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 早稲田大学点検・評価委員会から、早稲田大学法学部、法学研究科、および比較法研究所（早 

稲田大学点検・評価における第2グループ）に関する第三者評価の委嘱を受けた我々7名の委員 

は、2001年11月17日に第三者評価を実施した。第三者評価実行委員会としての見解は、17日の 

夕刻に講評として口頭で伝えたところであり、また各委員がそれぞれに提出する報告書におい 

て述べられているとおりである。本評価総括書は、それらを踏まえつつ、第2グループの第三者 

評価実行委員会としての評価を、主査の責任で取りまとめたものである。 

 

                    （2001年12月15日 浜田道代 記） 

 

Ⅰ．第三者評価およびその方法について 

 

（1）第三者評価に取り組む意義 

 早稲田大学が、他の諸大学に先駆けて第三者評価の導入に取り組まれたことに対し、その先 

見性に敬意を表する。多様な外部の評価者による評価をこのようにして得ようとしている事実 

自体が、競争力の強化を目指して早稲田大学が改革に積極的に取り組んでいることを、雄弁に 

物語っている。 

 

（2）第三者評価方法の評価           今回の第三者評価にあたっては、各委員に

対し、早稲田大学法学部、法学研究科、および比 

較法研究所が2000年度に取りまとめた「自己点検・評価報告書」が、各種の資料とともに事前 

に送付された。委員はそれらを読み、第三者評価報告書を用意した上で、第三者評価の実施日 

に臨んだ。第三者評価実施の当日には、朝から2時間にわたり、大学側から「自己点検・評価報 

告書」の概要に関する説明を受け、その後質疑応答が行われた。午後には1時間半にわたり、学 

内施設等の視察が行われた。 

 このような第三者評価の方法は、現実的なものであったといえよう。今回早稲田大学が自主 

的に、初めて第三者評価に取り組んだことを勘案すれば、着実な一歩を踏み出したものと評価 

できる。しかし、第三者評価の本来の目的を十分に果たすためには、改善の余地があると考え 

られる。
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 例えば、評価委員の立場からすれば、第三者評価委員の委嘱を受けた後に、早い段階で 

説明を受け、その後一定期間内に、授業を見たり、大学教職員を入れずに学生からのヒヤ 

リングを直接に行ったりする機会が与えられれば良かったと思われる。また、評価のため 

に必要な資料等の補充を要請できるなど、一定の調査権が与えられることが望ましい。も 

しも、そのような能動的な調査を第三者評価委員として行った後に、第三者評価報告書を 

取りまとめる、といったスケジュールが組まれたならば、自己点検・評価報告書の評価に 

とどまらない、実態の評価へ、多少なりとも近づけたのではないか。 

 

（3）自己点検・評価報告書 

 近時は多くの大学で「自己点挨・自己評価」が行われるようになった。しかしそれらの    

多くは、現状の報告が、大部な資料を添えて延々と述べられた後に、自己評価の部分が僅 

かに添えられている、といった類のものに留まっている。それに比較すると、早稲田大学     

法学部および法学研究科の「自己点検・自己評価報告書」は、具体的な質問とそれへの回   

答という形式で叙述が進められており、かつ質問事項の取り上げ方も適切である。その結     

果、この報告書は、自己診断を下し、問題点を整理して今後の課題を示す、という自己点   

検・評価の目的を良く果たすものとなり得ている。                 

 とりわけ、法学研究科の報告書は、自己点検・自己評価の報告書としての水準がきわめ      

て高い。比較法研究所の報告書も、質問・回答形式こそ採用されていないものの、それぞ     

れの項目につき現状・評価・改善策が良く分析されており、読み応えのある明晰な叙述と    

なっているため、問題点と今後目指そうとしている方向が第三者にも十分に理解できる。      

 これら二者に比較すると、法学部の「自己点検・評価報告書」は、記載が比較的抽象的 

であり、しかも質問に具体的に答えていない部分が見受けられる。あるいはまた自信満々     

の高い評価を下していながら、その評価の根拠は必ずしも明確に述べられていない部分が 

散見される。 

「自己点検・評価報告書」においては、随所に改善課題が記載されている。これらにつ 

いては、いつ頃までに、どのような取り組みによって改善を図っていくのかに関しても、 

可能な限り明示していくことが望ましい。 

 

（4）評価にかかる期間、自己点検・評価の方法 

 今回の評価活動は、2000年度に自己点検・評価報告書の取りまとめが行われ、2001年 

度に第三者評価が実施された。このようにして2年間を費やしたのは、いささか長すぎた 

きらいがある。                 

 今回の自己点検・評価にあっては、自らが掲げる理念や目的が適切であるかを自己確認 

するとともに、そのような理念・目的をより良く実現するために今後改善・改革を図るべ 

き点を具体的に模索する、という方法が採用されている。この方法は、当面 も有意義な 

ものであると考えられ、今後ともそれが、自己点検・評価活動の中核となっていくものと 

思われる。しかしながら、それに併せて、類似の大学がどのような状態にあり、早稲田大 

学はそれに対してどのような位置を占め、どのような問題を抱えているかを比較検討する、 

という視点を可能な限り取り入れるならば、自らに対しても第三者に対しても、一層説得 

力を有する評価活動となりえたのではなかろうか。     
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Ⅱ．リーガルマインドの醸成について 

 

 早稲田大学法学部が「リーガルマインドの醸成」を教育理念に掲げ、有為の人材を多数 

社会に送り出してきたことに、多大の敬意を表する。 

 とりわけ、早稲田大学法学部・法学研究科が、法曹界に質の高い人材を毎年多数供給し、 

我が国の司法制度を人的側面から担ってきたこと、そして在野精神と実学の気風を体現す 

る早稲田大学出身の法曹の存在が、ともすれば官僚法学に傾斜しがちな我が国の司法の民 

主化に重要な影響を及ぼしてきたことは、高く評価されるべきである。 

 司法試験の合格者数が大学教育の効果に関する評価に直結するわけではないにせよ、近 

年の早稲田大学出身者の司法試験合格者数の伸びには、目を見張るものがある。司法試験 

については、大多数の受験生が、予備絞に依存しながらの、受験技術に偏した試験準備 

に走りがちとなっている中にあって、早稲田大学の法職課程は、法学の基礎や倫理面を含 

め、良き法曹となるために必要なものを適切に修得させるという、重要な役割を果たして 

いる。また、司法試験受験生が自習したり議論したりする環境も、良く整備されているよ 

うに見受けられる。 

 ちなみに、このように社会から高く評価されている実情と照らし合わせると、早稲田大 

学法学部の「自己点検・評価報告書」が、学部の理念・目的を「リーガルマインドの醸成」、 

あるいは「リーガルマインドの涵養」として記述しているのみである点が惜しまれる。「リ 

ーガルマインド」の育成は、およそ大学の法学部であればすべてが掲げる教育目標であり、 

理念である。早稲田大学法学部として自ら問うべきは、いかなる質のリーガルマインドを 

目指すのか、であろう。例えば、第三者評価委員会当日の説明の中では、「市民に目線を 

置くリーガルマインド」という言葉が用いられていた。それは貴重な教育理念であると思 

われるだけに、そのような理念が「自己点検・自己評価報告書」からは良く伝わってこな 

かったことが残念に思われる。 

 

Ⅲ．学部・研究科における学生の受入れについて 

 

 法学部においては、意欲ある学生の確保のために、面接重視型、自己推薦制度が導入さ 

れるなど、入試制度の多様化が図られている点が評価できる。 

 法学研究科においては、大学改革が目指す方針の下に、社会人受入れに積極的である点、 

および特定課題形式という、独自に工夫された方式でもって社会人の受け入れを行ってい 

る点が、高く評価できる。しかも、社会人のリカレント教育にとどまらず、生涯学習の観 

点から比較的年齢の高い社会人を積極的に受け入れている点も、評価できる。 

 これに対し、法学部においては、社会人を受け入れる体制が組まれていない。法学部の 

「自己点検・自己評価報告書」にあっては、社会人に対する学部教育の開放を喫緊の課題 

と捉えながらも、社会人のための入学選抜方式を新たに導入するならば教員の負担が増え 

ることを懸念するなど、消極的な姿勢が目立っている。また、「開かれた大学」への取り 

組みとしては、公開講座をもってその一例としている。しかし、高まってきている生涯学 

習の需要に大学の立場から積極的に応えていくためには、学部においても入試制度を改善 
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し、昼夜開講制度を導入するなど、社会人を受け入れる仕組みを整えていく必要があるの 

ではないか。 

 留学生の受入れに関しても、大学院にあっては積極的な姿勢が見られるものの、学部の 

消極姿勢が目立っている。法学部としても、今後は積極的に取り組むべきではないか。な 

お、大学院にあっても留学生の数が1996年度以降逓減し、5年間でほぼ半減するに至っ 

ているのは、国際化の必要性が高まっている我が国の状況に逆行する現象であるといわざ 

るをえない。 

 大学院において、法曹を目指して入学してくる学生が多いということに関しては、その 

ことが研究を主目的にしている学生の教育に弊害を及ぼすことはないのかが、いささか懸 

念される。しかし、法科大学院の立ち上げによって、今後は適切な住み分けがなされるこ 

とになるのであろう。 

 修士課程の院生が、収容定員の2倍を超えているという点は、少なくとも数字としてみ 

る限り、驚きを禁じ得ない。本人の希望により修業年限を超えて在籍する学生が数字を押 

し上げているのが実態であって、教育上特に問題はないという自己評価は、首肯できない 

わけではない。しかし、それにしてもこの数字は、定員という制度の意義が問われるほど 

のものであるように思われる。 

 

Ⅳ．少人数教育の重要性について 

 

リーガルマインドの醸成という教育理念を十分に学生に浸透させる態勢が整っている 

か、という観点から学部教育のあり方を評価する際には、少人数教育の重要性にどの程度 

の配慮がなされているかが、 も懸念されるところである。自己点検・評価報告書は、授 

業科目によっては600名700名の受講者のクラスも存在していることを指摘している。多人 

数の授業は、私学にとってやむをえない面があることは理解できる。しかし、法的思考力 

の育成には、少人数での双方向・多方向的な授業が不可欠である。大学設置基準の2倍に 

達する専任教員を擁しているというのであるから、教育の必要性に応じて重点的に教員を 

配置したり授業担当を決めるなど、なお一層の工夫ができないものであろうか。 

 少人数教育の重視という観点からは、学部の自己点検・自己評価報告書において、専門 

選択科目である3・4年法学演習の必修化が検討課題として掲げられている点が、適切であ 

る。早稲田大学法学部においては、1999年度に1年生の法学演習が29クラス開講され、2年 

生の法学演習が41クラス開講され、3・4年の法学演習が116クラス開講されたという。 

これらの演習授業が、学生が教員との間、あるいは学生間でパーソナルな信頼関係を築け 

るような場として良く機能していることは、各種資料や第三者評価実施に際して見聞した 

ところから十分に窺われた。それだけに、せめて3・4年の法学演習だけでも、カリキュラ 

ム上必修として位置づけ直すことは、望ましいと考えられる。しかもその実現を阻害する 

要因は、我々が手にした資料等からは明らかでなかった。ぜひ早期実施を図られたい。 
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Ⅴ．学生による授業評価について 

 

 今回の第三者評価にあたり、「自己点検・自己評価報告書」を読んだ委員の側から、お 

しなべて強い不満が出されたのは、学生による授業評価に関する記述であった。 

 授業の受け手である学生による授業評価は、いわばユーザーからの評価である。教育の 

質や教育効果を高めるためにこれが不可欠な役割を果たすという認織が、現在では日本の 

大学に広がりつつある。早稲田大学法学部が我が国の大学教育に占めている地位の高さか 

ら考えると、これに対する大学側の取り組みは、いささか遅れているという印象を拭いき 

れない。  

 このような大学側の消極姿勢にも拘わらず、学部自治会（および法学研究科学生自治会） 

が講義評価アンケートを1992年以降行ってきたという事実は、特筆に値する。外部の目か 

らすれば、よくぞ学生たちが自主的に行ってきたものだという印象さえ受ける。このアン 

ケートにつき、自己点検・自己評価報告書は「教員に対する誹謗中傷と見られる記述も少 

なくなく、その実施のあり方については改善すべき点がきわめて多い」と一蹴しているが、 

この記述は一方的な感が否めない。大学側としては、「学生による講義評価が行われるべ 

きであるとするならば」という仮定形の位置づけではなくて、高等教育機関としての大学 

は「講義内容の充実とレベルアップにつなげる」ために、学生の声を聞く体制を組織的に 

整える必要があるという認識を、まずは前提とするべきである。そのうえで、学生による 

授業評価に関する早稲田方式なるものを、教員と学生が協力して構築し、育てていくこと 

が望まれる。 

 なお、教員の教育研究活動を計量的に測定することは、とりわけ社会科学・法学系にあ 

つては困難であるに違いないものの、大学改革を推進するためには、教育研究活動を検証 

する適切かつ多様なシステムを整備していくことが、ますます重要になってきている。こ 

れに向けて、今後は積極的に取り組んでいかれることを期待したい。 

 

Ⅵ．教員について 

 

 早稲田大学法学部の教授陣については、こご数年、他大学や実務法曹界から優れた人材 

を続々とリクルートしていることに加え、内部から卓越した研究者が輩出しており、その 

充実ぶりには目を見張るものがある。従前は早稲田大学法学部も、我が国における他の主 

要大学法学部と同様に、あるいはそれ以上に、自大学法学部・法学研究科出身者の教員が 

大多数を占めていた。ところが近年は、開かれた教員組織のあり方を希求する方向へと、 

大きく方針を転換してきているように見受けられる。この点は、高く評価されてよい。 

 このように多彩な教員が存在していることは、幅広く多様なカリキュラムの存在と相ま 

つて、多様な人材の養成に大きな役割を果たしているものと思われる。教員の研究活動に 

関しても、「法学の各分野において指導的役割を果たし」てきたという自己評価は、過大 

なものとは思われない。活発な研究活動の一端は、学術年鑑の業績一覧等からも窺えると 

ころである。 

もっとも、教員の授業内容や教育方法を、組織的に改善向上させるためのファカルティ
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・ディベロップメントに関しては、近年少なからぬ大学において積極的な取り組みが行わ 

れるようになってきているにも拘わらず、早稲田大学法学部においてはほとんど関心が払 

われていないように見受けられる。我が国の大学法学部のリーダー格を自認する立場にあ 

る以上、研修体制の強化につき、今後は積極的に取り組んでいかれることを期待したい。 

 教員組織については、学部で採用した専任教員が、法学研究科委員会により、嘱任基準 

に基づいて、大学院法学研究科委員に嘱任されるという構造となっているという。そのた 

めに、教員採用権が学部にあることになり、教員は必ず学部の授業を担当しなければなら 

ないこととなっているのであっては、柔軟性に欠けるように思われる。大学院の比重が高 

まっている今日、このような構造のままでよいかについて、早急な検討が求められよう。 

 

Ⅶ．法学部・法学研究科に関するその他の事項について 

 

 ○学部・大学浣のカリキュラムは豊富かつ多様な内容となっており、社会のニーズに応 

えられるものと思われる。 

 ○学部の教育課程については、1994年度に導入された3コース制のカリキュラムが、学部 

学生の関心度を反映していると考えられ、大規模学部にとって有意義なものとして評価でき 

る。もっとも、このコース制が、その趣旨・目的との関係で実際にどのように機能している 

かについて、より具体的な検討が望まれる。 

 ○外国語教育、とりわけ英語教育の位置づけに関しては、自己点検・評価報告書におい 

ても卒業必修単位制度との関わりなどにおいて一応取り上げられているものの、さらに真 

正面から取り組まれることを期待したい。国際化がますます進む21世紀にあって指導的 

な市民となるべき早稲田大学法学部の卒業生たちにとっては、外国語学習を通じて文化発 

信能力を身につけ、さらには異文化理解の感覚と能力を養っておくことがきわめて重要で 

ある。また、国境を越えた紛争を予防し解決する力量を備えた法曹の養成は、我が国の法 

曹界にとって喫緊の課題である。そのためにも、外国語能力を高める教育の充実を、ぜひ 

図られたい。                     

 ○単位計算方法の適切さについて、自己点検・評価報告書は「評価にたえうる水準に達 

している」と記載している。しかしその根拠は、明確でない。 

 ○セメスター制の採用が、検討課題として掲げられている。その教学上のメリットは無 

視しがたいものがあり、早急の実施が望まれる。 

 ○シラバスに関しては、記述に精粗が見られる。また、内容的にもばらつきが目立つ。 

 ○自己点検・評価報告書によれば、成績評価の基準・方法などについて、法学部として 

組織的に検討している様子は窺われなかった。今後の重要な課題であろう。 

 ○留年率が高いことについては、司法試験のための計画的留年のほかに、教育効果が発 

現しない学生がいるのではないか。理由の検証が必要であろう。 

 ○充実した法学研究科を有している大学の法学部としては、今後ＴＡ等を教育の充実の 

ために活用する余地が、まだ多く残されているのではないか。 

○法学研究科については、我が国 大規模の法律系大学院として、研究者の養成をはじ 

め、高度専門教育、社会人リカレント教育、留学生の受入れなどが、大学改革の目指す方
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針の下に良く整備されている。研究者養成の方法も自覚的に展開されており、評価できる。 

 ○博士課程については、課程博士の授与を一層増加するように努力するべきである。 

 ○今後は、先端的な分野や学際的な分野で、産業界からの委託研究や産業界との共同研 

究など、研究の成果を社会た還元し共有する取り組みを一層活発化する必要があるのでは 

ないか。 

 ○教育施設・設備は、瞥見する限り、充実している様子であり、利用の便も良く図られ 

ているいるようである。とりわけ、24時間365日利用できるコンピュータールームが設置 

されていることなどは、我が国の大学にあっては特筆すべき事柄である。これに対し、図 

書施設の夜間利用に関しては、改善の余地があろう。しかも、昼夜開講制を採用し、多く 

の社会人学生を受け入れていることを勘案すれば、その必要性も高いことであろう。大学 

院学生用の研究室はいかにも手狭な印象を拭えなかったが、溜まり場的な機能は良く果た 

しうる性格のものとなっているように見受けられた。いずれにせよ、近い将来に新校舎建 

設が予定されているとのことであるので、施設の狭隘化に伴う長年の課題が一挙に解決に 

向かうものと期待される。 

 ○管理運営に関しては、相当規模の大学であればどこでも、教員数の増大と、教授会で 

検討すべき事項の著しい増大により、教授会による円滑な運営が図りにくくなっている。 

早稲田大学法学部においても、教授会と専任教員会との関係、語学・一般教育の法学部意 

思決定における地位や、専門教育との関わり方等について、検討すべき課題が存在してい 

るように思われる。とりわけ、学部行政における専門教育担当の教員と一般・語学教育担 

当教員との役割の分担については、あらためて検討し直すことが求められる段階にきてい 

るのではなかろうか。 

 ○早稲田大学の自己点検・評価報告書においては、事務組織も点検・評価の対象とされ 

ており、適切である。今後の大学経営に職員の果す役割は大きく、その業務遂行について 

絶えず見直しを進めようとする姿勢は評価できる。 

 

Ⅷ．比較法研究所について 

 

 早稲田大学比較法研究所が、「東西文明の調和」という建学の精神を具体化させるもの 

として40年以上も前に創設され、研究活動を継続し、海外の大学・研究機関等と交流を行 

ってきたきたことは、政治・経済・社会のグローバル化が激しく進む今日の目から見れば、 

まことに先見の明をもった取り組みであったということができ、高く評価できる。もつと 

も、「東西文明の調和」という目的を実現するためには、法制度・法システムの比較にと 

どまることなく、東西の法文化の研究にまで射程を広げていく必要があろう。 

 比較法研究所は、研究員86名の全員が学部との兼任であって専任の研究員を欠いている 

こと、および潤沢な研究費を有しているわけではないことを勘案すれば、そのような制約 

下でこれまでに挙げてきた研究成果の数々は、高く評価されてしかるべきである。①早稲 

田大学の法学教育に資する、②世界の学問に貫献する、③留学生の受入れ態勢を整備する、 

という目的の達成度に関し、「おおむね良好であった」という自己評価は適正である。 

 自己点検・評価報告書にあっては、従来は研究課題の設定方法として、研究員のイニシ 
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アティヴに委ね、研究所として統一的テーマを掲げてこなかった点についての反省が記述 

されている。しかしこれまでに、イベロ・アメリカ法、アジア・アフリカ法の地較など、 

比較法研究所ならではの特色ある研究がなされてきているといえるのではないか。また  

近では、例えば比較研究所叢書「中国の経済発展と法」などにおいて、実質的に優れた成 

果が上げられている点を評価したい。 

 「これまでの欧米諸国法制に対する受信型研究を発信型」に切り替える方針が展望され 

ており、発展途上国の法整備支援を視野に入れた研究を目指している点は、大いに評価で 

きる。さらに、近時取り組まれてきている日本法学叢事の出版事業についても、日本から 

情報を中国語で発信するという、これまでになかった発想に基づくものであり、国際的視 

野から有意義であると認められ、高く評価できる。 

 講演会については、頻度からして活発に行なわれていることが窺われた。もっとも、参 

加人数や、質疑応答の質などについての記載がないため、それ以上の実質的な事柄は判断 

できない。刊行物については、邦文の機関誌「比較法学」のほか、英文によるものもが２ 

冊あり、比較法研究所ならではの特色ある研究活動として評価できる。 

 海外の大学等との交流については、協定先のバランスは悪くない。イスラムおよびヒン 

ドゥー法文化圏との交流が加わると、より理想的な状態になるといえよう。 

 今後のグランドデザインとして、良質のシンクタンクを目指しているのは、適切である。 

そのような構想の実現のカギを握るのは、財政基盤の確立であろう。科学研究費の積極的 

な申請や、産業界への働きかけなど、外部資金の導入に耕極的に乗り出すことによって、 

研究を一層推進していかれることを期待したい。また、法学部以外の学部や他大学からの 

研究員のリクルート、流動研究員制度の導入、複数副所長制度の採用といった構想が実現 

することを期待したい。 

 

Ⅸ．法科大学院の体制づくりについて 

 

 早稲田大学においても、法科大学院の機関決定がなされ、建物、学生及び教員数などの 

確定などがなされたとのことであり、順調な取り組みといってよい。 

 法科大学院設立以降の法学部のあり方についての検討も始められているようである。法 

科大学院が開設された後の法学部がいかにあるべきかは、きわめて重要な問題である。自 

己点検・評価書および第三者評価を実施する過程からは、これらに関する将来の展望が十 

分に伝わってこなかっただけに、今後、早期の真剣な対応が望まれる。 

 さらに、法科大学院ができた際の現在の大学院の在り方が不明確である。現在の法学研 

究科が抱える問題のうち、法科大学院の設置により解消される部分が見込まれる反面、研 

究者養成は法学研究科、実務法曹養成は法科大学院という住み分けが可能なものか等々、 

新たな課題に直面することが予想される。学部と法科大学院に挟まれることになろう研究 

科の位置づけに関しても、今後真剣な取り組みがなされることを期待したい。 

 

                                   以上 
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第三者評価 評価報告書 
                   平成13年11月17日 

                  早額田大学第三者評飾委員会 

                     委員 大 谷  實 

 

Ⅰ はじめに 

 早稲田大学法学部が他の私学法学部に先駆けて、第三者評価の導入に取り組まれたこと 

に対し、その先見性に敬意を表する。特に、問題点を整理して的確に行われている自己点 

検・評価報告書は・やや自信過剰気味の表現ではあるが貴重であり、これによって学部大 

学院及び比較法学研究所の問題点が第三者にも、十分に理解できる。 

 

Ⅱ 理念・目的 

 学部の理念・目的の達成度については、「リーガルマインドの醸成」を教育理念に掲げ 

おり、その目的を達成するため、近年、国立大学出身の優れた研究者を多数教員として採 

用し、「法曹、企業人、公務員養成に貢献し、自主的・創造的市民の形成に努め」られて 

きた点は、研究の活性化を促したばかりでなく、日本の大学の活性化という点でも十分評 

価できる。また、偶々の研究者によってかなりばらつきがあるとはいえ、研究面において 

も、「法学分野における指導的役割を果たしてきた」という自己評価は、是認できるであ 

ろう。 

 

Ⅲ 入学者の受け入れと学部教育課程 

 偏差値教育の欠陥を自覚し、意欲のある学生の確保のために、面接重視型、自己推薦制

度の導入など、入試制度を多様化している点は評価できる。しかし、「開かれた大学」へ 

の取り組みとして、自己点検・評価事では公開講座をその一例としているが、生涯学習と 

しては、学部に社会人を受け入れる体制を組む必要があるように思われる。そのために入 

試方法の改善、昼夜開講制の導入を図るべきである。また、外国人留学生について、法学 

部としても積極的に取り組む必要がある。 

  学部教育課程については、学部学生の関心度を反映して採用されたと思われるコース 

制、コース必修科目制及びコース選択科目制のカリキュラムは、大規模学部にとって有意 

義であり、評価したい。なお、一般教育及び語学教員が同一学部に属していることには、 

教学上検討すべき課題があるように思われる。その積極的意義は、何かが問われるであろ 

う。また、セメスター制は教員の負担増のために実施が見送られる例が多いが、その教学 

上のメリットは無視しがたいのであるから、早急の実施が臨まれる。 

 

Ⅳ 管理運営 

 教授会と専任教員会との関係、語学・一般教育の法学部意思決定における地位、また、 

専門教育との関わり方について、検討すべき課題があるように思われる．特に、学部行政 

における専門教育担当の教員と一般・語学教育担当教員との役割の分担については、検討 

の必要がある。 
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Ⅴ ＦＤへの取り組み 

 講義ないし教育の内容を向上させるため、研修ないし教員間の研究は不可欠であり、既 

に、小規模の国立大学ではこれに取り組み始めているが、本学部ではＦＤへの関心は、ほ 

とんど払われていない。我が私立大学法学部のリーダーを自認される立場として、研修・ 

教育体制の整備を期待したい。その点では、シラバスにも問題がある。記述に精粗がみら 

れ、また、内容的にもばらつきが目立つ。 

 報告書によると、教育効果を評価する方法として、法学部は成績評価の基準・方法など 

を検討していない。また、学生による授業評価も制度的には認めていない。教育の質及び 

教育効果を高めるためには、これらについての取り組みは不可欠であり、早稲田大学法学 

部の私学における地位から考えて、いささか遅れているという印象を拭いきれない。 

 

Ⅵ 法学研究科 

 大学院については、社会人入学など、大学改革が目指した方針のもとに整備されており、 

また、研究者養成の方法も自覚的に展開されており、十分評価できる。しかし、修士課程 

の院生が、収容定員の2倍を超えている点が驚異である。大半の者が修士の学位を取得して 

いると言うことなので、問題はないのかもしれないが、それならば定員という制度は不要 

になるので、定員増を図るなどの手当が必要になろう。 

 博士課程については、課程博士の授与を一層増加するよう努力を払うべきである。 

 

Ⅶ 比較法研究所 

 早稲田大学比較法研究所は、中央大学日本比較法研究所と並ぶ我が国有数の伝統・規模・ 

内容を有する研究所であり、予算、研究者、管理運営の点で中途半端なところがあること 

は否定できないが、そうした制約のもとで、これまでに挙げた研究の成果は、高く評価さ 

れてしかるべきである。特に、1990年代からは、「これまでの欧米諸国法制に対する受信 

型研究を発信型」に切り換える方針が取られているようであり、アジア、アフリカなどの 

発展途上国の法整備支援を視野に入れた研究を目指している点、大いに評価できる。 

 

Ⅷ 法科大学院の体制づくり 

 早稲田大学でも法科大学院の機関決定がなされ、建物、学生及び教員数などの確定など 

がなされたようで、順調な取り組みといってよい。特に、法科大学院設立以降の法学部の 

在り方についての検討も始められるようで、早期の対応が臨まれる。 

 

 

以上 
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早稲田大学比較法研究所・自己点検・評価報告書（2000年度）に対する第三者評価 

                         第三者評価委員 木下 毅 

1．理念・目的   

 早稲田大学比較法研究所は、1948年に創設された日本比較法研究所に次いで、10年後の 

1958年に創設されたわが国有数の歴史と伝統を有する比較法研究所である。その目的は、 

「東西文明の調和」にあり、その目的を達成するために「わが国および外国の法制を比較 

研究すること」を主たる事業活動としてきた。このような理念ないし目的は、近代法全盛 

時代の創設期にあっては、崇高なものであったこと疑いのないところであろう。1963年に 

開始された 初の共同研究が、「日本の近代化に及ぼした外国法の影響」であったことは 

象徴的である。 

 しかし、21世紀を迎えた今日、一方では、「近代法」とともに「ポストモダン法」の研 

究も不可欠となりつつあり、他方では、「法制度」「法システム」の比較にとどまらず、 

各国の基層をなす「法文化」の研究にまで、その射程を深める必要がある、と思われる。 

報告書においても、「法が政治・経済・社会において具体的に果たす機能やそもそもの当 

該社会の構造などの分析を通じた総合的な検討の中で比較法研究が展開されることが主張 

され」ているとの指摘はみられるが、1978年の創立20周年記念講演「比較法と外国法」の 

一つである野田良之「比較法文化論の1つの試み」で主張されたような「法文化論」的ア 

プローチを、もう少し前面に出す必要があるのではないか、と思われる。 

 

2．研究活動 

 現状認識としては、従来各研究員の自主的課題設定に依拠し、研究所のイニシアティヴ 

による統一テーマの設定など研究所自体の自主性に乏しかったとの反省がなされている。 

しかし、これまでの共同研究一覧を見るかぎり、「イベロアメリカ法制の研究」「ＥＥＣ 

における法年問題の研究」「アジア・アフリカ法制の研究」「資本主義法と社会主義法の 

比較研究」「憲法と基本的人権一比較法的考察」「アジア諸国の慣習と法」など、比較法 

研究所ならではの取組も散見され、かかる傾向は、特に1993年以降意識的になされるよう 

になり、「中国の経済的発展と法の研究」「オセアニア法制の研究」など、興味深い共同 

研究がなされるに至っている。 

 これら比較法研究所の共同研究の成果を発表する場を提供している「比較法研究所叢書」 

は、はぼ毎年刊行されており、小口彦太編「中国の経済発展と法」など、実質的に見て優 

れた成果が蓄積されつつあり、この点は大変評価に値する。 

 また、問題意識の点でも、「これまでの欧米諸国法制に対する受信型研究を発信型に」 

切り換える必要性が指摘されており、さしあたり「発展途上国に対する法整備支援の課題 

などが検討の爼上に上っている」ようである。この法務省法整備支援への取組も、「発信 

型」の比較法研究の一環として止目に値する、と思われる。 

 研究の国際的展開の面では、「過去40年間にのベ550回を超える講演会」が開催され、近 

時は「年間20回程度」開催されているようであり、統計的数字としてはきわめて活発とい 

うことができようが、出席者の数、質疑など実質面も知りたいところである。 

 刊行物に関しては、邦文機関誌「比較法学」をはじめ、｢英文年報」（Waseda Bulletin 

of Comparative Law）および「講演記録集」（Waseda Proceedings of Comparative Law） 
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の英文（外国語）も出版されており、特に二者は、早稲田大学比較法研究所の特色ある研究 

活動と評価することができよう。さらに、早稲田大学比較法研究所創立40周年記念事業とし 

て企画された「早稲田大学日本法学叢書の出版」プロジェクトも、大木雅夫「比較法」を初 

めとして、中国の法整備を支援する上で国際的に寄与するところ大なるものがある、と思わ 

れる。 

 外国大学・研究機関との学術交流の面でも、海外の５大学と協定を締結し、交換研究員の 

派遣と受け入れを行っており、アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、ロシア、中 

国の5ヵ国の選択はバランスの上からも評価しうるが、さらに、イスラーム法文化圏ないし 

ヒンドウー法文化圏が加わると、より理想的な状態になるように思われる。 

 他方、研究助成に関しては、一般研究費（経常予第）が主に出版物刊行費に充当される 

ため、「共同研究に係る膏用を捻出できず、共同研究グループに予算配分をする余裕がな 

い」のが現状のようであるが、法曹界の先輩と連絡を密にして、ニューズレターなどの発 

行により「誌友」制度のようなものを発足させ、一定の寄付を仰ぐような措置を講ずるこ 

とも考えられよう。 

 

3．管理運営 

 意思決定機関としての「管理委員会」、業務執行機関としての「比較法研究所長」およ 

び事務組織の長としての「事務長」は、いずれの研究所においても必要な 小限の機関構 

造といえようが、これ以外に所長の補佐機関として「幹事」制度を導入していることは、 

早稲田大学比較法研究所の特徴的制度として注目に値する。この「幹事制度は、所長の負 

担を軽減する趣旨で導入されたにもかかわらず、対外的・対内的権限を有していないこと 

などから、．．．所長自らが行動しなければならない欠点は是正されていない」といった問 

題の指摘はなされているが、しかし、その存在自体は評価されて然るべきであろう。将来 

的には、ドイツの研究所にみられるような分業体制に基づく「所長複数制」（ないし所長 

プラス副所長複数制）の導入も考えられる。 

 他方、事務組織は、事務長1名、専任職員2名、キャンパス派遣社員1名で構成されて 

いるが、事務長は法学部事務長・法学研究科事務長との兼務であることから実質的マン・ 

パワーにはなりにくく、専任職員2名だけでは、上記の早稲田大学比較法研究所の多岐に 

亘る研究活動を支えるにはあまりに少ないといえよう。今後の執行体制の改善策としては、 

「独立した事務長職」と「専任職員の倍増」が不可欠と思われる。 

 さらに、上記「諸活動を推進する上で、慢性的にスペース不足に悩まされている」こと 

が指摘されているが、この点は財政問題とも絡み、かなり深刻な問題といえよう。 

 

4．総合評価 

 以上のような問題点の指摘はできるものの、早稲田大学比較法研究所の「研究組織」お 

よびそれを支える「人的資源」（研究員の質）は大変恵まれており、問題は、むしろ、そ 

れを利用する研究員の研究時間、施設・設備および予算が不足している点にある、といえ 

ようか。ソフトの面では、特に「アジア太平洋の法制度と法文化」ないし「東アジアの法 

制度と法文化」に関する日本の恒常的研究拠点となることを期待したい。 

                                   以 上 
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                             2001年11月17日 

 

    早稲田大学法学部・法学研究科・比較法研究所に関する評価書 

 

 

                     第三者評価委員 

                      久保井一匡（日本弁護士連合会会長） 

 

 

ご送付いただきました「自己点検・評価報告書および基礎資料をもとに、以下のとおり 

第三者評価委員としての意見を申し上げます。 

 

1 はじめに 

  早稲田大学法学部・法学研究科・比較法研究所の活動が、私学の雄たる貴大学の地位 

にふさわしく、わが国の法学界と法律実務界に重要な貢献を行っていることにつきまし 

 ては日頃から多大なる敬意を表しているところです。このような観点から、いくつかの 

 点について申し上げます。 

① 在野精神と実学の気風に満ちた早稲田法学の伝統は、ともすれば官僚法学に傾斜しが 

 ちなわが国の法学界のなかにおいて重要な役割を果たしているものと考えます。 

② 貴大学法学部・法学研究科は毎年数多くの質の高い人材を、弁護士のみならす法曹界 

 に広く供給しており、わが国の司法制度を人的側面から担っている点は高く評価すべき 

 ものと考えます。しかも、在野精神を体現された貴大学出身法曹の存在は、わが国の司 

 法の民主化に重要な影響を及ぼしているものと考えます。      

  また、貴大学法学部のもとに設置されている法職課程教室は、受験生の大多数が司法 

 試験受験予備校において受験技術に偏重した試験準備を行う傾向があるなか、法律学の 

 基礎を適切に修得した法曹の養成に重要な役割を果たしているものと考えます。近時、 

 同教室を法学部組織のもとに明確に位置づけたことによって、その方向性を一層伸張き 

 せていかれることを期待するものです。 

③ 従前は、貴大学法学部・法学研究科出身者の教員が大多数を占めていたところ、近年 

 は外部から多数の質の高い教員を任用されるなど、開かれた教員組織のあり方を希求さ 

 れている点については高く評価すべきものと考えます。 

④ 貴大学法学部・法学研究科における幅広く多様なカリキュラムとこれを担う多彩な教 

 員の存在は、多様な人材の養成に大きな役割を果たしているものと考えます。 

 

 以上のとおり、貴大学法学部・法学研究科・比較法研究所の活動については基本的に 

高く評価するものであります。以下では、より一層の発展を強く期待する見地から、第 
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三者評価制度のあり方を含め、若干の意見と改善提言を申し上げます。 

 

2 第三者評価制度のあり方について 

① 自己点検・自己評価報告書の記載がやや抽象的で、評価の根拠が必ずしもはっきりし 

 ない部分が散見されます（とりわけ法学部の部分）。基礎資料と照らし合わせれば根拠 

 が明らかになる部分もあるものと思われますが、同報告書の記載が事実上第三者評価の 

 対象になっていることからも、同報告書の記載自体から根拠が読みとれるように工夫し 

 ていただけると率いです。 

② 自己点検・自己評価報告事には随所に改善課題が記載されていますが、これらについ 

 て、いつ頃までに、どのような取り組みによって改善を図っていくのかを、可能な限度 

 で明示していただければと思います。 

⑨ 第三者評価の方法として、事実上自己点検・自己評価報告書の内容を吟味するという 

 限度のものになっている点は、なお改善の余地があるように思います。第三者評価制度 

 の目的を十分に果たすためには、本来的には、評価委員自身あるいは同委員のもとにお 

 ける調査スタッフ（第三者である必要があります）による講義への出席、科目試験・問 

題の検討、学生からの評価の検討などを通じて、自己点検・自己評価報告書の内容をチ 

 ェックするという形で実施することが必要です。そのような方式が直ちに困難であると 

 しても、十分な評価のためには、評価委員に何らかの形での調査権を付与することが必 

 要不可欠です。 

  少なくとも当面の措置として、自己点検・自己評価報告書およぴ基礎資料の内容につ 

いて、第三者評価委員委嘱後なるべく早い段階でご説明いただき、質問の機会を設けて 

いただくこと、評価に際して資料等の補充が必要な際にはご準備いただくシステムを設 

 けていただくことなどをご検討いただければと思います。 

 

3 法学部コース制について 

  法学部において数年前から法律・公共政策・国際関係の3コースからなるコース制を採 

用されているようですが、このコース制がその趣旨・目的との関係で実際にどのように 

機能しているかについてより具体的な検討をいただければと思います。 

 

4 法学部における法学演習の必修化について 

  法学部という性質上、大教室での講義が一定割合を占めることはやむを得ない面もあ 

 りますが、大学院のみならず、学部段階でも、法的思考能力の育成には、本来的には少 

人数での双方向・多方向的な授業形態の併用が望ましいものと考えられます。その意味 

で、少人数による法学演習は、ある意味では法学部教育の中核をなすともいえる重要性 

をもったものと考えられます。 

  法学演習の必修化が課題として掲げられていることはその意味では極めて適切な課題 

と考えられます。その実現を阻害する要因がどのようなところにあるのか、資料からは 

必ずしも明きらかではありませんが、ぜひとも早期実施を図っていただければと思いま 

す。 
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5 法学部における単位計算方法の適切さについて 

  「誇森、演習、実験、実習に関わる単位計算方法は、学生の学外での学修時間を考慮 

 して適切に決められているか。」という項目に対し、報告書では、「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、十 

 分評価にたえうる水準に達していると思われる。」との評価がなされていますが、その 

 根拠は必ずしも明らかではありません。 

  貴大学法学部科日の単位取得については、近年厳格化し、試験前に相当程度の準備を 

 しないと単位取得をなしえない科目も存在すると伺っておりますが、一般的には司法試 

験・公務員試験などの受験を志している学生以外の法学部生について、単位計算の際に 

 想定されている自習時間が現実的なものとして機能しているかについては疑問も存する 

 ところです。この点についてのより具体的な検討が必要ではないかと考えます。 

 

6 法学部学生による授業評価の実施について 

  貴大学法学部においては未だ学生による授業評価が実施されていないようですが、報 

 告書にも記載があるように、98年度時点で全国の約55％の大学で学生による授業評 

価が実施されているとのことです。学生による授業評価（ユーザーからの評価）を参考 

 に教育の質を高めていくというのは社会全体の方向性と考えられますので、早急に学生 

 による授業評価制度が実施に移されることを期待したいと思います。 

 

7 大学院の社会人受け入れについて 

  貴大学法学研究科が多数の社会人を受け入れておられることについては、社会人教育 

が社会的要請となっている今日の状況のなか、敬意を表するものです。しかも、「特定 

課題形式」という方式で社会人の受け入れを行っている点については、ユニークな試み 

 として評価されるべき点と考えます。 

 

8 法曹志願者等の大学院修士課程への受け入れについて 

  貴大学法学研究科では、法曹志望者等の受け入れをはかるため、一部において外国語 

試験を免除するなどの入学選抜方式を採用し、その結果、少なくない数の法曹等志望の 

学生が在籍していると伺っております。 

 法曹の一員としての立場から申し上げれば、法曹志望者が大学院においてより深い学 

 問的素養を身につけて法曹となっていくことは望ましいことと考えますが、一方、これ 

らの学生は司法試験の受験勉強が生活の主要部分を占め、修士課程の敵切な履修という 

面において問題が生じることがないのか、研究者志願等、他の学生にどのような影響を 

及ぼしているのか、懸念を抱かないではありません。 

  このような観点から法曹志望者等の法学研究科への受け入れのあり方についてご検討 

いただけると幸いです。 
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9 大学院における教育研究指導上の効果、研究成果の検証システムについて 

  この点について報告書では、社会科学・法学系では教育・研究成果を計量的に測定す 

 ることが困難であるということをひとつの理由として、検証システムの創設について必 

 ずしも積極的な姿勢を示しておられないように見受けられます。確かに計量的な測定は 

困難とも考えられますが、情報を公開したうえで、何らかの検証システムを設けること 

自体はやはり必要なことではないかと思いますので、前向きにご検討いたければと思い 

ます。 

 

10 大学院の教員組織について 

  法学研究科の専任教員については全員が法学部で採用され、そこから嘱任されるシス 

 テムになっており、法学研究科には固有の人事権が存在しないとのことですが、高度教 

育研究機関の将来像を考えたとき、また、教員の負担の点からみても、このような学部 

中心の教員組織のあり方が適切かについては検討の余地があるように思います。報告書 

でも「改善の方向で検討が進められるべき重要な課題」とされていますが、その方向で 

のご検討を期待したいと思います。 

 

11 比較法研究所について 

  貴大学が「東西文明の調和」という建学の精神を具体化させるものとして、40年以上 

も前に比較法研究所を創立され研究活動を継続してこられたことは、急速な国際化が進 

むわが国社会の現状をみるとき、誠に先見の明をもった取り組みであったと敬意を表す 

るものです。学問研究の分野のみならず、たとえば当連合会としても全力をあげて取り 

組んでいる司法制度改革の分野においても比較法・制度的検討の必要性は日々増大して 

きており、その意味でも貴大学比較法研究所の発展を期待しております。 

  専任の教員が存しないこと、統一的なテーマ研究の実施が必ずしも十分でないことな 

 ど、報告書に記載されているような課題は存するものと思われますが、報告書にある流 

 動研究員制度の採用などの取り組みを通じ、貴大学のみならずわが囲の比較法研究の中 

核機関としてますます発展されることを期待しております。 

                                    以  上
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Third Party Inspection and Assessment Report 

on the School of Law, Graduate School of Law 

and on the Institute of Comparative Law 

of Waseda University 

 

1.    Preliminary Observations 

 

1.1   On the Present Report 
Though tne present reviewer has had various contacts with Waseda University in the past 18 years, his  

competence in assessing currently prevailing daily practices in actual settings of the designated institutions is  

necessarily limited. This applies even more to the internal administrative workings of the University than to its  

educational and research activities. Due to this circumstance and to the constraints put on its length, the present 

report is focusing less on administrative detail, however important that may be, than on a selected sample of  

educational and research issues that are believed to be central to the professed primary functions of the 

University and are reliably ascertainable from the written evidence provided by the University authorities for 

assessment purposes. 

The Japanese language documentation received was carefully studied and analysed. For the language of 

reporting English has been chosen to reduce the risks imposed by language barrier on communicated content 

and formal applicability. 

 

2.    Procedural Observations 

 

2.1   On the Self-Assessment Process 
Waseda University, as one of the foremost institutions of higher learning in Japan and its “Law Complex”(the  

School of Law, the Graduate School of Law, the Institute of Comparative Law and the Center for Legal 

Resources), in several respects a pace-setting unit within Waseda University itself, have been in the vanguard of  

realizing the need of a comprehensive performance evaluation, officially prescribed by central University 

authorities in their Inspection and Assessment Committee Regulations effective from 15th November 1999. 

The self-appraisal procedure, as documented in the Self Inspection and Assessment Report(SIAR) of the  

respective Schools and Institute,resulted by 5th December 2000 in a self-critical and constructive review of the  

agenda deemed necessary for institutional renewal. Since for long-term development the readiness for adequate 

self-critique is even more important than momentary conditions,the basic stance expressed in SIAR well meets  

the main purposes of the inspection and assessment process. 

It is understood that the schedules of porducing the report were hindered by administrative circumstances(as  

explained in SIAR), and also the quality of the output may have justified additional allocation of time, 

neverthelss the length of time taken by reporting exceeded the span of one year.  

 

2.2   The Third Party Inspection and Assessment(TPIA) Process 
The very fact that authorities of Schools and Institute did not restrict the screening to internal actors, but,by 

launching TPIA, invited external criticism, moreover, involved also foreign participation,attests to the 

resolution and openness of respective policies essential for building competitive institutions. 

 While the documentation provided for TPIA was well organized and the scheduling of third party  

involvement has been practically arguable, the time elapsed from the beginning of the overall inspection and  

assessment project to date has amounted to two years. 
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3.      Substantive Observations 

 

3.1   A General Consideration 
A Crucial balance upon which viable professional training in general, and legal education in particular,depends 

is that of technical expertise, on the one hand, and of moral orientation, on the other hand(cf.Article 52 of 

Japanese School Education Law, as cited in SIAR). Law as instituted by human agency cannot be an absolute 

end in itself, -its application has to be guided by criteria the relevance and validity of which necessarily go far 

beyond those of any technical, legal construct. What is to be emphasized here implies not the separation, but the  

integral unity of the two indicated components of professional socialization and identity, thereby the importance 

of the normative grounding of technical legal training. 

 

3.2   General Assessment 
From the evidence received and scrutinized,it is obvious that the cited Schools and Institute have made 

outstanding efforts in order to achieve and maintain high standards both of the technical and of the foundational 

components of their ongoing educational and research concerns. Fitting the Waseda tradition of impartial and 

critical learning, there is an impressive diversity of courses and research programs that may help a lot in shaping 

sound normative foundations for personally and socially sound career development. As exemplary features,one 

should point out in this regard the impact of the Institute of Comparative Law, the wide choice of Japanese and 

foreign literature(belles-letters)courses, and the intensive international exchange the students and faculty of the 

Schools and Institute are exposed to. In addition, there is a host of courses and research projects(in the 

philosophy, sociology, anthropology, etc. of law) that have been or can be instrumental in further generalizing 

the relevance criteria of individual achievement and organizational performance. Also the temporal trends 

reflected in the received documents point in this direction: the self-reflexive stress put on progress in theoretical 

and methodological research; the acknowledgement of the need for contributions to general social science;the 

emergence of projects and priorities increasingly addressing the broader cultural context of legal orders,etc.All 

these are responding both to longstanding traditions and to new challenges of global citizenship in a world of 

interacting legal cultures. 

 

3.3   Some Specific Considerations and Suggestions 
If in the present report there may be room also for some more specific considerations and related suggestions,  

the following ones would be added: 

･           A further step in the direction referred to may be to devote more explicit attention to the ethical 

issues of legal practice in general, and to the relevance of ultimate values and concepts(religious ones included 

for the foundations of legal cultures, in particular. This may effectively help the better understanding not only of 

the edifices of diverse legal regimes, but also that of the very foundations the legal systems studied are based on. 

Efforts in this line could be productive in other aspects as well. 

･           One is the need for a more personal and dialogical quality of education, several times underlined in 

SIAR, too. To this end also the reinforcement and expansion of the current tutorial system may be helpful, 

though many of the difficulties of implementation are obvious. 

･          Another aspect is a more universal outlook of research and education, to which the Waseda milieu 

has proved to be a historically evolving condition ever since the University’s establishment. 

 

Budapest, 12 November 2001 

 

                            Dr. Attila Gergely 
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早稲田大学法学部外部評価意見 

 

                     寺 崎 昌 男 

                    （桜美林大学大学院教授・東京大学名誉教授） 

 

Ⅰ 自己点検・評価報告書について 

 

１ 筆者は、これまで７校の国立大学外部評価委員を経験し、各校について自己点検・ 

評価報告書を検討し評価してきた。その体験からみると、本学部の自己点検評価報告活動 

の水準は極めて高く、学部・大学院・比較法研究所のいずれについても、緻密かつ明晰な 

自己診断が下され、とりわけ今後の課題を示すことに成功している。 

 とくに大学院に関する章は、評価と課題とが鮮明に記されている。 

 ２ 財団法人大学基準協会の自己評価項目案がよく参照されていることも、以上の出来 

映えをもたらした一因であろう。 

しかし同時に、自己点検・評価活動の目的が、究極的には、今後の大学・学部の進むべ 

き方向の模索と改善・改革の自己確認とにあるとすれば、報告書をつくられたこの数年の 

フアカルティー全体の姿勢そのものが、この成果を生みだしたと考えられる。 

 ３ １及び２を別の言葉で言えば、早稲田大学法学部の現在の問題と改革の展望は、報 

告書の中に既に自ら明らかになっている。 

 この中で「緻密な検討が一層必要とされよう」「工夫してゆかなければならない」等の 

言葉で表現されている項目は、そのままに点検の成果であり同時に改革課題の提示である。 

 これまで出会ったなかでも も精確で率直な評価報告であることを、繰り返し記してお 

きたい。      

 ４ 報告のされ方の中の唯一の不満は、学生による教育評価・授業評価の纏めと検討が 

今後の懸案として残されていることであった。 

 外部評価委員会でも同様に指摘されていたが、報告書に記されている経緯はあるにして 

も、今後 大限の努力を期待したい。      

 

Ⅱ 同上報告書の内容に関連して 

 

 １学部の教育理念として「リーガル・マインドの醸成」が掲げられている。しかし筆者 

のような法学の非専門家から見れば、リーガル・マインドの育成それ自体は、およそ大学 

の法学部一般に共通に求められる教育目標、理念であるように思われる。焦点は、いかな 

る質の「リーガル・マインド」を目指すのかである。 

 東京大学法学部が歴史的に行政官僚養成機能を担ってきたのと異なり、早稲田大学法学 

部が在野法曹の育成と供給とを担い、また多くの中央・地方の政界人、言論人、ジャーナ 

リストを育て、それを通じて近代日本建設に貢献してきたことはよく知られている。今後、 

どのような「リーガル・マインド」を育成し、いかなる職域に人材を供給するか、そこを 

 19



明らかにしていただきたい。 

外部評価委員会における説明の中に、「市民に目線を置くリーガル・マインド」という 

言葉があった。これなどは貴重な教育理念であると思われる。今後探究が進められること 

を希望する。 

 ２ 懸案として残されている問題群のうち、 も大きいのは外国語教育とりわけ英語教 

育の改善であると思われる。 

国際法曹の養成は日本の法曹界にとって緊急の課題であるが、法学部の教育にとっても 

重要なカリキュラム上の課題であることは言うまでもない。早稲田大学全学の外国語教育 

あるいは英語教育の状況について筆者は十分な情報を持たないが、法学部教育の問題とし 

ても真正面からとらえられることを望みたい。 

 もちろん法曹につく学生たちだけでなく、２１世紀における指導的な市民となるであ 

ろう法学部卒業生たちにとっても、外国語学習を通じて文化発信能力をつけ、さらに異文 

化理解の感覚と能力を養うことは、緊急に必要なことである。早稲田大学のように高校時 

代 高レベルの成績で過ごしてきた学生たちを抱える私学にとって、この課題の達成は、 

さほど困難を要することと思われない。 

 報告書では卒業必修単位制度との関わりでのみ取りあげられているような印象を受ける 

が、今後のカリキュラム改革の重点課題になるであろう。 

３ この自己評価意見は、先にも述べたように、内部の評価に十分に意を尽くしておら 

れるものの、同じ私立大学法学部がどのような状態にあり、早稲田大学法学部がそれに対 

してどのような位置を占め問題を抱えているかについて、今ひとつ踏み込んでいただきた 

い箇所があった。 

 例を挙げれば、主として教育体制づくり、とくに低学年からの少人数教育の実現の課題 

についてである。この問題がとくに重視されるべきは言うまでもない。しかしここに指摘 

されていることが、例えば教員一人当たり学生数で慶應義塾大学法学部４４人、上智大学 

法学部５１.４人、そして早稲田法学部５２.１人といった数字と参照しつつ論じられてい 

たら、さらに説得力を増すことであろう。 

 いずれにせよ、法学教育においても少人数教育の実現は焦眉の課題である。優秀な教授 

陣の教育力の徹底という観点からも、その実現を望むとともに、自己点検報告に際して次 

回以降、ホリゾンタルな比較作業が期待されることを記しておこう。 

                                   以 上 
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早稲田大学法学部・法学研究科・比較法研究所 

第三者評価 評価報告書 

 

                                  2001．11．17 

 

                      早稲田大学点検・評価委員会 

                      第三者評価実行委員会 委員 浜田道代 

 

○まずはじめに、早稲田大学が、自己点挨・評価に真摯に取り組むにとどまらず、外部委 

員に自己点検・評価報告書を見せて、外部からの評価をも聞こうという姿勢を取られてい 

ることに、敬意を表したい。 

 

○学部および研究科の自己点検・評価報告書においては、評価の項目が示され、質問に答 

える形で記載される形式がとられている。質問の投げかけ方も相当に具体的であり、かつ 

重要な問題点を網羅しており、適切である。 

 ただし、法学研究科の自己点検・評価報告書が、質問に良く対応する形で明瞭に記載が 

なされていたのに比較すれば、法学部の自己点検・評価報告書は質問に答えていない部分 

もあり、質問との対応関係で記載を進めるという趣旨が十分に生かしきれていなかったよ 

うに思われた。 

 比較法研究所の自己点検・評価報告書は、上記の形式をとらないものであるが、内容が 

充実しており、記載者の問題意識も良く伝わってきて、読み応えがあった。 

 

○学部の教育面では、演習の授業が充実していることを、資料から窺い知ることができた。 

また、学内施設見学の折りに、ゼミ生勧誘のビラを目にしたが、これらからもゼミの活発 

な活動状況が偲ばれた。 

 これに対し、講義科目につき、授業科目によっては600名700名の受講者のクラスも存在 

するということである。このような人数で、教育者・学生双方にとって負担とならないの 

であろうか、受講者のほとんどが出席した場合に、十分に成果の上がる教育を授けること 

が可能なのであろうか、という疑問を拭えなかった。 

 

○教育上の効果を測定する方法として、法学部では独自の組織的な授業評価を行ってはい 

ないこと、しかし法学部学生自治会が1992年以降講義評価アンケ－トを実施し、これを公 

表していることが紹介されている。あるいはまた、教員の教育研究活動の評価方法が確 

立されているかという問いの箇所でも、学部自治会による講義評価アンケートへの言及が 

なされている。 

 自己点検・評価報告書においては、この学生主体の講義評価アンケートにつき否定的な 

認識が示されている。そして、将来的には学部が主導する独自の授業評価制度を確立すべ 

きという方向が示されている。 

 しかし、学生数が多く、講義数も多数に上る中で、学生団体が10年近い間継続的に授 
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業評価を行い続けているというエネルギーに、むしろ圧倒される思いがした。これこそが 

早稲田の学生のパワーかと感心した次第である。これを生かして、教員学生間の協議会で 

よりよい授業評価制度を協力して作り上げていく道を追求するならば、学部主体で授業評 

価を行っている大多数の大学が容易には追随できないような、学生の活力が旺盛な早稲田 

ならではの特色として、この評価方式を育てていけるのではないか。 

 

○早稲田大学法学部が他大学出身の教員を積極的に採用する方針に切り換えたことが、研 

究の活性化を促したという記述は、納得のいくものである。この方針転換は、日本の大学 

の活性化という一般的な観点からも、大いに評価されうることでないかと感じている（も 

つとも、引き抜きにあった側の大学に所属する者としての感想は、これとは異なることに 

なる）。 

 

○充実した研究科を有している法学部としては、今後ＴＡ等を教育の充実のために活用す 

る余地がまだ多く残されているのではないか。それに対し、事務組織においては、アルバ 

イトとは別に学生職員が存在することに興味を抱いた次第である。 

 

○法学研究科においては、「プロジェクト研究」方式によって社会人学生の受け入れを行 

つているということが、意義深く思われた。 

 

○自習室が良く整備されている。図書施設も利用しやすそうな印象を受けた。 

 もっとも、昼夜開講制を採用し、多くの社会人学生を受け入れていることを勘案すれば、 

夜間の図書施設等の利用につき、さらに一層の改善が望まれるのではないか。一般論とし 

ても、日本の大学の図書館の開館時間は大幅に延長するべきであり、とりわけ法学関係は 

その必要性が高いと考えている。  

 

○情報関係の設備の充実が、よく図られている。24時間365日利用できるコンピューター 

ルームが設置されていることに感心した。 

 

○教員の採用が学部での授業の担当を必ず前提としているとすれば、大学院の比重が高ま 

つてきている今日、改善をはかるのが望ましいと思われる。 

 

○比較法研究所は、40年の歴史を踏まえ、比較的少ない予算規模や専任の研究スタッフ 

を擁しているわけではないといって実情に照らせば、大きな成果をあげておられることが 

理解できた。一方、今後のあり方という観点から考えた場合には、いろいろな意味で中途 

半端になっているのではないかという疑問が生じる。しかし、自己点検・評価書において、 

すでに問題は良く認識され、将来の方向が十分に模索されている。あとは、実行のみとい 

うことであろうと思われる。 

      

○テーマカレッジ等、オープン教育センターの活動が、大変魅力的に思われた。今後さら 

に発展を遂げていかれることを期待したい。
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評 価 書 

                            2001年11月17日 

                            第三者評価委員 藤川忠宏 

1、はじめに－変革期の法学教育と研究          

 大学の法学教育と研究はいま、変革期にある。国際化の進展、少子高齢化の進行、生涯 

学習需要の増大といった社会状況の変化の中で、「ぬるま湯体質」との批判があった大学 

そのものが自己改革を求められ。それに加え、2004年に予定されている法科大学院の開設 

が、大学の法学教育と研究に激震をもたらすのは間違いない。 

 早稲田大学法学部、大学院法学研究科、比較法研究所について第三者評価を実施するに 

当たり、このような状況の変化を十分認識する必要がある、と考える。それ抜きでは、「教 

育・研究を自主的に改革し、その一層の充実と発展を図る」（第三者評価委員委嘱状）と 

いう大学の点検・評価の目的を十全に達成することは難しいからである。 

 この評価書案は、過去の実績に対する評価にとどまらず、予想される変化も視野に入れ 

て作成した。 

 

２、評価の視点 

 組織としての大学の特質は、自己定義性（self-defining）にある。大学は、組織の使命 

を自ら設定することができ、その使命が社会のニーズに応えているか、使命がどの程度達 

成されたかによって評価される（金子郁容「『ＳＦＣ外部評価』をどう生かしてゆくか」、 

三田評論1999年3月号）。したがって、大学の自己点検・評価の客観性と公正性を担保す 

る第三者評価も、大学が掲げた理念・目印の適切さとその達成度を尺度として実施される 

べきであろう。 

 さらに、1、で指摘したように大学、とりわけ法学教育・研究を取り巻く環境が激変す 

る中で、変化への対応の視点も加える必要があると考える。 

 そこで第三者評価に当たって、①理念・目的の適切さと達成度、②大学改革への対応、 

③法科大学院への対応、の三つの視点から検討した。 

 

３、法学部                    

（1）理念・目的と達成度 

 自己点検・評価報告書によると、法学部は「リーガルマインドの醸成」を教育理念に掲 

げ、「法曹、企業人、公務員養成に貢献し、自主的・創造的市民の形成に努め」てきた、 

という。その教育効果について「社会的に充分認知されている」と自己評価している。 

 この自己評価は、適正であると考える。例えば、司法試験合格者の大学別推移を見ると、 

過去10年間の早稲田大学の伸びは顕著なものがある。司法試験合格者を大学教育の効果を 

測る指標とすることには議論があろうが、リーガルマインドの醸成、法曹養成という理念・ 

目的の成果であることは間違いない． 

 研究面においても、『学術年間』の業績一覧に見られるように、「法学分野における指 

導的役割を果たしてきた。」という自己評価は、決して過大ではない。 

 ここ数年、他大学や実務法曹界から優れた人材を続々リクルートしたことに加え、内部

 23



から卓越した研究者が輩出し、法学部の教授陣の充実ぶりは目を見事るものがある。 

 問題は、リーガルマインドの醸成という教育理念を十分学生に浸透させる態勢が整って 

いるかである。「授業料目によっては、600名700名という受講者のクラスも存在している」 

と報告書は指摘している。多人数授業は、私学にとってやむをえない面はあるが、大学設 

置基準の２倍に達する専任教員を抱えているのであるから、法学演習（３，４年）の必修 

化など、学生が主体的に参加する授業形態を増やす必要があるのではないか。 

 教育効果の点で気になるのは、留年率である。資料によると、年度初めと年度末で学生 

数を比べた現員率が、４年度生では７割前後（女子の場合は９割）にも及んでいる。司法 

試験留年がかなりの比率を占めようが、教育効果が発現しない学生も少なからずいるので 

はないか。法科大学院が設置されれば、司法試験留年はなくなるので、学業に追いつけな 

い学生の実態が明らかになろう。その時点で改めて教育効果について徹底した検証と点検 

が必要になる。 

 （2）大学改革への対応 

 大学改革との関係で取り上げたいのは、学生による授業評価と社会に開かれた大学への 

取り組みである。98年10月の大学審答申は、大学の個性化を目指す改革方策としてこれら 

の問題に言及している。 

 報告書も、各教員の自主的判断でアンケートなどを実施し、授業内容や教授方法に学生 

の声を反映させる努力がなされていると述べている。しかし、授業の受け手である学生か 

らの評価は、授業の質を高め、教育効果を上げるうえから不可欠であると考える。 

大東文化大は2000年度に全学800人の教員、2,800の授業を対象に大規模な授業評価を実 

施した（日経新聞2001年4月7日）。①結果の公表は教員の自主的判断に任せる、②勤務評 

定には結びつけない、という条件を付け、あくまで教員の授業の自己点検の素材を提供す 

ることに徹したのが特徴である。学生を「学びの共同体のパートナー」と考えるなら、ぜ 

ひ実施すべきではないだろうか。 

「開かれた大学」への取り組みとして、報告書は公開講座などを取り上げているが、生涯 

学習の需要が高まる中で、社会人受け入れの要請が強くなっている。大学院が社会人受け 

入れに熱心であるのに比べ（法学研究科報告書）、社会人入試制度がないなど、学部では 

消極的な姿勢が目立つ。入試制度の改善、昼夜開講制度の導入など社会人を積極的に受け 

入れる仕組みが必要なのではないか。 

（3）法科大学院への対応 

 法科大学院の開設で、これまで法学部が担ってきた法曹養成という大きな役割の一つが 

法科大学院に移る。その場合、法学部はいかにあるべきか、理念・目的などの自己の再定 

義化とそれにあった授業内容、教育方法、教員組織などの見直しが迫られよう。 

 そのカギを握るのが、副専攻制の導入など、幅広い分野を取り込んだ学際的な教養教育 

の再建であると考える。ごった煮型の一般教養科目ではなく、例えば「経済と法」「フェ 

ミニズム」「生命倫理」といった一定の方向性を持った教科群を設定すれば、リーガルマ 

インドを基礎とした「自主的・創造的市民の形成」を目指すことは可能なはずである。 

 

４、法学研究科 

（1）理念・目的と達成度
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 我が国 大規模の大学院として、研究者養成、高度専門教育、社会人リカレント教育、 

留学生受け入れなどで重要な役割を果たしてきたとする自己評価は適切であろう。 

 留学生数が1996年度以降逓減し、その比率も５年間で半減しているのは、国際化に逆行 

する現象である。日本の大学の国際競争力という観点から、問題ではないか。 

 (2)大学改革への対応 

 社会人のリカレント教育だけでなく、生涯教育の側面から年齢の高い社会人の受け入れ 

も積極的に受け入れていることは（報告書）高く評価できる。ただ、先端的な分野や学際 

的な分野で、産業界との共同研究、産業界からの委託研究といった研究成果を社会に還元 

する取り組みを一層活発化する必要があるのではないだろうか。 

（3）法科大学院への対応    ． 

 注曹を志して修士課程に入学する学生が特定の専修に集中し、研究者を目指す学生、教 

育を行う教員にとって困難を生んでいるという弊害（報告書）は、法科大学院の設置で解 

消されるであろう。しかし、研究者養成は法学研究科、実務法曹養成は法科大学院という 

住み分けが可能か．学部と法科大学院に挟まれた研究科の位置づけが問題となろう。 

 

３、比較法研究所 

（1）理念・目的と達成度     

 政治・経済・社会のグローバル化が進む中で、「東西文明の調和」を目的に掲げた比較 

法研究所の役割はますます重要になっている。①早稲田大学の法学教育に資する、②世界 

の学問に貢献する、③留学生の受け入れ態勢を整備する、という活動について「おおむね 

良好であった」という評価は、適正であると考える。 

 なかんずく、「発展途上国の法整備支援」は、極めて意義のある活動である。これまで 

実務家中心の支援に理論的な基礎を提供する意味は大きい。同じく中国の法整備支援を目 

的に刊行が始まった「早稲田大学日本法学叢書」も、日本から情報を発信するというこれ 

までにない発想に基づくもので、高く評価できる。 

（2）大学改革への対応 

 「創立当初から研究成果の社会還元を強く意識してきた」（報告書）という姿勢は時代 

を先取りしたものといえよう。その路線の上に、研究所グランドデザインでは、良質のシ 

ンクタンクを目指す、としている。そのカギを握るのは、財政基盤の確立であろう。 

外部資金の受け入れ状況を見ると、98年以降 315万円にとどまっている。産業界などへ 

の強力な働きかけが必要となろう。 

（3）法科大学院への対応       

 ３機関の報告書の中で、明示的に法科大学院への取り組みに言及したのは、比較法研究 

所だけであった。基礎法・比較法分野での研究所の貢献に期待したい。 

 

以上 
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