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1． 早稲田大学法務教育研究センター
の設立について

「早稲田大学法務教育研究センター（CPLER）」
は、早稲田大学出身の法律専門家が連携して、
法科大学院での専門職法学教育の在り方につい
ての研究や法律実務に関わる理論的・応用的研
究を行い、また法律専門職に対する継続教育な
どを広く提供することによって、優れた法律専
門家を養成し、「法の支配」を基盤とした社会
の発展に貢献することを目的に、2007 年 4 月
に誕生しました。
本センターには、その活動を推進するために、

「研究部門」「教育部門」「学外連携部門」の 3
部門が置かれています。

まず「研究部門」は、臨床法学教育研究所・
紛争交渉研究所・東アジア法研究所など学内の
プロジェクト研究所あるいは学外の研究機関と
連携して、社会に還元・貢献できる研究、専門
職法学教育あるいは法律専門職に対する継続教
育に役立つ研究を行うことを目的として、以下
のような活動を行っています。
（研究部門の事業例）
① 専門職法学教育に関する理論的・実践的研
究

②臨床法学教育に関する理論的・実践的研究
③継続法学教育に関する理論的・実践的研究
④紛争解決および交渉過程の研究
⑤トランスナショナル・プログラムの開発
⑥模擬裁判教材・ロイヤリング教材の開発
⑦スキル教育プログラムの開発　など

次に「教育部門」は、法律専門職に対する継
続教育を初めとして、法律家の専門性・国際性
を涵養するための教育プログラムなどを提供し、
21 世紀社会が求める法律専門職の人材育成を

目指した教育事業を、研究部門および法務研究
科の協力を得て、学外連携部門と連携しつつ、
以下の通り行っています。
（教育部門の事業例）
① トランスナショナル・プログラム：学術交
流協定校との連携

② 弁護士に対する継続教育：日本弁護士連合
会との連携

③ 税理士補佐人特別研修講座：東京税理士会
との連携

④ 上海高級人民法院法官日本法研究講座：上
海高級人民法院との連携

⑤ 知的財産特別研修講座：財務省税関研修所
との連携

最後に、「学外連携部門」は、稲門法曹会を
全国的に組織する会を設立し、会員相互並びに
会員と法務研究科在学生及び修了生との連携を
図ることを目的として、法律専門職に就いてい
る早稲田大学出身の人材情報を管理し、修了生
のための就職キャリア支援や法情報サービスの
提供を行うとともに、エクスターンシップの受
入先開拓などを進めています。
（学外連携部門の事業例）
①人材情報の管理：全国稲門法曹会（仮称）
②法情報サービスの提供
③修了生のためのキャリア支援

以上の 3部門は、互いに連携をとって、研究
部門での成果を、教育部門と学外連携部門が協
力して、公開講座として開講するなどして、効
率的に社会に還元していくことを考えています。
法務教育研究センターの活動を円滑に行うた
めには、稲門法曹の皆様、本研究科修了生、そ
して在学生の皆さんからのご協力が欠かせませ
ん。今後とも本センターへのご支援をお願いい
たします。

AZUSA00.indd   1AZUSA00.indd   1 08.5.8   0:28:19 PM08.5.8   0:28:19 PM



2

2．法務教育研究センターの活動
（2007.4.1 ～ 2008.3.31）抜粋

◇エクスターンシップの運営管理
本センター発足にともない、エクスターン

シップの対外的業務（法律事務所、官公庁、企
業への対応）を、弁護士法人早稲田大学リーガ
ル・クリニックから随時移管しています。学内
業務（法務研究科の学生向け対応）については、
従来通り法務研究科事務所で対応します。また、
2007 年度エクスターンシップ・プログラム報
告書が 2008 年 3 月末に完成しました。

◇国際プログラム
上海プログラム
2007 年 11 月 5 日～ 11 月 9 日の 5 日間、早

稲田大学小野梓記念館にて上海市高級人民法院
法官研修会が開催され、上海より裁判官ら 16
名が参加しました。同プログラムでは「刑事判
決理由の意義と書き方」「民事判決理由の意義
と書き方」「日本における『訴権の濫用』法理」「判
例の整理と判例集の編纂」「犯罪被害者の救済
制度」「日本における公益訴訟制度」「物権法の
基礎原理に関する日中比較研究」「日本の司法
制度と現代的課題Ⅰ及びⅡ」という 9つのテー
マ講義が行われたほか、最高裁判所・東京地方
裁判所の見学会及び裁判傍聴が実施されました。

◇講演会の実施
修了生向け講演会「Next Stage2007」
本研究科の修了生を対象に、2007 年 5 月～

11月の間に計7回実施されました。各回のテー
マは「弁護士に求められる職能、そして現状と
課題」（弁護士：由岐和広氏）、「司法研修所入
所前セミナー（事前説明会）」（研修所民裁教官 :
山田明氏、研修所刑裁教官：鈴木巧氏）、「過失
犯と因果関係─最近の判例の動向を素材として
─」（本学：甲斐克則教授）などを採り上げま
した。
公開講演会
「外交から裁判まで～ EFTA（欧州自由貿易
連合裁判所の例～）」が 2007 年 9 月 10 日に実
施されました。
（講演会記録詳細は記事［6-7 頁］に掲載）

◇修了生支援
修了生データベースの作成、管理、情報更新
を行っています。登録をした修了生へ修習地の
稲門法曹紹介、連続講演会や就職情報・アルバ
イト情報等、各種情報をメーリングリストを利
用して配信しています。
☆ 修了生登録がお済みでない方、登録情報に
変更がある方は法務研究科Web ページよ
り所定の手続きを行ってください。

☆ 本研究科修了生へ情報提供をご希望の稲門
法曹の方は、お気軽に当センターまでご相
談ください。

◇稲門法曹懇談会
近畿地区（大阪・京都）懇談会（2007 年 12
月 15 日）、北海道地区懇談会（2007 年 8 月 30
日、2008 年1月 30 日）、当センター懇談会（2008
年 2 月 21 日、3 月 27 日）がそれぞれ実施され
ました。ご協力いただきました先生方にはこの
場を借りて御礼申し上げます。

◇ 専門職大学院等教育推進プログラム（PSIM）
への参加（通年）
模擬裁判記録教材の作成を進めています。具
体的には「刑事模擬裁判ティーチング・マニュ
アル」が最終段階、「早稲田大学 125 周年模擬
裁判映像の教材化」を行いました。

◇社会安全研究財団からの受託研究
法科大学院学生を対象として、社会安全教育
を実践することを通じて、そのあり方に関する
理論的な研究を行いました。

2007 年度トランスナショナル・
プログラム報告

本年 3 回目を迎える同国際プログラムは、
2008 年 3 月 10 日～ 3 月 15 日の 6 日間で実施
されました。2005 年〔コーポレイト・ガバナ
ンス〕、2006 年〔国際知的財産権紛争処理〕に
続き、2007 年度は比較環境法〔環境損害の回
復とその責任〕をテーマにセッション及び公開
シンポジウムが行われました。本年より同プロ
グラムは法務研究科の正規科目となりました
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（2単位）。海外からは米国よりペンシルバニア
大学ロースクール、カルフォルニア大学バーク
レー校、デューク大学ロースクール、韓国よ
りソウル国立大学、台湾より国立台湾大学の
計 5校から教授 4名と学生 12 名が参加しまし
た。月～金を通じて 8つのセッション（講義形
式。全て英語で実施。）が行われたほか、見学
会（江戸東京博物館）やスクール別対抗プレゼ
ンテーションもあり、多いに盛り上がりました。
最終日の公開シンポジウム（同時通訳付き）に
は 80 名を超える参加者がありました。

参加学生のコメント
（アンケートより抜粋）

・「とても重要かつタイムリーなトピックだっ
たと思う。特に各国の教員や学生による授業
やプレゼンは有益だった。」

・「各国の環境問題に対する視点が異なってい
たり、共通していたり、と短期間のプログラ
ムで認識することができて有意義でした。」
・「学生プレゼンテーションはスクール対抗で
はなくミックスでやった方が、互いの比較法
的知識が深まるのではないか。」

・「英語を話す機会がなかなかないので、とて
も良い機会となりました。」

・「今後もっと多くの国々から参加者を集うと、
より良いものになると思う。」
・「環境法や行政法の知識がもっとあれば、よ
り深く理解することができたと思う。」
・「（見学会の）エコ・ツアーや自由時間を利用
し、日本について学ぶことが出きました。」
（編集注：見学会では江戸の町がいかに「環
境に優しい」街であったか学ぶ機会となりまし
た。また、海外、本学とも参加学生はとてもパ
ワフルで自由時間に朝 4時起きをして！築地市
場へ視察？へも行っていました。）
・「公開シンポジウムではパネルディスカッ
ションの部分にもっと時間をかけて欲しかっ
た。」

〔2008 年度計画（予告）〕
2009 年 3 月中の 1 週間を利用して実施し、
テーマは「国際人権」「比較人権」とする予定
です。詳細は本年秋に本研究科Web ページ等
で公表します。法務研究科創立 5周年を記念し
て規模を拡大し、より多くの海外ロースクール
から参加を募るほか、国内については稲門法曹
の皆様、修了生の方々にも広く参加を呼びかけ
る予定です。どうぞご協力をお願いします。

スクール別対抗プレゼンテーション
本学学生（右）も健闘しました

左より本学・大塚直教授、龍谷大学・高村ゆかり教授、本学・淡
路剛久教授、国立台湾大学・葉俊榮教授、ソウル国立大学・趙弘
植教授、カルフォルニア大学バークレー校Daniel A. Farber 教授、
ペンシルバニア大学ロースクール Jason Johnston 教授
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3．2007 年新司法試験の結果

2007 年に実施された 2 回目の新司法試験で
こそ、法科大学院の真の実力が問われるといわ
れてきた。3年標準課程の修了生がはじめて受
験するからである。早稲田大学の法務研究科（法
科大学院）が、3年標準課程を基本としている
ところから、2007 年の新司法試験の結果〔下
表参照〕には注目が集まった。
本学から 255 人が出願したが、修了できな

かったり、体調不良などから、実際に受験した
修了生は 223 人であった。自信がないという理
由から受け控えた人もいたようだ。
新司法試験の結果は、合格者 115 人（合格率

51.6%）。3年標準課程修了生の合格者は 104 人
（合格率 50.5%）。純粋の法学初学者は 37 人が
合格、合格率は 42.0%だった。入学者選抜のあ
り方、法学既修者認定の基準、法科大学院のカ
リキュラムや教育方法の違いなどがあり、単純
に比較することはできないが、3年標準課程全
受験生の平均合格率が 32.3%であったから、合
格率 50.5%という結果は、修了生の努力の賜
であり、教育の一定の成果であるといえよう。
2年短縮課程修了生は 8人（80.0%）が合格した。
2006 年修了生は、19 人が新司法試験に挑戦し、
2006 年に 12 人合格。2007 年に 7人が再受験し、
3人が合格したので、合格率は 78.9%に達した。
2007 年新司法試験の結果を踏まえて、法科
大学院の教育と新司法試験との有機的連携を検
証しようとのプロジェクトが「五者協議会」（法
科大学院協会、文部科学省、最高裁判所、法務

省及び日本弁護士連合会）で進められている。
法務研究科でも調査分析を進めているが、本学
在学中の成績と新司法試験の成績（合格順位）
との間には「かなりの正の相関」（法務研究科
での成績がよい者は新司法試験の成績も良い、
法務研究科での成績が悪い者は新司法試験の成
績も悪いという関係）が見られた。なお、修了
時のGPA（= Grade Point Average）3.00 以上
の人の合格率は 100%であり、2.50 ラインを境
に合格率が 70%を割り込み、2.00 ラインでほぼ
合格率 50%となるが、このラインよりも下が
ると急速に合格率が低下し、1.50 ライン以下で
は一人も合格していなかった。
この調査分析からは、法務研究科での成績と
新司法試験との間に「正の相関関係」があるよ
うに見えるが、初めての単年度だけの検証であ
り、法科大学院の教育も新司法試験も始まった
ばかりであるから、なお慎重に分析検証する必
要がある。とかく司法試験の結果だけが一人歩
きをして、法科大学院の教育を評価しがちであ
るが、こうした評価は、新司法試験を基準とし
て法科大学院の教育を評価しようというもので
あり、一歩誤ると法科大学院の予備校化を助長
し、法科大学院の教育の健全な発展にとって好
ましくない影響を及ぼすことにもなりかねない。
法科大学院の教育に対する評価は、法科大学院
修了生が、実際に法律家として実社会に出て、
どれだけの活躍ができるか、どれだけ社会の期
待に応えられるか、社会の評価によって決まる
べきものであろう。

（文責　浅古　弘）

　 出願者数 　修了生数 受験者数 短答式
合格者数

最終
合格者数

最終
合格率

3年標準課程 238 236 206 158 104 50.5%

法学系 136 134 118 92 67 56.8%

非法学系 102 102 88 66 37 42.0%

2年短縮課程 10 10 10 10 8 80.0%

再チャレンジ 7 － 7 7 3 42.9%

合　　計 255 246 223 175 115 51.6%
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4．香港ムートに参加して

早稲田大学大学院法務研究科 2年　茨木　雅明

私たちは 2008 年 3 月 3 ～ 9 日に香港で開催
されたVIS EAST MOOTに、早稲田大学法学
部久保田ゼミの学生の方々のサポートとして参
加してきました。この大会は、アジア諸国のみ
ならず、欧米のロースクールの学生が多数参加
している、海外では有名な（私は参加するまで
知りませんでしたが）大会なようです。
私がこの大会に参加したのは、将来、国際的

な弁護士として働きたいという希望を持ってい
たのですが、英語はできずさらに海外に行った
こともないという状況であったので、自分を変
えるきっかけになれば、との思いからでした。
実際に参加してみて、長島君と同様普段の授

業では得難い大変貴重な経験をすることができ
ました。実際に国際的な舞台を肌で感じること
で、将来の目標をより具体的にイメージするこ
とができるようになりました。そして、その経
験の中でも最も驚いたことは、海外のロース
クールの学生がこの大会のような課外活動に

対して大変熱心に取り組んでいることです。そ
の背景には、ローファームが経済的な支援をし
ていること（ローファームの方から大会に参加
するように学生に対して指示をしているようで
す）、司法試験の合格率が日本の制度より高い
こと、など様々な事情があると思います。現在
の日本の制度の中では、現実的に課外活動に力
を入れる時間的余裕がないのが実際ではありま
すが、出来ることなら学生がもっと積極的に課
外活動を企画し、参加していくべきだと感じま
した。将来実務に就いた時には、学生時代にそ
ういった経験を積んだ人たちと競っていかなく
てはならないからです。試験対策に追われて近
視眼的な勉強に陥りがちですが、そういった心
の余裕を持って日々過ごしていきたいと思いま
した。最後になりましたが、今回、こういった
機会を与えてくださった久保田教授、私たち院
生を快く迎え入れてくれたゼミ生の皆さん、本
当にありがとうございました。

早稲田大学大学院法務研究科 2年　長島　匡克

本学の久保田ゼミの一員として、VIS MOOT
という模擬仲裁大会の香港版に参加しました。
交渉や仲裁は日本語でも経験がなく、ましてや
英語でできるかどうかという不安がありました
が、国際的な法律問題を扱うということに興味
があったことから、視野を広げる意味でも思い
切ってチャレンジをしてみました。
私は、メモランダム作成と仲裁のスピーカー

の担当でした。前者では、英文の膨大な事実か
ら有利な結論に合理的に解釈することで、法律
を「使う」ことになりましたし、後者では、毅然
とした態度と、仲裁人の質問の趣旨を即座に理
解し、適切に答えることが求められました。英
語という壁に悩まされながら何とか準備しまし
たが、残念ながら、当日は緊張や準備期間の不
足から大失敗に終わりました。しかし、準備の
大切さを痛感しましたし、何よりも、ネイティ
ブと議論したことが貴重な経験となりました。
さらに、模擬仲裁や交流会などを通し、外国

のロースクール生や法学部生の知人が増えたこ
ともよかったです。彼らと話す中で法律の普遍
性を感じ、法曹として活躍できる領域の広さを
認識できました。今度はプロフェッショナルと
して、彼らと仕事ができたらと思います。

左から 3番目 /長島、4番目 /茨木

Vis Moot とは国際商事模擬仲裁の世界大会で、欧
米を中心に定評があり、世界各国のロースクール
生が集い、優劣を競う。今回、我が早稲田大学チー
ムはこれに初参加し、日本人として初入賞の偉業
を成し遂げた。
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記事

◆法曹としての将来を考えるための連続講演会
本研究科では、学生たちに将来進むべき進路

について具体的なイメージを持ってもらうため、
本研究科教員および学生有志により「法曹とし
ての将来を考えるための連続講演会」を定期的
に開催しています。

〈2007 年度〉
第 1回　2007 年 6 月 15 日（金）
「裁判員制度　～法科大学院生に語る～」
日本弁護士連合会会長  弁護士　平山正剛 氏

第 2回　2007 年 6 月 27 日（水）
「多重債務問題と法曹の役割」
日弁連多重債務対策本部本部長代行 他　
弁護士　宇都宮健児 氏

第 3回　2007 年 11 月 30 日（金）
「法科大学院での効果的学び方」
水戸地方裁判所長  判事　加藤新太郎 氏

第 4回　2007 年 12 月 20 日（木）
 「組織内弁護士
─国や企業で活躍する弁護士最前線」
NHK法務部・日本組織内弁護士協会理事長

　 弁護士　梅田康宏 氏、外務省国際法局経
済条約課  課長補佐　弁護士　木内秀行 氏、
アフラック法務部長　弁護士　芦原一郎 氏

※ ご講演を希望される方、講演者をご推薦い
ただける方は、法務研究科事務所まで御一
報ください。

◆修了生対象　連続講演会 Next Stage 2007
5 月から 11 月にかけて、本研究科修了生達
がリズムを保った充実した時間が過ごせるよう
に、連続講演会を企画・開催しました。

第 1回　2007 年 5 月 29 日（火）
「弁護士に求められる職能、
　　　　　　そして現状と課題」
講師：由岐和広 氏（弁護士、早稲田大学卒）
第 2回　2007 年 6 月 9 日（土）
「司法研修所入所前セミナー（事前説明会）」
講師：山田明 氏（司法研修所民裁教官）
　　　鈴木巧 氏（司法研修所刑裁教官）
第 3回　2007 年 6 月 27 日（水）
「過失犯と因果関係

─最近の判例の動向を素材として─」
講師：甲斐克則 氏（法務研究科教授）
第 4回　2007 年 7 月 11 日（水）
「百選に載っていない
　　　　　　近時重要民事判例 10 撰」
講師：山野目章夫 氏（法務研究科教授）
第 5回　2007 年 7 月 26 日（木）
「勉強の種火を消さないために」
講師：本研究科修了生チューター 3名
第 6回　2007 年 9 月 8 日（土）
「法務危機管理」解説・講評会
講師：浜辺陽一郎 氏（法務研究科教授）
第 7回　2007 年 11 月 2 日（金）
「M＆A特別講義」
講師：江頭憲治郎 氏（法務研究科教授）

◆公開講演会・模擬裁判等記録
・2007 年 3 月 18 日（日）　〈模擬裁判〉

早稲田ロースクール稲門会　設立
早稲田ロースクール稲門会（会長　河﨑健一郎）は、早稲田大学大学院法務研究科の修了生

および教員等によって組織される同窓会組織であり、進路にかかわらず、すべての修了生の親
睦を深める場として、また、法務研究科を支援する団体として、2007 年 3 月に設立されました。
在学中に築いた人的ネットワークを修了後にも継続・拡大できるように、早稲田大学大学院

法務研究科、法務教育研究センターおよび稲門法曹会と連携協力し、修了後の大学との繋がり、
修了生相互の交流、現役学生との交流など、世代を超えた幅広い交流の場を提供していく予定
です。

◇第 2回総会・懇親会　5月 24日（土）13時～　早稲田大学大隈会館 他
　問合せ先：kawasaki@asagi.waseda.jp
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「刑事模擬裁判」
刑事模擬裁判実行委員会（学生有志）

・2007 年 6 月 11 日（月）　〈講演会〉
「ヨーロッパ競争法の最近の展開」
オックスフォード競争法政策センター所長、
 オックスフォード大学スローター・アンド・
メイ競争法講師
アリエル・エズラキ

・2007 年 9 月 10 日（月）　〈講演会〉
「欧州自由貿易連合（EFTA）裁判所の
役割とヨーロッパ法」
EFTA裁判所長官  Carl Baudenbacher 博士

・2007 年 9 月 24 日（月・祝）　〈模擬裁判〉
「早稲田大学創立 125 周年記念　
裁判員模擬裁判」

・2008 年 3 月 15 日（土）　〈シンポジウム〉
「国際環境法　環境損害の回復とその責任」

〈パネリスト〉
ペンシルバニア大学ロースクール  教授　
 Jason Johnston
カルフォニア大学バークレー校  教授　
 Daniel A. Farber
ソウル国立大学  教授 趙弘植
国立台湾大学  教授 葉俊榮
早稲田大学大学院法務研究科  教授　淡路剛久

〈司会〉
早稲田大学大学院法務研究科  教授　大塚直

◆修了生
2006 年度修了生 246 名

　（3年履修　236 名／ 2年履修　10 名）
2007 年度修了生 271 名

　（3年履修　250 名／ 2年履修　21 名）

◆平成 19（2007）年新司法試験結果
受験者 223 名／合格者 115 名

◆ 2007 年度入学者選抜結果と入学者の概要
志願者数 2,338 名
第一次選考（書類審査）合格者 789 名
第二次選考（面接試験）受験者数 762 名
最終合格者数 406 名
（法学既修者認定試験受験者数 113 名）
（法学既修者認定試験合格者数 27 名）
繰上合格者 若干名

入学者数 276 名
　　内訳　　1年生 264 名
　　　　　　2年生 12 名
　　法学系学部出身 209 名〈内、社会人 16 名〉
　　他学部出身 67 名〈内、社会人 28 名〉

◆ 2008 年度入学者選抜結果と入学者の概要
志願者数 2,065 名
第一次選考（書類審査）合格者 771 名
第二次選考（面接試験）受験者数 745 名
最終合格者数 425 名
（法学既修者認定試験受験者数 104 名）
（法学既修者認定試験合格者数 14 名）
繰上合格者 若干名
入学者数 284 名
　　内訳　　1年生 279 名
　　　　　　2年生 5 名
　　法学系学部出身 205名〈内、社会人9名〉
　　他学部出身 79名〈内、社会人40名〉

※ 社会人の定義を本研究科では次の通り定め
ています。

「入学時点において官公庁・会社等における
勤務経験、自営業としての経験や主婦・主夫等、
通算して 3年以上の社会経験を持つ（見込）者。」
※ 入試情報の詳細は本研究科Web ページを
参照願います。

編集後記
爽やかな季節になりました。緑の屋根の 27号
館は元気いっぱいの学生さんでいつも賑わってい
ます。早稲田の法科大学院がスタートして 5 年目、
修了生の中には既に法曹として実務に就いている
方もいます。本学法務研究科出身の方が日本国内
はもとより、世界を舞台に今後ますますのご活躍、
それが本当に楽しみです。心で応援するだけでは
なく、ちょっぴりでもお役に立ちたい･･･そんな願
いが法務教育研究センターには込められています。
当センターも2 年目を迎えました。英名をCenter 
of Professional Legal Education and Research 
（CPLER）といいます。まだまだ知名度の低いセ
ンターですが、近い将来、「くぷらぁ」の愛称で皆
さんに親しんでいただければと思います。法科大
学院は一度修了したらそれで縁が切れてしまうの
ではなく、実務家のための継続教育、稲門法曹会、
国際プログラム等 、々様々な活動を通じて、皆様が
「帰ってくる」場所となることを願っています。 （N）

AZUSA00.indd   7AZUSA00.indd   7 08.5.8   0:28:21 PM08.5.8   0:28:21 PM




