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　講　　演

アメリカの法学教育
─カーネギー・レポートとその後の動向─

ジュディス・W・ウェグナー（1）

宮 川 成 雄（訳）

　私に早稲田大学で講演する機会を与えていただき，大変に光栄に思います。
早稲田大学がかつて首相であった大隈重信によって創立された大学であると聞
き，大変に感銘を受けています。早稲田大学では，法学部がその創立当初から
大学の基本構成学部に加えられていたことは，大変に重要なことです。大学は，
高遠な理想のもとに，時代のリーダーを育てるために作られるものであります
から，法学部が当初から構想に入っていたことはまさに相応しいことだと思い
ます。
　早稲田大学の法学部，法学研究科，および法科大学院が，日本における法学
教育の再生のときにあって，重要なリーダーシップを発揮しておられることに
大いに感動します。私は，早稲田大学の優れた教授陣と学生のみなさんに賞賛
の念を抱きます。また，視野の広いカリキュラムと，そこに含まれる臨床法学
教育を称揚します。
　今日の講演内容として，私が依頼を受けたのは，2007 年に出版されたカー
ネギー教育振興財団（2）によるアメリカの法学教育についての調査レポート（3）か

（１）�　Judith�Welch�Wegner,�Burton�Craig�Professor� of�Law,�University� of�
North�Carolina�at�Chapel�Hill�School�of�Law;�Dean�of�the�Law�School,�1989-
1999;�President,�the�Association�of�American�Law�Schools,�1995.

（２）�　The� Carnegie� Foundation� for� the� Advancement� of� Teaching,��
http://www.carnegiefoundation.org/

（３）�　William�M.�Sullivan,�Anne�Colby,�Judith�Welch�Wegner,�Lloyd�Bond,�&�
Lee�S.�Schulman,�Educating Lawyers: Preparation for the Profession of 
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ら導き出すことのできる考察を，皆さんと共有することです。この調査は，財
団の専門職教育についての一連の研究プロジェクトの一つです。私はこの調査
研究の主任研究員でした。この調査は，十六校の多様なロースクールへの訪問
調査に基づいています。十四校はアメリカのロースクールであり，二校はカナ
ダのロースクールです。私達の調査グループは，ロースクールの教員と学生と
の意見交換や，授業の見学，また，さまざまな論点についての検討会をもちま
した。我々は，このロースクールへの訪問調査で多くのことを学びました。
　今日の講演のねらいは三つです。第一は，カーネギー調査団の最も重要な調
査結果を皆さんと共有することです。カーネギー調査団のレポートは，「見え
なかったもの」を瞬時に「見えるもの」にしてくれました。第二に，このカー
ネギー・レポートが公表されて後にどのような発展があるのかについてお話し
ます。第三に，日本の法学教育に従事する教員と学生の皆さんに，これらがど
のように関連するかついてお話します。

　私の講演が進む中で，皆さんは次の重要な問題意識をもたれると思います。
◎「見えないもの」を「見えるもの」にするには，何が重要であるか。
◎カーネギー・レポートとは一体何であり，その最も重要な検討内容は何であ
るのか。
◎その検討内容が，なぜ「見えないもの」を「見えるもの」にしているのか。
◎アメリカの法学教員は，カーネギー・レポートの報告内容にどのように応え
ているのか。
◎カーネギー・レポートは，どのように日本の法学教育に貢献することができ
るか。
　私が今日の講演会を光栄あるものと考える徴しとして，自作の俳句を引用し
たいと思います。それが，私の思考を促し，皆さんにも示唆をもたらすことを
期待します。

Teacher�please�tell�me　（師よ我に教えよ）

Law� (Stanford,�CA:�The�Carnegie�Foundation� for� the�Advancement�of�
Teaching,�2007).��邦語訳として，ウィリアム・M・サリバン，アン・コルビィ，
ジュディス・ウェルチ・ウェグナー，ロイド・ボンド，リー・S・シュール
マン著（柏木昇，伊藤壽英，藤本亮，坂本力也，田中誠一訳）『アメリカの
法曹教育�』（中央大学出版部，2013 年）がある。
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What�is�truth,�where�is�justice��( 何が真実で，正義はどこに )
In�wind?��In�water?　（風のなか，水のなか）
…
Within．（我らのなかに）

　では，始めましょう。

Ⅰ　「見えないもの」と「見えるもの」

　今回の来日にあたって，私は多くの日本についての本を読みました。その中
には民話や，お伽噺なども含まれています。なぜそうしたかといいますと，そ
れらの話のなかに，「見えないもの」を「見えるもの」にすることの重要性を
表現しているものがあるかを探したかったのです。私は，幽霊の話や，狐の話，
竹取のお爺さんの話なども読みました。
　それらの物語は，日本人の感性を示すものであり，精神世界と自然世界への
理解を示すものです。目に見えないものについての我々の考えが，物語の中に
反映されるのです。我々は精神世界や自然世界を明確に表現することはあまり
なく，いろいろな比喩で表現することが多いです。今日は，私のお気に入りの
ヨーロッパのお伽噺で，「見えないもの」を「見えるもの」にすることの重要
性を示してくれるお話を紹介しましょう。
　物語のタイトルは，「ランプルスティルトスキン」（4）です。私はかつてこの物
語を使って，「厄介な問題（wicked�problem）」を説明したことがあります。「厄
介な問題」とは，理性によっては，容易に取り組むことのできない問題であり，
およそ解決はできない問題です。「厄介な問題」は，複雑で多面的で，違った
立場からは違った姿を見せます。法学教育の改革とは，そのような「厄介な問
題」です。
　今日は，問題をやさしい喩えで，お話しましょう。「ランプルスティルトス
キン」のストーリーは次のようなものです。

（４）�　“Rumplestiltskin”グリム童話の一つ。邦語訳は，「ルンペルシュティルツ
ヒェン」として，吉原高志・吉原素子訳『初版グリム童話集３』11-14 頁（白
水 U ブックス，2008 年）に収録されている。
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　昔むかし，あるところに，若い娘と父親がおりました。二人は王様のお城に
召されました。王様は財産を使い果たし，破産状態でした。王様はそれを皆に
知らせて，問題を解決してくれた者には，褒美を与えると言いました。父親は，
自分の娘が，藁を金に変えることが出来ると話しました。父親は，娘のミリィ
が糸をつむぐのが上手で，機転の利く娘であると思っていました。父親は，王
様がそのうちに問題を忘れて，娘と結婚して幸せに暮らしてくれることを願っ
ていました。
　王様は，娘を藁でいっぱいの部屋に連れて行き，その隅には，糸巻き車が一
つありました。王様は，娘に言いました。「明日の朝までに，藁を金に変えて
くれ。出来たら分け前をやる。出来なかったら首を切る。」王様は出て行き，
娘は泣くばかりでした。
　しばらくすると，どこからか，小人が現れて，「なぜ泣いているのか。」と聞
きますから，娘は理由を話しました。小人は，「私が藁を金に変えてあげよう。
その代わり，その指輪をおくれ。」と言います。
　娘は指輪を小人に与えて，小人は藁を金に変えてくれました。翌朝，王様が
現れて，金を見て大変に喜びました。娘は，「家に帰してくれますか。」と尋ね
ると，王様は，「いや，もう一度やってくれ。」と言って立ち去りました。
　娘が泣きあかしていると，あの小人が現れて，「何があったんだい。」と尋ね
てきます。「もう一つ指輪をくれ。」と言いますから，娘はそのとおりにしまし
た。
　翌朝，王様が現れて金が出来ていることを見て，喜びました。王様は，「今
度してくれたら，国は立ち直る。そして，お前と結婚してやる。」と言いました。
　娘は，自分の運命が危ういと思い，泣きくれました。そして，またあの小人
が現れました。しかし，娘には何もあげる物が残っていません。その小人は，
こう言いました。「王様との最初の子どもができたら，その子を私におくれ。
そうすれば，部屋中を金でいっぱいにしてやる。」娘は，約束するしかありま
せんでした。死んでしまえば，子どもはできません。娘は約束しましたが，悪
い予感がしました。王様がやってきて，金を見てたいそう喜びました。「さあ，
結婚しよう。」と言いました。
　時間が過ぎ去り，やがて，王様とお妃となった娘に最初の子どもができまし
た。子どもにはミチルダという名前が与えられました。ミチルダの洗礼式の前
夜，あの小人が現れて，「その子は俺のものだ。」と言います。お妃は，「いや
です。考え直して下さい。」と頼みました。男は，「いいだろう。しかし，私の



215アメリカの法学教育

名前を三日の間に当てることが条件だ。」と言いました。
　第一日目に，お妃は城中の人達に，小人の名前を尋ねました。小人が帰って
くると，「あなたの名前は，デイビッドですか，ジョナサンですか，イカボッ
ドですか」と言っても，男は「そうじゃない。」と言います。
　お妃は心配になってきます。二日目，召使を遣わして，国中の人に小人の名
前を調べさせようとしました。小人が戻ってくると，お妃は「あなたの名前は，
レオナルドですか。ジェイムズですか。ティベリウス・カークですか。」と尋
ねても，小人は，「違う，違う。」と言うだけです。
　お妃は子どもを抱いて，夜通し考えあぐねていました。お妃は，友人を森の
住民のところに送って，名前を探し出そうとしました。しかし，答えはありま
せんでした。翌日の昼も過ぎ，夕暮れになりました。もうすぐ，あの小人が現
れる時刻です。そのとき，森の住民がドアをノックしました。
　森の住民は，二日間探しまわり，そして昨日，小高い丘に登ったときに，小
屋の前で，キツネとウサギが賭けをしているのを見ました。小屋の前で，奇妙
な小人が片足でダンスをしているのを見つけ，歌っています。
　「たのしい宴をしよう。
　今日は酒を造り，明日はパンを焼く。
　踊って，歌おう。
　次の日は知らない人が何かを持ってきてくれる。
　私のかわいい女の子が，私の夢をかなえてくれる。
　私の名前は，ランプルスティルトスキンだ。」

　森の住民が帰ると，あの小人がやってきました。お妃が小人に言いました。
「名前が分かったわよ。トム，ディック，ハリー？」「違う，違う。」「じゃあ，
ランプルスティルトスキンだわ。」小人の姿は，一陣の煙とともに消えました。
　洗礼式は，翌日に予定どおり行われました。王様とお妃とその子ミチルダは，
その後，賢くずっと長生きしました。

　道徳の教訓
　この童話からの教訓はたくさんあります。一つは，契約するときには注意し
なければならないことです。もう一つは，友達は大切であることです。フェミ
ニズムの視点からは，最初の約束が大切なものを奪うときには，相手の言いな
りにならず，もう一度交渉することの大切さです。
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　今日の私のテーマとの関連で重要なことは，名前が重要であることです。分
からないことに名前をつけることは，強い力となります。名前をつければ，そ
れを扱うことができます。問題が簡単に解消する場合があります。
　さて，カーネギー・レポートの概要を簡単に説明しましょう。四つの重要な
ポイントがあります。そして，なぜ名前をつけて，「見えざるもの」を「見え
るもの」にすることが，最も重要であるかを説明しましょう。
　カーネギー・レポートとは何か
　カーネギー教育振興財団は，有名な慈善事業家であったアンドリュー・カー
ネギー（Andrew�Carnegie）によって，1905 年に設立されました。財団は，
連邦議会によって教育研究の向上のための独立の政策研究機関として認定され
ています。リー・シュルマン（Lee�Schulman）が会長に在任中に，複数の専
門職教育について重点的に研究しました。
　財団は，牧師，技術者，法律家，医師，看護師の養成について研究しました。
それぞれの分野で，政策の問題ではなく，専門職業人の教育について，調査研
究をしました。これらの研究は，それぞれの専門職間の比較が可能なように構
成されています。研究成果は，それぞれの専門職教育について，どのような教
育が効果的かを研究するための活発な対話を生み出しています。それぞれの専
門職教育で，どのような改善が必要か，何が優れているかを明らかにすること
によって，批判ではなく，それぞれの専門職教育に従事する教員達に力を与え
ています。
　法学教育についてのカーネギー・レポートは，2007 年に刊行され，それは，
大きな経済不況が起こる少し前のことでした。カーネギー・レポートの提案は，
現在の状況にもあてはまるものであり，経済状況がロースクールに教育改革を
促している現在にもあてはまるものです。レポートは，多くの真剣な検討をし
ている研究者に，さまざまなアイデアを与えています。最近にチェックしたと
ころでは，このレポートの書名である「Educating�Lawyers」は，1,473 回の
引用がなされています。
　レポートの重要な洞察
　カーネギー・レポートの最も重要な洞察は何でしょうか。
　私はここで四つを指摘しておきます。第一は，あらゆる専門職教育に通じる
「共通の場」（commonplaces）が存在することです。専門職教育には共通す
る 内 容 が あ る と い う こ と で す。 第 二 は， 比 喩 と し て の「 徒 弟 修 練 」
（apprenticeship）という表現が示す法学教育の内容が存在することです。第
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三は，それぞれの専門職教育には「代表的教育方法」(signature�pedagogy) が
存在し，それが職業内容と知識の性質を示していることです。そして，第四は，
学生への「評価」(evaluation) が，教えることと学ぶことを結びつける重要な
ものであることです。

◎「共通の場」
　まず，「共通の場」についてです。財団の会長であったシュルマンは，広範
な分野にまたがって，専門職に従事することの特徴を深く考察しようとしまし
た。彼自身が，教員の教育，医学の教育，博士号取得者の教育に深く関わって
きました。
　財団の研究者の全てが，専門職の分野と専門職教育との関係を検討すること
の重要性と，財団がいくつかの専門職分野にまたがって「専門職教育」を研究
するためには，共通の検討項目を設けることが，比較の枠組みとして重要であ
ることに意見の一致をみました。
　専門職教育は，その専門職業人が通常直面する中心的な課題に学生が立ち向
かうことができるように教育するものであり，そうでなければなりません。専
門職業人は，次のような中心的課題に直面し，それらが専門職教育の内容を決
定します。
　○学術環境で提供される基本的知識と技能の修得
　○不確実な条件で判断する能力（学生にとって，これが最も難しいことです。）
　○複雑な実務を遂行する能力（実務は，常に変化し進化しますから，それに
対応できなければなりません。）
　○責任をもって専門職集団に参加し，自身もそれを形成する能力（責任をもっ
て専門職集団に参加するとは，各人が職業倫理に適う行動をとり相互にサポー
トすることです。）
　○公益業務に従事する能力と責任感の涵養

◎比喩としての三つの「徒弟修練」（教育の枠組み）
　カーネギー・レポートは，専門職の中心にあるこれらの課題に，ロースクー
ルの学生が取り組むためには，比喩として三つの「徒弟修練」が重要な働きを
することを指摘しています。
　第一は，「知的認識の徒弟修練」（cognitive�apprenticeship）です。これは，
アメリカの法学教育で最も重視されてきたことです。この表現そのものには馴
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染みが薄いと思いますが，次のような内容を含みます。
　○批判的思考と法の実体的内容の修得です。これらは，ロースクールの教授
陣が最も重要視するものです。
　○批判的思考と法の実体的内容の修得には，言語力の発達が必要であり，読
解力やコミニュケーション力が必要です。さらには，法制度の全体像やそれに
関わる人間についての理解が必要です。社会的経済的にハンディキャップのあ
る階層からの学生には，言語力や制度についての観察力を育てるための支援が
必要になります。
　○批判的思考は，教員が学生との積極的な対話を具体例に即して行うことに
よって育成されます。教室での教授法によって，学生が法理論を理解し，分析
し，適用し，統合し，評価する力を養うことができます。
　○「知的認識の徒弟修練」は，学生自身によっても追求することができます。
本の助けや，個別のチユーターの助けや，大教室でもなしえます。大教室の場
合は，他の学生と学習内容の理解が正しいかを相互にチェックしたり，確認し
合う機会が必要です。

　第二は，「技能と実務の徒弟修練」（skills�and�practice�apprenticeship）です。
　○この「徒弟修練」の中心にある考えは，専門職業人は知っているだけでは
不十分で，行動することができなければならないということです。この考えは，
アリストテレスにも遡ります。彼は，理論を行動に移行させるプロセスを，「プ
ラクシス」として書いています。「実務」は，頭と手を結びつけ，理論が現実
世界の問題を解決しうるのか否か，また如何に解決するのかを検証することに
つながります。
　○「技能と実務の徒弟修練」は挑戦的なものです。なぜなら，技能はそれが
用いられる文脈で多様に異なるからです。（法情報調査，多様な法文書作成，
カウンセリング，交渉，仲裁，調停，事実審技能，上訴審技能，事件解決の戦
略立案，等々）　また，技能の修得には文脈が重要でもあります。
　○家事紛争や税務紛争における交渉と，刑事事件の答弁取引や企業合併の交
渉は本質的に異なります。全てに用いうる一つの技能というのは存在しません。
　○「技能と実務の徒弟修練」は，学術環境の内でも外でもなしえます。この
徒弟修練では，経験からのみ修得できる暗黙の知識に接することが重要です。
誰も本を読むだけでは，自転車に乗ることはできないのです。
　○「技能と実務の徒弟修練」を主張する者は，経験主義学習の重要性を強調
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します。経験主義学習は，特に成人教育に有用です。この理論では，具体的経
験を観察し，振り返り（reflect），その振り返りに基づき抽象的概念を形成し，
そして新しい概念を実務の場で検証できるように，学習が組み立てられるべき
ことを主張します。「技能と実務の徒弟修練」はそのような学習を可能にしま
すが，そのような経験は，他の「徒弟修練」の教育を構成するものでもありま
す。

　第三は，「アイデンティティと価値の徒弟修練」（apprenticeship�of� identity�
and�values）です。この徒弟修練は，とりわけ牧師，看護師の職業教育では重
要な修練です。カーネギー財団の研究は，アメリカでは法律分野がこの修練で
最も遅れをとっていると指摘しています。
　○法律分野で，この修練が最も遅れているのは，法学教育の伝統的な教育方
法や教材が，職業倫理と価値の問題を視野に入れてこなかったからです。
　○さらに，法学教授は，価値や倫理の問題を取り上げるのは，自分達の教育
分野においてなのかどうかに確信がもてないからです。また，法学教授の中に
は，自分の受けた教育にそのようなものがなかったり，あるいは実務経験が乏
しいゆえに，自分は倫理や価値の問題を扱うのに適切でないと考えているから
です。
　○しかし，「アイデンティティと価値の徒弟修練」は，学生にとっては極め
て重要なものです。学生達は，自分の将来の職業がどのようなものであるのか
を知りたいと思っていますし，自分が法律の学位をもって仕事をすることに本
当に向いているのかを知りたいと思うからです。彼らが自らの人生のなかで，
真実や正義といった価値がどこに位置付けられるのかを知りたいと思うのは当
然です。
　○歴史的に，アメリカでは，「アイデンティティと価値の徒弟修練」は，学
術環境ではほとんど無視されてきました。もちろん，「専門職責任」や「法曹
倫理」は，全国的に認証されたロースクールを卒業するために必要な科目になっ
ていますが，大部分の科目は，「弁護士活動の法」に焦点を合わせるものであり，
結果として科目の性質は，「知的認識の徒弟修練」の一部となっています。そ
れらの科目は，個人の価値観やより根源的な関心事を対象とする科目とはなっ
ていません。
　○課外活動の団体や非公式のプログラムが，「専門職の価値」について扱う
活動をしたり，学生の課外活動団体が潜在的なロール・モデルとなる人物に出
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会う機会を提供したりしています。これらの機会は，学生達にとって価値ある
ものです。しかし，同時に，重要な徒弟修練の一つを，正式のカリキュラムで
はなく非公式のカリキュラムに格下げしていることを意味します。この徒弟修
練で重要な論点は必修科目の中で議論されるのではなく，選択科目で扱われて
いるに過ぎないのです。

◎「代表的教育方法」
　カーネギー・レポートは，さまざまな専門職大学院の広範囲なカリキュラム
の枠組みを超えて，教員がどのように教育にアプローチしているのか，またそ
のアプローチが学生の学習にどのような影響を与えているのかについて，焦点
を合わせて検討しています。カーネギー・レポートは，専門職教育における「代
表的教育方法」（signature�pedagogy）という概念を生み出しました。そして，
その概念の中に何が含まれるかについて議論しています。
　○カーネギー・レポートは，この概念がそれぞれの職業分野で広く用いられ
ている特徴的な教育方法を意味するものとして用いています。その教育方法
は，当該職業分野での理論と実務の統合を反映するものです。また，この概念
は，専門知識と専門職業人の役割について理解を促進するものでもあります。
　○カーネギー財団会長，シュルマンは，代表的教育方法には多くの次元があ
り，その表層部でも深層部でも十分に検討されていないと述べています。表層
部とは，教育の学習面でどのようなことが現実に起こっているのかということ
です。深層部とは，最も効果的な教育方法には何が必要かということです。ま
た，代表的教育方法は，言葉になりにくい次元についてもあまり検討されてい
ません。つまり，その専門職の分野での態度や価値についての検討です。代表
的教育方法には，影の側面もあります。つまり，代表的教育方法が用いられる
と抜け落ちてしまうことです。
　○シュルマン会長は，代表的教育方法の力をいくつかの要素に分けて説明し
ています。
　・代表的教育方法を使うことによって，反復練習が徹底してなされ，「知的
習慣」を生み出してルーティンが形成されます。その「知的習慣」によって複
雑な問題解決に自動的に取り組むことができるのです。
　・代表的教育方法は，典型的には，学生が役割を果たすことを要求し，他者
との積極的な関わりを必然的にもたらし，他者の前で姿が見えることを要求
し，それによって専門職業人として責任を果たすことを要求するのです。
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　・代表的教育方法は，学生が専門職業人として判断する能力を育てるために，
不確実性と取り組むことを要求します。
　・代表的教育方法は，感情の高揚をもたらし，不安と感情の高揚が合わさる
ことによって，専門職業人を構成する者として学生の価値観と気質を形成しま
す。
　○例えば，アメリカで，法学教育と看護学教育で用いられる代表的教育方法
の違いを検討してみましょう。看護学での代表的教育方法は，ベッド・サイド
での教育です。そこには，患者と教員と，学生がともにいます。法学の代表的
教育方法は，ケース・ダイアローグです。学生は，あたかも裁判所の法廷にい
るかのように，投げかけられる質問に答えなければなりません。教員は，体系
的な訓練を通して，学生に批判的思考と結びついた基本的技能を身につけさせ
ます。
　○法学の代表的教育方法は，多くの賞賛されるべき内容をもっていますが，
欠けている部分もあります。法学の代表的教育方法であるケース・ダイアロー
グ方法は，コモンローを教授するには大変に効果的です。コモンローの内容は，
判例から導き出されるものです。この方法は，学生の批判的思考を短期間のう
ちに強化することができます。他方，他の方法で補強されなければ，技能と専
門職アイデンティティと価値が抜け落ちてしまいます。この影の部分が，「知
的認識の徒弟修練」以外の「修練」は，限定的な重要性しかもたないという考
えを植えつけてしまいます。

◎「評価」とその役割
　○「評価」という概念と実践は，教育の学習効果を促進するために重要な役
割を演じます。「評価」とは，単に「測定」を意味します。しかし，その定義
に隠れた意味は，そこには評価の基準がなければならないことと，一定レベル
の期待された達成内容が存在することです。学生は，しばしば，「評価」と「試
験」を同じように考えます。しかし，実際は，「評価」という語は，いくつも
の意味をもって使われます。「形成的評価」は，フィードバックを意味します。
それによって，学生がどのレベルにあって，どのように学習を促進させるかを
意味します。「加算的評価」は，学期の最後にどのような評点がつけられるの
かを意味します。しかし，「加算的評価」も複雑で，それには数値評価もあれ
ば等級評価もあります。また，絶対評価もあれば相対評価もあります。
　○多くの人は，「評価」は学生にとって受動的なものと考えますが，「評価」
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には能動的側面があることを正しく認識する必要があります。「評価」は，多
くの点で学習を促進します。学生は，何が試験に出るかを知りたがります。そ
して，重要な意味をもつ事柄に注意を集中して，他のことには時間を無駄には
しません。教員も自身の「評価」について，大学執行部が教員の何を評価して
特別報酬や昇給を与えるのかを知りたいと思います。我々は現実がこのような
ものであることを分かっているのに，「評価」が教えることと学ぶことの相互
作用であることを忘れがちです。
　○教授法の構造を深く考える人たちは，教員に出口から考える戦略を提案し
ています。もし，学生に何を教えたいのかではなく，学生に何を学んで欲しい
のかを考えるのなら，我々は，何を学習成果として期待しているのかを考えな
ければなりません。それを達成するためには，出口から考える戦略を立てる必
要があります。我々は試験において，学習結果の内容が試されるようにしなけ
ればなりません。我々が学生に学んで欲しいと思う内容を学習する最良の機会
を与えたいのなら，我々は学生に学習の焦点を示すことが賢明であり，我々が
期待している学習成果の内容をはっきりと表現すべきです。その到達目標にし
たがって，教育方法を考え，試験の内容を考えるべきなのです。
　○カーネギー・レポートは，アメリカのロースクールでは，評価の役割と選
択肢がほとんど理解されておらず，発展に乏しいとの調査結果を出していま
す。この結果は，評価の概念の複雑性と作業の大きさを考えれば驚くことでは
ありません。

◎要約すると，カーネギー・レポートは，アメリカの法学教員が直面している
重要な論点に光を当てています。それは，アメリカに限らないことであると考
えます。主要な調査結果の項目を上げると次のとおりです。
　・「共通の場」
　ロースクールは，学生を法専門職に向けて教育していることを強く認識すべ
きです。ロースクールは，専門職教育の「共通の場」を形成しているのであり，
他の専門職教育プロセスに共通する重要な課題に取り組むために最善をつくす
べきです。
　・「徒弟修練」
　カーネギー・レポートは，決して文字通りの徒弟修業を求めているのではな
く，「徒弟修練」の比喩が示すロースクール・カリキュラムに含まれる中核に
ついて，この概念を使って分析することを主張します。三つの「徒弟修練」が
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とりわけ重要です。「知的認識の徒弟修練」，「技能と実務の徒弟修練」，および
「アイデンティティと価値の徒弟修練」です。アメリカの法学教育では，「知
的認識の徒弟修練」が第一位に位置付けられ，他の「徒弟修練」は低い扱いし
か受けてきませんでした。
　・「代表的教育方法」
　教育方法そのものが重要性をもちます。特に，専門職分野の特徴を示し教員
が広く採用している教育方法，すなわち「代表的教育方法」の分析が重要です。
その教育方法が，その職業分野の知識の性質やダイナミックスを反映している
ものであれば，なおさらのことです。ケース・ダイアローグは，ロースクール
の代表的教育方法として用いられており，学生に批判的思考の修得という効果
的な成果を生み出してきました。しかし，他方では，その教育方法にも影の部
分があり，一定の事項は伝統的に教授されてきませんでした。
　・「評価」
　「評価」は，教えることと学ぶことを結びつけるものです。評価は学習を重
要な形で導きます。なぜなら，試験で試されることに学生は注意を向けて学習
するからです。しかし，「評価」は必ずしも加算的なものである必要はありま
せん。非公式の形成的な評価であっても良いのです。形成的な評価とは，教員
と学生のフィードバックを内容とするものであり，点数，順位，学生の最終的
な達成レベルの位置付けなどを含む必要はありません。形成的評価は，学生の
到達目標を高め，向上を促す上で重要なものです。

カーネギー・レポートは，「見えないもの」を「見えるもの」にする。
　カーネギー・レポートの主要な調査結果について，かなり理解いただいたよ
うに思います。しかし，ここでストップするのではなく，「見えないもの」を「見
えるもの」にすることを，もう一度強調したいと思います。
　より広い観点から日本の皆さんと議論を共有して，法学教育の改革者達が直
面している課題を考えてみましょう。建設的な改革に必要とされる道具は，我々
の手の中にあります。ランプルスティルトスキンの寓話にあるように，知らな
かったものに名前を与えることで，大きな災悪を，「行く末の幸せ」にする巨
大な力ができます。また，見えざるものに名前をつけることで，取り組みの条
件，戦いの形を変えることができます。「見えなかったものに名前をつけまし
た。さあ，これでそれについて議論しましょう。」と私が言えば，「議論はだめ
です。顔を砂に埋めて，話をそらせましょう。」などとは言えません。これま
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で見えなかったものの特徴をどのように表現するかについて議論ができます。
しかし，一度開かれたパンドラの箱を閉じることはできません。中身はもう世
界に広がったからです。
　カーネギー・レポートの主要な四つの研究結果に戻ってみて，皆さんにこれ
まで見えなかったものを，見えるようにする力を与えているか確認してみま
しょう。

◎「共通の場」
　カーネギー・レポートの前提としていることに注意を向けることは，特にア
メリカでは重要なことです。
　○職業集団との関係
　近年の経済不況が起こる前は，多くのロースクールの教員は，「我々は学術
活動をしているのであり，我々は独立しているのであり，法曹集団のことを心
配する必要はない。」と考えていました。すでにお分かりのように，このよう
な考えは変化し，ロースクールへの入学出願者の獲得に競争しています。出願
者は限られた就職口への競争に勝てるようにロースクールの教育に期待してい
ます。このようにかつて前提とされていたことが，眼前に現れ，見えるものに
なり，試され，変化しています。
　○試されている共通の場
　これまで，専門職集団の専門知識と技能が密接に結びついていることや，専
門職集団の高い地位が公益性の高い仕事に従事しているゆえであることについ
て，ほとんど議論がされてきませんでした。他の専門職と法専門職がもつ「共
通の場」は，新鮮で驚かされるような形で構成されています。私の好きな表現
でいいますと，「専門職業人は無意識のうちに不確実性に対処する。」というも
のです。私が国内や外国で講演するときには，特に，この「共通の場」を強調
します。私がアメリカのロースクールで一年生を教えるときに，学生が不確実
性と格闘しているのを見て取ることができます。それは，恐れと疑いを伴って
います。彼らは確実性を求めていますから，不確実なことを放置できないでい
ます。彼らの信念は，確実なことだけが価値のあることであり，不確実なこと
は敵であると考えます。これを不確実性の恐怖と名づければ，ロースクールの
一年目の教育は学生のこれまでの知識獲得の方法をずたずたに切り裂いている
ことを説明することによって，教員にも学生にも，なぜロースクールの一年目
の教育がそれほどまでに挑戦的であるのかを理解することができるようになる
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と思います。ロースクール教育のそのような側面は，これまでは見えていなかっ
たように思います。いまそれが明らかになり，それに取り組むことができるよ
うになりました。

◎「徒弟修練」
　カーネギー・レポート以前は，アメリカの法学教員は，徒弟修練という表現
を嘲ったと思います。「古臭い十九世紀のものだ」「学術研究が重要である」と
いう批判がすぐに出てきたと思います。「徒弟修練」は比喩的なものであるこ
とを強調しておきます。カーネギー・レポートは，法学教育の位置付けについ
ての古い議論を巧みに利用したといえます。カリキュラムの議論の枠から出
て，新しい展望を開いたと思います。カリキュラムの議論は，科目それぞれの
問題であり，またそれにどのような財源の手当てをするのかの問題に止まりま
す。「徒弟修練」という切り口は，新しい展望を開いたといえます。
　○「知的認識の徒弟修練」は，大変に強力な概念です。カーネギー・レポー
ト以前にはほとんど使われたことがありません。この概念は，ゼロックスの科
学者が使ったものです。教育学のサークルでは広く用いられています。この概
念を検討することにより，ケース・ダイアローグが法学教育において知的認識
の基礎となっていることを確認できました。
　カーネギー・レポートは，法学教員の発明の才と，学生の知識認識モデルを
創り出したことを高く評価しました。しかし同時に，問題点も指摘しています。
例えば，知識認識のモデルを繰り返すのに３年間も必要か，というものです。
　○「技能と実務の徒弟修練」
　アメリカのロースクールの教授陣は，臨床法学教育が十分であるかという議
論をしてきました。カーネギー・レポートはある意味で少し挑発的に，やれる
ならやっては，と言及しています。学内政治に関わって停滞しているよりも，
議論は前進します。カーネギー・レポートの分析では，アメリカのロースクー
ルでの技能と実務の導入は，無原則に漸進的になされてきました。他の専門職
教育と比較して，ロースクールでの技能と実務の導入は遅れをとっています。
したがって，対応方法を変えています。しかし，もっと重要なことは，カーネ
ギー・レポートが，「技能と実務の徒弟修練」という表現を用いたことによって，
広範な他の専門職分野からの想像力豊かな反応が生まれていることです。それ
は，かつて「貧困法」の位置付けで何年も議論してきたことよりも生産的です。
　○「アイデンティティと価値の徒弟修練」



226 比較法学 48 巻３号

　この分野で，カーネギー・レポートは，これまでにはないほどの大胆な取り
組みをしています。過去にも，法曹倫理の重要性を主張してきた人たちはいま
すが，多くのロースクールは聴く耳をもっていませんでした。それらの科目は，
周辺的な科目として位置付けられており，非常勤の教員によって教えられてき
ました。「アイデンティティと価値の徒弟修練」として位置付けることにより，
問題を明らかにし，他の修練とのギャップを明確にし，議論のテーブルに載せ
たと思います。多くのロースクールと研究者が，この問題に熱心に取り組むよ
うになったことは喜ばしいことです。つまり，ここでも名前のついていなかっ
たものに名前をつけることにより，注意が向けられ，改革が進んでいるのです。

◎「代表的教育方法」
　アメリカのロースクールの教員達が，その教育方法を見えざるものと認識
し，それについて改革することはいうに及ばず，議論することが難しいことで
あったことは，驚くべきことです。「代表的教育方法」という表現は，本質的
に長所と短所をもっており，ロースクールの教員達の想像をかきたてるもので
した。例えば，ケース・ダイアローグの最も厳しい批判も，その方法の潜在力
によって克服されたといえますが，限定的なものです。この教育方法をこれま
で威圧的な形で行ってきた者にも，振り返って再検討することを促しました。
一方通行の講義をしたり，ディスカッションをリードする方法をとってきた教
員も，このケース・ダイアローグの価値を，さまざまな異なった条件のもとで
見直しています。
　最後に，技能科目や実体的法内容の科目を担当する教員達も，それぞれの分
野で「代表的教育方法」について議論することが適切であることを認識し始め
ています。ここでも，見えなかったものに名前を与えることにより，これまで
になかったほどの議論を喚起しています。

◎「評価」
　「評価」の分野は，カーネギー・レポートが取り組んだ分野の中で，名前を
与えることが必ずしも問題解決の鍵となっていない分野の一つです。ロース
クールの教員の中にも，評価は加算的な評価だけでなく，フィードバックの効
果を重視する形成的な評価など，異なった方法があることを知らなかった者も
いました。時間が許す限りで，形成的な評価方法を取り入れる教員もいます。
このように，評価の問題はより目に見えるものになっています。しかし，ほん
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の数校のロースクールだけが，学習結果は教えることと学ぶことを結合して推
進できるものであることを認識しています。ある意味で，認証評価団体により，
その認識を迫られているともいえます。さらに限られた数のロースクールだけ
が，能力を基準とした学習結果の評価システムは，伝統的な点数評価システム
を覆すものであることを理解していると思います。能力評価は，点数評価では
なく，専門性と結びつけられ，専門性は段階で区切られ，「初歩」「初歩の上」
「能力有り」「有能」「専門家」と表現されます。しかし，カーネギー・レポー
トは，見えなかった論点を，名前をつけて見えるようにしただけであって，出
発点を示しただけです。

継続的発展：我々はどこにいて，どこに向かっているのか。
　いま，私は日本にいて，カーネギー・レポートの成果が，日本の法学教育を
改善するのに役立つように願っています。日本の法学教育の改革に取り組んで
いる人たちに，何らかのイマジネーションを与えるものであることを願ってい
ます。そのような可能性の根拠として，アメリカでカーネギー・レポートの影
響がどのように見られるかの例を示したいと思います。その後に，カーネギー・
レポートに関心をもってくださった日本の方々に，カーネギー・レポートの研
究結果がどのように役立ちうるのかについて，暫定的な私の考えを示したいと
思います。

Ⅱ　アメリカのその後の動向

　過去数年において，カーネギー・レポートの重要な影響を見ることができま
す。それは単に経済的困難の中で苦戦しているロースクールの中だけではな
く，より広い文脈で影響を見ることができます。その影響は，カーネギー・レ
ポートの研究結果と，見えないものを見えるようにしたレポートの力によるも
のと考えます。そのいくつかをリストアップします。
　○ロースクールは，これまで以上に，学生を卒業後に法律家として働く者へ
と育成することに力を傾けています。この努力は，現在の経済状況での就職市
場を反映しています。そして，ロースクールは，これに関連したことに関心が
向いているといえます。
　○ロースクールのサポート環境が拡大し，向上しています。「知的認識の徒
弟修練」の領域では，ロースクールは，学生が確実性を求め，言語と思考のス
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キルを向上させることを求めていることに対応しています。学術環境でサポー
トに関わっている者達は，このような需要が，早い段階から存在することを理
解しています。また，全体として，ロースクールがその必要性を見出す他の理
由も存在します。
　○ロースクール内部に，「実務のコミュニテイー」とでも呼べるものが形成
されつつあります。多くのロースクールは，専門性の認証プログラムの数を増
加させています。また課外活動と連携させた教育プログラムをもっています。
これらの変化は，実務の世界の複雑性を反映したものであるといえます。また，
部分的には，大学と実務界の協力関係の増大を反映しているともいえます。
　○臨床法学教育の大きな発展が見られます。リーガル・クリニック，エクス
ターンシップ，シミュレーション科目の増加です。ロースクールの中には，何
らかの臨床科目を履修したり，一学期の臨床科目の履修を卒業の要件としてい
るところもあります。また，ロースクールの中には，混合形態の科目デザイン
を考案した授業を提供しているものがあります。例えば，正規の教授陣と実務
家教員が共同で「実務への移行」科目を提供しています。アメリカのロースクー
ルの認証機関であるアメリカ法曹協会（American�Bar�Association,�ABA）は，
実務を指向した科目をもっと多く履修させるように要求しています。多くの
ロースクールは，この方向性については，認証機関である ABA よりも先んじ
ているといえます。
　○法文書作成の科目は強化されています。多くのロースクールでは，一年次
から二年次にかけてこれらの科目が提供されています。このアプローチは，カー
ネギー・レポートの三つの「徒弟修練」を統合するのに役立ちます。研究者教
員は，実体的な法分野で，また上級科目で同様の統合的な科目を提供するよう
になっています。倫理科目も，変革がなされています。いくつかのロースクー
ルでは，「法曹論」が一年次科目として提供されています。そのような科目では，
倫理問題を，法曹のさまざまな活躍分野の文脈の中で学生に経験させようと組
み立てられており，多くは，その分野の実務家を講師として招いています。現
実の依頼者のあるリーガル・クリニック（live-client�clinics）や，エクスター
ンシップも，同じような教育効果を主張しています。
　○法文書作成科目，臨床科目，そしてさまざまな実体的な法科目を担当して
いる教員は，「代表的教育方法」の意味について，活発な議論を交わしています。
それはどのようにすれば最も良く説明され理解されうるのかについて議論して
います。この概念についての研究論文の数も増加しつつあります。
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　○評価の問題に取り組んでいるロースクールは，まだ限られていますが，ロー
スクールの認証機関である ABA は，学習結果から評価する制度を用意するよ
うに関与しようとしています。アメリカ・ロースクール協会もまた，この分野
で専門的発展を促す戦略を形成するよう動き始めています。私は，アメリカ・
ロースクール協会がこの分野で情報交換の機関としてのより良き役割を果たし
てくれるように期待しています。

Ⅲ　日本の動向：「見えないもの」を�
「見えるもの」にするために

　今回の来日にあたって，私は日本の法学教育についてできる限りの文献を読
んできましたが，皆さんの専門性の高さに，謙虚な気持ちでおります。私の話
の締めくくりに，私のいくつかの質問と観察を皆さんと共有したいと思いま
す。皆さんは，どのように「見えないもの」を，「見えるもの」にしようとさ
れているでしょうか。そうすることで，いま日本が直面している法学教育の問
題について，建設的な改革をもたらすことができるかもしれません。これまで
お話したカーネギー・レポートの四つの枠組みで，日本についての観察をお話
します。
◎「共通の場」
　○普遍的な特徴があるのか？
　最初に，私がアメリカの専門職教育に共通するとした「共通の場」は，日本
の専門職教育にもあてはまるのかをお尋ねしたいと思います。私の仮の答え
は，「あてはまる」というものです。しかし，異なった法曹養成制度をもち，
また大陸法の影響下にある日本で，「共通の場」の考えがあてはまるのかを知
りたいと思います。
　○不確実性の役割？
　不確実性をナビゲートする必要性は，日本の法文化と，大陸法の制定法主義
の特徴の中で，重要な役割を果たすものなのでしょうか。全ての法的問題（そ
して，全ての専門職の問題）は，実務家が不確実性をナビゲートすることを要
求すると思われますが，果たして日本にこのことはあてはまるのか。異なった
文化規範によって，日本の法学生や法学教授や実務法律家が取り組む不確実性
は影響されるのか。また，それは不確実性にともなう違和感をナビゲートする
ことに影響を与えるのか。さらには，それらの諸要素が，どのようにカリキュ
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ラムの内容や教育方法に影響を与えるのでしょうか。
　○学部レベルと大学院レベルの教育の違い
　不確実性と取り組む能力は，教育学の研究者によれば，学部学生と大学院学
生とでは異なるといわれています。より成熟した大学院生の方が，不確実性を
より上手くナビゲートできるゆえに，新人法律家としてより良い法律家となり
うるといえるでしょうか。この仮説を立証するにはどのような証拠が集められ
るでしょうか。司法試験の問題は，記憶された知識を試すのではなく，不確実
性と取り組む法学生の能力を評価するように，作りかえられるべきでしょか。

◎比喩としての「徒弟修練」：教訓と可能性
　○「徒弟修練」についての考え
　日本の弁護士会と司法試験委員会は，三つの「徒弟修練」が重要であること
に賛同するでしょうか。また，日本の弁護士会と司法試験委員会は，新人法曹
が三つの分野で最低限度の教育を受けるべきであると考えるでしょうか。それ
は，学部レベルの法学教育にどのような意味をもつでしょうか。
　○「知的認識の徒弟修練」：法学部教育と法科大学院教育の連結
　法学部教育においても，知識だけでなく，批判的思考能力を発展させるべき
と考えます。法学部生が到達すべき一定のレベルについての合意を形成するこ
とは，可能でしょうか。そのような合意ができれば，法学部教育と法科大学院
教育とをスムーズに連結することが可能なのではないでしょうか。
　○「技能と価値の徒弟修練」が意味すること？
　もし三つの徒弟修練が重要であるのであれば，臨床プログラムを発展させる
ことによって，それに関連する能力を発展させるための機会が存在してもいい
のではないでしょうか。特に，学生実務規則の範囲内での業務の遂行という限
定をつけます。
　エクスターンシップの監督者は，学生が修得すべき技能や価値についてのガ
イダンスを受けているのでしょうか。学生の派遣期間が短いときに目に見える
形でエクスターンシップの教育効果が達成されるということがあるのでしょう
か。
　○試験の要件？
　もし，「徒弟修練」のそれぞれが重要であるのなら，司法試験でそれらは評
価されているのでしょうか。法学部の学生が法科大学院を経ないで司法試験を
受ける場合，学部教育のカリキュラムが三つの「徒弟修練」を適切に提供して
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いないとすると，どういう結果となるのでしょうか。

◎「代表的教育方法」
　○この概念は日本では意味をもつのでしょうか。もし，日本での「代表的教
育方法」が講義であるのなら，この概念はどのような意味をもつのでしょうか。
　○大陸法システムに適切な教育方法は何でしょうか。
　ケース・ダイアローグは，ロースクールの第一年次の学生に対して用いられ
ます。それは，この教育方法でコモンローのダイナミックスを学ぶことができ
るからです。大陸法システムに適切な「代表的教育方法」はあるのでしょうか。
　○「代表的教育方法」は，臨床科目で強化されるのでしょうか？
　どのような教育方法が，日本の臨床科目で最も適切なのでしょうか。そのよ
うな「代表的教育方法」は，その効果についてどのように記録され，正当化さ
れ，他の法科大学院にどのように共有されうるのでしょうか。

◎「評価」
　○形成的評価の戦略？
　形成的評価の戦略は，日本の法学教員に一般的に知られているでしょうか。
もしそうでなければ，形成的評価の最も良い実践例を記録にとどめて，発展の
ために共有することができるでしょうか。
　○個別の授業での学習結果？
　個別の授業でも学習目標を明らかにし，表現することの利点は，日本の法学
教員に知られているでしょうか。それによって学生は何が授業の焦点かを知
り，教員は形成的評価のための実体的内容をもった戦略を立てることができま
す。
　○制度的評価の戦略？
　制度的評価の戦略は，アメリカのロースクールではまだ開発段階にありま
す。この評価方法は，オーストラリアのロースクールとその母体の大学でよく
用いられています。オーストラリアのロースクールは，協力してこれを作り出
しました。オーストラリア法科大学院長協議会（5）は，LLB，LLM，および JD
の学位の達成目標がどのようなものであるかについて文書を発表しています。
それらの学習目標は，次のようなもので構成されている。知識，倫理，専門職

（５）　Council�of�Australian�Law�Deans,�http://www.cald.asn.au/
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責任，思考の技能，調査の技能，コミュニケーションの技能，自己管理です。
それぞれの分野は，関連した一層詳細な到達目標で構成されています。オース
トラリアの高等教育の監督システムは，2013 年に大きく変更されました。基
礎的な作業が大規模になされており，参考になります。特に，ニューサウス
ウェールズ大学（New�South�Wales�University）の研究者達がこれらのトピッ
クについて造詣が深いです。国際的な比較のために，日本の皆さんにも役立つ
と思います。
　私がこれらの質問をしましたのは，単なる言葉の上のことでなく，皆さんが
これらの問題を現実に経験されていると考えるからです。もし，今日，私が私
の役目を果たしたとすれば，不確実なものを見えない影から取り出したことそ
のものに，価値のあることと理解いただいたと思います。皆さんがどのように
お考えになったかをお聞きしたいと思います。

結論
　私は，招聘された以上のことをしていないことを祈ります。私は，私が学ん
だことと，皆さんから学びたいことを，共有しようと務めてきました。今日は，
次のことを成し遂げたと思います。
・面白いおとぎ話の記憶を皆さんに残したと思います。それによって，大変に
チャレンジングなディレンマを解決する力を見つけたと思います。
・法学教育において，見えないものと見えるものとの関係に，皆さんの関心を
引きつけたことを願います。
・カーネギー・レポートの成立経緯と，その四つの重要な研究成果を，皆さん
に伝えられたことを願います。
・そこに込められた洞察が力となって，法学教員が多くの場合に見過ごしてき
たことを，見えるようにできたことを願います。
・アメリカの法学教員がカーネギー・レポートの中心的な洞察を，アメリカの
現在の経済苦境の中で，確立しようとしていることを理解していただいたこと
を願います。
・日本の法律家，法学教員，および法学生が，以前は見えなかったものを明ら
かにするために，追究すべき問題を提起できたことを願います。
　講演の終わりに，もう一度，皆さんが示して下さったご厚意と，私の継続す
る仕事について考えを皆さんと共有する機会を与えて下さったことに，心より
感謝申し上げます。皆さんが短い期間に，日本の法学教育の改革について達成
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されたことに大きな賞賛の念を抱きます。私は，皆さんが現在の課題を克服さ
れ，結果としてより良い成果を収められることを願い，また，明るい希望をもっ
ています。

　ひとつの祝福の徴しとして，俳句を一句，皆さんと共有したいと思います。
才能ある俳人，林外（Ringai）の俳句（6）です。かれの観察眼は，季節を捉え，
また私の仕事の中心テーマを捉えています。

汲み上げる　水に春たつ　光かな

　ご清聴に感謝申し上げます。

（本稿は，2014 年４月 19 日に開催された比較法研究所公開講演会の講演原稿
の翻訳である。なお，Wegner 教授は，科研費臨床法学グループ（基盤研究（Ｂ），
課題番号 23330036）の招聘により来日された。）

（６）　http://wkdhaikutopics.blogspot.jp/search?q=ringai




