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■NM012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／憲法（１） 

(Constitution (1)) 

担当者名 

（Instructor） 
渋谷 秀樹(SHIBUTANI HIDEKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR5110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 憲法は，実定法の最高法規であり，法曹として活動する者にとって，現行憲法に示された規範体系の正確な理解は，必ず身に

つけることが求められる基礎的素養である。 

 この科目は，法学未修者を対象として，憲法の概念および基本的人権の意義・内容を修得することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 憲法の概念・分類・性質・規範構造を「憲法の意味」として，人権の概念・享有主体・到達範囲・制約原理を「人権の基礎」とし

て，人権に共通する規範である実体保障・手続保障・平等原則を「人権通則」として，移動の自由，身体の自由，刑事手続上の権

利を「人権各論(1)〔身体の所在〕」として，生存権・職業の自由・財産権を「人権各論(2)〔経済生活〕」として，内心の自由・情報の

自由・宗教の自由・学問の自由を「人権各論(3)〔精神生活〕」として，集う自由・参政権・救済の保障を「人権各論(4)〔共同生活〕」と

して，順次講じる。 

 この科目は，基本的に講義形式で行うが，適宜双方向的な質疑応答を行う。授業の進行は，基本的に教科書に準拠し，また適

宜レジュメを配布して行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 憲法の意味 

 憲法の概念・分類・性質・規範構造 

2. 人権の基礎(1) 

 人権の根拠・性質・体系 

3. 人権の基礎(2) 

 人権の享有主体・到達範囲・制約原理 

4. 人権通則(1) 

 実体保障（新しい人権）・手続保障 

5. 人権通則(2) 

 平等 

6. 人権各論(1)身体の所在 

 移動の自由・身体の自由・刑事手続上の権利  

7. 人権各論(2)経済生活① 

 生存権・職業の自由 

8. 人権各論(2)経済生活② 

 財産権 

9. 人権各論(3)精神生活① 

 内心の自由・学習権 

10. 人権各論(3)精神生活② 

 情報の自由① 

11. 人権各論(3)精神生活③ 

 情報の自由② 

12. 人権各論(3)精神生活④ 

 情報の自由③ 

13. 人権各論(3)精神生活⑤ 

 宗教の自由・学問の自由 

14. 人権各論(4)共同生活① 

 集う自由 

15. 人権各論(4)共同生活② 

 参政権・救済の保障 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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 事前の教材（教科書および憲法判例集）の予習が義務付けられる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業への参加と質疑応答の内容(30%) 

70%以上授業に出席しない者は筆記試験を受けることができない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 渋谷秀樹、2017 年、『憲法（第 3 版）』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-22723-1) 

2. 野中俊彦・江橋崇編著・渋谷秀樹補訂、2016 年、『憲法判例集（第 11 版）』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-09160-3) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM013 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／憲法（２） 

(Constitution (2)) 

担当者名 

（Instructor） 
渋谷 秀樹(SHIBUTANI HIDEKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR5110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 憲法は，実定法の最高法規であり，法曹として活動する者にとって，現行憲法に示された規範体系の正確な理解は，必ず身に

つけることが求められる基礎的素養である。 

 この科目は，法学未修者を対象として，憲法の基本原理と統治機構に関する規範の意義・内容を修得することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 憲法の基本原理として立憲主義・国民主権・平和主義，統治機構総論として権力分立原理・権力の協働と抑制・統治機構通

則，統治機構各論として，中央政府・地方政府に関する基本概念・原理・組織・権能等をそれぞれ講じる。 

 この科目は，基本的に講義形式で行うが，適宜双方向的な質疑応答を行う。授業の進行は，基本的に教科書に準拠し，また適

宜レジュメを配布して行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 憲法の基本原理(1)立憲主義 

 法の支配，日本国憲法における立憲主義 

2. 憲法の基本原理(2)国民主権 

 主権の概念，国民主権と民主主義，天皇 

3. 憲法の基本原理(3)平和主義 

 自衛権，戦争の放棄，戦力の不保持，交戦権 

4. 統治機構総論(1) 

 権力分立原理，権力の協働と抑制 

5. 統治機構総論(2) 

 司法審査制，統治機構通則 

6. 統治機構各論(1)国会① 

 立法の概念，国民代表，国会の地位 

7. 統治機構各論(2)国会② 

 国会と議院の権能，国会議員の地位・特典・権能 

8. 統治機構各論(3)内閣① 

 行政の概念，内閣の構成・組織 

9. 統治機構各論(4)内閣② 

 内閣の活動・権能・責任，財政 

10. 統治機構各論(5)裁判所① 

 司法の概念の限界 

11. 統治機構各論(6)裁判所② 

 裁判所の組織と運営 

12. 統治機構各論(7)裁判所③ 

 違憲審査 

13. 統治機構各論(8)裁判所④ 

 憲法訴訟 

14. 統治機構各論(9)地方政府① 

 地方自治の原理，地方政府の組織 

15. 統治機構各論(10)地方政府② 

 地方政府の権能 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 事前の教材（教科書および憲法判例集）の予習が義務付けられる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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筆記試験(Written Exam)(70%)/授業への参加と質疑応答の内容(30%) 

70%以上授業に出席しない者は筆記試験を受けることができない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 渋谷秀樹、2017 年、『憲法（第 3 版）』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-22723-1) 

2. 野中俊彦・江橋崇編著・渋谷秀樹補訂、2016 年、『憲法判例集（第 11 版）』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-09160-3) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM022 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／行政法（１） 

(Administrative Law (1)) 

担当者名 

（Instructor） 
松戸 浩(MATSUDO HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義は、行政作用法に属する実定法とこれによって形成される諸制度並びに行政作用法に関する学説判例を学ぶと共に、こ

れによって民事法・刑事法などといった他の法分野とは異なる行政法の思考・基本的考え方を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

行政法総論中、行政法学の対象、法律による行政の原理、行政活動の諸形式を中心とした行政作用法を扱う。具体的には下記

に挙げる授業計画に挙げられた諸項目に関する基本的な学説判例を学び、これにより行政法の法的枠組を理解することに努め

る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 行政法の概要 

2. 法律による行政の原理 

3. 法の一般原則 

4. 行政行為(その一) 

5. 行政行為(その二) 

6. 行政行為(その三) 

7. 行政裁量(その一) 

8. 行政裁量(その二) 

9. 行政立法 

10. 行政指導 

11. 行政契約・行政計画・行政調査 

12. 行政手続(その一) 

13. 行政手続(その二) 

14. 行政法上の義務の強制手段 

15. まとめと講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に対象範囲の教科書及びシラバスを読んでおくこと。またシラバス内で逐次挙げられる判例・裁判例に就いては『ケースブッ

ク行政法』でその内容を把握しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/授業の予習の程度・授業に対する積極的姿勢等(20%) 

70%以上授業に出席しない者は筆記試験を受けることができない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 櫻井敬子・橋本博之、16、『行政法(第 5 版)』、弘文堂 (ISBN:978-4-335-35660-5) 

2. 稲葉馨・下井康史・中原茂樹・野呂充、14、『ケースブック行政法(第 5 版)』、弘文堂 (ISBN:978-4-335-30513-9) 

 

参考文献（Readings） 

1. 宇賀克也・交告尚史・山本隆司、2017、『行政判例百選Ⅰ(第 7 版)』、有斐閣 (ISSN:1342-5048) 

2. 塩野宏、2015、『行政法Ⅰ(第 6 版)』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-13186-6) 

3. 宇賀克也、2013、『行政法概説Ⅰ(第 5 版)』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-13146-0) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM024 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／行政法（２） 

(Administrative Law (2)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
行政救済法概説 

担当者名 

（Instructor） 
人見 剛(HITOMI TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 行政上の不服申立，行政訴訟，国家賠償及び損失補償という各制度の基本的な仕組みと法的考え方を，国民の権利救済とい

う視点から概説する。具体的には，まず、違法又は不当な行政の是正システムとしての性格をもつ行政上の不服申立及び行政

訴訟の全体像を解説し，また，金銭等による損害補填の救済システムとして国家賠償法と損失補償の全体像を解説する。以上

により，国民の権利利益の実効的救済のための法制度の全体像を修得できるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 「行政法（１）」のあとを受け，行政争訟法と国家補償法とにより構成される行政救済法に関する講義を行う。行政活動により権

利利益を侵害された者の救済のための法制度は，一般の民事訴訟による場合のほか，行政上の不服申立，行政訴訟，国家賠

償及び損失補償に分けられる。このうち，行政上の不服申立と行政訴訟を対象とするのが行政争訟法であり，ここでは，違法ま

たは不当な行政活動の法効果を争うための方法を習得することを課題としている。また，国家賠償と損失補償を対象とするのが

国家補償法であり，ここでは，行政活動によって損害を被った場合の金銭補償による救済方法の習得を課題としている。「行政法

（１）」における行政手続法の修得に加えて行政救済法の全体像を把握することにより，事前の行政手続から事後の行政争訟や

国家賠償に至るまでの行政プロセスの全体を見通した基本知識とその応用技法を習得することが可能となる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 行政救済法概論 

2. 行取消訴訟の訴訟要件（その１）－取消訴訟の対象（処分性） 

3. 取消訴訟の訴訟要件（その２）－原告適格 

4. 取消訴訟の訴訟要件（その３）－狭義の訴えの利益その他 

5. 取消訴訟の本案審理 

6. 取消訴訟における判決と仮の救済 

7. 取消訴訟以外の抗告訴訟 

8. 抗告訴訟以外の行政訴訟（その１）－当事者訴訟、民衆訴訟、機関訴訟 

9. 抗告訴訟以外の行政訴訟（その２）－住民訴訟 

10. 行政上の不服申立 

11. 国家補償法概論 

12. 公権力責任 

13. 公営造物責任 

14. 損失補償 

15. まとめと講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 各授業の前に、各自が選択した基本書の該当箇所を熟読しておくこと。授業後は、教科書とレジュメと講義内容を踏まえて、自

分なりに詳細にノートを作成するとともに、重要な法令や判例に当たって自らの知識と理解を確実なものにする努力が要求され

る。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/毎回の授業で扱うテーマの基本的事項について行う質問に対する解答内容を考慮して評価する。

(30%) 

70%以上授業に出席しない者は筆記試験を受けることができない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 稲葉馨ほか、201８、『ケースブック行政法（第６版）』、弘文堂 

ケースブック行政法の第６版が、２０１８年に刊行される予定であるので、そこに掲載されている諸判例の判示を随時参照しなが

ら授業をすすめるので、必ず六法と共に携行すること。体系的な教科書も必須であるが、これは予習・復習用に各自選んで活用

すること。特定の教科書を指定することはしない。授業ではレジュメを配布する。 
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参考文献（Readings） 

1. 宇賀克也、2018、『行政法概説Ⅱー行政救済法（第６版）』、有斐閣 

2. 宇賀克也・交告尚史・山本隆司編、2017、『行政判例百選Ⅱ（第 7 版）』、有斐閣 

3. 稲葉馨ほか、2018、『リーガルクエスト行政法（第 4 版）』、有斐閣 

行政判例百選は、第７版が昨年刊行されている。分厚い基本書の代表として宇賀教授のテキストを、薄い基本書の代表として、

人見も執筆しているリーガルクエストを挙げておく。いずれも２０１８年に改訂されて最新の内容になっているはずである。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM031 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／民法（１） 

(Civil Law (1)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民法総則 

担当者名 

（Instructor） 
芦野 訓和(ASHINO NORIKAZU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR5120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 この講義は，未修者を対象とするものであり，そのねらいは民法総則の基本を習得することである。そこに含まれる各制度を理

解し，基礎的な事例を解決できることまでを目的としている。 

 民法総則は，民法の基礎であるだけでなく，私法全体の基礎となる分野であるから，全科目中で最も重要な科目であると言って

も過言ではない。受講者においてはしっかりと学習されたい。 

 

 学生は，この科目を通して民法の基礎的および体系的な知識を身に付け，講義と一体となった「民事法基礎演習(1)」で具体的

な裁判例を学ぶことにより，問題解決能力（実践力）を養うことができると考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この講義は，講学上の民法総則を対象とする。 

 講義では，ほぼ伝統的な民法総則の体系に沿いつつ，テキストの該当部分に言及しながら講義を進めていく。ただし，わずか 2

単位で民法総則全体を扱うので受講者の自習に任せる部分もある。「授業計画」に授業の進行予定と指定テキストの予習範囲を

示しておく。 

 内容は講義中心にならざるを得ないが，教員側からの質問等も織り込み，できる限り双方向的に行いたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 民法の体系，基本原理 

 民法の全体像を説明した後，権利能力平等の原則，所有権絶対の原則，私的自治の原則を学ぶとともに，権利濫用論や

信義則を取り上げる。 

2. 権利の主体 

 人の出生と死亡，意思能力と行為能力の問題を取り上げる。 

3. 意思表示，心裡留保 

 意思表示（法律行為）とは何か，また意思表示によって成立した契約の解釈について取り上げ，次いで，瑕疵ある意思表

示の１つである心裡留保を学習する。 

4. 通謀虚偽表示 

 通謀虚偽表示の原型から多くの類推適用事例まで判例を中心に学習する。 

5. 錯誤 

 錯誤論を学習する。とりわけ，動機の錯誤を詳しく検討する。 

6. 詐欺・強迫 

 取消の遡及効と第三者保護の問題を詳論する。 

7. 中間小テスト，無効取消総論 

 契約の無効・取消しという基本的な法概念を説明する。この回に，小テストを行う予定である。 

8. 契約の有効性 

 契約が無効となる場合には，さまざまなものがあるが，授業では，代表的な公序良俗違反の判例を取り上げるとともに，

取締法規違反の効力についても検討する。 

9. 代理総論 

 現代社会における代理制度の存在理由やその基本的な仕組みを講義する。 

10. 無権代理 

 無権代理人の責任を取り上げる。とくに，判例を中心に検討する。 

11. 表見代理 

 無権代理ではあるが，これを表見法理に基づき有権代理とする特別な制度としての表見代理を扱う。 

12. 時効（１） 

 時効の存在理由，消滅時効，完成猶予・更新を検討する。 

13. 時効（２） 

 時効の効果，取得時効を検討する。 

14. 法人 

 法人については，民法の規定が少なく，一般法人法に移行しているが，法人の基本的な事項や，権利能力なき社団をめ
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ぐる法律関係を検討する。 

15. 定期試験の解説・講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 民法総則という分野は民法全体の総則であるので，民法の他の分野と非常に関連性が高い。したがって，できるだけ早期に

「民法(1)～(6)」までのテキストも併せて予習しておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/質疑への応答など，授業への参加の積極性(30%) 

70%以上授業に出席しない者は筆記試験を受けることができない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐久間毅ほか、2018、『民法Ⅰ 総則 第 2 版 Legal Quest』、有斐閣 

2. 中田裕康ほか、2018、『民法判例百選Ⅰ（第８版）』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-11537-8) 

民法判例百選については最新版（第 7 版、2015 年）を用意すること。 

教科書は 2018年 3 月に発売予定であるが、第 1 回目の授業に出版が間に合わないようであれば、授業当日に指示をする。 

 

参考文献（Readings） 

1. 山田卓夫ほか、2018、『民法Ⅰ 総則 第 4 版』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-15949-5) 

2. 山野目章夫、2017、『民法概論 1 総則』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-13778-3) 

3. 大村敦志、2017、『新基本民法 1 総則編』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-13770-7) 

4. 佐久間毅、2018、『民法の基礎（１）総則（第 4 版）』、有斐閣 

そのほかの参考文献については，初回の授業時に説明をする。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM035 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／民法（２） 

(Civil Law (2)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
物権法（担保物権を含む）概論 

担当者名 

（Instructor） 
武川 幸嗣(MUKAWA KOJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR5120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

民法・物権法分野に関する基本的理解の確立を図るとともに、次年度の演習科目における応用学習のための架橋としての役割

を果たす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

民法・第 2 編物権編における諸規定を対象とする。授業の前半は物権法総論および担保物権を除く各物権を取り上げ、後半は

担保物権に関する解説に充てる予定である。授業は主として担当教員による講義形式により実施する。授業において使用する教

材については、担当教員作成によるレジュメを毎回配布し、このレジュメに沿って授業を行う。下記にテキストとして挙げた文献

は、自習用の教材とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 物権法入門－物権の意義・種類・特色－ 

2. 物権変動の基本原則－意思主義・対抗要件主義－ 

3. 不動産物権変動・1－民法 177条における第三者の範囲－ 

4. 不動産物権変動・2－登記を要する物権変動－ 

5. 動産物権変動 

6. 占有の意義と機能 

7. 所有権 

8. 用益物権－他人の不動産利用を目的とする権利－ 

9. 担保物権法入門－担保物権の意義・種類・特色－ 

10. 抵当権・1－抵当権の効力が及ぶ範囲・抵当権侵害－ 

11. 抵当権・2－抵当権と利用権の調和- 

l 

12. 抵当権・3－その他の抵当権の効力－ 

13. 質権 

14. 譲渡担保 

15. 法定担保物権(留置権・先取特権)・所有権留保 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業回数および時間に限りがあるため、とくに復習段階におけるフォローアップが重要となるが、具体的な対象項目については

授業時に適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業内容の理解に関する質疑応答(30%) 

70%以上授業に出席しない者は筆記試験を受けることができない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 石田剛・武川幸嗣・占部洋之・田高寛貴・秋山靖浩、2017、『民法Ⅱ物権 第 2 版』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-17934-9) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 



 - 11 - 

■NM041 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／民法（３） 

(Civil Law (3)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
事務管理・不当利得・不法行為 

担当者名 

（Instructor） 
前田 陽一(MAEDA YOUICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR5120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 不法行為に基づく損害賠償に関する諸準則および事務管理・不当利得に関する基本事項を修得し、これらを応用できる能力を

身につけることが、この授業の目標である。 

 「不法行為」は，交通事故など日常生活に密接な分野であるのでイメージをつかみやすい面もあるが，実務的・理論的に非常に

重要な概念・規範が多く，これらに関する抽象的で複雑な議論が少なくない。具体的な話から出発してそれがどのように抽象的な

議論につながるか，その点に注意して理解を深めてもらいたい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 「民法（３）」は，いわゆる「債権各論」のうち，「契約」（秋学期に「民法（６）」で扱う）以外の領域を対象とする。すなわち，債権各

論は，大きく分けて，合意に基づく債権発生原因である「契約」と，合意に基づかない法定の債権発生原因である「事務管理」「不

当利得」「不法行為」の各分野から成るところ，「民法（３）」は後者の領域を対象とするものである。 

 分野としての重要性や議論の蓄積の多さから，講義の回数の大半は不法行為にあてる。「不当利得」は， 契約を取り消した際

の後始末などの法律関係として重要な意味を有する。「事務管理」は合意に基づかずに事務を行う際の法律関係であり，比較法

的に興味深い分野であるが，実務上問題となることが少ないので， 授業では簡単に扱うにとどめる。 

 講義の順番は，具体的なイメージが比較的つかみやすい「不法行為」を最初とする。「不当利得」は民法総則（「民法（１）」で扱

う）との関係が問題となることから，最後に扱うことにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 不法行為（１） 

 不法行為全体の意義と構造に触れた上で，比較的分かりやすい判決を素材に，一般的不法行為の要件・効果の全体の

大まかなイメージをつかんでもらう。 

2. 不法行為（２） 

 一般不法行為（民法 709 条）の成立要件として特に重要な「故意・過失」を扱う。過失については，判断基準の構造に重点

を置く。 

3. 不法行為（３） 

 「権利又は法律上保護される利益の侵害」を扱う。「違法性」という概念をめぐって学説上の議論が盛んであるが，判例の

立場を基本として説明する。また，名誉毀損・プライバシー侵害など「権利又は法律上保護される利益の侵害」の具体的な

類型にも触れる。 

4. 不法行為（４） 

 一般不法行為の成立要件である「損害」「因果関係」のほか，「不法行為の成立を阻却する事由」である，「責任能力」（民

法 712 条），「正当防衛・緊急避難」（民法 720 条）にも触れる。「因果関係」については，公害や医療過誤に関する判例理論

の展開に重点を置く。 

5. 不法行為（５） 

 不法行為の効果のうち，「損害賠償の方法」「賠償範囲」「損害の金銭的評価」を扱う。「賠償範囲」については，学説上の

議論が盛んであるが，（理論的な問題点を指摘しつつ）判例の立場を中心に説明する。「損害の金銭的評価」については，

人身損害の算定に関わる実務的な事項にも触れる。 

6. 不法行為（６) 

 不法行為の効果のうち，「損害賠償額の減額・調整」を扱う。「過失相殺」（民法 722 条 2 項）やその類推適用に関する判

例理論の展開に重点を置く。また，「損益相殺」に関する最近の判例にも触れる。 

7. 不法行為（７） 

 不法行為の効果の残りの部分である「損害賠償請求権」を扱う。損害賠償請求権の相続，間接被害者，消滅時効・除斥

期間に重点を置く。消滅時効・除斥期間については，近時の重要判例を取り上げるとともに，新旧両法を扱う。 

8. 不法行為（８） 

 特殊不法行為の分野を概観した上で，「共同不法行為」（民法 719 条）を扱う。共同不法行為は不法行為の中で最も難解

な領域であるが，判例・裁判例・学説の動向をできる限り整理しながら説明するので，じっくり取り組んでもらいたい。 

 なお，第 7 回までの復習のための小テストを行う予定である。 

9. 不法行為（９） 

 特殊不法行為の「監督者責任」（民法 714 条），「使用者責任」（民法 715 条）を扱う。特に「使用者責任」は，実務的・理論
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的に重要であるので，重点的に説明する。 

10. 不法行為（10） 

 特殊不法行為の「土地工作物責任」（民法 717 条），特別法上の不法行為に関する「失火責任法」「自動車損害賠償保障

法」「製造物責任法」などを扱う。いずれも，日常生活に特に密接な分野である。 

11. 不法行為（11）・事務管理 

 不法行為の復習を兼ねて近時の注目される判例を取り上げた上で，「事務管理」に入る。事務管理の効果については，合

意に基づいて事務を行う委任契約と対比しながら説明する。 

12. 不当利得（１） 

 不当利得の総論的な説明をした上で，「侵害不当利得」「給付不当利得」について説明する。近年の重要判例に重点を置

く。 

13. 不当利得（２） 

 前回の内容に引き続き，「多数当事者の不当利得」「特殊不当利得」について説明する。近年の重要判例に重点を置く。 

14. 総まとめ 

 事例問題を用いて，講義全体の復習とまとめを行う。 

15. 期末試験後に解説・講評などを行う予定。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 各回の予習範囲を指定したリストを初回の授業までに BLACKBOARD にアップする。また，授業の２日前までにレジュメをアップ

するので，毎回，レジュメと教科書の指定された範囲を予習してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(75%)/学期途中で課す授業内小テスト(15%)/授業参加(10%) 

70%以上授業に出席しない者は筆記試験を受けることができない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 前田陽一、2017、『NOMIKA債権各論Ⅱ不法行為法（第 3 版）』、弘文堂 (ISBN:9784335303203) 

2. 2018、『民法判例百選Ⅱ（第 8 版）』、有斐閣 

 

参考文献（Readings） 

1. 内田貴、2011、『民法Ⅱ債権各論（第３版）』、東京大学出版会 (ISBN:9784130323321) 

 毎回，授業のレジュメを BLACKBOARD にアップする。レジュメの各項目には，テキスト（『NOMIKA債権各論Ⅱ不法行為法』）と

内田民法の対応ページを示す（内田民法は，改正法に対応していないので，テキストではなく参考文献として扱う）。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 履修者は，BLACKBOARD 上の本科目のページや，ＴＫＣの「お知らせ」を確認することを習慣化していただきたい。 

 授業は，主にレジュメを用いた講義形式を中心とする。 

 

注意事項（Notice） 
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■NM045 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／民法（４） 

(Civil Law (4)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
債権総論 

担当者名 

（Instructor） 
難波 譲治(NAMBA JOJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR5120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では，講学上の債権総論について学習する。未修者を対象とするものであるから，科目のねらいは債権総論の基本を習

得することである。「基本」であるが，用語の知識のレベルでなく，基礎的な事例を解決できることまでを目的としている。 

この科目を通して，学生は民法の体系的な知識を身に付け，講義と一体となった「民事法基礎演習(2)」で具体的な裁判例を学ぶ

ことにより，問題解決能力（実践力）を養うことができると考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

債権総論は，債権法の基礎的な部分と金融取引法と言われる部分を含む。前者は抽象性が強く難解と感じる人がいるかもしれ

ないが，民法理論の醍醐味を感じる分野でもある。一方後者は，実務的色彩が強く，事案と関係づけて理解することが不可欠で

ある。既に秋学期なので余力があれば判例百選の該当部分まで予習してもらいたいが，百選の解説は難解なものもあるので必

須ではない。授業は，時間との関係で教科書だけで解説不要な部分は省き，必要な部分に重点を置く。内容は講義中心とならざ

るを得ないが，ある程度は質問等も織り込みたい。 

なお，本年，民法改正が予定されており，新法を対象にした講義を行う予定である。下記の授業計画は，教科書として内田・民法

Ⅲを用いることを想定したものであり，異なる教科書を用いることになった場合は変更することがある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 債権の基礎，構造 

 債権の構造論や種類債権の特定，制限種類債権，金銭債権などに重点を置く。安全配慮義務についても言及する。 

2. 弁済とその他の債権消滅 

 とくに弁済の相手方の問題，民法 478 条の債権の準占有者について詳論する。 

3. 弁済による代位，弁済提供と受領遅滞 

 代位の理解のためには担保法の知識も必要なので，抵当権の復習と併せて予習されたい。弁済提供と受領遅滞は，条

文や多くのテキストでは別々に書かれているが，連続した問題であるので併せて学習することが望ましい（ただし，改正に注

意）。 

4. 債権者代位権 

 代位権については，１回で全体を学習する。転用型も重要であるので，判例を中心に学習する。 

5. 詐害行為取消権（１） 

 取消権の第１回は，要件論の基本を全般的に学ぶ。詐害行為取消権については、改正法を重点的に学習する。 

6. 詐害行為取消権（２） 

 取消権の残り，取消しの相手方等，効果論の問題を扱う。 

7. 債権譲渡（１） 

 債権譲渡の前半は，債権の譲渡性や譲渡禁止特約などの問題点について学習する。 

8. 債権譲渡（２） 

 債権譲渡の後半は，対抗問題を中心とする。債権の二重譲渡等の問題点を学習する。対抗問題については，物権との違

いに注意されたい。債務引受については簡単に言及する。 

9. 債務不履行の要件論，強制履行 

 債務不履行の構造論を中心とした要件論を概説する。また，履行補助者の過失，債務が任意に履行されない場合の強制

履行についても学習する。 

10. 損害賠償 

 損害賠償の諸問題について学習する。相当因果関係説，保護範囲説といった損害賠償範囲に関する部分は，どの教科

書にも取り上げられているものの難解であるので詳しく説明する。 

11. 第三者の債権侵害 

 債権は債務者に対する権利であるが，第三者からの侵害に対しては損害賠償と妨害排除の救済を求めうる。前者は不法

行為の間接被害者論との関連が強いので，できれば不法行為の教科書と比較しつつ予習されたい。 

12. 相殺 

 相殺の担保的効力を中心に説明する。差押と相殺の問題は，相殺適状説から無制限説まで，それらの根拠とともにしっ

かりと理解してほしい。 

13. 保証 
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 多数当事者がかかわる債権関係のうち，まず保証について学習する。 

14. 多数当事者の債権債務関係 

 保証以外の多数当事者関係，主として連帯債務について学習する。 

15. 定期試験の解説・講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

遅くとも夏休み中に債権総論全体を予習しておくとよい。また，春学期の民法科目をよく復習しておいてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/中間小テスト(20%)/授業への参加(10%) 

70%以上授業に出席しない者は筆記試験を受けることができない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 野澤正充、2017、『セカンドステージ債権法Ⅱ債権総論（第 2版）』、日本評論社 

 

参考文献（Readings） 

1. 中田裕康ほか、2018、『民法判例百選Ⅱ債権（第 8 版）』、有斐閣 

判例百選は、毎授業時間に使用するわけではないが、改正法にも対応しており、民事法基礎演習でも使用する予定である。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM051 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／民法（５） 

(Civil Law (5)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
家族法（親族・相続） 

担当者名 

（Instructor） 
前田 陽一(MAEDA YOUICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR5120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 家族法の基礎的・体系的な知識を習得し，家族法に関する法的問題の発見や解決のための基礎的な能力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本科目は，未修者を対象に，民法第四編「親族」・第五編「相続」を中心とする，いわゆる「家族法」の分野の基礎的問題につい

て一通り説明する。親族法は相続という財産上の効果の発生要件という性質を有するので，親族，相続の順に講義する（法典の

順序でもある）。 

 家族法を対象とする２単位の講義であり，細かい問題まで触れることはできないが，親族法については，婚姻の成立，婚姻の効

果，離婚の要件・効果，親子関係，成年後見，扶養などを，相続法については，相続人と相続分，遺産の範囲，遺産の共有・分

割，遺言と遺贈，遺留分などを扱う。なお，相続法については，改正法（案）についても扱う予定である。 

 講義内容の特色として，以下の点を挙げることができる。 

 １．最高裁判例はもちろん，多くの下級審裁判例を扱うことで，家族法の裁判実務の動向を踏まえた講義を行う。 

 ２．財産法とからみあった問題（実務的にも理論的にも重要である）に力点を置きながら講義する。例えば，親族法については，

財産分与と詐害行為取消権，相続法については，遺産分割協議と詐害行為取消権， 遺留分減殺請求権と債権者代位権など，

債権保全に関係する問題に重点を置く。また，相続と登記の問題についても，債権回収（差押登記の対抗問題）の観点から判例

を再検討する。 

 ３．そのほか，人工生殖の問題など先端的な問題に触れることで，家族法について新たな視点から深く考え直す機会を与える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 親族法総論 

 親族法の意義，戸籍制度などの総論的な説明をした後，次回の準備作業として，婚姻の成立要件を概観する。 

2. 身分行為の成立 

 身分行為としての婚姻をめぐる問題（届出と意思，無効・取消，追認）について講義する。これに関連して，身分行為として

共通する側面を有する協議離婚・養子縁組等の成立をめぐる問題に触れるとともに，財産法における無効・取消・追認に関

する議論との対比を行うことで，より深い理解を求める。 

3. 婚姻の効果，内縁 

 婚姻の効果について，特に財産的効果（夫婦の財産の帰属，日常家事債務の連帯責任，婚姻費用分担など）に重点を置

いて講義する。夫婦の財産の帰属については財産法の共有法理・組合法理との関係，日常家事債務の連帯責任について

は財産法の代理法理との関係にそれぞれ留意しながら説明する。内縁については，重婚的内縁の場合の法律婚の効果と

の競合をめぐる問題に重点を置いて説明する。 

4. 離婚 

 離婚の要件については，裁判離婚における有責配偶者からの離婚請求の問題を中心に講義する。離婚の効果について

は，財産分与の問題を中心に講義するとともに，債権の回収に関連する問題（詐害行為取消権との関係）にも力点を置く。 

5. 実子と養子 

 実子については嫡出推定・強制認知に，養子については特別養子（普通養子との対比）に，それぞれ重点を置いて説明

する。実子については，「嫡出推定の及ばない子」に関する近時の下級審裁判例の展開と最高裁の対応を踏まえて，法的

な親子関係の本質について考えるとともに，人工生殖をめぐる親子関係の問題についても触れる。 

6. 子の監護をめぐる問題 

 子の引渡請求，離婚の際の親権者・監護権者の決定，面会交流について，近時の最高裁判例・下級審裁判例の展開を

中心に講義する。 

7. 子・被後見人の財産管理，扶養 

 親権者の財産管理権と利益相反行為，成年後見制度を中心とした後見制度，親族間の扶養などについて講義する。利益

相反行為については，取引安全と子の利益の調整という観点から，代理権濫用法理との補完関係に力点を置いて説明す

る。 

8. 相続人 

 相続法の全体構造を概観した後，法定相続人の種類，相続資格を失う場合（欠格・廃除・放棄）について講義する。 

9. 相続分 

 法定相続分，特別受益・寄与分を考慮した具体的相続分の計算について講義する。 
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10. 遺産の範囲，遺産の共有，遺産分割 

 何が遺産の対象となるかについて概観した後，遺産共有の性質，債権債務の共同相続人への帰属， 共同相続財産の管

理，遺産分割について講義する。遺産分割については，代償分割などの柔軟な分割方法，遺産分割協議の解除の可否を

中心に説明する。 

11. 遺言と遺贈 

 遺言の方式，遺言の撤回，遺贈と「相続させる遺言」について，近時の判例の展開を踏まえながら講義する。特に「相続さ

せる遺言」については，実務的にも理論的にも重要であることから，重点的に説明する。 

12. 遺留分 

 遺留分制度の趣旨と遺留分の計算方法について説明した後，近時大きな進展が見られる遺留分減殺請求権に関する判

例理論を総合的に検討する。 

13. 相続法と財産法の交錯 

 相続放棄・遺産分割協議と詐害行為取消権，遺留分減殺請求権と債権者代位権など，相続と債権回収をめぐる判例の状

況を総合的に検討する。また，相続と登記をめぐる問題についても，債権回収（差押登記の対抗問題）の観点から，判例を

再検討する。さらに，相続回復請求権について，物権的請求権や時効制度との関係に留意しながら，その意義を検討す

る。 

14. まとめ 

 家族法の総まとめとして，重要分野に関する簡単な事例問題を扱う。 

15. 期末試験後に解説・講評などを行う予定。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 各回の予習範囲を指定したリストを初回の授業までに BLACKBOARD にアップする。また，授業の２日前までにレジュメをアップ

するので，毎回，レジュメおよびテキスト・参考文献の指定された範囲を予習してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(75%)/中間小テスト(15%)/授業参加(10%) 

70%以上授業に出席しない者は筆記試験を受けることができない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 前田陽一ほか、2017 年、『リーガルクエスト民法６（第 4 版）』、有斐閣 (ISBN:9784641179318) 

2. 2018 年、『民法判例百選Ⅲ（第 2 版）』、有斐閣 

 

参考文献（Readings） 

1. 内田貴、2004 年、『民法４（補訂版）』、東京大学出版会 (ISBN:9784130323109) 

2. 前田陽一、2018 年冬刊行予定、『プレップ家族法』、弘文堂 

毎回，授業のレジュメを BLACKBOARD にアップする（レジュメの各項目にはテキストと内田民法の対応ページを示す）。上記以

外の参考文献は初回のレジュメを参照。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 履修者は，BLACKBOARD 上の本科目のページや，ＴＫＣの「お知らせ」を確認することを習慣化してほしい。 

 授業は，主にレジュメを用いた講義形式を中心とする。 

 

注意事項（Notice） 
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■NM055 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／民法（６） 

(Civil Law (6)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
契約法 

担当者名 

（Instructor） 
芦野 訓和(ASHINO NORIKAZU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR5120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 債権各論のうちの契約法を対象とする。未修者を対象とするものであるから，授業の目標は契約法の基本を習得することであ

る。そこに含まれる各制度を理解し，基礎的な事例を解決できることまでを目的としている。 

 学生は，この科目を通して民法の体系的な知識を身に付け，講義と一体となった「民事法基礎演習(2)」で具体的な裁判例を学

ぶことにより，問題解決能力（実践力）を養うことができると考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 教科書の理解を中心に進めていく。既に秋学期なので余力があれば判例百選の該当部分まで予習してもらいたいが，百選の

解説は難解なものもあるので必須ではない。 

 内容は講義中心にならざるを得ないが，教員側からの質問等も織り込みたい。また，理解度を測るために中間小テストを行う予

定である。平常点 30 点のうちの 20 点はこの小テストの評価による。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 契約の意義，契約自由の原則 

2. 事情変更の原則，契約締結上の過失 

3. 契約の成立，定型約款 

4. 同時履行の抗弁権，危険負担 

5. 契約の解除－要件論 

6. 中間小テスト，契約の解除－効果論 

7. 典型契約総論，売買の成立，手付 

8. 売買の効力（売主の担保責任） 

9. 消費貸借と利息 

10. 賃貸借の効力 

11. 賃貸借の終了 

12. 請負 

13. 委任 

14. その他の典型契約 

15. 定期試験の解説・講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

遅くとも夏休み中に契約法全体を予習しておくとよい。また，春学期の民法科目をよく復習しておいてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/中間小テスト(20%)/授業への参加(10%) 

70%以上授業に出席しない者は筆記試験を受けることができない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 野澤正充、2017、『契約法 第 2 版』、日本評論社 (ISBN:978-4-535-52200-8) 

 

参考文献（Readings） 

1. 中田裕康ほか編、2018、『民法判例百選 2)債権（第 8 版）』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-11538-5) 

2. 中田裕康、2017、『契約法』、有斐閣 (ISBN:978-464-113-7318) 

判例百選は、毎授業時間に使用するわけではないが、改正法にもある程度対応しており、民事法基礎演習でも使用するものであ

る。 

改正法に対応した参考書については、授業開始時に改めて指示をする。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■NM061 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／民事手続法概説 

(Civil Procedure -Basic-) 

担当者名 

（Instructor） 
貝瀬 幸雄(KAISE YUKIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR5120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

民事訴訟法の概要を把握し、発展的学習の基礎づくりを行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

訴えの提起から上訴総論を講義し、多数当事者訴訟は省略する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 総論 

2. 民事訴訟の進行 

3. 民事訴訟の基本理念 

4. 目的論 

5. 訴え 

6. 訴訟物 

7. 訴訟の審理－審理の諸原則 

8. 口頭弁論の準備 

9. 弁論主義 

10. 釈明 

11. 証明（自白） 

12. 事実認定の方法－証明責任 

13. 証拠調べ・各論 

14. 判決の効力、上訴総論 

15. 期末試験講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

進行に応じて、下記のテキストと講義で配布するレジュメを読んでくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/質疑応答への協力(30%) 

70%以上授業に出席しない者は筆記試験を受けることができない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 山本弘ほか、『民事訴訟法（アルマ）』、有斐閣 

2. 『民事訴訟法判例百選』、有斐閣 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM072 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／民事手続法 

(Civil Procedure) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民事訴訟法［判決手続］ 

担当者名 

（Instructor） 
安達 栄司(ADACHI EIJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

民事訴訟法の基礎をひととおり理解していることを前提に，民事訴訟法（判決手続）の重要論点に関する設問を検討する。授業

中に随時質問をするので，受講生 Blackboardで配布される授業レジュメを参照して前提知識を復習したうえで，臨席しなければ

ならない。 

 

授業の内容（Course Contents） 

民事訴訟法の判決手続全範囲 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 訴訟物概念の役割 

2. 訴えの利益、確認の訴えの利益 

3. 複数請求訴訟、二重起訴の禁止 

4. 当事者論 

5. 処分権主義 

6. 弁論主義・主張責任 

7. 弁論主義・自白 

8. 既判力の作用、客観的範囲 

9. 既判力の時的範囲 

10. 既判力の主観的範囲、反射効 

11. 共同訴訟論 

12. 訴訟参加、訴訟承継 

13. 上訴、再審 

14. 訴訟要件論 

15. まとめと講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

レジュメ，小テスト等の情報を随時 Blackboardに提供します。 

毎回，授業冒頭に，授業範囲に関する基礎知識に関わるミニテストを実施して、点数化して成績で考慮する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/ミニテスト(30%) 

70%以上授業に出席しない者は筆記試験を受けることができない。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 高橋宏志ほか、『別冊ジュリスト民事訴訟法判例百選第５版』、有斐閣 (ISSN:1342-5048) 

2. 三木浩一ほか、『LEGAL QUEST民事訴訟法』、有斐閣 (978-4-641-17920-20) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM081 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／刑法（１） 

(Criminal Law (1)) 

担当者名 

（Instructor） 
辰井 聡子(TATSUI SATOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR5130 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

刑法は，刑法総論（「第１編 総則」の内容と刑法各論（「第二編 罪」の内容）に分けて講義されることが多いのですが，実際に

は，個別の犯罪についての知識が全くない状態で刑法総論の学習をするのは難しく，また刑法総論の内容の中には，刑法各論

と組み合わせて学習した方が理解しやすいものもあります。そこで，「刑法（１）」では，(1)刑法各論で扱う各犯罪のうち，初学者に

比較的理解しやすく，刑法総論学習の前提として理解しておくことが望ましいもの，(2)刑法総論で扱うことがらのうち，とくに刑法

各論との関わりが深いもの，(3)刑法総論の未遂・共犯論を扱い，刑法の総合的な理解を得ることを目指します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では，講義の１週間程度前に予習用レジュメを配布し，講義はそれに沿った質疑応答のかたちで行います。履修者は，レ

ジュメと教科書によって基本知識を身につけ，また十分に問題意識を備えて講義に参加して下さい。 

 

なお，レジュメの内容のうち，「基本事項」は基本的には予習に委ね，講義では扱いません。予習による基礎知識の習得を確実に

するため，「基本事項」の内容については，毎回確認テストを実施し，その場で解答を配布します。 

 

復習課題を提示し，数回はレポートのかたちで提出していただくほか，学期の最中の小テストも予定しています。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 刑法の基礎理論① 

2. 刑法の基礎理論② 

3. 犯罪論の体系・罪数論・未遂 

4. 生命の保護 

5. 生命・身体に対する罪 

6. 自由と人格に対する罪① 

7. 自由と人格に対する罪② 

8. 名誉毀損罪・業務妨害罪 

9. 中止犯 

10. 共犯論の基礎 

11. 共犯類型 

12. 共犯の諸問題 

13. 責任能力 

14. 刑法の適用範囲 

15. まとめと講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義への参加にあたっては，講義は自ら刑法を習得する過程の一部である（にすぎない）ことを忘れず，またそのようなものとして

講義を利用して下さい。刑法の知識は，(1)予習，(2)講義（予習内容の確認とより深い理解，発展学習への展望を得る），(3)復

習，(4)発展学習（自習，グループ学習，演習等）の繰り返しによって初めて使えるものになります。むしろ，(1)，(3)，(4)の繰り返し

が本体で，講義はおまけです。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業への参加(20%)/レポート･小テスト(10%) 

70%以上授業に出席しない者は筆記試験を受けることができない。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 西田典之ほか、2013、『判例刑法各論 第 6 版』、有斐閣 (ISBN:978-4641042926) 

2. 山口厚、2015、『刑法（第 3 版）』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-13908-4) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM082 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／刑法（２） 

(Criminal Law (2)) 

担当者名 

（Instructor） 
辰井 聡子(TATSUI SATOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR5130 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「刑法（１）」の履修を前提に，刑法総論の主要な事項を扱います。刑法総論の教科書を読むと抽象的な議論が延々と続く印象が

あるかもしれませんが，実際には，すべての理論的問題は具体的な事案の解決と関わっています。この講義では，重要判例を多

数検討するなど，つねに実践と結びつけたかたちで理論を検討することを心がけ，生き生きとした刑法理論の姿をお伝えします。

基本知識と論理的思考力を武器に，よりよい実践を追究できる法曹になるための基礎を身につけることが，本講義の目標です。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では，講義の１週間程度前に予習用レジュメを配布し，講義はそれに沿った質疑応答のかたちで行います。履修者は，レ

ジュメと教科書によって基本知識を身につけ，また十分に問題意識を備えて講義に参加して下さい。 

 

復習課題を提示し，数回はレポートのかたちで提出していただくほか，学期の最中の小テストも予定しています。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 犯罪論の基礎 

2. 因果関係（１） 

3. 因果関係（２） 

4. 間接正犯（因果関係（３）） 

5. 責任の意義 故意（１） 

6. 故意（２) 

7. 故意（３） 

8. 違法性総説・正当防衛（１） 

9. 正当防衛（２） 

10. 正当防衛（３）・緊急避難 

11. 不作為犯 

12. 過失（１） 

13. 過失（２） 

14. 違法性の意識 

15. まとめと講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義への参加にあたっては，講義は自ら刑法を習得する過程の一部である（にすぎない）ことを忘れず，またそのようなものとして

講義を利用して下さい。刑法の知識は，(1)予習，(2)講義（予習内容の確認とより深い理解，発展学習への展望を得る），(3)復

習，(4)発展学習（自習，グループ学習，演習等）の繰り返しによって初めて使えるものになります。むしろ，(1)，(3)，(4)の繰り返し

が本体で，講義はおまけです。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業への参加(20%)/レポート・小テスト(10%) 

70%以上授業に出席しない者は筆記試験を受けることができない。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 西田典之ほか、2013、『判例刑法総論 第 6 版』、有斐閣 (ISBN:978-4641042919) 

2. 山口厚、2015、『刑法（第 3 版）』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-13908-4) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM092 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／刑法（３） 

(Criminal Law (3)) 

担当者名 

（Instructor） 
深町 晋也(FUKAMACHI SHINYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR5130 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 この講義の目的は，刑法各論のうち，主として財産犯及び国家的・社会的法益に対する罪について， （１）将来実務法曹となる

ために必要な基本的知識を体系的に習得すること，及び，（２）刑法各論を素材として，法律学の基礎である論理的な思考の訓練

をすることである。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この講義の対象となる刑法各論については，刑法典における様々な犯罪類型を個別に扱うため，各犯罪類型の単なる羅列に

終始する傾向がある。しかし，本講義においては，そのような説明に留まらず，それぞれの犯罪類型で問題となる保護法益の解

明，及び法益保護の限定の手段といった方法論につき，重要判例を適宜参照しつつ，より深い理解をもたらすものとしたい。 

 この講義を履修するに当たっては，十分な予習（教科書の該当箇所，及び判例教材を丁寧に読み込んでおくこと）が要求され

る。講義では，そうした予習がなされていることを前提として，初学者には理解しにくい重要問題について，重点的に説明していく

予定である。 

 なお，この講義は，「刑法（１）」及び「刑法（２）」の履修内容を前提としている。その理解に不安がある場合には，予め十分復習

しておくことが望まれる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 財産犯の体系，財産犯の保護法益 

 財産犯の体系について概観した上で，財産犯の共通要素とも言える保護法益，特に財産犯における民事法と刑事法の関

係について，判例で問題とされた具体的事例を素材として検討する。 

2. 窃盗罪（１） 

 財産犯の中でも，認知件数の最も多いのは窃盗罪である。同罪は，理論的にも重要な問題を多々含んでいる。同罪の基

本構造について説明を加えた上で，占有概念（特に占有の有無の判断基準）について検討を行う。 

3. 窃盗罪（２） 

 窃盗罪の成立範囲を画する要素として重要となるのが不法領得の意思である。判例において問題となった事案を中心

に，不法領得の意思の意義及びその内容について検討する。また，近時，重要な判例がいくつも出されている親族相盗例

についても，その意義・根拠などについて考察を加える。 

4. 強盗罪・恐喝罪（１） 

 強盗関連犯罪の構成要件はかなり複雑である。それらを適切に理解するために，まず強盗罪の基本構造について説明を

加えた上で，次いで強盗利得罪（2 項強盗罪）について，利益の移転をどのように認定すれば良いのかという観点から，判

例で問題とされた事案を中心に検討する。 

5. 強盗罪・恐喝罪（２） 

 近時判例で問題となっている事後強盗罪につき検討し，次いで，強盗致死傷罪の客観的・主観的要件について検討を加

える。また，恐喝罪についても，特に権利行使と恐喝を対象として検討を行い， 民事法と刑事法との関係について再度考

察する。 

6. 詐欺罪（１） 

 詐欺罪も実務的，理論的に多くの難問を含む犯罪である。その基本構造について説明を加えた上で，詐欺罪の成立要件

である欺罔行為，錯誤，交付行為，占有移転についてそれぞれ説明する。 

7. 詐欺罪（２） 

 詐欺罪の一般的な成立要件の理解を前提とした上で，特に判例において議論がなされている事例（証明書の詐取，クレ

ジットカード詐欺など）を幾つか類型化して説明する。また，電子計算機使用詐欺についても，その重要性に鑑み，講義で

取り扱うことにする。 

8. 横領 

 企業内犯罪を代表するのが横領罪と背任罪である。両罪はいずれも身分犯であり，社会的実態としては境を接している。

ここでは，横領罪の基本構造を概観した上で，横領罪における各成立要件を検討する。また，いわゆる「横領後の横領」に

ついても，罪数論の観点から扱うことにする。 

9. 背任 

 企業内犯罪の他方の代表である背任罪につき，その基本構造を概観した上で，各成立要件を検討する。近時判例におい

て問題となっている「特別背任罪の共同正犯」についても，ここで扱うことにする。更に，横領罪と背任罪の区別についても

扱うことにする。 

10. 盗品等関与罪・毀棄罪 
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 盗品等関与罪の保護法益について検討した上で，各成立要件を検討する。また，保護法益との関係で特に重要となる「被

害者への返還事例」についても扱う。毀棄罪については，毀棄概念の理解につき，判例で問題となった事案を元に検討す

る。 

11. 放火罪 

 この回から，いわゆる社会的法益に対する罪に入る。まずは公共危険犯という概念を検討した上で，その中でも実務上特

に重要な放火罪を扱う。放火罪の基本構造を検討した上で，各成立要件及び各犯罪類型につき，判例を中心に検討を行

う。 

12. 文書偽造罪 

 社会的法益の中でも，理論的にもっとも難解な文書偽造罪について検討する。その本質，特に有形偽造の構造の理解に

重点を置く。またその当否に議論がある判例も多いので，そうした判例についても検討を加える。 

13. 公務・司法作用に対する罪 

 この回から，国家的法益に対する罪の検討に入る。まずは，国家の作用を外部から侵害する罪を俎上にのせる。具体的

には，公務執行妨害罪や，犯人隠避罪・証拠隠滅罪などを検討する。 

14. 賄賂罪 

 国家の作用を公務員が内部から侵害する罪もある。その代表である収賄罪の保護法益について理解した上で，同罪を理

解する鍵となる「職務」概念について，判例の事案を素材として説明する。 

15. 講義のまとめ・総括 

 本講義で取り扱った中でも特に重要な点について，再度採り上げることで理解を深める。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 予め配布するレジュメ及び講義中の指示に従って，指定教科書の該当箇所及び指定判例について十分に読み込んでおくこと

が要求される。講義はそれを前提として行われる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/中間テスト(20%)/小テスト(10%) 

70%以上授業に出席しない者は筆記試験を受けることができない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 山口厚、2015 年、『刑法（第 3 版）』、有斐閣 

2. 西田典之・山口厚・佐伯仁志、2013 年、『判例刑法各論（第 6版）』、有斐閣 

 

参考文献（Readings） 

1. 山口厚、2010 年、『刑法各論（第 2 版）』、有斐閣 

2. 山口厚、2011 年、『基本判例に学ぶ刑法各論』、成文堂 

3. 西田典之、2012 年、『刑法各論（第 6 版）』、弘文堂 

4. 山口厚・佐伯仁志、2014 年、『刑法判例百選Ⅱ各論（第 7 版）』、有斐閣 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／刑事手続法概説 

(Criminal Procedure -Basic-) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
実務刑事訴訟法入門 

担当者名 

（Instructor） 
廣瀬 健二(HIROSE KENJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR5130 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

刑事手続法の基本的知識を習得し、今後学ぶ刑事手続法、刑事法演習、刑事実務の基礎などの科目の基礎となる力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

刑事訴訟手続全体－捜査、公判、上訴等の流れを概観し、その手続のダイナミズムを実務経験を交えながら講じていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 刑事訴訟法の意義・目的・手続の流れ、関係者         （教科書の頁１～29） 

2. 捜査総説・捜査の端緒、任意捜査と強制捜査               （同 31～44） 

3. 対物的強制処分１ 捜索・差押え・検証・鑑定               （同 45～57） 

4. 対物的強制処分２・対人的強制処分１・逮捕                （同 57～74） 

5. 対人的強制処分２・勾留・取調べ                       （同 74～99） 

6. 弁護・公訴 公訴の基本原則、訴訟条件、予断排除           （同 101～123） 

7. 審判対象 訴因制度                              （同 125～145） 

8. 公判の原則、公判準備、公判手続の流れ・裁判員裁判         （同 147～185） 

9. 証拠法総論 証拠裁判主義・自由心証主義                （同 187～196） 

10. 挙証責任・推定・関連性                            （同 197～207） 

11. 違法収集証拠排除法則・黙秘権・自白法則                （同 208～230） 

12. 伝聞法則                                     （同 230～251） 

13. 公判の裁判、一事不再理の効力                       （同 253～269） 

14. 救済手続・上訴・再審等                            （同 271～303） 

15. まとめと講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指示通り、教科書を通読し、基本的な原則・概念を理解し覚えてくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/小テスト(30%)/授業への積極的参加等(10%) 

70%以上授業に出席しない者は筆記試験を受けることができない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 廣瀬健二、201７、『コンパクト刑事訴訟法（第２版）』、新世社 (ISBN:978-4-88384-251-3) 

2. 井上正仁ほか、201７、『刑事訴訟法判例百選（10 版）』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-11532-3) 

 

参考文献（Readings） 

1. 田宮裕、1996、『刑事訴訟法（新版）』、有斐閣 (ISBN:987-4-641-04152-0) 

2. 廣瀬健二、2013、『刑事公判法演習』、立花書房 (ISBN:978-4-8037-4329-6) 

3. 廣瀬健二、2017、『子どもの法律入門（第３版）』、金剛出版 (ISBN:978-4-7724-1575-0) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

予習範囲に応じ、原則として、毎回、授業冒頭で予習事項について確認的な小テストを実施する。 

 

注意事項（Notice） 
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■NM112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／刑事手続法 

(Criminal Procedure) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
実務刑事訴訟法 

担当者名 

（Instructor） 
廣瀬 健二(HIROSE KENJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6130 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本講義は，刑事手続法（刑事訴訟法）について一応学んでいる（「刑事手続法概説」の受講内容は当然の前提となる）学生に，

刑事手続法の基礎となる重要な知識の理解を深めさせ，具体的な事例・問題の解決に活用できる知識として，その修得・定着を

目指すものである。また，本講義は，法律実務家を目指す人たちがその基礎固めをする「刑事法演習（２），(３）」，「刑事実務の基

礎」，「模擬裁判（刑事）」の前提（当然，法律実務の基礎）となる知識の提供をも目的とする。このため，範囲は，下記のとおり，実

務で扱われる刑事手続全般となるが，法学部の刑訴法の半分程度という授業時間数の厳しい限定があるため，重要な点，自習

では理解が困難な部分を重点的に扱うことにならざるを得ない。そのため，受講者には，教科書全体の通読，予定部分の熟読，

扱う判例等の予習を，最低限，義務付ける（学修の進度，知識定着の確認のため，原則，毎回小テストを行う）。 

 今日の刑事司法は革命的な改変が行われている。これから法曹になる者がこれに対応してゆくためには，その基礎知識・理念

を修得したうえ，そこから考え直し，今後の変化の方向性を見定め，その解決を考究することのできる力が必要となる。そのた

め，本講義では，刑訴法の手続全般にわたり，重要な問題点についての理解を深めさせ，演習・実務科目を学ぶ基礎学力を付

けさせるため，重要な問題に限定して掘り下げて論じ，重要判例の位置付け，変遷等についても当然触れていく。学生に対して

発問する双方向性を目指す。 

 このため，未修者は，「刑事手続法概説」の知識を定着・発展させるため，十分な復習が必要となり，既修者は，体系的な講義

を受講していることを前提とするので，とくに十分な予習（指定教科書の全文通読（下記該当頁のない部分，例えば「手続の関係

者」等，の習得），基本的な概念・判例・手続全体の確認）が必須となる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

刑事手続の流れにほぼ即して、重要な点を取り上げ、基本判例、学説を実務経験を交えながらできるだけわかりやすく講じる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1.  任意捜査と強制捜査等 (p31～42)  【1】～【4】，【8】～【10】【A１】 

2.  逮捕・勾留・取調 （p69～99） 【5】～【7】，【11】～【17】，【A2・3】 

3.  捜索・差押え・検証等（p43～57）  【18】～【25】【A4～7】 

4.  強制処分の限界・被疑者の防御等（p57～68，101～109）  【26】～【36】【A8・9・11・12】 

5.  公訴の提起，起訴状一本主義等（p111～123）  【37】～【42】，【A13～16】 

6.  訴因(１) 訴因の意義・特定・訴因変更の要否・可否等（p125～145）  【43】～【48】，【A17～24】 

7.  訴因（2） 同上 

8.  公判の原則・準備（公判前整理手続）・証拠開示・手続の進行（p147～177）  【54】～【58】，【A25～29・31】              

9.  証拠の意義・厳格な証明・挙証責任・証拠調べ手続・関連性（p187～207）  【60】～【69】，【A32】 

10.  違法収集証拠排除法則・黙秘権・自白（p208～230）  【70】～【78】，【90】～【92】，【A33～35】 

11.  証拠法 伝聞(1) 供述・非伝聞・伝聞例外(p230～251）  【79】～【89】，【A36～42】                              

12.  伝聞(2) 同上 

13.  裁判の効力・上訴・再審（p253～297）  【93】～【100】，【A43～56】     

14.  裁判員裁判・被害者保護・手続参加等（p171～185）  【49】，【A30】 

15.  まとめと講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 各回で扱う教科書の該当頁を（）で、刑事訴訟法判例百選（第 10 版）の該当番号【】を付記しておく。変更がある場合は，別途文

書で連絡するが，上記の趣旨から，各回の指定範囲については，十分に予習し基本概念・基本判例等を理解・暗記した上で授業

に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/小テスト(30%)/授業への参加(10%) 

70%以上授業に出席しない者は筆記試験を受けることができない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 廣瀬健二、2017、『コンパクト刑事訴訟法（第２版）』、新世社 (ISBN:978-4-88384-251-3) 
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2. 井上正仁ほか、201７、『刑事訴訟法判例百選（10 版）』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-11532-3) 

 

参考文献（Readings） 

1. 田宮裕、1996、『刑事訴訟法（新版）』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-04152-0) 

2. 廣瀬健二、2013、『刑事公判法演習』、立花書房 (978-8037-4329-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

原則として、授業の冒頭に、基礎知識確認の小テストを行うので、指示どおり予習を励行されたい。 

 

注意事項（Notice） 
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■NM121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／商法（１） 

(Business Corporation Law (1)) 

担当者名 

（Instructor） 
河村 賢治(KAWAMURA KENJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

商法および会社法の基本的な条文知識を身につけ、重要判例の規範を理解することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

商法（１）では、商法、および、会社法のうち株式や会社の機関などを取り上げる。 

会社法は手続的な条文が多く、会社実務もイメージしにくいため、苦手意識を持つ学生が多いように感じる。 

そこで、授業では、条文理解を深めるための図表や実際の企業のプレスリリースなどを配布して、会社法をよりよく理解してもらえ

るような講義を行いたいと考えている。また、最新の重要判例も可能な限り紹介する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 商法および会社法の全体構造 

2. 株式の総説、株主の権利 

3. 株主の権利、株主の義務・責任、株式の内容についての特別な定め 

4. 種類株式、株主平等の原則、株式の評価 

5. 株式の譲渡自由の原則、譲渡制限、譲渡・権利行使の方法 

6. 特殊な株式保有の形態、投資単位の調整、機関の総説 

7. 株主総会 

8. 株主総会、取締役 

9. 取締役会、代表取締役 

10. 監査役、監査役会、会計監査人、会計参与、指名委員会等設置会社、監査等委員会設置会社、非取締役会設置会社 

11. 役員等の義務、利益相反取引 

12. 競業取引、報酬 

13. 役員等の会社に対する責任、株主代表訴訟 

14. 役員等の第三者に対する責任 

15. 商法および会社法（株式や会社の機関など）のまとめと講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

履修登録完了後に別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/授業内発言(20%) 

70%以上授業に出席しない者は筆記試験を受けることができない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 伊藤靖史ほか、2015、『リーガルクエスト会社法』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-17927-1) 

 

参考文献（Readings） 

下記参照 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

参考文献については改めて指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■NM125 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／商法（２） 

(Business Corporation Law (2)) 

担当者名 

（Instructor） 
河村 賢治(KAWAMURA KENJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

会社法および手形・小切手法の基本的な条文知識を身につけ、重要判例の規範を理解することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

商法（２）では、会社法分野として、設立、資金調達、計算、組織再編などを取り上げる。 

会社法は手続的な条文が多く、会社実務もイメージしにくいため、苦手意識を持つ学生が多いように感じる。 

そこで、授業では、条文理解を深めるための図表や実際の企業のプレスリリースなどを配布して、会社法をよりよく理解してもらえ

るような講義を行いたいと考えている。また、最新の重要判例も可能な限り紹介する。 

商法（２）では、手形・小切手法についても取り上げる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 設立の総説、発起設立 

2. 募集設立、設立中の法律関係 

3. 設立中の法律関係、違法な設立・会社の不成立、設立に関する責任 

4. 資金調達の総説、募集株式の発行手続 

5. 募集株式の発行手続、募集株式発行の瑕疵を争う手続 

6. 募集株式発行の瑕疵を争う手続 

7. 募集新株予約権の発行手続等 

8. 募集新株予約権発行の瑕疵を争う手続、社債、会計と開示 

9. 資本制度、剰余金の配当、自己株式 

10. 自己株式、損失の処理 

11. 会社債権者保護のためのルール、企業の買収・結合・再編の意義と方法、株式の取得による買収 

12. 株式の取得による買収、組織再編の意義、組織再編の手続 

13. 組織再編の手続、組織再編の無効の訴え、事業の譲渡等 

14. 事業の譲渡等、敵対的買収と防衛策、手形・小切手法 

15. 会社法（設立、資金調達、計算、組織再編など）及び手形・小切手法のまとめと講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

履修登録完了後に別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/授業内発言(20%) 

70%以上授業に出席しない者は筆記試験を受けることができない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 伊藤靖史ほか、2015、『リーガルクエスト会社法』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-17927-1) 

 

参考文献（Readings） 

下記参照 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

参考文献については改めて指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■NM134 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／民事法基礎演習（１） 

(Basic Seminar on Civil Law (1)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民法総則・物権・担保物権の判例学習 

担当者名 

（Instructor） 
難波 譲治(NAMBA JOJI)／黒松 百亜(KUROMATSU MOMOE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR5120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 １年次の学生を対象に，講義形式の「民法（１）」，｢民法（２）｣について，演習形式でフォローアップを行うとともに，実体法である

民法が実際の裁判においてどのように適用され事案が解決されているかを学習することを目的とする。 

 「民法（１）」，｢民法（２）」は，小規模の講義であるが，それだけでは膨大な領域と情報量を有する民法を正確に理解することは

困難である。しかも，民法は，法律の基礎的な概念を学ぶ上で法律基本科目の中でも基礎となる分野であり，その正確な理解

は，法科大学院の科目を履修し，ひいては実務法曹として活躍するために不可欠なものと考えられる。「民事法基礎演習（１）」で

は，「民法（１）」，｢民法（２）」で修得する内容をさらに深く理解し，しかも，それを問題解決のための道具として使用できるよう訓練

することを目指している。そして，秋学期に展開される「民事法基礎演習（２）」と併せて，民法（財産法）全体についての基本的な

理解が可能となり，正確な知識が身につくことが期待される。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 素材としては，民法判例百選を中心に，すでに公刊・編集されている裁判例を用いる。毎回，指定された判例を事前に各自が検

討し，その理解度が質疑応答によって試される。また，的確な論述ができるように，適宜レポートの作成が義務づけられることも

ある。 

 便宜上，報告者を指定することがあるが，その他の受講者も全員，指定された判例百選だけでなく，必ず民集等によって第一審

判決から上告審までの判決を事前に読み込むとともに，事案の理解に必要な範囲で民法以外の実体法，民事訴訟法，民事執行

法及び民事保全法等も適宜予習しておく必要がある。演習の場においては，当該判例の事案・判旨について質問するだけでな

く，民法の基礎的な理解のために，当該テーマに関連する基礎的な知識についても質問する。理解の確認のために授業内テスト

（中間・期末テスト）を実施する予定である。 

 各回の順番や内容は一部変更されることがある(その場合は掲示などで指示する)。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 意思表示（１） 

 意思表示の第１回は，百選Ⅰ・21 番（94 条 2 項の類推適用）を取り上げ，広く類推適用されている通謀虚偽表示について

学習する。なお、判例百選の番号は、シラバス執筆時に最新版が未刊行のため旧版のものであり，最新版では変更されて

いることがあるので，注意されたい（以下同じ）。 

2. 意思表示（２） 

 意思表示の第２回は，百選Ⅰ・24 番（動機の錯誤）を取り上げ，錯誤について学習する。 

3. 意思表示（３） 

 意思表示の第３回は，百選Ⅰ・23 番（詐欺における善意の第三者）を取り上げ，詐欺について学習する。 

4. 不動産物権変動の対抗要件（１） 

 不動産物権変動の対抗要件の第１回は，百選Ⅰ・53 番（取消と登記）を取り上げ，177 条が適用される物権変動について

学習する。総則の詐欺取消の部分と合わせて予習されたい。 

5. 不動産物権変動の対抗要件（２） 

 百選Ⅰ・55 番（時効取得と登記）を取り上げ，177 条が適用される物権変動について学習する。総則の時効部分も合わせ

て予習されたい。 

6. 不動産物権変動の対抗要件（２） 

 百選Ⅲ・71 番（遺産分割と登記）を取り上げ，177 条が適用される物権変動について学習する。家族法の相続部分も合わ

せて予習されたい。 

7. 不動産物権変動の対抗要件（3） 

 不動産物権変動の対抗要件の第 4 回は，百選Ⅰ・58 番（177 条の第三者の範囲―背信的悪意者からの転得者）を取り

上げ，177 条の「第三者」の範囲についてまとめて学習する。 

8. 中間テスト（他の科目のテストとの調整により，実施回は変更することがある） 

9. 表見代理 

 百選Ⅰ・30 番（民法 110 条の正当理由の判断）を取り上げ，表見代理について学習する。 

10. 無権代理 

 百選Ⅰ・35 番（本人の無権代理人相続）を取り上げ，無権代理と相続について学習する。 

11. 即時取得 
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 百選Ⅰ・65 番（占有改定・指図による占有移転と即時取得）を取り上げ，動産の即時取得について学習する。 

12. 抵当権（１） 

 百選Ⅰ・86 番（抵当権に基づく妨害排除請求）を取り上げ，抵当権の効力について学習する。 

13. 抵当権（２） 

 百選Ⅰ・84 番（賃料債権への物上代位）を取り上げ，引き続き抵当権の効力について学習する。 

14. 期末テスト 

15. 期末テストの講評，復習  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 上記科目の内容を参照。また，当該判例に関する文献に限らず，出来るだけ早期に民法全般について学習しておくことが望ま

しい。なお、とくに前半部分において、「民法（１）（２）」の講義進行より前に判例を扱うことがあり、その場合は、講義の予習も兼ね

て講義の教科書もよく読んでおいてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間テスト(30%)/期末テスト(30%)/質疑への応答など，授業への参加の積極性(40%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

判例資料を基本的な教材として配付する予定。 

『最高裁判所民事判例集』 (最高裁判所判例調査会) 

『最高裁判所判例解説民事編』 (法曹会) 

 

参考文献（Readings） 

1. 潮見佳男ほか編、2018、『民法判例百選Ⅰ〔第 8 版〕』、有斐閣 (ISBN:9784641115231) 

2. 水野紀子ほか編、2018、『民法判例百選Ⅲ〔第 2 版〕』、有斐閣 (ISBN:9784641115255) 

上記判例百選は，2018年 3 月刊行予定である。上記のほか，各自が使用している民法総則・物権・担保物権の基本書｡ 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM144 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／民事法基礎演習（２） 

(Basic Seminar on Civil Law (2)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
債権法の判例学習 

担当者名 

（Instructor） 
前田 陽一(MAEDA YOUICHI)／横山 佳純(YOKOYAMA KASUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR5120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 １年次の学生を対象に，講義形式の「民法（４）」，｢民法（６）｣について，演習形式でフォローアップを行うとともに，実体法である

民法が実際の裁判においてどのように適用され事案が解決されているかを学習することを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 素材としては，民法判例百選を中心に，すでに公刊・編集されている裁判例を用いるが，毎回，指定の判例を事前に各自が検

討し，その理解度が質疑応答によって試される。また，的確な論述ができるように，適宜レポートの作成が義務づけられることも

ある。そして，春学期に展開される「民事法基礎演習（１）」とあわせて，民法（財産法）全体についての基本的な理解が可能とな

り，正確な知識が身につくであろうことが期待される。  

  具体的には，演習の前半において，「民法（６）（契約法）」の判例を取りあげ，授業内中間テストを挟み，後半では，ほぼ「民法

（４）（債権総論）」の進度に合わせ，そのフォローアップを行う。なお，とくに前半部分において，民法の講義進行より前に本演習

で判例を扱うことがあり，その場合は，講義の予習も兼ねて講義の教科書もよく読んでおいてほしい。 

 便宜上，報告者を指定することがあるが，その他の受講者も全員，指定の判例百選だけでなく，必ず民集等によって第一審判

決から上告審までの判決を事前に読み込むとともに，事案の理解に必要な範囲で民法以外の実体法，民事訴訟法，民事執行法

及び民事保全法等も適宜予習しておく必要がある。本演習は，実際の裁判における事案解決で民法がどのように適用されてい

るかを学習することに力点を置くものであり，授業の進行は，それぞれの裁判の第一審から上告審までの展開や実務的な観点を

踏まえた質疑応答によって行う。 

 なお，以下の各回の内容は，一部変更されることもある（その場合は授業で指示する）。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 手付 

 百選Ⅱ第８版４８番（手付の交付と履行に着手した当事者による解除）を取り上げ，売買の基本的な論点である手付につ

いて学ぶ。 

2. 種類債権の特定 

 百選Ⅱ第８版１番（種類債権の特定）を取り上げ，履行場面において発生する諸問題を検討する。 

3. 契約交渉破棄における責任 

 百選Ⅱ第８版３番（契約交渉破棄における責任）を素材として契約交渉破棄における責任について検討し，契約責任の拡

大について学ぶ。 

4. 買主の引取義務 

 百選Ⅱ第８版５５番（買主の引取義務）を素材として，受領遅滞について学ぶ。 

5. 他人物売買の解除と使用利益の返還 

 百選Ⅱ第８版４５番（他人の権利の売買の解除と買主の使用利益の返還義務）を素材に，解除の原状回復について学

ぶ。 

6. 授業内中間テスト 

 受講者の理解度及び論述能力をはかるために，それまでに授業で取り上げた分野の基本的事項に関する事例問題を出

題して解かせる筆記テストを実施する。 

7. 債権者代位権と債務者の無資力 

 百選Ⅱ第８版１２番（債権者代位権と債務者の無資力）を取り上げ，債権者代位権とその転用例とを検討する。 

8. 特定物債権と詐害行為取消権 

 百選Ⅱ第８版１５番（特定物債権と詐害行為取消権）を取り上げ，詐害行為取消権の要件を学ぶ。 

9. 契約不適合 

 百選Ⅱ第８版５４番（建物の敷地の欠陥と敷地賃借権の契約不適合）を取り上げ，瑕疵担保責任の理解を深める。 

10. 債権譲渡の対抗要件の構造 

 百選Ⅱ第８版２９番（債権譲渡の対抗要件の構造）を取り上げ，債権譲渡の対抗要件について，基本的な事項を理解す

る。 

11. 敷金 

 百選Ⅱ第８版６６番（土地賃借権の移転と敷金の承継）を取り上げ，賃貸借の基本的な論点を学ぶ。 

12. 賃貸借の解除と転貸借 
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 百選Ⅱ第８版６４番（債務不履行による賃貸借契約の解除と承諾がある転貸借の帰趨）を取り上げ，転貸借について学

ぶ。 

13. 請負契約における所有権の帰属 

 百選Ⅱ第８版６９番（請負契約における所有権の帰属）を素材として，請負に関する法的な諸問題を検討する。 

14. 授業内期末テスト 

 以上の授業の総仕上げとして、受講生の達成度をはかるために，授業で取り上げた分野の基本的事項に関する事例問

題を出題して解かせる筆記テストを実施する。 

15. テスト後に講評等を行う予定である。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 上記「授業の内容」参照。また，当該判例に関する文献に限らず，出来るだけ早期に民法全般について学習しておくことが望ま

しい。なお，民法の講義進行より前に本演習で判例を扱うことがあり，その場合は，講義の予習も兼ねて講義の教科書もよく読ん

でおいてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内期末テスト(30%)/授業内中間テスト(30%)/授業参加（随時の小テストを行う場合はそれを含む）(40%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

判例資料を基本的な教材として配付する予定。 

『最高裁判所民事判例集』 (最高裁判所判例調査会) 

『最高裁判所判例解説民事編』 (法曹会)  

 

参考文献（Readings） 

1. 2018、『別冊ジュリスト・民法判例百選Ⅱ（第８版）』、有斐閣 

上記のほか，各自の債権法の教科書（改正法に対応したもの）。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／公法演習（１） 

(Seminar on Public Law (1)) 

担当者名 

（Instructor） 
渋谷 秀樹(SHIBUTANI HIDEKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 憲法およびその他の基本的法律科目の体系的知識を一通り習得している者に対して，具体的な設例を与えて，憲法の基本原

理および基本的人権・統治機構に関する憲法規範がどのように作用しているかを考えさせ，討論を行いながら，その理解を深め

ていくことを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 授業で取り上げる設例集（第 1 回は 1 問，その他の回は 2 問）を Blackboardに授業開始前にアップするので，それにあらかじ

め記載されている質問事項などを中心とした予習をしてきたことを前提として，授業時には，その質問を中心に，その関連事項に

ついても質疑・応答をしていくことになる。自発的発言や無作為の指名による発言義務付けなどによる双方向的な授業を通じて，

確実な学習効果の達成が図られることになろう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 人権各論(1) テーマ：表現の事前抑制 

2. 人権各論(2) テーマ：宗教の自由，情報の自由 

3. 人権各論(3) テーマ：職業の自由，財産権 

4. 人権各論(4) テーマ：集会・結社の自由，選挙運動の自由 

5. 人権各論(5) テーマ：家族形成の自由，移動の自由 

6. 人権各論(6) テーマ：令状主義，国家補償 

7. 人権総論(1) テーマ：法の下の平等，法人の人権 

8. 人権総論(2) テーマ：ライフ・ステージと人権，公共の福祉と違憲審査基準 

9. 統治機構各論(1) テーマ：国会の権能，国会議員の特権 

10. 統治機構各論(2) テーマ：内閣の権能，条例制定権 

11. 統治機構各論(3) テーマ：司法の概念，裁判所の権能 

12. 統治機構総論(1) テーマ：違憲審査制，統治過程の公開 

13. 統治機構総論(2) テーマ：憲法の性質，国民主権 

14. 最終テスト 

15. まとめと講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 課題集に収録された当該授業回の設例に付された質問事項につき的確に回答できるように，教科書・参考書，判例集などを用

いてあらかじめ準備してから授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業中の発言・発表・参加の程度など(60%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 渋谷秀樹、2017 年、『憲法（第３版）』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-22723-1) 

 

参考文献（Readings） 

1. 渋谷秀樹、2010 年、『日本国憲法の論じ方（第 2 版）』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-13081-4) 

2. 渋谷秀樹・赤坂正浩、2016 年、『憲法 1 人権（第 6 版）』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-22067-6) 

3. 渋谷秀樹・赤坂正浩、2016 年、『憲法 2 統治（第 6 版）』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-22068-3) 

4. 渋谷秀樹、2014 年、『憲法への招待 新版』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-431470-7) 

5. 野中俊彦・江橋崇編著・渋谷秀樹補訂、2016 年、『憲法判例集（第 11 版）』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-09160-3) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 各授業回の終了後，授業のまとめレジュメを Blackboardにアップする。 

 

注意事項（Notice） 
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■NM162 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／公法演習（２） 

(Seminar on Public Law (2)) 

担当者名 

（Instructor） 
松戸 浩(MATSUDO HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本演習は、既に行政法の基礎を学んだ者を対象として、具体的事案を素材として特に留意を要すると思われる行政法の重要論

点につき理解を深めると共に具体的な事例問題に対処できる力を養うことを目的とする。その際には、関連する重要判例を検討

することを通じて、基本的論点を再確認すると共に判例の理解を向上させることもめざしていく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

下記の授業計画に従い、各単元に対応した内容の事例問題を検討すると共に、各単元に対応したテキスト『ケースブック行政法』

所収の(場合によっては『行政判例百選』所収の)各判例・裁判例を学習していく。その際には授業参加者が判例・裁判例の事実・

判旨を十分に予習していることを前提として、質疑応答により各人の理解を深めていく。 

行政救済法の内抗告訴訟以外の行政訴訟と国家補償に就いては 3 年次秋学期の「公法演習(3)」で取り扱う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 行政行為論 

2. 行政裁量 

3. 行政手続 

4. 行政訴訟総説 

5. 取消訴訟の対象(処分性)(その一) 

6. 取消訴訟の対象(処分性)(その二) 

7. 原告適格(その一) 

8. 原告適格(その二) 

9. いわゆる「狭義の訴えの利益」(その一) 

10. いわゆる「狭義の訴えの利益」(その二) 

11. 主張制限・判決(その一) 

12. 主張制限・判決(その二) 

13. その他の抗告訴訟(その一) 

14. その他の抗告訴訟(その二) 

15. まとめと講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に配布するシラバスを読んでおくこと。これと共に、各項目の冒頭に挙げられた事例問題を、できれば解説を読まずに自分で

検討しておくことが望ましい。これに併せて、各単元の内容に対応したケースブック所収の各判例・裁判例につき、その事実・判旨

(反対意見・補足意見・意見が付せられている場合にはそれも)を把握しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業の予習の程度・授業への積極的参加等(60%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 稲葉馨・下井康史・中原茂樹・野呂充、2014、『ケースブック行政法』(第 5 版)、弘文堂 (ISBN:978-4-335-30513-9) 

 

参考文献（Readings） 

1. 宇賀克也・交告尚史・山本隆司、2017、『行政判例百選Ⅰ(第 7 版)』、有斐閣 (ISSN:1342-5048) 

2. 宇賀克也・交告尚史・山本隆司、2017、『行政判例百選Ⅱ(第 7 版)』、有斐閣 (ISSN:1342-5048) 

3. 塩野宏、2015、『行政法Ⅰ(第 6 版)』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-13186-6 ) 

4. 塩野宏、2013、『行政法Ⅱ(第 5 版補訂版)』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-13143-9) 

5. 宇賀克也、2013、『行政法概説Ⅰ(第 5 版)』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-13146-0) 

6. 宇賀克也、2015、『行政法概説Ⅱ(第 5 版)』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-13177-4) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM172 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／公法演習（３） 

(Seminar on Public Law (3)) 

担当者名 

（Instructor） 
松戸 浩(MATSUDO HIROSHI)／渋谷 秀樹(SHIBUTANI HIDEKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 公法全体に関して修得した知見を集約し，法律実務で対応することになる生の事例について適確な法的分析を行う能力を身に

つけるために，具体的なケースを素材に，憲法学と行政法学のそれぞれのアプローチから問題点を浮き彫りにすることにより，法

的思考方法を修得させるものとする。 

 この科目は，個別に修得した法的論点を，現実に生じるケースにおいて多角的・多面的に応用し，単なる知識の集積から適切

で厚みのある法的思考によって読み解くための総合的演習という位置づけを与えられる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 演習は，憲法学と行政法学を専攻する 2 名の教員によって共同して行われる。原則として，奇数回は事前に配布した憲法の課

題集を用いて行う。また，偶数回は『ケースブック行政法』の第 16 章～20 章を教材に，各章の章末の問題や関連する内容の事

例問題を扱った後に，公法演習(2)で扱われた事例問題も総括する趣旨から選択された近時の最高裁判例を素材とした検討を行

う。 

 授業は，事前に指定された憲法の問題集または行政法の教材にある事例問題をあらかじめ解いてくることを前提として，質疑

応答のかたちで進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 立法と行政の関係 

2. 抗告訴訟以外の行政訴訟・仮の救済 

3. 司法と行政の関係 

4. 国家賠償法に基づく賠償責任 

5. 立法と司法の関係 

6. 損失補償・行政不服審査 

7. 地方自治をめぐる紛争 

8. 処分性の再検討 

9. 新しい人権をめぐる紛争 

10. 第三者の原告適格 

11. 情報をめぐる紛争 

12. 条例の処分性 

13. 教育をめぐる紛争 

14. 裁判所による裁量審査 

15. 総括 

 以上の授業の総仕上げとして，受講者の達成度をはかるために，憲法学と行政法学の両分野について，それぞれ出題し

て解かせる最終テストを実施する。ただし，場合によってはレポートに代えることもある。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 憲法の回の予習に当たっては，Blackboardにあらかじめアップした課題集に付された質問事項につき予習して，授業に臨むこ

と。 

 行政法の回の予習に当たっては，ケースブックの章末の設問にとりあげられている判決に限らず，各章に登載されている全て

の判決について，如何なる事実関係の下，どのような原告が，如何なる理由で誰を被告に如何なる訴訟を提起したのか，そして

裁判所が，どのような理由で如何なる判決を下しているか，しっかり確認して理解しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業中の発言・発表・参加の程度など(60%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 渋谷秀樹、2017 年、『憲法（第 3 版）』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-22723-1) 

2. 稲葉馨・下井康史・中原茂樹・野呂充、2014 年、『ケースブック行政法（第 5 版）』、弘文堂 (ISBN:978-4-335-30513-9) 

 

参考文献（Readings） 
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1. 渋谷秀樹、2010 年、『日本国憲法の論じ方（第 2 版）』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-13081-4) 

2. 渋谷秀樹、2017 年、『憲法起案演習』、弘文堂 (ISBN:978-4-335-35717-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM182 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／民事法演習（１） 

(Seminar on Civil Law (1)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民法事例演習 

担当者名 

（Instructor） 
野澤 正充(NOZAWA MASAMICHI)／横山 佳純(YOKOYAMA KASUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

民法の基礎知識（論点・判例・学説など）を確認するとともに、条文の文言を手がかりに、法的な考え方や議論ができるようになる

ことを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

初回に事例演習問題（全問題）を配布し、各受講者には、毎回、事前にレポートを提出してもらう。そのレポートを基に、授業では

双方向の議論を行い、適切な解決に導くようにする。なお、以下の授業計画はあくまで計画であり、問題を差し替える場合があ

る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 意思表示に関する問題 

2. 代理に関する問題 

3. 無権代理・表見代理に関する問題 

4. 添付・債権譲渡に関する問題 

5. 抵当権に関する問題 

6. 譲渡担保に関する問題 

7. 中間試験 

8. 保証に関する問題 

9. 中間試験問題を素材として演習 

10. 債権総則に関する問題（債務不履行・危険負担・受領遅滞など） 

11. 賃貸借に関する問題 

12. 請負に関する問題 

13. 不当利得に関する問題 

14. 不法行為に関する問題 

15. まとめと講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前にレポートを提出してもらうため、毎回の予習は欠かせない。また、基本的な問題を扱うので、毎回必ず復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(40%)/積極的な参加(20%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM192 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／民事法演習（２） 

(Seminar on Civil Law (2)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民事訴訟法の事例演習 

担当者名 

（Instructor） 
我妻 学(WAGATSUMA MANABU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「民事手続法」での履修の成果を踏まえつつ，民事訴訟法（判決手続）に関する基本的な課題を通して，応用力を養うことを目的

とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

『ケースブック民事訴訟法』所掲の判例を題材にして、参加者が２～３人の班に分かれて，判例の事案および関連する基本事項

に関して，事前にレジュメを作成・配布する。レジュメを参照しながら，参加者は授業に臨む。授業での検討結果を踏まえて，担当

者はレジュメを補正する。以下の授業計画はあくまで予定であり、理解の度合い、判例の重要性などから適宜修正する。   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、確認テスト 

2. １ 法人でない団体の当事者能力 

3. ３ 財産管理人の当事者適格 

4. ７ 確認の利益 

5. ８ 申立事項 

6. ９ 二重起訴の禁止 

7. １０ 弁論主義 

8. １９ 訴訟物の範囲 

9. ２１ 基準事後の形成権の行使 

10. ２３ 一部請求 

11. ２４ 既判力の主観的範囲 

12. ２９ 主観的予備的併合・同時審判申出共同訴訟 

13. ３０ 固有必要的共同訴訟 

14. ３１ 独立当事者参加 

15. ３２ 総合演習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回は、ガイダンスおよび確認テストを行う。確認テストの範囲は、多数当事者、上訴を除外した部分とする。 

判例およびレジュメ等に関する情報は，授業において適宜指示する。判例は必ず、第 1 審から全て準備すること、あわせて、調

査官解説も必ず参照すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内発言等(90%)/確認テスト(10%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 長谷部由起子ほか、2013、『ケースブック民事訴訟法第４版』、弘文堂 (ISBN:978-4-335-30510-8) 

 

参考文献（Readings） 

1. 高橋宏志、2013、『重点講義民事訴訟法 上』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-13655-7) 

2. 高橋宏志、2014、『重点講義民事訴訟法 下』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-13688-5) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／民事法演習（３） 

(Seminar on Civil Law (3)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民法全体を対象とする判例・事例演習（実体法と要件事実の両面からの検討） 

担当者名 

（Instructor） 
前田 陽一(MAEDA YOUICHI)／黒松 百亜(KUROMATSU MOMOE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本演習は，1 年次における「民事法基礎演習」で取り上げた判例よりも，高度なレベルのもの（財産法と家族法の双方に絡むも

のを含む）や，複雑な事実関係を含むものを対象として，実体法と要件事実を有機的に関連させて双方の理解を深めることを目

標とする。さらに，やや複雑な事例問題も扱うことで，事実に対するセンスや解釈論・要件事実論の応用力を磨くこともねらいとす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 実体法については，民法の財産法を主な対象としつつ，手薄になりがちな家族法の理解を深めるために， 財産法と家族法の

双方に関わる判例も取り上げる。要件事実については，春学期までに学習した基礎的な知識を実際の事件に適用するための演

習でもあるので，演習が始まる前に『問題研究要件事実』等のテキストを十分に復習して演習に臨まれたい。 

 受講者は，配付資料（民集及び最高裁判所判例解説）や各自の基本書の関連する部分を予習し，授業日の朝までに，判例や

事例問題に関するレポートを提出しなければならない。判例に関するレポートの内容は，第 1 事案の概要，第 2 訴訟物，請求

原因，抗弁等（原告側の主張と被告側の主張の整理でもよい），第 3 争点（条文の文言解釈上とくに問題となった部分があれば

必ず指摘すること），第 4 判断の結論及び理由（両者を必ず分けて書くこと）の４項目であるが，書き方の詳細については，開講

前に改めて指示する（BLACKBOARD や TKC を参照）。 

 演習は，上述した予習項目のほか前日に BLACKBOARD にアップされる質問項目についても十分な予習をしていることを前提

にして，受講生との質疑応答を中心に進行する。事案の整理，主張・抗弁といった訴訟構造の理解の面では，弁護士である法務

講師が主導し，実体法理解の面では研究者教員が主導することで，理論と実務の双方から理解を深めることとする。学習効果を

高めるために，その時間で完結させるのではなく，受講者には十分な復習も求めるが，さらに授業内テストを行って理解度をはか

るものとする。 

 授業内中間テスト・授業内期末テストでは，やや長めの事例問題を出題するので，授業で扱った論点だけでなく，「民法全体に

ついて穴のない基礎的な知識」が備わっている（有名な論点に偏ることなく基本的な制度全般について理解している）ことが求め

られる。知識に穴があると，自分勝手な誤解から紛争解決の大筋を外すことになるので，普段から基本書の読み込みを心がけて

欲しい。 

 なお，取り上げる判例・事例問題や順番については，変更される場合があるので，掲示・TKC・BLACKBOARD・配付資料・授業

中の指示などに注意されたい。債権法・相続法については，改正法と旧法の双方に触れることにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 代理 

 無権代理行為の追認拒絶後の無権代理人による本人相続に関する，最判平成 10 年 7 月 17日民集 52巻 5号 1296 頁

を取り上げる。無権代理と相続に関する判例は多数出されているので，総合的に理解を深めることも目的とする。 

 既修者には学習済みの問題であろうが，より深い理解や，当事者の主張立証について意識した学習を求める。以下の問

題においても同様であるが，特に２年短縮型の院生においては，判例の原本を読みこなし，事実に対する感覚を磨くための

練習でもあるので，既に学習済みであるとしても第一審から十分に判例資料を予習しておくこと。 

 参考文献：百選Ⅰ第 5 版 37番解説，平成 10 年度重要判例解説 56 頁，私法判例リマークス 1999 年（下）10 頁など。 

2. 法律行為 

 法律行為や前回扱った代理が絡んだ事例問題を扱う。判例演習で事実に対するセンスを磨くことの重要性を事例問題を

解くことを通じて認識してもらう機会にしたい。 

3. 取得時効 

 他主占有者の相続人と民法 185 条の新権原による自主占有に関する，最判平成 8 年 11 月 12 日民集 50 巻 10 号 2591

頁・百選Ⅰ第 8版 67 番をとりあげる。時効の援用権者に関する，最判平成 11 年 10 月 21 日民集 53巻 7号 1190 頁・百

選Ⅰ第 8 版 42 番も参照されたい。 

 参考文献：百選解説のほか，平成 8 年度重要判例解説 61 頁，私法判例リマークス 1998 年（上）131 頁など。 

4. 所有権 

 不動産名義人に対する妨害排除請求に関する，最判平成 6年 2 月 8 日 48巻 2号 373 頁百選Ⅰ第 8 版 51 番を取り上

げる。この判決は，物権的請求権の判例であるが，その相手方が問題となっており，通常の対抗問題とは異なるものの 177

条も問題となっている。対抗問題の理解を総合的に深めることも目的とする。 



 - 43 - 

 参考文献：百選解説のほか，平成６年度重要判例解説 68 頁，私法判例リマークス 1995 年（下）など。 

5. 対抗問題 

 対抗問題に関する事例問題を扱う。相続法も絡んだ事例問題を解くことを通じて，応用力を養うとともに，対抗問題に関す

る要件事実の理解も深めてもらう。 

6. 抵当権 

 抵当権に基づく物上代位権の行使と目的債権の譲渡に関する，最判平成 10 年１月 30 日民集 52 巻 1 号 1 頁・百選Ⅰ第

8 版 88 番を取り上げる。 

 参考文献：百選解説のほか，私法判例リマークス 1999 年（下）26 頁など。 

7. 詐害行為取消権 

 財産分与が詐害行為取消の対象となるかに関する，最判昭和 58年 12 月 19 日民集 54 巻 3 号 1013 頁を取り上げる。

事案がかなり複雑であるので，要件事実の学習用に単純化した事案も配布する予定。最判平成 12 年 3 月 9 日民集 54 巻

3 号 1013 頁・百選Ⅲ第 2 版 19番も参照のこと（要件事実の勉強としては昭和 58 年判決のほうが有用であるので古いほう

をメインとした）。 

 参考文献：百選Ⅱ第 6 版 18番解説，百選Ⅲ第 2 版 19 番解説，私法判例リマークス 2001 年（上）34 頁など。 

8. 授業内中間テスト 

 他の科目の授業内中間テストとの調整などの事情により時期がずれることがある。中間テストについては，要件事実プロ

パーの出題は含まれない予定である（「授業の内容」の項目で中間テストについて述べたことも参照）。 

9. 債権者代位権 

 遺留分減殺請求権を債権者代位の目的とすることができるかに関する，最判平成 13 年 11月 22 日民集 55 巻 6 号 1033

頁・百選Ⅲ第 2版 93 番を素材とした事例問題を扱う。 

 参考文献：百選解説のほか，平成 13 年度重要判例解説 64頁，私法判例リマークス 2003 年（上）30 頁など。 

10. 債権譲渡 

 差押え通知と譲渡通知が同時に到達した場合に関する，最判昭和 55年 1月 11 日民集 34巻 1 号 42 頁を取り上げる。

最判平成 5 年 3 月 30 日民集 52 巻 1 号 1 頁・百選Ⅱ第 8 版 30 番も参照（要件事実の勉強としては昭和 55 年判決のほう

が有用であるので古いほうをメインとした）。 

 参考文献：百選Ⅱ第 6 版 31番解説，百選Ⅱ第 8 版 30 番解説，平成５年度重要判例解説 83 頁，私法判例リマークス

1994 年（上）49 頁など。 

11. 請負 

 請負の修補に代わる損害賠償請求権と報酬請求権の同時履行関係が問題となった，最判平成 9 年 2 月 14 日民集 51

巻 2 号 337 頁・百選Ⅱ第 8版 70 番や，相殺が問題となった，最判平成 9 年 7 月 15 日民集 51巻 6 号 2581 頁を素材とす

る事例問題を扱う。 

 参考文献：百選解説のほか，平成 9 年度重要判例解説 79 頁，私法判例リマークス 1998 年（上）52 頁，法学教室 204 号

132 頁。 

12. 賃貸借 

 賃貸借契約が解除された場合の転貸借に関する，最判平成 9年 2 月 25 日民集 51 巻 2 号 398 頁・百選Ⅱ第 8 版 64 番

を取り上げ，債務不履行解除，賃貸借の効力について学習する。 

 参考文献：百選Ⅱ第 6 版 62番解説，百選Ⅱ第 8 版 64 番解説，平成９年度重要判例解説 75 頁，私法判例リマークス

1998 年（上）46 頁など。 

13. 不法行為 

 交通事故と医療過誤が競合した，最判平成 13 年 3 月 13 日民集 55巻 2号 328 頁・百選Ⅱ第 8 版 107 番を検討する。

最判平成 15年 7月 11 日民集 57 巻 7 号 815 頁も合わせて参照されたい。 

 参考文献：百選解説のほか，平成 13 年度重要判例解説 92頁，平成 15 年度重要判例解説 93 頁など。 

14. 授業内期末テスト 

 他の科目の授業内期末テストとの調整などの事情により時期がずれることがある。期末テストについては，要件事実プロ

パーの出題も含まれる予定である。 

15. テスト後に講評等を行う予定。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 「授業の内容」の項目を参照（予習や事前のレポート提出などに関する指示がある）。 

 なお，「授業計画」で示した「百選の番号」は，2018 年春に改訂される民法判例百選（Ⅰ・Ⅱは 8版、Ⅲは 2 版）において予定さ

れている番号であって，シラバス入力時にはまだ確定していないので，出版時には変更されていることもありうることに留意され

たい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内期末テスト(30%)/授業内中間テスト(30%)/毎回予習を兼ねて提出するレポート・授業参加(40%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

 判例資料を配付する。５階入口のボックスに入れるので，ＴＫＣの「お知らせ」・掲示・授業中の指示があった場合は，すみやか
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に各自一部を受け取ること。 

 

参考文献（Readings） 

1. 司法研修所編、2011 年、『新問題研究要件事実』、法曹会 

2. 司法研修所編、2006 年、『改訂 紛争類型別の要件事実』、法曹会 

3. 岡口基一、2016、『要件事実マニュアル 第 1 巻(第 5 版)』、ぎょうせい (ISBN:4324101663) 

4. 岡口基一、2016、『要件事実マニュアル 第 2 巻(第 5 版)』、ぎょうせい (ISBN:4324101671) 

5. 前田陽一ほか、2017、『リーガルクエスト民法Ⅵ親族・相続（第 4 版）』、有斐閣 (ISBN:9784641179318) 

民法判例百選Ⅰ・Ⅱ〔第 8 版〕，同Ⅲ〔第 2 版〕（いずれも 2018年春刊行予定）も，参照されたい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

履修者は，BLACKBOARD 上の本科目のページや，ＴＫＣの「お知らせ」を確認することを習慣化していただきたい。 

 

注意事項（Notice） 
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■NM212 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／民事法演習（４） 

(Seminar on Civil Law (4)) 

担当者名 

（Instructor） 
河村 賢治(KAWAMURA KENJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

商法の講義等で身につけた会社法の知識を前提として、これを具体的なケースの中で運用する能力、および、その運用の成果

を法的な文章として表現する能力を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず、テキストにあるクイズ等をもとにして、会社法の基本的な知識を確認する。 

次に、テキストにあるエクササイズやライティング等の検討を行うが、とりわけ、①条文を踏まえた問題提起（法律上の争点を抽出

できるか）、②判例を踏まえた規範の定立（判例を正しく理解しているか）、③問題文の事情を踏まえたあてはめ（様々な事情を適

切に評価できているか）などを的確に行えているかどうか、確認していく。 

そして、小テストでは、限られた時間内で、上記①②③をバランスよく行うことができるかどうかが問われることになる。 

なお、授業では、最新の重要判例も適宜紹介する予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 株主総会 

2. 取締役会 

3. 取締役の義務と責任 

4. 取締役の義務と責任 

5. 取締役の義務と責任 

6. 監視・監督制度その他 

7. 授業内小テスト１ 

8. 株式制度 

9. 募集株式の発行 

10. 募集株式の発行 

11. 新株予約権、自己株式、剰余金の配当 

12. M&A 

13. M&Aその他 

14. 授業内小テスト２ 

15. まとめと講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

履修登録完了後に別途行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内小テスト 1(40%)/授業内小テスト 2(40%)/授業内発言(20%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 丸山秀平ほか、2015、『ケースブック会社法』、弘文堂 (ISBN:978-4-335-30515-3) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM222 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／民事法演習（５） 

(Seminar on Civil Law (5)) 

担当者名 

（Instructor） 
原田 史緒(HARADA SHIO)／川添 利賢(KAWAZOE TOSHIKATA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本科目は，民事訴訟実務の概要を把握することをねらいとするものである。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この授業で見ていくのは，訴えの提起から判決までの間の当事者と裁判所の訴訟活動であるが，それは，判決に向かって，民

事実体法と民事手続法が織りなす攻撃防御方法を主軸として展開されることになる。 

 学期前半の授業で，この攻撃防御方法の内容をなす「要件事実」について，「問題研究 要件事実」を中心に要件事実の基礎を

勉強した上で，後半では，この「要件事実」で定まる攻撃防御方法を前提とする訴訟手続の流れを，事件記録と DVD 教材を使用

しながら実例研究の形で見ていく。 

 本科目では，民法と民事訴訟法の基礎的知識を備えていることが前提となる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 要件事実の基本原則 

2. 売買契約に基づく代金支払請求訴訟 

3. 貸金返還請求訴訟 

4. 所有権に基づく不動産明渡請求訴訟 

5. 不動産登記手続請求訴訟 

6. 賃貸借契約の終了に基づく不動産明渡請求訴訟 

7. 動産引渡請求訴訟 

8. 譲受債権 

9. 訴状受付から訴状の補正，期日指定まで 

    予習：解説Ｐ１～Ｐ２３，Ｐ６５～Ｐ７０，事件記録全部 

    講義・演習：約８３分 

    ビデオ：約７分 

10. 第１回口頭弁論 

    予習：解説Ｐ２３～Ｐ３６ 

    ビデオ：約１２分 

    演習：約７８分 

11. 弁論準備手続 

    予習：解説Ｐ３６～Ｐ５４ 

    ビデオ：約３１分 

    演習：約５９分 

12. 第２回口頭弁論 

    予習：解説Ｐ５４～Ｐ５９ 

    ビデオ：約５５分 

    アンケート：約３５分 

13. 和解・判決 

    予習：解説Ｐ５９～Ｐ６４ 

    ビデオ：約２５分 

    演習：約６５分 

14. 民事訴訟第 1 審手続授業内テスト 

15. 民事訴訟第 1 審手続授業内テスト解説 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

第 2 回～第 8 回  教科書「新問題研究 要件事実」の各回タイトルの該当箇所を予習 

第 9 回～第 13 回 教科書「民事訴訟第 1 審手続の解説」の各回掲記の該当箇所を予習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/小テスト 7 回(各回 10％)(70%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 
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テキスト（Textbooks） 

1. 司法研修所編、2011、『新問題研究 要件事実』、法曹会 

2. 司法研修所編、2001、『４訂 民事訴訟第 1 審手続の解説』、法曹会 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM226 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／民事法演習（６） 

(Seminar on Civil Law (6)) 

担当者名 

（Instructor） 

河村 賢治(KAWAMURA KENJI)／難波 譲治(NAMBA JOJI)／原田 史緒(HARADA 

SHIO)／川添 利賢(KAWAZOE TOSHIKATA)／清永 敬文(KIYONAGA TAKAFUMI)／

小林 利男(KOBAYASHI TOSHIO)／吉田 大輔(YOSHIDA DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本科目は，民事系科目の総合的な演習として，学生に，既に学習した実体法及び手続法が，民事紛争の解決に，どのように活用

されるのかを考えさせて，法律実務に対応できる思考の枠組みを形成させるとともに， 法律実務家に必須の文章作成能力を養

うことを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では，民事の実体法や手続法の実務的問題を扱う設例等を教材として，授業時間内で起案を行い，次回にその講評をす

る。 

なお，各回の科目(民法・商法・民事訴訟法)の順序や回数は，変更もあり得る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 民法 第 1 回 授業内テスト 

2. 民法 第 1 回 講評 

3. 民法 第 2 回 授業内テスト 

4. 民法 第 2 回 講評 

5. 民法 第 3 回 授業内テスト 

6. 民法 第 3 回 講評 

7. 商法 第 1 回 授業内テスト 

8. 商法 第 1 回 講評 

9. 商法 第 2 回 授業内テスト 

10. 商法 第 2 回 講評 

11. 民事訴訟法 第 1 回 授業内テスト 

12. 民事訴訟法 第 1 回 講評 

13. 民事訴訟法 第 2 回 授業内テスト 

14. 民事訴訟法 第 2 回 講評 

15. 民事系総合演習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内テスト実施後，各自，問題点を検討する。 

講評受講後，各自，答案を点検する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内テスト７回(90%)/授業態度(10%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指定又は用意する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM232 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／刑事法演習（１） 

(Seminar on Criminal Law (1)) 

担当者名 

（Instructor） 
辰井 聡子(TATSUI SATOKO)／小林 利男(KOBAYASHI TOSHIO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6130 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本演習の目的は３つあります。 

 １．判例を丁寧に確実に読めるようになること、 

 ２．重要論点について基礎知識（*判例の動向を含む）を確認すること、 

 ３．より妥当な結論・理由付けに向けた議論に参加できるようになること、です。 

 

授業の内容（Course Contents） 

そこで、本演習では 1 審から上告審までの判決を読みます。判例をきっちり読む、というのがこの演習が一番重視することです。

その過程で基礎知識を確認しつつ、判例の意義や射程を理解し、その妥当性について議論を行います。 

１．当日の課題判例を予習（全員）：最高裁判例（高裁判例の場合もあり）だけでなく、原審、原原審も判決の部分には目を通して

おくこと。事前に教員から配布されるレジュメに従い、チェックポイントにつき検討しておくこと。 

２．担当者による報告：1 名で 1つの判例を担当します。同じテーマで複数の判例を扱う場合もあるので、必要に応じて、同じ日の

担当者と協力しても結構です。担当者は、事実関係、論点、各審級の判旨等を整理したレジュメを作成し、レジュメに従って報告

を行う。担当者は報告内容につき担当者（小林法務講師）に相談しチェックを受けることが望ましい。 

３．質疑応答・議論（全員） 

４．復習：課題判例について各自で起案する。 

  毎回全員の分を見ることはできませんが、数名ずつ提出していただきます。詳細は講義のときにお知らせします。講評に代え

て、優秀答案に添削を伏したものを全員に配付します。    

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 判例 1・2 

2. 判例 3・4 

3. 判例 5・6 

4. 判例 7・8 

5. 判例 9・10 

6. 判例 11・12 

7. テスト 

8. 判例 13・14 

9. 判例 15・16 

10. 判例 17・18 

11. 判例 19・20 

12. 判例 21・22 

13. 判例 23・24 

14. テスト 

15. まとめと講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内容に書いたとおり、当日の課題判例を予習。最高裁判例（高裁判例の場合もあり）だけでなく、原審、原原審も判決の部分

は目を通しておくこと。疑問があればチェックして、当日質問すること。併せて、 扱われている事項に関して基礎的な理解を確認

しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告(30%)/授業への参加(20%)/中間テスト(20%)/期末テスト(30%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 西田典之・山口厚・佐伯仁志、2013、『判例刑法総論〔第 6 版〕』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-04291-9) 
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2. 西田典之・山口厚・佐伯仁志、2013、『判例刑法各論〔第 6 版〕』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-04292-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM242 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／刑事法演習（２） 

(Seminar on Criminal Law (2)) 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 隆之(SATO TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6130 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

刑事法、特に刑事手続法に関する基本的知識を定着させるとともに、その知識を用いて事案を的確に分析し、結論に至った理由

を簡潔に示しながら妥当な解決を説得的に導く能力を養うことを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

上記の目標を達成するため、基本的で重要な判例（裁判例）を取り上げその意義について検討するとともに、判例の事案又は類

似の争点を含む設例について、受講者のうち予め指名する者が起案した文章と報告を素材として討議を行う。 

※ 以下に示す「授業計画」はシラバス執筆時における暫定的なものであり、変更の可能性がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 捜査に対する法的規律の基本的構造－任意捜査と強制捜査の区別、捜査比例の原則、令状主義の原則 

2. 捜査の端緒－職務質問に伴う所持品検査 

3. 逮捕・勾留をめぐる諸問題－逮捕の違法と勾留、再逮捕・再勾留の禁止 

4. 被疑者の取調べ－宿泊を伴う取調べ、徹夜の取調べ 

5. 捜索・差押え（１）－令状による捜索・差押え 

6. 捜索・差押え（２）－令状によらない捜索・差押え 

検証・鑑定－強制採尿 

7. 被疑者の権利－接見交通権 

8. 訴因の明示 

訴因変更制度（１）－訴因変更の要否 

9. 訴因変更制度（２）－訴因変更の可否、訴因変更命令 

10. 証拠法総論－前科・類似事実による立証 

11. 違法収集証拠排除法則 

12. 自白法則 

13. 伝聞法則（１）－伝聞証拠の意義、伝聞例外（１） 

14. 伝聞法則（２）－伝聞例外（２） 

15. まとめと講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講者には、予め指定する判例（裁判例）を精読し、争点についていかなる解決が相当か検討した上で授業に臨むことが求めら

れる。 

これに加え、予め指名された者には、判例の事案や設例について起案した書面を提出し、授業の際にそれに基づき簡潔に報告

することが求められる（１～２回程度）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/起案・報告(40%)/討議への参加状況(20%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井上正仁ほか、2013、『ケースブック刑事訴訟法〔第 4 版〕』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-04294-0) 

 

参考文献（Readings） 

1. 古江賴隆、2015、『事例演習刑事訴訟法〔第 2 版〕』、有斐閣 (ISBN:978-4641139046) 

2. 井上正仁ほか編、2017、『刑事訴訟法判例百選〔第 10 版〕』、有斐閣 (ISBN:978-4641115323) 

3. 宇藤崇ほか、2012、『刑事訴訟法 (LEGAL QUEST)』、有斐閣 (ISBN:978-4641179189) 

その他の参考文献は授業中に随時配付又は紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■NM252 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／刑事法演習（３） 

(Seminar on Criminal Law (3)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
総合事例演習 

担当者名 

（Instructor） 
辰井 聡子(TATSUI SATOKO)／廣瀬 健二(HIROSE KENJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6130 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 3 年次の秋学期は，ロースクールにおける学習の総仕上げの時期であると共に，ロースクール修了後の司法試験に備える重要

な時期である。これまでに，刑事法の総合的な演習として，「刑事法演習（１）」，「同（２）」，「刑事実務の基礎」の履修を終え，刑

法，刑事訴訟法の知識や理解が身に付いていることを前提に，本演習では，刑事法の重要問題について，刑事実体法が刑事訴

訟手続においていかに機能し，実現されているか，刑法理論の実際に果たしている役割等を実務運用の実際を踏まえながら分

析・検討させ，刑事法に関する実践的知識を習得させることを目指す。 

 そのため，従来からの重要判例はもとより，最新の重要判例・裁判例を題材にした事例問題等につき，十分な予習を前提とし

て，ケースメソッド等を用い，関連する立法問題等を含めて質疑応答を行うこと等を通じて，知識の定着と深化を図り，柔軟な思

考力や実践的な応用力，更には妥当な結論を理論的な基礎付けを以て説得的に主張する能力の習得を可能にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本演習は，理論的な観点のみならず実務的な観点を常に念頭において，実務経験の豊富な教員と研究者教員との共同担当に

よって行い，受講者に法曹として有用な理論・実務的な知識を理解・習得させることを目指す。同時に習熟度に応じて，必要な前

提知識の復習・確認も行う。なお，前述の通り，最新の立法・重要判例等についても適宜の時期にできる限り採り上げるため，授

業の概要はあくまで取り上げる内容の例示であり，相互の関連等に応じて扱うので，実際の順序・その回の内容と一致するとは

限らない。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 総合事例研究 刑法１ 構成要件該当性を巡る諸問題（１） 因果関係 

2. 同        ２ 構成要件該当性を巡る諸問題（２）  不作為犯等 

3. 同        ３ 違法論を巡る諸問題（１） 

4. 同        ４ 違法性を巡る諸問題（２） 

5. 同        ５ 財産犯に関する諸問題 

6. 同        ６ 複数犯・共犯を巡る諸問題 

7. 同        ７ 刑法総論と各論の諸問題 

8. 総合事例研究刑訴法１ 共犯・共同訴訟を巡る諸問題（１） 

9. 同        ２ 共犯・共同訴訟を巡る諸問題（２） 

10. 同        ３ 審判対象・訴因・一事不再理・訴追裁量 

11. 同        ４ 捜査に関する諸問題 

12. 同        ５ 証拠・事実認定に関する諸問題（１） 

13. 同        ６ 証拠・事実認定に関する諸問題（２） 

14. 同        ７ 最新の立法・判例 

15. まとめと講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回ごとに概ね 1 週間前までに配付・指示する資料・課題事例等について，事前に十分に検討して，問題点の抽出，罪責，手続

的措置等，法的な解決方法等について，各自の検討結果を演習において発表できるように十分準備してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間テスト(40%)/期末テスト(40%)/授業への参加の程度等(20%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 山口厚、2015、『刑法（第 3 版）』、有斐閣 

2. 廣瀬健二、2017、『コンパクト刑事訴訟法(第 2 版）』、新世社 (ISBN:978-4-88384-251-3) 

3. 井上正仁ほか編、2017、『刑事訴訟法判例百選（第 10 版）』、有斐閣 

4. 廣瀬健二編、2013、『刑事公判法演習』、立花書房 (ISBN:978-4-8037-4329-6) 
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参考文献（Readings） 

1. 井上正仁ほか、2013、『ケースブック刑事訴訟法（第 4 版）』、有斐閣 

2. 石井一正、2010、『刑事事実認定入門（第 2 版）』、判例タイムズ社 

3. 佐々木正輝・猪俣尚人、2008、『捜査法演習』、立花書房 

4. 田宮裕、1996、『刑事訴訟法（新版）』、有斐閣 

5. 田中康郎、2015、『刑事実体法演習』、立花書房 (ISBN:978-4-8037-4339-5) 

6. 西田典之・山口厚・佐伯仁志、2013、『判例刑法総論（第 6 版）』、有斐閣 

7. 西田典之・山口厚・佐伯仁志、2013、『判例刑法各論（第 6 版）』、有斐閣 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM260 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／法曹倫理 

(Professional Responsibility) 

担当者名 

（Instructor） 
原田 史緒(HARADA SHIO)／市野澤 要治(ICHINOSAWA YOJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

法曹は、法の支配により社会正義を実現するという特別の責任を有する専門職である。その使命を全うするために必要な職業倫

理を理解することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

法曹が日常の業務の中で体験する様々な問題につき、その解決方法について、事例を用いて議論することで、法曹としての職業

倫理を明らかにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 法曹の使命・役割と職業倫理 

2. 弁護士の綱紀懲戒手続概論及び弁護士倫理の根拠 

3. 弁護士の倫理-事件受任 

4. 弁護士の倫理-事件処理と辞任、紛議 

5. 弁護士の倫理-利益相反 

6. 弁護士の倫理-守秘義務 

7. 弁護士の倫理-誠実義務と真実義務 

8. 弁護士の倫理-共同事務所・弁護士法人 

9. 弁護士の倫理-他の弁護士及び相手方との関係 

10. 弁護士の倫理-組織内弁護士の問題 

11. 弁護士の倫理-経営者としての弁護士 

12. 弁護士の倫理-刑事弁護を巡る問題 

13. 裁判官の倫理 

14. 検察官の倫理 

15. まとめと講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に授業中に議論する予定の事例を提示するので、検討の上授業に参加することを要する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業への積極的な参加程度等(60%) 

原則として定期試験期間中に最終テストを行う。 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に紹介又は配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に紹介又は配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM270 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／法文書作成 

(Legal Documentation) 

担当者名 

（Instructor） 
清永 敬文(KIYONAGA TAKAFUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

法律実務家の主要な役割として，社会的な紛争を法的な観点から再構成し，法律を適用して事後的にその解決を図り，あるいは

紛争の種になる事柄を事前に察知しその芽を摘み取って紛争を予防するというものがある。そこでは，法律知識があるというだけ

では不十分であり，このような知識を当然の前提として，事実関係を調査・分析・把握する能力や，適切な法律構成を選択し，事

実を法的に構成していく能力が求められている。同時に，将来どのような問題が生じる可能性があるかを事前に想定し，対策を

未然に講ずるための考察力も欠かせない。加えて，法律実務家は，以上を的確かつ説得的に表現することが求められ，実社会

や裁判実務において文書の果たす役割を考えるならば，法文書を作成する能力は，法律実務家にとって必須の技法といえる。 

この科目では，学生がこれまでに習得してきた法律知識を前提に，設例事案を法的な観点から再構成し，事案に応じた形式・内

容で文書化することを通して，上記能力を養成し，併せて法律知識を確認することを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

法文書には，弁護士の作成する訴状・答弁書・準備書面・証拠申出書等の書面，検察官の作成する起訴状・冒頭陳述書・論告等

の書面，裁判官の作成する判決など，裁判手続で用いられるもののほか，裁判手続外で用いられるものとして，契約書，内容証

明郵便，遺言書，法律鑑定書などがある。この科目では，これらの中から，契約書，内容証明郵便及び法律意見書の 3 種類を取

り上げ，学生による起案とその内容等の適否に関する討論・検討を行う。学生の理解を図り，併せて法律実務家にとっても不可

欠となるグループワークの実践として，「個人起案」に先立ち，少人数のグループで書面 1 通を作成する「グループ起案」を実施

する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 事前講義（契約書を中心に） 

まず，法文書作成一般について，概括的に講義を行う。ここでは実務での法文書の意義と機能を理解するとともに，法文書

の作成にあたり，目的に合わせて文書の形式を選択し，目的に応じた内容を盛り込む必要のあることを理解したい。 

ついで，契約書の意義と内容について概説する。契約書は，契約の存否や内容等に争いが生じないよう，その予防のため

に作成される。複雑な契約になると，書面を作成することなく合意を形成すること自体が困難なことも多いだろう。法律実務

家としては，依頼者の意図を正確に理解し，依頼者にとってより適切な法律構成を選択し，かつ，事実上・法律上の問題点

を事前に予測しこれらを排除することを心掛けつつ，契約内容を的確・明確に表現することが求められている。ここではこの

ような契約書の意義と機能を確認した上で，実際に契約書を起案してもらい（後記 2.4.），その内容等の適否に関する討論・

検討を行う（後記 3.5.）。 

この第１回目の授業の際に，第２回目以降の授業の内容及び成績評価の方法について，本シラバスを敷衍して説明する。 

2. 学生の理解を図るため，個人起案（後記 4.）に先立ち，少人数のグループで契約書 1 通を作成する「グループ起案」を行う。  

3. 前記 2.の起案について，その内容等の適否に関する討論・検討を行う。 

4. 個人起案（契約書）を行う。 

5. 前記 4.の起案について，その内容等の適否に関する討論・検討を行う。 

6. 事前講義（内容証明郵便を中心に） 

紛争が発生した場合，何の前触れもなくいきなり訴訟が提起されることは稀であり，事前の交渉そして書面（手紙）によるや

りとりという対応がとられるのが一般的である。そこで，ここでは，このような書面（手紙）を送る際に利用されている「内容証

明郵便」の果たす役割と書式を確認した上で， 実際に内容証明郵便を起案してもらい（後記 7.），その内容等の適否に関

する討論・検討を行う（後記 8.）。 

7. グループ起案（内容証明郵便）を行う。 

8. 前記 7.の起案について，その内容等の適否に関する討論・検討を行う。 

9. 事前講義（法律意見書を中心に） 

依頼者から，様々な案件に関し，対応方針を決定するための検討材料等として，法律意見書の作成を求められることがあ

る。法律意見書作成に当たっては，一般的に，当該案件の事実関係を正しく把握した上，法的問題点をそこから抽出・分析

し，一定の見解等を的確に示すことが求められている。このような点に留意しつつ，法律意見書を起案してもらい（後記

10.12.），その内容等の適否に関する討論・検討を行う（後記 11.13.）。 

10. グループ起案（法律意見書）を行う。 

11. 前記 10.の起案について，その内容等の適否に関する討論・検討を行う。 

12. 個人起案（法律意見書）を行う。 

13. 前記 12.の起案について，その内容等の適否に関する討論・検討を行う。 

14. 前記 1.から 13.までの授業内容を踏まえた総合演習を行う。 
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15. まとめと講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

起案（グループ起案・個人起案）にあたり，事前講義の内容を復習し各文書の形式面へ配慮することは欠かせないが，当該起案

の機会を捉えて，自身の法律知識を予め点検し相応の準備をしておいてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

個人起案 2 本(50%)/グループ起案 3 本，討論・発言内容，授業態度，その他併せて(10%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

原則として定期試験期間中に最終テストを行う。 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM282 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／民事実務の基礎 

(Private Law and Practice) 

担当者名 

（Instructor） 
川添 利賢(KAWAZOE TOSHIKATA)／清永 敬文(KIYONAGA TAKAFUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6420 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

民事実務での法曹の役割は，紛争を法的問題に再構成し，法律を適用してその解決を図ることであり，そのためには，具体的事

実に基づく法的思考・分析能力，証拠に基づく事実認定能力，説得的な表現能力が必要である。法曹のこうした能力を引き出す

ための最も汎用性ある教育は，紛争解決の最終過程である民事訴訟実務の基礎を理解することにある。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この科目では，「民事法演習(5)」で行った基本的な要件事実の知識を「紛争類型別の要件事実」によって種々の紛争態様に敷衍

させて法的構成の枠組みを充実させた上で，できるだけ具体的事例を題材に，主張と要件事実，立証と事実認定について基礎

的理解を習得させるとともに，民事訴訟実務の基礎的知識を得させることとする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 要件事実概論 

2. 紛争類型別の要件事実 

 (1) 売買契約 小テスト 

3. 紛争類型別の要件事実 

 (2) 貸金返還請求訴訟・保証債務履行請求訴訟 小テスト 

4. 紛争類型別の要件事実 

 (3) 所有権に基づく不動産明渡請求訴訟・動産引渡請求訴訟 小テスト 

5. 紛争類型別の要件事実 

 (4) 不動産登記手続請求訴訟 小テスト 

6. 紛争類型別の要件事実 

 (5) 賃貸借契約の終了に基づく不動産明渡請求訴訟 小テスト  

7. 紛争類型別の要件事実 

 (6) 譲受債権請求訴訟 小テスト 

8. 訴状プレ講義 訴状自宅起案問題配布 

9. 答弁書プレ講義 答弁書自宅起案問題配布 

10. 訴状起案 解説・講評 

11. 答弁書起案 解説・講評 

12. 民事訴訟実務の基礎(1) 口頭弁論・争点整理 

13. 民事訴訟実務の基礎(2) 立証 

14. 民事訴訟実務の基礎(3) 判決・和解 

15. 期末テスト講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

第 2 回～第 7 回   「紛争類型別の要件事実」の該当箇所を予習 

第 12 回～第 14 回  「民事訴訟実務の基礎」の該当箇所を予習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/要件事実小テスト６回(45%)/訴状・答弁書起案 2 回(15%) 

原則として定期試験期間中に最終テストを行う。 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 司法研修所編、2006、『改訂 紛争類型別の要件事実』、法曹会 

2. 加藤新太郎編・前田惠三・村田渉・松家元著、2011、『民事訴訟実務の基礎（第３版）』記録篇・解説篇、弘文堂 

他は，適宜，用意する。 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM290 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／刑事実務の基礎 

(Criminal Law and Practice) 

担当者名 

（Instructor） 

原田 史緒(HARADA SHIO)／廣瀬 健二(HIROSE KENJI)／伊東 正(ITO TADASHI)／

小林 利男(KOBAYASHI TOSHIO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6430 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

法曹は，刑事事件において，検察官においては，捜査の遂行，訴追，公判における立証等を行い，弁護人においては，被疑者・

被告人の弁護・反証活動等に当たり，裁判官においては，令状審査，公判手続の主宰・遂行，判決などの役割を果たすことが要

請されている。本科目では，法曹三者がそれぞれの役割を果たす上で必須の刑事実務能力のうち，特に証拠から正確に事実を

認定し，それを法的に構成して，主張・立証・認定判断を適切に行うことのできる能力の育成を目指す。 

 そのため，本科目では，刑法，刑事訴訟法等の基本を習得していることを前提に，実際の事件記録を基に作成された事件記録

教材や裁判例等に基づき，刑事訴訟の手続の流れに即して，捜査・公判手続の概要，各手続段階における検察活動の在り方，

これに対する弁護活動の在り方，これらに対応する裁判官の在り方などを学ばせ，被疑者・被告人に保障されている権利，適正

手続の具体的内容，捜査機関の権限と訴追裁量権，証拠法の基本，訴訟指揮，証拠の採否，事実認定，量刑等の基礎的知識

を習得させることを目的とする。   

 

授業の内容（Course Contents） 

事件記録教材や各種裁判例等に基づいて，以下の各項目を検討させ，併せて複数回の小テスト等を行い，更に学生が主体とな

って公判手続の演習を行うことにより，知識や理解の定着を図る。なお，実務家教員３名が相互に連携を図りつつ，検察・弁護・

裁判の各講義を分担して行うことを基本とすることから，関連する事項を重ねて取り上げることがあり得るし，実際の講義順序が

変更されることもある。詳細については初回授業開始前に授業予定表を配布して周知する。   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 捜査の意義，逮捕・勾留の要件，事件受理後の検察官捜査の概要 

2. 検察官の使命・権限，捜査・終局処分における基本的考え方（その１）   

3. 捜査・終局処分における基本的考え方（その２）   

4. 公判前整理手続，検察官の公判活動の概要 

5. 起訴前の弁護活動   

6. 起訴後の弁護活動  

7. 事実認定・実務証拠法１ 証拠構造 供述証拠の信用性   

8. 事実認定・実務証拠法２ 間接事実による推認 伝聞・関連性・写実的証拠等   

9. 事実認定・実務証拠法３ 自白をめぐる諸問題  

10. 審判の対象 訴因変更の要否・可否の実例検討   

11. 公判手続の概要 訴訟指揮 

12. 公判演習及び講評（その１）   

13. 公判演習及び講評（その２） 

14. 公判演習及び講評（その３）   

15. まとめと講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に配布する教材・資料等を十分に検討し，前提となる刑法・刑事訴訟法についてもこれまでの授業・演習のノート，基本書，

判例百選等で復習しておくことが必須である。   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/複数回のレポート及び小テスト(45%)/授業毎の予習の程度，授業への積極的参加の程度(15%) 

原則として定期試験期間中に最終テストを行う。 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 司法研修所編、最新版、『刑事弁護実務』、日本弁護士連合会 

2. 司法研修所監修、最新版、『刑事第一審公判手続の概要』、法曹会 

3. 司法研修所検察教官室編、最新版、『検察講義案』、法曹会 

4. 司法研修所刑事裁判教官室編、最新版、『プラクティス刑事裁判』、法曹会 

 

参考文献（Readings） 
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1. 司法研修所編、最新版、『刑事弁護実務（別冊書式編）』、日本弁護士連合会 

2. 廣瀬健二著、2013 年、『刑事公判法演習』、立花書房 

3. 松尾浩也・岩瀬徹編、2012 年、『実例刑事訴訟法Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ』、青林書院 

4. 石井一正著、2010 年、『刑事事実認定入門（第２版）』、判例タイムズ社 

5. 小林充・植村立郎編、2013 年、『刑事事実認定重要判決 50選上・下（第２版）』、立花書房 

6. 廣瀬健二著、2017 年、『コンパクト刑事訴訟法（第２版）』、新世社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM300 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／模擬裁判（民事） 

(Moot Court) 

担当者名 

（Instructor） 

川添 利賢(KAWAZOE TOSHIKATA)／清永 敬文(KIYONAGA TAKAFUMI)／久能 由

莉子(KUNOU YURIKO)／眞砂 一也(MASAGO KAZUYA)／松家 元(MATSUKA GEN)

／黒松 百亜(KUROMATSU MOMOE)／横山 佳純(YOKOYAMA KASUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6520 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
4/5（木）3～5 時限，4/6（金）・4/9（月）・4/10（火）の各 2～5 時限 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生に，民事訴訟の実際についての理解を深めさせるとともに，訴訟技術の習得を図ることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生に，裁判官，当事者双方代理人，本人，証人などの役割を与え，訴訟代理人による口頭弁論や人証の尋問を実施し，立証

活動や尋問技術の習得を図ることを目的とする。あわせて，裁判官の交互尋問の進め方や補充尋問・介入尋問，異議の処理な

どの訴訟指揮，判決の基礎となる事実認定等についても体得させることによって，適切な尋問期日の進行（訴訟運営）や事実認

定のあり方についても研究させる。 

講評は，実務家教員が尋問の問題点や全体の感想などを指摘し，学生に対して多面的かつ的確な指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 争点整理及び講評，交互尋問及び講評，和解交渉及び講評，判決言渡，事実認定討論及び講評の順に進め，同一記録を

使用し一体のカリキュラムとして，できるだけ近接した機会に延べ１５回にわたって実施する。 

 

１．争点整理及び講評 

 弁論準備手続における裁判官，原告代理人及び被告代理人の各役割を模擬的に果たすことにより， 集中証拠調べの前

提となる争点及び証拠の整理手続を体得することを目的として実施する。 

 学生は，原則として，裁判官，原告代理人又は被告代理人のいずれかの役割が与えられている。それぞれの配役のグル

ープが合議の上，争点整理案を作成し，提出する。その争点整理案に基づいてロール・プレイングにより争点整理を行い，

弁論準備手続における争点整理及び証明すべき事項の確認を行う。この後，実務家教員において争点整理の方法及び結

果について問題点を指摘するなどの講評を行う。 

２．交互尋問及び講評 

 争点整理手続を踏まえた民事訴訟法第１７３条の陳述を冒頭に行い，当事者双方の証人及び本人の主尋問，反対尋問，

再主尋問，補充尋問等を順次実施し，ケースによっては対質も行う。 

 尋問終了後，引き続き，実務家教員が，学生との間で尋問技術と訴訟指揮について討論を行った上で講評を行う。 

３．和解交渉及び講評 

 実際の事件処理において訴訟終了事由として重要な位置を占めている訴訟上の和解について，実際の事件処理と同様

の流れで，交互尋問に引き続き，本人からの事情聴取，和解交渉及び和解条項作成を行うことによって，和解手続を学生

参加の演習形式で実施し，研究させる。 

 その後，事情聴取，和解交渉，和解条項作成の全般について，実務家教員が講評を実施する。 

４．判決言渡，事実認定討論及び講評 

 冒頭に，裁判官役の学生に，予め起案の上提出させた判決書に基づいて判決言渡をさせ，各争点についての事実認定

討論を行う。その後，実務家教員が事実認定上の問題点並びに交互尋問，和解，法曹倫理全般について総括的な講評を

行う。 

2. 同上 

3. 同上 

4. 同上 

5. 同上 

6. 同上 

7. 同上 

8. 同上 

9. 同上 

10. 同上 

11. 同上 

12. 同上 

13. 同上 

14. 同上 

15. 同上 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

訴訟手続の伸展に応じて，学生が自主的に必要な準備を考える。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業毎の積極的参加の程度(50%)/学生の報告書(50%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

成績評価は合格または不合格とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

司法研修所監修『四訂 民事訴訟第一審手続の解説』（法曹会） 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM310 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／模擬裁判（刑事） 

(Moot Court) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
刑事実務の実践的入門 

担当者名 

（Instructor） 

原田 史緒(HARADA SHIO)／廣瀬 健二(HIROSE KENJI)／伊東 正(ITO TADASHI)／

小林 利男(KOBAYASHI TOSHIO)／吉田 大輔(YOSHIDA DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6530 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
4/2（月）1～5 時限，4/3（火）・4/4（水）の各 2～5 時限，4/5（木）の 1・2 時限 

 

授業の目標（Course Objectives） 

刑事法科目(「刑事手続法」，「刑事法演習」，「刑事実務の基礎」)の履修により，刑事訴訟法，刑法等の知識が備わっていること

を前提として，受講者全員を，模擬裁判手続に参加させ，検察官，弁護人，裁判官，被告人，証人等の役割を実際に分担させる

ことによって，実際の刑事裁判に近い体験をさせ，それまでの刑法・刑事訴訟法等の法律知識・刑事手続についての理解をいわ

ば立体的に深めさせることを目的とする。履修者数は上限２０名程度とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 実際の事件記録に基づいた刑事模擬裁判資料を受講者に部分的に貸与し，各自に上記役割を分担させて， 刑事事件に関す

る模擬裁判を実施し，その問題点について，実務家教員による講評，参加者による討議・検討を行って，関係する知識の定着及

びその理解を深めさせることを目指す。 

 この科目の授業は，準備，公判，各種書類作成等，行う手続の性質・役割に応じて，適宜の実施となり， １日に数回分を連続し

て実施することもある。 

 なお，本講義は，事件記録教材に基づくが，前述のように，台本に基づいて演じるようなものではなく， 各役割の活動を主体的

に行って学ぶものである。このため，教員は，各役割についての一般的な実務の在り方等については助言・指導を行うが，当該

事例について，事前に具体的な指導等は行わず，事後的な講評・指導のみを行う。従って，受講者には，事件記録の枠内ではあ

るが，各自の創意工夫によって，実際の手続・活動を行えるように，関係する刑法，刑事訴訟法，刑事実務等の知識の事前修得

と積極的な参加意欲が望まれる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 準備 

検察官役 捜査書類の検討，起訴状作成，公判提出予定記録の整理 

        冒頭陳述，請求予定証人役の証人テスト等，証人尋問の準備 

 弁護人役  起訴状の提出を受けて，被告人役と打ち合わせ，弁護方針（法 291 条２項に基づく陳述（罪状認否））内容，

書証の同意・不同意の検討 

        請求予定証人役の証人テスト，証人尋問の準備 

 裁判官役   起訴状の検討，訴訟指揮・証拠調べ手続のための準備 

2. 同上 

3. 同上 

4. 第１回公判期日 

  冒頭手続き 

   起訴状朗読，罪状認否 

  証拠調べ 

   冒頭陳述。検察官請求証拠に対する意見。同意書証，証拠物の取り調べ 

   証人尋問の請求。証拠決定 

   講評・検討 

 第２回公判期日 

   証拠調べ，証人尋問，異議に対する対応・処理 

   講評・検討 

5. 同上 

6. 同上 

7. 第３回公判期日 

  証拠調べ，証人尋問。例えば法３２１条１項２号書面等の請求とその処理，乙号証に対する証拠意見。取調べ 

  被告人質問 

   講評・検討 

8. 同上 

9. 同上 

10. 論告，弁論，判決作成 

  検察官役が論告，弁護人役が弁論，裁判官役が判決をそれぞれ作成 
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  時間の関係で並行作成，連続作成となることがある。 

11. 同上 

12. 同上 

13. 第４回，第５回公判期日 

  第４回公判期日で論告，弁論。第５回公判期日で判決言い渡し 

14. 同上 

15. まとめと講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に配布する事件記録教材・資料等を十分に検討する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への積極的参加の程度(50%)/学生の報告書(50%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

成績評価は合格または不合格とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 司法研修所編、最新版、『刑事弁護実務』、日本弁護士連合会 

2. 司法研修所編、最新版、『刑事第一審公判手続の概要』、法曹会 

3. 司法研修所検察教官室編、最新版、『検察講義案』、法曹会 

4. 司法研修所編、最新版、『刑事判決書起案の手引き』、法曹会 

5. 山室恵、2007 年、『刑事尋問技術(改訂版)』、ぎょうせい 

 

参考文献（Readings） 

1. 司法研修所編、最新版、『刑事弁護実務（別冊書式編）』、日本弁護士連合会 

2. 廣瀬健二編著、2013、『刑事公判法演習』、立花書房 

3. 平野龍一・松尾浩也編、1998、『新実例刑事訴訟法Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ』、青林書院 

4. 石井一正、2010、『刑事事実認定入門』（第２版）、判例タイムス社 

5. 小林充・植村立郎、2007、『刑事事実認定重要判決 50 選上・下』、立花書房 

6. 廣瀬健二、2017、『コンパクト刑事訴訟法（第２版）』、新世社 

7. 田中康郎、2015、『刑事実体法演習』、立花書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM321 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／エクスターンシップ 

(Fieldwork on Civil Law) 

担当者名 

（Instructor） 
河村 賢治(KAWAMURA KENJI)／川添 利賢(KAWAZOE TOSHIKATA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6520 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

臨場即応の実務家の仕事ぶりにつぶさに接し，その見聞体験を通じて生きた法を体感的に学ぶことを目的とする。 

現場を経験することによって、法曹になるというモチベーションをさらに高めてほしい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

２週間（３年次の８月末～９月）をエクスターンシップの期間として，学生を弁護士事務所等に派遣し，弁護士等に付いて法律実務

の現場を体験させる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. エクスターシップ期間中，受入事務所等の実情に応じて，次のような法律実務を体験する。 

  （ａ）閲覧可能な事件記録に基づく法文書作成および事件記録による検討 

  （ｂ）裁判（とくに人証調べ）の傍聴とそれに基づく意見交換。 

     弁論準備手続，保全審尋等を含む 

  （ｃ）弁護士の相談・打合せへの同席・傍聴 

  （ｄ）事務所会議・弁護団会議への同席・傍聴 

  （ｅ）証拠の収集，記録の閲覧，証拠提出の準備 

  （ｆ）その他 

実習生はエクスターンシップ終了後，所定の報告書を法務研究科事務室に提出する。 

2. 同上 

3. 同上 

4. 同上 

5. 同上 

6. 同上 

7. 同上 

8. 同上 

9. 同上 

10. 同上 

11. 同上 

12. 同上 

13. 同上 

14. 同上 

15. 同上 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受入事務所等の指示に従う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

受け容れ先弁護士等からの報告書(50%)/実習生の報告書(50%) 

成績評価は合格または不合格とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM330 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／リーガルクリニック 

(Legal Clinic) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
法律相談（民事・家事）の実技 

担当者名 

（Instructor） 

安達 栄司(ADACHI EIJI)／原田 史緒(HARADA SHIO)／川添 利賢(KAWAZOE 

TOSHIKATA)／清永 敬文(KIYONAGA TAKAFUMI)／小林 利男(KOBAYASHI 

TOSHIO)／黒松 百亜(KUROMATSU MOMOE)／横山 佳純(YOKOYAMA KASUMI)／

吉田 大輔(YOSHIDA DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6520 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 リーガルクリニックは，臨床科目といわれるもので，法律基本科目や必修の実務基礎科目で学んだ基礎知識を，法律実務に触

れることによって，実践的知識として身につけることを目的とする科目である。 

 実際の法律紛争では，合理的な法適用の前に，種々雑多な現実的問題が横たわっており，弁護士等の法曹は，これらの問題

を１つ１つ処理しながら，解決を進めているのであるが，学生がこのような実態を目の当たりにすることは，実務の何たるかを知

る，この上ない機会といえる。 

 本科目は，学生に，弁護士の行う法律相談に臨席させて，このような体験学習を行わせるとともに，その実際の相談案件を使っ

て，担当弁護士の指導の下で解決案について討論させ，これによって，いままで修得してきた法律知識を実務的に再検討して，

身につけさせることをねらいとする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 授業は，２時限続きの授業とする。 

 １時限目は指導担当教員(弁護士登録をしている教授・法務講師)の行う法律相談に，２名程度の学生が同席し傍聴する。法律

相談を傍聴する学生以外の学生は，２時限目から出席する。 

 ２時限目は指導担当教員の指導の下に，法律相談に立ち会った受講生が相談事例を報告し，受講生全員で回答案を検討し演

習を行う。２時限目は法律相談の傍聴が終了し次第，開始する。 

 法律相談に立ち会った受講生は，相談事案の事例説明と自己の回答案についてレポートを作成して，担当教員に提出する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. レポーターの法律相談への立会 

レポーターの受講生全員への相談事案の報告 

受講生全員での回答案の検討 

2. 同上 

3. 同上 

4. 同上 

5. 同上 

6. 同上 

7. 同上 

8. 同上 

9. 同上 

10. 同上 

11. 同上 

12. 同上 

13. 同上 

14. 同上 

15. 同上 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

相談案件を事前に告知するので，問題点と回答案を事前に検討 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業毎の調査・研究・授業への積極的参加の程度(70%)/報告担当回の報告書(30%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

成績評価は合格または不合格とする。 

 

テキスト（Textbooks） 
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なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM410 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NM410／法社会学 

(Sociology of Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
紛争解決と司法アクセス 

担当者名 

（Instructor） 
濱野 亮(HAMANO RYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 法社会学の方法と視角に触れることによって、法が社会との相互作用の中に存在するという側面を認識し、法解釈や法制度の

運用を反省的に理解し問い直す視点を身につけてもらうことがこの科目のねらいです。まず民事紛争解決論の諸論点をあつか

い、次に、弁護士＝依頼者間のコミュニケーションの問題に触れ，最後に、司法アクセス論と司法ソーシャルワーク（弁護士と福

祉・医療専門職との連携・協働）をとりあげ、弁護士アクセスの問題を中心に、日本の現状と課題について検討します。 

 法曹による法制度運用と、一般の人々による法制度利用を左右している社会的諸要因に十分留意する発想を身につけ、とりわ

け、法における主体的側面としての法曹自身の価値観、共感能力、公共的視点、倫理の重要性について考察する機会を提供し

ます。加えて、実定法機構による紛争解決や問題処理の価値と限界、ならびに、法的理念と現実との葛藤に関する鋭敏な感受

性を養い、制度と実務の改革を通じた法的理念の追求を、自らの責任として取り組む精神（エトス）を育ててもらう機会になれば幸

いです。 

 また、弁護士にアクセスしにくい様々な人の存在を理解し、その潜在的ニーズをいかに掘りおこすかという論点について、最新

の実践活動である都市型公設事務所や法テラスの司法ソーシャルワークなどを例に検討します。 

 以上を通じて，法知識と法実務を多角的にとらえ、創造的に発展させる能力を涵養するとともに、一般の人々の多様な価値観と

活動を深く理解した法と正義の担い手の養成に貢献することを目指しています。 

 特に、いわゆる街の弁護士（マチ弁）をめざしている人を念頭に置いていますが、それ以外の人にも役に立つのではないかと思

います（企業法務志向の人や裁判官志望者も含めて）。将来、どのような法曹になりたいか、どのような心構えで仕事をしていき

たいかについて話し合う場にできればと思います。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 民事紛争解決に関する諸論点と弁護士の役割および司法アクセス論を中心に授業を行う。以下を予定しているが、一部につき

変更する可能性がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1.  法社会学とはどのような学問か。 

 授業内容全体を説明するとともに、一般的に、法社会学の方法と諸分野、歴史、研究の現状について概説する。その上

で、次回以降扱う隣人訴訟について導入を行う。 

2.  隣人訴訟（１） 

 具体的な民事紛争（鈴鹿の「隣人訴訟」事件）とその法的処理をとりあげ、法社会学的な分析視角を提示し、判決の社会

的波紋、判決当時の日本社会の状況、両当事者代理人の思想と見解、主要な法的論点について触れつつ、全体の導入と

する。 

3.  隣人訴訟（２） 

  「隣人訴訟」をめぐって、法曹や法学者、精神科医、家事紛争相談員ほかの議論を扱い、本件が提起した問題につい

て、多角的に検討する。 

4.  隣人訴訟（３） 

 「隣人訴訟」をめぐって、主に、法社会学者、政治学者などの議論を扱い、本件が提起した問題について、多角的に検討

する。あわせて、次回以降の法化論への導入とする。 

5.  法化社会と法律家（１） 

 法化が進むなかで、弁護士の活動はどうあるべきか（依頼者との関係のあり方、相手方や社会全体との関係のあり方）に

ついて、理論的に検討する。第１回は、まず、川島武宜の「日本人の法意識論」とそれをめぐる議論について基本的な理解

を得る。その上で、我国における古典的な法化の定義を理解し、司法制度改革審議会が目指した日本社会のあり方につい

て議論する。 

6.  法化社会と法律家（２） 

 法化が進む過程で弁護士の役割も多様化していくという考え方がある。それに触れた上で、今日の日本における、弁護士

のあるべき姿、ありうる姿について考察する。あわせて、法と社会の相互作用、法と社会の境界面に関する視角を得る。 

7.  法化社会と法律家（３） 

 弁護士活動（ローヤリング）と弁護士倫理のあり方に関する４つの考え方（党派的弁護、法システムの担い手、道徳的積

極主義、関係的弁護ないし配慮の倫理）について、日本社会の法化と関連づけて議論する。関連して、共同体論と自由主

義の関係について基礎的理解を得る。 
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8.  弁護士と依頼者のコミュニケーション 

 弁護士と依頼者のコミュニケーション過程に関して、法社会学的研究を通して理解を得る。弁護士の多様な活動スタイル

の存在を知る。複雑な現実を明らかにするために、標本を抽出し、仮説モデルに基づいてデータを集め分析する手法にも

触れる。 

9.  弁護士・依頼者関係：リーガル・カウンセリング 

 弁護士と依頼者とのコミュニケーションのあるべき姿について、問題の総合的解決をも念頭に置いた法社会学的視点から

検討する。 

10.  リーガル・コーディネーター 

 一般民事事件を主に扱う法律事務所において、依頼者と弁護士の間を媒介する職業的役割の可能性を法社会学的視点

から検討する。弁護士の敷居の高さをカバーする方法について考える。弁護士と他の専門職との連携・協働という視点を得

る。 

11.  司法アクセス論（１）総論 

 司法、とりわけ弁護士へのアクセスについて、阻害要因としての情報・知識の不足、資力の乏しさ、地理的距離（司法過

疎）、その他をとりあげ、克服策としてどのようなものが制度化されていて、課題は何かを検討する。日本司法支援センター

（法テラス）の総合法律支援業務について、主としてその民事業務に関して理解を深める。民事法律扶助、司法過疎対応、

関係機関との連携の確保・強化などをとりあげる。 

12.  司法アクセス論（２） 都市型公設事務所 

 都市型公設事務所の実践について、VTR と論稿に基づいて議論する。 

13.  司法アクセス論（３） 司法ソーシャルワーク１ 

 都市型公設事務所や法テラスのスタッフ弁護士によって近年実践されている司法ソーシャルワークの意義・価値について

検討する。高齢者、障害者、生活困窮者、外国人、DV被害者など、自ら進んで弁護士にアクセスできない社会的弱者の潜

在的リーガルニーズを、福祉関係者と連携して対応しつつ生活支援するアプローチである。 

14.  司法アクセス論（４） 司法ソーシャルワーク２ 

 今後発展が期待される福祉と司法の連携・協働について、弁護士の視点とソーシャルワーカーの視点を比較しながら、総

合的な問題解決について検討する。 

15.  まとめと講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講者は全員が指定文献を読み、あらかじめ示された問いに準備してくることが義務づけられる。2 回の小レポートと最終レポー

ト（レポート試験）を作成するための作業が必要になる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/レポート（2 回）(20%)/授業中の発言など貢献度(10%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

配付資料による（Blackboardにアップする）。 

 

参考文献（Readings） 

1. 村山眞維・濱野亮、2012、『法社会学（第 2 版）』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-12476-9) 

2. 佐藤岩夫・濱野亮、2015、『変革期の日本の弁護士』、日本評論社 (ISBN:978-4535520967) 

3. 「弁護士のための初めてのリーガル・ソーシャルワーク」編集委員会、2014、『弁護士のための初めてのリーガル・ソーシャルワ

ーク』、現代人文社 (978-4-87798-599-8 C2032) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM420 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NM420／法と思想 

(Law and Thought) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本における近代法受容と展開の歴史 

担当者名 

（Instructor） 
吉永 圭(YOSHINAGA KEI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR5300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代に至るまでに我が国ではどのような法典形成の運動があり、出来上がった法律をどのように解釈しようとしたかを知ること

で、現代法理解の為の思想史的基礎を固めます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

下に掲載したテキストを用い、明治期から昭和前期日本の近代法の受容と展開を学びます。具体的には憲法や民法などの法典

成立史を学び、それらを如何に解釈し運用しようとしてきたかを学びます。その際、外国の文化・法制度・学説からの影響や日本

国内の政治的状況を織り込んだ、複合的な理解を目指します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 明治憲法成立史① 

3. 明治憲法成立史② 

4. 憲法解釈史① 

5. 憲法解釈史② 

6. 民法成立史① 

7. 民法成立史② 

8. 民法解釈史① 

9. 民法解釈史② 

10. 刑法成立史① 

11. 刑法成立史② 

12. 刑法解釈史① 

13. 刑法解釈史②、監獄法制史 

14. 大正デモクラシーとマルクス主義法学 

15. まとめと講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習としては、授業で講じる予定の範囲を読んでおいて下さい。復習としては、参考文献（テキストの章末や出版社 HP）に目を通

すことを推奨します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/最終レポート(Final Report)(30%)/授業内での発言(20%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大野・森元・吉永、2016、『近代法思想史入門』、法律文化社 (ISBN:978-4589037664) 

 

参考文献（Readings） 

1. 吉永圭、2017、『「自由はなぜ正当化されるのか」『論究ジュリスト』No.22』、有斐閣 (ISBN:978-4641213227) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM430 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NM430／法哲学 

(Philosophy of Law) 

担当者名 

（Instructor） 
瀧川 裕英(TAKIKAWA HIROHIDE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR5300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 「法とは何か」の解明を目指す法哲学にとって，「法とは何であるべきか」という問いを避けて通ることはできない。この授業は，

論争的で実践的な問題を検討することを通じて，法曹を目指す受講者が法哲学のエッセンスを掴むことを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この目的を達成するために，論争的で実践的な問題を議論する。具体的には，ドーピングは禁止すべきか，犯罪者を薬物で改

善してよいか，女性専用車両は男性差別か，女性議席を設けるべきか，児童手当は独身者差別か，といった問題を議論してい

く。参加者は教科書の指定した章を事前に学習しておく。授業では受講者と質疑応答を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. (1) 法哲学の全体構造 

    法哲学の全体構造＝見取り図を確認する。 

2. (2) ドーピングは禁止すべきか？ 

3. (3) 自分の臓器を売ることは許されるべきか？ 

4. (4) 犯罪者を薬物で改善してよいか？ 

5. (5) ダフ屋を規制すべきか？ 

6. (6) チンパンジーは監禁されない権利を持つか？ 

7. (7) 女性専用車両は男性差別か？ 

8. (8) 同性間の婚姻を法的に認めるべきか？ 

9. (9) 相続制度は廃止すべきか？ 

10. (10) 児童手当は独身者差別か？ 

11. (11) 裁判員制度は廃止すべきか？ 

12. (12) 女性議席を設けるべきか？ 

13. (13) 悪法に従う義務はあるか？ 

14. (14) 国家は廃止すべきか？ 

15. まとめと講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書の該当章を読んで、自説とその論拠を明確にしておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/質疑（および報告）の内容(30%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 瀧川裕英編、2016、『問いかける法哲学』、法律文化社 (ISBN:978-4-589-03788-6) 

 

参考文献（Readings） 

1. 瀧川裕英・宇佐美誠・大屋雄裕、2014、『法哲学』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-12567-4) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM451 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NM451／刑事政策 

(Criminology) 

担当者名 

（Instructor） 
渡邉 泰洋(WATANABE YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR5330 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この講義は、学生諸君が刑事政策学の体系的な基礎知識を習得し、現代的な刑事政策の意義や課題を科学的な観点から議論

できるようになることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

刑事政策は、刑罰の適用を考える刑法とは異なり、展望的に将来の犯罪予防をめざす国家または地方自治体の活動であるが、

究極的には犯罪問題の解決を通じて、誰もが安全・安心な生活を送ることができる社会をめざし、「生活の質」を高めることを探求

するものである。近年、この予防をめぐっては従来中心的であった再犯予防から、事前予防への関心がみられ、さらにエビデンス

に基づく政策論が強く求められるようになっている。このような状況から、授業では法令や制度などの国家・地方自治体の活動に

対する評価を行う一方で、行動科学の研究成果を考察しながら、犯罪学の知見をもとに、具体的な問題分析を通じて、どのような

政策や活動が必要であるかを総合的に検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 刑事政策の意義 

2. 犯罪動向と犯罪統計 

3. 犯罪原因論(1) 

4. 犯罪原因論(2) 

5. 状況的犯罪予防論 

6. 犯罪捜査の科学 

7. 刑罰と処分 

8. 生命刑 

9. 自由刑 

10. 財産刑 

11. 犯罪者処遇(1) 

12. 犯罪者処遇(2) 

13. 被害者と刑事政策 

14. 各種犯罪対策 

15. まとめと講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に教科書等の指定箇所を読み，また特別な指示がある場合にはそれに従って予習を行うこと。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/小テスト・レポート等(30%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 川出敏裕, 金 光旭、2012、『刑事政策』、成文堂 (ISBN:978-4792319465) 

 

参考文献（Readings） 

1. 守山 正、安部哲夫(編著)、2017、『ビギナーズ刑事政策 第３版』、成文堂 

2. 法務省法務総合研究所(編)、2017、『犯罪白書(平成 29 年版)』、昭和情報プロセス 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM461 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NM461／政治学（１） 

(Politics (1)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
グローバリゼーションと国際政治 

担当者名 

（Instructor） 
明田 ゆかり(AKEDA YUKARI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR5300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

①グローバリゼーションの歴史、現状、解釈と評価に関する体系的多面的知識を獲得する。 

②国際政治学の分析ツールを習得する。 

③基本知識と分析ツール、および建設的議論を通じて、欧州連合（EU）の実験を事例に、課題を発見する感受性と課題を克服す

る構想力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 授業は 3 部構成で、グローバリゼーションと国際政治の関係を歴史、理論、実態の 3 つの側面から体系的に解説し，論じてい

く。 

 実態のパートでは，地域レベルでグローバリゼーションを推進し、主権国家システムの超越を模索する EU というプリズムを通じ

て、グローバリゼーションが国際社会にもたらす具体的課題と可能性に光をあてる。また伝統的主権国家である日本が、EU と協

力する今日的意義を検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション： 今ここにある危機 

2. 今ここに至る世界（１）： 主権国家システムの誕生と拡散 

3. 今ここに至る世界（２）： 戦争の歴史と変遷 

4. 今ここに至る世界（３）： グローバリゼーションと主権国家システムの変容 

5. 国際政治の分析枠組み（１）： リアリスト・アプローチ 

6. 国際政治の分析枠組み（２）： リベラリスト・アプローチ 

7. 国際政治の分析枠組み（３）： 第３のアプローチ 

8. EUの実験（１）： 主権国家を超えるというアイデア 

9. EUの実験（２）： 超国家政体の制度と法体系 

10. EUの実験（３）： グローバリゼーションの実験：単一市場 

11. EUの実験（４）： 国境を越える民主主義と EUデモスの模索 

12. EUの実験（５）： 噴出する課題：ポピュリズムと主権国家への回帰？  

13. EU と日本（１）： シビリアンパワー間協力の可能性 

14. EU と日本（２）： 経済連携協定（EPA）の戦略的意義 

15. まとめと講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じて、テキストの予習，新聞記事や HPの参照，事前配布資料の予習を指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業における質問・発言・討論への参加(30%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 中村民雄、2016、『EU とは何か－国家ではない未来の形』、信山社 (ISBN:978-4-7972-3626-2) 

 

参考文献（Readings） 

1. 中西寛・石田淳・田所昌幸、2015、『国際政治学』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-05378-6) 

2. 山田文比古、2015、『外交とは何か－パワーか知恵か』、法律文化社 (ISBN:978-4-589-03668-1) 

3. 臼井洋一郎編、2015、『EUの規範政治－グローバルヨーロッパの理想と現実』、ナカニシヤ出版 (ISBN:978-4-7795-0926-1) 

毎回授業でハンドアウト及びテーマに関する資料を配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■NM471 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NM471／政治学（２） 

(Politics (2)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
政治哲学と現代 

担当者名 

（Instructor） 
一ノ瀬 佳也(ICHINOSE YOSHIYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR5300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 この授業の目標は「政治哲学」を学ぶことによって、現代の憲法体制を支える「自由」や「平等」、「公正さ」についての概念を哲

学的に検討し、その理解を深めていくことにある。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本授業においては、岩波講座の『政治哲学』のシリーズの中からそれぞれの論稿を取り上げ、「リベラリズム」や「デモクラシー」

の考え方を政治哲学的に検討していくことになる。それによって、「自由」や「平等」などの現代の立憲体制を支える原理について

の理解を深めていく。 

 授業の進め方としては、受講生に毎回疑問点や意見をコメントペーパーにまとめてもらい、報告者にはそのプレゼンをしてもら

う。報告者は、他の学生から質問や意見に応える形でディスカッションを進めることで論理的な思考力やプレゼンの力を鍛えてい

く。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 主権と自由①:マキャヴェリ/ルターとカルヴァン 

3. 主権と自由②：イングランド革命期の政治思想/近代自然法論 

4. 主権と自由③：ボダン/ホッブス 

5. 主権と自由④：寛容論の系譜/ロック 

6. 啓蒙と近代：アメリカの建国/ナショナリズム 

7. 自由主義の多様性①：ベンサム/J.S.ミル 

8. 自由主義の多様性②：コンスタン/トクヴィル 

9. 全体主義を超えてハイエク/アーレント 

10. リベラル・デモクラシーの再定位①：自由論の展開/平等論の展開 

11. リベラル・デモクラシーの再定位②：規範的民主主義理論としての多元主義/熟議と参加 

12. 差異の政治学：アイデンティティと差異/多文化の共存 

13. 政治の「境界」：環境と政治/グローバル・ジャスティス 

14. あらたなる連帯の模索：プラグマティズム/連帯の思想 

15. 正義と共通善：ロールズ/ハーバーマス 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回配布された論稿を読んで、コメントペーパーを作成してくること 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業への参加度(20%)/コメントペーパー(20%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

教科書は特別に指定しない。毎回、論稿を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 小野紀明、川崎修、2014、『政治哲学１：主権と自由』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-011351-9) 

2. 小野紀明、川崎修、2014、『政治哲学２：啓蒙・改革・革命』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-011352-6) 

3. 小野紀明、川崎修、2014、『政治哲学３：近代の変容』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-011353-3) 

4. 小野紀明、川崎修、2014、『政治哲学５：理性の両義性』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-011355-7) 

5. 小野紀明、川崎修、2014、『政治哲学６：政治哲学と現代』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-011356-4) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■NM490 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NM490／比較法原論 

(Introduction to Comparative Law) 

担当者名 

（Instructor） 
貝瀬 幸雄(KAISE YUKIO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

法学の学習に必要な外国法についての基礎知識を修得することを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

担当者が執筆した講義案・論文を配布し、その内容についてくわしく講述する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 比較法学の意義 

2. 比較法と隣接分野（１） 

3. 比較法と隣接分野（２） 

4. 比較法の方法（１） 

5. 比較法の方法（２） 

6. 法族論（１） 

7. 法族論（２） 

8. 法族論（３） 

9. 日本比較法学史（１） 

10. 日本比較法学史（２） 

11. 比較民事訴訟法序論 

12. ヨーロッパ民事訴訟法史（１） 

13. ヨーロッパ民事訴訟法史（２） 

14. ヨーロッパ民事訴訟法史（３） 

15. まとめと講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習は丹念に行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/質疑応答(30%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 五十嵐清、『比較法ハンドブック』、勁草書房 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM501 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NM501／金融と法 

(Finance and Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
金融取引実務と法との関わり合い 

担当者名 

（Instructor） 
久保 淳一(KUBO JUNICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

金融取引の基本を理解するとともに、金融取引上のニーズが民事法の発展にいかに寄与してきているか、また、民事法が金融

取引にどのような影響を与えてきているかを考察し、金融取引実務と法との関わり合いの深さと面白さを学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

金融取引（主に銀行取引）の基本を説明しながら、実務的な論点（相殺や債権譲渡、預金者の認定など）を事例を中心に解説す

る。 

証券化取引については、基本的な枠組みと発達してきた背景を説明するとともに、利用される法形式の代表的なものである組

合、匿名組合、信託を株式会社と比較しながら説明する。なお、信託については、その発生の歴史と金融実務で着目されている

機能を中心に説明するとともに、預金者の認定の論点において信託の成立を認める可能性についても触れる。 

授業は、授業開始時に配布するパワーポイントの資料に従って行う。また、授業中に２～３回の小テストを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 金融と法： 金融の果たす役割や直接金融と間接金融、資本(出資)と借入の違いなどの金融の基本と、金融と法との関わり

合いを概略的に説明する。 

2. 銀行取引（振込・預金・無担保貸付）： 銀行取引の基本である振込（為替）、預金、貸付（無担保貸付）について、取引約定

書も参照しながら説明する。 

3. 銀行取引（相殺）： 銀行による貸付金と預金との相殺に関する最高裁判決の変遷およびその背景を詳細に説明する。 

4. 銀行取引（売掛債権担保貸付・手形割引）： 売掛債権担保貸付と、(機能的に見て）その“不都合”を補って発展した手形割

引について説明する。 

5. 証券化取引とその要点： 証券化取引が発展してきた背景、及び証券化取引における実務的なポイントを概略説明する。 

6. 債権譲渡： 金融取引で用いられる債権譲渡（担保）についての実務的な論点を裁判例に基づいて説明する。 

7. 将来債権の譲渡： 将来債権譲渡（担保）についての実務的な論点を裁判例に基づいて説明する。 

8. ファンド法制（組合＆匿名組合）： 証券化取引においてファンドが用いられる理由とともに、ファンドに用いられる法形態のう

ちの組合と匿名組合について説明する。 

9. 信託とは何か： ファンドの法形態として用いられる信託の特長をその歴史的背景を踏まえて説明する。 

10. 信託の基本構造と利用： 信託の基本的な構造とその利用について概略説明する。 

11. 信託財産の独立： 信託財産の独立、特に強制執行等の制限と相殺の制限について説明する。 

12. 信託の受託者：受託者の義務のうち、善管注意義務、忠実義務、分別管理義務について説明する。 

13. 預金者の認定： 金融機関にとって古くて新しい問題である「真の預金者」の認定について、裁判例をベースに説明するとと

もに、預金についての信託成立の可能性について触れる。 

14. 事例研究： これまでの授業内容に関連のある判例又は裁判例を取り上げ、検討する。 

15. まとめと講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

個別の授業についての準備は特に求めないが、授業の内容がより理解しやすくなるよう、新聞・雑誌やテレビ番組などを通じて金

融取引についての関心を高めておくことを勧める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業内小テスト(30%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 松本貞夫、2007、『改訂 銀行取引法概論』、経済法令研究社 (ISBN:978-4766820546) 
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2. 樋口範雄、2014、『入門 信託と信託法』 第 2 版、弘文堂 (ISBN:978-4335355974) 

3. 神田秀樹、神作裕之、2017、『金融法講義 新版』、岩波書店 (ISBN:978-4000612227) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM503 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NM503／経済刑法 

(Economic Crimes) 

担当者名 

（Instructor） 
辰井 聡子(TATSUI SATOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済活動を規制する刑罰法令の概要について知識を得るとともに、刑法における財産秩序・取引秩序の保護についての基礎的

な理解を確立し、実践的な問題解決能力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

企業活動，経済取引に関わるいわゆる「経済刑法」は，刑法上の財産犯のほかに，会社法，独占禁止法，金融商品取引法，各種

行政取締法規等における犯罪からなる複雑な体系を形成しており，制裁や手続も刑法犯とは異なる仕組みが用意されている。本

講義では，経済刑法を構成する特別法等に関する知識を紹介しつつ、経済秩序や企業・個人の財産保護のために，刑法がどの

ように用いられるべきか，どの範囲で処罰がなされるべきかを検討する。具体的には、講義→演習を繰り返すかたちで実施する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 経済刑法とは何か 営業秘密侵害の罪 

2. 演習① 

3. ネット取引と犯罪 

4. 演習② 

5. キセル乗車 

6. 演習③ 

7. 不動産取引と犯罪 

8. 演習④ 

9. 会社財産の横領 知的財産権侵害の罪 

10. 演習⑤ 

11. 不正融資と背任罪 贈収賄罪 

12. 演習⑥ 

13. 独占禁止法違反の罪  

14. 演習⑦ 

15. まとめと講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・講義の回については、事前に配布するレジュメに目を通しておいて下さい（レジュメは１週間前に Blackboardにアップします）。 

・演習の回は、１週間前に演習問題を配付する予定です。演習問題は、前回に講義で扱った事項を中心に、しかしそれに厳密に

限定することはなく、刑法総論・各論に関係する事項を含む問題とします。授業に来るまでに、問題をしっかり読み、答案構成と結

論はいえるようにしておいて下さい。この時点では、答案を作成する必要はありません（作成した方がより勉強にはなると思いま

すので、作成するのがお勧めです）。 

 演習の回の終了後、翌月曜までに、答案を作成して提出していただきます。答案については（人数によりますが）、模範答案を

返却するなど、何らかのかたちでフィードバックを行います。また、講義の回で、答案の書き方に関する質問などにもお答えしてい

く予定です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業への参加(20%)/レポート(10%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 西田典之・山口厚・佐伯仁志、2013、『判例刑法各論（第 6 版）』、有斐閣 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■NM508 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NM508／民事保全・執行法 

(Law of Civil Execution and Civil Provisional Remedies) 

担当者名 

（Instructor） 
内田 義厚(UCHIDA YOSHIATSU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

民事執行・保全手続の理論上・実務上の問題点を掘り下げて検討する中で、民事実体法や民事訴訟法との有機的連関を理解す

るとともに、実務家として権利実現を図る上での必要な知識を身につけることを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

民事執行・保全手続の全体的構造、債務名義に基づく強制執行と担保権に基づく実行（特に不動産執行、債権執行、非金銭執

行）を中心に、制度の解説だけではなく、判例や実務運用などにも言及します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 民事執行・保全の全体構造、民事執行の機関及び当事者 

2. 民事執行の申立て、債務名義と執行文 

3. 執行関係訴訟（1） 

4. 同（2） 

5. 同（3） 

6. 不動産執行手続（1） 

7. 同（2） 

8. 同（3） 

9. 債権執行手続（1） 

10. 同（2）、不動産収益執行 

11. 動産執行、財産開示、非金銭執行（1） 

12. 非金銭執行（2）、家事関係執行 

13. 民事保全命令手続 

14. 民事保全執行手続、総まとめ 

15. まとめと講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習の際は、指定された教科書をあらかじめ読むことになります。復習の際は、執行・保全手続だけではなく、関連する民事実体

法や訴訟法の制度についても併せ復習するのが望ましいです。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/出欠席状況、講義の際の質疑応答の内容等で評価します(20%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 内田義厚、2016、『民事執行・保全 15 講』、成文堂 

 

参考文献（Readings） 

参考文献については、講義の際に適宜指示します 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM509 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NM509／倒産処理法 

(Insolvency Law) 

担当者名 

（Instructor） 
貝瀬 幸雄(KAISE YUKIO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

倒産手続の概要を修得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

倒産手続の申し立てと開始、倒産債権・財団債権・共益債権、管財人の地位、双務契約の処理、倒産債務者財産の管理と換価、

再生・再建計画、倒産手続の進行と終了、消費者倒産の諸問題、国際倒産処理について、質疑応答を交えつつ講述する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 倒産法総論 

2. 倒産手続の申し立てと保全処分 

3. 倒産管理機構 

4. 倒産債権等の処理 

5. 倒産債務者の契約関係の規律 

6. 否認権（１） 

7. 否認権（２） 

8. 担保権 

9. 相殺権・取戻権 

10. 倒産債務者財産の管理と換価 

11. 再生計画・更生計画 

12. 倒産手続の進行と終了 

13. 消費者倒産 

14. 国際倒産 

15. まとめと講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予めテキストの該当箇所を精読しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/質疑応答(30%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 伊藤眞、『破産法・民事再生法』、有斐閣 

2. 伊藤眞他、『倒産判例百選』、有斐閣 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM513 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NM513／環境と法 

(Environmental Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
環境法と環境訴訟の基礎知識を修得する 

担当者名 

（Instructor） 
手塚 一郎(TEZUKA ICHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2018 年 6 月 20 日付 成績評価方法を筆記試験からレポート試験に変更（変更理由：レ

ポート試験の方が評価方法として、より適切であると判断したため。） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 環境法の基礎を理解し、具体的な諸問題に対応するための知識を修得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 環境問題は、今日、地域規模から地球規模まで広がり、多層的な対象領域を形づくっている。すなわち、環境汚染（公害）の防

止、生活環境の保護、自然環境の保全、アメニティーの保全、そして地球環境の保全である。これらの環境問題を扱う法学の領

域は、1960 年代から 70 年代以降、公害紛争を扱う民法、公害防止と環境保全の規制行政などを扱う行政法、国際環境条約な

どを扱う国際法、環境刑法を扱う刑法など、既存の法学領域から発展したが、1990 年代以降、環境の領域を対象とするひとつの

法領域として環境法が形成され、発展しつつある。 

 環境に関する法制度を総合的に理解することの重要性が高まっていることから、この講義では、これを一つの体系として捉え、

環境基本法などによって提示される基本的な枠組みや環境法独自の理念・原則などを「総論」として、大気汚染・水質汚濁に代表

される環境汚染（公害）の防止・規制や廃棄物処理・リサイクル等の循環管理制度など、環境問題に関する具体的なトピックに関

する法制度を「各論」として区分したうえで、講義を展開する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 公害・環境法の歴史 

 公害法ができるまでの前史、公害対策基本法体系の成立、公害・環境訴訟の展開とその推移、地球・国際環境問題の発

生、環境基本法体系の成立など、環境法の体系ができあがるまでの生成史を概観する。この回の内容は環境法の全体を

概観する役割も果たす。 

2. 環境法総論（1） 

 環境問題と環境法の特色・体系を概観するとともに、環境法の基本理念について説明する。 

3. 環境法総論（2） 

 環境法における各主体の役割や環境政策の手法について説明する。 

4. 環境基本法と環境基本計画 

 環境基本法を概観しその意義を説明するとともに、環境基本計画についても概説する。 

5. 環境影響評価（環境アセスメント） 

 環境影響評価（環境アセスメント）に関する法制度の現状と課題について講義する。 

6. 公害防止（1）総論・大気汚染 

 いわゆる典型７公害（大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、土壌汚染、地盤沈下、悪臭）をはじめとする環境汚染（公害）の

規制の全体像を確認した後、大気汚染防止法による規制等の仕組みについて説明する。 

7. 公害防止（2）水質汚濁 

 前回の内容（環境汚染（公害）の規制の全体像）を踏まえて、水質汚濁防止法による規制等の仕組みについて説明する。 

8. 公害防止（3）土壌汚染 

 土壌汚染対策法による汚染防止・浄化の仕組みについて説明するとともに、土壌汚染に関する訴訟の検討を通じて民法

の条文との関係性を説明する。 

9. 循環管理（1）総論・廃棄物処理［1］ 

 物質循環をめぐる問題点とこれに関する現行法（循環管理法）について確認した後、廃棄物の適正処理を目指す廃掃法

について概説する。 

10. 循環管理（2）廃棄物処理［2］ 

 前回に引き続き、廃掃法について概説するとともに、近時の法改正の意義と今後の課題について考察する。 

11. 循環管理（3）リサイクル制度 

 リサイクル等のいわゆる３Ｒに関する法律（特に資源有効利用促進法と容器包装リサイクル法）の概要と循環型社会の実

現を目指す循環型社会形成推進基本法について説明する。 

12. 自然環境保全 

 自然環境保全法や自然公園法の仕組み、生物多様性の保護など、自然と自然環境の保全に関わる法制度を説明する。 

13. 地球温暖化対策 

 地球環境問題を概観した後、地球温暖化問題に対する国際法的取り組み、国内法的取り組みを説明する。 

14. 公害・環境訴訟 
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 公害・環境紛争に関する民事訴訟（損害賠償請求訴訟と私法的差止訴訟）と行政訴訟（主に取消訴訟とその他の抗告訴

訟）について概説する。 

15. まとめと講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 教科書（後掲『環境法 BASIC』）の各回講義対象範囲の通読が、予習・復習時の必須事項である。各回の授業計画と教科書の

対応表を初回の授業までに Blackboard上にアップロードするので、参照されたい。さらに、各回の講義で使用するレジュメを、授

業の２日前までに Blackboard上にアップロードするので各自がダウンロード・印刷して授業に持参する他、予習・復習時の要点

確認のためにも活用すること。以上は全回共通の内容である。 

 この他、授業時間外の学習指示が必要な場合は、別途、授業時間中および Blackboard上で指示することを原則とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業期間中に課す小レポート（3 回）(30%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大塚直、2016、『環境法 BASIC（第 2 版）』、有斐閣 (ISBN:9784641137547) 

上記の他、いわゆる環境六法を用意する必要があるが、これについては Blackboard上で別途指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 交告尚史、臼杵知史、前田陽一、黒川哲志、2015、『環境法入門（第 3 版）』、有斐閣 (ISBN:9784641220454) 

2. 高橋信隆（編）、2016、『環境法講義（第 2 版）』、信山社 (ISBN:9784797260373) 

3. 淡路剛久・大塚直・北村喜宣編、2011、『環境法判例百選（第 2 版）』、有斐閣 (ISBN:9784641115064) 

4. 大塚直・北村喜宣（編）、2009、『環境法ケースブック（第 2 版）』、有斐閣 (ISBN:9784641130555) 

購入の際には改訂状況等を事前に確認すること。上記以外の参考文献については毎回の講義用レジュメを参照すること。なお、

この科目との関係では参考文献の購入は必須ではない。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 履修者は Blackboard上の本科目のページを確認することを習慣化していただきたい。 

 

注意事項（Notice） 
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■NM514 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NM514／医療と法 

(Medical Malpractice and Law) 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 雄一郎(SATO YUICHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

医療の特殊性に配慮しながら、あるべき医療の実現にあたっての法の役割を考えることができる 

 

授業の内容（Course Contents） 

医療に対する国の責任が小さくなる一方で、医療技術の発達に伴い「できること」が増大している。このような変化を踏まえ、医療

をコントロールするために必要な法の役割について共に考える。講義形式の予定だが、人数によっては適宜ディスカッションも取

り入れたい。グループ報告をしてもらうことも考えている。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：医事法とは何か、参考書等の紹介 

2. 医師法（１）：医業独占、医師の義務、他職種との連携 

3. 医療法（１）：概略 

4. 医療法（２）：健康保険法との関係、より直截的なコントロール 

5. 医療過誤（１）：不法行為構成と債務不履行構成、医療契約 

6. 医療過誤（２）：過失・本旨不履行 

7. 医療過誤（３）：被侵害利益 

8. 医療過誤（４）：因果関係、損害 

9. 医療過誤（５）：医療過誤訴訟の実務 

10. 薬害 

11. 医学研究 

12. 避妊、不妊手術、中絶 

13. 生殖補助医療技術 

14. 臓器移植 

15. まとめと講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

取り上げる予定の判決を、（判例百選ではなく判例集にあたって）読んでくること。グループ報告にあたっての調査と準備をしても

らうこともありうる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/判決を読むなどの準備状況および講義中での発言内容(30%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 甲斐克則・手嶋豊、2014、『医事法判例百選第 2 版』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-11519-4) 

 

参考文献（Readings） 

講義中に紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM515 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NM515／国際取引と国際私法 

(Cross-border Transactions and Private International Law) 

担当者名 

（Instructor） 
宍戸 一樹(SHISHIDO KAZUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国際私法に関する基本的な能力を養成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 「ロースクール国際私法・国際民事手続法」の国際私法の部分につき、UNITごとに担当者を決めて検討する。 

 担当者はその UNIT内の設問につきレジュメを切って解答を用意すると同時に、その周辺の問題にも答えられるようにしておく。

しかし、そのレジュメは冒頭には配布されない。講義開始後、教員からの質問は、もっぱら担当者以外に向けられる。そして、担

当者以外の者が答えに詰まった場合に、確実に答える責任を担当者は負う。その上で、一通りのやりとりの後、最後にレジュメが

配布され、担当者の調査内容・自らの見解が示される。 

 なお、レジュメについては次回の冒頭に教員からその批判的な検討が示され、担当者にはリバイズした版の後日における提出

が求められる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 教員紹介、講義の進め方の確認、国際私法の全体像の概説 

2. 単位法律関係、連結点 

3. 不統一法国、反致 

4. 公序 

5. 調整日 

6. 婚姻 

7. 親子 

8. 相続、遺言 

9. 自然人、法人、代理 

10. 契約 

11. 法定債権 

12. 債権譲渡 

13. 物権 

14. 調整日 

15. まとめと講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 その回の UNIT内の設問につきレジュメを切って解答を用意すると同時に、その周辺の問題にも答えられるようにしておく。 

 担当者からのリバイズドされたレジュメを纏め、全体の完全な理解に努める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/設問に関する質疑応答(30%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 櫻田＝道垣内編、2012、『ロースクール国際私法・国際民事手続法（第３版）』、有斐閣 (ISBN:9784641046603) 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM516 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NM516／国際取引と国際民事訴訟 

(Cross-border Transactions and Transnational Litigation) 

担当者名 

（Instructor） 
宍戸 一樹(SHISHIDO KAZUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国際民事手続法に関する基本的な能力を養成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 「ロースクール国際私法・国際民事手続法」の国際民事手続法の部分につき、UNITごとに担当者を決めて検討する。 

 担当者はその UNIT内の設問につきレジュメを切って解答を用意すると同時に、その周辺の問題にも答えられるようにしておく。

しかし、そのレジュメは冒頭には配布されない。講義開始後、教員からの質問は、もっぱら担当者以外に向けられる。そして、担

当者以外の者が答えに詰まった場合に、確実に答える責任を担当者は負う。その上で、一通りのやりとりの後、最後にレジュメが

配布され、担当者の調査内容・自らの見解が示される。 

 なお、レジュメについては次回の冒頭に教員からその批判的な検討が示され、担当者にはリバイズした版の後日における提出

が求められる。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 教員紹介、講義の進め方の確認、国際民事手続法の全体像の概説 

2. 裁判権免除 

3. 国際裁判管轄ルールと特別の事情 

4. 財産関係事件の国際裁判管轄 

5. 家族関係事件の国際裁判管轄 

6. 当事者 

7. 調整日 

8. 送達・証拠調べ 

9. 外国判決の承認・執行 

10. 国際訴訟競合 

11. 保全処分 

12. 外国法の適用 

13. 国際商事仲裁 

14. 調整日 

15. まとめと講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 その回の UNIT内の設問につきレジュメを切って解答を用意すると同時に、その周辺の問題にも答えられるようにしておく。 

 担当者からのリバイズドされたレジュメを纏め、全体の完全な理解に努める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/設問に関する質疑応答(30%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 櫻田＝道垣内編、2012、『ロースクール国際私法・国際民事手続法（第３版）』、有斐閣 (ISBN:9784641046603) 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM517 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NM517／少年法 

(Juvenile Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
実務少年法入門 

担当者名 

（Instructor） 
廣瀬 健二(HIROSE KENJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

市民の関心は強いが、不正確な情報が氾濫している少年法について、研究者・実務家・立法に関与している者としてその実像・

功罪をできるだけわかりやすく概説する。すなわち、受講者に、少年審判手続・保護処分・少年に対する刑事手続の特則などに

ついて、その基本理念を理解させ、刑事裁判手続との差異、少年法制の意義を正確に習得してもらうことを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 少年審判手続の流れを、刑事手続と対比させつつ、少年法全般を講じるが、刑事裁判官 30年・少年審判官 14 年の実務経

験、少年法研究、特に、英、米、独、仏、北欧、スイス、台湾などの比較法研究調査の最新の成果、関与した少年法改正に関する

議論、少年法制の歴史などを織り交ぜながら、多角的に少年法の実像・課題などを概説する。当然、2000 年以降、繰り返されて

いる少年法改正の意義、その運用の実情、現在委員として審議している少年年齢引下げ問題についても取り上げる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序説 少年法の基本理念 

2. 少年に対する捜査の特則 

3. 少年に対する調査手続 

4. 少年審判手続の流れ 

5. 少年審判における処遇選択 

6. 社会内処遇－保護観察 

7. 施設収容処分－少年院・児童自立支援施設 

8. 処分に対する不服申立手続 

9. 触法・虞犯少年への対応 

10. 少年に対する刑事処分 

11. 少年事件における弁護人・付添人の活動 

12. 比較少年法制－諸外国の実情 

13. 少年法制の歴史と発展 

14. 少年法改正・少年法の今後の課題と展望 

15. 講評とまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

刑法・刑事訴訟法・刑事政策の知識は受講に有用であるので、併せての履修、参考文献の活用をお勧めするが、本授業におい

ても、刑法・刑訴等関連する必要な知識の概説も行うので、前提として他の科目の履修は必要ない。 

少年法や刑事裁判などに幅広く関心を持って受講してもらうと、理解が深まると思われる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/授業への参加(20%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 廣瀬健二、2017、『子どもの法律入門（第３版）』、金剛出版 (ISBN:978-4-7724-1575-0) 

 

参考文献（Readings） 

1. 田宮裕＝廣瀬健二、2017、『注釈少年法（第４版）』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-13922-0) 

2. 廣瀬健二、2011、『裁判例コンメンタール少年法』、立花書房 (ISBN:978-4-8037-0824-0) 

3. 廣瀬健二、2010、『少年事件重要判決 50 選』、立花書房 (ISBN:978-4-8037-0823-3) 

4. 廣瀬健二、2017、『コンパクト刑事訴訟法（第２版）』、新世社 (ISBN:978-4-88384-251-3) 

5. 法務総合研究所、2017、『平成 29 年版 犯罪白書』、昭和情報プロセス (ISBN:978-4-907343-13-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■NM518 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NM518／知的財産法 

(Intellectual Property Law) 

担当者名 

（Instructor） 
紋谷 崇俊(MONYA TAKATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本講義では，知的財産権制度の全体像を体系的に理解すると共に，主に特許法を中心とした知識・法的な考え方の習得を目

指す。授業の際は，知的財産権法の基本的な事項について説明すると共に，実際に，日本や海外において知的財産権に関する

訴訟遂行や契約書作成に弁護士として関与し，また経済産業省で知的財産権法の改正に関与した自分の経験を踏まえて実践

的な話をする予定である。 

 知的財産権は，現代社会ではますます重要になり，ニュース等で扱われることも多い。授業においては， 最新のトピックなども

紹介しつつ，適宜パワーポイントなども用いながら，知的財産権法についてわかりやすく説明をするつもりである。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 コンピュータやバイオテクノロジーなどの技術革新が，現在の我々の社会の産業発展を支えている。また小説，音楽，ゲームや

ハリウッド映画など著作物の創作により，我々の社会は，文化的に豊かになっていく。このような人間の幅広い知的創造活動の

成果等について，一定期間の独占的な権利を認め，保護を図るのが知的財産権制度である。 

 知的財産権には，発明・考案を保護する特許権や実用新案権，デザインを保護する意匠権，ブランドを保護する商標権，著作

物を保護する著作権，ノウハウなど不正競争防止法上の保護権などが含まれる。いずれも産業ないし文化の発展という政策的

な目的のために認められる権利であり，特に産業や文化が発達した今日においては，知的財産権が重要になってきている。 

 知的財産権法は最先端分野の法律の一つであり，今後法曹実務家として活躍するためにも，知的財産権法の習得はますます

必要になっていると言うことができる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション，知的財産権法の概要 

2. 知的財産権の種類 

3. 知的財産権の性格 

4. 知的財産権の発生 

5. 権利主体 

6. 権利発生要件 

7. 権利発生手続 

8. 積極的効力 

9. 効力の制限 

10. 経済的利用（ライセンスなど） 

11. 消極的効力（侵害） 

12. 救済手段（差止・損害賠償請求） 

13. 侵害訴訟 

14. 国際関係 

15. まとめと講評 

（なお，上記は授業計画であり，各回の授業内容は，実際の進捗状況に応じて前後することがある） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

適宜指示しますが、できれば教科書の該当部分に目を通しておいてもらえればと思います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業中の発言や対応など(30%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 紋谷暢男・紋谷崇俊、2017、『「知的財産権法概論」』、発明推進協会 (ISBN:978-4-8271-1282-5) 

上記の他，今年度版の六法を必ず持参のこと（特許法・著作権法・不正競争防止法が掲載されているもの。商標法・意匠法・実用

新案法なども掲載されているものが望ましい）。 

なお、改訂などについては追って連絡する。 

 

参考文献（Readings） 
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適宜授業中に伝える。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM519 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NM519／租税法 

(Tax Law) 

担当者名 

（Instructor） 
浅妻 章如(ASATSUMA AKIYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

法科大学院における租税法の中核部分である個人所得課税（所得税）と，それに関連して法人所得課税（法人税）のうち特に重

要な法人税法 22 条に関する議論（関連して 23 条，37 条など法人の所得計算についての議論）を，講義形式で紹介する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

内容としては，新司法試験の出題範囲をカバーすることを目標としているが，新司法試験で租税法を選択しない者にとっても，卒

業後実務をするにあたり租税法を体系的に勉強し勘所を押さえておくことが望ましい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 租税法への招待 

2. 租税法律主義，租税公平主義 

3. 租税法の解釈と適用 

4. 所得概念と所得税法の構成 

5. 所得分類 

6. 所得分類 

7. 所得分類 

8. 所得分類 

9. 収入金額・必要経費 

10. 所得の年度帰属 

11. 所得の人的帰属 

12. マイナス項目・源泉徴収 

13. 法人税の意義 

14. 法人税法の益金 

15. 法人税法の損金 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 租税法は会計や税務ではなくあくまで【法学】の一つですので、民法・行政法などロースクール生が当然に知っているべき知識

を前提とした講義を行います。基本七法科目をしっかり押さえてきて下さい。租税法では経済学の発想も用いられますが、経済学

的発想については講義で適宜補う予定です。 

 予習される方は→ http://www.rikkyo.ne.jp/web/asatsuma/sozeihou.html 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業毎の予習の程度(15%)/授業への積極的参加の程度(15%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 中里実他編著、2015、『租税法概説 2 版』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-13178-1) 

 

参考文献（Readings） 

1. 金子宏他、2017、『ケースブック租税法第 5 版』、弘文堂 (ISBN:978-4-335-30517-7) 

2. 金子宏、2018、『租税法第 23版』、弘文堂 

3. 中里実他、2016、『租税判例百選第 6 版』、有斐閣 (ISBN:978-4641115293) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www.rikkyo.ne.jp/web/asatsuma/ 

 

注意事項（Notice） 
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■NM520 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NM520／労働法 

(Labor Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
労働法の基礎を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
砂押 以久子(SUNAOSHI IKUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2018 年 5 月 31 日付 成績評価方法を筆記試験からレポート試験に変更（変更理由：受

講者の人数が少ないため） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 労働法は，主に次の 3 つの領域から構成される。個別的労働関係法（労働保護法，雇用関係法），集団的労働関係法（労働団

体法，労使関係法），労働市場法（雇用保障法）である。 

 本講義においては，個別的労働関係法に関する問題を中心に，さまざまな事例をとおして基本事項を学修することとする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本講義の講義編成は以下のとおりである。まず，労働法の基本的な仕組みとして，労働法上の「労働者」「使用者」の概念，「労

働契約」「労働協約」「就業規則」の基礎的な事項を学修し，次に，「労働関係の成立」「賃金」「労働時間」「休暇・休業」「人事」「懲

戒」「労働関係の終了」などの雇用関係法に関する事項を取り上げる。より詳細な講義内容は，「授業計画」に示す。 

 以上で取り上げられなかった事項に関しては，秋学期の特別演習で取り扱うこととなる。 

 春学期における本講義は，労働法の基礎編という位置づけであり，秋学期の特別演習は，春学期の講義受講を前提とした上で

の応用編となることが予定されている。 

 授業方法として，プロブレム・メソッドを採用する。プロブレム・メソッドとは，まず，担当教員が問題を受講生に提示し，受講生が

関連する判例・論文・資料などを読んだ上で，問題の解決を図るという学修方法である。このため，担当教員が指定したテキスト

の問題に対して自分なりの解答を準備することが受講の前提となる。具体的には，教材として，各ユニットごとに詳細なレジュメを

事前に配付するので，各自これを予習した上で，必要な文献に当たっておくことが求められる。授業では，これを前提として，予め

指定した問題を受講生全体で考えていくというスタイルをとる。受講生の理解度を確認しながら授業を進めていくことになる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 労働法とは何か 

 労働法の体系 

2. 労働法上の「労働者」 

 労働者概念 

3. 労働法上の「使用者」 

 使用者概念 

4. 労働法規・労働契約 

 労基法の効力，業務命令権の限界 

5. 労働協約 

 労働協約の成立要件，規範的効力，一般的拘束力 

6. 就業規則 

 就業規則の法的性質と不利益変更の拘束力，就業規則の変更の合理性判断 

7. 労働関係の成立 

 採用内定，試用期間 

8. 賃金 

 賃金（退職金）請求権の法的根拠，賃金債権の合意相殺 

9. 労働時間 

 労働時間の概念，不就労時間の労働時間性と賃金，時間外労働義務 

10. 休暇・休業 

 年次有給休暇における時季変更権，休業取得による不利益取扱の適法 

11. 人事 

 配転・出向・転籍，昇進・降格 

12. 懲戒 

 懲戒権の法的性質・内容，懲戒をめぐる紛争 

13. 労働関係の終了－1 

 解雇権濫用法理，整理解雇 

14. 労働関係の終了－2 

 辞職，合意解約，定年，雇止め 

15. まとめと講評 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 準備学習については，あらかじめレジュメを配布し，そこにおいて指示する。 

 受講生は，十分な予習が必要である。担当教員が指示する判例・文献などは，基本的なものであり，各自そこから発展させて，

より深く予習をしておくことが内容の理解度を深める意味では効果的である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業内発言(30%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 荒木尚志ほか、2015、『ケースブック労働法〔第４版〕』、有斐閣 (ISBN:9784641144743) 

 

参考文献（Readings） 

1. 菅野和夫、2016、『労働法〔第１１版〕』、弘文堂 (ISBN:9784335304729) 

2. 村中孝史ほか編、2016、『労働判例百選〔第９版〕』、有斐閣 (ISSN:13425048) 

3. 土田道夫ほか編、2014、『労働法の争点』、有斐閣 (ISSN:04480791) 

 その他の参考文献については、最初の授業で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM521 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NM521／消費者と法 

(Consumer and Law) 

担当者名 

（Instructor） 
大迫 恵美子(OOSAKO EMIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

様々な消費者問題の実態を知り、その解決方法の基礎を学び、当事者間に格差のある紛争をどう解決すべきか、民法を中心と

した伝統的な私法秩序では困難な問題について、考え方と技法を研究するとともに、立法、行政のあり方、それへの関与につい

て学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本弁護士連合会編「消費者法講義 第４版」（日本評論社）を教科書に、講義を中心に行う。 

適宜、事例に基づき、学生への質問を重ね、討論をする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 上記教科書（以下同じ）第１章「消費者問題と消費者法」、第２章「消費者契約の過程１」 

2. 第３章「消費者法の過程２」 

3. 第４章「消費者契約法」 

4. 第５章「消費者取引と不法行為」 

5. 第６章「特定商取引法」 

6. 第７章「割賦販売法」 

7. 第８章「独占禁止法」、第９章「表示・広告と消費者」 

8. 第１０章「金融商品と消費者」 

9. 第１１章「製品や食品の安全のための法制度」、第１２章「製造物責任法」 

10. 第１３章「住宅と消費者」 

11. 第１４章「消費者信用と多重債務」 

12. 第１５章「医療サービスと消費者」 

13. 第１６章「情報化社会と消費者」、第１７章「宗教トラブルと消費者問題」 

14. 第１８章「消費者紛争解決手続」、第１９章「消費者行政と消費者政策」 

15. まとめと講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

当日の該当箇所について教科書を事前に読んでおくこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/質問への回答・討論内容(30%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 日本弁護士連合会、『消費者法講義』、日本評論社 

授業開始時までに改訂されていれば第 5 版（刊行が間に合わない時は第 4 版）を使用します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 2017、『消費者六法』、民事法研究会 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM522 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NM522／都市計画・都市環境と法 

(City Planning-Urban Environment and Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
都市を巡りなぜ紛争が起こるのか 

担当者名 

（Instructor） 
日置 雅晴(HIOKI MASAHARU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の都市を形成している法制度の概要を理解するとともに、それを巡る法的紛争の状況を理解し、実務家として都市問題に対

処出来る基礎知識を獲得する 

 

授業の内容（Course Contents） 

各種の法制度の概要を説明するとともに、関連する訴訟等の現状や法的論点を解説する。なるべく現実の状況を写真やグラフ

等を用いて認識した上で、法的な論点を考察する。学生は自ら当該テーマに関連してどのような問題が生じているのかをなるべく

調べて関連知識を自習してほしい 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 都市を取り巻く法律問題 なぜ紛争が起こるのか 

2. 建築基準法の概要 

3. 建築確認を巡る訴訟と特例許可制度 

4. 建築基準法と道路、路地の保全  

5. 市計画制度の概要と争訟制度 

6. 開発許可制度 

7. 高度地区と地区計画 

8. 再開発･区画整理 

9. 建築審査会･開発審査会 

10. 景観法と景観権・景観訴訟 

11. 都市を巡る行政訴訟  

12. 都市環境をめぐる民事的請求 

13. 集合住宅と住宅政策 

14. 条例によるまちづくり 

15. まとめと講評(講義をする場合） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内容の PPTは事前に公開するので、そこで触れられた法律と判例、リンク先情報について目を通しておくこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/授業中の発言で特に優れていたり、著しく不適当な場合があるかどうか、提出課題の提出の有

無を評価する(20%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストとしては特定の書籍は使用しません。参考文献の１か２を通読して、都市に関連する法制度の概要をあらかじめ理解して

おくことをおすすめします。 

 

参考文献（Readings） 

1. 安本典夫、『都市法序説』、法律文化社 

2. 生田長人、『都市法入門講義』、信山社 

3. 碓井光明、『都市行政法精義Ⅰ』、信山社 

4. 碓井光明、『都市行政法精義Ⅱ』、信山社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■NM523 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NM523／独占禁止法 

(Antimonopoly Law) 

担当者名 

（Instructor） 
栗田 誠(KURITA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6620 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済社会における企業活動の基本ルールを定める独占禁止法について，違反行為の類型ごとの要件と違反に対する措置（サン

クション）や手続に関する基礎的知識を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

独占禁止法の全体構造を概観し，違反行為類型を実質的に分類して実体規定の全体像を把握した上で，具体的事例における

利害関係者の行動とその競争上の効果を分析することを通して，独占禁止法問題の発見・分析と解決のための実務能力の涵養

に向けた基礎的知識を教授する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 【ガイダンス：授業の進め方と独占禁止法の概要】 

 独占禁止法の初学者向けに，典型的な違反事例，最近話題になっている独占禁止法問題等を素材に，独占禁止法とは

何か，どのように運用されているかについて概説するとともに，授業の進め方や学習方法について実践的な説明を行う。 

2. 【独占禁止法の全体構造】 

 実体規定（違反行為の要件），措置規定（違反の効果・サンクション），違反処理の手続規定，公正取引委員会の組織規

定から構成される独占禁止法の全体構造を把握する。また，事例分析の前提となる市場の把握，「事業者」等の概念につ

いて概説する。 

3. 【違反行為類型の実質的分類】 

 違反行為類型を理解のしやすさの観点から実質的に分類し，第４回以降に順次取り上げる準備作業とする。理解しやす

さは，対象商品の単複，共同行為性の有無，関連市場の単複・広狭，多面的な競争効果の有無，効率以外の考慮要因の

有無等で決まってくる。簡単な行為類型から取り上げることで，理解しやすくなると考えられる。 

4. 【ハードコア・カルテル（１）行為要件を中心に】 

 競争事業者同士が共同して行う水平的制限行為（不当な取引制限及び事業者団体の活動）のうち，「原則違法型」とされ

る，いわゆる「ハードコア・カルテル」を取り上げる。簡単な設例を基に，事業活動の「相互拘束」という行為要件を理解す

る。事業者の共同行為規制と事業者団体規制の関係も取り上げる。 

5. 【ハードコア・カルテル（２）効果要件・サンクションを中心に】 

 ハードコア・カルテルがなぜ原則違法とされるのかを考え，不当な取引制限における効果要件の意味を確認する。その

他，ハードコア・カルテルに対するサンクションや法執行手続（刑事手続を含む。）についても簡単に取り上げる。 

6. 【非ハードコア・カルテルと事業者団体規制】 

 情報・統計活動や自主規制基準の設定といった「合理の原則型」の行為を中心に，設例や事前相談事例を基に，特に，

事業者同士の不当な取引制限より緩やかな違反要件を定める事業者団体規制の観点から，競争制限効果の分析枠組の

基本を理解する。 

7. 【業務提携と企業結合】 

 事業者間で事業活動の様々な側面で行われる業務提携，それと代替的な関係にある水平的企業結合を一体的に考え

る。取り上げる事例は，簡単な事前相談事例が中心になる。各種の協力形態の識別・理解に重点を置くが，競争効果分析

の具体的な手法にも言及する。 

8. 【不公正な取引方法の概要と垂直的価格制限】 

 多様な類型が法定・指定されている不公正な取引方法について概説するとともに，最も違反事例が多く，また，取引先と

の関係で日常的に生じ得る価格設定に対する拘束行為（再販売価格の拘束）について，設例や審決を基に，「拘束」という

行為要件，拘束の内容と公正競争阻害性の関係を検討し，その分析手法を理解する。 

9. 【垂直的非価格制限】 

 取引先に対する価格以外の事業活動に対する様々な拘束行為，典型的には地域・顧客制限を取り上げる。設例や審決

を基に，拘束内容を類型化するとともに，これらの拘束がもたらす競争上の弊害を考え，その分析上の考慮要因，価格制

限と異なる取扱いがなされる理由等を検討する。 

10. 【競争排除型行為の概要とブランド内競争排除型行為】 

 競争排除型の行為類型を概観した上で，廉売業者に対する取引拒絶，アフターマーケットにおける競争者排除，並行輸

入の不当妨害等のブランド内の競争排除が問題となる行為類型について，具体的事例を基に，市場画定の考え方，市場

閉鎖効果の分析手法の基本を理解する。 

11. 【ブランド間競争排除型行為（１）】 

 競争排除型行為の典型である排他的取引や抱き合わせについて，具体的事例を基に，行為の態様を分類するとともに，
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市場閉鎖効果の分析手法の基本を理解する。 

12. 【ブランド間競争排除型行為（２）】 

 競争排除型行為の典型である単独の取引拒絶，コスト割れ販売について，具体的事例を基に，行為の態様を分類すると

ともに，市場閉鎖効果の分析手法の基本を理解する。 

13. 【ブランド間競争排除型行為（３）及びその他の行為類型】 

 競争排除型行為の最後に，取引妨害型及び共同行為型の類型を取り上げるほか，不公正な取引方法の規制の中で独

特の地位を占める優越的地位濫用規制（及び下請法）の意義・役割を考える。 

14. 【独占禁止法のエンフォースメント（実体規定とサンクション・手続）】 

 これまで取り上げてきた実質的な違反行為類型と独占禁止法上の行為類型とを関係付け，簡単な事例分析の能力を確

認する。また，独占禁止法違反に対する措置（サンクション）を違反行為類型ごとに体系的に把握するとともに，公正取引委

員会における手続（違反事件処理手続のほか，非公式な手法を含む。）を中心に，刑事・民事の手続を含めて理解する。 

15. 【まとめと講評】 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業開始までに入門的概説書を通読し，独占禁止法の全体像を把握する。 

各回のレジュメに予め目を通し，取り上げる事例資料を読んで，設問について考える。 

授業で取り上げた事例について，行為主体と関係行為類型の識別，行為要件該当性の判断，市場画定と競争効果の分析，排除

措置その他の措置ないしは問題解消措置の設計の各項目を復習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/レポート(30%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 土田和博ほか、2014、『条文から学ぶ独占禁止法』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-14470-5) 

2. 川濵昇ほか、2014、『ベーシック経済法（第 4 版）』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-22020-1) 

3. 金井貴嗣ほか、2015、『独占禁止法（第 5 版）』、弘文堂 (ISBN:978-4-335-35636-0) 

4. 幕田英雄、2017、『公取委実務から考える独占禁止法』、商事法務 (ISBN:978-4-7857-2559-4) 

5. 金井貴嗣ほか編、2017、『経済法判例・審決百選［第 2 版］』、有斐閣 (ISSN:1342-5048) 

１～３について，改訂版が出た場合にはそれによる。 

１又は２を確実に理解することで必要な水準におおむね到達できると思われるが，更に詳細な解説や発展的な学習のためには，

３又は４を常に参照することを勧める（特に，司法試験の選択科目として「経済法」を選択することを考えている受講者）。５は事例

の概要を学ぶ上で簡便であるが，配布する事例資料自体を熟読することを勧める。 

 

参考文献（Readings） 

1. 後藤晃、2013、『日本経済と独占禁止法』、NTT出版 (ISBN:978-4-7571-2329-8) 

2. 菅久修一編著、2015、『独占禁止法（第 2 版）』、商事法務 (ISBN:978-4-7857-2282-1) 

3. 金井貴嗣ほか編、2013、『ケースブック独占禁止法（第 3 版）』、弘文堂 (ISBN:978-4-335-30511-5) 

4. 川濵昇ほか編著、2016、『論点解析経済法（第２版）』、商事法務 (ISBN:978-4-7857-2459-7) 

詳細な参考文献は，第 1 回の授業で紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

新聞，雑誌等で報道される企業間競争を巡る事例・紛争に関心を持つことが重要である。 

次の公正取引委員会の HP も有用であり，実際にアクセスすることを勧める。http://www.jftc.go.jp 

 

注意事項（Notice） 
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■NM527 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NM527／行政法の現代的課題 

(Advanced Study of Administrative Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地方自治法、公物法、事業規制法および原子力法を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
川合 敏樹(KAWAI TOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 行政法の重要な各論的分野である地方自治法、公物法および事業規制法、さらに近時特に問題となっている原子力法につい

て、基本的事項を学び、それらを基に紛争の解決を図れるようにするとともに、行政法に関する知識・思考を深化させ、実務への

架橋をつくれるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この授業では、「行政法（１）（２）」で扱いきれない各論的分野や現代的分野のなかでも特に実践的に重要である地方自治法、

公物法、事業規制法および原子力法について学んでいく。 

 地方自治法については、行政法学や憲法学の観点から地方自治に関する制度・理論・判例などを学習することが主な内容とな

る。例えば、地方公共団体による地位や権能をめぐる法的問題（出訴の可能性のほか自治行政権や自治立法権）などが重要な

学習課題となる。 

 公物法については、河川・道路・公共施設、庁舎や庁舎で使われる備品等の利用・管理をめぐる制度・理論・判例などを学習す

ることが主な内容となる。公物の利用・管理は、私たちの生活と密接にかかわり、「行政法（１）（２）」の学習内容とも深くかかわっ

てくるだけに（例えば、河川利用の規制や災害防止の在り方、権利・利益救済の在り方など）、これを学ぶ実践的意義は大きい。 

 事業規制法については、種々の事業活動に対する事前・事後の規制（例えば、許可制、営業停止命令、許可の撤回など）や、こ

れらをめぐる訴訟（例えば、許可申請者や競業者や付近住民による訴訟）を具体的に検討できる素材を提供してくれるため、やは

りこれを学ぶ実践的意義は大きい。 

 原子力法については、東日本大震災以降特に原子力をめぐる法の在り方に大きな注目が集まっており、「行政法（１）（２）」の学

習内容とも深くかかわるだけに（例えば、事後的な規制の可否、損害賠償責任の所在や補償の要否など）、やはりこれを学ぶ実

践的意義は大きい。 

 この授業では、上記の各分野の制度・理論・判例等を学習することはもちろんであるが、これと並行して「行政法（１）（２）」の学

習内容とのつながりも常に意識しておきたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 【地方自治法（１）】 

イントロダクション：地方自治法の基本構造 

2. 【地方自治法（２）】 

地方公共団体による出訴 

3. 【地方自治法（３）】 

地方公共団体による条例制定 

4. 【公物法（１）】 

イントロダクション：公物法の基本構造 

5. 【公物法（２）】 

公物の管理・利用と権利・利益救済① 

6. 【公物法（３）】 

公物の管理・利用と権利・利益救済② 

7. 【地方自治法および公物法】 

中間テスト 

8. 【事業規制法（１）】 

イントロダクション：事業規制法の基本構造 

9. 【事業規制法（２）】 

事業規制と権利・利益救済① 

10. 【事業規制法（３）】 

事業規制と権利・利益救済② 

11. 【事業規制法（４）】 

事業規制と権利・利益救済③ 

12. 【原子力法（１）】 

イントロダクション：原子力法の基本構造 
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13. 【原子力法（２）】 

原子力の規制・利用と権利・利益救済① 

14. 【原子力法（３）】 

原子力の規制・利用と権利・利益救済② 

15. まとめと講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 各回の授業参加にあたっては、各回の授業内容についてテキスト類を（簡単にでもよいので）一読しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/中間テスト(30%)/各回の予習や授業参加の程度(10%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

 特定の教科書を指定せずに授業を進めていくが、毎回の授業の予習・復習に便宜である代表的なテキスト類の例としては、下

記の「参考文献」欄に掲記のものがある。そのほかは開講後に適宜紹介・指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 宇賀克也、2017、『地方自治法概説〔第 7 版〕』、有斐閣 (ISBN:978-4641227224) 

2. 宇賀克也、2015、『行政法概説Ⅲ〔第 4 版〕』、有斐閣 (ISBN:978-4641131903) 

3. 亘理格・北村喜宣編、2013、『重要判例とともに読み解く個別行政法』、有斐閣 (ISBN:978-4641131316) 

4. 磯部力・小幡純子・斎藤誠、2013、『地方自治判例百選〔第 4版〕』、有斐閣 (ISBN:978-4641115156) 

5. 宇賀克也・交告尚史・山本隆司編、2017、『行政判例百選Ⅰ〔第 7 版〕』、有斐閣 (ISBN:978-4641115354) 

6. 宇賀克也・交告尚史・山本隆司編、2017、『行政判例百選Ⅱ〔第 7 版〕』、有斐閣 (ISBN:978-4641115361) 

7. 高木光・宇賀克也編、2014、『行政法の争点』、有斐閣 (ISBN:978-4641113244) 

 特定の教科書を指定せずに授業を進めていくが、毎回の授業の予習・復習に便宜である代表的なテキスト類の例としては、上

記の「参考文献」欄に掲記のものがある。そのほかは開講後に適宜紹介・指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM533 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NM533／国際法 

(Public International Law) 

担当者名 

（Instructor） 
阿部 克則(ABE YOSHINORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国際法の基本構造と基本原則・規則を押さえたうえで、主要論点に関する法的議論を理解し、国際法の実務に必要な基本的知

見を獲得する。  この科目は、展開・先端科目の１つであり、基本法律科目の学習を踏まえて、国際法の実務への対応能力も身

につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバル化する世界において、国際法の役割は重要性を増す一方である。この授業では、標準的な国際法のテキストに基づ

き、国際法の基本構造と基本原則・規則を押さえたうえで、国際法の各分野における主要論点の検討を行う。受講者は、事前に

教科書の該当部分を読み、章ごとの設問に対する解答案を用意して、授業に出席することが求められる。授業当日は、受講者か

ら提出された解答案をもとに、議論を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 国際社会と法・法源 

3. 条約法・国際法と国内法の関係 

4. 国際法の形成と適用と解釈・国際法の主体（１） 

5. 国際法の主体（２）・国家の基本的権利義務 

6. 国家管轄権・外交領事関係法 

7. 国家の国際責任・国家領域 

8. 海洋法 

9. その他の地域及び空間・国際法における個人 

10. 人権の国際的保障 

11. 国際経済法・国際環境法 

12. 国際紛争処理 

13. 武力行使の規制・平和と安全の維持 

14. 武力紛争法 

15. まとめと講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講者は、授業で扱う項目の教科書の該当部分を事前に熟読し、教科書の各章の設問に対する解答案を用意する。解答案は、

授業の前日までに、担当教員に提出しなければならない。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/設問に対する解答案(15%)/授業における質疑応答(15%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 柳原正治他編、2017、『プラクティス国際法講義（第 3 版）』、信山社 (ISBN:9784797224528) 

2. 岩沢雄司編集代表、2018、『国際条約集（2018 年版）』、有斐閣 

 

参考文献（Readings） 

1. 小寺彰他編、2011、『国際法判例百選（第 2 版）』、有斐閣 (ISSN:13425048) 

2. 杉原高嶺・酒井啓亘編、2014、『国際法基本判例（第 2 版）』、三省堂 (ISBN:9784385323275) 

3. 浅田正彦編著、2016、『国際法（第３版）』、東信堂 (ISBN:9784798913353) 

4. 小寺彰他編、2010、『講義国際法（第 2 版）』、有斐閣 (ISBN:9784641046535) 

5. 森川幸一他編、2016、『国際法で世界がわかる：ニュースを読み解く 32 講』、岩波書店 (ISBN:9784000229555) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■NM534 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NM534／憲法の現代的課題 

(Advanced Study of Constitution) 

担当者名 

（Instructor） 
石川 健治(ISHIKAWA KENJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

憲法および憲法学の現在について、総花的にではなく、いくつかの主題を重点的に取り上げながら、講義する。比較研究と歴史

研究を交えて、各主題に通底する憲法論の地下鉱脈にも肉薄したい。最高裁判例などを素材にして、双方向型の講義の理想に

近づけるように努める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本法務研究科における憲法科目の編成のバランス上、本講義では、主たる題材を憲法訴訟論のなかに求めることになるだろう。

その際、民事訴訟法学の泰斗、故三ヶ月章博士のひそみに倣い、原理論から技術論へ、訴訟本質論から訴訟過程論へと、次第

に下降するようにして講義内容を構成する。講義とは元来筋書きのないドラマであり、以下に述べるテーマ例にこだわらず、学生

さんのご要望にも柔軟に対応しながら講義を進めてゆくつもりである。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 （１） いわゆる薬事法判決を素材に、講義全体の見取り図を描く。 

2. 導入 （２） 「論証責任」と立法事実論の関係を論ずる。 

3. 導入 （３） 判例理解をめぐる解釈図式の諸類型を検討する。 

4. 「憲法訴訟」本質論（１） 憲法訴訟の基本概念について論ずる。その前提としての司法権論にも言及する。 

5. 「憲法訴訟」本質論（２） 違憲判決の「効力」論など、前回の議論から出てくる帰結を論ずる。 

6. 「憲法訴訟」客体論 条約・立法不作為を中心に、違憲審査の対象について検討する。 

7. 「憲法訴訟」主体論（１） 当事者論としては、特に第三者の権利の主張適格を論ずる。 

8. 「憲法訴訟」主体論（２） 裁判所論としては、特に裁判官の地位と身分保障を論ずる。 

9. 「憲法訴訟」行為論（１） 裁判所の違憲審査権の行使について。憲法判断回避の準則およびその適用例、憲法適合的解釈

の原則にも言及する。 

10. 「憲法訴訟」行為論（２） 当事者の違憲主張について。攻撃防御方法としての違憲主張と主張制限、上告理由としての違憲

主張と主張制限にも言及する。 

11. 「憲法訴訟」過程論（１） 行政訴訟を中心に、具体的な訴訟の流れに則して、憲法訴訟論上の論点について点検する。 

12. 「憲法訴訟」過程論（２） これまでの講義で取り上げられなかった、憲法訴訟の個別論点について検討する。 

13. 憲法の現代的課題（１） いわゆる森林法判決を素材に、現代的課題を検討する。 

14. 憲法の現代的課題（２） いわゆる津地鎮祭判決を素材に、現代的課題を検討する。 

15. 憲法の現代的課題（３） 近時の憲法問題のなかから、原論的・総論的論点を取り上げる。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

わからなくても良いので、芦部信喜「憲法訴訟における当事者適格」同『憲法訴訟の理論』（有斐閣、1973 年）55 頁以下を、講義

を受ける前に一度、初めから終わりまで読んでみてください。また、初回の講義で砂川判決に言及しますので、判例百選だけでな

く、判決の原文（できれば個別意見まで）を読んでおいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/平常点（授業中の発言・発表・参加の程度など）(20%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 長谷部恭男・石川健治・宍戸常寿編、2013、『憲法判例百選（第 6 版）Ⅰ』、有斐閣 (ISBN:9784641115170) 

2. 長谷部恭男・石川健治・宍戸常寿編、2013、『憲法判例百選（第 6 版）Ⅱ』、有斐閣 (ISBN:9784641115187) 

判例百選（第 6 版）を未だお持ちでない方はご購入ください。予習を必要とする判例についてはそのつど指定します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 芦部信喜先生還暦記念論文集刊行会編、1985、『憲法訴訟と人権の理論――芦部信喜先生還暦記念』、有斐閣 

(ISBN:4641030456) 

2. 渋谷秀樹、1995、『憲法訴訟要件論』、信山社出版 (ISBN:4797220023) 

3. 芦部信喜[ほか]編、1983、『岩波講座基本法学８紛争』、岩波書店 (ISBN:4000101382) 
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4. 兼子一, 竹下守夫、1999、『裁判法』、有斐閣 (ISBN:464100773X) 

5. 戸松秀典, 野坂泰司編、2012、『憲法訴訟の現状分析』、有斐閣 (ISBN:9784641131088) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM535 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NM535／刑事法の現代的課題 

(Advanced Study of Criminal Law) 

担当者名 

（Instructor） 
深町 晋也(FUKAMACHI SHINYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2018 年 5 月 21 日付 成績評価方法を筆記試験からレポート試験に変更（変更理由：受

講者数が 5 人未満であることから、レポートによる評価とした。） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近時の最高裁判例や近時の刑事立法等を題材とした具体的事案の検討を通して，刑事法が直面している現代的な課題に対す

る理解を深めるとともに，具体的事案を対象とした法的処理能力及び法的文書作成能力の向上を目指す。  

 

授業の内容（Course Contents） 

検討対象は，刑法総論及び刑法各論の複合的な分野に渉るものであり，時には他の法分野に関わる問題や， 刑法の基礎理論

に関わる問題も扱うこともある。したがって，「刑法（１）」，「刑法（２）」及び「刑法（３）」を既に履修して全ての単位を取得し，十分な

理解が出来ているか又は（既修者として）それと同等の知識・理解を有することを最低限の前提とする。したがって、「刑事法演習

（1）」を履修した後に履修することを強く推奨する。なお，授業の概要に示した内容はあくまでも例示的なものであり，重要な最高

裁判例が出た場合などは，講義内容を変更することもある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 刑事法の現代的課題・概観 

 全体を概観し，検討課題の特徴を概説する。 

2. 正当防衛論の現代的課題（１） 

 正当防衛の前提状況に関する複数の判例を横断的に検討し，正当防衛論が直面している課題を考察する。 

3. 正当防衛論の現代的課題（２） 

 正当防衛における防衛行為の範囲に関する複数の判例を横断的に検討し，正当防衛論が直面している課題を考察す

る。 

4. インターネットにおける犯罪の成否（１） 

 Winny事件を素材に，いわゆる「価値中立的行為」と共犯の問題に関して，共犯論が直面している課題が何なのかを検討

する。 

5. インターネットにおける犯罪の成否（２） 

 違法サイトへのリンクを張る行為や，違法情報を削除しないで放置する行為等の刑事的規制につき，不作為犯論や共犯

論の観点から検討を加える。また，近時特に問題となっているリーチサイト規制についても扱う。 

6. インターネットにおける犯罪の成否（３） 

 インターネットを利用したいじめ，リベンジポルノ，名誉毀損といった諸問題を扱う。 

7. ドメスティック・ヴァイオレンス（DV）の現代的課題 

 DV事案の諸事例を検討しつつ，DV被害者が最終的に加害者となった場合における刑法的規律について，正当防衛論

や緊急避難論を含む様々な観点から検討を加える。 

8. 被害者保護と被害者の意思（１） 

 被害者保護の要請が高まる現代社会において，被害者の意思を刑法上どのように，どの程度考慮すべきかという問題に

つき，特に窃盗罪や詐欺罪，住居侵入罪を題材にして検討を加える。 

9. 被害者保護と被害者の意思（２） 

 被害者保護の要請が高まる現代社会において，被害者の意思を刑法上どのように，どの程度考慮すべきかという問題に

つき，特に親族相盗例を題材にして検討を加える。 

10. 性犯罪の現代的課題 

 性犯罪を巡るヨーロッパ諸国の動向などを概観しつつ，我が国の性犯罪規定の改正（2017年改正）を踏まえて，性犯罪規

定のあり方について検討を加える。 

11. ストーカー行為の刑事的規制 

 ストーカー行為に対する刑事的規制のあり方について，ストーカー行為等規制法を中心に概観しつつ，その問題点を検討

する。2016 年改正についても，オンラインハラスメントとの関係で扱う。 

12. 児童虐待の現状と課題 

 児童虐待の現状について分析を加えつつ，児童虐待において生じる法的諸問題に検討を加える。また、いわゆる「児童虐

待罪」の導入の可否も検討しつつ，近時の条例に動向についても分析を加える。 

13. 刑罰拡散化時代における刑事的規制の限界（１） 

 重罰化・犯罪化の進行する現代社会における，刑事的規制の意義とその限界について，自動車運転を巡る近時の法改

正などを題材にしつつ，考察を加える。 

14. 刑罰拡散化時代における刑事的規制の限界（２） 

 重罰化・犯罪化の進行する現代社会における，刑事的規制の意義とその限界について，様々な条例を題材にしつつ，考



 - 113 - 

察を加える。 

15. まとめと講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前準備については，必要に応じて掲示，学内ネットや講義において指示を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/小テスト（3 回）(30%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

市販の教科書等は指定しない。講義内で配布する教材を使用する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM537 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NM537／観光法 

(Travel Law) 

担当者名 

（Instructor） 
畑 敬(HATA KEI)／小池 修司(KOIKE SHUJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

観光業の視点から関連する法令を横断的に俯瞰し、観光分野に携わる法律実務家として必要な知識・判例について理解を深め

ることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各回毎にテーマとなる法令と、その分野に関する裁判例を題材にケーススタディを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義ガイダンス、障害者差別解消法 

2. 商事寄託とホテル約款 

3. 旅館業法及び住宅宿泊事業法の概説 

4. 旅行業法 

5. 旅行契約の法的性質 

6. 標準旅行業約款の概説及び旅行契約の成否をめぐる事例 

7. 消費者契約法と旅行契約 

8. 消費者契約法とマイレージ 

9. 旅行契約と安全確保義務 

10. 不正競争防止法 

11. 独占禁止法 

12. 景品表示法 

13. プロバイダ責任制限法 

14. 労働基準法と旅程管理 

15. まとめと講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回でテーマとなる法令及びその分野の判例について予習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業参加度(30%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

各回にレジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM538 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NM538／裁判外紛争解決（ＡＤＲ）法 

(Alternative Dispute Resolution) 

担当者名 

（Instructor） 
鍋島 智彦(NABESHIMA TOMOHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

民事紛争の処理の制度として、交渉、調停、仲裁等の裁判外紛争解決手続（ADR）の機能・役割を理解し、法律実務における

ADRの運用や課題について検討し、理解を深めます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

交渉、調停、仲裁等の ADRの制度の概要を解説するだけでなく、ADR と裁判手続との関係、関係者の手続における関わり合い

等を含め、調整のプロセスとしての紛争解決手続のあり方について、具体的な事例に基づき、実務的な観点から検討します。授

業は、基本的に双方向型で実施することを予定しており、特に、具体的な事例に基づく検討にあたっては、ディスカッション形式も

用いつつ、進めたいと考えています。なお、授業計画は、講義の進捗状況に応じて、順番の入れ替え等の調整を行う場合があり

ます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 教員の自己紹介、授業の目標及び内容の共有、ADR の概説 

2. 民事紛争の解決手段としての ADRの位置づけ 

3. 各種 ADRの制度の特徴（裁判手続との比較） 

4. 中立的第三者及び弁護士の役割、重要性 

5. 法律相談、交渉 

6. 調停の機能、運営及び具体的事例の検討 

7. 調停の具体的事例の検討 

8. ADR促進法の概説及び各認証 ADR機関の特徴の概観 

9. 認証 ADR機関としての立教大学観光 ADRの取組み①（調停の運営実務） 

10. 認証 ADR機関としての立教大学観光 ADRの取組み②（認証 ADR機関の手続主体としての課題） 

11. ADRの履行の確保 

12. 仲裁の機能、運営及び具体的事例の検討 

13. 仲裁の具体的事例の検討 

14. 国際商事仲裁の概要及び実務 

15. まとめと講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に適宜指定します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/各授業における参加、応答(30%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは特に指定しません。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指定します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM601 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／刑事実務演習 

(Seminar on Criminal Law and Practice) 

担当者名 

（Instructor） 
南川 学(NANKAWA MANABU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6730 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 法曹は，実際に生起する事案の問題点を把握し，適確に対応することが求められる。本演習では，刑法及び刑事訴訟法の基

本を習得していることを前提に，裁判例等に基づき作成した事例を提示して，授業時間内にその問題点を検討・起案させた上，起

案内容について教員と学生間で討論を行う。その上で，次回までに同起案を添削・返却し，起案では問わない実務上の問題も含

めて新たに討論し，教員において講評を行う。このような起案，討論，講評等を通じて，法曹に相応しい学識，刑事法に関する法

解釈適用能力，論理的思考力，文章及び口頭表現能力を高めることを目指す。 

 毎回，事例について起案を行い，その上で，密度の濃い討論等を行うという高度な内容を目指すため，刑法及び刑事訴訟法等

に関する基本的理解があることはもとより，殊に学習意欲の高い学生１０名程度を対象とした演習とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 毎回，重要論点・テーマごとに授業時間を割り当て，具体的事例に対する起案，討論，講評等を通じて，上記各論点・テーマに

関する刑事実務上の諸問題を網羅的に履修する予定である。 また，複数回において，従前検討した事例を発展させた事例問

題を利用した小テストを実施し，知識・理解の定着を図る。 

 なお，学生の習熟度に応じ，テーマを変更することもある。 

 小テストやテーマ変更に関しては事前に学生に周知して，十分な準備期間を与えて実施する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 捜査に関する実務上の問題①（起案，討論，講評） 

 捜査の端緒，任意捜査，強制捜査（逮捕・勾留，捜索・差押等），被疑者の権利（接見交通権等） その他，捜査に関する

刑事実務上の問題を含む事例を提示して，授業時間内にその問題点を検討・起案させる。起案後，討論を行う。 

2. 捜査に関する実務上の問題②（起案，討論，講評） 

 前回授業の起案を添削・返却した上で，発展的な問題も含めて討論及び講評を行うとともに，捜査に関する追加の事例を

提示し，起案・討論する。 

3. 捜査に関する実務上の問題③（起案・討論・講評） 

 前回授業の起案を添削・返却した上で，発展的な問題も含めて討論及び講評を行うとともに，捜査に関する追加の事例を

提示し，起案・討論する。 

4. 捜査に関する実務上の問題④（起案・討論・講評） 

 前回授業の起案を添削・返却した上で，発展的な問題も含めて討論及び講評を行うとともに，捜査に関する追加の事例を

提示し，起案・討論する。 

5. 公訴に関する実務上の問題①（起案・討論・講評） 

 前回授業の起案を添削・返却した上で，討論・講評を行う。 

 さらに，公訴提起の基本原則，公訴提起の手続，訴因と公訴事実，訴訟条件その他，公訴に関する刑事実務上の問題を

含む事例を提示して，起案・討論する。 

6. 公訴に関する実務上の問題②（起案・討論・講評） 

 前回授業の起案を添削・返却した上で，発展的な問題も含めて討論及び講評を行うとともに，公訴に関する追加の事例を

提示し，起案・討論を行う。 

7. 公判に関する実務上の問題①（起案・討論・講評） 

 前回授業の起案を添削・返却した上で，発展的な問題も含めて討論・講評を行う。 

 さらに，伝聞法則，自白，違法収集証拠その他，公判に関する刑事実務上の問題を含む事例を提示して，起案・討論す

る。 

8. 公判に関する実務上の問題②（起案・討論・講評） 

 前回授業の起案を添削・返却した上で，発展的な問題も含めて討論及び講評を行い，公判に関する追加の課題を提示

し，起案・討論する。 

9. 公判に関する実務上の問題③（起案・討論・講評） 

 前回授業の起案を添削・返却した上で，発展的な問題も含めて討論及び講評を行う。引き続き，公判に関する追加の事

例を提示し，起案・討論する。 

10. 公判に関する実務上の問題④（起案・討論・講評） 

 前回授業の起案を添削・返却した上で，発展的な問題も含めて討論及び講評を行う。引き続き，公判に関する追加の事

例を提示し，起案・討論する。 

11. 刑事実務上の総合問題①（起案・討論・講評） 
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 前回の授業の起案を添削・返却した上で，発展的な問題も含めて討論及び講評を行う。 

 さらに，範囲を限定せず，刑事実務上の諸問題を含む事例を提示して，起案・討論する。 

12. 刑事実務上の総合問題②（起案・討論・講評） 

 前回授業の起案を添削・返却した上で，発展的な問題も含めて討論及び講評を行うとともに，追加の事例を提示し，起案・

討論する。 

13. 刑事実務上の総合問題③（起案・討論・講評） 

 前回授業の起案を添削・返却した上で，発展的な問題も含めて討論及び講評を行うとともに，追加の事例を呈示し，起案・

討論する。 

14. 刑事実務上の総合問題④（起案・討論・講評） 

 前回授業の起案を添削・返却した上で，発展的な問題も含めて討論及び講評を行うとともに追加の事例を呈示し，起案・

討論する。 

15. 定期試験期間中のテストの講評 

 定期試験期間中のテストを実施した後，その解説を実施する。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 授業外学習の指示は，履修登録完了後に Blackboard上で行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/起案及び小テスト(40%)/授業への積極的参加の程度(30%) 

原則として定期試験期間中に最終テストを行う。 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 廣瀬健二、２０１７年、『コンパクト刑事訴訟法第２版』、新世社 

2. 宇藤崇・松田岳士・堀江慎司、２０１８年刊行予定、『リーガルクエスト刑事訴訟法第２版』、有斐閣 

3. 井上正仁・大澤裕・川出敏裕編、２０１７年、『刑事訴訟法判例百選第１０版』、有斐閣 

4. 古江頼隆、２０１５年、『事例演習刑事訴訟法（第２版）』、有斐閣 

5. 廣瀬健二編著、２０１３年、『刑事公判法演習』、立花書房 

6. 松尾浩也・岩瀬徹編、２０１２年、『実例刑事訴訟法Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ』、青林書院 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM602 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／民事実務演習 

(Seminar on Private Law and Practice) 

担当者名 

（Instructor） 
原田 史緒(HARADA SHIO)／清永 敬文(KIYONAGA TAKAFUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本演習では，民法，民事訴訟法，要件事実等の基本を習得していることを前提に，設例の検討・討論を通じて，民事実務に必要

な法的知識や，事案分析能力，法的思考能力，法的議論・説得能力等の獲得・向上を図る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回授業の始めに設例を示し，訴訟物・要件事実や民事訴訟法を中心とした法的問題点等について，その場で検討・討論を行

う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 設例に基づいて，訴訟物，要件事実，当事者の確定等に関する検討・討論を行う。 

2. 設例に基づいて，訴訟物，要件事実，処分権主義等に関する検討・討論を行う。 

3. 設例に基づいて，訴訟物，要件事実，一部請求等に関する検討・討論を行う。 

4. 設例に基づいて，訴訟物，要件事実，訴えの利益等に関する検討・討論を行う。 

5. 同上 

6. 設例に基づいて，訴訟物，要件事実，二重起訴の禁止等に関する検討・討論を行う。 

7. 設例に基づいて，訴訟物，要件事実，弁論主義等に関する検討・討論を行う。 

8. 同上 

9. 同上 

10. 設例に基づいて，訴訟物，要件事実，訴訟行為の瑕疵と治癒等に関する検討・討論を行う。 

11. 設例に基づいて，訴訟物，要件事実，自由心証主義等に関する検討・討論を行う。 

12. 設例に基づいて，訴訟物，要件事実，訴訟上の和解等に関する検討・討論を行う。 

13. 設例に基づいて，訴訟物，要件事実，既判力等に関する検討・討論を行う。 

14. 同上 

15. まとめと講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回事前に，掲記されている民事訴訟法上のテーマに関する自己の法的知識を予め点検し，関連する他の法的知識と併せて相

応の準備をしておいてほしい。また，授業後は，取り上げられた要件事実や法的問題点について復習し，自己のものとして定着さ

せてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/討論・発言内容，授業態度その他(60%) 

原則として定期試験期間中に最終テストを行う。 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM711 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NM711／倒産法特別演習 

(Special Seminar on Bankruptcy Law) 

担当者名 

（Instructor） 
貝瀬 幸雄(KAISE YUKIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

倒産処理法の講義を踏まえ、具体的問題の解決能力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「ロースクール倒産法」の各ユニットについて担当者が報告し、質疑応答を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 手続の選択 

2. 手続の開始 

3. 手続機関 

4. 契約関係の処理 

5. 賃借権 

6. 担保権 

7. 債権の順位 

8. 詐害否認 

9. 偏頗行為否認 

10. 相殺権 

11. 債権の届出 

12. 財団の管理 

13. 再生計画 

14. 消費者破産 

15. 個人再生 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

倒産法講義で用いたテキストとレジュメを読み直し、毎回下記のテキストを予習してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告と質疑(100%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 三木浩一ほか、『ロースクール倒産法』、有斐閣 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM721 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NM721／租税法特別演習 

(Special Seminar on Tax Law) 

担当者名 

（Instructor） 
浅妻 章如(ASATSUMA AKIYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 講義で充分に扱いきれなかったケース等（主に『ケースブック租税法』による）を取り上げてケーススタディを行ない，更に租税法

に習熟することを目指す。民法・商法等で様々な取引を学ぶと思うが，そうした取引に際し，租税法上どのような問題が生じそうで

あるか，という勘を養わねば，実際の取引を仕組むことは大変危険である。租税回避のポイント（納税者側も課税庁側も熟知する

必要がある）として，所得（租税属性）を有利なものに移転する，という感覚を身につけてほしい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 租税法の問題を考えるには，或る取引がある場合に，お金の支払側と受け手側の両方の税務上の扱いを考える癖をつけるべ

きである。とりわけ，試験作成者がしばしば問題にしたがるのは，受け手側で課税がなされるのに，支払側でも経費・損金への算

入が認められず，二重課税が発生する可能性がある場面である。また，プラス項目とマイナス項目を分けて考える癖をつけるべ

きである（特に，法人税法の場合，それぞれ益金と損金に該当するか否か考えることになる）。所得概念がどのように構成されて

いるかを踏まえ，上記のような癖を身につけることが出来れば，実務でも調べるべき法条にアクセスしやすくなるであろう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 111.01, 131.01 大嶋訴訟 

140.02 パチンコ球遊器事件 

125.01 土地譲渡損失損益通算否定事件 

2. 164.02 相互売買事件 

164.04 外税控除余裕枠事件 

164.05 パラツィーナ事件 

3. 234.04 弁護士夫婦事件 

213.02 歯科医院親子共同経営事件 

234.01 鉄骨財取得価額事件 

4. 211.02 利息制限法違反利息事件 

231.03 高松市塩田宅地事件 

323.03 株式会社エス・ヴィ・シー事件 

5. 223.03 通勤定期券課税事件 

232.01 雑所得貸倒分不当利得返還請求事件 

232.03 仙台家賃増額請求事件 

6. 221.03 鈴や金融株式会社事件 

323.02 東光商事株式会社事件 

241.01 岩手リゾートホテル事件 

7. 211.04 年金払い生命保険年金二重課税事件 

223.01, 224.01 弁護士顧問料事件 

224.02 会社取締役商品先物取引事件 

8. 222.07 譲渡所得の応用問題 

222.01 榎本家事件 

222.02 名古屋医師財産分与事件 

9. 222.03 サラリーマン・マイカー訴訟 

222.04 川之江市井地山造成地事件 

222.05ゴルフ会員権贈与事件 

10. 222.06 支払利子付随費用判決 

222.08 浜名湖競艇場用地事件 

231.02 賃貸用土地贈与事件 

11. 321.03 大竹貿易会社事件 

324.04 興銀事件 

324.05 日本美装株式会社事件 

12. 322.02 南西通商株式会社事件 

322.03 清水惣事件 

322.05 オウブンシャホールディング 
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13. 325.02 太洋物産売上値引事件 

325.03ＰＬ農場事件 

312.03ネズミ講事件 

14. 123.01 丸中縫工株式会社事件 

340.02 南日本高圧コンクリート事件 

340.03 株式会社塚本商店事件 

15. 源泉徴収及び平成 29 年以後重要裁判例 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

租税法講義を受講済みであることが望ましいです。 

中里実他編著『租税法概説』の所得税・法人税（地方税・組織再編等除く）をマスターしていることが望ましいです。 

初回，3 事件について予習しケースブックの課題を解いてきてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業毎の予習の程度(50%)/授業への積極的参加の程度(50%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 金子宏他、2017、『ケースブック租税法 5 版』、弘文堂 (ISBN:978-4-335-30517-7) 

2. 中里実他編著、2015、『租税法概説 2 版』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-13178-1) 

3. 中里実・増井良啓、2017、『租税法判例六法 3 版』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-00151-0) 

 

参考文献（Readings） 

1. 金子宏、2018、『租税法 23 版』、弘文堂 

2. 中里実他、2016、『租税判例百選 6 版』、弘文堂 (ISBN:978-4641115293) 

3. 佐藤英明、2016、『スタンダード所得税法 2 版』、弘文堂 (ISBN:978-4335356728) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www.rikkyo.ne.jp/web/asatsuma/ 

 

注意事項（Notice） 
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■NM731 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NM731／経済法特別演習 

(Special Seminar on Economic Law) 

担当者名 

（Instructor） 
越知 保見(OCHI YASUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本演習は，事例演習(過去司法試験問題は面白い事例が多く，これも取り上げたい)を中心として，実務に対応可能な独占禁止法

の分析手法の習得を目的とする。独禁法では，日米欧のコンバージェンスが進んでいることから，事例研究では欧米の実務との

比較の観点も取り入れ，他の法領域との総合理解を重視した検討を行う。起案練習などにより，深い理解，知識を実務上活用で

きるようにすることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習は，思考力・議論する能力と書く力の育成に力を入れる。司法試験問題を含む事例を題材にして，事業者・執行者側の双

方の立場を分析し，メモランダムにまとめられるよう課題を与え，添削指導を行う。百選・ガイドラインを持参すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 垂直的制限(1) 再販価格維持と非価格的制限・ブランド内競争とブランド間競争 

2. 垂直的制限(2) 資生堂事件最判・選択的流通制度。インターネット取引の制限 

3. 垂直的制限(3) 排他条件付取引と抱き合わせ 

4. 不当廉売・価格による排除行為 

5. 不公正な取引方法と私的独占 NTT東日本事件最判・JASRAC事件最判 

6. 非価格的排除行為・取引妨害 

7. 価格カルテルと入札談合 1 多摩談合事件最判 

8. 価格カルテルと入札談合 2 域外適用とブラウン管事件最判（平成 29年 12 月 15 日） 

9. 課徴金とリニエンシー制度・審査手続 

10. 水平的協力協定・共同開発・共同販売・共同購入 

11. 事業者団体規制 

12. 企業結合規制：ジョイントベンチャー・株式取得 

13. 知的財産と独禁法 

14. 優越的地位の濫用 

15. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回の事例問題について起案の構成メモを準備しておくことが望ましい。各回の復習では，落とした論点キーワードを入れた構

成メモの改訂作業をすること，2 コマに一事例程度は，実際の起案例を作っておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

期末テスト(34%)/起案など課題への取り組み(33%)/授業への取り組み(33%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 金井貴嗣・川濵昇・泉水文雄編著、2015、『独占禁止法（第 5版）』、弘文堂 (ISBN:9784335356360) 

2. 菅久修一編著；品川武・伊永大輔・原田郁著、2015、『独占禁止法（第 2 版）』、商事法務 (ISBN:9784785722821) 

 

参考文献（Readings） 

1. 金井貴嗣・泉水文雄・武井邦宣編、2017、『経済法審決・判例百選（第 2 版）』、有斐閣 (ISBN:9784641115347) 

2. 越知保見、2013、『独禁法事件・経済犯罪の立証と手続的保障』、成文堂 (ISBN:9784792326302) 

3. 上杉秋則、2013、『独禁法による独占行為規制の理論と実務』、商事法務 (ISBN:9784785721428) 

4. 越知保見、2005、『日米欧独占禁止法』、商事法務 (ISBN:4785712708) 

『日米欧独占禁止法』は絶版のためコピーの配布を検討中。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM741 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NM741／知的財産法特別演習 

(Special Seminar on Intellectual Property Law) 

担当者名 

（Instructor） 
上野 達弘(UENO TATSUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

知的財産法は，近時の法律実務における重要な私法先端系分野のひとつに数えられよう。本講義は，そうした知的財産法のうち

著作権法に焦点を当てる。著作権法は，文芸，学術，美術，音楽といった分野に属する知的財産を保護することにより「文化の発

展に寄与することを目的とする」（１条）法律である。この著作権法においては，権利の発生について登録を要件としない無方式主

義が採用されている。こうした点から， 著作権法は特許法や商標法といった産業財産権法とは基本的性格を異にするところがあ

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 そこで，本講義は著作権法について，知的財産法全体および民事法全体からの体系的視角を意識しながら，受講者が基本的

知識を修得するとともに，個別問題に対処する応用力を体得できるようにすることを目的とする。手法的には，身近なトピックを含

む豊富な事例をプロジェクタ等を用いて視聴覚的に紹介しながら参加者の理解と関心を促すことにも留意したい。 

 あわせて，本講義では，特許法および著作権法の両方にわたる諸論点につき，さまざまな演習問題を素材として議論を行う。こ

れによって，論点に関する理解を深めるとともに，論述力を高めることを目的とする。 

 内容および方法については，実際の受講生のレベルと希望に応じて柔軟に対応する予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 基本構造 

2. 著作物（総論）： 著作物性 

3. 著作物（各論）： 二次的著作物・編集著作物 

4. 著作者（総論）： 創作者主義 

5. 著作者（各論）： 職務著作・映画著作物 

6. 権利の侵害： 依拠性・類似性 

7. 著作権 

8. 著作者人格権 

9. 権利制限規定／保護期間 

10. 著作隣接権 

11. 権利の取引・救済 

12. 演習１ 

13. 演習２ 

14. 演習３ 

15. 演習４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

特になし 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

議論への参加、発言(50%)/起案の内容(50%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 島並良･上野達弘･横山久芳、2016、『著作権法入門（第 2 版）』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-14480-4) 

2. 島並良･上野達弘･横山久芳、2014、『特許法入門』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-14450-7) 

 

参考文献（Readings） 

1. 小泉直樹･田村善之･駒田泰土･上野達弘編、2016、『著作権判例百選〔第 5 版〕』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-11526-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM751 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NM751／労働法特別演習 

(Special Seminar on Labor Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
具体的な労働問題を検討する。 

担当者名 

（Instructor） 
砂押 以久子(SUNAOSHI IKUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 労働法上の諸問題に関する基礎知識を習得したうえで，法律実務家として論理的思考力や自己表現能力を高めることを目指

す。 

 「労働法」で習得した知識を確実にするためには，事例を通して実際に書いてみることがきわめて重要である。そこで，この授業

においては，労働法上のさまざまな事例を取り上げ，個々の受講生に実際に論述してもらうこととする。 

 到達目標は，「労働法」の講義で学修した知識をより確実なものにし，的確に論述できる能力を習得することである。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 授業計画の前半においては，「労働法」同様，教材として，各ユニットごとに詳細なレジュメを事前に配付するので，各自これを

予習した上で，必要な文献に当たっておくことが求められる。授業では，これを前提として，予め指定した問題を受講生全体で考

えていくというスタイルをとる。 

 授業計画の後半「総合的考察」においては，受講者は，事前に指定された判例，論文および教科書の該当箇所を学修した上で

授業に臨み，指定した事項に関する事例について実際に論述することになる。その後， 各受講生は，自己の論述を踏まえ，教

員との質疑応答，受講者同士のディスカッションを行うことになる。 このことにより，労働法の知識を確実なものとする。なお，取り

扱うテーマが若干前後する場合があること，また，「総合的考察」については，取り扱う事例が，変更される場合のあることを，あ

らかじめ了承いただきたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 労働者の人権 

2. 雇用差別 

3. 安全衛生・労働災害 

4. 労働組合と団体交渉 

5. 団体行動 

6. 不当労働行為 

7. 労働紛争の処理 

8. 労働市場と法規制・合併・事業譲渡・会社分割と労働関係・競業避止義務・秘密保持義務 

9. （総合的考察） 

労働条件の変更その１ 

10. （総合的考察） 

労働条件の変更その２ 

11. （総合的考察） 

配転・解雇をめぐる問題その１ 

12. （総合的考察） 

配転・解雇をめぐる問題その２ 

13. （総合的考察） 

賃金の支払等をめぐる問題その１ 

14. （総合的考察） 

賃金の支払等をめぐる問題その２ 

15. まとめと講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

  「労働法」（NM520）を履修しているか，あるいは，「労働法」（NM520）で取り扱った内容に関して，充分な知識を有することを前

提とする。 

  授業のためのレジュメは，あらかじめ配布する。 

  受講生は，レジュメの指示に沿った十分な予習が必要である。 

  担当教員が指示する判例・文献などは，基本的なものであり，各自そこから発展させて，より深く予習をしておくことが内容の

理解度を深める意味では効果的である。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内発言(40%)/授業内小テスト（3 回以上実施）(60%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 荒木尚志ほか、2015、『ケースブック労働法〔第４版〕』、有斐閣 (ISBN:9784641144743) 

 

参考文献（Readings） 

1. 菅野和夫、2016、『労働法〔第１１版〕』、弘文堂 (ISBN:9784335304729) 

2. 村中孝史ほか編、2016、『労働判例百選〔第９版〕』、有斐閣 (ISSN:13425048) 

3. 土田道夫ほか編、2014、『労働法の争点』、有斐閣 (ISSN:04480791) 

 その他の参考文献については、最初の授業で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM761 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NM761／環境法特別演習 

(Special Seminar on Environmental Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
公害・環境判例の分析を通じた基礎知識の定着 

担当者名 

（Instructor） 
手塚 一郎(TEZUKA ICHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 主要な環境法分野における紛争解決のための基礎知識の定着を図る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 環境法の基礎知識を有する学生（本研究科の「環境と法」を履修済みの者）を主な対象として、環境法各論ともいうべき個別法

による諸制度を再確認し、それらを前提とした公害・環境訴訟の状況を正確に把握できるよう、判例・裁判例の分析を行う。 

 具体的に取り上げる主な個別法は、環境基本法、環境影響評価法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、土壌汚染対策法、循

環基本法、廃棄物処理法、容器包装リサイクル法、自然公園法、地球温暖化対策推進法である。 

 演習科目であるから、担当者による説明だけではなく履修者に判例分析等の報告を求め、それに基づく議論を行うことなどを予

定している。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 環境民事訴訟の概観（１） 

2. 環境民事訴訟の概観（２） 

3. 環境行政訴訟の概観（１） 

4. 環境行政訴訟の概観（２） 

5. 生活妨害 

6. 大気汚染 

7. 水質汚濁 

8. 土壌汚染 

9. 廃棄物処理（１） 

10. 廃棄物処理（２） 

11. 自然環境保全 

12. 景観・眺望侵害 

13. 環境影響評価 

14. 地球環境保全／環境法の理念・原則と環境訴訟 

15. まとめと講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 予習としては、テキストの対象範囲を事前に通読して基本事項を再確認することに加え、指定された判例・裁判例を検討してお

くことが求められる。復習としては、授業で取り上げたものと関連する他の判例・裁判例の検討が中心となる。各回の授業時間外

学習の具体的な内容は Blackboard上で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への取り組み（発言、報告内容など）(40%)/中間レポート（2回を予定）(20%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大塚直、2016、『環境法 BASIC（第 2 版）』、有斐閣 (ISBN:9784641137547 ) 

上記テキストの他、各自が民法（特に不法行為法）および行政法の学習で利用したテキストを適宜参照すること。 

 

参考文献（Readings） 

1. 淡路剛久・大塚直・北村喜宣編、2011、『環境法判例百選（第 2 版）』、有斐閣 (ISBN:9784641115064) 

2. 大塚直・北村喜宣（編）、2009、『環境法ケースブック（第 2 版）』、有斐閣 (ISBN:9784641130555) 

 上記文献のうち『環境法判例百選』についてはテキストである『環境法 BASIC』と併せて手もとに置いて活用することが望ましい

が、近日中の改訂が予定されているので、購入の際は第 3 版の刊行予定時期に留意すること。 

 また、本科目との関係では『環境法ケースブック』の購入は必須ではない。 
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 その他の参考文献は配付資料等の中で随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 資料等は Blackboard上で配付するので、本科目のページを定期的に確認すること。 

 実際の履修者のレベルや希望等に応じて、「授業の内容」欄記載の授業形式や「授業計画」欄記載の計画を変更する可能性が

あることをご承知おき願いたい。 

 

注意事項（Notice） 
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■NM771 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NM771／国際法特別演習 

(Special Seminar on Public International Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際法判例研究 

担当者名 

（Instructor） 
岩月 直樹(IWATSUKI NAOKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国際裁判所および国内裁判所が下した近年の判決・勧告的意見をとりあげ、その意義を具体的事件の処理、過去の国際判決・

意見との関係という二つの視点から検討し、その意義を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各回、主な検討対象となる判決・意見を取り上げ、主要な争点に関わる判断の要約、関連する先例との関係の検討について報

告者が作成したレジュメを基に検討する。なお、取り上げる判決・意見は受講者の関心に応じて変更する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 国際判例研究１：2000年 4月 11 日の逮捕状事件（ICJ 判決・2002 年 2 月 14 日） 

3. 国際判例研究２：刑事司法共助に関する特定問題事件(ICJ 判決・2008 年 6 月 4 日) 

4. 国際判例研究３：リギタン島とシパダン島の主権に関する事件(ICJ 判決・2002年 12 月 17 日) 

5. 国際判例研究４：ラグラン事件（ICJ 判決・2001年 6月 27 日） 

6. 国際判例研究５：ウルグアイ川パルプ工場事件（ICJ 判決・2010 年 4 月 20 日） 

7. 国際判例研究６：ガブチコボ・ナジマロシュ事件（ICJ 判決・1997年 9 月 25 日） 

8. 国際判例研究７：ジェノサイド条約適用事件（）（ICJ判決・2007年 2 月 26 日） 

9. 国際判例研究８：南氷洋捕鯨事件（ICJ 判決・2014年 3月 31 日） 

10. 国際判例研究９：核軍備競争の停止と核軍備の縮小に関する交渉義務事件(マーシャル諸島対英国)(ICJ 判決・2016年 10

月 5 日) 

11. 国際判例研究１０：核兵器の威嚇又は使用の合法性(ICJ 勧告的意見・1996 年 7 月 8 日) 

12. 国際判例研究１１：ロッカービー航空機事故をめぐるモントリオール条約の解釈・適用事件（ICJ判決・1998 年 2 月 27 日) 

13. 国内判例研究１：ベルヌ条約事件（最高裁判決・2011 年 12 月 8 日） 

14. 国内判例研究２：イラン人退去強制事件（大阪高裁判決・2015年 11月 27 日） 

15. 総括討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前の指示に基づき、関連文献を精読しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業での積極的な問題提起と意見の表明(60%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜、配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 小寺彰（他）、2011、『国際法判例百選 第２版』、有斐閣 (ISBN:9784641115040) 

2. 松井芳郎（他）、2006、『判例国際法 第２版』、東信堂 (ISBN:9784887136755) 

3. 杉原高嶺（他）、2014、『国際法基本判例 50 第２版』、三省堂 (ISBN:9784385323275) 

適宜、配付する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM801 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／公法発展演習 

(Advanced Seminar on Constitution) 

担当者名 

（Instructor） 
渋谷 秀樹(SHIBUTANI HIDEKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 この科目では，憲法に関する事例演習を通じて，法曹として活躍する者にとって必要な，具体的な事案に対処する適切な思考

様式の修得と優れた解決案の作成能力の獲得を目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 事例問題を事前に受講者に示し，または配布する。そして，各事例問題の担当者をあらかじめ指名し，起案を事前に作成し提

出してもらう。それを，授業前に全員に配布し，検討した上で，授業に臨んでもらう。授業時においては，当該起案について，全員

が疑問点や意見を出し合い議論していく過程を通して思考様式を養い，同時にそれをブラッシュ・アップしていくことにしたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. たばこパッケージへの有害表示義務付けに関する紛争 

2. まちづくり条例に基づく宗教団体の排除に関する紛争 

3. インターネット上のフィルタリング・ソフトに関する紛争 

4. 大学教員の先端臨床治療に関する紛争 

5. ホームレスの福祉受給権に関する紛争 

6. インターネット上のストリート・ビューに関する紛争 

7. 政教分離原則に関する紛争 

8. デモ行進と大学内における集会に関する紛争 

9. 観光地におけるタクシー事業免許に関する紛争 

10. 思想・良心に基づく採用拒否に関する紛争 

11. 性犯罪前科者の継続監視に関する紛争 

12. 文化事業奨励金をめぐる紛争 

13. 外国人労働者をめぐる紛争 

14. 2018 年度司法試験・公法系科目〔第 1 問〕 

15. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 各回の担当者は，授業日の 2日前までに起案を提出しなければならない。その日のうちに，その起案を Blackboardにアップす

るので，担当者以外の者は，それを綿密に読んで，それぞれの起案内容の問題点を十分に考えて，授業に臨まなければならな

い。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/提出された起案の内容，授業中の発表・質問・回答・参加の程度など(80%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 渋谷秀樹、2017 年、『憲法（第 3 版）』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-22723-1) 

2. 渋谷秀樹、2017 年、『憲法起案演習』、弘文堂 (ISBN:978-4-335-35717-6) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 第 1 回の授業で取り上げる課題に対する起案の内容と成績・学習意欲等に基づいた選考を行う。第 1 回の授業は，選考のた

めに提出された起案のうち，優秀なもの 2・3 通を取り上げて行う。それ以降の授業の担当者は，第 1 回の授業時に指名する。 

 各回に扱う課題・受講者が提出した起案・解説レジュメについては，原則としてすべて Blackboard へのアップによって行う。各回

のテーマおよび順序などについては，変更する場合もある。 

 

注意事項（Notice） 
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■NM811 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／民事法発展演習 

(Advanced Seminar on Private Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民法事例演習 

担当者名 

（Instructor） 
前田 陽一(MAEDA YOUICHI)／吉田 大輔(YOSHIDA DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

民法について一定水準の実力に達している 3 年生（最大 5 名程度）を対象に，民法の基本的な知識の再確認とその定着を図り

つつ，新たな問題にも対応できる更なる実力（応用力）を養成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 前半は，不法行為以外の財産法の分野について，要件事実などの実務的な観点も視野に入れながら，判例演習や事例演習を

行う。後半は，不法行為および家族法の分野（家族法については財産法との交錯領域を含む）について，理論的な観点を重視し

ながら，判例演習や事例演習を行う。 

 事例演習については，例えば，①授業の前半に起案をして，後半に受講生全員の起案のコピーを全員で順に検討したり，②授

業 1 回分約 90 分を使って起案をして，その次の回に受講生全員の起案のコピーを全員で順に検討する，などの進行方法をとる

ことを考えている。 

 下記の「授業計画」は，一部変更されることがある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 財産法１ 

2. 財産法２ 

3. 財産法３ 

4. 財産法４ 

5. 財産法５ 

6. 財産法６ 

7. 財産法７ 

8. 不法行為法１ 

9. 不法行為法２ 

10. 不法行為法３ 

11. 家族法１ 

12. 家族法２ 

13. 家族法３ 

14. 家族法４ 

15. まとめと講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

民法の総復習を行うため，事前の予習よりも，事後の復習に重点を置いてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

積極的な参加(40%)/小テスト(2回)(60%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM815 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／民事法発展演習 

(Advanced Seminar on Private Law) 

担当者名 

（Instructor） 
貝瀬 幸雄(KAISE YUKIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ヨーロッパ民事訴訟法史に関する基礎知識を習得し、比較法に関する英語論文を読む力を身に着ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

貝瀬のヨーロッパ民事訴訟法史論を購読するとともに、John Bell, M. Lasser の英語論文を精読する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文献案内。ヨーロッパ民事訴訟法史論（１）。 

2. ヨーロッパ民事訴訟法史論（２）。 

3. ヨーロッパ民事訴訟法史論（３）。 

4. ヨーロッパ民事訴訟法史論（４）。 

5. 手続的ユス・コムーネの再生。 

6. 手続的ユス・コムーネの再生。 

7. J. Bell 論文購読。 

8. J. Bell 論文購読。 

9. J. Bell 論文購読。 

10. M. Lasser 論文購読。 

11. M. Lasser 論文購読。 

12. M. Lasser 論文購読。 

13. 比較法史文献購読。 

14. 比較法史文献購読。 

15. まとめと講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

十分に予習をし、訳稿を作成して演習にのぞむこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容(50%)/訳稿内容(50%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM816 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／民事法発展演習 

(Advanced Seminar on Private Law) 

担当者名 

（Instructor） 
安達 栄司(ADACHI EIJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

民事訴訟法(判決手続）に関して，判例の変遷または学説の対立がある重要論点について，理解を深める。民事訴訟法の考え方

を身につけて，かつそれを法的文章で表現できるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

2 年次配当の「民事法演習（２）」と同じ教材を使用する。毎回担当者を決めて各ユニット（U）の事案について，時系列，関係図，

訴訟物，要件事実をまとめた予習レジュメの提出を求める。過去の司法試験で出題された事例を題材とすることもある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 1 U2 送達・訴訟手続き中断 

2. 2 U3 当事者の確定 

3. 3 U7 処分権主義 

4. 4 U8 筆界確定訴訟 

5. 5 事案研究（起案） 

6. 6 U12 事実認定の基礎 

7. 7 U14 証拠調べにおける公務秘密 

8. 8 U20 定期金賠償と鑑定 

9. 9 U21 複数請求訴訟と控訴 

10. 10 事例研究２（起案） 

11. 9 U23 独立当事者参加 

12. 12 U26 医療関係訴訟 

13. 13 U27 知的財産権関係訴訟 

14. 14 事例研究３（起案） 

15. 15 総評・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の進行に関する情報は，Blackboard等に随時掲載する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

第１回テスト(30%)/第２回テスト(30%)/第３回テスト(30%)/発言等(10%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 三木浩一ほか、2014、『ロースクール民事訴訟法第４版』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-13665-6) 

 

参考文献（Readings） 

1. 田中豊、2011、『民事訴訟の基本原理と要件事実』、民事法研究会 (ISBN:978-4-89628-657-1) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM911 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NM911／商取引と法 

(Commercial Law) 

担当者名 

（Instructor） 
遠藤 元一(ENDO MOTOKAZU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業の経済活動に関わる「商取引法（企業法）」は、理論的だけでなく、実務的にも重要で面白い分野である。本講義では、商取

引法についての主要なテーマについての基本的な法的知識を習得すること、また、民法、会社法などの学習を通じて培っている

私法についての知識を具体的な事例にあてはめて、考察できるような力を滋養することも目標としたい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

商取引に関わる基本契約（主として売買）、商品・サービスの流通に関する諸営業、物流、企業金融、支払決済の各側面におけ

る法制度や法規範およびそれに関連する主要な論点（判例・裁判例、学説、関連する課題など）を取上げる。 

授業は、毎回、次回の授業用レジュメを作成・配布し、そのレジュメにそって講義形式で行うが、民法・会社法などの基本的な知

識について適宜質疑応答を行う。受講者は事前にレジュメにざっと目を通してもらう程度で授業に臨んでもらえれば足りる。また、

１回程度は実務の最前線で活躍する企業実務家をゲストスピーカーとして招聘して、Ｂ2Ｂビジネス（企業間の商取引）の醍醐味

を受講者に実感してもらえるように予定している。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 商取引法の体系・商事売買（1） 

 商取引法の範囲、商法総則、商行為総則の諸規定、国内商事売買総論など   

2. 商事売買（2） 

 商事契約の交渉過程における法的諸問題、基本的な契約条件－引渡しなど 

3. 商事売買（3） 

 引渡しをめぐる諸問題など   

4. 商事売買（4） 

 買主による目的物の受領と契約不適合に対する救済など  

5. 商事売買（5） 

 代金の支払とその確保（売主による信用供与、動産売買先取特権、商事留置権）など 

6. 商事売買（6） 

 継続的取引、介入取引など   

7. 商事売買（7）  

 商号・事業譲渡、商業使用人、商業登記、役員等の第三者責任など   

8. 物品の販売・流通形態 

 その他の流通補助形態（代理商・代理店）、仲立、問屋   

9. 運送営業・倉庫営業法 

 運送契約の種類、物品運送、旅客運送、倉庫営業   

10. 企業金融（1） 

 ファイナンス・リース、フランチャイズなど   

11. 企業金融（2） 

 資産流動化、倒産隔離など   

12. 消費者売買 

 消費者契約、販売信用取引、特定商取引など   

13. 支払決済（1）  

 ネッティング、有価証券総論、手形・小切手の重要論点（1）   

14. 支払決済（2） 

 手形・小切手の重要論点（2）   

15. まとめと講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 商取引は、民法の特別法としての性質があり、民法や商法の基本的な知識が重要となるため、本講義と併行して、民法（特に

契約法）を学習し、復習することを勧めたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/発言・対応状況(30%) 
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授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 江頭憲治郎、2013、『商取引法（第 7 版）』、弘文堂 

講義で当該テーマを扱う際に適宜紹介する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■NM912 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

NM912／家庭生活と法 

(Family Life and Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
家族法を中心とする（不法行為法も対象とする）事例問題検討 

担当者名 

（Instructor） 
前田 陽一(MAEDA YOUICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JUR6220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 財産法と家族法を一通り学び終えた受講生を対象として，実務的な側面と理論的な側面の双方において，より深い理解を助

け，より高度な法的スキルを習得してもらうことを主なねらいとする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 授業内容は，上記「授業の目標」との関係で，（必ずしも受験に直結しない）実務的・理論的にかなり高度な内容をも含むことに

なる。 

 家庭生活において生じうる様々な法的問題（主に家族法や不法行為に関する問題）について，具体的な事例を素材にしなが

ら，多角的に分析を加える。事例については，最近の注目される判例・裁判例を踏まえたものも多く扱う。 

 毎回，下記のテーマに関するいくつかの具体的な事例を素材にしながら，理論と実務の両面から議論を深める（債権法・相続法

については，改正法と現行法の双方に触れることにする）。 

 BLACKBOARD にアップされるレジュメを使用する。各自ダウンロードして予習に活用した上で授業に持参されたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 医療過誤と損害賠償 

2. 交通事故と損害賠償 

3. 名誉・プライバシー侵害と損害賠償・差止め 

4. 公害・近隣妨害と損害賠償・差止め 

5. 婚姻の成立・効果をめぐる紛争 

6. 離婚の成立・効果をめぐる紛争 

7. 親子の身分関係をめぐる紛争 

8. 親権者の財産管理権をめぐる紛争 

9. 相続人の資格や相続分をめぐる紛争 

10. 遺産分割をめぐる紛争 

11. 遺言をめぐる紛争 

12. 遺留分減殺をめぐる紛争 

13. 相続と不動産物権変動をめぐる紛争 

14. まとめ 

15. 期末試験後に解説・講評を行う予定。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 授業の２日前までに BLACKBOARD にアップされるレジュメをダウンロードして，レジュメの事例をできるだけ独力で検討しておく

と共に，関連する基本的な知識について基本書で確認しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/授業参加(20%) 

授業への出席率が 70％未満の者は不合格となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

 レジュメを BLACKBOARD で配付するが，なるべく，後記の参考文献を教科書に準ずるものとして用意されたい。 

 

参考文献（Readings） 

1. 2018、『民法判例百選Ⅲ（第 2 版）』、有斐閣 

2. 前田陽一ほか、2017、『リーガルクエスト民法６親族・相続〔第 4 版〕』、有斐閣 (ISBN:9784641179318) 

3. 前田陽一、2017、『不法行為法（第 3 版）』、弘文堂 (ISBN:9784335303203) 

 上記以外の参考文献は，BLACKBOARD で配付するレジュメを参照。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 履修者は，BLACKBOARD 上の本科目のページや，ＴＫＣの「お知らせ」を確認することを習慣化していただきたい。 

 

注意事項（Notice） 



 

 

 

 


