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法学部 
 
I． 学部の理念・目的 

○学部の｢理念・目的」は、本来あるべき「大学」として適切か。またその中に教育研究に 

 関わる基本方針、教育を通じた人材養成に関わる基本方針が明示されているか。 

  ・理念・目的は、学校教育法第52条、同第65条の趣旨と整合しているか。 

  ・大学の個性・特徴が理念・目的に反映されているか。 

  ・理念・目的の実現に向けて改善・改革の努力がなされているか。 

 早稲田大学の社会科学系学部において、もっとも長い歴史を有する学部の一つとしての 

自負をもって、教育面では法曹、企業人、公務員養成に貢献し、自主的・創造的市民の形 

成に努めるなど、教育理念としてリーガルマインドの醸成をその旨としてきた。かかる教 

育成果は、社会的に充分認知されていると考えられ、さらに教育理念の精緻化とともに理 

念の実践が一層強く求められるところであろう。また、研究面ではいわゆる早稲田法学を 

基盤として我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。今日では主要な 

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。将来 

社会を展望するにあたって、有為な研究者・教育者としての多くの人材を擁している今日 

的状況は、法学部における教育・研究がなおその目的とするところを確固として実現する 

一過程にあるとみるべきであろう。一層充実した法学教育におけるリーガルマインドの涵 

養に根ざした日常的な教育・研究の実践と、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・専門家の養成に力を傾注すべきであろう。 

 
 
 
II． 学部における学生の受け入れ 

○学部の採用する入学者選抜方法に、その各々の「理念・目的」が適切に反映されるとと 

 もに、それに従って適切公正な入学者選抜を行っているか。 

  ・入学者選抜のあり方を検証する体制が整備されているか。 

  ・入学定員に対して適正な数の学生を受け入れているか。 

 法学部存立の理念・目的は、教育研究におけるリーガル・マインドの涵養を通じて有為 

な人材を社会に送り出すことにある。これまでの入学者選抜方法は、一般入学試験を主と 

するものであったが、それはそれとして社会科学としての法律学を学ぶ上での基礎的な学 

力を公正に測定する点では一定の意味を有してきた。しかし、それが知識重視型のものに 

傾くことは否定できないわけで、法学部を志望する受験生の多様なバックグラウンドを背 

景とした多様な能力や資質を評価できるよう、入学試験方法を改善する努力は不断に行わ 

れなければならないことはいうまでもない。法学部では、この点を配慮しつつ、知識重視 

型の一般入学試験による方式とともに、受験生の論理的な思考力や表現力などをみる大学 

入試センター試験を利用した入学試験での小論文試験の採用、面接重視型の指定校推薦入 

学試験の一層の充実、さらには高校における多様な活動を通じた人格的な完成度をみるこ 

とを重視した自己推薦入学試験を採用してきた。今後、さらに、入学チャネルの多様化を 

実現するために、社会人や留学生の受け入れにも対応した入学者選抜の方式を採用するべ 

きであろう。 
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○学部の各々の学生収容定員と在籍学生数の比率は適切か。 
  ・編入学定員を含む学生収容定員と在籍学生数の比率は適正か。 
  ・留年生が多くないか。 
  ・昼夜開講制を採用している場合、定員に比して昼夜いずれかに学生の偏りがみられ 
   ないか。 
  ・科目等履修生、聴講生等を受け入れている場合、その目標とする教育効果等との関 
   連でその数が適正か。 
  ・社会人学生、留学生、帰国生等を受け入れている場合、教育上の理念・目的を達成 
   させる上で、その数が適正か。 
 収容定員と在籍学生数の比率は、ここ数年基本的にはバランスのとれたものになってい 
る。これは教授会が学則定員と入学者数の均衡を様々な観点から緻密に分析し、その乖離 
を極力防止しようとする認識を堅持することによっている。今後の少子化の流れにあって、 
これに対応した入試情勢の分析方法はこれまでの経験に照らして、徐々に確立されると考 
えられるので、多様な手法を駆使しながら、手続者数についての精度の高い合格点の設定 
など、緻密な検討が一層必要とされよう。 
 
 
 
III． 学部の教育課程 

○学部の教育課程は体系的に編成され、かつ、学部の「理念・目的」を実現する上で適切 

 妥当か。 

  ・学部の教育課程は、学校教育法第52条(大学は、学術の中心として、広く知識を授 

   けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開 

   させることを目的とする)、大学設置基準第19条(大学は、当該大学、学部及び学科 

   又は課程等の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、体系的に教 

   育課程を編成するものとする)及び同条の2(教育課程の編成に当たっては、大学は、 

   学部等の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに、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よう適切に配慮しなければならない)に照ら 

   して適切妥当か。 

 1994年度より施行された法律・公共政策・国際関係の3コースからなる現在のコース制 

は、学生の将来における多様なニーズに対応したシステムになっているとまずは評価でき 

よう。しかし、体系的な編成という点では法学部の理念・目的に沿ったものといえるもの 

の、なお時間割の配置(特に外国語、専門必修科目、選択科目の設置時間帯)など、その理 

念や目的を実現するためのカリキュラム上の一層の工夫が求められる。たとえば、外国語 

科目、専門科目などのゾーン時間割の方式などを採用することによって、学生の科目選択 

の幅が広がるとともに、それが学生の多様なニーズに即しつつ、コース制が想定した所期 

の教育効果を上げるものといえよう。 

 

○学部の教育課程における開設授業科目、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は、その「理念・目的」を実現する上で 

 適切妥当か。 
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  ・専門教育的授業科目は、学部の人材育成の目的に照らして適切・妥当か。 

  ・一般教養的授業科目は、本来あるべき一般教養的教育の目的に照らして適切・妥当 

   か。 

  ・外国語科目は何カ国語開設されているか。 

  ・外国語科目に関して、LL機材や視聴覚機材は、どの程度置かれているか。 

 法学部の卒業必要単位数は136単位とされ、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。これら両分野の単位で約47パーセントを占めており、一方で選択科目の 

幅をかなりの程度維持することの要請からみて、卒業必要単位は適切なものといえよう。 

また、各分野の割合も専門科目(必修･選択)では約35パーセント、外国語科目(既習・未習) 

では約12パーセントと、適切なものといえよう。一般教育科目や共通科目などの割合も、 

かなりの程度保障されており、選択の幅が広いといえよう。今後、法学部の少人数教育を 

支えるべき専門選択科目である3・4年法学演習の必修化、国際化への一層の傾斜に伴う 

既習、未習を問わない外国語の必修単位の増加といった問題について、さらに検討するこ 

とになろう。 

 現在、一般教育科目は132講座が3つのカテゴリーに分けて設置されている。単独学部 

設置の科目数は十分と思われるが、今後、副専攻制などへ移行する可能性をも考慮すると、 

全学オープン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が望まれよう。また、国際化の潮流を一層意識した外国語科 

目の在り方も焦眉の課題といえようし、質の高い法学教育を目指す上では、法学演習の必 

修化、ゼミ論文作成の義務化などが検討されよう。 

 

○教育課程の履修方法において、学生の主体的学修への配慮はなされているか。 

  ・各教育課程において、授業科目の必修・選択・自由等の区分や年次配当が、その理 

   念・目的や学問分野・専門領域の体系性に照らして適切・妥当か。 

 法学部としての卒業必要単位は136単位で、大学設置基準124単位に比べるとやや多め 

に設定されているが、必修科目の単位数が低めに抑えられて学生の主体的選択の幅を増や 

してあることがカリキュラム上の特徴であろう。ちなみに、共通専門必修科目は、1年度 

12単位、2年度8単位、3年度4単位の合計6科目24単位に抑えられており、加えてコ 

ース必修科目もそれぞれ2年度、3年度を3科目12単位に抑えられている。 

 しかし、昨今の学生気質の変化に鑑み、必修科目単位数を抑えただけでは主体的学修へ 

繋がらないとの懸念から、法曹教育の体系的学修のためにも、3･4年法学演習(ゼミ)を必 

修化することを検討中である。 

 学生の主体的学修への配慮のもう一点は、法律・公共政策・国際関係それぞれのコース 

が「ゆるやかなコース制」としてコース横断的履修が可能になっていることである。 

 また、現在の年次配当では4年次に12単位以上を設定してあるが、実際には就職活動 

による空洞化が目立つので、すべての単位を3年次までに配当することも考えられるべき 

であろう。しかも、今次の大学設置基準改定により、3年卒業も可能なカリキュラムを用 

意しなければならないことも、「年次配当」見なおしの根拠となるだろう。 

 

○講義、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。 
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  ・講義、演習、実験・実習等ごとの1単位の授業時間数が、その教育効果との関連で 

   適切・妥当か。 

  ・履修単位の実質化を確保するために、学生にどのような学修を課しているか。 

 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、充分評価にたえうる水準に達していると思われる。 

 なお今後、学生の授業時間外における学修の量と質を確保し、これを保証するための施 

策がさらに求められよう。 

 全学的に予定されているセメスター制導入により、全科目に必然的に前期･後期の試験 

(あるいはレポート)が課せられることから、講義科目(4単位)と演習・語学科目(2単位)の 

単位算出上の格差はある程度せばめられることになろう。 

 
○学部が単位互換を行っている場合、その単位互換の方法は適切か 

  ・単位互換の方針は、理念・目的に照らして適切・妥当か。 

  ・単位互換の対象校の授業科目のレベル・内容は適切か。 

 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、そのシステムはまだ 

改良の余地がある。たとえば、留学先大学で履修した単位が自学部の卒業単位に認定され 

ることは、学生の 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での綿密なすり合わせの結果によるので、事前の予想がつかない 

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時間に費やさなければならな 

いので負担もはなはだしい。その欠点をある程度補うために、UMAP(University 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。 

 

○学部が、大学以外の教育施設での学修や入学前の既修得単位を単位認定している場合、 

 その単位認定の方法は適切か 

  ・単位の認定方針は理念・目的に照らして適切・妥当か。 

 今次の大学設置基準改定により、入学前既修単位を60単位まで認定してもよいことに 

なったが、法学部における今後の対応が求められよう。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ているが、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。 

 

○社会人、外国人留学生、帰国生を受け入れている場合、それらの学生に対して教育課程 

 編成上、教育指導上充分な配慮がなされているか。 

  ・外国人留学生等に外国語で授業を行う教育課程を置く場合、その教育課程が教育指 

   導上有効か。 

  ・外国人留学生に日本語を習得させるためにいかなる配慮を払っているか。 

  ・編入学生、科目等履修生・聴講生等には、その受入れに当たりいかなる教育上の配 

   慮を払っているか。 

  ・公開講座を開設している場合は、それが有効に利用されているか。 

 法学部では、社会人入学試験は行っていず、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来ないので、それらの少数学生に対するシステム上の配 
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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、これらの学生の語学 

力を異文化コミュニケーションの場に活用すべく、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ところもある。 

 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 

て認めて欲しいと訴える者もあり、将来的には、大学設置基準改定の趣旨に合わせて、学 

生の意を汲む措置を講ずるべきではないかと考えられる。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、中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ヴになっている。 

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

ので、学部としてはそれに依拠しているのが現状である。 

 
○教育上の効果を測定するための方法が講じられているか。また、その測定結果を基礎に、 

 教育のあり方について改善を図るための努力が払われているか。 

○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に適切な措置がとられ 

 ているか。 

  ・教育課程とその授業科目の意義内容を理解させ、主体的な学修に取り組ませるため 

   にいかなる履修指導が行われているか。 

  ・学生便覧・講義要項等は、学生に理解しやすいものとなっているか。 

  ・教育指導を行うにあたり、教員間でいかなる連絡調整が図られているか。 

 授業の内容、形式、目標と到達度などについて、1998年度には全国の334大学、約55％ 

の大学で学生による授業評価が実施されていた。法学部では、独自の組織的な授業評価を 

行ってはいないが、各教員の自主的判断のもとに、日常的に教場において、もしくは学修 

の節目である期末・学年末などにアンケートを実施するなりして、できるかぎり授業内容 

や教授方法などに受講者である学生の声を反映させる努力がなされている。また、法学部 

学生自治会では、1992年以降、講義評価アンケートを実施し、これを公表することで、講 

義内容の充実とレベルアップにつなげたいという意図により試行錯誤を繰り返してきた。 

 しかし、学生主体で行なう任意の授業評価は、質問事項やサンプル数、評価方法などで 

さまざまな問題点や限界があった。たとえば、講義評価というより、教員個人に対する誹 

謗中傷や人格攻撃のようなものもあったり、また評価の客観性、公平性が疑われる部分も 

散見されたりして、かえって、教員学生間の信頼関係を損なうのではないかという危惧も 

生じた。そこで、昨年の教員学生協議会では、一方で、学生の自主的に実施する講義評価 

アンケートのマイナス面についての配慮を教員側からとくに申し入れ、他方で、学部独自 

の授業評価制度が確立するまでの過渡的段階では、講義評価アンケートが少なくとも学生 

の何らかの意見や声を表すものとして、教員や学生が有効に活用していくための話し合い 

の場がもたれている。 

 他大学では、インターネットや投書箱を利用して、在学生や卒業生までの広範囲の声を 

聞いたり、学部長など執行部と学生との懇談会を開催しているところもある。法学部でも、 

学部内でファカルティー・ディべロップメントに関する検討委員会を設け、今後は、授業 

の受け手を意識した具体的かつ効果的な授業方法のあり方を工夫してゆかなければならな 

い。 

 

○学生に対する履修指導は適切に行われているか。 
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 法学部では、例年3月中旬に、指定校推薦入学者については、1時間30分から2時間、 

英語、ドイツ語、フランス語、中国語などの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。また、4月上旬に、「新入生オリエンテーション」を実施し、 

科目登録の方法につきガイダンスを行なっている。さらに、毎年『学部要項』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易い説明を行い、また、『講義要項』で 

は、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。 

 しかしながら、法学部においても、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、今後も継続的な努力を怠ってはならない。たとえば、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・アワーを設けたり、ティーチング・アシスタ 

ントを活用するなど、きめ細やかな教育指導体制を整備する必要があろう。オフィス・ア 

ワーについては、現在各教員の自主的設定に委ねられ、一定の効果が確認できるが、その 

個別的経験の集約にもとづく検討が不可欠である。また、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。 

 
○教育課程の展開にあたり、少人数による授業、双方向的授業等、その授業形態に何らか 

 の工夫がなされているか。 

○教育内容・方法の改善のために、学部・学科等して組織的な努力が払われているか。 

 法学部は、1学年約1,200名という規模で、授業科目によっては、600名700名という 

受講者のクラスも存在している。しかし、教員と学生との接触度を密にするため、演習形 

式の授業を多くするなど少人数による授業を増加充実させ、教員と学生が対話形式で議論 

しながら授業が行なわれるような努力もなされている。とくに、1年生の法学演習はいわ 

ゆるマスプロ授業の弊害を避けて、学生と教員間で密接な関係を形成し、法学教育へのイ 

ンセンティヴを高めるうえできわめて重要な役割を果たしている。1999年度で29クラス 

ある1年法学演習は、平均20人程度の規模で、法学専門教育への導入部分を形成し、裁 

判所、弁護士事務所、少年院などの傍聴や見学をしたり、外部講師を招聘して話を聞くな 

ど、高い教育効果を狙っている。また、2年法学演習も、41クラス開講され、3・4年法学 

演習も116コマ開講されて、教員が課題を与えて学生がレポートを作成して添削を受ける 

とか、テーマや判例にそってグルーブで報告をし、全体でディスカッションをするとか、 

あるいは原告・被告に分かれてそれぞれの立場でディベイトをするなどかなり工夫されて 

いる。 

 しかし、今後は、従来型の講義方式に加えて、少人数のクラスや演習形式、独力での文 

献検索、調査を通じてのレポート作成、教員による添削、ティーチング・アシスタントに 

よる学生の個別ケアなどをさらに充実・強化する必要があろう。また、講義形式のもので 

も、レポートや課題を課したりしてできるかぎり授業が一方的にものにならず、インテン 

シヴで双方向的なものとなるよう不断の努力が必要であるし、また、セメスター制を導入 

したり、クラスの適正規模を配慮したり実効的な改善を図らなければならない。 

 カリキュラム改革や、履修、単位認定などの制度改革も重要であるが、学部教育の質を 
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充実させるためには、教員自身の教授方法や教授能力の発展向上が不可欠であろう。その 

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

るためのファカルティー・ディベロップメントの体制づくりが急務といわなければならな 

い。また、教育方法の改善については、マルチメディア機器の効果的な活用、コンピュー 

タ・ネットワークを活用した教員・学生間の対話の促進、質問の受付や教材提供などにも 

積極的に取り組む必要があろう。 

 
○TA、RA等が教育指導などにあたっている場合、そこでいかなる教育的効果をあげてい 

 るか。 

 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 

ティーチング・アシスタントの制度をおいている。1999年度のティーチング・アシスタン 

トは、大学院法学研究科に在籍する大学院学生50名が担当した。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 

りがあることなどで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、ティーチング・アシスタント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、 

法職課程教室、コンピュータ教室でも、大学院学生が授業補助、自習室の管理などで学生 

指導にあたるが、これらのティーチング・アシスタントが法学部への割当時間のうち約 

5,000時間を費やしており、教職員個人が利用できるティーチング・アシスタントの割当 

時間が約5,000時間に制限されてしまうため、今後さらにきめ細やかな学習指導を行なう 

ためには一層の拡充が望まれよう。 

 
 
 
IV． 生涯学習への対応 

○生涯学習への対応とそのための措置は適切・妥当に講じられているか。 

  ・生涯学習機関として社会人教育への要請に応えるため、編入学、昼夜開講制、科目 

   等履修生・聴講生、入学前もしくは大学以外での学修の単位認定、公開講座等、い 

   かなる制度を設けているか。 

 法学部では社会人のための入学者選抜方式は、現在のところは採用されていない。生涯 

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

点からいえば、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、なお、 

既存の多様な入学選抜方式をもふまえて、社会人のための入学選抜方式の実施にあたって 

は、教員の負担などを十分に考慮する必要があろう。もっとも、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様々な分野に広げるとともに、その成 

果を外部に公表するなどの積極的な展開を考慮すべきである。 
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V． 研究活動 

○学部の教員組織の研究活動は、活発に行われているか。 

 多数の本学部教員が、「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、主要な法律関係の学会において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。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。しかしながら、特別研究期間制度を利用しての在 

外研究の申請が近年減少の傾向がみえ、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、本学部教員による文部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ず、2000年度の新規採用がわずかに2件であったことは、本学部 

教員が中心的役割を果たしての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 

究活動が十分に展開されていないこととも関連しよう。 

 

○教員の研究活動の活性度を検証するための検証システムが確立されているか。また、そ 

 れが、研究活動の実際の活性化・高度化に貢献しているか。 

  ・そのシステムが大学・学部の理念・目的にかなっているか。 

 本学部教員の研究活動は、大学教務部が発行する『学術年鑑』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。『学術年鑑』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が、「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四分の一弱にとどまっており、今後、多くの教員の参加が望ま 

れる。これら『学術年鑑』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。 

「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。 

 

 
○学部の教員組織の研究活動の一層の活性化を図るための研究上の諸条件は充分整備され 

 ているか。 

  ・個人研究費、研究旅費、共同研究費等は、適切な額か。 

  ・研究室等の研究用施設・設備が十分に整備されているか。 

 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。 

 主要な法律関係の学会も活発に本大学で開催されており、これに対する法学会からの学 

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名前後の規模の研究会が集 

中する土曜日の午後は、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、8号館法学部棟建て替え(B棟建設) 
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にあたっては、小会議室や研究会に使える構造をもった小教室の配置を考慮すべきであろ 

う。 

 

 

 
VI． 教員組織 

○学部の教員組織は、大学設置基準の「学部の種類に応じ定める専任教員数」を上回って 

 いるか。 

  ・教育研究上の能力を基準に人事が進められる過程で教授会はいかに主体的に関与し 

   ているか。 

  ・主要科目に専任教員が適切に配置されているか。 

  ・専任教員の年齢構成は妥当か。 

 設置基準8条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1学年収容定員1,200名、四年制で4,800 

名の計算では、専任教員56名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(2000年度)は113名であり、かつ、そのうち教授が99名であり、教授がその半 

数以上を占めている。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。 

法学部では、人事経費を考慮しつつ、このように設置基準上の専任教員数を超えて、なお 

学際分野や新しい分野における講座の開設などに伴い果敢に教員採用を展開すべきである。 

また、人事構成上、やや教員年齢層に偏りがみられるが、これは今後平準化する必要があ 

ろう。 

 

○学部の教員組織は、その学部等の「理念・目的」を実現し、有効な教育研究活動を展開 

 していく上で必要かつ充分か。 

 法学部では教育研究活動に関する事項については、委員会方式が活用されており、教授 

会に提案ないし発議すべき事項については、委員会で十分な審議を行っている。たとえば、 

入学選抜方式については、入学試験科目世話人を中心に構成されるに入試制度検討委員会 

において、十分に意見を聴取した上で新しい制度の提案を教授会に対して行うといった方 

式がとられている。また、カリキュラム検討委員会では、各分野からの教員の参加を得て、 

その教育効果など広い観点からカリキュラム編成が行われるよう配慮している。他方、教 

育研究活動に関する事項にあっても、学部当局のイニシアチヴにより検討すべき事項につ 

いては、これを各委員会に学部より諮問し、十分な審議を経た上で、教授会に諮る方式が 

採用されている。以上のような方式は、審議の過程において多様な観点からの意見ないし 

アイデアを取り入れることによって、既存の制度を活性化する役割を果たしていると評価 

できる。他方で、このような委員会方式は企画段階から実現に至るまでに多くの時間を要 

するとの指摘もないではないが、むしろそれを差し引いても、かかるプロセスを踏むこと 

で実りある改革を実行し、その成果を高いものにしていると評価できる。 

 なお、事項によっては迅速、かつ、機動的に企画の実現を図る必要がある場合もあり得 

よう。このような事項については、学部長の下にワーキング・グループないし検討会など 
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の諮問機関を設置し、そこでの集中的な検討に基づいてかかる企画の実現を迅速に図ると 

いった方式も考慮されよう。 

 

○教育課程の編成や、教育課程の効果的運用のための、教員間の連絡調整システムは適切 

 妥当か。 

  ・そのシステムは、教育目的に則した体系的な学修を行う上で有効に機能しているか。 

 教育課程の編成などについては、これを企画立案する委員会としてカリキュラム検討委 

員会がある。これまで委員会では、1994年度からのカリキュラム改革、一般教育科目の在 

り方、成績評価問題など、時宜に即した課題を検討してきた。教員の英知を集め、教育理 

念、教育効果などの観点から、カリキュラムの在り方を教授会に答申し、その実現を図っ 

てきた。しかし、なおそこに問題がないわけではない。カリキュラムの理念的にありうる 

理想像を追求するあまり、ともすると学生の科目選択の自由度を狭めているといった弊害 

もみられ、また、理念の実現と現実の制度運用(あるいは担当教員の意識)が乖離している 

と思われる場面も往々にしてある。これは、理念の問題に拘泥するあまり、科目担当者に 

対するヒアリングが十分に行われないままカリキュラム制度が議論される傾向があるとこ 

ろに原因があるように考えられる。現場における混乱を回避する上でも、今後にあっては、 

カリキュラム改革の実現に際しては、事務サイドとの十分な連携、担当教員からの十分な 

意見聴取、学生からの要望の聴取などによって、教育理念の一層の浸透を図る必要があろ 

う。 

 
 
○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 

 制が整備されているか。 

  ・その人的補助体制は、教育上有効に機能しているか。 

  ・ティーチングアシスタント、チューター等の制度を設けている場合は、どのような 

   基準で採用し、いかなる教育指導にあたらせているか。 

 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、授業の補助体制 

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

外国語授業にPCを使ったComputer Mediated Conversation などもさらに多用され、外 

国語リテラシーとコンピュータ･リテラシーの双方狙いの授業もさらに増えることが予想 

されるので、技術的な補助体制も早急に準備する必要がある。 

 法学部は、事務職員不足から、視聴覚準備室のスタッフが派遣社員でまかなわれている 

為に、教員側からの専門的要請に対応できず、外国語授業に支障をきたしているのが現状 

である。また、8号館が取り壊し予定にあるという制約条件を考慮に入れたうえでなお、 

現有視聴覚教室の機器リニューアルを進める必要があろう。 

 

○教員の教育研究活動の評価方法が確立されているか。 

 法学部においては、教員嘱任時、助教授・教授への昇任時および大学院法学研究科が設 

置する学科目を新規に担当するときに、候補者の教育研究活動が厳格な基準によって評価 

されている。しかし、日常的には、教育研究活動の評価は、原則、各教員の自己点検・自 

己評価に委ねられており、教員の教育研究活動を定期的に評価するシステムは確立されて 
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いない。学部自治会による講義評価アンケートなるものが行われているが、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。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、学生自治会の実施に 

委ねるのではなく、むしろ学部が学生の講義評価を主導的に実施する方法を確立すべきで 

あろう。 

 
 
 
VII． 学部の施設・設備 

○学部の施設・設備などは、学生に対し効果的な教育研究指導を行うための適切な質を備 

 え、かつ充分な種類・数・広さと装備等を有しているか。 

○教育用機器・備品は有効に活用され、適宜、更新・充実が図られているか。 

  ・適切な数・面積の講義室、演習室、実験実習室が設けられているか。 

  ・語学学習施設や情報処理学習施設が充実しているか。 

  ・厚生施設が充実しているか。 

 法学部専用校舎である8号館は、築70年を経過し、その耐用年数を迎えようとしてい 

る。また、8号館は、戦後に2棟を連棟とした構造になっているため、その使い勝手の悪 

さはこれまで指摘されてきたところである。加えて、外国語の授業や法学演習を行うため 

の小教室や対面型授業(円卓形式での授業)のための小教室の不足は深刻である。この度の 

新校舎(Ｂ棟)建設は法学部の悲願であるとともに、今後、少人数教育を基盤とした法学部 

教育を充実・発展させるものとして期待される。 

 
 
 
VIII． 社会との連携 

○社会への大学資産の開放・地域社会との連携 

  ・社会に対して積極的に広報活動をしているか 

  ・大学の実態を正しく社会に伝えているか 

  ・公開講座、公開講演会実施状況 

 法学部でも、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。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、寄附講座の受け入れなど、広く学外連携を大学 

にとって適切なかたちで促進し、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。 

 そして、法学部でも、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こうとするのであれば、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で、大学自身の発展を目指さなければ 

ならない。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 
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と法」というテーマで法学部教員が講師となって、5月から6回の連続講座が行われ、延 

べ1,000名を超える参加者があった。また、2000年度は、「少年非行と法」というテーマ 

で5回の連続講座を実施し、1,200名近い参加者となった。相次ぐ少年の凶悪犯罪と少年 

法改正問題もあって、大変な関心を呼んだテーマであった。今後も、地域社会との連携・ 

交流をつとめ、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。 

 
 
 
IX． 管理運営 

○箇所の意思決定体制・事務組織 

  ・カリキュラムの編成・展開、教員人事等、教育研究活動に関わる事項の決定に教授 

   会の意向が十分反映されているか 

  ・教授会の自治の内容・範囲および教育研究の自由の内容・範囲が大学全体の教育研 

   究方針とのかかわりにおいて明確か  

  ・意思決定手続が構成員に周知され、構成員の参加が制度的に保障され、意思決定の 

   経過が公開されているか  

  ・迅速な意思決定が的確に行われる組織機構の柔軟性が保持されているか 

・教授会 

 本学部においてカリキュラムの編成・展開、教員人事等、教育研究活動および学部運営 

に関する意思決定機関は教授会である。 

 本学部において、教授会は、教授、助教授、専任講師をもって組織され、ほぼ毎月1回 

開催される。構成員の3分の1以上の出席をもって成立するが、人事案件がある場合は3 

分の2以上の出席が必要となる。学部長は、教授会を召集し、その議事を整理する。ただ 

し、教授会の関与する事項のうち特定の事項については、充分かつ実質的な検討を柔軟に 

行うため、教授会メンバーを主な構成員とする下記の各種委員会に、審議を付託すること 

ができる。教授会の議題は予め通知され、かつ議事録は構成員全員に配付される。 

 2学部以上に関係する事項については、学部長会において協議される。学部長は学部長 

会の議事を教授会に報告し、また教授会の意向を学部長会に反映させる。 

・専任教員会 

 専任教員会は、教授、助教授、専任講師、助手の全員をもって組織され、必要に応じて 

開催される。構成員の3分の1以上の出席をもって成立する。議長は互選によって選出さ 

れる。 

 専任教員会では、教学事項は審議事項とはせず、扱う議題については、議長と学部当局 

が議題ごとに個別的に協議して決定する。 

・各種委員会 

 本学部では、教授会、専任教員会の下に後掲の各種委員会が設けられており、人事案件、 

カリキュラム、入試制度等、学部運営の重要事項について審議している。各種委員会での 

審議結果は教授会に報告され、さらに教授会の審議を経て承認を得ることにより教授会決 

定とされる。各種委員会は、職務上の委員を除き、教授会構成員の希望に基づき毎年編成 

される。ただし、特別入試実施委員会だけは、直接各種入試の実施に携わることから、選 

挙によって委員が選出される。 
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 専門科目人事委員会 

 専門科目担当者懇談会 

 語学・教養科目担当者懇談会 

 カリキュラム検討委員会 

 外国語科目検討委員会 

 教員・学生協議会 

 視聴覚教育検討委員会 

 入試制度検討委員会 

 特別入試実施委員会 

 副手’TA運営検討委員会 

 教員研究費管理委員会 

 法律文献情報センター図書委員会 

 研究室委員会 

 法職課程教室運営委員会 

 寄附講座寄附金運営委員会 

 奨学生面接委員会 

 Ｂ棟建設実施計画委員会（学部） 

 ロースクール検討会 

 法学部あり方懇談会 

 法学部情報化委員会 

課題 

 「早稲田大学学部規則」において、「教授会は学部本属の教授をもって組織する。但し、 

助教授もこれに出席し発言することができる」とされている。これに対し、法学部の内規 

では専任講師も構成員として議決権を有するとしている。これは専任講師の考えをも教育 

研究に直接反映させるシステムとしていることによる。しかし、教授会の議題のうち、学 

部長候補者の選挙についてのみ、「早稲田大学学部規則」に従い選挙権がない。「早稲田大 

学学部規則」の改定が待たれるところである。 

 教授会で検討すべき課題の著しい増加に伴い、大学あるいは法学部に関わるすべての問 

題について、構成員が全員参加する教授会の場において、相互に意見交換を行い、意思形 

成・決定を行うことについては、その時間的制約の面などからもほぼ限界に達していると 

思われる。教授会の一層の民主的充実に留意する必要があるとともに、各種委員会と教授 

会との関係を検討し、各種委員会においての充分な検討結果を教授会が尊重しつつ 終決 

定を行うという慣例を、一層重視する必要がある。 

 上記教授会における課題と関連し、各種委員会で検討しなければならない問題の増加・ 

多様化・複雑化が顕著である。教員が本来行わなければならない研究と教育に割くべき時 

間と労力に大きな影響を与えていることは明白である。このような状況において、意思決 

定の方法と組織に関する一層の工夫を検討すべきであろう。 

 また、ほとんどすべての各種委員会には、法学部教務（副）主任が役職上の委員として 

参加しているが、役職上の委員として参加しているがゆえに、他の委員から重要課題につ 

いての依存感が大きく、委員会の検討結果についても、教務(副)主任に委任されてしまう 

こともありえ、委員会の主体的役割が、委員会制度の長所を一層活かす上でも重要である 

と考えられる。 
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 大学あるいは学部の改革を検討する際、大学の基本構成員である職員の存在を抜きにし 

て考えることは不可能であろう。 

 学部のカリキュラム改革や、入学試験の実施方法などの検討を行なう際は、業務に精通 

し、実際に運用を担当している職員が、各種委員会の諸会議に出席し、委員の理解を助け、 

議論を促進するために参画することが必要不可欠なことだと考えられる。 

 

・事務組織 

  ・事務組織は、教育研究の支援にふさわしく、合理的に整備され、適切な要員配置が 

   されているか 

 法学部の事務組織等は、学部行政、教育活動、学生の学習活動、教員の研究活動を様  々

な分野から支援する体制を整えている。その組織の編成および要員の配置は、以下のとお 

りである。 

 法学部事務所 

  事務長 1名 

  学務係 専任職員7名（主任1名を含む）、学生職員1名、アルバイト1名 

  庶務係 専任職員5名（主任1名を含む）、学生職員1名 

 研究室受付 専任職員1名、アルバイト1名 

 法律文献情報センター 専任職員2名、学生職員1名、アルバイト1名 

 学生読書室 学生職員2名、アルバイト5名が交代勤務 

 教員室 アルバイト4名が交代勤務 

 視聴覚準備室 アルバイト1名 

 また、組織的には法学部とは分かれているが、関連組織として以下のものがある。 

 法学研究科事務所 

 比較法研究所事務所 

 法職課程教室事務所 

課題 

 学部事務組織の担う業務の多様化・複雑化・情報化に伴い、これに対応できる機能的な 

組織体制が整えられる必要がある。限られた職員数で、入学試験の新たな試み、教育課程 

などの制度変更に効率的に対処していくためには、業務遂行の方法に改善を加え、職員の 

業務遂行能力を磨き、情報化のインフラを整備する等、事務所機能の見直しを今後とも絶 

えず進めていく必要がある。 

 法学部の業務は、法学研究科・比較法研究所・法職課程教室との関係が深い。組織的に 

は別組織であるが、対象の教員・学生が同じであることから、将来は事務組織の統合も考 

えられる。新校舎(B棟)建設を機に、事務所を合併し人的資源やスペースを有効に活用す 

る計画が進められよう。他方、「21世紀の教育研究グランドデザイン」策定委員会は、西 

早稲田キャンパスの学部・大学院事務所の統合を答申しており、そのこととの関係も考慮 

する必要がる。 

 なお、当面、学部事務組織が取り組むべき具体的な課題には次のものが挙げられる。 

 教学事務   新しい大学暦・オープン化・国際化に対応した準備、時間割編成業務の 

        改善、科目登録の改善、講義要項等のデジタル化 

 教学支援   デジタル掲示活用の促進、ホームページの改善 

 入学試験   志願書類統一処理業務の円滑な遂行、 

 15



        オープンキャンパス含む広報活動の推進 

 研究支援   研究助成制度の案内および申請への協力  

 公開講座   広報活動の徹底、成果の出版化・社会への発信 

 施設設備   新校舎（Ｂ棟）建設計画の策定、仮移転実行計画の作成および準備 

 新規計画   1）法科大学院(仮称)設置構想にかかわる業務 

         （学内手続き、対文部省申請手続き、教学システム構築、図書室運営 

          計画、学生募集要項等案内書、奨学金制度、支援組織作成、施設確 

          保、設備計画、事務要員確保、等） 

2）後援組織、125周年募金事業 

 その他    法職課程教室運営への助言、協力 

 

以 上 
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 法学研究科 
 
Ⅰ．法学研究科の理念・目的 

 

○大学院研究科の｢理念・目的」は、本来あるべき「大学院」として適切か。またその中に 

教育研究に関わる基本方針、教育を通じた人材養成に関わる基本方針が明示されているか。 

  ・理念・目的は、学校教育法第52条、同第65条の趣旨と整合しているか。 

  ・大学の個性・特徴が理念・目的に反映されているか。 

  ・理念・目的の実現に向けて改善・改革の努力がなされているか。 

……………………………………………………………………………… 

●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、 

社会人を養成して来た。現在では、法律系大学院としては、受入学生数、教員数、設置科 

目数のいずれにおいても、わが国 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教育研究は、普遍的な法学理論の学的追究を基本指針としてい 

ることはいうまでもないが、早稲田大学の建学精神を維持し、在野的な感覚の研究者・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、法曹関係、国際関係、行 

政関係、教育関係等において、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繋がるものと考える。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」を承けて、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１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、 高学府が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、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研究者として活動していることにもあらわれている。 

 第２は、法学系高度専門教育の必要性と実践である。上記のように、わが国の教育体制 

は、社会の変化と共に、大きく変わってきた。大学院は、高等教育の 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 

法学教育を行ってきた。法曹を目指す者、国際関係に進む者、教育関係に進む者、公共行 

政関係に進む者と、目的進路は多岐であるが、これらに対する必要かつ可能な対応を行っ 

てきた。 

 もっとも、法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、全体として学 

生数が経年増加する一要因となっていることも否定できない。これは研究者をめざす学生、 

さらにはそのことを重視して教育を行う教員にとって、施設面と教育指導上の諸困難を生 
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んでいることも事実であり、これらの現状を克服することが大きな課題である。 

 

 

 

 第３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年に導入したものであるが、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）を修士課程に採り入れ、それぞれの課題には、二名の講 

座責任者と必修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 

ものである。わが国で 初の「プロジェクト研究」大学院修士課程である。 

 もっとも、この点について、問題がなくはない。その１は、受入人数の増加である。2001 

年度の合格者は、40名以上となり、一般修士課程入学者が約100名と比較して、約30 

％を占める。しかも、社会人向けの科目は、多くの場合、夜間と土曜日に設定されるか 

ら、教員の負担の問題もある。その２は、設定する「課題」のテーマと数の問題である。 

今後、当該運営委員会において点検・評価を行う必要がある。 

 第４は、留学生の積極的な受入である。早稲田大学は、そもそも、留学生については、 

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いる。本研究科も、この方針 

に則り、積極的に受け入れている。その成果は、留学生が所期の目的を達して、博士号を 

取得し、本国において研究者となり、あるいは重要なポストに就任していることからも伺 

い知れる。 

●４．以上の教育・研究体制は、法学研究科委員会の内部審議組織として、大学院制度検 

討委員会、入試制度検討委員会、社会人制度運営委員会等、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。 

 

 

 

Ⅱ．学生の受入れ・入学試験制度 

 

○大学院研究科の採用する入学者選抜方法に、その各々の「理念・目的」が適切に反映さ 

れるとともに、それに従って適切公正な入学者選抜を行っているか。 

  ・入学者選抜のあり方を検証する体制が整備されているか。 

  ・入学定員に対して適正な数の学生を受け入れているか。 

……………………………………………………………………………… 

●１．入学選抜については、法学研究科委員会の内部に、入試制度検討委員会を設け、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。 

また、社会人入試については、社会人制度運営委員会が担当し、同様の検討を行っている。 

 この検証体制は、入試制度検討委員会での審議システムとして、２つの仕組みで成り立 

っているといえる。第１は、年間を通して、博士後期課程試験、修士課程試験のあり方を、 

大局的に随時検討していることである。第２は、個々の各入学試験（博士後期課程入試、 

修士課程入試、社会人入試）に際して、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と、事後において、そ 

の反省・検討がなされていることである。この検証体制は、「適切公正」という以上に、大 

学院入学試験のあり方として、理想的なシステムに近いと言える。 
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●２．入学定員に対する入学者数は、ここ４年間で、修士課程132 %～174 %、博士後期 

課程 35 % ～65 % の充足率である。修士課程については、社会人・留学生を含む数値で 

ある。ただし、その傾向としては、専修科目によって多寡のばらつきがある。また、社会 

人は増加する傾向にある。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 

するニーズを表現していよう。また、社会人については、大学院教育に対する社会的要請 

という要素がある。これらの要素と、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。 

 

 

 

○大学院研究科の各々の学生収容定員と在籍学生数の比率は適切か。 

  ・編入学定員を含む学生収容定員と在籍学生数の比率は適正か。 

  ・留年生が多くないか。 

  ・昼夜開講制を採用している場合、定員に比して昼夜いずれかに学生の偏りがみられ 

   ないか。 

  ・科目等履修生、聴講生等を受け入れている場合、その目標とする教育効果等との関 

   連でその数が適正か。 

  ・社会人学生、留学生、帰国生等を受け入れている場合、教育上の理念・目的を達成 

   させる上で、その数が適正か。 

……………………………………………………………………………… 

●１．収容定員と在籍学生との比率は、ここ４年間で、修士課程201 %～211 %、博士後 

期課程 67 %～85 %、合計で143 %～157 % である。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いるのは、学生本人が希望することであるから、ある意味では、 

教育研究外の考慮要因でもある。現在の教育体制では、特に問題はないように思われる。 

●２．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、9 % 

～16 % で推移している。前記Ⅰで示したように、留学生については、定員外として扱っ 

ている。もともと、法律の領域についての国際交流は、他の社会科学系学問分野に比べて、 

低かった。この数値は、決して多すぎるものではない。 

●３．社会人を受け入れている関係から、本研究科では、昼夜開講制を採用している。し 

たがって、夜間の学生は社会人ということになる。2000年度までの４年間を見ると、 

社会人入学者数の割合は、14 %～22 %であったが、2001年度は、約30％を占めるよ 

うになった。この昼夜の対比関係が適切かどうかは、これからの大学院の展望（あるべき 

姿・進むべき方向）にかかっていると言えよう。 

●４．科目等履修生の修士1年入学者に対する比率は、ここ４年間で37 %～51 % である。 

科目等履修生の受入れは、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 

のある者を受け入れるとともに、一般学生への圧迫がない場合に限って受け入れている。 

したがって、各科目ないし担当教員ごとによって判断されるべき事柄なので、総枠として 

の数の適否の判断に親しまない問題と思われる。 

●５．社会人は、2000年度までの４年間は、14 %～22 %、2001年度は、約30％ 

である。この数については、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、社会人の受入れが本研究科の特徴で 
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もあることから、現状では適正さを欠く数ではない。また、留学生についても、大学の受 

入理念の下で、積極的に受け入れているのが現状であり、その比率 9 %～16 %は適正であ 

ると思われる。 

 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、２名の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から、その関係で、研 

究指導としての講義・演習科目を、夜間に置かざるを得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、夜間に設置された講義・演習を受講することになるが、こ 

のことが適切かどうかは検討事項である。現在の課題数は５、開設実施講座担当教員８名 

の専修者約60名が、夜間の授業を受けている。 

 なお、社会人学生の増加にともなって、夜間における法律文献情報センターの利用希望 

が増大し、センターの利用方式及び人員確保が大きな課題となっている。今後、図書施設 

等を中心として、夜間におけるサービス体制の整備が不可欠となっている。 

 

Ⅲ．法学研究科の教育課程 

 

○大学院研究科の教育課程は、修士課程もしくは博士後期課程の一般的目的にかなうよう 

な適切な水準を維持し、かつ、その大学院研究科の「理念・目的」を具体的に反映したよ 

うなものとなっているか。 

  ・大学院研究科の教育課程は、学校教育法第65条(大学院は、学術の理論及び応用を 

   教授研究し、その深奥をきわめて、文化の進展に寄与することを目的とする)、大学 

   院設置基準第3条第1項(修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、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こ 

   とを目的とする)、同第4条第1項(博士課程は、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ことを目的とする)に照らして 

   適切妥当か。 

……………………………………………………………………………… 

● 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 

条文は、まさに、大学設置基準第３条第１項、第４条第１項を承継したものである(別紙２)。 

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、博士後期課程には、それに対応した基礎法学が設けられていな 

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、その基本的理念は、 

いささかでも変じられているものではない。ただ、より基本的な課題としては、基礎法学 

に該当するとされる担当教員の充実と、こうした法学教育の枠組み自体が今日なお適切か 

否かの検討は、今後必要となろう。これについては、大学院制度検討委員会を中心に、現 

在検討が進められているところである。 

 

 

○教育指導や学位論文の作成を通じた研究指導は、適切に行われているか。 

  ・他の大学院等へ研究指導委託を行っている場合、その研究指導は有効かつ妥当なも 

   のか。 
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……………………………………………………………………………… 

● 教育指導・学位論文の作成については、第１に、授業科目の多彩かつ広範な科目を配 

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配慮をしている。このカ 

リキュラムの編成は、わが国でも 大規模である。第２に、論文指導については、指導教 

授が主として、個別的に指導するという方法を採っている。第３に、99年度からは、複 

数の指導教授の研究室が合同して指導する「合同演習」を開始した。これは、複数の指導 

教授が、複数の研究室の学生に対して、論文指導を行うもので、いわば集団指導体制の良 

さを加味したものである。ただし、「合同演習」を組むかどうかは、各指導教授の任意であ 

る。 

 なお、他の大学院等への研究指導の委託は、現在のところ、行っていない。 

 

 

○社会人、外国人留学生を受け入れている場合、それらの学生に対して教育課程編成上、 

教育研究指導上充分な配慮がなされているか。 

  ・社会人、外国人留学生を受け入れていない場合、そのことが大学院研究科等の目的 

   との関係で適切か。 

  ・社会人学生を受け入れている場合、これに適合した教育研究指導を行っているか。 

  ・外国人留学生等に外国語で授業を行う教育課程を置く場合、その教育課程が教育指 

   導上有効か。 

  ・外国人留学生に日本語を習得させるためにいかなる配慮を払っているか。 

……………………………………………………………………………… 
●１．本研究科の社会人学生の受け入れには特色がある。即ち、時宜に適した研究テーマ 

を「特定課題」として随時設定し、これに学問的に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）、指導に当たっても、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、教育研究の効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、英語等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・レポート等は、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 

語が不充分な者には、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 

を併せて履修させている。(3) 日本語が不十分な者に対しては、そのほか、博士後期課程学 

生によるチューター制度により、個別的に日本語を教えるという制度がある。したがって、十 

分な日本語教育に対する配慮がなされていると言える。 

 

 

○教育研究指導上の効果を測定するための方法が講じられているか。また、その測定結果 
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を基礎に、教育研究指導のあり方について改善を図るための努力が払われているか。 

……………………………………………………………………………… 

● この点については、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が困難であることにも起因している。ただし、法学研究 

科学生自治会が実施している、講義・演習の評価は、毎年学生に配布されている。 

 

 

○大学院研究科が国内外の大学と単位互換を行っている場合、その単位互換の方法は適切 

か。 

  ・単位認定の方針・要件・認定手続は、理念・目的にかなっているか。 

  ・いかなる方針・手続でどのような授業科目を対象に単位互換を行っているか。 

……………………………………………………………………………… 

● 国内外の大学との提携による単位互換制度は、現在のところない。 

 しかし、第１に、入学者が、入学以前に、本研究科において科目等履修生として取得し 

た科目については、入学後に、修士課程科目として単位を認定する。第２に、留学帰国者 

については、外国大学で履修した科目につき、10単位を限度として、本学研究科委員会 

の認定により、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、今後検討が進められよう。 

 

 

○学位は、適切に設定された学位授与方針・基準に従って、適切妥当に授与されているか。 

  ・学位授与に関わる審査基準・審査体制・審査手段等は明らかにされているか。 

……………………………………………………………………………… 

● 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、本研究 

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。修士の学位については、 

毎年、140名以上の者が取得している。 

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

名以上５名以下の審査委員構成で行い、約一年間の慎重な審議期間を経て授与を決定して 

いる。授与の方針・基準も明確に確立している。さらに、近年に特徴的なことは、博士後 

期課程修了者による「課程による博士学位」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現れと評すること 

ができる。 

 今後さらに「課程による者の博士学位」申請の増加及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おり、修士・博士後期両課程の一 

貫性をさらに強化するための方策について、現在検討が進められている。 

 

 
 
Ⅳ．生涯学習への対応 
 
○生涯学習への対応とそのための措置は適切・妥当に講じられているか。 
  ・生涯学習機関として社会人教育への要請に応えるため、編入学、昼夜開講制、科目 
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   等履修生・聴講生、入学前もしくは大学以外での学修の単位認定、公開講座等、い 
   かなる制度を設けているか。 
……………………………………………………………………………… 
● 本研究科の社会人受入れ制度の趣旨は、すでにⅠ・Ⅱ・Ⅲ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、社会人の受入は、 
その主目的はリカレント教育であることは確かだが、しかし、同時に「生涯教育」の側面 
もあることは、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い 
れている。また、科目等履修生については、公共機関・企業等からの委託履修生・一般履 
修生も、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て、社会人のための特定課題と関連科目は 
夜間帯に開講し、その便宜を図っている。 
 他方、内外の著名な研究者を招聘し、比較法研究所と同様に、公開講演会を随時行って 
いる。これを比較法研究所および学部と共催することもある。 
 
 
 
Ⅴ．教員の研究活動 
 
○教員組織の研究活動は、活発に行われているか。 
○教員の研究活動の活性度を検証するための検証システムが確立されているか。また、そ 
れが、研究活動の実際の活性化・高度化に貢献しているか。 
○教員組織の研究活動の一層の活性化を図るための研究上の諸条件は充分整備されている 
か。 
  ・そのシステムが大学・学部・学科等の理念・目的にかなっているか。 
  ・個人研究費、研究旅費、共同研究費等は、適切な額か。 
  ・研究室等の研究用施設・設備が十分に整備されているか。 
……………………………………………………………………………… 
● 「教員の研究活動」については、教員が帰属する箇所で判断されるべき事柄であると 
考える。法学研究科で教育を担当する専任教員は、早稲田大学の学則上、「法学部」を本属 
としており、したがって、法学研究科が独自に教員の研究活動状況について、調査し、評 
価するということはありえない。 
 
 
 なお、法学部本属の専任教員について一般的なことをいえば、各専任教員の研究活動の 
成果は、早稲田大学教務部が毎年発行する「学術年鑑」に掲載される。また、教員による 
各種の研究プロジェクトが組織されている。その形態としては、早稲田大学における個人 
研究費、特定課題研究の制度、そして文部省科学研究費などにもとづく活動である。しか 
し、研究活動の「活性度」を検証するシステムは特に設けられていない。これは、研究に 
当たる教員自身の自律性を信頼すること、あるいは対外的な論文発表に対する評価に待つ、 
という考えにもとづいていたと考える。仮りに何らかの「検証システム」が必要であると 
すれば、その必要性ないしは当該システムに期待できる機能とはどのようなものであるべ 
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きか等について、十分みきわめる必要がある。先に述べたように、法律学の研究成果は、 
計量的に測定するのが困難なものでもある。 
 
 
 
Ⅵ．教員組織 
 
○教員組織は、大学設置基準の「学部の種類に応じ定める専任教員数」を上回っているか。 

……………………………………………………………………………… 

● 本研究科において教育を担当する教員組織（教員数）は、その基準を満たしている。 

 

 

○教員組織は、研究科の「理念・目的」を実現し、有効な教育研究活動を展開していく上 

で必要かつ充分か。 

  ・教育研究上の能力を基準に人事が進められる過程で教授会はいかに主体的に関与し 

   ているか。 

  ・主要科目に専任教員が適切に配置されているか。 

  ・専任教員の年齢構成は妥当か。 

……………………………………………………………………………… 

●１．上記Ⅴで述べたように、本研究科で教育を担当する専任教員は、「学部」（法学部） 

で採用し、大学院法学研究科委員への嘱任は、法学研究科委員会において、嘱任基準（内 

規）にもとづいて審議決定される。いいかえれば、法学研究科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、そのことは、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になるから、直接に決定できないといううらみがある。このことは、 

現在の学部・大学院の教員組織についての、早稲田大学の基本構造を反映しており、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。 

●２．主要科目に対する専任教員の配置であるが、博士後期課程・修士課程の主要科目担 

当者数のここ４年間の推移は添附資料のとおりである。合計108～119の研究指導数 

となっており、その大部分は、専任教員が担当している。適切に配置されていると言える。 

● ３．2000年度研究科委員の平均年齢は53.94歳であり、40歳台31%、50歳台40%、 

60歳台29%となっている。専任教員の年齢構成は妥当であると思われる。 

 

 
 
 
 
 
 
○教育課程の編成や、教育課程の効果的運用のための、教員間の連絡調整システムは適切 
妥当か。 
  ・そのシステムは、教育目的に則した体系的な学修を行う上で有効に機能しているか。 
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……………………………………………………………………………… 
● 学部には、その教育課程の編成・運用をつかさどる、各科目の「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 

懇談会等）、その上に、「専門科目懇談会」がある。大学院においては、これらの「懇談会」 

構造は存しない。これは、上記の人事システムに由来するものであるが、一概に欠点とも 

いえない。というのは、それらの各懇談会が、実質的に、大学院の各科目の編成・運用等 

を担当しているからである。その意味では、教育目的に則した機能を有効に果たしている 

といえる。 

 修士課程における講義・演習システムは、現在通年４単位で行われている。但し、この 

制度の下では、留学生に対しては、例えば後期２単位等の単位認定を行うことは困難であ 

り、短期留学生の受け入れについて支障となっている。セメスター制をも視野に入れた改 

善について、検討が開始されている。 

 

 

○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 

制が整備されているか。 

  ・ティーチングアシスタント、チューター等の制度を設けている場合は、どのような 

   基準で採用し、いかなる教育指導にあたらせているか。 

……………………………………………………………………………… 

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

しかし、講義や演習の資料収集、教材の作成などのために、ティーチングアシスタント（教 

務補助）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、 

多数の専任教員がティーチングアシスタント採用している。なお、ティーチングアシスタ 

ントについては、大学院学生が就任することはいうまでもない。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。 

 

 

○大学院研究科に、その教育研究指導を適切に行うに相応しい充分な資格を有する教員が 

適切に配置されているか。 

……………………………………………………………………………… 

● 現行のシステムでは、一般的には、修士課程の主要科目は、教授就任時から担当し、 

その後、２年を経た時から、博士後期課程の主要科目を担当することになる。しかし、い 

ずれも、法学研究科委員会における承認事項であり、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、研究指導（論文作成）と講義（1 

年度）・演習（2年度）を担当し、博士後期課程においては、研究指導（論文作成）を行う。 

 

 

○教員の教育研究活動の評価方法が確立されているか。 

……………………………………………………………………………… 

● 上記のⅤで述べたとおり、教員の教育研究活動の評価は、早稲田大学においては、教 
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員の本属である「学部」で行うべきものであり、本研究科で行うものではない。 

 

 
Ⅶ．法学研究科等の施設・設備 

 

○大学院研究科の施設・設備などは、学生に対し効果的な教育研究指導を行うための適切 

な質を備え、かつ充分な種類・数・広さと装備等を有しているか。 

  ・適切な数・面積の講義室、演習室、実験実習室が設けられているか。 

……………………………………………………………………………… 

● 講義室(=研究指導室)、専修研究室、学生読書室等の数・面積は、十分な広さ・設備が 

あるというわけではない。「専修研究室」についても、学生数に比べてきわめて狭隘であ 

り、不充分である。このことは、学生読書室にも同様にあてはまる。きわめて重要な問題 

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（とく 

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。 

 以上のことは、現在計画中の「Ｂ棟」建設（８号館建て替え）によって、相当程度解消 

の方向にあると考えるが、具体的な内容については、さらに改善されなければならない。 

 

 

○教育用機器・備品は有効に活用され、適宜、更新・充実が図られているか。 

……………………………………………………………………………… 

● 法学研究科の学生専用というわけではないが、本研究科の教室を１室提供し、全学の 

オープン・コンピュータルームとした。１０台のパソコンが、早稲田大学ＬＡＮシステム 

とＷＩＮＥシステム（図書情報検索システム）に接続し、各プリンタも設置してある。 

 また、教材用であるが、 新のプロジェクターも導入し、随時利用が可能である。 

 
 
 
Ⅷ．社会との連携 
 
○社会への大学資産の開放・地域社会との連携 
  ・社会に対して積極的に広報活動をしているか 
  ・大学の実態を正しく社会に伝えているか 
  ・公開講座、公開講演会実施状況 
……………………………………………………………………………… 
● 「社会との連携」とは、まことに多義的な問いかけである。小項目に掲げられている 
程度のことであれば、法学研究科の社会人制度、法学研究科のホームページの作成と公開、 
公開講演会など折り込みずみである。本研究科主催による公開講演会は、年間４～５回開 
催されている。 
 「大学の実態を正しく社会に伝えているか」ということについては、当研究科はもとよ 
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り、大学が発刊する各種の広報誌等を充実させる方向で対応すべき事柄である。 
 また、学生の自治会活動の一環として、「法研フォーラム」が年刊として編集されている。 
これも、学生自身によるひとつの対外的な「広報活動」と言えよう。そうだとすれば、そ 
の充実のために、大学がより積極的に支援し、法研当局も自治活動を尊重しつつ、適切な 
援助・助言をする必要もあろう。 
 
 

Ⅸ．管理運営 

○箇所の意思決定体制・事務組織 
  ・カリキュラムの編成・展開、教員人事等、教育研究活動に関わる事項の決定に教授 
   会の意向が十分反映されているか 
  ・教授会の自治の内容・範囲および教育研究の自由の内容・範囲が大学全体の教育研 
   究方針とのかかわりにおいて明確か  
  ・意思決定手続が構成員に周知され、構成員の参加が制度的に保障され、意思決定の 
   経過が公開されているか  
  ・迅速な意思決定が的確に行われる組織機構の柔軟性が保持されているか 
  ・事務組織は、教育研究の支援にふさわしく、合理的に整備され、適切な要員配置が 
   されているか 
……………………………………………………………………………… 
●１．研究科委員会の組織・運営 

(1) 組織について、基本的には大学院学則、規則に即して構成されている。 

(2) 運営について、基本的には大学院学則、規則に即して、定期的に会議を開催し、入試 

制度、教育科目の設定とそれに伴う教員の嘱任等固有の運営事項を審議決定している。 

●２．研究科委員会の委員構成は、主要科目の担当者など専任教員によって組織される、 

という構造であるが、近時、特任教授等の教員形態が導入され、当該教員が主要科目の担 

当者となる事例が生まれている。このことに伴い入試の審議などについて当該教員の「参 

加」が可能となるような学則・規則上の改訂が必要となっている。人事帰属問題を含めて、 

検討しなければならない事項である。 

●３．研究科委員会の審議内容は、大学が定める情報管理のルールに即して議事録が作成 

され研究科の委員に配付されている。また、各種の委員会の審議も同様である。 

●４．事務組織としては、学部・比較法研究所・研究科の職員組織を総合して統轄する事 

務長の指揮によって円滑に実施されている。しかし、すでに述べたように、施設面の狭隘 

さ、学生の多様化に伴なう事務内容の増大等、現状では職員の負担が重くなる傾向がある。 

この状況にどう対応するか、この点は今後の検討課題である。 

●５．教員組織における意思形成過程に職員の実務運営に即した意見が織りこまれること、 

また教員組織に対する職員の側の理解を深めることは、研究科全体の運営にとって重要で 

ある。そこで昨年度から、大学院制度検討委員会、入試制度検討委員会など主要な委員会 

について、それぞれ職員が職務分担に応じて当該委員会に出席し、教員側と意見を交換し、 

必要に応じて適切な事務上の助言を得る仕組みを採用した。これは小さい試みではあるが、 

相互理解と協働による運営として、その効果は大きいと考える。 

以 上 
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比較法研究所 
 
Ⅰ 理念・目的 

 

（１） 比較法研究所が設立された当初の理念・目的・事業活動 

 比較法研究所は、比較法研究所規則第１条に明記されるように、早稲田大学建学の精神 

の一つである「東西文明の調和」を目的の一つに掲げて創設され、また同規則第２条に示 

されるように、その目的を達成するために、わが国及び諸外国の法制を比較研究すること 

をその事業活動の主たる内容としてきた。そして、同条項は、そのような研究活動を通じ 

て、①早稲田大学の法学教育に資すること、さらに、②世界の学問に裨補することを比較 

法研究所の使命とする旨を明記している。また、研究所設立に際して作成された「創立趣 

意書」によれば、③海外からの留学生の受入れ態勢を整備することが目的の一つに挙げら 

れており、これらが比較法研究所の創立理念・目的であったと考えられる。そして、その 

具体的事業活動についても、同「趣意書」によれば、a.資料の収集、b.研究発表・講演、c. 

原典の邦訳、d.諸外国の研究所との学術上の提携・連絡、e.日本法制や学者の労作の海外 

への紹介などが列挙されており、当時としてはきわめて高尚な理念を掲げて設立された比 

較法研究所であったと言えよう。 

 今回の比較法研究所による自己点検・自己評価においては、このような創立時の理念・ 

目的が、まずもってその点検・評価の基準となるべきものと考える。 

 

（２） 比較法研究所創立の理念・目的の現在的意義 

 もっとも、その創立時の理念・目的が、比較法研究所が創立されてから40年以上経た 

現在においてもなお意義を有するのか、また21世紀の到来を迎え比較法研究所はどのよ 

うな研究所として活動し発展すべきなのか、といった問題自体が検討されなければならな 

いであろう。 

 （１）において示された比較法研究所創設の理念・目的の数々は、早稲田大学建学の精 

神に根ざしたものであり、将来においても比較法研究所が維持すべき崇高な理念と目的で 

あると考えられる。したがって、以下の自己点検・自己評価、さらには将来の改善点につ 

いての検討は、第１次的には、この創立時の理念・目的を基準とすることが妥当である。 

また、将来の展望についても、改善点等で検討することが妥当であろう。 

 

（３） 評価～創立時の理念・目的の達成度 

 創立時の理念・目的の達成度という観点からこれまでの比較法研究所の活動を自己点 

検・自己評価するならば、以下の各項目において詳細に分析・評価されるように、①わが 

国の法制および諸外国の法制を比較研究すること、②大学における法学教育に資すること、 

③世界の学問に裨補すること、のいずれについても、おむね良好であったとの評価するこ 

とができるであろう。大学の一研究所としての、限られた予算・人員の中で、継続的に紀 

要・叢書等の出版物を刊行してきたこと、毎年かくも多数の公開講演会等を開催し、また 

海外の大学・研究機関等との交流を行ってきたことは、大いに評価されてよいと考える。 

また兼任研究員であるため比較法研究所での研究業績との区別がつきにくい点がある研究 

員の研究業績には、そのいくつかが研究所での研究成果と考えられてよい場合がありえ、 

この兼任研究員の各本属学部等での法学教育活動にも比較法研究所は間接的であるとして 
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も貢献してきたと考えられる。すなわち、これまでの比較法研究所の活動は、法学研究の 

機関として①わが国の法制および諸外国の法制を研究し、その成果を機関誌等を通じて発 

表してきたし、②法学部・大学院法学研究科との連携を図りつつその研究成果を通じて教 

育活動にも貢献してきたし、③国内・国外の法律関係機関等との密接な交流を通じてその 

存在意義を学内外・国内外に十分に認識されてきたと言えるのである。 

 

（４） 問題点・改善点 

 上述した比較法研究所の創立時の理念・目的に関しては、それが早稲田大学の建学精神 

を具体化せんとしたものであり、前述したように、将来的にも、早稲田大学の研究機関が 

有する理念として保持すべきものである。とりわけ、外国法制度の研究、国内法制度やそ 

の研究の成果等の対外的発信などの目的は、ボーダレス化・グローバル化が叫ばれる新世 

紀においては、ますます必要かつ重要となるものであり、比較法研究所への期待は従来に 

も増して高まるものと予想される。したがって、これまでの比較法研究所の理念・目的そ 

れ自体を改善する必要は特に感じられない。むしろ、将来に向けて、より一層その理念を 

実現し、目的を達成するための努力がなされる必要があると考えられる。その意味では、 

ここにおいて、問題となるべき課題を指摘することは有意義であり、加えて、検討中の改 

善策についても指摘をすることも必要であろう。以下、各項目において、問題点・改善策 

の指摘がなされているのはそのためである。 

 比較法研究所では、40周年を迎えた現在、将来の比較法研究所のあり方を含めて真剣 

な討議がなされており、さらなる発展を期して、予算等の多くの制約があるものの、さま 

ざまな試みにチャレンジしていこうとしているところである。たとえば、従来からの理念・ 

目的だけでよいのか否かは、比較法研究所のいっそうの発展を図るうえで慎重に検討を加 

え議論を重ねるべき課題であると考え、総務委員会等の場で検討を重ねてきている。その 

成果の一部は、大学の「グランド・デザイン」の検討に先立つ形で管理委員会で了承され 

ており、次のような観点から、比較法研究所の将来像・具体的な事業活動等を検討・構築 

することが必要であるとされている。 

①「比較法研究」機関としての比較法研究所のいっそうの充実 

 設立当初から、比較法研究所の理念・目的として「諸外国の法制の研究」が掲げられて 

きたが、比較法研究がそれにつきるものでないことは言うまでもない。とりわけ、従来の 

比較法研究所においては、比較法それ自体の方法論的研究があまりなされてこなかったの 

ではないかとの指摘は傾聴しなければならないであろう。そして、たとえば、法が政治・ 

経済・社会において具体的に果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るなど、課題は多いが、それら 

の問題意識が既に比較法研究所内部で自覚的に議論されつつあることは、ここに指摘して 

おかなければならないであろう。 

 いずれにしても、比較法研究所である以上は、比較法研究の方法論自体の研究を明確に 

理念の一つに掲げ、比較法研究所としてのいっそうの発展を期することが肝要である。こ 

れに関連する具体的な活動として、比較法研究所の新たな事業活動である「発展途上国の 

法整備支援活動」に関連した事業活動が挙げられる。たとえば、わが国も体験した外国法 

継受の問題、法制度整備それ自体の理論上の問題など、従来ともすれば実践に偏りがちで 

あったわが国の法整備支援活動に対して、法理論的基礎付けを与えることはきわめて重要 

であり、そのような目的を持つ研究活動を比較法研究所として展開すべく準備を行ってい 
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るのが現状である。そのような研究活動とその成果に対しては学内外から大いに期待され 

ているところである。 

② 法学に関する法学研究所またはシンクタンクとしての発展可能性 

 早稲田大学建学の精神の新たなる提言として、「学の独立」に根ざした「良識ある提言」 

を提供する研究機関あるいはシンクタンクとして、比較法研究所を発展させていくとの構 

想が考えられている。そのような目的を実現させるために、比較法研究をその中に含む法 

学研究所へと発展的に改組し、その研究成果を通じて、国内外の法学研究ばかりか社会科 

学一般への貢献を果し、また法学部・法学研究科との関係をいっそう緊密にして、学内外 

法学教育活動に研究成果が反映されることを期したいと考えており、そのようなシンクタ 

ンクへの転換可能性を、実現可能な構想の一つとして真剣に検討しているところである。 

 

 
 
Ⅱ 研究活動 
 
１．研究目標・内容 
研究体制の在り方が適切か－研究課題・研究内容― 
 
（１）現状 
 研究体制は、これまで各研究員の自発性・自主性に主に依拠し、研究所自体としての研 
究を確立する発想に乏しかったことは、その問題点として認識することができる。 
 例えば、研究課題の設定は、共同研究について、全研究員に毎年１月にアンケートをと 
り、新規申請・継続申請のあった課題について、２月の研究企画委員会でそれらの研究計 
画書を審査し、管理委員会を経て単年度ごとに研究課題を決定するという方法を取ってい 
る。なお、２０００年度より期中から共同研究を開始することも可能となった。 
 
 
（２）評価 
 このような研究課題設定方法の問題点は、それが完全に研究員の自主性にまかされてい 
ることであり、研究所が､それ自体としては何ら主体性を発揮しておらず、そのため課題が 
分散的にならざるを得なかったことである。もちろん、研究員の関心のない課題を設定す 
ることは現実には困難であり、研究所独自の研究予算の不足から、このような方法に一定 
の合理性の存することは否定できない。しかしながら、研究所の研究機関としての独自の 
存在意義を保つためには、研究所のイニシアチブによって、重点領域における独自の課題 
設定を行い、言わば統一テーマとして、数年間に渡る組織的研究を進める必要があるであ 
ろう。このようにしてこそ、研究所固有の研究成果を創出していくことができる。なお、 
統一テーマは、研究員からの申請課題を排除する趣旨ではなく、それと並行し､申請課題を 
一定の方向に誘導する機能を果たすことが期待されている。 
 
（３）改善策 

統一テーマとしては、例えば、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 

克服することを展望して、発展途上国に対する法整備支援の課題などが検討の俎上に上っ 
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ている。法整備支援については、既にその本体部分に当たる作業が進行しており、研究所 

がネットワークの中核機関たることを志向するとしても、それがどのように実現可能か不 

明確な部分も少なくないが、現状の支援の内容が、法典編纂作業に集中していることに鑑 

みれば、その運用、身分登録・不動産公示などの関連周辺諸制度とのインターフェイスな 

どの分野については、なお大きな役割を果たし得る可能性があるものと思料する。 

 

 

２．研究の国際的展開 

研究の国際的な展開を図るためどのような方策を採っているか。 

 

比較法研究所では、以下のような方策を実施している。 

? 公開講演会、国際会議・シンポジウム   

? 外国大学・研究機関との学術交流    

? 海外からの訪問学者等の受け入れ    

? 「英文年報（Waseda Bulletin of Comparative Law）」、「講演記録集（Waseda  

Proceedings of Comparative Law）」、「比較法学」の発行と海外へ送付 

? 海外の法律専門誌（The British Institute of International and Comparative  

Law"Bulletin of Legal Developments"）への寄稿    

? 法務省法整備支援連絡会へ参加     

? 英文ホームページで比研の活動を紹介 

     

A. 公開講演会、国際会議・シンポジウムの開催状況 

（１）現状 

 過去40年間にのべ550回を超える講演会を開催した。外国人による講演数の増加が 

顕著である。ここ数年は、年間20回程度開催しており、講演者は全員外国人である。 

 

（２）評価 

 数的には活発に開催されていると評価してよい。もっとも、開催は研究員からの要請に 

基づいて行われており、そのためその内容は、よく言えばバラエティーに富むものである 

が、分散的・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良いの 

ではないかとも思われる。これは、研究所自体が研究活動のイニシアチブを取ってこなか 

ったことの必然的結果でもある。しかしながら、特に講演会やシンポジウムは、様々な課 

題について広く 新の状況を学内外に知らせる貴重な役割を果たしており、現状を否定的 

に評価する必要はない。１年間の講演原稿を比較法研究所講演記録集（Waseda  

Proceedings of Comparative Law）として残し、英文年報（Waseda Bulletin of  

Comparative Law）と共に国内外に配付している。 

 

（３）改善策 

 研究・企画委員会が中心となって、統一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。 
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B. 外国大学・研究機関との学術交流状況 

（１）現状 

 交流内容については、「40年のあゆみ」311頁以下を参照されたい。 

 

（２）評価  

 受入・派遣とも、それほど多くなく、更なる発展が望まれる。 

 

（３）改善策 

 交流をより活発化させるためには、協定校との関係強化が必要であろう。具体的には、 

協定校との協定更新などの機会を利用して、協定期間内に適用される具体的な交流計画を 

策定し、それを目標として交流を実現していくことが有用であろう。また、協定の実施状 

況を把握し、問題が生じた場合には迅速に対応できるよう、協定ごとに実施担当者を研究 

員より選任することも検討に値する。 

 

C. 海外からの訪問学者等の受入状況 

（１）現状 

 15年間に65名受入れている。中国からの訪問学者がその３分の１を占める。 

 

（２）評価 

 比較法研究所の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 

員の受入は数字の上で活発とは言い難いが、これは制度上、主に法学研究科が窓口となり 

受入れていることによる。法学研究科の受入教員は比較法研究所の研究員であり、指導内 

容、待遇は比較法研究所で受入れても全く同様である。受入窓口が法学系に２箇所あるこ 

とは問題であるといえる。 

 

（３）改善策 

 法学研究科と調整のうえ比較法研究所に窓口を１本化することが考えられる。 

 

D. その他の国際的展開のための方策 

（１）現状 

 「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、寄贈・交換ベース 

で海外69カ国400機関に配付している。 

 英文ホームページについては、学内の研究機関のうち独自に作成している箇所がアジア 

太平洋研究センター等の外国人の受入れを想定している数箇所にとどまる中で、比較法研 

究所は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。 

 

（２）評価 

 上記の現状は高く評価できる。特に「英文年報」は日本の法の動向を発信する貴重な情 

報源として、海外でも高く評価されている。 

 

（３）改善策 

 今後の課題としては、インターネットの急速な普及を考慮すると、英文ホームページの 
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さらなる充実、特に研究成果の公開とそのための研究所の人的体制の整備が不可欠であろ 

う。 

 

３．研究助成 

研究費は有効に使われており外部資金獲得に積極的か 

 

A. 一般研究費 

（１）現状 

 一般研究費は研究員の研究に資する経常予算である。比研ではこれを主に出版物刊行費 

に充当している。1998年度の刊行費は9,022,939円であったが、これは一般研究費の82％ 

を、1999年度の刊行費用9,365,803円は一般研究費の87％を占めた。残りは法律文献情報 

センターでのデータベース検索費用と共同研究へのコピーカード（１グループ6,000円）へ 

充てている。その結果、共同研究に係る費用を捻出できず、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である。 

 
（２）評価 

 各共同研究グループは、予算配分を受けないが、共同研究計画と成果を毎年管理委員会 

に報告する義務がある。共同研究グループにとってのメリットは、比研叢書として共同研 

究成果を刊行できる可能性があることと、比研を窓口として科研費、特定課題研究費、そ 

の他外部資金に申請し、研究資金を得られた場合にその会計処理を比研事務所が行うこと 

程度にとどまっているのが現状である。そのため、研究員に対して比研で共同研究を進め 

るインセンティヴを与えられていない。 

 現在、出版経費が一般研究費の８割以上を占めているが、これは研究所の研究成果・活 

動状況を公開・発信するうえで不可欠の措置といえる。「比較法学」や「比研叢書」が比研 

の研究成果発表の場として十分に機能していないのであれば、これらの頁数や刊行回数を 

減らすことで出版経費の削減が可能であるが、むしろ、研究活動の活性化をはかることに 

よりこれらの出版経費を十分活用していく方向を検討すべきであろう。例えば「比較法学」 

は現在、１号あたりの総頁数を350頁としている。数年以前にはこのような運営は行われ 

ておらず500頁を超える場合も出版が認められており、実際そうした編集をした号もいく 

つか存在した。予算削減の影響が｢比較法学｣１号あたりの 高頁数の設定に帰結した。今 

後の研究活動の活性化により、その研究成果の発表の場である「比較法学」に多数の研究 

成果が寄せられた場合、現状の予算では対応しきれない。このような例をひとつみても、 

経常費である一般研究費の増額は必須といえる。 

 

B. 特定課題研究助成費 

（１）現状 

  1998年度は２件、1999年度は１件の比研の共同研究を申請し、いずれも採択された。 

 
（２）評価 
 申請した課題数は少なかったが、すべて採択されたことは評価できる。しかし、１年目 
は全く使用せず２年目にまとめて使用するなど、個別事情はあれ計画的運用の面から改善 
の余地がある。       
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C. 科学研究費補助金等 

（１）現状 

 科研費は過去５年間に１つの共同研究が採択された。 

 

（２）評価 

 科研費の利用については、1998年以降は、採択の実績がないことはともかく、他箇所 

からの申請がなされていることを考慮したとしても、研究所固有の申請件数がほとんどない 

ことについては今後改善の余地があろう。前述した統一テーマの策定に伴い、研究所 

自身がイニシアチブを持って、多くの申請を行うよう努力が必要であろう。また、科研費 

以外の各種研究助成金への申請と採択についても科研費と同様の状況である。 

 

（３）改善策 

 大学からの限られた予算（毎年削減されつづけている）で賄っている「経常費」だけで、 

比較法研究所の「共同研究」（ましてや「個人研究」）に予算をつけることは事実上不可能 

な状況にある。 も費用を要している「出版編集費」、端的に言えば、比較法学・叢書等の 

出版物の支出を改善することもとりうる一策かもしれないが、そのような出版活動は、研 

究成果の発表手段であり、研究所の本質的な事業である。その費用を削減・縮小するとい 

うことは明らかに本末転倒である。要するに、そもそもの予算総額が少なすぎるのである。 

これでは、比較法研究所として、研究員の研究活動に対してイニシアティブをとることは 

到底できない。優れた研究計画・研究活動に対しては、積極的に予算をつけられるような 

財政的基盤を確保することが望まれる。 

 そこで、比較法研究所としては、歳入の増加策を模索しなければならないこととなる。 

大学の一機関としての限界はあるであろうが、外部資金導入に積極的に乗り出す必要があ 

る（科研費の獲得などを含む）。 

 それら獲得をめざすには、魅力ある研究計画を研究者または研究者集団から提示しても 

らうとともに（その活動を研究所として積極的に支援することが望ましいが、そのために 

も資金的基盤を確保することが不可欠である）、研究所自身が主体となって共通の課題を設 

定することが必要となろう。そして、そのような資金の一部を研究所内にプールして、そ 

の資金を背景に、独自の積極的な研究活動を展開することも研究所としてのあり方として 

望ましいと考える（基礎研究の充実等）。 

 具体的には、研究所自身がイニシアチブを持ち、次のような施策を進める必要があると 

考える。 

① 全ての共同研究について、これまでどおり科研費・特定課題はじめ、外部資金への申 

請を促す。また、a研究員から提出される共同研究の申請について、研究・企画委員会 

において優先度の高い研究課題を選択する、b.研究・企画委員会で比較法研究所として 

の研究プロジェクトを企画立案する、などの方法により比研プロジェクト（仮称）を 

定め、必ず外部資金に申請することとする。 

② この比研プロジェクトには、一般研究費から予算措置をするとともに、大学への特別 

予算申請を行う。 

 もとより、大学として、これら比較法研究所の研究活動に対して資金面・設備面等から 

の支援をすることは当然の責務であると考える。一層の積極的財政支援が望まれる。 
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４．研究環境 

 

A. 研究員、助手等の研究者構成の状況 

（１） 現状 

 比較法研究所の研究員は86名おり、全員が学部との兼任である。 

 

（２）評価と改善策 

 以下の表によって明らかなように、研究所は、兼任研究員によって構成されている。そ 

して、法学部の教員は全員が研究員となる慣例であり、兼任研究員の大半を占めている。 

このような研究者構成が、研究所のアイデンティティーの希薄さの一因であることは否め 

ないように思うが、専任研究員の採用は、研究者自体の性格の変更を前提とせざるを得ず、 

現状の構成以外に選択肢はなかろう。しかしながら、法学部を本属としない者また他大学 

の教員を積極的に研究員に任用することにより、独自性を発揮することを検討すべきかも 

しれない。また、流動研究員制度の採用も積極的に検討すべきである。すなわち、兼任研 

究員の中心である法学部教員の中から流動研究員を採用し、一定期間、比研での研究業務 

に専念させることには、専任研究員を持たない現在の枠組みを前提としながらも、専任研 

究員を採用したのと類似の効果を期待できる。流動研究員が、比研の研究活動の中核とし 

て機能するとともに、研究員制度の存在は、兼任研究員に大きなメリットを与えるものと 

して、比研の存在感・その求心力を高める方向に作用するであろう。 

 2000年７月より、特別研究員制度を発足させ、比較法研究所の事業計画の実施上必要と 

認められる時は、特別研究員を学外の研究者のうちから嘱任し、比較法研究所の研究・調 

査等に参加させることができるようになった。これは研究環境の整備のひとつとして評価 

できる。 

 
B. 研究支援体制の整備状況 

（１）現状 

比較法研究所事務所では、以下の研究支援業務を行っている。 

 

共同研究 

共同研究プロジェクトの実施 

出版物 

研究成果の発行（比較法学、叢書）と寄贈・販売 

講演会 

講演会、シンポジウムの開催と講演録の作成・寄贈 

海外への紹介 

日本の法制度の海外への紹介（英文年報発行、海外法律雑誌への寄稿） 

学術交流 

協定校との交流の促進（研究員の受入・派遣、共同研究） 

 

外国人研究員受け入れ 

学術情報収集 
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法律関係図書資料の収集と提供（法律文献情報センター） 

研究資金 

外部資金への申請と受け入れ 

 

各種補助金・研究費申請および執行状況管理 

 

予算申請および予算執行 

管理運営 

研究員・助手の人事（嘱解任） 

 

管理運営のための各会議開催 

  
 特に共同研究課題の研究費獲得の機会の提供については、①9月・10月に科学研究費、 

特定課題研究助成費への申請を依頼、②9月・10月の予算申請前に特別予算申請希望の 

研究課題を募集、③随時、財団等の研究助成金を研究代表者へ案内、等を行っている。  

 
（２）評価と改善策 

 研究支援の体制には、この他に研究所の人的な体制が問題となるが、法律を専門としな 

い一般の職員の業務には限界がある。研究所自身がイニシアチブを持った研究体制を構築 

するためには、現状の助手の業務を見直すとともに、リサーチアシスタントの採用が不可 

欠であろう。人的体制は、科研費の取得とも関連し、科研費が認められた場合に、その支 

援を行うためには、現行のスタッフでは十分ではない。 

 また、研究員が比較法研究所をどのように活用できるかを示すため、「比較法研究所利用 

マニュアル」を作成し研究員へ配付することも研究支援の一助となると考えられる。 

 

５．研究成果 

 

A. 研究成果が学内外に公表されているか、紀要・機関誌・ニューズレター等の発行状況 

（１）現状 

 比較法研究所の定期刊行物は４点である。 

 比較法研究所の和文機関誌である「比較法学」は、年２度（１月および７月）、定期的に 

発行されている。数年以前には発行が不定期であった時期もあったが、編集ルーティンが 

確立された結果、定期発刊について現状では問題はない。 

 比較法研究所の英文機関誌である「Waseda Bulletin of Comparative Law」は、編集母 

体が不明確であったため、不定期刊行とならざるを得なかった時期もあったが、1999年度 

より編集母体を整理し、定期刊行の緒についた。 

 比較法研究所40周年記念シンポジウム記録集を出発点とする「Waseda Proceedings of  

Comparative Law」は、第２号より年度ごとの比較法研究所主催講演記録集として性格を 

改め、2000年度より定期刊行される予定である。 

  必ずしも定期刊行物ではないが、比較法研究所共同研究の成果を発表するものとして、 

｢比較法研究所叢書」をほぼ毎年度発刊している。 

 これら機関誌は、学内各箇所はもとより、国内外に寄贈・交換ベースで広く配付してい 
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る。また、早稲田大学では、唯一比較法研究所のみが、NACSIS（文部省学術情報センタ 

ー）の学術雑誌目次速報データベースに「比較法学」ならびに「Waseda Bulletin of  

Comparative Law」の掲載論文等の各タイトル、執筆者氏名・資格・所属を掲載し、イン 

ターネットで公開している。さらに、比較法研究所ホームページ（和文・英文）において、 

同情報および各「比較法研究所叢書」の目次を公開し紹介に努めている。 

 

（２）評価 

 ｢比較法学｣の発行状況そのものについては、問題はない。「Waseda Bulletin of  

Comparative Law」および「Waseda Proceedings of Comparative Law」については、そ 

の定期刊行が緒についたばかりであり、これらについての評価は今後の経験に基づかねば 

ならない。 

 

B. 機関誌掲載論文の水準を維持するためにどのような方策を採っているか 

(１)現状 

 ｢比較法学｣については、これまで慣習的な運営に任されていた同誌への掲載資格につい 

て、｢比較法学｣を比較法研究所の活動記録として第一に性格付け、｢比較法学応募者資格｣ 

を定めた。かつ、この｢応募者資格｣の導入と同時に、掲載にあたっては、すべての応募原 

稿についてのレフェリー制を導入した。 

 「Waseda Bulletin of Comparative Law」および「Waseda Proceedings of Comparative  

Law」に関しては、｢比較法学｣のようなレフェリー制および執筆資格は制度的には定めら 

れていない。 

 ｢比較法研究所叢書｣に関しても、内容審査および執筆資格は制度的には定められていな 

い。 

 

（２）評価 

 ｢比較法学｣についての｢応募者資格｣およびレフェリー制は次号以降から実際には適用さ 

れるため、それらについての評価は今後の運営を待たねばならない。 

 「Waseda Proceedings of Comparative Law」は、比較法研究所主催で行われた講演会 

の講演記録集であり、実質的には講演そのものが内容審査を経て行われていると解される 

ので、取り立ててレフェリー制という形式を整えるべき必要性は感じられない。 

 「Waseda Bulletin of Comparative Law」に関しては、｢比較法学｣に照らせば、掲載資 

格等不明確である点は否めない。 

 ｢比較法研究所叢書｣については、その本来の性格が比較法研究所共同研究の成果を発表 

する場であることにあるため、比較法研究所共同研究の成果が発表される場合にあえて形 

式的なレフェリー制を導入すべきかどうか、議論の余地があるところであろう。他方、｢叢 

書｣は研究員の個人研究が発表される場でもあるため、この場合には、内容審査が必要と解 

せられるが、現状でも、制度的に確立しているとはいえないとしても、実質的には、内容 

審査を経て承認されたものだけが、｢叢書｣として発行されている。 

 

（３）改善策 

 ｢比較法学｣の｢応募者資格｣には、資格を持つ者が比較法研究所の活動成果として発表す 

るのか、個人の研究成果として発表するのか、明確でない場合がある。先に述べたように｢比 
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較法学｣を比較法研究所の活動成果の発表の場とする以上、掲載資格をもつ者であっても、 

比較法研究所の活動成果を発表する場合を優先すべきであろう。また、｢比較法学｣掲載文 

献の内容について、比較法・外国法に関するものといった制約は明文上定められていない 

が、現状でも実質的にはそのような内容に限定されており、将来的にも、比較法・外国法 

にかかわるものに限られるべきである。 

 「Waseda Bulletin of Comparative Law」の"Articles"に関し、その掲載資格につき、 

今後検討されるべきであろう。その場合には、レフェリー制の導入も検討課題とされるべ 

きであろう。 

 

６． 学外との連携 

A. 他大学・企業等の連携状況 

 協定校以外との組織的な連携はない。研究所自体の独自の研究活動がない状況の下では、 

連携の必要を感じなかったのも事実である。今後、もし法整備支援を統一テーマとするの 

であれば、既に先行する機関との連携の必要が生じよう。 

 

B. 外部資金の導入状況 

（１）現状 

 過去５年間に５件、計290万円の寄付等があった。 

 

（２）評価と改善策 

 固有の事情を勘案したとしても、これまでの実績が不十分であることは異論がなかろう。 

外部資金の導入について、他研究所の経験に学びながら、具体的にどのような可能性があ 

るのか検討することがまず必要である。 

 

 

７．４０周年記念事業 

 

1998年４月、早稲田大学比較法研究所は創立40周年を迎えた。その記念事業のあ 

り方を検討するために、1997年７月に特別委員会として総務委員、研究企画委員、出 

版編集委員会委員長、同幹事からなる「40周年行事検討委員会」が組織された。同委員 

会における慎重な審議を経て、管理委員会の承認を得たうえで、以下の通りの事業を実施 

することとなった。 

 

A. 早稲田大学日本法学叢書の出版 

（１） 概要 

 これは、日本の法制度を中国に紹介し中国の法整備を支援することを目的として、主に 

比研研究員の著書を中国語に翻訳し、「早稲田大学日本法学叢書」全12巻として中国・北 

京の法律出版社から刊行し、中国の大学や政府機関１００余箇所に寄贈する事業である。 

その出版計画に関しては、現在まで、以下のような経過を辿っている。 

 

1997年10月  所長（当時）が管理委員会に法学叢書出版計画を提案し、管理委員会の承 

認を得た。これをうけて、1998年度予算申請を行った。 
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1997年11月および1998年2月 

        所長が２度北京に赴き、出版社と翻訳者の選定を行った。 

1998年 2月  専門分野の助言と選書について協力を得る目的で、日本側６名中国側 

６名からなる「編集委員会」を組織することを管理委員会で承認した。 

1998年 4月 管理委員会で出版社との基本協定書および選書10巻が承認された。 

予算措置が５巻分（前期5巻分）についてなされたので、翻訳作業が開 

始された。 

1998年 7月 管理委員会で各種常設委員会の委員長と幹事からなる「出版刊行委員会」 

の設置を承認した。 

1998年10月 後期5巻分の1999年度予算申請を行った。 

1998年11月 管理委員会で予算に合わせて前期5巻分をまず出版し、次年度以降は 

資金に応じて出版することを決定した。 

1999年 4月 後期5巻の予算措置を受けた。またサントリー文化財団からの出版補 

助が決定した。 

1999年 5月 管理委員会において前後期10巻が揃った時点で出版記念会を中国で行 

うことを承認した。 

1999年 6月 前期5巻のうち、「比較法」「行政法」「環境法」が出版された。 

1999年 7月 「出版刊行委員会」を廃止した。 

1999年10月 前後期10巻に加えて、さらに2巻追加出版し全12巻（前期5巻、 

後期７巻）とすることを管理委員会で決定した。 

2000年3月  管理委員会において、追加分２巻の選書を承認した。 

前期５巻のうち、「担保物権法」「刑事訴訟法」が出版された。ここに前 

期５巻が刊行され、各箇所に寄贈した。 

後期５巻分の予算の繰延手続を行った。 

2000年 5月 本事業の総括作業として、「比較法学」に法学叢書の総括稿を特集するこ 

とを管理委員会で了承した。 

2000年10月 出版記念会を2001年9月に開催することとし、2001年度予算申請を行 

       った。 

今後の予定は、次の通りである。 

2001年 3月  後期7巻のうち、「生存権論」「刑法総論」「民事訴訟法」「証券取引法」 

「物権法」の5巻の出版と関係箇所への寄贈。 

2001年 9月  出版記念講演会開催。 

2002年 3月  残りの「日本経済法」「会社法」の出版と関係箇所への寄贈。 

2002年 7月 「比較法学」誌上で本事業を総括し、抜刷を関係者に配付。 

 

（２） 評価 

 全巻が未刊行であるため、日本法学叢書全体に対する国内外の評価は未定であるが、既 

刊分については、中国において好評を博しており、続巻への期待が高まっている。また、 

選書も、中国の法整備にとって必要性の高い法領域からなされており、その翻訳出版の意 

義は予想されたように大きかったことが証明され、また法整備にタイムリーなものも少な 

くなかったことは、比較法研究所主催の日中シンポジウムなどの議論からも改めて確認す 

ることができた。 
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事業計画の手続的な面においては、事業立ち上げ当初は手続き・資金調達面などにいく 

つか問題点があったことは否めないが、その後、総務委員会を中心に翻訳・出版事業が順 

調に、かつ、慎重な審議を経て遂行され、とりわけ懸案であった予算的裏付けも学内外の 

協力を得て、当初の出版計画を完遂できる状況になっている。 

ただ、中国語訳に対して校正段階で日本でも校閲（中国からの大学院法学研究科への留 

学生などを交えた著者または研究員によるもの）をするなど、その翻訳の正確性を期する 

慎重な手続をとったため、出版作業に遅れが生じ、予算の繰延などの措置が余儀なくされ 

た点は反省すべき事柄である。もっとも、翻訳のレベル、とりわけ正確性を維持すること 

は本プロジェクトの趣旨からは当然のことであり、やむを得ない事態であるとも言え、む 

しろそのような手続を経ても、この程度の遅れで済んでいることを評価すべきであろう。 

中国の出版社とは、日常の連絡を密に行うほか、1999年度に2度、2000年度に1度、 

北京と東京で直接の会合を持ち、また重要事項については常に書面により確認するという 

手続をとっており、比較法研究所の主体性を維持しつつ順調に出版が進んでいる点は、中 

国の出版事情等を考慮すると、大いに評価されてよいものであると考える。 

 

 
B. 40周年記念シンポジウム、記念祝賀会、パンフレットの作成 

（１）概要 

 40周年記念行事としてはまた、1988年9月24・25日に、海外から７名の法学者を招 

き、アジア・オセアニア法制国際シンポジウム「自由市場と法的規制」を開催した。当該 

シンポジウムの報告原稿は、"Waseda Proceedings of Comparative Law Vol.1(1998-99)" 

の中にすべて英文で収められ、“Waseda Bulletin of Comparative Law"と同様に国内外に 

配付された。 

同シンポジウムに引続き開催された「40周年記念祝賀会」（リーガロイヤルホテル。 

出席者約100名）も盛会であった。 

 また、40周年を記念して和英両語で比較法研究所紹介パンフレット（A4、16頁オー 

ルカラー）を1000部作成し、学内各箇所、記念行事参加者等、広く学内外に配布した。 

 

（２）評価 

 比較法研究所では10年毎に次のような記念事業を実施してきた。 

  10周年 (1968） 比較法学 創立10周年記念号を発行。   

  20周年 (1978)  16名が記念講演を行い20周年記念講演集「外国法と日本法」を 

発行。 

  30周年 (1988) "Law in East and West / Recht in Ost und West",「30周年記念和 

           文論文集」を発行、記念講演会開催、祝賀会開催  

 これら先行する記念事業と比較すると、講演会に代わって国際シンポジウムが開催され 

たこと、出版物としては前述の日本法学叢書のほかに、シンポジウム報告記録集の発行と 

パンフレットが作成されたことが40周年記念事業の特徴であると言えよう。日本法学叢 

書の評価はA.（２）で述べたとおりであるが、シンポジウム等については、内容的にもこ 

れまでの記念事業と遜色はなく、これまでの比較法研究所を省みつつ、21世紀の比較法 

研究所のあり方を考えるよい機会になったと言える。特に、シンポジウムは盛会であり、 

今回はオセアニア（オーストラリア・ニュージーランド）からの研究者の参加が得られた 

 40



ことから、新たな比較法的示唆も得られたなど、有意義な会であったと考えられる。 

 ただ、この場合も、事業実施の手続きの面で、管理委員会で十分な審議がなされたと言 

えるかに反省点が残っている。将来、50周年記念事業が行われるとするならば、その際 

には各研究員の積極的な参加を図る方法を工夫する必要がある。 

 

 

 

Ⅲ 管理運営 

 

１． 意思決定体制 

 

（１）現状と分析 

1. 規則上の機関構造 

 比較法研究所は、その規則（比較法研究所規則）上、管理委員（10条）全員で構成さ 

れる管理委員会を意思決定機関の頂点に置き（13条）、比較法研究所所長を業務執行機関 

かつ代表機関とし（5条1項）、所長の業務執行を助ける事務組織の長として事務長が１名 

置かれている（28条）。1999年には、所長の補佐機関として幹事が導入された（15条、16 

条）。一方、管理委員会決議をもって管理委員全員に比較法研究所の業務が分担され、 

現在は、総務・研究企画・出版編集の業務を担当する管理委員（研究員）がそれぞれ総務 

委員会、研究企画委員会、出版編集委員会の「常設委員会」を構成し、各分掌業務につい 

ての審議等を行っている。なお、法律文献センター管理委員として比較法研究所が推薦し 

就任した管理委員（研究員）については、上記の業務分担をしないとの運用がなされている。 

 

2. 現状と評価 

（ａ）管理委員会 

 法学部を本属とする兼任研究員全員が管理委員に嘱任されている。 

 定例の管理委員会は、休業期間を除き、ほぼ毎月１回の割合で開催されている（多くは、 

大学院法学研究科委員会の終了後）。上記各常設委員会がこの間に開催されたときは、管理 

委員会において、その内容の報告がなされ、場合によってはその審議結果が協議事項とし 

て管理委員会の議に付される。研究所長会の内容も、適宜、管理委員会において報告され 

ている。管理委員会の招集通知は会日の２週間前までに各管理委員にハードコピーまたは 

電子メールを通じて発せられ、定足数・議決数についても厳格な適用がなされている。会 

議前および会議当日においては、会議資料は過不足なく提供されており、所長が議長をつ 

とめる管理委員会では、質問・意見等の発言は挙手によって自由に行うことができ、会議 

体としての運営手続については特に問題は生じていない。 

 管理委員会の権限としては、規則上、①研究所の管理および運営に関する事項、②研究 

所の予算に関する事項、③所長候補者に関する事項、④研究員、嘱託および助手の任免に 

関する事項が明記され、それ以外の事項についても必要に応じて、審議事項または報告事 

項として付議されている。議案の提案者は原則として所長であるが、前記常設委員会の審 

議を経て提案されるものも多く、また各管理委員も付議事項を提案することは否定されて 

いない。なお、規則上、決議については、大学の承認を得て効力を生じるものと規定され 

ているが（13条3項）、これは他の研究所規則と同様であり、大学の方針であろうかと思 
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われる。管理委員会の議決に大学の承認がなされなかった例はないようである。 

 管理委員会の議事については、議事録が作成され、各管理委員に配付されるとともに、 

事務所においてすべてファイルされ、管理委員の閲覧に供されている。 

（ｂ）所長 

 所長の任期は２年とされ、規則の規定に従い、管理委員会における無記名投票によって 

「所長候補者」が選出される。「所長候補者」とされた者は、その後になされる大学理事会 

の承認等の手続を経て所長に就任する。所長は、規則上、比較法研究所の代表権と職務執 

行権限を独占している。しかし、重要な事項については、各種常設委員会または直接に管 

理委員会に付議されて、慎重な意思決定がなされるのが常である。その点では、デュープ 

ロセスが十分に確保されており、適切な運営がなされていると評価できる。 

（ｃ）各種「常設委員会」 

 規則上は明記されていないが、管理委員会の議をもって、各種常設委員会が設置されて 

いる。各種常設委員会の委員は、当該業務を分担する管理委員全員である。委員会の会議 

は、委員長が必要に応じて招集し開催されている。 

 もっとも、その委員会の機構上の位置付けや権限等は必ずしも明確でなく、とくに研究 

企画と出版編集については、それぞれ、共同研究テーマの承認や講演会等の開催あるいは 

機関誌発行等に関するルーティーン的な議題の審議・承認等が中心であり、比較法研究所 

としての積極的共同研究の推進などの審議は十分になされてこなかった嫌いがある。また 

総務委員会は、従来、所長の諮問機関的位置付けがなされ、そのような意味をもって比較 

的広範な議題を審議してきたが、その審議内容もかつては予算の決定等のルーティーン的 

なものが多数を占めており、活発な審議はあまりなされていなかったときもあったとされ 

る。もっとも、 近では、中国での日本法学叢書の出版事業や前述の比較法研究所の将来 

構想計画、さらには大学からの要請に応えた「グランドデザイン」構想の原案作成など、 

実質的な審議がなされてきており、総務委員会の会議は相当程度活性化・実質化されてき 

ていると言えよう。 

 しかし、研究所の活性化を例にとってみても、たとえば研究企画委員会がイニシアティ 

ブをとって比較法研究所の研究活動を活発に議論・立案していく必要があるであろう。そ 

こで、比較法研究所では、このような観点から、既に各種常設委員会の実質化・活性化を 

めざした議論が始まっている。成果が期待されるところである。 

（ｄ）研究員会 

 管理委員会が実質的に研究員会を兼ねている実態があり、研究員会自体は開催されてい 

ない。しかし、だからといって、とり立てて不合理は生じていない。 

 もっとも、比較法研究所には管理委員を兼ねていない研究員も存在し、比較法研究所の 

活動にそのような研究員の意見をいかに汲み上げていくかの制度的工夫をする必要がある 

ように思われる。 

（ｅ）幹事制度 

 比較法研究所には専任研究員が不在であることや、事務機構の簡略化などが原因となっ 

て、法学部の専任教員でもある所長の比較法研究所所長しての職務上の負担が膨大となっ 

ている。そのため、日常業務の慎重な意思決定や事務負担の軽減等を目的に、大学本部に 

対して副所長制度の導入を打診していたところ、幹事制度に限り許可する旨の回答があっ 

たため、1999年度から比較法研究所規則を改正し、幹事制度が導入された。 

 しかし、その権限は、規則上、所長の補佐にとどまり、比較法研究所において比較的頻 
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繁にある渉外的な活動においては全く代表権限・代理権限がないままである。その意味で 

は、所長の負担は必ずしも軽減されていないのが現状である。また、幹事の実際上の事務 

負担も相当に重いにもかかわらず、その負担に対する手当てが全くない点については、今 

後改善されるべき課題である。 

 
（２）問題点 

（ａ）管理委員会 

1. 意思決定機構としての管理委員会 

 意思決定機構としての管理委員会の構成については、委員間の平等性が確保、自主性が 

尊重されおり、また議事手続等については議題・議案に対する透明性が高く、民主的な手 

続に従った運営が確保されている。構成および会議の運営については、特に問題はないと 

言える。 

 ただ、通常、定足数確保等の理由をもって、従来から、大学院法学研究科委員会または 

法学部教授会終了後に開催されることが多いため（それら会議が長時間に及ぶことが 近 

は少なくない）、審議時間が十分にとれないなどの問題点が指摘できよう。 

 他の会議のない日を会議日に設定すると定足数が確保されない危険があることは、ある 

意味で、比較法研究所の現状を示すものである。その改善策が考えられなければならない 

が、後述するように、まずもって、管理委員の比較法研究所に対する関心を高めることが 

肝要であると感じられる。 

 管理委員会が長時間の他の会議終了後に開催されることに加え、管理委員が法学部教員 

との兼任研究員であることから、出席研究員においても比較法研究所独自の審議事項への 

関心が必ずしも高くないように見えることがある点もまた、問題である。この点でも、各 

管理委員において比較法研究所に対する理解度・関心度を高める努力をする必要があるよ 

うに思われる。 

2. 法学部教授会・法学研究科委員会との議事の重複 

 管理委員会が法学部教員との兼任研究員のみで構成されていることから、管理委員会の 

議事内容（主として報告事項）に重複があることが少なくなく、会議の合理化の観点から、 

その点に改善の必要がある。既に管理委員会では、まず報告事項等においては、適宜、法 

学部教授会または法学研究科委員会の議事の援用による省略がなされている。いずれにし 

ても、法学系３箇所の会議のあり方について総合的な検討が必要な課題である。 

（ｂ）所長 

 機関としての所長に関しては、その選任手続や職務内容については特に問題はないと考 

えられる。また実際の職務遂行にあたっても、所長と幹事、さらに事務長・事務サイドと 

の間の連絡・打ち合わせは密に行われており、その点でも慎重な業務の遂行がなされてい 

る。 

 ただ、所長の就任時期について、それが法学部長や法学研究科委員長のそれらと異なっ 

ている点（10月1日付）で、法学系学部・大学院との連携がとりにくい点がある。改善 

の余地があるであろう。 

（ｃ）各種「常設委員会」 

 比較法研究所の業務は原則として管理委員全員で分担し、分担については、原則として、 

各管理委員の希望に沿って行われている。業務執行について、合理的な方法であろうと考 

えられる。 
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 ただ、業務分担をしているのが法学部を本属とする教員のみであるため、その業務も各 

管理委員にとっては本属である法学部の教育・研究にとってあまり関係のないことと受取 

られがちとなる欠点が指摘できよう。また各種の常設委員会も、従来は、前述したように、 

所長の諮問的な、かつ、経常的な業務を分掌することが中心であったため、各委員会の審 

議事項も経常的なものばかりであり、時に持ちまわりで決定されていたこともあった。要 

するに、常設委員会において活発な審議等はあまりなされてこなかったと評価することが 

できるのである。 

 しかし、研究所の活性化にとっては、各種委員会からのボトムアップ的建議が不可欠な 

ことは言うまでもないのであり、各管理委員の自覚・意識の昂揚とともに、常設委員会活 

動の活性化もまた望まれるところである。 

（ｄ）研究員会 

 管理委員会が実質的な研究員会を兼ねており、当面は問題が生じていない。 

 ただ、これも前述したように、管理委員でない他個所を本属とする兼任研究員や、これ 

から増加が予想される特別研究員などの意見等を意思決定プロセス等にいかにくみ上げて 

いくかの方策に課題を残していると言えよう。 

（ｅ）幹事制度 

 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（規則上、代理権もない）ことなどから、対外的活動・対内的活動に 

おいて、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。また幹事は無報酬 

であり、ボランティア的な地位というには仕事が多すぎると考えられる。さらに現在のよ 

うに事務量が飛躍的に増えた比較法研究所の活動について（将来さらに事業活動を活性化 

させていくならば、いっそう事務の量的・質的な変化はさけられない）、幹事の事務負担は 

相当に重く、複数制の導入も検討されてよいであろう。 

 
（３） 改善策 

1. 管理委員会の充実策 

 所長を含めて管理委員のすべてが法学部を本属とする兼任研究員であることのマイナス 

面が、比較法研究所の意思決定や事業活動に対する関心の低さに現れているように思われ 

る。  

 しかし、兼任研究員制度自体が悪いわけではない。専任が全くいなく、すべての研究員 

が兼任であっても、その研究所を活性化させることは十分に可能である。ただ、そのため 

には、研究員各自の自覚が問題となる。そこで、比較法研究所はまずもって、各研究員（と 

りわけ管理委員を兼ねる研究員）の「研究員としての意識」の昂揚につとめ、より積極的 

な研究活動を「研究所で展開する」こと可能性を模索するように仕向けなければならない 

であろう。 
2. 教員向け広報活動 

 近い将来導入が予定されている、大学の「流動研究員制度」を背景にして、法学系研究 

者に、流動研究員の受入れ機関としての比較法研究所を認知してもらい、その研究期間を 

比較法研究所での研究に当てるようにしてもらうことが研究所の活性化につながるものと 

思われる。もとより、その間の研究成果の発表は、「比較法研究所研究員」の肩書きあるい 

はこの肩書きの併記でなされることとなる。その意味でも、法学系研究者（管理委員を含 

む）に、比較法研究所の存在意義を認知してもらうための積極的広報・啓蒙活動が必要で 
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ある。 

3. 研究活動の活性化策～研究企画委員会の活性化 

 研究活動の活性化策を意思決定機構の問題として捉えるならば、まずは「研究企画委員 

会」の充実・活性化が目標とされるべきであろう。 

 同委員会は、各研究員または研究員集団からの積極的な研究企画を掘り起こすと同時に、 

研究所自体として研究員共通のテーマを設定し研究活動を活性化させていくことが望まれ 

る。いずれにしても、具体的な活性化のためにとられるべき方策の検討が急がれる。 

4. 執行体制の改善策 

 現在の比較法研究所の執行部は、研究員サイドから選出される所長と幹事、事務サイド 

からの事務長（法学部事務長・法学研究科事務長との兼任）と専任事務職員１名ほか、助 

手２名、契約社員数名によって構成されている。比較法研究所助手は、大学助手とは別の 

比較法研究所規則上の助手であり、比較法研究所の業務協力も職務とされている（比較法 

研究所助手規程第２条。ただし、それ以外の処遇は大学の助手と同じである）。 

 幹事制度が導入される以前においては、所長が日常業務について一切の決裁権限を独占 

し、その責任において研究所の運営を行ってきたが、重要事項についての決裁を必要とす 

るときや管理委員会を招集する時間的余裕がないときなどに、独任制機関のマイナス面が 

現れていたように思われる。総務委員会がある意味でその欠陥を補完していたとも言える 

が、臨時の対応という面が少なくなかった。 

 そこで、導入されたのが幹事制度であるが、幹事の権限等から見て所長の負担軽減・権 

限集中の弊害是正に十分に対応できた制度ではないといわなければならない。かねてより 

希望していた副所長制度を導入し、さらに副所長複数制を採用すべきである。 

 加えて、各種「常設委員会」の権限を明文化し、比較法研究所の意思決定機構における 

明確な位置付けを行う必要があると言えよう。一案として、所長を業務執行機関の長とす 

る各常設委員会の長と幹事からなるボードを形成し、各種常設委員会の管掌業務はそのサ 

ブコミッティーとして位置付けて組織するシステムが考えられる。もっとも、そのボード 

の権限等など不明な点が多いが、将来、比較法研究所が発展すればするほど、なんらかの 

運営システム等を考える必要があるであろう。 

 
２．事務組織 

事務組織は合理的に整備され、適切な要員配置がされているか 

 

（１） 現状 

 小人数職場であり、事務長１名、専任職員２名、キャンパス派遣社員１名で業務を遂行 

している。事務長は法学部・法学研究科を兼務している。現在は専任職員２名のうち１名 

欠員のためキャンパス派遣社員で対応している。明年６月までに欠員補充の予定である。 

 独立した事務単位のため、大学本部と対応する主な業務（財務、人事、調査等）につい 

て、すべて１箇所として対応している。例えば財務処理について、件数は年間約500件と 

少ないながらも、財務システム入力（現在アルバイトが代行）・確認・承認（代理）を独自 

に行っている。 

 事務スペース、OA機器、コピー機、事務用品等についても、すべて１事務所として備 

えている。これらの使用頻度は少ないが、他の事務所と離れた位置に事務所があるため、 

独自に購入および維持管理を行う必要がある。例えばコンピュータ端末の管理について、 
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１名で、ＯＷＳ担当者、データ管理担当者、教員用ＰＣ担当者、教研ＰＣ担当者、端末機 

取扱担当者、箇所用WWWサーバ管理者を兼ねているという状態である。 

 

（２） 評価 

 専任職員１名の場合、その者が不慮の事故・病欠などにより数日間以上不在となると、 

キャンパス派遣社員では対応困難なこともあり、業務が円滑に行われなくなる危険性があ 

る。このため、独立した事務体制においては専任職員は２名必要となるが、改善案のよう 

に事務所を統合することにより現在の欠員をカバーすることも可能となる。 

 全体の業務の中で事務所を維持するための業務の占める割合が高いことは問題である。 

他箇所（例えば法学部）でも同じ業務を行っており、その業務内容と業務量に比研で行っ 

ているものと違いがなく、たとえまとめて１箇所でその業務を行ってもその業務量が増え 

ないというものについて、比研独自に業務を行うことは労力の無駄である。 

 さらに、事務用機械器具・備品・用品・消耗品など使用頻度が少ないにもかかわらず独 

自に予算措置せざるをえないことは支出の無駄である。 

 

（３） 改善策 

第１案  法学部・法研との事務所の統合 

 今後B棟に事務機構をまとめることになった場合、法研または法学部との合同事務所（あ 

るいは３者合同事務所）とし、できる限り事務体制の１本化を図ることが望ましいと考え 

る。現在も事務長が兼務であることから、また、比研管理委員全員が法学部教員であるこ 

とから、自然な流れであると思われる。たとえ合同事務所であっても比研が存在する限り、 

法学部・法研から独立した比研としての予算を持ち、その予算の対象者が他学部の教員を 

含む研究員として独立しているため、研究所担当の専任職員は必要となるが、共通の事務 

スペースを持つことにより次の改善点が考えられる。 

 

① 事務スペースの無駄を省くことができ、空スペースを有効利用できる。 

② 事務機器の維持管理にかかる費用や業務量を削減できる。 

③ 事務所用の運営費予算の一本化により、印刷費・消耗品費等の予算削減に繋がるとと 

もに、全体としての財務処理量を減らすことが期待できる。 

④ 研究所担当としては主担当者と副担当者をおき、同時に大学院や学部の業務も担当さ 

せ、縦割りでない事務体制を敷くことにより担当者不在に対応できる。 

⑤ その他これまで別々に行ってきた類似の業務を多数発見し、事務の合理化を図れる。 

⑥ 比研研究員の75％が法学部の教員であるため、１つの事務所で対応できることは法 

学部教員へのサービスの向上である。 

 

第２案 他の研究所の事務所との統合 

 この場合も比研が存在する限り比研担当者は必要であるが、小人数職場のマイナス面が 

無くなり、以下の改善点が考えられる。①から④は第１案の場合と同様の効果がある。第 

１案の⑤⑥のプラス面はないが、第２案の⑤～⑦は第１案にはないメリットである。 

 

① 事務スペースの無駄を省くことができ、空スペースを有効利用できる。 

② 事務機器の維持管理にかかる費用や業務量を削減できる。 
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③ 事務所用の運営費予算の一本化により、印刷費・消耗品費等の予算削減に繋がるととも 

に、全体としての財務処理量を減らすことが期待できる。 

④ 比研担当としては主担当者と副担当者をおき、同時に他の研究所の業務も担当させ、縦 

割りでない事務体制を敷くことにより担当者不在に対応できる。 

⑤ 各研究所が共同研究、受託研究、出版、講演会など同様の業務を持つため、 も良い方 

法を採用し、事務の合理化を図れる。 

⑥ 学部を越えた研究プロジェクトの構築に対応しやすい。 

⑦ 将来、社会科学研究センターに機構改革した場合に対応できる。 

 

 事務担当者としては、第１案、第２案いずれの場合でも、小人数職場の現状を脱するこ 

とで、全体の業務量のうち、事務所を維持するための業務の割合が減少し、比研の本来業 

務である研究支援により力を注げることになると考える。 

 研究員にとって第１案、第２案どちらの形態が望ましいのかを議論する必要がある。 

         
３． 予算執行状況 
（１）現状と評価 
 ここでは、経常予算のうち、一般研究費についてはすでにⅡ研究活動の３．研究助成の 
中で自己点検を行っているため、一般研究費以外の経常費について言及する。各経費の現 
状・評価は次のとおりである。 
 
（ａ）運営費 

 比研の会議開催費（弁当代）、事務用印刷費・通信費、出版物発送費、コピー機購入費等、 

比研の運営のための予算である。この中から1998年度は比研事務所のコピー機（1,375,650 

円）、1999年度は法文センターコピー機（1,261,050円）を購入している。現状の事務体 

制を維持するためには 低限の運営費といえる。 

 

（ｂ）講演会経費 

 年間20回程度の講演会の講師と通訳への謝礼であり、比研予算とは別枠で、講演が発 

生する都度、教務部に講座費として申請している。1996年度まではこの経費を一般研究費 

から支出してきたが、講演会件数の増加・出版費用の増加と一般研究費の減額により対応 

できず現在の措置を講ずることとなった。公開講演会の開催回数は増加の一途を辿ってお 

り、年間160万円もの経費を一般研究費から支出することは不可能なため、現在の申請方 

法は望ましいと考える。 

 

（ｃ）図書関係 

 図書費、図書資料費、図書修繕費から成り、法文センター図書委員（法学部・法研・比 

研から委員を選出）により購入図書・雑誌の決定等、予算執行をおこなっている。比研予 

算は図書・資料の継続購入費に充てられ、新規図書・資料の購入は法学部・法研予算を流 

用している。現在の比較法研究資料は 低限の収書となっているため、現在購入を中止し 

ている継続資料の復活をはじめ、近年社会情勢の変化に伴う法学分野の広がりから、新規 

購入により新しい研究テーマの情報を入手する必要がある。予算の増額は必須である。 
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（ｄ）特別申請分 

 1998年度は40周年記念事業関係予算を特別申請し、年度始めに法学叢書前期５巻分と 

40周年記念行事関連経費が予算措置されたが、結果的にはこの他に40周年シンポジウ 

ム報告謝礼として約50万円、予算申請段階では計画になかった欧州評議会シンポジウム 

に約100万円を支出したため、決算額が予算額を上回った。1998年度は計画になかった 

事業を展開したため、計画的に予算執行を行ったとは言い難い。 

 1999年度は法学叢書後期５巻分が予算措置されたが、出版の遅れから75％にあたる印 

刷製本費を次年度に繰延べた。2000年度予算として特別申請した出版記念会の開催経費は 

1999年度の残額を考慮して期中相談することとなっており、予算を残せたことは計画的な 

執行といえる。 

 

（２）予算執行上の問題点と改善策 

1. 出版物の予算繰延 

 1999年度は年度内に出版できず繰延した出版物が７冊（9,039,000円分）あった。（比 

研叢書27号、比研講演記録集２号、法学叢書５巻）一般研究費決算額10,705,827円のう 

ち4,154,000円を、特別予算6,450,000円のうち4,885,000円をそれぞれ2000年度予算に 

繰り延べ依頼し認められた。これは計画通りに執筆、翻訳、編集が進まなかったことを意 

味しており、実情はそれぞれに遅れた相当の理由があるが、事業が不活発であったと評価 

されてしまう。予算申請段階から出版物の完成時期を見越して計画を立てる必要があり、 

一旦立てた計画は遂行するよう執筆者も事務局も強く意識する必要がある。 

 

2. 事務所の運営費 

 比研事務所が他の事務所と離れ単独で位置している結果として、比研事務所のコピー機 

買い替えを行わねばならないなどの現状があることから、事務所の統合により運営費の節 

減が可能になると思われる。また、会合費については会議開始時刻を12時15分ではなく 

午後１時とすること、または昼食を供する場合には会議出欠の事務所への事前連絡の徹底 

により節減可能となろう。 

 

Ⅳ 自己点検実施体制 

 

（１）「比較法研究所点検・評価報告書」作成経過 

 比較法研究所では、その業務を主に総務、研究企画、出版編集の常設委員会で分担して 

行っていることから、自己点検作業部会のメンバーを各常設委員会の委員長、幹事と比研 

当局とし、各委員会において担当業務について自己点検・評価を実施し、各報告を作業部 

会でまとめ、「比較法研究所点検・評価報告書」として管理委員会の承認を得て、点検・評 

価実施単位別小委員会へ提出した。「比較法研究所点検・評価報告書」作成までの過程は、 

以下のとおりであった。 

1999年 

11月15日 「大学点検・評価委員会規程」施行。委員選出を各箇所長に依頼。 

2000年 

1月13日 第一回大学点検・評価委員会開催。点検・評価方法の検討開始。 

6月1日  大学点検・評価方法の決定。作業部会設置を各箇所長に依頼。 
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6月26日 第一回点検・評価実施単位別小委員会において以下の決定がなされた。 

１） 作業部会を研究所単位で設置すること 

２） 大項目と中項目 

３） 小項目は研究所が設定すること 

４） 対象年度を概ね1998、1999両年度とすること 

7月4日 総務委員会において、作業部会のメンバーを比研所長と幹事、総務、研 

究企画、出版編集の各委員長と幹事、事務局とすることを決定した。 

7月11日 管理委員会において、上記作業部会のメンバーを承認した。 

7月17日 第一回作業部会を開催し、以下を決定した。 

１） 作業手順を次のとおりとする。 

 業務分担別の各委員会で点検・評価を行い、その結果に基づき、作業 

部会で点検・評価書案を作成し、管理委員会で審議決定し、それを点検・ 

評価実施単位別小委員会幹事に内部報告書として提出する 

２） （暫定的）小項目 

9月14日 研究企画委員会において、自己点検・評価について審議した。 

9月19日 総務委員会、出版編集委員会において、自己点検・評価について審議し 

た。 

10月2日 第二回点検・評価実施単位別小委員会にて以下の決定がなされた。 

１） 各研究所作業部会が執筆中の報告書を取りまとめ、12月上旬に報 

告書を作成する。 

２） 第三者評価実施単位は各研究所単位とする。（同系列の教学機関と 

単位を重ねる可能性もある） 

３） 第三者評価委員候補者の推薦は、各研究所が行う。 

 

10月3日 第二回作業部会を開催し、以下を決定した。 

１） 各委員会からの報告(10月末期限)を基に今後の作業部会（11月７、 

21両日）において報告書案をまとめ、11月の管理委員会に諮る。 

２） 今後の作業部会で第三者評価候補者を決定し、同管理委員会に諮る。 

11月6日 第三回点検・評価実施単位別小委員会 

11月7日  第三回作業部会を開催し、各委員会からの報告をとりまとめ、「比較法研 

究所点検・評価報告書」草案作成を行った。 

11月16日 第三回作業部会で作成した草案を全管理委員へ配付し意見を募った。 

11月20日 第四回作業部会を開催し、管理委員からの意見を踏まえた「比較法研究 

所点検・評価報告書」（案）を決定した。 

11月21日 「比較法研究所点検・評価報告書」（案）を管理委員会の資料として事前 

配付した。 

11月28日 管理委員会において、「比較法研究所点検・評価報告書」（案）について 

承認を得た。点検・評価実施単位別小委員会へ「点検・評価内部報告書」 

を提出した。 

11月30日 比較法研究所兼任研究員に「比較法研究所点検・評価報告書」を配付し 

た。 
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（２）評価 

 比較法研究所は、箇所での自己点検作業開始時より、早急に実施体制を確立し、各種常 

設委員会で検討を行い、それをとりまとめ管理委員会で承認を受けるという民主的な方法 

により、報告書を作成した。このことは評価に値する。今後は、この作業の成果として出 

された各改善策を実行に移すことにより、研究所の活性化を図っていきたいと考える。 

 比較法研究所では、大学点検・評価実施方法について、作業を通じて次の問題点が指摘 

された。 

① 大学全体の点検・評価の観点・方法が示される前に、自己点検を実施し報告書を 

作成することは困難である。先ず点検・評価の観点・方法を示してほしい。 

② 「大学点検・評価委員会規程」の規則上の位置付けが不明確である。 

③ 夏季休業期間中に資料・データ作成を行い10月までに各教学機関で承認を得るこ 

とは無理なスケジュールである。 

④ 記述形式の指定がない。（例：各項目につき現状、評価、改善案と３段階とする等） 

 

 

以 上 
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