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稲門法曹会発足にあたってのお願い

本学は、創立以来約 4000 名に達する法曹を
生み出してまいりました。2008 年秋、全国で
活躍している本学出身の多数の法曹関係者を束
ねる同窓会組織として、「稲門法曹会」が発足
いたしましたので、「梓」の紙面をかりて、ご
挨拶旁ご紹介させていただきます。
今次の司法制度改革の大きな柱である法科大

学院制度が 2004 年にスタートして早 5年余が
経ちますが、この新制度発足 10 年後に一定の
歴史的評価が出るものと思われます。果たして
国民の必要とする量と質が確保できているかど
うか、それが「法の支配」をグローバルスタン
ダードとする国民主体の法化社会を支えうるも
のであるかどうか、そうした検証がなされてい
く上で、人材育成における法曹界の役割と責任
があらためて問われることとなるでしょう。
社会・経済・文化のグローバル化が進展し、

国際的な競争がますます激しくなっている現在、
法曹界の人材育成の場である法科大学院も、か
かる社会のニーズに応えられる優れた人材を輩
出していくことが重要となります。国内におい
ては、いよいよ刑事司法制度の大改革である裁
判員制度がスタートし、これに対応し得る法曹
の養成が求められ、他方において、国際的にも
通用する高い質を有する法曹の養成が求められ、

法科大学院の教育研究体制の更なる充実発展が
期待されることは必至であります。
幸いなことに、創立以来 125 年以上に及ぶ長
い歴史において、法曹界にも本学から数多くの
優れた人材が羽ばたき、各地でご活躍いただい
ています。このたび、稲門法曹会という全国の
本学出身の法曹関係者を抱える大規模な組織が
発足したことにより、今まで以上に連携が強ま
り、社会の要請に応える本学の大学院法務研究
科をバックアップしていくことが可能となりま
す。稲門法曹会という場を通して、是非とも皆
様には、いわば勝ち残りをかけた応援をいただ
きたいと思っております。また他の法科大学院
に関係されておられる同門の法曹関係者も大勢
おられると思いますが、ともに手を携えて、わ
が国の法科大学院制度の定着・発展という大命
題に取り組んでいただきたいと願っております。
私もこれまでの弁護士生活において、幾多の
学恩を感じながらまいりました。良き師、良き
友を得、また多くの同門の方々に支えられてき
たことに常に感謝の念を抱きつつ、微力ながら
本会会長として力を尽くしてまいりたいと思っ
ております。
最後になりましたが、本会発足に多大なご尽
力いただいた関係各位に深く御礼申し上げます
とともに、会員の皆様におかれましては、本会
発展のため是非ともご協力賜りますよう宜しく
お願い申し上げます。

稲門法曹会設立に寄せて
2008 年 11 月 21 日、本学で初となる、全国規模での法曹関係者による法曹のための同窓会組織、

「稲門法曹会」が設立されました。同会は全国 9つの地域支部に、裁判官支部、検察官支部をあわせた
11 支部で組織され、稲門法曹相互の親睦を深め、早稲田大学との連携を構築することで、法曹分野に
おける早稲田大学および校友の評価を向上させ、社会的に定着させることをその活動目的にしておりま
す。本部機能が法務教育研究センター内に置かれることから、法律実務に関わる理論的・応用的研究や
継続教育の機会の提供など、大学としても今後の皆様の活動を全面的に支援していきたいと考えており
ます。稲門法曹会と大学が一体となり、稲門法曹の皆様に頼られ親しまれるセンター運営を行っていく
所存でおりますので、今後もご支援とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

稲門法曹会　会長　平山　正剛

法務研究科長・法務教育研究センター長　鎌田　薫

「梓」は、早稲田大学出身法曹（稲門法曹）、法務研究科在学・修了生および早稲田大学法学系教員を繋ぐコミュニケーション誌です。
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◇組織
当会の組織は、全国を9つの地域支部（北海道、

東北、関東、東京、中部、近畿、中国、四国、九州）
と 2つの職域（裁判官グループ支部、検察官グ
ループ支部）に区分けし、各支部より選出され
た理事、および理事より選出された常任理事を
中心に、稲門会活動を推進しています。
本部（事務局）を、早稲田大学法務教育研究

センター（英名 “Center for Professional Legal 
Education and Research” より略称名 CPLER
＝クプラー）内に置きます。

監事

◇ 会則より質問ダイジェスト
※正文はホームページを参照願います。

Qどんな活動をするのでしょうか？
早稲田大学法学部・法学研究科教員およ• 
び大学院法務研究科を中心とする教員・
学生と早稲田大学出身法曹との交流活動
本会会員のための研修、講演会等の開催• 
会報、広報誌等刊行物の発行、その他の• 
出版および電子媒体を通じた情報発信
本会会員に関する資料（名簿等）の作成、• 
管理
大学院法務研究科学生への奨学金支援　等• 

Q誰が会員になれるのでしょうか？
本会の会員資格には、正会員と賛助会員があ

ります。

正会員…早稲田大学の校友である裁判官、• 
検察官、弁護士、公証人、司法修習生、
早稲田大学法学部・大学院法学研究科・
大学院法務研究科の専任教員および前職者。
賛助会員…本会の活動趣旨に賛同し、常任• 
理事会により入会を認められた法人その他
の者であって正会員以外の方。

Q会費は納めるのですか？
会費に関し必要な事項は、常任理事会が別途
定めます。年会費 5 千円（10 年以上の実務経
験者については 1万円）です。
※  2009 年 9 月現在のところ、個別に会費の
徴収は行っておりません。

◇会員専用システムの構築について
4000 名にも達する稲門法曹の名簿を正確に
管理しながら稲門会活動を展開していくことは、
本会発足にあたっての一番の問題点でもありま
した。そこで常任理事会では、会員名簿管理の
ためにインターネットを活用した会員専用のシ
ステムを導入することを決定いたしました。そ
してこのシステム構築のため、当会理事の皆様
に 350 万円を目標に募金の協力をお願いし、目
標金額を上回る多額のご寄付を頂戴することが
できました。この場を借りて御礼申し上げます。
現在、システム構築作業も順調に進んでおり、
本年総会後には公開できるよう準備を進めてお
ります。本会会員の皆様で、会員専用システム
へのデータ登録を希望される方は、4頁の登録
申請用紙に必要事項をご記入の上、FAX送信
していただければ、システムが完成次第利用者
ID、パスワードを Eメールまたは郵送等にて
お知らせいたしますので、是非とも登録をお願
い申し上げます。

特集『早稲田大学  稲門法曹会』
稲門法曹会（Waseda University Legal Alumni Association）とは…

当会は、早稲田大学出身の法曹を対象とした同窓会組織です。東京専門学校法律学科の創立以来

125 年以上続く伝統と実績を背景に、多くの稲門法曹から支えられて、昨年（2008 年）11 月 21 日に

設立されました。本会は、早稲田大学の発展に寄与すること、法曹分野に従事する校友相互の連携を

深めること、校友と大学教職員及び学生との連携を深めること、法曹分野における早稲田大学及び早

稲田大学校友の評価を向上せしめ社会的に定着させること、を目的に掲げております。

●ホームページ：http://www.waseda.jp/law-school/WLAA/index.htm
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◇役員
顧　　問　 柳田　幸男〔東京支部（東京）〕

渡部　喬一〔東京支部（第二）〕
会　　長　平山　正剛〔東京支部（東京）〕
副  会  長　 中山　善房〔裁判官支部〕
　　　　　高橋　武生〔検察官支部〕
　　　　　星　　德行〔東京支部（第一）〕
　　　　　井元　義久〔東京支部（第二）〕
　　　　　阪井　紘行〔大阪支部〕
　　　　　奥島　孝康〔早稲田大学〕
常任理事　川上　拓一〔裁判官支部〕
　　　　　中西　武夫〔裁判官支部〕
　　　　　藤村　　啓〔裁判官支部〕
　　　　　稲川　龍也〔検察官支部〕
　　　　　金子　良隆〔検察官支部〕
　　　　　齊田國太郎〔検察官支部〕
　　　　　肘井　博行〔北海道支部（札幌）〕
　　　　　川原　眞也〔東北支部（仙台）〕
　　　　　馬橋　隆紀〔関東支部（埼玉）〕
　　　　　酒井　正利〔関東支部（千葉県）〕
　　　　　伊藤　正一〔関東支部（横浜）〕
　　　　　大西　幸男〔東京支部（東京）〕
　　　　　髙中　正彦〔東京支部（東京）〕

　　　　　土岐　敦司〔東京支部（第一）〕
　　　　　永田　泰之〔東京支部（第一）〕
　　　　　山田　勝利〔東京支部（第二）〕
　　　　　由布　節子〔東京支部（第二）〕
　　　　　奥村　哲司〔中部支部（愛知県）〕
　　　　　冨島　照男〔中部支部（愛知県）〕
　　　　　礒川　正明〔近畿支部（大阪）〕
　　　　　春名　一典〔近畿支部（兵庫県）
　　　　　河村　英紀〔中国支部（岡山）〕
　　　　　松尾　敬次〔四国支部（徳島）〕
　　　　　作間　　功〔九州支部（福岡県）〕
　　　　　吉田　良尚〔九州支部（長崎県）〕
　　　　　上村　達男〔早稲田大学〕
　　　　　加藤　哲夫〔早稲田大学〕
　　　　　鎌田　　薫〔早稲田大学〕
　　　　　田山　輝明〔早稲田大学〕
　　　　　勅使川原和彦〔早稲田大学〕
監　　事　沼田　安弘〔東京支部（第一）〕
事務局長　鎌田　　薫〔早稲田大学〕
※ 〔　〕内は支部、（　）内は所属弁護士会。
※ 常任理事以外の理事についてはホームペー
ジを参照願います。

〈2009年度稲門法曹会総会・懇親会、新人稲門法曹歓迎会、新司法試験合格祝賀会のお知らせ〉
　2009 年度総会を以下の通り開催します。また、本年から仲間に加わった新人稲門法曹をご招待し
ての歓迎会、および大学等共催による新司法試験合格祝賀会を同時開催いたします。稲門法曹の交流
と親睦の場として、多くの皆様のご参加をお待ちしておりますので、奮ってご参加ください。

【出欠連絡は次頁の FAX送信用紙をご利用ください〔締切 10/13（火）〕】

日時　2009 年 10月 18日（日）13時 00分～　（大学ホームカミングデー、稲門祭と同日）
会場　リーガロイヤルホテル東京 3階　ロイヤルホールⅠ、Ⅱ（東京メトロ早稲田駅徒歩 7分）
会費　稲門法曹　1万円（当日会場受付にてお支払いください）
　　　※ 新人稲門法曹（新 61期）および平成 21年新司法試験合格者は無料ご招待
内容　
○ 2009 年度稲門法曹会総会〈13:00 － 13:40〉
　〔議事〕 理事選任について／監事選任について／

2009 年度会費について／その他

〈稲門法曹会、早稲田ロースクール稲門会、法務研究科・法務教育研究センター　共催〉
○特別記念講演会〈14:00  － 14:40〉　
　演題『  小野梓と早稲田法学  』　
　講師：奥島  孝康（早稲田大学前総長）
○懇親会〈14:40 － 16:40〉
　※ 特別記念講演会および懇親会は、稲門法曹会懇親会・新人稲門法曹歓迎会、

平成 21 年新司法試験合格祝賀会の合同企画となります。

〔昨年度設立総会・懇親会、合格者
祝賀会（同時開催）の模様〕
（2008年11月21日開催）

お知り合いの稲門法曹で「梓」が未着の方がいらっしゃいましたら、稲門法曹会ホームページをご案内
いただければ幸いです（ホームページから「梓」のダウンロードおよびシステム登録申請が可能です）
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稲門法曹会総会、特別記念講演会・懇親会　出欠連絡　FAX 送信用紙
兼　稲門法曹会 会員専用システム　登録申請用紙

フ リ ガ ナ
性

別

□ 男

□ 女

生年

月日

19　　　　　年

　　　月　　　日生氏 　 名
（旧姓：　　　　　）

卒業大学（学部） 19　　年　　月　　　　　　大学　　　　　　　学部　　　　　　学科　　　卒業

修 了 大 学 院 19　　年　　月　　　　　　大学大学院　　　　研究科　　　　　　　　　　修了

修了法科大学院 19　　年　　月　　　　　　大学　法科大学院　修了
※早大法学部出身の方
　ゼミ（　　　　　　　）

〈対象：稲門法曹・新人稲門法曹〉
　◆ 2009 年度稲門法曹会総会に

　　出席　・　欠席　　　　　　※欠席の場合⇒議長への議決権の委任（　する　・　しない　）

〈対象：稲門法曹・新人稲門法曹、平成 21年新司法試験合格者〉
　◆ 特別記念講演会・懇親会（稲門法曹会懇親会・新人稲門法曹歓迎会、新司法試験合格祝賀会合同企画）に

　　出席　・　欠席

司 法 試 験 19　　  　　　年　合格 司法修習期 期 弁  護  士
登録番号 所属弁護士会（　　　　）

□連絡先住所 1（自　宅） ※自宅、勤務先：主たる連絡先に☑

郵 便 番 号 都道府県 都・道
府・県

市 区 町 村 町名番地

マンション名 電話番号 （　　　　　　）

FAX 番 号 （　　　　　　） 携帯番号 （　　　　　　）

□連絡先住所 2（勤務先） 　

勤 務 先 名 〔部課名：　　　　　　　　　　　　〕

郵 便 番 号 都道府県 都・道
府・県

市 区 町 村 町名番地

建 物 名 等 電話番号 （　　　　　　）

FAX 番 号 （　　　　　　） 携帯番号 （　　　　　　）

メールアドレス ※主たる連絡先に☑

□ Waseda-net 　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠　　　　　　　　　　　　．waseda．jp
□ アドレス 1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠
□ アドレス 2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠

※ 同システム登録者は、太枠内の情報（氏名、早大出身学部・大学院略称）については、原則として会員間へ公開する設定と
しております。システムログイン後、それ以外の情報の公開・非公開は各自で設定可能です。

※収集した個人情報は稲門法曹会の会員管理・会員連絡のために使用し、それ以外の目的には使用いたしません。
※登録いただいた方には、登録作業が完了次第、システムログイン用 ID・パスワードをお知らせいたします。

以下の内容で、会員システムへの登録を希望します。

〈FAX：03-5286-1720〉 ※ 10月 13 日（火）までに送信をお願いします

何れかを丸で囲んでください
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新人稲門法曹紹介
法務研究科開設と同時（2004 年 4 月）に 3年標準課程に入学し、2007 年に本研究科修了、新司
法試験に合格した修了生の多くが、今年から新人稲門法曹として実社会での第一歩を踏み出してい
ます。法科大学院の成果は今後の彼等の活躍如何にかかっていると言っても過言ではありません。
今回は、2007 年修了生の中岡起代子さんをご紹介します。

中岡起代子
2007 年法務研究科修了　同年新司法試験合格　
新 61期司法修習生
2008 年より弁護士として勤務
同年法務研究科アカデミック・アドバイザーに就任

私は、1期（未修コース）の修了生です。本
学入学前は、大学の理学部化学科卒業後、10
年間電機メーカの知的財産部に所属し、弁理士
の資格を取得し、特許出願等を担当していまし
た。そんな中、あえて会社をやめて本学に進ん
だ理由は主に 2つありました。一つは、特許出
願に加えて特許権のライセンス交渉や侵害訴訟
に携わっていくうちに、特許法のみの知識では
わからない点が多くなり、紛争解決には幅広い
法律知識が必要であると痛感したことです。も
う一つは、在職中にアメリカのローファームに
インターンとして行った際、一度社会に出てか
ら弁護士になった人達に会い、そういう人生も
面白そうだと感じたことです。特に早稲田は知
的財産の科目数も多く、教授陣も豪華で、学ぶ
ならここだと感じていました。
入学前の、楽しい学生生活という甘い期待に

反して、学生とはこれほどに勉強するかという
ぐらいみんなが必死で勉強するのでびっくりし

ましたが、勉強の進んだ同級生に教えてもらっ
たり、議論をしたりすることで、法律を学ぶ楽
しさがわかってきました。基礎科目はもちろん、
実践的な授業も数多く用意されており、模擬法
律相談をするローヤリングの授業では、同じ事
案で相談者の性格の短気な人、無口な人と設定
を変えて聞き取りを行い、人を相手にする難し
さ、楽しさを学ぶことができました。
現在は、外資系の法律事務所に所属し、知的
財産権の事件を担当しています。知的財産権は
日本のみならず他国の状況も含めた解決が必要
となることが多いですが、他国の状況の理解や
外国のクライアントに日本の法律を説明する際
には、日本法の授業はもちろんのこと、欧米知
的財産権等の授業で得た比較法的な観点が役に
立っています。
また、チューターとして後輩を指導する機会
を頂きました。私も在籍中はチューターに大変
お世話になり、多くの刺激を受けましたので、少
しでもそれを後輩に伝えていきたいと思います。
※  2009 年度法務研究科パンフレットにも、4名の法務研究
科修了生のインタビューを掲載しております。あわせて
ご覧ください。

稲門法曹会設立より1年早く、法務研究科1期生が中心とな
り法務研究科の修了生および教員等の同窓会である「早稲田
ロースクール稲門会」を設立し、活発に活動を展開しており
ます。今回はその近況をご紹介いたします。

早稲田ロースクール稲門会（会長・河﨑健一郎）は、修了
後の進路にかかわらず、すべての修了生が親睦を深め、在学
中に築いた人的ネットワークを修了後も継続・拡大する場を
提供すること、法務研究科および在学生を支援することを目
的として、法務研究科、法務教育研究センターと連携して活
動を行っています。
今後は、稲門法曹会および稲門法曹のみなさまと連携して、
修了生の就職支援をはじめとした早稲田出身の法曹を盛り上
げていく活動を積極的に行いたいと考えておりますので、ご協
力賜りますようお願い申し上げます。
また、修了生のみなさま、今年10月3日（土）には、当会の
総会および「法務研究科修了生同窓会」を開催いたします
（詳細はメールで告知のとおり。メールアドレスを登録していな
い方は、右記のお問い合わせ先まで）。ぜひ、同窓会に顔を

出していただき、また、余裕があるときには当会の活動にご協
力賜りますよう、よろしくお願いいたします。
10月18日（日）には、稲門法曹会からのご招待で、「新人稲門
法曹歓迎会」、および大学・当会共催による「平成21年新司法
試験合格祝賀会」を開催しますので、奮ってご参加ください（前
ページのFAX送信用紙にてお申し込みください）。

WLS稲門会　この1年間の活動
〈08年〉

10 月    4 日 第 3回定時総会　於：大隈会館
 合格祝賀会・激励会
 於：リーガロイヤルホテル東京
11 月 12 日 サンクス  ロースクール  ドネーション
 （修了生による教材等の寄付）
11 月 20 日 合格者体験談報告会

〈09年〉
   2 月    7 日 退任する実務家教員の送別会
   5 月 23 日 就職情報交換会　新司法試験慰労会
 於：リーガロイヤルホテル東京
   8 月 29 日 就職情報交換会（企業就職検討者向け）

早稲田ロースクール稲門会からのお知らせ

お問い合わせ先：request@wlsaa.org
早稲田ロースクール稲門会のウェブサイト
URL：http://www.wlsaa.org/
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法務研究科の近況、今後の各種行事予定等をお
知らせいたします。

◆平成 20（2008）年新司法試験結果
受験者 345 名

（2年履修 26 名／ 3年履修 319 名）
合格者 130 名

（2年履修 20 名／ 3年履修 110 名）

◆ 2008 年度修了生（2009 年 3月修了）
2 年履修  12 名／ 3年履修  244 名　　             計 256 名

◆ 2009 年度入学者選抜結果と入学者の概要
志願者数 1,677 名
第一次選考（書類審査）合格者数 760 名
第二次選考（面接試験）受験者数 725 名
最終合格者数 456 名
法学既修者認定試験受験者数 104 名
法学既修認定者数 35 名
繰上合格者 若干名
　
入学者数 275 名
内訳　1年生（未修） 259 名
　　　2年生（既修） 16 名
　　　法学系学部出身 196 名

（内、社会人 17 名）
　　　その他学部出身 79 名

（内、社会人 27 名）
※ 入試情報の詳細は、本研究科Web ページを
参照願います。

◆入試改革、カリキュラム改訂について
本研究科では 2004 年の開設以来、様々なバック

グラウンドを持つ優秀な人材を受け入れ、社会が
求める「挑戦する法曹」を多数輩出してきました。
これら 5年間の経験を礎に、これまで以上に学修
する一人ひとりの能力と意欲に応じた質の高い学
びの環境を提供すべく、2010 年度入学者より、入
学者選抜方式と学修カリキュラムを大きく変革い
たしました。特に 2011 年度入学者からは募集定員
を 270 名に設定した上で、法学既修者と未修者に
定員枠を設け、それぞれ別々に募集します。これ
により、早稲田が標榜してきた多様な人材の養成
というコンセプトを一層強力に推し進め、幾多の
優秀な法曹を輩出してきた早稲田の稲門法曹の伝
統を継承していきたいと考えております。

◆法務教育研究センターだより
○ JASRAC連続公開寄附講座
　 著作権法特殊講義「著作権侵害をめぐる喫緊
の検討課題」のご案内

デジタル化が急速に進行している現代、「著作物
の保護」への関心も日々高まりつつある中、早稲
田大学法務教育研究センターでは、本学グローバ
ルCOEおよび知的財産法制研究センターとの共催
のもと、「著作権侵害をめぐる喫緊の検討課題」と
題する連続公開講座を実施することとなりました。
10 月 3 日から土曜日の午後に、原則的に隔週

で、全 6日の日程で開催される無料の公開講座で
す。学生や研究者はもちろん、あらゆる分野で活
躍する社会人にとって必須というべき著作権法を
めぐる喫緊のテーマに関する知識を得られる、ま
たとない機会ですので、ふるってご参加ください。

・ 第 1 回　10 月 3 日（土）13:00 － 14:30　
「著作権侵害訴訟の実務上の問題点」
会場： 早稲田キャンパス

8号館－ B107 教室（予定）
司会： 高林龍（早稲田大学大学院法務研究科教授）
講師： 三村量一（弁護士、元知的財産高等裁判

所判事）

・ 第 2 回　10 月 17 日（土）13:00 － 14:30
「著作権とコンテンツ流通」
会場： 早稲田キャンパス

8号館－ B107 教室（予定）
司会： 前田哲男（弁護士、早稲田大学大学院法

務研究科講師）
講師： 齋藤浩貴（弁護士、「ネットワーク流通と

著作権制度協議会」コンテンツの流通促
進方策に関する分科会会長）

〔講座は各回ごとに受講申込が必要です。法務教育
研究センターホームページ当該講座案内より別途
お申し込みください〕http://www.waseda.jp/law-
school/cpler/index.html
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