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授業コード

科目授業名

授業代表教員氏名

ページ数

1

JP11000010 人権の基礎理論

渡邊 賢

・・・・・・・・

3

2

JP11020010 統治の基本構造

渡邊 賢

・・・・・・・・

5

3

JP11110010 公法総合演習Ⅰ（憲法訴訟論）

渡邊 賢

・・・・・・・・

7

4

JP11210010 行政活動と法

重本 達哉

・・・・・・・・

9

5

JP11220010 公法総合演習Ⅱ（行政救済論）

重本 達哉

・・・・・・・・

11

6

JP11310010 公法理論の展開

渡邊 賢／松戸 浩

・・・・・・・・

14

7

JP11320010 憲法訴訟理論の展開

渡邊 賢

・・・・・・・・

15

8

JP12010010 民法ⅠA（民事取引法の基礎①A）

杉本 好央

・・・・・・・・

17

9

JP12020010 民法ⅠB（民事取引法の基礎①B）

杉本 好央

・・・・・・・・

19

10

JP12120010 民法Ⅱ（民事取引法の基礎②）

高橋 眞

・・・・・・・・

21

11

JP12130010 民法Ⅲ（法定債権関係の基礎）

森山 浩江

・・・・・・・・

23

12

JP12140010 民法Ⅳ（家族法の基礎）

森山 浩江

・・・・・・・・

25

13

JP12210010 民法総合演習Ⅰ（民事取引法総合演習①） （甲）

森山 浩江

・・・・・・・・

27

14

JP12210020 民法総合演習Ⅰ（民事取引法総合演習①） （乙）

森山 浩江

・・・・・・・・

29

15

JP12220010 民法総合演習Ⅱ（民事取引法総合演習②） （甲）

高橋 眞

・・・・・・・・

31

16

JP12220020 民法総合演習Ⅱ（民事取引法総合演習②） （乙）

高橋 眞

・・・・・・・・

32

17

JP12310010 商法（企業組織法）

小柿 徳武

・・・・・・・・

33

18

JP12410010 商法総合演習Ⅰ（企業組織法）

高橋 英治

・・・・・・・・

34

19

JP12420010 商法総合演習Ⅱ（企業取引法）

小柿 徳武

・・・・・・・・

37

20

JP12520010 民事訴訟法Ⅰ（判決手続の基礎）

鶴田 滋

・・・・・・・・

38

21

JP12630010 民事訴訟法Ⅱ（複雑な訴訟・上訴）

鶴田 滋

・・・・・・・・

41

22

JP12640010 民事訴訟法総合演習

高田 昌宏

・・・・・・・・

43

23

JP12710010 民事法総合演習（実務民事法総合演習）

仲田 哲

・・・・・・・・

45

24

JP12810010 商法理論の展開

小柿 徳武

・・・・・・・・

47

25

JP12840010 民法理論の展開Ⅰ

森山 浩江

・・・・・・・・

48

26

JP12850010 民法理論の展開Ⅱ

杉本 好央

・・・・・・・・

49

27

JP13010010 刑法ⅠA（刑法総論）

金澤 真理

・・・・・・・・

50

28

JP13020010 刑法ⅠB（刑法総論）

金澤 真理

・・・・・・・・

51

29

JP13130010 刑法Ⅱ（刑法各論）

三島 聡

・・・・・・・・

52

30

JP13210010 刑法総合演習

金澤 真理

・・・・・・・・

53

31

JP13310010 刑事訴訟法

松倉 治代

・・・・・・・・

55

32

JP13410010 刑事訴訟法総合演習

三島 聡／高見 秀一

・・・・・・・・

57

33

JP13610010 刑事法総合演習

杉本 吉史

・・・・・・・・

59

34

JP13710010 刑事法理論の展開

三島 聡／川崎 英明

・・・・・・・・

61

35

JP21010010 法曹倫理

原田 裕彦

・・・・・・・・

63

36

JP21020010 民事訴訟実務の基礎

原田 裕彦

・・・・・・・・

65

37

JP21030010 刑事訴訟実務の基礎

杉本 吉史／高見 秀一

・・・・・・・・

67

38

JP22010010 公法系訴訟実務の基礎

山下 侑士

・・・・・・・・

69

39

JP25010010 法文書作成

山本 健司

・・・・・・・・

70

40

JP25020010 弁護実務基礎論（ロイヤリングを中心に）

山本 健司

・・・・・・・・

72

41

JP25030010 民事模擬裁判

原田 裕彦／辰田 昌弘／高橋 幸平

・・・・・・・・

74

42

JP25040010 刑事模擬裁判

高見 秀一

・・・・・・・・

76

43

JP25050010 中小企業向け法律相談

草尾 光一／道上 達也／原田 裕彦／小原 正敏／
・・・・・・・・
高橋 幸平

78

44

JP25060010 エクスターンシップ

原田 裕彦

・・・・・・・・

79

45

JP31010010 法社会学

阿部 昌樹

・・・・・・・・

80

46

JP31020021 法哲学

早川 のぞみ

・・・・・・・・

82

47

JP31030010 日本法制史

安竹 貴彦

・・・・・・・・

84

48

JP31050010 英米法

勝田 卓也

・・・・・・・・

86

49

JP31060010 中国法

王 晨

・・・・・・・・

88

50

JP41010010 租税法

渕 圭吾

・・・・・・・・

90

51

JP41030010 環境法

山村 恒年

・・・・・・・・

91

52

JP42010010 消費者法

坂東 俊矢

・・・・・・・・

93

53

JP42120010 金融・保険法

吉井 敦子

・・・・・・・・

96

授業コード

科目授業名

授業代表教員氏名

ページ数

54

JP42210010 民事執行・保全法

仲田 哲

・・・・・・・・

55

JP42220010 破産法

溝渕 雅男

・・・・・・・・

99

56

JP42230010 民事再生・会社更生法

溝渕 雅男

・・・・・・・・

101

57

JP42240010 倒産法演習

溝渕 雅男

・・・・・・・・

103

58

JP44040010 労働法演習

武井 寛

・・・・・・・・

105

59

JP44050010 労働法Ⅰ

矢野 昌浩

・・・・・・・・

106

60

JP44060010 労働法Ⅱ

緒方 桂子

・・・・・・・・

107

61

JP44110010 社会保障法

水島 郁子

・・・・・・・・

108

62

JP44210010 経済法

和久井 理子

・・・・・・・・

109

63

JP44220010 経済法演習

和久井 理子

・・・・・・・・

110

64

JP44310010 知的財産法Ⅰ

松村 信夫

・・・・・・・・

111

65

JP44320010 知的財産法Ⅱ

松村 信夫

・・・・・・・・

113

66

JP44330010 知的財産法演習

松村 信夫

・・・・・・・・

115

67

JP45040010 国際取引法

平 覚

・・・・・・・・

117

68

JP45050010 国際財産法

国友 明彦

・・・・・・・・

119

69

JP45060010 国際家族法

国友 明彦

・・・・・・・・

121

70

JP45070010 国際民事手続法

国友 明彦

・・・・・・・・

123

71

JP45080011 国際人権法

桐山 孝信

・・・・・・・・

125

72

JP46030010 中小企業法

中原 茂樹／高橋 眞／阿部 昌樹／村上 幸隆／高
・・・・・・・・
木 施文／小柿 徳武／松村 信夫／岡本 岳／赫
高規／和久井 理子／原田 裕彦／生熊 長幸

127

97

授業コード

JP11000010

科目授業名

人権の基礎理論

開講年度・学期

2019年度前期

英語科目授業名 Constitutional Rights
科目ナンバー

JAEPU7701

必修・選択

必修

単位数

3単位

授業形態

講義

担当教員氏名
（代表含む）

渡邊

科目の主題

憲法上の基本的人権保障の基本構造を理解するとともに、各人権規定に関する主要な判例･学説を
検討することを目的とする。受講者は教科書を含む憲法の概説書と教材の指定された箇所の予習を
したうえで受講に臨まなければならない｡授業においては、重要な箇所や理解が難しい箇所に重点
を置きつつ、より詳しい説明を行なう。

賢

法律基本科目のなかでも、この科目は３年課程の１年次に開講されるもので、いわゆる未修者を対
象とするものである。この講義のこのような位置づけを前提として、この講義では、日本国憲法に
おける基本的人権の保障の全体像と、個別の人権規定による人権保障のあり方を検討する。この検
授業の到達目標 討を通して、受講生が、各人権規定に関する基本的な判例・裁判例及び学説を理解することが、こ
の講義の第一の到達目標である。また、これら判例・裁判例が判断の対象とした具体的な事例をき
ちんと押さえていくことを通して、具体的な事例のなかに含まれる憲法上の問題点を発見する能力
を身につけ、それを向上させることが、この講義の第二の到達目標である。

授業内容・
授業計画①

（１）導入
杉本教授が担当される民法ⅠＡ、民法ⅠＢと役割分担しつつ、全体的なイントロダクションとし
て、法の分類、各種の制定法相互間の効力関係、裁判手続など、法曹養成専攻における学修にとっ
て必要な前提知識を概観する。
（２）法の下の平等
「平等」の観念に関する基本的な理解、憲法14条の規範構造、平等権審査の基本的な枠組等、法の
下の平等に関する基本的問題について、尊属殺人罪(最判昭和48・4・4刑集27・3・256)や非嫡出子
の法定相続分に関する判例を主な素材として考察する。
（３）（４）信教の自由と政教分離
信教の自由と政教分離の意義、両者の関係について検討する。信教の自由については、加持祈祷事
件判決(最判昭和38・5・15刑集17・4・302)等を題材にして、その内容、限界等について考察す
る。また、政教分離については、基本判例(剣道実技拒否事件最判平成8・3・8民集50・3・469、津
地鎮祭訴訟最判昭和52・7・13民集31・4・533等)を用いて、その法的性格、違憲審査基準等につい
ての基本的理解を用いて求める。
（５）（６）表現の自由
「表現の自由の優越的地位」の理論を中心に、表現の自由を保障する意義について、検閲と表現に
対する事前抑制に関する北方ジャーナル事件判決(最判61・6・11民集40・4・872）を主たる題材と
して基本的な検討を行なったうえで、表現の内容に対する規制に関する問題について考察を行な
う。その際、性表現規制に関する判例(チャタレー事件最判32・3・13刑集11・3・997等)を取りあ
げる。
（７）（８）経済的自由
職業選択の自由に関する問題について、規制目的と人権制約の範囲や立法府の裁量の範囲との関係
を、小売市場事件(最判昭和47・11・22刑集26・9・586)や薬事法距離制限事件(最判昭和50・4・30
民集29・4・572)等を題材として検討する。他方、財産権に関する基本問題については、森林法共
有分割制限事件(最判昭和62・4・22民集41・3・408)等を用いて検討し、損失補償の基本問題も考
察する。
（９）人身の自由
成田新法事件判決(最判平成4・7・1民集46・5・437)を題材に、適正手続に関する基本問題を考察
し、その後、刑事手続における諸権利の内容について検討する。
（１０）中間試験
（１１）（１２）生存権
生存権につき、朝日訴訟(最判昭和42・5・24民集21・5・1043)や堀木訴訟(最判昭和57・7・7民集
36・7・1235)を題材に、その権利性をめぐる問題や、生存権の自由権的側面に関する問題を検討す
る。
（１３）教育を受ける権利
教育を受ける権利に関しては、主に、旭川学テ事件(最判昭和51・5・21刑集30・5・615)を題材
に、学習権と教育権の所在の問題を中心に検討する。
（１４）（１５）労働基本権
労働基本権に関する問題を、主に、公務員の労働基本権の制限に関する判例(全逓東京中郵事件最
判昭和41・10・26刑集20・8・901、全農林警職法事件最判昭和48・4・25刑集27・4・547等)を素材
として検討する。
（１６）（１７）包括的基本権
表現の自由と名誉・プライバシーとの調整問題に触れつつ、包括的人権保障の問題を取り上げる。
同時に、自己決定と輸血拒否(東京高判平成10・2・9判時1629・34)を題材として、自己決定権の内
容､制約原理を検討する。さらに住基ネットに関する一連の裁判例等もここで検討対象とする｡

3

授業内容・
授業計画②

（１８）人権の適用範囲と人権の制約原理
人権の適用範囲の問題につき、私人間効力論(三菱樹脂事件最判昭和48・12・12民集27・11・1536
等)を素材に、素描する。第18回の後半では、人権の制約原理について、内在的制約、政策的制
約、パターナリスティックな制約の内容とその相互関係を総括する。
（１９）（２０）（２１）人権の享有主体：外国人・未成年者・法人：国民主権論も含めて
人権の享有主体に関する問題のうち､外国人の人権享有主体の問題につき、マクリーン事件最高裁
判決(最判昭和53・10・4民集32・7・1223)等を題材に、国民主権論も含めて、考察する。その他、
未成年者・法人の人権についても検討する。
（２２）全体の総括
基本的人権をめぐる判例・裁判例と学説の間にみられると思われる距離について総括する。
（２３）期末試験

原則として講義形式の授業であるが、基本的な判例等を素材として、質疑応答や議論をまじえ、双
事前・事後学習 方向的な授業の中で学生の理解を深めるようにするので、十分事前準備をすること。毎回の授業終
の内容
了後は必ず復習をすること。
絶対評価
平常点（成績評価全体のうち20%の比重を占める中間試験と、10%の比重を占める各講義における質
評価方法
問や議論への参加の状況から構成される）及び学期末の試験（成績評価全体のうち７０％の比重を
占める）により評価を行う｡
授業で不明な点がある場合には放置しないで、授業終了後などの機会を捉えてその都度必ず質問
受講生へのコメ し、疑問点を解消するようにして下さい。
ント

教材

・野中俊彦＝中村睦男＝髙橋和之＝高見勝利『憲法ⅠⅡ〔第5版〕』（有斐閣、2012年）
・長谷部恭男・石川健治・宍戸常寿編『憲法判例百選ⅠⅡ〔第6版〕』（有斐閣、2013年）
・大阪市大憲法判例集Ⅰ&Ⅱ（大阪市大で教材用に作成したもの。法学部事務室にある）
・担当教員が指定する判例・学説等

4

授業コード

JP11020010

科目授業名

統治の基本構造

開講年度・学期

2019年度後期

英語科目授業名 Constitutional Structures
科目ナンバー

JAEPU7702

必修・選択

必修

単位数

2単位

授業形態

講義

担当教員氏名
（代表含む）

渡邊

科目の主題

賢

統治の基本構造についての全体的な見取り図を提供するとともに、実効的なガヴァナンスを維持す
るための仕組みを理解することを目的とする。講義方法としては､原則として講義形式で行うが､で
きる限りケース・メソッド方式を取り入れ、裁判例を中心的な素材とすることにより､問題の具体
的把握及び講義の双方向性を確保する｡

法律基本科目のなかでも、この科目は３年課程の１年次に開講されるもので、いわゆる未修者を対
象とするものである。この講義のこのような位置づけを前提として、この講義では、日本国憲法に
おける統治機構のあり方の全体像と、個別の規定による統治機構の規律のあり方を検討する。この
検討を通して、受講生が、統治機構に関する個別の憲法の規定に関する基本的な判例・裁判例及び
授業の到達目標 学説を理解することが、この講義の第一の到達目標である。また、これら判例・裁判例が判断の対
象とした具体的な仕組みと事例をきちんと押さえていくことを通して、具体的な仕組みや事例のな
かに含まれる憲法上の問題点を発見する能力を身につけ、それを向上させることが、この講義の第
二の到達目標である。

授業内容・
授業計画①

（１）（２）国会の地位
国会の憲法上の地位を確認の後、特に「全国民の代表機関としての国会」を中心に取り上げる。
党籍変更をした国会議員に対する損害賠償請求に関する簡単な下級審判決（名古屋地判平成１２・
８・７判時１７３６・１０６）を素材とすることにより、代表機関性に関する一般論を理解しつ
つ、党籍変更をめぐり発生する問題を考察する。
（３）（４）議員の免責特権
国会の権限・衆参両議院の権限・議員の権限につき概観の後、議員の免責特権について、議会に
おける発言と損害賠償責任の有無が問われた判例（最判平成９・９・９民集５１・８・３８５０）
を素材として検討を行う。
（５）委任立法の役割と限界
委任立法の種類・必要性とその立法的・司法的統制方法につき概観し、特に司法的統制方法を比
較法的見地も含めて見ていく。その上で委任立法の限界に関する事例（最判昭和４９・１１・６刑
集２８・９・３９３、最１判昭和５６年１０月２２日刑集３５巻７号６９６頁）を取り上げる。
（６）国会と内閣
行政権の捉え方に関する従来の学説を紹介し、我が国の議院内閣制の下における立法権と行政権
の関係につきありうる理解の全体像を把握する｡その上で､法律による行政の原理のうち､法律の留
保論につき､最判昭和５５･９･２２刑集３４・５･２７２を素材に検討する｡
（７）内閣総理大臣の職務権限
わが国における政策決定プロセス（法律の制定からその実施まで）を、具体例に即して概観する
ことを通して、各アクターがいかなる権限を有し得るかを理解した上で、内閣総理大臣・国務大臣
の職務権限につき、判例（最判平成７・２・２２刑集４９・２・１）を素材として、検討する。
（８）司法権の意味と限界
司法権概念につき、判例（最判昭和５６・４・７民集３５・３・４４３）に沿いながら、一般的
な説明を行う。これを前提として、政治問題の法理につき判断をした二つの判例（最判昭和３４・
１２・１６刑集１３・１３・３２２５、最判昭和３５・６・８民集１４・７・１２０６）を取り上
げ、政治問題の法理の射程範囲を検討する。また､地方議会議員に対する出席停止処分に係る最大
判昭和３５・１０･１９民集１４巻１２号２６３３頁､除名処分に係る最大判昭和３５・３･９民集
１４巻３号３５５頁を比較することを通して､いわゆる団体内部問題と法律上の争訟との関係に関
する議論を考察する｡
（９）違憲審査制
違憲審査制に関する二つのタイプ（具体的審査制と抽象的審査制）を説明の後、立法行為（不作
為）と国賠請求に関する二つの判決（最判昭和６０・１１・２１民集３９・７・１５１２（在宅投
票制）及び熊本地判平成１３・５･１１判時１７４８号３０頁（ハンセン病訴訟））を素材として､
具体的審査制を採用する我が国制度下における憲法訴訟のあり方を検討する。
（１０）平和主義
憲法９条をめぐるこれまでの政府解釈の変遷、裁判所（裁判例として最判昭和３４・１２・１６
刑集１３・１３・３２２５、札幌地判昭和４８・９・７判時７１２・２４、札幌高判昭和５１・
８・５判時８２１・２１）における憲法９条解釈、学説の９条理解を対比し、それぞれの解釈相互
間の異同を明らかにしつつ、９条に関連する政府の諸施策のあり方を憲法９条がどの程度規律して
きたかを見る。
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授業内容・
授業計画②

（１１）地方自治と政府間関係
「地方自治の本旨」をめぐる規定内容（の難解さ）を理解する｡その上で､我が国における地方政
府の施策と国の施策との連動につき、地方公務員の給与決定システムとそこに含まれる問題を､判
例（最判昭和５１・５・２１刑集３０・５・１１７８）を踏まえつつ、人事院減額遡及勧告と人事
委員会給与減額遡及勧告を素材として､考察する｡
（１２）条例論
法律の先占と条例制定の可否につき、判例（最判昭和５０・９・１０刑集２９・８・４８９）の
提示する基準を理解した上で､いわゆる上乗せ・横出し条例をめぐるいくつかの事例を素材とし
て、条例の法律違反性の判定方法等につき検討を行う。同時に､那覇地判平成１２・５・９判時１
７４６号１２２頁を素材としていわゆる住民投票条例の問題も考察する｡
（１３）行政手続法制
行政活動に対する国民「参加」のありうる態様につき、統治機構全体においてわが国憲法が予定
している全体像の中で「行政手続」への国民の「参加」が有する意義を考察することを通して､判
例（最大判昭和４７・１１･２２刑集２６・９・５５４、最大判平成４・７･１民集４６・５・４３
７）において示されている､憲法論としての行政手続保障の理解を検討する｡
（１４）全体の総括
国民主権と国民代表及び権力分立機構の全体像を通して､わが国憲法の下で実効的なガヴァナン
スを維持するための仕組みがどのようになっているのかをまとめる｡
（１５）期末試験

憲法の概説書により基礎的な知識を理解していることを前提として、裁判例のある領域に関する講
事前・事後学習 義では、判例評釈等も手がかりとして予習することが求められる。受講後は毎回きちんと復習する
の内容
こと。

評価方法

絶対評価
各講義における質問や議論への参加の状況（成績評価全体のうち１５％の比重を占める）及び学期
末の試験（同じく８５％の比重を占める）により評価を行う｡

講義の予習と復習を怠らないようにすること。憲法だけでなく国会法などのいわゆる憲法付属法に
受講生へのコメ ついても、登場する条文は必ずその都度参照すること。
ント

教材

・野中俊彦＝中村睦男＝高橋和之＝高見勝利『憲法Ⅰ、Ⅱ〔第5版〕』（有斐閣､2012年）
・長谷部恭男･石川健治・宍戸常寿編『憲法判例百選Ⅰ、Ⅱ〔第6版〕』（有斐閣､2013年）
・大阪市大憲法判例集Ⅰ＆Ⅱ(大阪市大で教材用に作成したもの)
・担当教員が指定する判例･学説等
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授業コード

JP11110010

科目授業名

公法総合演習Ⅰ（憲法訴訟論）

開講年度・学期

2019年度後期

英語科目授業名 Constitutional Litigations
科目ナンバー

JAEPU8804

必修・選択

必修

単位数

2単位

授業形態

演習

担当教員氏名
（代表含む）

渡邊

科目の主題

この講義では、基本的人権に関する主要な裁判例を中心にフォローし、そこで展開されている判例
理論の内在的な理解に努めつつ、これに対する学説からの応接と対比し、判例理論の意義と限界を
検討する。

賢

法律基本科目のなかでも、この科目は3年課程の2年次、あるいは2年課程の1年次に開講されるもの
で、本ロー・スクールの1回生において「人権の基礎理論」をすでに学習している者、あるいは法
学部等においてそれに相当する内容を履修している者を対象とするものである。本講義のこのよう
な位置づけにかんがみて、本講義では、①各事例の前提となる制度及び事例に特有な事実関係を分
授業の到達目標 析する力を確かなものとすること、②具体的な事例に含まれる憲法上の問題点を発見する能力のよ
りいっそうの向上に努めること、及び③各事例に含まれる憲法上の問題点について、憲法の人権保
障という視点から違憲性を主張する立場を構成する能力と、それへの反論を見極めつつ、妥当な解
釈論を導き出す能力を涵養することが、この講義の到達目標である。

授業内容・
授業計画①

(1) 外国人の人権
人権の享有主体に関する問題のうち、外国人の人権を検討する。外国人の人権に関する判例理論
を瞥見した後、定住外国人の公務就任権に関する東京都管理職試験訴訟最大判平成17・1・26民集
59巻1号128頁につき、外国人の人権と主権論の関係も含めて、考察する。
(2) 法人の人権
人権の享有主体に関する問題のうち、法人の人権に関する八幡製鉄事件最判昭和45・6・24民集
24巻6号625頁、南九州税理士会事件最判平成8・3・19民集50巻3号615頁、群馬司法書士会事件最判
平成14・4・26判時1785号31頁を、国労広島事件最判昭和50・11・28民集29巻10号1698頁も絡めな
がら、考察する。
(3) 思想良心の自由
精神的自由権に関する問題のうち、思想良心の自由の保障の意義と限界につき、最判平成19・2･
27民集61巻1号291頁及び平成23年に出された三つの最高裁判決を素材に、卒業式における国歌斉唱
と公務員である教師の思想･信条の自由を中心に検討する。
(4) 政教分離
政教分離原則について判例法理が従来展開してきた目的効果基準の内容・意義・守備範囲等につ
き、白山比メ神社御鎮座二千百年式年大祭奉賛会事件最1判平成22・7・22判時2087号26頁を素材に
検討する。
(5) 表現の自由（1）
表現の自由をめぐる諸問題のうち、検閲・事前抑制をめぐる判例法理を確認の上、裁判所の仮処
分による出版物の事前差止を認める際、名誉権を保護する場合とプライバシー権を保護する場合と
でその基準に違いがあるかどうかについて検討する。
(6) 表現の自由（2）
表現の自由をめぐる諸問題のうち、いわゆるパブリック・フォーラム論を確認の上、公立図書館
を「公的な場」とする議論を展開した船橋市西図書館蔵書廃棄事件最判平成17・7・14民集59巻6号
1569頁を検討する。
(7) 表現の自由（3）
表現の自由をめぐる諸問題のうち、公務員の政治的行為禁止規定とその適用の合憲性が問題と
なった東京高判平成22・3・29等を比較対象にして、いわゆる猿払事件最判昭和49・11・6刑集28巻
9号393頁を検討する。
(8) 表現の自由（4）
表現の自由をめぐる諸問題のうち、報道・取材の自由をめぐる一連の最高裁判例の法理を考察す
る。

7

授業内容・
授業計画②

(9) 経済的自由
職業選択の自由の規制立法の違憲審査基準と財産権の規制立法の違憲審査基準とを比較し、両者
の異同を考察する。
(10) 生存権
生存権と違憲審査基準をめぐる諸問題のうち、生存権保障から「制度後退禁止原則」なるものを
導出できるかにつき、生活扶助老齢加算廃止事件最判平成24・2・28民集66巻3号1240頁を素材とし
て、検討する。
(11) 参政権
参政権をめぐっては、議員定数不均衡に関する諸判例のほか、在外邦人選挙権剥奪違法確認等請
求事件最判平成17・9・14民集59巻7号2087頁など、いくつかの重要な最高裁判例が近時相次いで出
されている。そこでそれらの相互関係を考察する。
(12) 包括的基本権
包括的人権保障の問題を取り上げるが､その際、自己決定と輸血拒否(東京高判平成10・2・9判時
1629・34)等を題材として、自己決定権の内容､制約原理を検討する。また住基ネットに関する一連
の裁判例等もここで検討対象とする｡
(13) 人権の適用範囲
人権の適用範囲に関する諸問題につき、いわゆる私人間効力論を中心に、検討する。
(14) 人身の自由
成田新法事件最判平成4・7・1民集46巻5号437頁で展開されている行政手続の法理の内容・意
義・限界を、退去強制手続に関する東京地判平成17・1･21判時1915号3頁を素材としつつ、確認す
る。
(15) 期末試験
事前に各回の対象とする判例を精確に読み込んでおくこと。受講後は必ず復習すること。

事前・事後学習
の内容

評価方法

絶対評価
各講義における質問や議論への参加の状況（成績評価全体のうち１０％の比重を占める）及び学期
末の試験（同じく９０％の比重を占める）により評価を行う｡
講義は､教員が質問し、それに受講者が答える形式で進められる。

受講生へのコメ
ント

教材

・野中俊彦＝中村睦男＝高橋和之＝高見勝利『憲法Ⅰ、Ⅱ〔第5版〕』（有斐閣、2011年）
・長谷部恭男・石川健治・宍戸常寿編『憲法判例百選ⅠⅡ[第6版]』（有斐閣、2013年）
・大阪市大憲法判例集Ⅰ&Ⅱ（大阪市大で教材用に作成したもの。法学部事務室にあります）。
・担当教員が指定する判例・論文・判例評釈等。
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授業コード

JP11210010

科目授業名

行政活動と法

開講年度・学期

2019年度前期

英語科目授業名 Administrative Law
科目ナンバー

JAEPU8803

必修・選択

必修

単位数

2単位

授業形態

講義

担当教員氏名
（代表含む）

重本

科目の主題

達哉

この講義では、憲法・民事法・刑事法などの基礎を修得した者を対象として、行政法上の基礎的な
理論・制度について、特に、「法律による行政の原理」その他行政法の基本原理・一般原則と、そ
れらに基づいて行われるべき行政活動の代表的な類型である「行政行為」その他の行為形式の定
義・意義・分類・基本的要件・主な手続などについて、近時の判例・学説の展開を踏まえつつ説明
する（その余の部分は、「公法総合演習Ⅱ」で取り扱う）。

【科目の主題】及び【授業内容・授業計画】の過程のみならず、当然に【事前・事後学習の内容】
を含む一連の作業を通じて、行政（作用）法総論と称される上記の理論・制度の基本構造を理解
し、個別行政過程の法的仕組みを分析するための基礎的能力を身に着けること。すなわち、どのよ
うな行政活動がどのような理由で違法又は適法と評価されるべきかについて、行政通則的法律及び
授業の到達目標 参照することが指示されている法令に基づいて説明できるようになること（延いては、どのような
行政活動がどのような要件・手続の下で法定されるべきかについて、それらの関係法令に基づいて
検討できるようになること）。
原則として、科目担当者が作成した資料に沿って行われる通常の講義形式を採用する予定である。
しかし、下記の授業計画を旨としつつ、多くの設例＆設問・主要な判例を素材とする質疑応答・議
論などを適宜交えることで、受講者の理解を深めるように常に努めることとする。
(1) 行政法序論
行政法の特質・意義、行政法の分類並びに行政活動の主体・組織（と私人）について検討する。
(2) 行政法の基本原理：法律による行政の原理（を中心とする法治主義）
特に、法律の留保について検討する。法律と条例の関係及び行政組織における権限分配のあり方
についてもごく簡単に取り扱う。
〈主要な関連判例〉徳島市公安条例事件(1-2)、宮崎市自動車一斉交通検問事件(9-2)、浦安漁港
ヨット係留用鉄杭強制撤去事件(9-5)
(3) 信頼保護その他の行政法の基本原理
行政裁量・行政手続についても予め概括的に検討する。
〈主要な関連判例〉宜野座村工場誘致政策変更事件(9-3)、マクリーン事件(4-4)、神戸全税関事件
(4-2)、成田新法事件(3-7)

授業内容・
授業計画①

(4) 比例原則・平等原則その他の行政法の一般原則、行政活動の形式1：行政基準（行政立法）①
特に、法規命令について検討する。法律と条例の関係についても補足する。
〈主要な関連判例〉山形県余目町個室付浴場業事件(4-3)、旧高根町給水条例事件(1-8)、サーベル
登録拒否事件(1-4)、医薬品ネット販売権確認等請求事件(1-10)
(5) 行政活動の形式2：行政基準（行政立法）②・行政行為①
行政規則、それから、行政行為の概念について検討する。
〈主要な関連判例〉墓地埋葬通達事件(1-1)、北海道パチンコ店営業停止事件(13-9)
(6) 行政活動の形式3：行政行為②
行政行為の分類（特に、許可と特許の区別）・附款について検討する。行政組織の内部行為など
についてもごく簡単に取り扱う。
〈主要な関連判例〉武蔵野市住民票続柄記載行為事件(18-10)、松任市一般廃棄物収集・運搬業不
許可事件(8-4)
(7) 行政活動の形式4：行政行為③
行政行為の効力・瑕疵について検討する。
〈主要な関連判例〉岡山スピード違反公訴提起事件(2-5)、ネズミ講課税処分事件(2-8)、東京都建
築安全条例事件(2-9)
(8) 行政活動の形式5：行政行為④
行政行為の職権取消し・撤回について検討する。
〈主要な関連判例〉秋田県農地買収令書全部取消事件(2-1)、菊田医師事件(2-4)、東京都中央卸売
市場事件(20-3)
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(9) 行政活動の形式6：行政行為⑤
特に、行政裁量に基づく行政行為の司法審査について検討する。行政計画についてもごく簡単に
取り扱う。
〈主要な関連判例〉小田急訴訟本案判決(4-8)、呉市施設使用不許可事件(4-7)、伊方原発訴訟(45)
(10) 小括：行政処分（行政行為）の違法
特に、実体的違法事由について検討する。個別法の解釈の仕方についても併せて検討する。
〈主要な関連判例〉静岡県パチンコ店営業許可連続取消事件(8-1)、ストロングライフ事件(8-2)
(11) 行政活動の形式7：行政行為⑥
行政手続法上の行政処分手続、手続的違法事由と行政行為の取消しの関係について検討する。
〈主要な関連判例〉一般旅券発給拒否処分事件(3-6)、一級建築士免許取消処分基準事件(3-8)、個
人タクシー事件(3-1)、群馬中央バス事件(3-3)

授業内容・
授業計画②

(12) 行政活動の形式8：行政指導・行政契約
行政制裁についても予めごく簡単に取り扱う。
〈主要な関連判例〉武蔵野市水道法違反事件(5-3)、武蔵野市教育施設負担金事件(5-4)、品川区マ
ンション事件(5-2)、旧福間町公害防止協定事件(9-8)
(13) 行政活動の一般的制度1：行政と情報
行政調査・届出・情報公開・個人情報保護について主に検討する。
〈主要な関連判例〉荒川民商事件(6-2)、所持品検査事件(6-3)、川崎民商事件(6-1)
(14) 行政活動の一般的制度2：行政上の義務履行確保、まとめ
行政上の強制執行・交通反則金その他の行政制裁・司法的執行の可否について主に検討する。
〈主要な関連判例〉茨木市職員組合事務所明渡請求事件(7-1)、大阪府交通反則金通告取消訴訟(72)、宝塚市パチンコ店等規制条例事件(7-4)
(15) 期末試験
※1 判例番号は、稲葉馨ほか編・後掲『ケースブック行政法〔第6版〕』のものを指す。また、判
例の搭載順は、おおよその検討順序を示すものである。
※2 この授業と「公法総合演習Ⅱ」の両者によって、行政法のコアカリキュラム（共通的到達目標
モデル〔第二次修正案〕：http://www.congre.co.jp/corecurriculum/result/pdf/gyosei02.pdf）の項目全てに対応している。
〈事前学習〉
事前に配布される上記資料を熟読した上で、当該資料に掲載されている設例＆設問（特に後者）の
解答を事前に準備すると共に、講義で取り扱われることが予定されている上記判例の事実の概要・
争点・判旨を説明できるように事前に十分努めておかなければならない。

事前・事後学習
の内容
〈事後学習〉
理解がなお不十分である点・設問を中心に、【教材】、科目担当者及び司法試験予備試験短答式試
験（行政法）の過去問などを活用して、知識の定着及び文章化を図るべく、十分努めなければなら
ない。
評価方法

〈絶対評価〉
講義における質問又は議論への参加状況について20％、期末試験について80％の割合で評価する。

行政法は1つの法律を中心に学習すれば事足りる分野ではないので、学習中に自分が行政法のどこ
を学習しているのか迷ってしまう者が少なくない。したがって、その都度このシラバス（特に【授
受講生へのコメ 業内容・授業計画】）を振り返って、自分の立ち位置を確認して欲しい。なお、上記資料は（した
がって、【授業内容・授業計画】も）、体系性及び憲法学との接合を重視して、〈教科書〉の説明
ント
順序とは大きく異なる部分があることに注意して欲しい（上記資料の教科書該当頁については、適
宜明示する予定である）。

教材

〈教科書〉
中原茂樹『基本行政法〔第3版〕』（日本評論社、2018年）
※ 本書は、「公法総合演習Ⅱ」でも教科書として取り扱う。

10

授業コード

JP11220010

科目授業名

公法総合演習Ⅱ（行政救済論）

開講年度・学期

2019年度前期

英語科目授業名 Administrative Litigations
科目ナンバー

JAEPU8805

必修・選択

必修

単位数

2単位

授業形態

演習

担当教員氏名
（代表含む）

重本

科目の主題

達哉

この授業では、法律基本科目「行政活動と法」を履修した（又は履修している）者を対象として、
行政法上の理論・制度のうち、主として、取消訴訟などの行政訴訟をはじめとする行政救済法を、
近時の判例・学説の展開を踏まえつつ検討する。

【科目の主題】及び【授業内容・授業計画】の過程のみならず、当然に【事前・事後学習の内容】
を含む一連の作業を通じて、行政救済法の基本構造を把握し、個別行政過程の法的仕組みを解釈す
るために必要な能力を身に着けること。特に、違法な行政活動（不作為を含む。）を前にしてどの
授業の到達目標
ような法的救済手段を用いるべきかについて、行政通則的法律及び参照することが指示されている
法令に基づいて説明できるようになること。
科目担当者が作成した資料に沿って、かつ、下記の授業計画を旨としつつ、多くの設問・判例など
を素材とする質疑応答及び議論を交えた双方向的な授業を行うことで、受講者の理解をより確かな
ものにするように努める。
(1) 行政訴訟総論①
各種行政訴訟、特に抗告訴訟の基礎的内容について検討する。
〈主要な関連判例〉宝塚市パチンコ店建築中止命令事件(7-4)
(2) 行政訴訟総論②・取消訴訟の対象①
住民訴訟などの基礎的内容及び取消訴訟の対象該当性（処分性）の基本について検討する。
〈主要な関連判例〉1日校長事件(16-3)、大田区ごみ焼却場設置事件(11-2)、岡市公共施設管理者
開発許可同意拒否事件(11-9)、成田新幹線事件(11-4)
(3) 取消訴訟の対象②
処分性拡大の様相を如実に示す、通知及び行政計画の処分性について検討する。
〈主要な関連判例〉横浜税関検査事件(11-5)、冷凍スモークマグロ食品衛生法違反通知事件(1112)、盛岡用途地域指定事件(11-6)、浜松市土地区画整理事業計画事件(11-15)、阿倍野第二種市街
地再開発事業計画事件(11-8)

授業内容・
授業計画①

(4) 取消訴訟の対象③
処分性拡大の意義と限界（問題点）について整理・検討する。
〈主要な関連判例〉病院開設中止勧告事件(11-14)、御所町二項道路指定事件(11-10)、横浜市保育
所廃止条例事件(11-16)、労災就学援護費不支給事件(11-11)
(5) 取消訴訟の原告適格①
関連判例の趣旨を精確に理解する。
〈主要な関連判例〉主婦連ジュース不当表示事件(12-1)、小田急訴訟(12-10)、サテライト大阪事
件(12-11)
(6) 取消訴訟の原告適格②・取消訴訟における訴えの客観的利益①
現在の判例が示す基本的な考え方について検討する。
〈主要な関連判例〉伊場遺跡訴訟(12-4)、名古屋郵政局職員免職処分取消請求事件(13-1)、仙台市
建築確認取消請求事件(13-4)、鎌倉市開発許可処分取消請求事件(13-10)
(7) 取消訴訟における訴えの客観的利益②
事情判決について併せて検討する。
〈主要な関連判例〉福井県運転免許停止処分取消請求事件(13-2)、優良運転者免許証交付更新処分
義務付け訴訟(13-8)、東京12チャンネル事件(14-3)、北海道パチンコ店営業停止事件(13-9)、八鹿
町営土地改良事業施行認可事件(13-6)
(8) 取消訴訟の仮の救済（執行停止）・審理・判決
〈主要な関連判例〉弁護士懲戒処分執行停止事件(17-6)、新潟空港訴訟(12-2)、中京税務署法人税
増額更正処分理由差替え事件(3-5)、逗子市住民監査請求記録非公開決定理由差替え事件(10-1)、
伊方原発訴訟(4-5)、滋賀県公文書再度非公開事件(14-7)
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(9) 無効等確認訴訟
抗告訴訟と民事訴訟の関係について併せて検討する。
〈主要な関連判例〉もんじゅ訴訟(15-3)、大阪空港訴訟(16-1)、第一次厚木基地訴訟(16-4)、第四
次厚木基地訴訟(15-6)
(10) 不作為の違法確認訴訟・義務付け訴訟・差止訴訟
仮の義務付け、仮の差止め及び差止訴訟と取消訴訟（＋執行停止）の関係についても検討する。
〈主要な関連判例〉福岡県産廃処分場措置命令義務付け事件(15-4)、東大和市立保育園入園不承諾
事件東京地判平成18年10月25日判時1956号62頁、東大和市立保育園入園不承諾仮の義務付け申立て
事件(17-5)、東京都立学校教職員日の丸・君が代懲戒処分等予防訴訟(15-5)
(11) 当事者訴訟
特に、「確認の利益」及び抗告訴訟との関係について検討する。
〈主要な関連判例〉在外国民選挙権事件(16-5)、上記・東京都立学校教職員日の丸・君が代懲戒処
分等予防訴訟、医薬品ネット販売権確認等請求事件(1-10)
(12) 公権力の行使と国家賠償
〈主要な関連判例〉社会福祉法人児童養護施設入所児童暴行事件(18-14)、川崎駅警察官強盗殺人
事件(18-1)、奈良税務署過大更正事件(18-9)、岡山税務署健康診断事件(18-4)、京都宅建業者誠和
住研事件(18-6)、水俣病関西訴訟(18-12)
授業内容・
授業計画②

(13) 公の営造物の設置・管理と国家賠償
〈主要な関連判例〉高知落石事件(19-1)、校庭開放中テニスコート審判台転倒事件(19-8)、奈良県
道赤色灯標柱事件(19-3)、国道43号線公害訴訟(19-10)、大東水害訴訟(19-5)、多摩川水害訴訟
(19-7)
(14) 損失補償その他の国家補償、行政不服審査
2014年改正後行政不服審査法の内容について主に検討し、訴訟類型の選択について併せて考察す
ることで、この授業のまとめに代える。
〈主要な関連判例〉高松ガソリンスタンド地下タンク移設事件(20-4)、盛岡市都市計画長期制限損
失補償請求事件(20-8)、富士箱根伊豆国立公園内別荘新築不許可補償請求事件(20-6)、関西電力変
電所予定地収用事件(20-7)、小樽種痘禍事件(18-7)
(15) 期末試験
※1 判例番号は、稲葉馨ほか編・後掲『ケースブック行政法〔第6版〕』のものを指す。また、判
例の搭載順は、おおよその検討順序を示すものである。
※2 「行政活動と法」とこの授業の両者によって、行政法のコアカリキュラム（共通的到達目標モ
デル〔第二次修正案〕：http://www.congre.co.jp/core-curriculum/result/pdf/gyosei02.pdf）
の項目全てに対応している。

事前・事後学習
の内容

評価方法

〈事前学習〉
事前に配布される上記資料を熟読した上で、当該資料に掲載されている設例・設問（特に後者）の
解答を事前に準備すると共に、授業で取り扱われることが予定されている上記判例の事実の概要・
争点・判旨を説明できるように事前に十分努めておかなければならない。
〈事後学習〉
理解がなお不十分である点・設問を中心に、【教材】、担当者及び司法試験の過去問などを活用し
て、知識の定着及び文章化を図るべく、十分努めなければならない。
〈絶対評価〉
授業における質問又は議論への参加状況について20％、期末試験について80％の割合で評価する。

上記資料は（したがって、【授業内容・授業計画】も）、体系性を重視して、〈教科書〉の説明順
受講生へのコメ 序とは若干異なる部分があることに注意して欲しい（上記資料の教科書該当頁については、適宜明
ント
示する予定である。ただし、「行政活動と法」ほどのズレはない）。
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〈教科書〉
中原茂樹『基本行政法〔第3版〕』（日本評論社、2018年）
〈判例集〉
稲葉馨ほか編『ケースブック行政法〔第6版〕』（弘文堂、2018年）など
教材

〈参考書〉
芝池義一『行政法読本〔第4版〕』（有斐閣、2016年）
宇賀克也『行政法概説Ⅱ〔第6版〕』（有斐閣、2018年）
大橋洋一『社会とつながる行政法入門』（有斐閣、2017年）
土田伸也『基礎演習行政法〔第2版〕』（日本評論社、2016年）
曽和俊文ほか編『事例研究行政法〔第3版〕』（日本評論社、2016年）など

13

授業コード

JP11310010

科目授業名

公法理論の展開

開講年度・学期

2019年度前期

英語科目授業名 Recent Developments in Public Law
科目ナンバー

JAEPU9907

必修・選択

自由選択

単位数

2単位

授業形態

講義

担当教員氏名
（代表含む）

渡邊

科目の主題

賢、松戸

浩

本講義担当者がオムニバス形式で担当するこの講義では､最近登場した裁判例のうち特に深く検討
を要すると思われるものを中心として考察する｡それとともに､近年の憲法･行政法上の理論的な動
向の中から特に留意を要すると思われるテーマを本講義の素材として取り上げることもありうる。

本講義で取り上げる主題の検討･考察を通して､公法上の重要な論点についての理解をより発展させ
授業の到達目標 ることが本講義の目的である｡

授業内容・
授業計画①

この講義のひとつの中心的なテーマは最新の判例・裁判例の解説であることから、いかなる判例・
裁判例や理論的テーマを取り上げるかは、このシラバスを作成している2019年1月時点では未確定
である。そこで、本講義の具体的内容に関しては、可能な限り前期開講科目ガイダンス時点、また
は遅くとも前期開講時点で確定し、提示する。

事前に各回の対象とする判例を精確に読み込んでおくこと。受講後は必ず復習すること。
事前・事後学習
の内容

評価方法

絶対評価
各講義における質問や議論への参加の状況：１０％
前半担当者による第１回試験（第７回の講義において行うことを予定している）＋後半担当者によ
る第２回試験（第15回の講義において行うことを予定している）：合わせて９０％（追試験の受験
資格と同一の正当な理由によりいずれかの試験を受験できなかった場合には、受験できなかった試
験を行った担当者による「追試験」を受けるものとする。この「追試験」は、本法科大学院におい
て正式に設けられている追試験の期間中に行われるものではなく、適時に行われることになる）。
このように、これら第１回試験および第２回試験はいずれも期末試験期間に行うものではない。期
末試験期間終了後に設けられている補講期間において、各担当者による試験に関する講評等を行
う。

各回で取り上げる裁判例等については十分に予習されていることを前提として､双方向で授業を進
受講生へのコメ 行させつつ検討を深めていく｡
ント
ガイダンスの際、または講義開始時に指示する。
教材
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授業コード

JP11320010

科目授業名

憲法訴訟理論の展開

開講年度・学期

2019年度前期

英語科目授業名 Judicial Review and Constitutional Law
科目ナンバー

JAEPU9906

必修・選択

自由選択

単位数

2単位

授業形態

講義

担当教員氏名
（代表含む）

渡邊

科目の主題

賢

この講義では、憲法訴訟に関する主要な裁判例をフォローしつつ、憲法訴訟に関する基本的理論を
理解することを目的とする。憲法訴訟論は、手続的な側面と実体的な側面に分けることができる
が、いずれの点でも憲法と行政法を関連させて理解することが重要となる。そこで、受講者には、
憲法訴訟に関する概説書だけでなく、場合によっては行政法（特に行政訴訟）の概説書も読んで予
習することが求められる。講義は､教員が質問し、それに受講者が答える形式で進められる。

この講義は、法律基本科目の自由選択科目として、3年課程の3年次、あるいは2年課程の2年次に配
当されるものであり、すでに「人権の基礎理論」「統治の基本構造」(3年課程の1年次配当)、「公
法総合演習1」（3年課程の2年次、2年課程の1年次配当)を履修している者を対象とする。この講義
のこのような位置づけから、この講義ではいわゆる憲法訴訟といわれる領域につき、特に「司法に
授業の到達目標 よる基本的人権の実効的保護」という観点を中心に置き、判例法理を素材としつつ具体的な事例に
則して議論することを通して、基本的人権の実効的保護のための創造的な法的枠組みを展開する能
力を涵養することが、この講義の到達目標である。

授業内容・
授業計画①

(1)(2)付随的違憲審査制
日本国憲法81条が規定する違憲審査の基本類型としての付随的違憲審査制度の根拠、具体的内
容、可能な範囲について検討する。さらに、民事事件、刑事事件、行政事件という訴訟類型で提起
される憲法訴訟でそれぞれ問題となりうる論点について検討を加える。警察予備隊事件判決ととも
に、客観訴訟における違憲審査の判例をとりあげる。そして、付随的違憲審査制度の可能な範囲を
探るため、勧告的意見制度の可否についても検討を加える。
(3)(4)訴訟要件①：司法権の内容と限界−法律上の争訟
裁判所法3条の「法律上の争訟」の要件とその具体的適用例を検討し、付随的違憲審査権の発動
要件を検討する。その際、法律を制定する議事手続のように議院の自律権に属する行為が憲法上裁
判所の判断対象とならないことも検討する。
(5)(6)訴訟要件②：司法権の限界−部分社会論
部分社会論に関する諸判例を取り上げ、司法権の限界について検討する。
(7)訴訟要件③：適法な訴訟類型─行政訴訟と憲法訴訟。憲法上の争点を提起する当事者適格
まず、行政事件訴訟の訴訟要件をめぐる問題のうち、特に、抗告訴訟の対象となる国家行為の具
体性や原告適格に関する問題を、憲法上の司法権論や裁判を受ける権利論の観点から批判的にとり
あげる。次に、憲法上の争点を提起することのできる当事者適格の問題を検討する。
(8)憲法訴訟提起の方法─立法行為と憲法訴訟
立法不作為により人権を侵害された場合、国家賠償請求訴訟や立法不作為の違憲確認訴訟等に
よって、どのような救済が可能かについて検討する。在宅投票制度廃止事件判決、ハンセン病患者
の強制隔離政策に関する熊本地裁判決、在外邦人選挙権訴訟判決等をとりあげる。
(9)統治行為論と憲法判断回避の手法
まず、違憲審査の対象に関する問題として、統治行為論について検討する。苫米地事件判決や砂
川事件判決等を主な判例としてとりあげる。次に、憲法判断回避の準則を、恵庭事件判決を主な判
例としてとりあげつつ、検討する｡
(10)違憲審査基準論
二重の基準論に関する学説上の議論と、判例におけるこの理論の位置づけを行なったうえで、違
憲審査における立法裁量と行政裁量の取り扱い方について検討する。
(11)(12)(13)憲法判断の方法 憲法判断の効力 実効的権利救済
まず、文面審査、適用審査等の違憲審査の方法、法令違憲、適用違憲等の違憲判決の方法等に関
し検討を加える。次に、違憲判決の効力に関する学説、実務上の取扱を確認した後、将来効判決、
事情判決等違憲判決の効力に関する手法等に関しても検討を加える。最後に、実際に侵害されたあ
るいは侵害が予測される権利を実効的に救済するための問題を検討する。これに加えて、非訟事件
と裁判の公開の問題を取りあげる。
(14)全体のまとめ
(15)期末試験
事前に各回の対象とする判例を精確に読み込んでおくこと。受講後は必ず復習すること。

事前・事後学習
の内容
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評価方法

絶対評価
各講義における質問や議論への参加の状況（成績評価全体のうち１５％の比重を占める）及び学期
末の試験（同じく８５％の比重を占める）により評価を行う｡
難易度の高い授業なので、十分予習してから講義に臨んで下さい。

受講生へのコメ
ント

教材

・戸松秀典『憲法訴訟(第2版)』（有斐閣、2008年）
・長谷部恭男・石川健治・宍戸常寿編『憲法判例百選ⅠⅡ〔第6版〕』（有斐閣、2013年）
・大阪市大憲法判例集Ⅰ&Ⅱ（大阪市大で教材用に作成したもの）
・野中俊彦＝中村睦男＝高橋和之＝高見勝利『憲法Ⅰ、Ⅱ〔第5版〕』（有斐閣、2011年）。
・担当教員が指定する判例・論文・判例評釈等。
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授業コード

JP12010010

開講年度・学期

科目授業名

民法ⅠA（民事取引法の基礎①A）

2019年度前期

英語科目授業名 Civil Law 1A
科目ナンバー

JAEPR7701

必修・選択

必修

単位数

4単位

授業形態

講義

担当教員氏名
（代表含む）

杉本

科目の主題

好央

本講義は、民法総則、物権法（用益物権及び担保物権は除く）を対象とする。講義の各回におい
て、あらかじめ配布されたレジュメに即して、各法制度又は法概念の概要を説明する。

本講義の到達目標は、民法総則、物権法の分野について、①各法制度又は法概念の意義（定義と趣
旨）、要件、効果を正確に理解すること、②典型的な事例と結びつけてそれらを説明できるように
授業の到達目標 すること、である。

授業内容・
授業計画①

(1) 導入プログラム
条文の構造と読み方、判決の調べ方と読み方について学ぶ。
(2) 条文の解釈と適用
条文の解釈および適用の方法について学ぶ。
(3) 民法の体系、構造、基本原則
民法全体を概観して、また他の法分野と対比して、民法の内容や特徴について学ぶ。
(4) 民法と裁判
裁判手続のなかで、民法の条文がどのように作用するかについて学ぶ。
(5) 法律行為と意思表示
法律行為と意思表示の構造と効力発生時期、法律行為の解釈、信義則・権利濫用の法理について
学ぶ。
(6) 法律行為の効力否定原因
法律行為の効力否定原因、公序良俗違反の意義と内容、無効及び取消の効果について学ぶ。
(7) 心裡留保、錯誤
心裡留保の意義と内容、錯誤の意義と内容について学ぶ。
(8) 虚偽表示
虚偽表示の意義と内容、民法94条2項の類推適用について学ぶ。
(9) 詐欺、強迫
詐欺および強迫の意義と内容、法律行為に関連する消費者契約法の規定について学ぶ。
(10) 権利能力、意思能力、行為能力
権利能力の意義、人の不在の場合の財産管理、意思能力の意義、行為能力の意義と制限行為能力
者の保護に関する規律について学ぶ。
(11) 代理の構造
代理の基本構造、代理権の発生・範囲・制限・消滅、代理行為における顕名および瑕疵について
学ぶ。
(12) 無権代理と表見代理
代理権なくして代理行為が行われた場合の法関係の処理について学ぶ。
(13) 代理法の諸問題
白紙委任状と表見代理の関係、無権代理行為後後に相続が生じた場合の法関係について学ぶ。
(14) 条件・期限・期間
法律行為の効力が発生又は消滅する形式について学ぶ。
(15) 法人
法人の意義、種類、代表、法人の取引と構成員の責任、権利能力なき社団について学ぶ。
(16) 時効概論および消滅時効
時効の存在意義、時効の完成猶予と更新、時効の援用について、消滅時効を中心として学ぶ。
(17) 知識の確認
課題に取り組むことで、これまでの講義の内容を理解しているか、又、それを適切に表現できる
かを確かめる。
(18) 物権総論、物権的請求権、占有訴権
物権の種類と性質、物権的請求権及び占有訴権の形態について学ぶ。
(19) 所有権の性質、取得と喪失
所有権の内容（相隣関係）、取得および喪失の方法に関する規律について学ぶ。
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授業内容・
授業計画②

(20) 共有
共有の意義、共有の内部および外部関係、共有物の分割に関する規律について学ぶ。
(21) 意思表示による物権変動（１）
物権変動の意義、民法176条および177条の解釈について学ぶ。
(22) 意思表示による物権変動（２）
民法177条の「第三者」の理解、登記の効力について学ぶ。
(23) 意思表示によらない物権変動
取消・解除・相続による物権変動と登記の関係について学ぶ。
(24) 知識の確認
課題に取り組むことで、これまでの講義の内容を理解しているか、又、それを適切に表現できる
かを確かめる。
(25) 占有の意義と機能
占有の構造と種類、占有が果たす機能、本権との関係について学ぶ。
(26) 取得時効
取得時効の要件と効果について学ぶ。
(27) 取得時効と登記
取得時効による物権変動と登記の関係について学ぶ。
(28) 動産物権変動と即時取得
引渡しの意義、動産物権変動における対抗の意義とその限界、即時取得について学ぶ。
(29) 全体のまとめ
(30) 期末試験

＜事前学習＞
あらかじめ配布されたレジュメには、理解度を確認するための問いが示されている。参加者は、教
科書の該当箇所を熟読し、示された問いに対する解答を用意しておく必要がある。
事前・事後学習 ＜事後学習＞
の内容
講義で扱った項目のみならず、関連する項目も含めて、教科書および判例集を利用しながら、自ら
の手で整理する必要がある。

評価方法

絶対評価
期末試験 80％、平常点（小テスト又はレポート）20％
積極的な参加を求める。

受講生へのコメ
ント

教材

＜教科書＞
①道垣内弘人『プレップ法学を学ぶ前に』（弘文堂、第2版、2017年）
②佐久間毅『民法の基礎１ 総則』（有斐閣、第4版、2017年）
③佐久間毅『民法の基礎２ 物権』（有斐閣、2006年）
※②及び③については、小さな字で書かれた部分はさしあたり読まなくてもよい。
＜参考書＞
・山本敬三『民法講義Ⅰ 総則』（有斐閣、第3版、2011年）
・七戸克彦『基本講義 物権法Ⅰ』（新世社、2013年）
・潮見佳男／道垣内弘人編『民法判例百選Ⅰ〔第8版〕』（有斐閣、2018年）
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授業コード

JP12020010

開講年度・学期

科目授業名

民法ⅠB（民事取引法の基礎①B）

2019年度前期

英語科目授業名 Civil Law 1B
科目ナンバー

JAEPR7702

必修・選択

必修

単位数

2単位

授業形態

講義

担当教員氏名
（代表含む）

杉本

科目の主題

好央

本講義は、債権総論（金銭債権・利息債権・保証債務は除く）を対象とする。講義の各回におい
て、あらかじめ配布されたレジュメに即して、各法制度又は法概念の概要を説明する。

本講義の到達目標は、債権総論の分野について、①各法制度又は法概念の意義（定義と趣旨）、要
件、効果を正確に理解すること、②典型的な事例と結びつけてそれらを説明できるようにするこ
授業の到達目標 と、である。

授業内容・
授業計画①

(1) 債権の意義と性質
債権の構造、債権の効力、債務と責任について学ぶ。
(2) 債権の目的、特定物債権と種類債権
債権の目的の意味、特定物債権と種類債権との違い、種類債権の特定について学ぶ。
(3) 履行の強制と強制執行手続の概略
履行の強制の意義と方法、民事執行手続の概略について学ぶ。
(4) 債務不履行
債務不履行の概念、帰責事由の意味、履行遅滞と履行不能の規律について学ぶ。
(5) 損害賠償
損害概念、賠償範囲の決定方法と賠償額の算定基準時、賠償額の算定方法について学ぶ。
(6) 弁済の提供と受領、受領遅滞、弁済の事務
債務者側の提供と債権者側の受領とによって成り立つ弁済の構造、債権者側が受領しない場合の
規律、弁済に伴う事務処理の方法について学ぶ。
(7) 弁済の当事者と弁済者代位
債務者に代わって弁済できる者、弁済した者の求償を確保のための弁済者代位制度、誤って債権
者以外の者に弁済した場合の処理について学ぶ。
(8) 債権の消滅方法
弁済以外の債権の消滅方法である、供託、代物弁済、相殺、更改、免除、混同について学ぶ。
(9) 債権譲渡と債務引受
債権譲渡の基本構造（譲渡の自由とその制限、債務者又は第三者への対抗）、債権譲渡の現代的
機能、債務引受について学ぶ。
(10) 分割債権関係並びに不可分債権関係と連帯債務
多数当事者の債権関係の構造、連帯債務者相互の関係に関する規律について学ぶ。
(11) 知識の確認
課題に取り組むことで、これまでの講義の内容を理解しているか、又、それを適切に表現できる
かを確かめる。
(12) 債権者代位権
債権者代位権の要件および効果とその転用について学ぶ
(13) 詐害行為取消権
詐害行為取消制度の制度構造、要件、行使方法、効果について学ぶ学ぶ。
(14) 第三者による債権侵害
債権侵害による不法行為に基づく損害賠償、債権に基づく妨害排除について学ぶ。
(15) 期末試験

＜事前学習＞
あらかじめ配布されたレジュメには、理解度を確認するための問いが示されている。参加者は、教
科書の該当箇所を熟読し、示された問いに対する解答を用意しておく必要がある。
事前・事後学習 ＜事後学習＞
の内容
講義で扱った項目のみならず、関連する項目も含めて、教科書および判例集を利用しながら、自ら
の手で整理する必要がある。

評価方法

絶対評価
期末試験 80％、平常点（小テスト又はレポート）20％
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積極的な参加を求める。
受講生へのコメ
ント

教材

＜教科書＞
・中田裕康『債権総論』（岩波書店、第3版、2013年）
※囲みのうち、◆のものはさしあたり読まなくてもよい。
※平成29年民法改正への対応は、以下の二冊を中心に行う予定である。
・山本敬三監修『ストゥディア民法４債権総論』（有斐閣、2018年）
・潮見佳男『債権総論』（信山社、第5版、2018年）
＜参考書＞
・髙橋眞『入門 債権総論』（成文堂、2013年）
・窪田充見／森田宏樹編『民法判例百選Ⅱ〔第8版〕』（有斐閣、2018年）
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授業コード

JP12120010

科目授業名

民法Ⅱ（民事取引法の基礎②）

開講年度・学期

2019年度後期

必修・選択

必修

授業形態

講義

英語科目授業名 Civil Law 2
科目ナンバー
単位数

4単位

担当教員氏名
（代表含む）

高橋

科目の主題

眞

本講義では、契約法および担保法（物的担保・人的担保）の領域につき、条文に示される制度の
内容と、判例によるその運用の現状を確かめる。

次の点を確かめながら、契約法および担保法の基礎知識を、実際に活用できる形で獲得すること
を目標とする。
①条文の要件・効果（制度の内容）
授業の到達目標 ②制度の目的・趣旨（何のために設けられた制度か）
③典型的な事例（本来どのような場面で、どのように使われるものか）
④その制度に関する代表的な判例、および学説の対立があるときにはその対立の意味するもの

授業内容・
授業計画①

第１回 契約総論①
契約の成立、契約の交渉と交渉当事者の責任、事情変更の原則について学ぶ。
第２回 契約総論②
同時履行の抗弁権、不安の抗弁権、危険負担、第三者のためにする契約について学ぶ。
第３回 契約総論③
契約の解除について学ぶ。
第４回 売買契約①
売買契約の意義、予約、手付について学ぶ。
第５回 売買契約②
売主・買主の基本的な権利・義務および権利の担保責任につき、現行法の規律を学ぶ。
第６回 売買契約③
改正法の契約不適合責任（現行法の瑕疵担保責任と対応させて）について学ぶ。
第７回 売買契約④
改正法の契約不適合責任（現行法の権利の担保責任と対応させて）について学ぶ。
第８回 贈与契約、金銭債権の基本構造
金銭債権・利息債権の基本構造について学ぶ。
第９回 金銭債権・利息債権・消費貸借契約
金銭債権・利息債権・消費貸借契約をめぐる問題点について学ぶ。
第１０回 用益物権・使用貸借・賃貸借契約①
用益物権（地上権、永小作権、地役権、入会権）、使用貸借、賃貸借契約の成立について学
ぶ。
第１１回 賃貸借契約②
賃貸借契約の効力と終了、賃貸人たる地位の移転について学ぶ。
第１２回 賃貸借契約③
賃貸借契約と第三者の関係、賃借権の譲渡・転貸について学ぶ。
第１３回 賃貸借契約④
借地借家法、権利金・敷金・保証金について学ぶ。
第１４回 雇用契約、請負契約①
雇用契約、請負契約の当事者の権利・義務、仕事完成前の法律関係について学ぶ。
第１５回 請負契約②
仕事の目的物の所有権の帰属、仕事完成後の法律関係について学ぶ。
第１６回 委任契約、寄託契約、組合契約、和解契約
委任契約の当事者の権利・義務、委任契約の終了、寄託契約、組合契約、和解契約について学
ぶ。
第１７回 担保法の基礎、抵当権①
担保物権法の全体像、抵当権の基礎理論（抵当権の性質と各種の基本原則）、抵当権の設定と
公示、抵当権の目的物・被担保債権について学ぶ。
第１８回 抵当権②
抵当権の効力の及ぶ範囲、優先弁済権の実現方法の概要（担保不動産競売、担保不動産収益執
行、物上代位、代価弁済、抵当権消滅請求）、物上代位の意義と基本構造について学ぶ。
第１９回 抵当権③
物上代位の目的・対抗要件、第三者との関係について学ぶ。
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授業内容・
授業計画②

第２０回 抵当権④
法定地上権の成立要件・効果、一括競売権、抵当権と利用権の関係（明渡猶予制度・同意制
度）について学ぶ。
第２１回 抵当権⑤
抵当権の侵害、抵当権の処分について学ぶ。
第２２回 抵当権⑥
共同抵当（続き）、根抵当、抵当権の消滅、特別法上の抵当権について学ぶ。
第２３回 その他の典型担保
留置権、先取特権、質権について学ぶ。
第２４回 非典型担保：不動産譲渡担保と仮登記担保
譲渡担保の種類と法的意義、不動産譲渡担保と仮登記担保について学ぶ。
第２５回 非典型担保②：さまざまな譲渡担保・所有権留保
集合動産・債権譲渡担保、所有権留保の意義と効果について学ぶ。
第２６回 人的担保①
人的担保法の全体像、人的担保としての多数当事者の債権関係、保証の意義について学ぶ。
第２７回 人的担保②
保証の要件・効果について学ぶ。
第２８回 人的担保③
連帯保証、共同保証、根保証について学ぶ。
第２９回 まとめ
第３０回 期末試験
なお、授業の進展状況により、ある回の内容を次回に持ち越す可能性がある。

事前学習
各回の予習課題のレジュメを参考にしながら、「到達目標」欄に示した①〜④の点を確かめつ
つ、教科書の該当部分をよく読み、参考判例の事案と判決理由を適当な判例教材で確かめるこ
事前・事後学習 と。
事後学習
の内容
授業で扱った内容（説明および設問）について、自分の言葉で説明できるようになっているかど
うかを確かめ、わからないところ、曖昧なところは、早めに質問をすること（講義の最初にメー
ルアドレスを示します）。
評価方法

絶対評価
期末試験による。

講義の中で、上記①〜④が身についているかどうかを確かめるような質問をすることがあるの
受講生へのコメ で、その際には教科書をそのまま読むのではなく、自分の言葉で表現できるように準備をしてお
ント
くこと。

教材

教科書として
佐久間毅『民法の基礎２ 物権』（有斐閣）〔民法Ⅰと共通〕
中田裕康『債権総論 第３版』（岩波書店）〔民法Ⅰと共通〕
高橋眞『担保物権法 第２版』（成文堂）
潮見佳男『基本講義 債権各論Ⅰ 契約法・事務管理・不当利得 第3版』（新世社）
参考書として
山本敬三『民法講義Ⅳ—１ 契約』（有斐閣）
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授業コード

JP12130010

科目授業名

民法Ⅲ（法定債権関係の基礎）

開講年度・学期

2019年度前期

英語科目授業名 Civil Law 3
科目ナンバー

JAEPR7704

必修・選択

必修

単位数

2単位

授業形態

講義

担当教員氏名
（代表含む）

森山

浩江

民法（財産法）のうち、法定債権関係（事務管理・不当利得・不法行為）の基礎を学ぶ。
科目の主題
法定債権関係について、①概念や制度の意義（定義）と要件・効果、②制度の目的（立法趣旨）を
正確に理解し、③それを典型的な例を出して説明できるようになるとともに、④具体的な事案に即
授業の到達目標 して要件の充足および効果等を説明できるようになる。
【授業内容】
本講義では、債権各論のうち、事務管理・不当利得・不法行為の部分（民法典第三編第三章〜第
五章）を扱う。１年次の開講であることから、法律要件─効果の関係や、訴訟における当事者の主
張等の基本的なとらえ方も含めて理解ができるように配慮しながら進めたい。
民法Ⅲの対象分野は、条文の数こそ少ないが、具体的に適用される場面は極めて多様であり、と
りわけ不当利得と不法行為においては、単一の短い条文についても膨大な議論が存在し、条文の解
釈・適用を支えてきた。そのため、学説・判例が形成してきた概念・理論を、条文の具体的な適用
において使うことができるよう、正確に把握して頭に入れておく必要があることに留意されたい。

授業内容・
授業計画①

【授業計画】
（１）不法行為総説、違法性
不法行為法の原則、不法行為の要件としての権利侵害ないし違法性について学ぶ。
（２）故意・過失、故意・過失と違法性の関係
故意と過失、過失の構造と捉え方、責任能力、過失と違法性の関係について学ぶ。
（３）因果関係
事実的因果関係の把握と証明、複数者の関与した損害惹起と因果関係について学ぶ。
（４）不法行為の効果：損害賠償の方法と損害賠償請求権者
金銭賠償と原状回復・差止め、損害賠償請求権者と間接被害者について学ぶ。
（５）損害賠償の範囲と額の算定
損害賠償の範囲確定と賠償額の算定および調整について学ぶ。
（６）抗弁事由等
責任能力、違法性阻却事由、権利行使期間の制限等について学ぶ。
（７）他人の行為による責任
責任無能力者の監督義務者責任、使用者責任について学ぶ。
（８）物の関与による責任・失火の責任
土地工作物責任・動物占有者の責任、失火の責任について学ぶ。
（９）共同不法行為
共同不法行為に関する７１９条の解釈と、複数者関与による不法行為との関係を扱う。
（１０）各種の被侵害利益の事例
名誉・プライバシー等を含む、各種の被侵害利益類型における問題について学ぶ。
（１１）事務管理・不当利得制度の概要
事務管理の意義と要件・効果、不当利得制度の意義について学ぶ。
（１２）不当利得：７０３条・７０４条の解釈
侵害利得・給付利得の区別をふまえ、一般不当利得の要件・効果全般を学ぶ（１２１条の２と
の関係を含む）。
（１３）一般不当利得の効果・特殊の不当利得
一般不当利得の返還義務の内容、非債弁済・不法原因給付について学ぶ。
（１４）三者間の不当利得
騙取金銭による弁済の場合の不当利得、転用物訴権について学ぶ。
（１５）期末試験
※なお、以上の授業計画は、進行状況や法改正等に応じて変更することがある。
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各回の前に、予習資料により予習すべき点を伝えるので、各自でそれに従って必ず予習し（特
に、教科書の該当部分は必ずよく読んでくること。）、質問事項として指示された点については、
自分の解答を考えてくること。
事前・事後学習
各回の事後学習としては、講義の内容を自身で整理したり、教科書および関連資料を読み返す等
の内容
して、重要な点の知識を確実にしておくこと。

評価方法

相対評価
学年末の試験
９０％
平常点（授業における参加状況や学習への積極性の評価を含む）

１０％

同じ領域を学んだことがあっても、法学部等での学習との違いには注意が必要です。法科大学院の
受講生へのコメ 学習では、訴訟における主張を念頭に、具体的な事案において解決を導けるようになることが重要
です。教科書も、その点に留意して読むようにしてください。
ント

教材

【教科書】
①潮見佳男『基本講義債権各論II不法行為法（第3版）』（新世社・2017年）
②潮見佳男『基本講義債権各論Ⅰ契約法・事務管理・不当利得（第3版）』（新世社・2017年）
【参考書】
『民法判例百選II債権（第8版）』（有斐閣・2018年）
『判例プラクティス民法II債権』（信山社・2010年）
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授業コード

JP12140010

科目授業名

民法Ⅳ（家族法の基礎）

開講年度・学期

2019年度前期

英語科目授業名 Civil Law 4
科目ナンバー

JAEPR8807

必修・選択

必修

単位数

2単位

授業形態

講義

担当教員氏名
（代表含む）

森山

浩江

民法のうち、家族法（親族法および相続法）について、基本的な概念および諸制度等を学ぶ。
科目の主題
基本書をしっかりと読んで、家族法上の諸制度につき具体的な例を挙げて自分の言葉で説明できる
ようになること、重要な判例の意義を理解すること、これらの知識をふまえて具体的な事例に即し
授業の到達目標 た解決を導けるようになることが主な目的である。
【授業内容】
家族法は、民法典の一部（第四編および第五編）であり、基本的には財産法におけると同様、要
件・効果を定めた規範群であるが、一方で、民法の中でも格段に、その国の社会や歴史的経緯の特
殊性が反映される分野である。これらのことをふまえつつ、理解しておくべき基本的な概念および
諸制度（手続の基本的な枠組の理解を含む。）を、基本書に沿って押さえていく。
また、財産法との交錯点にも重要な点が多いため、各所において、財産法の復習を兼ねて確認し
ていく。
相続法に関しては、2018年に行われた法改正をふまえて講義を行う。

授業内容・
授業計画①

【授業計画】
（１）家族法の意義・家族法に関する紛争の手続・戸籍
家族法の意義・機能、家族法に関する紛争の手続の概要と特徴、戸籍との関係について学ぶ。
（２）婚姻の成立と効力
婚姻の成立要件、婚姻の諸効果、夫婦財産制について学ぶ。
（３）婚姻の解消・離婚の効果（財産分与）
離婚手続、裁判離婚の要件、離婚の効果としての財産分与について学ぶ。
（４）離婚と子ども・婚外関係と法
離婚に伴う親権・子の監護の変化、婚外関係と法の関係について学ぶ。
（５）実親子関係の発生
嫡出推定・認知その他の実親子関係の確定について学ぶ。
（６）人工生殖における親子関係・養親子関係
人工生殖における親子関係、養子制度の目的、養子縁組の成立および効果、離縁の手続、特別
養子縁組について学ぶ。
（７）親権・後見・扶養
親権の意義と内容、親権の制約、未成年後見、成年後見、扶養の問題について学ぶ。
（８）相続の原則と相続人の確定
相続法の概要（相続法改正の概観を含む）、相続の根拠、相続人の確定と相続の順位について
学ぶ。
（９）相続財産とその管理
相続財産の範囲、相続財産の管理に関わる問題について学ぶ。
（１０）相続分
具体的相続分の概念、特別受益、寄与分等について学ぶ。
（１１）遺産分割
遺産分割の手続と効果、債権・債務の相続について学ぶ。
（１２）遺言
遺言の方式、その効力と解釈、遺贈、遺言の執行等について学ぶ。
（１３）遺留分
遺留分の意義、遺留分額の算定、遺留分侵害額請求等について学ぶ。
（１４）相続法分野の復習・総括
相続法改正による変化、財産法との関係等をふまえて注意すべき点を確認する。
（１５）期末試験
※なお、以上の授業計画は、進行状況や法改正等に応じて変更することがある。
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毎回、予習資料として事前に予習すべき点を伝えるので、各自でそれに従って必ず予習し（特
に、教科書の該当部分を、引用されている条文の内容に照らしながら、しっかり読んでくるこ
と）、質問事項として指示された点については解答を準備してくること。
事前・事後学習
各回の事後学習としては、講義の内容を自身で整理したり、教科書および関連資料を読み返す等
の内容
して、重要な点の知識を確実にしておくこと。

評価方法

相対評価
学年末の試験
９０％
平常点（授業における参加状況や学習への積極性の評価を含む）

１０％

しっかり取り組めば、家族法の基本的な内容はこの講義で押さえることができます。そのために
受講生へのコメ も、毎回、基本書と共に、各条文にきちんと目を通すことを心がけて下さい。
ント
【教科書】
二宮周平『家族法〔第５版〕』（新世社・２０１９年）
※相続法改正に対応済み
教材

【参考書】
『民法判例百選III親族・相続〔第２版〕』（有斐閣・２０１８年）
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授業コード

JP12210010

開講年度・学期

科目授業名

民法総合演習Ⅰ（民事取引法総合演習①） （甲）

2019年度後期

英語科目授業名 Civil Law Seminar 1
科目ナンバー

JAEPR8808

必修・選択

必修

単位数

2単位

授業形態

演習

担当教員氏名
（代表含む）

森山

科目の主題

浩江

本演習は、民法総則・物権法・債権総論の領域に属する若干のテーマを選び、実務において必要と
される力を涵養するために、包括的かつ具体的な素材としての判例を読み込む作業を中心とする。

対象判例を読む作業を通じて、これまでに学習してきた民法の基本知識を事案に即して確実に身に
つけるとともに、これを具体的な問題解決に応用するための礎となる力をつける。また、債権法改
授業の到達目標 正による変化がある事項については、その知識を正確にするとともに、改正に伴い注意すべき点を
確認する。
【授業内容】
本演習は、指定した対象判例を、包括的かつ具体的な素材として第一審から通して読み込む作業
が中心となる。
本演習で判例を扱う目的は、重要判例の要旨を暗記することではない。具体的な事例における法
的関係の取り上げ方、原告と被告の主張の応酬、当事者の主張する解決と裁判官による判断の違
い、裁判官の間で判断が異なる場合にはその違い、また、具体的な事例についての解決はどのよう
に理論的に示されうるか等々、実務において必要とされる力を涵養するために必要不可欠な多様な
作業を行うことが中心となる。
そのため、本演習は、対象とする判例における両当事者の主張の応酬、事実認定、これらに即し
ての各審級での判断、判決における理由付け等を、予習レジュメに即して読み込んできたことを前
提として行う。2年次前期の「民事訴訟実務の基礎」で学んだ要件事実論の基本について復習し具
体的なイメージを持つとともに、実体法との関係を捉える機会でもある。また、扱うテーマによっ
ては、関連する重要事項を確認したり、新しい判例の展開を補充的に取り上げることも行う。
なお、第1回のイントロダクションは、本演習の目的を具体的に理解して第1回以降の学修を実の
あるものとするため重要であることに留意されたい。
本演習の対象領域は民法総則・物権法・債権総論であるが、物権法のうち、用益物権・担保物権
は本演習の対象外とする（民法総合演習IIの対象である）。また、債権総論のうち、金銭債権・利
息債権・保証債務を主とするテーマも同様に、本演習の対象外とする（同上）。

授業内容・
授業計画①

【授業計画】
※〔 〕内の数字は、配布する判例の資料集の頁である。なお、対象判例は変更することがあ
る。
１）イントロダクション
２）取得時効
最判平成８．１１．１２（民集５０巻１０号２５９１頁） 〔１１〕
３）時効の援用権者
最判昭和４２．１０．２７（民集２１巻８号２１１０頁） 〔５３〕
４）錯誤
最判平元．９．１４（家月４１巻１１号７５頁） 〔資料集掲載なし〕
５）９４条２項の類推適用
最判平成１８．２．２３（民集６０巻２号５４６頁） 〔１０５〕
６）代理１
最判昭和５１．６．２５（民集３０巻６号６６５頁）〔１２６〕
７）代理２
最判平成５．１．２１（民集４７巻１号２６５頁） 〔１４８〕
８）１７７条の「第三者」
最判平成１０．２．１３（民集５２巻１号６５頁） 〔２４９〕
９）債権の目的
最判昭和３０．１０．１８（民集９巻１１号１６４２頁） 〔２７４〕
札幌高函館支判昭和３７．５．２９（高民１５巻４号２８２頁） 〔２８２〕
１０）債務不履行と損害賠償
最判昭和４７．４．２０（民集２６巻３号５２０頁） 〔２８６〕
１１）詐害行為取消権
最大判昭和３６．７．１９（民集１５巻７号１８７５頁） 〔３２３〕
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授業内容・
授業計画②

１２）相殺
最判平成２５．２．２８（民集６７巻２号３４３頁） 〔資料集掲載なし〕
１３）弁済による代位・誤振込による預金債権の成否
最判昭和５９．５．２９（民集３８巻７号８８５頁） 〔３５７〕
最判平成８．４．２６（民集５０巻５号１２６７頁） 〔３４０〕
１４）まとめと復習
１５）期末試験

毎回、予習資料のガイドに沿って、必ず対象判例を読み込んでくること。
事前・事後学習
各回の事後学習については、毎回配布する資料の末尾に示しているポイントについて復習し、理
の内容
解・知識を確実にしておくこと。

評価方法

相対評価
学年末の試験
８０％
授業における参加状況（発言等参加や学習への積極性の評価を含む）

２０％

判例を読むのは最初は大変ですが、毎回予習をすれば要領がわかってきます。慣れることが大事で
受講生へのコメ す。実務家になるには、長い事案や文章を読み解く作業は決して避けて通れないことを肝に銘じ、
ント
腰を据えて取り組みましょう。

教材

『民法判例百選I 総則・物権（第8版）』（有斐閣・2018年）
『民法判例百選II債権（第8版）』（有斐閣・2018年）
判例は資料集として配付したものを中心とする。
※その他のものにつき、後記科目のガイダンス等において新たに指示することがある。
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授業コード

JP12210020

開講年度・学期

科目授業名

民法総合演習Ⅰ（民事取引法総合演習①） （乙）

2019年度後期

英語科目授業名 Civil Law Seminar 1
科目ナンバー

JAEPR8808

必修・選択

必修

単位数

2単位

授業形態

演習

担当教員氏名
（代表含む）

森山

科目の主題

浩江

本演習は、民法総則・物権法・債権総論の領域に属する若干のテーマを選び、実務において必要と
される力を涵養するために、包括的かつ具体的な素材としての判例を読み込む作業を中心とする。

対象判例を読む作業を通じて、これまでに学習してきた民法の基本知識を事案に即して確実に身に
つけるとともに、これを具体的な問題解決に応用するための礎となる力をつける。また、債権法改
授業の到達目標 正による変化がある事項については、その知識を正確にするとともに、改正に伴い注意すべき点を
確認する。
【授業内容】
本演習は、指定した対象判例を、包括的かつ具体的な素材として第一審から通して読み込む作業
が中心となる。
本演習で判例を扱う目的は、重要判例の要旨を暗記することではない。具体的な事例における法
的関係の取り上げ方、原告と被告の主張の応酬、当事者の主張する解決と裁判官による判断の違
い、裁判官の間で判断が異なる場合にはその違い、また、具体的な事例についての解決はどのよう
に理論的に示されうるか等々、実務において必要とされる力を涵養するために必要不可欠な多様な
作業を行うことが中心となる。
そのため、本演習は、対象とする判例における両当事者の主張の応酬、事実認定、これらに即し
ての各審級での判断、判決における理由付け等を、予習レジュメに即して読み込んできたことを前
提として行う。2年次前期の「民事訴訟実務の基礎」で学んだ要件事実論の基本について復習し具
体的なイメージを持つとともに、実体法との関係を捉える機会でもある。また、扱うテーマによっ
ては、関連する重要事項を確認したり、新しい判例の展開を補充的に取り上げることも行う。
なお、第1回のイントロダクションは、本演習の目的を具体的に理解して第1回以降の学修を実の
あるものとするため重要であることに留意されたい。
本演習の対象領域は民法総則・物権法・債権総論であるが、物権法のうち、用益物権・担保物権
は本演習の対象外とする（民法総合演習IIの対象である）。また、債権総論のうち、金銭債権・利
息債権・保証債務を主とするテーマも同様に、本演習の対象外とする（同上）。

授業内容・
授業計画①

【授業計画】
※〔 〕内の数字は、配布する判例の資料集の頁である。なお、対象判例は変更することがあ
る。
１）イントロダクション
２）取得時効
最判平成８．１１．１２（民集５０巻１０号２５９１頁） 〔１１〕
３）時効の援用権者
最判昭和４２．１０．２７（民集２１巻８号２１１０頁） 〔５３〕
４）錯誤
最判平元．９．１４（家月４１巻１１号７５頁） 〔資料集掲載なし〕
５）９４条２項の類推適用
最判平成１８．２．２３（民集６０巻２号５４６頁） 〔１０５〕
６）代理１
最判昭和５１．６．２５（民集３０巻６号６６５頁）〔１２６〕
７）代理２
最判平成５．１．２１（民集４７巻１号２６５頁） 〔１４８〕
８）１７７条の「第三者」
最判平成１０．２．１３（民集５２巻１号６５頁） 〔２４９〕
９）債権の目的
最判昭和３０．１０．１８（民集９巻１１号１６４２頁） 〔２７４〕
札幌高函館支判昭和３７．５．２９（高民１５巻４号２８２頁） 〔２８２〕
１０）債務不履行と損害賠償
最判昭和４７．４．２０（民集２６巻３号５２０頁） 〔２８６〕
１１）詐害行為取消権
最大判昭和３６．７．１９（民集１５巻７号１８７５頁） 〔３２３〕
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授業内容・
授業計画②

１２）相殺
最判平成２５．２．２８（民集６７巻２号３４３頁） 〔資料集掲載なし〕
１３）弁済による代位・誤振込による預金債権の成否
最判昭和５９．５．２９（民集３８巻７号８８５頁） 〔３５７〕
最判平成８．４．２６（民集５０巻５号１２６７頁） 〔３４０〕
１４）まとめと復習
１５）期末試験

毎回、予習資料のガイドに沿って、必ず対象判例を読み込んでくること。
事前・事後学習
各回の事後学習については、毎回配布する資料の末尾に示しているポイントについて復習し、理
の内容
解・知識を確実にしておくこと。

評価方法

相対評価
学年末の試験
８０％
授業における参加状況（発言等参加や学習への積極性の評価を含む）

２０％

判例を読むのは最初は大変ですが、毎回予習をすれば要領がわかってきます。慣れることが大事で
受講生へのコメ す。実務家になるには、長い事案や文章を読み解く作業は決して避けて通れないことを肝に銘じ、
ント
腰を据えて取り組みましょう。

教材

『民法判例百選I 総則・物権（第8版）』（有斐閣・2018年）
『民法判例百選II債権（第8版）』（有斐閣・2018年）
判例は資料集として配付したものを中心とする。
※その他のものにつき、後記科目のガイダンス等において新たに指示することがある。
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授業コード

JP12220010

開講年度・学期

科目授業名

民法総合演習Ⅱ（民事取引法総合演習②） （甲）

2019年度前期

英語科目授業名 Civil Law Seminar 2
科目ナンバー

JAEPR8811

必修・選択

必修

単位数

2単位

授業形態

演習

担当教員氏名
（代表含む）

高橋

眞

契約法および担保法の領域についての判例演習および問題演習
科目の主題
契約法および担保法に関する基本的な知識を、具体的な事案に即して利用する力をつけることを目
授業の到達目標 標とする。

授業内容・
授業計画①

「到達目標」欄に記載した目標を実現するために、下記の予定で、ひとつには判例資料（最高裁民
事判例集）を丁寧に読んで、両当事者がどのような事実に基づいてどのような主張をし、裁判所は
どの事実をどの要件にあてはめて判断を行ったかを観察することにより、実際に条文がどのように
使われているかを学ぶ。もうひとつには、担当教員の用意した事例問題を材料として、事案を分析
し、析出した事実に要件をあてはめることにより、請求の内容が根拠づけられるかどうかの吟味を
自ら行う練習をする。
第１回 売買契約の成立、同時履行の抗弁権、手付
第２回 種類売買：目的物の特定の要件と効果
第３回 売買契約の債務不履行と契約解除、損害賠償
第４回 売主の担保責任：改正法による「契約不適合」に対する責任
第５回 賃貸借契約の成立と敷金の問題
第６回 賃貸借契約の効力：使用・収益と賃料の支払い
第７回 賃貸人・賃借人の変動
第８回 請負（その１）：基本的事項
第９回 請負（その２）・委任
第１０回 留置権・先取特権
第１１回 抵当権の効力と物上代位
第１２回 抵当権の諸問題：法定地上権・共同抵当
第１３回 譲渡担保
第１４回 人的担保：保証
第１５回 期末試験

事前学習
予習課題のプリントに従い、判例資料および設問を読んで、問われた内容について答えられるよ
うにしておくこと。中には一義的な答えがないものもあるから、「正解」をどこかから探してくる
事前・事後学習 のではなく、自分が何を根拠としてその答えを導き出したかを説明できるようにしておくこと。
事後学習
の内容
授業で行った議論や解説の中で、よくわからなかった事柄、あるいは新たに生じた疑問につい
て、早めに調べ、わからない点について質問をすること（メールアドレスは、授業の初めに示しま
す）。

評価方法

絶対評価
授業中の発言：１０％
期末試験の成績：９０％

設問も、制度趣旨を具体化するもののほかには、判例を素材にして作成することが多いから、参考
受講生へのコメ 判例を参照して考えるのが早道である。但し、参考判例の事案をそのまま使うのでなく、少し変え
ント
ている場合もあるから注意すること。
教員の作成する予習課題のプリントを用いる。判例については、各自で参照のこと。
教材
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授業コード

JP12220020

開講年度・学期

科目授業名

民法総合演習Ⅱ（民事取引法総合演習②） （乙）

2019年度前期

英語科目授業名 Civil Law Seminar 2
科目ナンバー

JAEPR8811

必修・選択

必修

単位数

2単位

授業形態

演習

担当教員氏名
（代表含む）

高橋

眞

契約法および担保法の領域についての判例演習および問題演習
科目の主題
契約法および担保法に関する基本的な知識を、具体的な事案に即して利用する力をつけることを目
授業の到達目標 標とする。

授業内容・
授業計画①

「到達目標」欄に記載した目標を実現するために、下記の予定で、ひとつには判例資料（最高裁民
事判例集）を丁寧に読んで、両当事者がどのような事実に基づいてどのような主張をし、裁判所は
どの事実をどの要件にあてはめて判断を行ったかを観察することにより、実際に条文がどのように
使われているかを学ぶ。もうひとつには、担当教員の用意した事例問題を材料として、事案を分析
し、析出した事実に要件をあてはめることにより、請求の内容が根拠づけられるかどうかの吟味を
自ら行う練習をする。
第１回 売買契約の成立、同時履行の抗弁権、手付
第２回 種類売買：目的物の特定の要件と効果
第３回 売買契約の債務不履行と契約解除、損害賠償
第４回 売主の担保責任：改正法による「契約不適合」に対する責任
第５回 賃貸借契約の成立と敷金の問題
第６回 賃貸借契約の効力：使用・収益と賃料の支払い
第７回 賃貸人・賃借人の変動
第８回 請負（その１）：基本的事項
第９回 請負（その２）・委任
第１０回 留置権・先取特権
第１１回 抵当権の効力と物上代位
第１２回 抵当権の諸問題：法定地上権・共同抵当
第１３回 譲渡担保
第１４回 人的担保：保証
第１５回 期末試験

事前学習
予習課題のプリントに従い、判例資料および設問を読んで、問われた内容について答えられるよ
うにしておくこと。中には一義的な答えがないものもあるから、「正解」をどこかから探してくる
事前・事後学習 のではなく、自分が何を根拠としてその答えを導き出したかを説明できるようにしておくこと。
事後学習
の内容
授業で行った議論や解説の中で、よくわからなかった事柄、あるいは新たに生じた疑問につい
て、早めに調べ、わからない点について質問をすること（メールアドレスは、授業の初めに示しま
す）。

評価方法

絶対評価
授業中の発言：１０％
期末試験の成績：９０％

設問も、制度趣旨を具体化するもののほかには、判例を素材にして作成することが多いから、参考
受講生へのコメ 判例を参照して考えるのが早道である。但し、参考判例の事案をそのまま使うのでなく、少し変え
ント
ている場合もあるから注意すること。
教員の作成する予習課題のプリントを用いる。判例については、各自で参照のこと。
教材
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授業コード

JP12310010

科目授業名

商法（企業組織法）

開講年度・学期

2019年度後期

英語科目授業名 Commercial Law
科目ナンバー

JAEPR7705

必修・選択

必修

単位数

4単位

授業形態

講義

担当教員氏名
（代表含む）

小柿

徳武

会社法および商法総則の基本的事項を学ぶ
科目の主題
商法の中でも、特に重要な会社法および商法総則の分野について、基本的事項を修得することを目
標とする。
授業の到達目標 条文や重要判例を素材として、制度（およびその趣旨）を徹底的に理解することにより、２年次以
後での演習科目等の受講において必要な知識を修得することを到達目標とする。

授業内容・
授業計画①

講義においては、予習用レジュメにそって、基礎的概念および重要判例等の確認を行う。受講生の
知識定着をはかるために、授業中に、適宜、質疑応答を利用するとともに、必要に応じて、（主と
して）短答式の小テストを行う。受講生は、事前に十分な予習を行うことが求められる。
〔会社法〕
第１回：商法総論、会社法総論
第２回：機関総論、株主の会社に対する権利と義務
第３～５回：株主総会
第６～９回：取締役・取締役会
第１０回：監査役・監査役会
第１１回：会計参与・指名委員会設置会社・監査等委員会設置会社
第１２～１３回：計算
第１４～１６回：株式
第１７回：設立
第１８～１９回：資金調達
第２０～２２回：組織再編・事業譲渡など
第２３回：解散・清算・持分会社
〔商法総則〕
第２４回：商人とその営業
第２５回：商号
第２６回：商業使用人・代理商
第２７回：商業登記
第２８回：営業譲渡
第２９回：商法総論
第３０回：期末試験

授業の約１週間前に、次回のレジュメをウェブクラスにアップロードする。必ず事前に内容を確認
事前・事後学習 し、予習を行った上で、授業に臨むこと。また、授業後は、内容を整理し、関連する条文等につい
の内容
て再確認して、知識の定着を図ること。
評価方法

絶対評価
期末に課す試験の成績を80％、小テストの成績を10％、質問や討論など講義への参加状況を10％の
割合で評価する。

受講生へのコメ 会社法分野の理解を深めるためには、経済ニュースにより多く接することが有益である。普段か
ら、新聞等で企業に関する事件に関心を向けるようにして欲しい。
ント
会社法分野については、テキストとして、伊藤靖史ほか『会社法〔第4版〕』（有斐閣、2018）を
使用し、判例集として、岩原紳作＝神作裕之＝藤田友敬編『会社法判例百選〔第3版〕』(有斐閣、
2016)を使用する。なお、このほか、参考書として、特に初学者向けのテキストとして、中東正文
ほか『会社法』（有斐閣、2015）を挙げておく。
教材
商法総則分野については、予習用のテキストの一つとして、落合誠一＝大塚龍児＝山下友信『商法
Ⅰ－総則・商行為』（有斐閣、2019）を指定し、判例集として、神作裕之＝藤田友敬編『商法判例
百選』（有斐閣、2019）を使用する。
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授業コード

JP12410010

科目授業名

商法総合演習Ⅰ（企業組織法）

開講年度・学期

2019年度前期

英語科目授業名 Commercial Law Seminar 1
科目ナンバー

JAEPR8809

必修・選択

必修

単位数

2単位

授業形態

演習

担当教員氏名
（代表含む）

高橋

科目の主題

英治

本演習では、商法総則・会社法の基礎知識を小テストおよび判例研究を通じて習得することを目的
とする。本演習は、大きく二部構成をとる。まず、前半３０分で小テストを行う。後半は判例研究
である。報告者は担当判例を、最高裁判例の場合、事案と第１審・第２審と最高裁の判示の要点を
報告する。報告の後、参加者全員で議論する。

法曹実務では、会社法のテキストや判例集とピッタリと当てはまる事案の解決を求められるとは限
られない。本演習で、会社法の基礎知識を身につけ、小テストで、会社法上の問題の解決方法を学
授業の到達目標 ぶことにより、法曹実務家として活躍できる基礎を、参加者において確立する。また、判例研究で
は、法曹実務家として重要なリーガルリサーチができるように、その方法を取得する。
まず、前半３０分で小テストを行う。小テストは、商法・会社法の実務家として最低限知っておか
なければならない会社法・商法総則の基本論点から出題する。
後半は判例研究である。報告者は担当判例を、最高裁判例の場合、事案と第１審・第２審と最高裁
の判示の要点を報告する。報告者は、１０分で報告する。予め準備したレジメ等を見ながら報告し
てもよいが、何も見ないで報告した者にはよい点数をつける。報告では、事案と判旨の他に、特に
２００５年会社法の下での担当判例の意義についても報告してもらう。ここでは、実務法曹として
重要なプレゼンテーション能力を鍛える。報告者による報告の後、参加者で議論する。授業におい
ては、双方向での徹底した質問・討論を行う。時間に余裕がある場合、商法総則・会社法に関する
一般的な知識を試す質問をするので、教科書による予習・復習は欠かさないで欲しい。
また、授業の節目で、教科書を用いて、会社法の総復習をする。予習をして、質問には積極的に答
えてほしい。

授業内容・
授業計画①

以下、授業計画について説明する。
(1)小テストと発表の割当
小テストの後、参加者の自己紹介と本演習の発表の割当をする。
(2)会社の政治献金
会社の政治献金について、判例の立場を分析・検討する。前半では、会社の政治献金につき取締役
の責任を認めなかった八幡製鉄政治献金事件（最判昭和45・6・24民集24巻6号625頁）（江頭憲治
郎・岩原紳作・神作裕之・藤田友敬編『会社法判例百選（第３版）』（有斐閣、２０１６年）、以
下「会社１００選」と引用する。会社１００選２事件）を取り上げる。後半では、会社の政治献金
につき取締役の責任を認めた熊谷組政治献金事件（福井地裁平成１５・２・１２判例時報１８１４
号１５１頁、同判決を取り消した名古屋高金沢支部判平成１８・１・１１判時１９３７号１４３
頁、最高裁決定平成１８・１１・１４LEX/DB）を取り扱う。
(3)商人資格の取得時期
商人資格の取得時期に関する最判昭和33・6・19民集12巻10号1575頁（商法（総則商行為）判例百
選〔第５版〕３事件、以下商法１００選と引用する）を取り上げ、これに関連する判例・学説を報
告してもらう。後半は、営業の譲受人が譲渡人の屋号を商号として続用した場合における旧商法２
６条１項の類推適用（否定）東京地判平成１８年３月２４日判例時報１９４０号１５８頁を取り上
げる。
(4)株主平等の原則
商法総則（商号）の復習を前半では行う。判例としては、営業譲渡と商号の続用に関する最判昭和
38・3・1民集17巻2号368頁（商法１００選（２０事件）を取り上げる。後半では、平等原則違反の
法的効果について、従業員株主を前列に座らせてなした総会決議についての最判平成8・11・12判
例時報1598号152頁（会社１００選〔第１版〕４４事件）を素材にして検討する。
(5)会社法の総復習Ⅰ
会社法の基本概念・設立・株式について総復習する。質問をするので、参加者は、教科書で指定の
箇所を予習し、答えること。この日は小テストを行わない。
(6)議決権の代理行使の資格制限
商法総則（商業登記）の復習を前半では行う。判例としては、商法12条と民法112条との関係につ
いての最判昭和49・3・22民集28巻2号368頁（商法１００選７事件）を取り上げる。また議決権行
使の代理人資格の制限に関する、最判昭和43・11・1民集22巻12号2402頁（会社１００選３４事
件）を取り上げたい。
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授業内容・
授業計画②

(7)登記簿上の取締役の責任
前半では、商法総則と会社法との融合問題として、登記簿上の取締役の責任についてのリーディン
グケースである、最判昭和47･6・15民集26巻5号984頁（商法１００選９事件）を取り上げる。後半
は、株主総会決議を経ない全部株式譲渡制限会社における新株発行の効力に関する横浜地裁平成２
１・１０・１６判時２０９２号１４８頁を取り上げる。
(8)取締役の退職慰労金・一人会社
前半は、取締役の退職慰労金と説明義務に関する、ブリジストン判決（東京地判昭和63・1・28判
例時報1263号3頁）（会社１００選〔第１版〕６８事件）および南都銀行事件（奈良地判平成12・
3・29金融・商事判例1090号20頁）を取り上げる。後半は、一人会社の利益相反取引に関する最判
昭和45・8・20民集24巻9号1305頁を取り上げて検討する。
(9)自己株式の取得禁止に関する損害等
前半は、三井鉱山事件（最判平成5・9・9民集47巻7号4814頁）（会社１００選２３事件）および大
日本除蟲菊事件（大阪地判平成15・3・5判例時報1833号146頁（会社１００選〔第２版〕２２事
件）を取り上げる。後半は、株式買取請求権に係る『公正な価格』の意義に関する、最判平成２
３・４・２６金商１３７５号２８頁＝判時２１２０号１２６頁を取り上げる。
(10)会社法の総復習Ⅱ
会社法の機関・計算・資金調達について総復習する。質問をするので、参加者は、教科書で指定の
箇所を予習し、答えること。この日は小テストを行わない。
(11)取締役の任務懈怠責任
経営判断原則について、取り扱う。前半は、一元説・二元説につき野村証券事件（最判平成12・
7・7民集54巻6号1767頁）（会社１００選４９事件）を取り上げ、後半は、経営判断原則について
のアパマンショップホールディングス事件（最判平成２２・７・１５（会社１００選５０事件）判
例時報２０９１号９０頁）を取り上げて、考察したい。
(12)取締役の対第三者責任と株式評価
前半は、商法266条ノ3の責任の法的性質に関するリーディングケースである最判昭和44・11・26民
集23巻11号2150頁（会社１００選７０事件）を取り上げる。後半は、遵法経営義務違反を理由とし
た取締役の対第三者責任が認められた事例であるノヴァ・あずさ監査法人事件大阪高判平成２６年
２月２７日金融商事判例１４４１号１９頁を取り上げる。
(13)企業買収と新株の第三者割当
新株発行の無効と取り消しに関する判例を前半では取り上げる。いなげや忠実屋事件（東京地決平
成元・7・25判例時報1317号28頁）（会社１００選〔第１版〕３１事件）を題材に、企業買収と新
株の第三者割当の問題を考えたい。後半では、敵対的企業買収と新株予約権の発行についての、
ニッポン放送事件（東京高決平成17・3・23判例タイムズ１１７３号１２５頁）（会社１００選９
９事件）を取り上げる。
(14) 企業再編と企業結合規制のありかた
前半は、合併比率の不公正が合併無効事由に該当するかという問題に関する東高判平成2・1・31資
料版商事法務77号193頁（会社１００選９１事件）を取り上げる。後半は、新株予約権の発行によ
る敵対的企業買収防衛と株主平等原則に関するブルドック・ソース事件（最決平成19・8・7判例時
報1983号56頁）（会社１００選１００事件）を取り上げる。
(15)期末試験

小テストの出題の範囲は、あらかじめ教科書の頁数で示す。参加者は小テストを受ける前に指定さ
れた教科書の範囲を予習してほしい。点数の悪い人は、予習をこころがけてほしい。また、小テス
トの成績が悪かった人は、自習として、もう一度、問題を解いてほしい。
答案は、簡単な講評を各自に述べて、その場で採点して返す。試験の当日に模範答案も配布する。
なお、小テストは、成績評価の対象にしないため、試験時間が足りなかった学生は、教師が個別に
採点・講評を行っている間にも、答案を書き続けていても可とする。また、小テストでは、問題に
対して全く答案の構成ができない学生には、担当者が、個別に試験中に答案構成のヒントを与え
る。
事前・事後学習 報告にあたっては、報告者は関連判例および学説を調査することが求められる。ここではリーガル
の内容
リサーチの習熟が求められる。報告者は、報告とは別に、詳細なレジュメを作成することが求めら
れる。レジュメはA４で６頁以上とする。取り上げるテーマに関する、学説・判例を網羅してほし
い。なお、文献を引用するには、原典にあたることは、最低限行ってほしい。原典に当たらずに引
用していることが読み取れるレジュメは減点の対象となる。なお、報告の前には、自分の報告を一
度予行演習し、それをボイスコーダーなどで録音し、事前に聞くとともに、時間内でできるかどう
か、チェックしてみてほしい。
総復習では、高橋英治『会社法概説（第３版）』（中央経済社、２０１５年）を用いるので、総復
習の範囲につき、本書で３時間ほど予習してほしい。
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評価方法

絶対評価とする。
評価の割合は以下のとおり。
報告 30％
レジュメ作成 30％
学期末の試験 30％
演習における議論への参加、質問への答え（平常点） 10％
報告を２回以上担当したものに対しては平常点10％を最高限度として平常点10％の範囲内で平常点
を加算する。

本演習の小テストの成績が、回を追う毎によくなるように努力してほしい。私も、答案を返却する
受講生へのコメ 際に、一言アドバイスをするので、素直に従ってほしい。
ント

教材

授業では、高橋英治『会社法概説（第３版）』（中央経済社、２０１５年）を用いる。細かい知識
を網羅するものとして、神田秀樹『会社法〔第２０版〕』（弘文堂、２０１８年）を用いてほし
い。商法総則のテキストとして、基本を押さえるものとして、藤田勝利＝北村雅史編『プライマ
リー商法総則・商行為法〔第４版〕』（法律文化社、２０１８年）を用いる。
商法総則の得意な学生は、森本滋編『商法総則講義〔第３版〕』（成文堂、２００７年）でも可と
する。会社法の得意な学生は、江頭憲治郎『株式会社法〔第７版〕』（有斐閣、２０１７年）でも
可とする。
また、教科書として、江頭憲治郎・岩原紳作・神作裕之・藤田友敬編『会社法判例百選（第３
版）』（有斐閣、２０１６年）、江頭憲治郎・山下友信編『商法（総則商行為）判例百選（第５
版）』（有斐閣、２００８年）。
会社法の自習には、基本を押さえるものとして、高橋英治編『設問でスタートする会社法』（法律
文化社、２０１６年）を使って欲しい。高橋英治編『入門会社法』（中央経済社、２０１５年）
も、自習に用いて欲しい。
商法の苦手な学生は、高橋英治編『商法入門』（法律文化社、２０１８年）の会社法・商法総則の
箇所を自習してほしい。
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授業コード

JP12420010

科目授業名

商法総合演習Ⅱ（企業取引法）

開講年度・学期

2019年度後期

英語科目授業名 Commercial Law Seminar 2
科目ナンバー

JAEPR8812

必修・選択

必修

単位数

2単位

授業形態

演習

担当教員氏名
（代表含む）

小柿

徳武

手形法および会社法（機関・計算等）
科目の主題
手形法分野については、基礎的な概念を踏まえた上で、標準的な判例について学説の争いのもとと
なる問題意識を把握することを到達目標とする。会社法分野については、これまで修得した知識
を、条文に立ち戻って再確認するとともに、いくつかの論点について俯瞰的かつ多面的に検討する
授業の到達目標
ことにより、新たな問題点についても論理的に分析できる能力を身につけることを到達目標とす
る。
講義にあたっては、予習用レジュメにそって、基礎的概念および重要判例等を、適宜、質疑応答を
通して検討する。受講生は、事前に十分な予習を行うことが求められる。

授業内容・
授業計画①

第１回：約束手形総論、約束手形の振出
第２回：約束手形の裏書
第３回：人的抗弁の制限、善意取得、特殊の裏書
第４回：手形保証、約束手形の支払、支払拒絶と遡求、手形の時効
第５回：手形の喪失、手形訴訟、白地手形、手形行為の意義、手形の交付・手形理論
第６回：手形行為と法律行為の一般原則、他人よる手形行為、手形の変造、手形行為と原因関係
第７回：為替手形、小切手、補論
第８回：会社法改正の流れ、機関総論、株主総会（権限、招集など）
第９回：株主総会（決議、議事、決議の瑕疵など）、取締役（選解任、任期など）
第１０回：取締役（報酬）、取締役会
第１１回：取締役の損害賠償責任、株主代表訴訟、会計参与
第１２回：監査役、監査役会、指名委員会等設置会社、監査等委員会設置会社、会計監査人
第１３回：計算
第１４回：自己株式
第１５回：期末試験

授業の約１週間前に、次回のレジュメをMoodleにアップロードする。必ず事前に内容を確認し、予
事前・事後学習 習を行った上で、授業に臨むこと。また、授業後は、内容を整理し、関連する条文等について再確
の内容
認して、知識の定着を図ること。

評価方法

絶対評価
質問や討論など演習への参加状況を20％、期末に課す試験の結果を80％の割合として評価する。
会社法分野においては、予習の際に条文の確認を怠らないようにして下さい。

受講生へのコメ
ント

教材

手形法分野については、予習用テキストの一つとして、大塚＝林＝福瀧『商法Ⅲ 手形・小切手
〔第5版〕』(有斐閣Sシリーズ、2018)を挙げるほか、判例集として、落合＝神田編『手形小切手判
例百選〔第7版〕』(有斐閣、2014)を使用する。
会社法分野については、判例集として、岩原紳作＝神作裕之＝藤田友敬編『会社法判例百選〔第3
版〕』(有斐閣、2016)を使用する。参考文献として、江頭憲治郎『株式会社法〔第7版〕』(有斐
閣、2017)などを指定する予定であるが、今後の公刊状況により変更する可能性がある。
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授業コード

JP12520010

開講年度・学期

科目授業名

民事訴訟法Ⅰ（判決手続の基礎）

2019年度後期

英語科目授業名 Civil Procedure 1
科目ナンバー

JAEPR7706

必修・選択

必修

単位数

4単位

授業形態

講義

担当教員氏名
（代表含む）

鶴田

科目の主題

日本の民法をはじめとする実体私法には、どのような要件で権利が発生し、消滅するのかがあらか
じめ定められており、それゆえ、一定の場合に、ある者が他の者に対して権利を有していることが
実体法上承認されている。しかし、当該義務者が義務を任意に履行しない場合、権利者による自力
救済が禁止されている以上、その義務を強制的に履行させ、権利者の権利を強制的に保護・実現さ
せるための国家（裁判所）の制度が必要である。日本の司法制度は、私法上の権利を保護・実現す
るための手続として、主に、権利義務関係を観念的に確定する判決手続と、確定された権利義務関
係を現実化する強制執行手続を用意している。本講義は、以上のような私人の権利を保護・実現す
るための一連の手続（広義の民事訴訟）のうちの、判決手続（狭義の民事訴訟）を規律するルール
や原則を概説することを目的とする。

滋

民事訴訟法理論は、極めて技術的・体系的に構築されているため、これを理解することは容易では
ない。そこで、本講義は、民事訴訟法の理解に不可欠な基本概念や基本原則の内容を正確に理解
授業の到達目標 し、それを基本的な事例において具体的に適用することができるようにすることを到達目標とす
る。

授業内容・
授業計画①

第1回 民事訴訟制度の概要（他の紛争解決制度との違い）
民事訴訟制度は何のために存在するのか、判決手続と強制執行手続はどのように区別されるの
か、さらに、民事訴訟が他の民事紛争の解決手段と比較してどのような特色があるのかについて概
観する。
第2回 民事訴訟における判断構造・審理原則
民事訴訟（判決手続）において、原告により主張された権利の存否を裁判所はどのようにして判
断するのか、さらに、民事訴訟においてはどのような審理原則が妥当しているのかについて、概観
する。
第3回 民事訴訟手続の流れ１（訴え提起から争点整理まで）
民事訴訟手続の流れを概観する。まずは、訴えの提起から、送達、口頭弁論、争点・証拠の整理
のための手続について説明する。訴訟費用の問題についても触れる。
第4回 民事訴訟手続の流れ２（証拠調べから判決形成まで）
続いて、証拠調べ、事実認定の方法、証明責任とその分配、判決の形成までの手続について、大
まかに説明する。
第5回 民事訴訟手続の流れ３（上訴、既判力と再審）
最後に、第一審判決形成後の手続である上訴制度、および、確定判決の効力である既判力と再審
制度について、本講義の理解のために必要な限りで概観する。
第6回 民事訴訟の目的、訴訟と非訟、訴え
民事訴訟法学説において展開されてきた民事訴訟の目的論について問題の所在を明らかにする。
さらに、訴訟と非訟の区別について説明した後、訴え、とりわけ形式的形成訴訟の特質について説
明をする。
第7回 訴訟上の請求（訴訟物）
民事訴訟における審判の対象である訴訟物を取り扱う。民事訴訟法学における「訴訟物論争」を
概観し、現在における学説および判例の到達点とその課題について述べる。
第8回 訴え提起の効果（重複起訴の禁止）
訴えの提起により生じる実体法上および訴訟法上の効果について説明する。とりわけ、重複起訴
の禁止については、訴訟物と関連づけながら説明する。
第9回 訴訟要件１（訴えの利益）
訴えの3類型に応じたそれぞれの訴えの利益について概観する。その中でも、将来給付の訴えと
確認の訴えの利益について詳論する。
第10回 裁判所、民事裁判権の限界
民事訴訟における主体の一つである裁判所について概観した上で、裁判所に関する訴訟要件に位
置づけられる民事裁判権の範囲、とりわけ法律上の争訟について説明をする。
第11回 管轄権
日本のどの国法上の裁判所が当該事件を担当するのかを決める管轄権について、現在判例上問題
となっている事例を中心に説明をする。
第12回 民事訴訟の当事者
民事訴訟における主体の一つである当事者について概観する。とりわけ、当事者概念、当事者の
特定（確定）、当事者能力、訴訟能力について説明する。
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授業内容・
授業計画②

第13回 民事訴訟における代理
民事訴訟における代理について概観する。私法上の代理と比較しながら、法定代理、法人等の代
表者、訴訟代理について主に考える。
第14回 訴訟要件２（訴訟追行権）
当事者に関する訴訟要件の一つである訴訟追行権（当事者適格）について説明する。この問題に
関する判例および学説の到達点を示した後、残された課題について考える。
第15回 弁論主義１（当事者による事実主張）
弁論主義の第一法理である当事者による事実主張の原則について詳しく述べる。弁論主義の根拠
について述べた後、基本判例を分析しながら、主要事実と間接事実の区別、一般条項における弁論
主義の適用の可否、主張責任の分配と弁論主義との関係などについて考える。第16回 釈明権・釈
明義務
処分権主義・弁論主義の形式的適用による弊害を是正するために存在する釈明権および釈明義務
について説明をする。とりわけ、釈明権と釈明義務の関係、上告理由としての釈明義務違反、釈明
義務と法的観点指摘義務との関係について考える。
第17回 弁論主義２(裁判上の自白)
弁論主義の第二法理である裁判上の自白について詳細に検討する。とりわけ、権利自白をはじめ
とする裁判上の自白の適用範囲、自白の撤回の要件などについて、判例を分析しながら検討する。
第18回 証明責任１（その意義と分配基準）
自由心証主義の尽きたところではじめて作用すると言われる客観的証明責任の理解をめぐる学説
の対立を説明した後、証明責任の分配法則に関する学説の対立を紹介・分析する。
第19回 証明責任２（立証負担軽減のための諸方法）
客観的証明責任の分配法則を形式的に適用すると、証明責任を負う当事者に過度の立証負担を負
わせることがあり得る。立法および理論により考えられている、この立証負担を軽減するための諸
方法を紹介、検討する。
第20回 証拠調べ
各種の証拠調べに共通の準則を概観すると共に、証拠提出義務とその免除について、判例上とく
に問題となっている証言拒絶権と文書提出義務の免除を中心に説明し、検討する。
第21回 処分権主義１（判決によらない訴訟の終了）
処分権主義の一内容である判決によらない訴訟の終了（訴えの取下げ、請求の放棄・認諾、訴訟
上の和解）についての重要な論点について、訴訟行為の分類、法律行為と訴訟行為との関係をめぐ
る議論を紹介しながら、詳論する。
第22回 処分権主義２（申立事項の拘束性）
処分権主義の一内容である申立事項の拘束性原則について、判例を素材として、訴訟行為、訴訟
物などのこれまでに述べてきた事項の復習をしながら、説明する。
第23回 既判力１（制度趣旨と作用）
判決とその効力について概観した後、既判力の意義、本質、正当化根拠、その作用場面など、既
判力一般を取り上げる。
第24回 既判力２（客観的範囲〔争点効を含む〕）
既判力の客観的範囲について説明する。とりわけ、日本の民事訴訟法が、判決主文に包含する判
断のみを既判力対象とする理由と、判決理由中の判断に既判力類似の効力を及ぼそうとする学説の
試みについて詳論する。
第25回 既判力３（判決確定後の残額請求）
既判力の客観的範囲に関する応用問題にも位置づけられる、一部請求に対する判決確定後の残額
請求について詳論する。訴訟物、処分権主義、既判力の客観的範囲、既判力に類似する効力につい
ての復習をしながら講義を進める。
第26回 既判力４（相殺の抗弁と既判力・重複起訴の禁止）
民事訴訟法が例外的に既判力対象とする、相殺の抗弁に対する判断についての既判力の作用につ
いて説明する。その後、相殺の抗弁の判断に対する既判力と重複起訴の禁止との関係についても、
判例の展開をフォローしながら説明する。
第27回 既判力５（時的限界）
既判力の時的限界について一般的な説明を行った後、既判力標準時後の形成権の行使と既判力と
いう、既判力の時的限界に関する応用問題について詳述する。
第28回 既判力６（主観的範囲）
既判力の主観的範囲について詳述する。とりわけ、口頭弁論終結後の承継人の範囲、および、承
継人への既判力の作用について考える。
第29回 確定判決のその他の効力
既判力以外の判決の効力について説明を行う。たとえば、反射的効力、構成要件的効力、執行力
などについて概観する。
第30回 期末試験

講義では、判例を中心とした具体的な事例を用いることが多いが、受講者は、基本概念や基本原則
の理解のために、予習および復習として、テキストや参考書を熟読することが最低限要求される。
事前・事後学習 さらに、授業前に配布するレジュメに基づいて講義を行い、さらに、各授業において前回の授業の
復習事例問題を原則として課す予定であるので、授業前および授業後にレジュメを熟読し、問題を
の内容
検討してくるのみならず、レジュメや教科書に引用された文献や判例を入手し、精読することが求
められる。
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評価方法

相対評価
期末試験(筆記試験)の結果(比率60％)と平常点(小テスト〔11月から12月に実施予定・比率20％〕
とレポート〔12月から1月に実施予定・比率20％〕)により評価する。
何事も基本が大事です。丁寧に予習復習を行うことを望みます。

受講生へのコメ
ント

教材

※教科書
伊藤眞『民事訴訟法(第6版)』(有斐閣・2018年)、高橋宏志＝高田裕成＝畑瑞穂『民事訴訟法判例
百選(第5版)』(有斐閣・2015年)
※参考書
入門書として、渡部美由紀＝鶴田滋＝岡庭幹司『民事訴訟法』(日本評論社・2016年)。
その他、さらに理解を深めるための参考書として、松本博之＝上野泰男『民事訴訟法(第8版)』(弘
文堂・2015年)、高橋宏志『重点講義民事訴訟法(上)(第2版補訂版)』(有斐閣・2013年)、高橋宏志
『重点講義民事訴訟法(下)(第2版補訂版)』(有斐閣・2014年)
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授業コード

JP12630010

開講年度・学期

科目授業名

民事訴訟法Ⅱ（複雑な訴訟・上訴）

2019年度前期

英語科目授業名 Civil Procedure 2
科目ナンバー

JAEPR8810

必修・選択

必修

単位数

2単位

授業形態

講義

担当教員氏名
（代表含む）

鶴田

科目の主題

滋

本講義は、受講者が、民事訴訟の判決手続(第一審手続)について一通り理解していることを前提
に、さらに発展的な領域である、複雑な訴訟手続と上訴制度を概観することを通じて、民事訴訟に
おける基本的な理解をさらに深めることを目的とする。

本講義では、これらの複雑な制度の基礎にある原理および規律を正確に理解し、その上で、具体的
な事例において、その原理および規律を適用し、問題を適切に解決する能力を身につけることを到
授業の到達目標 達目標とする。

授業内容・
授業計画①

第１回 第１審訴訟手続の復習
民事訴訟の判断構造や、訴え提起から判決の言渡しまでの訴訟手続の流れを復習する。
第２回 訴訟物・既判力の客観的範囲と複数請求訴訟
訴訟物や既判力の復習を行いながら、訴えの客観的併合、訴えの変更、反訴を扱う。
第３回 既判力の主観的範囲
既判力の相対効の原則とその例外、とりわけ口頭弁論終結後の承継人や反射効を扱う。
第４回 共同訴訟１(共同訴訟の発生原因・通常共同訴訟)
共同訴訟の発生原因、通常共同訴訟の要件、および、共同訴訟人独立の原則とその修正について
講義する。
第５回 共同訴訟２（必要的共同訴訟１）
固有必要的共同訴訟の成立要件、とりわけ共同所有関係訴訟における必要的共同訴訟の成否につ
いて扱う。
第６回 共同訴訟３（必要的共同訴訟２）
類似必要的共同訴訟の成立要件、および、必要的共同訴訟の審判を中心に講義する。
第７回 独立当事者参加１
独立当事者参加の意義、構造、手続、要件について扱う。
第８回 独立当事者参加２
引き続き、独立当事者参加における手続規律、および、訴訟脱退について扱う。
第９回 補助参加１
補助参加の意義および要件を中心に講義する。
第１０回 補助参加２、訴訟告知
補助参加人の地位、補助参加人に対する判決の効力、および、訴訟告知を中心に講義する。
第１１回 訴訟承継
訴訟承継全般、とりわけ参加承継と引受承継について扱う。
第１２回 上訴１（控訴）
上訴制度全般を概観した後、控訴について、とりわけ不利益変更禁止の原則と付帯控訴について
扱う。
第１３回 上訴２（上告、抗告）
上告および抗告について講義するが、その中でもとりわけ上告理由、上告受理申立ての理由、破
棄判決の拘束力について扱う。
第１４回 再審
既判力排除の手段としての再審制度を概観し、その後、確定判決が不当取得された場合の敗訴当
事者の救済方法についても扱う。
第１５回 期末試験

授業開始前から、民事訴訟手続を概観できるテキスト（「教材」の欄参照）を通読するなどして、
第一審手続について復習を十分にしておくことが求められる。また、授業前および授業後におい
て、授業で扱った箇所に対応する教科書の叙述を丁寧に熟読することが求められる。さらに、授業
事前・事後学習
前に配布するレジュメに基づいて講義を行い、さらに、各授業において前回の授業の復習事例問題
の内容
を原則として課す予定であるので、授業前および授業後にレジュメを熟読し、問題を検討してくる
のみならず、レジュメや教科書に引用された文献や判例を入手し、精読することが求められる。

評価方法

相対評価
期末試験(筆記試験)の結果(比率70％)と平常点(小テスト〔5月から6月に実施予定・比率2030％〕
とレポート〔6月から7月に実施予定・比率10％〕)により評価する。
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受講生へのコメ 何事も「基本」が大切です。基本事項のおさらいを忘れないようにして下さい。
ント

教材

※教科書
伊藤眞『民事訴訟法(第6版)』(有斐閣・2018年)、高橋宏志＝高田裕成＝畑瑞穂『民事訴訟法判例
百選(第5版)』(有斐閣・2015年)
※参考書
三木浩一＝笠井正俊＝垣内秀介＝菱田雄郷『民事訴訟法(LEGAL QUEST)(第3版)』(有斐閣・2018
年)、松本博之＝上野泰男『民事訴訟法(第8版)』(弘文堂・2015年)、高橋宏志『重点講義民事訴訟
法(上)(第2版補訂版)』(有斐閣・2013年)、高橋宏志『重点講義民事訴訟法(下)(第2版補訂版)』
(有斐閣・2014年)
○授業開始前に通読することを進める入門書として、渡部美由紀＝鶴田滋＝岡庭幹司『民事訴訟
法』(日本評論社・2016年)
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授業コード

JP12640010

科目授業名

民事訴訟法総合演習

開講年度・学期

2019年度後期

英語科目授業名 Civil Procedure Seminar
科目ナンバー

JAEPR8813

必修・選択

必修

単位数

2単位

授業形態

演習

担当教員氏名
（代表含む）

高田

科目の主題

昌宏

民事訴訟法が定める「判決手続」のうち、第一審手続における手続法上の一般的問題と、多数当事
者訴訟・複数請求訴訟などの複雑訴訟ならびに上訴・特別訴訟手続における手続法上の諸問題を取
り上げる。実際の裁判例の事件を範として作成された具体的事例（設例）と、その事例に関連する
様々な設問を検討することを通じて、民事訴訟法の規律がどのような場面でどのように機能する
か、またその規律がどのように理解され、適用されるべきかを考える。

本演習は、民事訴訟法の判決手続について一通り基本的理解のある受講者が、判決手続に関する自
分の基本的知識を確認しながら、さらにその理解を深め、その知識を具体的な事案へ応用する能力
を身につけることを目標とする。そのため、本演習では、実際の裁判例の事件を参考に作成された
授業の到達目標
事例問題（後掲基本教材の設例および設問）が取り上げられ、受講生は、その事例問題に関連する
判例および文献を参考にしながら自分で問題の解決を試みることが要求される。

授業内容・
授業計画①

第1回 当事者能力と当事者適格
当事者能力の有無が問題となる民法上の組合や入会団体をめぐる訴訟を例にして、当事者能力、
当事者適格（任意的訴訟担当）、訴訟上の代理等の問題を検討する。また、環境紛争などの集団的
紛争における当事者適格の問題も取り上げる予定である。後掲基本教材：UNIT. 4 (集団訴訟)
第2回 訴えの利益・訴訟要件の審査
訴訟要件の１つである「訴えの利益」の判断基準および取扱いを考察する。とくに訴えの利益に
ついては、確認の訴えにおける訴えの利益（確認の利益）に関する具体例を取り上げるほか、訴え
の利益を中心として、訴訟要件の審理・判断のあり方を検討する。後掲基本教材：UNIT. 5 (訴え
の利益)
第3回 相殺の抗弁—訴訟上の形成権行使、二重起訴の禁止、既判力
訴訟上の相殺とそれに関連する訴訟上の諸問題を検討する。たとえば、相殺の抗弁と二重起訴の
禁止規定（民訴法142条）との関係や、相殺の抗弁と確定判決の既判力（民訴法114条2項）に関す
る問題を検討する。後掲基本教材：UNIT. 1 (重複訴訟の禁止と相殺の抗弁)
第4回 処分権主義①—立退料判決、債務不存在確認訴訟
民事訴訟の中心原則である処分権主義の一内容としての「申立事項と判決事項の一致」の原則
（民訴法246条）の意義とその適用を、立退料判決や債務不存在確認訴訟を例にして考察する。後
掲基本教材：UNIT. 7 (処分権主義)
第5回 処分権主義②—一部請求
実体法上権利の一部行使の自由が権利者に認められるように、債権者が債権の一部を訴求した場
合、手続上どのような問題が生じるか。このいわゆる一部請求の問題を通じて、処分権主義のみな
らず、訴訟物、既判力、信義則等にも考察の幅を広げるとともに、それらの相互の関係を検討す
る。後掲基本教材：UNIT. 16 (一部請求)
第6回 弁論主義（裁判上の自白を含む）
弁論主義の基礎理論（たとえば、主要事実と間接事実の区別とその適否など）を確認したうえ
で、裁判所の事案解明（釈明権・釈明義務）について考察する。また、裁判上の自白につき、その
成立要件、自白の撤回要件、自白の対象（間接事実の自白、補助事実の自白）、権利自白の可否な
どの重要な論点を取り上げる。後掲基本教材：UNIT. 9 (弁論主義・自白)
第7回 証明責任、証明軽減
訴訟の背骨とも称される証明責任の意義・役割、およびその分配ルールについて確認したうえ
で、証拠偏在の事案での証明責任を負わない当事者の主張・立証負担の問題を取り上げる。また、
それに関連して、証明負担の軽減の諸方策、証明の前提となる証拠収集の手段（文書提出命令な
ど）についても考察する。後掲基本教材：UNIT. 13 (立証活動)
第8回 既判力の作用−既判力の時的限界
判決効の中心をなす既判力がどのように作用するかを、訴訟の基準時後の形成権行使のケースを
例に考察する。あわせて、既判力の客観的範囲、民事執行法上の請求異議の訴え、訴訟上の形成権
行使の法的性質なども取り上げる予定である。後掲基本教材：UNIT. 18 (既判力の時的限界)
第9回 既判力の主観的範囲
既判力の主観的範囲において問題となる口頭弁論終結後の承継人や請求の目的物の所持者などを
具体的な事例を通じて考察する。また、執行力の主観的範囲や反射的効力についても検討する。後
掲基本教材：UNIT. 19 (判決効の主観的範囲)
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授業内容・
授業計画②

第10回 必要的共同訴訟
相続関係訴訟を例にして、必要的共同訴訟の規律を検討する。とりわけ、固有必要的共同訴訟の
成否をめぐる問題を考察する。後掲基本教材：UNIT. 30 (相続関係訴訟)
第11回 同時審判の申出のある共同訴訟、補助参加
具体例により、同時審判申出共同訴訟の制度、訴えの主観的予備的併合の可否などを考察すると
ともに、補助参加制度について、参加の要件をなす「補助参加の利益」、補助参加人の訴訟上の地
位、参加の効果としての「参加的効力」とそれが及ぶ範囲、訴訟告知とその効果などの諸点をも検
討する。後掲基本教材：UNIT. 22 (補助参加と同時審判申出訴訟)
第12回 独立当事者参加
最も理解の難しい独立当事者参加について理解が深まるよう、具体例を検討する。独立当事者参
加の要件、独立当事者参加訴訟の審判、二当事者訴訟への還元を主に取り上げる。後掲基本教材：
UNIT. 23 (独立当事者参加)
第13回 訴訟承継
訴訟係属中の係争物の譲渡の場合に対応すべく用意されている参加承継・引受承継の制度を取り
上げ、その制度における承継の手続、承継の効果などについて検討する。後掲基本教材：UNIT. 24
(訴訟承継)
第14回 請求の変更・併合、反訴、控訴
複数請求訴訟が成立する場合として、請求の客観的併合、訴えの変更、および反訴を取り上げ、
それらの手続上の諸問題を考察する。また、これとあわせて、上訴の利益や不利益変更禁止の原則
などの上訴もめぐる基本問題を検討する。後掲基本教材：UNIT. 21 (複数請求訴訟と控訴)
第15回 期末試験

受講者は、基本教材（後掲）の事例問題を、自分の基本書、ならびに教材に収録されている判例・
文献資料を活用して検討し、自分でそれに対する解答を作成して、授業に臨む必要がある。また、
事前・事後学習 授業後は、授業で取り上げた事柄の確認と、授業で十分に取り上げることができなかった箇所の補
充ができるよう、補習資料を配布する予定であるので、それも活用しながら、しっかり復習をする
の内容
ことが必要である。

評価方法

絶対評価
試験結果（筆記試験）と平常点（演習授業での質問と議論への参加状況）により評価する（比率：
試験成績80％、平常点20％）。
特になし

受講生へのコメ
ント

教材

三木浩一＝山本和彦編『ロースクール民事訴訟法〔第5版〕』（有斐閣・2019年発刊予定）を基本
教材として使用する。必要に応じて、事例問題、参考判例、論点、参考文献等を示した資料を配布
する。参考書として、三木浩一＝笠井正俊＝垣内秀介＝菱田雄郷『民事訴訟法〔第3版〕』（有斐
閣・2018年）、中野貞一郎＝松浦馨＝鈴木正裕編『新民事訴訟法講義〔第3版〕』（有斐閣・2018
年）、伊藤眞『民事訴訟法〔第6版〕』（有斐閣・2018年）、松本博之＝上野泰男『民事訴訟法
〔第8版〕』（弘文堂・2015年）、高橋宏志『重点講義民事訴訟法（上）〔第2版補訂版〕』(有斐
閣・2013年)、同『重点講義民事訴訟法（下）〔第2版補訂版〕』（有斐閣・2014年）、高橋宏志＝
高田裕成＝畑瑞穂編『民事訴訟法判例百選〔第5版〕』（有斐閣・2015年）を挙げておく。そのほ
かに参照すべき文献については、後期授業ガイダンスまたは第1回目の授業で指示する。
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授業コード

JP12710010

開講年度・学期

科目授業名

民事法総合演習（実務民事法総合演習）

2019年度後期

英語科目授業名 Civil Law and Procedure Seminar
科目ナンバー

JAEPR9918

必修・選択

自由選択

単位数

2単位

授業形態

演習

担当教員氏名
（代表含む）

仲田

科目の主題

哲

民事事件における法律実務家の役割は、現実に生起する多様且つ複雑な事実を多角的に分析し、実
体法的観点からの法的構成を整理するとともに、具体的解決のための手法を検討することにある。
本授業（演習）は、民事紛争の具体的な事例を素材として、法律実務家の立場から実体法と手続法
の実務的な活用の訓練をし、これにより法律実務家に求められる法的構成能力の習得と、訴訟・執
行手続の実務的理解が得られることを目的とする。

「科目の主題」のとおり、具体的事例において各当事者の主張を法的に分析する能力を習得すると
授業の到達目標 ともに、それに基づく権利の実現手続を理解することが本授業（演習）の到達目標である。

授業内容・
授業計画①

(1)(2) 貸金返還請求事例について ①②
貸金返還請求（保証債務履行請求を含む）に関する事例を素材として、法的構成、訴訟物たる
請求権、主要事実・間接事実、立証責任の分配、代理権等の検討を行なうとともに、訴訟手続等の
実務的問題についても検討する。
(3)(4) 登記手続請求事例について ①②
不動産の売買・担保権の設定等による登記手続請求に関する事例を素材として、対抗要件等の
法的分析、訴訟物たる請求権、主要事実・間接事実、立証責任の分配等の検討を行うなうととも
に、民事執行・民事保全手続についても検討する。
(5)(6) 賃貸借契約終了による不動産明渡請求事例について ①②
賃貸借の終了に基づく不動産明渡請求に関する事例を素材として、明渡請求をする側とその相
手方のそれぞれの立場から、法的構成、訴訟物たる請求権、主要事実・間接事実、立証責任の分配
等の検討を行なうとともに、民事執行・民事保全手続についても検討する。
(7)(8) 損害賠償請求事例について ①②
交通・医療・労災・運送品紛失事故等の事例を素材として、債務不履行、不法行為による損害
賠償請求について、請求権が競合する場合の法的構成、過失（注意義務違反）判断の構成、過失相
殺、損害論等について検討する。
(9) 譲渡担保に関する事例について
集合動産譲渡担保に関する事例を素材として、譲渡担保権の性質・要件等について整理したう
え、譲渡担保権者と譲渡担保権設定者との間、複数の譲渡担保権者の間、および譲渡担保権者と第
三者との間における法律関係について検討する。
(10) 会社の取締役・監査役の責任に関する事例について
会社の金員借入れ・債務負担等に関する紛争事例を素材として、取締役・監査役の責任につい
て検討する。
(11) 金銭債権に関する事例について
金銭債権の集合譲渡担保・相殺・弁済等をめぐる紛争事例を素材として、債権者・債務者・第
三債務者等の関係者から予想される主張並びにこれに対する反論について、それぞれ法的分析を行
なうとともに、その当否を検討する。
(12) いわゆる会社訴訟について
株式会社における新株発行に関する訴訟、株主代表訴訟等のいわゆる会社訴訟（仮処分を含
む）およびこれに関連する問題について検討する。
(13) 抵当権に基づく物上代位に関する事例について
抵当権に基づく物上代位の事例を素材として、物上代位の果たす機能、および、同一不動産に
対する抵当権者・一般債権者・当該不動産の賃借人等の関係者との間の優劣関係等について検討す
る。
(14) 相続に関する事例について
相続に関する紛争事例を素材として、改正民法（所謂「相続法改正」）での改正点を中心に、
相続人の相続財産に対する権利関係、遺産分割、遺言、遺留分等について検討する。
(15) 期末試験
※ なお、民法改正のうち、所謂「債権法改正」については、2020年4月1日から、所謂「相続法改
正」については、2019年7月1日から、それぞれ施行され（但し、一部を除く）、来年度からの司法
試験はこれら改正法を用いて実施される見込みであるため、各授業についても、改正前民法下にお
ける判例・学説との関係を踏まえつつ、改正民法を前提とする授業を行うこととする。

あらかじめ配布する「予習課題」について検討し、授業を経た後、配布する「手控え」（レジュ
事前・事後学習 メ）を参考にして復習をする。このように、予習→授業（演習）→復習をすべて行なうことによっ
の内容
て初めて授業（演習） の成果が挙がるのである。
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評価方法

絶対評価
学期末の試験
90％
平常点（授業における議論への参加状況や学習への積極性の評価を含む）10％
特になし

受講生へのコメ
ント

教材

具体的な紛争事案を教材として提供する。なお、参考書等は、「手控え」（レジュメ）に記載する
ほか、授業（演習）において説明する。
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授業コード

JP12810010

科目授業名

商法理論の展開

開講年度・学期

2019年度前期

英語科目授業名 Recent Developments in Commercial Law
科目ナンバー

JAEPR9916

必修・選択

自由選択

単位数

2単位

授業形態

講義

担当教員氏名
（代表含む）

小柿

徳武

商行為法および会社法（資金調達・組織再編など）
科目の主題
商行為法の分野については、商法の条文にそって基礎的な概念を確実に把握することとともに、理
論的・実務的に重要性の高い判例について基本的な枠組みを理解することを到達目標とする。会社
法の分野については、これまで修得した知識を、条文に立ち戻って再確認するとともに、諸制度を
授業の到達目標
横断的に比較することにより、具体的な事案に即しつつ、法規制の趣旨を確実に把握することを到
達目標とする。
講義にあたっては、予習用レジュメにそって標準的な概念および重要判例等を確認するとともに、
知識の定着度合いを確認するため、適宜、質疑応答を通した双方向の授業を行う。

授業内容・
授業計画①

第１回：普通取引約款、商行為総則（総論）
第２回：商行為総則（商行為一般に適用される規定など）
第３回：商行為総則（当事者双方が商人である場合に適用される規定）、商事売買、補助商総論
第４回：代理商、仲立営業、問屋営業
第５回：運送営業、倉庫営業
第６回：場屋営業、金融取引（交互計算、匿名組合）
第７回：株式（総則、株式の譲渡など）
第８回：株式（株式の併合など）
第９回：募集株式の発行等、新株予約権、社債
第１０回：組織再編（総説、簡易手続など）
第１１回：組織再編（買取請求権、債権者異議手続など）
第１２回：組織再編（差止めおよび無効など）
第１３回：金融商品取引法の規制
第１４回：企業買収と買収防衛策
第１５回：期末試験

授業の約１週間前に、次回のレジュメをMoodleにアップロードする。必ず事前に内容を確認し、予
事前・事後学習 習を行った上で、授業に臨むこと。また、授業後は、内容を整理し、関連する条文等について再確
認して、知識の定着を図ること。
の内容

評価方法

絶対評価
質問や討論など演習への参加状況を20％、期末に課す試験の結果を80％の割合として評価する。
会社法分野においては、予習の際に条文の確認を怠らないようにして下さい。

受講生へのコメ
ント

教材

商行為法分野については、予習用テキストの一つとして、森本滋編『商行為法講義〔第3版〕』(成
文堂、2009)を挙げるほか、判例集として、江頭＝山下編『商法(総則商行為)判例百選〔第5版〕』
(有斐閣、2008)を使用する。
会社法分野については、判例集として、岩原紳作＝神作裕之＝藤田友敬編『会社法判例百選〔第3
版〕』(有斐閣、2016)を使用する。参考文献として、江頭憲治郎『株式会社法〔第7版〕』(有斐
閣、2017)などを指定する予定であるが、公刊状況により変更する可能性がある。
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授業コード

JP12840010

科目授業名

民法理論の展開Ⅰ

開講年度・学期

2019年度前期

英語科目授業名 Advanced Seminar on Civil Law 1
科目ナンバー

JAEPR9914

必修・選択

自由選択

単位数

2単位

授業形態

演習

担当教員氏名
（代表含む）

森山

科目の主題

授業の到達目標

授業内容・
授業計画①

浩江

主として事例問題を題材とし、民法（財産法・家族法）の基本的概念および判例を確認しつつ（当
然ながら、債権法改正および相続法改正による変化をふまえた内容とする）、その応用力をつける
ことをねらいとする。
２年次までの間に獲得した民法の知識を、特に、理解の困難な点や議論のある点についてより正
確・確実なものとし、具体的な場面において用いることができるようになることを目標とする。
【授業内容】
基本的に毎回、初見の事例に目を通したうえで、どのように取り組んだらよいか、どのような点
が問題となるか等を検討しながら進める。ただし、テーマに応じて題材や進め方は異なる。いくつ
かの場面を簡略な事例において対比しながら行うこともあれば、判例の理解に比較的時間をかける
こともある。場合によっては新しい判例を扱う。
複合的な事例を扱うこともあり、また、そもそも何が問題であるか自体を事例から考えることも
重要であるため、予め各回のテーマを示すことはしない。したがって、以下の授業計画には敢えて
具体的内容を示さない。
【授業計画】
（１）〜（１４）事例問題の研究
（１５）
期末試験

要件事実に関する基礎知識を含む民法全般の復習が準備の学習となるが、特定の事項について事前
学習が必要な場合には１週間前までにその事項を指示する。初見の事例への取り組み方もポイント
事前・事後学習 の１つとなるため、基本的に事後学習が中心となる。各自で自らの弱点やよく理解できていなかっ
の内容
た点を発見し、事後学習でそれらを克服していくことが求められる。

評価方法

相対評価
学年末の試験
８０％
平常点（授業における参加状況及び質問への応答を含む）

２０％

各自で自らの弱点やよく理解できていなかった点を発見する契機とし、それらの克服に活かしてい
受講生へのコメ ただきたいと思います。
ント

教材

【参考書】
民法判例百選I・II〔第8版〕、民法判例百選III（親族・相続）〔第2版〕（いずれも2018年刊行）
司法研修所編『新問題研究 要件事実』（法曹会・2011年）
※ 法改正に対応した改版や新書籍の刊行に応じて、変更または追加することがある。
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授業コード

JP12850010

科目授業名

民法理論の展開Ⅱ

開講年度・学期

2019年度後期

英語科目授業名 Advanced Seminar on Civil Law 2
科目ナンバー

JAEPR9917

必修・選択

自由選択

単位数

2単位

授業形態

講義

担当教員氏名
（代表含む）

杉本

科目の主題

好央

本講義では、民法等の規定によって基礎付けられる「請求権」を中軸に据えて、法律の解釈及び適
用を例解的に実践する。対象となる分野は、財産法全体である。
なお、本講義は、平成29年改正後の民法に基づいて行われる。

本講義によって目指されるのは、第一に、問題解決に適した請求権基礎を民法その他の法律中から
見つけ出す方法を会得すること、第二に、3年次前期までに修得した知識を請求権基礎の探求の中
授業の到達目標 で確認すること、である。

授業内容・
授業計画①

(1) 請求権の基礎と構造
(2) 契約の成立と無効・取消・効果不帰属（その１）
(3) 契約の成立と無効・取消・効果不帰属（その２）
(4) 契約の成立と無効・取消・効果不帰属（その３）
(5) 契約の履行（その１）
(6) 契約の履行（その２）
(7) 契約の履行（その３）
(8) 契約の履行（その４）
(9) 契約の履行（その５）
(10) 契約の不履行（その１）
(11) 契約の不履行（その２）
(12) 所有者及び占有者の法関係（その１）
(13) 所有者及び占有者の法関係（その２）
(14) 所有者及び占有者の法関係（その３）
(15) 期末試験

＜事前学習＞
指定された問題に関する基本文献を読んでおく必要がある。
事前・事後学習 ＜事後学習＞
の内容
講義で扱った知識およびそれに関連する問題を教科書又は判例集を用いて確認する必要がある。

評価方法

絶対評価
期末試験 80％、平常点（小テスト又はレポート）20％
積極的な参加を求める。

受講生へのコメ
ント
必要に応じて示す。
教材
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授業コード

JP13010010

科目授業名

刑法ⅠA（刑法総論）

開講年度・学期

2019年度前期

英語科目授業名 Criminal Law 1A
科目ナンバー

JAEPE7701

必修・選択

必修

単位数

2単位

授業形態

講義

担当教員氏名
（代表含む）

金澤

科目の主題

真理

本講義では、刑法の基礎理論及び刑法典第１編総則のうち、構成要件該当性、違法性、責任の内容
を講述する。

普通刑法並びに特別刑法上の犯罪に共通する犯罪の一般的要素に関して、その概念、内容につき正
確な知識を習得すると共に、犯罪の成否を論じる際の判断基準を、具体的事例に則して体系的に思
授業の到達目標 考する能力を身につけることを目標とする。

授業内容・
授業計画①

以下の計画、学習目標に従って、刑法の基礎理論、犯罪の構成要素について講義を進める。
（１）刑法の意義、目的、刑法の解釈とその指針
形式的意味、実質的意味の刑法の内容、刑法の基本原則が獲得された過程を歴史的に概観し、刑法
解釈の指針たる刑法の基本原則（罪刑法定主義、行為主義、責任主義）の内容を学ぶ。
（２）犯罪論体系と犯罪論の思考方法
犯罪論に特徴的な体系的思考方法を、刑法の論理体系と関連させつつ習得する。
（３）刑法の効力
主に刑法の時間的、場所的適用範囲について考察し、国際刑法の意義を学ぶ。
（４）構成要件論
行為論を踏まえ、構成要件概念の生成過程、不作為犯論も含めて構成要件の体系的地位について概
観する。
（５）構成要件論：構成要件要素（主体、客体、実行行為）
犯罪を構成する諸要素について、犯罪の分類と関連させつつ理解する。
（６）構成要件論：構成要件要素（因果関係）
行為と結果との因果関係の意義、機能について理解し、議論状況を把握する。
（７）構成要件論：構成要件要素（主観的要素）
構成要件論理論を踏まえ、犯罪を構成する主観的要素についても理解する。
（８）違法論、違法阻却の一般原理
違法性の概念の意義と機能、及び、行為を正当化、若しくは違法性を阻却する一般的原理につい
て、理論史を踏まえ、学説を整理し、理解する。
（９）正当行為、緊急行為
違法阻却事由のうち、法令上の正当行為、緊急行為について学習する。
（１０）超法規的違法阻却事由
超法規的違法阻却事由についての議論状況を把握し、判例の動向を学ぶ。
（１１）責任論、責任主義、責任能力
責任主義を踏まえた責任概念の意義と機能を学び、責任能力について理解を深める。
（１２）故意
故意の体系的地位、故意概念、故意の有無の判断基準について学ぶ。
（１３）錯誤
錯誤論の類型と内容を正確に把握する。
（１４）過失
故意犯処罰の原則に照らし、例外としての過失犯処罰の要件について理解する。
（１５）期末試験

事前学習：授業計画に合わせて、体系書の該当部分を読み、概要を理解する。関連する判例の事
事前・事後学習 案、判旨を読み、講義のテーマとの関係を整理する。
事後学習：講義で扱った部分の内容を整理して理解困難な部分を復習するほか、余力があるもの
の内容
は、事例演習に臨む。

評価方法

絶対評価
試験成績（中間試験含む。内訳：中間試験20％、期末試験80％）80%、平常点（講義における質疑
応答、確認課題へのとりくみ）を20%として評価する。

受講生へのコメ 毎回の講義内容を十分理解するため、予復習を欠かさないこと。
ント
教材

特に指定しないが、以下に示すものを含めて、いずれかの体系書を入手し、学習に用いること。な
お、最近の議論をフォローした手に取りやすい体系書として、山口厚『刑法総論（第３版）』（有
斐閣）、松原芳博『刑法総論（第２版）』（日本評論社）等がある。
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授業コード

JP13020010

科目授業名

刑法ⅠB（刑法総論）

開講年度・学期

2019年度後期

英語科目授業名 Criminal Law 1B
科目ナンバー

JAEPE7702

必修・選択

必修

単位数

2単位

授業形態

講義

担当教員氏名
（代表含む）

金澤

科目の主題

真理

本講義では、刑法典第１編総則のうち、処罰拡張事由たる未遂、共犯について、刑法ⅠＡを受講し
た者を対象に、応用的発展的内容を含めて講述する。

刑法ⅠＡ同様、用いられる概念、内容につき正確な知識を習得すると共に、体系的な論理的思考力
授業の到達目標 を身につけることを目標とする。

授業内容・
授業計画①

以下の計画、学習目標に従って、講義を進める。
（１）既遂犯処罰の原則と未遂、予備
犯罪の発展段階について理解し、未遂、予備の概念、それぞれの区別の基準について学ぶ。
（２）不能犯
不能犯の意義、可罰的な未遂犯との区別の基準について学習する。
（３）中止犯・中止未遂
中止犯・中止未遂の法的性格と要件について、現在までの議論状況を踏まえて理解する。
（４）正犯と共犯との区別、共犯の処罰根拠
正犯、共犯の概念的区別に関する知識を習得し、処罰拡張事由たる共犯の処罰根拠を考究する。
（５）共同正犯
共同正犯の類型、要件について理解する。
（６）教唆犯
狭義の共犯たる教唆犯について学ぶ。
（７）幇助犯
幇助犯の概念、特に行為の定型性がない幇助犯の成否の基準について学ぶ。
（８）共犯論の諸問題
共犯が関与する場合に特殊な問題を生じる身分犯の共犯について考察する。
（９）共犯論の諸問題
過失犯にも共犯規定の適用があるか、判例理論の蓄積を通じて考究する。
（１０）共犯論の諸問題
共犯相互間に錯誤がある場合について学習する。
（１１）共犯論の諸問題
共犯関係からの離脱事例を素材に単独犯事例との相違について学ぶ。
（１２）共犯論の諸問題
関与者に正当化事由がある場合の擬律について学習する。
（１３）まとめ
（１４）罪数論
罪数論の一般理論を事例に則して学ぶ。
（１５）期末試験

事前学習：授業計画に合わせて、体系書の該当部分を読み、概要を理解する。関連する判例の事
案、判旨を読み、講義のテーマとの関係を整理する。
事前・事後学習 事後学習：講義で扱った部分の内容を整理して理解困難な部分を復習するほか、余力があるもの
の内容
は、事例演習に臨む。

評価方法

絶対評価
試験成績（中間レポートを含む。内訳：中間レポート20％、期末試験80％）80%、平常点（講義に
おける質疑応答、確認課題へのとりくみ）を20%として評価する。
刑法ⅠAで学んだことの復習、および毎回の講義の予復習を欠かさないこと。

受講生へのコメ
ント

教材

特に指定しないが、以下に示すものを含めて、いずれかの体系書を入手し、学習に用いること。な
お、最近の議論をフォローした手に取りやすい体系書として、山口厚『刑法総論（第３版）』（有
斐閣）、松原芳博『刑法総論（第２版）』（日本評論社）等がある。
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授業コード

JP13130010

科目授業名

刑法Ⅱ（刑法各論）

開講年度・学期

2019年度前期

英語科目授業名 Criminal Law 2
科目ナンバー

JAEPE7703

必修・選択

必修

単位数

2単位

授業形態

講義

担当教員氏名
（代表含む）

三島

聡

刑法典第2編に規定されている主要な犯罪の内容を学ぶ。
科目の主題
各犯罪の保護法益および成立要件の検討を通じて刑法の基本的な考え方を修得し、各犯罪の成立要
授業の到達目標 件を具体的事案に的確にあてはめていく能力を養うことを目標とする。

授業内容・
授業計画①

(1) 生命にたいする罪——主として人の始期・終期および偽装心中
(2) 生命・身体にたいする罪——主として遺棄罪
(3) 自由にたいする罪——主として逮捕監禁罪
(4) 自由にたいする罪——主として住居侵入罪
(5) 名誉にたいする罪——主として名誉毀損罪における真実性の証明
(6) 財産にたいする罪——財産罪総論、主として財物の概念と奪取罪（占有移転罪）の保護法益
(7) 財産にたいする罪——不法領得の意思
(8) 財産にたいする罪——強盗の罪
(9) 財産にたいする罪——詐欺の罪
(10) 財産にたいする罪——横領・背任の罪
(11) 公共の安全にたいする罪——放火の罪
(12) 公共の信用にたいする罪——文書偽造の罪
(13) 国家の作用に対する罪——公務執行妨害罪
(14) 国家の作用に対する罪——犯人蔵匿隠避罪および証拠隠滅罪
(15) 期末試験

＜ 事前学習＞
授業計画に合わせて、体系書の該当部分を読み、内容を理解する。関連する裁判例の事案・判旨
を読み、当該裁判例の趣旨・意義を理解する。1回の授業で扱う分量が多く、予習していないとつ
いてこれなくなるので、十分注意すること。
事前・事後学習 ＜事後学習＞
の内容
講義で扱った部分の内容を整理して理解困難な部分を復習し、比較的単純な事例にあてはめて結
論を導けるかを試す。授業で十分扱えなかった当該犯罪類型の他の論点や同種の犯罪類型につき、
体系書等で自学する。

評価方法

絶対評価
期末試験の成績80%、平常点（レポートを予定）20%で評価する。
刑法ⅠＡとの関連も意識しながら、精力的に予習・復習をおこなうこと。

受講生へのコメ
ント

教材

判例教材として、西田典之ほか『判例刑法各論〔第7版〕』（有斐閣、2018年）を用いる。
体系書は指定しないが、研究者による比較的最近のものをかならず購入すること。共著ではなく
単著のほうがよく、また、総論の体系書と同一の著者のもののほうがよい。どの体系書を購入すれ
ばよいか戸惑うばあいには、相談すること。
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授業コード

JP13210010

科目授業名

刑法総合演習

開講年度・学期

2019年度後期

英語科目授業名 Criminal Law Seminar
科目ナンバー

JAEPE8806

必修・選択

必修

単位数

2単位

授業形態

演習

担当教員氏名
（代表含む）

金澤

科目の主題

真理

本演習は、刑法総論、各論の基本的知識を習得した者を対象とする。演習参加者が、判例において
扱われた事例を主たる素材に、論点の析出、理論構成の方法を討論を通じて主体的に学習する。

具体的な事実を手がかりとして、演習参加者が相互に多様な観点から検討を加えることで、刑法理
論に関する深い思考を身につけ、実践的な刑法解釈論を展開する能力を養うことをねらいとする。
それ故理論分析にとどまらず、事案の特徴に着目した事例類型の整理、分析をも課題とする。報告
授業の到達目標
担当者が各テーマに関して２０〜３０分程度の報告を行い、その後、全員参加の討論により、問題
点を析出する。

授業内容・
授業計画①

以下の計画に従って、個別のテーマに関する演習を行う。
（１） 罪刑法定主義と遡及処罰の禁止
刑法の基本原則であると同時に憲法原理でもある遡及処罰の禁止が問われた判例（最判平成8・
11・18刑集50巻10号745頁等）を素材として、可罰性の範囲を画定する基準について検討する。
（２） 作為犯か不作為犯か
不作為犯の成立要件を吟味したうえで、判例（最決平成17・7・4刑集59巻6号403頁、佐賀地判平
成19・2・28LEX/DB 2813252）を素材に、作為義務や構成要件該当結果との因果関係等、帰責の要
となる判断のあり方や基準について検討する。
（３） 因果関係論
実行行為後の被害者や第三者の行為が結果惹起に影響を及ぼした場合、行為者の行為に結果の帰
属を認めるべきかにつき、判例（最決平成15・7・16刑集57巻7号950頁、最決平成16・2・17刑集58
巻2号169頁）の事例を基礎に考察する。
（４） 故意
故意があると言うためには、構成要件該当事実に関する認識を要するが、その判断手法、基準は
事例に左右される（薬物事犯に関し、最決平成2・2・9判時1341号157頁参照）。故意の存否判断を
決する認識は如何なるものか、また如何なる事実からその認識を推認し得るのかを、最近の判例の
動向（最判平成30・12・11、最判平成30・12・14いずれも裁判所ウェブサイト）を素材としなが
ら、故意の認定基準について論究する。
（５） 抽象的事実の錯誤
麻薬と覚せい剤とを取り違えた場合の擬律について、判例で問題となった事例の相違を考慮しつ
つ（最決昭和54・3・27刑集33巻2号140頁、最決昭和61・6・9刑集40巻4号269頁）検討し、併せて
没収規定に関しても学ぶ。
（６） 正当防衛状況の継続と過剰防衛の成否
正当防衛が可能な状況が終了したにも拘らず、防衛行為を行った場合（いわゆる量的過剰防衛）
に、法定の効果が認められるかについて、判例の動向（最判昭和34・2・5刑集13巻1号1頁、最決平
成20・6・25刑集62巻6号1859頁、最決平成21・2・24刑集63巻2号1頁）を把握しつつ、過剰防衛の
特別の効果の根拠を念頭において、その成否の基準を探る。
（７） 実行行為途中からの責任能力減退と原因において自由な行為
実行行為と責任能力との同時存在原則に対する例外を構築する「原因において自由な行為」の法
理が、実行行為開始後、心神喪失、耗弱の状態になった場合にも適用されるかについて、情動性朦
朧状態に陥った事例（東京高判昭和54・5・15判時937号123頁）、行為途中に複雑酩酊となった事
例（長崎地判平成4・1・14判時1415号142頁）等をとりあげて検討する。
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授業内容・
授業計画②

（８） 未遂犯、実行の着手と中止犯
実行の着手が早期に認められる傾向のある近時の事案について検証したうえで、中止犯の成否の
基準について検討する。行為者が被害者に自動車を衝突させ、転倒させてから刃物で刺し殺すとの
計画を立てていたが、刃物で刺すことを断念した事案（名古屋高判平成19・2・16判タ1247号342
頁）等をとりあげる。
（９） 過失犯の共同共犯
検討を要する理論的問題を内包する過失の共同正犯をとりあげ、その可罰性が認められる根拠と
要件について、判例（最判昭和28・1・23刑集7巻1号30頁、東京地判平成4・1・23判時1419号133
頁）の動向を確認しながら、過失犯論との関係、共同正犯論との整合性をも考慮に入れて議論す
る。
（１０） 背任罪
背任罪の共同正犯が問われた事例（最決平成15・2・18刑集57巻2号161頁）、任務違背行為が問
われた事例（最決平成21・11・9刑集63巻9号1117頁）等を素材として、現代社会における背任罪処
罰の意義を、他の法領域の議論との関連を考慮しつつ、解明する。
（１１） 文書偽造罪
文書偽造罪における作成名義人およびその権限に関して、これらを扱った判例（最判昭和51・
5・6刑集30巻4号591頁、最決平成15・10・6刑集57巻9号987頁等）を解析することで、現代社会に
おける文書行政の実態に則した解釈理念を追求する。
（１２） 司法に対する犯罪
口裏合わせをすることが犯人隠避罪に問われた事例（最決平成27・3・29刑集71巻3号183頁）、
捜査官と相談しながら供述調書を作成した行為が証拠偽造罪に問われた事例（最決平成28・3・31
刑集70巻3号58頁）等、最近の重要判例を素材として、司法に対する犯罪の法益侵害構造を検証
し、共犯の成否についても検討する。
（１３） 不特定多数者を対象とする詐欺罪の罪数
詐欺の行為の特定及び罪数評価をいかにすべきかが問われた事例を扱った判例（最決平成22・
3・17刑集64巻2号111頁）を手がかりに、不特定多数を対象とする詐欺罪の成否の判断について考
察する。
（１４） まとめ
（１５） 期末試験

議論の基礎となる重要事項については、判例、学説の状況をはじめ、理論動向を把握したうえで、
全員が答えられるよう事前に準備することが前提となる。設例については、事前に割り振られた担
事前・事後学習 当に基づき、報告担当者が一定の解決の道筋を、根拠と共に示すことが求められる。これに対し、
他の演習参加者は、報告を吟味し、批判し、対案を示し、よりよい解決の道筋を新たに示すことが
の内容
求められる。演習後は、議論を踏まえ、自説を理論化し、応用課題に取り組めるよう準備された
い。

評価方法

絶対評価
演習における報告、討論を30%、期末試験を70%の割合で評価する。

報告担当者が報告にあたり、万端準備を整えることは当然であるが、それ以外の者も予習のうえ積
受講生へのコメ 極的に議論に参加すること。
ント

教材

事前に教材を配布する。教材に挙げた判例については、原審、原々審の判断も読み、類似の事例に
関する他の判例及びその評釈も参照すること。
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授業コード

JP13310010

科目授業名

刑事訴訟法

開講年度・学期

2019年度後期

英語科目授業名 Criminal Procedure
科目ナンバー

JAEPE7704

必修・選択

必修

単位数

2単位

授業形態

講義

担当教員氏名
（代表含む）

松倉

科目の主題

治代

本講義は，2年次の「刑事訴訟法総合演習」，3年次の「刑事法理論の展開」「刑事訴訟実務の基
礎」「刑事模擬裁判」を受講するうえで不可欠な刑事訴訟法に関する基本原理や知識を理解し習得
することを目的とする。

刑事訴訟法の基本原理，諸制度，用語についての基本的知識を体系的に養うとともに，個別の論点
授業の到達目標 をめぐる判例の立場や学説の状況を理解し修得することを到達目標とする。

授業内容・
授業計画①

第1回 刑事訴訟法の基本原理，捜査の基本原理，強制捜査と任意捜査
強制処分法定主義，令状主義，比例原則等の意義・趣旨を理解する。強制捜査と任意捜査の区
別の基準を検討する。
第2回 捜査の端緒（職務質問，所持品検査，交通検問等）
行政警察活動と司法警察活動の関係をふまえ，職務質問の法的根拠・要件，質問のために対象
者を停止させる行為の限界，所持品検査の法的根拠・要件とその限界，自動車検問の法的根拠・要
件について検討する。
第3回 捜索，押収，検証，体液の採取，GPS捜査等
令状による捜索・差押えの実体的要件を理解し，その範囲について検討する。逮捕に伴う捜索
差押えの対象物およびその範囲について，判例や学説を踏まえて検討する。
第4回 逮捕，勾留
逮捕（通常逮捕，現行犯逮捕，緊急逮捕）の条文上の根拠と要件，勾留の実体的要件を理解す
る。逮捕・勾留に関する諸問題として，逮捕前置主義および一罪一逮捕一勾留の原則の条文上の根
拠と意義を理解するとともに，別件逮捕・勾留の問題の所在と考え方を検討する。
第5回 任意捜査の限界
任意出頭・同行後の取調べの限界，捜査手段としての写真撮影・ビデオ撮影の法的性質とその
要件，おとり捜査の意義とその適否の判断基準について，判例や学説の状況を理解する。
第6回 被疑者・被告人の防禦
黙秘権保障の趣旨と効果を理解する。弁護人依頼権および接見交通権の条文上の根拠と意義を
理解し，接見指定の可否について検討する。
第7回 公訴の提起
国家訴追主義，起訴独占主義，起訴便宜主義，起訴状一本主義の条文上の根拠と意義を理解す
る。検察官の不起訴処分の制度趣旨および公訴権濫用論を理解する。訴訟条件の意義を理解したう
えで，親告罪における告訴の効力が及ぶ範囲，公訴提起の要件の追完の可否を検討する。
第8回 審判対象，訴因の明示・特定，訴因の変更
訴因制度の意義を理解した上で，訴因の明示・特定，訴因変更の要否・可否・許否の基準につ
いて，判例や学説を踏まえて検討する。
第9回 公判前整理手続，公判手続，証拠法総論
公訴提起後の手続の流れを理解する。被告人の出頭確保に関する制度の意義について条文に即
して理解する。証拠開示制度の趣旨・目的を理解し，判例や学説を踏まえて検討する。証拠能力と
証明力の概念，関連性の概念，証拠裁判主義，自由心証主義の意義を理解する。
第10回 自白法則，補強法則
自白法則の趣旨と条文上の根拠を理解する。補強法則の趣旨と内容を理解する。
第11回 伝聞証拠排除法則
伝聞法則の趣旨を理解し，伝聞証拠にあたるか否かの区別とその根拠について検討する。
第12回 伝聞例外
刑事訴訟法321条以下が定める伝聞例外が認められる根拠を踏まえた上で，検面調書，実況見
分調書，伝聞供述，再伝聞，弾劾証拠について学ぶ。
第13回 違法収集証拠排除法則
違法収集証拠排除法則の根拠と基準を，判例や学説を踏まえて検討する。
第14回 裁判
一事不再理，上訴・再審について学ぶ。
第15回 期末試験
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刑事訴訟法は，法曹や捜査機関といった専門職が扱う法律である。それゆえ，初めて学ぶ学生に
とってとっつきにくい科目といわれる。通常，授業を聞くだけで理解するのは難しい。刑事訴訟法
の学習においても，①基本書で根拠条文，趣旨，意義等を確認すること，②刑事訴訟法に関する判
例集で，判例の内容及び射程を理解すること，③短答問題や演習問題を解くこと，という3つを繰
事前・事後学習
り返すことが効果的であると思われる。教材として配布するレジュメを手がかりに，授業前（又は
の内容
後）に，それぞれ2〜3時間程度の予復習を行うことが期待される。ただ，スムーズに理解を進める
ために，本授業が始まる前の夏季休業期間中から刑事訴訟法の学習に着手しておくことを，強くす
すめる。

評価方法

絶対評価
学期末の試験成績を80％，中間レポートの成績を20％として評価する。

2019年8月8日に実施（予定）のガイダンスにて行う（やむを得ず欠席した者は，当日配布物（A4・
受講生へのコメ 1枚）を受け取ること）。
ント

教材

・ 六法（近年の法改正を反映した最新版を用いること。）
・ レジュメを配布する。
・ 刑事訴訟法判例百選〔第10版〕，葛野尋之・中川孝博・渕野貴生『判例学習・刑事訴訟法〔第
2版〕』（法律文化社，2015），三井誠編『判例教材 刑事訴訟法』（東大出版会）のうち，いずれ
かを必ず用意すること。
・ 特に指定しないが，教科書1冊を用意すること。おすすめの教科書として，宇藤崇・松田岳
士・堀江慎司『刑事訴訟法』（有斐閣），上口裕『刑事訴訟法』（成文堂），酒巻匡『刑事訴訟
法』（有斐閣），光藤景皎『刑事訴訟法Ⅰ』『刑事訴訟法Ⅱ』『口述刑事訴訟法 下』，白取祐司
『刑事訴訟法』（日本評論社），田口守一『刑事訴訟法』（弘文堂），福井厚『刑事訴訟法講義』
（法律文化社），緑大輔『刑事訴訟法入門』（日本評論社）等を挙げておく。なお，近年の刑訴法
改正及び最新判例にあわせ，各書改訂されているため，最新版であるかどうか確認のうえ購入・利
用されたい。
・ その他，参考書として，緑大輔『刑事訴訟法入門』（日本評論社），古江賴隆『事例演習 刑
事訴訟法』（有斐閣）をおすすめする。
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授業コード

JP13410010

科目授業名

刑事訴訟法総合演習

開講年度・学期

2019年度前期

英語科目授業名 Criminal Procedure Seminar
科目ナンバー

JAEPE8805

必修・選択

必修

単位数

2単位

授業形態

演習

担当教員氏名
（代表含む）

三島

科目の主題

授業の到達目標

聡、高見

秀一

刑事訴訟法の基本知識をもつ学生を対象に、具体的な事例をもとにして、同法に関する理論的な検
討をおこなうとともに、当該手続において実務法曹としてどのように活動したらよいのかを考えさ
せる演習。各回の演習では、十分な予習があることを前提に、双方向の議論をおこなって、課題に
ついて検討を深める。課題により、学生自身の主張を裁判所に提出する意見書などの形式で事前に
書面化させる。
到達目標は、刑事訴訟法に関する個別の課題に対し、法規、判例そして理論を武器に、実務法曹と
していかに対処するのか、その点についての基本的素養を修得させることである。
試験を除く14回の授業のうち、三島が8回分[(1)〜(8)]、髙見が7回分[(1)、(9)〜(14)]を担当す
る。初回の授業は合同でおこなう。

授業内容・
授業計画①

(1)職務質問
職務質問に関連する事項についての基本的知識を修得させる。具体的には、職務質問の要件、職
務質問の際の実力行使、職務質問にともなう所持品検査などを扱う。
(2)令状にもとづく捜索・差押え
令状における捜索場所・差押え目的物の明示、令状による捜索・差押えの範囲など、令状にもと
づく捜索・差押えをめぐる重要問題を具体的事例に即して検討する。
(3)無令状の捜索・差押え
無令状の捜索・差押えの場所的・時間的限界、物的範囲など、無令状の捜索・差押えをめぐる重
要問題を具体的事例に即して検討する。
(4)違法収集証拠の証拠能力
違法収集証拠の証拠能力をめぐる基本的知識を修得させる。排除法則の根拠、排除の基準、排除
の申立適格、派生証拠の証拠能力などについて検討する。
(5)訴因
訴因に関する基本的知識を修得させる。訴因の意義、特定、変更のうち、訴因の変更を中心に検
討する。
(6)伝聞法則・伝聞証拠の意義
伝聞証拠の排除法則に関する基本的知識を修得させる。伝聞証拠の定義、伝聞排除の根拠、伝
聞・非伝聞の区別を扱う。
(7)伝聞例外(1)
伝聞例外のうち、とくに実況見分調書の証拠能力、現場供述と現場指示の区別につき、理解を深
めさせる。
(8)伝聞例外(2)
伝聞例外のうち、検察官面前調書の証拠能力に関する論点について検討する。
(9)捜査段階の強制処分に関する規定
近時の具体的な最高裁判例を用いて、刑訴法・刑訴規則・犯罪捜査規範等の条文規定の文言が具
体的に何を意味しているのかについての理解を深めさせる。
(10)逮捕、勾留に関する手続規定
逮捕・勾留から公訴提起までの手続規定を、刑訴法・刑訴規則・犯罪捜査規範などに基づいて整
理する。警職法の条文についても触れる。 また、逮捕・勾留されている被疑者を身体拘束から解
放するための弁護活動としてどんなことができるのかを、上記の条文規定の文言に対応させる形
で、整理・分析させる。
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授業内容・
授業計画②

(11)捜査官の暴行・脅迫に対する法的措置
接見した被疑者から、捜査官から暴行・脅迫を受けたという告白を受けた弁護人が採りうる手段
について、現行法がどのような手続を用意しているのかを整理し、その諸手続の際に弁護人が行う
べき具体的な活動を検討させ、行うべき弁護人の主張の骨子も議論・検討させる。
(12)保釈
保釈の要件と手続を確認させるとともに、起訴後に勾留されている被告人を釈放する（保釈制度
以外の）法的手段を調査させる。演習では、保釈についての最高裁決定を配布して、事案の流れ、
手続の流れについて議論させたのち、否認したまま起訴された被告人に対する、保釈請求却下の裁
判に対して弁護人のとりうる法的手段等を検討させる。
(13)自白の任意性・信用性
意に添わない自白調書（検察官調書）を作成されてしまった被疑者がそのまま起訴され、検察官
からその自白調書が取調請求された。その際の弁護人の主張・争い方として考えられるものを検
討・議論させる。 事件が公判前整理手続に付されたことを前提に、自白調書の取調方法につい
て、検察官による取調べ請求後の手続の流れを具体的に説明し、自白の任意性・信用性についての
争い方、自白の任意性についての審理（立証）方法、任意性の判断の枠組み等について、現行法規
定ではどのように規定されているのか（あるいはいないのか）について、整理・議論させる。その
際実際にロールプレイさせる。
(14)裁判員裁判対象事件の被疑者弁護から公判弁護まで
裁判員裁判の対象事件となる被疑事件について、被疑者国選弁護人として選任された弁護士が何
をなすべきか、どんなことをしているのか、公訴提起後、公判前整理手続を経て、公判期日に至る
手続、公判期日での手続等について、手続を概観する。教員が実際に経験した事件をアレンジし
て、説明等を行う。
(15)期末試験

事前学習については、あらかじめ予習事項を具体的に示すので、それにしたがって、その関連事項
も含めて学習すること。
事前・事後学習 事後学習は、授業で扱った基本事項、教員が強調した内容を復習するとともに、当該事案をどのよ
の内容
うに解決すべきか検討すること。

評価方法

絶対評価
学期末に筆記試験を実施する。この筆記試験の結果を中心に評価し、80点を配分する。そのほ
か、演習で提出を求めた書面、演習での議論の仕方、表現技術などによる総合評価をおこない、20
点を配分する。いずれも髙見担当分5割、三島担当分5割で評価する。

上述のように、刑事訴訟法の基本知識をもつ学生を対象としている。演習では、最初におこなう
受講生へのコメ 「基本知識の確認」に手間取ることなく「判例についての問い」等の本題にすみやかに入れるよ
ント
う、しっかり予習してくること。

教材

三島担当分につき、後藤昭＝白取祐司編『プロブレム・メソッド刑事訴訟法30講』（日本評論社、
2014年）を使用する。
その他、演習に必要な教材は、担当教員が作成して配布する。
なお、判例教材として、三井誠編『判例教材刑事訴訟法〔第5版〕』(東大出版会、2015年)を、演
習書として、高田昭正『基礎から学ぶ刑事訴訟法演習』（現代人文社、2015年）および古江頼隆
『事例演習刑事訴訟法〔第２版〕』（有斐閣、2015年）を推薦する。
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授業コード

JP13610010

科目授業名

刑事法総合演習

開講年度・学期

2019年度後期

英語科目授業名 Criminal Justice Seminar
科目ナンバー

JAEPE8807

必修・選択

自由選択

単位数

2単位

授業形態

演習

担当教員氏名
（代表含む）

杉本

科目の主題

吉史

本演習は，刑法並びに刑事訴訟法についての基本的知識を有している受講生を対象とし，現実に発
生した事例や判例をもとにした事実を素材として提供し，主に刑事公判手続にそっての重要な論点
に即して、事前に与えた課題についての質疑応答やまとめを通じ、これまでに学んだ刑事法につい
て更なる理解を深めることを目標とする。
さらに，犯罪被害者問題，医療と刑事法、自白事案における情状立証や量刑の問題、少年事件等、
広く刑事法に関わる問題にも目を向けて、その認識を深める。

実際に生じた事例を元にした資料等をもとに、質疑応答や議論を通じて、その事例についての本質
的な問題の把握に努め，刑法・刑訴法さらに刑事政策的な面も含めて総合的な理解力と判断力を培
授業の到達目標 う。演習や検察庁の見学の機会などを通じて、刑事司法に関わる実務家から、法曹としてのやり甲
斐や実際の現場で法曹がどのような悩みを持ち、苦労をしているかについて学ぶことも一つの目標
とする。

授業内容・
授業計画①

〈第１回〉事前準備−起訴状
模擬裁判記録における起訴状を検討することを通じて、訴因の意義、役割や、第1回公判までの
段階における弁護人の準備や法廷活動について、刑訴法、刑訴規則をふまえて実践的な検討を加え
る。
〈第２回〉事前準備−証拠の収集・検討
事前準備の第2回として、証拠の開示請求をめぐる当事者間の攻防や開示された証拠を検討する
視点、証拠書類についての同意・不同意の検討などについて考察する。
〈第３回〉公判手続の流れと当事者の諸活動
冒頭手続きから証拠調べ、論告・弁論に至るまでの公判についての流れと、その中で何に留意
し、何を、どう訴えるのか実践的に検討する。課題では、違法収集証拠の排除に関する事例を検討
し、判例の考え方を理解した上で、その適否について考える。
〈第４回〉事実認定１
事実認定の問題を取り上げる。実際の裁判に基づいた事例を素材にし、受講者には起案を課題と
して出し、その結果をふまえて事実認定を巡る問題点について議論・検討をし、事実認定はどうあ
るべきかを考える。
〈第５回〉犯罪被害者の問題
犯罪被害者と刑事公判手続との諸問題を検討する。受講者には、検事役や犯罪被害者を支援する
弁護士役になって答えてもらうことを通じて、刑事手続きにおける現行の被害者の占める地位と権
限、及び検察官及び被害者参加弁護士の役割を学ぶ。
〈第６回〉訴訟能力と責任能力
訴訟能力の存否が争われる事例における弁護人の活動内容を課題として扱い、精神障害者の刑事
裁判の理解を深める。また、刑事責任能力についての審理の在り方や，精神鑑定などの問題を検討
する。
〈第７回〉事実認定２—事実認定の具体的検討
第４回に続き事実認定について検討する。判例の事案を基にした課題を提供し、各人がこれにつ
いて事実の認定を検討してきたうえで、その認定の妥当性を批判的に検討し講評しつつ議論する。
〈第８回〉量刑
現実の裁判において圧倒的多数を占める争いのない自白・有罪事件についての取組みは、地味で
はあるが実は重要な課題である。具体的な事例をもとに情状に取り組む視点を紹介するとともに、
現実の量刑の実情を紹介して情状への認識を深める。あわせて、刑事法廷が被告人の更生につなが
るために、検察・弁護・裁判所それぞれの果たすべき役割が何かを考える。犯罪者予防更生法な
ど、更生援助の仕組みも学ぶ。
〈第９回〉事例問題ー証拠
伝聞証拠に関する事例を課題に出し、演習での質疑や討論を通じて、伝聞法則とその例外につい
ての理解を深める。また、現実の裁判手続における証拠の扱いについても、この機会に触れる。
〈第10回〉控訴・上告
課題では、控訴審裁判所の役割とその権限の限界について、判例に沿った事例を課題として出し
て、討議を行う。また、上訴について概観し、控訴・上告における審理の特殊性に応じて，弁護人
としてこれに取り組むポイントを解説する。
〈第11回〉医療と法
終末期医療に関わる事例を下にして、医療をめぐって生じる刑事法の諸問題について問題点を整
理して検討をする。
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授業内容・
授業計画②

（第12回 ) 少年事件
少年事件の具体的事例を下にした議論を通じて、少年の特性に応じて、少年法の規定の理解を深
め、少年事件に関わる法曹としての留意点についての検討を行う。
〈第13回〉刑事法の立法過程
平成28年の刑事訴訟法の改正を題材として、司法関係者が立法にどのように関与しているか、立
法の結果をどのように評価するか、等について広い視点から考える姿勢を養う。
〈第14回〉検察庁見学
検察庁に足を運び、検察実務の一端に直接触れ、検察官の実際の姿を見学や講話・模擬取調べの
実施等を通じて学び、検察実務への認識を深める。
〈第15回〉期末試験

事前に各テーマ毎の課題を出題するので、その課題について検討し、講義での質疑応答や討議に応
じることができるよう準備をする。テーマによっては、演習までに起案を提出することを求めるこ
事前・事後学習 とがある。
の内容
事後は、配布された講評・レジュメ等に基づいて復習を行うことが求められる。

評価方法

絶対評価
定期試験における論述試験を80点とし、途中で提出を求めるレポート、毎回の授業における議論
への参加状況などを総合考慮した平常点を20点として評価する。
特になし。

受講生へのコメ
ント

教材

特定の教材を指定せず、事例や設問、解説用レジュメをその都度配布する。
参考書としては、別冊ジュリスト刑事訴訟法判例百選【第10版】（有斐閣）、基礎から学ぶ刑事訴
訟法演習（高田昭正著、現代人文社）、事例演習刑事訴訟法【第２版】（古江賴隆著、有斐閣）な
ど。
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授業コード

JP13710010

科目授業名

刑事法理論の展開

開講年度・学期

2019年度前期

英語科目授業名 Recent Developments in Criminal Law
科目ナンバー

JAEPE9908

必修・選択

自由選択

単位数

2単位

授業形態

講義

担当教員氏名
（代表含む）

三島

科目の主題

聡、川崎

英明

刑法および刑事訴訟法の基本知識を有しその重要論点をひととおり理解している受講生を対象に、
具体的な刑事事例を素材として、重要論点を深く掘り下げ、当該事案を適切に解決できる能力を養
う授業。
各回それぞれ独立のテーマを扱うこととし、重要判例を取り上げて検討する。

重要判例を素材として、錯綜した事実の中から刑事法上の重要な問題点を把握する過程を理解し、
その問題点について理論的に分析し順序立てて論述する方法を体得することをめざす。事案と判例
の立場を明らかにし、その理論的・実際的問題点について掘り下げて検討する。判例の批判的検討
授業の到達目標 を通じて、具体的な事案を実践的に処理するために必要な法的知識、分析能力、論述能力を養うこ
とを目標とする。
試験を除く14回の授業のうち、川﨑が9回分、三島が5回分[(2)(5)(8)(11)(14)]を担当する。川﨑
は主として刑事訴訟法を扱い、三島は主として刑法を扱う。三島担当分においては、あらかじめ、
判例の事案につき各自の処理方法（およびその思考過程）を示したメモを作成することが求められ
る。授業はそのメモの報告をもとに進めていく。川﨑担当分においても、司法試験問題（刑事訴訟
法）等を素材として問題点の把握や分析をしたレポートをあらかじめ作成することを求め、授業は
そのレポートをもとに進める。

授業内容・
授業計画①

(1) 捜索差押令状の呈示と必要な処分、弾劾証拠の証拠能力
最決平成14・10・4刑集56巻8号507頁：令状呈示前の捜索場所への立入りを適法とした事例
最判平成18・11・7刑集60巻9号561頁：自己矛盾供述に弾劾証拠としての証拠能力を認めつつ、
供述の存在につき厳格な証明を要するとした事例(2) 文書偽造
最2小決1981〔昭56〕・4・8刑集35巻3号57頁、最１小決1981〔昭56〕・4・16刑集35巻3号107
頁：交通事件原票中の供述書の作成につき名義人の事前の承諾がある事例
最2小判1984〔昭59〕・2・17刑集38 巻3号336頁：再入国許可申請書作成の際の通称使用の事例
(3) 任意取調べの限界と接見指定、公判前整理手続での主張明示と被告人質問の制限
最決昭和59・2・29刑集38巻3号479頁：宿泊を伴う取り調べを適法とした事例
最判平成12・6・13刑集54巻5号1635頁：初回接見に関し接見指定の内容につき判示した事例
最決平成27・5・25刑集69巻4号636頁：公判前整理手続における主張明示義務と被告人質問の制
限の可否について判示した事例
(4) 会話盗聴、約束自白と毒樹の果実、伝聞証拠の概念
千葉地判平成3・3・29判時1384号141頁：秘密録音の適法性を認めた事例
大阪高判昭和52・6・29刑月9巻5=6号334頁：不任意自白に基づき発見押収された物証の証拠能力
について判示した事例
東京高判昭和58・1・27判時1097号146頁：犯行計画メモの証拠能力につき判示した事例
(5) 放火罪・賄賂罪
最3小決2003〔平15〕・4・14刑集57巻4号445頁：駐車場にある無人の車両に放火した事案
最3小決1986〔昭61〕・6・27刑集40巻4号369頁：市長が、任期満了前に、近く実施される市長選
挙で再選されたばあいの職務に関し請託を受けて金員を収受した事例
最2小決1983〔昭58〕・3・25刑集37 巻2号170頁：公務員が異動により一般的職務権限を喪失し
た後に、私人が当該公務員に異動前の職務に関して賄賂を供与した事例
(6) 被告人の取調べと任意取調べの限界、訴因変更の要否・可否
最決昭和36・11・21日刑集15巻10号1764頁：起訴後の被告人取調べを適法とした事例
最決平成13・4・11刑集55巻3号127頁：共同正犯の訴因において訴因変更を要しないとした事例
(7) 現行犯逮捕、犯行再現場面の実況見分調書の証拠能力
京都地決昭和44・11・5判時629号103頁：逮捕者が犯行場面を現認していない現行犯逮捕を違法
とした事例
最決平成17・9・27刑集59巻7号753頁：実況見分調書の犯行再現部分を現場供述と捉えた事例
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授業内容・
授業計画②

(8) 誤振込み
最2小決2003〔平15〕・3・12刑集57巻3号322頁
(9) 捜索差押の範囲、択一的認定
最決平成19・2・8刑集61巻1号1頁：捜索差押令状執行中に届いた宅配便の捜索を適法とした事例
札幌高判昭和61・3・24高刑集39巻1号8頁：保護責任者遺棄と死体遺棄との間で択一的認定を認
めた事例
(10) 別件逮捕勾留、精神状態の供述の伝聞証拠性
浦和地判平成2・10・12判時1376号24頁：別件逮捕に該当し違法とした事例
最判昭和38・10・17刑集17巻10号1795頁（白鳥事件）：犯行前の被告人の発言を聞いた証人の証
言を非伝聞証拠と捉えた事例
(11) 犯人隠避・証拠隠滅罪
最2小決2017〔平29〕・3・27刑集71巻3号183頁：被疑者の身体拘束中に参考人が被疑者の犯人性
を否定する趣旨の虚偽供述をおこなった事例
最1小決2016〔平28〕・3・31刑集70巻3号58頁：参考人取調べの際に、当該参考人が捜査官と共
謀して虚偽の内容の供述録取書を作成した事例
(12) 領置、おとり捜査、秘密録音
最決平成20・4・15刑集62巻5号1398頁：公道上に放置されたごみ袋の領置を適法とした事例
最決平成16・7・12刑集58巻5号333頁：おとり捜査を任意捜査として適法とした事例
最決昭和35・3・24刑集14巻4号462頁：現場録音を非供述証拠と捉えて証拠能力を認めた事例
(13) 捜索差押時の写真撮影、実況見分と現場指示の証拠的性格
最決平成2・6・27刑集44巻4号385頁：捜索差押令状執行時の写真撮影を検証と捉えた事例
最決平成17・9・27刑集59巻7号753頁：警察署での被害者の被害再現と被告人の犯行再現を現場
供述と捉えた事例
(14) 共犯関係の離脱・解消
最3小決1994〔平6〕･12･6刑集48巻8号509頁：量的過剰行為の途中における共犯関係の離脱の事
例
(15) 期末試験

事前学習については、当該授業でとりあげる判例および最高裁調査官解説（同解説があるばあい）
をしっかり読んだうえ、担当教員から示される予習事項にそって学習すること。事後学習について
事前・事後学習 は、当該授業での判例の分析や論点の説明をしっかり復習するとともに、当該事案について段階を
踏んで処理していけるかどうかを確認すること。また、刑法・刑事訴訟法の他の関連論点について
の内容
も広く学習しておくこと。

評価方法

絶対評価
学期末に実施する筆記試験の結果を基本的な評価の対象として、90点を配分する。その他、演習
で提出を求めた書面、演習での議論の仕方、表現技術などを総合考慮して評価し、10点を配分す
る。いずれも川﨑担当分６割、三島担当分４割で評価する。

判決・決定の原文で事案を確認すると、教科書等の説明よりもはるかに複雑で法的処理が困難なも
受講生へのコメ のが少なくない。予習の際、この点にも十分注意して判決・決定の原文を読むよう心がけること。
ント

教材

教科書はとくに指定しない。演習に必要な教材は、担当教員が作成して配布する。また、参考資料
は、必要に応じて授業期間に示す。
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授業コード

JP21010010

科目授業名

法曹倫理

開講年度・学期

2019年度前期

英語科目授業名 Legal Ethics
科目ナンバー

JAPRA8801

必修・選択

必修

単位数

2単位

授業形態

講義

担当教員氏名
（代表含む）

原田

科目の主題

裕彦

法曹の活動が社会的注目を浴びその社会的影響力が大きくなっている現状を踏まえて、裁判官、検
察官、弁護士の各法曹について、それぞれの立場からの倫理を検討する。
弁護士倫理については、弁護士倫理の基本的事項である、守秘義務、事件受任の際の倫理、利益相
反、双方代理、真実義務、事件継続中の報告及び説明、和解などの事件の決定権、弁護士の綱紀・
懲戒手続の仕組み等について、弁護士職務基本規程を中心に、検討する。
最後に、法曹三者に共通する倫理があるか否かについての考察をする。

弁護士職務基本規定を中心とする弁護士倫理、裁判官及び検察官倫理の学習を通じて、法曹倫理の
授業の到達目標 基礎的理解をすることが本講の到達目標である。

授業内容・
授業計画①

第１回 法曹の使命・役割と職業倫理（コアカリキュラム第1章および２−１、以下括弧内はコアカ
リキュラム該当箇所を示す。）、弁護士法による懲戒手続
法曹の使命・役割と職業倫理について。弁護士法による懲戒事由及び懲戒手続の仕組みについて検
討をする。懲戒請求者の異議の申出、綱紀審査会による綱紀審査、日弁連懲戒委員会による異議の
審査など。
第２回 弁護士の守秘義務について（２−１−３） 弁護士の仕事にとって秘密保持は何故必要か、
秘密とは何をいうのか、秘密の開示が認められるのはどのような場合か、レーク・プレザント事
件、法廷で無罪を主張している被告人が密かに有罪を告白した場合、証言拒絶権が保証されている
のにその権利を行使しなかった場合、ゲートキーパー問題、共同事務所における守秘義務について
検討する。
第３回 弁護士の事件受任について（２−２−１および２） 弁護士は事件の依頼を受けたときにど
のようなことを説明しなければならないか。受任を拒否できるのはどのような場合か（暴力団の構
成員、不人気な宗教団体など）。見込みのない事件（請求が認められないもの、立証資料のないも
の）の依頼についてどう対応するか。経験も知識もない事件の依頼があった場合（医療過誤、証券
取引）に受任していいか。受任の際の説明義務、委任契約書の作成、有利な結果の請負の禁止（消
費者契約法における断定的判断の提供となるか）について検討する。
第４回 利益相反、双方代理について（２−１−２） 弁護士が職務を行い得ない事件としてはどの
ようなものがあるか、弁護士法２５条、弁護士職務基本規程２７条、同２８条の利益相反に該当す
る場合となるのはどのような事例か。利益相反があった場合の訴訟法上の効力について検討する。
第５回 事件受任後の弁護士の義務について（２−２−３および４） 事件受任後の弁護士と依頼者
の関係はどのようなものがあるか。事件の迅速な処理（訴え提起の遅滞と不法行為）、事件の進行
についての報告・協議、和解についてはどのようにすればいいか。依頼者の事件についての決定と
それについての弁護士の助言・説明はどのような関係にあるか。依頼者の説得とその限界、辞任が
許される場合及び辞任しなければならない場合について検討する。裁判外業務のおける特有の問題
も併せて。
第６回 真実義務・誠実義務について（刑事）（２−１−１および４） 刑事弁護人の真実義務につ
いてどのように考えたらいいか（否認している被告人から自分は真犯人であることを打ち明けられ
た場合、自白して有罪であることを認めた被告人から自分は無実であると打ち明けられた場合）、
民事事件における誠実義務の根拠、誠実義務の内容について検討する。
第７回 真実義務・誠実義務（民事）（２−１−１および４） 依頼者が違法な行為をしようとした
場合の対応についてどのようにすればよいのか。訴訟の引延ばしが許されるか。証人に対するコー
チがどの程度に許されるかなどについて検討する。
第８回 刑事弁護人に特有な義務（２−５−１および２）、被害者及び第三者との関係（２−５−３）
被告人が無罪を主張している場合に、弁護人として、「控訴理由はない」「量刑不当」の控訴理由
書を提出できるか。国選弁護人の義務について検討する。弁護士として犯罪の被害者に関わる諸態
様についても併せて検討する。
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授業内容・
授業計画②

第９回 弁護士報酬および依頼者との金銭関係について（２−７—２） 弁護士報酬の基準と懲戒事
例についての検討をする。依頼者との金銭貸借、手形を保証し、又は手形に裏書をなすこと、依頼
者に対し債務負担行為をなすこと、例えば支払保証や履行引受、民事執行法や民事保全法に基づく
担保供与者となること、依頼者についての身元保証人となること、被告人の保釈保証人となること
などの依頼者との金銭関係について検討する。
第１０回 組織内弁護士、共同事務所の弁護士間の諸問題（２−６） 組織内弁護士とは何か。組
織内弁護士の独立性とはどのような場合に問題となるのか。共同事務所内における弁護士相互の規
律はいかにあるべきか検討する。
第１１回 他の弁護士及び相手方との関係における規律（２−３および４） 他の弁護士への批判
と誹謗・中傷、弁護士に依頼している相手方との交渉、弁護士に依頼していない相手方のとの交
渉、他の弁護士との関係でのその他の規律について検討する。
第１２回 経営者としての弁護士（２−７−１、２−７−３〜５）、弁護士の公共的責任（２−８）お
よび弁護士自治（２−９） 経営者としての弁護士、社会的責任、広告活動、兼業、業態、弁護士
の公共的責任、弁護士自治の歴史的意義及び弁護士自治の現代的意義について検討する。
第１３回 検察官の倫理について（第４章） 被疑者取り調べ等の犯罪捜査方法、公判での法廷活
動などにおける検察官として遵守すべき事項について検討し、併せて刑事被告人からの利益の供与
などについて、国家公務員としての立場からの倫理も事例に則して検討する。裁判員制度の発足に
ともなう刑事裁判における検察官の役割にも言及する。
第１４回 裁判官の倫理について（第３章） 裁判官の倫理については、裁判所法４９条（職務を
怠り、品位を辱める行為）、５２条２項（政治活動の禁止）について、最近の事例から、裁判官が
置かれている裁判所の現状を踏まえてどのように評価できるのかを検討する。政治活動について
は、青法協問題、宮本再任拒否、寺西事件などの問題についても触れる。
第１５回 期末試験

授業では、弁護士の倫理を重点的に取り上げて、事例に則して討論する方法を採用して行う。報告
者を決め、事前に提出された報告を各人が読み検討してきたことを前提に、授業中に討論を行い全
員で検討するような授業形式で行うようにするので、それに対応できるようしっかりと予習された
事前・事後学習 い。
の内容
法曹倫理では、杓子定規な解釈ではなく、センスが問われるので、そのセンスを磨くべく、授業中
で討論した問題について反芻して復習されたい。

評価方法

絶対評価
講義における報告（１５％）、提出するレポート（１５％）、学期末試験（７０％）を総合評価す
る。

報告及びレポートは、文献を調査した上で作成し、文献を参照した箇所には、脚注をつけて出典を
示すこと。
現役で活躍中の弁護士・裁判官や検事（いずれもOBを含む。）を講師として呼び、それぞれの仕事
受講生へのコメ としての生きがいはどのようなものであるかを話していただくことも計画している。講師の都合に
ント
より、時間帯及び第何回に実施するかは、実施の可否を含めて、適宜変更することがある。
繰り返すが、法曹倫理では、杓子定規な解釈ではなく、センスが問われることに留意されたい。

教材

塚原英治・宮川光治・宮澤節生編『プロブレムブック法曹の倫理と責任』（人文社、第２版、２０
０７年）
日本弁護士連合会弁護士倫理委員会編『解説職務基本規定』（日本弁護士連合会、第３版、２０１
８年）（同書は一般の書店で売っていませんので、日本弁護士連合会HPから用紙をダウンロードし
ファックスで購入申込してください。）。
講義開始までに最新版が出版された場合は最新版を使用する。
参考書としては
森際康友編『法曹の倫理（第２.１版）』（名古屋大学出版会、２０１５年）
飯村佳夫・清水正憲ほか『弁護士倫理（第２版）』（慈学社Ｊブックス、２０１４年）
加藤新太郎著『弁護士役割論（新版）』（弘文堂、２０００年）
日本弁護士連合会編『注釈弁護士倫理（補訂版）』（有斐閣、１９９６年）
日本弁護士連合会編『条解弁護士法（第４版）』（弘文堂、２００７年）
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授業コード

JP21020010

科目授業名

民事訴訟実務の基礎

開講年度・学期

2019年度前期

英語科目授業名 Elements of Civil Legal Practice
科目ナンバー

JAPRA8802

必修・選択

必修

単位数

2単位

授業形態

講義

担当教員氏名
（代表含む）

原田

科目の主題

民事事件における法曹の役割は、民事紛争を法的な観点から構成して紛争の解決を図るものであ
る。交渉、保全、訴え提起、訴状審査、管轄、口頭弁論期日、争点整理、集中証拠調べ、判決と続
く民事訴訟実務手続の流れを理解するとともに、民事紛争解決のためには、いかなる事実が法的に
重要なものであるか（要件事実）及び争いとなっている事実がどのようにして確定されるのか（事
実認定）について、基礎的理解を修得させるとともに、民事訴訟実務の基礎的な知識を修得させる
ことが主題である。
なお、要件事実については、基礎的な考え方（訴訟物、請求原因、抗弁、再抗弁の関係）を学ぶこ
とを重視する。

裕彦

民事事件における法曹の役割は、民事紛争を法的な観点から構成して紛争の解決を図るものであ
る。交渉、保全、訴え提起、訴状審査、管轄、口頭弁論期日、争点整理、集中証拠調べ、判決と続
く民事訴訟実務手続の流れを理解するとともに、民事紛争解決のためには、いかなる事実が法的に
授業の到達目標 重要なものであるか（要件事実）及び争いとなっている事実がどのようにして確定されるのか（事
実認定）について、基礎的理解を修得させるとともに、民事訴訟実務の基礎的な知識を修得させる
ことが到達目標である。
第１段階
第１〜３回授業の内容（コアカリキュラム第３章、以下括弧内はコアカリキュラムの該当箇所示
す。）
民事訴訟手続の流れを理解することを目標として、下記教材である『４訂民事第１審手続の解説』
に基づき貸金請求事件についての審理手続を学習する。
第１回 民事訴訟第１審手続（１）
民事保全、訴えの提起、訴状受付、訴状審査（補正命令、訴状却下）、要件事実、訴訟物の特定、
請求の趣旨、請求原因、訴訟要件の審査、（司法研修所ビデオ−民事訴訟第１審手続の流れ併用）
第２回 民事訴訟第１審手続（２）
口頭弁論期日の指定、答弁書、請求原因に対する認否、被告の主張、第１回口頭弁論期日における
手続、訴訟指揮、弁論準備手続期日、争点整理（同司法研修所ビデオ併用）
第３回 民事訴訟第１審手続（3）
集中証拠調べ、和解期日（裁判官、弁護士の役割）、和解調書、口頭弁論の終結、判決言渡し、旧
様式判決、新様式判決（同司法研修所ビデオ併用）、民事執行

授業内容・
授業計画①

第２段階
第４回〜第１２回の内容（第1章１−１ないし４および第2章２−１）
要件事実の基礎的な事項の理解、各訴訟類型の要件事実についての検討及び事実認定
第４回 要件事実基礎論
要件事実と要件事実論の違い、判決における事実摘示の意義、主張、立証責任の分配（請求原因、
抗弁、再抗弁の意義）や要件事実に関する諸問題（主要事実と間接事実の区別、法律上の推定、規
範的要件）について検討する。
第５回 売買契約に基づく代金請求訴訟
売買代金支払請求訴訟の特質及び要件事実、条件、期限、同時履行、弁済、契約の解除及び消滅時
効の抗弁等について
第６回 貸金請求訴訟について
貸金返還訴訟の特質及び要件事実、弁済、相殺、消滅時効の抗弁について
第７回及び第８回 所有権に基づく不動産明渡請求訴訟
所有権に基づく不動産明渡請求訴訟の特質及び要件事実、「もと所有」、権利自白、所有権喪失の
抗弁、対抗要件の抗弁、対抗要件具備による所有権喪失の抗弁について
第９回 不動産登記手続請求訴訟
所有権に基づく所有権移転登記抹消登記手続請求訴訟の特質及び要件事実、取得時効、所有権に基
づく抵当権設定登記抹消登記手続請求訴訟の特質及び要件事実、登記保持権原の抗弁について
第１０回 賃貸借契約終了に基づく不動産明渡請求訴訟
賃貸借契約終了に基づく不動産明渡請求訴訟の特質及び要件事実（解約申し入れ、賃料不払、増改
築禁止特約違反）、建物所有目的の抗弁、一時使用の再抗弁について
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授業内容・
授業計画②

第１１回 動産引渡請求訴訟
動産引渡請求訴訟の特質及び要件事実、悪意の抗弁、過失の評価根拠事実の抗弁について
第１２回-第１３回 事実認定の基礎（第２章２−２ないし４）
事実認定の対象および事実認定のあり方。
自由心証主義、証拠の種類、直接証拠と間接証拠、書証(処分証書、報告文書)、形式的証拠力、成
立の推定、実質的証拠力等諸概念の理解の確認。
争点についての証拠の収集、立証方法について、間接事実による推認、文書の真正の推定（２段の
推定、署名代理）などの事実認定について具体的事例から検討する。
また、裁判例から具体的に事実認定の諸問題（経験則、一応の推定、証明妨害、相当な損害額の認
定）について検討する。
第１４回 民事保全・民事執行（第３章のうち、民事保全・民事執行）
被保全権利・保全の必要性、執行開始要件、債務名義の概念、債権執行、動産執行、不動産執行な
ど
第１５回 期末試験

第１段階では、３回に分けて、ビデオを併用しながら、民事第１審手続の実務の流れを概観する
ので、下記『民事第１審手続の解説』を読み込み、今、手続はどの段階にあるのか、その際の手続
はいかなるものかをしっかりと予習されたい。なお、その際、引用されている条文は手間をいとわ
ず実際に必ず目を通しておくこと（これは必ず将来の役に立つ。）。
第２段階では、第４回で要件事実についての基礎的な解説及び基本的な書き方の解説をするの
で、それに向けて下記『新問題研要件事実』を精読しておくことが要求される。
予習の範囲は以下の通りとなる。
第1回−第3回 事前に精読した下記『民事第１審手続の解説』の内容（解説編、記録編のいずれ
も）をおさらいしておくこと。
第4回 事前に精読した下記『新問題研究要件事実』の内容をおさらいしておくこと。
第5回 下記『紛争類型別要件事実』第１章
第6回 同第２章
第7回−第８回 同第３章
事前・事後学習
第9回 同第４章
の内容
第10回 同第５章
第11回 同第６章
第12回—第13回 自由心証主義、証拠の種類、直接証拠と間接証拠、書証(処分証書、報告文書)、
形式的証拠力、成立の推定、実質的証拠力等諸概念について、各自の民事訴訟法の教科書を精読し
理解しておくこと
第14回 被保全権利・保全の必要性、執行開始要件、債務名義の概念、債権執行、動産執行、不動
産執行について、各自の民事保全法・民事執行法の教科書を精読し理解しておくこと。
事後の学習は、各回の内容について理解して実際に使える（人に具体例を挙げて説明できる。起案
できる）ようになることである。
授業開始前に下記『民事第１審手続の解説』および『新問題研究要件事実』をいずれも精読して
おくこと。

評価方法

絶対評価
提出するレポート（３０％）及び学期末の試験（７０％）を総合評価する。

各自の民事訴訟法の基本書を読み返しておくこと。また、要件事実の学習には、民法条文の要件・
効果を正確に理解していることが前提であるので、各自の民法の教科書も事前によく読み込んでお
受講生へのコメ くこと。
ント
授業開始前に下記『民事第１審手続の解説』および『新問題研究要件事実』をいずれも精読してお
くと。
司法研修所『４訂民事第１審手続の解説』（法曹会、２００１年）
司法研修所『新問題研究要件事実』（法曹会、２０１１年）
司法研修所『改訂紛争類型別要件事実』（法曹会、２００６年）
司法研修所『１０訂民事判決起案の手引』（法曹会、２００６年）

教材

講義開始までに最新版が出版された場合は、最新版を使用する。
参考書としては
岡口基一著『要件事実マニュアル第１巻（第５版）』（ぎょうせい、２０１６年）
岡口基一著『要件事実マニュアル第２巻（第５版）』（ぎょうせい、２０１７年）
大島眞一著『完全講義民事裁判実務の基礎（入門編）』（民事法研究会、２０１５年）
大島眞一著『完全講義民事裁判実務の基礎（発展編）』（民事法研究会、２０１６年）
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授業コード

JP21030010

科目授業名

刑事訴訟実務の基礎

開講年度・学期

2019年度前期

英語科目授業名 Elements of Criminal Legal Practice
科目ナンバー

JAPRA9904

必修・選択

必修

単位数

2単位

授業形態

講義

担当教員氏名
（代表含む）

高見

科目の主題

秀一、杉本

吉史

具体的なモデル事例を設定して、捜査の端緒から、被疑者の逮捕・勾留段階を経て、公訴提起、公
判前整理手続、冒頭手続、証拠調手続、判決宣告に至るまでの手続の中で発生する法的論点に対し
て、各訴訟当事者が取るべき対応について、その処理を考えさせる。
進め方は、ゼミ形式で、具体的事例への対応についての質疑応答や議論を交えて、受講者の理解を
深めるようにする。

刑事訴訟実務（捜査段階から判決宣告後まで）がどのように運用されているのかを理解させるとと
もに、刑事訴訟法の一般的理論が、各手続の運用にどのように反映されているのかを、受講者に理
解させることが到達目標の１である。
授業の到達目標 さらに、刑事弁護人の基本的な役割・義務や検察制度・犯罪被害者の訴訟参加制度等の理解を深め
て、人権感覚に溢れた市民のための実務法律家としての基礎的素養を身に付けることが到達目標の
２である。

授業内容・
授業計画①

試験を除く14回の授業のうち、髙見が（１）〜（７）を、杉本が（８）〜（14）を担当する。
(1) 捜査の端緒
逮捕された被疑者が検察官に送致される際に同時に送致される一件記録を配布
し、それまでの手続の流れについて、刑事訴訟法及び刑事訴訟規則の条文規定を確認させる。 そ
の際、捜査の端緒としてどんなものが規定されているのか、逮捕後検察官送致までの段階で作成さ
れる書面は、将来どのように（何のために）利用されるのか等について、議論させる。
ＧＰＳ捜査の適法性に関する最高裁平成２９年３月１５日大法廷判決を用い、強制処分法定主義
の意味と意義について考えさせる。
(2) 被疑者の勾留①
勾留請求前及び勾留請求後並びに勾留状発付後の各段階における弁護人の
活動としては、どこ（誰）に対して、どんなことをすればいいのか、具体的に検討させる。また、
それに対して検察官や裁判官はどのような観点で対応すべきなのか等を議論させる。 次回までの
宿題として、勾留に対する準抗告申立書を起案させる（自宅起案）。
(3) 被疑者の勾留②
各自が作成してきた準抗告申立書に基づいて議論させる。その中で、勾留
の各要件について、具体的事実からどのような主張ができるのか（具体的事実は勾留のどの要件に
関する事実なのか）について、再認識させる。近時の最高裁決定（平成２６年１１月１７日、１１
月１８日、平成２７年４月１５日、１０月２２日等）が示している具体的説示の意味するところを
理解させる。 また、検察官の立場に立って、勾留の要件についての弁護人の主張に対して、どの
ような反論が可能なのか、裁判所としてどう判断すべきなのかについても議論させる。
(4) 公訴提起①
勾留満期の時点までに検察官に追送致される記録及び検察官が作成する記録並
びに起訴状のひな形を配布し、受講生に起訴状の起案をさせる（即日起案）。その後、起訴状の記
載事項が刑訴法並びに刑訴規則上どのように規定されているのかを確認しながら、各自の悩んだ点
について発表させ、議論する。 具体的に起訴状を起案する中で、起訴状一本主義や予断排除の原
則の実務的な意味ないし意義を考えさせる。
(5) 公訴提起②
前記公訴提起①で起案させた起訴状についての講評。捜査段階で収集したどの
証拠から訴因事実を構成したのか、どの証拠で立証するのかについて、各人がいかなる思考で事実
を組み立てたのか等を議論させ、訴追当事者としての検察官として考慮すべき問題点を考察する。
(6) 公訴提起③（手続の流れ）
司法研修所監修の刑事裁判記録教材（「刑事第一審公判手続の
概要−参考記録に基づいて−平成２１年版−」）に基づいて、受訴裁判所の一件記録の編綴方法、記
録の読み方等について質問しながら議論させつつ、刑事訴訟手続（主として起訴後の審理）の流れ
を解説する。 またその際、各手続の根拠になっている条文規定を確認させる。
(7) 公判前整理手続についての刑事訴訟法及び刑事訴訟規則の条文規定の解説
公判前整理手続
に付された事件の手続の流れを概観し、公判前整理手続の目的についても説明する。その際には、
司法研修所監修の上記教材と講師作成レジュメ等を用いる。 裁判員制度実施後の運用実態などに
ついても可能なかぎり触れる。
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授業内容・
授業計画②

(8) 刑事弁護人の基本的な役割と義務
刑事手続における弁護人選任権の意義・役割や、刑事事
件における弁護士倫理や記録の管理等の問題にも認識を深める。弁護人の誠実義務、最善努力義
務、守秘義務など、弁護人の基本的な役割と義務について習得する。
(9) 検察制度と被害者参加の制度
検察機構を学び、検察官の権限と組織原則、心構えを身につ
ける。公訴権乱用論を通じて、検察官の客観義務について学ぶ。また、刑事裁判での被害者参加の
制度について、基本的な制度趣旨の理解を深める。
(10) 刑事公判の法廷技術−その１
模擬裁判記録を用いて、証拠開示の申立てや、起訴後の検察
官・弁護人による証拠請求とそれに対する証拠意見の仕方についてなど、法廷における基本的な技
術を習得する。
(11) 刑事公判の法廷技術−その２
冒頭陳述の意義、証人尋問（主尋問・反対尋問）を行う際の
留意点や尋問に対する異議申立の種類や申立の仕方、論告と最終弁論等について、法廷技術の基本
的視点を検討する。
(12) 事実認定
予め用意したケースについての起案を課題とし、受講者によって事例に基づく検
討を進め、証拠に基づいて如何にして真実に迫るのか、合理的な疑いとは何なのか等について認識
を深める。
(13) 訴因変更手続と択一的認定−その要否と可否、訴因変更命令
刑事訴訟における訴因の機
能、役割について改めて理解を深め、訴因変更の要否と可否、裁判所の択一的認定についての判例
と実務について学ぶ。
(14) 被疑者弁護の役割と精神障害者のための弁護活動
被疑者弁護における弁護人の役割と、精
神障害者が医療観察法に基づく審判を受ける場合の付添人の役割等について、外部講師による事例
の紹介を交えた講義によって深く学ぶ。
(15) 期末試験

(1)から(6)については、当該講義に必要な資料を、事前ないし当日に交付するか、教科書の中の読
んでおくべき部分を事前に指示するので、その部分及び資料を読み込んで、講義での質疑や討論に
応じることができるように準備をする。(7)については、当日、解説に必要なレジュメ及び資料を
交付する。
事前・事後学習
いずれも事後は、配布されたレジュメ等に基づいて復習を行うこと。
の内容
(8)から(14)については、外部講師を招聘する場合を除いて、事前に各テーマ毎の課題を出題する
ので、その課題について検討し、講義での質疑応答や討議に応じることができるよう準備をする。
事後は、配布されたレジュメ等に基づいて復習を行うこと。

評価方法

絶対評価
講義の終了後、論述式試験を行う。この試験の結果に、講義における質問や議論への参加状況など
の平常点を加味して評価する。論述式試験と、平常点の評価の比重割合は、８０：２０とする。

自分が実務家となった場合の具体的活動をイメージしながら、教員が配布する資料などを読んで検
受講生へのコメ 討し、積極的に議論に参加して欲しい。
ント

教材

教科書として、司法研修所監修の刑事裁判記録教材（「刑事第一審公判手続の概要−参考記録に基
づいて−平成２１年版−」）（法曹会発行）を用いる。
その他各講義に必要な教材・資料等は、担当教員が事前に指定するか、自ら作成して配布する。予
習の資料については、調査の方法のみ教示する場合もある。
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授業コード

JP22010010

科目授業名

公法系訴訟実務の基礎

開講年度・学期

2019年度前期

英語科目授業名 Fundamental Theories on the Practice ofPublic Law Suit
科目ナンバー

JAPRA9905

必修・選択

選択必修

単位数

2単位

授業形態

講義

担当教員氏名
（代表含む）

山下

科目の主題

侑士

「公法系訴訟実務の基礎（第２版）」（弘文堂）や「事例研究行政法（第３版）」（日本評論社）
の演習問題、裁判例などを題材として、行政訴訟の実務について講義を行う。
行政法一般及び行政事件訴訟法の基礎的な理解を前提とするが、「原告適格」や「処分性」、「公
定力」等といった行政法特有の考え方がある概念については、必要に応じて補充的に講義する。

具体的な事例をふまえ、個別法の解説も交えながら、どのような事実を抽出し、抽出した事実に対
していかなる法的評価を加えて主張を組み立てるべきか、その主張をどのように立証するかといっ
た実務的な視点を中心に、講義を行う予定である。
授業の到達目標
行政事件訴訟法、行政不服審査法等の改正により、今後更なる行政争訟の活用が期待されており、
本科目では、その基礎を習得することも目標とする。
■初回の講義は、行政事件訴訟法における訴訟類型について、講義形式での解説を行う。

授業内容・
授業計画①

■２回目以降の講義は、
・「公法系訴訟実務の基礎（第２版）／弘文堂」第１編の各事例
・「事例研究行政法（第３版）／日本評論社」の各事例
・必要に応じて、担当者作成の事例（演習問題）や近時の裁判例
を検討する。
なお、２回目以降の講義において取り扱う事例は、講義の終わりに指定する。

【事前学習】
講義で取り扱う事例や題材を事前に指定するので、講義を受けるにあたり、事前に、事例の読み込
みや検討を各自で行うよう求める。
事前・事後学習 【事後学習】
講義で指摘した事項を復習すると共に、関連する裁判例等を参照するなどし、各自で基本的理解や
の内容
思考過程を定着させるよう努めることを求める。

評価方法

絶対評価
・平常点（講義における質問や議論への参加状況）；２０％
・学期末の試験成績；８０％

実務家になったつもりで、事前・事後学習も含め、講義には、出来る限り積極的な姿勢で臨んで頂
受講生へのコメ きたい。
ント

教材

① 公法系訴訟実務の基礎（第２版）／弘文堂
② 事例研究行政法（第３版）／日本評論社
なお、教科書は、各自で適宜準備されたい。
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授業コード

JP25010010

科目授業名

法文書作成

開講年度・学期

2019年度前期

英語科目授業名 Legal Writing
科目ナンバー

JAPRA9906

必修・選択

必修

単位数

2単位

授業形態

講義

担当教員氏名
（代表含む）

山本

科目の主題

健司

本講義では，法曹に求められる基本的能力としての，法文書作成の基礎技術を身に付けるべく，ま
ず法令・判例・法律論文等の法情報の調査・検索についての基礎的知識を整理するとともに，それ
らの知識を踏まえて，民事弁護実務で作成することの多い，典型的な法文書を取り上げ，各種の法
文書の実例の検討や自らそれを作成する。

弁護士は，当事者その他の関係人の依頼または官公署の委嘱を受けて，紛争を予防し，またはその
解決をするため，様々な法律事務を行うことを職務としている。
その中でも，事件に応じた必要かつ適切な法文書を作成することは，民事弁護実務の分野において
重要な作業といえる。
これらの法文書を的確に作成し，その職務を遂行するためには，取り扱う事件または紛争につい
て，その事実関係を的確に把握することに加えて，その法的論点を正確に抽出・分析し，それらに
授業の到達目標 ついての法令・判例等の法情報を調査・検討し，その結果を踏まえて，目的に沿った内容の文書を
作成することが求められる。
よって，本講義の到達目標は，上記「科目の主題」記載の基礎知識の整理や法文書の実例の検討，
作成といった作業を通じて，実体法・手続法の理解を深めるとともに，法文書の形式的要件等その
作成のために必要となる基本的知識と技術を修得でき，また，事実関係の評価，分析する能力を身
に付け，向上させることとする。

授業内容・
授業計画①

（１）法文書作成の基礎知識(1)
法文書作成上の留意点を整理するとともに，法令・判例およびその他の論文等の法律情報の検
索・調査方法について，事例を交えて検討する。
（２）法文書作成の基礎知識(2)
同じテーマに関して別の実務家が作成した２つの文書の実例を比較することで，実務的観点か
ら，法文書としての構成，体裁，表現方法等の巧拙，適否を検討する。
（３）法文書作成の基礎知識(3)
民事実務で作成する法文書には，裁判所に提出する各種書面，裁判所外で利用する各種通知書・
契約書・意見書等の様々なものがある。それらの法文書を概説するとともに，その特徴・作成目的
および留意点を検討する。
（４）意見書作成の基礎知識
依頼者から相談を受け，それを踏まえた弁護士としての法律意見を書面にまとめ，依頼者等に提
出することは，弁護士の重要な作業の１つである。
ここでは，それらの意見書作成において留意すべきことを概説するとともに，事例を与え，それ
についての意見書構成・作成上の注意事項を検討する。
（５）各種通知書の作成とその基礎知識
民事実務では，催告書・解除通知・相殺通知等の通知書を作成する。それらの各種通知書作成上
の留意点を検討するとともに，内容証明郵便の利用の目的，利害得失について検討する。
（６）裁判文書の作成と検討(1)
民事訴訟において，裁判所に提出する各種文書を概説するとともに，その訴訟上の意義・作成上
の基礎知識について検討する。
（７）裁判文書の作成と検討(2)−訴状を中心として
訴状は，裁判所に提出する代表的な文書といえる。訴状作成上の留意点を概説するとともに，事
例を与え実際に訴状を作成させて検討する。
（８）裁判文書の作成と検討(3)−答弁書を中心として
答弁書について，実例等を素材として検討し，その作成上の留意点を概説する。
（９）裁判文書の作成と検討(4)−準備書面を中心として
準備書面について，事例等を素材として検討し，その作成上の留意点を検討する。
（10）裁判文書の作成と検討(5)
その他の裁判書類（証拠申請書等の各種申立書等）を整理するとともに，その作成上の留意点を
概説する。また，訴訟上の和解に用いられる和解条項，判決書の構成，記載内容につき概説する。
（11）裁判文書の作成と検討(6)
裁判文書についてのまとめを行う。
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授業内容・
授業計画②

（12）契約書作成と検討(1)
各種契約書締結にいたるステップを整理し，それらを作成する上で，留意すべき点を検討すると
ともに，売買契約・賃貸借契約・金銭消費貸借契約等の日常の取引・生活においてよく利用される
契約類型について，実際の契約書例を素材としてその契約条項について検討する。
（13）契約書作成と検討(2)
ビジネスにおいてよく利用されるその他の各種契約書について概説し，基本的な条項について検
討する。
（14）契約書作成と検討(3)
契約書チェックの技法，ポイントについて検討する。
（15）まとめ
本講義のまとめを行う。
※

なお，講義内容について変更する場合がある。

（１）事前学習〜予習課題
①弁論要旨の評価・②意見書作成・③通知書（内容証明郵便）の作成・④訴状の作成・⑤答弁
書の作成・⑥準備書面の作成・⑦和解条項の作成
※ なお，予習課題の内容について変更する場合がある。
事前・事後学習
（２）事後学習
の内容
各自の起案と講評内容及び参考起案とを対比させ，自己の法文書作成技術に関する到達度ない
し改善点を確認，検討する。

評価方法

絶対評価
授業において作成させる法文書の内容40％，学期末にレポート形式で課す法文書作成の結果を60％
の割合として絶対評価する。
特になし。

受講生へのコメ
ント

教材

教員が作成または準備したレジュメ・資料を使用する。
参考文献については，適宜授業において紹介する。
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授業コード

JP25020010

開講年度・学期

科目授業名

弁護実務基礎論（ロイヤリングを中心に）

2019年度後期

英語科目授業名 Lawyering
科目ナンバー

JAPRA9907

必修・選択

選択必修

単位数

2単位

授業形態

講義／実習

担当教員氏名
（代表含む）

山本

科目の主題

健司

本講義では、弁護士の様々な活動の中から、依頼者との法律相談・面談、案件の受任、事実関係・
法令についての打合せや調査・検討、交渉や訴訟、ＡＤＲ等を経て、最終的な交渉ないし紛争解
決、依頼者との関係の終了に至るまでの弁護士が行なう一般的な活動を取り上げ、事例検討やロー
ルプレイ等を用いて学習する。

法曹の中で、弁護士は、市民や企業等と直接に接し、その代理人として法的紛争を解決する重要な
役割を担っている。また、調停委員などの公正・中立の立場から、各種紛争解決に務めている。あ
るいは、企業内弁護士として企業の法務スタッフの一員となって活動している。国・公共団体等、
企業以外の組織に属する場合も増えている。
授業の到達目標 よって、本講義の到達目標は、上記「科目の主題」のような事例検討やロールプレイ等を用いた学
習によって弁護士の活動を知り、これを理解することにより、実務法曹への自分なりの目標を持つ
こととする。
(1)

授業内容・
授業計画①

弁護士の職務と役割について
資料・アンケートに基づいてディスカッションをしながら、弁護士の行なう職務とその果たす
べき役割について検討する。
(2)(3) 法律相談について ①②
法律相談の弁護士活動における意義、面談の方法等について検討したうえ、法律相談のロール
プレイを行ない、それを踏まえて、面談の方法についてディスカッションを行なう。
(4)(5) 交渉の理論と技術について ①②
交渉学の理論・交渉の実務等について検討した上で、具体的事例を素材として、ロールプレイ
を行ない、それを踏まえて、交渉の基礎的理論とスキルについて検討する。
(6) 紛争解決と調停・ＡＤＲについて
様々な紛争解決手段を概観し、各紛争解決手段選択のメルクマールを検討したうえ、弁護士と
しての関わり方等について検討する。
(7) 家事事件の実務について ①
「離婚」の事例を素材として、夫・妻それぞれの立場からの要望を法的に分析し、それを実現
させるための手続について検討する。
(8) 家事事件の実務について ②
「相続」の事例を素材として、相続に関する実務上の留意点について検討する。
(9) 証拠の収集について
弁護士業務を遂行するのに必要な情報・証拠資料の収集方法について検討する。
(10) 企業法務の実務について
臨床法務・予防法務・戦略法務の見地から企業法務、企業内弁護士の実態を概観し、これらに
おける弁護士の役割等を検討する。
(11)(12) 法廷における尋問技術について ①②
訴訟において、証人・本人の尋問を行なう際の基本的な技術について検討したうえ、尋問の
ロールプレイを行ない、それを踏まえて、尋問の技術についてディスカッションを行なう。
(13)(14) 実際の弁護士の仕事と活動 ①②
実社会で活動している様々な弁護士の体験談を聞き、ディスカッションを行なう。
(15) 事件受任の際の注意点について
最近の懲戒事例を概観する等し、弁護士倫を中心に、事件受任の際、弁護士が留意すべき点に
ついて検討する。
※ なお、講義内容について変更する場合がある。
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（１）事前学習の内容
① 示談交渉ロールプレイ準備：次回授業までの間に、本人役と代理人役との間で
示談方針等協議
② 紛争解決手続の予習課題：選択すべき手続の検討
③ 離婚・遺産分割の予習課題：事例検討
④ 証拠収集の予習課題：インターネット情報ツールの検討
⑤ 証人尋問ロールプレイ準備：次回授業までの間に、証人・本人役と代理人役との間で
事前・事後学習
証人テスト、代理人役間の反対尋問事項検討
の内容
※ なお、事前学習の内容について変更する場合がある。
（２）事後学習の内容
各講義ごとにロールプレイ・チェックリストや復習用手控によって実務上のポイントを押さえ、
司法修習、実務に備える。

評価方法

絶対評価
レポートの提出による。詳細は初回の授業で説明する。

民事弁護実務と理論の架橋科目の中心的科目であり、司法試験合格後の司法修習の実をあげ、実務
受講生へのコメ 家としてスムーズなスタートを切るために必須の科目であるので、積極的に履修することを期待す
ント
る。

教材

（教材）
教員が作成した事例資料等を用いる。
（参考書）
① 司法研修所編「８訂 民事弁護の手引」（2017年、日本弁護士 連合会）
② 同
上
「７訂 民事弁護における立証活動」（2017年、日本弁護士連合会）
③ 名古屋ロイヤリング研究会編「実務ロイヤリング講義〈第２版〉」（2009年、民事法研究会）
④ 菅原郁夫・下山晴彦編「実践 法律相談」（2005年、東京大学 出版会）
⑤ 日弁連弁護士業務改革委員会編「企業内弁護士」（2009年、商事法務）
⑥ 日弁連ＡＤＲセンター編「紛争解決手段としてのＡＤＲ」（2010年、弘文堂）

73

授業コード

JP25030010

科目授業名

民事模擬裁判

開講年度・学期

2019年度後期

英語科目授業名 Civil Mock Trial
科目ナンバー

JAPRA9908

必修・選択

選択必修

単位数

2単位

授業形態

実習

担当教員氏名
（代表含む）

原田

科目の主題

裕彦、辰田

昌弘、高橋

幸平

民事紛争を解決するプロセスとして法曹にとって最も重要な手続である民事裁判について、事例を
素材として、民事裁判過程における主要場面をそれぞれ学生が、原告代理人、被告代理人、裁判官
となって、訴状、答弁書、準備書面の作成、争点整理、証拠調を行い、裁判官による判決までを
ロールプレイを行うことにより、裁判実務の基礎的能力を身につけることを主題とする。
民事訴訟実務の基礎、民事実体法及び民事手続法の知識をいわば立体的に駆使すること、与えられ
た事案を読み解くこと（事例の分析能力）、裁判における書面作成（文章作成能力）の各能力が求
められる。

民事紛争を解決するプロセスとして法曹にとって最も重要な手続である民事裁判について、事例を
素材として、民事裁判過程における主要場面をそれぞれ学生が、原告代理人、被告代理人、裁判官
となって、訴状、答弁書、準備書面の作成、争点整理、証拠調を行い、裁判官による判決までを
ロールプレイを行うことにより、裁判実務の基礎的能力を身につけることを到達目標とする。
授業の到達目標 民事訴訟実務の基礎、民事実体法及び民事手続法の知識をいわば立体的に駆使すること、与えられ
た事案を読み解くこと（事例の分析能力）、裁判における書面作成（文章作成能力）の各能力が求
められる。
(1)
(2)

授業内容・
授業計画①

民事模擬裁判の進め方について検討する。
訴状作成の指導
原告役からの事情聴取に基づいて、訴状作成を指導する。
(3) 答弁書の指導
被告からの事情聴取に基づいて、答弁書作成を指導する。
(4) 第１回口頭弁論期日
訴状、答弁書各陳述、求釈明をさせ、その問題点について検討し、準備書面の提出を促す。
口頭弁論調書も作成する。
(5) 第１回弁論準備手続期日
原告、被告の主張に基づいて、準備書面を提出させ、裁判官が争点整理をする。
(6) 第２回弁論準備手続期日
双方の主張についての争点整理をする。
(7) 第３回弁論準備手続期日
争点整理案の確認、証拠調べ前の和解勧告
(8)、(9)、(10)、(11)、(12)、集中証拠調べ期日 証拠調べ講評
証人、原告本人、被告本人等を１日で集中審理を行う。証拠調べをビデオ撮影し講評を行
う。
＊ 集中証拠調べは、日程や証人の都合により、２回に分けて行うこともある。
(13) 最終口頭弁論期日
最終準備書面の提出、弁論終結後の和解勧告
(14) 和解期日
和解の進め方及び和解案の検討を通じて和解のポイントは何かを検討する。
(15) 判決言渡期日・講評
判決を言渡し、判決に対する講評を行う。併せて控訴するかどうか、その方法についても検
討する。

現実に行われている民事裁判にほぼ近い形で行い、裁判の現場を体験するので、各役割及び各期日
事前・事後学習 における準備が予習復習の内容となる。
の内容

評価方法

絶対評価
模擬裁判期日における担当弁護士、裁判官としての発言、尋問方法、内容（３０％）書面の作成
（３０％）事案の理解度（４０％）を総合評価する。
期末試験は行わない。
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裁判官役、原告代理人役及び被告代理人役それぞれに教官が付き、個別に指導する。
証人・本人については、弁護士、本学ロースクール出身の司法試験合格者などが役割を演じる予
定である。証拠調べをビデオ撮影し担当教員３名による講評を行うので、尋問方法について、具体
的かつ詳細に検討することが可能であり、法曹として必須の実務能力形成に寄与するものと思われ
る。
受講生へのコメ 授業中に撮影した映像は、教材等として、将来利用することもある。
ント
受講者が３名を切ると、役割分担ができず授業の実施が困難になるので、誘い合わせの上で、受
講申し込みされたい。
予習・復習が大変であるとして敬遠する人も多いようであるが、受講された方にはおおむね好評
をいただいており、司法試験にも役立つとの評価も得ているので、ふるって受講されたい。

教材

教科書は特に指定しない。模擬裁判事例により行う。原告、被告の各担当者には、事件当事者の聞
取書、提出予定の証拠などを配布する。
今年度の教材については検討中である。平成30年度の事例は、連帯保証契約の成立の有無に関する
事案であった。
参考書として
スティーブン・D・スターク著、小倉京子訳『訴訟に勝つ実践的文章術』（日本評論社、2010年）
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授業コード

JP25040010

科目授業名

刑事模擬裁判

開講年度・学期

2019年度後期

英語科目授業名 Criminal Mock Trial
科目ナンバー

JAPRA9909

必修・選択

選択必修

単位数

2単位

授業形態

実習

担当教員氏名
（代表含む）

高見

科目の主題

秀一

刑事実務家としての能力は、公訴提起後は実際の刑事法廷（公判前整理手続を含む）で示されるこ
とになる。その実際の手続を自らの頭で考えながら経験して、刑訴法、刑訴規則、及び刑事手続に
関する裁判例等の理解を深めることを主題とする。

ある事件の被疑者が公判請求されたことを前提に、各訴訟当事者が、各段階の手続で行うべき行
為、法廷での訴訟行為等について、具体的事例に則してロールプレイさせ、問題点への対処方法を
授業の到達目標 自分の頭で考えさせるとともに、実務家法曹として要求されるスキルの基本的部分を習得させる。

講義等の計画
（履修登録者数に応じ、内容を適宜変更することがある。変更する場合は、初回または２回目の授
業でその内容を説明する）
なお、ロールプレイの進捗状況等によっては、いずれか１回の授業に替えて、教員が担当する具
体的事件（証人尋問期日など）の法廷傍聴を行う場合がある。

授業内容・
授業計画①

(1) 司法研修所刑事裁判教官室編集の「刑事第一審公判手続の概要−参考記録に基づいて−平成２
１年版」に基づいて、公訴提起後の一件記録の編綴の仕方、記録の読み方等について解説。
授業後、各チーム編成をさせる。
(2) 上記記録についての解説ＤＶＤ（司法研修所から各ロースクールに１巻送付されたもの）を
用いて、手続の流れについて解説すると共に、根拠規定（条文）を質問し、答えさせる。
(3) 参考記録に基づいて、ロールプレイを行い、冒頭手続から再現する。その中で、冒頭手続、
証拠調べ手続、弁論手続の各手続で行う手続及びその順序を再確認させる。
参考記録中の証人尋問手続も再現させ、異議申し立ての方法、理由、判断の手続を理解させる。
３回の授業終了時に、検察官チームに延長後の勾留満期時点までの送致記録を交付し、４回の授業
の前までに、検察官チームに、起訴状を作成させておく（模擬裁判記録）。
(4) 前回に引き続いて、参考記録中の被告人質問調書に基づいてロールプレイで再現する。
検察官チームは、起訴状を裁判所に提出。さらに次回までの間に、証明予定事実記載書及び証拠
調請求書（証拠等関係カード）を作成させて、全員に配布させておくとともに、取調請求証拠の開
示をさせておく（模擬裁判記録）。次回以降は、すべて模擬裁判記録に基づくロールプレイを行
う。
(5) 第１回公判前整理手続のロールプレイを行う（被告人も出頭する）。起訴状に対する求釈
明、証明予定事実記載書に対する求釈明を行わせる。
次回までに、期日間で類型証拠開示請求を行わせ、検察官は、開示が必要と思われる類型証拠を開
示する。
(6) 第２回公判前整理手続期日のロールプレイを行う。類型証拠開示請求に関するやりとりを行
う。検察官証拠請求に対する弁護人証拠意見及び弁護人の予定主張を明らかにさせる時期を決め
る。裁定請求がある場合は、遅くとも第３回公判前整理手続までに請求をさせる。
(7) 第３回公判前整理手続のロールプレイ。裁定請求に対する判断も行う。弁護人証拠意見・予
定主張提出（できるだけ期日前に）。それをふまえての、検察官の証人尋問請求等。
(8) 第４回公判前整理手続のロールプレイ。裁判所の証拠決定等を終わらせる。争点を確認し、
審理予定を確定し、公判前整理手続を終了させる。
(9) 第１回公判手続（冒頭手続及び証拠調手続−書証・証拠物の取調まで−）のロールプレイ。冒
頭手続、検察官及び弁護人の冒頭陳述（ビデオに収録）、冒頭陳述についての異議。同意書証の取
り調べ。証拠物の取り調べ。
(10) 第２回公判手続で行う証人尋問のロールプレイ。異議申立及びそれに対する判断の手続等も
行う。
(11) 第３回公判手続で行う証人尋問のロールプレイ（ビデオに収録）。
(12) 第４回公判手続。被告人質問。証拠調べ手続を終了。
(13) 第５回公判手続。論告・弁論・最終陳述（ビデオに収録）。弁論終結。
(14) 第６回公判手続。判決宣告。
その後全体講評をする。それまでの手続についての疑問点・質問等を挙げさせ、それについて議
論させ、解説する。ケースセオリーについて説明し、可能であればブレーンストーミングをやって
みる。
(15) 期末試験
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手続が進行していく過程で、各当事者が何を行い、どんな書面を作成し、どんな尋問準備をするの
事前・事後学習 か等、常に準備事項が発生してくるので、それらについて準備するとともに、事後には、自分が準
の内容
備した事項について、どこを改善すべきかについて振り返ること。

評価方法

絶対評価
学年末に筆記試験を実施する。その結果に、各ロールプレイへの参加の仕方やその内容、各場面で
作成された書面の内容等の平常点を加味して評価を行う。配点は、筆記試験40点、それ以外の平常
点を60点とする。

訴訟進行に応じた各段階で訴訟当事者が何をするのかを体験しながらの学習ができるので、刑事訴
訟手続の理解にとっては、大変役に立つ授業になると思います。疑問点などがあれば、積極的に質
受講生へのコメ 問してください。
ント
緊張しつつ、楽しくやっていきましょう。

教材

司法研修所監修の「刑事第一審公判手続の概要−参考記録に基づいて−平成２１年版」（法曹会）を
教科書として指定する。
模擬裁判に用いる資料は、担当教員が事前に配布する。
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授業コード

JP25050010

開講年度・学期

科目授業名

中小企業向け法律相談

2019年度後期

英語科目授業名 Legal Consultation for Small and MediumSize Companies
科目ナンバー

JAPRA9910

必修・選択

選択必修

単位数

2単位

授業形態

講義／実習

担当教員氏名
（代表含む）

原田

科目の主題

授業の到達目標

授業内容・
授業計画①

裕彦、草尾

光一、道上

達也、小原

正敏、高橋

幸平

（１）本科目は、法科大学院等専門職大学院形成支援プログラムに基づいてなされていた中小企業
向け法律相談を、支援プログラム終了後も形を変えてなされている中小企業向け法律相談と連携し
てなされるものである。
（２）中小企業における法律紛争の解決方法についての相談を、担当弁護士の相談活動を通じて学
ぶものであり、法律相談を中心としたリーガルクリニックである。
（３）この講義により、中小企業における法律紛争の解決方法についての相談の実務について基礎
的理解を得ることが主題である。

この講義により、中小企業における法律紛争の解決方法についての相談の実務について基礎的理解
を得ることが到達目標である。

学生は、大阪市内の本学文化交流センター内にある中小企業支援法律センターに於いて、相談者の
同意を得たうえで、担当弁護士の法律相談に同席して、担当弁護士とともに法律相談を行う。この
クリニックと併せて、本学校舎において、中小企業者が抱えている法律問題を学習し、その知識を
法律相談に生かすという、相談と学習を有機的に関連づけて行う。
１回 法律相談・面接における基本的技術
法律相談の弁護士活動における意義・面接の方法について検討する。DVD併用
２回 リーガルクリニック
３回 債権（売掛金回収）に関する法律問題の検討
４回 リーガルクリニック
５回 金融機関などからの支払請求に関する法律問題の検討（破産・再生も含む）
６回 リーガルクリニック
７回 事業承継・相続に関する法律問題の検討
８回 リーガルクリニック
９回 賃貸借などの企業基盤に関する法律問題の検討
10回 リーガルクリニック
11回 労働問題に関する法律問題の検討
12回 リーガルクリニック
13回 そのほか中小企業で問題となるケースの検討
14回 リーガルクリニック
15回 まとめ

受講生は、座学については各回のテーマについて予習し、受講した内容を復習する。クリニックに
事前・事後学習 ついては、事前に送られる相談内容について予習し、相談後には、相談内容を整理した簡単なレ
ポートをクリニック終了後１週間以内に提出する。
の内容

評価方法

絶対評価
リーガルクリニックについての理解度（４０％）、相談の対応能力（３０％）、レポート（３
０％）の総合的評価。
期末試験は行わない。

予定通りの内容の相談が来るとは必ずしも限らないので、学習と実際の法律相談の内容が対応しな
受講生へのコメ い場合があるが、講義の全体としては、中小企業の法律問題を網羅的に学ぶことができる。
ント
特に指定しない。
教材
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授業コード

JP25060010

科目授業名

エクスターンシップ

開講年度・学期

2019年度後期

英語科目授業名 Externship
科目ナンバー

JAPRA8803

必修・選択

選択必修

単位数

2単位

授業形態

実習

担当教員氏名
（代表含む）

原田

科目の主題

裕彦

本科目は、法律事務所において、経験豊かな弁護士の直接の指導の下で、実際の事件を題材とし
て、法曹としての専門的技能の基礎を学ぶことを主題とする。

本科目は、法律事務所において、経験豊かな弁護士の直接の指導の下で、実際の事件を題材とし
授業の到達目標 て、法曹としての専門的技能の基礎を学ぶことを到達目標とする。

授業内容・
授業計画①

(1) 本科目の中心となるのは、法律事務所における２週間の実務研修であるが、それに先立っ
て、担当教員による事前研修を実施する。事前研修に際しては、「法曹倫理」において学習したこ
とを十分に身につけているかどうかを再確認するとともに、守秘義務等についての法律事務所にお
いて実際の事件に接する際に常に念頭に置くべき最低限の事項についての認識の徹底化を図る。学
生は大学および指導担当弁護士に対し守秘義務についての「誓約書」を提出する。
(2) それぞれの学生をどの法律事務所に派遣するかは、学生の将来の志望と学生を受け容れる法
律事務所の特色を勘案したうえで、担当教員が決定する。
(3)
扱う事件や学習内容の細目は、直接の指導を担当する弁護士ごとに異なるが、担当教員と指
導を依頼する弁護士との協議により、①依頼者との面談や事件の打ち合わせの同席、②民事、刑事
記録の閲覧、③記録閲覧に基づき時系列表や争点整理、立証計画の作成、④法廷傍聴、⑤判例、文
献調査、⑤資料収集などを行う。

２週間（土曜日、日曜日を除く１０日間）の派遣期間を通じて各々に与えられた課題を予習復習
し、かつ日誌を作成する。その日誌とともに、法律事務所での実務研修の終了後２週間以内に、そ
事前・事後学習 れまでに履修した他の科目での学習が法律事務所においてどの程度、またどのように役立ったか、
法律事務所において何を新しく学んだか、さらにどのような学習を必要と感じているか等をまとめ
の内容
た総合レポートを担当教員に提出しなければならない。

評価方法

絶対評価
成績は「合」・「否」のみを判定する。「合」もしくは「否」の判定は、法律事務所での実務研修
の終了後に学生の指導を担当した弁護士から担当教員に提出される評価報告書における評価及び学
生自身が作成し担当教員に提出するレポートを総合評価して行う。
合否の基準は、将来法曹として法律事務を行うについての基礎的な知識やリーガルマインドを持
ち、実務に対応する能力を有するか否かである。

エクスターンシップの派遣先事務所は、本学出身の弁護士事務所を中心としています。エクスター
ンシップは、このような弁護士さんの後輩法曹を育てたいという熱意でなされており、弁護士さん
は無報酬です。従って、受講生は誠実に受講するとともに、後に司法試験に合格した場合（万一合
受講生へのコメ 格しなくても）、その結果を連絡するなどして、感謝の意を表してください。
ント
なお、エクスターンシップは、大学の授業としてなされるものであり、学生の試験合格後の就職先
となるものではない。

教材

事前研修に際しては、法律事務所での研修に際して留意すべき点をまとめたプリントを配布する。
法律事務所での研修に際しては、その事務所で現に扱っている実際の事件が教材となる。
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授業コード

JP31010010

科目授業名

法社会学

開講年度・学期

2019年度後期

英語科目授業名 Sociology of Law
科目ナンバー

JAFUN7901

必修・選択

選択必修

単位数

2単位

授業形態

講義

担当教員氏名
（代表含む）

阿部

昌樹

弁護士および弁護士業務の社会科学的検討
科目の主題
この授業は、経験的社会科学としての法社会学という学問の性格についての基礎的な理解を共有と
したうえで、その法社会学の分野において蓄積されてきた弁護士研究の成果に依拠して、我が国に
おける弁護士および弁護士実務の歴史と現状を理解するともに、法曹人口が大幅に増加するこれか
授業の到達目標 らの時代における弁護士の職業的活動の変容可能性とその方向を、社会科学的な観点から議論でき
る素養を身につけることを目的とする。

授業内容・
授業計画①

第１回「法社会学における弁護士論の系譜」
・法社会学という学問の目的、研究方法、基本的な視角等についての基礎的理解を身に付けるとと
もに、その法社会学という学問において弁護士について研究することがどのような意味を持ってい
るのか、弁護士がこれまでどのように研究されてきたのかについて、大まかな見取り図を共有す
る。
第２回「法曹養成制度および法専門職の歴史」
・明治期以降の我が国の法曹養成制度と法専門職の歴史を概観したうえで、国家主導で進められた
後発型近代化と西洋法の継受とが、我が国における法専門職の形成およびその史的発展に及ぼした
影響を、とりわけ弁護士に焦点を合わせて検討する。
第３回「弁護士活動の理念─プロフェッション・モデルの妥当性をめぐって─」
・弁護士活動のあるべき姿を描き出す規範的モデルとしては、アメリカで広く受容されている「プ
ロフェッション」概念から示唆を得たプロフェッション・モデルに加えて、在野法曹モデルや法
サービス・モデル等が主張されている。それぞれのモデルがどのようなものであり、どのような前
提認識に基づいて主張されているのかを理解したうえで、それぞれの主張の妥当性とその限界につ
いて検討する。
第４回「弁護士人口論／反規制緩和論」
・司法制度改革審議会が1999年に設置されたことに始まる司法制度改革の過程においては、弁護士
の大幅増員を求める声が大勢を占めたが、弁護士の急増は避けるべきであると主張する者もいた。
後者の主張がどのような論拠に基づいていたのかを検討するとともに、より近年の弁護士人口論を
概観することを通して、我が国における弁護士に対する社会の役割期待の複雑さについての理解を
深める。
第５回「弁護士偏在問題─弁護士の大都市集中と弁護士過疎─」
・我が国における弁護士の地域的偏在の現状と、そうした地域的偏在がなぜ生じ、どのような問題
をもたらしてきたのかを概観したうえで、弁護士偏在を解消するためにはどのような方策が必要と
されるのか、総合法律支援法に基づいて創設された日本司法支援センター（法テラス）は、弁護士
偏在を解消するための有効な方策となり得ているのかを等について考える。
第６回「弁護士事務所─共同化／大規模化の可能性とその問題点─」
・我が国の弁護士事務所の規模は、先進諸国のそれと比較するならば概して小規模であるが、近
年、渉外事務所を中心とする一部の弁護士事務所で大規模化の動きが生じている。そうした現状を
踏まえて、弁護士事務所の共同化／大規模化を促す要因は何なのか、共同化／大規模化にはどのよ
うなメリットがあるのか、共同化／大規模化に伴い弁護士の活動形態や職業倫理にどのような変化
が生じるのか、個人事務所が存続する可能性はあるのか等を検討する。
第７回「弁護士会の役割」
・我が国の弁護士の特色のひとつとして、全員加盟制の弁護士会が存在し、その弁護士会が集団的
自己規律の仕組み維持していることを挙げることができる。弁護士会への加入が弁護士としての職
務を行うための前提条件とされていることが、弁護士の自己理解や職業的活動にどのような影響を
及ぼしているのかを理解するとともに、社会のなかで専門職集団としての弁護士会が果たすべき役
割について検討する。
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授業内容・
授業計画②

第８回「弁護士・依頼者関係─法の論理と生活世界─」
・弁護士が依頼者である一般市民と接するときに、そこで何が生じているのかを、ミクロ社会学的
な権力論や言説分析等の視角からの問題提起を踏まえつつ分析するとともに、まったくの法の素人
である依頼者の視点から見たとき、弁護士と依頼者との望ましい関係とはどのようなものなのかを
検討する。
第９回「法律相談と弁護士」
・法律相談は、法の素人である一般市民が弁護士と最初に接触する場であり、それゆえに、生活世
界に根ざした一般市民の世間常識と法の論理とが交錯する場でもある。このような場において繰り
広げられる弁護士と一般市民とのコミュニケーションのプロセスにおいて、専門家たる弁護士が陥
りやすい種々の陥穽についての基本的な認識を踏まえたうえで、弁護士と一般市民との望ましいコ
ミュニケーションのあり方について検討する。
第１０回「ＡＤＲと弁護士」
・多様なＡＤＲ（裁判外紛争処理制度）の仕組みを、裁判手続と比較対照しつつ概観したうえで、
ＡＤＲはそもそも何を目指すべきなのかを考え、それを踏まえたうえで、弁護士は、紛争当事者の
代理人として、ＡＤＲにどのようにかかわっていくべきなのかを検討する。
第１１回「民事訴訟と弁護士」
・紛争当事者の民事訴訟手続からの疎外という問題に焦点を合わせ、民事訴訟における紛争当事者
とその代理人たる弁護士との役割分担や、相互のコミュニケーションのあり方等について検討する
とともに、紛争当事者が民事訴訟制度ないしは裁判手続に寄せる様々な期待に、弁護士は、どの程
度、どのように応えていくべきなのか考える。
第１２回「刑事事件と弁護士」
・検察官の広範な起訴裁量、きわめて低い無罪率、接見交通の制限、国選弁護の実態等の我が国の
刑事司法の現実についての理解を踏まえたうえで、また、裁判員制度の導入に伴って刑事弁護実務
に生じている変化を概観したうえで、刑事弁護のあるべき姿を考える。
第１３回「企業法務と弁護士」
・企業法務部と顧問弁護士の実態を概観したうえで、企業は弁護士に何を求めているのかを考える
とともに、企業の社会的責任の実践やコンプライアンスを確保するために弁護士が果たすべき役割
について検討する。また、今後の我が国における企業内弁護士の存在意義や可能性、企業内弁護士
の増加が職業集団としての弁護士に及ぼす影響についても、あわせて検討する。
第１４回「弁護士の公益活動」
・当番弁護士制度、公設弁護事務所、市民オンブズマン活動等の弁護士がこれまで行ってきた公益
活動を概観したうえで、弁護士にとって「公益」を指向することがどのような意味を有するのかを
考え、それを踏まえて、社会のなかで弁護士および弁護士会が果たすべき役割について改めて検討
する。
第１５回「期末試験」

事前学習としては、各回の授業の前に、その回の指定文献を精読し、その要点を把握しておくこと
を求める。また、事後学習としては、各回の授業での議論を改めて振り返り、何が重要なポイント
事前・事後学習
とされていたのかを再確認するとともに、授業の際に配付した統計的データ等がいかなる事実を指
の内容
し示しているのかについて、十分に復習しておくことを求める。

評価方法

相対評価
小テスト（第７回および第１４回の授業時間中に実施する）：２０％、学期末試験（筆記試験）：
８０％

この授業は、司法試験を受験する際に役立つような知識や技能を習得することではなく、司法試験
受講生へのコメ を乗り越え、法曹資格を得て、法曹実務に携わるようになった後に役立つ知識やものの見方を身に
つけることを目的としている。そのような授業であるということを念頭において、各回の授業に臨
ント
んで欲しい。

教材

指定文献を複写し製本したものを、後期授業開始前に受講者全員に配布する。また、それに加え
て、各回の授業の際に、統計データ等の追加的な資料を適宜配付する。
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授業コード

JP31020021

科目授業名

法哲学

開講年度・学期

2019年度後期

必修・選択

選択必修

授業形態

講義

英語科目授業名 Philosophy of Law
科目ナンバー
単位数

2単位

担当教員氏名
（代表含む）

早川

科目の主題

のぞみ

法哲学は，主に「法の一般理論」・「法解釈論」・「正義論」という3つの問題領域を扱う。第
一に，法の基本的特質や法体系の構造，権利の概念など，「法とは何か」を明らかにする（「法の
一般理論」）。第二に，裁判官はどのような仕方で法的判断を下すのか，法の解釈および適用の方
法と構造について分析する（「法解釈論」）。第三に，自由や平等など，法の実現すべき目的とは
何かを理論的に探究する（「正義論」）。現実の裁判で解決の困難な事件が起きたとき，どのよう
に法的に正しい判断を導くのだろうか。法をいかに解釈するべきかという解釈の問題は，その根底
において，法の目的は何か，そして，法規範とはどのような規範的性質を有するのか，といった法
哲学の理論的な基礎づけにも起因していると思われる。
講義では，20世紀を代表する法哲学者たち——H.ケルゼン，H.L.A.ハート，R.ドゥオーキンなど——
を取り上げながら，それぞれの法理論の全体像の特徴と相違を学んでいく。この授業を通して，受
講生のみなさんに，より合理的な法理論・法解釈論とはどのようなものかについて，じっくりと考
えてもらいたいと思う。

・法哲学の基本用語（法の概念，法実証主義と自然法論，正義論，法的三段論法など）を説明でき
る。
・授業で取り上げる法哲学者たちの法理論の内容や違いを理解した上で，説明できる。
授業の到達目標
・解決困難な具体的事例について，受講者自身が合理的と考える法理論に立ち返りながら，法的に
判断する能力を修得する。
１

授業内容・
授業計画①

法哲学の問題領域
法哲学の3つの問題領域について概説する。具体的なハード・ケースをいくつか取り上げて，裁
判官の間で法解釈がどのように分かれるのかを分析し，なぜそれらの解釈が分れるのか？解釈の正
しい方法とは何かといった法解釈をめぐる根本的な問題について整理する。
２ 具体的事例から考える（１）
悪法問題が問われる裁判事例を取り上げ，「悪法は法か？」という問題をめぐる見解の対立を読
み解いていく。
３ 具体的事例から考える（２）
前回に続き，悪法問題の根本にある「法とは何か」という問題について——自然法論と法実証主義
の対立——について検討する。
４ 伝統的自然法論と古典的法実証主義
法思想史的な視点から，伝統的自然法論とイギリスの古典的法実証主義の流れをそれぞれ追う。
５ 現代法理論の展開（１）
H．ケルゼンの法実証主義の全体像について学ぶ。教科書「第1章 20世紀法理論の出発点——ケル
ゼンの純粋法学——」を扱う。
６ 現代法理論の展開（２）
H.L.A.ハートの法実証主義の全体像について学ぶ。教科書「第2章 法理論における言語論的転
回——ハートの『法の概念』——」を扱う。
７ 現代法理論の展開（３）
前回に続き，H.L.A.ハートの法理論を扱う。ここでは，ハート・デヴゥリン論争を取り上げ，実
定法によって法を防御しようとする法実証主義的な見方について検討する。教科書「補論 ハート
理論における「法と道徳」」を扱う。
８ 現代法理論の展開（４）
R．ドゥオーキンの法理論の全体像について学ぶ。教科書「第3章 解釈的実践としての法——ドゥ
オーキンの解釈的アプローチ——」を扱う。
９ 現代法理論の展開（５）
ポストモダンの法理論について学ぶ。教科書「第4章 ポストモダン法学——批判法学とシステム
理論——」を扱う。
10 法の目的と正義（１）
法の目的と正義の関係について概説する。また，現代正義論の大まかな見取り図を整理する。功
利主義の正義と権利論①（J.ロールズの正義論）を取り上げる。
11 法の目的と正義（２）
前回に続き，権利論②（リバタリアニズム）とコミュニタリアニズムの正義論を取り上げる。
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12

授業内容・
授業計画②

法解釈論（１）
法的思考について（法命題の基本構造，具体事例への法の適用方式である法律学的三段論法，大
前提・小前提の作成など）について概説する。また，制定法主義と判例法主義を取り上げ，それぞ
れの法的思考様式の違いについて検討する。
13 法解釈（２）
解釈の手段，制定法の解釈の目的（立法者意思説と法律意思説）について概説する。また、アメ
リカ合衆国を中心に法解釈方法論の理論展開について紹介する。
14 総括
最後に，授業全体の総括として，アメリカ合衆国における人工妊娠中絶事件（いわゆるロー判
決）を取り上げて，裁判官たち，法哲学者たちが，このケースをどのように解釈するかを分析し，
それぞれの寄って立つ法理論的な立場との結びつきについて考察する。
15 期末試験

毎週，教科書の指定した箇所，あるいは，事前に指定する資料を読んで授業に参加すること。ま
た，授業後の復習としては，授業で取り上げた内容についての参考文献等を読みながら，その内容
事前・事後学習
理解を深めること。
の内容

評価方法

絶対評価
期末試験

90％，平常点（講義における質疑応答および議論への参加状況）10％

法哲学というと固いイメージがあるかもしれませんが，く具体的な裁判事例など馴染みやすい素材
をできるだけ多く取り入れながら，進めていきたいと思います。また，講義では，質疑応答および
受講生へのコメ
議論を自由・活発にできるような環境も心がけていきたいと思います。
ント

教材

【教科書】
中山竜一『二十世紀の法思想』（岩波書店，2000年）
【参考書】
法哲学全体を概説するものとして：
・田中成明『現代法理学』（有斐閣，2011年）
・平野仁彦,亀本洋,服部高宏『法哲学』（有斐閣，2002年）
法解釈論に焦点を当てるものとして：
・青井秀夫『法理学概説』 （有斐閣，2007年）
その他の参考書については，初回の授業で紹介する。
【その他】
授業の進行のためにレジュメを配布します。また，授業で取り上げる資料については，適宜，紹介
または配布する。
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授業コード

JP31030010

科目授業名

日本法制史

開講年度・学期

2019年度後期

必修・選択

選択必修

授業形態

講義

英語科目授業名 Legal History of Japan
科目ナンバー
単位数

2単位

担当教員氏名
（代表含む）

安竹

科目の主題

貴彦

近世後期〜明治初年における法・制度の連続と断続−それを担った人々にも留意しつつ−

上記の時期を主な素材に、時にそれ以前にも遡りつつ、所与のものと考えられがちな刑事法上、民
事法上・裁判制度上の諸原則について、その歴史的な形成過程と意義、問題点などを考えてみたい
と思います。これにより、現行の法・制度を相対的に時に批判的に見る目を養いたいと考えていま
す。授業では日本法制史の概説書、参考文献（主に法制史論文）による予習を推奨し、各回講義の
授業の到達目標 冒頭や途中で問題提起とそれに対する質疑応答を行ない、その上で重要な論点を中心に説明を行な
います。原則として講義形式の授業ですが、質疑応答や議論をまじえ、中間に小レポート（1 回）
の提出も求めます。
また、希望者を対象に行刑施設などの参観（但し、正規時間外の可能性大）も実施したいと考えて
います（前回は刑務所参観を実施）。

授業内容・
授業計画①

第１回 法曹志望者が法制史を学ぶ意義
明治初年の大阪府の刑事判決を主な素材とし、そこからうかがわれる当時の「実務法曹」の法意識
を紹介することで、法制史を学ぶ意義について考える。参考資料として、「諸吟味書」（安竹・
「諸吟味書」研究会、法学雑誌連載中）・「刑事御仕置伺書綴」（安竹・西川哲矢、法学雑誌2012
〜16）、牧英正・安竹『大阪「断刑録」−明治初年の罪と罰』（阿吽社、2017）など。
第２〜４回 近世〜近代における刑事裁判
江戸幕府・紀州藩・高野山などの吟味筋（刑事裁判）の特徴を概説し、なかでも「召捕と捜査」
「司法と行政の未分離」「自白の有する意義と拷問」「裁判の独立」などの論点に重点を置いて考
察を加える。
その後、明治期における断獄手続や治罪法などを主な素材として、刑事裁判の近代化の過程を概観
するとともに、近世の刑事手続が有した問題点の克服とその残存につき、「精密司法」と評される
現行刑事訴訟制度との連続性・断続性を念頭に置きつつ論じる。
参考文献として、大平祐一「『日本的特色』の歴史的探求について—「精密司法」と江戸幕府の刑事
手続について」（『「日本型社会」論の射程—「帝国化」する世界の中で』所収、文理閣、2005）、
青木人志『大岡裁きの法意識−西洋法と日本人−』（光文社新書、2005）、「18 世紀半ば〜19 世紀
初めにおける大坂町奉行所の捜査・召捕とその補助者」（清文堂、2015）など。
また参考資料として、紀州藩牢番頭家文書編纂会編『城下町警察日記』『城下町牢番頭仲間の生
活』（清文堂、2003、2009）、和歌山の部落史編纂会編『和歌山の部落史 前近代Ⅰ・Ⅱ』（明石書
店、2013.14）など
第５・６回 刑罰について考える〜特別予防と一般予防、罪刑法定主義など〜
江戸幕府や各藩および明治期の刑罰体系・行刑制度の変遷について概観することで、「特別予防主
義」の採用とその意義を検討し、「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」、ＰＦＩ刑
務所などについて考える契機とする。また、「罪刑法定主義」の形成過程とその意義について再考
するとともに、それに影響される条文の形式についても論を進める。参考文献として、石井紫郎他
編『日本近代思想大系７ 法と秩序』（岩波書店、1992 年）、重松一義『日本獄制史の研究』（吉
川弘文館、2005）、拙稿「紀州藩の生命刑と牢番頭−『国律』成立以前を中心に」（部落問題研究
201、2012）、「紀州藩の追放刑と牢番頭」（和歌山人権研究所紀要第４号、2013）、高塩博『近世
刑罰制度論考−社会復帰をめざす自由刑』（成文堂、2013）、牧・安竹、上掲書など。
第７・８回 近世における民事裁判
江戸幕府による出入筋(民事訴訟)の特徴と変遷過程を概説する。なかでもその特徴である「地域性
と統一性」の問題を、江戸・京都と大坂とを、債権者保護と債務者保護、内済と取扱人・身代限な
どの論点を通じて比較することにより、近代との連続・断続を考察する素材を提供する。その後明
治初年の聴訟手続を主な素材とし、民事判決原本なども利用しながら、勧解や身代限法制、民事に
おける代言活動など、民事裁判の近代化の過程をいくつか紹介すると同時に、刑事裁判との差異・
類似についても考察を加える。参考文献として、神保文夫「江戸幕府出入筋の裁判における本公
事・金公事の分化について」（法制史研究45、1996）、 拙稿「寛保〜延享期における大坂町奉行
所の金銀出入取捌法改革」（大阪商業大学商業史博物館紀要８、2007）、宇佐美英機『近世京都の
金銀出入と社会慣習』（清文堂、2008）。
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授業内容・
授業計画②

大平祐一「『出入』の終了─江戸時代の民事訴訟手続─」（立命館法学327・328、2009）「判決が
でたあと─江戸時代の『訴訟社会』像」（夫馬進編『中国訴訟社会史の研究』所収、2011、京都大
学学術出版会）吉田正志「賭けと裁判−湯起請・鉄火・起請文・公事銭−」（『法文化のなかの創造
性−江戸時代に探る』、創文社、2005）、林屋礼二・石井紫郎・青山善充編『図説 判決原本の遺
産』（信山社、1998 年）『明治前期の法と裁判』（信山社、2003 年）林屋礼二・菅原郁夫・林真
貴子編『統計から見た明治期の民事裁判』（信山社、2005）、藤原明久「明治九年太政官弟99 号布
告債権譲渡法の成立と展開」（神戸法学雑誌58-2、2008）など。
第９回 刑事と民事の分化について考える
近世における吟味筋（刑事裁判）と出入筋（民事裁判）の境界上の手続を紹介し、手続法が存在し
ないところで吟味筋と出入筋をどのように区別していたのかを探る。参考文献として、大平祐一
「人殺出入(1)・(2)−江戸幕府評定所における刑事事件の審理とその特徴」（立命館法学365・366、
2016）、同「江戸幕府の刑事裁判と『手続の選択』−『吟味筋』かそれとも『出入筋』か」（水林彪
ほか編『法と国制の比較史−西欧・東アジア・日本』所収、日本評論社、2018）、同「刑事裁判と
『私人による出訴』」（立命館法学377、2018）、奥村郁三「唐代裁判手続法」（『法制史研究』
10、1959）、同「断獄律・依告状鞫獄の条について−律令の糾問主義と弾劾主義」（法学雑誌11-2、
1964）、寺田浩明『中国法制史』（東京大学出版会、2018）
第10・11 回 法曹養成制度について考える
近世における実務法曹や公事宿、明治期における判事・検事・代言人など法曹養成制度・試験制度
などの変遷と老朽司法官淘汰の過程、あるいは彼らに求められた素養の変化などについて概観す
る。参考文献として神保文夫「幕府法曹と法の創造−江戸時代の法実務と実務法学」（『法文化のな
かの創造性−江戸時代に探る』、創文社、2005）、拙稿「明治初年大阪の行政・司法組織−その人的
資源の供給源」（『近代大阪と都市文化』大阪市立大学文学研究科叢書４、清文堂､2006）同『「大
坂町奉行所」から「大阪府」へ（１）・（２・完）−幕末から明治初年における町奉行所与力・同心
の動向を中心に−』（奈良法学会雑誌12 巻３・４号、13 巻２号、2000〜2002）など。
第12・13 回 「自律性の縮減」の過程について考える
中世〜近世の喧嘩両成敗法、式目密懐法、近世の密通仕置・敵討・妻敵討、刑罰としての下手人な
どを主な素材とし、さらに明治初年大阪府の刑事判決録にみえる幾つかの事件も紹介しつつ、近世
〜近代にかけての「自律性の縮減」の過程を概観し、「自力救済」や刑事裁判における被害者参加
制度などの論点について考える手掛りとする。主な参考文献として勝俣鎮夫『戦国法成立史論』
（東京大学出版会、1979 年）、牧英正「下手人という仕置の成立」（『法制史学の諸問題』所収、
1971 年）、清水克行『喧嘩両成敗の誕生』（講談社選書メチエ、2006）、谷口眞子『武士道考−喧
嘩・敵討・無礼討ち−』（角川叢書、2007）など。
第14 回 「法的安定性」と「具体的妥当性」について考える
幕府法および明治初年の判例などを素材に、「法的安定性」と「具体的妥当性」の関係について考
える手掛りを与える。参考文献として我妻栄『法律における理屈と人情』、末広厳太郎『嘘の効
用』、石井紫郎『日本国制史研究Ⅱ 日本人の国家生活（東京大学出版会、1986 年）、拙稿「近世
幕府法における『作略』の意義と機能」（「法学雑誌」37−4、38−1、1991 年）など。
第15 回 期末試験

各回講義時に、次回使用予定の担当教員が作成したレジュメと史料を配布する。レジュメには下記
拙稿の参考ページを記入しておくので、講義前にこれに目を通しておくこと。講義はその前提で進
事前・事後学習 行する。
また、シラバスに記載した参考文献のうち、いくつかは配布するので、聴講後に補足資料として熟
の内容
読しておくこと。小レポートはこの参考文献のなかから課題を出す。

評価方法

絶対評価
平常点（各講義における質問や議論への参加の状況）：15％
小レポートによる評価：15％
学期末の試験：70％

みなさんへの質問については、歴史的事実を問うものではありませんので、積極的に応答してくだ
受講生へのコメ さい。また、常に現代の法・制度と比較する視点を持ち続けるよう努力してくたさい。
ント

教材

講義全体を通じた参考書として、拙稿「江戸〜明治初年における法・制度の変遷」（元は2004 年度
本学インターネット講座に使用したもので、現在は非公開。その後毎年改訂）を使用する。本講義
の開講までに印刷の方法で配布を行う。講義はこれに目を通したという前提で行う。また、上記参
考文献のうち、幾つかはやはり事前に配布する。
さらに、古代〜近代までの日本法制史の近年の概説書として、浅古弘・伊藤孝夫・梅田信廣・神保
文夫編『日本法制史』（青林書院、2010）がある。また、日本近代法制史の概説書としては、川口
由彦『日本近代法制史 第2 版』（サイエンス社、2014）がある。
さらに、明治初年の大阪府・大阪裁判所による刑事判決を素材にした牧・安竹、上掲書など。
なお、各回の講義には、担当教員が作成した史料とレジュメを主とする教材を使用する予定。
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授業コード

JP31050010

科目授業名

英米法

開講年度・学期

2019年度後期

英語科目授業名 Anglo-American Law
科目ナンバー

JAFUN7904

必修・選択

選択必修

単位数

2単位

授業形態

講義

担当教員氏名
（代表含む）

勝田

科目の主題

卓也

論理的整合性よりも個々の事件の具体的な妥当性を重視する英米法は、大陸法とは基本的に性質が
異なると言われる。英米法についての基本的な知識の獲得と、アメリカ法の特徴的な制度への理解
の深化が主題である。

この講義では、英米法の基本的な知識、判例法の思考方法や現代的な諸問題を理解するために重
要な歴史的事象、そして法制度の全体像を把握することを主たる目標とする。その上で、法と裁判
所が社会の中で非常に大きな役割を果たしているとされるアメリカ法の興味深い側面を具体的事例
に則して検討する。手厚い身分保障の与えられた裁判官が政治部門から独立して法的正義を実現す
るというのが違憲立法審査制度の基本的な考え方であり、アメリカの最高裁は人種差別や刑事裁判
手続といった領域において、弱者の権利を擁護する判決を下してきたとされる。しかし、このよう
な見方は近年否定されつつある。最高裁こそが、議会よりも民主的な政治部門であるというのであ
授業の到達目標 る。裁判所が社会に大きなインパクトを与えることはほとんどないのではないか？リベラルな裁判
所の判決はむしろ政治の保守反動化を促すのではないだろうか？アメリカ法の実像を理解するのが
この授業の目標の一つである。
実務家の養成を基本的な使命とする日本の法科大学院において外国法（英米法）を学習する意味
を意識しながら授業を進める。陪審制度や司法の独立（司法権の優位）など、英米法（とりわけア
メリカ法）のうち、日本人には理解しにくい側面に焦点を当てるが、同時に、こうした、外国法の
うち日本法とは異なる独特な部分に焦点を当てることが、日本の法制度と法にかかわる問題につい
てどのような意味を持つのかを考えたい。これがもう一つの目標である。

授業内容・
授業計画①

(1) 英米法の歴史と基本的特徴
英米法の核心であるコモン・ローの歴史は中世イングランドに遡る。コモン・ローはどのように
して形成されたのか。コモン・ローは社会の変化にどのように適応してきたのか。
(2) 判例法主義
英米判例法の最重要原理である先例拘束性の原理を学ぶ。英米において裁判官は先例を尊重する
法的な義務を負う。イギリスとアメリカにおける先例拘束性の原理のあり方を検討する。
(3) 先例変更に関わる理論的問題
英米においても先例の変更はある。遡及的適用など、先例変更に関わる理論的な問題を検討す
る。
(4) 司法制度
英米では法曹一元が採用されているほか、その司法制度には日本とは根本的に異なるいくつかの
特徴がある。英米における司法制度と法学教育を概観する。
(5) 陪審制度：その１
一般市民の中から無作為に選出された陪審員が、裁判官から独立して事実認定を行う陪審制度
は、英米法の際立った特徴である。陪審制度の基本的な特徴と問題点を検討する。
(6) 陪審制度：その２
イギリスで陪審審理の縮小傾向が見られるのに対して、アメリカでは民事、刑事共に広く陪審裁
判が行われており、陪審に強い信頼が寄せられている。アメリカにおける陪審への信頼の背景には
どのような事情があるのか、陪審の手続と歴史を参照しつつ検討する。
(7) アメリカ憲法の基本的構造
合衆国憲法の基本的な構造、特に人権保障の仕組みを学ぶ。連邦制の下では、どのような構造に
よって基本的な人権が保障されるのか。建国当時から現代に到るまでの歴史を踏まえた上で、憲法
上の構造を理解する。
(8) アメリカにおける違憲立法審査権の確立
アメリカにおいて違憲立法審査権を確立したとされる1803年のマーベリ対マディソン事件判決を
検討する。アメリカの連邦最高裁は今日では違憲立法審査権を活発に行使しているが、その端緒と
されるマーベリ判決の実像を探り、法と政治の関わり合いを理解する。
(9) 連邦の一体性と司法部門
19世紀半ば、米国は奴隷制をめぐり分裂の危機を迎える。最高裁は1857年のドレッド・スコット
事件において南部奴隷州の利益を擁護する党派的な判決を下したとされる。国家分裂の危機に際し
て、司法部門はどのような役割を果たすべきなのか。
(10) 再建期の法的課題
南北戦争後の米国南部では、広く人種分離制度が行われていた。法の平等保護を保障する合衆国
憲法の下で、人種分離制度が容認されるのか。連邦政府は解放された黒人の権利を保護するために
何をなすべきなのか。19世紀末の公民権事件判決やプレッシー対ファーガソン判決等を検討する。
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授業内容・
授業計画②

(11) ブラウン判決
最高裁は1954年のブラウン対教育委員会事件判決において先例を変更し、人種別学を違憲とし
た。この先例変更はいかにして可能となったのか、ブラウン判決はいかなる意味で重要であったの
か。米国最高裁の200年を超える歴史のなかでも記念碑的な地位を占めるブラウン判決を総合的に
検討する。
(12) アメリカの死刑制度
現在米国では、いわゆる先進国の中で死刑が最も頻繁に執行されている。なぜアメリカでは死刑
が頻繁に執行されるのかをアメリカ国内の制度的、文化的背景から理解する。また、近年最高裁が
死刑制度に関する判例の中で諸外国の動向に言及したことが大きな問題となった。アメリカの死刑
制度をめぐる問題を国際的な観点から検討したい。
(13) 同性婚
アメリカの最高裁は2015年に、同性婚について画期的な判決を下した。わずか2年前には同性婚
の問題を扱いかねた最高裁が同性婚を禁止することが憲法上許されないとしたのである。最高裁の
急速な態度の変化の背後にある事情を探る。
(14) まとめ（ワイルド・カード）
授業全般の締めくくりとして、総括的な学習をするか、米国における最近の興味深い判例を取り
上げて検討するか、いずれかを行う。
(15) 期末試験

あらかじめ指定された資料（数十頁）を事前に読むことが必要である。授業内容がどの程度理解で
事前・事後学習 きたかによるが、復習のために資料を読み直す必要がある。
の内容

評価方法

絶対評価
期末試験70％、中間試験（第8回を目途とする）30％の割合で評価する。

参加者には、アメリカ史についての基本的な知識が当然の前提として求められるだけではなく、ア
受講生へのコメ メリカという国の歴史と文化についての旺盛な知的好奇心が期待される。授業中の質問と発言を歓
ント
迎する。

教材

田中英夫『英米法総論（上・下）』（東京大学出版会、1980）
配付資料
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授業コード

JP31060010

科目授業名

中国法

開講年度・学期

2019年度前期

英語科目授業名 Chinese Law
科目ナンバー

JAFUN7905

必修・選択

選択必修

単位数

2単位

授業形態

講義

担当教員氏名
（代表含む）

王

科目の主題

授業の到達目標

授業内容・
授業計画①

晨

本講義では、現代中国私法の概説を行う。主に民法総則、物権法、契約法、婚姻法、相続法及び不
法行為責任法を対象とする。

中国私法の主要分野について、基本的知識を獲得することを目標とするとともに、中国に固有の
「法」の姿及びその普遍的価値を明らかにしたいと思う。

(1) 現代中国法の歴史
清末以降の近代法・中華人民共和国成立以来の法の歴史を概観する。現代中国法全体の見通しを得
ることを目標としている。
(2) 民法総則(その一)
中国における民法典編纂に解説を行う。民法典草案の制定過程における論争も紹介する。
(3) 民法総則(その二)民法総則における基本規定(基本原則、法の適用など)について解説を行う。
その際、「民法通則」に加え、2017年の新「民法総則」も素材として考察する。『中国民法判例と
学説研究 総則編』の判例も適宜に紹介する。
(4) 民法総則(その三)
民事主体(自然人、法人、非法人組織)について解説を行う。その際、「民法通則」に加え、2017年
の新「民法総則」も素材として考察する。『中国民法判例と学説研究 総則編』の判例も適宜に紹
介する。
(5) 民法総則(その四)民事権利、民事権利の客体について解説を行う。人身の権利、財産権のほか
に知的財産権も取り上げる。
(6) 民法総則(その五)
民事法律行為・代理・時効の順に解説を行う。その際、「民法通則」、「契約法」を加え、2017年
の「民法総則」も素材として考察する。『中国民法判例と学説研究 総則編』の判例も適宜に紹介
する。
(7) 物権法(その一)
総則、所有権の順に解説を行う。その際、2007年の「物権法」を題材にして、その内容、特徴につ
いて考察する。社会主義社会にとって、所有とは、何かを考える。『中国民法判例と学説研究 物
権編』の判例も適宜に取り上げる。
(8) 物権法(その二)
用益物権、担保物権、占有の順に解説を行う。その際、2007年の「物権法」を題材にして、その内
容、特徴について考察する。社会主義市場経済における用益物権の重要性を考察する。『中国民法
判例と学説研究 物権編』の判例も適宜に取り上げる。
(9) 債権法(その一)
「契約法」の解説を行う。その際、1999年の「契約法」とともに、2018年の「民法典各分編草案・
契約編」を一つの素材とする。社会主義市場経済にとって債権の重要性を指摘する。『中国民法判
例と学説研究 債権編』の判例も適宜に紹介する。
(10) 債権法(その二)
不法行為法の解説を行う。その際、2009年の「不法行為責任法」を題材にして、その内容、特徴に
ついて考察する。不法行為法の現代化は、一つの重要な視点になる。『中国民法判例と学説研究
債権編』の判例も適宜に紹介する。
(11) 人格権法
一般人格権、生命健康権、姓名権・名称権、肖像権、名誉権、プライバシー権を項目にして取り上
げる予定。その際、「民法総則」に加え、2018年の民法典各分編草案・人格権編を一つの素材とし
て考察する。『中国民法判例と学説研究 不法行為編』の判例も適宜に紹介する。
(12) 婚姻法
婚姻法の基本原則、婚姻、夫婦関係、離婚、親子、扶養という項目で解説を行う。「婚姻法」に加
え、民法典各分編草案・婚姻家庭編の内容についても検討する。『中国民法判例と学説研究 親族
相続編』の判例も適宜に取り上げる。
(13) 相続法
相続財産、法定相続、遺言相続、遺贈扶養取決め、特別縁故者制度という項目で解説を行う。「相
続法」を加え、民法典各分編そう・相続編も取り上げる予定。『中国民法判例と学説研究 親族・
相続編』の判例も適宜に紹介する。
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授業内容・
授業計画②

(14) 民事訴訟法
調停優先の原則とその変化、職権探知主義とその変化、限定的処分権主義、民事訴訟の主な手続
き、「民事訴訟法」の整備という項目で解説を行う。民事訴訟法関連の判例も紹介する予定(『人
民法院判例選』)。
(15) 期末試験。

テキストの指定された範囲を予習して理解するとともに、学習内容を身につけるために復習してお
くこと。
事前・事後学習 なお、「中国民事法の判例から見た中国法のアイデンティティについて」というレポートの課題が
の内容
ある。前期の後半に出すことになっている。

評価方法

絶対評価
期末試験70％、平常点(授業における議論の参加状況15％、レポート15％) 30％

21世紀は、アジアの世紀であると言われている。中国法は、これからの国際社会において、ますま
受講生へのコメ す重要になってくる。現在又は未来のアジアの秩序にとって不可欠になっている中国法であるゆえ
に多数の学生諸君の受講を希望する。
ント

教材

教員が作成した「中国法」教材・資料を配布する予定。授業は、主にそれに沿って行う。参考書と
して、高見澤磨ほか著『現代中国法入門第7版』(有斐閣、2016年)、小口彦太・田中信行著『現代
中国法 第２版』(成文堂、2012年)、高見澤磨・鈴木賢編『要説中国法』(東京大学出版会、2017
年)を指定する。
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授業コード

JP41010010

科目授業名

租税法

開講年度・学期

2019年度前期

必修・選択

選択必修

授業形態

講義

英語科目授業名 Tax Law
科目ナンバー
単位数

2単位

担当教員氏名
（代表含む）

渕

科目の主題

授業の到達目標

授業内容・
授業計画①

圭吾

法律家にとって是非とも理解しておくべき，租税法の基礎理論，とりわけ，所得課税の法的仕組み
の背後にある（条文に書かれていない）考え方を伝授する。

所得の帰属，所得概念，費用収益対応の原則，所得分類を貫く論理，といった，条文には書かれて
いない租税法の基本的なものの考え方を身につける。

第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

所得課税への招待（所得税法の体系と問題群）
所得とは何か？（所得概念）
誰の所得か？（所得の帰属）
収入金額とは何か？（収入金額の意義）
現物支給も収入金額？（収入金額の範囲）
いつの収入金額か？（収入金額計上のタイミング）
必要経費とは何か？（必要経費の意義）
消費のための支出と資本的支出（必要経費にならない支出）
なぜ所得分類があるのか？（所得分類の歴史と機能）
投資活動・事業活動からのリターンはどの所得？（利子・配当・事業・不動産所得）
人的役務の提供と所得分類（給与・退職所得）
先祖伝来の土地を売ったらどうなる？（譲渡所得）
宝くじの当選金に所得税が課されるのか？（一時・雑所得）
実際にどうやって所得税を計算するのか？（損益通算，所得控除等）
到達度の確認（期末試験）

事前学習としては，指定した裁判例を読んできてもらうことがある（指示する）。
事前・事後学習 事後学習としては，短時間でもいいので，重要と思われる概念や判例についてその意味内容を確認
する作業を行って欲しい。
の内容

評価方法

絶対評価
学期末試験80パーセント，授業内での発言の質・授業運営への貢献20パーセント

日本とアメリカの判例を紹介しつつ，できるだけ具体的なイメージを持ってもらえるように努めま
受講生へのコメ す。
ント
こちらで用意する。参考文献として，中里実ほか編『租税法概説（第3版）』がある。
教材
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授業コード

JP41030010

科目授業名

環境法

開講年度・学期

2019年度後期

英語科目授業名 Environwental Law
科目ナンバー

JAAPP8903

必修・選択

選択必修

単位数

2単位

授業形態

講義

担当教員氏名
（代表含む）

山村

恒年

憲法・行政法・民法・労働法を基礎にした環境法の学習
科目の主題
環境基本法の基本理念が個別環境法の解釈にどのように反映されるべきかについて、憲・民・行
政・労働法との関係を重要判例の分析を通じて考える能力を取得する。
授業の到達目標 そのための環境法事件の情報取得能力の向上を図る。

授業内容・
授業計画①

（１）環境法制の基本的仕組とシステム（第１回）
基本法、基本計画、環境基準、排出基準、公害防止協定（最判平21.7.10判時2058-53）
（２）環境法の基本理念と権利（第１回）
接続可能な発展、環境権、自然享有権、自然の権利、景観権の考え方
（３）公害規制と救済法システム（初回に交付する判例に基づき報告担当の報告と討議）（第２回
〜第１４回）
・ 関西水俣病 最判平16.10.15は、関連法令をどのように使って救済したか？
・ 公害規制法の規制権限の不行使に対する行政訴訟による事前と事後救済の法理は？最判平
16.4.27
・ 公害企業に対する民事差止訴訟と行政訴訟による差止手続の差異は？
・ 熊本水俣病認定申請却下訴訟 大阪地判平22.7.16、最判平25.4.16
・ アスベスト（石綿）工場労働者健康被害訴訟 京都地判平28.1.29、大阪高判平30.9.20、
最判平26.10.9
・ 国立マンション景観訴訟 東京地判平14.12.18、最判平18.3.30
良好な景観の「大学通り」に面して建てられた高さ４３ｍの２０ｍをこえる部分の撤去を
求める訴訟。
これに関連する訴訟は、近隣住民対市（長）対建設・販売業者間の３面訴訟で１０件ほど
提起された。
最高裁は「景観権」を法律上の利益と認める。
・ 廃棄物処理場建設許可。東京高判平23.2.7、同処理場措置命令義務づけ最24.7.3
自然保護法の特別区域での廃棄物処理場許可差止め訴訟
・ 小田急線高架訴訟 東京地判平13.10.3、最判平18.11.2
騒音振動公害の未然防止のための都市計画行政訴訟における争い方の論点
・ 公共事業都市計画訴訟による公害対策の環境アセスメントを争う
期末試験（第１５回）

【事前学習】
環境法の基本的枠組みとポイントについては、初回の講義でレジメを配布して講義する。
報告担当者は、事前に判例リストを配布するので、あらかじめ第１希望、第２希望を決めておく
こと。
担当者は、レジメを人数分コピーして当日配布すること。その他の参加者も事前検討しておくこ
と。
資料は教室でパソコンからスクリーンに映すことができる。
事前・事後学習
毎回１人コメントを担当してもらうので希望を決めておくこと。
の内容
各判例は、行政・環境判例百選・判例地方自治に解説があるものが多い。それを参考にして検討
する。
【事後学習】
講義の内容を整理して、関連文献を読み、知識の定着を図ること。授業で指摘した事項をまと
め、事例問題に取り組むこと。

評価方法

絶対評価
期末試験 70％
平常点 30％（報告内容、授業における質問や発言、議論への参加状況）
詳細については、初回授業時に説明を行う。
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判例は社会的に著名な事件が多いので、演習の前にテーマの事件については、インターネットで事
受講生へのコメ 件の位置、背景、コメントを調べておき、報告時現物を複写機で映し、説明できるようにするこ
ント
と。
山村恒年「環境法入門」（全訂３版）昭和堂 品切（アマゾンで数冊。800円位。これのコピーは
配布する。）
大塚 直 「環境法BASIC」有斐閣
「環境判例百選」有斐閣
北村喜宣「環境法」弘文堂 3,300円＋税
以上、以下の本は、大学の図書室に備えつけられている。
教材

大塚・北村「環境法ケースブック」（第２版）有斐閣
山村恒年「行政法と合理的行政過程論」 慈学社（時価8,000円を4,000円で）
〃
「環境保護の法と政策」信山社（アマゾン）
〃
「自然保護の法と戦略」（２版）有斐閣
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授業コード

JP42010010

科目授業名

消費者法

開講年度・学期

2019年度後期

英語科目授業名 Consumer Law
科目ナンバー

JAAPP8905

必修・選択

選択必修

単位数

2単位

授業形態

講義

担当教員氏名
（代表含む）

坂東

科目の主題

俊矢

消費者とは誰のことを指すのでしょうか？人は誰もが消費者として取引に関与します。そこでは、
事業者間取引とは異なる視点での法による規律が求められています。消費者と事業者の間には構造
的な格差があって、対等平等な当事者を前提とする従来型の民事法を適用するだけでは、適切、妥
当な問題解決が図れないことが少なくないからです。消費者契約法や特定商取引法など、契約をめ
ぐる消費者法は、理論的にも実務の観点からも重要な法規範になっています。一方で、食品偽装、
欠陥製品などによる被害も、消費者をめぐる深刻な法律問題です。ここでも行政規制の実効性が問
われるとともに、被害救済のための民事法理の検討が不可欠です。ネット通販やクレジットカード
など、判例理論や国際的な動向など、幅広い理解が不可欠な領域の消費者問題もあります。
この講義では、消費者基本法に規定された消費者の権利という観点から、消費者被害の民事救済
法理の基礎を学びます。また、消費者法の特質でもある行政規制についても必要な範囲で触れたい
と思います。対象とする法令は、消費者基本法、消費者契約法、特定商取引法、割賦販売法、製造
物責任法、電気通信事業法などです。
なお、消費者法は立法、判例（裁判例）ともに、大きく変化している法領域です。2017年に限っ
ても、消費者契約法や特定商取引法が改正されています。この講義を行っている時にも重要な法改
正や裁判所による判断が示されるかもしれません。講義内容は、それを反映したものになります。
法改正にはそれを行う理由があります。そうした問題意識も法律を学ぶ大切な視点です。

消費者をめぐる法的な紛争の現実とその解決に向けた法、とりわけ消費者法の果たす役割について
理解することがこの講義の到達目標です。
消費者被害の法的な救済は、単に民事法理によってだけではなく、行政規制や消費者施策も重要で
授業の到達目標 す。とりわけ、消費者被害の拡大防止や未然防止に行政規制が果たす役割は重要です。もっとも、
時間的に限られたこの講義では、民法との関係をとりわけ重視して、消費者被害の救済法理の意味
を理解することに重点をおきます。

授業内容・
授業計画①

法科大学院の講義らしく、受講生の皆さんと対話をしながら授業をすすめます。消費者法は、それ
ぞれの日常生活にかかわる法律問題です。まずは、生活感覚と皆さんの法律理解を基盤に、その解
決のあり方を率直に議論しましょう。間違いを恐れる必要はありません。間違いを楽しむくらいの
姿勢を持ちましょう。
それから、当たり前ですが、講義に必要なものは法律の条文、関連する裁判例です。それぞれの講
義時に具体的に指示をします。普通の六法でいいので、条文はいつでも確認できるようにしておい
て下さい。
講義計画は以下の通りです。
第1回 消費者紛争とはどのような問題で、法はそれにどのような役割を果たしているのか？
消費者紛争と消費者法のガイダンスをします。その際に、「消費者」とはどのような法的主体で、
それに関する法制度はどのようなものであるかを考えてみましょう。また、消費者問題の調べ方も
体験してみましょう。
2004年6月2日に公布、同日施行された「消費者基本法」はわが国の消費者政策の基礎となる法律で
す。私たちの国の消費者政策と法がどのような傾向にあるのか。それについてもここで学びます。
第2回 民法と消費者契約法理の交錯−未成年者取消権はなぜ消費者救済法理となったのか？
消費者紛争を解決するために民法は重要です。とりわけ、未成年者取消権は、実質的には若者の契
約に関する消費者被害の救済と予防に大きな役割を果たしています。茨木簡易裁判所判決昭和60年
12月20日は簡易裁判所の判決ですが、とても重要な裁判例です。
第3回 消費者契約法(1)−消費者契約の定義と情報提供義務・不当勧誘による取消し
2001年に制定された消費者契約法は、その適用が「消費者契約」に限定されたわが国で最初の民事
法です。消費者契約とはどのように定義されているか。消費者と事業者はどのようにとらえられて
いるか。それが実際の消費者被害の救済にどのような意味を有するのか。不実告知を例に考えてみ
ましょう。
第4回 消費者契約法(2)−不当勧誘による取消し
消費者契約法4条に規定された取消し原因について学びます。できるだけ具体的な事案を考えなが
ら、その意味を理解しましょう。一方で、取消しが認められるための要件事実、その効果も大切で
す。また、第5条に規定する「媒介の委託を受けた第三者」、第7条「取消しの行使期間」について
もここで検討します。
第5回 消費者契約法(3)−不当条項の規制
消費者契約法8条〜10条に規定された消費者契約における不当条項の無効について学びます。これ
も具体的な条項を想定して理解することが不可欠です。不当条項が無効となる要件を整理して理解
しましょう。また、具体的な判例として、最高裁平成17年11月27日判決（大学全納学納金不返還特
約事件）を学びます。
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授業内容・
授業計画②

第6回 消費者団体訴訟制度−その意義と課題
消費者契約法の改正によって導入された適格消費者団体による消費者団体訴訟制度は、2007年6月
から具体的な適用が開始されています。その内容と意味を、適格消費者団体のホームページなども
参照しながら、学びます。また、消費者の被害を特定適格消費者団体が集団的に回復することがで
きる消費者裁判手続特例法が2016年10月に施行されています。その内容も簡潔に理解しましょう。
第7回 特定商取引法(1)−特商法の改正経緯と法的性格
前半の30分を使って、消費者契約法についての事例検討を行います。それに基づいて、消費者の代
理人として相手方に出す「内容証明郵便」を課題として起案してもらう予定です。
その後、特商法が規制する7種類の規制対象の取引類型とその改正経緯、特商法の刑事規制、行政
規制、民事ルールとしての法的性格についても整理します。
第8回 特定商取引法(2)−クーリングオフを考える
消費生活センターでの消費者被害の救済にもっとも効果的であると言われているのが「クーリング
オフ」です。クーリングオフは、現在は特商法だけでなく、様々な法律に規定されています。ここ
では、特商法の訪問販売におけるクーリングオフの要件、効果を理解するとともに、クーリングオ
フに関する論点についての裁判例も検討します。
第9回 特定商取引法(3)−特定継続的役務提供の規制
特定継続的役務に関する特商法の規制を学びます。継続的なサービスは民法でも、請負や委任契約
として規律されています。それに加えて消費者契約としての継続的サービスはどのように法規制さ
れているのか。大手英会話学校（NOVA）の受講契約の中途解約に関する最高裁平成19年4月3日判決
も検討します。
第10回 特定商取引法(4)−通信販売の規制とネット通販
ネット通販の取引額はコンビニの取引額を超えています。消費者取引としてネット通販は無視でき
ない取引方法になっています。ネット通販は、通信販売として特商法の規制を受けます。その内容
と課題とを、具体的な紛争を通して考えてみましょう。
第11回 ネットをめぐる消費者被害と法の対応
インターネットやスマホなどのモバイル通信に関する消費者紛争とその法律的な解決について学び
ます。電気通信事業法は、特商法の適用除外法律となっています。特商法と同等の消費者保護が図
られていることがその理由ですが、ネット時代の消費者保護として機能しているのかを検討しま
す。
第12回 割賦販売法とクレジットカード
わが国には、分割支払いが可能なカードと翌月一括払いのカードがあります。前者には割賦販売法
が適用されますが、後者には法の規律は及ばず、もっぱら約款によって法的な責任が規定されてい
ます。わが国でもクレジットカードをめぐって、いくつかの重要な裁判があります。カードに関す
る裁判例なども通して、カード取引に関する消費者法理について学びます。
第13回 製品の欠陥と製造物責任法(1)−欠陥製品による被害救済法理
1995年に施行された製造物責任法（PL法）は、製品の欠陥に関する製造業者等の法的責任を「欠
陥」責任と規定しました。その要件と効果について検討するとともに、法施行20年以上を経過し
て、製品の欠陥に基因する裁判がどのように機能しているかを考えます。なぜ、民法709条の不法
行為では十分ではないのでしょうか？そのためにも、PL法の条文をていねいに読みましょう。
第14回 製品の安全性と製造物責任(2)−製品の欠陥に係る裁判理論
素材として、カプセル入り玩具の幼児の誤飲と製造物責任法に関する鹿児島地裁平成20年5月20日
判決をとりあげて、裁判を通してPL法はどのような役割を果たしているのかを考えます。この事件
は、カプセル玩具に製品としての欠陥を肯定しました。一方で、両親の過失を7割として、その責
任も重く判断しています。この裁判が製品の安全性の向上にどんな役割を果たしたのか、それを考
えることは法律家の役割を考えることそのものだと思います。
第15回 期末試験と振り返りの講義

それぞれの講義終了時に、次回の学習までに確認、検討いただきたい事項を示します。基本的に
は、条文など法令関係の確認と関連する裁判例の簡潔な検討です。法律を学ぶために条文を確認す
事前・事後学習 ることは不可欠です。しかも、消費者法の条文は要件も、その効果も理解が容易ではありません。
また、講義時に、必ず理解してもらいたいことや民法の復習として確認すべき事項を示します。忘
の内容
れずに、それらの学習を行って下さい。

評価方法

絶対評価
期末試験が70％、途中で提出いただく予定の「通知書」が20％、講義への参加や議論への貢献（質
問や講義時の発言など）を10％として、全体として評価します。

消費者法は、現場感覚あふれる法領域です。企業法務を担う実務家であれ、市民や消費者の人権を
尊重する弁護士であれ、法律実務家として消費者法とのかかわりは不可欠です。講義はLIVEです。
講義を通して、消費者問題に法をあてはめて解決することの面白さと大変さとを感じていただきた
受講生へのコメ
いと思っています。何よりも大切なことは講義に出席して、その議論に参加することです。お互い
ント
の努力で楽しい時間にしましょう。
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教材

教科書は指定しません。消費者法は度々改正がされています。できるだけ新しい書籍を参考図書と
して下さい。参考書としては、中田・鹿野編『基本講義 消費者法 第3版』（日本評論社）、坂
東・細川『18歳から考える消費者と法 第2版』（法律文化社）、島川・坂東編『判例から学ぶ消
費者法 第2版』（民事法研究会）を推薦します。また、廣瀬・河上『消費者法判例百選』（有斐
閣）も参考にして下さい。必要な裁判例については指示します。六法は『消費者六法2019年度版』
（民事法研究会）が便利ですが、講義時には通常の六法を持参いただければ結構です。また、国民
生活センターや消費者庁のホームページには学習の参考になる資料やデータが多数、掲載されてい
ます。これも講義中に指示します。
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授業コード

JP42120010

科目授業名

金融・保険法

開講年度・学期

2019年度前期

英語科目授業名 Financial and Insurance Law
科目ナンバー

JAAPP9917

必修・選択

選択必修

単位数

2単位

授業形態

講義

担当教員氏名
（代表含む）

吉井

科目の主題

敦子

・双方向形式で、金融取引・金融商品取引・保険取引に関する判例に関連する理論上、実務上の知
識の修得
・関係する主要な判例、読み方のマスター

・金融規制についての関連法の下での考え方のマスター
・上記により会得した知識、応用力を用いて具体的事例について考察するカギを見つけることがで
授業の到達目標 きる

授業内容・
授業計画①

(1)銀行の過失 最判平成15年4月8日 民集57巻4号37頁
(2)火災保険 最判平成16年6月10日 民集58巻5号1178頁
(3)保険事故招致 最判平成14年10月3日 民集56巻8号1706頁
(4)預金の準占有者に対する弁済 東京高判平成27年11月26日 金判1484号25頁
(5)損失補填 最判平成15年4月18日 民集57巻4号366頁
(6)説明義務 最判平成18年6月12日 判時1941号94頁
(7)説明義務 最判平成23年4月22日 判時2116号53頁
(8)説明義務 最判平成23年4月22日 金法1928号119頁
(9)保険請求と時効 最判平成15年12月11日 民集57巻11号2196頁
(10)適合性の原則 平成17年7月14日 判時1909号30頁
(11)預金取引履歴の開示 最判平成21年1月22日 判タ1290号132頁
(12)金利スワップ取引と説明義務 最判平成25年3月7日判時2185号64頁
(13)融資責任とメインバンク制 最判平成21年11月27日 判時2063号138頁
(14)銀行取締役の融資責任 最判平成20年1月28日 判時1997号148頁
(15)期末試験

事前学習
・報告担当判例について担当する受講者はレジュメを作成し、配布する
その他の者は当該判例を用意し目を通し、予習してくる
事前・事後学習 事後学習
の内容
・授業ノートの整理（手書き）を行う
・授業、関連解説をもとにして復習を行う

評価方法

相対評価
授業内での応答、課題など平常点で35パーセント、定期試験で65パーセントの割合で評価する。
内容は状況に合わせて変更等することがある。

受講生へのコメ
ント
特になし
教材
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授業コード

JP42210010

科目授業名

民事執行・保全法

開講年度・学期

2019年度前期

英語科目授業名 Civil Execution and Injunction
科目ナンバー

JAAPP9918

必修・選択

選択必修

単位数

2単位

授業形態

講義

担当教員氏名
（代表含む）

仲田

科目の主題

哲

任意によらずして民事上の権利を実現のためには、その権利の存否を観念的に確定したり、一定の
行為を命じたりする判決を得るだけでは足りず、これにより確定された権利を強制的に実現する手
続（強制執行）が必要である（自力救済の禁止）。また、この強制執行を行なうには、給付判決等
の債務名義を必要とするため一定の期間を要することになるが、この間に将来の強制執行を不可能
にしたり、これを著しく困難にする事態が生じる虞れがある。そこで、この間、強制執行を保全す
るための手続（民事保全）も、別途、必要となる。
このように、権利の観念的確定・宣言の性格を有する民事訴訟手続（判決手続）とその権利を現実
に実現する手続である強制執行手続とその準備的性格を有する民事保全手続は、相互に関連し合っ
て民事上の権利の実現を図る手続である。
また、判決以外にも一定の証書（債務名義）があれば、その権利を実現するため強制執行を行なう
ことができる。担保権実行手続も、強制執行手続と同様に、民事上の権利を強制的に実現のための
手続である。
民事執行法は、この強制執行・担保権実行等の民事執行に関する手続を定めたものであり、民事保
全法は、民事保全（この中には、純粋に執行保全のためのもののほか、暫定的に権利を実現させる
ものを含む）に関する手続を定めたものである。
本講義は、民事執行法および民事保全法に定める民事執行・民事保全の各手続を、民事訴訟手続
（判決手続） との関連に留意しつつ、実務的観点を踏まえて解説し、これら民事上の権利を実現
する手続としての意義と重要性について理解を深めることを目的とするものである。

「科目の主題」のとおり、民事上の権利実現手続としての民事執行・民事保全の各手続について理
解し、法曹実務家になったときすぐに必要なこれらの手続についての基礎的知識を備えることが本
授業の到達目標 授業（講義）の到達目標である。

授業内容・
授業計画①

(1) 民事執行・民事保全の種類・役割等
民事執行・民事保全の種類とその果たす役割等について概観する。
(2) 強制執行開始の要件、債務名義、執行文等
強制執行開始の要件、債務名義の果たす役割とその種類、執行文の意義・機能とその付与手続等に
ついて概観する。
(3)(4) 執行関係訴訟等①②
執行文付与に関する救済手続、および請求異議・第三者異議等のいわゆる執行関係訴訟について解
説する。
(5)(6) 不動産に対する強制執行①②
金銭執行のうち不動産に対する強制執行（不動産執行） 手続について概観する。
(7) 不動産を目的とする担保権の実行①（不動産競売）
不動産を目的とする担保権実行手続のうちの不動産競売手続について、強制執行手続と比較しつ
つ、概観する。
(8) 不動産を目的とする担保権の実行②（不動産収益執行）および動産に対する強制執行・これ
を目的とする担保権の実行
不動産を目的とする担保権実行手続のうちの不動産収益執行手続、および動産に対する強制執行・
これを目的とする担保権の実行手続について概観する。
(9) 債権等に対する強制執行および担保権の実行
金銭執行のうち債権、その他の財産権に対する強制執行手続およびこれを目的とする担保権の実行
手続について概観する。
(10) 非金銭執行等
物の引渡し等の強制執行、代替執行、間接強制、意思表示の擬制、および財産開示手続等について
概観する。
(11) 民事保全手続(1)
民事保全の特徴とその果たす役割等、その発令・執行・不服申立て（救済）の各手続一般について
概観する。
(12) 民事保全手続(2)
仮差押えの存在意義・効力・執行について解説する。
(13) 民事保全手続(3)
係争物に関する仮処分（処分禁止仮処分・占有移転禁止仮処分）および仮の地位仮処分の存在意
義・効力・執行について解説する。
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(14)
(15)
授業内容・
授業計画②

まとめ
期末試験

※ なお、授業の進行状況によって、変更する場合がある。

毎回、あらかじめ配布する「レジュメ」を基に授業（講義）を行なうので、予習を行ない、授業を
事前・事後学習 経た後、それを踏まえて復習をする。
予習→授業→復習をすべて行なって初めて授業（講義）の成果が挙がるのである。
の内容

評価方法

絶対評価
学期末の試験 90％
平常点（ 授業における議論への参加状況や学習への積極性の評価を含む）

10％

特になし
受講生へのコメ
ント

教材

「教科書」は特に指定しない。予習等用の教材としては、
(1) 福永有利「民事執行法・民事保全法第2版」（2011年、有斐閣）
(2) 中西正=中島弘雅=八田卓也「民事執行・民事保全法」（2010年、有斐閣）
(3) 上原敏夫＝ 長谷部由起子＝ 山本和彦「民事執行・民事保全法第4版」（2014年、有斐閣）
(4) 生熊長幸「わかりやすい民事執行・民事保全法〔第2版〕」（2012年、成文堂）
(5) 司法研修所編「改訂民事執行（補正版）」（2017年、日本弁護士連合会）
(6) 同編「改訂民事保全（補正版）」（2014年、日本弁護士連合会）
参考書としては、
（民事執行法関係）
(7) 中野貞一郎＝ 下村正明著「民事執行法」（2016年、青林書院）
(8) 齋藤隆・飯塚宏編著「民事執行〔補訂版〕」（2014年、青林書院）
(9) 竹田光広編著「民事執行実務の論点」（2017年、商事法務）
(10) 山本和彦外編「新基本法コンメンタール民事執行法」（2014年、日本評論社）
（民事保全法関係）
(11) 梶村太市＝西村博一＝井手良彦編「プラクティス民事保全法」（2014年、青林書院）
(12) 菅野博之＝ 田代雅彦編「民事保全の実務」（2012年、商事法務）
(13) 原井龍一郎＝ 河合伸一編著「実務民事保全法〔三訂版〕」（2011年、商事法務）
(14) 瀬木比呂志「民事保全法新訂版」（2014年、日本評論社）
(15) 山本和彦外編「新基本法コンメンタール民事保全法」（2014年、日本評論社）
（両法共通）
(16) 伊藤眞＝ 上原敏夫＝ 長谷部由起子編「民事執行・保全判例百選〔第2版〕」（別冊ジュリス
ト208号、2012年）
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授業コード

JP42220010

科目授業名

破産法

開講年度・学期

2019年度後期

英語科目授業名 Bankruptcy Law Seminar
科目ナンバー

JAAPP8904

必修・選択

選択必修

単位数

2単位

授業形態

講義

担当教員氏名
（代表含む）

溝渕

科目の主題

雅男

倒産とは、債務者が自らの支払債務を履行できない状態をいう。本来の義務が履行できないため、
その利害調整のルールが必要となる。倒産法は、裁判所を通じた倒産状態の処理のルールを定める
ものであり、破産法はその中でも基本となる法律である。破産法の基礎的知識を身につけておくこ
とは、法律実務家として必要な素養である。

受講を通じて、①破産法の基本的内容や思考方法を理解すること、②それらが実務の場面でどのよ
うに作用するかを知ること、③倒産法に興味を持ち積極的に学習する意欲を身につけることを到達
授業の到達目標 目標とする。

授業内容・
授業計画①

(1) 倒産法の概要
倒産状態を処理するためのルールについて、私的整理・法的整理、清算型手続・再建型手続等に
分類して概観する。その上で、破産法がそれらルールの中でどのように位置づけられるかを解説す
る。また、法律実務家が倒産手続に関与する意義・やり甲斐等について講義する。
(2) 破産手続の流れ、手続機関
破産申立てから破産手続の終了に至るまでの流れを解説し、破産法の全体像の理解に努める。そ
の上で、破産手続に登場する各機関（破産裁判所、破産管財人等）の役割等を解説する。
(3) 破産申立・破産手続の開始
破産申立から破産手続開始決定までの流れを概観する。
(4) 破産財団と破産債権・財団債権
破産財団の範囲、破産債権・財団債権の意義、範囲及びその優先順位等を解説する。
(5) 契約関係の取扱い
破産手続開始時点における契約関係が、破産法においてどのように取り扱われるのかを、具体的
契約類型ごとに解説する。
(6) 取戻権・別除権
取戻権の内容・行使方法等を解説する。また、別除権について、その意義、破産手続における取
扱い等を概観した上、各担保権がどのように取り扱われるかを解説する。
(7) 相殺権
相殺権の担保的機能を概説し、相殺の要件、相殺禁止に関する規律等を解説する。
(8) 否認権
否認権制度を概観し、各否認類型について、個別に解説する。その上で、否認権行使の手続・効
果等についても解説する。
(9) 破産財団の管理・換価
破産管財人が破産財団を管理・換価する際の手続や実務上の問題点等を解説する。
(10) 破産債権の確定手続
破産債権の届出、債権調査、破産手続の確定に至る手続について解説する。
(11) 多重債務者関係の処理
連帯保証・物上保証等により、破産債権につき複数の債務者が存在する場合の問題点、処理の概
要等につき解説する。
(12) 配当手続
配当に関する手続を概観し、実務上の問題点等を解説する。また、配当の原資を欠く場合の異時
廃止手続等についても解説する。
(13) 個人破産
個人の破産手続につき、同時廃止手続、自由財産の概念、免責制度等について解説する。
(14) 各論点の振り返り
破産法の各論点を学習したことを前提に、破産法の全体像を改めて確認し、破産手続の意義等の
理解に努める。
(15) 期末試験

予習としては、講義の対象範囲のレジュメを予め一読しておくことを勧める。復習に重点を置き、
事前・事後学習 破産法を自学自習で身につけるための基礎体力を身につけてもらいたい。
の内容

評価方法

絶対評価
平常点２０％、期末試験８０％
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倒産法は様々な利害が絡み合います。会計・税務等の他分野との関連性も深く、実務家にとって非
受講生へのコメ 常にやり甲斐のある分野でもあります。身につけておいて損はありませんので、一緒に楽しく学習
ント
しましょう。

教材

担当教員が作成・配布する「破産法レジュメ」を用いる。
参考書としては、伊藤眞『破産法・民事再生法〔第4版〕』（有斐閣・2018）、全国倒産処理弁護
士ネットワーク編『注釈破産法（上）・（下）』（きんざい・2015）、伊藤眞＝松下淳一編『倒産
判例百選（第5版）』（有斐閣・2013年）等がある。
その他、適宜、講義において紹介する。

100

授業コード

JP42230010

科目授業名

民事再生・会社更生法

開講年度・学期

2019年度前期

英語科目授業名 Civil Rehabilitation,CorporateReorganization
科目ナンバー

JAAPP9919

必修・選択

選択必修

単位数

2単位

授業形態

講義

担当教員氏名
（代表含む）

溝渕

科目の主題

雅男

事業再生は、複数の利害を適切に調整して事業を再生させることで、事業に携わる利害関係人の経
済的価値の保護を図るものである。民事再生法は法的再生手続の基本となる法律であり、事業再生
に関与する法律実務家としてはその内容を理解しておかなければならない。会社更生法は比較的大
規模な企業を想定した手続であり、民事再生法と比べると利用例が少ないことから、民事再生法を
中心としつつ適宜会社更生法の内容を紹介する。

受講者が民事再生法の基本的な概念を理解し、実務を取り扱う際に最低限必要な知識を習得するこ
授業の到達目標 と。

授業内容・
授業計画①

(1) 事業再生手法の概要（私的整理・法的整理）
事業再生のために用いられる各手法を紹介する。各手法の特徴や手続選択の要点等を説明する。
(2) 民事再生手続の流れ
申立てから再生計画の履行まで、民事再生手続の全体的な流れを概観する。
(3) 民事再生手続の特徴と機関
民事再生手続の特徴を、破産法・会社更生法との比較を交えて解説する。また、民事再生手続に
登場する機関について、その位置づけや役割も説明する。
(4) 民事再生手続の開始決定
民事再生手続開始決定の効力や再生債務者の地位・役割等について、解説する。
(5) 民事再生手続と双方未履行双務契約
民事再生手続において双方未履行の双務契約はどのように扱われるかについて解説する。破産と
異なる規定が適用される契約類型を中心に取り上げる予定である。
(6) 民事再生手続における担保権の処遇。
民事再生手続における担保権の取扱いや、担保権者と締結する別除権協定の内容等について解説
する。
(7) 再生手続における財産評定
財産評定の意味・内容につき解説する。
(8) 否認権、法人の役員の責任追及
民事再生手続における否認権行使の主体、手続等について解説する、また、法人の役員の責任追
及についても解説する。
(9) 相殺権
民事再生手続における相殺権行使の概要、相殺禁止に関するルールについて解説する。
(10) 債権の種類・優先順位、再生債権の届出・調査・確定
再生債権・共益債権・一般優先債権の概念、弁済に際しての優先順位等を解説する。また、再生
債権の届出・調査・確定の各手続につき説明する。
(11) 再生計画の内容、提出・決議・認可
再生計画に定めるべき内容、再生計画の提出・決議・認可に至る手続や認可の要件等について解
説する。
(12) 再生計画の履行・変更・取消し
再生計画の履行確保のための手続、再生計画の変更の要件・手続、再生計画の取消に関する要
件・手続等について解説する。
(13) 牽連破産（再生手続の廃止と破産手続への移行）
再生手続から破産手続に移行する場合、どのような問題が生じるかについて解説する。
(14) 個人再生手続
個人再生手続の特徴を、通常再生手続と比較しながら解説する。
(15) 期末試験

予習としては、講義の対象範囲のレジュメを予め一読しておくことを勧める。復習に重点を置き、
事前・事後学習 民事再生法を自学自習で身につけるための基礎体力を身につけてもらいたい。
の内容

評価方法

絶対評価
平常点２０％、期末試験８０％
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私自身、事業再生にとてもやり甲斐を感じて実務に取り組んでいます。皆さんも、是非、事業再生
受講生へのコメ の分野に一歩足を踏み入れて下さい。
ント

教材

担当教員が作成・配布する「民事再生法・会社更生法レジュメ」を用いる。
参考書としては、伊藤眞『破産法・民事再生法〔第4版〕』（有斐閣・2018）、松下淳一『民事再
生法入門（第2版）』（有斐閣、2014）、園尾隆司＝小林秀之『条解民事再生法（第3版）』（弘文
堂・2013）、伊藤眞＝松下淳一編『倒産判例百選（第5版）』（有斐閣・2013年）等がある。
その他、適宜、講義において紹介する。
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授業コード

JP42240010

科目授業名

倒産法演習

開講年度・学期

2019年度後期

英語科目授業名 Bankruptcy Law Seminar
科目ナンバー

JAAPP9920

必修・選択

選択必修

単位数

2単位

授業形態

演習

担当教員氏名
（代表含む）

溝渕

科目の主題

雅男

破産法・民事再生法に関する具体的事例等を検討する。質疑応答と議論を交えて双方向的に授業を
行う。
重要度の高い分野を重点的に取り扱うこととする。

破産法・民事再生法の基本的知識を基に、具体的事案について、それら知識を活かす能力の修得を
授業の到達目標 到達目標とする。
第1回目を除き、各授業において次回授業の検討事例を指定する。

授業内容・
授業計画①

(1) ガイダンス・双方未履行双務契約の取扱い①
双方未履行双務契約の取扱いについて、事例を通じて検討する。
(2) 双方未履行双務契約の取扱い②
前回に引き続き、双方未履行双務契約の取扱い、請負契約の当事者が倒産した場合の処理につい
て、事例を通じて検討する。
(3) 賃借権の取扱い①
賃貸借契約の当事者が倒産した場合の賃借権の取扱いについて、事例を通じて検討する。
(4) 賃借権の取扱い②
ライセンス契約等の当事者が倒産した場合の取扱いについて、事例を通じて検討する。
(5) 担保権者の取扱い①
抵当権を中心として倒産手続における担保権の取扱いについて、事例を通じて検討する。
(6) 担保権者の取扱い②
再生手続における別除権協定、担保権実行手続中止命令、担保権消滅許可制度について、事例を
通じて検討する。
(7) 担保権者の取扱い③
倒産手続における商事留置権、動産売買先取特権、所有権留保、リース契約の取扱い等につい
て、事例を通じて検討する。
(8) 否認権①
否認権と詐害行為取消権の関係、適正価額売買の否認、否認の登記、否認権のための保全処分等
について、事例を通じて検討する。
(9) 否認権②
対抗要件の否認、否認権行使の効果、転得者に対する否認の要件及び効果について事例を通じて
検討する。
(10) 否認権③
偏頗行為否認の要件について、事例を通じて検討する。
(11) 否認権④
執行行為の否認等及び否認権行使の方法について、事例を通じて検討する。
(12) 相殺権①
倒産手続における相殺権について、事例を通じて検討する。
(13) 相殺権②
前回に引き続き、倒産手続における相殺権について、事例を通じて検討する。
(14) 最新判例等の検討
破産法・民事再生法について最新の判例等を取り上げて解説し、検討する。
(15) 期末試験

事前に指定した事例を検討し、関連する知識を確認して授業に臨むことを前提とする。
事前・事後学習 授業において議論した内容を踏まえ、独力で課題事例についての解答を導けるよう十分に復習する
の内容
ことが期待される。

評価方法

絶対評価
平常点: ２０％

期末試験:８０％
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授業では、各事例における当事者の立場になった場合を想定して、具体的にどのような理論をもっ
てどのような結論を導くことが公正であるかを、一緒に議論したいと考えています。積極的に受講
受講生へのコメ
して下さい。
ント
三木浩一＝山本和彦編『ロースクール倒産法（第3版）』（有斐閣・2014）、山本和彦編著『倒産
法演習ノート〈第3版〉』（弘文堂・2016）、藤本利一＝野村剛司編著『基礎トレーニング倒産
法』（日本評論社・2013）等の事例を中心として取扱う。
教材

参考書としては、伊藤眞『破産法・民事再生法〔第4版〕』（有斐閣・2018）、全国倒産処理弁護
士ネットワーク編『注釈破産法（上）・（下）』（きんざい・2015）、園尾隆司＝小林秀之『条解
民事再生法（第3版）』（弘文堂・2013）、伊藤眞＝松下淳一編『倒産判例百選（第5版）』（有斐
閣・2013年）等がある。
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授業コード

JP44040010

科目授業名

労働法演習

開講年度・学期

2019年度後期

英語科目授業名 Labor Law Seminar
科目ナンバー

JAAPP9922

必修・選択

選択必修

単位数

2単位

授業形態

演習

担当教員氏名
（代表含む）

武井

寛

労働法全般に関する法知識があることを前提にして、労働法の主要な論点に関する事例問題等を演
習形式で検討する。
科目の主題

重要判例をもとに作成した事例問題等を事前に予習したうえで、演習における議論に参加し、労働
事件の事例分析能力の向上を図るのが目的となる。労働法の法的論点ごとに考察を行い、判例や学
説の状況等を理解することに加え、複数の論点が関係した事案について解き明かすことが求められ
授業の到達目標
る。

授業内容・
授業計画①

以下のテーマについて演習を行う。
第１回 「労働者」性、「使用者」性、採用の自由、採用内定、試用期間。
第２回 人事異動（配転、出向、転籍など）。
第３回 労働関係の終了（解雇、整理解雇など）。
第４回 労働関係の終了（有期労働契約、退職など）。
第５回 賃金の労働法的規制。
第６回 労働条件の決定と変更（就業規則論、変更解約告知論など）。
第７回 労働時間、年次有給休暇など。
第８回 労働組合の内部問題（ユニオン・ショップ、チェック・オフ、統制権など）。
第９回 団体交渉をめぐる諸論点。
第１０回 労働協約。
第１１回 不当労働行為制度。
第１２回 組合活動・争議行為をめぐる諸論点。
第１３回 総合問題①。
第１４回 総合問題②。
第１５回 期末試験。

事前に事例問題を配布するので、判例を参考にして、考えてくること。事後は、演習で紹介したこ
事前・事後学習 とを復習してほしい。
の内容

評価方法

絶対評価
評価の割合は下記の通りである。
期末試験 ８０％ 平常点 ２０％
労働法Ⅰ及び労働法Ⅱを受講した学生のみ、原則として受講を認める。

受講生へのコメ
ント

教材

村中孝史=荒木尚志編『労働判例百選・第９版』（2016年、有斐閣）を講義の際に使用する。講義
に際しては、レジメを配布するため、教科書は特に指定しない。
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授業コード

JP44050010

科目授業名

労働法Ⅰ

開講年度・学期

2019年度後期

英語科目授業名 Labor Law 1
科目ナンバー

JAAPP8906

必修・選択

選択必修

単位数

2単位

授業形態

講義

担当教員氏名
（代表含む）

矢野

昌浩

労働契約法及び労働基準法を中心とする個別的労働関係法に関する講義を行う。
科目の主題

授業の到達目標

授業内容・
授業計画①

到達目標は、個別的労働関係法（労働時間、休暇・休業、安全衛生・労災補償を除く）の法的論点
を踏まえたうえで、判例や学説が何を論じているのかを把握することにある。

以下のように講義を進める。①：判例集（判例番号）、②：テキスト
第１回 体系・法源・仕組み、労働者、使用者、①：1・2・65、②：第2章第1章・第2章1・第3章1
第２回 就業規則、①：18～21、②：第2編第3章3
第３回 労働契約、①：55・86・22・24・25（参考判例23、26～28）、②：第2編第3章4
第４回 雇用関係の成立、①：8・9・10（参考判例80）、第3編第1章1
第５回 人事異動、①：61・62（参考判例59・60・63）、②：第3編第1章2－1⑴～⑶・⑸
第６回 中間試験１（出題範囲：第１回～第５回）
第７回 服務規律と懲戒、①：87（参考判例51～58・31）、②：第3編第1章2－2・第2章1－4
第８回 雇用関係の終了、①：71・73・74（参考判例67～70・72・75～77）、②第3編第2章1－4
第９回 賃金、①：29（参考判例30～32）、②：第3編第2章2－1
第１０回 労働者の人権、①：11（参考判例12・13・16）、②第3編第2章1－1・同1－3
第１１回 雇用平等、①：15・17、②第3編第2章1－2・同4－2
第１２回 中間試験２（出題範囲：第７回～第１１回）
第１３回 パート・有期・派遣労働、①：78・79・81、②：第3編第3章
第１４回 企業組織変動と労働関係、①：64・65・66、②：第3編第1章2－1⑷
第１５回 期末試験（出題範囲：授業全体）

事前に質問項目を配布する。判例集（必要に応じて判例を追加で指示する）とテキストの該当箇所
を読み、質問項目について考えて授業に臨むこと。事後は、授業で紹介した裁判例や学説などを読
事前・事後学習 み、知識の定着を図ること。
の内容

評価方法

絶対評価
講義の途中で、穴埋め問題・択一問題からなる中間試験を２回行う。期末試験は、判例をベースに
した事例問題を出題する。評価の割合は下記の通りである。期末試験：６０％、中間試験（２回
計）：３０％、平常点（講義における質問や議論への参加状況）：１０％

判例集にでてくる判例だけではなく、質問項目に記載した判例はかならず読むようにしてくださ
受講生へのコメ い。質問項目等の配布には、Moodleを利用する予定です。
ント

教材

①：村中孝史=荒木尚志編『労働判例百選・第９版』（2016年、有斐閣）
②：水町勇一郎『労働法・第７版』（2018年、有斐閣）
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授業コード

JP44060010

科目授業名

労働法Ⅱ

開講年度・学期

2019年度前期

英語科目授業名 Labor Law 2
科目ナンバー

JAAPP9921

必修・選択

選択必修

単位数

2単位

授業形態

講義

担当教員氏名
（代表含む）

緒方

桂子

労働時間・年次有給休暇の法規制、及び、労働組合法について講義する。
科目の主題

授業の到達目標

授業内容・
授業計画①

労働基準法で示されている労働時間・年次有給休暇の法規制及び労働組合法の法的論点を踏まえた
うえで、標準的な判例や学説が何を論じているのかを理解し、具体的な事案に適用することのでき
る能力を涵養する。

以下のように講義を進める。
第１回 労働時間の法規制１（「労働時間」とは何か、変形労働時間制度など）。
第２回 労働時間の法規制２（みなし労働時間制、時間外・休日労働など）。
第３回 労働時間の法規制３（管理監督者など労働時間規制の適用除外など）。
第４回 年次有給休暇・育児介護休業法など。
第５回 労働組合法の概説と労働組合の内部問題（ユニオン・ショップやチェック・オフなど）。
第６回 不当労働行為制度1
第７回 不当労働行為2
第８回 団体交渉１（義務的団交事項論や誠実交渉義務論など）
第９回 団体交渉２（団体交渉をめぐる平等取扱義務など）
第１０回 労働協約１（労働組合法１４条から１６条をめぐる諸問題）
第１１回 労働協約２（一般的拘束力など）
第１２回 組合活動（労働時間中の組合活動や施設利用型の組合活動など）
第１３回 争議行為（労働者の争議行為とロックアウトなど）
第１４回 雇用における平等（労働基準法、男女雇用機会均等法、短時有期法等）
第１５回 期末試験

事前にレジメを配布するので、レジメの内容に沿って、予習を行い、参加してください。また、事
事前・事後学習 後は、講義で紹介した裁判例や学説などを読み、理解を深めるようにしてください。
の内容

評価方法

絶対評価
評価の割合は下記の通りである。
期末試験 ８０％ 平常点 ２０％

原則として、労働法Ⅰを受講した学生のみ、受講を認めます。また、労働法Ⅰで学習済みであるこ
受講生へのコメ とを前提に授業を進めていきますので、必要に応じて、復習を進めていってください。
ント

教材

小畑史子・緒方桂子・竹内寿『労働法（第３版）』（有斐閣ストゥディア）、及び、村中孝史=荒
木尚志編『労働判例百選・第９版』（2016年、有斐閣）を講義の際に使用します。※指定したテキ
ストは、全体像を把握するための概略的なものですので、記述が簡易に過ぎる場合には、お手持ち
の教科書も併せて活用してください。
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授業コード

JP44110010

科目授業名

社会保障法

開講年度・学期

2019年度前期

英語科目授業名 Law of Social Security
科目ナンバー

JAAPP8907

必修・選択

選択必修

単位数

2単位

授業形態

講義

担当教員氏名
（代表含む）

水島

科目の主題

生活保護、年金保険、医療保険、労災保険を中心に、社会保障法全般を対象とする。

郁子

授業で扱った社会保障法制度や代表的な判例の判断枠組みを他者に説明できる。
授業の到達目標 一方の立場だけでなく、反対の立場からも、説明・論証ができる。
第１回、第２回は講義形式で行う。第３回以降は基本的に演習形式（受講生が報告した後、質疑応
答、解説、ディスカッション）で行う。各回の内容と教材は以下のとおりであるが、授業開講後
に、追加で判例を指示することがある。

授業内容・
授業計画①

第１回 社会保障法の全体像
教科書第１章、第９章第２回 生活保護（１）
教科書第８章第３回 生活保護（２）
百選１事件 最大判昭和42・5・24
百選３事件 最三小判平成24・2・28
第４回 生活保護（３）
百選５事件 最三小判平成13・9・25
百選７９事件 最二小判平成26・7・18
第５回 社会福祉、介護保険
教科書第７章、第３章
第６回 年金保険（１）
教科書第４章第７回 年金保険（２）
百選１０事件 最二小判平成19・9・28
百選６事件 最三小判平成29・3・21
第８回 年金保険（３）
百選３６事件 最一小判昭和58・4・14
百選３７事件 最一小判平成19・3・8
第９回 労災保険（１）、雇用保険
教科書第５章、第６章第１０回 労災保険（２）
百選４８事件 最一小判平成8・11・28
平成２８年重判労働法３事件 最二小判平成
28・7・8
第１１回 労災保険（３）
百選５１事件 最一小判平成12・7・17
平成２９年重判労働法６事件 東京高判平成
28・9・1
第１２回 公的医療保険（１）
教科書第２章
第１３回 公的医療保険（２）
百選９事件 最大判平成18・3・1
百選２１事件 最二小判平成17・7・15
第１４回 公的医療保険（３）
百選２７事件 京都地判平成12・1・20
百選２９事件 最三小判平成23・10・25
第１５回 期末試験

事前学習
授業計画の各回に記載した教材を用い、各自が事前に学習する（約１時間半）。報告担当者（各
事前・事後学習 回２名を予定）は教科書や裁判例および関連文献を検討・分析し、レジュメにまとめる（約３時
間）
の内容
事後学習
授業の内容を、整理、確認する（約１時間）。
絶対評価
平常点 ３０％
受講生へのコメ 特になし
ント
評価方法

教材

期末試験

７０％

教科書（必携）
西村健一郎・水島郁子・稲森公嘉編『よくわかる社会保障法〔第2版〕』（有斐閣、2019）
教科書（講義時に使用することがある）
岩村正彦編『社会保障法判例百選〔第5版〕』（有斐閣、2016）
参考書
笠木映里・嵩さやか・中野妙子・渡邊絹子『社会保障法』（有斐閣、2018）
菊池馨実編『ブリッジブック社会保障法〔第2版〕』（信山社、2018）
法規集
岩村正彦・菊池馨実編集代表『社会保障福祉六法』（信山社）
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授業コード

JP44210010

科目授業名

経済法

開講年度・学期

2019年度後期

英語科目授業名 Competition Law
科目ナンバー

JAAPP8908

必修・選択

選択必修

単位数

2単位

授業形態

講義

担当教員氏名
（代表含む）

和久井

科目の主題

理子

本講義は、経済法の中心を占める独禁法にかかわる諸概念と考え方を理解し、企業らの行う種々の
行為がどのような経済的影響をもたらすのか、それがどのように規制されているのか/されるべき
かについての知識を得ることを主題とする。

独禁法の基本的構造と概念、問題の所在について基本的知識を得て、シンプルな事例に応用するこ
授業の到達目標 とができる能力を習得することを目標とする。

授業内容・
授業計画①

（１）（２）独禁法とは何か
独禁法の目的、中心的概念およびその射程を、身近な事例をとりあげつつ、検討する。そして、
競争制限・阻害行為の予防ないし禁止が社会・経済においていかなる意義を有するかを考察する。
ついで、独禁法の構造・主要条文をひととおり学び、条文間の関係についても検討する。
（３）（４）（５）企業結合規制
企業結合概念や市場効果などにかかる規制の要件を確認した後、独禁法を適用するにあたり企業
結合に限らず必要となる分析道具である「市場」概念について学ぶ。ついで、水平結合、垂直結
合、混合結合の類型ごとに、反競争効果の発生メカニズムと判断の際に考慮すべき諸要因を学んで
いく。その後、水平結合・垂直結合における反競争効果の生じ方を学んだ後、具体例を検討する。
（６）（７）不当な取引制限の規制
独禁法3条後段および2条6項の規定を概観したのち、事例を検討しながら規制上の課題について
検討し、ついで詳細な文言の検討を行う。いわゆるハードコアカルテルとよばれる価格カルテル・
入札談合等の行為と、非ハードコア・カルテルといわれる競争者間の取決めないし共同行為とが規
制されていることを学び、それぞれの類型の具体例を検討する。
（８）中間試験・私的独占規制
第７回までの学習内容を踏まえて中間試験を実施する。その後、私的独占規制について、排除
（略奪型・ライバル費用引上型）や支配などの基本概念を学んだ後、従来の規制例について検討す
る。事例には、パラマウントベッド事件、ノーディオン事件、東洋製かん事件などがある。
（９）不公正な取引方法の規制： 総論
不公正な取引方法規制の構造と概要、基本概念たる「公正競争阻害性」の内容、３条による規制
との関係について検討する。
（１０）（１１）取引拒絶・差別的取扱い・不当廉売規制
差別的取扱いと不当廉売規制の必要性と、規制がもちうる反競争効果（副作用）および規制を行
う上での課題を、事例をとりあげながら検討する。
（１２）抱き合わせ規制
抱き合わせ行為の影響ないし弊害を検討し、規制の枠組みを学んだ後に、藤田屋事件、東芝エレ
ベータ事件、マイクロソフト事件の検討を行う。ついで、安全性確保、新商品開発等の正当化に関
する問題について検討する。
（１３）抱き再販価格維持行為
再販価格維持行為の競争への影響の検討の後、原則違法とされていることの理由を検討し、再販
売、拘束、正当な理由などの基本概念および適用例を学習する。
（１４）拘束条件付取引
価格制限、地域制限、販売方法の制限、取引先の制限など、種々の拘束について競争への影響及
び評価方法を検討する。
（１５）期末試験

講義の進行状況によっては上記計画を変更する可能性がある。
事前には関連する規定等を読んでおかれると講義内容の理解が容易になると考えられる。事後に
事前・事後学習
は、講義で言及した概念等を応用したり、事例を読んだりして知識の定着をはかることが望まれ
の内容
る。
絶対評価
中間試験（１回、第８回目の実施）の成績３０％、レポート（１回、締切１２月２７日）４０％、
評価方法
期末試験３０％により評価する。レポートの課題と字数等作成方法は１１月上旬に指示する。
受講生へのコメ 特になし
ント
教材

川浜昇ほか著「ベーシック経済法（第四版）」（有斐閣アルマシリーズ、２０１４年）を教科書と
して使用する。公取委ウエブサイトhttp://www.jftc.go.jp/（過去の審判決・ガイドライン・相談
事例などが掲載されている）上の情報が参考になる。
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授業コード

JP44220010

科目授業名

経済法演習

開講年度・学期

2019年度前期

英語科目授業名 Competition Law Seminar
科目ナンバー

JAAPP9923

必修・選択

選択必修

単位数

2単位

授業形態

演習

担当教員氏名
（代表含む）

和久井

科目の主題

理子

本演習では、ロースクールにおける経済法講義あるいはこれから得られることが期待されるものと
同等の独禁法にかかる知識を習得していることを前提として、実際の事例を通じて、独禁法上の諸
問題を、より詳しく検討する。

経済法を法律実務において具体的事例に用いるための基本的知識と技術を習得することが、本演習
授業の到達目標 の目標である。

授業内容・
授業計画①

（１）独禁法の基本概念・エンフォースメント
独禁法上の重要な概念及び手続きについて検討する。
（２）（３）企業結合規制：基礎
「結合」概念、水平結合・垂直結合における反競争効果の発生のしくみ、違法性判断基準などを検
討する。日本楽器事件、新日鉄合併事件、ハードディスクドライブ事業統合事例、新日鉄・住金合
併事件等の過去の重要な事例を検討する。
（４）（５）企業結合規制：応用
企業結合事例の解析を行う（＊）。
（６）（７）私的独占の禁止
独禁法3条前段によって規制される行為を検討する。ノーディオン事件、インテル事件、パチンコ
機製造特許プール事件、北海道新聞社事件、日本医療食協会事件、東洋製罐事件、パラマウント
ベッド事件等を扱う。
（８）（９）不公正な取引方法の規制：基礎
公正競争阻害性の意義について検討した後に、ロックマン事件、新潟タクシーチケット事件、協同
組合による取引拒絶事件、マルエツ・ハローマート事件、浜中石油事件、
（１０）（１１）私的独占の禁止・不公正な取引方法の規制（総合１）
私的独占・不公正な取引方法事例の解析を行う（＊）。
（１２）（１３）不公正な取引方法の規制：基礎
マイクロソフト抱合せ事件、東芝エレベータ事件、アディダス事件、ハマナカ毛糸再販事件、大山
農協事件、SCM事件、ハーゲンダッツ事件、資生堂花王対面販売義務事件、第一興商事件等を扱
う。
（１４）私的独占の禁止・不公正な取引方法の規制（総合２）
私的独占・不公正な取引方法事例の解析を行う（＊）。
（１５）期末試験

事前には教科書（弘文堂）の該当箇所ほか使用予定資料を読み、問題解析が予定されている回につ
事前・事後学習 いては「論点解析」の問題を読み構想等をしておかれたい。事後にはこれらの資料を読み返し配布
された資料を読むなどして知識の定着につとめられたい。
の内容

評価方法

絶対評価
レポートを４０％（上記「授業内容・授業計画」において「＊」が付されている時期に実施する。
具体的事例の解析を内容とする。）、平常点（講義における報告，質問及び議論への参加状況）を
３０％、期末試験を３０％として評価する。
演習の詳細な計画、担当の割当等を演習初回に決定し説明する。

受講生へのコメ
ント

教材

金井貴嗣ほか編著『独占禁止法（第６版）』（弘文堂、２０１８年）、川濵昇ほか『論点解析経済
法第二版』（商事法務、２０１６年）及び『経済法百選第二版』（有斐閣，２０１７年）を用い
る。
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授業コード

JP44310010

科目授業名

知的財産法Ⅰ

開講年度・学期

2019年度後期

英語科目授業名 Intellectual Property Law 1
科目ナンバー

JAAPP8909

必修・選択

選択必修

単位数

2単位

授業形態

講義

担当教員氏名
（代表含む）

松村

科目の主題

信夫

知的財産権法の法体系は、主として特許権、実用新案権、意匠権、著作権等の知的創作物に関する
権利と商標権及び不正競争防止法上の商品等表示及び品質等表示の保護（不正競争防止法２条１項
１号、同２号、同１２号、同１３号等）等からなる営業標識に関する権利とによって構成されてい
る。
知的財産法は、多数の法律及び法規範（判例法を含む）によって構成され、相互に密接不可分の関
係にある。しかし、知的財産法Ⅰ、Ⅱ、知的財産法演習（いずれも２単位）の限られた時間内にそ
の全てをまんべんなく講義・演習することは困難である。
そこで、新司法試験の選択科目としての出題範囲をも考慮して、知的財産法Ⅰでは特許法を中心と
した講義を行い、知的財産法Ⅱでは著作権法を中心とした講義を行うことにする。ただし、その余
の知的財産権法に関する権利及び営業標識に関する権利についても、必要に応じて講義を行うこと
にする。なお、知的財産法をはじめて受講する院生も多いことを考慮し、講義を中心としつつ、適
宜、受講者に発言や発表を行わせることがある。受講生はレジュメ及び指定した判例の予習をする
ことが義務づけられる。適宜、判例や事例研究を行うことにする。

初学者でも特許法の基本と体系的な理解が可能な内容とし、あわせて将来の実務において基本的な
相談や係争に対応できる応用能力を養うことを目的とする。また知的財産法Ⅱ及び知的財産法演習
授業の到達目標 を合わせて受講してもらえば、司法試験の選択科目の試験範囲にも十分対応できるものとする。

授業内容・
授業計画①

（１）知的財産権法の沿革・体系
知的財産権法の目的と法体系について具体的な実例（複数の知的財産法の交錯領域に関する事
例）をもとに講義及び討論をする。
山形地判平１３・９・２６判タ１０７９号３０６頁「ファービー人形事件」等の判例を素材に知的
財産権の交錯と調整につき討論・検討を行う。あわせて知的財産権と自由競争原理との関係につい
ても検討を行う。
（２）「発明の概念」
特許法の保護対象としての「発明」の要件及び限界について、判例等を素材としながら検討をす
る。
判例は、東京高判平２・２・１３判時１３４８号１３９頁「錦鯉飼育法事件」、最判平１２・２・
２９民集５４巻２号７０９頁「黄桃の育種増殖法事件」等を使用する。
（３）特許（登録）要件Ⅰ
「特許発明」の登録要件のうち、新規性、進歩性につき講義をする。
判例は、東京高判平１２・１２・２５判例工業所有権法〔第２期〕５３１の５０頁「ロールカレン
ダー事件」、東京高判昭３８・１０・３１行集１４巻１０号１８４４頁「殺虫剤選択発明事件」等
を使用する。
（４）特許（登録）要件Ⅱ〜先願と拡大先願
先願主義の意義、目的と拡大先願の意義について解説するとともに、狭義の登録要件との関係に
ついて解説を行う。
（５）特許権の権利主体Ⅰ
特許を受ける権利の主体となる発明者の概念、特許権の権利主体—特許権者、専用実施権者、通
常実施権者—について解説するとともに、その前提として発明者の要件、冒認出願等につき下記判
例等を素材として討論する。
判例は、東京地判平１４・８・２７判時１８１０号１０２頁「細粒核共同発明事件」、最判平１
５・６・１２判時１７５３号１１９頁「生ゴミ処理装置事件」を使用する。
（６）特許権の権利主体Ⅱ
職務発明制度につき、平成１６年改正前同改正後及び平成２７年度中の改正法について、その背
景や制度の相違に関して解説するとともに「相当の対価」の算定方法について最判平１５・４・２
２判時１８２２号３９頁「オリンパス事件」、東京地判平１６・１・３０判時１８５２号３６頁
「青色発光ダイオード事件」等の判例を使用して解説する。
（７）特許権の効力
特許権の場所的・時間的限界論について説明する。特許権の効力について概観するとともに特許
権の国内消尽、国際消尽について解説する。
判例としては、最判平９・７・１判時１６１２号３頁「ＢＢＳ事件」、最判平１９・１１・８判時
１９９０号３頁「インクカートリッジ事件」等を使用する。
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授業内容・
授業計画②

（８）特許権の権利範囲（特許権の侵害）Ⅰ
実際の侵害訴訟の主張・立証責任の分配に従って特許権の権利範囲（特許発明の技術的範囲）の
解釈、文言侵害とその修正原理について解説と事例に基づき討論・検討を行う。あわせて明細書の
読み方についても解説する。
（９）特許権の権利範囲（特許権の侵害）Ⅱ
機能的クレームの解釈やプロダクト・バイ・プロセスクレーム等について最近の判例の傾向を分
析しながら侵害論について検討する。
判例は、知財高判平２４・１・２７判時２１４４号５１頁「ブラバスタチンナトリウム事件」、東
京地判平１０・１２・２２判時１６７４号１５２頁「磁気媒体リーダー事件」等を使用する。
（10）特許権の権利範囲Ⅲ
均等論及び不完全実施等を中心として特許権の権利範囲（特許発明の技術的）の拡大と限定につ
き解説及び事例研究を行う。
判例は、最判平１０・２・２４判時１６３０号３２頁「ボールスプライン事件」、東京地判平１
０・１０・７判時１６５７号１２２頁「負荷装置システム事件」等を使用する。
（11）特許権の権利範囲Ⅳ（間接侵害）
間接侵害の意義と各類型の要件、論点につき解説と事例研究を行う。
判例は、大阪地判平１２・１０・２４判タ１０８１号２４１頁「製パン器事件」、知財高判平１
７・９・３０判時１９０４号４７頁「アイコン特許事件」等を使用する。
（12）特許権の利用
専用実施権、通常実施権の設定とその効力、専用実施権設定後の特許権の禁止権、特許ライセン
ス契約（専用実施権設定契約・通常実施権許諾契約）の実務等について検討する。
判例は、大阪地判昭５９・１２・２０判時１１３８号１３７頁「パンチパーマ用ブラシ事件」、最
判平１７・６・１７判時１９００号１３９頁「生体高分子の安定複合体構造の探索方法」、東京地
判昭５７・１１・２９判時１０７０号９４頁「不当利得返還請求事件」等を使用する。
（13）特許権の限界
侵害訴訟における主張・立証責任の分配に従って、被告の抗弁としての特許権の限界について解
説。主たる抗弁事由としての先使用権、中用権、試験研究のための実施等の法定実施権の要件と権
利範囲について講義する。
判例は、最判平１２・４・１１判時１７１０号６８頁「キルビー事件」、最判昭６１・１０・３
判時１２１９号１１６頁「ウォーキングビーム事件」、最判平１１・４・１６判時１６７５号３７
頁「膵臓疾患治療薬事件」等を使用する。
（14）特許権侵害と民事救済
特許権侵害を中心として、その民事救済の内容及びその主張・立証方法等につき検討を行う。具
体的な事例に基づきレポートの提出及び演習を行う予定である。
（15）期末試験

【事前学習】
事前（講義前の毎回金曜日まで）に共有サイトに次回講義の詳細な内容、講義レジュメ及び予習す
べき教材・判例等を指示する。
これに従って予習を行って欲しい。授業は講義中心となるが、各自予習をしていることを前提とし
事前・事後学習 て適宜発言を求めることがある。
の内容
【事後学習】
講義の内容を整理して、関連文献を読み、知識の定着を図ること。授業で指摘した事項をまとめ、
事例問題に取り組むこと。

評価方法

絶対評価
成績評価については絶対評価とし、講義において全員に対して課するレポートを３０パーセント、
期末試験の成績を７０パーセントの割合で評価する。
特になし

受講生へのコメ
ント

教材

高林龍「標準特許法〔第６版〕」（有斐閣）
講義はレジュメを事前に配布し、これを中心に行う。
各講義時における詳細は掲示板及び共用サイトにおいて通知する。
特許判例百選〔第４版〕（講義開始直前時点の最新版）
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授業コード

JP44320010

科目授業名

知的財産法Ⅱ

開講年度・学期

2019年度前期

英語科目授業名 Intellectual Property Law 2
科目ナンバー

JAAPP9925

必修・選択

選択必修

単位数

2単位

授業形態

講義

担当教員氏名
（代表含む）

松村

科目の主題

信夫

著作権法を中心に講義と判例・事例研究とをまじえながら進めていきたいと考えている。判例・事
例研究についてはレポートを課することも検討している。具体的には、従来どおりレジュメは講義
予定日の前週に配布し、これと以下で指定する基本書及び判例集に基づき各自予習をしてもらうこ
ととし、講義ではできるだけ判例や事例問題に従いケーススタディを行う。

著作権の基本と、初学者でも著作権法の基本と体系的な理解が可能な内容とし、あわせて将来の実
務において基本的な相談や係争に対応できる応用能力を養うことを目的とする。また知的財産法Ⅰ
及び知的財産法演習を合わせて受講してもらえば、司法試験の選択科目の試験範囲にも十分対応で
授業の到達目標
きるものとする。

授業内容・
授業計画①

（１）保護対象としての著作物Ⅰ（著作物の要件）
著作物の要件と限界（特に応用美術、実用品や図面の著作物性に関する最近の判例や学説）につい
て解説する。
判例は、仏壇彫刻事件判決のほか、東京高判平３・１２・１７判時１４１８号１２０頁「木目化粧
紙事件」、東京地判平９・４・２５判タ９４４号２６５頁「スモーキングスタンド事件」、大阪高
判平６・２・２５判時１５００号１８０頁「脳波論文解析事件」、東京地判平６・４・２５判時１
５０９号１３０頁「日本の城事件」等を使用する。
（２）保護対象としての著作物Ⅱ（著作物の種類と例示著作物）
著作物の種類と例示著作物（１０条１項）について、その歴史的沿革や例示著作物が設けられた意
義について講義及び事例研究を行う。
判例は、東京地判平元・１１・１０判時１３３０号１１８頁「商業デザイン書体事件」、最判平１
２・９・７判時１７３０号１２３頁「ゴナ書体事件」等を使用する。
（３）保護対象としての著作物Ⅲ（特殊な著作物）
編集著作物・データベースの著作物の要件、二次的著作物と原著作物、ゲームソフトと映画の著作
物等との権利関係等につき解説する。
判例は、東京高判平７・１０・１７知的裁集２７巻４号６９９号「ＪＡＭＩＣシステム事件」、東
京地判平１２・３・１７判時１７１４号１２８頁「ＮＴＴタウンページデータベース事件」、東京
高判平１２・３・３０判時１７２６号１６２頁「キャンディ・キャンディ事件」等を使用する。
（４）著作権の権利内容Ⅰ
権利内容としての主要な支分権（著作権法第２１条乃至２８条）と著作者人格権について解説す
る。
第１回は主に複製権（著作権法２１条）、上演・演奏権（２２条）につき、東京地判平１１・１
０・２７判時１７０１号１５７頁「照明カタログ−雪月花−事件」、東京地判平１０・８・２７判時
１６５４号３４頁「カラオケ個室事件」等を使用する。
（５）著作権の権利内容Ⅱ
前回の講義に引き続き、支分権（著作権法２１条乃至２８条）のうち主要な支分権の効力について
講義及び事例研究を行う。第２回は主に公衆送信権（著作権法２３条）等について、知財高判平１
７・１１・１５裁判所ＨＰ「録画ネット事件」、東京地決平１４・４・１１判時１７８０号２５頁
「ファイルローグ事件」等を使用して解説する。
（６）著作権の権利内容Ⅲ
著作権の権利内容となる支分権のうち頒布権、譲渡権、貸与権を中心とした講義及び事例研究を行
う。
判例は、東京地判平６・７・１判時１５０１号７８頁「１０１匹ワンチャン大行進事件」、最判平
１４・４・２５判時１７８５号３頁「中古ゲームソフト販売事件」及び大阪高判平１３・３・２９
判時１７４９号３頁「中古ゲームソフト販売事件」、東京地判平１１・５・２７判時１６７９号３
頁「中古ゲームソフト販売事件」、大阪地判平１１・１０・７判時１６９９号４８頁「中古ゲーム
ソフト販売事件」等を使用する。
（７）著作権の権利内容Ⅳ
支分権のうち、翻案権（著作権法２７条）及び二次的著作物に関する原著作物の著作者の権利（同
２８条）につき、最判平１３・２・１３判時１７４０号７８頁「ときめきメモリアル事件」、大阪
高判平１１・４・２７判時１７００号１２９頁「ときめきメモリアル事件」や最判平１３・６・２
８判時１７５４号１４４頁「江差追分事件」を素材として講義を行う。
（８）著作権の権利制限（著作物の自由利用）
具体的な事例に基づいて著作権の制限（著作物の自由利用）につき、ケーススタディを行う。
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授業内容・
授業計画②

（９）著作者人格権の権利内容
著作者人格権の内容たる公表権、氏名表示権、同一性保持権について講義する。
判例は、東京高判平１２・５・２３判時１７２５号１６５頁「三島由紀夫手紙事件」、大阪高判平
１１・４・２７判時１７００号１２９頁「ときめきメモリアル事件」、東京高判平１２・４・２５
判時１７２４号１２４頁「脱ゴーマニズム宣言事件」等を使用する。
（10）著作権・著作者人格権の帰属主体
職務著作（著作権法１５条）や映画の著作物の著作者（同１６条）及び著作権者（２９条）等につ
き講義する。最判平１５・４・１１判時１８２２号１３３頁「ＲＧＢアドベンチャー事件」、東京
高判平５・９・９判時１４７７号２７頁「三沢市勢映画事件」等を使用する。
（11）著作権の保護期間
著作権の保護期間の始期及び終期について講義・事例研究を行う。
判例は、東京高判平４・５・１４判時１４３１号６２頁「ポパイ・ネクタイ事件」、最判平９・
７・１７民集５１巻６号２７１４頁「ポパイ・ネクタイ事件」、東京地判平１１・１１・１７判時
１７０４号１３４頁「キューピー事件」、最判平１９・１２・１８判時１９９５号１２１頁
「シェーンＤＶＤ頒布差止事件」等を使用する。
（12）著作権の譲渡・利用許諾・担保権設定
著作物の財産的利用の方法である著作権の譲渡・利用許諾につき，知財高判平１８・８・３１判時
２０２２号１４４頁「振動計測装置用プログラム事件」等の判例を素材として検討を行う。
（13）著作権・著作者人格権侵害と民事救済Ⅰ
知的財産権（主に特許権及び著作権）の侵害に対する民事救済としての差止及び損害賠償請求の概
要と主要な論点につき、講義及び事例研究。
（14）著作権・著作者人格権と民事救済Ⅱ
各種のみなし侵害規定等につき検討を行う。
キャラクター・パブリシティ等に関する権利保護について判例・事例をまじえた講義及び検討を行
う。
（15）期末試験

【事前学習】
事前（講義の前週金曜日まで）に共有サイトに次回講義の詳細な内容、講義レジュメ及び予習すべ
き教材・判例等を指示する。
これに従って予習を行って欲しい。授業は講義中心となるが、各自予習をしていることを前提とし
事前・事後学習 て適宜発言を求めることがある。
の内容
【事後学習】
講義の内容を整理して、関連文献を読み、知識の定着を図ること。授業で指摘した事項をまとめ、
事例問題に取り組むこと。

評価方法

絶対評価
成績評価については絶対評価とし、講義において全員に対して課するレポート（１〜２回程度を予
定）を３０パーセント、期末試験の成績を７０パーセントの割合で評価する。
特になし

受講生へのコメ
ント

教材

松村信夫＝三山峻司「著作権法要説〜実務と理論〜（第２版）」（世界思想社）
講義はレジュメを事前に配布し、これを中心に行う。
各講義時における詳細は掲示板及び共用サイトにおいて通知する。
著作権判例百選〔第５版〕（講義開始直前時点の最新版）
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授業コード

JP44330010

科目授業名

知的財産法演習

開講年度・学期

2019年度後期

英語科目授業名 Intellectual Property Law Seminar
科目ナンバー

JAAPP9926

必修・選択

選択必修

単位数

2単位

授業形態

演習

担当教員氏名
（代表含む）

松村

科目の主題

信夫

知的財産法Ⅰ、Ⅱの履修を前提として、より高度で実践的な知識と解決能力を付与するとともに、
将来における知的財産権に関する専門実務家の養成を目指して、具体的事例に基づいたレポート
（小論文）等の作成のほか、可能であれば訴訟実務における主張・立証の方法等の実務教育を行
う。
ただし、具体的な進め方については、講義の最初の時間に参加者と協議して決定する。

知的財産法Ⅰ、Ⅱで習得した特許法・著作権法の基礎知識や体系的理解をより確実なものとすると
ともに、具体的な判例研究や事例研究を通じて、より高い応用力の陶冶を目的とする。（但し、知
授業の到達目標 財法Ⅰ、Ⅱを未受講の院生の参加も認めます。）

授業内容・
授業計画①

（１）知的財産訴訟の訴訟手続の概要Ⅰ
知的財産訴訟の訴訟手続の概要について具体的事件を想定し、講義形式で解説する。
教材としては、特許庁において作成した弁理士特定侵害訴訟代理権付与の能力担保措置の講義で
使用した具体的な訴訟記録及び解説書等を使用する。
（２）知的財産訴訟における主張・立証Ⅰ
典型的な特許権侵害訴訟の事例（事前配布）を素材として受講者にその主張・立証の方法等につ
いて分析した結果を報告してもらい、全員で討論。
特許権侵害訴訟における文言侵害、均等論に基づく主張・立証、間接侵害規定に基づく主張・立
証等をテーマとする。
（３）知的財産訴訟における主張・立証Ⅱ
著作権侵害訴訟の事例を素材として受講者にその主張・立証の方法を分析した結果を報告しても
らい、全員で討論。
（４）判例研究Ⅰ
知的財産法Ⅰ、Ⅱの講義において十分検討解説することができなかった主要判例もしくは最近の
重要判例を素材に判例研究を行う。
（５）判例研究Ⅱ
同上
（６）判例研究Ⅲ
同上
（７）判例研究Ⅳ
同上
（８）事例（問題）研究Ⅰ
あらかじめ配布した事例形式の問題につき、各自、レポート（小論文）を作成・提出してもらっ
たうえで、全員で討論・検討及び講評を行う。
（９）事例（問題）研究Ⅱ
同上
（10）事例（問題）研究Ⅲ
同上
（11）事例（問題）研究Ⅳ
同上
（12）事例（問題）研究Ⅴ
同上
（13）事例（問題）研究Ⅵ
同上
（14）知的財産権と予防法務Ⅰ
知的財産権侵害係争を防止するためにいかなる予防法務が必要かについて検討する。
知的財産関係の契約書作成上の実務等につき解説を行い、受講生も事例に基づき知的財産契約の
作成をしてもらい、その講評を行う。
（15）期末試験
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事前学習】
判例研究及び事例研究については、共有サイトを通じて次回講義日の前週までに素材又は、課題
（事例）を指定ないし配布し、報告ないしレポート（小論文）を作成し、講義日に提出してもらう
方法で進めたいと思っている。ただし、受講生の学習の到達レベル及び報告の頻度の多寡に照らし
事前・事後学習 て、受講生に過大な負担にならないよう、その意見を聴収しつつ進めて行きたい。
の内容
【事後学習】
講義の内容を整理して、関連文献を読み、知識の定着を図ること。授業で指摘した事項をまとめ、
事例問題に取り組むこと。

評価方法

絶対評価
期末試験２０％、
平常点（授業時間中のレポート及び起案、討論における意見発表等を綜合的に評価）８０％
特になし

受講生へのコメ
ント

教材

特に指定する予定はない。
（事例研究については、本講義のために作成をしたオリジナルの問題を使用する予定であり、解
説・講評も配布予定。）
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授業コード

JP45040010

科目授業名

国際取引法

開講年度・学期

2019年度後期

英語科目授業名 Law of International Transactions
科目ナンバー
単位数

2単位

担当教員氏名
（代表含む）

平

科目の主題

授業の到達目標

必修・選択

選択必修

授業形態

講義

覚

国際取引に従事する企業が直面する問題群の中から、本年度は海外投資家としての企業と投資受入
国の間の投資紛争仲裁制度（Investor-State Dispute Settlement :ISDSとも呼ばれる）を検討す
る。この制度は、投資家の本国と投資受入国の間で結ばれる投資保護条約上の紛争解決手続の一つ
であるが、投資家の本国政府ではなく投資家自身が直接投資受入国政府を相手取って利用できると
いう点で実務的にもまた国際法理論上も近年注目を浴びてきた。本授業では、ISDSを従来の国際商
事仲裁制度とは区別し、国際法上の制度として位置づけるライデン大学の准教授の最近の著作(英
語)の一部を読みながら、ISDSの法的性質を理論的に検討したい。
なお、司法試験制度の下では、国際取引法は、選択科目である「国際関係法［私法系］」に含まれ
ている。しかし、本講義が扱うテーマは、むしろ「国際関係法［公法系］」に含まれる国際法の一
部としての国際投資法の問題または国際公法と国際私法が交錯する問題として分類されることに注
意されたい。
投資家と投資受入国の間の投資紛争仲裁制度の概要と理論的問題点を理解する。また、投資家とし
ての日本企業が直面する可能性のある国際的な紛争処理について実務的知識を習得する。

Eric De Brabandere, Investment Treaty Arbitrations as Public International Law,
Cambridge UP, 2014,pp. 230 から、主にPART I, The public international law character of
investment treaty arbitration を精読しながら、議論したい。読むスピードは受講者の能力に合
わせるが大まかなスケジュールは以下のようになる。

授業内容・
授業計画①

第1 回 The Principle and rationale of the direct access of foreign investors to
investment treaty arbitration(pp. 17-24)
第2 回 同上
第3 回 The Public international law regime of investment treaty arbitration (pp. 24-31)
第4 回 同上
第5 回 Distinguishing the contract and treaty levels in investment treaty arbitration
(pp. 31-49)
第6 回 同上
第7 回 同上
第8 回 The systemic distinction between investment treaty arbitration and international
commercial arbitration (pp. 49-54)
第9 回 The distinction between substantive and procedural rights (pp. 55-59)
第10 回 The right of direct access to investment treaty arbitration (pp. 60-70)
第11 回 同上
第12 回 同上
第13 回 The applicable law in investment treaty arbitration: basic principles (pp. 122129)
第14 回 Non-investment norms in investment treaty arbitration: the consideration of
human rights obligations by international investment tribunals (pp. 129-147)
第15 回 期末試験

予習はテキストの翻訳をある程度まで試みてみること。「ある程度」とは、テキストの英文のどこ
が理解できないのか、理解できない個所を確認することによって、おおよその翻訳を試みることを
意味する。（そして、授業によって疑問点を解明するよう努めること。）
事前・事後学習 復習は、毎回の授業の終了後、1名の報告者を決め、その回に読んだ部分の日本語訳を提出しても
らう。教員が添削し、次の回の授業で日本語訳を確認してから次へ進む。報告者以外の受講生は、
の内容
予習の際に生じた疑問が授業で解決したか、確認し、添削された日本語訳を読み直して、内容の理
解を確認すること。

評価方法

絶対評価
平常点(30％)、期末試験(70%)による。とくに、平常点とは、十分な予習を行って英文を読みこな
す努力をしているか(10%)、復習として課される日本語訳のレポート作成を適切に行ったか(10%)、
授業において積極的に質問し、議論に貢献したか(10%)による評価を意味する。
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基本的に重要と思われる最近の日本語の関連論文も補充的に読んでもらい、理解を深める工夫をし
受講生へのコメ たい。受講希望者はテキスト等をネット上で配布するので後期授業開始前に担当教員にメールで連
絡すること。担当教員のメールアドレスは後期授業の説明会の際に通知する。
ント
テキスト：
Eric De Brabandere, Investment Treaty Arbitrations as Public International Law,
Cambridge UP, 2014, pp. 230 （必要な個所をPDFファイルで配布する）
教材

参考文献：
福永有夏『国際経済協定の遵守確保と紛争処理』有斐閣、2013
JCAジャーナル連載の「投資協定仲裁判断例研究」
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授業コード

JP45050010

科目授業名

国際財産法

開講年度・学期

2019年度前期

英語科目授業名 Private InternationalLaw(Corporation,Property and Obligation)
科目ナンバー

JAAPP8913

必修・選択

選択必修

単位数

2単位

授業形態

講義

担当教員氏名
（代表含む）

国友

科目の主題

明彦

狭義の国際私法(渉外的な法的問題への準拠法の決定・適用を扱う)のうち、各論の国際財産法およ
び総論の財産法関係の部分。その中心的な法典は、法の適用に関する通則法4条以下〔以下、「通
則法」と略す。なお、その条文の引用の際には以下では条文番号のみで引用する。〕である。

狭義の国際私法の基本構造、基本的な概念の意味と用法、財産法分野の主要な条文や条理による準
則の趣旨・目的とそれらの体系的な関係を会得し、この分野の主要な法律問題を解決できるように
授業の到達目標 なること。
授業においては、講義方式と事前に出した問題〔以下、これを単にＱという。主として下記ケース
ブック『ロースクール国際私法・国際民事手続法[第3版]』から選ぶ〕について学生に答えていた
だく方式を適宜併用する。Ｑに対する解答について適宜補足説明をする。その他の重要な箇所や誤
解の生じやすい箇所について重点的な講義を行なう。その際、随時質問を受け付ける。

授業内容・
授業計画①

(1〜2前半) 序論(「国際私法と統一法」を含む。)
国際私法が財産法分野で実際に用いられる例
を挙げて解説する。 次に、国際私法と統一法の関係について検討する。 さらに、国際私法の目的
と方法、連結点・連結政策(各種の連結方法)、国際私法の法的性質、国際私法の法源、国際私法の
構造等について解説する。
(2後半〜3) 契約(1〜2): 当事者自治、契約準拠法の分割指定
契約の準拠法について、当事者に
よる準拠法の合意が存在する場合(7条)と、準拠法の合意が存在しない場合(8条ほか)とに分けたう
えで、当事者自治の原則の意義と根拠、準拠法指定の時期、黙示の意思推定等について検討する。
その後、分割指定の問題について東京地判平14･2･26 LEX/DB28082189等の裁判例を素材として検討
する。
(4) 契約(3): 客観的連結、消費者契約・労働契約
準拠法合意のない場合における8条2項の特徴
的給付の理論による推定を中心に解説し、具体的事案への適用について考える。その後、消費者契
約と労働契約に関する特則(11〜12条)について解説・検討する。
(5前半) 金銭債権、法律行為の方式
金銭債権（特に、弁済の通貨）の国際私法上の問題と民法
上の問題(最判昭50･7･15民集29・6・1029)についてもここで簡単に取り上げる。10条の法律行為の
方式の基礎的事項についてその理解を確認する。
(5後半〜6) 不法行為
17条1項の不法行為地法主義（結果発生地法主義）の根拠についての理解
を確認した上、20条の解釈について考察し、21条の適用されるのはどのような場合かについて考え
る。さらに、特別留保条項である22条について検討する。そののち、生産物責任と名誉毀損という
特別の不法行為に関する規定の解釈論（18条・19条が中心）について検討する。 あわせて、民法
上の問題ではあるが、外国に常居所を有するかまたはまもなく本国に帰る予定の外国人被害者の逸
失利益の算定基準(最判平9･1･28民集51・1・78)とそのような者が死亡した場合または遺族が外国
に常居所を有する場合の慰謝料の算定の考え方についても簡単にふれる。
(7前半）事務管理・不当利得
事務管理及び不当利得の準拠法(14〜15条)に関して、解消された
契約関係の清算の場合など、他の法律関係との関係も考慮しながら、検討する。
(7後半〜8前半） 物権
物権に関する所在地法主義(13条1項)とその限界(最判平14･10･29民集
56・8・1964)、物権変動に関する同条2項の具体的適用上の諸問題、担保物権(大判昭11･9･15法律
新聞4033･16)について検討する。
(8後半) 自然人の行為能力等
自然人に関して、行為能力一般の準拠法（4条）、特に取引保護主
義について検討する。失踪宣告、制限能力者の保護（後見開始の審判等）(5条、6条)についても簡
単に解説する。
(9前半) 代理
任意代理について検討する。
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授業内容・
授業計画②

(9後半〜10) 法人
法人に関して、抵触法上の問題と外人法上の問題に分けて検討する。まず、
抵触法上の問題としては、法人の属人法(従属法)としての設立準拠法主義の根拠、属人法の適用範
囲（特に日本の裁判例で問題となったもの、例えば法人代表や法人格否認など）を取り上げる。外
人法上の問題としては、外国法人の認許(民法35条)の意義について説明した上、会社法の外国会社
に関する規定(817条以下)と「外国会社の登記」規定(933条以下)のうち主要なものを確認する。
(11) 債権債務関係
債権譲渡など、3人以上の当事者が関係する債権債務関係および債権一般に
関する問題について、関連する各種法制度の連続性を考慮しながら検討する。具体的には、債権譲
渡(東京地判昭42･7･11金法485号33頁)、債権質(最判昭53･4･20民集32・3・616[バンコク銀行事
件])について検討する。それらに関する方式の問題もここであわせて取り上げる。相殺、詐害行為
取消権(東京地判平27・3・31 LEX/DB25525135)についてもここで考える。
(12) 知的財産権 (1): 属地主義の原則、外国知的財産権にもとづく請求
知的財産法の基礎のう
ち国際私法の観点から重要な点について解説した上，外国特許権にもとづく請求についての最高裁
判例(最判平14･9･26民集56・7・1551[FM信号復調装置事件、カードリーダー事件])について検討す
る。
(13) 知的財産権 (2): 知的財産権と契約
職務発明(最判平18･10･17民集60・8・2853[日立製作
所事件])と著作権の譲渡について判例を中心に検討する。職務発明については平成27年の日本の特
許法35条の改正にもふれる。
(14) 不正競争、全体の復習
参加者の希望にもよるが、不正競争についてその基礎と日本の裁判
例で問題となった点を簡単に取り上げる。そののち、適宜全体の復習を行なう。
(15) 期末試験

事前学習: 受講者には、下記のような国際私法の概説書や百選などについて予習することを求め
る。予習課題には質問形式のＱと簡潔に書かれた文献を指定してそれを読んでくることを求めるも
のがある。予習課題はその前の講義のあった日のうちにMoodleで伝えるよう努める。
予習課題は必須の課題と任意の課題に分ける。ケースブックの予習課題のうちには、高度なも
の、少数説についてのものも含まれており、また、学習範囲の広さと深さの程度についての受講者
事前・事後学習 の希望も異なっていることもありうるからである。
の内容
事後学習: 講義の内容を整理して、知識の定着を図ること。
希望者のみ対象の課題：講義内容の復習、事例について法的解決を考える能力の涵養、論理的な文
章を書く訓練のため、希望者向けに数回演習問題(事例式問題)を出し、希望者に文書ファイルのか
たちで解答を書いてメールで送っていただき、添削して返し、授業の中で講評を行なう。

評価方法

絶対評価
学期末の試験：80%
平常点（授業における教員からの質問への解答など授業への参加状況。）：20%

・ 開講日は、8月下旬から9月中旬までの間に設定する予定。1日に2コマずつ1日以上の間隔を開け
て開講する。具体的な開講日については決まりしだい掲示等で知らせる。
受講生へのコメ ・もし研究指導の希望があれば、研究レポートの作成につき助言を行なう。
・全体につき、質問は、e-mail: kunitomo@law.osaka-cu.ac.jp または国友研究室電話： 06ント
6605-2332 までどうぞ。

教材

ケースブック： 櫻田嘉章=道垣内(どうがうち)正人編『ロースクール国際私法・国際民事手続法
[第3版]』(2012, 有斐閣)
百選： 櫻田嘉章=道垣内正人編『国際私法判例百選[第2版]』(2012, 有斐閣別冊ジュリスト210号)
概説書は指定しないが、以下の4冊を推薦する。このうち1冊以上を用意すること。
澤木敬郎(たかお)=道垣内正人『国際私法入門[第8版]』(2018, 有斐閣双書) 〔コンパクトな割
には取り上げている論点が多い。〕
神前(かんざき)禎(ただし)=早川吉尚(よしひさ)=元永和彦『国際私法[第3版]』(2012, 有斐閣
アルマ)〔2019. 2. 新版発行予定〕〔比較的わかりやすく書かれており、入門に適していると思わ
れる。他面、取り上げられていない論点が多い。〕
横山潤『国際私法』(2012, 三省堂) 〔比較的詳細。もっとも、第1部第1編第1章「抵触法の基
礎」〔序論〕は初心者には難解かと思われる。〕
中西康=北澤安紀(あき)，横溝大，林貴美(たかみ)著『国際私法[第2版]』(2018, 有斐閣Legal
Quest)〔全体について4人の意見を反映させており、客観性に優れている。〕
入門書：神前禎『プレップ国際私法』(2015, 弘文堂)
主要な参考書のうちコンパクトなもの：
道垣内正人『ポイント国際私法 総論[第2版]』(2007, 有斐閣)、 同『ポイント国際私法 各論
[第2版]』(2014, 有斐閣)
櫻田嘉章=佐野寛=神前禎編『演習国際私法 CASE30』(2016, 有斐閣)
六法:授業で毎回使用する。小型のものでいいので持参すること。
＊ 適宜、判例・学説の抜粋・要約、講義形式の解説部分のレジュメ・資料などを事前にまたは講
義時に配布する。
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授業コード

JP45060010

科目授業名

国際家族法

開講年度・学期

2019年度前期

英語科目授業名 International Family Law
科目ナンバー

JAAPP8914

必修・選択

選択必修

単位数

2単位

授業形態

講義

担当教員氏名
（代表含む）

国友

科目の主題

明彦

狭義の国際私法(渉外的な法的問題の準拠法の決定とその適用を扱う)のうち、総論の大部分および
各論のうちの家族法分野。その中心的な法典は、法の適用に関する通則法4条以下〔以下、「通則
法」と略す。なお、以下ではその条文を条文番号のみで引用する。〕である。なお、希望があれ
ば、国籍法も取り上げる。

狭義の国際私法の基本構造、基本的な概念の意味と用法、家族法分野の主要な条文や条理による準
則の趣旨・目的とそれらの体系的な関係を会得し、この分野の主要な法律問題を解決できるように
授業の到達目標 なること。
授業においては、講義方式と事前に出した問題〔以下、これを単にＱという。主として下記ケース
ブック『ロースクール国際私法・国際民事手続法[第3版]』から選ぶ〕について学生に答えていた
だく方式を適宜併用する。Ｑに対する解答について適宜補足説明をする。その他の重要な箇所や誤
解の生じやすい箇所について重点的な講義を行なう。その際、随時質問を受け付ける。

授業内容・
授業計画①

(1) 序論 国際家族法が実際に用いられる具体例を挙げ、国際私法の必要性、目的と方法、連結政
策(各種の連結方法)、国際私法の法的性質、法源等について解説する。
(2) 属人法、本国法・常居所地法の確定
ここにいう「属人法」はある人に最も密接な関係を有
する法として指定される法という広義の意味で用いている。そのような属人法の決定について本国
法主義と常居所地法主義の長短等について考察する。その後、本国法・常居所地法について特に誤
解の生じやすい点について理解を確認し、必要に応じて解説する。常居所の決定については水戸家
審平3･3･4家月45･12･57などの判例等を取り上げる。
(3) 法律関係の性質決定
法律関係の性質決定は、抵触規則の主題となる単位法概念の解釈問題
である。最判平6･3･8民集48･3･835など、これに関する判例を取り上げ、それを用いて解釈の方法
について考える。
(4) 不統一法国の指定、未承認政府の法の指定、中国人および韓国・朝鮮人の本国法
地域的不
統一法国に属する者の本国法の指定(38条3項)について、特に日本の裁判所で最も問題となること
の多い米国人のケースを例にとって判例の事案を中心に研究する。人的統一法国に属する者の本国
法の指定(40条)についても簡単に解説する。未承認政府・国家の法の指定の理解について確認した
上、中国人および韓国・朝鮮人の本国法の決定について裁判実務と戸籍実務の両者を学んで、実務
での解決を会得させる。
(5) 反致
反致の基本的理解について確認した上、41条における具体的な解釈問題について最判
平6･3･8家月46･8･59などの判例を理解した上で検討する。
(6〜7前半) 公序
公序(42条)については、その基本的理解を確認した上、東京地判平3･3･29家月
45･3･67などの判例について事例研究を行なう。内国憲法と国際私法上の公序の関係についても考
える。
(7後半〜8前半) 送致範囲の画定、先決問題、適応問題
送致範囲の画定は、ある抵触規則によっ
て指定される準拠実質法規の範囲の画定の問題である(法律関係の性質決定の延長上の問題)。これ
について簡単に解説した上、先決問題と適応問題について、国際私法による準拠法決定の基本構造
との関係を念頭に置きつつ検討する。最判平12･1･27民集54･1･1の先決問題に関する判旨を取り上
げる。
(8後半) 氏
氏、特に婚姻等の身分関係による氏の変動について、京都家審昭55･2･28家月33･5･
90等を素材に検討する。
(9) 婚姻の成立・効力
婚姻の実質的成立要件、形式的成立要件について、実質的成立要件の配
分的連結の問題(24条1項)や方式に関する選択的連結(同条2項、3項本文)と日本人条項(同条3項但
書)の問題などを検討し、婚姻の効力について簡単に確認した上、夫婦財産制に関する26条特有の
問題(当事者自治、内国取引保護)を検討する。
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授業内容・
授業計画②

(10) 離婚
離婚(27条)の準拠法につき、まず、離婚の方法、特に日本の裁判所における離婚につ
いて外国法が準拠法となる場合の実体法と手続法との調整問題を横浜家審平3･5･14家月43･10･48を
素材に検討し、離婚給付の性質決定について考える。
(11) 実親子関係の成立、養子縁組
まず、28条と29条の関係について最判平12･1･27民集54･1･1
の判旨を取り上げる。次に、嫡出親子関係、非嫡出親子関係のそれぞれについて、択一的連結の趣
旨などの諸問題を検討する。外国での代理出産の場合の親子関係の成立についても簡単に解説す
る。 また、養親子関係(31条)の問題を審判例に則して検討する。
(12) 親子間の法律関係、後見、扶養
親権・監護権・面接交渉権に関する問題(32条)を検討し、
32条と35条の関係について考察する。その後、扶養義務の問題(扶養義務の準拠法に関する法律)を
検討する。〔子の奪取は国際民事手続法で取り上げる予定。〕
(13) 相続、遺言
相続の準拠法(26条)について、大阪地判昭62･2･27交民集20･1･268を素材に相
続財産の構成等の問題を検討し、また、相続人の不存在の問題なども名古屋家審平6･3･25家月47･
3･79などを素材に考える。続いて、遺言の準拠法(27条、遺言の方式の準拠法に関する法律)の適用
範囲等についても検討する。
(14) 全体の復習
適宜復習を行なう。
(15) 期末試験

事前学習: 受講者には、下記のような国際私法の概説書や百選などについて予習することを求め
る。予習課題には質問形式のQと簡潔に書かれた文献を指定してそれを読んでくることを求めるも
のがある。予習課題はその前の講義の日の翌日までにはMoodleで伝えるよう努める。
予習課題は必須の課題と任意の課題に分ける。ケースブックの予習課題のうちには、高度なも
の、少数説についてのものも含まれており、また、学習範囲の広さと深さの程度についての受講者
事前・事後学習 の希望も異なっていることもありうるからである。
事後学習: 講義の内容を整理して、知識の定着を図ること。
の内容
希望者のみ対象の課題: 講義内容の復習、事例について法的解決を考える能力の涵養、論理的な文
章を書く訓練のため、希望者向けに数回演習問題(事例式問題)を出し、希望者に文書ファイルのか
たちで解答を書いてメールで送っていただき、添削して返し、授業の中で講評を行なう。

評価方法

絶対評価
学期末の試験：80%
平常点（授業における教員からの質問への解答など授業への参加状況。）：20%

・もし研究指導の希望があれば、研究レポートの作成につき助言を行なう。
受講生へのコメ ・全体につき、質問は、e-mail: kunitomo@law.osaka-cu.ac.jp または国友研究室電話： 066605-2332 までどうぞ。
ント

教材

ケースブック： 櫻田嘉章=道垣内(どうがうち)正人編『ロースクール国際私法・国際民事手続法
[第3版]』(2012, 有斐閣)
百選： 櫻田嘉章=道垣内正人編『国際私法判例百選<第2版>』(2012, 有斐閣[別冊ジュリスト210
号])
概説書は指定しないが、以下の5冊を推薦する。このうち1冊以上を用意すること。
澤木敬郎(たかお)=道垣内正人『国際私法入門[第8版]』(2018, 有斐閣双書) 〔コンパクトな割
には取り上げている論点が多い。〕
神前(かんざき)禎(ただし)=早川吉尚(よしひさ)・元永和彦『国際私法[第4版]』(2019.2.刊行
予定, 有斐閣アルマ)〔比較的わかりやすく書かれており、入門に適していると思われる。他面、
取り上げられていない論点が多い。〕
横山潤『国際私法』(2012, 三省堂) 〔比較的詳細。もっとも、第1部第1編第1章「抵触法の基
礎」〔序論〕は初心者には難解かと思われる。〕
櫻田嘉章『国際私法[第6版]』(2012, 有斐閣Sシリーズ)〔オーソドックス。〕
中西康＝北澤安紀(あき)＝横溝大＝林貴美(たかみ)著『国際私法[第2版]』(2018, 有斐閣Legal
Quest)〔全体について4人の意見を反映させており、客観性に優れている。〕
入門書：神前禎『プレップ国際私法』(2015, 弘文堂)
主要な参考書のうちコンパクトなもの：
道垣内正人『ポイント国際私法 総論[第2版]』(2007, 有斐閣)、 同『ポイント国際私法 各論
[第2版]』(2014, 有斐閣)
櫻田嘉章・佐野寛・神前禎編『演習国際私法 CASE30』(2016, 有斐閣)
六法: 授業で毎回使用する。小型のものでいいので持参すること。
＊ 適宜、判例・学説の抜粋・要約、講義形式の解説部分のレジュメ・資料などを事前にまたは講
義時に配布する。
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授業コード

JP45070010

科目授業名

国際民事手続法

開講年度・学期

2019年度前期

英語科目授業名 International Civil Procedure Law
科目ナンバー

JAAPP8915

必修・選択

選択必修

単位数

2単位

授業形態

講義

担当教員氏名
（代表含む）

国友

科目の主題

授業の到達目標

明彦

国際民事手続法（別名国際民事訴訟法）、すなわち、渉外事件に特有な手続法問題を扱う法分野
国際民事手続法の基本構造および基本的な概念の意味と用法を会得し、この分野の基本的な法律問
題を解決できるようになること。

授業においては、講義方式と事前に出した問題〔以下、これを単にＱという。主として下記ケース
ブック『ロースクール国際私法・国際民事手続法[第3版]』から選ぶ〕について学生に答えていた
だく方式を適宜併用する。Ｑに対する解答について適宜補足説明をする。その他の重要な箇所や誤
解の生じやすい箇所について重点的な講義を行なう。その際、随時質問を受け付ける。
* 以下、民事訴訟法(平成23年改正)は条文番号のみで引用する。

授業内容・
授業計画①

授業内容・
授業計画②

(1) 序論、裁判権免除 国際民事紛争の具体例を挙げつつ、純粋の国内民事紛争と異なるどのよう
な特殊な問題が生じるかを概観する。その次に外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律の
概要を解説する。
(2) 財産関係事件の国際裁判管轄総論 国際裁判管轄に関する基本概念と特別の事情による訴え却
下(3の9)について講じる。3の9については、最判平28・3・10民集70・3・346もここで取り上げ
る。
(3) 被告の住所等による管轄(3の2)、業務関連管轄(3の3第4号)、契約債務履行地管轄(3の3第1号)
(4) 知的財産権、不法行為地管轄(3の3第8号)、管轄原因事実の証明、財産所在地管轄(3の3第3
号)、併合請求による管轄(3の6)
最判平13･6･8民集55･4･727(ウルトラマン事件、円谷プロ事件)
等を素材にしてこれらの諸問題について考える。
(5) 合意管轄(3の7)、応訴管轄(3の8)
合意管轄に関しては、最判昭50･11･28民集29･10･1554(チ
サダネ号事件)等を取り上げる。
(6) 消費者契約・労働関係に関する訴えの管轄権(3の4)、専属管轄(3の5)
(7〜8) 人事・家事事件の国際裁判管轄 平成30年改正人事訴訟法3条の2〜3条の5, および、同年
改正家事事件手続法3条の2〜3条の15のうち主要規定について講じる。
(9) 当事者、送達、証拠調べ 「手続は法廷地法による」の原則の趣旨・目的について確認した
上、当事者適格に関する知財高判平28･６･22判時2318･81等について検討する。送達に関する司法
共助について概観した後、ハーグ送達条約10条(a)号の留保とそれをめぐる裁判例について検討す
る。〔「証拠調べ」は時間の都合上省略するかもしれない。〕
(10) 外国判決の承認・執行(118)(その1) まず、承認要件一般について最判平10･4･28民集52･8･
853、最判平26・4・24民集68・4・329などの判例を中心に検討する。次に、最判平9･7･11民集51･
6･2573を素材として、懲罰的損害賠償を命ずる米国等の判決が承認の対象になるか、なるとして公
序に違反しないかについて検討する。
(11) 外国判決の承認・執行(118)(その2)
外国離婚判決の承認、および、非訟裁判の承認、特に
子の引渡しについての外国判決の承認（東京高判平5･11･15家月46･6･47）について検討する。ま
た、代理出産された子の親子関係についての米国ネヴァダ州裁判の承認を拒絶した最決平19・3・
23民集61･2･619について考える。

(12) 国際的訴訟競合、保全命令、子の奪取 内外で同時に訴訟が進行する国際的訴訟競合につい
て裁判例と平成23年民訴法改正の際の議論を素材に検討する。保全命令の管轄について定める民事
保全法11条について解説する。国際的な子の奪取の民事上の側面に関するハーグ条約および同条約
の実施法の概要と主要な解釈論上の問題もここで取り上げる。裁判における外国法の適用に関して
は、特に外国法の不明の場合の処置についての学説・判例に重点を置く。次に、外国法の適用違背
と上告〔受理申立て〕(最判平20･3･18判時2006・77)について簡単にみる。
(13) 国際商事仲裁
国際取引紛争を国際商事仲裁によって解決することの長所と短所を明らかに
した上で、法理論上の問題点、すなわち、仲裁契約・仲裁手続・仲裁判断などについての準拠法、
仲裁地の意義、外国仲裁判断の承認執行などについて検討する。判例としては最判平9･9･4民集51･
8･3657(リングリングサーカス事件)を取り上げる。
(14) 国際倒産、全体の復習 希望があれば，国際倒産法の骨子について解説する。 その後、全体
について適宜復習を行なう。
(15) 期末試験
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事前学習: 受講者には、下記のような国際私法の概説書や百選などについて予習することを求め
る。予習課題には質問形式のＱと簡潔に書かれた文献を指定してそれを読んでくることを求めるも
のがある。予習課題はその前の講義の日の翌日までにはMoodleで伝えるよう努める。
予習課題は必須の課題と任意の課題に分ける。ケースブックの予習課題のうちには、高度なも
の、少数説についてのものも含まれており、また、学習範囲の広さと深さの程度についての受講者
事前・事後学習 の希望も異なっていることもありうるからである。
事後学習: 講義の内容を整理して、知識の定着を図ること。
の内容
希望者のみ対象の課題: 講義内容の復習、事例について法的解決を考える能力の涵養、論理的な文
章を書く訓練のため、希望者向けに数回演習問題(事例式問題)を出し、希望者に文書ファイルのか
たちで解答を書いてメールで送っていただき、添削して返し、授業の中で講評を行なう。

評価方法

絶対評価
学期末の試験：80%
平常点（授業における教員からの質問への解答など授業への参加状況。）：20%

・もし研究指導の希望があれば、研究レポートの作成につき助言を行なう。
受講生へのコメ ・全体につき、質問は、e-mail: kunitomo@law.osaka-cu.ac.jp または国友研究室電話： 06ント
6605-2332 までどうぞ。

教材

ケースブック： 櫻田嘉章=道垣内(どうがうち)正人編『ロースクール国際私法・国際民事手続法
[第3版]』(2012, 有斐閣)
百選： 櫻田嘉章=道垣内正人編『国際私法判例百選<第2版>』(2012, 有斐閣[別冊ジュリスト210
号])
概説書は指定しないが、以下の3冊を推薦する。このうち1冊以上を用意すること。
澤木敬郎(たかお)・道垣内正人『国際私法入門[第8版]』(2018, 有斐閣双書) 〔全項目をカ
バーしている〕
横山潤『国際私法』(2012, 三省堂) 〔もっとも、送達、国際的訴訟競合および保全命令につい
ての記述は簡略すぎ、国際商事仲裁についての記述が欠けている。〕
松岡博編『国際関係私法入門─国際私法・国際民事手続法・国際取引法─[第3版]』(2012, 有斐
閣)[2019改訂予定]〔全項目をカバーしているものの、保全命令など記述の簡略すぎる箇所もあ
る〕
（中西康=北澤安紀(あき)=横溝大=林貴美(たかみ)著『国際私法[第2版]』［2018, 有斐閣Legal
Quest］も優れた本だが、取り上げている事項が国際裁判管轄、外国判決の承認・執行、外国法の
適用に限られている。）
入門書：神前(かんざき)禎(ただし)『プレップ国際私法』(2015, 弘文堂)
主要な参考書
本間靖規=中野俊一郎=酒井一『国際民事手続法[第2版]』(2012, 有斐閣アルマ)〔もっとも、一
部、レベルの高すぎる章もある。〕
古田啓昌(よしまさ)『国際民事訴訟法入門─国内訴訟との対比で考える』(2012, 日本評論社)
〔特に実務について参考になる。〕
櫻田嘉章=佐野寛=神前禎編『演習国際私法 CASE30』(2016, 有斐閣)
六法：授業で毎回使用する。小型のものでいいので持参すること。
＊ 適宜、判例・学説の抜粋・要約、講義形式の解説部分のレジュメ・資料などを事前にまたは講
義時に配布する。
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授業コード

JP45080011

科目授業名

国際人権法

開講年度・学期

2019年度前期

英語科目授業名 International Human Rights Law
科目ナンバー
単位数

2単位

担当教員氏名
（代表含む）

桐山

必修・選択

選択必修

授業形態

講義

孝信

国際人権法の確立・発展と、日本国内での具体的な適用・実施。
科目の主題
国際人権規約をはじめとする人権諸条約が締結され、また国連をはじめとする国際機関の人権保護
活動が活発化する中で、国際人権法と呼べる分野が確立・発展してきた。本講義では、その法シス
テムについて手続と実体の両面から検討するとともに、日本国内での具体的な適用・実施状況を国
内判例の研究を通じて検討する。講義の具体的な狙いは、以下のような内容を検討することを通じ
て、いわば｢人権保護の国際法戦略｣を構築することである。
① 国際人権法の規範内容と実施状況の検討
授業の到達目標 ② 国内裁判所での利用：国際法と国内法の関係、直接適用や間接適用の問題
③ 人権諸条約における国家(政府)報告制度の意義と課題
④ 個人通報制度利用へ向けて
⑤ 国連の人権保護手続
⑥ 近年の人権をめぐる世界的状況の把握

授業内容・
授業計画①

(1)国際人権法の形成
憲法や刑事法の授業で扱う人権といわゆる「国際人権」はどこがどのように違うのか、なぜ国際
社会で人権保護の重要性が唱えられるようになったのか、そしていかなる発展を経て今日に至って
いるのかを概説し、「国際人権法」という学問領域の目的と範囲を明確にする。
(2)国際的実施措置の検討(1)国家報告制度
現在の国際社会が備えている人権保護のための国際的仕組みについて概観し、とくに人権諸条約
が規定している実施措置の一つである国家報告制度の意義と内容について検討を行う。
(3)国際的実施措置の検討(2)国家報告制度の実効性について
引き続き国家報告制度の意義と内容について検討を行う。具体的には日本が自由権規約委員会や
社会権規約委員会や人種差別撤廃委員会に提出した報告書やそれに対するＮＧＯのカウンターレ
ポートを読み、その内容と問題点を検討する。
(4)国際的実施措置の検討(3)個人通報制度
日本には適用がないが、国際人権機関に対する個人通報手続について、その役割と課題を検討す
る。特に自由権規約とヨーロッパ人権裁判所の実行について言及する。
(5)国際法と国内法の関係(1)論理的関係
日本で人権条約を利用するにあたっては、その前提として、国際法と国内法の関係について理解
しておく必要がある。ここでは、国際法と国内法との関係について、論理的関係の問題、法的効力
の問題の二つに分けて考察してみたい。
(6)国際法と国内法の関係(2)直接適用
前回に続き、国際法と国内法の関係について、日本における問題を取り上げて検討する。直接適
用の事例の検討：自由権規約と社会権規約
(7)国際法と国内法の関係(3)関節適用
前回に続き、いわゆる直接適用と間接適用の事例を検討し、日本における国際人権訴訟の戦略の
あり方を考える。
(8)国際人権法は憲法を超えられないのか
上告理由の制限など、憲法訴訟にしばしば見られる、憲法の人権保障で足りるとする一般的傾向
にたいして、国際人権法の観点から問題点を考察する。
(9)国際人権の具体的内容:差別禁止事例を中心に(1)差別禁止事例
国内裁判所で下される判決において、差別禁止事例について、問題の所在も含めて、国際人権法
の立場から考察する。
(10)国際人権の具体的内容(2)外国人の参政権
参政権については、いわゆる外国人の参政権問題の他に国内の民主化をめぐる論点としても参政
権が取りざたされていることも踏まえて、問題の所在を検証する。
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授業内容・
授業計画②

(11)条約によらない国際人権保障(1)人権理事会の制度
国連人権理事会の設置以後、条約によらない特別手続きにおいて人権保護を実現しようとする試
みがなされている。その制度の概要と実際の運用について概論する。
(12)条約によらない国際人権保障(2)人権理事会の機能
前回に続いて条約によらない人権保障のうち、テーマ別手続と呼ばれていたものの概観と問題点
を、具体的な事例をもとにして考察する。
(13)人権の国際化からグローバル化へ(1)国際刑事裁判所
グローバル時代と言われる世界の中で国際人権法はどのように発展･変化しているのかを、国際
刑事裁判所の実態を通して考察する。
(14)人権の国際化からグローバル化へ(2)人道的介入
国連を中心とする最近の活動、特に人道的介入の課題と展望について議論する。
(15)期末試験
＊ 各回の予習文献等は第１回目の講義または当該講義の前の回に指示する。なお、その際に上記
の講義計画が若干修正されるかもしれない。

事前学習は、第１回目の講義または当該講義の前の回に指示した文献の購読。当該講義の回につい
事前・事後学習 ての復習を事後学習とする。
の内容

評価方法

絶対評価
・講義での発表またはコミュニケーションカードの提出：40％
・学期末の試験：60％
国際問題について関心を持つ受講生を期待する。

受講生へのコメ
ント

教材

教科書として、芹田健太郎、薬師寺公夫、坂元茂樹著『『ブリッジブック国際人権法（第2版）』
（信山社、2017 年）を使用する。
参考文献として、申ヘボン『国際人権法（第２版）』(信山社、2016 年)が有用なので、国際人権
法に深い関心を持たれた学生はこれも読むことをおすすめする。
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授業コード

JP46030010

科目授業名

中小企業法

開講年度・学期

2019年度後期

英語科目授業名 Small and Medium Size Company Law
科目ナンバー

JAAPP9928

必修・選択

選択必修

単位数

2単位

授業形態

講義

担当教員氏名
（代表含む）

小柿 徳武、中原 茂樹、高橋 眞、阿部 昌樹、村上
岳、赫 高規、和久井 理子、原田 裕彦、生熊 長幸

幸隆、高木

施文、松村

信夫、岡本

中小企業をめぐる法的な問題
科目の主題
中小企業をめぐる法的な問題を解決するためには、各法分野について基本的な知識を身につけるだ
けでなく、各法分野の中でも特殊な部分、あるいは産業政策と結びついた諸制度についての知識が
必要とされる。また実務家として、中小企業家から相談を受けたときに、法律上の問題については
自ら答え、行政関連の問題については適切な相談・交渉ルートを示し、また税務などの問題につい
授業の到達目標 ては、予想されるトラブルの性質についてある程度の認識を持った上で、専門家に紹介することも
必要となる。
上記の力を身につけるために、中小企業をめぐる法的問題ならびに隣接する問題を考えるための必
要事項とともに、それらの問題が実務の現場でどのような表れ方をしているかについて学ぶことを
目的とする。

授業内容・
授業計画①

各テーマについて１回〜２回ずつオムニバス形式にて行う。以下の内容は予定であり、講義の順
序、詳細の計画および担当者については、８月初旬までに示す。
第１回：総論
第２回：中小企業とその企業形態
第３回：中小企業と税務
第４回：中小企業にとっての物的担保法
第５回：中小企業のための信用保証協会の保証
第６回：中小企業の資金調達と知的財産権
第７回：中小企業と経済法
第８回：中小企業の労働をめぐる問題
第９回：中小企業と行政法
第１０回：中小企業の事業再生の手法
第１１回：企業の清算・事業再生
第１２回：取引先の倒産
第１３回：中小企業と国際取引—中国を中心に
第１４回：中小企業法の体系および中小企業に関する相談事例
第１５回：期末試験

事前に指定された文献・資料等に基づいて予習することが必要とされる。事後は講義の内容を整理
事前・事後学習 して、関連文献を読み、知識の定着を図ること。
の内容

評価方法

絶対評価
定期試験の成績を50％、レポートの成績を50％で評価する。
特になし

受講生へのコメ
ント

教材

下記の書籍など各担当者が作成する資料および指定する文献
・高橋眞・村上幸隆編『中小企業法の理論と実務（第２版）』（民事法研究会、2011）
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授業コード

開講年度・学期

科目授業名
英語科目授業名
科目ナンバー

必修・選択

単位数

授業形態

担当教員氏名
（代表含む）
科目の主題

授業の到達目標

2019年度不開講

授業内容・
授業計画①

事前・事後学習
の内容

評価方法

受講生へのコメ
ント

教材
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