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I　はじめに

　1．ただ今、ご紹介に与りました竹下でございます。

　この度、一橋大学法学部が創立50周年を迎えられ、真にお目出度く、かって一

橋大学法学部に籍を置きました1人として、心から慶賀する次第でございます。

そのお祝いの記念行事の1つとして、記念講演を致す機会を与えて頂き、大変光

栄に存じ、山内敏弘法学研究科長はじめ現役の法学部・法学研究科スタッフの皆

様に厚く御礼を申し上げたいと存じます。もっとも、このような晴れがましい大

役は、本来、私よりも蓬かに適任の方が先輩にも後輩にもおられると思うのであ

りますが、法学部50年のうち26年問お世話になりましたので、山内研究科長から

お声をかけられますと無碍にお断りすることもできず、お弓1き受けすることに

なったわけであります。

　本日お話し致しますテーマは「司法制度改革とこれからの法学教育」という、

大変大きなものでありまして、どこまで皆様のご期待に応え得るか、全く自信が

※　本稿は・平成13年11月24日に開催された「一橋大学法学部創立50周年記念講演・シンポジウム」

　　において・筆者が行った記念講演の速記録に、加董・訂正したものである。読者の便宜のため、

　　章節に区分し見出しを付けた外、若干の注を付した。ただ、本稿の主題である法暫養成制度の改

　　革・法科大挙院に関する文献・資料は枚挙に暇がないほど多数にのぼるので、ここでは、本稿の
　　趣旨を理解して頂くのに必要と思われる若干のものを引用するにとどめた。読者ならびにヒこに
　　弓1用しなかった文献の著者各位のご諒解を得たい。

※※　一橋大学名誉教授

　　『一橋法学」（一橋大学大学院法学研究科）第1巻第1号2000年3月1SSN1317・0388

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1



｛2〕竹下　守夫・司法制度改革とこれからの法学教育

こざいませんが、司法制度改革審議会の一員であったという経緯もあり、わが国

におけるこれからの法学教育を考える1っの素材を提供するという趣旨で、私の

考えるところを述べて責めをふさぎたいと思います。

　2．本題に入ります前に、2，3、お断りを申し上げたいと思います。

　第1は、これからの法学教育を考える場合に、避けて通れない「法科大学院」

の問題でありますが、法科大学院は、言うまでもなく、わが国では全く新しい制

度でありますから、試行錯誤を通じて変動し、また段階的に進展していくものと

して考えなければならないであろうということであります。勿論、教育制度をみ

だりに改変することは避けるべきでありますので、今後のわが国の法曹養成制度

の中核として法科大学院という教育機関を設置する以上、その制度的枠組み自体

を変える．ことには慎重でなければならないと思いますけれども、法科大学院の教

育内容、教育方法、教員組織等の具体的在り方は、試行錯誤を通じ、また段階的

に改善されるものとして考えるぺきであろうと思います。

　法曹養成制度を新たに整備し、その中核を成すものとして法科大学院を設ける

ことを提言致しました司法制度改革審議会の意見書におきましても、このような

考え方がとられていると申せますし、また先頃公表されました「法科大学院の教

育内容・方法等に関する研究会」の「中問まとめ骨子（案）」1〕も、同様である

と申せましょう。

　したがって、本日申し上げることも、これからの法学教育の在り方に関する現

時点での1っの考え方とご理解頂ければ幸いであります。とくに法科大学院に関

する部分は、そうであります。

　次に、本日、「法学教育」と私が申しますのは、法科大学院におけるそれだけ

ではなく、学部レベルの法学教育を含む趣旨であるということでありま九法科

大学院構想が打ち出されました当初から、法科大学院を設けた場合における学部

教育の在り方が問題とされきたことは、皆様よくご存じのとおりであり、これか

1）平成13年11月17日開催の日本法律家協会・商事法務研究会主催「シンポジウム・法科大学院のカ

　リキュラム・教育方法を考える一第3者評価基準の観点から」における配布資料「法科大学院
　の教育内容・方法等に関する中間まとめ骨子（案）」を指す。以下では単に「骨子案」と略称す

　る。その後、このシンポジウムの内容は、NBL728号、729号に掲載された。
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らのわが国の法学教育を考えるときには・両者を合わせて問題とすべきことは当

然であるからであります。

　それから、さらにお断りしておきたいことは、一橋大学法学研究科におかれて

は、本年（平成13年）2月17日に、「一橋大学の法科大学院教育構想」を他に先

駆けて公表されました。その中では、学部教育の改革案も示されており、内容的

にも良く考えられ、敬意を表すべきものでありますが、本日の私の話は、この

「一橋大学の法科大学院教育構想」そのものを論評することを意図するものでは

なく、むしろこれをも参考としての一般論であるということであります。

I1　「司法制度改革審議会意見書」における法曹養成制度改

　　　革の位置づけ

　1　今回の司法制度改革の理念及ぴ課題

　そこで、本題に入りますが、まず司法制度改革審議会意見書における法曹養成

制度改革の位置づけを確認しておきたいと患います。

　今回の司法制度改革の理念は、21世紀を迎えて、法の支配を我が国の隅々にま

で浸透させ、個人の尊厳と国民主権の理念を実現することにあります。そのため

に成すべきこと、っまり司法制度改革の課題は何かと申しますと、人によって多

少理解が異なるところが有りえますが、私は、今回の司法制度改革の課題は、一

言で申せば「司法機能の強化」にあると考えております。

　司法制度改革審議会意見書に・司法制度改革の3っの柱が挙げられていること

はご承知だと思いますが、それは、第1に「司法制度それ自体の改革」、第2に

「司法の担い手たる法曹制度の改革」、第3に「司法の国民的基盤の確立」であり

ま九これらはいずれも、司法機能を強化し、その強化された司法によって、透

明なルールによる問題の解決・ルールに基づく権利保護あるいは責任の追及を行

い、もって法の支配する、透明なルールによって統制された社会を実現するとの

観点から改革の柱とされているものであります。

　この意見書の1っの大きな特色、かっての臨時司法制度調査会意見書2）、ある

2）「臨時司法制度調査会意見奮」法暫時報16巻8号別冊（1964年）。



（4〕竹下　守夫・司法制度改革とこれからの法学教育

いは今般の司法制度改革に先立つ政治改革、行政改革等に対する特色は、司法制

度の改革を司法の人的基盤・人的インフラの強化に重点を置いて考えているとこ

ろにあると申すことが出来ると思います。

　東京大学学長の佐々木毅氏は、ある法律雑誌のインタビューの中で、司法制度

改革審議会意見書の評価に関連して、「新たに司法の世界に入る人材がその数を

増加させていくことは、結局、リーガル・プロフェッションの影響力が日本社会

の中で強まることにっながり、競争関係にある他のセクターに対する人材供給源

をリーガル・プロフェッションが握ることを意味する。」との趣旨のことを述べ

ておられますが3）、これも、意見書のこのような特色とその政治的効果を指摘し

たものと恩われます。

　2　人的基盤強化に関する「意見書」の基本姿勢　　法科大学院構想の原点

　　ω　「意見書」の求める法曹の在り方

　次に、では、意見書は、司法制度改革にとっての人的基盤の強化の問題、ある

いは、これからのわが国の司法の担い手としての法曹の在り方にっき、いかなる

基本姿勢をとっているのかを見ておきたいと思います。意見書では、第3章「司

法制度を支える法曹の在り方」の冒頭において、「制度を生かすもの、それは疑

いもなく人である。」と書き出し、さらに、「21世紀の司法を支えるための人的基

盤の整備としては、プロフェッションとしての法曹（裁判官、検察官、弁護士）

の質と量を大幅に拡充することが不可欠である。」と述べております。

　ここでは、その量の面での拡充は措くとして、質の面での拡充については、続

いて、次のように述べています。すなわち、「21世紀の司法を担う法曹に必要な

資質として、豊かな人問性や感受性、幅広い教養と専門的知識、柔軟な思考力、

説得・交渉の能力等の基本的資質に加えて、社会や人間関係に対する洞察力、人

権感覚、先端的法分野や外国法の知見、国際的視野と語学カ等が一層求められる

ものと思われる。」というのであります。

　これは、これからのわが国の司法にとって、単なる法曹の質の維持ではなくて、

3）　佐々木毅「人的インフラを意識した改革」月刊司法改革23号4頁・5頁（2001年）。
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その一層の高度化、換言すれば、社会経済の構造変化と国際的な相互依存関係、

世界的規模の競争の中で広く深い教養と、高度の専門性に裏付けられた知的リー

ダーシップを有するプロフェッショナルとしての法曹が求められている、との認

識を示すものであります。

　　12〕法曹養成制度の改革の必要性と新たな法曹養成制度の中核としての法科

大学院

　意見書は、このような司法の人的基盤としての法曹の質と量とを同時並行的に

拡充するために、法曹養成制度の改革を提言し、その中核として、「法曹養成に

特化した実践的な教育を行う学校教育法上の大学院」としての、法科大学院を置

いたのであります。

　そこで、意見書が、法科大学院の教育理念として、その統合的実現を求めると

ころは、ただいま申しました21世紀の司法を支える「法曹像」に対応するものと

なっているのであります。それは、①第1に、先端的法領域にっいての基本的理

解を含め、法曹に必要な専門的資質、能力の習得と豊かな人問性の酒養、②第2

に、批判的・創造的な思考力と法的分析力・法的議論能力の育成、③第3に、法

曹としての責任感・倫理観の滴養と社会的貢献の精神、であります。

　これらは・一見すると、在り来りの教育理念のように見えるかも知れません。

しかし、私の理解するところ、これらは、プロフェッションの本質に根ざし、璽

く受け取られるべきものであります。法社会学者の石村善助教授によれば4）、プ

ロフェッションとは「学識に裏付けられ、それ自身一定の基礎理論をもった特殊

な技能を、特別の教育又は訓練によって習得し、それに基づいて、市民の中の

個々の依頼者の具体的求めに応じて、それに適した奉仕活動を行い、よって社会

全体の利益のために尽くす職業である。」といわれております。つまり、学識、

利他主義ないし社会的貢献、及び職業倫理の3っを基本的特色とするといわれる

のであります。ただいま挙げました法科大学院の教育理念は、これを現代のリー

ガル・プロフェッションに則して具体化したもの、と言うことができるでありま

4）　石村善助『現代のプロフェッション』25頁・38頁（1969年）。

5
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しょう5）。

皿　法曹養成制度改革が法学教育に与えるインパクト

　1　法科大学院における法学教育プロクラムの創出と学部レペルにおける法学

　　　教育の在り方の再検討

　そこで、次に、「法曹養成制度改革が法学教育に与えるインパクト」にっいて

申し上げたいと思います。

　従来の大学院の法学系研究科（法学研究科）においても、平成3年の大学院設

置基準の改正以後、研究者養成に加えて・高度専門職業人養成のコースを設ける

ところが少なくありませんでしたが、それは、法曹養成に特化したものではあり

ませんでした。そこで、新たな法曹養成制度の中核となり、法曹養成に特化した

教育を行うものとしての法科大学院が設置されることになると、大学は、全く新

しい、いわば未知の、大学院レベルにおける法学教育プログラムを創出する必要

に追られることとなりました。これが、目下各大学の法学教育担当者の最大の関

心事であり、また最も頭を悩ましている問題であ’ります。

　しかし、大学院レベルにおける新たな法学教育プログラムの設定が、学部レベ

ルの法学教育にもインバクトを与えずにおかないことは、法科大学院構想が論じ

られるに至った当初から意識されていたところであります。法科大学院構想にっ

5）因みに、古典的3大プロフェッションは、周知のように、法曹、聖職者、医師であるが、4つの
　学部から構成された中世ヨーロッパの大学で、これらのプロフェッションの教育を目的としたの

　が、法学部、神学部、医学部であり、これら3学部の専門職的教育に対して、残る1っの学芸学
　部ないし哲学部で行われた、専門職教科に対立する教科がリベラル・アーツ、つまり「職業的学

　芸」から「自由な学芸」の起源のようである。舘昭「教養教育再考」lDE現代の高等教育407号
　20頁（1999年）は、近時の教養教育の再構築の動向とリベラル・アーツとの関係という文脈の中

　で、「リベラル・アーツは、文化一般ではなく、その内の、ディシプリンをもった学芸であ
　　る。…　　それは労働からの拘束を受ける職業学芸に対してリベラ、すなわち自曲な学芸であっ

　ても、専門と対置される概念ではない。中世では、神父、医師、法暫養成の専門職学部に対し
　て、近代ではそれに新專門職業であるエンジニアやビジネス・アドミニストレイターなどを加え

　た、尊門職業人養成のための学芸に対して、人文学、社会科学、自然科学の基礎学術をリペラ

　ル・アーツというのである。」と述ぺている。川口昭彦「教養教育改革論」IDE現代の高等教育
　426号38頁（2001年〕が、「大学での教養はリベラルアーツとして謙論されることが多いが、そも

　そもそこに混乱の原因の1つがあるように患われる。新大学設置基準にも述べられているよう
　に、r教養』と対になるのは噂門の学芸』である。リベラルアーツは、専門職的教科に対して
　学問的教科を指すものであって、専門と教餐の区別に関わる概念ではない。」とされるのも、同
　趣旨と思われる。これらの指摘を読んで、私は目から鱗の藩ちる思いがした。
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いての問題提起者たる栄誉を担うべき柳田幸男弁護士の初期の論文において、す

でにそのことが指摘されていたことは良く知られているとおりであります6）。

　そこで多くの大学は、法科大学院構想への対応に迫られるとともに、学部レベ

ルの法学教育の改革にも検討の時間を割かなければならないことになるわけです

が、現在までのところ、必ずしもその検討が進んでいるとは言い難いように思わ

れます。その上、弁護士会ないし弁護士層の一部からの積極的発言もあって7）、

むしろ法科大学院と学部レベルにおける法学教育の分担の在り方については、議

論はいまだ混沌たる状況にあるといわねばなりません。一方に、従来の法学部を

抜本的に改革し、これまでの教養課程を4年問に拡大して、人間や社会に対する

深い理解、思考カ・分析力の酒養を目的とする教養学部ないし法曹基礎教養学部

に改組すべし8）、あるいは法学部としての存続は認めても法的素養を中心とした

リベラルアーツ教育を行うことを使命とすべしとの意見9）もありますが、これは、

少数にとどまり、少なくとも大学関係者の問では、法学部の存続を前提としつっ、

その教育内容の再編を目指すのが、大勢だといえましょう。ただ、その再編の具

体的方向については、文部省の「法科大学院（仮称）構想に関する検討会議」の

「法科大学院（仮称）構想に関する検討のまとめ」（平成12年9月）にもあります

ように、「法的素養を備えた人材を社会の多様な分野に送り出す養成機能を持っ

組織とする」あるいは「それに加えて法科大学院の基礎部分を実施する機能を併

有するものとする」などに分かれており、さらに最近では、従来の法学部教育の

基本を変えずに、法科大学院の法学既修者用2年短縮コースとの接続を目指すシ

ステムとするとの方向、あるいは少なくとも法学部の中に法学既修2年短縮コー

スとの接続を目指すコースを設けるとの方向が、むしろ一部の大学の問では有力

6）柳田幸男「目本の新しい法藺養成システム（下）」ジュリスト1128号67頁以下（1998年）、同
　「ロースクール方式の構想にっいて」ジュリスト1160号72頁以下（1999年）。いずれも後に、柳田

　幸男『法科大学院構想の理想と現実」32頁以下・47頁以下（2001年）所収。以下では、柳田弁護
　’士の所説は、この著暫の頁数のみで引用する。

7）　その代表的なものとして、逮藤直哉rロースクール教育論』（2000隼）所収の諸論稿がある。

8）　柳田r前掲警』32頁以下・47頁以下。ただし、柳田弁誕士も、法学部の廃止が、少なくとも当面i

　は現実間題とし困難であろうことは認められる。柳田「司法制度改革審議会意見響に示された法

　科大挙院とその具体的実現の方途（上）」ジュリスト1209号（2001年）・r前掲沓』208頁）。

9）本文で、直ぐ次に述べる文部省検討会議の「法科大学院（仮称）構想に関する検討のまとめ」に

　示された少数意見。
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（8）竹下　守夫・司法制度改革とこれからの法学教育

となりっつあるようであります。

　2　法学教育の再構成のための視点

　法科大学院構想が、司法制度改革の一環としての法曹養成制度の改革の中核を

担うものとして登場したことは確かでありますが、そのため、議論の中には、法

曹養成という視点のみから、学部レベルの法学教育の再編を論ずるかの如く見え

るものもあります。しかし、恐らくそれは適当ではないでありましょう。串すま

でもなく、仮に司法試験合格者がいま直ぐ3000人になったとしても、それは全国

93大学の法学部で学ぶ1学年4万5000人の掌生のわずか7パーセントに過ぎませ

仏それらの者のために残りの90パーセントを超える学生の教育の在り方を決定

するということの適当でないことは、明らかでありま九また法学教育の重点・

あるいは少なくともその重要な一部が法科大学院に移ったことの、いわば空白を

どうして埋めるかという発想に陥りがちですが、これも避けるべきであることは

当然であります。

　むしろプロフェッショナル・スクールとしての大学院の教育と学部教育とをど

う再編成するかは、法学教育に限られない高等教育一般の改革の問題であると考

えるべきであろうと患います。プロフェッショナル・スクールとしての大学院の

教育と学部教育との再編成にっいては、こ承知の通り、大学審議会が一定の方向

性を明確に打ち出しており、国の政策もそれに従っているものと思われます。そ

のことは、文部科学省の合田大掌課長（当時、文部省大学課長）が、専門大学院

と法学教育にっいて書かれた論文からも窺うことができます1O）。

　大学審議会によりますと、クローハル化時代の世界規模での競争の中で、プロ

フェッショナルとして指導的役割を果たすく国際競争力のある人材を育成するに

は、「学部段階においては、広い視野を持った人材の育成を目指す教養教育を中

心とした教育プログラムの提供を推進し」、他方、「専門大学院の設置を促進し、

10）　合田隆史「大学改革と専門大学院構想の課題」月刊司法改革3号29頁（1999年）。この論文では、

　　その発表の時期が、丁度、文部省に「法学教育のあり方に関する調査研究協カ者会議」が設置さ

　　れた後、司法制度改革審議会での法科大学院織想についての意見の方向が定まる前の、中間の時

　　期であったこともあり、慎璽な表現がとられているが、法学教育の分野でも、大学審議会の提言

　　が将来進むべき方向を示しているとの認識が示唆されている。
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学部と大学院を通じて高度専門職業人を養成するシステムを確立する必要」があ

るとされ、さらに、「また、高度専門職業人の養成を目的とし、職業資格との関

連も視野に入れた新しい形態の大学院制度を検討する」ことも、必要であるとい

われています1l）。この後段の点は、まさに法科大学院の如きものを念頭に置いた

ものと思われ、その意味では法科大学院は国の高等教育改革の試金石たる意味を

持っと言えるのではないかと患います。

　われわれといたしましても、基本的にはこの大学審議会答申の趣旨を尊重し、

この視点から法学部および法科大学院における教育プログラムの編成を検討すべ

きであろうと思うのであります。ただここでは、時間の制約もあり、法学部教育

につきましては、私見の結論を示し、簡潔にその理由を述べるに留めさせて頂き

たいと思います。

w　法学部における法学教育の在り方

　1　1つの提案

　法科大学院発足後の学部教育としては、前述のように、従来の法学部を抜本的

に改革し、法的素養を中心としたリベラルアーツ教育を行う教養学部的な学部に

転換すべきであるとの意見もありますが、大学関係者の多くは、法学部の存続を

前提とすべきであると考えており、私もまた、後で述べるような理由で、この多

数意見に従いたいと思います。

　そこで、これからの法学部教育の在り方が問われるわけでありますが、これに

ついては、一方で、①従来の法学教育の基幹部分、っまり基本法を中核とする実

定法学部分、を維持しながら、他方で、②幅広い視野を持ち、現代社会の諸課題

を総合的に判断し対処する能カを持った人材を育成する、との観点から、次の2

っの選択肢を提案したいと思うのであります。

　その1つは、法律学に隣接する諸科学、例えば、経済学、経営学あるいは政治

学、社会学、各種政策学等の一部ということになりますが、それらの隣接諸科学

11）大学審議会『グローパル化時代に求められる高等教育の在り方について』（平成12年11月22日）

　　15頁。この考え方は、同審議会r21世紀の大学像と今後の改革方策について』（平成10年10月26
　　日）でも、すでに示されていた。
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（1O〕竹下　守夫・司法制度改革とこれからの法学教育

の一部をも組み込んだ大きな法学体系の教育を目指すという方向であり、いま1

っは、司法制度改革審議会意見書にも挙げられている、他の学問領域での副專攻

制を目指すという方向であります。

　2　提案の理由付け

　その理由を申し上げますと、従来の法学部における法学教育は、一言でいえば

近代国家・近代市民社会の法原理とその制度、およびそれらの法原理・法制度の

現代的変容ないし展開を教授するものであった、といいうると考えております。

これにより国家・社会の法的仕組みを修得した人材が、法治国家において有用で

あることは明らかであります。このような法学教育の意義は、今後、1億2000万

人の人口のうち、法曹有資格者が6万人であれぱ勿論のこと、これが仮に10万人

に増加しても変わりがないであろうと思われます。そのことが、従来の法学教育

の基幹的部分は維持すべきであるという理由であります12）。

　他方、大学審議会答申が学部教育に求める教養教育をどう組み入れるかにっい

ては、私は、高等教育は知の体系としての学術の創造と伝承をその内容とすべき

ものであり、学問体系を基礎に置くぺきものであるということを強調したいと思

うのであります。勿論、教養教育とは何かということ自体、容易に解答を得るこ

とのできない、あるいはそもそも巣たして万人の納得を得ることのできる解答が

ありうるのかが問われる問題であります。もとより、私には、これに正面から答

える用意も能力もありません13）。そこで、ここでは、一応、大学審議会の答申

「21世紀の大学像と今後の改革方策にっいて」（平成10年10月26日）に示された、

次のような、教養教育の理念・目標の理解を前提とすることとしたいと思います。

12）　ダニエル・H・フット「中間報告における法掌教育改革案」ジュー」スト1198号98頁（2001年）

　　も、「一般の日本人の法知識を支えているものとして、法学部の教育が大きな役割を果たしてい

　　ることを見のがしてはならない。」と述ぺている。

13）強いて言えぱ、目下のところ、川口「前櫓」IDE現代の高等教育426号38頁に述ぺられている、
　　次のような教餐教育の在り方が理想的と思われる。すなわち、「教養教育の概念は固定したもの
　　ではなく、社会に開かれたものでなければならない。このような認識に立って、…　教養教育

　　を次のように位置づけた。1）専門教育に進む前段階において、同時代の知に関する広い識見
　　と、それによって極養される豊かな判断力を養㌔　2）同時代の知の基本的枠組みすなわち知の

　　パラダイムの学習と、そのような知にとって不可欠な技能の習得。」。ただ、このような麗想的な

　　教養教育がすべての大学において実施可能であるかは、残念ながら消極に考えさ一るを得ない。

10
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すなわち、この大学審議会答申によりますと、「学問のすそ野を広げ、様々な角

度から物事を見ることができる能力や、自主的・総合的に考え、的確に判断する

能力、豊かな人問性を養い、自分の知識や人生を社会との関係で位置づけること

の出来る人材を育てる」ことが、教養教育の理念・目標であるとされているので

あります。これは、学術の高度化・極度め細分的専門化、社会の複雑多様化等に

より、1つの角度・1つの学問的専門領域から物事を見ていたのでは、われわれ

の形作る社会が現在どのような地点に立っており、今後いかなる目標に向かって

進むべきかを的確に判断することが困難になっていることを示していると思われ

ます。

　そこで、将来の法学部教育においても、従来の法学教育の基幹部分に加えて、

「体系化された学問を幅広く経験することにより、専攻する学問分野の理解を助

けるとともに・専攻する学問分野の違いを越えて共通に必要な複合的視点や豊か

な人問性をかん養する」教養教育14）を組み入れるべきであると思います。だが、

その際、ただ今申しました高等教育は知の体系としての学術の創造と伝承をその

内容とするものであり・学問体系を基礎に置くべきであるとの視点を見失うべき

ではないと一悪、うのであります。

　そして、そのような視点の下で、法学部教育に教養教育を組み入れる、その組

入れの具体的在り方として、さきに述べた2っの選択肢を提案したいというのが、

私の申し上げた趣旨でありま九っまり、その選択肢の1っとして挙げた大きな

法学体系の教育とは、従来の法学教育の基幹部分を構成する近代国家・近代市民

社会の法原理・法制軍およびその現代的変容を理解することを中核としながら、

同時にそれを政治学、経済学、経営学等の観点から批判的に位置づけ、あるいは

経済政策・社会政策の観点から評価する視点を得るために、これらの隣接学問領

域の一部を取り入れて、法律学を中心とする大きな社会科学の体系を想定し教育

するという方向でありま九これによって、法律学の基幹部分を核としながら、

14〕本文のカッコ書きは・大学審議会「21世紀の大学像と今後の改革方策について」40頁に挙げられ

　　王いる教養警育の内容の例示のうち、③を弓1用したものである。なお、中央教育審議会の教養教

　　目の在り方に関する躍解については・同審議会「新しい時代における教養教育の在り方について
　　（審議のまとめ）」（2000年12月）がある。
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法的規律の対象を多角的・総合的に理解し、また批判的あるいは複合的に考察す

る能力を習得するという教養教育の理念を活かしうるあではないかと思うのであ

ります。ただ、その際、かっての一般教育のように、政治学、経済学等に属する

教科のうち、学生の好きなものを1科目あるいは2科目履修するということでは

なく、法学部教育のプログラムとして、核となる法律学と大きなあるいは緩やか

な体系を形成する教科を提供するべきであると思うのであります。

　いま1っの選択肢は、副専攻制でありますが、これは、法律学とは巽なる別の

学問を、専攻と呼べる程に体系的に学ぷことによって・複合的視点を獲得すると

同時に、価値体系や学問的方法の多様性を習得することを狙いとする趣旨であり

ます。副専攻として学ぷべき学問領域は、社会科学に限る必要はないと思います

が、現在の日本の大学制度では、法律学の副専攻として自然科学の分野を学ぶこ

とは、事実上困難と思われますから、実際には、社会科学または人文科学の分野

ということになるかも知れません。

　以上が、私の提案する法学部教育プログラムとその理由でありますが、もとよ

り大学設置基準が大綱化された現在に牟いては、それぞれの大学が、その特色を

生かし、独自性を競い合う中で、全体としての高等教育の活性化が期待されると

ころであり、司法制度改革審議会の意見書でも、法科大学院導入後の法学部教育

について、同様の考え方が示されているところであります。一橋大学法学研究科

カリキュラム検討委員会の履修プログラム制も、その1っの優れた問題解決の方

法であると思う次第であります。

V　法科大学院教育プロクラムの基本的考え方

　1　教育プロクラム編成に関わる現状

　次に、法科大学院における教育プログラムの基本的な考え方でありますが、法

科大学院の教育プログラムの編成の在り方につきましては、すでに文部科学省の

意を受けた「法科大学院の教育内容・方法等に関する研究会」が、さきに民事法、

刑事法、公法の各分野にっき、それぞれモデル案を公表し、またそれに加えて前

述の、日本法律家協会・商事法務研究会共同主催のシンポジウムにおいて、同じ

研究会の「法科大学院の教育内容・方法等に関する中間まとめ骨子（案）」が公

12
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表されました。この骨子案は、いわゆる第3者評価基準の骨子を示すものであり

ますが、法科大学院のカリキュラムにっいても踏み込んだ内容を示していること

はご承知の通りであります15）。

　恐らく、当面は、この「骨子案」がカリキュラムにっいても、各大学で作成す

る教育プログラムに対する基準としての意味を持っものと思われます。

　ここでは、この「骨子案」をも考慮に入れながら、教育プログラムを作成する

にあたっての基本的要素と考える3点に絞って、それにっいての私見を述べるこ

とと致したいと思います。

　2　理論的教育と実務的教育との架橋

　まず第1は、「理論的教育と実務的教育との架橋」という問題であります。

　司法制度改革審議会の意見書におきましては、法科大学院における法曹養成教

育は、「法理論教育を中心としっっ、実務教育の導入部分（例えぱ、要件事実や

事実認定に関する基礎的部分）をも併せて実施する」こととし、「理論的教育と

実務的教育を架橋するもの」として行うべきであると述べております。

　これに応える実務基礎科目としては、すでに各種のカリキュラム案　　「一橋

大学の法科大学院教育構想」も、その1つでありますが、　　の中で、いろいろ

な教育科目が示されております。例えば、法曹倫理であるとか、法文書作成、模

擬裁判、リーガル・クリニック等々が、それであります。これらは、いずれもそ

れ自体としては有用なものであり、特に申し上げるべきことはありません。実務

的教育とは何かという、実務的教育の意義につきましては、本学法学研究科の中

田裕康教授が、その御論文で詳細かっ的確に分析されているところであります16〕。

　実務教育との架橋をはかる教育の具体的な方法として、私が特に指摘したいと

思いますのは、具体的事案から出発し、「当該事案に関係する法律は何であるか、

それがどのように適用されるか」、・さらに、それにとどまらず「当該法律はどう

解釈され、またどうあるべきか」を議論することの重要性であります。つまり具

15）　その後、このr骨子（案）」をも基礎として、平成13年12月26日付け「中央教育審議会大学分科

　　会法科大学院部会・法科大学院の設置基準等について／論点を反映した骨子」が公表された。

16）中田裕康「法曹養成」ジュリスト1198号90頁以下（2001年）。
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体的事案を出発点とする法的な分析、適用の探究であります。このような教育方

法の基礎にある、事実を出発点とする思考方法を、中田教授は、ただ今申しまし

た論文の中で、「問題起点思考」と呼ばれています17）。先程から引合いに出させ

て頂いている柳田幸男弁護士も、このような教育方法は、アメリカのロースクー

ルで行われ、法曹養成教育の理念である創造的思考カ、法的分析能力、さらに批

判的思考力を育成するのに有効と考えられていると言われています18）。

　実務は言うまでもなく具体的事案から出発するものであります。具体的事案か

ら出発して、適用法規を探ることは、必然的に適用すべき法規の構成要件は何か、

当該事案の構成要件該当事実は何かを分析することになり、また妥当な結論を導

くための解釈を創造することに連なるのであります。それが、法的分析力、創造

的または批判的思考力を身にっけさせる効果をもたらすものと思うのであります。

これに、個々の要件事実の主張・立証責任の分配を絡ませれば、それが、まさし

く要件事実教育であると私は考えておりま九その意味で、民法の体系に沿って

立証責任の分配を考えるというだけでは、要件事実教育にはならないのであり、

このように具体的事案に則して、何がその事案での構成要件該当事実かをまず摘

出し、その上で、そのそれぞれにっいての主張・立証責任をいずれの当事者が負

うかを分析して初めて、要件事実教育になると考えているのであります。した

がって、要件事実教育は、民法等の実体法の演習の中で、それと1体として行わ

れるべきであり・独立した教科として考えるのは・その趣旨に合わないと思うの

であります。

　3　基礎・先端・展開科回と隣接科目についての考え方

　次に「基礎法学科目」、「展開科目」、「先端科目」、「隣接科目」についての考え

方を申し上げたいと患います。

　　①基礎法学科目　　私は、法哲学、法思想史、法制史、法社会学、外国法等

の基礎法学は、法の理解に厚みを加えものだと考えております。これら基礎法学

17）　中田「前掲」ジュリスト1198号92頁。

18）柳田幸男「司法制度改革審議会意見奮に示された法科大学院とその具体的実現の方途（下）」
　　ジュリスト1210号183頁（柳田『前掲暫』215頁〕。
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科目は、これまでもいずれの大学の法学部においても、法学教育の一環として開

講されていたのでありますが、恐らくごく一部の大学、一部の学生を除き、法曹

となることを志望する学生がこれらの科目を履修することはほとんどなかったの

ではないかと思われます。そのことが欧米諸国の法曹との法的素養の厚みの違い

をもたらし、深いところで、日本の法曹の国際的通用力を乏しくさせてこなかっ

たであろうか、また豊かな人問性への理解を欠くことにならなかったであろうか

が疑われるわけであります。

　基礎法学科目は、「骨子案」では隣接科目群と合わせて4単位の選択必修とさ

れ、「一橋大学の法科大学院教育構想」では2単位の選択科目となっております

が、私はいま少し重視されてよろしいのではないかと思う・のであります。

　　②展開科目・先端科目　　「骨子案」によれば、展開科目とは、例えば、労

働法、経済法、税法など、先端科目とは、知的財産法、国際取弓1法、環境法など

を指すものとされております。前者は、基幹科目を通じて得られた知識・分析能

力を深化・発展させる性格を有するものであり19）、後者は、現実の諸問題に対応

する多元的・複眼的な法的思考能力の酒養あるいは多様な法領域における問題解

決・法形成の促進に寄与する能力の酒養を目的とするものとされていますが20）、

その限界は、流動的であると思われます。

　いずれにせよ、これらの科目にっきましては、その内容を成す実定法の基礎的

部分だけでもよいから、可及的広く履修の機会を与えることが望ましいのではな

いかと考えます。

　この点について思い出しまナのは、長い間司法研修所の所長を務められ、わが

国の法曹養成にっいて大きな足跡を残され、後に最高裁判所判事になられました

松田二郎裁判官が、かねがね「実務家は八宗兼学でなければならない」と言って

おられたことであります2I）。「八宗兼学」とは、最近では聞き慣れない言葉であ

19）法科大学院における教育内容・方法に関する研究会「法科大学院における民事法カリキュラムの

　　あり方【モデル案】」41頁参照。
20）法科大学院（仮称）構想に関する検討会議「検討会議における議論の整理」（平成12年8月7日）

　　11頁参照。
21）松田二郎『私における裁判と理論』5員・74頁（1981年）。「最高裁判所より見た民事裁判」司法

　　研修所論築45巻（1970－11）・「裁判回顧」司法研修所論築63号（1979－I）初出。
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りまして・説明を要するかもしれませ仏「八宗」とは・平安時代に広まった仏

教の8っの宗派を指すものでありまして、南都六宗、っまり奈良を中心として行

われていた三論宗、法相宗、律宗、華厳宗というような6っの宗派に、その後京

都を中心として起こった平安二宗、っまり天台宗、真言宗を加えた八宗派がそれ

であります。八宗兼学とは、それら8っの宗派の教義に通暁していること、っま

り幅広い学識を備えることであります。

　松田二郎判事は・かねて「学者は自分の専門分野の研究に没頭しがちであり・

確かに、その分野については深い学識を有するが、自己の専門の隣接領域に対し

てさえ力が及ばないことすらある。実務家は、その法律知識は浅いかもしれない

けれども、間口は広い。それは、実務家は、幅広い法律知識を必要とするからで

ある。」という趣旨のととを言っておられました22）。

　とりわけ、最近の企業の、ますます多様化・高度化・専門化する二一ズに応え

ることのできる法曹を育成するためには、幅広い領域の学習が必要であると考え

るわけでありまして、したがって、展開科目・先端科目は、その基礎だけでよろ

しいですから・なるべく広く法科大学院で履修することとすべきではないかと思

うのであります。この意味で「一橋大学の法科大学院教育構想」の「ビジネス法

務プログラム」は高く評価されるべきものと考える次第であります。

　　③隣接科目　　他方、隣接科目は、私は原則として学部教育に任せるべきで

あると考えております。

　結論的に申せば、法科大学院では、プロフェッショナル・スクールとして、法

学科目に集中して、しかし幅広く教育し、法学以外のバックグラウンドの広さは、

前述の2つの選択肢のいずれかによる法学部教育または法科大学院入学以前の他

学部教育もしくは社会経験に期待する、との役割分担が望ましいというのが、私

の基本的考え方であります。勿論、そういっても、法科大学院で隣接科目を開講

することを否定する趣旨ではありませんし・また各大学院が開設出来る展開科

目・先端科目には限界があるのも確かであり、この分野は、最も各法科大学院の

特色を生かせるところであろうと思います。

22）松田『前掲書』5頁・74頁参照。
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　いずれにせよ・「骨子案」が・法科大学院の修了要件として必要な総単位数の

4分の1以上を展開・先端科目群に配当するよう促進するとしていることは、真

に当を得たものと思う次第であります。

　4　3年標準型コースと2年短縮型コースの併存間題

　最後に、「3年標準型コースと2年短縮型コースの併存の問題」に触れたいと

思います。これが目下のところ、各種の大学院教育プログラムあるいは法科大学

院構想それ自体の中で最も意見の対立しているイッシューではないかと思われま

す23）。

　法学部が存続するものとすれば、法科大学院に、法学基礎学力に差のある2種

類の者が入学してくることになるのは、事実として認めざるを得ないと患います。

しかし、柳田弁護士24）や日弁連の法科大学院設立運営協カセンターの関係者25）が、

2年短縮型への懸念を表明しておられのにも・十分首肯し得るところがあるよう

に思います。法科大学院における2年間の教育で、果して司法制度改革審議会意

見書が期待している、21世紀のわが国の司法を担うにふさわ・しい、幅広い教養と

専門的知識、柔軟な思考カ、社会や人間関係に対する深い洞察カ、先端的法分野

や外国法にっいての知見、国際的視野と語学カとを備えた法曹を養成し得るであ

ろうか、という懸念は払拭し切れません。

　これらの能力、資質を法曹全体で分担すれば足りるのではないかと考えるので

は、恐らく国際的通用力のある法曹、あるいは立法や行政等、他のセクターに対

して・リーダーシップを発揮出来る知的リーダーとしての法曹・を得ることは困

難ではないかと思われます。まして最近の一部の論調に見られるように、法学部

卒業生すなわち法学既習者と見なすようでは、この懸念はますます強くならざる

を得ないと思いま九こう申しますと、あるいは、折角っくられた「一橋大学の

法科大学院教育構想」とは・異なる方向を目指すことになるかもしれませんが・

23）　この問題についての考え方の対立は、磯村保＝井上正仁！割11光治「鼎談・法暫養成・法曹人

　　口」ジュリスト1208号38頁以下・48頁以下（2001年）にコンパクトに示されている。

24）柳田『前掲書』197頁以下。

25）宮川光治「法科大学院で何をどう教えるのか」月刊司法改革21号65頁以下（2001年）。
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私としては、一般論としては、このような懸念を払拭し切れないのであります。

　また3年標準型コースの1年目が、法学未修者のための六法科目を中心とする、

講義形式による圧縮されたキャッチアップの期間となったのでは、未修者の勉学

意欲をスポイルするばかりか、創造的な思考カあるいは法的分析力を養成すると

いう法科大学院教育の理念にもとるのではないかとの疑念も、否定出来ないとこ

ろであります。

　問題は、法学部卒業生を含めて文字どおり3年学習を標準とした場合に、入学

時において存在する法学基礎学力の格差を、どのようにして解消するかでありま

すが、社会人のうち法学部卒業生にっいては格別の配慮を要しないと思われます。

また他学部卒業者は、その数がそれほど多くなるとは予想されませんので、若干

の講義形式によらない入門科目を設け、あとは必要に応じて個別指導あるいは1

年次の夏休みを使っての補習授業で対応しうるのではないでしょうか。少なくと

も、それら少数の者に対してのみ、キャッチ・アップのための1年間のカリキュ

ラムを組む必要は、必ずしもないように思われます26）。

　勿論、ここでも各法科大学院によって事情は1様ではないと思われます。優れ

た法学既習者が多く入学する法科大学院であれぱ、あるいは2年短縮型の教育で

も所期の効果を挙げることが出来るかも知れません。しかし、他方では、3年標

準型を原則とする法科大学院があらわれて・それぞれの実績の比較の中から、優

劣が示されるということを期待したいと思うところであります。冒頭に申しまし

たように、法科大学院の在り方は、これらの試行錯誤を通じて、絶えずその成果

を検証しながら、その最良の姿を追求して行くべきだと考えるからであります。

VI　おわりに

　ともあれ・法科大学院の設立は・21世紀のわが国司法の担い手となり、またさ

らにわが国社会・政治の変革の旗手ともなりうる法曹を養成する第1の責任が、

大学に付託されたことを意味するものであります。また今般の司法制度改革の大

26）富澤節生「志ある大学は法科大学院検討会議最終報告を乗り越えて前進を」月刊司法改革14号9

　　頁以下（2000年）も、2年短縮型を厳しく批判し、法学既習者・未修者を間わず、3隼間をフル
　　に生かした豊富なカリキュラム編成を行うべきであるとしている。
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きな部分が、この法曹養成制度改革の成否にかかっていると申せましょう。われ

われ大学に籍を置く者は、その責任の重さを目覚し、叡知を集めて、この責務を

完うするべく努めなければならない、との思いを心に刻み込んで、本日の話を終

えることとしたいと患います・長時間ご静聴ありがとうございました。
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