
法科大学院に係る年次計画履行状況調査結果の概要について

（平成１６年度）

１．調査の目的等

年次計画履行状況調査（以下 「アフターケア」という ）は，文部科学省告示（※１参， 。

照）に基づき，設置認可後の当該認可時における留意事項（設置基準の要件は満たしてい

るが，当該事項について一層の改善・充実が必要と認められた事項 ，授業科目の開設状況，）

，教員組織の整備状況その他の設置計画の履行状況について，各法科大学院から報告を求め

書類又は実地により調査を行い，各法科大学院の教育研究水準の維持・向上及びその主体

的な改善・充実に資することを目的として実施した。

２．調査対象及び実施体制等

今回のアフターケアは，大学設置・学校法人審議会法科大学院特別審査会（ ）に別紙１

「アフターケア（ＡＣ）部会」を設置し，制度発足初年度に当たる平成１６年度に開設し

た国立大学２０大学，公立大学２大学，私立大学４６大学の合計６８大学の法科大学院を

対象として を実施した（ 。書面調査 別紙２）

また，認可の際に，

① 教育課程の一層の質的充実，

② 多数の授業科目について，実質的な教員の補充，

③ 施設等の一層の充実や履修指導体制等への配慮

。などに関する留意事項が付された法科大学院（１４校）については， を実施した実地調査

３．総合所見

全般的には，各法科大学院において，法科大学院制度の趣旨に則って，おおむね設置計

画に従って整備・充実が図られているといえる。運用・実施状況の全体を概観すると，各

法科大学院において，それぞれが設定した理念・目的を実現するために，教育課程の質的

充実・改善を軸に，設置計画に沿った，創意工夫ある種々の取組が行われつつある状況で

あることが窺われた。

，本年度は法科大学院制度の発足初年度ということもあり，入学者選抜，教育課程の運営

教員組織の整備，ＦＤへの取組など多くの面で試行錯誤の部分もあり，改善すべき点も少

なからず見受けられた。

今後，各法科大学院の設置計画の円滑かつ確実な履行はもとより，学生のニーズ等にも

目を向けながら，専門職大学院にふさわしい教育研究水準の確保と向上に向けて，一層の

創意工夫が期待される。

なお，今年度の調査結果を踏まえ，新たな留意事項が付されたもの及び，引き続き，認

可時の留意事項への対応が求められたものは， のとおりである。別紙３

４．調査結果の概要



各法科大学院に対する書面調査及び実地調査の結果の各項目ごとの全般的な状況は，以

下のとおりである。

( ) 学生の入学状況1
学生確保の面において，入学定員を大きく下回っている法科大学院（３校 ，法学既修者）

の受入が当初構想よりも著しく下回っている法科大学院（１４校）がみられた。一方，入

学定員を２割以上，上回って学生を受け入れている法科大学院（７校）もみられた。

いずれの法科大学院においても，これらの状況を踏まえ，入学者選抜方法等の改善・充

実のための方策が検討・実施されている。

( ) 教育課程の運営状況2
授業科目の開設状況については，各法科大学院において，おおむね設置計画どおりに①

開設・運営されているが，法学既修者の受入が少ない法科大学院では，未開講科目が多

数生じるなどの事態が見受けられる。これらの点は，学年進行に伴い，徐々に解消され

ると推察されるものの，運営面での工夫も望まれる。

実地調査を行った法科大学院では，その規模に関わらず，おおむね少人数教育による，②

きめ細かい履修指導体制がとられており，学生の授業等に対する満足度も総じて高い状

況が窺われたが，今後，改善すべき点としては，以下のような課題が挙げられる。

法学既修者の受入が少ない法科大学院では，行き届いた指導により成果がみられる1)
反面，多方向授業（学生・教員相互の間において，質疑応答や討論等を行う授業）の

教育方法及び教育効果について課題がみられた。また，一部の法科大学院では，法学

既修者の認定に当たっての基準・手続の適正な運用について改善の余地がみられた。

多くの法科大学院で，法学基礎知識の習熟度が一様とはいえない法学未修者に対す2)
る初年次教育について，学力レベルに応じた個別指導を行うなど，様々な取組が講

，じられているが，従来の学部教育における一方的な講義形式からいかに脱却するか

未修者を対象とした授業において双方向的手法をどのように取り入れるかなど，授

業運営の面で，なお苦慮している状況が窺われた。

成績評価については，客観的・統一的な基準の明確化，その基準の学生に対する明3)
示，評価の厳格な運用方法の面で，再検討を要するところが相当数みられた。

法律基本科目に関して，正課外としてではあるが，新司法試験対策を念頭に置いた4)
特別の講座を開設している法科大学院が一部にみられた。たしかに，法律基本科目履

修の充実が重要であることは否定できない。しかし，法科大学院制度の趣旨に照らす

と，この点は，学生の自主的学習の一環であるとの位置づけを明確にするとともに，

新司法試験対策に偏重することのないよう，本来の授業との関係についても適切に配

慮していく必要がある。また，法律基本科目に関する補習授業の実施についても，上

記の趣旨を踏まえて，基本科目の履修に過度に偏ることのないよう，学生や教員の実

質的な負担を考慮するとともに，学生に対し，ガイダンス等を通じて，展開・先端科

目や基礎法学・隣接科目の履修などを含む，幅広い知識を修得させるための工夫・努

力が望まれる。

このほか，とくにクラスを分け，同一科目名で，授業を実施する場合などにおい5)



て，教員間の授業内容，方法，教材の利用等について検討・調整が不十分であるこ

となど，授業の運営の面で，学生からの改善要望意見があった。

( ) 教員組織の整備状況3
，教員組織については，おおむね設置計画どおりに整備・補充が進められているが，今後

学年進行に伴い，学生が増加することを踏まえ，教員の教育負担面への配慮の方策や，教

員の年齢構成のバランスなど，中・長期的な視点からの教員組織の整備・充実を図ってい

くことが必要と思われる。

また，一部の法科大学院では，法律基本科目につき専任教員の配置が行われていない状

況がみられたため，引き続き，早急な対応を要請した。

( ) 施設・設備の整備状況4
施設・設備については，大学間で差はみられるものの，設置計画に沿って順次，整備が

進められている。

とくに実地調査を行った法科大学院の全てが専用施設（講義室，演習室，自習室，図書

室など）を有しており，そのほとんどにおいて，パソコンやデータベースの利用などの環

境面にも配慮が行き届いている。また，小規模校では個々の学生専用のキャレル（自習

机 ，ロッカー等が整備されており，学生の満足度も非常に高い状況が窺われた。今後，学）

年進行に伴い，学生数が増加するので，学生の多様なニーズも踏まえつつ，利用計画の整

，備や利便性の一層の向上を図ることが必要と思われる。また，一部の法科大学院において

図書について，基本書の充実，貸出しルールの明確化などの面で学生からの改善要望意見

があった。

( ) ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント：教育内容及び方法の改善を図るための組5
織的な研修及び研究）への取組状況

実地調査を行った法科大学院のＦＤへの取組状況としては，相当数の法科大学院で，教

育内容・方法の改善を図るためのＦＤ委員会（会議）などの組織が整備されているが，教

育内容・方法面での改善・充実方策等に関する組織的な取組は未だ十分ではなく，教員

個々によって，授業に取り組む姿勢や意識に格差がみられた。

このほか，ＦＤの一環として，学生への授業評価アンケートが実施されているが，その

結果の活用を組織的に検討することなく，個々の教員の判断に委ねられていたり，教員間

で対応にもバラツキがみられるなどの状況が見受けられた。また，学生に対して結果等が

ほとんどフィードバックされておらず，今後，改善点等を含め学生に対してもその結果等

を広く公表するなどの取組の充実が望まれる。

全般的に，ＦＤに関する各種委員会が設置されており，教育の質の向上及び改善に結び

付けるためのシステムは整備されている状況は窺えるものの，その実質的な活動や組織的

な取組の面で，なお課題が多く残されており，教員の意識の啓発を含め，今後一層の充実

が必要と思われる。

( ) 自己点検・評価への取組状況6



自己点検・評価への取組状況として，実地調査を行った法科大学院の多くは，内部組織

として自己点検・評価委員会を設置し，具体的な点検項目・内容等について検討を進めて

いるが，一部の法科大学院では，内部に独自の委員会等を設けず，全学的な委員会におけ

る取組にとどめていたり，具体的な活動が十分でない状況が見受けられた。今後，認証評

価などを視野に入れつつ，法科大学院として独自の自己点検・評価体制を整備し，実質的

な取組を推進する必要性がある。また，例えば，ホームページ等を活用して，これらの結

果や認可等の際に付された留意事項への対応状況などを含め，自己点検・評価結果に関す

る情報を積極的に開示することも今後期待される。

５．その他

文部科学省では，大学設置・学校法人審議会法科大学院特別審査会の本年度の調査結果

を踏まえ，今後，各法科大学院が完成年度以降に実施を義務付けられている「認証評価」

との有機的な連携が図られるよう，来年度の調査の実施に向けて，調査報告書の様式等の

改善・充実を図り，年次計画履行状況調査を通じて，各法科大学院の特色を活かした主体

的な取組を支援・促進していくこととしている。

※１ 文部科学省告示第５０号（抄）

大学院設置基準（昭和４９年文部省令第２８号）第３３条の規定に基づき，新たに大

学院等を設置する場合の教員組織，校舎等の施設及び設備の段階的な整備について次の

ように定める。

平成１５年３月３１日

（１・２略）

３ 文部科学大臣は，大学院等の設置又は課程の変更を認可した後，当該認可時におけ

る留意事項，授業科目の開設状況，教員組織の整備状況その他の年次計画の履行状況に

ついて報告を求め，必要に応じ，書類，面接又は実地により調査することができるもの

とする。



大学設置・学校法人審議会（大学設置分科会）

法科大学院特別審査会委員名簿

〔平成１７年２月現在〕

氏 名 職 名 等

雨宮 忠 独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長

安西 祐一郎 慶應義塾長

磯村 保 神戸大学大学院法学研究科教授

伊藤 眞 東京大学大学院法学政治学研究科教授

大谷 晃大 法務省大臣官房司法法制部司法法制課長

柏木 昇 中央大学大学院法務研究科教授

加藤 新太郎 司法研修所教官（判事）

亀井 尚也 兵庫県弁護士会所属

日 本 弁 護 士 連 合 会 法 科 大 学 院 問 題 特 命 嘱 託川端 和治

川村 正幸 一橋大学大学院法学研究科教授

小早川 光郎 東京大学大学院法学政治学研究科教授

角田 邦重 中央大学長

◎田中 成明 京都大学理事・副学長

○永田 眞三郎 関西大学法学部教授

中森 喜彦 京都大学大学院法務研究科教授

住 友 化 学 株 式 会 社 特 別 顧 問諸石 光煕

【ＡＣ部会】

石川 敏行 中央大学大学院法務研究科教授

大八木 治夫 東京高等検察庁

□加藤 哲夫 早稲田大学法学部長□

小林 哲也 第二東京弁護士会所属

白濱 清貴 法務総合研究所教官兼総務企画部副部長

野村 豊弘 学習院大学大学院法務研究科教授

濱田 道代 名古屋大学大学院法学研究科教授

□三井 誠 神戸大学大学院法学研究科教授

宮島 司 慶應義塾大学法学部教授

村上 博信 東京地方裁判所判事

※ ◎、○は特別審査会における主査及び副主査

□、□はＡＣ部会における主査及び副主査□

【別紙１】



〔国立〕
　大　学　院　名  研究科・専攻名  位　　置

1 北海道大学大学院 法学研究科　法律実務専攻 100  北海道
2 東北大学大学院 法学研究科　総合法制専攻 100  宮城県
3 千葉大学大学院 専門法務研究科　法務専攻 50  千葉県
4 東京大学大学院 法学政治学研究科　法曹養成専攻 300  東京都
5 一橋大学大学院 法学研究科　法務専攻 100  東京都
6 横浜国立大学大学院 国際社会科学研究科　法曹実務専攻 50  神奈川県
7 新潟大学大学院 実務法学研究科　実務法学専攻 60  新潟県
8 金沢大学大学院 法務研究科　法務専攻 40  石川県
9 名古屋大学大学院 法学研究科　実務法曹養成専攻 80  愛知県
10 京都大学大学院 法学研究科　法曹養成専攻 200  京都府
11 大阪大学大学院 高等司法研究科　法務専攻 100  大阪府
12 神戸大学大学院 法学研究科　実務法律専攻 100  兵庫県
※13 島根大学大学院 法務研究科　法曹養成専攻 30  島根県
14 岡山大学大学院 法務研究科　法務専攻 60  岡山県
15 広島大学大学院 法務研究科　法務専攻 60  広島県

 香川県
 愛媛県

※17 九州大学大学院 法務学府　実務法学専攻 100  福岡県
18 熊本大学大学院 法曹養成研究科　法曹養成専攻 30  熊本県
※19 鹿児島大学大学院 司法政策研究科　法曹実務専攻 30  鹿児島県
20 琉球大学大学院 法務研究科　法務専攻 30  沖縄県

小計 ２０大学 　 1,650 人

※21  東京都立大学大学院  社会科学研究科  法曹養成専攻 65  東京都
22  大阪市立大学大学院  法学研究科  法曹養成専攻 75  大阪府

小計 ２大学 140 人

23  東北学院大学大学院  法務研究科  法実務専攻  50  宮城県
24  白鷗大学大学院  法務研究科　法務専攻 　　　 30  栃木県
25  大宮法科大学院大学  法務研究科  法務専攻      100  埼玉県
26  駿河台大学大学院  法務研究科  法曹実務専攻      60  東京都
27  獨協大学大学院  法務研究科  法曹実務専攻 50  埼玉県
28  青山学院大学大学院  法務研究科　法務専攻　       60  東京都
29  学習院大学大学院  法務研究科  法務専攻　　　　  65  東京都
30  慶應義塾大学大学院  法務研究科  法務専攻　　　　  260  東京都
31  國學院大学大学院  法務研究科  法務職専攻       50  東京都
32  駒澤大学大学院  法曹養成研究科  法曹養成専攻   50  東京都
33  上智大学大学院  法学研究科　法曹養成専攻　　　　　 100  東京都
34  成蹊大学大学院  法務研究科  法務専攻　　　　　　　　 50  東京都
35  専修大学大学院  法務研究科　法務専攻 60  東京都
36  創価大学大学院  法務研究科　法務専攻                 50  東京都
37  大東文化大学大学院  法務研究科  法務専攻                 50  東京都
※38  中央大学大学院  法務研究科  法務専攻            300  東京都
39  東海大学大学院  実務法学研究科  実務法律学専攻            50  東京都
40  東洋大学大学院  法務研究科  法務専攻            50  東京都
※41  日本大学大学院  法務研究科  法務専攻            100  東京都
42  法政大学大学院  法務研究科  法務専攻            100  東京都
43  明治大学大学院  法務研究科  法務専攻             200  東京都
44  明治学院大学大学院  法務職研究科　法務専攻  　　　　 80  東京都
45  立教大学大学院  法務研究科  法務専攻　　　　　　 70  東京都
46  早稲田大学大学院  法務研究科  法務専攻　　　　　　 300  東京都
47  神奈川大学大学院  法務研究科  法務専攻               50  神奈川県
48  関東学院大学大学院  法務研究科  実務法学専攻　　　　  60  神奈川県
49  桐蔭横浜大学大学院  法務研究科  法務専攻               70  神奈川県
※50  山梨学院大学大学院  法務研究科  法務専攻　　           40  山梨県
※51  愛知大学大学院  法務研究科  法務専攻　　           40  愛知県
※52  中京大学大学院  法務研究科  法務専攻                30  愛知県
53  南山大学大学院  法務研究科　法務専攻 　　　　 　　　 50  愛知県
※54  名城大学大学院  法務研究科  法務専攻      　　　　　 50  愛知県
55  京都産業大学大学院  法務研究科  法務専攻                 60  京都府
56  同志社大学大学院  司法研究科  法務専攻                150  京都府
57  立命館大学大学院  法務研究科　法曹養成専攻　　　　　 150  京都府
※58  大阪学院大学大学院  法務研究科  法務専攻 　     50  大阪府
59  関西大学大学院  法務研究科  法曹養成専攻    130  大阪府
60  近畿大学大学院  法務研究科  法務専攻          60  大阪府
61  関西学院大学大学院  司法研究科　法務専攻 　　 　　 125  兵庫県
62  甲南大学大学院  法学研究科  法務専攻　　　　　 60  兵庫県
※63  神戸学院大学大学院  実務法学研究科  実務法学専攻      60  兵庫県
※64  姫路獨協大学大学院  法務研究科  法務専攻                  40  兵庫県
65  広島修道大学大学院  法務研究科  法務専攻               50  広島県
66  久留米大学大学院  法務研究科  法務専攻               40  福岡県
67  西南学院大学大学院  法務研究科  法曹養成専攻  　     50  福岡県
68  福岡大学大学院  法曹実務研究科  法務専攻　 50  福岡県

小計 ４６大学 3,800 人

合計 ６８大学 5,590 人
※は，実地調査を実施（１４校）

香川大学・愛媛大学連合法務研究科　法務専攻 30

【別紙２】

〔公立〕

〔私立〕

平成１６年度開設法科大学院一覧

入学定員(人)

※16 香川大学・愛媛大学大学院（連合）



大　学　院　名  研究科・専攻名 留　意　事　項

千葉大学大学院  専門法務研究科　法務専攻
・　法律基本科目の民事訴訟法の科目については，理論的教育を担う専任教員
　を配置するよう，引き続き努めること。

島根大学大学院  法務研究科　法曹養成専攻

・　教育課程の編成と内容について，引き続き質的充実を図ること。
・　成績評価基準の明確化に努め，あらかじめ学生にそれを明示する等，適切
　に運用すること。
・　自己点検・評価の実効的な実施体制の整備に努めること。
・　授業運営（双方向・多方向授業の工夫など）について，各教員間の共通理
　解が図られるよう，ＦＤ（授業内容及び方法の改善を図るための組織的な研
　修及び研究）活動の一層の推進に努めること。

九州大学大学院  法務学府　実務法学専攻

・　法学未修者に対する法律基本科目の配置・内容が，学生の理解度に合わせ
　て実施できているかどうかについて再度，検討するとともに，法律基本科目
　と展開・先端科目の区別について再整理すること。
・　成績評価基準の明確化に努め，あらかじめ学生にそれを明示する等，適切
　に運用すること。

鹿児島大学大学院  司法政策研究科　法曹実務専攻

・　教員組織について，平成１７年度の刑事訴訟法の科目に，専任の研究者教
　員が配置されていないため,オフィスアワー等,学生指導に支障のないよう,
　引き続き留意すること。
・　成績評価について，申請書の記載に基づき，基準の明確化に努め，あらか
　じめ学生にそれを明示する等，適切に運用すること。
・　ＦＤ（授業内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究）の実
　効的な実施体制の早期の整備に努めること。

 東京都立大学大学院  社会科学研究科  法曹養成専攻

・　法律実務基礎科目の充実をはじめ，理論と実務の架橋により留意した教育
　課程編成に，引き続き努めること。
・　成績評価については，その基準をあらかじめ学生に明示する等，適切な運
　用に努めること。

 白鷗大学大学院  法務研究科　法務専攻
・　専任教員の年齢構成に偏りがあるため，早期に対応するよう，引き続き努
　めること。

 駿河台大学大学院  法務研究科  法曹実務専攻
・　専任教員の年齢構成に偏りがあるため，早期に対応するよう，引き続き努
　めること。

 専修大学大学院  法務研究科　法務専攻
・　法律基本科目の民事訴訟法の科目については，理論的教育を担う専任教員
　を配置するよう，引き続き努めること。

 中央大学大学院  法務研究科  法務専攻
・　授業運営（特に同一科目名で複数開講する授業など）について，各教員間
　の共通理解が図られるよう，ＦＤ（授業内容及び方法の改善を図るための組
　織的な研修及び研究）活動の一層の推進に努めること。

 東洋大学大学院  法務研究科  法務専攻
・　専任教員の年齢構成に偏りがあるため，早期に対応するよう，引き続き努
　めること。

 日本大学大学院  法務研究科  法務専攻

・　成績評価基準の明確化に努め，あらかじめ学生にそれを明示する等，適切
　に運用すること。
・　授業運営（特に法学未修者に対する双方向授業の工夫など）について，各
　教員間の共通理解が図られるよう，ＦＤ（授業内容及び方法の改善を図るた
　めの組織的な研修及び研究）活動の一層の推進に努めること。
・　専任教員の年齢構成に偏りがあるため，早期に対応するよう，引き続き努
　めること。

 山梨学院大学大学院  法務研究科  法務専攻
・　専任教員の年齢構成に偏りがあるため，早期に対応するよう，引き続き努
　めること。

 愛知大学大学院  法務研究科  法務専攻
・　法律基本科目の行政法の科目については，理論的教育を担う専任教員を配
　置するよう，引き続き努めること。
・　履修指導の一層の充実に努めること。

 中京大学大学院  法務研究科  法務専攻

・　法律基本科目の民事訴訟法の科目については，理論的教育を担う専任教員
　を配置するよう，引き続き努めること。
・　引き続き，成績評価基準の明確化に努め，あらかじめ学生にそれを明示す
　る等，適切に運用すること。
・　図書室の蔵書の充実及び場所的な利便性の向上に努めること。
・　自己点検・評価の実効的な実施体制の整備に努めること。
・　ＦＤ（授業内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究）体制
　を早急に整備し，学生の授業評価アンケートの結果の活用なども含め，ＦＤ
　活動の一層の推進に努めること。

 名城大学大学院  法務研究科  法務専攻

・　法学既修者の履修科目の登録の上限を４０単位に設定していることについ
　て，再検討すること。
・　成績評価基準の明確化に努め，あらかじめ学生にそれを明示する等，適切
　に運用すること。
・　授業運営（双方向授業の工夫など）について，各教員間の共通理解が図ら
　れるよう，ＦＤ（授業内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研
　究）活動の一層の推進に努めること。
・　設置の趣旨が実現できるよう，申請書の記載事項（特にＦＤ，成績評価，
　学生カルテなど）について，確実な履行に努めること。

 大阪学院大学大学院  法務研究科  法務専攻

・　現職の社会人対象の法科大学院であるという特色を踏まえ，学生の十分な
　自習時間の確保や学修の負担面を考慮し，長期履修制度などの導入も含め，
　履修形態について検討すること。
・　成績評価基準の明確化に努め，あらかじめ学生にそれを明示する等，適切
　に運用すること。
・　専任教員の年齢構成に偏りがあるため，早期に対応するよう，引き続き努
　めること。

 神戸学院大学大学院  実務法学研究科  実務法学専攻

・　成績評価基準の明確化に努め，あらかじめ学生にそれを明示する等，適切
　に運用すること。
・　授業運営（双方向・多方向授業の工夫など）について，各教員間の共通理
　解が図られるよう，ＦＤ（授業内容及び方法の改善を図るための組織的な研
　修及び研究）活動の一層の推進に努めること。

 姫路獨協大学大学院  法務研究科  法務専攻

・　教育課程の編成と内容について，引き続き質的充実を図ること。
・　専任教員の年齢構成に偏りがあるため，早期に対応するよう，引き続き努
　めること。
・　学生の授業評価アンケート結果の活用なども含め，ＦＤ（授業内容及び方
　法の改善を図るための組織的な研修及び研究）活動の一層の推進に努めるこ
　と。

　※　この他，当該大学を設置する学校法人の設置する大学等の入学定員の超過に関する留意事項が付されたもの　２９校。

平成１６年度法科大学院年次計画履行状況調査の結果による個別留意事項

【別紙３】


