験から、若干のシラバスの見直しが必要になっている部分も

ある。シラバスの修正にあたっては、本研究科の運営委員会、教学懇談会（民事法系懇談

会、企業法系懇談会、刑事法系懇談会、公法系懇談会、社会法系懇談会、基礎法・先端展

開系懇談会、臨床法学・実務基礎系懇談会、日本法特殊講義懇談会）、科目担当者が協議を

しながら、その内容を決めていくことになる。 

 

ⅡＢ群 学生による授業評価の導入状況 

【実態】【問題点】【改善の方法】 

学生の授業評価については、毎学期、全科目を対象とするアンケートを実施している。

2004 年度は、アンケート用紙を授業時に配布し事務所で回収する方法によった。記述式回

答はワープロ打ちをし、マークシートの回答は単純に集計した。2005 年度前期は、記述式

回答のワープロ打ちの作業量が多いため、Waseda-net ポータルを使って、本研究科独自に

作成したフォーマットで実施した。各教員には、記述用回答およびアンケート集計結果を

匿名で交付するとともに、学生にもアンケート結果を公表した。教員からは感想を提出し

てもらっている。教員の中には授業評価に対して好意的でない者もおり、学生による授業

評価アンケートの重要性を理解してもらうことが、今後の課題である。 
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ⅡＣ群 学生満足度調査の導入状況 

【実態】 

学生満足度調査は、学生授業アンケートと From-LS-Students というメールによる各種意

見・要望を受け付けるシステムを用意している。From-LS-Students では、研究科執行部へ

の相談、学生との昼食会、懇親会、事務局への苦情・相談の機会を利用して、学生の満足

度を随時把握している。 

 

（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 

【実態】 

世界の流れは、国境を越える物の自由化ばかりではなくサービスの自由化をも求めてき

ており、法曹の世界にも欧米の法曹や法律事務所を相手に競争し、ますます関係を強めて

いるアジア諸国の企業や市民を相手に法律サービスを提供しなければならない時代が目の

前に迫ってきている。本研究科は、21 世紀の日本社会が求める「世界に通用するプロフェ

ッション」としての、質の高い日本人の法曹と法曹資格をもった法律専門職を養成すると

ともに、日本法を学ぶ外国人に対する教育拠点としての役割を担うために、教育研究の面

での国際交流を積極的に推進する方針を打ち出している。 

 

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 

【実態】  

国際交流委員会および形成支援企画委員会が連携をとりながら、国際統合インテンシブ

教育プログラム（５ページ）の開発、海外のロースクールや法曹養成機関とさらに連携を

深めていくために学術交流の協定交渉（６ページ）を進めている。 

 また、海外提携校との間で教員が相互に授業を担当するプログラムを実現したいと考え

ている。 

 

ⅡＣ群 国内外の大学院間の組織的な教育研究交流の状況 

【実態】 

学生の交流については、2004 年度はデューク、コーネル、コロンビアの各ロースクール

から４人の学生が、2005 年度にはコロンビア、コーネル、ヨークの各ロースクールから６

人の学生が本研究科に派遣されてきた。本研究科からは、コーネルとペンシルバニアの各

ロースクールの LL.M.コースに２人の学生を派遣している。 

 国立台湾大学法律学院との間で、植民地時代の裁判記録の整理公開事業について、共同

研究（科研プロジェクト）を行っている。 

 

ⅡＣ群 外国人研究者の受け入れ体制とその運用の適切性 

【実態】【問題点】【改善の方法】 
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本研究科専任教員を受け入れ教員として、年平均４～５人程度の外国人研究者の受け入

れが行われている。個室研究室の提供ができる状況にあり、研究環境は整っていると思わ

れる。 

しかし、今後、学術交流協定による受け入れ研究者の増大が予想され、個室研究室の提

供および宿舎の提供が行えるかどうかの不安があり、大学施設の充実が望まれる。 

 

（４）学位授与・過程終了の認定 

（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】 

本研究科が実施する法学既修者認定試験に合格し、本研究科における高度専門職法学教

育を受けるに足る基礎的学識を習得したものと認定された者については、１年次配当の「民

法Ⅰ」「民法Ⅱ」「民法Ⅲ」「民法Ⅳ」「民事訴訟法」「会社法基礎」「刑法」「刑事訴訟法」「人

権論」「国家と法」の 10 科目 30 単位を修得したものと見なし、当該単位数に相当する１年

を超えない期間在学期間を短縮することができるものとしており、修業年限２年で修了す

ることができる。この認定試験の合格者については、他大学が採用している「既修者２年

修了コース」のようなコースを設けて、コースに定員を割り付けるということはせず、法

学既修者に要求される一定の法学的学識の水準以上にある者だけを合格とする方式をとっ

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 

【実態】 

将来の法律家を志望する優秀な人材を幅広く確保するために、全国レベルでの適性試験

の結果を踏まえた、本研究科独自の入学者選抜方式を採用している。 

中央教育審議会答申に、「社会人等として経験を積んだ者を含め、多様なバックグラウン

ドを有する人材を多数法曹に受け入れるため、法科大学院には学部段階での専門分野を問

わず広く受け入れ、社会人等にも広く門戸を開放する必要がある。このため、法科大学院

の入学者選抜に当たり、公平性、開放性、多様性の確保を旨として、各法科大学院におい

ては、アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）を明確化し、入学試験のほか、幅広

い分野における学業成績や学業以外の活動実績、社会人としての活動実績等を総合的に考

慮する。」とあるように、本研究科の入学者選抜方式は、この答申および「専門職大学院に

関し必要な事項について定める件」に示されている考え方および基準を、忠実に具体化し

ようとするものである。 

すなわち、「優れた法曹として実社会で活躍できる人材の発掘と育成」を入学者選抜の目
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標とし、選抜を通して、これまで多くの優れた法曹を社会に送り出している早稲田の伝統

を受け継ぎ「稲門法曹（早稲田大学出身の法曹）」として誇れる、地域・文化・分野を超え

て法の下に正義を貫ける人材を発掘したいと考えた。その結果、入学者選抜は従来のよう

な「入学試験の成績」という単一な尺度による「１点刻みの機械的な入試方式」をとらな

いこととした。本研究科の入学者選抜は、第一次選考（書類審査）と第二次選考（面接試

験）から構成されている。第一次選考の書類審査では、法曹の素質としての「必要・十分

条件」を確認する視点から、志願者から提出された「法科大学院適性試験の成績」「申述書

（ステートメント）」「学部成績」「能力証明資料」（TOEFL など語学能力や各種の資格）や「推

薦状」（任意提出）などを総合的に評価し、「適性試験の成績」「学部成績」あるいは「語学

の点数」などに基準点を設け、いわゆる足きりをすることはしていない。第二次選考の面

接試験では、別室で課題とその課題を考える時間 20 分を与え、その後、面接の教員２人と

の 20 分間の討議を通して、書類審査で検討した優れた法曹としての資質が真に備わってい

るかを、直接的に確認をし、最終的には、第一次選考の「書類審査」と第二次選考の「面

接試験」の結果を総合して、「優れた法曹として実社会で活躍できる人材」を選抜している

と考えている。 

 

（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】 

法科大学院の入学者選抜に求められている公平性、開放性、多様性を確保・実現するため

に、本研究科では、学部段階での専門分野を問わず、広く門戸を開放している。法学部出

身者だけでなく、他学部や他大学の出身者、実務経験者など、さまざまなバックグラウン

ドをもった志望者に門戸を開放し、原則３年一貫の「理論と実務の架け橋」を意識した専

門職法学教育を行うこととし、入学出願時に、「未修者３年コース」「既修者２年コース」

というコース別の選抜方式をとらず、合格者の中で法学既修者の認定を希望する者に対し

て、第一次入学手続完了後、法学既修者認定試験を実施する方式を採用した。 

本研究科が、入学者選抜において、法学既修者枠、未修者枠、社会人枠など、志願者の

バックグラウンドによる定員枠を設けることをせずに、一元的な入学選抜方式を採用した

のは、定員枠を設けることにより、志願者のバックグラウンドが、いわばアファーマティ

ブ・アクションのごとく作用し、公平性・開放性を阻害する事態を回避したいと考えたか

らである。また、「既修者２年コース」というコース制を導入せず、また既修者認定試験の

合格者に定員を設けるという考え方をとらなかったのも、法学既修者に認定される者には

一定の法学的学識レベルが要求されると考えたからである。定員を充足するために、年に

よって法学既修者に認定される法学的学識のレベルが異なることは好ましくないとも考え

たからである。 

 

（飛び入学） 
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ⅡＢ群 「飛び入学」を実施している大学院研究科における、そうした制度の運用の適切性 

【実態】 

本研究科は、大学に３年以上在学し、所定の単位を優秀な成績で修得した者について「飛

び入学」を認めている。具体的には、入学時までに、大学在学期間が３年間に達すること。

受験志望の前年度までに少なくとも 64 単位を修得し、かつ、修得したすべての単位の４分

の３以上の学業成績が 100 点満点中 80 点以上であること。受験志望年度において、36 単位

以上修得見込みであること。受験志望年度末において、大学に入学以来 100 単位以上修得

見込みであること。かつ、修得したすべての単位の４分の３以上の学業成績が 100 点満点

中 80 点以上であること。を出願資格および入学資格としている。 

 

（社会人の受け入れ） 

ⅡＢ群 社会人学生の受け入れ状況 

【実態】 

本研究科の入学者選抜においては、法学を履修する課程以外の課程を履修した者又は実

務等の経験を有する者を３割以上入学させる（「専門職大学院に関し必要な事項について定

める件」第３条）ために、上述のごとく、一元的入学者選抜方式を採用し、幅広い分野に

おける学業成績や学業以外の活動実績、社会人としての活動実績等を総合的に考慮できる

よう、書類審査と面接試験のみによる選抜を行うこととし、社会での実務経験豊かな学生

を確保することとしている。その結果、2004 年度入学者のうち、社会人（大学卒業後社会

での実務等の経験を３年以上もつ者）は 92 人、2005 年度は 83 人であった。基準を満たし

ており、問題はないものと考えている。 

 

（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 

【実態】 

 本研究科の正規課程に在籍する外国人留学生は、２人である。海外協定校からの交換留

学生は、2004 年度が４人、2005 年度が６人である。 

 

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 

【実態】 

本研究科の正規課程に在籍する外国人留学生については、法科大学院の課程を修了した

者には司法試験受験資格が与えられるので、一般の入学者選抜試験に合格することを求め

ている。また、他の学生と同じ規準での単位認定を行っている。海外提携校からの交換留

学生についても、海外協定校はいずれもその国のトップの水準にある法曹養成のための高

等教育機関であり、協定に基づき派遣元が推薦した学生を受け入れているが、学修に問題

はない。成績評価も一般の学生と同じ基準で行っている。 
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（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】 
本研究科の入学定員は 300 人であり、収容定員は 900 人である。完成年度に達していな

いので、収容定員に対する在籍学生数の比率は算出できないが、2004 年度入学者が 277 人、

2005 年度が 290 人である。 

ウェブページやブローシャーあるいは学内外での説明会や個別相談会により、本研究科

の基本理念、教育目標などについて優秀な学生を確保するために、積極的に広報活動を行

っている。2004 年度入学者選抜試験の志願者は 4,557 人、2005 年度は 2,264 人、2006 年度

2,194 人であった。2005 年度には法科大学院志願者数全体が激減していることを考えれば、

学生確保のための措置は適切であると考える。 

  

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 

【実態】 

法科大学院は、設置基準により、学生 15 人に１人の専任教員を要し、その「おおむね二

割」は５年以上の法曹としての実務経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する専任教

員でなければならないとされている。本研究科の専任教員は 70 人であり、いずれも設置申

請時の教員審査に合格をした教員である。70 人の教員のうち実務家教員は 21 人であり、お

およそ全教員の３割を占める。また、法律基本科目に関する各分野について、公法系４人、

刑事法系４人、民法に関する分野４人、商法に関する分野２人、民事訴訟法に関する分野

２人以上の専任教員（もっぱら実務的側面を担当する教員を除く）が必要とされているが、

公法系専任教員５人、刑事法系専任教員７人、民法に関する分野の専任教員 11 人、商法に

関する分野の専任教員７人、民事訴訟法に関する分野の専任教員４人を配置しており、求

められている基準を満たしている。 

【問題点】【改善の方法】 

 本研究科における教員は、専任教員〔任期付き専任教員（客員教員(専任扱い)）を含む〕、

兼担教員、兼任教員をもって構成しているが、専門職大学院設置基準附則第２項の経過措

置により、本研究科の専任教員のうち法学学術院との併任教員 19 人を置いている。しかし

ながら、このことが 2013 年度までの経過措置であることから、この併任教員の併任解消が

本研究科と法学学術院との間での大きな課題となる。 

また、早稲田大学学則では、独立研究科である本研究科は助手を嘱任できないこととな

っている。将来、本学ばかりでなく、全国の法科大学院での研究教育を担うべき後継者を

養成することは、本研究科に課せられた使命のひとつであると考えており、このことの重
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要性を考えたならば、独立研究科だけが助手をもてないという不合理は早急に是正される

べきであると考える。 

 

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】【問題点】【改善の方法】 

専任教員 70 人のうち、18 人が任期付き専任教員〔客員教員(専任扱い)〕であり、実務家

教員は、原則、任期付き教員としている。 

しかしながら、教育の質を維持しながら、教員の流動化を促進するためには、優れた研

究業績あるいは卓越した実務経験をもち、かつ教育に情熱を注ぐ教員を供給する市場が形

成されていなければならないと考えるが、少なくとも法科大学院にあっては、そのような

市場は形成されておらず、適切な流動化を促進するための社会的基盤が十分に整備されて

いない感がする。 

 

（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】【問題点】【改善の方法】 

本研究科の研究教育を支援するために、本研究科専従の専任職員６人、嘱託（入試業務）

１人、派遣職員５人が配属されている。しかしながら、本研究科は法科大学院であり、専

任教員 70 人、兼担・兼任教員 73 人、収容定員 900 人の学生を擁し、修了に要する単位 96

単位である。このことから生じる事務量は、従来型大学院からは想像に絶する量があり、

従来型大学院と同じ規準による職員配置では、教員の研究支援にまで、十分に手が回らな

い状況にある。研究・教育を支援するための職員の充実は早急に解決されなければならな

い課題であると考えている。また、臨床法学教育を支えるために法律事務所の業務やエク

スターンシップの業務を任すことができるような高い能力とスキルをもった専門職員が必

要であるが、これらの職員を確保育成していくことが今後の課題のひとつである。 

 本研究科の多くの教員は、「教務補助規程」に従って、授業科目の資料収集、教材作成な

どのために、TA（教務補助）を使用している。また、学術振興会科学研究補助金など競争

的資金による研究プロジェクトについては、そのプロジェクトの推進のために RA（研究補

助員）が雇用されている。 

学生の自律学修を支援するために、「チュートリアル制度」と「アカデミックアドバイザ

リー制度」を導入している。「チュートリアル制度」では大学院博士後期課程の学生をチュ

ーターとして採用し、学生からの学修の仕方、参考文献や法令・判例などの法情報調査に



Ⅲ－15－ 17

関するアドバイスを行っている。また、「アカデミックアドバイザリー制度」では、小グル

ープ学修や学生からの個別の専門的な質問にアドバイスを行うために、若手弁護士および

判事補をアドバイザーとしている。判事補は本務との関係で全くのボランティアとしてア

ドバイザーを務めてもらっている。これらの「チュートリアル制度」や「アカデミックア

ドバイザリー制度」は、既存の学術院や他研究科に存在しない制度であるため、大学の制

度に載らず、人材派遣会社からの派遣や業務委託の形式をとっている。チューターやアカ

デミックアドバイザーのモチベーションとの関係からも、大学が直接雇用できるように大

学の規則を改めることが、今後の課題である。 

 

（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】【問題点】【改善の方法】 

専任教員の募集・任免・昇格については、「早稲田大学教員任免規則」（1949 年 10 月 15

日）の運用細則として「専任教員嘱任に関する法務研究科細則」「専任教員の昇任に関する

法務研究科細則」「任期付き専任教員の身分変更に関する法務研究科細則」を定めている。

この「専任教員嘱任に関する法務研究科細則」によれば、法科大学院設置基準、同認証評

価基準および研究科が設置する科目等に照らして策定された「人事計画」に従って計画的

な専任教員の嘱任を行うこととなっている。教員人事にかかわる募集・選考の透明性・公

平性・公正性を確保するため、各科目の教学懇談会だけに候補者の推薦権を与えるのでは

なく、専任教員（任期付き専任教員を含む）５人以上であれば候補者の推薦ができるとい

う形式をとり、「仲間内」の人事を排して、優秀な人材を確保できるようにしている。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」により研究科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。これを受けて、任免および昇格に関しては、研

究教育の業績、研究教育の能力、人格識見、実務家教員にあっては実務経験などを考慮し

て、審査委員会において慎重に審査をし、審査委員会からの審査報告を受けて、研究科教

授会において審議決定している。さらに、「任期付き専任教員の身分変更に関する法務研究

科細則」を定めて、担当する科目について卓越した研究業績を有するとともに優れた教育

を実践している任期付き専任教員であって、「専任教員嘱任に関する法務研究科細則」に定

める資格要件を備えた者については、専任教員に嘱任する道を用意している。任期付き教

員については「客員教員の受入に関する規則」があり、これを受けて最長５年まで任期付

き専任教員の受け入れを更新できるようにするための「任期付き専任教員の受入更新に関

する法務研究科細則」を定めるための審議をしているところである。この審議の中で、研

究業績や実務経験あるいは教育への貢献や能力を客観的実質的に評価しうる選考基準を整

備する必要と何をもって評価するのかということが議論されている。このことは、任期付

き専任教員の受け入れ更新だけではなく、専任教員の募集・任免・昇格のすべてにかかわ

ることであり、早急に結論を得る必要があると認識をしている。 
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（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 

ⅡＣ群 教員の研究活動の活性度合いを評価する方法の確立状況 

ⅡＣ群 教員の自己申告に基づく教育と研究に対する評価方法の導入状況 

【実態】【問題点】【改善の方法】 

 本研究科教員の研究活動および教育活動は、本学研究推進部が提供する「研究者データ

ベース」に公表されており、この「研究者データベース」に研究および教育の成果を公表

することによって、教員の研究および教育に関する活動を自己検証するシステムとなって

いる。この「研究者データベース」に研究教育活動を掲載していない教員も少なくなく、

全員が掲載するようにしなければならないと考えている。 

教育活動については、FD 委員会が実施している教員による「相互授業参観」および学生

による「授業評価アンケート」がある。また日弁連法務研究財団の法科大学院認証評価プ

レトライアルを昨年度に受けた。今回はプレトライアルであったので、研究活動は評価項

目に加えられていなかったが、教育活動についての評価は受けた。 

しかし、まず何よりも学問の自由が志向されるべき大学において、その教育と研究を対

象とする客観的評価が可能であるのかとの強い疑問や第三者機関による評価が信頼できる

のかとの懐疑的な意見があることも事実である。研究活動あるいは教育活動を評価する際

に、その質的側面をどう評価するのかは、確立した評価基準も、評価方法の合意も存在し

ないのが現状であり、今後の大きな課題のひとつであると認識している。 

 

（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】【問題点】【改善の方法】 

 本研究科の専任教員のほとんどが、法学研究科などの他研究科あるいは法学部の授業を

併任教員あるいは兼担教員として担当をしている。このことが、一部の教員には過重な授

業負担となっていることも確かであり、法科大学院教員の授業負担は年間6.5コマ(30時間)

を超えてはいけないとの基準があり、また法科大学院の授業準備に要する時間を考えると、

授業負担は５コマ程度が適当であり、専任教員の増員が必須である。 

また、本研究科の専任教員の全員が比較法研究所の研究員を兼任している。比較法研究

所は、法学学術院の法律専門科目担当教員との合同組織であり、そこでの人的交流は研究

推進のうえで有意義であり、一定の成果が出ているものと考えている。 

 ※法学学術院「６ 研究活動と研究環境」（p.Ⅲ-02-26）参照。 

 

５ 研究活動と研究環境 

（１） 研究活動 

（研究活動） 
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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 

【実態】【問題点】【改善の方法】 

本研究科専任教員は、法実務を含む法律学のほぼすべての分野を網羅しているとともに、

活発な研究活動を行って、各分野において指導的役割を果たしている。主要な法律学関係

の学会も活発に本大学で開催されており、法律学関係の学会においても中枢的位置を占め

るに至っている。また、政府等の各種審議会等の委員など社会活動も活発に行っており、

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「Ⅲ-02 法学学術

院」参照）。 

本研究科専任教員（任期付き専任教員を含む）70 人の 2000 年度から 2004 年度までの論

文等研究成果の発表状況は、「研究者データベース」あるいは国立国会図書館「雑誌記事索

引」などによれば、単行書 601 点、論文 883 点、書評 33 点、判例評釈 397 点、雑 573 点の

合計 2,487 点であった。 

しかしながら、本研究科の紀要である『早稲田法学』への投稿が少ないことが気になる

ところである。積極的に、研究成果の発表の場として『早稲田法学』が活用されるように

したい。 

 

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 

【実態】 

法科大学院の教育に新たに導入された臨床法学教育の分野での研究がある。臨床法学教

育（リーガル・クリニック）に関する理論的･実践的研究を目的に設置された「臨床法学教

育研究所」を中心に、日本における臨床法学教育の実施に伴って生じるさまざまな課題に

ついて検討を進めるとともに、その成果を基礎に、リーガル・クリニックの「試行的な実

験プログラム」「海外調査」を実施し、さらにその成果を「シンポジゥム・公開講演会」を

開催して対外的に公表している。特に民事クリニック教育について紹介すると、前年度の

経験を踏まえて、無料法律相談会の開催を定例化し、2004 年６月より 2005 年３月の期間に

10 回の相談会を法科大学院附属法律事務所において実施し（第６回までの参加学生 24 人、

相談件数は 48 件に及ぶ）、法律相談より、事件受任・訴訟提起という民事事件処理の全過

程について、クリニック型教育を試行実験し、どのような問題が生ずるかを研究した。学

生に守秘に関する誓約書を提出させて守秘義務の確保を図る方式で問題の発生例はなく、

他方個々の相談に長時間（１～２時間）応じ、学生の綿密な法律・判例調査に基づいて事

件処理を行うために依頼者の満足度は極めて高く、継続的な相談案件の確保に成功してい

ることと併せて、この研究により民事クリニック定着への道筋が切り開かれたと評価でき

よう。 

 

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】 
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 日本学術振興会科学研究費補助金に本研究科専任教員が代表者として採択されている研

究プログラムは、基盤研究 10 件と特定領域研究３件である。各研究プログラムは、研究計

画に従って研究を展開している。文部科学省の私立大学学術研究高度化推進事業から、前

述の臨床法学研究所は研究費を交付され、臨床法学教育（リーガル・クリニック）に関す

る理論的･実践的研究を進めているところである。 

 また、文部科学省の法科大学院等専門職大学院形成支援プログラムへの大学改革推進等

補助金（大学改革推進経費）により、本研究科は、「国際／実務統合集中教育プログラムの

開発」を行っている。 

 

（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 

【実態】 

 国際的な共同研究への参加は、本研究科専任教員が個人あるいはプロジェクト研究所を

介して行われることが多い。ブリティッシュ・コロンビア大学、上海社会科学院とのアジ

ア・北米における紛争解決および処理過程に関する共同プロジェクト、国立台湾大学法律

学院との現存する日本統治時代の裁判記録の整理・公開のための共同プロジェクトなどが

ある。JICA を通じてのベトナム・ラオスなどへの法整備支援プロジェクトへの参加をする

教員も少なくない。 

 

（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 

ⅡＣ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】 

 本研究科は、機構上の付置研究所をもたないが、前述のごとく、本研究科専任教員は比

較法研究所の兼任研究員となっている。 

また、本学の総合研究機構にプロジェクト研究所があるが、本研究科の専任教員が所長

となっているプロジェクト研究所には、現代韓国研究所、成年後見法制研究所、生命医療・

法と倫理研究所、東アジア法研究所、紛争交渉研究所、臨床法学教育研究所などがあり、

各研究所のテーマを中心に、法学学術院や他の研究科の教員との人的交流を図っている。 

 

（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 

【実態】【問題点】【改善の方法】 

 個人研究費は、教員の基本的な研究活動および教育活動を支えているものである。現在

教員に支給されている個人研究費と学会出張費は適切な額であると考える。教員の研究活

動をなお一層活性化するためには、教員全員に一律同額を支給する現在の個人研究費の配
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分方式は見直すべきであり、優れた研究企画に対して研究費を支給する特定課題研究費を

中心とした配分方式にすべきであるとの議論がある。限られた大学の財源を有効に活用す

るためのひとつの方策ではあるが、現在の個人研究費が研究活動だけではなく、教育活動

をも支えていることに配慮されるべきであろう。 

 

ⅡＡ群 教員個室等の教員研究室の整備状況 

【実態】【問題点】【改善の方法】 

 本研究科専任教員の研究室は、８号館の７階から 12 階に展開している。本研究科の管理

床は７階から９階であるが、法学学術院からの強い要望により、７階から 12 階の６層に法

学学術院の教員の研究室と混在する形となっている。この混在形式がどのような影響をも

たらすかはまだわからない。 

 大規模の共同研究などを実施するためには、共同プロジェクトを支援するための研究補

助員や職員等が必要であり、共同研究を支えるための施設が必要になる。現在、７階と９

階にプロジェクト支援室を設置しているが、早晩、２室では不足する事態となろう。 

 

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 

【実態】【問題点】【改善の方法】 

研究時間あるいは研修機会を確保するためには、授業時間数をできる限り少なくする方

策が必要であるが、法科大学院教育が始まり、本研究科専任教員の多くが、法学部あるい

は法学研究科の授業も負担をしなければならない現状では、研究時間の確保は極めて厳し

い状況にあることは否めない。とりわけ法学学術院を併任する教員は法学学術院の教学業

務をも負担しなければならないので、想像を絶する多忙の中にいる。法科大学院認証評価

においても、授業負担は通年 6.5 コマ（30 時間）以内にすべきであるとされている。法科

大学院における授業準備など教育に費やさなければならない時間を考えるならば、５コマ

を超えることは重い負担となる。教員の適切な配置と教員を増員する以外に、研究時間を

確保する有効な方途はないように思われる。 

 完成年度後に割り当てられる早稲田大学特別研究期間制度（sabbatical）を利用して、

研究時間を確保してもらうことが不可欠である。 

 

（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 

【実態】【問題点】【改善の方法】 

日本学術振興会科学研究費補助金に本研究科専任教員が代表者として採択されている研

究プログラムは、基盤研究 10 件と特定領域研究３件である。2005 年度申請件数は 11 件、

採択件数は５件で採択率は 45.5％という高い採択率となっている。申請件数を増やすこと

が課題となる。 



Ⅲ－15－ 22

 

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 

（独立研究科の施設・設備等） 

ⅡＣ群 独立研究科における、当該研究科専用の施設等の整備の適切性 

【実態】【問題点】【改善の方法】 

 本研究科の教育活動にかかわる施設は、小野梓記念館（27 号館）に展開している。小野

梓記念館は、全館で有線または無線により学内 LAN に接続できる環境となっている。講義

室・演習室には、プレゼンテーション用の PC、OHP、VTR などの機器が標準装備となってい

る。また、８号館３階に法廷教室（裁判員制度対応型）と法廷演習室があり、収録用の VTR

設備と PSIM の DB 配信設備が用意されている。また、ビデオ（テレビ）会議システムを導

入した講義室と演習室も用意されており、設備的には最高水準にあるといえるが、講義室、

演習室、自習室等の数が学生数・開講クラス数に比べて不足していることは否めない。法

科大学院は少人数教育のため、１クラス 50 人を標準とすることが求められており、法律基

本科目など必修科目は、すべて１科目６クラス開講となっており、講義室は１時限から５

時限まで飽和状態にある。自習室は 24 時間、365 日開室を原則としているが、自習室のキ

ャレル数が収容定員 900 人に対してわずか 150 席ほどしかなく、学生からも増設の要求が

強く出されており、現在、隣接するビルに自習室を増設することとなっているが、収容定

員の半数の座席も確保されない。２号館自習室、図書館などの共同利用施設の効率的な利

用を促していくことも大切となる。 

 法科大学院の教育では双方向・多方向型の授業展開が期待されており、そのために講義

室はいずれの講義室も扇形になっており、試験の実施には不向きな構造となっている。そ

のために、各学期末に試験場を確保することが課題となっている。 

 

（先端的な設備・装置） 

ⅡＣ群 先端的な教育研究や基礎的研究への装備面の整備の適切性 

ⅡＣ群 先端的研究の用に供する機械・設備の整備・利用の際の、他の大学院、大学共同

利用機関、附置研究所等との連携関係の適切性 

【実態】 

 インターネット上の各種の DB や「法科大学院教育研究支援システム」を利用できる環境

を用意している。 
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（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 

【実態】 

 自習室を含む小野梓記念館が 24 時間、365 日開室を原則とするため、自習室への入室お

よび 22 時 30 分から 8時までの小野梓記念館への入館には ID カードによる認証システムを

導入するとともに、総務部管理課の下に防災センターによる建物管理を行っている。 

 

（２）情報インフラ 

ⅡＢ群 学術資料の記録・保管のための配慮の適切性 

【実態】【問題点】 

 学内の文書保存規程に従って保管をしている。デジタル記録の保管については、適切な

ガイドラインがなく、今後の課題である。 

 

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 

ⅡＣ群 コンテンツ（文書、画像、データベース等のネットワークを流通する情報資源）

やアプリケーション・ソフト（個々の応用目的をもったコンピュータソフトウェア）

の大学・大学院間の効率的な相互利用を図るための各種データベースのナビゲーシ

ョン機能の充実度 

【実態】 

本研究科は、名古屋大学を幹事校とする「法科大学院における PSIM（Professional Skills 

Instruction Materials）プロジェクト」に参加をしている。PSIM プロジェクトは、法科大

学院における実務技能教育の向上を推進するために、映像機器により収録された模擬裁判

や模擬法律相談等を通信ネットワーク経由で配信し、コメントを付与する等により教材コ

ンテンツの作成・利用および共有を可能とするシステムであり、PSIM Web は、映像教材提

供サーバーStream Indexing and Commenting System (略称：STICS)と教材共有データベー

ス Data Base for Materials of Scenario (略称：db-MASC)からなる。STICS は映像編集シ

ステムと配信センタシステムから構成され、db-MASC はシナリオ素材のダウンロードサービ

スの提供を行う教材共有データベースから構成されている。 

 

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 

【実態】  

弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニックでは、臨床法学教育の実施を通して、無料

法律相談など地域への法的サービスを行っている。先端実務統合インテンシブ教育プログ

ラムとして実施している継続教育プログラム（５ページ参照）も研究成果の社会還元の一
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形態である。また、本研究科の学生が中心となって、2009 年から始まる裁判員制度を広く

一般の国民にわかりやすく制度趣旨を伝えるための活動として、模擬裁判を実施する企画

を進めているところである。 

 

（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】【問題点】【改善の方法】 

 臨床法学教育の一環として、エクスターンシップを積極的に展開しており、法律事務所

だけでなく、官庁、国際機関、企業などにも学生を派遣しており、教育面においては、企

業等と密接な連携を図っている。 

 独立大学院である本研究科は、大学の規則により、特別勘定をもつことができないため、

企業等からの受託研究や受託研修を自由に行えない状況にあり、企業等から研究や研修の

委託の依頼が多くあり、大学本部に対しては、受託できるよう早急に改善方を申し入れて

いるところである。 

 早稲田大学出身の法曹、法律事務所あるいは企業等からの稲門法曹奨学資金への寄付金

の受け入れを行っている。 

 

 


