
科目名 担当者名 配当 期 単位 

憲法Ⅰ 上代庸平 1 必 前期・後期 2 

■講義内容■ 

本講は、憲法総論および統治機構について講義する。総論においては、立憲主義、国民主権・民主主義、法の

支配・法治主義、権力分立、憲法の最高法規性を中心に扱う。統治機構では、天皇、国会、内閣、財政、地方自

治について講義する。裁判所については、違憲立法審査権を「憲法Ⅲ」で扱うため、当該部分の講義は条文に触

れる程度にする。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

日本国憲法の規定する国民国家の統治機構について、第１に、その基本原理を歴史的ないし理論的に理解させる。

第２に、各章ごとに体系的で的確な条文解釈ができる解釈力を養成する。第３に、学説及び判例についての理解

を深め、判例・通説に依拠して説得的かつ明確な論述のための基礎力を養う。第４に、統治機構に関する基本的

な最高裁判決に関して、当該事件の事実の概要と判旨を理解し修得させる。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習に 1～2 時間、復習に 2～3 時間。予習として、教科書の指定する部分を読み、指定する判例の事案と判旨を

把握しておくこと。また、復習においては授業で示した演習課題についての答案構成・起案を必ず行うこと。 

＜科目の内容＞ 

第１回 オリエンテーション・憲法の概念・立憲主義 

第２回 国民主権・民主主義と憲法改正 

第３回 法の支配・法治主義と違憲審査権 

第４回 権力分立主義と各権力間の抑制と均衡制度 

第５回 国会（1） 

第６回 国会（2） 

第７回 選挙制度・政党（1） 

第８回 選挙制度・政党（2） 

第９回 内閣（1） 

第１０回 内閣（2） 

第１１回 財政 

第１２回 地方自治 

第１３回 統治機構の現代的問題（1） 

第１４回 統治機構の現代的問題（2） 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

渡辺康行・宍戸常寿・松本和彦・工藤達朗『憲法Ⅱ 総論・統治』（日本評論社、2020 年） 

憲法判例研究会編『判例プラクティス憲法 増補版』（信山社、2014 年） 

＜参考書＞ 

木下智史・只野雅人編『新・コンメンタール憲法 第 2 版』 （日本評論社、2019 年） 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

憲法Ⅱ 日笠完治 1 必 前期・後期 2 

■講義内容■ 

公法系法律基本科目である。原則的に法学未修者を対象とする。 

講義内容は基本的人権論全般である。基本的人権論の総論的な課題も詳しく理解させると同時に個別の基本的

人権の意義、性質、内容、限界等をしっかりと学修させたい。 

さらには、現代社会における人権問題を自ら発見するなどの人権感覚を身につけさせる。 

講義は、法曹にとって必要不可欠な重要判例を取り上げて、憲法に関連する判例理論の分析・批判を行う。ソ

クラティック・メソッドによる応答（双方向授業）、ディスカッション（多方向授業）、及びグループ学修による

意見交換を行う場合もある。重要な憲法判例を理解するだけでなく、現代的な事象から人権問題を発掘させ、検

討してみたい。 

なお、毎回、授業前に列挙する質問の中から、一つの課題を選択し解答して、表現力を身につけさせる。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

法曹の役割は、民事事件、刑事事件、行政事件という具体的な紛争を法的に解決することである。 

具体的な紛争は、法令の適用によって解決できる場合が多いが、その中に憲法上の論点とりわけ基本的人権と関

わった問題を含むことも多い。 

また、紛争解決のために適用しようとする法令自体が憲法に違反すると考えられる場合もある。 

基本的人権を学ぶということは、個人の人間としての権利を守るだけでなく、社会の秩序を人権に沿って形成す

ることでもある。 

良き法曹であるためには、基本的人権への理解が必要不可欠である。 

この科目では、そのような観点から現実に発生した事件の判例を取り上げ調べ議論して、人権感覚に根ざしたリ

ーガルマインドを養成する。 

過去の重要憲法判例の研究は、違憲審査の判断方法にも深く関連しているので、法曹としての実践的な訓練を必

要不可欠なものとして身につける。 

＜到達目標＞ 

①実質＝基本的人権論に関する必要不可欠な判例・学説を十分に理解し、自らの見解も発表できること。 

②形式＝共通到達テストで満足できる解答力が身につくこと 

③展開＝次段階の『憲法特別演習』で対応できる表現力の基礎をつくること 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

◎最低限、予・復習にそれぞれ 2 時間必要とする。 

①予習は、教科書・レジュメ・判例百選等の読解に力を入れて欲しい。講義内容によっては、予習に 3 時間が必

要になる場合がある。 

②復習については、事前課題についての解答作成と共に、自らのノート・教科書等の整理を行うので、最低 2 時

間は必要である。 

＜科目の内容＞ 

第１回 人権の享有主体 

◎人権の理論的考察から導かれる人権の享有主体論が、現実社会の中において多種多様な展開を見せていること

を理解する。 

①国家の存在に基づく国民と外国人との差異 

②人間の結合による法人と自然人の区別 

③憲法上の制度から導かれる天皇、皇族、公務員、在監者の人権 

④少年、女性、老人、障害者、病人などの少数者の人権についても考える。 

理論と現実とをどのようにつないで、説明するかという点にも注意を向ける予定である。 



第２回 人権の私人間効力 

◎伝統的な人権論は、人権は国家を名宛人とし、公権力に対して主張するものであるとしているが、対等･自由

である私人間に人権が及ぶか否かを考える。 

①伝統的な公法・私法の二分論の影響、 

②人権保障の伝統的な名宛人が国家であったこと 

③憲法の人権規定の仕方 

伝統＝人権は私人間で直接に適用できない 

問題＝強者と弱者など、多様な私人間関係において、人間としての権利利益が侵害される実体がある 

対応＝憲法の最高法規性、私法の公法化現象、ステイト・アクションの法理、国家の保護義務論などが主張され

ている 

判例＝三菱樹脂事件（最大判昭和 48 年 12 月 12 日民集 27 巻 11 号 1536 頁）など具体的な判例から司法権の考

え方を見るとし 

第３回 人権の限界と司法審査基準（基礎論：詳しくは憲法Ⅲで） 

◎人権の限界としての「公共の福祉」（12・13・22①・29②）の意義を理解する 

◎裁判所として人権の制約をどのように審査するかと言う問題についてもしっかりと学ぶ 

①学説の展開＝人権の限界としての「公共の福祉」の解釈学説を理解し検討する 

②司法審査基準論の基礎＝人権の性質に応じた規制立法の合憲審査基準について見ていく 

・二重の基準論 

・立法事実論 

・比較衡量論 

・目的・手段審査 

・総合考慮論、等 

第４回 幸福追求権 

◎個別的人権主張で対応できない現代的な権利利益の主張根拠を考える→包括的基本権・重畳的保障・「新たら

しい人権」創出根拠 

①新しい人権の主張を根拠づける幸福追求権の意義、内容、法的性質、機能等を考察する。 

②個別的な新しい人権の検討と関連判例分析→新しい人権の成立条件等、 

・プライバシー権 

・環境権、人格権 

・自己決定権など 

③人権と他の権利利益との関係理解 

・事実上の利益（反射的利益）と法的利益との区別 

・切り札としての人権と人権のインフレによる人権の相対化 

第５回 法の下の平等 

◎自由国家における平等と社会国家における平等の関係について、条文的に理解する→「形式的平等」から「実

質的平等」へ 

◎自由国家を前提とした平等の内容と理論構成を学ぶ 

①法適用平等説から法内容平等説へ 

②絶対的平等から相対的平等への展開 

③条文解釈＝憲法 14 条に規定される 5 事項 3 関係の解釈学説を検討した上で、具体的な問題へのアプローチを

探る。 

④合理的区別・不合理な差別の審査基準→①比較される対象の特定、②異なる取扱いの目的、③異なる取扱いの

内容・方法・態様・程度等の手段 

⑤判例＝尊属殺重罰違憲判決（最大判昭和 48 年 4 月 4 日刑集 27 巻 3 号 265 頁）、衆議院議員定数不均衡訴訟

（昭和 51 年、昭和 58 年、昭和 60 年、平成 11 年）など 

第６回 中間試験と前半のまとめ 

これまでの授業時間が不足した場合は、前半の 50 分は補講に当てる 

 



文章の正誤問題、短文解答（500 字前後）等を考えている。 

出題範囲は、これまでの授業対象領域である。 

第７回 精神的自由（1）強制加入団体と会員の思想信条の自由 

◎憲法 19 条の「思想・良心の自由」の意義、保障内容、限界・制約について理解を深める 

①思想･良心の意義と人権体系上の位置づけをしっかりと学ぶ 

②直接的制約と間接的制約の相違を理解し、それぞれに対する違憲審査のあり方を考える 

③判例＝群馬司法書士会事件最高裁判決（最１判平成 14 年 4 月 25 日刊時 1785 号 31 頁） 

・南九州税理士会政治献金事件（最３判平成 8 年 3 月 19 日民集 50 巻 3 号 615 頁） 

・公立学校の式典における「君が代の斉唱と起立」拒否事件（最 2 小判平成 23 年 5 月 30 日民集 65 巻 4 号 1780

頁） 

・八幡製鉄政治献金事件（最大判昭和 45 年 6 月 24 日民集 24 巻 6 号 625 頁）→株式会社と思想の自由 

第８回 精神的自由（2）信教の自由と政教分離原則 

◎憲法 20 条及び 89 条を対象として、「信教の自由」の意義及び信教に対する国家のあり方「政教分離原則」に

ついて理解を深める 

①信教の自由の意義を歴史から学び、その法的概念定義および保障内容を理解する 

②信教の自由の限界を、信教と法律及び社会的な規範・ルールとの関係から考える考える 

③判例＝神戸高専剣道実技拒否事件（最２判平成 8 年 3 月 8 日民集 50 巻 3 号 469 頁）などを題材に取り上げ

る。 

◎政教分離の目的、性質、その限界および違憲審査基準についても理解を深める 

①違憲審査基準としての目的・効果論について正確に理解す 

②津地鎮祭事件（最大判昭和 52 年 7 月 13 日民集 31 巻 4 号 533 頁）、 

③愛媛玉串料訴訟（最大判平成 9 年 4 月 2 日民集 51 巻 4 号 1673 頁） 

④空知太神社事件(最大判平成 22 年 1 月 20 日民集 64 巻 1 号 1 頁) 

第９回 精神的自由（3）表現の自由 

◎憲法 21 条 1 項の集会の自由・結社の自由・言論の自由・出版の自由の意義、定義、機能、保障内容、限界に

ついてに基本を学ぶ 

◎内容規制と内容中立規制を踏まえた上で、裁判例を取り上げ、制約の合憲審査について考える 

◎二重の基準論と精神的自由（表現の自由）の優越的地位に関する理論を理解する 

①成田新法、 

②公安条例・道路交通法など 

③煽動的言論・わいせつ表現・名誉毀損表現・前科・プライバシー侵害表現・営利的言論、および、公安・交通

の安全・公園・公民館の使用・屋外広告・パブリックフォーラム・集合住宅等 

④報道の自由（少年事件の推知報道）・知る権利・ビラ貼り・裁判におけるメモ採取等 

⑤公務員の政治活動 

⑥司法権と表現の自由 

第１０回 精神的自由（4）検閲の禁止と通信の秘密（第 10 回目の授業補完の可能性あり） 

◎憲法 21 条 2 項の検閲の自由・通信の秘密について、その意義、保障内容・限界等について基本を学ぶ 

①札幌税関検査事件（最大判昭和 59 年 12 月 12 日民集 38 巻 12 号 1308 頁） 

②裁判所の事前差止め（「北方ジャーナル」事件最大判昭和 61 年 6 月 11 日民集 40 巻 4 号 872 頁） 

③覚醒剤密売電話傍受事件（最３判平成 11 年 12 月 16 日刑集 53 巻 9 号 1327 頁） 

第１１回 経済的自由（1）職業選択の自由と営業の自由 

◎憲法 22 条 1 項の居住の自由・移転の自由・職業選択の自由 の意義、定義、保障内容、限界等について基本

を学ぶ 

◎ 経済的自由の規制立法に対する違憲審査基準、および、規制目的二分論の検討と理解を行う 

◎職業遂行の自由・営業の自由に対する制約としての資格規制及び許可制について、具体的に学ぶ 

①公衆浴場事件（最大判昭和 30 年 1 月 26 日刑集 9 巻 1 号 89 頁、最３判平成元年 3 月 7 日判時 1308 号 111

頁） 

②小売市場事件（最大判昭和 47 年 11 月 22 日刑集 26 巻 9 号 586 頁） 



③薬事法違憲判決（最大判昭和 50 年 4 月 30 日民集 29 巻 4 号 572 頁） 

④酒類販売業の免許制（最 3 小判平成 4 年 12 月 15 日民集 46 巻 9 号 2829 頁） 

第１２回 経済的自由（2）財産権の保障 

◎憲法 29 条 1 項・2 項・3 項の関係についての体系的理解をしっかりと行う。（1 項原則論と 2 項原則論、保障

についての 2 項・3 項結合論と分離論） 

◎財産権の制約立法に関する違憲審査基準の確認を判例で行い検討する 

◎憲法 29 条 3 項の正当な補償の内容とその要件である特別の犠牲について検討する 

①森林法違憲判決（最大判昭和 62 年 4 月 22 日民集 41 巻 3 号 408 頁） 

②証券法 164 条合憲判決（最大判平成 14 年 2 月 13 日民集 56 巻 2 号 331 頁） 

③農地改革事件（最大判昭和 28 年 12 月 23 日民集 7 巻 13 号 1523 頁） 

④河川附近地制限令違反事件（最大判昭和 43 年 11 月 27 日刑集 22 巻 12 号 1402 頁） 

第１３回 人身の自由と参政権 

◎ 憲法 18 条、憲法 31 條から 39 条（40 条の刑事補償請求権も含む）までの人身の自由について、条文解釈が

できるようにする 

◎主に、法定適正手続の意義、内容、機能等の基本を学ぶ。 

①第三者所有物没収事件（義大判昭和 37 年 11 月 28 日刑集 16 巻 11 号 1593 頁）については、違憲主張の適格

性にも触れる。 

②行政手続に及ぶかに関しては成田新法訴訟（最大判平成 4 年 7 月 1 日民集 46 巻 5 号 437 頁）、 

③令状主義については川崎民商事件（最大判昭和 47 年 11 月 22 日刑集 26 巻 9 号 554 頁）、 

④公平・迅速な裁判については高田事件（最大判昭和 47 年 12 月 20 日刑集 26 巻 10 号 631 頁）など。 

参政権 

◎国民主権→民主主義→選挙原則→参政権とりわけ選挙権（憲法 15 条）の理論的な展開を理解する 

①在宅投票制廃止事件（札幌高判昭和 53 年 5 月 24 日高民 31 巻 2 号 231 頁、最１判昭和 61 年 11 月 21 日民集

39 巻 7 号 1512 頁） 

②重複立候補、比例代表制、小選挙区制違憲訴訟（最大判平成 11 年 11 月 10 日民集 53 巻 8 号 1577 頁、同民集

53 巻 8 号 1704 頁）など 

第１４回 受益権と社会権 

◎受益権に関しては、憲法 16 条「請願権」、憲法 32 条「裁判を受ける権利」、憲法 17 条「国家賠償請求権」、憲

法 40 条「刑事補償請求権」の意味を理解する 

 ①郵便法違憲判決（最大判平成 14 年 9 月 11 日刊時 1801 号 28 頁）など 

◎社会権については、憲法 25 條から憲法 28 条までの条文関係を、社会国家理念･実質的平等の観点から理論的

に理解する 

◎憲法 25 条生存権の法的性質についての学説を学ぶ。また、憲法 13 譲渡の関係も考える 

①朝日訴訟（最大判昭和 42 年 5 月 24 日民集 21 巻 5 号 1043 頁） 

②堀木訴訟（最大判昭和 57 年 7 月 7 日民集 36 巻 7 号 1235 頁） 

③旭川学力テスト事件（最大判昭和 51 年 5 月 21 日刑集 30 巻 5 号 615 頁） 

④公務員の労働基本権の制約についても考える 

第１５回 定期試験 

①試験時間 90 分間 

②試験範囲 憲法の基本的人権論領域すべて 

③持込 六法を含めすべて不可 

④採点 70 点満点 

⑤採点済み答案返却と出題趣旨・試験結果については、別途発表する 

＊成績評価は、平常点 10 点満点、レポート点 20 点満点、定期試験 70 点満点となっている 

＊質疑応答・異議申立制度あり 

＜教科書＞ 

①日笠完治『憲法がわかった〔改訂第２版〕』（法学書院、2015 年） 2019 年以降の印刷本は、それまでの最新

判例を追加しています。 



②長谷部恭男・石川健治・宍戸常寿『憲法判例百選 Ⅰ・Ⅱ ［第 7 版］』（有斐閣、2019 年） 

＜参考書＞ 

①渡辺康行・宍戸常寿・松本和彦・工藤達朗『憲法Ⅰ 基本権』（日本評論社、2016 年） 

②芦辺信喜・高橋和之補訂『憲法（第 7 版）』（岩波書店、2019 年） 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

憲法Ⅲ 上代庸平 1 必 前期・後期 2 

■講義内容■ 

本講では、「憲法訴訟論」を中心に講義する。最初に、憲法 81 条で規定されている司法審査権について、憲法

76 条の司法権との関係を踏まえて講義する。次に、一般論として、司法判断的適合性および訴訟提起に関する

基礎的知識の確認を行い、その上で、憲法訴訟の実体論へ進む。憲法訴訟の実体論では、憲法判断の方法と司法

審査基準論を扱う。具体的には、違憲審査における三段階審査論の説明を中心とするが、行政事件、刑事事件、

民事事件ごとの特質を踏まえつつ、司法判断枠組みと司法判断基準について、判例を用いつつ講義する。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

最終的には、裁判所の立場において、具体的事件をいかに審査し判断するかを各自が論ずることができる力を修

得することを目的とする。そのために、第１に、民主主義との関係を踏まえて司法審査制の体系的な位置づけや

機能を的確に知らなければならない。第２に、行政事件を念頭に置いて、裁判所が、人権制約法令の合憲性と当

該法令の具体的事件への適用の合憲性審査を行う際の判断方法を理解する必要がある。さらに、そこで用いるこ

とのできる事実（立法事実か司法事実か）についての判断力を修得させたい。そして、第３に、憲法訴訟が、行

政事件とは別に、刑事事件や民事事件で行われる際の注意点を理解し、それを踏まえて、具体的紛争へ当てはめ

る力をつけさせたい。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

憲法Ⅰを前学期までに履修し、憲法Ⅱを履修（並行履修可）していることが望ましい。 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習に２時間、復習に２時間。判例をベースとした演習を行いつつ憲法訴訟の構造を講義するので、予習におい

ては、ベース判例の事案と判旨を把握するとともに、関係する憲法Ⅰ・Ⅱの範囲の復習を行うこと。また、復習

においては、ベース判例の事案を用いた答案構成・起案を必ず行うこと。 

＜科目の内容＞ 

第１回 司法の概念と法律上の争訟 

第２回 司法権の限界 

第３回 違憲審査権と「憲法訴訟」 

第４回 付随的審査制と違憲判決の効力 

第５回 憲法訴訟の実体論 憲法の価値序列と二重の基準論 

第６回 憲法判断の方法（1）合憲性推定の原則、憲法判断回避の手法 

第７回 憲法判断の方法（2）文面審査と適用審査、目的手段審査 

第８回 憲法判断の方法（3）合憲限定解釈、立法事実論、立法裁量論 

第９回 憲法判断の方法（4）比較衡量論、総合考慮論 

第１０回 司法審査基準（1）公共の福祉と緩やかな審査基準 

  ―比較衡量論、明白性の原則、単なる合理性の基準、合理的関連性のテスト 

第１１回 司法審査基準（2）厳格な合理性の審査基準、中間の審査基準 

  ―規制目的二分論、表現内容中立規制、合理的区別論 

第１２回 司法審査基準（3-1）厳格な審査基準 

  ―「必要最小限の基準」、「明白かつ現在の危険のテスト」 

第１３回 司法審査基準（3-2）厳格な審査基準 

  ―「より制限的でない他の選びうる手段」（LRA）、「目的効果基準」 

第１４回 司法審査基準（3-3）厳格な審査基準 

  ―明確性の基準（漠然性故に無効の法理、過度の広汎性故に無効の法理） 

第１５回 定期試験 



＜教科書＞ 

憲法判例研究会編『判例プラクティス憲法』（信山社、2014 年） 

渡辺康行・宍戸常寿・松本和彦・工藤達朗『憲法Ⅱ 総論・統治』（日本評論社、2020 年） 

＜参考書＞ 

横大道聡編著『憲法判例の射程 第 2 版』（弘文堂、2020 年） 

小山剛『憲法上の権利の作法 第 3 版』（尚学社、2016 年） 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

憲法特別演習 日笠完治・大塚翔吾 2 必 前期・後期 2 

■講義内容■ 

本講義は、憲法研究者と法律実務家（弁護士）との共同授業である。 

講義内容は「憲法訴訟」となる。裁判は、行政事件、刑事事件、民事事件に分類されるが、その中に含まれて

いる憲法的な争点並びに論点をどのように扱うかを講義する。 

中心となるのは基本的人権を制約する法律や処分を、憲法学および裁判実務の観点から、いかに評価し扱うか

である。 

ただ単なる論点の憲法学的な説明ではなく、事案解決における論点の重要度の比較検討を通し、事案に沿った

論理展開が身につくようにする。 

講義では、1 つの事案（問題）を取り上げて扱う。その場合、重要論点も説明するが、上記のような観点から

全体的な紛争解決方針が確立される必要がある。 

TKC 掲載シラバスで、毎回事前に、具体的な問題を提示するので、授業開始 2 日前までに、法律文書を担当

者にメール送付する。 

その問題に関して、①事案の分析、②原告の主張、③被告の反論、④私見の構築という各ステージでの分析お

よび表現方法の検討を行う。 

各当事者からの形式的主張によって、事案の解決ストーリーを作るのではなく、より問題の本質を多面的に見

ると言う観点から議論を行う。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

具体的な憲法訴訟に関する学修を通じて、 

第１に、基礎的な知識の確認をさせる。→憲法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの復習をする 

第２に、憲法訴訟の展開ないしプロセスを把握するセンスを習得させる。→憲法訴訟の意義を体感する 

第３に、事案類型をおける判断枠組みと判断基準を考えだす力を養成する。→関連判例や教科書・参考書の調査

をする 

第４に、基準の事案適用における緻密さを身に着けさせる。→具体的な法曹としてのセンスを養う 

第５に、毎回事前にレポートを提出させ表現力の向上を図る。→表現力の向上を期する 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

到達評価としては、過去の司法試験問題と採点結果を基準として表現すれば、合格答案に達する程度である。 

確かに、授業では、実際の裁判において、用いられるするほどの事実（証拠）・資料等を提示できない。 

しかし、問題から抽出できる材料に対して、①適切な法的評価ができている、②その後の判断枠組、判断基準の

出し方が妥当、③適用がしっかりできている、④法律家としての論理性と表現力を有していることが、目標とな

る。 

＜履修の前提＞ 

憲法Ⅰ、Ⅱ、Ⅲを履修し単位を取得していることが望ましい。 

事案解決に授業の中心があるが、基礎がないと論述の説得力に欠ける傾向が見られるから。 

＜予・復習に要する時間＞ 

①予習＝毎回の問題解決の文書作成を行うことを、前提にすれば、予習に４時間は必要である 

②復習＝２時間、ときには、授業での指導に基づき書き直しをしてみるのも良い 

なお、第１回から課題・問題を提示するので、事前の法律文書の提出を求める。 

送り先は、 

日笠 tkakk123@gmail.com  

大塚 otsuka@suikoh-law.jp 

である。 

提出は、授業 2 日前の午後 6 時までとする。字数制限はしないので、完成文書としての提出を試みてください。 



徐々に、学生同士のグループ提出方式を採用したいと思います。 

＜科目の内容＞ 

第１回 ①オリエンテーション→憲法訴訟の意義と法律文書としての憲法論点の扱い方 

②定住外国人の人権享有主体性と公務就任権 

・論点としては、「定住外国人の人権享有主体性」と「公務就任権という人権」である。 

・定住外国人に原則として人権享有主体性が認められる（理由が必要）としても、 

 公務就任と言う職業については、どのような制限があるか、そしてまたその理由は何かと言う点についてしっ

かりとした考え方をを持って法律文書を作成してください。 

第２回 強制加入団体の政治献金の自由と当該団体構成員の思想の自由 

論点① 職業選択の自由があるにもかかわらず、特定の職業に従事するために強制的に加入しなければならない

団体があると言うことについて、その正当性を吟味してください。 

論点② 強制加入団体に人権は認められるか、その上で政治献金の自由が認められるかを検討してください。 

論点③ 強制加入団体の行動が、強制加入団体構成員の思想信条の自由を制約する場合はあるのか、検討してく

ださい。（強制加入団体構成員は、自らの思想と異なる行為を強制加入団体が取ることを阻止できるのか検討し

てください。 

論点④ 裁判所としてはいかなる違憲審査基準（判断枠組みと診断基準）を用いるべきか、その理論的根拠を明

示して、表現してください。 

第３回 民事事件における人権の私人間効力と私的自治の原則 

論点① 公権力に主張すべき人権が、対等・自由な関係にある私人に主張し得るか。主張し得ると考える場合に

は、その理由と要件が問われる。 

論点② 対等・自由な関係にある私人の間の問題は、私的自治の原則(契約の自由)が適用されるが、私的自治の

原則の下で、憲法が保障する人権的な利益を制約する事は可能か。 

論点③ 私人間における憲法が保障する利益の衝突は、いかなる判断基準に基づいて、司法審査が行われるべき

か。 

第４回 刑事事件における幸福追求権と被害者なき犯罪 

論点① 刑事事件を念頭におくと、被告人から見た場合、刑法規定および刑罰規定は、人権制約法律と言えるが、

刑法及び刑罰規定の合憲審査は如何に行われるべきか。 

論点② 憲法 13 条が保障する「幸福追求権」について、その保障領域・保障内容をどのように捉えられるべき

か。 

第５回 行政事件における届出による国籍の取得と法の下の平等 

論点① 外国人の人権享有主体性 

論点② 国籍と言う利益の法的な内容、人権といえるか→憲法 10 条に基づく国籍法の法的内容と限界 

論点③ 憲法 14 条に基づく法の下の平等から導かれる「合理的区別」「不合理な異なる取り扱い」の意味と審査

基準の適用の仕方 

第６回 「国旗掲揚」「君が代斉唱」時の教職員に対する起立・斉唱の職務命令と教職員の思想・良心の自由 

論点① 思想良心の自由の間接的制約についての違憲審査基準が中心的な論点である。 

論点② 公立学校の教員は公務員であり、全体の奉仕者と言う観点からいかなる制約が可能と考えられるか。 

＊大塚先生の扱っている事件にも密接に関連するので､体験談もお聞きすることができます。 

第７回 政教分離原則の下における世俗的行為の評価 

論点① 信教の自由と政教分離原則の関係、政教分離原則の目的、法的性質、憲法が要請する政教分離の程度が

問われる。 

論点② 「信教の自由の保障という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものと認められる場

合」は、世俗的行為は違憲となるという判断枠組み 

論点③ 「当該行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等

となるような行為」という判断基準 

論点④ 判断対象としては「当該行為の外的側面のみにとらわれることなく、当該行為の行われる場所、当該行

為に対する一般人の宗教的評価、当該行為者が当該行為を行うについての意図、目的及び宗教的意識の有無、程

度、当該行為の一般人に与える効果、影響と頭諸般の事情を考慮し、社会通念に従って、客観的に判断しなけれ



ばならない。 

論点⑤ 憲法 20 条関連の場合と、憲法 89 条関連の場合の異同について 

第８回 中間テスト（例、民事事件におけるプライバシー権と表現の自由の衝突等） 

近年の重要判例を材料とするか、あるいは、新しい立法要求等を材料に問題を作成する予定である。 

第９回 インターネットの自由とパターナリズムに基づく規制 

過去の司法試験問題を材料に、構成力、内容、表現力等の確認を試してみる 

論点① インターネットという新たなコミニュケーションツールを使って、様々な情報が流れることに対する公

益的観点からの制約のあり方を考える 

論点② 青少年法目的として、パターナリズムに基づく、青少年の知る権利を制限する事は正当か 

論点③ 目的の正当性と手段の合理性について、具体的な理由を明示しつつ、検討できているか 

第１０回 研究者の学問の自由と大学の自治に基づく大学の自主規制との相剋 

過去の司法試験問題を題材に、構成力、内容、表現力等の確認を試みてみる 

論点① 学問の自由の限界と言う観点において、先端的医療臨床研究の限界というものをどのように捉えるべき

か 

論点② 学問の自由と大学の自治との関係は、学問研究のあり方にいかなる関係を持つべきであるか 

第１１回 営業の自由に対する公益に基づく規制と合憲審査基準 

過去の司法試験問題を材料に、構成力、内容、表現力等の確認を試みてみる 

地域の環境保全、交通安全、振興等のために、地元タクシー業界を維持し、他県の同業者の営業の自由を制約す

ることは許されるか。 

第１２回 特別な犠牲の要件と正当な補償の内容 

景観法による改築制限は、憲法上の財産権を侵害することになるか。 

森林法違憲判決の審査基準の応用について、学ぶ。 

第１３回 人間の尊厳と生存権に関する現代的な問題 

過去の司法試験問題を材料に、構成力、内容、表現力等の確認を試みてみる 

「住所」を起点に、生存権保障のあり方、選挙権行使のあり方について、憲法学的に考察する 

人権の具体的保障方法についての考察か重要である。 

第１４回 在外邦人の衆議院小選挙区選出議員の選挙権の行使の可否 

選挙権の具体的な保障方法について、立法事実を背景に、考察を巡らすことが重要である。 

第１５回 定期試験 

①新作問題を予定している 

②時間 90 分 

③持込 司法試験六法のみ 

④筆記具 黒のペン 

＊採点は 70 点満点、成績は、平常点 10 点・提出法律文書点 20 点・定期試験 70 点の 100 点満点である 

＊出題趣旨と成績評価コメント、試験後公表する 

＊質疑応答、異議申立ては行うことができる 

＜教科書＞ 

長谷部恭男・石川健治・宍戸常寿『憲法判例百選Ⅰ・Ⅱ［第 7 版］』（有斐閣、2019） 

日笠完治『憲法がわかった［改訂第 2 版］』（法学書院、2015）、2019 年以降の印刷版には、最新判例が追加され

ています。 

＜参考書＞ 

渡辺康行・宍戸常寿・松本和彦・工藤達郎『憲法Ⅰ』（有斐閣、2016） 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

行政法 趙 元済 1 必 前期・後期 2 

■講義内容■ 

社会・経済構造の複雑多様化は、行政的諸活動の必然的な増加をもたらした。その結果、行政活動は多岐にわ

たり、その実態はさまざまである。このため、大雑把にいって行政に関する法である行政法も、その領域と数を

増やしてきた。行政法たるものには、行政手続法、行政救済法、行政情報公開法などの一般法のほか、地方自治

法、都市計画法、建築基準法、環境法、警察官職務執行法、教育法、社会保障法などの多くの個別法律がこれに

あたる。 

ところが、行政法（学）は、以上の個別法を直接対象とするものではなく、行政に関する法現象（公法上の法

律関係ないし権利義務関係）あるいは直裁に行政活動を対象とし、行政法の一般原理などに関する「行政法総論」

について解説するものである。 

ちなみに、本授業で取り上げる行政法の内容は、平成２２年３月１３日に、「法科大学院コア・カリキュラム

調査研究」グループによって、文部科学省大学改革推進等補助金事業として行われた法科大学院共通的到達目標

案コア・カリキュラムの目次に沿って作成したものである。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

行政法をはじめて勉強するという法学部の未履修者もいることを勘案し、行政法の一般原理などに関する解説を

通じて、受講者の行政法的リガールマインドの涵養にある。このため、裁判例の具体的な検討などについては、

可能な限り、他の行政法演習科目に回すことにする。 

そして、受講者は最終的に法曹人を目指すということを考慮すれば、私人と行政との間に生じた紛争を、いかに

解決できるかが問われる。このため、本講義の先に立って、当該法的紛争の解決の主要な道具である「行政救済

法」について概説する。この中で、行政事件訴訟法の定める行政訴訟は、裁判所が行政処分の違法性を審査し、

行政権の違法な行使から私人の権利利益を救済保護するという制度的措置である。このため、行政事件訴訟法は、

行政法（学）を勉強する上で、必要不可欠なものといえよう。このため、行政法学の履修とパラレルして、各受

講者は自ら行政事件訴訟法について勉強することを勧めたい。 

また、本授業は、以下の順に従って行うことになるが、授業の効果を高めるために、各人は予習することを強く

求められる。したがって、授業当日は、少人数教育のメリットを最大限に活かすために、主として質疑応答によ

って当該テーマに関する理解を深めさせることを、本授業のねらいとする。 

＜到達目標＞ 

TKC 掲示の「法律基本科目各科目到達目標」による。 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

毎回の授業予習に３時間と復習に１時間が要されよう。 

＜科目の内容＞ 

第１回 基本的概念 

 行政法とは何か、行政過程、法治主義、法治主義の具体的な内容、法治主義と司法権、法治主義と信義則など

について見てみる。 

第２回 行政処分の行政過程 

第３回 法規命令と行政契約 

第４回 規制行政及び給付行政、届出、行政指導の行政過程 

第５回 行政調査と行政計画の行政過程 

第６回 行政上の義務履行確保のための方法 

 行政上の義務違反に対する強制執行、行政上の義務違反に対する制裁などについて見てみる。 

第７回 行政過程の手続的規律 



第８回 行政過程の手続的規律 

 憲法上の適正手続の要請、行政手続法などについて見てみる。 

第９回 行政組織と行政過程の担い手 

第１０回 情報公開制度と裁判過程 

第１１回 個人情報保護と裁判過程 

 行政組織と法令、行政組織と権限、国及び地方公共団体以外の組織による行政活動、情報公開と個人情報保護

などについて見てみる。裁判過程については、主観訴訟と客観訴訟との違いや行政訴訟の概略が対象となる。 

第１２回 行政処分の実体的違法事由の検討能力 

第１３回 行政処分の実体的違法事由の検討能力 

 行政処分の違法事由としての法令違反、行政処分の違法事由としての裁量判断の合理性欠如、行政処分の違法

事由としての委任命令の限界、行政処分の違法事由としての自主条例の限界、行政処分の違法事由としての信義

則違反及び行政権の濫用などについて見てみる。 

第１４回 行政処分の手続的違法事由の検討能力 

 行政処分の違法事由としての手続違反、行政処分の違法事由としての行政調査などについて見てみる。 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

授業内で適宜指示する 

＜参考書＞ 

授業内で適宜指示する 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

行政法特別演習 趙 元済 2 必 前期・後期 2 

■講義内容■ 

演習の主たる内容は、行政事件訴訟法である。本授業の主たる目的は、行政事件訴訟法の理解にある。ちなみ

に、本授業で取り上げる行政法の内容は、平成 22 年 3 月 13 日に、「法科大学院コア・カリキュラム調査研究」

グループによって、文部科学省大学改革推進等補助金事業として行われた法科大学院共通的到達目標案コア・カ

リキュラムの目次に沿って作成したものである。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

本演習は、以下の順に従って行うことになるが、演習の効果を高めるために、各人は予習することを強く求めら

れる。したがって、授業当日は、少人数教育のメリットを最大限に活かすために、主として質疑応答によって当

該テーマに関する理解を深めさせることを、本授業のねらいとする。 

＜到達目標＞ 

TKC 掲示の「法律基本科目各科目到達目標」による。 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

毎回の授業予習に３時間と復習に１時間が要されよう。 

＜科目の内容＞ 

第１回 行政上の不服申立制度の運用能力 

第２回 取消訴訟の訴訟要件 ― 処分性と原告適格 

第３回 取消訴訟の訴訟要件 ― 処分性と原告適格 

第４回 取消訴訟の訴訟手続的要件 

第５回 取消訴訟の本案審理 

第６回 取消訴訟の本案審理 

第７回 取消訴訟の判決の種類及び効力並びに教示制度 

第８回 無効等確認訴訟と不作為違法確認訴訟 

第９回 義務付け訴訟及び差止め訴訟と抗告訴訟における仮の救済 

第１０回 義務付け訴訟及び差止め訴訟と抗告訴訟における仮の救済 

第１１回 公法上の当事者訴訟の運用能力 

第１２回 国家賠償法に基づく損害賠償請求権に関する検討能力 

第１３回 国家賠償法に基づく損害賠償請求権に関する検討能力 

第１４回 損失補償請求権の検討能力 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

授業内で適宜指示する 

＜参考書＞ 

授業内で適宜指示する 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

憲法発展演習／憲法発展演習Ⅰ 大塚翔吾 
2 必 

（3 選必） 
前期 2 

■講義内容■ 

憲法訴訟の実務的研究を行う。事例問題を題材として取り上げ、①事案の分析、②原告の主張、③被告の反論、

④私見の構築を、自ら執筆表現できるような訓練が講義の内容となる。そのプロセスとして、事前の法律文書提

出、授業時間内で参加者相互の多方向での質疑応答、担当者との双方向質疑担当者による法律文書の添削、添削

に基づく法律文書の再提出により、問題の分析、検討、判断、表現の訓練を積むこととなる。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

法曹として必要不可欠な憲法訴訟に関する知識とスキルをはじめ、思考力・分析力・判断力・表現力を身に着け

る。人権感覚を練磨することにより、人権の意義ひいては立憲主義に関する鋭敏な感性を修得させたい。また、

現代社会に発生する様々な問題は、多種多様であり、従来の知識やスキルでは解決できない問題が少なからず見

られる。これらの問題についても、正義を確証する独創的発想やパラダイムの確立ができるような能力の開発を

行わせたい。 

＜到達目標＞ 

上記「科目の狙い」の達成度は、当面は司法試験合格レベルをクリアすることである。しかし、より高度で、法

曹として自立できる上級レベルに達することを願っている。 

＜履修の前提＞ 

憲法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、憲法特別演習を履修し終えていること。 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習に３時間、復習に２時間を要すると思われる。なお、第１回から課題を提示するので、事前の法律文書の提

出を求める。 

＜科目の内容＞ 

第１回 オリエンテーション、被災寺院への財政支援と政教分離原則 

第２回 上記問題に関する参加者の提出法律文書の総合的検討 

第３回 情報化社会におけるプライバシー保護のための規制と表現の自由 

第４回 上記問題に関する参加者の提出法律文書の総合的検討 

第５回 文化事業奨励金と表現の自由 

第６回 上記問題に関する参加者の提出法律文書の総合的検討 

第７回 中間テスト 

第８回 中間テストの講評・解説と答案の総合的検討 

第９回 フィルタリングソフトによる未成年者保護と表現の自由 

第１０回 上記問題に関する参加者の提出法律文書の総合的検討 

第１１回 警告表示と表現の自由 

第１２回 上記問題に関する参加者の提出法律文書の総合的検討 

第１３回 都市計画法とまちづくり推進条例に関する憲法訴訟 

第１４回 上記問題に関する参加者の提出法律文書の総合的検討 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

授業内で適宜指示する 

＜参考書＞ 

授業内で適宜指示する 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

憲法発展演習／憲法発展演習Ⅱ 大塚翔吾 
2 必 

（3 選必） 
後期 2 

■講義内容■ 

憲法訴訟の実務的研究を行う。事例問題を題材として取り上げ、①事案の分析、②原告の主張、③被告の反論、

④私見の構築を、自ら執筆表現できるような訓練が講義の内容となる。そのプロセスとして、事前の法律文書提

出、授業時間内で参加者相互の多方向での質疑応答、担当者との双方向質疑担当者による法律文書の添削、添削

に基づく法律文書の再提出により、問題の分析、検討、判断、表現の訓練を積むこととなる。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

法曹として必要不可欠な憲法訴訟に関する知識とスキルをはじめ、思考力・分析力・判断力・表現力を身に着け

る。人権感覚を練磨することにより、人権の意義ひいては立憲主義に関する鋭敏な感性を修得させたい。また、

現代社会に発生する様々な問題は、多種多様であり、従来の知識やスキルでは解決 できない問題が少なからず

見られる。これらの問題についても、正義を確証する独創的発想やパラダイムの確立ができるような能力の開発

を行わさせたい。 

＜到達目標＞ 

上記「科目の狙い」の達成度は、当面は司法試験合格レベルをクリアすることである。しかし、より高度で、法

曹として自立できる上級レベルに達することを願っている。 

＜履修の前提＞ 

憲法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、憲法特別演習を履修し終えていること。 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習に３時間、復習に２時間を要すると思われる。なお、第１回から課題を提示するので、事前の法律文書の提

出を求める。 

＜科目の内容＞ 

第１回 オリエンテーション、青少年健全育成条例による有害図書類規制 

第２回 上記問題に関する参加者の提出法律文書の総合的検討 

第３回 特定労務外国人の受入れ制度と在留外国人の人権 

第４回 上記問題に関する参加者の提出法律文書の総合的検討 

第５回 性犯罪再犯防止のための性犯罪者継続監視法とプライバシー権 

第６回 上記問題に関する参加者の提出法律文書の総合的検討 

第７回 専門職公務員の採用方法と志願者の表現の自由 

第８回 上記問題に関する参加者の提出法律文書の総合的検討 

第９回 中間テスト 

第１０回 中間テストの講評・解説と答案の総合的検討 

第１１回 タクシー会社の営業許可制：営業の自由と自然環境保護 

第１２回 上記問題に関する参加者の提出法律文書の総合的検討 

第１３回 学生が行う集団行進およびゼミ活動の規制と表現の自由ないし学問の自由 

第１４回 上記問題に関する参加者の提出法律文書の総合的検討 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

授業内で適宜指示する 

＜参考書＞ 

授業内で適宜指示する 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

行政法発展演習／行政法発展演習

Ⅰ 
趙 元済 

3 必 

（3 選必） 
前期 2 

■講義内容■ 

本演習は、過去の司法試験行政法論文試験問題を取り上げ、同問題の検討を通じて、行政に関する個別法の理

解を深めることはもちろんのこと、同問題の練習などを行い、これらによって最終的に実戦的なリーガル・ライ

ティングの向上をその内容とする。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

本演習は、過去の司法試験行政法論文試験問題を行うことになるが、演習の効果を高めるために、各人あるいは

各グループは事前に問題を検討し、各人の作成した解答をもって報告することを求められる。したがって、演習

当日は、主として質疑応答によって当該テーマに関する理解を深めさせることを、本演習のねらいとする。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。司法試験行政法論文試験の要求する時間以内に解答することにある。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

事例問題の訴状作成の予習時間に一概にはいえないが、４時間ないし６時間と復習に１時間は要されよう。 

＜科目の内容＞ 

第１回 全体の流れの説明と演習報告の分担、打ち合わせをしたい。 

第２回 各年度の司法試験行政法論文試験問題 

第３回 各年度の司法試験行政法論文試験問題 

第４回 各年度の司法試験行政法論文試験問題 

第５回 各年度の司法試験行政法論文試験問題 

第６回 各年度の司法試験行政法論文試験問題 

第７回 中間総括 

第８回 各年度の司法試験行政法論文試験問題 

第９回 各年度の司法試験行政法論文試験問題 

第１０回 各年度の司法試験行政法論文試験問題 

第１１回 各年度の司法試験行政法論文試験問題 

第１２回 各年度の司法試験行政法論文試験問題 

第１３回 各年度の司法試験行政法論文試験問題 

第１４回 補足および予備 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

授業内で適宜指示する 

＜参考書＞ 

授業内で適宜指示する 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

行政法発展演習／行政法発展演習

Ⅱ 
趙 元済 

3 必 

（3 選必） 
後期 2 

■講義内容■ 

本演習は、以下のような紛争に則して、紛争解決の方法などの検討を通じて、行政に関する個別法の理解を深

めることはもちろんのこと、事例問題の練習などを行い、これらによって最終的に実戦的なリーガル・ライティ

ングの向上をその内容とする。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

本演習は、以下に示したテーマに従って事例問題の検討を行うことになるが、演習の効果を高めるために、各人

あるいは各グループは事前に事例問題を検討分析し、報告することを求められる。したがって、演習当日は、主

として質疑応答によって当該テーマに関する理解を深めさせることを、本演習のねらいとする。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の到達を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

毎回の授業予習に３時間と復習に１時間が要されよう。 

＜科目の内容＞ 

第１回 建築基準法第４２条第２項にいう「みなし道路指定」の告示をめぐる紛争 

第２回 法令違反の可否と、当該法令違反を理由とする強制送還をめぐる紛争 

第３回 介護保険法令の違反の是正を求める勧告をめぐる紛争と事例 

第４回 建築基準法第４３条第２項などにいう接道義務違反の可否をめぐる紛争 

第５回 地方公共団体の随意契約による財産売却の是非をめぐる紛争 

第６回 モーターボート舟券場外発売場の設置許可をめぐる紛争 

第７回 中間総括 

第８回 道路区域決定という都市計画決定をめぐる紛争 

第９回 土地区画整理組合の定款変更に対する知事の認可をめぐる紛争 

第１０回 採石法上の採石認可（許可）申請に対する知事の拒否処分をめぐる紛争 

第１１回 消防法と危険物政令の関係規定にいう保安距離違反を理由として、消防法第１２条第２項に基づいてな

された灯油販売業等取扱所の移転命令をめぐる紛争 

第１２回 スーパー銭湯の設置をめぐる紛争 

第１３回 道路の路線廃止をめぐる紛争 

第１４回 演習講評および補足 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

第 1 回目の授業において指示する。  

＜参考書＞ 

授業中、適宜に指示する。 

＜判例集＞ 

判例百選などを読むのもよいが、判決全文を直接読むことが望ましい。 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

行政法発展演習／行政法発展演習

Ⅱ 
小島延夫 

3 必 

（3 選必） 
後期 2 

■講義内容■ 

本演習では、判例・裁判例などの事案や具体的に行政実務で想定される事案をもとに、行政関連法令の読み方、

事実関係の分析方法を習得しつつ、行政法の概念や制度などの理解を深めていく予定です。 

事例と関連する判例・裁判例の分析をもとに、基本的な理解の確認、事実関係の分析や全体的な論理構築、法

令の読み方などについて、受講者の間の議論を展開して、理解を深め、各人に文章化してもらい、理解を確認し

ます。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

１ 行政法の概念や制度などの理解を深める。 

２ 関連する判例・裁判例を理解し、具体的事例との関係を分析検討し、具体的に当てはめる力を 

  身につける。 

３ 個別法令や事実関係の分析方法を習得する。 

４ 論理構築力・文章表現能力を高める。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の習得を目標とする。 

＜履修の前提＞ 

特になし。 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習に３時間、復習に１時間 

＜科目の内容＞ 

第１回 毎回出席し、レポートを必ず提出するようにし、積極的に議論にも参加してください。 

第１事例について 第一事例配布・個別課題の検討（その１） 

 １ 精神的事実行為と処分性 

 ２ 勧告の取消訴訟、公表の差止訴訟、公法上の当事者訴訟の検討 

 ３ 仮の救済 

 ４ 訴訟選択 

第２回 第１事例について起案提出 

第１事例の個別課題の検討（その２） 

 ５ 行政調査 

 ６ 行政手続とその違反の影響 

 ７ 個別法規違反（裁量の有無） 

第１事例について解説 

第２事例・第３事例・第３-２事例配布 

第３回 第１事例について再度解説 

第２事例について個別課題の検討 

 １ 行政行為の種類（建築確認の法的性格、確認・許可・特許） 

 ２ 建築確認の違法事由・建築紛争予防調整条例との関係 

 ３ 原告適格 

第４回 第２事例について起案提出 

第２事例の解説 

第３事例について個別課題の検討 

 １ 行政行為の種類（場外券売場の設置許可の法的性格、確認・許可・特許） 

 ２ 場外券売場の設置許可の違法事由・通達と違法性の判断基準 

 ３ 原告適格 



第５回 第３事例について起案提出 

第３事例の解説 

第６回 第３事例について再度起案提出 

第３-２事例について個別課題の検討 

 １ 訴訟選択（処分の差止訴訟と公法上の当事者訴訟） 

 ２ 取消と撤回 

 ３ 行政指導とその限界 

 ４ 法律と条例 

第７回 第３-２事例について起案提出 

第３-２事例について解説・講評 第４事例配布 

第８回 第３-２事例について再度提出 

第４事例について個別課題の検討 

 １ 要綱の定めと認可の要件または基準 

 ２ 岩石の採取をやめさせるための何らかの処分としてどのようなものが考えられるか。 

 ３ 砕石法３３条に定める採取計画の認可を認可後に生じた理由により取消す場合、その取消しの法的性格と

それは明文の法的根拠なくてもできるか、取消しの適法性 

 ４ どのような抗告訴訟がありうるか。 

 ５ 非申請型・直接型の義務付け訴訟の訴訟要件・本案勝訴要件 

第９回 第４事例について起案提出 

第４事例について解説・講評 第５事例配布 

第１０回 第４事例について再度提出 

第５事例について個別課題の検討、第６事例の配布 

 １ 公物 

 ２ 公物の廃止とその処分性、原告適格 

 ３ 提訴期間の制限と公示による処分 

 ４ 開発行為の許可と原告適格 

 ５ 抗告訴訟としての差止訴訟における「重大な損害を避けるための緊急の必要性」 

 ６ 違法事由として何を主張できるか（行訴法１０条１項問題含む） 

 ７ 公物利用に関する訴訟（含む民事訴訟（差止訴訟）） 

 ８ 公定力（取消訴訟の排他的管轄） 

第１１回 第５事例の提出 

第５事例について解説・講評 

第６事例の配布 

第１２回 第５事例について再度提出 

第６事例について個別課題の検討 

 １ 行政処分と契約 

 ２ 条例の処分性 

 ３ 行政に対する訴訟の態様（抗告訴訟、公法上の当事者訴訟、民事訴訟） 

 ４ 公定力 その意味と限界 

 ５ 消費者契約と原告適格 

 ６ 水道供給拒否における違法性 

第１３回 第６事例について起案提出 

第 6 事例について解説・講評 

第 7 事例配布、検討 

第１４回 第 7 事例について起案提出 

第 7 事例について解説・講評 

第１５回 定期試験 

 



＜教科書＞ 

特に教科書は指定しませんが、行政法の教科書は各自読んでいることが前提です。 

この講義に出席する学生には、あらかじめ教場で取り上げるトピックについての資料と参考文献の一覧を配布し

ます。 

＜参考書＞ 

特に教科書は指定しませんが、行政法の教科書は各自読んでいることが前提です。 

この講義に出席する学生には、あらかじめ教場で取り上げるトピックについての資料と参考文献の一覧を配布し

ます。 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

民法Ⅰ 青野博之 1 必 前期・後期 2 

■講義内容■ 

民法総則を対象とし、法学未修者用に開講される法律基本科目（民事法系）である。主に、売買契約、賃貸借

契約、消費貸借契約、不法行為の事例を用いて検討する。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

この科目において基礎的な事項を体系的に理解した後、民法特別演習Ⅰ・Ⅱにおいて判例などを深く検討するこ

とができるようにしたい。事例を分析し、その事例における法的問題の所在を明らかにし、どんな条文・判例・

法理が適用されるべきかについて条文などを説明した後に、これを事例に適用し、論理的に結論を導き出すこと

ができるようにしたい。具体例に対して法学未修者が条文などをどのように適用していくべきかを受講生に質問

し、その回答を基にしてさらに展開していくという、双方向的な講義をする。双方向的な講義を実現するために、

あらかじめ、具体例を受講生に提示しておくとともに、予習すべき制度・概念を指摘しておく。また、共通的な

到達目標モデルに掲げられた項目のうち、授業で取り扱ったもの、自学自習に委ねたものを明らかにしたい。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

１年第１期に履修するのが望ましい。 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習 90 分、復習 150 分程度を要する。 

＜科目の内容＞ 

第１回 自然人・権利能力・意思能力・行為能力（1） 

第２回 行為能力（2）・住所・失踪宣告・物 

第３回 法律行為 

第４回 心裡留保・虚偽表示 

第５回 錯誤 

第６回 詐欺・強迫・消費者契約法 

第７回 代理総論 

第８回 表見代理 

第９回 無権代理 

第１０回 無効・取消し 

第１１回 取得時効 

第１２回 消滅時効 

第１３回 完成猶予・更新 

第１４回 法人 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

中田邦博ほか『新プリメール民法 1（第２版） 』（法律文化社、２０２０年） 

＜参考書＞ 

山野目章夫『民法概論 1』（有斐閣、２０１７年） 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

民法Ⅱ 土居俊平 1 必 前期・後期 2 

■講義内容■ 

本科目は、法学未修者用に開講される法律基本科目（民事法系）の一つである。いわゆる物権法と称される部

分を講義対象とする。即ち、「民法 第 2 編 物権」のうち、「第 1 章 総則」から「第 6 章 地役権」まで（175

条～294 条）を講義対象とする。具体的には、二重譲渡（177 条参照）、即時取得（192 条）、共有（249 条以下）

等が講義対象となる。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

受講生が初学者であることを前提とした上で、実務法曹になるのに必要とされる応用のきく骨太な基礎力を身に

つけてもらうべく講義展開する。講義の順序としては民法並びに物権法の全体構造を十分に把握した上で、個々

の事項を解説していく。個々の事項を解説するにあっては、特に条文・判例の正確な理解がなされるように留意

する。講義スタイルとしては、一方的に教員が解説するスタイルの講義ではなく双方向・多方向的な講義となる

べく受講者諸君に度々質問するとともに、時間の許す限り応用的・発展的な事項についても共に考えていくこと

としたい。本科目に限った話ではないが、法科大学院での学修においては、作業していることを勉強していると

勘違いすることがあるが、自分の頭を使っていない限り学修ではないことを常に意識してもらいたい。 

＜到達目標＞ 

TKC 掲示の「法律基本科目各科目到達目標」による。 

＜履修の前提＞ 

履修モデルに基づき、履修すること。即ち、令和３年４月入学者（未修者コース）は、全員、本科目を令和２

年度前期に履修すること。 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習 90 分、復習 150 分(あくまで目安に過ぎない、個々人による差異はある） 

＜科目の内容＞ 

第１回 物権法の全体構造 

民法全体の概観並びに物権法の全体構造の把握並びに物権と債権の比較を行う。 

第２回 物権の意義 

直接性・排他性の意味、物権法定主義、物権の種類、物権の客体について検討する。 

第３回 物権の効力 

物権的効力と優先的効力につき学び、「売買は賃貸借を破る」との法格言を具体的に検討する。 

第４回 不動産物権変動① 

公示の原則及び公信の原則を詳細に検討したうえで、両者の違いについても触れていく。 

第５回 不動産物権変動② 

無権利者から不動産を取得した第三者は保護されないのが原則であるが、例外的にかような第三者を保護するた

めの法理論として機能している 94 条 2 項類推適用理論について、詳細に検討する。 

第６回 不動産物権変動③ 

意思主義と形式主義の対立及び物権変動時期について触れた後、不動産登記とはいかなるものか概観する。 

第７回 不動産物権変動④ 

177 条「第三者」の意味するところを確認し、登記がなければ対抗できない第三者とは誰なのか、 

また、登記なくして対抗しうる第三者とは誰なのか、について検討する。 

第８回 不動産物権変動⑤ 

177 条の応用事例（詐欺取消後の第三者と真の権利者の優劣の問題など）につき検討する。 

第９回 不動産物権変動⑥ 

引き続き、177 条の応用事例につき検討する。 

第１０回 動産物権変動 

１７８条「引渡し」の意義を確認した上で、第三者保護規定である即時取得（192 条）に関する議論を検討する。 



第１１回 所有権① 

所有権の性質・内容、所有権に基づく物権的請求権について検討する。 

第１２回 所有権② 

共有に関する諸問題につき検討する。 

第１３回 占有権 

占有制度の存在理由、占有の意義・種類、占有訴権について検討する。 

第１４回 用益物権 

４種類ある用益物権（地上権・永小作権・地役権・入会権）の重要項目につき検討する。 

第１５回 定期試験 

※上記の予定は、講義改善のため変更される可能性がある。 

＜教科書＞ 

１．裁判所職員総合研修所監修『民法概説（四訂版）』（司法協会、2013 年） 

（本書の ISBN 9784906929177） 

２．六法 

（必ず持参すること、各自が日頃から使用しているものでよい） 

＜参考書＞ 

我妻榮＝有泉亨『新訂 物権法（民法講義Ⅱ）』（岩波書店、1983 年） 

小川富之編著『民法』（八千代出版、2015 年） 

安永正昭『講義 物権・担保物権法［第 3 版］』（有斐閣、2019 年） 

筒井健夫＝村松秀樹編著『一問一答民法（債権関係）改正』（商事法務、2018 年） 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

民法Ⅳ 青野博之 1 必 前期・後期 2 

■講義内容■ 

民法の債権法に関連する分野のうち、債権総論を対象とし、法学未修者用に開講される法律基本科目（民事法

系）である。主に、売買契約､賃貸借契約、消費貸借契約､不法行為の事例を用いて検討する。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

この科目において基礎的な事項を体系的に理解した後、民法特別演習Ⅰ・Ⅱにおいて判例などを深く検討するこ

とができるようにしたい。事例を分析し、その事例における法的問題の所在を明らかにし、どんな条文・判例・

法理が適用されるべきかについて条文などを説明した後に、これを事例に適用し、論理的に結論を導き出すこと

ができるようにしたい。具体例に対して法学未修者が条文などをどのように適用していくべきかを受講生に質問

し、その回答を基にしてさらに展開していくという、双方向的な講義をする。双方向的な講義を実現するために、

あらかじめ、具体例を受講生に提示しておくとともに、予習すべき制度・概念を指摘しておく。また、共通的な

到達目標モデルに掲げられた項目のうち、授業で取り扱ったもの、自学自習に委ねたものを明らかにしたい。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

１年第１期に履修するのが望ましい。 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習 90 分、復習 150 分程度を要する。 

＜科目の内容＞ 

第１回 債権の目的 

第２回 債務不履行（1） 

第３回 債務不履行（2） 

第４回 債務不履行（3） 

第５回 債権者代位権 

第６回 詐害行為取消権（1） 

第７回 詐害行為取消権（2）・第三者による債権侵害 

第８回 分割債権債務・不可分債権債務・連帯債権・連帯債務 

第９回 保証債務（1） 

第１０回 保証債務（2） 

第１１回 債権の譲渡（1） 

第１２回 債権の譲渡（2）・債務の引受け 

第１３回 弁済 

第１４回 相殺・更改・免除・混同 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

松岡久和ほか『新プリメール民法３（第 2 版）』（法律文化社、2020 年） 

＜参考書＞ 

中田裕康『債権総論（第 4 版）』（岩波書店、2020 年） 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

民法Ⅴ 青野博之 1 必 前期・後期 2 

■講義内容■ 

民法の債権法に関連する分野のうち､ 債権各論（契約･ 事務管理･ 不当利得･ 不法行為）を対象とし､ 法学未

修者用に開講される法律基本科目（民事法系）である｡主に、売買契約､賃貸借契約､消費貸借契約､不法行為の事

例を用いて検討する。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

この科目において基礎的な事項を体系的に理解した後、民法特別演習Ⅰ・Ⅱにおいて判例などを深く検討するこ

とができるようにしたい。事例を分析し、その事例における法的問題の所在を明らかにし、どんな条文・判例・

法理が適用されるべきかについて条文などを説明した後に、これを事例に適用し、論理的に結論を導き出すこと

ができるようにしたい。具体例に対して法学未修者が条文などをどのように適用していくべきかを受講生に質問

し、その回答を基にしてさらに展開していくという、双方向的な講義をする。双方向的な講義を実現するために、

あらかじめ、具体例を受講生に提示しておくとともに、予習すべき制度・概念を指摘しておく。また、共通的な

到達目標モデルに掲げられた項目のうち、授業で取り扱ったもの、自学自習に委ねたものを明らかにしたい。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

１年第１期に履修するのが望ましい。 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習 90 分、復習 150 分程度を要する。 

＜科目の内容＞ 

第１回 契約の成立 

第２回 契約の効力 

第３回 契約の解除 

第４回 贈与・売買（1） 

第５回 売買（2） 

第６回 消費貸借・使用貸借・賃貸借（1） 

第７回 賃貸借（2） 

第８回 賃貸借（3） 

第９回 雇用・請負 

第１０回 委任・寄託・組合・和解・事務管理 

第１１回 不法行為の要件 

第１２回 不法行為の効果 

第１３回 特殊な不法行為 

第１４回 不当利得 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

青野博之ほか『新プリメール民法 4（第 2 版）』（法律文化社、2020 年） 

＜参考書＞ 

山野目章夫『民法概論 4』（有斐閣、2020 年） 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

民法Ⅲ 土居俊平 1 必 前期・後期 2 

■講義内容■ 

本科目は、法学未修者用に開講される法律基本科目（民事法系）の一つである。いわゆる担保物権法と称され

る部分を講義対象とする。即ち、「民法  第 2 編  物権」のうち、「第 7 章  留置権」から「第 10 章抵当権」ま

で（295 条～398 条の 22）並びに非典型担保について講義対象とする。具体的には、留置権・先取特権・質権・

抵当権並びに非典型担保（譲渡担保・仮登記担保・所有権留保）における諸問題について講義対象とする。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

受講生が初学者であることを前提とした上で、実務法曹になるのに必要とされる応用のきく骨太な基礎力を身に

つけてもらうべく講義展開する。講義の順序としては民法並びに担保物権法の全体構造を十分に把握した上で、

個々の事項を解説していく。個々の事項を解説するにあっては、特に条文・判例の正確な理解がなされるように

留意する。講義スタイルとしては、一方的に教員が解説するスタイルの講義ではなく双方向・多方向的な講義と

なるべく受講者諸君に度々質問するとともに、時間の許す限り応用的・発展的な事項についても共に考えていく

こととしたい。また、担保物権法は実務の影響を強く受ける法領域の一つであるので、この点についても十分に

配慮していきたい。 

＜到達目標＞ 

TKC 掲示の「法律基本科目各科目到達目標」による。 

＜履修の前提＞ 

履修モデルに基づき、履修すること。特に、新入生・留年生ともに、民法Ⅱとの同時履修もしくは本科目を民

法Ⅱに先行して履修することを厳重に禁止する。上記に反し、かつ、担当教員の教育的指導に従わない学生諸君

には単位認定しない。 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習 90 分、復習 150 分（あくまで目安であって、個々人による差異はある）。 

＜科目の内容＞ 

第１回 担保物権法の全体構造 

民法並びに担保物権法の全体構造を概観した上で、特に人的担保と物的担保との比較、債権者平等の原則と担保

物権の関係について検討する。 

第２回 抵当権①―抵当権の意義・登記・実行 

約定担保の一つであり、かつ、理論上・実務上重要性を有する抵当権の基本的内容につき検討する。 

第３回 抵当権②―抵当権の及ぶ目的物 

抵当権の効力が及ぶのは抵当目的物のどこまでなのか、という議論を中心に検討する。 

第４回 抵当権③―抵当権と利用権 

抵当権者の有する抵当権と抵当権設定者の有する利用権をいかに調和させるべきなのかにつき検討する。 

第５回 抵当権④―抵当不動産の第三取得者保護 

抵当目的物を取得した、いわゆる第三取得者を保護するための法的手段である代価弁済・抵当権消滅制度等につ

き検討する。 

第６回 抵当権⑤―法定地上権① 

法定地上権を巡る諸問題につき検討する。 

第７回 抵当権⑥―法定地上権② 

引き続き、法定地上権を巡る諸問題につき検討する。 

第８回 抵当権⑦―抵当権侵害 

抵当権に基づく妨害排除請求の可否を中心に検討する。時間的猶予があれば、物上代位についても検討していく。 

第９回 抵当権⑧―物上代位 

物上代位をめぐる議論につき検討する。 

第１０回 抵当権⑨―抵当権の処分・消滅、共同抵当 



転抵当、抵当権の譲渡・放棄、抵当権の順位の譲渡・放棄、抵当権の順位の変更、抵当権の消滅、 共同抵当に

ついて検討する。 

第１１回 抵当権⑩―根抵当権 

実務的に重要度の高いとされる根抵当権につき、抵当権と比較しつつその特質につき検討する。 

第１２回 質権 

約定担保の一つである質権につき、動産質・不動産質・権利質に分けて検討していく。 

第１３回 留置権、先取特権 

法定担保物権である留置権・先取特権の重要項目について検討する。 

第１４回 非典型担保 

非典型担保である譲渡担保・所有権留保・仮登記担保の重要項目について検討する。 

第１５回 定期試験 

※上記の予定は、講義改善のため変更される可能性がある。 

＜教科書＞ 

１．裁判所職員総合研修所監修『民法概説（四訂版）』（司法協会、２０１３年）。 

（本書のＩＳＢＮ ９７８４９０６９２９１７７） 

２．六法 

（必ず持参すること、各自が日頃から使用しているものでよい） 

＜参考書＞ 

我妻榮『新訂担保物権法（民法講義Ⅲ）』（岩波書店、１９６８年） 

安永正昭『講義 物権・担保物権法[第３版]』（有斐閣、２０１９年） 

筒井健夫＝村松秀樹『一問一答民法（債権関係）改正』（商事法務、２０１８年） 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

民法Ⅵ 三宅利昌 1 必 前期・後期 2 

■講義内容■ 

この講義では、親族法（民法第四編）及び相続法（民法第五編）を扱う。親族法は、主として夫婦の関係（婚

姻関係）と親子の関係について規定している。婚姻関係については、どのような場合に婚姻関係が成立し（婚姻

の成立要件）、婚姻が成立するとどうなるか（婚姻の効果）、どのような場合に婚姻関係を解消できるか（離婚）

などが定められている。また、親子関係については、親子関係はどのような場合に成立するか（親子関係の発生）、

親子関係が成立するとどうなるか（親子関係の効力）などが定められている。 

相続法は、人が死亡した場合に誰がその財産を承継するかについて規定している。相続には、死亡した人が遺

言で遺産を誰に与えるかを定めていた場合（遺言相続）と何も定めていなかった場合（法定相続）とがある。前

者については、遺言として認められるにはどのような方式が守られていなければならないか、遺言として認めら

れるとどのような効力が生ずるかなどが定められている。また、後者については、相続人となりうる者とその相

続の割合（相続分）のほか、遺産の分割方法などが定められている。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

講義では、親族法（民法第四編）及び相続法（民法第五編）の全般にわたって判例・学説を重点的に取り上げる。

その際には、家族紛争解決の特殊性に留意して解説を進めていく。その中で、受講生が親族法・相続法の基礎的

な概念や知識を身につけ、その特殊性を理解することを目指す。なお、特に親族法の領域では、離婚原因および

離婚手続をめぐる問題や、子の監護に関する紛争解決の基準やその手続など子の利益に関する問題が検討課題と

して山積しており、近時、その変化が著しいので、可能な限りそれらの問題にも触れたいと考えている。 

＜到達目標＞ 

本授業では、親族法と相続法に関する基本的な知識および重要判例の正確な理解、そして、それを基礎として応

用力を身につけることを到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

民法Ⅰ（民法総則）の事前修得を推奨する。 

＜予・復習に要する時間＞ 

必要な知識の概要を把握し、またそれを定着させるため、毎回予習 60 分、復習 60 分程度を要する。 

＜科目の内容＞ 

第１回 家族法総論 

家族法の特質、家族法と民法総則、家事事件の処理手続について解説する。 

第２回 婚姻の成立、婚姻の無効・取消し 

婚姻の成立要件とそれを満たさない場合の婚姻の無効・取消しについて解説する。 

第３回 婚姻の効果 

婚姻は人的・財産的な関係についてどのような効果を生ずるかを解説する。 

第４回 離婚 

離婚の四つの制度と離婚により身分上・財産上にどのような効果が生ずるかについて解説する。 

第５回 実親子関係の発生（1） 

嫡出親子関係の決定方法（嫡出推定、推定されない嫡出子、嫡出推定が及ばない子）について解説する。 

第６回 実親子関係の発生（2）、養親子関係（1） 

非嫡出親子関係の発生（任意認知、強制認知、準正）ならびに普通養子縁組の要件について解説する。 

第７回 養親子関係（2） 

普通養子縁組の効力、離縁、特別養子制度について解説する。 

第８回 親権・後見 

親権者の未成年の子に対する監護・教育の権利義務の内容、成年後見制度（成年後見・保佐・補助）について解

説する。 

第９回 相続人 



相続人の種類と順位、代襲相続、相続欠格、相続人廃除について解説する。 

第１０回 相続の効力 

指定相続分、法定相続分、具体的相続分の算定方法（特別受益と寄与分）について解説する。 

第１１回 遺産の共有、遺産分割 

遺産は共同相続人にどのように帰属するか。遺産分割の方法と効力、遺産分割の手続について解説する。 

第１２回 相続の承認・放棄 

単純承認、限定承認、相続放棄について、その意義や効果などを解説する。 

第１３回 遺言 

遺言の方式、遺言の効力、遺言の執行について解説する。 

第１４回 遺留分 

遺留分制度の意義、遺留分の算定方法、遺留分減殺請求権について解説する。 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

前田陽一・本山敦・浦野由紀子著『民法Ⅵ 親族・相続 第 5 版』（2019 年 有斐閣） 

＜参考書＞ 

水野紀子他編 『ジュリスト民法判例百選Ⅲ 親族・相続（第 2 版）』（2018 年 有斐閣 ） 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

民法特別演習Ⅰ 上杉 雅央・土居 俊平 2 必 前期・後期 2 

■講義内容■ 

民法のうち、2 年次前期に開講される法律基本科目である。基本的な判例を用いて、その事案および裁判所の

判断を理解するとともに、これに対する学説による批判を検討する。基本判例を横断的に学ぶことで 1 年次に学

んだ民法の知識をより確かで立体的なものとするとともに、具体的な紛争において民法の適用される場面に触

れ、生きた民法を実感する機会としたい。 

なお、本科目は、後期の「民法特別演習Ⅱ」と連続性を有し、受講生は 1 年をかけて民法判例を横断的に学ぶ。

そこで、民法の各分野のうち、抽象度の高い総則を後期の最後に譲り、前期は、物権、担保物権、債権総論およ

び債権各論のうち契約総論の分野の判例を取り上げる。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

教科書として採用する『民法判例百選Ⅰ・Ⅱ』に従って、民法の判例を横断的に見ていく。 

受講生には、予習として、該当箇所の記載を自分なりに理解するとともに、当該分野について自己の基本書にあ

たり、その体系的な位置づけを把握した上で問題点について復習してくることを求める。この予習の積み重ねに

より、民法の知識を補強するとともに、事実関係を正確につかむ力、問題点を的確に捉える力を養って欲しい。 

授業では、毎回、判例百選の各項目で取り上げられている判例の他に，各項目の解説で取り上げられている判例

などにも触れ，判例の考え方について理解すること目指す。また，判例の考え方について議論し、多角的に考え

る力の養成を目指す。 

＜到達目標＞ 

TKC 掲示の「法律基本科目各科目到達目標」による。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習 120 分、復習 60 分 

＜科目の内容＞ 

第１回 物権総則（1） 

『民法判例百選Ⅰ』（49）～（52）を取り上げ、物に対する直接的排他的権利である物権の基本的意味と、    そ

の移転について考える。 

第２回 物権総則（2） 

『民法判例百選Ⅰ』（53）～（63）を取り上げ、不動産登記にまつわる諸問題を検討する。 

第３回 物権総則（3）、占有権 

『民法判例百選Ⅰ』（64）～（70）を取り上げ、動産物権変動、動産の対抗要件である明認方法、占有の意味、

動産の善意取得および占有権にまつわる諸問題について、検討する。 

第４回 所有権 

『民法判例百選Ⅰ』（71）～（77）を取り上げ、所有権の限界等所有権にまつわる諸問題、共有関係の考え方と

諸問題について検討する。 

第５回 入会権、用益物権、留置権、先取特権 

『民法判例百選Ⅰ』（78）～（82）を取り上げ、入会権、担保物権のうちの留置権と先取特権にまつわる諸問題

を検討する。 なお、 併せて、用益物権のうちの地上権、永小作権、地役権および担保物権総論について、条文

と重要論点の復習を行う。 

第６回 質権、抵当権（１） 

『民法判例百選Ⅰ』（83）～（90）を取り上げ、質権と抵当権にまつわる諸問題を検討する。 

第７回 抵当権（２） 

『民法判例百選Ⅰ』（91）～（95）を取り上げ、抵当権にまつわる諸問題を検討する。 

第８回 非典型担保 



『民法判例百選Ⅰ』（96）～（101）を取り上げ、譲渡担保、所有権留保、代理受領等の非典型担保について検討

する。 

第９回 債権の目的と債権の効力 

『民法判例百選Ⅱ』（1）～（10）を取り上げ、債権の効力や、付随義務、債務不履行の効果、損害額の算定等の

諸問題について検討する。 

第１０回 責任財産の保全 

『民法判例百選Ⅱ』（11）～（18）を取り上げ、債権者代位権と債権者取消権にまつわる諸問題について検討す

る。 

第１１回 第三者との関係における債権の保護、多数当事者の債権関係 

『民法判例百選Ⅱ』（19）～（24）を取り上げ、債権の対第三者効力および多数当事者の債権関係にまつわる諸

問題について検討する。 

第１２回 債権譲渡・債務引受・契約上の地位の譲渡 

『民法判例百選Ⅱ』（25）～（31）を取り上げ、契約関係にある当事者のうち一方が交替する場面について検討

する。 

第１３回 債権の消滅 

『民法判例百選Ⅱ』（32）～（39）を取り上げ、弁済に関する諸問題及び相殺について検討する。 

第１４回 契約総則、契約解除 

『民法判例百選Ⅱ』（40）～（46）を取り上げ、契約とは何か、契約と事情変更、債務不履行と解除に関する諸

問題について検討する。 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

潮見佳男・道垣内弘人編『別冊ジュリスト No.237 民法判例百選Ⅰ 総則・物権［第８版］』（有斐閣、2018 年） 

窪田充見・森田宏樹編『別冊ジュリスト No.238 民法判例百選Ⅱ 債権［第８版］』（有斐閣、2018 年） 

＜参考書＞ 

各自の基本書 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

民法特別演習Ⅱ 上杉 雅央・土居 俊平 2 必 前期・後期 2 

■講義内容■ 

民法のうち、2 年次後期に開講される法律基本科目である。 前期に引き続き、基本的な判例を用いて、その

事案および裁判所の判断を理解するとともに、これに対する学説による批判を検討する。基本判例を横断的に学

ぶことで 1 年次に学んだ民法の知識をより確かで立体的なものとするとともに、具体的な紛争において民法の

適用される場面に触れ、生きた民法を実感する機会としたい。 

なお、本科目は、前期の「民法特別演習Ⅰ」と連続性を有し、受講生は 1 年をかけて民法判例を横断的に学ぶ。

したがって、「民法特別演習Ⅰ」の単位を取得していることが、受講の条件である。後期は、債権各論（契約総

論を除く）、総則、一般条項の分野の判例を取り上げる。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

教科書として採用する『民法判例百選Ⅰ・Ⅱ』に従って、民法の判例を横断的に見ていく。 

受講生には、予習として、該当箇所の記載を自分なりに理解するとともに、当該分野について自己の基本書にあ

たり、その体系的な位置づけを把握した上で問題点について復習してくることを求める。この予習の積み重ねに

より、民法の知識を補強するとともに、事実関係を正確につかむ力、問題点を的確に捉える力を養って欲しい。 

授業では、毎回、判例百選の各項目で取り上げられている判例の他に，各項目の解説で取り上げられている判例

などにも触れ，判例の考え方について理解すること目指す。また，判例の考え方について議論し、多角的に考え

る力の養成を目指す。 

＜到達目標＞ 

TKC 掲示の「法律基本科目各科目到達目標」による。 

＜履修の前提＞ 

民法特別演習Ⅰを修得していることが望ましい。 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習 120 分、復習 60 分 

＜科目の内容＞ 

第１回 贈与、売買 

『民法判例百選Ⅱ』（47）～（55）を取り上げ、売買と贈与にまつわる諸問題について検討する。 

第２回 消費貸借、使用貸借、賃貸借（1） 

『民法判例百選Ⅱ』（56）～（67）を取り上げ、貸借型の契約関係にまつわる諸問題を検討する。 

第３回 賃貸借（2）、請負、委任 

『民法判例百選Ⅱ』（68）～（71）を取り上げる。前回に引き続き賃貸借について検討するとともに、請負およ

び委任にまつわる諸問題について検討する。 

第４回 組合・和解、預金、事務管理 

『民法判例百選Ⅱ』（72）～（76）を取り上げ、典型契約のうちの寄託、組合、和解と、預金にまつわる諸問題

および事務管理について検討する。 

第５回 不当利得 

『民法判例百選Ⅱ』（77）～（82）を取り上げ、不当利得にまつわる諸問題を検討する。 

第６回 不法行為（1） 

『民法判例百選Ⅱ』（83）～（91）を取り上げ、一般不法行為の成立要件にまつわる諸問題を検討する。 

第７回 不法行為（2） 

『民法判例百選Ⅱ』（92）～（９９）を取り上げ、監督者責任、使用者責任、土地工作物責任、共同不法行為、

損害賠償額の範囲と算定、監督義務者の損害賠償責任について検討する。 

第８回 不法行為（3） 

『民法判例百選Ⅱ』（10０）～（1０４）を取り上げ、損害賠償額の範囲と算定について検討する。 

第９回 不法行為（４），債権法まとめと総則概観 



『民法判例百選Ⅱ』（10５）～（1１１）を取り上げ、過失相殺，損害賠償請求権の消滅時効，差止め請求，請求

権競合について検討する。また，債権法に関する注目すべき新判例等がある場合には、ここで扱う。次回以降の

民法総則に向けて、その大枠を捉える。 

第１０回 権利能力、行為能力、住所、法人 

『民法判例百選Ⅰ』（4） （9）を取り上げ、権利義務の主体となる「人」にまつわる諸問題について検討する。 

第１１回 物、法律行為（1） 

『民法判例百選Ⅰ』（10）～（20）を取り上げ、「物」、法律行為と法規の関係にまつわる諸問題について検討す

る。 

第１２回 法律行為（2） 

『民法判例百選Ⅰ』（21）～（25）を取り上げ、意思表示にまつわる諸問題について検討する。 

第１３回 代理、無効および取消、条件 

『民法判例百選Ⅰ』（26）～（37）を取り上げ、代理にまつわる諸問題、無効と取消にまつわる諸問題および故

意の条件成就について検討する。 

第１４回 時効、一般条項 

『民法判例百選Ⅰ』（38）～（48）および（1）～（3）を取り上げ、時効および民法の一般条項に関する諸問題

について検討する。 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

潮見佳男・道垣内弘人編『別冊ジュリスト No.237 民法判例百選Ⅰ 総則・物権［第８版］』（有斐閣、2018 年） 

窪田充見・森田宏樹編『別冊ジュリスト No.238 民法判例百選Ⅱ 債権［第８版］』（有斐閣、2018 年） 

＜参考書＞ 

各自の基本書 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

商法Ⅰ 藤田真樹 1 必 前期・後期 2 

■講義内容■ 

本講義は、会社法の体系の前半部分について概説する。すなわち、総論から機関までを扱うものとする。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

法学未修者を対象に、会社法上の諸制度・諸規定に関する知識の修得とその理解を図ることを目的とする。基本

的事項に関する事前の学習を前提として、その知識と理解を確認しながら双方向的な授業を行う。この授業で修

得する会社法分野の理解を基礎に、2 年次の「商法特別演習Ⅰ・Ⅱ」における応用力の修得に連動させることを

目指すものとする。なお、会社関係資料（株式会社設立登記申請書、定款など）を配布し、授業中もそれらの資

料を活用することによって、受講生が具体的なイメージをもって会社法を理解できるようにしたい。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

毎回予習 90 分、復習 30 分程度を要する。 

＜科目の内容＞ 

第１回 具体的には、例えば以下の順序で講ずることを予定している。 

ガイダンス 

第２回 会社の種類 

第３回 株式会社法の基礎 

第４回 会社の設立① 

第５回 会社の設立② 

第６回 株式と株主① 

第７回 株式と株主② 

第８回 株式譲渡自由の原則 

第９回 投資単位の調整 

第１０回 機関概説 

第１１回 株主総会 

第１２回 取締役・取締役会・代表取締役 

第１３回 監査役・監査役会・会計監査人・会計参与 

第１４回 役員等の義務と責任 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

伊藤靖史他『会社法（LEGAL QUEST）［第 5 版］』（有斐閣・2021 年） 

岩原紳作ほか編『会社法判例百選［第 3 版］』（有斐閣・2016 年） 

会社法 Visual Materials（有斐閣・2011 年） 

＜参考書＞ 

授業内で適宜指示する 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

商法Ⅱ 藤田真樹 1 必 前期・後期 2 

■講義内容■ 

本講義は、会社法の体系の後半部分について概説する。すなわち、株式会社の計算から組織再編・解散・清算

等を扱うものとする。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

法学未修者を対象に、会社法上の諸制度に関する知識の修得とその理解を図ることを目的とする。基本的事項に

関する事前の学習を前提として、その知識と理解を確認しながら双方向的な授業を行う。この授業で修得する会

社法分野の理解を基礎に、2 年次の「商法特別演習Ⅰ・Ⅱ」における応用力の修得に連動させることを目指すも

のとする。なお、会社関係資料（株主総会関係資料、事業報告など）を配布し、授業中もそれらの資料を活用す

ることによって、受講生が具体的なイメージをもって会社法を理解できるようにしたい。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

商法Ⅰを前学期までに履修していること。 

＜予・復習に要する時間＞ 

毎回予習 90 分、復習 30 分程度を要する。 

＜科目の内容＞ 

第１回 具体的には、例えば以下の順序で講ずることを予定している。 

ガイダンス 

第２回 機関概説 

第３回 会計と開示の基礎 

第４回 剰余金の配当、資本制度 

第５回 募集株式の発行 

第６回 新株予約権 

第７回 社債 

第８回 企業結合、組織再編① 

第９回 企業結合、組織再編② 

第１０回 事業譲渡 

第１１回 敵対的買収 

第１２回 持分会社、組織変更 

第１３回 定款の変更、解散・清算 

第１４回 指名委員会等設置会社 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

伊藤靖史他『会社法（LEGAL QUEST）［第 5 版］』（有斐閣・2021 年） 

岩原紳作ほか編『会社法判例百選［第 3 版］』（有斐閣・2016 年） 

会社法 Visual Materials（有斐閣・2011 年） 

＜参考書＞ 

授業内で適宜指示する 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

商法Ⅲ 春田 博 2 必 前期・後期 2 

■講義内容■ 

会社法が属する法分野としての商法は、商人あるいは企業に関する民事法領域の特別法として位置付けられて

きた。本講義では、特別法としてのこのような法分野の適用範囲を画する商行為及び商人の各概念並びにこれを

前提とした個別の法規定を格別に概観し、あわせて、商人の決済手段として利用される手形・小切手に関わる法

制度について講ずる。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

私法の一般法たる民法に対し、会社法及び商法は、企業ないし商人についての特別法として位置付けられており、

規定の体裁もかかる認識を前提としている。本講義では、かくて特別法たる商法分野の規定を適用すべきはいか

なる場合か、そしてまた、適用の結果民法とはどのように相違する効果がもたらされるのかに関し、正しく了解

してもらうことを目標として講義を進める。同時に、商人の決済手段として発展してきた手形及び小切手に関す

る法制度についても、債権法に対する特質がどの点にあるのかを絶えず確認しながら、誤りなき理解を得ること

にしたい。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

毎回予習 60 分、復習 30 分程度を要する。 

＜科目の内容＞ 

第１回 商行為及び商人並びに企業 

第２回 商号に関する法規制 

第３回 商行為法各論（その１） 

第４回 商行為法各論（その２） 

第５回 有価証券概念 

第６回 手形理論 

第７回 手形署名及び偽造・変造 

第８回 白地手形 

第９回 裏書 

第１０回 善意取得 

第１１回 人的抗弁 

第１２回 手形の振出と原因関係 

第１３回 手形保証 

第１４回 支払・遡求・利得償還請求権 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

授業内で適宜指示する 

＜参考書＞ 

授業内で適宜指示する 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

民事訴訟法 小松良正 1 必 前期・後期 2 

■講義内容■ 

 

法学未修者及び既修者を対象として開講される民事訴訟法の基礎科目である｡ 受講者が民事訴訟法の重要な

基本的知識と手続の全体像について理解･ 修得し､ かつ手続法的思考態度を身につけるに至ることを第 1 次的

な目標とする｡ 講義方法としては､ 主として重要判例を素材とした事例問題を出題しておき､ 受講者による十

分な事前学習を前提としたうえで､ 問答方式による双方向的な対話ないし討論型の授業を展開したい｡ その過

程において､ 受講者は､ 民事訴訟法の基礎的知識と手続法的思考態度を身につけることができるであろう｡ な

お、毎回、まとめのレジュメを配布する予定である。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

すでに民事実体法についての基礎的理解を修得した受講者を対象とし､受講者が民事訴訟法の重要な基本的概念

と手続の全体像について十分な理解に達するとともに手続法的思考態度を身につけるに至ることを第 1 次的な

目標とする｡ 

講義の際には､ あらかじめ重要判例を素材とした事例問題を出題しておき､ 受講者による十分な事前学習を前

提としたうえで､ 問答方式による双方向的な対話ないし討論型の授業を実施する｡ 各回の講義計画は以下のと

おりである｡ 

＜到達目標＞ 

TKC 掲示の「法律基本科目各科目到達目標」による。 

＜履修の前提＞ 

既修２年次生は、「民事訴訟法特別演習」履修の前提として、この科目の事前修得を推奨する。 

＜予・復習に要する時間＞ 

毎回予習 90 分、復習 60 分程度を要する。 

＜科目の内容＞ 

第１回 裁判外紛争解決制度・民事訴訟法上の諸原則 

この回では、民事紛争の解決のための諸制度、すなわち裁判（判決）による紛争解決制度と、裁判以外の当事者

の合意に基礎を置く裁判外紛争解決制度（ADR）を比較し、各制度の長所・短所について検討するとともに、裁

判制度としての民事訴訟制度における諸原則について検討する。 

第２回 裁判所の管轄 

この回では、民事事件について審理・裁判することのできる裁判所の管轄の意義、種類および移送の制度につい

て検討するとともに、近時外国で多発する航空機事故等の不法行為事件について、どのような場       合にわ

が国の裁判所が国際裁判管轄権を有するかについて検討する。 

第３回 民事訴訟の提起（訴訟要件と訴えの利益） 

この回では、民事訴訟において本案判決を言い渡すための要件としての訴訟要件の意義、及び種類について検討

するとともに、確認の訴えの訴訟要件の一つとしての確認の利益の問題について検討する。 

第４回 民事訴訟の訴訟対象（訴訟物） 

この回では、民事訴訟の 3 要素の一つとされる民事訴訟における審判の対象としての訴訟物の意義、及び訴訟物

理論について検討するとともに、訴訟物の 4 つの試金石とされる訴えの併合（民訴 136 条）、訴えの変更（民訴

143 条）、重複訴訟禁止の原則（民訴 142 条）、及び既判力の客観的範囲（民訴 114 条）の問題について検討す

る。 

第５回 民事訴訟の当事者（1）－当事者能力等 

この回では、民事訴訟における主体としての当事者の概念、及び当事者能力（権利能力なき社団・民訴 29 条）、

訴訟能力、および当事者適格の概念について検討するとともに、第三者の訴訟担当の問題（法定訴訟担当と任意

的訴訟担当）の問題についても検討する。 

第６回 民事訴訟の当事者（2）－多数当事者訴訟 



この回では、当事者の一方または（および）双方が複数である場合の共同訴訟のうち、合一確定が要請される固

有必要的共同訴訟と類似必要的共同訴訟（民訴 40 条）の問題について検討するとともに、合一確定が要請され

ない通常共同訴訟における共同訴訟人独立の原則（民訴 39 条）およびその問題点について検討する。 

第７回 弁論主義論（1）－弁論主義の 3 原則等 

この回では、民事訴訟における弁論主義の意義、およびこの原則が採られている根拠、及びいわゆる弁論主義の 

3 原則（テーゼ）について検討するとともに、特に第 1 原則の意義及び対象となる事実の範囲の問題等について

検討する。 

第８回 弁論主義論（2）－裁判上の自白等 

この回では、弁論主義の 3 原則のうち、第 2 原則である裁判上の自白（民訴 179 条）の意義、及び要件、効果、

及び自白の撤回の可否等の問題を検討する。 

第９回 訴訟行為論（訴訟行為と意思の瑕疵等） 

この回では、特に当事者の訴訟行為を中心として、訴訟行為の意義及び種類、明文の規定のない訴訟に関する合

意（訴え取下げ合意等）の有効性、及びその法的性質、当事者の訴訟行為に意思の瑕疵がある場合の当該訴訟行

為の有効性等の問題を検討する。 

第１０回 証明責任論（証明責任の分配等） 

この回では、民事訴訟における証明責任の意義（客観的証明責任と主観的証明責任）、及び証明責任の分配の基

準に関する（修正）法律要件分類説を前提として、具体的な事例における証明責任の分配について検討する。 

第１１回 判決効論（1）－既判力の客観的範囲 

この回では、判決の効力の一つである既判力の意義、および既判力が当事者に及ぶ根拠、既判力が判決において

生じる範囲、及び前訴判決の既判力がどのような後訴に及ぶか（既判力の作用）、判決理由中の判断に関する拘

束力としての争点効理論及び信義則理論について検討する。 

第１２回 判決効論（2）－既判力の時的限界（既判力の基準時） 

この回では、既判力の時的限界の問題、すなわち既判力の基準時の意義及び基準時後の形成権（取消権、相殺権

および建物買取請求権）の行使が許されるかを、判例を素材として検討する。 

第１３回 判決効論（3）－既判力の主観的範囲 

この回では、判決の既判力はどのような者に及ぶか、すなわち、既判力の主観的範囲の問題を検討し、既判力は、

当事者以外にどのような者に及ぶか、またその根拠はどのような点に求められるかを検討する。 

第１４回 上訴論と一部請求論 

この回では、上訴の適法要件としての上訴の利益の意義、その判断基準に関する判例・学説の見解を検討すると

ともに、いわゆる一部請求理論に関する判例・学説を取り上げ、一部請求と上訴の利益の有無について検討する。 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

①三木ほか著・リーガルクエスト民事訴訟法〔３版〕（有斐閣）、 

②和田吉弘・基礎からわかる民事訴訟法（商事法務）、 

③民事訴訟法判例百選〔５版〕（有斐閣） 

上記のうち、①と②については、いずれか一方を用意すること。 

＜参考書＞ 

①高橋宏志・重点講義民事訴訟法〔第２版補訂版〕（上）・（下）（有斐閣）、 

②藤田・講義民事訴訟〔３版〕（東大出版会）、 

③伊藤 眞・民事訴訟法（有斐閣） 

④中野他著・新民事訴訟法講義（有斐閣） 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

民事訴訟法特別演習 小松良正 2 必 前期・後期 2 

■講義内容■ 

この演習は､ 主として民事訴訟法上の重要な基本的争点についての裁判所の判例を使用して、重要な民事訴訟

法上の諸原則を理解することを目的としたものである｡演習の方法としては､あらかじめこれらの判例（または具

体的設例）を十分に予習し､ この判例の事実関係､ 法律上の争点､その争点に関する法律上の解釈（法的推論）、

及び規範への事実の当てはめによる結論を、質疑・応答形式で実施する。あわせて、実務教育への導入をも考慮

し、各種民事訴訟法上のテーマに関連した初歩的な実務上の問題についても触れることとしたい｡ なお、毎回、

まとめのレジュメを配布する予定である。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

この演習では､ 民事訴訟法上の重要な原則 ･ 理論（訴訟物理論､ 訴訟行為論､ 弁論主義､ 立証責任論､ 判決効

論等）を､ 抽象的に教えるのではなく､ 実際に裁判において問題となった具体的事例（判例等）を通して､ 具体

的事実に即して理解することを目的とする｡ また､ 民事保全や民事執行についても､ 入門的な役割を果たすも

のとしたい｡ そして､ これらのテーマについて､ 質疑 ･ 応答形式による演習を実施する｡ また､ この演習は､2

年次の法律実務基礎演習への導入をも兼ねるようにするとの配慮から､ 各テーマに関連した基本的な実務上の

問題（要件事実論）についても取り上げたいと考えている｡ 

＜到達目標＞ 

TKC 掲示の「法律基本科目各科目到達目標」による。 

＜履修の前提＞ 

既修２年次生は「民事訴訟法」の事前修得を推奨する。 

＜予・復習に要する時間＞ 

毎回予習 90 分、復習 60 分程度を要する。 

＜科目の内容＞ 

第１回 確認の利益 

この回では、民事訴訟における訴訟要件の一つである「訴えの利益」のうち、特に確認の訴えにおいて問題とな

る「確認の利益」の意義及びその必要性、確認の利益の有無の判断基準を検討するとともに、遺言者生存中にお

ける遺言無効確認の訴えの適法性の問題等を中心に考察する。 

第２回 訴訟物の範囲 

この回では、民事訴訟における訴訟物概念の意義及び役割、旧訴訟物理論と新訴訟物理論、訴訟物と既判力の客

観的範囲の問題、既判力の作用形態等の問題を具体的な判例を通して検討する。 

第３回 一部請求 

この回では、一部請求の意義とその必要性、一部請求後の残部請求の可否に関する判例・学説の検討を行うとと

もに、一部請求訴訟が提起された場合の過失相殺の問題についても検討する。 

第４回 二重起訴の禁止 

この回では、二重起訴禁止の原則の意義、趣旨及びその要件について検討するとともに、相殺の抗弁と二重起訴

の問題、すなわち同一債権に関する別訴先行型と抗弁先行型の事例の問題点を検討し、また別訴先行型の類型で

別訴が一部請求の事例をも検討する。 

第５回 弁論主義 

この回では、弁論主義の意義及びその根拠（特に不意打ち防止の必要性）、弁論主義の 3 原則（テーゼ）につい

て検討するとともに、所有権喪失に関する事実、代理による契約の成立の認定、間接事実の認定等の問題を判例

を通して検討する。 

第６回 一般条項についての主張・立証＋釈明権 

この回では、過失、正当事由、権利濫用、公序良俗等の一般条項と弁論主義の関係、すなわちこれらの一般条項

については何が主要事実かを検討するとともに、弁論主義の補充としての裁判所の釈明権の意義を検討し、消極

釈明と積極釈明、釈明義務違反と上告理由等の問題を検討する。 



第７回 争点効 

この回では、いわゆる判決理由中の判断に拘束力を肯定する争点効の意義及びその必要性、争点効が認められる

ための要件、及び判決理由の判断に信義則上の拘束力を認める考え方を検討し、この問題に関する判例理論の展

開を考察する。 

第８回 基準時後の形成権の行使 

この回では、判決の重要な効力の一つである既判力の時的限界（既判力の基準時）の意義およびその根拠を検討

するとともに、訴訟上特に問題となる基準時後の取消権や相殺権、建物買取請求権等の形成権行使の可否につい

て検討する。 

第９回 既判力の主観的範囲 

この回では、既判力の主観的範囲の問題、特に口頭弁論終結後の承継人に関する「承継」の意義、請求権の属性

と承継人の範囲、形式説と実質説、及び既判力の拡張と執行力の拡張との相違等について検討するとともに、請

求目的物所持者の概念の意義及び範囲等について検討する。 

第１０回 判決の反射的効力 

この回では、判決の特殊な効力の一つとして議論されている判決の反射的効力（反射効）の意義、その法的性質、

判決の既判力の本質論との関係、判決効拡張の前提としての手続保障との関係について検討する。 

第１１回 通常共同訴訟 

この回では、共同訴訟形態の一つである通常共同訴訟の意義、及び共同訴訟人独立の原則の意義及びこの原則の

問題点を検討するとともに、その修正原理としての当然の補助参加理論、主張共通の原則、及び準必要的共同訴

訟の理論を検討する。 

第１２回 固有必要的共同訴訟 

この回では、必要的共同訴訟形態の一つである固有必要的共同訴訟の意義、審理原則について検討するとともに、

共有関係訴訟（原告側が共有者の場合と被告側が共有者の場合）や入会関係訴訟との関係等について検討する。 

第１３回 補助参加 

この回では、訴訟参加形態の一つである補助参加制度について、補助参加の要件としての補助参加の利益、補助

参加人のなしうる訴訟行為の範囲、及び補助参加の効果としての参加的効力等の問題について検討する。 

第１４回 訴訟告知 

この回では、訴訟告知制度の意義及び訴訟告知を行うために必要とされる要件（参加することができる第三者の

意義）、及び訴訟告知による参加的効力発生のための要件等の問題を検討する。 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

①長谷部他編著・ケースブック民事訴訟法〔４版〕（弘文堂） 

②三木ほか著・リーガルクエスト民事訴訟法〔３版〕（有斐閣）、 

③和田吉弘・基礎からわかる民事訴訟法（商事法務）、 

④民事訴訟法判例百選〔５版〕（有斐閣） 

上記のうち、②と③については、いずれか一方を用意すること。 

＜参考書＞ 

①高橋宏志・重点講義民事訴訟法〔第２版補訂版〕（上）・（下）（有斐閣）、 

②藤田・講義民事訴訟〔３版〕（東大出版会）、 

③伊藤 眞・民事訴訟法（有斐閣） 

④中野他著・新民事訴訟法講義（有斐閣） 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

商法特別演習／商法特別演習Ⅰ 藤田真樹 2 必 前期・後期 2 

■講義内容■ 

１年次に履修した「商法Ⅰ・Ⅱ」の基礎的理解を前提に、会社法上の重要なテーマを取り上げる。各テーマに

ついて、複数の主要な判例を題材として、会社法上の制度ないし規定の立法趣旨の確認、判例および学説の検討、

ならびに実務上の観点からの検討も併せて行う。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

本演習は、１年次に履修した「商法Ⅰ・Ⅱ」における基礎的な理解を前提に、会社法上の重要判例を題材として、

会社法の知識と理解を一層確実なものにするとともに、会社法の解釈運用力を養成することを目的とする。本演

習の履修の延長線上において、２年次・前後期開講の「商法特別演習Ⅱ」、３年次・前後期開講の「商法発展演

習Ⅰ・Ⅱ」における、さらなる応用力の修得を目標とする。 

本演習では、予習内容の理解度を確認したうえで、実務上の問題も視野に入れた会社法の解釈運用力の養成を目

指して、双方向的かつ多方向的な討論を活用する。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

毎回予習 90 分、復習 30 分を要する。 

＜科目の内容＞ 

第１回 会社総則、設立 

 『会社法判例百選［第 3 版］』（以下「百選」という。）［3］［6］［8］ 

第２回 株式① 

 百選［10］［11］［12］ 

第３回 株式② 

 百選［14］［15］［17］［18］ 

第４回 株式③ 

 百選［20］［21］［22］［23］ 

第５回 株式④、新株予約権 

 百選［24］［27］［29］ 

第６回 株主総会 

 百選［32］［34］［36］［37］ 

第７回 取締役・取締役会① 

 百選［44］［45］［48］［49］ 

第８回 取締役・取締役会② 

 百選［50］［51］［52］［53］ 

第９回 取締役・取締役会③ 

 百選［54］［55］［56］［57］［58］ 

第１０回 取締役・取締役会④ 

 百選［60］［61］［62］［63］［64］ 

第１１回 取締役・取締役会⑤ 

 百選［65］［66］［70］［71］［72］［73］ 

第１２回 計算、組織再編①  

 百選［78］［85］［91］ 

 



第１３回 組織再編②、企業買収・支配権の争奪① 

 百選［93］［97］［98］ 

第１４回 企業買収・支配権の争奪②  

 百選［99］［101］［102］ 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

岩原紳作ほか編『会社法判例百選［第 3 版］』（有斐閣・2016 年） 

伊藤靖史他『会社法（LEGAL QUEST）［第 5 版］』（有斐閣・2021 年） 

会社法 Visual Materials（有斐閣・2011 年） 

＜参考書＞ 

授業内で適宜指示する 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

商法特別演習Ⅱ 春田 博 2 必 前期・後期 2 

■講義内容■ 

１年次後期に企業法科目を受講し、企業法（会社法）に関して既に基本的な知識を有している学生を対象に設

置する演習科目である。会社法に対する受講者の前提的な理解を深め、応用力を涵養するとともに、具体的な事

例の解析を通じて、現実の事案から論点を過不足なく析出することのできる能力を養うことを目標とする。授業

はあらかじめ指定した報告者による報告と討論を中心に進める。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

法律実務における企業法の重要性にもかかわらず、この分野に特有の技術性や民法の特則たる位置付けのゆえ

に、時間と労力がややもするともっぱら民法の学習に費やされ、企業法分野に関する理解は暖昧なままに放置さ

れることも多い。そこで、本演習では、少しでも具体的な問題の解析を絶えず繰り返すことで、企業法分野に関

わる諸規制を可能なかぎり立体的に習得できるよう努めることにしたい。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

毎回予習 60 分、復習 30 分程度を要する。 

＜科目の内容＞ 

第１回 後記教科書中、基本的には、「第Ⅰ部 紛争解決編」における論点の記載順序に即して授業を進める予定

である。具体的には以下の順序による進行を考えている。 

株式の譲渡 

第２回 株主総会決議の瑕疵等 

第３回 代表行為と取引の安全 

第４回 競業取引 

第５回 利益相反取引 

第６回 取締役の報酬 

第７回 取締役の会社に対する責任 

第８回 取締役の第三者に対する責任 

第９回 違法な募集株式の発行 

第１０回 設立 

第１１回 株主代表訴訟 

第１２回 監査役・会計監査人 

第１３回 会社法総則の諸問題 

第１４回 まとめ 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

授業内で適宜指示する 

＜参考書＞ 

授業内で適宜指示する 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

民法発展演習／民法発展演習Ⅰ 下平美保 
2 必 

（3 選必） 
前期 2 

■講義内容■ 

これまで学んできた民法の考え方を総動員して､ 具体的な事例にどのように答えるかを､ 文書にした上で､ 

受講生全員で討論していきたい｡ 事例としては､ 売買契約､ 賃貸借契約､ 消費貸借契約､ 請負契約、不法行為

を予定している｡ 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

おもに司法試験論文式問題について、文書と討論で検討していきたい。受講生が事前に作成した文書を他の受講

生が検討する方法、つまり、相互に検討する方法により、文書の趣旨をより明確にしたい。また､受講生が他の

受講生のよいところを認め、わかりにくいところをなぜそうなるかを質問する方法により､討論を行い､ それぞ

れの発言の趣旨をより明確にしたい。基礎的事項についての体系的理解（民法Ⅰ～民法Ⅵ）、これをもとにした

判例・事例の深い検討（民法特別演習）、これらをもとにした文書作成という 3 段階目に位置づけられる。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

民法特別演習を履修済であること。 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習 150 分、復習 90 分程度を要する。 

＜科目の内容＞ 

第１回 第１回～第 14 回の順序は、第１回の協議で決める。 

今期の方針についての協議 

第２回 代金減額請求権と代金債権の譲渡に関する事案（令和 2 年司法試験問題を題材とするもの） 

第３回 将来債権の譲渡に関する事案（令和元年司法試験問題を題材とするもの） 

第４回 受領遅滞と物権的請求権に関する事案（平成 30 年司法試験問題を題材とするもの） 

第５回 賃借権の時効取得と賃借物の無断転貸に関する事案（平成 29 年司法試験問題を題材とするもの） 

第６回 法定代理権の濫用と不動産売買に関する事案（平成 28 年司法試験問題を題材とするもの） 

第７回 動産売買と添付に関する事案（平成 27 年司法試験問題を題材とするもの） 

第８回 不動産賃貸借契約の解除と和解に関する事案（平成 26 年司法試験問題を題材とするもの） 

第９回 保証債務と物上代位に関する事案（平成 25 年司法試験問題を題材とするもの） 

第１０回 所有権の時効取得と混合寄託に関する事案（平成 24 年司法試験問題を題材とするもの） 

第１１回 請負と工作物責任に関する事案（平成 23 年司法試験問題を題材とするもの） 

第１２回 中間レポート（令和 3 年司法試験問題を題材とするもの） 

第１３回 消費貸借と相続に関する事案（平成 22 年司法試験問題を題材とするもの） 

第１４回 売買契約の解釈と即時取得に関する事案（平成 21 年司法試験問題を題材とするもの） 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

授業内で適宜指示する 

＜参考書＞ 

授業内で適宜指示する 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

民法発展演習／民法発展演習Ⅱ 下平美保 
2 必 

（3 選必） 
後期 2 

■講義内容■ 

これまで学んできた民法の考え方を総動員して､ 具体的な事例にどのように答えるかを､ 文書にした上で､ 

受講生全員で討論していきたい｡ 事例としては､ 売買契約､ 賃貸借契約､ 消費貸借契約､ 請負契約、不法行為

を予定している｡ 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

おもに司法試験論文式問題について、文書と討論で検討していきたい。受講生が事前に作成した文書を他の受講

生が検討する方法、つまり、相互に検討する方法により、文書の趣旨をより明確にしたい。また､受講生が他の

受講生のよいところを認め、わかりにくいところをなぜそうなるかを質問する方法により､討論を行い､ それぞ

れの発言の趣旨をより明確にしたい。基礎的事項についての体系的理解（民法Ⅰ～民法Ⅵ）、これをもとにした

判例・事例の深い検討（民法特別演習）、これらをもとにした文書作成という 3 段階目に位置づけられる。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

民法特別演習を履修済であること。 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習 150 分、復習 90 分程度を要する。 

＜科目の内容＞ 

第１回 第１回～第 14 回の順序は、第１回の協議で決める。 

今期の方針についての協議 

第２回 代金減額請求権と代金債権の譲渡に関する事案（令和 2 年司法試験問題を題材とするもの） 

第３回 将来債権の譲渡に関する事案（令和元年司法試験問題を題材とするもの） 

第４回 受領遅滞と物権的請求権に関する事案（平成 30 年司法試験問題を題材とするもの） 

第５回 賃借権の時効取得と賃借物の無断転貸に関する事案（平成 29 年司法試験問題を題材とするもの） 

第６回 法定代理権の濫用と不動産売買に関する事案（平成 28 年司法試験問題を題材とするもの） 

第７回 動産売買と添付に関する事案（平成 27 年司法試験問題を題材とするもの） 

第８回 不動産賃貸借契約の解除と和解に関する事案（平成 26 年司法試験問題を題材とするもの） 

第９回 保証債務と物上代位に関する事案（平成 25 年司法試験問題を題材とするもの） 

第１０回 所有権の時効取得と混合寄託に関する事案（平成 24 年司法試験問題を題材とするもの） 

第１１回 請負と工作物責任に関する事案（平成 23 年司法試験問題を題材とするもの） 

第１２回 中間レポート（令和 3 年司法試験問題を題材とするもの） 

第１３回 消費貸借と相続に関する事案（平成 22 年司法試験問題を題材とするもの） 

第１４回 売買契約の解釈と即時取得に関する事案（平成 21 年司法試験問題を題材とするもの） 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

授業内で適宜指示する 

＜参考書＞ 

授業内で適宜指示する 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

民法発展演習／民法発展演習Ⅰ 青野博之 
2 必 

（3 選必） 
前期 2 

■講義内容■ 

これまで学んできた民法の考え方を総動員して､ 具体的な事例にどのように答えるかを､ 文書にした上で､ 

受講生全員で討論していきたい｡ 事例としては､ 売買契約､ 賃貸借契約､ 消費貸借契約､ 請負契約、不法行為

を予定している｡ 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

おもに司法試験論文式問題について、文書と討論で検討していきたい。受講生が事前に作成した文書を他の受講

生が検討する方法、つまり、相互に検討する方法により、文書の趣旨をより明確にしたい。また､受講生が他の

受講生のよいところを認め、わかりにくいところをなぜそうなるかを質問する方法により､討論を行い､ それぞ

れの発言の趣旨をより明確にしたい。基礎的事項についての体系的理解（民法Ⅰ～民法Ⅵ）、これをもとにした

判例・事例の深い検討（民法特別演習）、これらをもとにした文書作成という 3 段階目に位置づけられる。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

民法特別演習を履修済であること。 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習 150 分、復習 90 分程度を要する。 

＜科目の内容＞ 

第１回 第１回～第 14 回の順序は、第１回の協議で決める。 

今期の方針についての協議 

第２回 代金減額請求権と代金債権の譲渡に関する事案（令和 2 年司法試験問題を題材とするもの） 

第３回 将来債権の譲渡に関する事案（令和元年司法試験問題を題材とするもの） 

第４回 受領遅滞と物権的請求権に関する事案（平成 30 年司法試験問題を題材とするもの） 

第５回 賃借権の時効取得と賃借物の無断転貸に関する事案（平成 29 年司法試験問題を題材とするもの） 

第６回 法定代理権の濫用と不動産売買に関する事案（平成 28 年司法試験問題を題材とするもの） 

第７回 動産売買と添付に関する事案（平成 27 年司法試験問題を題材とするもの） 

第８回 不動産賃貸借契約の解除と和解に関する事案（平成 26 年司法試験問題を題材とするもの） 

第９回 保証債務と物上代位に関する事案（平成 25 年司法試験問題を題材とするもの） 

第１０回 所有権の時効取得と混合寄託に関する事案（平成 24 年司法試験問題を題材とするもの） 

第１１回 請負と工作物責任に関する事案（平成 23 年司法試験問題を題材とするもの） 

第１２回 中間レポート（令和 3 年司法試験問題を題材とするもの） 

第１３回 消費貸借と相続に関する事案（平成 22 年司法試験問題を題材とするもの） 

第１４回 売買契約の解釈と即時取得に関する事案（平成 21 年司法試験問題を題材とするもの） 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

授業内で適宜指示する 

＜参考書＞ 

授業内で適宜指示する 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

民法発展演習／民法発展演習Ⅱ 青野博之 
2 必 

（3 選必） 
後期 2 

■講義内容■ 

これまで学んできた民法の考え方を総動員して､ 具体的な事例にどのように答えるかを､ 文書にした上で､ 

受講生全員で討論していきたい｡ 事例としては､ 売買契約､ 賃貸借契約､ 消費貸借契約､ 請負契約、不法行為

を予定している｡ 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

おもに司法試験論文式問題について、文書と討論で検討していきたい。受講生が事前に作成した文書を他の受講

生が検討する方法、つまり、相互に検討する方法により、文書の趣旨をより明確にしたい。また､受講生が他の

受講生のよいところを認め、わかりにくいところをなぜそうなるかを質問する方法により､討論を行い､ それぞ

れの発言の趣旨をより明確にしたい。基礎的事項についての体系的理解（民法Ⅰ～民法Ⅵ）、これをもとにした

判例・事例の深い検討（民法特別演習）、これらをもとにした文書作成という 3 段階目に位置づけられる。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

民法特別演習を履修済であること。 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習 150 分、復習 90 分程度を要する。 

＜科目の内容＞ 

第１回 第１回～第 14 回の順序は、第１回の協議で決める。 

今期の方針についての協議 

第２回 代金減額請求権と代金債権の譲渡に関する事案（令和 2 年司法試験問題を題材とするもの） 

第３回 将来債権の譲渡に関する事案（令和元年司法試験問題を題材とするもの） 

第４回 受領遅滞と物権的請求権に関する事案（平成 30 年司法試験問題を題材とするもの） 

第５回 賃借権の時効取得と賃借物の無断転貸に関する事案（平成 29 年司法試験問題を題材とするもの） 

第６回 法定代理権の濫用と不動産売買に関する事案（平成 28 年司法試験問題を題材とするもの） 

第７回 動産売買と添付に関する事案（平成 27 年司法試験問題を題材とするもの） 

第８回 不動産賃貸借契約の解除と和解に関する事案（平成 26 年司法試験問題を題材とするもの） 

第９回 保証債務と物上代位に関する事案（平成 25 年司法試験問題を題材とするもの） 

第１０回 所有権の時効取得と混合寄託に関する事案（平成 24 年司法試験問題を題材とするもの） 

第１１回 請負と工作物責任に関する事案（平成 23 年司法試験問題を題材とするもの） 

第１２回 中間レポート（令和 3 年司法試験問題を題材とするもの） 

第１３回 消費貸借と相続に関する事案（平成 22 年司法試験問題を題材とするもの） 

第１４回 売買契約の解釈と即時取得に関する事案（平成 21 年司法試験問題を題材とするもの） 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

授業内で適宜指示する 

＜参考書＞ 

授業内で適宜指示する 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

商法発展演習／商法発展演習Ⅰ 藤田真樹 
2 必 

（3 選必） 
前期 2 

■講義内容■ 

会社法に関する講義を受講し、商法特別演習の履修も終えて、会社法分野につき既に相応の知識と応用力を有

している学生を対象として設置する演習科目である。受講者の一層の関心に応えるべく、個別事案を前提とした

論証能力の深化を目的として授業を進めることにしたい。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

法律実務においては文章作成が必須であるが、とりわけ本分野においてその際の論理性の有無いかんには圧倒的

な重要性が認められる。したがって、本講義では、関係者の万人を説得するに足る論証がいかなる内容に帰着す

るかにつき、文章作成と討論による検証とを繰り返して論点毎に確認し、商事取引に関する知識に基づく論述を

確実なものとする実力の涵養の助力に努めることにしたい。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

毎回予習 60 分、復習 30 分程度を要する。 

＜科目の内容＞ 

第１回 過去の本試験の問題を素材とし、当該授業回の問題をあらかじめ指定したうえで、事前に記述を得てこ

れに対する解答を授業時に講評するという形での授業の進行を予定している。しかしながら、受講生の意向によ

り変更があり得る。 

具体的には、例えば以下の順序で講ずることを考えている。 

新株予約権の無償割当の差止（令和元年司法試験問題を素材として） 

第２回 買収防衛策としての差別的な内容の新株予約権無償割当て（令和元年度司法試験問題を素材として） 

第３回 会計帳簿の閲覧請求と拒絶事由（平成３０年度司法試験問題を素材として） 

第４回 株式併合に反対する株主の救済（平成 29 年司法試験問題を素材として） 

第５回 内部統制システムと取締役の任務懈怠（平成 28 年司法試験問題を素材として） 

第６回 利益相反取引・競業取引（平成 27 年司法試験問題を素材として） 

第７回 募集株式の発行手続等の瑕疵（平成 26 年司法試験問題を素材として） 

第８回 譲渡制限株式の譲渡の効力と名義書換未了の場合の取扱い（平成 25 年司法試験問題を素材として 

第９回 ）取締役の違法行為の差止（平成 24 年司法試験問題を素材として） 

第１０回 瑕疵のある自己株式取得・処分（平成 23 年司法試験問題を素材として） 

第１１回 出資の履行の仮装（平成 22 年司法試験問題を素材として） 

第１２回 議決権の代理行使と書面による議決権行使の矛盾（平成 21 年司法試験問題を素材として 

第１３回 ）株式交換無効の訴え（平成 20 年司法試験問題を素材として） 

第１４回 取締役会決議の瑕疵（平成 19 年司法試験問題を素材として） 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

岩原紳作ほか編『会社法判例百選［第 3 版］』（有斐閣・2016 年） 

伊藤靖史他『会社法（LEGAL QUEST）［第 5 版］』（有斐閣・2021 年） 

会社法 Visual Materials（有斐閣・2011 年） 

＜参考書＞ 

授業内で適宜指示する 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準



備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

商法発展演習／商法発展演習Ⅱ 藤田真樹 
2 必 

（3 選必） 
後期 2 

■講義内容■ 

会社法に関する講義を受講し、商法特別演習の履修も終えて、会社法分野につき既に相応の知識と応用力を有

している学生を対象として設置する演習科目である。受講者の一層の関心に応えるべく、個別事案を前提とした

論証能力の深化を目的として授業を進めることにしたい。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

法律実務においては文章作成が必須であるが、とりわけ本分野においてその際の論理性の有無いかんには圧倒的

な重要性が認められる。したがって、本講義では、関係者の万人を説得するに足る論証がいかなる内容に帰着す

るかにつき、文章作成と討論による検証とを繰り返して論点毎に確認し、商事取引に関する知識に基づく論述を

確実なものとする実力の涵養の助力に努めることにしたい。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

毎回予習 60 分、復習 30 分程度を要する。 

＜科目の内容＞ 

第１回 過去の本試験の問題を素材とし、当該授業回の問題をあらかじめ指定したうえで、事前に記述を得てこ

れに対する解答を授業時に講評するという形での授業の進行を予定している。しかしながら、受講生の意向によ

り変更があり得る。 

具体的には、例えば以下の順序で講ずることを考えている。 

新株予約権の無償割当の差止（令和元年司法試験問題を素材として） 

第２回 株主総会決議を欠く事業譲渡契約の効力（平成 18 年司法試験問題を素材として） 

第３回 会計帳簿の閲覧請求と拒絶事由（平成 30 年司法試験問題を素材として） 

第４回 株式併合に反対する株主の救済（平成 29 年司法試験問題を素材として） 

第５回 内部統制システムと取締役の任務懈怠（平成 28 年司法試験問題を素材として） 

第６回 利益相反取引・競業取引（平成 27 年司法試験問題を素材として） 

第７回 募集株式の発行手続等の瑕疵（平成 26 年司法試験問題を素材として） 

第８回 譲渡制限株式の譲渡の効力と名義書換未了の場合の取扱い（平成 25 年司法試験問題を素材として） 

第９回 取締役の違法行為の差止（平成 24 年司法試験問題を素材として） 

第１０回 瑕疵のある自己株式取得・処分（平成 23 年司法試験問題を素材として） 

第１１回 出資の履行の仮装（平成 22 年司法試験問題を素材として） 

第１２回 議決権の代理行使と書面による議決権行使の矛盾（平成 21 年司法試験問題を素材として） 

第１３回 株式交換無効の訴え（平成 20 年司法試験問題を素材として） 

第１４回 取締役会決議の瑕疵（平成 19 年司法試験問題を素材として） 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

司法試験論述式試験過去問 

岩原紳作ほか編『会社法判例百選［第 3 版］』（有斐閣・2016 年） 

伊藤靖史他『会社法（LEGAL QUEST）［第 5 版］』（有斐閣・2021 年） 

会社法 Visual Materials（有斐閣・2011 年） 

＜参考書＞ 

授業内で適宜指示する 

 



※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

商法発展演習／商法発展演習Ⅰ 春田 博 
2 必 

（3 選必） 
前期 2 

■講義内容■ 

会社法に関する講義を受講し、商法特別演習の履修も終えて、会社法分野につき既に相応の知識と応用力を有

している学生を対象として設置する演習科目である。受講者の一層の関心に応えるべく、個別事案を前提とした

論証能力の深化を目的として授業を進めることにしたい。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

法律実務においては文章作成が必須であるが、とりわけ本分野においてその際の論理性の有無いかんには圧倒的

な重要性が認められる。したがって、本講義では、関係者の万人を説得するに足る論証がいかなる内容に帰着す

るかにつき、文章作成と討論による検証とを繰り返して論点毎に確認し、商事取引に関する知識に基づく論述を

確実なものとする実力の涵養の助力に努めることにしたい。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

毎回予習 60 分、復習 30 分程度を要する。 

＜科目の内容＞ 

第１回 一応、過去の本試験の問題を素材とし、当該授業回の問題をあらかじめ指定したうえで、事前に記述を

得てこれに対する解答を授業時に講評するという形での授業の進行を予定している。しかしながら、受講生の意

向により変更があり得る。 

具体的には、例えば以下の順序で講ずることを考えている。したがって、受講希望者は、第１回分につき回答を

あらかじめ作成のうえ提出しておくこと。 

会社の内部統制① 

第２回 会社の内部統制② 

第３回 会社の内部統制③ 

第４回 取締役の競業避止義務① 

第５回 取締役の競業避止義務② 

第６回 取締役の競業避止義務③ 

第７回 新株発行の不存在① 

第８回 新株発行の不存在② 

第９回 新株発行の不存在③ 

第１０回 株主総会決議の瑕疵① 

第１１回 株主総会決議の瑕疵② 

第１２回 株主総会決議の瑕疵③ 

第１３回 取締役の選任 

第１４回 自己株式 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

授業内で適宜指示する 

＜参考書＞ 

授業内で適宜指示する 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

商法発展演習／商法発展演習Ⅱ 春田 博 
2 必 

（3 選必） 
後期 2 

■講義内容■ 

会社法に関する講義を受講し、商法特別演習の履修も終えて、会社法分野につき既に相応の知識と応用力を有

している学生を対象として設置する演習科目である。受講者の一層の関心に応えるべく、個別事案を前提とした

論証能力の深化を目的として授業を進めることにしたい。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

法律実務においては文章作成が必須であるが、とりわけ本分野においてその際の論理性の有無いかんには圧倒的

な重要性が認められる。したがって、本講義では、関係者の万人を説得するに足る論証がいかなる内容に帰着す

るかにつき、文章作成と討論による検証とを繰り返して論点毎に確認し、商事取引に関する知識に基づく論述を

確実なものとする実力の涵養の助力に努めることにしたい。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

毎回予習 60 分、復習 30 分程度を要する。 

＜科目の内容＞ 

第１回 一応、過去の本試験の問題を素材とし、当該授業回の問題をあらかじめ指定したうえで、事前に記述を

得てこれに対する解答を授業時に講評するという形での授業の進行を予定している。しかしながら、受講生の意

向により変更があり得る。 

具体的には、例えば以下の順序で講ずることを考えている。したがって、受講希望者は、第１回分につき回答を

あらかじめ作成のうえ提出しておくこと。 

会社の内部統制① 

第２回 会社の内部統制② 

第３回 会社の内部統制③ 

第４回 取締役の競業避止義務① 

第５回 取締役の競業避止義務② 

第６回 取締役の競業避止義務③ 

第７回 新株発行の不存在① 

第８回 新株発行の不存在② 

第９回 新株発行の不存在③ 

第１０回 株主総会決議の瑕疵① 

第１１回 株主総会決議の瑕疵② 

第１２回 株主総会決議の瑕疵③ 

第１３回 取締役の選任 

第１４回 自己株式 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

授業内で適宜指示する 

＜参考書＞ 

授業内で適宜指示する 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

民事訴訟法発展演習／民事訴訟法

発展演習Ⅰ 
小松良正 

3 必 

（3 選必） 
前期 2 

■講義内容■ 

１・２年次に履修した民事訴訟法の理解を前提として、２年次に勉強した基本的テーマ以外の民事訴訟法上の

複雑な発展的かつ応用的テーマ、特に会社訴訟に関する問題や上訴・再審の問題をも含めて引き続き「ケースブ

ック民事訴訟法」を用いて、演習を行う。演習の方式は、２年次と同様に双方向・多方向の授業形式を用いて行

う。毎回、まとめのレジュメを配布する。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

本演習では、民事訴訟法上の重要な発展的なテーマに関する判例を素材として、判例の有する意義、その問題点、

これに対する学説の状況（反対説）を中心に、質疑応答形式での授業を行う予定であるので、積極的な授業参加

の態度が要求される。 

＜到達目標＞ 

TKC 掲示の「法律基本科目各科目到達目標」による。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

毎回予習 90 分、復習 60 分程度を要する。 

＜科目の内容＞ 

第１回 法人の内部紛争における当事者適格 

この回では､ 会社訴訟等においてみられるように､ 法人（会社等）の内部においてその代表者の選任決議等につ

いて争いが生じた場合､ その代表者の資格を争う者が訴えを提起する場合の被告適格の問題等を中心に検討す

る｡ 

第２回 申立事項 

この回では､ 民事訴訟の審判の対象における処分権主義の意義を､ 債務不存在確認の訴えの訴訟物や､ 引換給

付判決の問題等を通して検討することとする｡ 

第３回 争点整理 

この回では､ 民事訴訟における争点整理手続､ すなわち､ 準備的口頭弁論､ 弁論準備手続､ 及び書面による準

備手続について､ それらの手続の特色と相違点､ 争点整理手続終了後の攻撃防御方法の提出と説明義務､ 時機

に後れた攻撃防御方法の却下の規定との関係､ 及び計画審理手続の問題等について検討する｡ 

第４回 文書提出命令 

この回では､ 会社訴訟等においてなされることの多い文書提出命令申立ての要件である文書提出義務の範囲､ 

会社の稟議書の提出義務､ 手続及びその文書提出義務違反の効果の問題を中心に検討する｡ 

第５回 基準時後の損害拡大 

この回では､ 前訴の口頭弁論終結後の事情の変更により損害が拡大または縮小した場合に､ 増加分の損害賠償

請求の可否の問題､ 及び減少した損害賠償請求権に基づく強制執行に対する法的措置について検討する｡ 

第６回 法人格否認の法理 

この回では､ 会社訴訟において問題となる法人格否認の法理（形骸型､ 濫用型）について､ 訴訟法上の観点から､ 

当事者の確定､ 表示の訂正､ 任意的当事者変更及び判決効の問題等を中心に検討する｡ 

第７回 類似必要的共同訴訟 

この回では､ 会社訴訟等の類似必要的共同訴訟における判決効の拡張､ 一部の者が上訴した場合の他の当事者

の訴訟法上の地位の問題等について検討する｡ 

第８回 独立当事者参加 

この回では､ 独立当事者参加の訴訟構造､ 独立参加の要件､ 手続､ 効果及び上訴との関係について検討する｡ 

第９回 訴訟承継 

この回では､ 訴訟承継制度の意義､ 種類､ 参加承継と引受承継の手続､ ｢承継｣ 概念の意義､ 及び訴訟承継の効



果等の問題について検討する｡ 

第１０回 上訴（不服の利益･ 不利益変更禁止の原則） 

この回では､ 上訴の適法要件の 1 つである ｢不服の利益｣ 概念について検討するとともに､ 上訴審の審判対象

についての処分権主義の現れとしての ｢不利益変更禁止の原則｣ について検討する｡ 

第１１回 上訴（不服の利益･ 不利益変更禁止の原則） 

この回では､ 上訴の適法要件の 1 つである ｢不服の利益｣ 概念について検討するとともに､ 上訴審の審判対象

についての処分権主義の現れとしての ｢不利益変更禁止の原則｣ について検討する｡ 

第１２回 予備的併合請求と上訴審の審判の範囲 

この回では､ 訴えの客観的併合の一態様である予備的併合請求訴訟が提起され､ これに対して主位的請求が認

容された場合､ 及び主位的請求棄却・予備的請求認容判決が言い渡された場合に､ これに対して上訴が提起さ

れる場合の上訴審判の範囲の問題等を中心に検討する｡ 

第１３回 確定判決の騙取と再審 

この回では､ 氏名冒用訴訟等により前訴において確定判決が不当に取得（騙取）された場合に､ 前訴において氏

名を冒用された者は､ 訴訟上どのような救済を求めることができるか（再審､ 請求異議の訴え､ 及び別訴とし

ての不法行為訴訟等）の問題等を中心に検討する｡ 

第１４回 境界確定訴訟 

この回では､  境界確定訴訟の法的性質（形式的形成訴訟説､ 所有権境界確定訴訟説､ 複合訴訟説等）､境界確定

訴訟の当事者適格､ 境界確定訴訟と不利益変更禁止の原則､ 自白及び裁判上の和解の可否等の問題を中心に検

討する｡ 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

①長谷部他編著・ケースブック民事訴訟法〔４版〕（弘文堂） 

②三木ほか著・リーガルクエスト民事訴訟法〔３版〕（有斐閣）、 

③和田吉弘・基礎からわかる民事訴訟法（商事法務）、 

④民事訴訟法判例百選〔５版〕（有斐閣） 

上記のうち、②と③については、いずれか一方を用意すること。 

＜参考書＞ 

①高橋宏志・重点講義民事訴訟法〔第２版補訂版〕（上）・（下）（有斐閣）、 

②藤田・講義民事訴訟〔３版〕（東大出版会）、 

③伊藤 眞・民事訴訟法（有斐閣） 

④中野他著・新民事訴訟法講義（有斐閣） 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

民事訴訟法発展演習／民事訴訟法

発展演習Ⅱ 
小松良正 

3 必 

（3 選必） 
後期 2 

■講義内容■ 

この科目は、1 年次及び 2 年次において学修した民事訴訟法の基礎的及び応用的な知識をもとに、民事訴訟法

に関する発展的な内容の問題を分析し、何が争点であり、またそれについては、どのような民事訴訟法上の原理

原則が関係し、それに基づいてどのような結論を導き出すべきかを民事訴訟法の基本事項の確認をも含めて検討

した上で、実際にライティングを行うことを目的とする。毎回、まとめのレジュメを配布する予定である。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

この授業では、事案の分析能力を身につけるだけでなく、そのような分析に基づいて実際にライティングを行う

ことにより、より実践的な能力を身につけることを目的とする。そのため、毎回あらかじめ授業の数日前に、答

案を提出することが求められる。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

毎回予習 3 時間、復習 2 時間程度を要する。 

＜科目の内容＞ 

第１回 共同訴訟（弁論の併合）、判決の反射的効力、既判力の基準時、及び基準時後の形成権の行使等の諸問

題 

 この回では、平成 18 年度司法試験の民事訴訟法の問題を素材として、通常共同訴訟における共同訴訟人独立の

原則（民訴 39 条）及び証拠共通の原則の意義、判決の反射効の意義及び反射的効力の発生要件、及び基準時後

の形成件行使の可否等の問題について検討する。 

第２回 文書成立の真正、裁判上の自白、訴え取下げ合意、訴訟上の和解、及び請求の放棄・認諾等をめぐる諸

問題 

 この回では、平成 19 年度司法試験の民事訴訟の問題を教材として、文書成立の真正の意義（形式的証拠力）

及び要件（民訴 228 条 4 項）、処分証書と報告証書、裁判上の自白の意義（民訴 179 条）、要件、効果及び自白

の撤回の可否、及び裁判によらない訴訟終結原因としての訴え取下げ合意、請求の放棄（民訴 266 条）、及び裁

判上の和解（民訴 89 条）の要件及び効果（民訴 267 条）について検討する。 

第３回 固有必要的共同訴訟、及び証明妨害等をめぐる諸問題 

 この回では、平成 20 年度司法試験の民事訴訟の問題を教材として、固有必要的共同訴訟の意義、明文の規定

のない主観的追加的併合の許容性、文書提出義務違反の効果及び法律構成、民訴 224 条 3 項の効果と必要的共

同訴訟の規律を定める民訴 40 条との関係等について検討する。 

第４回 弁論主義と主張共通の原則、裁判上の自白、既判力等をめぐる諸問題 

 この回では、平成 21 年度司法試験の民事訴訟の問題を教材として、建物買取請求権と権利抗弁・事実抗弁、

弁論主義と主張共通の原則、裁判上の自白の意義及び要件（民訴 179 条）、擬制自白の意義、既判力と訴えの利

益、既判力に準ずる効力等の問題について検討する。 

第５回 当事者の確定、弁護士代理の原則、債務不存在確認の訴えの訴訟物、及び処分権主義をめぐる諸問題 

 この回では、平成 22 年度司法試験の民事訴訟の問題を教材として、民事訴訟における当事者確定の意義及び

判断基準、民事訴訟における弁護士代理の原則（民訴 54 条）の意義、一定額を超えて債務が存在しないことの

確認を求める債務不存在確認の訴えの訴訟物及び自認部分における拘束力の有無、及び民事訴訟における処分権

主義と将来給付の訴えの利益等の問題を検討する。 

第６回 権利自白、独立当事者参加、共同訴訟参加、及び固有必要的共同訴訟をめぐる諸問題 

 この回では、平成 23 年度司法試験の民事訴訟の問題を教材として、権利自白の意義、独立当事者参加（権利

主著参加）の要件（民訴 47 条）、共同訴訟参加の意義及び要件（民訴 52 条）、共有関係訴訟と固有必要的共同訴



訟等の問題を検討する。 

第７回 訴訟告知と参加的効力、代理の要件事実、二段の推定、及び同時審判申出共同訴訟をめぐる諸問題 

 この回では、平成 24 年度司法試験の民事訴訟の問題を教材として、訴訟告知（民訴 53 条）の意義、要件、訴

訟告知に基づく参加的効力の発生のための要件、参加的効力の主観的範囲及び客観的範囲、代理の要件事実、二

段の推定（民訴 228 条 4 項）、及び同時審判申出共同訴訟（民訴 41 条）の意義、要件及び効果等の問題を検討

する。 

第８回 遺言無効確認の訴え、遺言執行者の被告適格、相続の要件事実、及び信義則による既判力の縮小をめぐ

る諸問題 

 この回では、平成 25 年度司法試験の民事訴訟の問題を教材として、遺言無効確認の訴えにおける確認の利益

の有無、遺言執行者の被告適格の有無、相続に関する要件事実と主張共通の原則、及び信義則による既判力の縮

小等に関する問題を検討する。 

第９回 訴訟行為と表見法理、訴訟上の和解、及び後遺症に基づく追加賠償請求と民訴 117 条等をめぐる諸問題 

 この回では、平成 26 年度司法試験の民事訴訟の問題を教材として、訴訟行為における表見法理適用の有無、

訴訟上の和解の法的性質、及び後遺症に基づく追加賠償請求の理論構成と民訴 117 条の類推適用の有無等の問

題を検討する。 

第１０回 反訴訴求債権を自働債権とする相殺の抗弁の適法性、及び相殺の抗弁と不利益変更禁止等をめぐる諸問

題 

 この回では、平成 27 年度司法試験の民事訴訟の問題を教材として、反訴訴求債権を自働債権とする相殺の抗

弁の適法性、相殺の抗弁と不利益変更禁止の原則、及び相殺の抗弁の既判力の意義等の問題を検討する。 

第１１回 固有必要的共同訴訟、確認の利益、反訴の要件（民訴 146 条）、既判力の主観的範囲及び客観的範囲等

をめぐる諸問題 

 この回では、平成 28 年度司法試験の民事訴訟の問題を教材として、固有必要的共同訴訟の意義（民訴 40 条）

と提訴に同調しない者の処理、解任決議が無効であること等についての確認の利益、反訴提起の要件（民訴 146

条）、及び既判力の主観的範囲・客観的範囲・基準時等についての問題を検討する。 

第１２回 代理の要件事実、訴訟物と訴えの変更・引換給付判決、及び処分権主義と一部認容判決等をめぐる諸問

題 

 この回では、平成 29 年度司法試験の民事訴訟の問題を教材として、代理の要件事実、訴訟物理論と訴えの変

更（民訴 143 条）の関係、引換給付判決、及び処分権主義と一部認容判決等をめぐる諸問題を検討する。 

第１３回 重複訴訟と反訴、文書提出命令、及び補助参加の利益等をめぐる諸問題 

 この回では、平成 30 年度司法試験の民事訴訟の問題を教材として、同一債権についての債務不存在確認請求

と給付請求の関係、文書提出義務の除外事由、及び補助参加の利益の判断基準等の問題を検討する。 

第１４回 合意管轄、裁判上の自白の対象となる事実、及び文書提出義務（自己利用文書）等をめぐる諸問題 

 この回では、令和元年度司法試験の民事訴訟の問題を教材として、専属的合意管轄と移送、裁判上の自白の対

象となる事実、及び文書提出義務の除外事由としての自己利用文書の該当性（民訴 220 条 4 号ニ）等の問題を

検討する。 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

①三木ほか著・リーガルクエスト民事訴訟法〔３版〕（有斐閣）、 

②和田吉弘・基礎からわかる民事訴訟法（商事法務）、 

③民事訴訟法判例百選〔５版〕（有斐閣） 

上記のうち、②と③については、いずれか一方を用意すること。 

＜参考書＞ 

①高橋宏志・重点講義民事訴訟法〔第２版補訂版〕（上）・（下）（有斐閣）、 

②藤田・講義民事訴訟〔３版〕（東大出版会）、 

③伊藤 眞・民事訴訟法（有斐閣） 

④中野他著・新民事訴訟法講義（有斐閣） 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準



備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

民事訴訟法発展演習／民事訴訟法

発展演習Ⅱ 
柴谷 晃 

3 必 

（3 選必） 
後期 2 

■講義内容■ 

この科目は、1 年次及び 2 年次において学修した民事訴訟法の基礎的及び応用的な知識をもとに、民事訴訟法

に関する発展的な内容の問題を分析し、何が争点であり、またそれについては、どのような民事訴訟法上の原理

原則が関係し、それに基づいてどのような結論を導き出すべきかを民事訴訟法の基本事項の確認をも含めて検討

した上で、実際にライティングを行うことを目的とする。毎回、まとめのレジュメを配布する予定である。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

この授業では、事案の分析能力を身につけるだけでなく、そのような分析に基づいて実際にライティングを行う

ことにより、より実践的な能力を身につけることを目的とする。そのため、毎回あらかじめ授業の数日前に、答

案を提出することが求められる。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

毎回予習 3 時間、復習 2 時間程度を要する。 

＜科目の内容＞ 

第１回 共同訴訟（弁論の併合）、判決の反射的効力、既判力の基準時、及び基準時後の形成権の行使等の諸問

題 

 この回では、平成 18 年度司法試験の民事訴訟法の問題を素材として、通常共同訴訟における共同訴訟人独立の

原則（民訴 39 条）及び証拠共通の原則の意義、判決の反射効の意義及び反射的効力の発生要件、及び基準時後

の形成件行使の可否等の問題について検討する。 

第２回 文書成立の真正、裁判上の自白、訴え取下げ合意、訴訟上の和解、及び請求の放棄・認諾等をめぐる諸

問題 

 この回では、平成 19 年度司法試験の民事訴訟の問題を教材として、文書成立の真正の意義（形式的証拠力）

及び要件（民訴 228 条 4 項）、処分証書と報告証書、裁判上の自白の意義（民訴 179 条）、要件、効果及び自白

の撤回の可否、及び裁判によらない訴訟終結原因としての訴え取下げ合意、請求の放棄（民訴 266 条）、及び裁

判上の和解（民訴 89 条）の要件及び効果（民訴 267 条）について検討する。 

第３回 固有必要的共同訴訟、及び証明妨害等をめぐる諸問題 

 この回では、平成 20 年度司法試験の民事訴訟の問題を教材として、固有必要的共同訴訟の意義、明文の規定

のない主観的追加的併合の許容性、文書提出義務違反の効果及び法律構成、民訴 224 条 3 項の効果と必要的共

同訴訟の規律を定める民訴 40 条との関係等について検討する。 

第４回 弁論主義と主張共通の原則、裁判上の自白、既判力等をめぐる諸問題 

 この回では、平成 21 年度司法試験の民事訴訟の問題を教材として、建物買取請求権と権利抗弁・事実抗弁、

弁論主義と主張共通の原則、裁判上の自白の意義及び要件（民訴 179 条）、擬制自白の意義、既判力と訴えの利

益、既判力に準ずる効力等の問題について検討する。 

第５回 当事者の確定、弁護士代理の原則、債務不存在確認の訴えの訴訟物、及び処分権主義をめぐる諸問題 

 この回では、平成 22 年度司法試験の民事訴訟の問題を教材として、民事訴訟における当事者確定の意義及び

判断基準、民事訴訟における弁護士代理の原則（民訴 54 条）の意義、一定額を超えて債務が存在しないことの

確認を求める債務不存在確認の訴えの訴訟物及び自認部分における拘束力の有無、及び民事訴訟における処分権

主義と将来給付の訴えの利益等の問題を検討する。 

第６回 権利自白、独立当事者参加、共同訴訟参加、及び固有必要的共同訴訟をめぐる諸問題 

 この回では、平成 23 年度司法試験の民事訴訟の問題を教材として、権利自白の意義、独立当事者参加（権利

主著参加）の要件（民訴 47 条）、共同訴訟参加の意義及び要件（民訴 52 条）、共有関係訴訟と固有必要的共同訴



訟等の問題を検討する。 

第７回 訴訟告知と参加的効力、代理の要件事実、二段の推定、及び同時審判申出共同訴訟をめぐる諸問題 

 この回では、平成 24 年度司法試験の民事訴訟の問題を教材として、訴訟告知（民訴 53 条）の意義、要件、訴

訟告知に基づく参加的効力の発生のための要件、参加的効力の主観的範囲及び客観的範囲、代理の要件事実、二

段の推定（民訴 228 条 4 項）、及び同時審判申出共同訴訟（民訴 41 条）の意義、要件及び効果等の問題を検討

する。 

第８回 遺言無効確認の訴え、遺言執行者の被告適格、相続の要件事実、及び信義則による既判力の縮小をめぐ

る諸問題 

 この回では、平成 25 年度司法試験の民事訴訟の問題を教材として、遺言無効確認の訴えにおける確認の利益

の有無、遺言執行者の被告適格の有無、相続に関する要件事実と主張共通の原則、及び信義則による既判力の縮

小等に関する問題を検討する。 

第９回 訴訟行為と表見法理、訴訟上の和解、及び後遺症に基づく追加賠償請求と民訴 117 条等をめぐる諸問題 

 この回では、平成 26 年度司法試験の民事訴訟の問題を教材として、訴訟行為における表見法理適用の有無、

訴訟上の和解の法的性質、及び後遺症に基づく追加賠償請求の理論構成と民訴 117 条の類推適用の有無等の問

題を検討する。 

第１０回 反訴訴求債権を自働債権とする相殺の抗弁の適法性、及び相殺の抗弁と不利益変更禁止等をめぐる諸問

題 

 この回では、平成 27 年度司法試験の民事訴訟の問題を教材として、反訴訴求債権を自働債権とする相殺の抗

弁の適法性、相殺の抗弁と不利益変更禁止の原則、及び相殺の抗弁の既判力の意義等の問題を検討する。 

第１１回 固有必要的共同訴訟、確認の利益、反訴の要件（民訴 146 条）、既判力の主観的範囲及び客観的範囲等

をめぐる諸問題 

 この回では、平成 28 年度司法試験の民事訴訟の問題を教材として、固有必要的共同訴訟の意義（民訴 40 条）

と提訴に同調しない者の処理、解任決議が無効であること等についての確認の利益、反訴提起の要件（民訴 146

条）、及び既判力の主観的範囲・客観的範囲・基準時等についての問題を検討する。 

第１２回 代理の要件事実、訴訟物と訴えの変更・引換給付判決、及び処分権主義と一部認容判決等をめぐる諸問

題 

 この回では、平成 29 年度司法試験の民事訴訟の問題を教材として、代理の要件事実、訴訟物理論と訴えの変

更（民訴 143 条）の関係、引換給付判決、及び処分権主義と一部認容判決等をめぐる諸問題を検討する。 

第１３回 重複訴訟と反訴、文書提出命令、及び補助参加の利益等をめぐる諸問題 

 この回では、平成 30 年度司法試験の民事訴訟の問題を教材として、同一債権についての債務不存在確認請求

と給付請求の関係、文書提出義務の除外事由、及び補助参加の利益の判断基準等の問題を検討する。 

第１４回 合意管轄、裁判上の自白の対象となる事実、及び文書提出義務（自己利用文書）等をめぐる諸問題 

 この回では、令和元年度司法試験の民事訴訟の問題を教材として、専属的合意管轄と移送、裁判上の自白の対

象となる事実、及び文書提出義務の除外事由としての自己利用文書の該当性（民訴 220 条 4 号ニ）等の問題を

検討する。 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

授業内で適宜指示する 

＜参考書＞ 

授業内で適宜指示する 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

刑法Ⅰ 臼木 豊 1 必 前期・後期 2 

■講義内容■ 

法学未修者対象、1 年次開講の刑法の基本科目である。刑法各論のうち、主要な犯罪を網羅的に扱う。ただし、

新カリキュラム・旧カリキュラムの受講者の状況に応じて、内容は適宜変更することがある。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

１年次生諸君は、刑法Ⅰ（刑法各論）、刑法Ⅱ（刑法総論）を学習し、刑法総論・各論につき、そのいちおうの

基本的部分を学習する。だが、刑法総論・各論とも、扱う範囲は広大であって、少ない授業回数の中で、やむな

く割愛せざるをえない領域も数多くある。上記のように、この刑法Ⅰでは、刑法各論のうち、主要なものを可能

な限り扱う。教員が基本的な解説をしたうえで、重要な事項についてはあらかじめ関連判例・文献の告知や資料

の配付をしておき、受講者による十分な予習を前提に、随時問答や討論をおこなう。このようにして、受講者の

主体的参加を促し、効率的な学習を図り、刑法的思考方法や積極的・論理的思考力を養う講義としたい。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習３～４時間、復習３～４時間 

＜科目の内容＞ 

第１回 殺人の罪 

殺人の罪に関して、人の始期・終期、自殺関与罪・同意殺人罪の要件などを概説する。 

第２回 傷害の罪 

傷害罪に関して、「傷害」概念、傷害致死罪の問題、同時傷害特例の問題などを中心に概説する。さらに、刑法

における暴行概念、暴行罪における暴行、業務上過失致死罪、危険運転致死傷罪、自動車運転過失致死傷罪など

につき概説する。 

第３回 堕胎の罪、遺棄の罪 

堕胎罪につき、堕胎の概念、堕胎罪の類型、母体保護法による違法性阻却などを概説し、遺棄罪につき、単純遺

棄罪および保護責任者遺棄罪の罪質、遺棄概念、保護責任などを概説する。 

第４回 自由に対する罪 

逮捕監禁罪、脅迫罪、略取誘拐罪について概説する。さらに、性的自由に対する罪（強姦罪、強制わいせつ罪）

について概説する。 

第５回 窃盗の罪 

窃盗罪について、財物概念、本権説・占有説、占有の有無の判断基準、死者の占有、不法両得の意思、未遂・既

遂時期などの諸問題を検討する。 

第６回 強盗の罪 

強盗罪について、手段たる暴行・脅迫の意義、2 項強盗における処分行為の要否、財産上不法の利益の意義、強

盗致死傷罪の成立要件などを概説し、さらに事後強盗罪における「窃盗の機会」、強盗致死傷罪における「強盗

の機会」、死傷結果に故意ある場合の扱い、他目的で反抗抑圧後に財物奪取意思を生じた場合の扱い、事後強盗

の未遂、共犯などを扱う。 

第７回 詐欺・恐喝の罪 

詐欺罪・恐喝罪の基本的要件を概説する。次いで、詐欺罪における財産的損害の意義、処分行為・処分意思、不

法原因給付と詐欺罪、権利行使と恐喝罪、キセル乗車、自己名義のクレジットカードの不正使用、訴訟詐欺、誤

振込、文書の不正取得と詐欺罪、などを検討する。 

第８回 横領・背任の罪 

横領罪につき、横領行為の法的性質、横領罪と共犯、不動産の二重売買、横領後の横領、不法原因給付と横領な



どの問題を検討し、背任罪につき、その罪質・要件、横領罪との区別、二重抵当などの問題を検討する。 

第９回 名誉および信用に対する罪 

名誉毀損罪・侮辱罪における法益、名誉の意義、公然性の概念、真実性の証明による不可罰化の意義、真実性の

誤信の扱いなどを検討する。 

第１０回 放火および失火の罪 

公共危険犯である放火罪について、各類型、焼損概念などを概説し、不燃建造物と放火罪、建造物の一体性判断

などの問題を検討する。 

第１１回 文書偽造の罪 

文書偽造罪につき、法益、文書の意義、作成者・名義人の概念などを概説し、コピーやファクシミリと文書偽造

罪、名義人の承諾と文書偽造罪などの諸問題を検討する。 

第１２回 業務妨害罪、公務執行妨害罪 

公務執行妨害罪を中心に、保護される公務の範囲、業務妨害罪との関係、公務の適法性要件などの諸問題を検討

する。 

第１３回 犯人蔵匿罪・証拠隠滅罪、偽証罪、虚偽告訴の罪 

犯人蔵匿罪・証拠隠滅罪、偽証罪・虚偽告訴の罪について、その罪質、類型などを概説する。また、犯人自身に

ついての犯人蔵匿罪・証拠隠滅罪の共犯の成否の問題などを検討する。 

第１４回 汚職の罪 

賄賂罪、職権濫用罪について概説し、職務権限論などを検討する。 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

西田典之（橋爪隆補訂）『刑法各論［第７版］』（弘文堂、2018 年） 

西田典之・山口 厚・佐伯仁志・橋爪隆『判例刑法各論［第７版］』（有斐閣、2018 年） 

なお、毎回の授業に際して、事前に「配布資料」を TKC で添付しておく場合もあるので、これも参照のこと。 

＜参考書＞ 

（1）西田典之・山口厚・佐伯仁志（編）『別冊ジュリスト 刑法判例百選Ⅱ 各論［第８版］』（有斐閣、2020 年） 

（2）西田典之・山口厚・佐伯仁志（編）『ジュリスト増刊 刑法の争点』（有斐閣、2007 年） 

※なお、以上の教科書・参考書は、もしも授業開始までに改版された場合は、最新版を用いる。 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

刑法Ⅰ 對馬直紀 1 必 前期・後期 2 

■講義内容■ 

法学未修者を対象として１年次に開講される刑法の基本科目である。刑法典における犯罪類型を主たる考察対

象とし、刑法総論において究明された一般原理を前提にしながら、各構成要件の具体的意味内容を明らかにする

ことによって、受講者に犯罪の成立要件と刑罰適用に関する一般原則を具体的に展開する思考力を養うことを目

的とする。講義方法としては、基礎的・全般的理解を主眼とする講義ではあるが、重要な事項・要件については、

設例・判例を用いて、具体的問題を通じてその意義や内容を理解させる。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

刑法各則に関して基礎的な知識、横断的な理解を身につけさせ、刑法的なバランス感覚と思考力を養うことを目

的とする。重要な事項や要件について、あらかじめ関連判例や設例を告知しておき、受講者がひととおり目を通

していることを前提に、教員が概略的または選択的な解説をおこない、さらに随時問答・討論をおこなって、受

講者が講義へ主体的に参加し、効率的な理解と積極的な思考態度を培うことを図る。 

＜到達目標＞ 

TKC 掲示の「法律基本科目各科目到達目標」による。 

＜履修の前提＞ 

第１回授業時に説明する。 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習については２～３時間、復習については１～２時間とする。 

＜科目の内容＞ 

第１回 殺人の罪 

殺人の罪に関して、人の始期・終期、自殺関与罪・同意殺人罪の要件などを概説する。 

第２回 傷害の罪 

傷害罪に関して、「傷害」概念、傷害致死罪の問題、同時傷害の特例の問題などを中心に概説する。 

また、刑法における暴行概念、暴行罪における暴行、業務上過失致死傷罪、および近時に新設された危険運転致

死傷罪、自動車運転過失致死傷罪について概説する。 

第３回 堕胎の罪・遺棄の罪 

堕胎の罪については、堕胎の概念、堕胎罪の類型、母体保護法による違法性阻却などを概説し、遺棄の罪につい

ては、単純遺棄罪および保護責任者遺棄罪の罪質、遺棄概念、保護責任などを概説する。 

第４回 自由に対する罪 

逮捕監禁罪、脅迫罪、略取誘拐罪について概説する。 

また、性的自由を害する罪について概説する。 

第５回 財産犯総論・窃盗の罪 

財産犯の分類・区別、財物の意義、不法領得の意思、権利行使と財産犯、不法原因給付と財産犯などについて、

概説する。 

また、窃盗罪について、財物概念、本権説・占有説、占有の判断基準、不法領得の意思、未遂・既遂時期などの

諸問題を検討する。 

第６回 強盗の罪 

強盗罪について、手段たる暴行・脅迫の意義、暴行・脅迫と財物の奪取、２項強盗における処分行為の要否、強

盗致死傷罪（240 条）の成立要件などを概説し、さらに事後強盗罪における「窃盗の機会」などの諸論点を検討

する。 

また、強盗致死傷罪における「強盗の機会」、240 条と故意ある場合、犯行抑圧後に財物奪取意思を生じた場合、

事後強盗の未遂および予備などの諸論点を検討する。 

第７回 詐欺・恐喝の罪 

詐欺罪・恐喝罪の基本的要件について概説し、詐欺罪における財産的損害、処分行為・処分意思、クレジットカ



ードの不正使用などの諸問題について検討する。 

第８回 横領・背任の罪 

横領（行為）の法的性質、共犯・身分と横領罪の成否、不動産の２重売買・横領後の横領などの横領罪の特殊問

題、不法原因給付物の処分行為と横領罪の成否を中心に概説する。 

引き続き、横領罪の特殊問題、不法原因給付物の処分行為と横領罪の成否を概説し、さらに、背任罪の罪質・成

立要件、横領罪と背任罪の区別などを略説する。 

第９回 名誉に対する罪 

名誉毀損罪・侮辱罪における名誉の意義、公然性の概念、名誉毀損罪における真実性の証明等による不可罰化の

根拠などを概説し、さらに真実性の錯誤の場合の扱いを検討する。 

第１０回 信用および業務に対する罪 

おもに業務妨害罪について、業務の意義、本罪と公務執行妨害罪の関係（公務に対する業務妨害罪の成否）を概

説する。 

第１１回 放火の罪 

公共危険罪である放火罪について、焼損概念を概説したのち、不燃建造物と放火罪、建造物の一体性判断などの

諸問題を検討する。 

第１２回 文書偽造の罪 

伝統的な文書偽造罪を中心として、保護法益、文書の意義、名義人の概念などを概説し、コピーと文書偽造など

の実践的な諸問題を検討する。 

また、文書偽造の罪の各犯罪類型を略述し、そこにおいて問題となる点を検討する。 

第１３回 公務執行妨害罪 

公務執行妨害罪について、保護される公務の範囲、本罪と業務妨害罪の関係、公務の適法性要件、公務の適法性

に関する錯誤などの諸問題を概説する。 

第１４回 賄賂の罪 

罪質・保護法益、賄賂概念について概説する。これに際して、とくに賄賂の職務権限の概念・要件、職務密接関

連行為の問題に言及する。 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

川端博『刑法各論講義』〔第２版〕（2010 年・成文堂） 

＜参考書＞ 

佐伯仁志・橋爪隆編『刑法判例百選Ⅱ 各論』〔第８版〕（2020 年・有斐閣） 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

刑法Ⅱ 臼木 豊 1 必 前期・後期 2 

■講義内容■ 

法学未修者対象、1 年次開講の刑法の基本科目である。犯罪の一般的成立要件を扱う刑法総論について、基礎

的な知識を身につけ、刑法的な思考力を養うことを目的とする。基礎的理解を主眼とする講義であるが、重要な

事項・要件については、設例や判例を用いて、具体的問題を通じてその意義や内容を理解させる。また、教員に

よる単なる解説のみではなく、随時受講者への質問や受講者との討論もおこなう。 

ただし、新カリキュラム・旧カリキュラムの受講者の状況に応じて、内容は適宜変更することがある。 

 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

刑法典第 1 編総則を対象として犯罪の一般的成立要件を考察する刑法総論は、刑法典第 2 編各則の犯罪のみな

らず、特別刑法上の犯罪にも原則的に通用する大原則である。本科目は、法学未修者を対象に、このような刑法

総論につき、基本知識を習得させ基礎的理解を養おうとするものである。教員が基本的な解説をしたうえで、重

要な事項についてはあらかじめ関連判例・文献の告知や資料の配付をしておき、受講者による十分な予習を前提

に、随時問答や討論をおこなう。このようにして、受講者の主体的参加を促し、効率的な学習を図り、刑法的思

考方法や積極的・論理的思考力を養う講義としたい。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習３～４時間、復習３～４時間 

＜科目の内容＞ 

第１回 刑罰論、刑法の基本原理、構成要件論（1）構成要件の要素、条件関係 

刑法の意義、刑法総論の概要を説明したのち、まず、刑罰論として、刑罰の本質・正当化根拠に関する諸説を概

説し、次に、罪刑法定主義、責任主義など、刑法の基本原理を考察する。続いて、構成要件該当性・違法性・責

任からなる三分的犯罪論体系とその意義を説明したのち、まず、犯罪成立の第１要件である構成要件につき、そ

の位置付けや、基本的要素（行為・結果・因果関係）、特殊的要素（身分、状況・条件など）を概説し、さらに

法人の犯罪能力などにもふれる。次に、因果関 

第２回 構成要件論（2） 相当因果関係、不作為犯 

現在通説化している相当因果関係説につき概説し、相当性の判断方法を検討する。また、相当因果関係説の危機

と呼ばれる問題や、判例における因果関係の判断方法を検討する。さらに、近時有力化しつつある客観的帰属論

についてもふれる。次いで、不作為犯について概説したのち、不真正不作為犯の成立要件を考察する。とくに、

作為義務の発生根拠につき詳細に検討する。 

第３回 違法論（1） 違法性の実質、主観的違法要素、違法性阻却原理 

犯罪成立の第 2 要件である違法性につき、まず、形式的違法論と実質的違法論、主観的違法論と客観的違法論、

規範違反説と法益侵害説、行為無価値論と結果無価値論など、基本的考え方を検討する。次に、各種の主観的違

法要素を検討する。さらに、違法性阻却の一般原理について概説したのち、法令行為、正当業務行為について検

討する。可罰的違法性や超法規的違法性阻却事由についても考察する。 

第４回 違法論（2） 正当防衛 

正当防衛につき、まずその違法性阻却根拠を概説する。次に、具体的な要件の検討に移る。「自己又は他人の権

利」、「不正の侵害」、「急迫性」、「防衛するため」「やむを得ずにした（「相当性」）」等を考察する。さらに、自招

侵害、積極的加害意思などの問題を検討する。 

第５回 違法論（3） 過剰防衛、誤想防衛、誤想過剰防衛 

まず、過剰防衛につき、その類型、刑の減免根拠などを概説する。次に、正当防衛・過剰防衛の関連問題として、



誤想防衛、誤想過剰防衛につき検討する。 

第６回 違法論（4） 緊急避難、被害者の承諾 

緊急避難につき、その各要件を考察する。また、自招危難、誤想避難、誤想過剰避難などを検討する。次いで、

被害者の承諾につき、違法性阻却根拠および各要件を概説する。次に、推定的承諾、危険引受け、同意傷害など

を検討する。安楽死・尊厳死も考察する。 

第７回 責任論（1） 責任論の基礎、故意論総説、事実の錯誤 

犯罪成立の第 3 要件である責任について、心理的責任論と規範的責任論、行為責任と人格責任、期待可能性な

ど、責任論の基礎を概説する。さらに責任能力についても概説し、原因において自由な行為の法理の検討をおこ

なう。次に、故意につき、基本的考え方、体系的位置づけ、内容・類型、認識対象などを概説する。次いで、事

実の錯誤につき考察する。まず具体的事実の錯誤につき、客体の錯誤、方法の錯誤、因果関係の錯誤を検討する。

次に、抽象的事実の錯誤につき検討する。 

第８回 責任論（3） 違法性の錯誤、過失犯 

違法性の意識の体系的位置づけを概説し、違法性の錯誤の扱いを検討する。さらに、判例を素材としながら、事

実の錯誤と違法性の錯誤の区別を検討する。次いで、過失犯につき過失の意義、過失構造論（新・旧過失論、危

惧感説）、過失の体系的位置づけなどを考察する。また、予見可能性の対象、許された危険、信頼の原則などを

検討する。さらに、主に監督過失につき、判例事案を題材として検討する。また、重過失、業務上過失について

も検討を加える。 

第９回 未遂犯（1）未遂犯の意義、実行の着手、不能犯 

未遂の概念・類型を概説する。次に、判例事案を素材にしながら、未遂犯の成立時期すなわち「実行の着手」に

つき考察し、さらに、「危険」判断を踏まえつつ、不能犯につき検討する。 

第１０回 未遂犯（2）中止犯 

中止未遂につき、法的性質・必要的減免根拠を概説する。次に、中止未遂の個別的要件につき考察する。とくに、

最も判断が難しい「任意性」につき、判例事案を素材としつつ、検討する。 

第１１回 共犯論（1）共犯の基本原理 

犯の意義、現行刑法における共犯の類型、正犯・共犯の立法形式などを概説したうえ、共犯従属性説と独立性説、

行為共同説と犯罪共同説、因果共犯論と責任共犯論など、共犯の基礎理論や処罰根拠論を概説する。また、共犯

の因果性につき幇助の因果性を中心に検討をおこなう。 

第１２回 共犯論（2）共犯の諸問題 

共犯と身分、必要的共犯、承継的共犯、片面的共犯、過失の共同正犯、共犯と中止・離脱など、共犯の諸問題を

検討する。 

第１３回 共犯論（3）正犯と共犯 

正犯と（狭義の）共犯の区別基準、間接正犯、共謀共同正犯などを、判例事案を素材にしながら検討する。 

第１４回 罪数 

罪数の諸類型・概念を概説し、問題点を、判例事案を素材にしながら検討する。 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

（1）西田典之（橋爪隆補訂）『刑法総論 第３版』（弘文堂、2019 年） 

（2）西田典之・山口厚・佐伯仁志・橋爪隆『判例刑法総論［第７版］』（有斐閣、2018 年） 

（3）なお、毎回の授業に際して、事前に「配布資料」をＴＣＫで添付しておくので、参照のこと。 

＜参考書＞ 

（1）西田典之・山口厚・佐伯仁志（編）『別冊ジュリスト  刑法判例百選Ⅰ  総論［第 8 版］』（有斐閣、2020

年） 

（2）西田典之・山口厚・佐伯仁志（編）『ジュリスト増刊  刑法の争点』（有斐閣、2007 年） 

※なお、以上の教科書・参考書は、もしも授業開始時までに改版された場合は、最新版を用いる。 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

刑法Ⅱ 對馬直紀 1 必 前期・後期 2 

■講義内容■ 

法学未修者対象、1 年次開講の刑法の基本科目である。犯罪の一般的成立要件を扱う刑法総論について、基礎

的な知識を身につけ、刑法的な思考力を養うことを目的とする。基礎的理解を主眼とする講義であるが、重要な

事項・要件については、設例や判例を用いて、具体的問題を通じてその意義や内容を理解させる。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

刑法典第 1 編総則を対象として犯罪の一般的成立要件を考察する刑法総論は、刑法典第 2 編各則の犯罪のみな

らず、特別刑法上の犯罪にも原則的に通用する大原則である。本科目は、法学未修者を対象に、このような刑法

総論につき、基本知識を習得させ基礎的理解を養おうとするものである。教員が基本的な解説をしたうえで、重

要な事項についてはあらかじめ関連判例・文献の告知や資料の配付をしておき、受講者による十分な予習を前提

に、随時問答や討論をおこなう。このようにして、受講者の主体的参加を促し、効率的な学習を図り、刑法的思

考方法や積極的・論理的思考力を養う講義としたい。 

＜到達目標＞ 

TKC 掲示の「法律基本科目各科目到達目標」による。 

＜履修の前提＞ 

第１回授業時に説明する。 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習については２～３時間、復習については１～２時間とする。 

＜科目の内容＞ 

第１回 刑法の基礎・構成要件 

犯罪論体系の第一の犯罪成立要件である構成要件について、その意義や機能、構成要件の種類や構成要件要素

（犯罪の主体、行為・結果・因果関係）などについて概説する。 

また、３分的犯罪論体系を略説し、第１の犯罪成立要件である構成要件につき、その位置づけや、基本的要素（行

為・結果・因果関係）、身分、状況・条件などの特殊な要素、法人の犯罪能力などにつき概説する。 

第２回 因果関係論 

行為者による構成要件的行為に、当該構成要件的結果を帰責（帰属）してよいか、刑法上の因果関係に関する議

論を検討する。 

第３回 不真正不作為犯 

不作為犯の意義、不作為犯の成立要件、とくに不真正不作為犯における作為義務の発生根拠や犯罪体系上の位置

などにつき検討をおこなう。 

第４回 構成要件的故意・過失 

故意の種類、認識対象、未必の故意と認識ある過失の区別などを概説する。 

また、構成要件的過失の意義および新・旧過失論、危惧感説など過失犯の構造に関する学説状況について略説し、

ついで過失の要件、種類、信頼の原則や監督過失、過失の競合についても言及する。 

第５回 構成要件的事実の錯誤と違法性の錯誤 

構成要件的事実の錯誤に関して、具体的事実の錯誤と抽象的事実の錯誤、及び因果関係の錯誤に関する諸説を検

討し、ついで違法性の錯誤の問題に関連して故意説と責任説の違いを略説する。 

第６回 違法性の本質・正当化事由・一般的正当行為 

犯罪成立の第２の要件である違法性について、主観的違法性説と客観的違法性説、形式的違法性と実質的違法性

などを略説し、行為無価値論と結果無価値論の違法性の捉え方の違いを概説する。 

また、正当化事由の基本原理である目的説、優越的利益説、社会的相当性説を概説したうえで一般的正当行為を

略説し、さらに超法規的違法性阻却事由として、被害者の承諾の問題を検討する。 

第７回 正当防衛・過剰防衛・誤想防衛・誤想過剰防衛① 

正当防衛の正当化の根拠及び成立要件、過剰防衛の刑の減免根拠を概説し、とくに問題となる急迫性と積極的加



害意思、防衛の意思、防衛行為の相当性・過剰性につき検討をおこなう。 

第８回 正当防衛・過剰防衛・誤想防衛・誤想過剰防衛② 

引き続き、正当防衛の成立要件について、とくに防衛の意思と積極的加害意思、質的過剰と量的過剰、さらに誤

想防衛、誤想過剰防衛などにつき検討をおこなう。 

第９回 緊急避難・その他の違法性阻却事由 

緊急避難の違法阻却根拠および要件を検討し、さらに誤想避難、誤想過剰避難などの正当化事情の錯誤について

言及する。また、自救行為、義務の衝突について略説する。 

第１０回 責任論・違法性の認識（意識）とその可能性 

犯罪成立の第３の要件である責任（有責性）について、心理的責任論と規範的責任論、行為責任と人格責任、責

任阻却自由としての期待可能性など、責任論の基礎を概説する。 

また、違法性の認識（意識）とその可能性の意義を略説し、その取り扱いに関する学説・判例を検討 し、さら

に違法性の錯誤（法律の錯誤）、正当化事情の錯誤についての概説をおこなう。 

第１１回 未遂犯 

未遂の概念、類型などを概説し、実行の着手時期（未遂犯の成立時期）、実行の終了時期、中止犯、不能犯につ

いて検討をおこなう。 

第１２回 共犯論 

共犯の類型、共犯従属性説と独立性説、行為共同説と犯罪共同説、因果共犯説と責任共犯説など、共犯の基礎理

論や処罰根拠論を概説する。 

引き続き、共犯の類型、共犯従属性説と独立性説、行為共同説と犯罪共同説、因果共犯論と責任共犯論など、共

犯の基礎理論や処罰根拠論を概説する。 

第１３回 共同正犯と狭義の共犯 

共同正犯の成立要件・成立範囲と、共謀共同正犯論、間接正犯論、承継的共同犯などについて、及び狭義の共犯

（教唆犯、幇助犯）について概説する。 

第１４回 共犯論の諸問題 

共犯と身分、共犯と中止・離脱などの共犯の諸問題を検討する。 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

川端博『刑法総論講義』〔第３版〕（2013 年・成文堂） 

＜参考書＞ 

佐伯仁志・橋爪隆編『刑法判例百選Ⅰ 総論』〔第８版〕（2020 年・有斐閣）  

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

刑法特別演習／刑法特別演習Ⅰ 福崎伸一郎 2 必 前期 2 

■講義内容■ 

最新の刑事裁判の現場に現れた実体法上の現代的問題を含む事例を取り上げ，受講者と共に，事案に応じた解

決を自ら検討するなど，掘り下げた議論を行う。これにより，刑事実体法の問題点に関する判例理論の意義・根

拠などの理解を深め，実務に役立つ応用力を身に着けさせる。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

受講者が刑事実体法について基本的な知識・理解を有していることを前提として，受講者と共に，最新の刑事裁

判の現場に現れた実体法上の現代的問題を含む事例について，事案に応じた解決を自ら検討するなど掘り下げた

議論を行うことにより，刑事実体法の問題点に関する判例理論の意義・根拠などの理解をより深いものにし，汎

用性のある応用力をつちかうことを目的とする。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習６０～１８０分程度，復習９０分 

＜科目の内容＞ 

第１回 法の解釈 

類推解釈と拡張解釈の限界が問題となった事例を取り上げ，刑罰法規の解釈の在り方について議論する。 

第２回 目的犯 

目的犯の目的の解釈が問題となった事例を取り上げ，目的犯の意義・類型等について議論する。 

第３回 予備と未遂 

予備か未遂かが問題となった事例を取り上げ，実行の着手について理解を深める。 

第４回 不作為犯 

不作為による殺人罪の成立が問題となった事例等を取り上げ，不作為犯について理解を深める。 

第５回 因果関係 

因果関係論の状況を概観した上，因果関係の錯誤（早すぎた結果の発生）が問題となった事例等を取り上げ，因

果関係について理解を深める。 

第６回 不能犯・承継的共犯 

特殊詐欺の成否が問題となった事例を取り上げ，不能犯や承継的共犯について議論する。 

第７回 正当防衛 

侵害の急迫性の判断枠組みが示された事例等を取り上げ，正当防衛の要件について検討する。 

第８回 責任能力 

統合失調症の幻覚妄想下の犯行について責任能力が問題になった事例等を取り上げ，責任能力やその判断の在り

方について理解を深める。 

第９回 共罰的事後行為 

共罰的事後行為の犯罪としての成否が問題となった事例を取り上げ，共罰的事後行為をめぐる問題点について議

論する。 

第１０回 共同正犯 

共謀共同正犯や過失犯の共同正犯の成否が問題となった事例を取り上げ，共同正犯をめぐる最近の論点について

議論する。 

第１１回 科刑上一罪 

観念的競合や牽連犯に関する基本的判例の理解を前提に，罪数関係が問題となった近時の事例を取り上げ，罪数

論について理解を深める。 



第１２回 横領と背任 

横領罪や背任罪の成立が問題となった事例を取り上げ，これらの犯罪をめぐる諸問題について議論する。 

第１３回 不動産侵奪 

不動産侵奪罪の成立が問題となった事例を取り上げ，同罪の要件等について議論する。 

第１４回 略取誘拐 

親権者による略取罪の成否が問題となった事例を取り上げ，共同親権者等による子の略取誘拐について議論す

る。 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

特に指定しないが，各回で取り上げる判例を事前に知らせる。 

＜参考書＞ 

特に指定しないが，適宜，各回で取り上げる判例の解説を参照するのが望ましい。 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

刑法特別演習／刑法特別演習Ⅰ 臼木 豊 2 必 後期 2 

■講義内容■ 

すでに刑法の基礎が習得されていることを前提として、総論・各論の理解をさらに深めるべく、考察・検討・

討論を行なう。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

受講者は、すでに、刑法における重要論点や基本重要判例を学習しているはずである。本演習は、それを踏まえ、

できるだけ最新の判例を素材としつつ、刑法総論・各論につき、各論点の個別断片的・抽象的・表層的な理解を

超えて、現実の事件において、争点として登場してくる諸問題を多角的に考察し、関連問題も検討し、妥当な解

決方法は何かなどを考えながら、事案の分析・判断力を向上させ、刑法学における諸論点の意義・関係、判例や

学説の各見解の内容・意図・論拠・射程などにつき、より深く、具体的・立体的・総合的な理解を促し、法曹と

なるための知識・思考力を高めることを目的とする。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

特になし。 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習・復習とも、３～４時間程度。 

＜科目の内容＞ 

第１回 因果関係 

 判例事案を題材にして、条件関係につき、その意義、結果回避可能性の位置づけ等を考察し、さらに相当因果

関係につき、第三者の行為の介入、被害者の行為の介入、結果的加重犯における因果関係等を考察する。また、

早すぎた結果発生、遅すぎた結果発生の問題も検討する。 

第２回 不作為犯 

 判例事案を題材にして、作為義務の発生根拠等を検討する。また、不作為による共犯の問題も考察する。 

第３回 実質的違法性 

 判例事案を題材にして、実質的違法性の内容、違法性阻却原理、被害者の承諾、危険引き受け、安楽死・尊厳

死などにつき検討する。 

第４回 正当防衛（１） 

 判例事案を題材にして、「急迫性」「防衛意思」、さらに「積極的加害意思」「自招侵害」などにつき検討する。 

第５回 正当防衛（２）、緊急避難 

 判例事案を題材にして、「相当性・過剰性の判断基準」「質的過剰と量的過剰」「正当防衛の共謀と共犯」「誤想

防衛・誤想過剰防衛」「緊急避難の要件」「自招危難」などにつき検討する。 

第６回 故意論、錯誤論 

 判例事案を題材にして、故意に必要な認識内容、具体的事実の錯誤、抽象的事実の錯誤、違法性の錯誤などに

つき検討する。 

第７回 過失犯 

 判例事案を題材にして、「過失構造論（過失の意義・位置づけ）」、「予見可能性」、「信頼の原則」、「許された危

険」などを検討し、さらに、「管理・監督過失」の問題を考察する。 

第８回 未遂犯 

 判例事案を題材にして、「実行の着手」「不能犯」を検討し、刑法における「危険」の意義を検討する。また、

「中止犯」につき、任意性の意義・判断基準などを考察する。 

第９回 共犯（１） 共犯の処罰根拠、共犯の従属性 

 判例事案を題材にして、「共犯の処罰根拠」、「共犯の因果性の意義」、「共犯の罪名従属性、実行従属性、要素

従属性」などの諸問題を検討する。 



第１０回 共犯（２） 共犯の諸問題、正犯と共犯 

 判例事案を題材にして、「共犯と身分」、「必要的共犯」、「片面的共犯」、「承継的共犯」、「共犯と離脱(共犯関係

の解消)」、「過失の共同正犯」、「間接正犯」、「共謀共同正犯」などにつき検討する。 

第１１回 窃盗罪、強盗罪 

 判例事案を題材にして、主に窃盗罪につき、「財産犯の保護法益（本権説と占有説）」、「占有の判断」、「不法領

得意思」などの問題を検討する。また、強盗罪につき、「反抗抑圧後の領得意思」、「２項強盗の成立要件」、「事

後強盗の要件」、「事後強盗と共犯」などの問題を検討する。 

第１２回 詐欺罪、恐喝罪 

 判例事案を題材にして、「詐欺罪の成立要件」、「三角詐欺」、「クレジットカードの不正使用」、「誤振込」、「文

書詐取」、「権利行使と恐喝」などの問題を検討する。 

第１３回 偽造罪 

 判例事案を題材として、主に文書偽造罪につき、「偽造の意義」、「コピーと文書偽造」、「名義の冒用の意義」

などにつき検討する。 

第１４回 賄賂罪 

 判例事案を題材として、「賄賂罪の保護法益」、「一般的職務権限論」、「密接関連行為論」、「転職と賄賂」など

の問題を検討する。 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

町野朔・丸山雅夫・山本輝之（編）『プロセス演習刑法』（信山社、２００９年） 

＊ただし、同書は現在入手困難となりつつあるようなので、変更もありうる。その場合にはなるべく早めにＴＫ

Ｃで知らせる。 

＜参考書＞ 

西田典之・山口厚・佐伯仁志（編）『別冊ジュリスト 刑法判例百選Ⅰ 総論［第８版］』（有斐閣、2020 年） 

西田典之・山口厚・佐伯仁志（編）『別冊ジュリスト 刑法判例百選Ⅱ 各論［第８版］』（有斐閣、2020 年） 

西田典之・山口厚・佐伯仁志（編）『ジュリスト増刊 刑法の争点』（有斐閣、2007 年） 

その他、授業において指示する文献 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

刑法特別演習／刑法特別演習Ⅰ 對馬直紀 2 必 後期 2 

■講義内容■ 

法学既修者、及び法学未修者で１年次に刑法Ⅱ・刑法Ⅰを履修済みの者を対象として、２年次に開講される基

本科目である。受講者に刑法及び刑法学に関するひととおりの基礎知識があることを前提として、演習形式によ

り、具体的事例をもとに、重要問題について、教員と受講者、受講者相互間で活発な討論をおこなう。また、適

宜、各テーマにつき事前ないし事後の課題を与え提出させることもおこなう。これにより、問題点とそれに関す

る判例理論や学説の各見解の具体的な意義、根拠、射程範囲などの理解を深め、論理的思考力、具体的事例にお

ける応用力、表現力などの進展を促すことを目的とする。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

法学既修者、及び法学未修者で 1 年次に刑法学を履修済みの者を対象として、討論及びレポートの提出を通じ

て、刑法総論・各論の重要な論点及びそれに関する判例理論と学説の意義などについて、より知識と理解を深め、

論理的思考力、応用力、表現力を培うことを目的とする。各テーマについて受講者の十分な予習を前提に徹底し

た討論を通じて詳細に考察する。なお、履修者の学修状況・理解度に応じて、テーマを変更することがある。そ

の場合、授業内または電子シラバス上にて告知する。 

＜到達目標＞ 

TKC 掲示の「法律基本科目各科目到達目標」による。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習については３～４時間、復習については２～３時間とする。 

＜科目の内容＞ 

第１回 因果関係 

因果関係論の現況を概観したうえで、条件関係確定の問題、因果関係と規範的評価、相当性判断において主観を

問題とすることの当否、共犯と因果関係などについて考察する。なお、履修者の学修状況・理解度に応じて、テ

ーマを変更することがある。その場合、授業内または電子シラバスにて告知する。 

第２回 故意構成要件的事実の錯誤 

故意の内容錯誤「論」の意味、未遂犯との関係、故意の「転用」論、併発事例における故意の個数などについて

考察する。 

第３回 過失と予見可能性 

過失の本質、過失の構造、過失の内容・要件、故意との対比について検討する。 

第４回 一般的正当行為－被害者の承諾 

被害者の承諾と違法性阻却の根拠、同意傷害と違法性阻却について考察する。 

第５回 正当防衛・正当化事情の錯誤 

防衛の意思必要説と不要説、防衛の意思の要否と行為時（事前）判断・裁判時（事後）判断、積極的加害意思、

正当化事情の錯誤などについて考察する。 

第６回 違法性の認識と違法性の錯誤 

故意説と責任説の対立のもつ意味、故意説と道義的責任論、責任説の台頭と厳格故意説からの批判などについて

考察する。 

第７回 未遂犯 

「実行行為」概念、折衷的相当説と行為無価値論、中止行為の意義と任意性、既遂犯と中止犯規定・予備の中止、

不能犯論と未遂犯論との関係などについて考察する。 

第８回 正犯・共犯論 

「一部実行の全部責任」の原則、犯罪共同説と行為共同説、過失の共同正犯、共謀共同正犯の現況、共犯の従属

性と独立性、間接正犯の正犯性、教唆犯の故意、共犯と身分などについて考察する。 



第９回 窃盗罪・強盗罪 

窃盗罪の保護法益、不法領得の意思の要否と内容、窃盗罪と他罪との関係、強盗致傷罪の問題点、事後強盗罪の

問題点などについて考察する。 

第１０回 財産犯の特殊問題 

不法原因給付と財産犯の成否、および行為者が相手方に対して財産上の権利を有する場合に、その権利を実現す

るために窃取、強取、詐取（騙取）、喝取の方法を用いたとき、それが財産犯を構成するのかについて考察する。 

第１１回 詐欺罪 

詐欺罪と財産上の損害、誤振込と詐欺罪、クレジットカード不正使用、２項詐欺における処分行為と利得との関

係について考察する。 

第１２回 放火罪 

総論における「危険」概念との関連、中間説ないし折衷説、重要部分燃焼説とその批判、一部損壊説とその批判

などについて考察する。 

第１３回 文書偽造罪 

文書偽造罪の保護法益、制度としての文書、証拠犯罪としての文書偽造罪、有形偽造と無形偽造、形式主義と実

質主義、名義人の概念、代理名義の冒用と文書偽造罪、写真コピーと文書偽造罪などについて考察する。 

第１４回 賄賂罪 

賄賂罪の保護法益などの基本的事項や、「職務行為」・「職務権限」、「職務密接関連行為」の意義、対価関係と賄

賂性に関する問題などを検討する。 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

教科書としては特に指定しない。本電子シラバスの各回のアナウンスを参照すること。 

＜参考書＞ 

佐伯仁志・橋爪隆編『刑法判例百選Ⅰ 総論』〔第８版〕（2020 年・有斐閣） 

佐伯仁志・橋爪隆編『刑法判例百選Ⅱ 各論』〔第８版〕（2020 年・有斐閣） 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

刑法特別演習Ⅱ 臼木 豊 2 必 前期・後期 2 

■講義内容■ 

すでに「刑法特別演習（刑法特別演習Ⅰ）」により刑法総論・各論の各論点に関する判例・各学説につき知識・

理解が相当程度培われていることを前提として、それをさらに深め、かつ論理的思考力・構成力、文章表現力な

どをより一層錬磨し、具体的事案への応用力を向上させるために、教員作成の課題事例、あるいはその他の課題

事例（以下、「課題事例等」という）に基づいて、詳細な考察・検討・討論を行なう。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

上記のように、本演習は、各論点に関する知識・理解のより一層の深化、論理的思考力・構成力、文章表現力の

錬磨、課題事例等への応用力の向上を意図するものである。そのため、課題事例等に基づいた詳細な考察・検討・

討論を行なう。その際には、課題事例等における論点発見・抽出能力の錬磨も意図している。よって、各階で扱

った課題事例については、随時、事後に法文書の作成・提出も求め、それに教員が添削を施して返却し、さらな

る学習を求める予定である。このようにして、上記の諸能力を鍛え、いわば具体的事件における「実践的な」「使

える」実力を鍛錬することが、本演習のねらいである。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

特になし。 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習・復習とも、３～４時間程度。 

＜科目の内容＞ 

第１回 因果関係 

 因果関係（条件関係、相当因果関係）を主論点とする課題事例等を考察検討し、事案における論点発見・抽出

能力、論理的構成力・主張能力などの向上を図る。 

第２回 不作為犯 

 不作為犯（不作為犯の因果関係、作為義務発生根拠など）を主論点とする課題事例等を考察検討し、事案にお

ける論点発見・抽出能力、論理的構成力・主張能力などの向上を図る。 

第３回 正当防衛（１） 

 正当防衛のうち、主に急迫性、防衛意思、積極的加害意思などを主論点とする課題事例等を考察検討し、事案

における論点発見・抽出能力、論理的構成力・主張能力などの向上を図る。 

第４回 正当防衛（２）、緊急避難 

 正当防衛のうち、主に相当性・過剰性の判断基準、誤想防衛・誤想過剰防衛、自招侵害、自招危難などを主論

点とする課題事例等を考察検討し、事案における論点発見・抽出能力、論理的構成力・主張能力などの向上を図

る。 

第５回 錯誤論 

 事実の錯誤（具体的事実の錯誤、抽象的事実の錯誤）および違法性の錯誤を主論点とする課題事例等を考察検

討し、事案における論点発見・抽出能力、論理的構成力・主張能力などの向上を図る。 

第６回 未遂犯、不能犯、中止犯 

 未遂犯か不能犯か、中止の任意性が認められるかなどを主論点とする課題事例等を考察検討し、事案における

論点発見・抽出能力、論理的構成力・主張能力などの向上を図る。 

第７回 共犯（１） 

 共犯論のうち、共犯の因果性、共犯の離脱などを主論点とする課題事例等を考察検討し、事案における論点発

見・抽出能力、論理的構成力・主張能力などの向上を図る。 

第８回 共犯（２） 

 共犯論のうち、共犯と身分などを主論点とする課題事例等を考察検討し、事案における論点発見・抽出能力、



論理的構成力・主張能力などの向上を図る。 

第９回 暴行罪、傷害罪 

 暴行の意義、同時傷害特例などを主論点とする課題事例等を考察検討し、事案における論点発見・抽出能力、

論理的構成力・主張能力などの向上を図る。 

第１０回 窃盗罪、強盗罪 

 占有の有無、事後強盗罪、同罪の共犯、２項強盗罪の要件などを主論点とする課題事例等を考察検討し、事案

における論点発見・抽出能力、論理的構成力・主張能力などの向上を図る。 

第１１回 詐欺罪 

 処分行為の意義、文書詐取などを主論点とする課題事例等を考察検討し、事案における論点発見・抽出能力、

論理的構成力・主張能力などの向上を図る。 

第１２回 文書偽造罪 

 私文書偽造罪の要件を主論点とする課題事例等を考察検討し、事案における論点発見・抽出能力、論理的構成

力・主張能力などの向上を図る。 

第１３回 放火罪 

 放火罪の要件を主論点とする課題事例等を考察検討し、事案における論点発見・抽出能力、論理的構成力・主

張能力などの向上を図る。 

第１４回 賄賂罪 

 職務権限などを主論点とする課題事例等を考察検討し、事案における論点発見・抽出能力、論理的構成力・主

張能力などの向上を図る。 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

特になし。 

＜参考書＞ 

西田典之・山口厚・佐伯仁志（編）『別冊ジュリスト 刑法判例百選Ⅰ 総論［第８版］』（有斐閣、2020 年） 

西田典之・山口厚・佐伯仁志（編）『別冊ジュリスト 刑法判例百選Ⅱ 各論［第８版］』（有斐閣、2020 年） 

西田典之・山口厚・佐伯仁志（編）『ジュリスト増刊 刑法の争点』（有斐閣、2007 年） 

その他、授業において指示する文献 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

刑法特別演習Ⅱ 對馬直紀 ２必 前期・後期 2 

■講義内容■ 

法学既修者で２年次に刑法特別演習Ⅰを履修済の者を対象として、２年次後期に開講される必修の演習科目で

ある。刑法特別演習Ⅰにおいて主だった論点についての基本的な学説・判例の知識を身につけていることを前提

として、総論・各論の論点が混在する具体的な事例を検討することを内容とする。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

刑法特別演習Ⅰで重要論点・主要判例を学修していることを踏まえて、本科目では、各回とも、総論・各論にわ

たる複数の論点を含む事例問題を分析・検討することを通じて、諸学説を整理し、関連する重要問題を把握し、

多角的・総合的な考察により、問題解決に至る能力を涵養することを本科目の狙いとする。 

＜到達目標＞ 

ＴＫＣ掲示の「法律基本科目各科目到達目標」による。 

＜履修の前提＞ 

刑法特別演習Ⅰの単位を修得していること。 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習２～３時間、復習３時間程度。 

＜科目の内容＞ 

第１回 窃盗罪、抽象的事実の錯誤、不能犯、刑事未成年の利用と間接正犯・共謀共同正犯 

標記のテーマを主要論点とする事例問題を題材として、学説・判例を踏まえつつ、理論的な検討をおこなう。 

第２回 窃盗罪における不法領得の意思、放火罪における公共の危険、早すぎた構成要件実現 

標記のテーマを主要論点とする事例問題を題材として、学説・判例を踏まえつつ、理論的な検討をおこなう。 

第３回 詐欺罪における処分意思の要否、二項強盗罪における処分行為の要否 

標記のテーマを主要論点とする事例問題を題材として、学説・判例を踏まえつつ、理論的な検討をおこなう。 

第４回 不作為による関与、殺人罪と保護責任者遺棄致死罪、結果回避可能性と因果関係 

標記のテーマを主要論点とする事例問題を題材として、学説・判例を踏まえつつ、理論的な検討をおこなう。 

第５回 暗証番号の聞き出しと強盗罪の成否、暴行脅迫後の財物奪取、共犯関係からの離脱 

標記のテーマを主要論点とする事例問題を題材として、学説・判例を踏まえつつ、理論的な検討をおこなう。 

第６回 防衛の意思、防衛行為の相当性、正当防衛の効果が第三者に及んだ場合の処理 

標記のテーマを主要論点とする事例問題を題材として、学説・判例を踏まえつつ、理論的な検討をおこなう。 

第７回 住居権の侵害、消極的身分と 65 条１項、親族相盗例・親族関係の錯誤 

標記のテーマを主要論点とする事例問題を題材として、学説・判例を踏まえつつ、理論的な検討をおこなう。 

第８回 被害者の錯誤に基づく承諾、有形偽造の概念 

標記のテーマを主要論点とする事例問題を題材として、学説・判例を踏まえつつ、理論的な検討をおこなう。 

第９回 侵害の予期と急迫性、誤想過剰防衛、中止犯の成否 

標記のテーマを主要論点とする事例問題を題材として、学説・判例を踏まえつつ、理論的な検討をおこなう。 

第１０回 名誉毀損罪における伝播性の理論、真実性の証明とその錯誤、侮辱罪の成否 

標記のテーマを主要論点とする事例問題を題材として、学説・判例を踏まえつつ、理論的な検討をおこなう。 

第１１回 特殊事情の介在と因果関係の存否、使用窃盗、早すぎた構成要件実現 

標記のテーマを主要論点とする事例問題を題材として、学説・判例を踏まえつつ、理論的な検討をおこなう。 

第１２回 監禁罪の保護法益、強制性交等罪における実行の着手、危険の引き受けと因果関係 

標記のテーマを主要論点とする事例問題を題材として、学説・判例を踏まえつつ、理論的な検討をおこなう。 

第１３回 正当防衛と緊急避難、積極的加害意思と急迫性、共謀共同正犯の成立範囲 

標記のテーマを主要論点とする事例問題を題材として、学説・判例を踏まえつつ、理論的な検討をおこなう。 

第１４回 公文書偽造の成否、特殊詐欺（振り込め詐欺）、誤振込と財産犯 

標記のテーマを主要論点とする事例問題を題材として、学説・判例を踏まえつつ、理論的な検討をおこなう。 



第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

島田聡一郎・小林 憲太郎『事例から刑法を考える』〔第３版〕（2014 年・有斐閣） 

＜参考書＞ 

とくに指定しない。 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

刑事訴訟法 松本英俊 1 必 前期・後期 2 

■講義内容■ 

授業は､ 刑事訴訟手続を概観した後､ 捜査段階における重要なテーマについて､ 手続の流れにそって捜査の

端緒からそれぞれの項目ごとに検討していく｡ 公判段階については刑事手続の重要なテーマについて検討する｡ 

そこでは､ 手続の各段階相互の関連や主要課題の手続全体における位置づけも含めて､ 手続の全体像を把握し､ 

刑事訴訟法の基礎知識を身につけることになる。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

受講者が刑事訴訟手続の全体像及び刑事訴訟法の重要な基本的知識について理解･ 修得し､ 憲法及び刑事司法

の原理原則をふまえた法的思考を身につけることを目標とする｡ 講義においては､ 刑事訴訟手続の全体を概観

したうえで､ 手続の流れにそって各段階における主要なテーマを検討し、講義方式または問答方式による双方向

的な対話･ 討論型の授業を行う｡ 各回の講義計画は以下のとおりである｡ 

＜到達目標＞ 

TKC 掲示の「法律基本科目各科目到達目標」による。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習 90 分、復習 90 分 

＜科目の内容＞ 

第１回 捜査の原則 

捜査から公判までの刑事手続の大枠を概観したうえで、捜査手続の諸原則について検討し、刑事手続を検討する

際の視点を明らかにする。 

第２回 捜査の端緒 

任意捜査と強制捜査を巡る問題を中心に、捜査の端緒について検討し、捜査の全体像と基本理念を理解する。 

第３回 身体の拘束 

令状主義、逮捕・勾留の意義を検討し、逮捕・勾留を巡る諸問題、別件逮捕・勾留の問題について検討する。 

第４回 証拠収集 

捜索・差押えの問題を中心に証拠の収集を巡る諸問題について検討する。 

第５回 証拠収集 

捜索・差押えの問題を中心に証拠の収集を巡る諸問題について検討する。 

第６回 取調べと被疑者の防御権 

取り調べに関する重要な問題を通して、被疑者取調べの意義や取り調べに対する法的規制、黙秘権の保証、接見

交通権について検討する。 

第７回 公訴提起 

公訴権の内容やその抑制、公訴提起の手続、訴因の特定に関する問題について検討する。 

第８回 公判準備・訴因変更 

公判準備および訴因変更を巡る問題を中心に検討し、その要件等を理解する。 

第９回 証拠法総説 

証拠法の基本に関する問題を検討する。 

第１０回 公判手続の諸問題 

公判手続における主要な論点について検討する。 

第１１回 伝聞法則 

伝聞法則の基礎やその意義、伝聞例外について検討し、伝聞証拠を巡る諸問題を検討する。 

第１２回 伝聞法則 

伝聞法則の基礎やその意義、伝聞例外について検討し、伝聞証拠を巡る諸問題を検討する。 



第１３回 自白の任意性 

自白法則に関する重要な問題の検討を通して、取り調べや自白の意義との関連なども含めて検討する。 

第１４回 違法収集証拠の排除 

違法収集証拠の排除法則について、その基準や射程などを理解する。 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

宇藤崇他『刑事訴訟法』リーガル・クエスト（第２版）（有斐閣、2018 年） 

他の基本書も可。 

＜参考書＞ 

刑事訴訟法判例百選（第 10 版）（有斐閣、2017 年） 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

刑事訴訟法特別演習 松本英俊 2 必 前期・後期 2 

■講義内容■ 

授業では､ 捜査の端緒から捜査段階の重要なテーマについて､ 手続の流れにそって検討していく｡ 起訴後に

ついては､ 訴因の問題及び証拠法を中心に重要なテーマについて検討する｡ そこでは､ 具体的テーマ毎に詳細

な検討･ 議論を行うことにより､ 問題の発掘･ 解決方法を身につけることになる｡ 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

受講者がすでに刑事訴訟手続の全体像及び刑事訴訟法の重要な基本的知識について理解･修得していることを前

提とし､ 手続の各段階における個別具体的な問題の検討を通して刑事訴訟手続を巡る諸課題を自ら発掘し解決

する力を身につけることを目的とする｡ 講義方法としては､ 手続の各段階における諸課題に関する具体的な事

例問題を出題し､ 問答方式による双方向的な対話･ 討論型の授業を行う｡ 各回の講義計画は以下のとおりであ

る｡ 

＜到達目標＞ 

TKC 掲示の「法律基本科目各科目到達目標」による。 

＜履修の前提＞ 

刑事訴訟法を履修していること（同時履修も可）。 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習 90 分、復習 90 分 

＜科目の内容＞ 

第１回 捜査の原則・捜査の端緒 

捜査の諸原則や捜査の端緒に関する具体的な事例問題を通して、判例や法解釈などについても多面的・多角的に

検討する。 

第２回 任意捜査と強制捜査 

任意捜査の限界等に関する具体的な事例問題を通して、判例や法解釈などについても多面的・多角的に検討する。 

第３回 任意捜査と強制捜査 

任意捜査の限界等に関する具体的な事例問題を通して、判例や法解釈などについても多面的・多角的に検討する。 

第４回 身体の拘束 

逮捕・勾留に関する具体的な事例問題を通して、判例や法解釈などについても多面的・多角的に検討する。 

第５回 証拠収集① 

捜索・差押えに関する具体的な事例問題を通して、判例や法解釈などについても多面的・多角的に検討する。 

第６回 証拠収集② 

捜索・差押えに関する具体的な事例問題を通して、判例や法解釈などについても多面的・多角的に検討する。 

第７回 取調べと被疑者の防御権 

身体拘束中の被疑者取調べに関する具体的な事例問題を通して、判例や法解釈などについても多面的・多角的に

検討する。 

第８回 公訴提起・訴因 

公訴提起や訴因の特定に関する具体的な事例問題を通して、判例や法解釈などについても多面的・多角的に検討

する。 

第９回 自白法則・補強法則 

自白の任意性に関する具体的な事例問題を通して、判例や法解釈などについても多面的・多角的に検討する。 

第１０回 伝聞法則① 

伝聞証拠に関する具体的な事例問題を通して、判例や法解釈などについても多面的・多角的に検討する。 

第１１回 伝聞法則② 

伝聞証拠に関する具体的な事例問題を通して、判例や法解釈などについても多面的・多角的に検討する。 

第１２回 伝聞法則③ 



伝聞証拠、自白、訴因に関する具体的な事例問題を通して、判例や法解釈などについても多面的・多角的に検討

する。 

第１３回 違法収集証拠の排除 

違法収集証拠の排除法則に関する具体的な事例問題を通して、判例や法解釈などについても多面的・多角的に検

討する。 

第１４回 裁判 

択一的認定や一事不再理に関する具体的な事例問題を通して、判例や法解釈などについても多面的・多角的に検

討する。 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

指定しない。 

＜参考書＞ 

指定しない。 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

刑事訴訟法特別演習 福崎伸一郎 2 必 後期 2 

■講義内容■ 

最新の刑事裁判の現場に現れた手続法上の現代的問題を含む事例を取り上げ，受講者と共に，事案に応じた解

決を自ら検討するなど，掘り下げた議論を行う。これにより，刑事手続法の問題点に関する判例理論の意義・根

拠などの理解を深め，実務に役立つ応用力を身に着けさせる。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

受講者が刑事手続法について基本的な知識・理解を有していることを前提として，受講者と共に，最新の刑事裁

判の現場に現れた手続法上の現代的問題を含む事例について，事案に応じた解決を自ら検討するなど掘り下げた

議論を行うことにより，刑事手続法の問題点に関する判例理論の意義・根拠などの理解をより深いものにし，実

務に役立つ汎用性のある応用力をつちかうことを目的とする。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

特になし。 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習６０～１８０分程度，復習９０分 

＜科目の内容＞ 

第１回 逮捕・勾留 

現行犯逮捕・準現行犯逮捕の可否が問題となった事例，勾留・保釈の可否が問題となった事例等を取り上げ，逮

捕・勾留について理解を深める。 

第２回 捜査（１） 

ＧＰＳ捜査の強制処分該当性，現行刑訴法上の許容性等が問題となった事例を取り上げ，強制捜査について理解

を深める。 

第３回 捜査（２） 

捜索差押の在り方，目的物の特定等が問題となった事例を取り上げ，捜索差押について理解を深める。 

第４回 訴因 

訴因の特定が問題となった事例を取り上げ，訴因や犯罪事実の特定について理解を深める。 

第５回 検察官の訴追裁量 

共罰的事後行為の処理が問題となった事例等を取り上げ，検察官の訴追裁量について議論する。 

第６回 訴訟能力 

被告人が訴訟能力を欠く場合の裁判所の措置が問題となった事例を取り上げ，訴訟能力について理解を深める。 

第７回 公判前整理手続 

公判前整理手続における主張整理の在り方が問題となった事例を取り上げ，公判前整理手続について理解を深め

る。 

第８回 証拠開示 

証拠開示命令の可否が問題となった事例を取り上げ，証拠開示をめぐる諸問題について議論する。 

第９回 訴因変更 

訴因変更の要否が問題になった事例を取り上げ，訴因変更をめぐる諸問題について理解を深める。 

第１０回 伝聞証拠（１） 

伝聞・非伝聞の区別が問題となった事例，鑑定書等の証拠能力付与の方法が問題となった事例，取調べ状況の録

音録画の取扱いが問題となった事例等を取り上げ，伝聞証拠をめぐる現代的問題について理解を深める。 

第１１回 伝聞証拠（２） 

謀議メモの証拠能力，供述不能の意義，退去強制や刑事免責が証拠能力に与える影響などが問題になった事例を

取り上げ，伝聞証拠をめぐる現代的課題について更に理解を深める。 



第１２回 自白 

自白の任意性や補強証拠が問題となった事例を取り上げ，自白をめぐる諸問題について理解を深める。 

第１３回 確定裁判の内容的確定力 

確定裁判の内容的確定力の及ぶ範囲が問題となった事例等を取り上げ，確定裁判の効力について理解を深める。 

第１４回 択一的認定 

択一的認定の可否が問題となった事例を取り上げ，事実認定のルールについて理解を深める。 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

特に指定しないが，各回で取り上げる判例を事前に知らせる。 

＜参考書＞ 

特に指定しないが，適宜，各回で取り上げる判例の解説を参照するのが望ましい。 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

刑法発展演習／刑法発展演習Ⅰ 對馬直紀 
2 必 

（3 選必） 
前期 2 

■講義内容■ 

すでに刑法全般につき相当の知識・理解を有する受講者を対象として、より深い理解及びさらに広い知識を修

得させること、また、具体的事案において問題点を発見し、理論を適切に適用し、事案を総合的に適切な処理へ

導ける実践的な思考力、判断力、応用力、解決能力、表現力をより高度に錬磨することを目的とした法律基本科

目である。演習形式により、判例・設例を用いて、教員と受講者、受講者相互間で、主要問題、関連・付随問題

について、より詳細な問答・討論をおこない、これらの能力のより一層の涵養・向上をめざす。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

刑法に関する全般的な知識・理解が相当程度に達している受講者を対象として、判例・設例を題材とした徹底し

た問答・討論、最新判例の検討などをおこなうことにより、より深い理解・広い知識の修得、事案における問題

発見能力、総合的・実践的な思考力・応用力、表現力などを向上発展させることを目的とする。なお、履修者の

学修状況・理解度に応じて、テーマを変更することがある。その場合、授業内または電子シラバス上にて告知す

る。 

＜到達目標＞ 

TKC 掲示の「法律基本科目各科目到達目標」による。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習については４～５時間、復習については３～４時間とする。 

＜科目の内容＞ 

第１回 正当防衛論、因果関係論、共犯論 

標記のテーマを主要論点とする平成１８年新司法試験問題を題材として、履修者が事前に起案したものを全員で

共有し、判例を踏まえつつ、理論的な整合性、事案処理（事実の摘示・認定評価等）の妥当性などを多角的に検

討する。 

第２回 正当防衛論、共犯論 

標記のテーマを主要論点とする平成２３年新司法試験問題を題材として、履修者が事前に起案したものを全員で

共有し、判例を踏まえつつ、理論的な整合性、事案処理（事実の摘示・認定評価等）の妥当性などを多角的に検

討する。 

第３回 不作為による殺人罪、共犯論、因果関係論、住居侵入罪 

標記のテーマを主要論点とする平成２６年新司法試験問題を題材として、、履修者が事前に起案したものを全員

で共有し、判例を踏まえつつ、理論的な整合性、事案処理（事実の摘示・認定評価等）の妥当性などを多角的に

検討する。 

第４回 詐欺罪、文書偽造罪、横領罪・背任罪、正当防衛論、窃盗罪 

標記のテーマを主要論点とする平成２９年新司法試験問題を題材として、履修者が事前に起案したものを全員で

共有し、判例を踏まえつつ、理論的な整合性、事案処理（事実の摘示・認定評価等）の妥当性などを多角的に検

討する。 

第５回 不作為による殺人罪、過失犯論 

標記のテーマを主要論点とする平成２２年新司法試験問題を題材として、履修者が事前に起案したものを全員で

共有し、判例を踏まえつつ、理論的な整合性、事案処理（事実の摘示・認定評価等）の妥当性などを多角的に検

討する。 

第６回 業務上横領罪、窃盗罪 

標記のテーマを主要論点とする平成２７年新司法試験問題を題材として、履修者が事前に起案したものを全員で

共有し、判例を踏まえつつ、理論的な整合性、事案処理（事実の摘示・認定評価等）の妥当性などを多角的に検

討する。 



第７回 恐喝罪、共犯論 

標記のテーマを主要論点とする平成 19 年新司法試験問題を題材として、履修者が事前に起案したものを全員で

共有し、判例を踏まえつつ、理論的な整合性、事案処理（事実の摘示・認定評価等）の妥当性などを多角的に検

討する。 

第８回 業務上横領罪、窃盗罪、間接正犯論・共犯論 

標記のテーマを主要論点とする平成２１年新司法試験問題を題材として、履修者が事前に起案したものを全員で

共有し、判例を踏まえつつ、理論的な整合性、事案処理（事実の摘示・認定評価等）の妥当性などを多角的に検

討する。 

第９回 強盗罪・共犯論 

標記のテーマを主要論点とする平成２０年新司法試験問題を題材として、履修者が事前に起案したものを全員で

共有し、判例を踏まえつつ、理論的な整合性、事案処理（事実の摘示・認定評価等）の妥当性などを多角的に検

討する。 

第１０回 共犯論、強盗罪 

標記のテーマを主要論点とする平成２８年新司法試験問題を題材として、履修者が事前に起案したものを全員で

共有し、判例を踏まえつつ、理論的な整合性、事案処理（事実の摘示・認定評価等）の妥当性などを多角的に検

討する。 

第１１回 名誉毀損罪、保護責任者遺棄致死罪と不作為による殺人罪 

標記のテーマを主要論点とする平成３０年新司法試験問題を題材として、履修者が事前に起案したものを全員で

共有し、判例を踏まえつつ、理論的な整合性、事案処理（事実の摘示・認定評価等）の妥当性などを多角的に検

討する。 

第１２回 詐欺罪、事後強盗罪と共犯、防衛行為の結果が第三者に生じた場合の処理 

標記のテーマを主要論点とする平成３１年新司法試験問題を題材として、履修者が事前に起案したものを全員で

共有し、判例を踏まえつつ、理論的な整合性、事案処理（事実の摘示・認定評価等）の妥当性などを多角的に検

討する。 

第１３回 間接正犯論・共犯論、早すぎた構成要件実現、建造物等以外放火罪 

標記のテーマを主要論点とする平成２５年新司法試験問題を題材として、履修者が事前に起案したものを全員で

共有し、判例を踏まえつつ、理論的な整合性、事案処理（事実の摘示・認定評価等）の妥当性などを多角的に検

討する。 

第１４回 権利行使と財産犯、実行行為と因果関係、詐欺罪、横領罪、殺人罪、強盗殺人罪 

標記のテーマを主要論点とする令和２年新司法試験問題を題材として、履修者が事前に起案したものを全員で共

有し、判例を踏まえつつ、理論的な整合性、事案処理（事実の摘示・認定評価等）の妥当性などを多角的に検討

する。 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

とくに指定しない。 

＜参考書＞ 

とくに指定しない。 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

刑法発展演習／刑法発展演習Ⅱ 對馬直紀 
2 必 

（3 選必） 
後期 2 

■講義内容■ 

すでに刑法全般につき相当の知識・理解を有する受講者を対象として、より深い理解及びさらに広い知識を修

得させること、また、具体的事案において問題点を発見し、理論を適切に適用し、事案を総合的に適切な処理へ

導ける実践的な思考力、判断力、応用力、解決能力、表現力をより高度に錬磨することを目的とした法律基本科

目である。演習形式により、判例・設例を用いて、教員と受講者、受講者相互間で、主要問題、関連・付随問題

について、より詳細な問答・討論をおこない、これらの能力のより一層の涵養・向上をめざす。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

刑法に関する全般的な知識・理解が相当程度に達している受講者を対象として、判例・設例を題材とした徹底し

た問答・討論、最新判例の検討などをおこなうことにより、より深い理解・広い知識の修得、事案における問題

発見能力、総合的・実践的な思考力・応用力、表現力などを向上発展させることを目的とする。なお、履修者の

学修状況・理解度に応じて、テーマを変更することがある。その場合、授業内または電子シラバス上にて告知す

る。 

＜到達目標＞ 

TKC 掲示の「法律基本科目各科目到達目標」による。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習については４～５時間、復習については３～４時間とする。 

＜科目の内容＞ 

第１回 正当防衛論、因果関係論、共犯論 

標記のテーマを主要論点とする平成１８年新司法試験問題を題材として、履修者が事前に起案したものを全員で

共有し、判例を踏まえつつ、理論的な整合性、事案処理（事実の摘示・認定評価等）の妥当性などを多角的に検

討する。 

第２回 正当防衛論、共犯論 

標記のテーマを主要論点とする平成２３年新司法試験問題を題材として、履修者が事前に起案したものを全員で

共有し、判例を踏まえつつ、理論的な整合性、事案処理（事実の摘示・認定評価等）の妥当性などを多角的に検

討する。 

第３回 不作為による殺人罪、共犯論、因果関係論、住居侵入罪 

標記のテーマを主要論点とする平成２６年新司法試験問題を題材として、、履修者が事前に起案したものを全員

で共有し、判例を踏まえつつ、理論的な整合性、事案処理（事実の摘示・認定評価等）の妥当性などを多角的に

検討する。 

第４回 詐欺罪、文書偽造罪、横領罪・背任罪、正当防衛論、窃盗罪 

標記のテーマを主要論点とする平成２９年新司法試験問題を題材として、履修者が事前に起案したものを全員で

共有し、判例を踏まえつつ、理論的な整合性、事案処理（事実の摘示・認定評価等）の妥当性などを多角的に検

討する。 

第５回 不作為による殺人罪、過失犯論 

標記のテーマを主要論点とする平成２２年新司法試験問題を題材として、履修者が事前に起案したものを全員で

共有し、判例を踏まえつつ、理論的な整合性、事案処理（事実の摘示・認定評価等）の妥当性などを多角的に検

討する。 

第６回 業務上横領罪、窃盗罪 

標記のテーマを主要論点とする平成２７年新司法試験問題を題材として、履修者が事前に起案したものを全員で

共有し、判例を踏まえつつ、理論的な整合性、事案処理（事実の摘示・認定評価等）の妥当性などを多角的に検

討する。 



第７回 恐喝罪、共犯論 

標記のテーマを主要論点とする平成 19 年新司法試験問題を題材として、履修者が事前に起案したものを全員で

共有し、判例を踏まえつつ、理論的な整合性、事案処理（事実の摘示・認定評価等）の妥当性などを多角的に検

討する。 

第８回 業務上横領罪、窃盗罪、間接正犯論・共犯論 

標記のテーマを主要論点とする平成２１年新司法試験問題を題材として、履修者が事前に起案したものを全員で

共有し、判例を踏まえつつ、理論的な整合性、事案処理（事実の摘示・認定評価等）の妥当性などを多角的に検

討する。 

第９回 強盗罪・共犯論 

標記のテーマを主要論点とする平成２０年新司法試験問題を題材として、履修者が事前に起案したものを全員で

共有し、判例を踏まえつつ、理論的な整合性、事案処理（事実の摘示・認定評価等）の妥当性などを多角的に検

討する。 

第１０回 共犯論、強盗罪 

標記のテーマを主要論点とする平成２８年新司法試験問題を題材として、履修者が事前に起案したものを全員で

共有し、判例を踏まえつつ、理論的な整合性、事案処理（事実の摘示・認定評価等）の妥当性などを多角的に検

討する。 

第１１回 名誉毀損罪、保護責任者遺棄致死罪と不作為による殺人罪 

標記のテーマを主要論点とする平成３０年新司法試験問題を題材として、履修者が事前に起案したものを全員で

共有し、判例を踏まえつつ、理論的な整合性、事案処理（事実の摘示・認定評価等）の妥当性などを多角的に検

討する。 

第１２回 詐欺罪、事後強盗罪と共犯、防衛行為の結果が第三者に生じた場合の処理 

標記のテーマを主要論点とする平成３１年新司法試験問題を題材として、履修者が事前に起案したものを全員で

共有し、判例を踏まえつつ、理論的な整合性、事案処理（事実の摘示・認定評価等）の妥当性などを多角的に検

討する。 

第１３回 間接正犯論・共犯論、早すぎた構成要件実現、建造物等以外放火罪 

標記のテーマを主要論点とする平成２５年新司法試験問題を題材として、履修者が事前に起案したものを全員で

共有し、判例を踏まえつつ、理論的な整合性、事案処理（事実の摘示・認定評価等）の妥当性などを多角的に検

討する。 

第１４回 権利行使と財産犯、実行行為と因果関係、詐欺罪、横領罪、殺人罪、強盗殺人罪 

標記のテーマを主要論点とする令和２年新司法試験問題を題材として、履修者が事前に起案したものを全員で共

有し、判例を踏まえつつ、理論的な整合性、事案処理（事実の摘示・認定評価等）の妥当性などを多角的に検討

する。 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

とくに指定しない。 

＜参考書＞ 

とくに指定しない。 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

刑法発展演習／刑法発展演習Ⅰ 臼木 豊 
2 必 

（3 選必） 
前期 2 

■講義内容■ 

この刑法発展演習では、受講者が刑事法全般につきすでに相当の知識・理解を有していることを前提に、より

広い知識習得と深い理解を促し、事案における問題発見能力、論理的思考力、事案への応用力、主張・表現力な

どを一層向上させるため、演習形式により、判例事案や設例を題材として、受講者の十分な予習のもと、双方向・

多方向の討論をおこない、また、事後には授業内容を踏まえた文書作成を課して、これらの能力が着実に育成発

展されることを図る。 

ただし、具体的な内容は、受講者と協議のうえ、関心分野や希望を考慮して決定する。上記の予定、下掲の科

目内容は、本稿執筆時点での暫定である。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

本演習は、刑事法の基礎的事柄を一通り学習済みの受講者につき、法曹となるために必要な能力をさらに強化さ

せることを意図している。題材とする判例・設例については、その主要争点だけでなく付随争点や関連問題につ

いても徹底的に討論をおこない、また事後には検討事例について文書作成を課することにより、個々の論点に関

する理解を深めるだけでなく、具体的事案において問題を発見し、理論を適切に応用し、その事案を総合的に適

切な解決へと導ける、実践的な思考力、判断力、応用力、表現力などをより高度に錬磨することをめざすもので

ある。なるべく最新重要判例を用い、教科書や論点単位の解説から得られる知識を超えた、総合的な能力向上を

図る場としたい。 

この刑法発展演習では、上記のように、主に刑法総論分野を対象とする予定であるが、一般的な論点だけではな

く、没収・追徴などについても、特別法のそれをも視野に入れて検討し、また、刑法の時間的・場所的適用範囲

なども考察して、刑事分野において法曹として活躍するために必要な、幅広い素養・知識・能力を育成すること

を目標とするものである。 

内容や方式の詳細は、受講者と協議のうえ関心分野や希望も勘案しながら決定する。 

 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習３～４時間、復習３～４時間 

＜科目の内容＞ 

第１回 因果関係 

因果関係を主要争点とする設例、最新重要判例を考察検討する。 

第２回 正当防衛 

正当防衛・過剰防衛を主要争点とする設例、最新重要判例を考察検討する。盗犯等防止法についても検討する。 

第３回 正当防衛 

正当防衛・過剰防衛を主要争点とする設例、最新重要判例を考察検討する。盗犯等防止法についても検討する。 

第４回 緊急避難 

緊急避難・過剰避難を主要争点とする設例、最新重要判例を考察検討する。 

第５回 故意 

故意（錯誤含む）を主要争点とする設例、最新重要判例を考察検討する。違法性の意識についても検討する。 

第６回 故意 

故意（錯誤含む）を主要争点とする設例、最新重要判例を考察検討する。違法性の意識についても検討する。 

第７回 過失 

過失を主要争点とする設例、最新重要判例を考察検討する。 



第８回 過失 

過失を主要争点とする設例、最新重要判例を考察検討する。 

第９回 未遂 

未遂犯（不能犯、中止犯含む）を主要争点とする設例、最新重要判例を考察検討する。 

第１０回 未遂 

未遂犯（不能犯、中止犯含む）を主要争点とする設例、最新重要判例を考察検討する。 

第１１回 共犯 

正犯・共犯の諸問題を主要争点とする設例や最新重要判例を考察検討する。 

第１２回 共犯 

正犯・共犯の諸問題を主要争点とする設例や最新重要判例を考察検討する。 

第１３回 共犯 

正犯・共犯の諸問題を主要争点とする設例や最新重要判例を考察検討する。 

第１４回 罪数、没収・追徴、刑法の効力 

罪数の諸問題を検討する。また、刑法総則の没収・追徴および特別法の必要的没収・追徴・第三者没収、組織犯

罪対策としての不法収益剥奪などを考察する。さらに、刑法の時間的適用範囲（刑の廃止・変更、限時法など）、

場所的適用範囲（共犯の犯罪地の問題など）を検討する。 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

目下のところ、特定のテキストを用いる予定はない。随時、以下のものを用いる予定である。 

・西田典之ほか（編）『刑法判例百選Ⅰ総論［第８版］』（有斐閣、2020 年） 

・西田典之ほか（編）『刑法判例百選Ⅱ各論［第８版］』（有斐閣、2020 年） 

・西田典之ほか（編）『刑法の争点』（有斐閣、2007 年） 

・毎回とりあげる判例についての、「判例評釈」（および、最高裁判例については、「調査官解説」） 

＊ただし、以上は本シラバス作成時の暫定である。もしも開講時までに適切なものが見つかれば、特定の書物を

基本として 

＜参考書＞ 

上記のほか、各回に必要・有益な文献・判例は、適宜指示する。 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

刑法発展演習／刑法発展演習Ⅱ 臼木 豊 
2 必 

（3 選必） 
後期 2 

■講義内容■ 

この刑法発展演習では、受講者が刑事法全般につきすでに相当の知識・理解を有していることを前提に、より

広い知識習得と深い理解を促し、事案における問題発見能力、論理的思考力、事案への応用力、主張・表現力な

どを一層向上させるため、演習形式により、判例事案や設例を題材として、受講者の十分な予習のもと、双方向・

多方向の討論をおこない、また、事後には授業内容を踏まえた文書作成を課して、これらの能力が着実に育成発

展されることを図る。 

ただし、具体的な内容は、受講者と協議のうえ、関心分野や希望を考慮して決定する。上記の予定、下掲の科

目内容は、本稿執筆時点での暫定である。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

本演習は、刑事法の基礎的事柄を一通り学習済みの受講者につき、法曹となるために必要な能力をさらに強化さ

せることを意図している。題材とする判例・設例については、その主要争点だけでなく付随争点や関連問題につ

いても徹底的に討論をおこない、また事後には検討事例について文書作成を課することにより、個々の論点に関

する理解を深めるだけでなく、具体的事案において問題を発見し、理論を適切に応用し、その事案を総合的に適

切な解決へと導ける、実践的な思考力、判断力、応用力、表現力などをより高度に錬磨することをめざすもので

ある。なるべく最新重要判例を用い、教科書や論点単位の解説から得られる知識を超えた、総合的な能力向上を

図る場としたい。 

この刑法発展演習では、上記のように、主に刑法各論分野を対象とし、さらに、さまざまな特別刑法や、医事刑

法など先端分野も検討する予定である。刑事分野において法曹として活躍するために必要な、幅広い素養・知識・

能力を育成することを目標とするものである。 

内容や方式の詳細は、受講者と協議のうえ関心分野や希望も勘案しながら決定する。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習３～４時間、復習３～４時間 

＜科目の内容＞ 

第１回 窃盗罪・強盗罪 

窃盗罪・強盗罪の諸問題を主要争点とする設例、最新重要判例を考察検討する。親族相盗例、盗品等関与罪など

も扱う。 

第２回 窃盗罪・強盗罪 

窃盗罪・強盗罪の諸問題を主要争点とする設例、最新重要判例を考察検討する。親族相盗例、盗品等関与罪など

も扱う。 

第３回 窃盗罪・強盗罪 

窃盗罪・強盗罪の諸問題を主要争点とする設例、最新重要判例を考察検討する。親族相盗例、盗品等関与罪など

も扱う。 

第４回 詐欺罪・恐喝罪 

詐欺罪・恐喝罪の諸問題を主要争点とする設例、最新重要判例を考察検討する。 

第５回 詐欺罪・恐喝罪 

詐欺罪・恐喝罪の諸問題を主要争点とする設例、最新重要判例を考察検討する。 

第６回 横領罪・背任罪 

横領罪・背任罪の諸問題を主要争点とする設例、最新重要判例を考察検討する。 

第７回 偽造罪 



主に文書偽造罪につき、その諸問題を主要争点とする設例、最新重要判例を考察検討する。 

第８回 賄賂罪 

贈収賄罪の諸問題を主要争点とする設例、最新重要判例を考察検討する。 

第９回 総合検討 

総論・各論の重要論点が複合した高度な設例や、最新重要判例を取り上げ、各問題点の分析、理論の応用、事案

に即した解決などを考察検討する。 

第１０回 総合検討 

総論・各論の重要論点が複合した高度な設例や、最新重要判例を取り上げ、各問題点の分析、理論の応用、事案

に即した解決などを考察検討する。 

第１１回 特別刑法① 経済刑法 

独占禁止法違反事件、金融商品取引法違反事件など、「経済刑法」を考察検討する。 

第１２回 特別刑法② 行政刑法 

道路交通法違反事件、所得税法・法人税法違反事件など、「行政刑法」を考察検討する。 

第１３回 特別刑法③ 薬物法、組織犯罪処罰法 

各種の薬物規制法と「薬物犯罪」、組織犯罪処罰法と「組織犯罪」を考察検討する。 

第１４回 医事刑法 

末期医療、移植医療、精神医療など、医療と刑法が交錯する領域を考察検討する。 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

目下のところ、特定のテキストを用いる予定はない。随時、以下のものを用いる予定である。 

・西田典之ほか（編）『刑法判例百選Ⅰ総論［第 7 版］』（有斐閣、2014 年） 

・西田典之ほか（編）『刑法判例百選Ⅱ各論［第 7 版］』（有斐閣、2014 年） 

・西田典之ほか（編）『刑法の争点』（有斐閣、2007 年） 

・毎回とりあげる判例についての、「判例評釈」（および、最高裁判例については、「調査官解説」） 

＊ただし、以上は本シラバス作成時の暫定である。もしも開講時までに適切なものが見つかれば、特定の書物を

基本として 

＜参考書＞ 

上記のほか、各回に必要・有益な文献・判例は、適宜指示する。 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

刑法発展演習／刑法発展演習Ⅰ 畠山慎市 
2 必 

（3 選必） 
前期 2 

■講義内容■ 

司法試験論文式問題またはそれと同程度の難易度の具体的事案を題材として、刑法学上の問題を適切に解決す

ることができるようになることをめざす（ただし、受講者の学習進度によっては題材は変更する）。 

具体的には、原則として、①講義において、問題の分析、検討を行う、②法律文書を手書で作成するとともに、

他の受講者の法律文書を検討・分析する（講義前）、③より論理的かつ説得的な法律文書とするためにはどのよ

うに修正すべきかを講師を含めた出席者全体で議論する（講義時）、④上記①～③の内容をふまえて自身の文書

をブラッシュアップさせる（講義後）という流れを繰り返す。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

司法試験論文式問題またはそれと同程度の難易度の具体的事案を題材として、論理的かつ説得的な法律文書を作

成することができるようになること及び自らの立場を説得的に口頭で説明できる能力を向上させることをめざ

す。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

刑法総論・刑法各論について、ひととおり学習を行っていること。 

＜予・復習に要する時間＞ 

原則として、毎回法律文書の作成を行うこととなるため、少なくとも３時間程度の予習は必要となる。 

復習は各人の習熟度により異なるが、２時間程度を要するものと思われる。 

＜科目の内容＞ 

第１回 オリエンテーション・導入テスト 

第２回 オリエンテーション・導入テスト 

第３回 ①平成１８年度司法試験問題を題材として、正当防衛論（侵害の予期・積極的加害意思と急迫性・防衛

意思、防衛行為の相当性）、共謀の存否と同時傷害の特例の関係などのテーマを扱う。 

②平成２３年度司法試験問題を題材として、事実認定論（殺人罪の実行行為性、共謀、実行行為の個数）、正当

防衛論（過剰防衛）などのテーマを扱う。 

第４回 ①平成１８年度司法試験問題を題材として、正当防衛論（侵害の予期・積極的加害意思と急迫性・防衛

意思、防衛行為の相当性）、共謀の存否と同時傷害の特例の関係などのテーマを扱う。 

②平成２３年度司法試験問題を題材として、事実認定論（殺人罪の実行行為性、共謀、実行行為の個数）、正当

防衛論（過剰防衛）などのテーマを扱う。 

第５回 ①平成１８年度司法試験問題を題材として、正当防衛論（侵害の予期・積極的加害意思と急迫性・防衛

意思、防衛行為の相当性）、共謀の存否と同時傷害の特例の関係などのテーマを扱う。 

②平成２３年度司法試験問題を題材として、事実認定論（殺人罪の実行行為性、共謀、実行行為の個数）、正当

防衛論（過剰防衛）などのテーマを扱う。 

第６回 ①平成１９年度司法試験問題を題材として、詐欺罪と恐喝罪の比較、事実認定論（錯誤・畏怖に基づく

財産交付、恐喝行為）、権利行使と恐喝、共犯関係からの離脱などのテーマを扱う。 

②平成２２年度司法試験問題を題材として、不作為犯論、事実認定論（殺人罪の故意）、過失犯論（ 過失の意義、

過失の競合、過失と結果の因果関係）などのテーマを扱う。 

第７回 ①平成１９年度司法試験問題を題材として、詐欺罪と恐喝罪の比較、事実認定論（錯誤・畏怖に基づく

財産交付、恐喝行為）、権利行使と恐喝、共犯関係からの離脱などのテーマを扱う。 

②平成２２年度司法試験問題を題材として、不作為犯論、事実認定論（殺人罪の故意）、過失犯論（ 過失の意義、

過失の競合、過失と結果の因果関係）などのテーマを扱う。 

第８回 ①平成１９年度司法試験問題を題材として、詐欺罪と恐喝罪の比較、事実認定論（錯誤・畏怖に基づく

財産交付、恐喝行為）、権利行使と恐喝、共犯関係からの離脱などのテーマを扱う。 



②平成２２年度司法試験問題を題材として、不作為犯論、事実認定論（殺人罪の故意）、過失犯論（ 過失の意義、

過失の競合、過失と結果の因果関係）などのテーマを扱う。 

第９回 中間テストの実施、解説、議論。 

第１０回 中間テストの実施、解説、議論。 

第１１回 ①平成２６年度司法試験問題を題材として、事実認定論（不作為による殺人の実行行為）、因果関係論、

未成年者略取罪、共謀共同正犯論などのテーマを扱う。 

②平成２０年度司法試験問題を題材として、事実認定論（強盗罪における暴行・脅迫）、強盗致死傷罪における

「強盗の機会」論、共謀共同正犯論などのテーマを扱う。 

第１２回 ①平成２６年度司法試験問題を題材として、事実認定論（不作為による殺人の実行行為）、因果関係論、

未成年者略取罪、共謀共同正犯論などのテーマを扱う。 

②平成２０年度司法試験問題を題材として、事実認定論（強盗罪における暴行・脅迫）、強盗致死傷罪における

「強盗の機会」論、共謀共同正犯論などのテーマを扱う。 

第１３回 ①平成２６年度司法試験問題を題材として、事実認定論（不作為による殺人の実行行為）、因果関係論、

未成年者略取罪、共謀共同正犯論などのテーマを扱う。 

②平成２０年度司法試験問題を題材として、事実認定論（強盗罪における暴行・脅迫）、強盗致死傷罪における

「強盗の機会」論、共謀共同正犯論などのテーマを扱う。 

第１４回 ①平成２６年度司法試験問題を題材として、事実認定論（不作為による殺人の実行行為）、因果関係論、

未成年者略取罪、共謀共同正犯論などのテーマを扱う。 

②平成２０年度司法試験問題を題材として、事実認定論（強盗罪における暴行・脅迫）、強盗致死傷罪における

「強盗の機会」論、共謀共同正犯論などのテーマを扱う。 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

授業内で適宜指示する 

＜参考書＞ 

授業内で適宜指示する 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

刑法発展演習／刑法発展演習Ⅱ 畠山慎市 
2 必 

（3 選必） 
後期 2 

■講義内容■ 

司法試験論文式問題またはそれと同程度の難易度の具体的事案を題材として、刑法学上の問題を適切に解決す

ることができるようになることをめざす（ただし、受講者の学習進度によっては題材は変更する）。 

具体的には、原則として、①講義において、問題の分析、検討を行う、②法律文書を手書で作成するとともに、

他の受講者の法律文書を検討・分析する（講義前）、③より論理的かつ説得的な法律文書とするためにはどのよ

うに修正すべきかを講師を含めた出席者全体で議論する（講義時）、④上記①～③の内容をふまえて自身の文書

をブラッシュアップさせる（講義後）という流れを繰り返す。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

司法試験論文式問題またはそれと同程度の難易度の具体的事案を題材として、論理的かつ説得的な法律文書を作

成することができるようになること及び自らの立場を説得的に口頭で説明できる能力を向上させることをめざ

す。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

刑法総論・刑法各論について、ひととおり学習を行っていること。 

＜予・復習に要する時間＞ 

原則として、毎回法律文書の作成を行うこととなるため、少なくとも３時間程度の予習は必要となる。復習は各

人の習熟度により異なるが、２時間程度を要するものと思われる。 

＜科目の内容＞ 

第１回 オリエンテーション・導入テスト 

第２回 オリエンテーション・導入テスト 

第３回 ①平成１８年度司法試験問題を題材として、正当防衛論（侵害の予期・積極的加害意思と急迫性・防衛

意思、防衛行為の相当性）、共謀の存否と同時傷害の特例の関係などのテーマを扱う。 

②平成２３年度司法試験問題を題材として、事実認定論（殺人罪の実行行為性、共謀、実行行為の個数）、正当

防衛論（過剰防衛）などのテーマを扱う。 

第４回 ①平成１８年度司法試験問題を題材として、正当防衛論（侵害の予期・積極的加害意思と急迫性・防衛

意思、防衛行為の相当性）、共謀の存否と同時傷害の特例の関係などのテーマを扱う。 

②平成２３年度司法試験問題を題材として、事実認定論（殺人罪の実行行為性、共謀、実行行為の個数）、正当

防衛論（過剰防衛）などのテーマを扱う。 

第５回 ①平成１８年度司法試験問題を題材として、正当防衛論（侵害の予期・積極的加害意思と急迫性・防衛

意思、防衛行為の相当性）、共謀の存否と同時傷害の特例の関係などのテーマを扱う。 

②平成２３年度司法試験問題を題材として、事実認定論（殺人罪の実行行為性、共謀、実行行為の個数）、正当

防衛論（過剰防衛）などのテーマを扱う。 

第６回 ①平成１９年度司法試験問題を題材として、詐欺罪と恐喝罪の比較、事実認定論（錯誤・畏怖に基づく

財産交付、恐喝行為）、権利行使と恐喝、共犯関係からの離脱などのテーマを扱う。 

②平成２２年度司法試験問題を題材として、不作為犯論、事実認定論（殺人罪の故意）、過失犯論（過失の意義、

過失の競合、過失と結果の因果関係）などのテーマを扱う。 

第７回 ①平成１９年度司法試験問題を題材として、詐欺罪と恐喝罪の比較、事実認定論（錯誤・畏怖に基づく

財産交付、恐喝行為）、権利行使と恐喝、共犯関係からの離脱などのテーマを扱う。 

②平成２２年度司法試験問題を題材として、不作為犯論、事実認定論（殺人罪の故意）、過失犯論（過失の意義、

過失の競合、過失と結果の因果関係）などのテーマを扱う。 

第８回 ①平成１９年度司法試験問題を題材として、詐欺罪と恐喝罪の比較、事実認定論（錯誤・畏怖に基づく

財産交付、恐喝行為）、権利行使と恐喝、共犯関係からの離脱などのテーマを扱う。 



②平成２２年度司法試験問題を題材として、不作為犯論、事実認定論（殺人罪の故意）、過失犯論（過失の意義、

過失の競合、過失と結果の因果関係）などのテーマを扱う。 

第９回 中間テストの実施、解説、議論。 

第１０回 中間テストの実施、解説、議論。 

第１１回 ①平成２６年度司法試験問題を題材として、事実認定論（不作為による殺人の実行行為）、因果関係論、

未成年者略取罪、共謀共同正犯論などのテーマを扱う。 

②平成２０年度司法試験問題を題材として、事実認定論（強盗罪における暴行・脅迫）、強盗致死傷罪における

「強盗の機会」論、共謀共同正犯論などのテーマを扱う。 

第１２回 ①平成２６年度司法試験問題を題材として、事実認定論（不作為による殺人の実行行為）、因果関係論、

未成年者略取罪、共謀共同正犯論などのテーマを扱う。 

②平成２０年度司法試験問題を題材として、事実認定論（強盗罪における暴行・脅迫）、強盗致死傷罪における

「強盗の機会」論、共謀共同正犯論などのテーマを扱う。 

第１３回 ①平成２６年度司法試験問題を題材として、事実認定論（不作為による殺人の実行行為）、因果関係論、

未成年者略取罪、共謀共同正犯論などのテーマを扱う。 

②平成２０年度司法試験問題を題材として、事実認定論（強盗罪における暴行・脅迫）、強盗致死傷罪における

「強盗の機会」論、共謀共同正犯論などのテーマを扱う。 

第１４回 ①平成２６年度司法試験問題を題材として、事実認定論（不作為による殺人の実行行為）、因果関係論、

未成年者略取罪、共謀共同正犯論などのテーマを扱う。 

②平成２０年度司法試験問題を題材として、事実認定論（強盗罪における暴行・脅迫）、強盗致死傷罪における

「強盗の機会」論、共謀共同正犯論などのテーマを扱う。 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

授業内で適宜指示する 

＜参考書＞ 

授業内で適宜指示する 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

刑事訴訟法発展演習／刑事訴訟法

発展演習Ⅰ 
松本英俊 

3 必 

（3 選必） 
前期 2 

■講義内容■ 

3 年次に開講される刑事訴訟法の演習科目である。授業では、刑事手続の各段階における主要な問題について、

法律文書の作成・検討を行う。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

刑事手続の各段階における個別具体的な問題を掘り下げて、多角的な検討を行うことにより、具体的な資料・事

実に基づく評価・事実認定あるいはその法的判断能力を養成することを目的とする。講義においては司法試験問

題の事例を素材に検討することを中心に、ライティング能力の向上を図るとともに、問答方式による双方向的な

対話・討論型の授業を行う。各回の講義計画は以下の通りである。 

＜到達目標＞ 

TKC 掲示の「法律基本科目各科目到達目標」による。 

＜履修の前提＞ 

刑事訴訟法をすでに履修済みであること。 

刑事訴訟法特別演習をすでに履修済みであること（同時履修も可）。 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習 120 分、復習 60 分 

＜科目の内容＞ 

第１回 任意捜査と伝聞法則の検討２ 

～平成 19 年司法試験論文式問題［刑事訴訟法］を素材として 

第２回 捜索手続と伝聞法則の検討１ 

～平成 20 年司法試験論文式問題［刑事訴訟法］を素材として 

第３回 捜索に伴う写真撮影と伝聞法則の検討 

～平成 21 年司法試験論文式問題［刑事訴訟法］を素材として 

第４回 捜査手続の適法性と伝聞法則の検討２ 

～平成 22 年司法試験論文式問題［刑事訴訟法］を素材として 

第５回 身体拘束と伝聞法則の検討 

～平成 23 年司法試験論文式問題［刑事訴訟法］を素材として 

第６回 捜索手続と事実認定の検討 

～平成 24 年司法試験論文式問題［刑事訴訟法］を素材として 

第７回 逮捕および逮捕に伴う捜索等と伝聞法則の検討 

～平成 25 年司法試験論文式問題［刑事訴訟法］を素材として 

第８回 取り調べおよび訴因をめぐる問題の検討 

～平成 26 年司法試験論文式問題［刑事訴訟法］を素材として 

第９回 任意捜査と伝聞法則の検討３ 

～平成 27 年司法試験論文式問題［刑事訴訟法］を素材として 

第１０回 任意捜査、接見および伝聞法則の検討 

～平成 28 年司法試験論文式問題［刑事訴訟法］を素材として 

第１１回 捜査手続と伝聞法則の検討 

～平成 29 年司法試験論文式問題［刑事訴訟法］を素材として 

第１２回 任意捜査と伝聞法則の検討４ 

～平成 30 年司法試験論文式試験［刑事訴訟法］を素材として 

第１３回 逮捕・勾留と訴因変更の検討 

～平成 31 年司法試験論文式試験［刑事訴訟法］を素材として 

 



第１４回 取調べ・証拠法・公判手続の検討 

～令和 2 年司法試験論文式試験［刑事訴訟法］を素材として 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

指定しない。 

＜参考書＞ 

指定しない。 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

  



 

科目名 担当者名 配当 期 単位 

刑事訴訟法発展演習／刑事訴訟法

発展演習Ⅱ 
松本英俊 

3 必 

（3 選必） 
後期 2 

■講義内容■ 

3 年次に開講される刑事訴訟法の演習科目である。授業では、刑事手続の各段階における主要な問題について、

法律文書の作成・検討を行う。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

刑事手続の各段階における個別具体的な問題を掘り下げて、多角的な検討を行うことにより、具体的な資料・事

実に基づく評価・事実認定あるいはその法的判断能力を養成することを目的とする。講義においては司法試験問

題の事例を素材に検討することを中心に、ライティング能力の向上を図るとともに、問答方式による双方向的な

対話・討論型の授業を行う。各回の講義計画は以下の通りである。 

＜到達目標＞ 

TKC 掲示の「法律基本科目各科目到達目標」による。 

＜履修の前提＞ 

刑事訴訟法をすでに履修済みであること。 

刑事訴訟法特別演習をすでに履修済みであること（同時履修も可）。 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習 120 分、復習 60 分 

＜科目の内容＞ 

第１回 任意捜査と伝聞法則の検討２ 

～平成 19 年司法試験論文式問題［刑事訴訟法］を素材として 

第２回 捜索手続と伝聞法則の検討１ 

～平成 20 年司法試験論文式問題［刑事訴訟法］を素材として 

第３回 捜索に伴う写真撮影と伝聞法則の検討 

～平成 21 年司法試験論文式問題［刑事訴訟法］を素材として 

第４回 捜査手続の適法性と伝聞法則の検討２ 

～平成 22 年司法試験論文式問題［刑事訴訟法］を素材として 

第５回 身体拘束と伝聞法則の検討 

～平成 23 年司法試験論文式問題［刑事訴訟法］を素材として 

第６回 捜索手続と事実認定の検討 

～平成 24 年司法試験論文式問題［刑事訴訟法］を素材として 

第７回 逮捕および逮捕に伴う捜索等と伝聞法則の検討 

～平成 25 年司法試験論文式問題［刑事訴訟法］を素材として 

第８回 取り調べおよび訴因をめぐる問題の検討 

～平成 26 年司法試験論文式問題［刑事訴訟法］を素材として 

第９回 任意捜査と伝聞法則の検討３ 

～平成 27 年司法試験論文式問題［刑事訴訟法］を素材として 

第１０回 任意捜査、接見および伝聞法則の検討 

～平成 28 年司法試験論文式問題［刑事訴訟法］を素材として 

第１１回 捜査手続と伝聞法則の検討 

～平成 29 年司法試験論文式問題［刑事訴訟法］を素材として 

第１２回 任意捜査と伝聞法則の検討４ 

～平成 30 年司法試験論文式試験［刑事訴訟法］を素材として 

第１３回 逮捕・勾留と訴因変更の検討 



～平成 31 年司法試験論文式試験［刑事訴訟法］を素材として 

 

第１４回 取調べ・証拠法・公判手続の検討 

～令和 2 年司法試験論文式試験［刑事訴訟法］を素材として 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

指定しない。 

＜参考書＞ 

指定しない。 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

現代法務概論 上杉雅央 1 必 前期・後期 2 

■講義内容■ 

未修者の学修支援のため、第一東京弁護士会法科大学院検討委員会との共同研究により開発された科目であ

る。平成 30 年度より必修科目となった科目であり、受講生の要望や意見をふまえて、今後より完成されたもの

とするために、各受講生の協力を求める。 

内容は、法曹養成のための機関である法科大学院に未修者として入学した１年次前期に、これから何のための

学修を行うのかを自覚し、どのように学修していくべきかを感得できるよう、社会における法曹の役割と各科目

への取り組み方を学ぶ。特に、法律や法的問題は、社会の中で「動いている」ことを知ることが重要であるとい

う考えから、直近の新聞記事を題材として社会における諸問題を法的視点から考えることを基軸の１つとする。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

社会における法曹の役割を知り、法曹に期待される資質や能力について自分なりに考えられるようにするととも

に、これから何をどのように学修するべきかを自分で検討し、また修正する力を付けることで、法科大学院教育

の中で迷子にならない力を付ける。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

１年次前期の必修科目である。このため履修の前提は特にない。 

＜予・復習に要する時間＞ 

毎回ＴＫＣに掲示する予習事項について予習を求めるが、標準的な予習所要時間は 30 分以内を目安とする。 

復習として、毎回、簡単なレポートの提出を求める。 

＜科目の内容＞ 

第１回 毎回の冒頭 30 分程度の時間は，直近に話題となった裁判や法曹関係の新聞記事の抜粋を配布し，自由

な討論によって，現代社会に期待される法曹の役割について考える。以下のとおり各回の授業を進める。 

社会における法曹の役割－多様性と専門性 

第２回 法律の枠組みと法曹の役割－司法，行政，そして立法 

第３回 民事判例を読む（民法，民事訴訟法） 

第４回 刑事判例を読む（刑法，刑事訴訟法） 

第５回 法的三段論法とは 

第６回 民事訴訟の基本構造（民法，民事訴訟法） 

第７回 民事訴訟と訴訟代理人（民事訴訟法）又は民事法全般についての講義 

第８回 刑事訴訟の基本構造（刑法，刑事訴訟法） 

第９回 刑事訴訟と弁護人（刑事訴訟法）又は刑事法全般についての講義 

第１０回 憲法訴訟，行政訴訟とは（憲法，行政法） 

第１１回 会社法と企業法務（商法） 

第１２回 家族法と家事法務（民法） 

第１３回 特別法と専門性 

第１４回 これからの法曹 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

各自の六法を持参すること。このほか、独自の教科書は指定しないが、初回から当該回までに配布したレジュメ

等の配布物をすべて持参すること。さらに、授業回により、他の科目の指定教科書の持参も求めることがある。 

＜参考書＞ 

授業時間に適宜紹介する。 

 



※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

法律情報Ⅱ 若林亜理砂 1・2 選必 前期 1 

■講義内容■ 

法律を学ぶ上で必要な情報リテラシーを獲得することを目的とする｡ 受講生全員がそれぞれ 1 台ずつパソコ

ンを使用して毎回実習を行いながら授業を進める｡ 基本的にパソコン上での実習による情報処理を中心とする

が､ 書誌文献の参照などの実習は各自が自習時間に行うよう課題を提出することにより､ オンライン上での情

報収集･ 処理のみならず､ 図書館などでの情報収集についても身につけることとなる｡ このほか、法曹として

心要性が高まっているプレゼンテーション技術について、その基礎を修得することも併せて目的とする。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

インターネット･ コンピューター技術の発達によって､ 法律を学んだりあるいは職業として法律を使う者にと

って､ これらを使用して法律情報を収集することは必須となったということができよう｡ また､ 法律情報の収

集が以前と比較して格段に容易になった現在では､ 単に情報を集めるだけでなく､ 大量の情報の中から自らの

目的に照らして重要な情報をいかに取捨選択するかということも重要になってきている｡そこで､ 本講義ではこ

の点を念頭に置き､ 実際に様々な作業を行う中で､ 法律情報をいかに利用して作業を進めるかに関して講義を

行うこととする｡ 

本講義では､ 受講生全員がそれぞれ 1 台ずつパソコンを使用して実習を行いながら授業を進めることとする｡ 

基本的にパソコン上での実習による情報処理を中心とし､ 書誌文献の参照などの実習は各自が自習時間に行う

よう課題を提出する｡ なお､ 基本的なパソコン操作に関しては､ 既に修得しているものとして講義を進める｡ 

具体的には以下の要領で講義を進める予定である｡ 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

本科目は実習講義であるため、遅刻・欠席の扱いが他科目と異なるため注意されたい。授業開始後 20 分を超

える遅刻は欠席として扱い、3 回を超える欠席がある場合には単位を与えない。 

＜予・復習に要する時間＞ 

原則的になし 

＜科目の内容＞ 

第１回 法律情報処理総論（インターネットで法律情報検索） 

初回は、コンピューターの利用を念頭に置いた法律情報処理について、総論的講義を行う。コンピューターの基

礎的な操作等に関して確認のため導入的実習を行った後、情報を収集する前提として理解が必要となる法律文献

等の出典の表示についての解説を行う。 

第２回 新聞･ 雑誌等 

新聞・雑誌等の検索方法について解説した上で、一定の判例を念頭におき、その判例がどのように報道されてい

るかも含め、その判例における一定の主張がどのような社会的評価を受けているかについての検討を行うための

情報処理作業を行う。 

第３回 新聞･ 雑誌等 

新聞・雑誌等の検索方法について解説した上で、一定の判例を念頭におき、その判例がどのように報道されてい

るかも含め、その判例における一定の主張がどのような社会的評価を受けているかについての検討を行うための

情報処理作業を行う。 

第４回 法令 

本講義では､ 様々な法令について､ 目的に応じた検索を行うことができるようになることを目的とする｡ まず､ 

法律､ 政令 ･ 省令などの本文検索を行うほか､ すでに現在は失効した法令についても検索を行ったり､ 法律の

制定過程の議論なども検索できるように実習を行う｡ また､ 法令のみならず地方自治体の条例などについても､ 

利用できるようにすることを目的とする｡ 

第５回 法令 



本講義では､ 様々な法令について､ 目的に応じた検索を行うことができるようになることを目的とする｡ まず､ 

法律､ 政令 ･ 省令などの本文検索を行うほか､ すでに現在は失効した法令についても検索を行ったり､ 法律の

制定過程の議論なども検索できるように実習を行う｡ また､ 法令のみならず地方自治体の条例などについても､ 

利用できるようにすることを目的とする｡ 

第６回 判例 

本講義では､ 判例をめぐる情報処理を修得する｡ 判例本文 ･ 原判決等の検索についての講義 ･ 実習を行った

後､ 一定の論点につき､ 同様の判断･ あるいは異なる判断を行っている判例を検索･ リストアップするなど､ 

目的に添った検索ができるよう実習を行う｡ 

第７回 論文等 

一定の目的のために法律文献を検索する方法について講義を行った後､ 各自法律文献検索の実習を行う｡ 

第８回 外国判例･ 文献 

法律を学ぶ者､ あるいは実務家にとって外国の判例･ 文献の利用の必要性は､ ビジネスがますます国際化する

中で非常に大きくなってきている｡ この講義では､ 外国法の中でも特に利用する機会が多いであろうと考えら

れる､ 米国法について､その判例及び文献の基礎的な検索方法を習得する。 

第９回 外国判例･ 文献 

法律を学ぶ者､ あるいは実務家にとって外国の判例･ 文献の利用の必要性は､ ビジネスがますます国際化する

中で非常に大きくなってきている｡ この講義では､ 外国法の中でも特に利用する機会が多いであろうと考えら

れる､ 米国法について､その判例及び文献の基礎的な検索方法を習得する。 

第１０回 プレゼンテーション 

プレゼンテーションの基本的技術を修得する。 

第１１回 プレゼンテーション 

プレゼンテーションの基本的技術を修得する。 

第１２回 まとめ コンピューターによる情報処理を利用した判例評釈 

これまでの講義で修得してきた法律情報の収集･ 利用の技術･ 知識を駆使し､ 一定の判例についてその評釈を

行うために必要な法律情報処理を履修者が自ら行った上、当該評釈につきプレゼンテーションを行う｡ 

第１３回 まとめ コンピューターによる情報処理を利用した判例評釈 

これまでの講義で修得してきた法律情報の収集･ 利用の技術･ 知識を駆使し､ 一定の判例についてその評釈を

行うために必要な法律情報処理を履修者が自ら行った上、当該評釈につきプレゼンテーションを行う｡ 

第１４回 まとめ コンピューターによる情報処理を利用した判例評釈 

これまでの講義で修得してきた法律情報の収集･ 利用の技術･ 知識を駆使し､ 一定の判例についてその評釈を

行うために必要な法律情報処理を履修者が自ら行った上、当該評釈につきプレゼンテーションを行う｡ 

第１５回 まとめ コンピューターによる情報処理を利用した判例評釈 

これまでの講義で修得してきた法律情報の収集･ 利用の技術･ 知識を駆使し､ 一定の判例についてその評釈を

行うために必要な法律情報処理を履修者が自ら行った上、当該評釈につきプレゼンテーションを行う｡ 

＜教科書＞ 

授業内で適宜指示する 

＜参考書＞ 

授業内で適宜指示する 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

法曹倫理 吉木聡一 2 必 前期・後期 2 

■講義内容■ 

法曹倫理は，社会一般にいう「倫理・道徳」とは異なり，法曹の特殊な職務内容から導かれる「職業倫理」で

あり，一種の法規範です。 

本講義では，主に弁護士法，弁護士職務基本規程の解釈を学ぶとともに，実務上，法曹倫理が問題となる典型

的な場面についての具体的事例や実例についての検討・討論を行います。 

また，事例の検討を通じて，基本法の解釈や判例の検討等も行う予定です。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

本講義で扱う事例には，法曹の多くが実際に直面する倫理上の問題点が含まれています。 

将来,みなさんがそのような場面に直面した場合に「問題点があるということに気付くことができるようになる

こと」が本講義の最大のねらいです。 

事例の検討にあたっては，必ず，自分が法曹になったつもりで「自分ならどのように行動するか」を考えてくだ

さい。 

法曹倫理に対する理解不足やこれを軽視ないし無視した行動によって，法曹資格を失ったり，懲戒処分を受けて

法曹としての活動に大きなハンデを負うことになった先輩が数多くいます。 

そのため，法曹倫理科目は，弁護士会において，すべての弁護士に対して一定の年数ごとに履修が義務付けられ

ている唯一の必修研修科目となっています。 

本講義が，将来の法曹生活における「転ばぬ先の杖」となることを期待します。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とします。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習・復習合わせて１時間程度を目安とします。 

＜科目の内容＞ 

第１回 弁護士倫理総論 

第２回 受任・辞任と事件処理の倫理（１） 

第３回 受任・辞任と事件処理の倫理（２） 

第４回 利益相反と調整（１） 

第５回 利益相反と調整（２） 

第６回 秘密の保持 

第７回 誠実義務と真実義務 

第８回 相談・助言，調査及び交渉における倫理 

第９回 報酬及び依頼者との金銭関係 

第１０回 他の弁護士及び相手方との関係における倫理 

第１１回 刑事弁護の倫理（１） 

第１２回 刑事弁護の倫理（２） 

第１３回 弁護士の営業活動の限界・法律事務の独占と競争 

第１４回 検察官・裁判官の倫理 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

塚原英治・宮川光治・宮澤節生編『法曹の倫理と責任〔第２版〕』（現代人文社，２００７年） 

＜参考書＞ 

日本弁護士連合会弁護士倫理委員会編著『解説「弁護士職務基本規程」〔第３版〕』（日本弁護士連合会，２０１



７年） 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

民事訴訟実務基礎論 柴谷 晃 2 必 前期・後期 2 

■講義内容■ 

法科大学院用の要件事実論及び事実認定論に関する公刊書籍を主教材とし､ その理解のために本科目担当教

員が作成したオリジナルのサブノートを用いた講義を行う｡ 

サブノートにおいては､ 思考過程に沿った詳細な発問を設定しており､ 学生は設問に対する解答を予め準備

のうえ講義に臨むことが前提である｡ 各設問に関して教員と学生間及び学生相互間の討論を行うことにより､ 

要件事実論及び事実認定論の理解を深めるとともに､ 法律実務家として必要な論理的思考力､ 説得と討論の技

術等を修得させる｡ 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

民事事件における実務法曹の役割は､ 民事紛争についてこれを法的観点から再構成し､ 法律を適用してその解

決を図ること､ 或いは､ 法律の適用によってもたらされる結果を事前に予測し､ 紛争予防のための手段を講じ

ることである｡ 法曹がこのような役割を果たすためには､ 民事実体法と民事手続法を有機的に関連付けて駆使

することのできる能力が必要となるが､ 本講義は､ 法曹が上記の役割を果たすための基本的能力であるところ

の要件事実論及び事実認定論の基礎を修得させることを主たる目的とする｡ 

要件事実論及び事実認定論が典型的に機能するのは民事訴訟の局面であるから､ 上記の能力を身に付けるため

には､ 口頭弁論手続の具体的進行に沿いつつ､ 双方当事者によって提出される攻撃防御方法の整理（いわゆる

主張整理）を行うのが適切である｡ 本講義では､ 簡単な教室設例を主な題材として､ 主張整理等の訓練を行う｡ 

この過程で､ 副次的に､ 民事訴訟実務の一般的知識を修得させる｡ 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習２時間、復習３０分程度 

＜科目の内容＞ 

第１回 総論 

主張整理の意味､ 否認と抗弁の区別､ 複数の抗弁相互間の関係等について､ 具体例に即して解説し､ 学生に修

得させる｡ 

第２回 主張整理問題演習（1） 

貸付金返還請求訴訟を題材とした簡単な具体的設例（紛争当事者双方の言い分）を基にして､ 訴状､ 答弁書及び

準備書面に基づき､ 裁判官の立場から主張整理を行う｡ 

この過程で､ 訴訟物の具体的把握､ 主張証明責任の分配を前提としたブロックダイアグラムの作成､ 要件事実

の具体的摘示等について修得させる｡ 

個別論点としては､ 消費貸借契約の要件事実､ 貸借型契約における ｢期限｣ の位置付け､ 債務の履行不履行の

主張立証責任の分配､ 規範的要件の主要事実、 保証債務履行請求の要件事実等をとり上げる｡  

この過程で､ 各要件事実の立証のために必要な証拠方法及びその収集方法について検討し､ 証拠の意義､ 証拠

調べの方法､ 事実認定の具体的手法等について修得させる｡ 

第３回 第２回に同じ 

第４回 第２回に同じ 

第５回 第２回に同じ 

第６回 第２回に同じ 

第７回 第２回に同じ 

第８回 主張整理問題演習（2） 

主教材を用い､ 要件事実論及び事実認定論に関する理解を完成させる｡ 



ここで､ 触れる個別論点は､ 所有権の主張方法､ 所有権移転原因としての売買契約の要件事実､ 債権譲渡の要

件事実､ 占有権原の有無の主張証明責任､ 対抗要件の抗弁､ 代理及び表見代理の要件事実､ 登記請求の要件事

実､ 債務不履行解除の要件事実､ 賃貸目的物の返還請求の要件事実､ 時効の要件事実実等である｡ 

第９回 第８回に同じ 

第１０回 第８回に同じ 

第１１回 第８回に同じ 

第１２回 第８回に同じ 

第１３回 第８回に同じ 

第１４回 第８回に同じ 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

司法研修所編「新問題研究 要件事実」(法曹会） 

司法研修所編「改訂 紛争類型別の要件事実」(法曹会） 

（上記の２冊とも必要） 

＜参考書＞ 

大島眞一「完全講義 民事裁判実務の基礎 入門編」(民事法研究会） 

加藤新太郎ほか「要件事実の考え方と実務」(民事法研究会） 

(参考書は、上記のいずれか１つでよい。） 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

刑事訴訟実務基礎論 宮田 桂子・福崎 伸一郎 2 必 前期・後期 2 

■講義内容■ 

刑事訴訟の手続きがどのように進行するのかについて、実務のイメージを具体的に持てるよう、手続きの中で、

裁判官、検察官、弁護人、被疑者・被告人のそれぞれがもつ役割を理解するとともに、学んできた判例や学説が

実務的な手続きとどう結びつくのかを検討する。事例に対する対応について、一方的に講義をするのでなく、各

自が考えたうえで、役割分担やディスカッション等を通して議論を深める。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

これまで学んだ刑法や刑事訴訟法の条文やその解釈が、実務では具体的にどのように活かされているのか、的確

にイメージできるようにするためには、法曹３者、あるいは、被疑者・被告人の立場と役割を理解する必要があ

る。そのために、学生に対して、刑事訴訟の手続きの各段階での、具体的な事例を事前に与え、調査、検討させ

たうえで、講義当日には、裁判官、検察官、弁護人といった配役を与えてその立場での主張をさせ、あるいは、

裁判例についてのディスカッションを行うなどして、議論を深めさせる。そのような検討を通じて、事案に対す

る分析力を身につけ、刑事訴訟実務に関する基礎的な知識を十分に習得できるようにしたい。 

＜到達目標＞ 

刑事訴訟法の基本的な概念を定着させ、重要な判決の考え方の枠組みを理解する. 

＜履修の前提＞ 

特になし。ただし、刑事訴訟法を履修していないと意味がわからない可能性が高い。 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習・復習 60～180 分 

＜科目の内容＞ 

第１回 捜査の端緒 

どのように事件が認知され、捜査が始まるのか具体的にイメージしながら、職務質問の許容される限度等を検討

する。 

第２回 強制捜査・任意捜査 

任意捜査と強制捜査の違いを認識するとともに、令状主義の趣旨から証拠収集活動がどこまで許容されるのか等

を検討する。 

第３回 捜査（逮捕・勾留を中心に） 

逮捕にはどのようなものがあり、どのような場合に許容されるのか、どういう取調べが許されないのか等を検討

する。 

第４回 捜査（捜索・押収手続きを中心に） 

令状による捜索・押収と逮捕に伴う無令状の捜索・押収について、どこまでが許容されるものであるのか等を検

討する。 

第５回 捜査（科学的証拠） 

科学的な証拠にはどういうものがあり、どういう場合に裁判で証拠として認め得るのか等を検討する。 

第６回 台本のある模擬裁判 

実際に事件を傍聴した経験のない者も多いことから、法廷で実際に事件がどう進むのかを追体験してもらう。学

生に法曹三者、被告人等をやってもらうことを前提にしているが、受講者が少ない場合には OB や弁護士会の協

力を求めることを考えている。 

第７回 公訴の提起と訴因 

検察官の公訴提起と訴因の特定を中心に検討する。 

第８回 公判準備と公判 

検察官の請求証拠とそれに対応する弁護人の活動、弁護人の証拠収集など、公判の準備のためにいかなる活動が

されるかを検討する。模擬裁判で追体験した公判手続について、そのような活動の前提としてどのような準備を

したのか、その準備がどのように公判手続に反映したのであるか考えてもらうと同時に、公判前整理手続きに付



した場合の公判の準備や公判手続きの違いについて検討する。 

第９回 証拠能力と伝聞 

証拠能力とは何かを検討するとともに、証拠能力の重要なジャンルである伝聞証拠とは何か、伝聞例外とはどう

いうものかを検討する 

第１０回 伝聞 

前回に引き続き、伝聞証拠や伝聞例外について理解を深める。 

第１１回 自白 

自白の任意性、違法な手続きによって収集された自白を中心に検討する。 

第１２回 自白と補強証拠 

自白にはなぜ補強証拠が必要なのか、補強証拠はどの範囲でどの程度のものが必要なのか検討する。 

第１３回 違法収集証拠 

違法収集証拠の証拠能力等について検討する。 

第１４回 判決と事実認定 

証拠の証明力についての判断、証拠により訴因の認定が困難になったときの訴因変更の要否、可否等について検

討する。 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

各自の用いている基本書を使用して予習、復習をして欲しい。 

＜参考書＞ 

授業内で適宜指示する 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

法哲学 宮澤 弘 
1・2・3

選必 
後期 2 

■講義内容■ 

この講義では法哲学の基礎的な知識を学び、その知識を用いて実定法学の理解をさらに深めてもらうこと、そ

してそれを踏まえて、社会的な問題を解決する際に必要となる論点分析の一つの方法として法哲学的思考を理解

できるようになること、の二点に主眼がおかれている。将来法曹となる人々はその専門的な知識を駆使して社会

で活躍することが期待されるが、その活躍には多様な意味が含まれていることをこの授業を通して認識してもら

いたいと考えている。「利益とは何を意味するのか」「誰にとっての利益なのか」「社会の人々それぞれが担うべ

き役割とは何か」といった問いに複数の答えを自ら導き出せる思考訓練を行う予定である。 

講義は大きく二つに分かれ、前半では法の一般的特質について、哲学的観点から、そして特定の法理論の視点

から分析と整理を試みる。後半では正義論を取り扱い、まず理論的な知識を一通り学んだ後、次にその知識を使

って具体的な社会問題にアプローチする。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

法哲学の中でも正義論(法価値論)は、ある価値をある特定の事実と関連付けて論じることがあり(これは同時に、

ある事実をある特定の価値に結び付けて検討する作業と並行関係にある)、これは物事の中に違い見つけて拾い

出しその特定要素を順序付ける作業につながる。こうした抽象的な思考作業は、社会の問題を一通りの理解にと

どめるのではなく、それが多様な側面を持っていることを認識させ、どの要素がどのくらい重視されるべきかを

論じる前提を構築していく。受講生には半期の授業を通して、自らの中に潜む、社会が訴える必要性に敏感にな

る能力を培ってほしいと願う。 

＜到達目標＞ 

・法哲学の領域で用いられる専門用語の意味を正確に理解すること、また対象物の概念の特徴を的確につかめる

ようになること。 

・法原理や法概念の思想的背景について理解し、そこにどのような意義を見出すことができるのかを自ら考える

ことができること(物事に複数の考え方、捉え方があることに鋭敏になること)。 

・社会問題に対して自らの視点を設定することができるようになること。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習：90 分、復習：60 分 

＜科目の内容＞ 

第１回 ◆法概念論 

授業の始めに 法概念論について ハートの法理論 

第２回 ハート法理論の特徴とその批判 

第３回 自然法論と法実証主義 

第４回 法の解釈について 日本における法解釈論争 

第５回 解釈・判例・制定法 法の解釈に対する様々な見解 

第６回 ◆正義論 

正義論へのいざない 

第７回 正義にかなった社会とは何か 

第８回 幸福を増大することが正義なのか 

第９回 何を分配するか 

第１０回 どこまでが個人の責任か 再分配は平等を目指すべきか 

第１１回 貧困と格差 

第１２回 家族と教育 

第１３回 医療と健康 



第１４回 地球環境(気候変動問題) 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

宇佐美誠、児玉聡、井上彰、松本雅和『正義論 ベーシックスからフロンティアまで』（法律文化社 2019 年） 

＜参考書＞ 

瀧川裕英、宇佐美誠、大屋雄裕『法哲学』（有斐閣、2014 年） 

H.L.A.ハート、長谷部恭男訳『法の概念〔第３版〕』（筑摩書房 2014 年） 

田中成明『法学入門〔新版〕』（有斐閣 2016 年） 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

外国法Ⅰ 吉川達夫 
1・2・3

選必 
前期 2 

■講義内容■ 

本講義は､ アメリカの法制度と日本企業が米国との取引で生じる法的問題を理解することを主な目的とする｡ 

法曹に携わる者として､ アメリカの法律や制度を全く知らないということでは問題である｡ 実際､ 日本は国際

的な取引を行うことでなりたっており､ その中でアメリカ法による取引はアジアを含む様々な国とのベースに

なっている｡ さらに､ 日本企業は､ 日本においても米国における紛争にまきこまれる実情がある｡ 

担当教員は NY 州の弁護士であり､ 日本の総合商社と米国外資系企業の法務本部長の実務経験と米国ロース

クールでの非常勤講師として 30 年以上の経験があり､ これを本授業にいかすものである｡ 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

本講義では､（1）米国法､（2）裁判制度､（3）契約法､（4）会社法といった基礎的な法律､ 米国における日本の

在米子会社の事件と米国間の国際取引などを取り扱う｡ 必要に応じて授業で追加の判例を示す｡ 英語力は必要

ない。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

毎回予習 30 分、復習は不要。 

＜科目の内容＞ 

第１回 オリエンテーション 

第２回 米国法における連邦法と州法 

米国における連邦法と州法の二元構造を理解する｡ 

第３回 米国訴訟１（2） 

裁判制度､ 連邦裁判所と州裁判所の管轄について理解する｡ 

第４回 米国訴訟２（2） 

アサヒメタル事件（連邦最高裁判所）､管轄権について､ミニマムコンタクト理論｡ 

第５回 米国訴訟３（2） 

日本企業（在米子会社および日本本社）が実際訴えられたケースを検討する（送達問題）。 

第６回 契約法（3） 

契約法の概要を理解する。 

第７回 不法行為法製造物責任法（16，17） 

懲罰的賠償事件を理解する。 

第８回 売買法と UCC（4） 

日本法との比較をしつつ､ 契約法の概要および Uniform Commercial Code を理解する｡ 

第９回 米国独占禁止法と域外適用（13） 

日本企業が日本において米国の独占禁止法違反を問われたケースをとりあげる。 

第１０回 代理法雇用関係法（11，12） 

日系企業をまきこんだ労働関係事件と労働法の基礎をまなぶ。 

第１１回 知的財産法（18） 

知的財産法の基礎と紛争事例をまなぶ。 

第１２回 会社法 

米国の会社制度を日本と比較しつつまなぶ。 

第１３回 破産、債権者、債務者関係法（9，10） 

第１４回 事例研究 



第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

授業内で適宜指示する 

＜参考書＞ 

授業内で適宜指示する 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

行政学 尾西雅博 
1・2・3

選必 
後期 2 

■講義内容■ 

我が国の統治はどのようなシステムの下で行われているか。政府はどのような役割を担い、どのような活動を

展開しているか。政と官はどのような関係を構築しているか。官を規律する仕組み、すなわち、公務員制度はど

のようなものか。我が国の公務員制度や政官関係を諸外国と比較した場合、どのような特徴があるか。行政法に

おける各種の規範（情報公開など説明責任に関する規範を含む。）は行政の現場でどのように実践されているか。 

このようなテーマについて、長年、中央政府において行政、とりわけ、人事行政に携わってきた教員が実情に

即した知識を伝え、ディスカッションすることにより、我が国の行政に関する理念、制度及び運用実態や課題に

ついて習得する。また、教員は、我が国の大使として勤務した経験も有しているため、その体験に基づく視点も

組み込むこととする。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

本講座においては、行政に関する制度やその実態、政官関係の実情などについて、長年、中央政府において勤務

した経験、さらに大使として勤務した経験を有する教員が理論的な側面だけでなく、現場の実情を踏まえた知

識・情報を提供し、適宜、ディスカッションを行う。これらを通じて、履修者は、上記の知見を含め、我が国の

行政が果たしている役割や行政官の活動の実態、行政の抱える課題などについて生きた知識を獲得するととも

に、考察を深める。 

本講義は、配布されるレジュメをもとに、通常の講義形式によって進行するとともに、適宜、ディスカッション

を行う。毎回、コメントシートを配布し、授業の最後にこれを回収するとともに、次回、それに対する応答を行

う。コメントシートは、適宜、ディスカッションの素材としても活用する。評価は、履修者の出席及びディスカ

ッションへの参加の状況、コメントシートの内容、そして、最終回に実施される定期試験を総合して判定する。 

＜到達目標＞ 

本講義の到達目標は、履修者が、行政に関する制度やその実態、政官関係の実情について、一通り知識を習得し、

問題意識・課題意識を深めることにある。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習・復習は、各６０分程度を想定する。 

＜科目の内容＞ 

第１回 イントロダクション 

本科目のねらいと各回の講義の概略及びそれらの有機的な関連について説明する。 

第２回 統治機構・行政組織 

我が国の統治機構及び行政組織について説明する。その際、各省の基本任務・守備範囲とそれらに関する各省の

特性について触れるとともに、内閣・内閣府と各省の関係についても説明する。また、国と地方の関係について

も取り上げる。 

第３回 統治機構・行政組織 

我が国の統治機構及び行政組織について説明する。その際、各省の基本任務・守備範囲とそれらに関する各省の

特性について触れるとともに、内閣・内閣府と各省の関係についても説明する。また、国と地方の関係について

も取り上げる。 

第４回 行政の活動・手法 

行政がその目的達成のために、具体的にどのような活動（行政立法、行政処分、行政契約、行政指導など）に従

事しているか、適宜、行政法にも関連づけながら説明する。また、行政官がどのような仕事（企画、調整、折衝、

広報など）をしているかという切り口からもアプローチする。 

第５回 行政の活動・手法 

行政がその目的達成のために、具体的にどのような活動（行政立法、行政処分、行政契約、行政指導など）に従



事しているか、適宜、行政法にも関連づけながら説明する。また、行政官がどのような仕事（企画、調整、折衝、

広報など）をしているかという切り口からもアプローチする。 

第６回 公務員制度 

行政官の採用、昇進、研修、給与その他の勤務条件、服務規律、身分保障、不服申立てなど、公務員制度につい

て説明する。その際、明治憲法時代からの沿革を紹介するとともに、諸外国との比較も行う。 

第７回 公務員制度 

行政官の採用、昇進、研修、給与その他の勤務条件、服務規律、身分保障、不服申立てなど、公務員制度につい

て説明する。その際、明治憲法時代からの沿革を紹介するとともに、諸外国との比較も行う。 

第８回 政官関係 

行政と政治それぞれの使命を整理したうえで、それを果たすための行政官と政治家の関係・役割分担について説

明する。その際、政府内の政治家と行政官の関係及び政府外の政治家（与野党議員）と行政官の関係に区分して、

それぞれの特質などを解説する。また、行政官が国会との関係でどのような業務に従事しているかも紹介する。

さらに、政官関係について、明治時代からの沿革及び諸外国との比較も取り上げる。 

第９回 政官関係 

行政と政治それぞれの使命を整理したうえで、それを果たすための行政官と政治家の関係・役割分担について説

明する。その際、政府内の政治家と行政官の関係及び政府外の政治家（与野党議員）と行政官の関係に区分して、

それぞれの特質などを解説する。また、行政官が国会との関係でどのような業務に従事しているかも紹介する。

さらに、政官関係について、明治時代からの沿革及び諸外国との比較も取り上げる。 

第１０回 行政改革の沿革 

これまでに繰り返されてきた各種の行政改革（定員削減、国鉄改革、特殊法人改革と独立行政法人化、国立大学

改革などを含む。）について、その理念、内容及び結果等について説明する。 

第１１回 財政 

行政の展開について財政の面から把握する。併せて、現在、我が国の財政がどのような状況にあるか、どのよう

な課題を抱えているかについても取り上げる。 

第１２回 政策評価、情報公開、公文書管理等 

行政の透明性及び行政の説明責任を確保するための諸制度（政策評価、情報公開、公文書管理等）について、説

明し、それらの課題についても考察する。 

第１３回 政策形成の例 

いくつかの政策を取り上げて、その背景、形成過程、主要論点、実施状況などを分析する。 

第１４回 政策形成の例 

いくつかの政策を取り上げて、その背景、形成過程、主要論点、実施状況などを分析する。 

第１５回 定期試験 

筆記試験を行う。配布資料等の持ち込みは可とする。 

なお、各回の進行に若干の変更は生じうる。 

＜教科書＞ 

授業内で適宜指示する 

＜参考書＞ 

授業内で適宜指示する 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

会計学 白坂 亨 
1・2・3

選必 
後期 2 

■講義内容■ 

講義では、会計制度の変化を理解するのに必要な、経済社会と会計の関係や会計に関する制度の仕組みについ

ての基礎知識を学んだうえで、財務諸表（貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書）および有価証券

報告書の内容、会計ビッグバンや国際会計基準などについて学修を進めます。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

企業活動の実態を外部の利害関係者や投資家に報告・開示することを目的とするのが財務会計です。 

財務会計は会社法や金融商品取引法のような制度（法律や規則）によって社会的に規制されています。 

そのような日本の企業会計制度はこの間、会計ビッグバンと呼ばれる大きな変化の過程をたどり、現在はさらに

グローバルスタンダードである国際会計基準との統合の最中にあります。制度変化による経済やビジネスへの影

響は大きく、日本の財務会計がどのような変化をとげていくかが、今問われているところです。講義では、企業

会計制度の全体像と財務諸表の仕組みを理解したうえで、有価証券報告書の見方・読み方を身につけることなど

を到達目標に、授業スケジュールに沿って進めます。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

復習 60 分程度が望ましい、予習は不要。 

＜科目の内容＞ 

第１回 会計とは何か 

第２回 複式簿記と会計 

第３回 経済社会と企業会計制度 

第４回 日本の企業会計制度の歴史 

第５回 日本とアメリカの会計制度 

第６回 財務諸表の仕組み 

第７回 貸借対照表の仕組み（資産） 

第８回 貸借対照表の仕組み（負債・資本） 

第９回 損益計算書の仕組み 

第１０回 キャッシュフロー計算書の仕組み 

第１１回 会計ビッグバンと会計のグローバル化 

第１２回 有価証券報告書の見方・読み方（事業情報） 

第１３回 有価証券報告書の見方・読み方（経理情報） 

第１４回 国際会計基準と企業会計制度 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

授業内で適宜指示する 

＜参考書＞ 

授業内で適宜指示する 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

経営学 中村公一 
1・2・3

選必 
後期 2 

■講義内容■ 

現在の企業を取り巻く環境は大きく変化しており、生き残りを図るために、多くの業界において再編活動が生

じている。そうした中、M&A（合併・買収）や企業再生（リストラクチャリング）に関する話題は増加してお

り、経営学においても重要な課題となっている。経営学においては、M&A は企業の戦略の一つとして捉えられ

るが、実務の場面においては、多くの法規制が関係し、弁護士などの司法の専門家が活躍している。本講義では、

経営学的視点を入れながら、M&A、企業再生、買収防衛策に関わる論点について取り上げていく。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

M&A や企業再生という企業にとって重要になっている活動について、経営学的視点から考察していく。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

毎回予習 60 分、復習 60 分程度が望ましい。 

＜科目の内容＞ 

第１回 M&A の現状 

世界の M&A の動向、日本企業のクロスボーダーM&A、業態転換の M&A、選択と集中のための M&A について

学ぶ。 

第２回 M&A の歴史 

アメリカの M&A の歴史、日本の M&A の歴史について学ぶ。 

第３回 M&A の理論 

M&A の動機、M&A の理論区分、効率性向上の要因に関する理論、株式市場の評価に関する理論、ステークホ

ルダー関係から分析する理論、環境変化対応に関する理論、シナジーの基礎条件について学ぶ。 

第４回 M&A の手法 

合併、共同持株会社方式による経営統合、公開買付（TOB）、完全子会社化、事業譲渡、会社分割について学ぶ。 

第５回 M&A のプロセス 

M&A プロセスの視点、プレ M&A の意思決定の課題、M&A プロセスの実際、組織統合の仕組み、効果的な M&A

プロセスの実践について学ぶ。 

第６回 M&A の成長戦略 

事業の多角化と M&A、全社レベル戦略と M&A、日本企業の多角化と統合について学ぶ。 

第７回 M&A の競争戦略 

競争戦略のダイナミクス、M&A を活かす競争戦略、現代企業の戦略課題と M&A について学ぶ。 

第８回 M&A のマネジメント 

M&A マネジメントの視点、ポスト M&A の組織統合（PMI）の課題、組織統合と組織間学習、組織統合の実際、

組織統合のアプローチについて学ぶ。 

第９回 M&A の組織能力 

企業の組織能力、M&A コンピタンスの概念、M&A 専門組織の設置、M&A 専門組織の実際、M&A の組織能力

形成の課題について学ぶ。 

第１０回 M&A とファイナンス 

投資としての M&A の特殊性、M&A の投資収益構造、対象企業の価値評価、M&A の資本調達、LBO について

学ぶ。 

第１１回 M&A の会計戦略 

企業会計と「のれん」、「のれん」と買収プレミアム、「のれん」の減損テスト、「のれん」の減損リスク、減損リ



スクへの対応について学ぶ。 

第１２回 M&A・バイアウトと事業再生 

M&A とバイアウトの相違、M&A とバイアウトの特徴の比較、バイアウト・ファンドの投資プロセス、日本に

おける事業再生型バイアウト・ファンドの動向について学ぶ。 

第１３回 中小企業の M&A 

中小企業の経営実態、中小企業の M&A の目的、中小企業の M&A の手法と企業評価、中小企業の M&A の推進

策について学ぶ。 

第１４回 M&A の成果検証 

M&A の業績等効果の検証方法、M&A 属性と業績等効果、事業買収および株式交換の業績等効果について学ぶ。 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

佐久間信夫・中村公一・文堂弘之編『M&A の理論と実際』文眞堂、2017 年、2,700 円＋税 

＜参考書＞ 

授業内で適宜指示する 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

心理学 小野洋平 
1・2・3

選必 
前期 2 

■講義内容■ 

本講義では「犯罪者・被害者理解」、「犯罪捜査」、「裁判・矯正・予防」の 3 部構成で犯罪に関する心理的背景

を概観する。 

なお，初学者でも講義内容を理解できるように，また日常場面，司法場面への応用可能性を高めるため，本講

義では各回の前半で心理学の基礎的知識を説明する。 

そして後半では，前半の学習内容を踏まえて犯罪にかかわる心の理解を深められるように講義を進行する。 

さらに，裁判の証拠として提出される可能性のある心理テストや心理学実験など、種々の体験学習を行う予定

である。 

これらの経験を通じて心理学を「生きた知識」として習得し，法律家としての見識を深めていただきたい。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

「人に寄り添い、社会と繋がる法曹」を養成する本大学院の社会的使命・教育理念に基づき、犯罪に関する心理

学的な知見を深めるとともに、学んだ知識を司法場面、日常場面でいかに応用するかを学ぶ。 

学びを通じて、他者との共生や共感の心を育み(アドミッションポリシーと関連)、 

心理学の視点から法を見つめなおす契機になることを期待する(カリキュラムポリシーと関連)。 

また、事例検討等を通じて、新たな問題発見とその解決法・改善法を心理学的に考察することが可能な人材育成

を目指す(ディプロマポリシーと関連)。 

＜到達目標＞ 

(１)犯罪者・被害者の心理を理解し、寄り添っていくことができる。 

(２)刑事裁判にかかわる科学的捜査技法とその根拠を心理学的に説明することができる。 

(３)犯罪予防・矯正・社会復帰に法律家がどのようにかかわっていくか、自身の考えをまとめることができる。 

(４)心理学の知識・知見を踏まえて、司法場面・日常場面の諸問題に自分なりの回答を導くことができる。 

＜履修の前提＞ 

特になし。 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習 30 分・復習 60 分程度を要する。 

＜科目の内容＞ 

第１回 オリエンテーション・心理学とは 

 第 1 回の講義では、本単元の単位認定評価等に関するオリエンテーションを行う。 

 また、心理学とはどのような学問で、学ぶことで何ができるようになるか、心理学の歴史と定義を概観する。 

第２回 犯罪者・被害者理解 (1)犯罪者心理 

 犯罪に至った背景は、情状鑑定と量刑にも大きく影響を及ぼすことから、犯罪者の心や犯罪の動機を心理学的

に理解することには意義があると考えられる。 

 そこで、本講義では、先行研究を概観しながら、犯罪に至る心理的メカニズムについて考える。 

第３回 犯罪者・被害者理解 (2)被害者心理 

 刑事裁判に当たって被害者の証言は重要となるであろう。一方、少なからずこころに傷を負っていることから、

それを配慮して裁判を行う必要があると思われる。 

 そこで講義前半では、こころの健康とケアに関する臨床心理学について学ぶ。 

 後半では被害にあった時点とその後の心の変化を心理学的に説明し、心理学を学んだ法律家に何が求められる

かを考える。 

第４回 犯罪捜査の心理  (1)犯罪者プロファイリング① 

 犯罪発生後、警察は犯人がだれかを捜査することになる。目撃証言や物的証拠がない場合には、どのように犯

人を特定するのだろうか。 

 講義前半では、心理学がどのように人の心を理解しているか、こころへのアプローチ方法を学ぶ。 



 講義後半では、犯罪者類型による犯人像推定、犯罪者プロファイリングを学ぶ。 

第５回 犯罪捜査の心理  (2)犯罪者プロファイリング② 

 犯人像が特定できても、犯人がどこにいるかがわからなければ逮捕に至らないため、犯人の居住区も推定する

必要がある。 

 そこで、講義前半では、人の行動がどのように獲得維持されるかを学習心理学の観点から学ぶ。 

 それを踏まえ、後半では、犯人の行動パターンを学習理論から理解し、居住区推定のための地理的プロファイ

リングの原理を学ぶ。 

第６回 犯罪捜査の心理  (3)ポリグラフ検査とは① 「嘘とその検出」 

 ポリグラフ検査は「虚偽検出検査」ともいい，「うそ」と密接に関わってきた。そこで「うそ」とはどのよう

に定義され，「うそ」をどのように見抜いてきたか，「うそ」と表出行動について解説する。また，行動観察によ

って得られる「うそ」の手がかりとそれを用いた「うそ」発見の精度について説明する。 

第７回 犯罪捜査の心理 (4)ポリグラフ検査とは② 「ポリグラフ検査の実際」 

 実務場面で実施されるポリグラフ検査では質問呈示時の身体的な変化を測定し，質問間の反応の違いから判定

が行われている。 

 そこで，まず心と体の関連について心理学が明らかにしてきた知見を概説する。その後，実際の検査の流れと

判定方法について説明する。 

第８回 犯罪捜査の心理 (5)ポリグラフ検査とは③ 「ポリグラフ検査の検出理論」 

 ポリグラフ検査の誕生から現在に至るまで，多くの検出理論が示されてきた。 

 本単元では，これらの検出理論を比較検討し，この検査で判定が可能な理由を検査時の心理状態とともに理解

する。 

第９回 犯罪捜査の心理 (6)ポリグラフ検査とは④ 「検査結果に影響を及ぼす要因」 

 ポリグラフ検査の正確性は高いものの，少なからず判定不能や判定エラーが生起する。 

 そこで，正確性と判定エラーのタイプについて説明し，検査結果に影響を及ぼす情動や記憶、性格などの心理

的要因について解説する。 

第１０回 犯罪捜査の心理 (7)ポリグラフ検査とは⑤ 「ポリグラフ検査の質問技法」 

 ポリグラフ検査は質問によって真実を明らかにしようとする技法でもある。これは裁判における証人尋問や被

告人質問に通ずるところがあると考えられる。 

 本単元では，心理学で明らかになっている有効な面接方法やコミュニケーション心理学などについて説明した

のち，ポリグラフ検査の質問技法と検出の心理学的背景について考察する。 

第１１回 裁判・矯正・予防の心理 (1)目撃証言の信ぴょう性 

 犯人確保に当たって目撃証言は重要な証拠である。目撃証言は、事件に関する情報についての過去の経験、知

識、記憶であるが、私たちの記憶は容易に変容することが知られている。 

 そこで、講義前半では、記憶の構造と機能について学ぶ。 

 これを踏まえ、講義後半には、記憶の変容がどのように生じるか種々の心理現象を解説し、目撃証言の信ぴょ

う性について考える。 

第１２回 裁判・矯正・予防の心理 (2)裁判員制度や量刑に影響を及ぼす心理 

 人の思考は様々な要因によって変化することが知られており、それが裁判結果に影響を及ぼす可能性も考えら

れる。 

 そこで、講義前半は多くの人が持つ思考の癖について概観する。講義後半では、裁判員制度などの集団意思決

定の心理と量刑に影響を及ぼす諸要因を理解する。 

第１３回 裁判・矯正・予防の心理 (3)犯罪予防と心理学の応用 

 犯罪者を逮捕し、裁判にかけるのみならず、犯罪自体を抑止することも社会秩序を維持するうえで重要となる。 

 そこで、講義前半では、人の知覚のメカニズムと視線認識に関わる認知心理学を学ぶ。後半はこれを踏まえて、

犯罪予防の事例検討を行う。 

第１４回 裁判・矯正・予防の心理 (4)再犯を防ぐ 

 犯罪白書によれば、再犯者率は 50％近くに上っている。この単元では、刑事罰がひとの心にどのような影響

を及ぼすのか、社会復帰を阻害する要因は何かを心理学的に説明する。 

 この講義を通じて、犯罪を減少させ、社会秩序を維持するために法律家、心理学者が何をすべきか考える。 



第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

教科書は使用しない。各回レジュメを配布する。 

＜参考書＞ 

(1)ポリグラフ検査に関するもの 

・平 伸二・中山 誠・桐生正幸・足立浩平（編著）『ウソ発見 犯人と記憶のかけらを探して』（北大路書房，2000

年） 

… ポリグラフ検査に関しての研究成果が網羅されている書籍 

・谷口泰富・藤田主一・桐生正幸（編）『クローズアップ犯罪』（福村出版，2013 年） 

…ポリグラフ検査のみならず，ネット犯罪や特殊詐欺など，犯罪に関する近年の事例やその心理的背景について

の研究成果がまとめられている 

(2)プロファイリングに関するもの 

・ジャネット・L・ジャクソン & デブラ・A・ベカリアン(編集)『犯罪者プロファイリング 犯罪行動が明かす

犯人像の断片』（北大路書房，2000 年） 

… やや古い本であるが、プロファイリングに関する情報が包括的にまとめられている。



科目名 担当者名 配当 期 単位 

経済法Ⅰ 若林亜理砂 2・3 選 前期・後期 2 

■講義内容■ 

市場における競争秩序を維持するための法である経済法の基本的なフレームワークを理解することを目標と

する。特に独占禁止法及びその関連法である景品表示法、下請法を中心に検討を行うものとする。具体的には、

毎回判例・審決を素材として取り上げて、その考え方・特徴及び学説との相違点等を考察する。このことにより、

独占禁止法を中心とする経済法に関する総合的な理解を身につけることとなる。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

本講義は、基礎的な法律科目をすでに学習した 2、3 年次の学生を対象として、市場における競争秩序を維持す

るための法である経済法の基本的なフレームワークを理解することを目標とする。 

本講義では、独占禁止法及びその関連法である景品表示法、下請法を中心に検討を行うものとし、学説及び判決・

審決の考え方・特徴及び相違点等を考察する。近年入札談合に関連した住民訴訟や不当利得返還訴訟なども問題

となっており、また差止請求も可能となったことから、これらについての課題等についても検討の対象とする。 

具体的には以下の要領で講義を進める。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習１時間、復習２時間 

＜科目の内容＞ 

第１回 独占禁止法の基礎概念 

まず、独占禁止法の基礎となる自由競争の意義について理解をした上で、独占禁止法の究極目的および自由競争

の関係について考察を行う。また、独占禁止法の４本柱を中心とした構成についても理解をする。また、独占禁

止法の対象である「事業者」概念及び公共の利益について、学説・判例の検討を行う。 

第２回 不当な取引制限（Ⅰ） 

不当な取引制限（カルテル）の意義とその弊害について理解した上で、不当な取引制限を理解するために必要な

概念である、「一定の取引分野」及び「競争の実質的制限」について検討する。 

第３回 不当な取引制限（Ⅱ） 

近年問題となることの多い入札談合の問題点について、発注行政庁・公共機関が関与している場合も含め検討を

行った上で、カルテル全体の規制方法について理解を深める。また、カルテルと行政指導との関係についても検

討を行う。 

第４回 私的独占・事業者団体 

私的独占の意義について検討した後、その行為要件である「支配」と「排除」について、それぞれ検討を行った

後、市場への影響について理解を行う。その後、事業者が行為主体ではなく事業者団体が行為主体である場合に

ついて検討を行う。 

第５回 一般集中規制：事業支配力過度集中規制、金融会社の持株規制 

事業支配力過度集中規制につき、特に旧法における持株会社規制についてはその歴史的経緯を概観した後、現在

の規制の内容を理解する。 

第６回 市場集中規制： 合併・株主保有等の規制 

合併・株式保有などの市場集中規制についてその要件及び手続きを概観したのち、問題点等につき検討する。 

第７回 不公正な取引方法（Ⅰ）公正競争阻害性、共同の取引拒絶 

独占禁止法の第四の柱である不公正な取引方法について、その総論的理解を行う。不公正な取引方法の要件は

「公正な競争を阻害するおそれ」であるが、その解釈についての学説の相違点を理解した上で、公正取引委員会

及び判例の解釈を検討する。その後、取引拒絶について検討を行う。独占禁止法上問題となる取引拒絶は、「単



独」及び「共同」の取引拒絶（供給拒絶・受入拒絶）、またそのそれぞれにつき、「直接」及び「間接」の取引拒

絶に類型化されるが、このうち共同の取引拒絶について具体的な例を挙げ、公正競争阻害性につき検討を行うこ

ととする。 

第８回 不公正な取引方法（Ⅱ） 単独の取引拒絶、差別対価・取引条件等の差別的取扱 

引き続き、取引拒絶のもう一つの類型である単独の取引拒絶について検討した後、取引拒絶と同様に不当な差別

的取り扱いの一類型である差別対価及び取引条件等の差別的取り扱いにつき検討を行う。 

第９回 不公正な取引方法（Ⅲ）不当廉売、不当な顧客誘引 

不当対価、特に不当廉売に焦点をあてて検討を行う。また、不当な顧客誘引については、その公正競争阻害性に

つき検討した後、不当な顧客誘引に関する判例の検討を行ったうえで、一般消費者に対する表示・景品について

規定する景表法についても検討を行う。 

第１０回 不公正な取引方法（Ⅳ）抱き合わせ販売 

相手方に一定の取引を強制する行為類型につき検討する。通常、契約を行う際には相互に何らかの制限的要素を

伴うものであるが、いかなる場合に独禁法上「不当」な取引強制であると判断されるのか、典型的行為類型であ

る抱き合わせ販売を取り上げて検討する。 

第１１回 不公正な取引方法（V） 排他条件付取引、再販売価格の拘束（1） 

排他条件付取引、再販売価格の拘束につき検討する。いずれも不当な条件をつけて取引を行う行為であり、拘束

条件付取引も含め、文言はそれぞれ異なるが共通の要件である「拘束」について解説を行った後、それぞれの行

為要件、公正競争阻害性につき検討を行う。 

第１２回 不公正な取引方法（Ⅵ）再販売価格の拘束（2）、拘束条件付き取引 

前回に引き続き、再販売価格の拘束について検討を行う。「価格」は取引の中心となる要素であることから、拘

束が行われた場合には影響が大きいため違法とされる場合が多いが、例外とされる分野も存在するので、その妥

当性等についても検討を行う。その後、拘束条件付取引について検討を行う。 

第１３回 不公正な取引方法（Ⅶ） 優越的地位の濫用、事業者に対する不当妨害 

取引上の不当利用の一類型である優越的地位の濫用について学説の相違等を概観した後、特に下請分野につき優

越的地位の濫用行為を類型化した下請代金支払遅延等防止法について検討を行う。また、事業者に対する不当妨

害については、特に、流通系列における問題点を意識し、並行輸入の問題などに焦点を当てて検討する。 

第１４回 エンフォースメント 

公正取引委員会の組織、権限について概観し、同委員会による手続及びそれらについての問題点に関し検討を行

った後、損害賠償請求及び差止請求について、その要件、問題点などを検討する。また、独禁法違反に対する刑

事罰についても検討する。 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

初回に指示を行う。 

＜参考書＞ 

授業内で適宜指示する 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

経済法Ⅱ 若林亜理砂 2・3 選 前期・後期 2 

■講義内容■ 

経済法（独占禁止法・景品表示法・下請法）の基本的知識を前提とし、本講義ではさらに応用的な論点、我が

国経済の変化とともに生じる新たな問題点なども理解するために、事例の検討を中心に講義を進めることとす

る。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

本講義は、経済法Ⅰをすでに学修した学生を対象とし、経済法の基礎的な知識を前提として、その理解をさらに

深めることを目標とする。 

本講義では、独占禁止法及びその関連法である景品表示法、下請法を中心に検討を行うものとし、事例を中心と

して、経済法特講Ⅰでは扱わなかった論点も含め学習を進めることとする。 

具体的には以下のテーマに基づき講義を進める。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

経済法Ⅰを前学期までに履修していること。 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習２時間、復習１時間 

＜科目の内容＞ 

第１回 不当な取引制限（Ⅰ） 

不当な取引制限における「共同性」につき検討する。 

第２回 不当な取引制限（Ⅱ） 

「一定の取引分野」及び「競争の実質的制限」について検討する。 

第３回 不当な取引制限（Ⅱ）・事業者団体 

不当な取引制限の一類型である入札談合の問題点について検討を行った後、事業者団体による競争制限行為につ

いて検討を行う。 

第４回 私的独占 

私的独占の行為要件である「支配」と「排除」について、それぞれにつき検討を行う。 

第５回 私的独占 

第 4 回に引き続き私的独占について検討を行う。 

第６回 経済力集中規制 合併・株主保有等の規制・独占的状態 

合併・株式保有などの市場集中規制について、公取委のガイドラインも手がかりとして検討を行う。 

第７回 不公正な取引方法（Ⅰ）公正競争阻害性・取引拒絶 

不公正な取引方法に関する基礎的概念である公正競争阻害性について確認をしたのち、一般指定の取引拒絶（「単

独」及び「共同」の取引拒絶）について検討を行う。 

第８回 不公正な取引方法（Ⅱ） 差別対価・取引条件等の差別的取扱、不当廉売 

不当な差別的取り扱いである差別対価及び取引条件等の差別的取り扱いにつき検討を行った後、不当対価、特に

不当廉売に焦点をあてて検討を行う。 

第９回 不公正な取引方法（Ⅲ）不当な顧客誘引 

欺まん的顧客誘引及び不当な利益による顧客誘引に関する検討を行ったうえで、一般消費者に対する表示・景品

について規定する景表法についても検討を行う。 

第１０回 不公正な取引方法（Ⅳ）抱き合わせ販売、排他条件付取引、再販売価格の拘束 

不当な取引強制に関する一般指定である抱き合わせ販売について検討した後、排他条件付き取引及び再販売価格

の拘束について検討する。 

第１１回 不公正な取引方法（Ⅴ） 再販売価格の拘束、拘束条件付き取引 



再販売価格の拘束についての適用除外規定について検討した後、拘束条件付き取引について検討を行う。 

第１２回 不公正な取引方法（Ⅵ） 優越的地位の濫用、事業者に対する不当妨害 

優越的地位の濫用についての審決を検討した後、下請代金支払遅延等防止法についても確認的に概観する。事業

者に対する不当妨害については、特に、流通系列における問題点を意識し、並行輸入の問題などに焦点を当てて

検討する。 

第１３回 知的財産権との関係、国際取引との関係 

技術開発が進み問題となることも多くなってきた知的財産権と独占禁止法の問題を取り上げた後、国際取引との

関係についても概観する。 

第１４回 エンフォースメント 

公正取引委員会における手続、私的エンフォースメント・刑事罰につき、それぞれの問題点などに関して事例の

検討を行う。 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

金井他編『ケースブック 独占禁止法(第 4 版)』弘文堂 

＜参考書＞ 

授業内で適宜指示する 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

経済法演習 若林亜理砂 3 選 前期・後期 2 

■講義内容■ 

経済法Ⅰ・経済法Ⅱにおける学修内容を前提として、そこで得た知識をさらに深めることを目標として講義を

行う。 

毎回、実際の判例・審決を題材とした事例問題を出題し、それについて双方向・多方向の演習を行っていく。

学生には、毎回、事例問題について事前に自ら考え、まとめてくることが求められる。また、経済法の新たな判

例・審決についてもなるべく取り上げて議論したいと考えている。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

本講義は、経済法Ⅰ・Ⅱをすでに履修した 3 年次の学生を対象として、経済法の基礎的な知識を前提として、よ

り高度な問題に関してもその理解をさらに深めることを目標とする。日々動いている経済活動を対象とした科目

であり、新たな論点・問題も出てきているが、これらについても議論を行い自ら考え判断できるようにすること

も 1 つの目標としたい。 

具体的には以下のテーマに基づき講義を進める。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

経済法Ⅰを修得し、経済法Ⅱを履修（並行履修可）していることが望ましい。 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習２時間半、復習１時間 

＜科目の内容＞ 

第１回 不当な取引制限（Ⅰ）カルテルの立証 

第２回 不当な取引制限（Ⅱ）入札談合 

第３回 不当な取引制限（Ⅲ）非ハードコアカルテル 

第４回 私的独占 

第５回 企業集中 

第６回 不公正な取引方法（Ⅰ）取引拒絶 

第７回 不公正な取引方法（Ⅱ）差別対価・取引条件等の差別的取扱 

第８回 不公正な取引方法（Ⅲ）不当廉売 

第９回 不公正な取引方法（Ⅳ）抱き合わせ販売 

第１０回 不公正な取引方法（Ⅴ）排他条件付取引、再販売価格の拘束 

第１１回 不公正な取引方法（Ⅵ）拘束条件付き取引 

第１２回 不公正な取引方法（Ⅶ）優越的地位の濫用 

第１３回 知的財産権との関係、国際取引との関係 

第１４回 エンフォースメント 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

授業内で適宜指示する 

＜参考書＞ 

授業内で適宜指示する 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

知的財産法Ⅰ 江森史麻子 2・3 選 前期 2 

■講義内容■ 

知的財産法制の全体像を概観するとともに、特許権、実用新案権、意匠権、商標権といういわゆる産業財産権

に関する基本知識を身につけ、また、近時の議論について紹介する。併せて、とくに特許法について、標準的な

知識を獲得することを目標とする。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

まず、これまで学んできた民法の諸原則についての理解の上に、知的財産というもののとらえ方、知的財産権制

度の概略、制度趣旨などを理解する。その上で、特許法について、特許制度の構造、手続の概略と条文知識、基

本的判例を学習する。 

受講生が予めテキストの指定箇所を読んでいることを前提に、質疑を交えて講義し、かつ、意見の分かれる論点

については討論を行うことにより、より立体的な理解を得られるようにしたい。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習 30 分、復習 120 分 

＜科目の内容＞ 

第１回 知的財産と知的財産権法 

2002 年、政府は知的財産立国を目指すことを宣言し、以後、知的財産に関する政策が強力に推進されてきた。

同年に成立した知的財産基本法では「知的財産」や「知的財産権」が定義されたが、これら知的財産の性質は一

様でなく、また、その保護を図る法律は多岐にわたる。ここでは、それを概観して、知的財産法制の全体像を把

握する。 

第２回 特許法概論－1 特許法の構成、特許法の目的、特許要件 

特許法について、その全体像を概観し、どこにどのようなことが書いてあるか把握できるようにする。また、今

後の解釈の指針となる特許法の目的について学ぶとともに、特許要件について裁判例を交えながら学習する。 

第３回 特許法概論－2 特許出願 

特許出願や審判・審決取消訴訟など、特許に関する手続を概観する。また、特許出願の過程で問題となる、特許

を受ける権利、特許請求の範囲、補正などについて、論点を紹介し、裁判例を交えながら学習する。 

第４回 特許法概論－3 特許権の効力 

特許権の効力とその制限について、条文とその解釈を学ぶとともに、論点を紹介し、裁判例を交えながら学習す

る。特に、実施権の設定に関する諸問題や、先使用権による通常実施権について、具体例を挙げて議論する。 

第５回 特許法概論－4 権利行使と防御 

特許権侵害が疑われる場合に、権利者が採りうる手段及び侵害したとされた側が採りうる防御方法を学習する。

特許訴訟は、一般の民事訴訟とは、管轄、調査官や専門委員の関与、審理方法、過失や損害額の推定規定の存在

などの点で異なる点があるため、その特徴を理解する。 

第６回 特許法（1） 

発明、実施、補正、産業上の利用可能性、新規性・新規性喪失の例外、進歩性の各論点について、教科書にもと

づく予習を求めた上で、理解を深めるための議論を行う。 

第７回 特許法（2） 

特許を受ける権利、冒認出願、職務発明、特許出願、共同出願、拒絶理由通知の各論点について、教科書にもと

づく予習を求めた上で、理解を深めるための議論を行う。 

第８回 特許法（3） 

補償金請求と補正、特許権の効力、特許権の国内消尽、特許権の効力の及ばない範囲、特許発明の技術的範囲の



各論点について、教科書にもとづく予習を求めた上で、理解を深めるための議論を行う。 

第９回 特許法（4） 

均等論、他人の特許発明等との関係、共有に係る特許権、専用実施権、通常実施権、先使用権、登録の効果の各

論点について、教科書にもとづく予習を求めた上で、理解を深めるための議論を行う。 

第１０回 特許法（5） 

差止請求・損害賠償請求の要件事実、侵害訴訟の審理、差止請求を受けた場合の対抗策、間接侵害の各論点につ

いて、教科書にもとづく予習を求めた上で、理解を深めるための議論を行う。 

第１１回 特許法（6） 

損害額の推定、権利行使制限の抗弁、禁反言、拒絶査定不服審判、特許無効審判、訂正審判、共同審判の各論点

について、教科書にもとづく予習を求めた上で、理解を深めるための議論を行う。 

第１２回 特許法（7） 

訂正請求、無効審判の効力、訴訟との関係、審決取消訴訟の審理、審決取消判決の効力、準拠法、国際消尽論と

並行輸入の各論点について、教科書にもとづく予習を求めた上で、理解を深めるための議論を行う。 

第１３回 商標法 

商標法の規定を概観し、商標の登録要件、商標権の効力、商標の類否の判断基準、商標権侵害に対する救済等に

ついて学習する。また、商標の社会的機能について議論する。時間があれば、団体商標・地域団体商標や立体商

標など、最近の法改正による新しい商標についても検討したい。 

第１４回 意匠法 

意匠法の規定を概観し、意匠の登録要件、意匠権の効力などについて学習する。また、著作権法、不正競争防止

法、商標法との比較を通じて、意匠法の意義を議論する。 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

末吉亙編著『実務知的財産法講義［新版］』（民事法研究会，2012 年） 

別冊ジュリスト『特許判例百選[第５版]』（有斐閣，2019 年） 

＜参考書＞ 

渋谷達紀『知的財産法講義Ⅰ「第２版」』（有斐閣，2006 年） 

渋谷達紀『特許法』（発明推進協会，2013 年） 

高林龍『標準特許法「第６版」』（有斐閣，2017 年） 

中山信弘『特許法[第４版]』（弘文堂，2019 年） 

大渕哲也・茶園茂樹・平嶋竜太・蘆立順美・横山 久芳 『知的財産法判例集[第２版]』（有斐閣，2015 年） 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

知的財産法Ⅱ 江森史麻子 2・3 選 後期 2 

■講義内容■ 

知的財産法のうち、著作権法を中心に、パブリシティ権や不正競争防止法など、特許庁への登録を要件としな

い知的財産権の保護のしくみについて、幅広く取り扱う。また、とくに著作権法について、標準的な理解を獲得

することを目標とする。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

これまで学んできた民法の諸原則についての理解の上に、知的財産が問題となる紛争についての考え方を身につ

ける。 

受講生が予めテキストの指定箇所を読んでいることを前提に、質疑を交えて講義し、かつ、意見の分かれる論点

については討論を行うことにより、より立体的な理解を得られるようにしたい。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習 30 分、復習 120 分 

＜科目の内容＞ 

第１回 知的財産総論 

知的財産と呼ばれるものの全体像を把握する。そして、著作権のような知的財産権が、有体物についての所有権

とどのように異なるかを理解する。 

第２回 著作権法概論 1 著作物、著作者 

著作権法について、その全体像を概観し、どこにどのようなことが書いてあるか把握できるようにする。また、

今後の解釈の指針となる著作権法の目的について学ぶとともに、著作物の定義および著作者の特定について、裁

判例を交えながら学習する。 

第３回 著作権法概論 2 著作権の権利内容 

著作者の権利である著作者人格権と著作権について、それぞれの性質を学ぶとともに、それら権利の内容をなす

個別の権利（支分権ともいう）の内容について、学習する。 

第４回 著作権法概論 3 著作権の制限 

著作権の制限について、条文とその解釈を学ぶとともに、論点を紹介し、裁判例を交えながら学習する。特に、

引用について、具体例を挙げて議論する。 

第５回 著作権法概論 4 著作隣接権、著作権等の侵害に対する救済 

著作隣接権について概観するとともに、著作権等の侵害が疑われる場合に、権利者が採りうる手段を学習する。 

第６回 著作権法（1） 

創作性の判断基準、雑報および時事の報道、言語の著作物、美術の著作物、建築の著作物、図形の著作物の各論

点について、教科書にもとづく予習を求めた上で、理解を深めるための議論を行う。 

第７回 著作権法（2） 

映画の著作物、写真の著作物、プログラムの著作権、ソフトウェア、編集著作物、データベースの著作物、デジ

タル化への対応の各論点について、教科書にもとづく予習を求めた上で、理解を深めるための議論を行う。 

第８回 著作権法（3） 

依拠性、複製権、演奏権・上演権、公衆送信権、頒布権等、翻案権の各論点について、教科書にもとづく予習を

求めた上で、理解を深めるための議論を行う。 

第９回 著作権法（4） 

二次的著作物の原著作者の権利、みなし侵害、著作権の制限、引用、時事の事件の報道のための利用、公開の美

術の著作物等の利用、美術の著作物の展示に伴う複製の各論点について、教科書にもとづく予習を求めた上で、



理解を深めるための議論を行う。 

第１０回 著作権法（5） 

著作者・共同著作者、職務著作、映画の著作物に関する権利、著作者人格権（同一性保持権）、著作権の保護期

間・取得時効の各論点について、教科書にもとづく予習を求めた上で、理解を深めるための議論を行う。 

第１１回 著作権法（6） 

著作権侵害行為の行為者、権利の救済、損害賠償請求権、契約、国際裁判管轄、準拠法の各論点について、教科

書にもとづく予習を求めた上で、理解を深めるための議論を行う。 

第１２回 著作権法（7） 

著作権学習のまとめとして、重要判例を取り上げて議論する。取り上げる判例は、授業までにＴＫＣに掲載する。 

第１３回 パブリシティの権利 

裁判例上確立しつつある「パブリシティの権利」について、主要判例を追いながらその意義を学習し、見解の分

かれる論点について議論する。 

第１４回 不正競争防止法 

不正競争防止法の規定を概観し、不正競争とされる行為類型と、その救済方法について学習し、同法の法体系の

中での位置づけや社会的意義について議論する。 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

末吉亙編著『実務知的財産法講義［新版］』（民事法研究会，2012 年） 

別冊ジュリスト『著作権判例百選[第６版]』（有斐閣，2019 年） 

＜参考書＞ 

渋谷達紀『知的財産法講義Ⅱ「第２版」』（有斐閣，2007 年） 

渋谷達紀『著作権法』（中央経済社，2013 年） 

中山信弘『著作権法[第３版]』（有斐閣，2020 年） 

大渕哲也・茶園茂樹・平嶋竜太・蘆立順美・横山 久芳 『知的財産法判例集[第２版]』（有斐閣，2015 年） 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

知的財産法演習 江森史麻子 ３選 前期・後期 2 

■講義内容■ 

知的財産法ⅠおよびⅡを履修済みであることを前提として、特許法および著作権法にまつわる具体的な事案を

もとに、問題演習を行う。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

有名な判例の事案や、担当教員が実務で取り扱った事案などをヒントにした演習問題を出題する。毎回、授業の

１週間前までに、演習問題をＴＫＣにアップするので、受講生はあらかじめ答案を作成して授業に臨むことが望

ましい。 

この演習を通じて、知的財産関連紛争の捉え方、その考え方を習得することを目標とする。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習 120 分、復習 30 分 

＜科目の内容＞ 

第１回 特許法演習 

第２回 特許法演習 

第３回 特許法演習 

第４回 特許法演習 

第５回 特許法演習 

第６回 特許法演習 

第７回 特許法演習 

第８回 著作権法演習 

第９回 著作権法演習 

第１０回 著作権法演習 

第１１回 著作権法演習 

第１２回 著作権法演習 

第１３回 著作権法演習 

第１４回 著作権法演習 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

末吉亙編著『実務知的財産法講義［新版］』（民事法研究会，2012 年） 

別冊ジュリスト『特許判例百選[第５版]』（有斐閣，2019 年） 

別冊ジュリスト『著作権判例百選[第６版]』（有斐閣，2019 年） 

＜参考書＞ 

渋谷達紀『知的財産法講義Ⅰ「第２版」』（有斐閣，2006 年） 

渋谷達紀『知的財産法講義Ⅱ「第２版」』（有斐閣，2007 年） 

渋谷達紀『特許法』（発明推進協会，2013 年） 

渋谷達紀『著作権法』（中央経済社，2013 年） 

高林龍『標準特許法「第６版」』（有斐閣，2017 年） 

高林龍『標準著作権法「第４版」』（有斐閣，2019 年） 

中山信弘『特許法[第４版]』（弘文堂，2019 年） 

中山信弘『著作権法[第３版]』（弘文堂，2020 年） 



 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう

準備をしておいてください。



科目名 担当者名 配当 期 単位 

労働法Ⅰ 新谷眞人 2・3 選 前期 2 

■講義内容■ 

労働法の理論と実務的法知識の習得を目的として､ 事例問題の検討を中心にしてケース･ スタディ方式の授

業をおこなう｡ 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

労働法特講 I の主な柱としては､ ①労働法総論、②労働条件決定システム（就業規則と労働協約の不利益変更な

ど）および③集団的労使関係法（労働組合の法）の三つを主要テーマとする｡ シラバスの内容に沿って、検討し

ていく。上記主要テーマについて、労働法の基礎知識を理解することを目標とする。 

＜到達目標＞ 

労働法の全般にわたって、基礎知識を修得することを到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

授業用レジュメに目を通し、記載の判例の検討などで、予・復習各１時間程度。 

＜科目の内容＞ 

第１回 労働条件の決定 

就業規則、労働契約及び労働協約の相互関係と、それらがどのように法的に労働条件決定にかかわるのかを学ぶ。 

第２回 労働法上の「労働者」 

労基法と労組法の労働者概念の違いを学ぶ。近年、働き方の多様化とともに、判例上大きな争点となっている問

題でもある。 

第３回 労働契約の成否と労働組合法上の使用者性 

下請労働者や派遣労働者は、就労先の企業との間に労働契約関係を主張できるか。それらの労働者は、就労先に

団体交渉を申し入れることができるか。 

第４回 雇止め 

有期労働契約における期間満了を理由とする雇止めの法理を学ぶ。非正規労働者の増加に伴い、労働契約法にお

いてルール化がなされている。 

第５回 雇用平等と差別の禁止(1) 

男女間の賃金差別とその救済の法理を学ぶ。 

第６回 雇用平等と差別の禁止(2) 

非正規労働者と正規労働者との賃金格差は許されるだろうか。パート労働法や労働契約法に関連条文がある。 

第７回 労働者の付随義務と秘密保持特約・競合避止義務特約の有効性 

労働契約に付随する労働者側の義務として、典型的な秘密保持義務と競業避止義務の法理を取り上げる。これら

に違反した労働者に対し、しばしば使用者側から損害賠償請求が提起される。 

第８回 労働者の人格権、セクシュアル・ハラスメント、いじめなど 

近年、労働相談が増えている職場の問題である。法的には、使用者のセクハラ防止義務、精神障害による労災認

定、損害賠償責任が争点となる。 

第９回 懲戒 

使用者の懲戒権の根拠は何か、懲戒手続の妥当性などを学ぶ。 

第１０回 採用内（内）定と試用期間 

採用内定及び試用期間の法的性質、内定取消しや本採用の拒否などについて、最高裁判例を中心に基本的な考え

方を理解する。 

第１１回 人事(1)―配転・出向・転籍 

配転・出向・転籍は、いわば「似て非なるもの」であるが、現実には、使用者の「人事権」として広く行われて

いる。しかし近時、労働者の育児介護やワークライフバランスとの関係で、従来の判例理論の見直しが求められ



ている。 

第１２回 人事(2)―評価制度と人事処遇 

日本独特の職能資格制度や成果主義賃金の仕組みと法理、昇進・昇給・降格の基準の妥当性を理解する。 

第１３回 賃金請求権と賃金支払原則 

賃金とは何か、最低賃金制度、賃金全額払いの原則などを学ぶ。 

第１４回 労働時間(1) 

労働時間は、ホワイトカラーエグゼンプションの法定化の動きなどで注目されている法分野である。ここでは、

労働時間の概念、休日・休憩の原則を学ぶ。 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

特になし。毎回の授業レジュメに【課題】【論点】【考え方】を示す。これをテキスト代わりに用いる。できるだ

け詳細な内容にするつもりである。 

＜参考書＞ 

労働判例百選・第９版。菅野和夫『労働法・第 12 版』（弘文堂、2019 年）。水町勇一郎『労働法・第８版』（有

斐閣、2020 年）。大内伸哉『最新重要判例 200 労働法・第６版』（弘文堂、2020 年）。 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

労働法Ⅱ 新谷眞人 2・3 選 後期 2 

■講義内容■ 

雇用労働関係において生じるトラブルを対象とする分野が労働法である以上､ 雇用システムの理解に努める

ことをまず求めたい｡ 講義では､ 前期に引き続き、授業レジュメをテキストとしてすすめ、第９回以降は、集団

的労働法を取り上げる。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

現代雇用システムの理解に努めることを前提にして､ 労働基準法、労働組合法、労働契約法などの基本法令、及

び判例法理の基本的理解を確実にすることを目標とする｡ 講義は、レジュメの課題を読んできたものとして、各

テーマの理解の確認を受講生に回答してもらうかたちで進める。 

＜到達目標＞ 

労働法の全般にわたって、基礎知識を修得することを到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

授業レジュメの熟読と、記載の判例の研究として、予・復習各１時間程度。 

＜科目の内容＞ 

第１回 労働時間 

時間外労働について法的な基礎知識を学ぶ。三六協定の効力、労働者の時間外労働義務、時間外労働拒否と懲戒

解雇の効力などが裁判例に現れた争点である。 

第２回 年次有給休暇 

わが国は、年次有給休暇の取得率が 50％にも満たないといわれる。法的には労働者の時季指定権と使用者の時

季変更権との調整が問題となる。労基法改正が行われる可能性があるので注意が必要である。 

第３回 年次有給休暇、育児休業 

育児休業した期間を欠勤扱いとして、年次有給休暇取得の要件である 8 割出勤に反映させることができるかと

いう問題を扱う。 

第４回 労働条件の変更(1)―就業規則による労働条件の不利益変更 

就業規則の不利益変更の問題は、労契法で整備されているとはいえ、なお多くの解釈上の問題を残している。労

働法における難問の一つである。 

第５回 労働条件の変更(2)―個別労働契約・変更解約告知 

労契法は、労働条件の決定につき合意の原則を表明しているが、労働条件の不利益変更について合意を拒否した

労働者はどうなるのか。また変更解約告知とは何かを理解する。 

第６回 雇用の終了(1)―解雇 

解雇は、いつの時代でも労働者にとって大きな脅威である。使用者の解雇の自由とその制限の必要性を理解する。 

第７回 雇用の終了(2)―整理解雇 

業績不振に陥った使用者が、やむをえず人員削減を行うのが整理解雇である。近時、日本航空事件等で注目され

ている。いわゆる整理解雇の四原則を学ぶ。 

第８回 労災補償と労災民訴 

労災認定の仕組み、労働災害と損害賠償、その際の過失相殺の可否などが論点である。 

第９回 組合加入資格と使用者の団体交渉応諾義務 

ここからは、集団的労働法領域を扱う。労組法上の労働組合の要件、団体交渉の法的ルールを学ぶ。 

第１０回 組合の統制権とユニオン・ショップ協定 

労働組合は、団結の維持強化のために、他の市民団体にはみられない権限を有している。それが統制権でありま

たユニオン・ショップ協定である。その根拠は憲法 28 条の団結権保障に求められる。 

第１１回 労働協約の効力―成立、一般的拘束力、不利益変更 



労使間の団体交渉と、場合によっては争議行為を伴う努力の結果が、書面化された労働協約である。労組法では

わずか数カ条であるが、その法的意義はきわめて重要である。 

第１２回 団体行動の正当性―組合活動・争議行為 

労働組合は、日常的な組合活動と、戦時の争議行為という団体行動を行う権利を保障されている。しかし、正当

でないものは、民事免責、刑事免責を失う。その正当性の判断基準は何かを学ぶ。 

第１３回 不当労働行為(1)―不利益取扱い、支配介入 

不当労働行為とは、使用者による団結権侵害行為であり、労組法上禁止されている。その理念と仕組み、具体的

な態様について学ぶ。 

第１４回 不当労働行為(2)―複数組合併存下における組合差別・支配介入の不当労働行為の成否 

わが国の企業別組合は、大企業ほど大小の労働組合が併存していることが多い。使用者は、労働組合の方針によ

っては、組合間で賃金その他の労働条件を差別し、場合によっては、不当労働行為が成立することがある。 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

特になし。授業レジュメに課題、論点、考え方を示すので、これを用いてすすめる。 

＜参考書＞ 

労働判例百選・第９版。菅野和夫『労働法・第 12 版』（弘文堂、2019 年）。水町勇一郎『労働法・第８版』（有

斐閣、2020 年）。大内伸哉『最新重要判例 200 労働法・第６版』（弘文堂、2020 年）。 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

労働法演習 岩本充史 3 選 後期 2 

■講義内容■ 

労働法における各テーマについて近時の実務上重要な裁判例等について講義を行い、適宜、ケーススタディ形

式の演習も行う。この演習では、実際の事件をもとに作成したものを用いる。 

テキストは、特に指定しないが、菅野和夫著「労働法第 11 版補正版」（弘文堂）は、読んでおくことが望まし

い。また、シラバスの内容は、あくまでも予定であり、適宣、実務で問題となっている最新の事案の紹介及び検

討を優先することとする。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

労働法演習の主な目的としては、将来、実務家となった際に十分に活用できる事案分析能力、当該事案に含まれ

る問題点を発見する能力及び当該問題点を踏まえて具体的な事例に当てはめをしていく能力を身につけること

とする。 

＜到達目標＞ 

事例から法的問題点を抽出すること及び具体的な事案へのあてはめができるようになること。 

＜履修の前提＞ 

労働法に興味・関心を有していること。また、労働基準法、労働契約法等について学習をしていることが望ま

しい 

＜予・復習に要する時間＞ 

学習の進捗状況によるが、予習１時間、復習２時間程度。 

＜科目の内容＞ 

第１回 個別労働紛争の相談、受任と解決機関の概要 

どのような紛争について、どのような解決方法が適しているか、訴訟、仮処分、労働審判、あっせん等の実務を

含め具体的事案に際し、法曹としてどのような点に留意すべきかについて講義等を行う。 

第２回 募集・採用に関する法律紛争 

弁護士として募集・採用に関する紛争の相談を受けた際に知っておくべきポイントと対処方法を我が国の裁判例

を踏まえ説明をするとともに、募集・採用に関する法律紛争の具体例をもとに具体的事例をもとに講義等を行う。 

第３回 賃金等に関する法律紛争 

弁護士として賃金、賞与、退職金に係る紛争の相談を受けた際に知っておくべきポイントと対処方法について裁

判例を踏まえ説明をするとともに、近時紛争事例として非常に多い時間外割増賃金請求に係る問題を中心として

講義等を行う。また、同一労働・同一賃金法制についても適宜触れる。 

第４回 労働時間に関する法律紛争 

労働時間については、賃金と密接に関連するとともに、近時は労働者の健康管理という観点から非常に重要なテ

ーマである。そこで、労働時間に関する紛争について、実務上の問題点を講義するとともに、事業場外労働や管

理監督者性等に関する裁判例をもとにした講義等を行う。また、時間外労働時間の上限規制や年休制度等を内容

とする労基法改正法についても解説する。 

第５回 年次有給休暇と休日に関する法律紛争 

実務上、年休と休日に関する相談は意外に多い。そこで、年次有給休暇及び休日に関する実務上問題となる点に

ついて講義等を行うとともに、裁判例を素材とした事例演習を行う。 

第６回 人事異動に関する法律紛争 

実務上、配置転換、出向、転籍等に関する紛争は多く発生する。そこで、これらに関係する具体的な裁判例をも

とにした講義及び事例演習を行う。 

第７回 懲戒に関する法律紛争 

実務上、懲戒に関する相談、訴訟案件は非常に多い。そこで、懲戒に関する実務上重要な裁判例等について講義

を行い、裁判例を素材とした事例演習を行う。 

第８回 安全配慮義務に関する法律紛争 



実務上、使用者が安全配慮義務違反を問われる場合は多く、職場や現場の安全衛生の問題は労働法における重要

な問題である。そこで、過労死、過労自殺の問題を説明するとともに、私傷病休職制度についても具体的事案を

もとに講義を行う。 

第９回 退職に関する法律紛争 

労働契約の終了の場面というと解雇を想起されるかもしれないが、解雇は最後の手段であり、実務上、退職の意

思表示を得るべく説得活動を使用者が行うのが通常である。しかし、退職の意思表示を取得する過程での紛争は

非常に多い。そこで、退職に関する実務上重要な問題点について講義を行う。 

第１０回 解雇に関する法律紛争 

実務上、最も法的な紛争へ移行しやすい解雇についての講義・演習を行う。その際には、実務では解雇を行う前

に法曹としてどのような点を意識して依頼者に助言を行っているのかについても説明を行う。 

第１１回 期間の定めのある労働契約に関する法律紛争 

期間の定めのある労働契約に関する紛争の中でもっとも多い事例が雇い止めである。そこで、雇い止めに関する

重要な裁判例を下に講義を行うとともに、事例演習を行う。また、無期転換申込権についても触れることとする。 

第１２回 労働者派遣に関する法律紛争 

派遣労働者が紛争の当事者となる事例は近時増加傾向にある。また、派遣労働者を使用している企業も非常に多

く、皆さんが実務家となり、企業法務に従事する際には、労働者派遣についての基本的な考え方を身につけてお

くことは必須といえよう。そこで、労働者派遣法についての講義を行うとともに、事例の演習を行う。 

第１３回 労働安全衛生法に関する法律紛争 

労働安全衛生法は、本則自体はシンプルな法律であるが、実際の事案においては労働安全衛生法及び労働安全衛

生規則等を適用していくことは決して簡単ではない。また、労働安全衛生法は労働基準監督官の指導と刑罰によ

る規制によりその実効性を確保しているが、ここに行政目的と罪刑法定主義の衝突がある。そこで、労働安全衛

生法の基本的な考え方を説明するとともに、主に事業主の立場に立ち、具体的な事案を素材として、講義を行う。 

第１４回 高年齢者雇用安定法に関する法律紛争 

高年齢者雇用安定法は皆さんにとって馴染みがあまりない法律かもしれないが、直近では平成 24 年に法改正が

なされるとともに、実務上、高年齢者雇用安定法に関する紛争、特に継続雇用制度に関する裁判例が下級審で連

続して出されている。そこで、高年齢者雇用安定法に関する基本的な講義を行うとともに、裁判例を下にした事

例演習を行う。 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

授業内で適宜指示する 

＜参考書＞ 

授業内で適宜指示する 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

倒産法Ⅰ 岩崎 晃 2・3 選 前期 2 

■講義内容■ 

債務者が経済的に破綻した場合の法的処理手続の基本構造について，法人及び個人の破産手続き（清算型倒産

処理手続）と民事再生手続（再建型倒産処理手続）を中心に毎回のテーマに関する基礎的な知識の習得も含め，

問答方式による授業を行う。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

倒産法における用語の定義，各種制度の立法趣旨，要件，効果等を正確に理解することを積み重ねることにより，

倒産法の基本構造，特に，手続の流れ，実務上，特に問題となる事例等について深く理解することを主眼とする。

なお，倒産法Ⅰは前期に実施されることから，各種倒産手続の概要，手続の開始，開始後の手続の期間，開始決

定の効果，開始決定後の各種債権・担保権の取扱い等について講義を行う。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

司法試験に倒産法を選択する者を推奨する。 

＜予・復習に要する時間＞ 

予・復習合わせて３～４時間程度。 

＜科目の内容＞ 

第１回 倒産法の全体像 

倒産とは何か／倒産処理法の社会的存在意義・機能 

第２回 各種倒産手続の基本構造 

我が国における倒産処理手続の類型／各種手続の特徴 

第３回 手続開始の申立（１）－要件・手続選択 

倒産手続開始申立の要件／実務における手続選択／申立準備 

第４回 手続開始の申立（２）－開始決定に至るまでの手続 

申立後開始決定に至るまでに問題となる事項／開始決定前に予定される手続・制度 

第５回 機関（１）－清算型 

清算型倒産手続（破産，特別清算）における機関の種類／機関の役割 

第６回 機関（２）－再建型 

再建型倒産手続（民事再生，会社更生）における機関の種類／機関の役割 

第７回 開始決定の効果（１）－手続の流れ 

開始決定後の手続の流れ（清算型と再建型に分けて） 

第８回 開始決定の効果（２）－継続中の契約関係への影響その１ 

開始決定がなされた場合の契約関係に関する法律の規律 

第９回 開始決定の効果（３）－継続中の契約関係への影響その２ 

開始決定がなされた場合の契約関係に関する実務上の問題点 

第１０回 開始決定の効果（４）－継続中の契約関係への影響その３ 

開始決定がなされた場合の契約関係に関する判例の検討 

第１１回 債権の種別 

倒産債権の種別と優先順位／財団債権・共益債権等 

第１２回 担保権の取扱い・消滅 

各種倒産手続における担保権の取扱い／担保権消滅に関する制度 

第１３回 債権届出・調査・確定（1） 

債権届出手続の概要・目的／債権調査手続の概要・目的／債権確定手続の概要・目的 

第１４回 債権届出・調査・確定（2） 



債権届出・調査・確定において問題となる事例の検討（多数当事者間の債権債務を含む） 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

授業内で適宜指示する 

＜参考書＞ 

授業内で適宜指示する 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

倒産法Ⅱ 岩崎 晃 2・3 選 後期 2 

■講義内容■ 

債務者が経済的に破綻した場合の法的処理手続の基本構造について，法人及び個人の破産手続き（清算型倒産

処理手続）と民事再生手続（再建型倒産処理手続）を中心に毎回のテーマに関する基礎的な知識の習得も含め，

問答方式による授業を行う。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

倒産法における用語の定義，各種制度の立法趣旨，要件，効果等を正確に理解することを積み重ねることにより，

倒産法の基本構造，特に，手続の流れ，実務上，特に問題となる事例等について深く理解することを主眼とする。

なお，倒産法Ⅱは後期に実施されることから，開始後の財産状況の調査，否認，債権者集会，配当・弁済，個人

に関する倒産手続等について講義を行う。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

司法試験に倒産法を選択する者を推奨する。 

倒産法Ⅰの履修・単位取得程度の基礎的知識を有する者を推奨する。 

＜予・復習に要する時間＞ 

予・復習合わせて３～４時間程度 

＜科目の内容＞ 

第１回 財産状況の調査と換価 

財産状況調査の概要・目的／財団を構成する財産の換価 

第２回 否認（１）－要件 

否認制度の概要・目的と要件 

第３回 否認（２）－効果 

否認権行使による効果 

第４回 否認（３） 

否認権行使に関する判例の検討 

第５回 取戻権・相殺（１） 

取戻権の概要・目的と要件・効果／倒産処理法における相殺の概要・目的と要件・効果 

第６回 取戻権・相殺（２） 

取戻権・相殺に関する判例の検討 

第７回 役員等の責任追及 

役員等の責任追及制度の概要・目的と要件・効果／裁判例等を通じた運用の実態 

第８回 債権者集会 

債権者集会を開催する目的／開催される場合と開催されない場合の差異／開催の実態 

第９回 清算型倒産手続における配当 

配当に関する手続の概要・種別／実務上問題となる点 

第１０回 再建型倒産手続における再建計画と弁済 

再建計画の法律上の要件／再建計画認可に関する手続／再建計画の履行・弁済 

第１１回 手続の終結 

倒産手続の終結の要件・効果／他の手続への移行 

第１２回 倒産犯罪 

各罰則規定の要件／実務上問題となる事例 

第１３回 個人破産手続（免責・復権・自由財産） 

個人破産手続の概要／実務上の運用の実態／免責・復権・自由財産制度の概要 



第１４回 個人再生手続 

個人再生手続の概要／実務上の運用の実態／住宅資金特別条項の概要 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

授業内で適宜指示する 

＜参考書＞ 

授業内で適宜指示する 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

倒産法演習 岩知道 真吾 3 選 後期 2 

■講義内容■ 

債務者（法人及び自然人）が経済的に破綻した場合の法的整理手続のうち破産手続（清算型手続）と民事再生

手続（再建型手続）を中心に，具体的事例における法律実務家としての処理方針の策定などについて問答方式に

よる授業を行う。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

倒産法の基本構造，各種制度の立法趣旨に対する一応の理解を前提に、実務上問題となる事例を分析し、整理し

た上で，与えられた具体的状況に対する処理方針を導き出す能力を身につけることを主眼とする。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

司法試験に倒産法を選択する者を推奨する。 

倒産法Ⅰ、Ⅱの履修・単位取得あるいは同程度の倒産法の理解 

＜予・復習に要する時間＞ 

予・復習合わせて３～４時間程度 

＜科目の内容＞ 

第１回 破産手続・民事再生手続開始の要件，開始決定の効果に関する諸問題 

第２回 破産手続・民事再生手続開始の要件，開始決定の効果に関する諸問題 

第３回 破産手続・民事再生手続開始の要件，開始決定の効果に関する諸問題 

第４回 破産手続・民事再生手続開始の要件，開始決定の効果に関する諸問題 

第５回 破産手続・民事再生手続開始の要件，開始決定の効果に関する諸問題 

第６回 破産手続・民事再生手続における財産の管理，処分に関する諸問題 

第７回 破産手続・民事再生手続における財産の管理，処分に関する諸問題 

第８回 破産手続・民事再生手続における財産の管理，処分に関する諸問題 

第９回 破産手続・民事再生手続における財産の管理，処分に関する諸問題 

第１０回 破産手続・民事再生手続における財産の管理，処分に関する諸問題 

破産手続・民事再生手続における債権確定手続・配当，弁済手続に関する諸問題 

第１１回 破産手続・民事再生手続における債権確定手続・配当，弁済手続に関する諸問題 

第１２回 破産手続・民事再生手続における債権確定手続・配当，弁済手続に関する諸問題 

第１３回 破産手続・民事再生手続における債権確定手続・配当，弁済手続に関する諸問題 

第１４回 個人を対象とする破産手続・民事再生手続に関する諸問題 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

授業内で適宜指示する 

＜参考書＞ 

伊藤眞『破産法・民事再生法［第 4 版］』（有斐閣、2018） 

松下淳一・菱田雄郷編『倒産判例百選［第６版］』（有斐閣、2021） 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

租税法Ⅰ 柳 裕治 2・3 選 前期 2 

■講義内容■ 

租税法とは租税に関する法の全体をいい、その内容は、①税法全体に通ずる原理・原則を扱う租税法基礎理論、

②各個別租税の租税債務関係の当事者、租税債務の内容及び租税債務の成立・承継・消滅等を扱う租税実体法、

③租税債務の確定と租税の徴収手続を扱う租税手続法、④租税法規に基づく各種の処分に対する不服申立及び訴

訟等を扱う租税救済法、⑤租税法上の義務の不履行に対して課される制裁税と税法義務違反に科される租税罰を

扱う租税制裁法の 5 つの分野に分けて体系化することができる。 

本講義では、租税実体法（租税法Ⅱで取り扱う）を除く 4 つの分野について、先ず各テーマに関する概要を理

解し、次に重要租税判例を素材とした事例問題を検討することにより、租税法の基礎的な理論と実務を修得する。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

本講義は、受講者が租税法の基礎的知識を修得し、かつ租税法的思考を身につけることを目的とする。その内容

は、①租税法基礎理論、②租税手続法、③租税救済法、④租税制裁法の 4 つの分野について、毎回講義の前半

では基本的な制度の概要を解説し、後半では重要租税判例を素材とした事例問題について問答方式による双方向

的な対話ないし討論型の授業を展開し、租税法の理論と実務を修得する。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習２時間、復習１時間 

＜科目の内容＞ 

第１回 租税法学修の実益…講義の進め方、納税義務の成立から消滅に至る過程の概要及び租税法と隣接諸科学

との関係について説明する。 

第２回 租税法の基本原理（1）…租税法の法形式に関する原則である租税法律主義の意義・内容について、判

例を素材とした事例問題（例えば、政令への委任の限界）を検討し、討論する。 

第３回 租税法の基本原理（2）…租税法の内容に関する原則である租税平等主義の意義・内容について、判例

を素材とした事例問題（例えば、給与所得と必要経費）を検討し、討論する。 

第４回 租税法の法源と効力…租税法において慣習法のその他の不文法が法源として成立しうるか否かについ

て、判例を素材とした事例問題（例えば、通達課税、課税権の及ぶ範囲）を検討し、討論する。 

第５回 租税法の解釈・適用原理（1）…租税法が用いている借用概念（民法や商法等他の法分野の概念等）の

解釈について、判例を素材とした事例問題（例えば、利益配当、匿名組合契約）を検討し、討論する。 

第６回 租税法の解釈・適用原理（2）…租税法の法律関係において信義則の法理が適用されるか否かについて、

判例を素材とした事例問題（例えば、青色申告の承認と信義則）を検討し、討論する。 

第７回 租税法の解釈・適用原理（3）…私法上の選択可能性の自由を利用して租税負担を軽減する行為（租税

回避行為）を租税法上否認することができるか否かについて、判例を素材とした事例問題（例えば、同族会社の

行為計算の否認、私法上の法形式の選択と課税－売買か交換か－）を検討し、討論する。 

第８回 納税義務の確定手続（1）…質問検査権行使要件について、判例を素材とした事例問題（例えば、調査

の必要性・事前調査の可否・理由告知の要否等）を検討し、討論する。 

第９回 納税義務の確定手続（2）…実額課税が不可能な場合に認められる間接資料を用いて行う推計課税につ

いて、判例を素材とした事例問題（例えば、推計課税の合理性、実額反証の有効要件と証明の程度）を検討し、

討論する。 

第１０回 租税徴収手続（1）…租税の徴収納付の法律関係について、判例を素材とした事例問題（例えば、源泉

徴収の法律関係と納税の告知、源泉徴収と確定申告）を検討し、討論する。 

第１１回 租税徴収手続（2）…滞納処分における租税債権の優先劣後の関係について、判例を素材とした事例問



題（例えば、抵当権と国税徴収権との優劣、一括支払システムと国税徴収）を検討し、討論する。 

第１２回 租税救済法…納税者の権利救済としての租税争訟の意義と手続について、判例を素材とした事例問題

（例えば、処分理由差換えの可否・確定処分の違法と国家賠償等）を検討し、討論する。 

第１３回 租税制裁法（1）…租税法上の義務の不履行に対して課される行政上の制裁（附帯税）について、判例

を素材とした事例問題（例えば、重加算税と過少申告加算税等）を検討し、討論する。 

第１４回 租税制裁法（2）…租税法上の義務違反行為に科される租税罰について、判例を素材とした事例問題（例

えば、偽りその他不正行為の意義・虚偽不申告による逋脱犯の成立・罰金と重加算税の併科）を検討し、討論す

る。 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

金子宏著『租税法』（弘文堂） 

柳裕治ほか著『基礎から学ぶ現代税法』（財経詳報社） 

＜参考書＞ 

金子宏ほか編著『ケースブック租税法』（弘文堂） 

『別冊ジュリスト租税判例百選』（有斐閣） 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

租税法Ⅱ 柳 裕治 2・3 選 後期 2 

■講義内容■ 

本講義では、租税法Ⅰを受講し、①租税法基礎理論、②租税手続法、③租税救済法、④租税制裁法の 4 つの分

野についての基礎的な知識を修得していることを前提として、租税実体法、特に所得課税制度の基礎である所得

税の租税債務の内容をなす課税要件法（特に所得税法・法人税法）について、重要租税判例を素材とした事例問

題を検討し、所得課税の基礎的な理論と実務を修得する。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

本講義は、受講者が所得課税制度の基礎的知識を修得し、かつ租税法的思考を身につけることを目的とする。そ

の内容は、所得税法及び法人税法について、毎回講義の前半ではテーマに関する基本的な制度の概要を解説し、

後半では重要租税判例を素材とした事例問題について問答方式による双方向的な対話ないし討論型の授業を展

開し、租税法の理論と実務を修得する。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習２時間、復習１時間 

＜科目の内容＞ 

第１回 所得税法…所得課税の基本原則、所得概念、所得分類及び課税方法等について概説する。 

第２回 所得税法…利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得の意義と計算について概説し、判例を素材とし

た事例問題（例えば、不動産所得と譲渡所得の区別、事業所得と給与所得の区別－弁護士顧問料事件－）を検討

し、討論する。 

第３回 所得税法…給与所得・退職所得・山林所得の意義と計算について概説し、判例を素材とした事例問題（例

えば、組合員が組合から受けた金銭、ストックオプション権利行使益、10 年退職金事件）を検討し、討論する。 

第４回 所得税法…譲渡所得・一時所得・雑所得の意義と計算について概説し、判例を素材とした事例問題（例

えば、譲渡所得の取得費）を検討し、討論する。 

第５回 所得税法…所得の帰属問題について、判例を素材とした事例問題（例えば、親子が相互に協力して事業

を営んでいる場合の所得の帰属－歯科医院親子共同経営事件－）を検討し、討論する。 

第６回 所得税法…同族会社の行為計算否認規定について、判例を素材とした事例問題（例えば、不動産管理の

ための同族会社の利用、個人から法人への無利息貸付－パチンコ平和事件－）を検討し、討論する。 

第７回 所得税法…必要経費の特例について、判例を素材とした事例問題（例えば、親族が事業から受ける対価

－弁護士夫婦事件－）を検討し、討論する。 

第８回 所得税法…損益通算の意義と対象について、判例を素材とした事例問題（例えば、サラリーマン・マイ

カー税金訴訟）を検討し、討論する。 

第９回 所得税法…所得控除の意義と類型について、判例を素材とした事例問題（例えば、医療費控除、配偶者

控除、扶養控除）を検討し、討論する。 

第１０回 法人税法…法人税の意義・性格、納税義務者及び課税所得等の範囲等について概説する。 

第１１回 法人税法…同族会社の所得課税について概説し、判例を素材とした事例問題（例えば、同族会社の行為

計算否認）を検討し、討論する。 

第１２回 法人税法…課税所得の計算構造について概説し、判例を素材とした事例問題（例えば、株主総会等の承

認を得ていない決算書類に基づく確定申告の有効性）を検討し、討論する。 

第１３回 法人税法…課税所得の増加原因となる益金の概念について、判例を素材とした事例問題（例えば、低額

譲渡、無利息融資）を検討し、討論する。 

第１４回 法人税法…課税所得の減少原因となる損金の概念について、判例を素材とした事例問題（例えば、交際



費等の成立要件、役員退職給与の現物支給、不良債権に係る貸倒損失の計上時期 ) を検討し、討論する。 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

柳裕治ほか著『基礎から学ぶ現代税法』（財経詳報社） 

金子宏著『租税法』（弘文堂） 

＜参考書＞ 

金子宏ほか編著『ケースブック租税法』（弘文堂） 

『別冊ジュリスト租税判例百選』（有斐閣） 

柳裕治著『税法会計制度の研究』（森山書店） 

柳裕治編著『税務会計論』（創成社） 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

租税法演習 柳 裕治 3 選 後期 2 

■講義内容■ 

この科目は、「租税法Ⅰ・Ⅱ」を受講し、租税法に関する基礎的な知識を修得している受講生を対象に設置す

る演習科目である。現実に生じている租税法上の問題は、複雑な経済取引が絡んだものが多く、解答のためには

極めて幅広い法令、判例及び学説の知識が必要となる。本演習では、事例問題を素材として法令・判例・学説を

総合して可能な解決策を探究することにより、租税法に関する問題解決力を身につけることを目的としている。

また、必要に応じて司法試験の過去問題を検討する。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

本演習では、「租税法Ⅰ・Ⅱ」で修得した租税法に関する基礎的・体系的な知識を修得している受講生が、租税

法に関する問題解決力を身につけるために、重要租税判例を素材とした事例問題について、問答方式による双方

向的な対話ないし討論型の授業を展開し、租税法の理論と実務を修得する。 

本演習で取り上げる事例の内容は、所得課税を中心とする問題であるが、租税法基礎理論（租税法の解釈・適用）、

租税実体法（納税義務者、課税物件、課税物件の帰属、課税標準等）、租税手続法、租税争訟法に関するもので

ある。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

租税法Ⅰを前学期までに履修し、租税法Ⅱを履修（並行履修可）していることが望ましい。 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習２時間、復習１時間 

＜科目の内容＞ 

第１回 民法上遡及効ある法律行為と課税についての事例問題を検討し、討論する。 

第２回 夫婦間の契約と所得の帰属についての事例問題を検討し、討論する。 

第３回 法人格否認と代表者への課税についての事例問題を検討し、討論する。 

第４回 従業員持株制度と課税についての事例問題を検討し、討論する。 

第５回 反対株主の株式買取請求と課税についての事例問題を検討し、討論する。 

第６回 不動産サブリースと課税についての事例問題を検討し、討論する。 

第７回 役員給与・役員退職金にかかる所得課税についての事例問題を検討し、討論する。 

第８回 譲渡所得課税における「資産の譲渡」の意義についての事例問題を検討し、討論する。 

第９回 所得課税における資産評価損についての事例問題を検討し、討論する。 

第１０回 未実現利得・帰属所得に対する所得課税についての事例問題を検討し、討論する。 

第１１回 債務保証の履行と譲渡所得の計算特例についての事例問題を検討し、討論する。 

第１２回 雑所得の分類基準と損益通算排除の意義についての事例問題を検討し、討論する。 

第１３回 心身の機能不全と所得控除についての事例問題を検討し、討論する。 

第１４回 青色申告の承認・取消をめぐる諸問題についての事例問題を検討し、討論する。 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

岩崎政明著『ハイポセティカル・スタディ租税法』（弘文堂） 

＜参考書＞ 

柳裕治ほか著『基礎から学ぶ現代税法』（財経詳報社） 

金子宏著『租税法』（弘文堂） 

金子宏ほか編著『ケースブック租税法』（弘文堂） 

『別冊ジュリスト租税判例百選』（有斐閣） 

 



※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

環境法Ⅰ 大坂恵里 2・3 選 前期 2 

■講義内容■ 

環境法とは、「現在および将来の環境質に影響を与える関係主体の意思決定を社会的に望ましい状態の実現に

向けるためのアプローチに関する法、および、環境に関する紛争処理に関する法」（大塚直・北村喜宣編『環境

法ケースブック〔第２版〕』（有斐閣、2009 年）1 頁）である。環境法を理解するためには、個別環境法の学習だ

けでは不十分である。各種の環境保全の手法とそれらの根底にある理念・原則、環境破壊から生じる損害の賠償・

差止を請求する訴訟や行政救済制度、気候変動などの地球環境問題への国家的・国際的取組み等について、法的

視点はもちろんのこと、学際的視点からも学習することが必要である。 

このように、様々な事柄を学習する必要があることから、環境法を総論部分と各論部分に分けることにした。

環境法Ⅰでは、環境法総論として、環境法の全体的構造に関わるテーマと、環境基本法のような環境全般に関す

る法律を扱う。受講者には、環境法の各論的内容を扱う環境法Ⅱも履修してもらいたい。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

環境法Ⅰでは、環境法のうち総論的な部分を扱う。環境問題が生じる社会的経済的要因を踏まえたうえで、公害・

環境訴訟に関する法理論、環境法の理念・原則、様々な環境保全の手法等について理解を深めてほしい。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習 90 分、復習 30 分程度を要する。 

＜科目の内容＞ 

第１回 公害・環境法の歴史的展開１ 

足尾銅山鉱毒事件から四大公害まで 

第２回 公害・環境法の歴史的展開２ 

四大公害から現在まで 

第３回 公害・環境訴訟１ 

損害賠償請求訴訟 

第４回 公害・環境訴訟２ 

損害賠償請求訴訟つづき 

第５回 公害・環境訴訟３ 

民事差止訴訟、仮処分申立て 

第６回 公害・環境訴訟４ 

行政訴訟 

第７回 裁判外の公害紛争処理制度 

公害紛争処理制度、公害健康被害補償制度 

第８回 環境法の理念・原則１ 

持続可能な発展、未然防止原則、予防原則 

第９回 環境法の理念・原則２ 

環境権、汚染者負担原則、拡大生産者責任 

第１０回 環境基本法、生物多様性基本法 

環境基本法と環境基本計画、生物多様性基本法 

第１１回 環境影響評価制度 

環境影響評価法、関連訴訟 

第１２回 環境保全の手法 1 



総論、規制的手法 

第１３回 環境保全の手法 2 

経済的手法 

第１４回 環境保全の手法３ 

その他の手法 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

大塚直『環境法（第４版）』（有斐閣、2020 年） 

＜参考書＞ 

大塚直・北村喜宣編『環境法判例百選（第３版）』（有斐閣、2018 年） 

大塚直『環境法 BASIC［第２版］』（有斐閣、2016 年） 

北村喜宣『環境法［第５版］』（弘文堂、2020 年） 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

環境法Ⅱ 大坂恵里 2・3 選 後期 2 

■講義内容■ 

環境法とは、「現在および将来の環境質に影響を与える関係主体の意思決定を社会的に望ましい状態の実現に

向けるためのアプローチに関する法、および、環境に関する紛争処理に関する法」（大塚直・北村喜宣編『環境

法ケースブック〔第２版〕』（有斐閣、2009 年）1 頁）である。環境法を理解するためには、個別環境法の学習だ

けでは不十分である。各種の環境保全の手法とそれらの根底にある理念・原則、環境破壊から生じる損害の賠償・

差止を請求する訴訟や行政救済制度、気候変動などの地球環境問題への国家的・国際的取組み等について、法的

視点はもちろんのこと、学際的視点からも学習することが必要である。 

このように、様々な事柄を学習する必要があることから、環境法を総論部分と各論部分に分けることにした。

環境法Ⅱでは、環境法各論として、各種環境問題に関する法令と訴訟を扱う。受講者は、環境法の総論的内容を

扱う環境法Ⅰを事前に履修しておくことが望ましい。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

環境法Ⅱでは、環境法のうち各論的な部分を扱う。テーマ毎の環境法政策の現状と将来像、公害・環境訴訟にお

ける判例・学説の到達点について理解を深めてほしい。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習 90 分、復習 30 分程度を要する。 

＜科目の内容＞ 

第１回 大気汚染と法１ 

大気汚染防止法 

第２回 大気汚染と法２ 

自動車 NOx・PM 法、大気汚染関連訴訟 

第３回 水質汚濁と法 

水質汚濁防止法、関連訴訟 

第４回 土壌汚染と法１ 

土壌汚染対策法 

第５回 土壌汚染と法２ 

関連訴訟 

第６回 廃棄物・リサイクルと法１ 

廃棄物処理法 

第７回 廃棄物・リサイクルと法２ 

廃棄物処理法つづき 

第８回 廃棄物・リサイクルと法３ 

資源有効利用促進法、容器包装リサイクル法 

第９回 廃棄物・リサイクルと法４ 

循環型社会形成推進基本法 

第１０回 廃棄物・リサイクルと法５ 

廃棄物・リサイクル関連訴訟 

第１１回 自然環境と法 

自然公園法、自然保護訴訟 

第１２回 都市環境と法 



日影規制、景観法、景観訴訟 

第１３回 気候変動と法１ 

国際的取組み 

第１４回 気候変動と法２ 

地球温暖化対策推進法、関連訴訟 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

大塚直『環境法（第４版）』（有斐閣、2020 年） 

＜参考書＞ 

大塚直・北村喜宣編『環境法判例百選（第３版）』（有斐閣、2018 年） 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

環境法演習 小島延夫 3 選 後期 2 

■講義内容■ 

環境法は，憲法・行政法，民事法，刑事法，国際法などの知識及びその活用が基本であるものの，環境法独自

の法理論の理解も必要であり，また，法解釈と並んで，法政策論が重要である。今日，地球温暖化問題・廃棄物

問題などで，日常生活から経済活動のすべての側面において，環境問題が密接に関係しており，それらの問題解

決のために，どのような環境法手法の活用が可能か，ともに考えて行きたい。 

授業においては，『環境法ケースブック第２版』を基本テキストとして，そこに挙げられている設問を素材に，

毎回文章起案を作成し，事前に提出してもらい，その設問を含む課題について，質疑応答をまじえながら学ぶ方

法をとる。具体的には，事例については，具体的な事案分析・その問題に対する論理的な分析・適切な対処方法

の検討を行い，法政策課題については，そこに存在する問題とそれに対する対処方法の可能性について考える。 

また，法解釈を学ぶ上でも，また，法政策について学ぶ上でも，条文を参照し，その理解を深め，立法の方法

も知るために，毎回の授業で，個別の法文を参照したい。そのため，大部ではあるが，国際比較環境法センター

環境法令研究会監修『環境六法』（中央法規出版）を，各回持参いただきたい。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

第一に，環境問題の具体的な事例についての事案分析力・その事案に対する問題解決の論理構築力などを養って

もらうこと（そこでは民法及び行政法等の知識とその活用能力も問われる），第二に、環境問題についての法政

策課題についての理解及びそれについての意見表明能力を高めること，及び，第三に、上記のような今日の広範

な問題となった環境問題の全体像を理解しそれについての対応策の具体的な課題と対応策の可能性を知り考え

ること、である。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の習得を目標とする。 

＜履修の前提＞ 

環境法 I 及び環境法 II を修得済みであることが望ましい。 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習に３時間、復習に１時間 

＜科目の内容＞ 

第１回 ガイダンス 環境法の仕組みはどのようなものか。個別課題としてどのようなものがあるか。環境法の

基本原則基本理念 

第２回 環境紛争と法 民事上の紛争解決方法，民事訴訟以外の紛争解決方法，環境行政法が必要な理由 

第３回 環境法の規制システム 水質汚濁防止法を素材に環境法の規制システムとは何か具体的に考えよう，経

済調和条項とは，経済学的発想と法律学的発想 

第４回 環境政策の手法 賦課金と規制的手法について，日本における経済的手法の適用例，ＩＳＯ14001 とＥ

ＭＡＳの比較，日本の温暖化対策における環境政策手法，排出権取引について，化審法と PRTR 法の環境政策

における意義 

第５回 環境法の実施・執行 環境保全における行政と事業者の役割分担，行政指導指向になぜなるのか，行政

権限行使のための法的仕組み，環境法違反に対する制裁，費用の保全方法，不法収益の剥奪，公害罪法 

第６回 環境法と国・自治体の関係 上乗せ条例・横出し条例・手続き付加条例とは，法律と条例，パチンコ条

例事件と廃棄物処分場をめぐる事件，環境法のもとでの国の関与と自治体の対応策，協定について 

第７回 公害・環境民事訴訟 大規模公害と民事訴訟（共同不法行為，因果関係論，責任論（国・県），責任論

（事業者），損害論，消滅時効，差止請求） 

第８回 環境行政訴訟の技術 環境行政訴訟における訴訟要件上の課題としての原告適格，開発が計画された時

点での行政訴訟が困難な理由と処分性・抗告訴訟としての差止訴訟（仮の救済含む），都市計画決定の違法性 

第９回 環境影響評価 環境影響評価の手順・その方法の特徴（ミティゲーション・代替案検討・横断条項），

住民参加，都市計画決定とアセスの関係，環境への影響と都市計画決定・事業認定の適法性 



 

第１０回 自然環境の保全 自然公園法，自然環境保全法の特徴と法政策上の問題，野生動植物種の保護のあり方

と種の保存法，外来生物問題への対処，自然公園法上の地域指定を争うための訴訟形式，自然公園法上の行為規

制と損失補償 

第１１回 廃棄物処理その１ 

第１２回 廃棄物処理その２ 

廃棄物の分類，廃棄物処分場の建設をめぐる法規制と法的問題，排出事業者責任について，廃棄物性について 

第１３回 土壌汚染対策・地下水汚染対策 日本の土壌汚染に関する法制度の特徴と課題，土壌汚染と土地取引，

土壌汚染による被害の回復のための法的措置（環境被害を受けた周辺住民から），土地購入者からの請求権 

第１４回 権限不行使の違法に対する国家賠償請求・環境法の基本理念・基本原則 予防原則，福島第一原発事故

における風評被害・自主避難と民事上の損害賠償・行政上の救済措置，原子力損害賠償制度における無過失責任

制度について，拡大生産者責任と容器包装リサイクル法 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

授業内で適宜指示する 

＜参考書＞ 

授業内で適宜指示する 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

国際関係法Ⅰ（公法系） 王 志安 2・3 選 前期 2 

■講義内容■ 

国家間関係を規律する法の特徴、存在形式を国内法との比較によって理解・習得させた上、国際法規則の適用

過程を焦点に、具体的な事情に対応する国際法の機能を理解させることを目標とする。そのため、条約、領域、

外交関係などにかかわる実体法の把握だけでなく、法違反の実態や国際紛争における国際法の具体的な適用過程

を検証する。理論と判例の予習を前提に国際法の適用過程に存在する課題を解説と議論をもって理解していく。

講義を通して国際社会の諸問題を国際法の視点で分析できる知識及び思考能力を養ってほしい。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

国際法に関する一定の基礎的知識を持つことを前提に、国際法の適用過程を検証することにより、実務において

国際社会の問題を法の視野で整理し分析できる知識及び思考能力の取得を目標とする。厳選した論説資料と判例

資料を指定し、もしくは配布し、毎回の講義テーマに応じて予習範囲を指定し予習させた上、講義では具体的な

謀題の解決についての解説及び討論という授業形式をとる。各回の講義テーマは次のとおりである。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

毎回予習 60 分、復習 60 分程度を要する。 

＜科目の内容＞ 

第１回 講義案内 

国際法とは何か、国際法の歴史、今日の意義について説明。 

第２回 国内法と国際法 

国内法と国際法との関係について、その抵触の様態及び理論上の分析視点を解説し、国際法における国内法の効

果、そして国内法における国際法の適用及び効果を理解させる。 

第３回 国際法の法源 

国際法の存在形式について、国家の合意による国際法規の確立の実態を検証し、法としての妥当根拠及び存在形

式をめぐる論争の理論的及び実践的意義を解説した上、法規範の性質構造や法規範の普遍性の意義を展開的に解

説する。 

第４回 条約の効力と適用 

条約の成立、効力にかかわる制度を解説した上、条約の留保の現実及びその意義を理解させ、国際法上許容され

る条約の停止、終了及び破棄の原因を検討する。国際事例を通してその具体的展開を解説する。 

第５回 国際法主体としての国家 

まず、国家の領域や政府の変更にかかわる国際法上の制度を理解し、そうした変更に伴う法的問題の処理につい

て判例を中心に解説する。次に、国際法における国家管轄権原理について、属地主義、属人主義、効果主義及び

普遍主義といった国際法上の管轄権原理の具体的な展開を条約上の規定及び判例を通して解説する。 

第６回 領域の法的意義 

国家の領域及びそれにかかわる国家の権限や義務の存在形態を解説し、国際事例の分析を通して、領域権原の争

いや境界画定に適用される基本的法原理及び理論を解説する。 

第７回 人権保護と国際法人権保護という課題への国際的取組みの意義を解明し、人権保護をめぐる国際法上の

諸制度、その具体的適用及び限界を理解させる。国内裁判における人権条約の適用状況をも検討し分析する。 

第８回 外交関係と国際法 

外交使節の意義、権限に関する基本的知識を習得させ、外交使節の特権免除にかかわる訴訟の実態を討諭し解説

する。また、領事職務にかかわる法的問題を事例で解説する。 

第９回 国際法における国家責任の原理 



ILC の条文草案を中心に、国家の違法行為に伴う責任制度を理解させ、責任の問い方、解除方法を解説する。特

に違法性阻却事由としての諸制度についてその意義及び適用上の問題点を検討する。 

第１０回 国際紛争の解決と法の機能 

利益志向、権利志向及び力志向という基本的アプローチから国際紛争解決における法的解決の位置付けを明確に

し、政治的紛争と法的紛争の分類の妥当性と問題点を討論する。 

第１１回 国際仲裁 

国際紛争解決のこの伝統的手段についてその発展の歴史、制度的展開、今日的機能及び国際商事紛争への転用を

解説する。特に仲裁裁判の組織及び手続の運用実態を検討する。 

第１２回 国際司法裁判制度 

国際紛争解決における国際裁判の意義及び限界を解明した上、国際裁判による紛争解決の現状を討論する。歴史

的視点だけでなく今後国際裁判展開の可能性をも検討する。 

第１３回 国際裁判における管轄権問題 

合意による国際裁判の実態を念頭に、国際判例の解説を中心に、管轄権の設定をめぐる国家聞の攻防、制度的保

証、留保の実態などを検討する。 

第１４回 国際人道法の展開 

戦争と法との関係を理解させた上、国際人道法の意義及ぴ制度的展開について制度的解説を行う。特に国際犯罪

概念の導入、国際刑事裁判所の創設などについてその適用上の実効性及び問題点を検討する。 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

授業内で適宜指示する 

＜参考書＞ 

授業内で適宜指示する 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

国際関係法Ⅱ（公法系） 王 志安 2・3 選 後期 2 

■講義内容■ 

国際関係法（I）を基礎にして、本講義は国際法に関連する紛争の解決を念頭に、国際人権法、国際裁判に関連

する諸課題を取り上げる。 

人権保護が国際化されている今日において、国家が条約の締結を通して担っている人権保護の義務だけでな

く、国際慣習法となっている一部の人権についても確実に実施する必要がある。人権保護の実施あるいは人権紛

争の解決を国内と国際の平面で具体的に考察する必要がある。まず、諸国における人権保護義務の履行が極めて

重要である。条約や国際慣習法上の人権保護の義務の実施について日本の裁判所が積極的な役割を果たすべきと

求められている。国際人権法に関連する多くの事件が起きている。判例を通して人権保護に対する日本の基本姿

勢の一端を考察することができる。また、国際平面において人権実施の制度が積極的に構築されている。国連の

人権理事会をはじめ、各種人権条約の実施メカニズムとしての委員会が人権保護に関して次第に重要な役割を果

たすようになっている。 

国際裁判は、21 世紀の国際社会に大きく注目されている。WTO における紛争解決メカニズムの構築、国連海

洋法条約における国際裁判の積極的利用、国際投資紛争解決の制度化の展開などを通して、21 世紀が国際裁判

の世紀ともいわれている。国際判例を通して多様な国際裁判制度の実態を具体的に把握する。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

国際法規範の解釈と適用を具体的な国内判例と国際判例・事例を通して理解し、国際社会において起きている多

様な対立が国際法の規範上どのように映し出され、そのように処理されているかを考察する。各回の講義計画は

次の通りである。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

国際関係法（I）を履修したこと、また国際法の基礎知識を有することが望ましい。 

＜予・復習に要する時間＞ 

判例評釈を授業資料として用いるので、その評釈を読み込む時間が予習時間となる。一回の授業に対して一時間

程度。 

＜科目の内容＞ 

第１回 国際人権法の実施 

国内実施と国際実施の意義と関連性。日本において国際人権法がどのようなものとして捉えられているか、国際

的比較からその取扱いがどのように評価されているか、について考察する。 

第２回 日本の裁判所における国際人権法 

条約としての国際人権法を国内法として取り扱うかどうか、直接適用できるかどうか、判例を通して理解する。 

第３回 日本の裁判所における国際人権法 

条約としての国際人権法を国内法として取り扱うかどうか、直接適用できるかどうか、判例を通して理解する。 

第４回 日本の裁判所における国際人権法 

条約としての国際人権法を国内法として取り扱うかどうか、直接適用できるかどうか、判例を通して理解する。 

第５回 国際人権法の国際実施 

人権保護の国際的プラットフォームや制度について具体的に把握し、個人による人権の国際的申し立ての制度的

制約を理解する。 

第６回 国際人権法の国際実施 

人権保護の国際的プラットフォームや制度について具体的に把握し、個人による人権の国際的申し立ての制度的

制約を理解する。 

第７回 国際仲裁裁判 

国際商事仲裁、国際投資仲裁、国家間仲裁といった多様な国際仲裁の制度・手続きについて判例を通して理解す



る。 

第８回 国際仲裁裁判 

国際商事仲裁、国際投資仲裁、国家間仲裁といった多様な国際仲裁の制度・手続きについて判例を通して理解す

る。 

第９回 WTO における紛争解決 

WTO 紛争解決の意義を理解し、その具体的な制度の展開を理解する。 

第１０回 WTO における紛争解決 

WTO 紛争解決の意義を理解し、その具体的な制度の展開を理解する。 

第１１回 国際司法裁判所 

ICJ の管轄権原理をはじめ、国際司法裁判の利用に関する諸国の基本姿勢について、欠席裁判や先決的抗弁など

にかかわる判例を中心に、考察する。 

第１２回 国際司法裁判所 

ICJ の管轄権原理をはじめ、国際司法裁判の利用に関する諸国の基本姿勢について、欠席裁判や先決的抗弁など

にかかわる判例を中心に、考察する。 

第１３回 国際司法裁判所 

ICJ の管轄権原理をはじめ、国際司法裁判の利用に関する諸国の基本姿勢について、欠席裁判や先決的抗弁など

にかかわる判例を中心に、考察する。 

第１４回 国連海洋法条約における国際裁判の利用 

条約における国際裁判の利用における新たな試みや国際海洋裁判所の制度・手続きについて、判例の考察を通し

て理解する。 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

授業内で適宜指示する 

＜参考書＞ 

授業内で適宜指示する 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

国際関係法演習（公法系） 王 志安 3 選 後期 2 

■講義内容■ 

司法試験を受験する際に、避けて通ることができないのが、論述試験である。本講義では、事例問題の答案作

成を通して、公法系の国際関係法の基礎的知識を確認すると同時に、論文作成能力を向上させることを目的とす

る。講義方法としては、事前に配布した事例問題に対し、受講者が解答した内容をもとに質疑応答形式の授業展

開を予定している。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

公法系の国際関係法の扱う分野は、非常に広範にわたっている。従って、全ての分野を網羅することは到底不可

能であるが、比較的重要な分野に焦点を絞って、事例問題に含まれる国際関係法の論点を把握し、それに対処す

る基本的知識の中の、さらに基礎となる知識の確認を目的とし、それとともに、論点に対する自己の意見を正確

に表現する能力を養うことを目的とする。講義形式は、受講生による事前学習を前提とし、授業前に配布された

事例問題に対する各自の解答を、前日までにメールで提出してもらい、それをもとに授業を展開していくことと

する。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

国際関係法 I や国際関係法 II を履修したこと、または国際法の基礎知識を有することが望ましい。 

＜予・復習に要する時間＞ 

予め配布された演習問題を解く必要があるので、それに要する時間が予習時間となる。 

＜科目の内容＞ 

第１回 国内法と国際法の関係・国家責任・国際犯罪・国家承認・条約法・外交関係法・領事関係法・海洋法・

国家・国際仲裁裁判・国際司法裁判 

第２回 国内法と国際法の関係・国家責任・国際犯罪・国家承認・条約法・外交関係法・領事関係法・海洋法・

国家・国際仲裁裁判・国際司法裁判 

第３回 国内法と国際法の関係・国家責任・国際犯罪・国家承認・条約法・外交関係法・領事関係法・海洋法・

国家・国際仲裁裁判・国際司法裁判 

第４回 国内法と国際法の関係・国家責任・国際犯罪・国家承認・条約法・外交関係法・領事関係法・海洋法・

国家・国際仲裁裁判・国際司法裁判 

第５回 国内法と国際法の関係・国家責任・国際犯罪・国家承認・条約法・外交関係法・領事関係法・海洋法・

国家・国際仲裁裁判・国際司法裁判 

第６回 国内法と国際法の関係・国家責任・国際犯罪・国家承認・条約法・外交関係法・領事関係法・海洋法・

国家・国際仲裁裁判・国際司法裁判 

第７回 国内法と国際法の関係・国家責任・国際犯罪・国家承認・条約法・外交関係法・領事関係法・海洋法・

国家・国際仲裁裁判・国際司法裁判 

第８回 国内法と国際法の関係・国家責任・国際犯罪・国家承認・条約法・外交関係法・領事関係法・海洋法・

国家・国際仲裁裁判・国際司法裁判 

第９回 国内法と国際法の関係・国家責任・国際犯罪・国家承認・条約法・外交関係法・領事関係法・海洋法・

国家・国際仲裁裁判・国際司法裁判 

第１０回 国内法と国際法の関係・国家責任・国際犯罪・国家承認・条約法・外交関係法・領事関係法・海洋法・

国家・国際仲裁裁判・国際司法裁判 

第１１回 国内法と国際法の関係・国家責任・国際犯罪・国家承認・条約法・外交関係法・領事関係法・海洋法・

国家・国際仲裁裁判・国際司法裁判 

第１２回 国内法と国際法の関係・国家責任・国際犯罪・国家承認・条約法・外交関係法・領事関係法・海洋法・

国家・国際仲裁裁判・国際司法裁判 



第１３回 国内法と国際法の関係・国家責任・国際犯罪・国家承認・条約法・外交関係法・領事関係法・海洋法・

国家・国際仲裁裁判・国際司法裁判 

第１４回 国内法と国際法の関係・国家責任・国際犯罪・国家承認・条約法・外交関係法・領事関係法・海洋法・

国家・国際仲裁裁判・国際司法裁判 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

授業内で適宜指示する 

＜参考書＞ 

授業内で適宜指示する 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

国際関係法Ⅰ（私法系） 中村 進 2・3 選 前期 2 

■講義内容■ 

渉外的私法関係に適用される法を指定する法規の総体である国際私法の基礎理論を体系的に講ずる。より具体

的には、国際私法の主たる法源である「法の適用に関する通則法」を中心とする総則上の諸規定とその具体的事

例への適用方法、及び、国際私法の各論的問題の中でも、 契約、不法行為などの財産関係の規定について解説

する。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

国際私法の基本的構造を理解するとともに、事案解決のためのその実践的な応用力の涵養を目標とする。そのた

め、国際私法理論についての講義だけではなく、ケース・メソッド方法を用いて裁判例をも検討する。また、よ

り実際的・具体的な理解力・分析力を養うことを目的に、課題として予め事例問題を配布し、次の授業内で討論

を行う。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習 120 分、復習 60 分程度を要する。 

＜科目の内容＞ 

第１回 国際私法序論①～国際私法の必要性と規律方法～ 

最初に、授業計画とその進め方について説明する。次いで、国際私法の必要性について論じるとともに、国際私

法の基本的観念をより理解するために、その目的と規律方法、基本的用語について解説する。 

第２回 国際私法序論②～国際私法規定の構造と国際関係私法～ 

他の諸私法とは異質な国際私法規定の構造について講じる。また、国際私法の法源と隣接法分野について説明す

るが、特に国際民事訴訟法と国際取引法について概説するとともに、それらの国際私法との関わりについて論じ

る。 

第３回 法律関係の性質決定 

国際的な私的生活関係に対して適用される法（準拠法）をいずれかの国ないし地域の中から選択するのが国際私

法規定であり、この準拠法を決定する際に最初に取り組む問題として法律関係の性質決定の問題がある。 これ

につき、具体例を見ながら解決方法について講じる。 

第４回 連結点 

国際私法規定は、連結点と呼ばれる概念を通じて準拠法を選択している。この連結概念について説明する      

とともに、主要な連結概念である国籍、住所、常居所とこれらに関する国際私法上の規定について講じる。また、

連結点を意図的に操作することによって生じる法律回避の問題についても論及する。 

第５回 準拠法の指定と反致 

準拠法として指定された外国の法が地域的または人的に不統一である場合の処理について、また、指定された外

国法上の国際私法が日本法または第三国法を指定する場合（反致）の準拠法の決定について説明する。反致には

幾つかの種類があり、実務上においても重要な問題となっていることを明らかにする。 

第６回 外国法の適用と公序 

準拠法として外国法を適用することの意味を解説するとともに、指定された外国法に法規の欠缺や内容の不明が

あった場合の処理について論じる。また、指定された準拠外国法がわが国の公序に反する場合に発動される公序

則についても講ずる。 

第７回 先決問題と適用問題 

当面の問題の解決に先立って解決されるべき問題（先決問題）が生じる場合がある。この先決問題の準拠法の決

定について論じる。また、複数の準拠法が存在し、その複数準拠法間に矛盾がある場合、どのように調整すべき



かという問題（適用問題）についても論及する。 

第８回 自然人 

自然人の権利能力の準拠法の決定について解説するとともに、その権利能力を法的に喪失させる失踪宣       

告についての国際裁判管轄と準拠法について論じる。また、自然人の行為能力の準拠法の決定、及び、後見等の

開始の審判の国際裁判管轄と準拠法についても検討する。 

第９回 法人、法律行為 

法人の権利能力の準拠法の決定、並びに、外国会社のわが国における権利能力の享有に関する民法及び会社法中

の諸規定について解説する。また、法律行為一般に関する問題として、特に、代理の準拠法の決定と法律行為の

方式の準拠法の決定についても講じる。 

第１０回 物権法 

物権の準拠法の決定とその適用について論じる。前者については、同則主義と異則主義について説明するととも

に、移動中・運送中の物や輸送手段に対する物権の準拠法の決定に関して解説する。また、後者については、担

保物権と物権変動を中心に論及する。 

第１１回 契約 

契約の準拠法の決定について講じる。特に契約について広く認められる当事者自治の原則とその制限論について

説明するとともに、当事者による準拠法の選択がない場合の特徴的給付理論について論じる。また、強行規定の

特別連結理論を導入した消費者契約と労働契約の特例についても論及する。 

第１２回 法定債権 

法定債権の準拠法の決定について講じる。特に不法行為の準拠法に関しては、一般不法行為に関する規定の他に

生産物責任と名誉又は信用の毀損の場合の特例の規定があること、及び、より柔軟な準拠法の決定がなされるよ

うになっていること（例外条項）について詳述する。 

第１３回 債権債務関係 

貨幣で支払われる金銭債権に関する問題、及び、債権の効力の中、債権の対外的効力、債権の移転、債権の消滅

について、わが国際私法上の判例及び学説に論及する。 

第１４回 知的財産権 

知的財産をめぐる国際私法上の問題、特に知的財産権の譲渡や実施契約に関する問題、及び、侵害に対する差止

め・損害賠償請求等に関する問題について検討する。 

第１５回 定期試験 

筆記試験を実施する。 

＜教科書＞ 

松岡博編『国際関係私法入門〔第 4 版〕』（有斐閣） 

＜参考書＞ 

中西康・北澤安紀・横溝大・林貴美『国際私法〔第 2 版〕』（有斐閣） 

野村美明・高杉直・久保田隆編『ケーススタディー国際関係私法』（有斐閣） 

櫻田嘉章・道垣内正人編『ロースクール国際私法・国際民事手続法〔第 3 版〕』（有斐閣） 

櫻田嘉章・道垣内正人編『国際私法判例百選〔第 2 版〕』（有斐閣） 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

国際関係法Ⅱ（私法系） 中村 進 2・3 選 後期 2 

■講義内容■ 

本講義の前半においては、国際私法中の国際家族法に関する諸規定についての基礎的知識を体系的に習得でき

るように講ずる。後半においては、国際取引の中でも国際物品売買、国際運送、国際保険、国際決済についての

私法的規律、及び、国際裁判管轄や外国判決の承認・執行等の国際民事手続法上の主要問題について概説する。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

国際私法中の家族関係規定の理解と、国際取引の全体像及び国際的な民事紛争の解決手続に関する法である国際

民事訴訟法に関する基礎的知識の習得を目指している。また、事案解決のための実践的な応用力の涵養を目的に、

ケース・メソッド方法を用いて裁判例の検討も行う。更に、より実際的・具体的な理解力・分析力を養うことを

目的に、課題として予め事例問題を配布し、次の授業内で討論を行う。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

国際関係法Ⅰ（私法系）を前学期までに履修していること。 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習 120 分、復習 60 分程度を要する。 

＜科目の内容＞ 

第１回 国際私法と国際民事手続法・国際取引法 

最初に、授業計画とその進め方について説明する。次いで、国際民事手続法・国際取引法について概観するとと

もに、それらと国際私法との関わりについて概説する。 

第２回 婚姻の成立 

婚姻の実質的成立要件と形式的成立要件（方式）の準拠法の決定について講ずる。前者については、配分的適用

主義の意義、一方的要件と双方的要件の区分を中心に論及する。後者については、多元的連結の規則と日本人条

項について説明する。また、婚姻の無効・取消の準拠法についても言及する。 

第３回 婚姻の効力 

婚姻の身分的効力の準拠法の決定とその適用について、 国際私法規定が採用する段階的連結の解説を中心に論

じる。また、婚姻の財産的効力の準拠法の決定とその適用についても、制限的当事者自治の規定、内国取引保護

の規定を中心に講ずる。 

第４回 離婚 

先ず離婚の国際裁判管轄について講ずる。次いで、離婚の準拠法の決定とその適用について、段階的連結の規則、

日本人条項、離婚の機関や方法に関する問題、離婚の効果等を中心に検討する。また、婚約と内縁の準拠法の決

定についても概説する。 

第５回 実親子関係 

実親子関係の成立の準拠法の決定について、嫡出親子関係と嫡出でない子の親子関係に区別して論じる。特に後

者ついては、諸国国際私法が、出生の事実の確定によって親子関係の発生を認める事実主義と親による認知を必

要とする認知主義とに分かれるが、子の保護へ向けて変化していることを明らかにする。 

第６回 養親子関係及び親子間の法律関係 

養親子関係の実質的成立要件の準拠法の決定とその適用について講ずる。特にわが国国際私法規定が採る養親の

本国法主義の当否や養子の保護条項について論及する。また、親子関係が成立した場合に発生する親子間の権利

義務の準拠法の決定についても論じる。 

第７回 親族関係、扶養義務 

親族関係と扶養義務についての準拠法の決定とその適用に関して講ずる。特に後者の問題について適用される

「扶養義務の準拠法に関する法律」における弱者保護の立場について解説するとともに、同法律の主要な規定を

論じる。 



第８回 後見・保佐、相続及び遺言 

後見・保佐、相続及び遺言の準拠法の決定とそれらの適用について講ずる。特に相続については、準拠法の適用

範囲について議論があることを明らかにする。また、遺言については、「遺言の方式の準拠法に関する法律」に

おいて、遺言保護の立場から規定が置かれていることを解説する。 

第９回 国際裁判管轄 

国際裁判管轄と裁判権の問題について概説するとともに、国際的財産関係事件の国際裁判管轄に関する主要な判

例及び民事訴訟法上の新しい国際裁判管轄規定について解説する。 

第１０回 外国判決の承認・執行及びその他の国際民事手続法問題 

外国確定判決の承認の要件に関する民事訴訟法 118 条と家事事件手続法 79 条の２の規定を中心に講ずる。ま

た、国際的訴訟競合、訴訟当事者や訴訟費用の分担、送達、証拠・証明等の訴訟手続に関する問題についても論

及する。 

第１１回 国際家事事件 

国際家事事件の特性について概説するとともに、離婚事件を中心に、嫡出否認、認知請求、養子縁組、扶養、相

続などの事件に関する国際裁判管轄についての判例・学説及び平成 30 年人事訴訟法改正法の新しい国際裁判管

轄規定について解説する。 

第１２回 国際取引法①～国際取引法の特質・国際物品売買～ 

国際取引法の特質及び統一私法条約と国際私法との適用関係について講ずるとともに、民間統一規則、標準契約

書式や商人法について概説する。また、国際物品売買契約に関する「国際物品売買契約に関する国際連合条約」

とインコタームズについて解説する。 

第１３回 国際取引法②～国際運送及び国際保険～ 

国際運送について、海上運送、航空運送及び複合運送を中心に解説する。特に国際運送の中心となる海上運送に

ついては、国際海上物品運送法・商法の主要規定を概説するとともに、船荷証券の性質・種類や物権的・債権的

効力について論及する。また、国際貨物保険についても概説する。 

第１４回 国際取引法③～国際支払及び商事仲裁～ 

国際物品売買における代金決済の仕組みを概説するとともに、決済の際に用いられる荷為替信用状の仕組みと

「商業荷為替信用状に関する統一規則および慣例」上の原則について論じる。また、国際商事仲裁についても概

説する。 

第１５回 定期試験 

筆記試験を実施する。 

＜教科書＞ 

松岡博編『国際関係私法入門〔第 4 版〕』（有斐閣） 

＜参考書＞ 

中西康・北澤安紀・横溝大・林貴美『国際私法〔第 2 版〕』（有斐閣） 

野村美明・高杉直・久保田隆編『ケーススタディー国際関係私法』（有斐閣） 

櫻田嘉章・道垣内正人編『ロースクール国際私法・国際民事手続法〔第 3 版〕』（有斐閣） 

櫻田嘉章・道垣内正人編『国際私法判例百選〔第 2 版〕』（有斐閣） 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

国際関係法演習（私法系） 吉川達夫 3 選 後期 2 

■講義内容■ 

本授業は、国際私法（財産関係）をカバーし、日本で紛争となった事件をとりあげる（国際私法判例百選）。

さらに、国際動産売買契約を中心として、国際取引の基礎を理解する。2009 年 8 月から日本においても適用さ

れることになった「ウィーン動産売買条約」も扱う。代理店契約、合弁契約設立などの契約書および契約におい

て取り決められる事項を理解し、国際訴訟といった国際ビジネスにおいて起こりうる諸問題について検討を行

う。 

講義形式と対話形式を併用し、実際の事件から論点を中心に問題点を抽出して議論する。 

日本の経済活動は、国際取引なくしては成り立たないものであるが、国際取引における契約、準拠法、紛争、

解決といった一連のながれも学ぶ。 

担当教員は、NY 州弁護士であり、日本の総合商社の法務部に 14 年、米国外資系法務本部長として 19 年の実

務経験と米国ロースクールにおける学生ならびに非常勤講師としての経験があり、これらを本授業にいかすもの

である。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

毎回予習 30 分、復習は不要。 

＜科目の内容＞ 

第１回 オリエンテーション、法適用通則法 

第２回 合意管轄：チネサダ号事件、国際取引とは、 

第３回 国際裁判管轄：マレーシア航空機事件、ウィーン動産売買条約の内容 1（条約の適用とその内容）、国際

取引紛争 

第４回 国際裁判管轄 2 ：ドイツ車預託金事件、ウィーン動産売買条約の内容 2（ウィーン動産売買条約と民

法の比較法的考察）、国際労働関係 

第５回 国際裁判管轄 3 ：義務履行地管轄（株券等引渡請求事件）、国際知的財産紛争 

第６回 国際訴訟競合：関西鉄工事件、債務不存在確認請求事件、輸出入契約 

第７回 内外判決の接触、米国裁判制度、輸出入契約 

第８回 外国判決の執行、営業所土地管轄権、信用状 

第９回 外国判決の執行：懲罰的賠償請求事件、マクドナルド事件、国際売買契約 

第１０回 国際商事仲裁：合弁契約書、合弁契約書の概要解説 

第１１回 直接郵便送達日本における合弁契約書契約交渉 

第１２回 賭博契約を有効とするネバダ州法、Distributor 契約 

第１３回 国際倒産 

第１４回 国際仲裁事件、まとめ 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

授業内で適宜指示する 

＜参考書＞ 

授業内で適宜指示する 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準



備をしておいてください。 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

金融商品取引法 春田 博 2・3 選 後期 2 

■講義内容■ 

平成 18 年６月に金融商品取引法が成立して法典名はその名で呼ぶべきことになったが、第二次世界大戦      

以降絶えず役割を増し続けてきた証券取引法並びにその改正新立法たる金融証券取引法を対象に講じ、両法の中

心的理念たる諸原則とその実体的な意義を確実に理解してもらうことを目的に講義をおこなう。母法たる証券規

制が生成発展してきた米国において、連邦証券規制は事実上の会社法とも称されるほどに企業法制に対する大き

な影響を有している。近時では、我が国でも、インサイダー取引規制や公開買付等、米国と類似の事象を確認可

能な領域が顕著に生成し始めており、本講義でも、こうした経緯を正確に理解してもらえるよう努めながら、可

能なかぎり解釈上の論点に関する問題点を掘り下げてゆくことにしたい。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

金融証券取引法の法文中には業法として金融商品取引業を規制する規定がある一方、違反に対する刑事制裁を法

定し、行為規範として証券市場の参加者を律している条文も数多い。そして、解釈上問題となるのは、多くが後

者に属する諸規定である。そこで、本講義では、それらの法文の根底にある理念につき従来の学説が論じてきた

内容を確認し、これをふまえて、個別の各規制ならびに関連する解釈問題がどのように処理されるべきかについ

て、現時点の判例・学説の到達点を明確にしたい。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

毎回予習 60 分、復習 30 分程度を要する。 

＜科目の内容＞ 

第１回 金融証券取引法の意義（目的条項の趣旨） 

金融証券取引法がいかなる制度的理念を前提として立法化されたのかに関し、母法たるアメリカ法における歴史

的な経緯等も視野に入れながら解釈論としての到達点を確認する。 

第２回 金融証券取引法と会社法 

金融商品取引法と会杜法の関係を明確にする。 

第３回 金融商品取引法における有価証券概念 

手形・小切手を論ずる際に援用される学問上の概念としての有価証券と金融商品取引法における有価証券の意義

の相違を明らかにする。 

第４回 金融証券取引業並びに取引所及び自主規制団体 

金融証券取引法が念頭に置く取引の範囲を確認する。 

第５回 ファンド等集団投資に対する法規制 

投資主体のうち金融証券取引法が制度的に規制対象とする範疇とこれに対する規制内容を講ずる。 

第６回 金融証券取引業に対する投資勧誘規制 

金融商品取引業者が顧客への投資勧誘時にいかなる規制に服するかを確認し、違反の場合の法的処理について検

討する。 

第７回 証券の発行者に対する開示規制 

有価証券の発行者が投資家に対してなすべき開示の種類と内容を理解する。 

第８回 証券の非発行者に対する開示規制 

有価証券の発行者以外の者が開示義務を負うのはいかなる場合でそれはどのような根拠にもとづくのかを確認

する。 

第９回 公開買付 

会社支配権の帰趨が関わる株式の取得行為のうちでも、金融商品取引法がいかなる場合をどのように規制してい



るのかを理念から検証し、これに由来する法的問題点を検討する。 

第１０回 相場操縦規制 

金融証券取引法が不公正な相場の形成行為として禁じている行為の類型とそれらに対する制裁を確認し、あわせ

て市場価額の意義について考える。 

第１１回 インサイダー取引規制 

有価証券の発行者たる会社の内部者等によるどのような行為が金融証券取引法上規制の対象とされているかを

了解し、アメリカ法との前提の相違を確認する。 

第１２回 その他の不公正取引に対する規制 

平成に至り社会問題化し立法が整備された損失補填について、違法性の根拠と規制の内容を検証する。 

第１３回 証券取引等監視委員会等 

監視機関としての証券取引等監視委員会等について講ずる。 

第１４回 金融商品取引法上の民刑事責任 

金融商品取引法上の規制に対する違反行為の民刑事責任を確認する。 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

授業内で適宜指示する 

＜参考書＞ 

授業内で適宜指示する 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

信託法 中田英幸 2・3 選 後期 2 

■講義内容■ 

信託は、財産の管理・処分を受託者に委ねる法制度としてイギリスで生まれたが、今日では、資産流動化、年

金、土地信託、貸付信託など高度な金融取引にも用いられるようになり、その内容が複雑化している。我が国の

信託法は大正 11 年に制定されたが、このような現代化にあわせて平成 18 年に大改正された。それにより、受

託者の忠実義務の任意法規化や、受益者の権利行使への詳細な手当がなされたほか、担保権の信託、遺言代用信

託、後継ぎ遺贈型受益者信託を想定した規定も置かれた。さらに、限定責任信託、受益証券発行信託、受益者の

定めのない信託等の制度が新たに導入された。 

また、信託法の規定を信託法の枠を超えて類推適用するという信託法理も古くから認められており、近年でも、

公共工事請負代金預かり金や、マンション管理組合の積立金を信託財産とする、当事者の意図せざる信託を認め

た判例も存在する。 

講義は、教科書の沿って行いつつ、信託法理や最新判例を取り入れて説明する。 

 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

信託法の条文・基本的構造を把握し、さらに信託法が用いられる状況（遺言や金融取引）を把握し、信託が社会

で果たしている機能を理解することが授業のねらいである。信託はその目的と他の制度との組み合わせ（アレン

ジメント）が重要であり、そのような背景事情を理解しなければ、条文の意味を十分に理解できない。 

＜到達目標＞ 

信託法の条文・基本構造を理解し、信託が用いられている状況を把握することで、信託に関する法的トラブルへ

の対応能力を備えるとともに、自ら信託を活用できるようになること。 

＜履修の前提＞ 

物権変動、相殺、否認権（破産法）及び第三者異議（民事執行法）の基本について修得していること。 

＜予・復習に要する時間＞ 

各６０分程度が必要である。 

＜科目の内容＞ 

第１回 （はじめに） 

信託関係法令、信託の定義 

第２回 （信託の利用） 

平成 18 年改正の概要と信託の利用 

第３回 （信託の設定） 

信託の設定方法、成立要件 

第４回 （委託者） 

委託者の法的地位 

第５回 （信託財産） 

信託財産の範囲、信託財産責任負担債務の範囲 

第６回 （信託の公示と対抗） 

信託財産の独立性、信託の公示方法 

第７回 （受託者） 

受託者の地位、権限、受託者の義務 

第８回 （受託者の義務） 

受託者の責任、受託者の権利、受託者複数の信託 

第９回 （受益者） 

受益者の地位、受益権の内容 

第１０回 （受益者代理制度） 



信託管財人、信託監督人、受益者代理人 

第１１回 （信託の変更） 

受託者の変更、信託の変更・併合・分割 

第１２回 （信託の終了） 

信託の終了事由と財産の清算 

第１３回 （信託業法） 

信託業法規制、信託会社 

第１４回 （判例研究） 

信託に関する最新判例研究 

第１５回 （定期試験） 

定期試験 

＜教科書＞ 

神田秀樹・折原誠『信託法講義（第２版）』（弘文堂、2019） 

＜参考書＞ 

四宮和夫『信託法（新版）』（有斐閣、1989） 

能見善久『現代信託法』（有斐閣、2004） 

新井誠『信託法（第４版）』（有斐閣、2014） 

樋口範雄『入門 信託と信託法（第２版）』（弘文堂、2014） 

道垣内弘人『信託法（現代民法別巻）』（有斐閣、2017） 

道垣内弘人編『条解信託法』（弘文堂、2017） 

佐久間毅『信託法をひもとく』（商事法務、2019） 

能見善久・道垣内弘人編『信託法セミナー（1）～（4）』（有斐閣） 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう

準備をしておいてください。



科目名 担当者名 配当 期 単位 

民事執行・保全法 柴谷 晃 2・3 選 後期 2 

■講義内容■ 

本科目担当教員が作成したオリジナルのサブノートを用いた講義を行う。 

サブノートにおいては、民事執行・保全手続をできるだけ分かり易く図表化するように努めており、学生は、

主として講義の復習によって民事執行・保全法の基礎を修得する。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

判決書、和解調書、執行証書等により民事紛争の解決基準が提示されたとしても、義務者の側が当該解決基準に

任意に従わない場合には、執行手続によってその強制的履行を図る必要が生ずる。その意味で、民事紛争解決手

続は執行手続をもって完結するのであり、執行手続まで理解してはじめて、民事紛争解決制度の理解が完全なも

のになったといえる。 

本講義は、民事執行法及び民事保全法の基本的内容を解説するとともに、適宜、本科目担当教員の経験に基づき

執行実務・保全実務の実態を紹介し、執行・保全の場面における理論と実務との総合的理解を図ろうとするもの

である。 

＜到達目標＞ 

民事執行及び保全手続の基礎的部分の理解と若干の応用問題の分析ができる能力を身につける。 

＜履修の前提＞ 

民法及び民事訴訟法の修得を完了していること 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習 30 分程度、復習 30 分程度 

＜科目の内容＞ 

第１回 民事執行法概説・総則 

民事執行の概念と分類、執行機関について解説し、検討する。 

第２回 強制執行概説 

強制執行の意義と態様、強制執行の基本構造、債務名義、執行文、執行開始要件について解説し、検討する。 

第３回 強制執行概説 

強制執行の意義と態様、強制執行の基本構造、債務名義、執行文、執行開始要件について解説し、検討する。 

第４回 前半 第２回に同じ 

後半 強制執行に関する救済手続 

執行異議と執行抗告、執行文付与に関する救済手続、請求異議の訴え、第三者異議の訴えについて解説し、検討

する。 

第５回 前半 第４回後半に同じ 

後半 担保権実行、形式的競売について解説し、検討する。 

第６回 不動産執行 

主として不動産競売手続の具体的進行に関し、差押えの効力、売却条件、売却手続、配当等について解説し、検

討する。 

第７回 第６回に同じ 

第８回 第６回に同じ 

第９回 前半 第６回に同じ 

後半 動産執行 

動産執行の具体的進行に関し、差押えの方法と効力等について解説し、検討する。 

第１０回 債権執行 

債権執行の具体的進行に関し、差押えの方法と効力、換価と満足の方法等について解説し、検討する。 

第１１回 第１０回に同じ 

第１２回 前半 その他財産権の執行、担保権の実行 



その他財産権の執行の具体的方法と進行について解説し、検討する。 

担保権の実行の具体的方法と進行について、不動産に対する強制競売と比較しながら解説し、検討する。 

後半 保全処分 

保全処分の意義、仮差押えと仮処分の違い、発令手続、裁判内容とその効力不服申立方法等について解説し、検

討する。 

第１３回 第１２回後半に同じ 

第１４回 第１２回後半に同じ 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

不要(サブノートをベースにする。） 

＜参考書＞ 

和田善弘「基礎から分かる民事執行法・保全法」(弘文堂） 

（必ずしも必要としない。） 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

家事紛争法実務 上杉雅央 2・3 選 前期・後期 2 

■講義内容■ 

家事紛争に関して，実務において頻繁に接することになる離婚事件，相続事件を中心に，家事事件手続法や人

事訴訟法に基づく手続，代理人としての活動内容，実務上問題となっている点などについて，具体的事例や裁判

例を基にして講義する。また，家族法に関する基本的知識の復習にも時間をとる予定である。さらに，事件数が

増加している成年後見のほか，相続財産管理，不在者財産管理，失踪宣告，就籍許可，氏の変更，LGBT などの

問題も取り上げる予定である。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

家事紛争において，どのような手続を経て問題解決が図っていくのか，どのようなことが問題とされているのか

について，実務家として対応できるための知識の習得を目標とする。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

家族法の講義を一通り履修していることが好ましいが、絶対条件ではない。 

＜予・復習に要する時間＞ 

毎回の予習・復習にそれぞれ３０分前後を要する。 

＜科目の内容＞ 

第１回 家事紛争法実務総論 

第２回 離婚（１） 離婚原因，ＤＶ，婚姻費用 

第３回 離婚（２） 財産分与 

第４回 離婚（３） 慰謝料，不貞行為の相手方に対する請求，年金分割 

第５回 離婚（４） 親権，養育費，面会交流，氏の変更 

第６回 内縁，婚約の成立，婚約関係の不当破棄，LGBT 

第７回 親子関係，認知，養子縁組 

第８回 成年後見，親族による囲い込み，相続財産管理，特別縁故者による分与申立て，不在者財産管理 

第９回 失踪宣告，失踪宣告の取消し，就籍許可 

第１０回 相続（１） 熟慮期間，相続放棄，法定単純承認 

第１１回 相続（２） 相続人の有無，相続財産の範囲，祭祀承継者 

第１２回 相続（３） 特別受益，使途不明金，寄与分，相続人以外の寄与 

第１３回 相続（４） 遺言，公正証書，検認，配偶者居住権 

第１４回 相続（５） 遺留分減殺請求，平成３０年改正相続法に関する諸問題 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

各自がこれまでに使用している教科書（平成 30 改正相続法が反映されているものが望ましい） 

＜参考書＞ 

『民法判例百選Ⅲ 親族・相続［第 2 版］』（有斐閣 2018 年） 

この他に，講義のときに，適宜，資料として配布したり，紹介したりする予定である。 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

保険法 松村太郎 2・3 選 後期 2 

■講義内容■ 

われわれは、常に事故や病気などによるリスクにさらされています。特に近時、地震や台風などの大規模災害

が世界的に多発する傾向もあって、リスクに対する人々の意識は高まっていると言ってよいでしょう。そのよう

な現代社会において、リスク回避の一手段としての保険は極めて重要で効果的な仕組みであり、むしろ保険を避

けて日常生活を送ることは不可能であると言っても過言ではありません。したがって、法律の実務家にとっても、

保険の問題は避けて通ることはできず、保険に対する理解と応用力は必須のものと考えられます。 

本講では、具体的事例も題材として保険実務を学びながら保険の基礎を理解し、さらに、それを実務的に応用

すべく質疑応答をする予定です。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

保険契約法理の基礎と保険法の概要を理解し、且つ、それを保険実務に応用できる能力を身につけることをねら

いとします。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習は不要、復習 60 分程度が望ましい。 

＜科目の内容＞ 

第１回 イントロダクション…保険と法，保険とは何か，保険の種類，保険の関係者 

第２回 保険契約の成立（１）…成立一般，告知義務など 

第３回 保険契約の成立（２）…被保険利益，第三者のためにする契約，第三者の死亡の契約 

第４回 保険者の義務（１）…保険事故，保険期間（遡及保険），保険金額，保険価額 

第５回 保険者の義務（２）…超過保険・一部保険・重複保険，保険金受取人 

第６回 保険契約者の義務…通知義務など 

第７回 保険給付義務の履行…履行期 

第８回 保険給付義務の履行後の権利関係…保険代位（残存物代位・請求権代位） 

第９回 保険者の免責 

第１０回 保険契約の終了…解除（任意解除，告知義務違反・通知義務違反・重大事由）など 

第１１回 責任保険 

第１２回 自動車保険…強制保険（自賠責保険） 

第１３回 自動車保険…任意保険（賠償責任保険，人身傷害保険，車両保険など） 

第１４回 傷害疾病保険 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

授業内で適宜指示する 

＜参考書＞ 

授業内で適宜指示する 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

社会保障法 原田 啓一郎 2・3 選 前期 2 

■講義内容■ 

社会保障法は、社会保障の理念としての憲法にはじまり、社会保障制度に対する法的根拠の付与という機能面

では行政法、保険診療契約や介護サービス契約などのサービス給付の契約の側面では民法と密接な関係を有して

いる。本講義では、こうした社会保障法の総合性を意識しつつ、社会保障制度をめぐる関係当事者の権利義務関

係を理解する。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

本講義は、社会保障法の基本的な考え方を理解するとともに、社会保障にかかわる様々な事象について問題を発

見し、法的知識を活用して解決することができるようになることを目標とする。 

本講義では、社会保険及び社会福祉に関する法律を取扱い、学説や裁判例の考え方を中心に検討を行う。 

本講義は社会保障制度に関する基礎的知識を予習していることを前提に、具体的事例および裁判例を検討しなが

ら議論を進める。したがって、受講生には、テーマごとに事前に与えられる教材を十分に理解したうえで講義に

望む姿勢が求められる。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

毎回予習９０分、復習６０分程度を要する。 

＜科目の内容＞ 

第１回 社会保障とその特質 

社会保障法を理解する前提として、社会保障の概念と意義を理解する。 

第２回 社会保障の権利 

社会保障の給付を基礎づける法的権利の特徴を理解する。 

第３回 医療保険法（１） 

医療提供主体である医師・医療機関の法規制を理解する。 

第４回 医療保険法（２） 

医療給付に関する法的問題を検討する。 

第５回 年金保険法（１） 

年金給付に共通する総論的事項について理解する。 

第６回 年金保険法（２） 

老齢年金、障害年金及び遺族年金に関する法的問題を検討する。 

第７回 労災保険法 

労災保険法の性格と意義、業務災害と通勤災害をめぐる法的考え方を理解する。 

第８回 雇用保険法 

雇用保険法の性格と意義を理解するとともに、長期失業と求職者支援法の関係を検討する。 

第９回 社会福祉法 

社会福祉サービスの性格と意義、社会福祉サービス供給体制をめぐる法規制を理解する。 

第１０回 介護保険法 

介護保険法の性格と意義を理解するとともに、介護サービスに関する法的問題について検討する。 

第１１回 障害福祉法制 

障害者総合支援法の性格と意義を理解するとともに、障害福祉サービスに関する法的問題について検討する。 

第１２回 児童福祉法と子ども・子育て支援法 

児童福祉法の考え方を理解し、子ども・子育て支援給付に関する法的問題について検討する。 



第１３回 生活保護法（１） 

生活保護法の目的と原理、生活保護の種類・方法について理解をするとともに、生活困窮者自立支援法との関係

を検討する。 

第１４回 生活保護法（２） 

生活保護の保護基準、保護の方法に関する法的問題について検討する。 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

菊池馨実『社会保障法［第２版］』（有斐閣、2018 年） 

岩村正彦（編）『社会保障判例百選［第５版］』（有斐閣、2016 年） 

＜参考書＞ 

適宜指示をする。 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

地方自治法 趙 元済 2・3 選 前期・後期 2 

■講義内容■ 

日本の地方自治が憲法上保障（第 8 章）されているにもかかわらず､ 地方自治の方向づけとその内容は､ 国と

地方公共団体の関係などを規律する地方自治法規定のみならず､ 多くの個別法とこれに基づく国の政策等によ

って影響される｡ したがって､ 本講義では､ 地方自治法の条文に関する理解についてはいうまでもなく､ 地方

分権化政策を含め､ 水道法､ 都市計画法､ 建築基準法､ 過疎対策法､ 合併特例法､ 廃棄物処理法､ 財政法など

の個別法の知識を習得することも求められる｡ 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

本授業では､ 授業の前に､ 事前に配られたレジュメを熟読し､ それと関連する地方自治法などの基本書をも予

習することが要求される｡ 

また､ 本授業は､ 以下の順に従って行うことになるが､ 授業の効果を高めるために､ 各人は予習することを強

く求められる｡ したがって､ 授業当日は､ 少人数教育のメリットを最大限に活かすために､ 主として質疑応答

によって当該テーマに関する理解を深めさせることを､ 本授業のねらいとする｡ 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

毎回の授業予習に２時間と復習に１時間が要されよう。 

＜科目の内容＞ 

第１回 地方自治と住民の権利 

第２回 地方公共団体の意義と種類 

第３回 普通地方公共団体の組織 

第４回 地方公共団体の事務配分に関する法的検討 

第５回 普通地方公共団体の自治立法権（その 1 ） 

第６回 普通地方公共団体の自治立法権（その 2 ） 

第７回 国と地方公共団体との関係および紛争解決の方法 

第８回 国と地方公共団体との関係および紛争解決の方法 

第９回 住民訴訟と裁判例の検討 

第１０回 住民訴訟と裁判例の検討 

第１１回 公の施設と指定管理者制度 

第１２回 地方自治の本旨と住民投票 

第１３回 普通地方公共団体の自主財政権 

第１４回 補足および予備 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

授業内で適宜指示する 

＜参考書＞ 

授業内で適宜指示する 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

刑事政策 辻本衣佐 2・3 選 後期 2 

■講義内容■ 

刑事政策は、犯罪の原因と対策と予防を考える学問である。社会から犯罪を完全になくすことは不可能であろ

うが、犯罪をコントロールすることは可能であり、そこに刑事政策の目的がある。犯罪現象を分析し、犯罪原因

を究明したうえで、人権尊重、犯罪者側・被害者側双方からのアプローチ、現行の刑事司法制度との調和を考慮

しつつ、犯罪の処理、犯罪者の処遇、被害者の救済、犯罪の予防などを考えていくことにする。 

講義方法としては、各回のテーマに沿って、受講者全員による討論を中心にすすめたい。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

刑事政策において、対象となる「犯罪」は、刑法上の犯罪に限られるのではなく、反社会的行為全般が含まれる

ことになる。また、犯罪者に対する刑罰や処分も、社会の要請に応えるものでなくてはならない。そこで、刑法、

刑事訴訟法などの刑事法を基礎とするのは当然のことであるが、政策であるからには、現行制度の問題点をとら

え、代替策を検討し、さらには法改正や新法制定も視野に入れなくてはならない。そのためには、刑事法などの

法学だけではなく、社会学、心理学、教育学、精神医学、法医学といった隣接諸科学の知識を深めることも求め

られる。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習 60 分、復習 60 分程度を要する。 

＜科目の内容＞ 

第１回 刑事政策の意義 

刑事政策の概念、沿革などについて理解したうえで、刑事政策の全体的な構造を把握する。時代の推移による価

値観の多様化・法感情の変化などに伴い、犯罪の概念も変化することをふまえて、検討する。 

第２回 犯罪現象 

『犯罪白書』等の各種犯罪統計をもとに、現実に発生している犯罪の実態・動向を概観するが、統計を分析する

際には、統計上現れない犯罪（犯罪の暗数）の存在に注意する必要がある。 

第３回 犯罪原因論 

生物学的犯罪原因論、心理学的犯罪原因論、個人的犯罪原因論、社会学的犯罪原因論など代表的な犯罪原因論理

解し、それらを犯罪防止策のなかで、どのように活かしていくのかを検討する。 

第４回 犯罪者処遇の意義 

犯罪者処遇の理念、基本原則、ダイバージョンなどについて理解したうえで、犯罪者処遇のあり方を検討する。 

第５回 刑罰と処分（１） 

刑罰の意義・機能を理解したうえで、生命の剥奪を内容とする最も重い刑罰である死刑の意義、現状、問題点な

どについて検討する。 

第６回 刑罰と処分（２） 

身体的自由の剥奪を内容とする自由刑、財産の剥奪を内容とする財産刑、社会生活上の権利・地位の剥奪・制限

を内容とする資格制限、刑罰の補充または代替として行われる保安処分の意義、現状、問題点などについて検討

する。 

第７回 司法的処遇 

警察、検察、裁判の各段階における犯罪者処遇の意義、現状、問題点などについて検討する。 

第８回 施設内処遇（１） 

矯正施設における犯罪者の処遇の意義を理解したうえで、被収容者の法的地位、被収容者の権利などについて、

現状と問題点を検討する。 



第９回 施設内処遇（２） 

施設内における拘禁形態、刑務作業・教育活動・生活条件・保安状況などの処遇状況について、現状と問題点を

検討する。 

第１０回 仮釈放・中間的処遇 

仮釈放の法的性格、要件、手続などについて理解し、中間的処遇との関係を考えたうえで、問題点を検討する。 

第１１回 社会内処遇 

更生保護、保護観察、更生緊急保護、恩赦、前科抹消、社会奉仕命令など、社会内における犯罪者の処遇につい

て、現状と問題点を検討する。 

第１２回 被害者学 

犯罪被害者側の立場を中心とする刑事政策であり、被害者性、被害者補償、被害者支援、刑事司法における被害

者などの犯罪被害者をめぐる諸問題について検討する。 

第１３回 修復的司法 

従来の刑事司法では切り離されてきた犯罪者と被害者の関係を見直し、犯罪者と被害者の関係修復（和解）を通

して罪の償いをさせるという新しい司法のあり方について検討する。 

第１４回 刑事政策の国際化 

犯罪対策は世界共通の課題であり、国際的な協力が求められているが、各国の政治・社会構造・国民性などに対

する配慮も必要である。犯罪の国際化に対応するために、どのように刑事政策も国際化していくべきなのかを検

討する。 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

授業内で適宜指示する 

＜参考書＞ 

授業内で適宜指示する 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

少年法 辻本衣佐 2・3 選 後期 2 

■講義内容■ 

少年法は、少年の健全な育成を期することを目的とした法であり、刑事法としての要素も、福祉法としての要

素も持ち合わせている。この少年法の理念を実現するために、非行少年に対しては、保護主義にのっとって成人

の刑事手続とは異なった手続や処分が定められているほか、通常の刑事手続においても、少年としての配慮をす

べきことが定められている。少年法と刑事訴訟法との比較をしながら、少年の刑事司法制度について概観し、問

題点を検討することにする。 

講義方法としては、各回のテーマに沿って、受講者全員による討論を中心にすすめたい。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

少年法は比較的新しい法であり、現行の少年法は、戦後制定されたものであるが、実体法規定と手続法規定、司

法的要素と福祉的要素が、ひとつの法のなかに含まれている点に注意しなくてはならない。非行少年をめぐる法

制については、少年法の平成 12 年、19 年、20 年、26 年の改正のほか、少年院法の改正、少年鑑別所法の制定

と、度重なる改正がなされてきたが、少年の健全育成という目的にそった改正とはいえない。それをふまえたう

えで、少年非行の問題は、解決策も多面的であることを考慮して、よりよい少年刑事司法のあり方に迫ることに

する。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習 60 分、復習 60 分程度を要する。 

＜科目の内容＞ 

第１回 少年法の意義と基本理念 

少年法の概念、沿革、少年司法に関する国際準則、諸外国の少年法などについて理解したうえで、少年法の全体

的な構造を把握する。我が国の少年法については、保護主義の本質・機能について理解し、それが少年刑事司法

制度にどのように反映されているかを検討する。 

第２回 少年非行の概況 

少年非行の背景と特質について犯罪統計をもとに分析し、より良い少年非行対策を検討する。 

第３回 保護機関 

非行少年の発見段階、調査段階、保護実施段階などそれぞれの段階で、少年刑事司法制度に関与する諸機関と、

そこに属する人的構成について理解する。 

第４回 保護の対象 

保護の対象となる少年の年齢管轄、犯罪少年、触法少年、ぐ犯少年について理解したうえで、少年法改正議論で

もとりあげられた少年年齢の問題について検討する。 

第５回 非行の発見過程  

警察官による職務質問・街頭補導、被害者・保護者などからの告訴･告発、本人の自首など、非行少年が発見さ

れる過程を概観する。 

第６回 家庭裁判所の受理 

家庭裁判所における少年事件の保護手続は、通告･報告･送致をまって始められるのが原則（不告不理の原則）で

ある。家庭裁判所の管轄、審判条件、受理前調査、観護措置などについて理解し、問題点を検討する。 

第７回 調査過程 

家庭裁判所調査官による調査、鑑別、試験観察など、調査の過程を概観し、問題点を検討する。少年鑑別所にお

ける処遇についても検討する。 

 



第８回 審判手続 

少年審判手続について、成人の刑事裁判手続と比較しながら理解したうえで、問題点を検討する。 

第９回 終局決定（１） 

調査段階でなされる審判不開始決定、審判を経てなされる不処分決定と保護処分決定について理解する。保護処

分決定には、保護観察、少年院送致、児童自立支援施設・児童養護施設送致の３つがあり、それぞれの処遇内容

についても検討する。 

第１０回 終局決定（２） 

刑事処分相当とされた事件についてなされる検察官送致と、一事不再理の効力、環境調整命令などの終局決定に

付随する措置について理解し、問題点を検討する。 

第１１回 事後手続（１） 

保護処分の決定に対して不服がある場合認められる抗告について理解し、問題点を検討する。 

第１２回 事後手続（２） 

保護処分の取消、少年保護事件の再審・補償について理解し、問題点を検討する。 

第１３回 少年の刑事事件 

少年の保護事件と比較しながら、少年の刑事事件の処理について理解し、とくに少年に対する刑罰について検討

する。 

第１４回 少年事件の報道 

少年事件については推知報道が禁止されているが、実名報道を望む声も多い。少年事件報道のあるべき方向につ

いて検討する。 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

授業内で適宜指示する 

＜参考書＞ 

授業内で適宜指示する 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

法医学 澤口聡子 2・3 選 
前期 

（集中） 
2 

■講義内容■ 

法に関する医学的事項が具体的に何をさすかを実例紹介と検討を踏まえ､ その概要を把握していく｡ 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

法医学とは法に関する医学的事項を広く研究または応用する社会医学である｡ 法医学において､ 法に関する医

学的事項とは具体的に何をさすのか､ それらがいかに研究され応用されるのかについて､ 学生が､ その概要を

把握することを講義の目的とする｡ 死因究明に関する新しい動きについてもふれる。又、法曹として必要な法医

学の視点を再考する。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

特に必要なし 

＜科目の内容＞ 

第１回 法医学に期待すること・先端領域法としての側面 

Round table discussion 

第２回 法医学とは何か 

Lecture & discussion 

第３回 諸外国の法医学制度 

Lecture & discussion 

第４回 系統解剖と司法解剖 

Video & discussion & Lecture 

第５回 検案と検屍と死因究明 

Lecture & 演 習 

第６回 死体現象 

Lecture & 事例演習 

第７回 損傷論 

Lecture & 事例演習 

第８回 損傷論 

Lecture & 事例演習 

第９回 窒息論 

Lecture & 事例演習 

第１０回 内因性急死と小児法医学 

Lecture & 事例演習 

第１１回 医療過誤と自他殺・過失・事故 先端領域法としての側面 

Lecture & 事例演習 

第１２回 死亡診断書・死体検案書の基本 

Lecture 

第１３回 死亡診断書・死体検案書の実際 

事例演習 

第１４回 法医学模擬法廷ーーregulatory science 

第１５回 定期試験 

 



＜教科書＞ 

臨床のための法医学 朝倉書店 澤口彰子 澤口聡子他 

法医学と看護 鹿島出版会 澤口聡子 

加藤良夫編著 実務医事法講義 民事法研究会 2013 年 

Legal Aspects of Medical Practice in Britain and Japan Toshiko Sawaguchi Toyosyoten 

＜参考書＞ 

加藤良夫編著 実務医事法講義 民事法研究会 2013 年 

Legal Aspects of Medical Practice in Britain and Japan Toshiko Sawaguchi Toyosyoten 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

法律学特殊講義 和田 裕・諏訪大輔・鈴木基樹 2・3 選 前期・後期 2 

■講義内容■ 

２・３年次に開講される法文書作成能力の向上を目的とした選択科目である。 

本学出身の３名の実務家（弁護士）教員がオムニバス形式で講義を行う。 

各担当教員が自身の経験や科目の特性に応じて決定した講義内容を通じて、説得力ある法文書とはいかなるも

のであるかを考察し、受講者の法文書作成能力を向上させることをめざす。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

説得力ある法文書を作成する技術は、実務家にとって必要不可欠の技術と言える。 

本講義においては、各担当教員が自身の経験や科目の特性に応じて決定した講義内容（受講者による法文書の作

成、他者が書いた法文書の検討、教員による法文書作成技術論の解説などを予定している）を通じて、受講者の

法文書作成技術を向上させることをめざす。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

答案の作成・提出が求められる場合には、２時間程度の予習（答案作成）時間が必要となる。 

復習時間については、自身の理解の程度に応じて適宜判断されたい。 

＜科目の内容＞ 

第１回 本講義は以下の科目・順番・回数で実施する予定であるが、受講生の希望や担当教員の都合により変更

となる場合がある。 

公法系科目（鈴木） 

第２回 公法系科目（鈴木） 

第３回 公法系科目（鈴木） 

第４回 公法系科目（鈴木） 

第５回 民事系科目（諏訪） 

第６回 民事系科目（諏訪） 

第７回 民事系科目（諏訪） 

第８回 民事系科目（諏訪） 

第９回 民事系科目（諏訪） 

第１０回 民事系科目（諏訪） 

第１１回 刑事系科目（和田） 

第１２回 刑事系科目（和田） 

第１３回 刑事系科目（和田） 

第１４回 刑事系科目（和田） 

第１５回 第１５回 定期試験 

なお、成績は、Ｐ・Ｆ方式による判定となる。成績評価は、担当教員全員で協議し、総合的に評価する。 

＜教科書＞ 

授業内で適宜指示する 

＜参考書＞ 

授業内で適宜指示する 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

外書講読 青野博之 3 選 後期 2 

■講義内容■ 

3 年次に配当される、2 単位の展開・先端科目である。ドイツ民法のケースブックに掲げられている事例を訳

し、ドイツ民法の特徴を検討したい。将来、ドイツ民法を本格的に研究するためのものである。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

ドイツの事例を和訳することにより、ドイツ民法の特徴を具体的に検討したい。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習 180 分、復習 60 分程度を要する。 

＜科目の内容＞ 

第１回 債権総論に掲げられている事例 

第２回 債権総論に掲げられている事例 

第３回 債権総論に掲げられている事例 

第４回 債権総論に掲げられている事例 

第５回 債権総論に掲げられている事例 

第６回 債権総論に掲げられている事例 

第７回 債権総論に掲げられている事例 

第８回 債権各論に掲げられている事例 

第９回 債権各論に掲げられている事例 

第１０回 債権各論に掲げられている事例 

第１１回 債権各論に掲げられている事例 

第１２回 債権各論に掲げられている事例 

第１３回 債権各論に掲げられている事例 

第１４回 債権各論に掲げられている事例 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

授業内で適宜指示する 

＜参考書＞ 

授業内で適宜指示する 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。" 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

外書講読 春田 博 3 選 前期 2 

■講義内容■ 

１・２年次の学習で既に各法分野に関する基本的な学習を終え知識を有している学生を対象に、比較法的な認

識を得てもらうことを目的として外国法に関する文献を原語で講読し、当該分野における我が国の法規制との異

同やその是非等を考えてもらうことを目標として授業を進める。担当者の専門分野より、本講義では企業法に関

する米国文献を講読する。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

企業法に関する米国の規制は、会社法に代表される州法規制と証券規制を典型とする連邦規制が交錯し、連邦主

義そのままに各別の州法の連邦法に対する優位が変わることのない制度的な建前である。しかしながら、この前

提に由来する種々の不便も歴然としており、その結果、会社法分野に対する証券規制の役割は、本邦以上に著し

く大きい。この講義では、こうした米国の規制における前提事情をも了解してもらえるよう配慮しつつ、時とし

て継受法に対する母法としての位置付けを与えられる米国の会社法規制のあり方について講じ、規制の全体に関

する理解を深めてもらえるよう心掛けたい。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

毎回予習 60 分、復習 30 分程度を要する。 

＜科目の内容＞ 

第１回 近時の文献中より、さしあたり、以下の２点を講読することを予定しているが、受講者の状況により、

直近の金融商品取引法規制に関する米国文献への変更があり得る。教材は教場において配布する。 

・Marc I.Steinberg, “Attorney Confrict Dilemmas in Parent-Snbsidiary Related Party Transactions”, 

38 Securities Regulation Law Journal 381-390（2010）. 

・Marc I.Stei 

第２回 近時の文献中より、さしあたり、以下の２点を講読することを予定しているが、受講者の状況により、

直近の金融商品取引法規制に関する米国文献への変更があり得る。教材は教場において配布する。 

・Marc I.Steinberg, “Attorney Confrict Dilemmas in Parent-Snbsidiary Related Party Transactions”, 

38 Securities Regulation Law Journal 381-390（2010）. 

・Marc I.Steinberg, “Attorney Confrict of Interest-The Use of “Screening” in the Corporate/Securities Setting” ,  

  39 Securities Regulation Law Journal 191-204（2011）. 

いずれも同一の著名な研究者の執筆にかかる利益相反に関する論稿であり、前者は親子会社間の取引における役

員の忠実義務違反該当性とこれに関する法理を分析し、後者は米国の巨大法律事務所において実務上配慮されて

いる利益相反回避のための基準について論じたものである。 

第３回 近時の文献中より、さしあたり、以下の２点を講読することを予定しているが、受講者の状況により、

直近の金融商品取引法規制に関する米国文献への変更があり得る。教材は教場において配布する。 

・Marc I.Steinberg, “Attorney Confrict Dilemmas in Parent-Snbsidiary Related Party Transactions”, 

38 Securities Regulation Law Journal 381-390（2010）. 

・Marc I.Stei 

第４回 近時の文献中より、さしあたり、以下の２点を講読することを予定しているが、受講者の状況により、

直近の金融商品取引法規制に関する米国文献への変更があり得る。教材は教場において配布する。 

・Marc I.Steinberg, “Attorney Confrict Dilemmas in Parent-Snbsidiary Related Party Transactions”, 

38 Securities Regulation Law Journal 381-390（2010）. 

・Marc I.Stei 



第５回 近時の文献中より、さしあたり、以下の２点を講読することを予定しているが、受講者の状況により、

直近の金融商品取引法規制に関する米国文献への変更があり得る。教材は教場において配布する。 

・Marc I.Steinberg, “Attorney Confrict Dilemmas in Parent-Snbsidiary Related Party Transactions”, 

38 Securities Regulation Law Journal 381-390（2010）. 

・Marc I.Steinberg, “Attorney Confrict of Interest-The Use of “Screening” in the Corporate/Securities Setting” ,  

  39 Securities Regulation Law Journal 191-204（2011）. 

いずれも同一の著名な研究者の執筆にかかる利益相反に関する論稿であり、前者は親子会社間の取引における役

員の忠実義務違反該当性とこれに関する法理を分析し、後者は米国の巨大法律事務所において実務上配慮されて

いる利益相反回避のための基準について論じたものである。 

第６回 近時の文献中より、さしあたり、以下の２点を講読することを予定しているが、受講者の状況により、

直近の金融商品取引法規制に関する米国文献への変更があり得る。教材は教場において配布する。 

・Marc I.Steinberg, “Attorney Confrict Dilemmas in Parent-Snbsidiary Related Party Transactions”, 

38 Securities Regulation Law Journal 381-390（2010）. 

・Marc I.Stei 

第７回 近時の文献中より、さしあたり、以下の２点を講読することを予定しているが、受講者の状況により、

直近の金融商品取引法規制に関する米国文献への変更があり得る。教材は教場において配布する。 

・Marc I.Steinberg, “Attorney Confrict Dilemmas in Parent-Snbsidiary Related Party Transactions”, 

38 Securities Regulation Law Journal 381-390（2010）. 

・Marc I.Steinberg, “Attorney Confrict of Interest-The Use of “Screening” in the Corporate/Securities Setting” ,  

  39 Securities Regulation Law Journal 191-204（2011）. 

いずれも同一の著名な研究者の執筆にかかる利益相反に関する論稿であり、前者は親子会社間の取引における役

員の忠実義務違反該当性とこれに関する法理を分析し、後者は米国の巨大法律事務所において実務上配慮されて

いる利益相反回避のための基準について論じたものである。 

第８回 近時の文献中より、さしあたり、以下の２点を講読することを予定しているが、受講者の状況により、

直近の金融商品取引法規制に関する米国文献への変更があり得る。教材は教場において配布する。 

・Marc I.Steinberg, “Attorney Confrict Dilemmas in Parent-Snbsidiary Related Party Transactions”, 

38 Securities Regulation Law Journal 381-390（2010）. 

・Marc I.Steinberg, “Attorney Confrict of Interest-The Use of “Screening” in the Corporate/Securities Setting” ,  

  39 Securities Regulation Law Journal 191-204（2011）. 

いずれも同一の著名な研究者の執筆にかかる利益相反に関する論稿であり、前者は親子会社間の取引における役

員の忠実義務違反該当性とこれに関する法理を分析し、後者は米国の巨大法律事務所において実務上配慮されて

いる利益相反回避のための基準について論じたものである。 

第９回 近時の文献中より、さしあたり、以下の２点を講読することを予定しているが、受講者の状況により、

直近の金融商品取引法規制に関する米国文献への変更があり得る。教材は教場において配布する。 

・Marc I.Steinberg, “Attorney Confrict Dilemmas in Parent-Snbsidiary Related Party Transactions”, 

38 Securities Regulation Law Journal 381-390（2010）. 

・Marc I.Steinberg, “Attorney Confrict of Interest-The Use of “Screening” in the Corporate/Securities Setting” ,  

  39 Securities Regulation Law Journal 191-204（2011）. 

いずれも同一の著名な研究者の執筆にかかる利益相反に関する論稿であり、前者は親子会社間の取引における役

員の忠実義務違反該当性とこれに関する法理を分析し、後者は米国の巨大法律事務所において実務上配慮されて

いる利益相反回避のための基準について論じたものである。 

第１０回 近時の文献中より、さしあたり、以下の２点を講読することを予定しているが、受講者の状況により、

直近の金融商品取引法規制に関する米国文献への変更があり得る。教材は教場において配布する。 

・Marc I.Steinberg, “Attorney Confrict Dilemmas in Parent-Snbsidiary Related Party Transactions”, 

38 Securities Regulation Law Journal 381-390（2010）. 

・Marc I.Stei 

第１１回 近時の文献中より、さしあたり、以下の２点を講読することを予定しているが、受講者の状況により、

直近の金融商品取引法規制に関する米国文献への変更があり得る。教材は教場において配布する。 



・Marc I.Steinberg, “Attorney Confrict Dilemmas in Parent-Snbsidiary Related Party Transactions”, 

38 Securities Regulation Law Journal 381-390（2010）. 

・Marc I.Steinberg, “Attorney Confrict of Interest-The Use of “Screening” in the Corporate/Securities Setting” ,  

  39 Securities Regulation Law Journal 191-204（2011）. 

いずれも同一の著名な研究者の執筆にかかる利益相反に関する論稿であり、前者は親子会社間の取引における役

員の忠実義務違反該当性とこれに関する法理を分析し、後者は米国の巨大法律事務所において実務上配慮されて

いる利益相反回避のための基準について論じたものである。 

第１２回 近時の文献中より、さしあたり、以下の２点を講読することを予定しているが、受講者の状況により、

直近の金融商品取引法規制に関する米国文献への変更があり得る。教材は教場において配布する。 

・Marc I.Steinberg, “Attorney Confrict Dilemmas in Parent-Snbsidiary Related Party Transactions”, 

38 Securities Regulation Law Journal 381-390（2010）. 

・Marc I.Steinberg, “Attorney Confrict of Interest-The Use of “Screening” in the Corporate/Securities Setting” ,  

  39 Securities Regulation Law Journal 191-204（2011）. 

いずれも同一の著名な研究者の執筆にかかる利益相反に関する論稿であり、前者は親子会社間の取引における役

員の忠実義務違反該当性とこれに関する法理を分析し、後者は米国の巨大法律事務所において実務上配慮されて

いる利益相反回避のための基準について論じたものである。 

第１３回 近時の文献中より、さしあたり、以下の２点を講読することを予定しているが、受講者の状況により、

直近の金融商品取引法規制に関する米国文献への変更があり得る。教材は教場において配布する。 

・Marc I.Steinberg, “Attorney Confrict Dilemmas in Parent-Snbsidiary Related Party Transactions”, 

38 Securities Regulation Law Journal 381-390（2010）. 

・Marc I.Steinberg, “Attorney Confrict of Interest-The Use of “Screening” in the Corporate/Securities Setting” ,  

  39 Securities Regulation Law Journal 191-204（2011）. 

いずれも同一の著名な研究者の執筆にかかる利益相反に関する論稿であり、前者は親子会社間の取引における役

員の忠実義務違反該当性とこれに関する法理を分析し、後者は米国の巨大法律事務所において実務上配慮されて

いる利益相反回避のための基準について論じたものである。 

第１４回 近時の文献中より、さしあたり、以下の２点を講読することを予定しているが、受講者の状況により、

直近の金融商品取引法規制に関する米国文献への変更があり得る。教材は教場において配布する。 

・Marc I.Steinberg, “Attorney Confrict Dilemmas in Parent-Snbsidiary Related Party Transactions”, 

38 Securities Regulation Law Journal 381-390（2010）. 

・Marc I.Steinberg, “Attorney Confrict of Interest-The Use of “Screening” in the Corporate/Securities Setting” ,  

  39 Securities Regulation Law Journal 191-204（2011）. 

いずれも同一の著名な研究者の執筆にかかる利益相反に関する論稿であり、前者は親子会社間の取引における役

員の忠実義務違反該当性とこれに関する法理を分析し、後者は米国の巨大法律事務所において実務上配慮されて

いる利益相反回避のための基準について論じたものである。 

第１５回 近時の文献中より、さしあたり、以下の２点を講読することを予定しているが、受講者の状況により、

直近の金融商品取引法規制に関する米国文献への変更があり得る。教材は教場において配布する。 

・Marc I.Steinberg, “Attorney Confrict Dilemmas in Parent-Snbsidiary Related Party Transactions”, 

38 Securities Regulation Law Journal 381-390（2010）. 

・Marc I.Stei 

＜教科書＞ 

授業内で適宜指示する 

＜参考書＞ 

授業内で適宜指示する 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

リーガル・クリニック 吉木聡一 2・3 選必 前期・後期 2 

■講義内容■ 

第一東京弁護士会の支援する都市型公設事務所である「弁護士法人渋谷シビック法律事務所」の法律相談に立

会い，生の事例をもとに具体的事件についての対応について学びます。 

相談後，相手方に対して，内容証明を出すのか，電話をするのか，いきなり訴訟をするのか調停の申立てをす

るのか，事案を分析し，取るべき手段についても検討します。 

事案の分析，検討の際には，法的知識の確認や基礎的判例や学説の検討等を行います。 

また，実際の事件記録を題材として，弁護士や裁判官等が事件の過程の中で実際にどのように考えて実務を行

っているのか想像してもらい，実務を追体験できるような授業を行う予定です。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

リーガル・クリニックは，法律に関する理論と実務の橋渡しの場です。 

法曹の仕事が生きた人間を相手にするものであることを再確認し，これまでに法科大学院で学んだ知識がどのよ

うに実務に活かされているのか体感してもらいたいと考えています。 

また，通知書面や訴状，答弁書等の作成を通じ，法文書作成の基礎を習得するとともに，討論を通じて実務感覚

を養います。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とします。 

＜履修の前提＞ 

「法律情報Ⅰ又はⅡ」，「法曹倫理」及び「ローヤリング」を必ず履修してください。 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習復習合わせて３０分程度を目安とします。 

＜科目の内容＞ 

第１回 具体的相談事案の有無等により予定を変更する場合があります。 

したがって，以下の科目内容はあくまで目安です。 

事件の受任・法律相談 

第２回 通知書面の作成 

第３回 債務整理の実務 

第４回 訴状の作成 

第５回 被疑者弁護の実務 

第６回 答弁書・準備書面の作成 

第７回 保釈請求書の作成 

第８回 専門訴訟の実務 

第９回 弁論要旨の作成 

第１０回 後見・財産管理の実務 

第１１回 民事執行の実務 

第１２回 尋問事項の作成 

第１３回 裁判所等施設見学 

簡裁（民事），家裁，地裁（刑事）の法廷傍聴 

第１４回 証人尋問・被告人質問等（刑事事件，民事事件の尋問等傍聴，事案の検討） 

第１５回 証人尋問・本人尋問等（民事事件の尋問等傍聴，事案の検討） 

＜教科書＞ 

授業内で適宜指示する 

＜参考書＞ 

授業内で適宜指示する 



 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

民事訴訟法特別演習 小松良正 2 必 後期 2 

■講義内容■ 

この演習は､ 主として民事訴訟法上の重要な基本的争点についての裁判所の判例を使用して、重要な民事訴訟

法上の諸原則を理解することを目的としたものである｡演習の方法としては､あらかじめこれらの判例（または具

体的設例）を十分に予習し､ この判例の事実関係､ 法律上の争点､その争点に関する法律上の解釈（法的推論）、

及び規範への事実の当てはめによる結論を、質疑・応答形式で実施する。あわせて、実務教育への導入をも考慮

し、各種民事訴訟法上のテーマに関連した初歩的な実務上の問題についても触れることとしたい｡ なお、毎回、

まとめのレジュメを配布する予定である。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

この演習では､ 民事訴訟法上の重要な原則 ･ 理論（訴訟物理論､ 訴訟行為論､ 弁論主義､ 立証責任論､ 判決効

論等）を､ 抽象的に教えるのではなく､ 実際に裁判において問題となった具体的事例（判例等）を通して､ 具体

的事実に即して理解することを目的とする｡ また､ 民事保全や民事執行についても､ 入門的な役割を果たすも

のとしたい｡ そして､ これらのテーマについて､ 質疑 ･ 応答形式による演習を実施する｡ また､ この演習は､2

年次の法律実務基礎演習への導入をも兼ねるようにするとの配慮から､ 各テーマに関連した基本的な実務上の

問題（要件事実論）についても取り上げたいと考えている｡ 

＜到達目標＞ 

TKC 掲示の「法律基本科目各科目到達目標」による。 

＜履修の前提＞ 

既修２年次生は「民事訴訟法」の事前修得を推奨する。 

＜予・復習に要する時間＞ 

毎回予習 90 分、復習 60 分程度を要する。 

＜科目の内容＞ 

第１回 確認の利益 

この回では、民事訴訟における訴訟要件の一つである「訴えの利益」のうち、特に確認の訴えにおいて問題とな

る「確認の利益」の意義及びその必要性、確認の利益の有無の判断基準を検討するとともに、遺言者生存中にお

ける遺言無効確認の訴えの適法性の問題等を中心に考察する。 

第２回 訴訟物の範囲 

この回では、民事訴訟における訴訟物概念の意義及び役割、旧訴訟物理論と新訴訟物理論、訴訟物と既判力の客

観的範囲の問題、既判力の作用形態等の問題を具体的な判例を通して検討する。 

第３回 一部請求 

この回では、一部請求の意義とその必要性、一部請求後の残部請求の可否に関する判例・学説の検討を行うとと

もに、一部請求訴訟が提起された場合の過失相殺の問題についても検討する。 

第４回 二重起訴の禁止 

この回では、二重起訴禁止の原則の意義、趣旨及びその要件について検討するとともに、相殺の抗弁と二重起訴

の問題、すなわち同一債権に関する別訴先行型と抗弁先行型の事例の問題点を検討し、また別訴先行型の類型で

別訴が一部請求の事例をも検討する。 

第５回 弁論主義 

この回では、弁論主義の意義及びその根拠（特に不意打ち防止の必要性）、弁論主義の 3 原則（テーゼ）につい

て検討するとともに、所有権喪失に関する事実、代理による契約の成立の認定、間接事実の認定等の問題を判例

を通して検討する。 

第６回 一般条項についての主張・立証＋釈明権 

この回では、過失、正当事由、権利濫用、公序良俗等の一般条項と弁論主義の関係、すなわちこれらの一般条項

については何が主要事実かを検討するとともに、弁論主義の補充としての裁判所の釈明権の意義を検討し、消極

釈明と積極釈明、釈明義務違反と上告理由等の問題を検討する。 



第７回 争点効 

この回では、いわゆる判決理由中の判断に拘束力を肯定する争点効の意義及びその必要性、争点効が認められる

ための要件、及び判決理由の判断に信義則上の拘束力を認める考え方を検討し、この問題に関する判例理論の展

開を考察する。 

第８回 基準時後の形成権の行使 

この回では、判決の重要な効力の一つである既判力の時的限界（既判力の基準時）の意義およびその根拠を検討

するとともに、訴訟上特に問題となる基準時後の取消権や相殺権、建物買取請求権等の形成権行使の可否につい

て検討する。 

第９回 既判力の主観的範囲 

この回では、既判力の主観的範囲の問題、特に口頭弁論終結後の承継人に関する「承継」の意義、請求権の属性

と承継人の範囲、形式説と実質説、及び既判力の拡張と執行力の拡張との相違等について検討するとともに、請

求目的物所持者の概念の意義及び範囲等について検討する。 

第１０回 判決の反射的効力 

この回では、判決の特殊な効力の一つとして議論されている判決の反射的効力（反射効）の意義、その法的性質、

判決の既判力の本質論との関係、判決効拡張の前提としての手続保障との関係について検討する。 

第１１回 通常共同訴訟 

この回では、共同訴訟形態の一つである通常共同訴訟の意義、及び共同訴訟人独立の原則の意義及びこの原則の

問題点を検討するとともに、その修正原理としての当然の補助参加理論、主張共通の原則、及び準必要的共同訴

訟の理論を検討する。 

第１２回 固有必要的共同訴訟 

この回では、必要的共同訴訟形態の一つである固有必要的共同訴訟の意義、審理原則について検討するとともに、

共有関係訴訟（原告側が共有者の場合と被告側が共有者の場合）や入会関係訴訟との関係等について検討する。 

第１３回 補助参加 

この回では、訴訟参加形態の一つである補助参加制度について、補助参加の要件としての補助参加の利益、補助

参加人のなしうる訴訟行為の範囲、及び補助参加の効果としての参加的効力等の問題について検討する。 

第１４回 訴訟告知 

この回では、訴訟告知制度の意義及び訴訟告知を行うために必要とされる要件（参加することができる第三者の

意義）、及び訴訟告知による参加的効力発生のための要件等の問題を検討する。 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

①長谷部他編著・ケースブック民事訴訟法〔４版〕（弘文堂） 

②三木ほか著・リーガルクエスト民事訴訟法〔３版〕（有斐閣）、 

③和田吉弘・基礎からわかる民事訴訟法（商事法務）、 

④民事訴訟法判例百選〔５版〕（有斐閣） 

上記のうち、②と③については、いずれか一方を用意すること。 

＜参考書＞ 

①高橋宏志・重点講義民事訴訟法〔第２版補訂版〕（上）・（下）（有斐閣）、 

②藤田・講義民事訴訟〔３版〕（東大出版会）、 

③伊藤 眞・民事訴訟法（有斐閣） 

④中野他著・新民事訴訟法講義（有斐閣） 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

ローヤリング 宮田桂子 2 選必 前期・後期 2 

■講義内容■ 

法曹、特に弁護士が法律業務を通じて果たす役割の意義、これに必要となる基本的なスキルの習得を行う。そ

のために、法律相談業務の基本的なスキル、法律文章の検討・作成・話し合いや交渉における基本的なスキル等

を学習してもらう。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

１年次及び２年次において履修または履修中の民事系、刑事系法律科目の理解を前提に、理解習得した法理論を

具体化し、活用させるための応用力を養う。その方法として、民事については、現実に問題となった事案を下敷

きにした設問等を素材にしながら、法律文書、和解文書、遺言書等の作成や問題点の検討、さらに模擬法律相談

や交渉を通じて法曹としてのコミュニケーション及び交渉力の基本的ポイントの理解と獲得を行う。刑事につい

ては、事案を準備し、接見や取調、公判手続をいかに進めるかをみていく。この講義を通じて、３年次に開講す

るリーガルクリニックのための先行的学修となることも目的とする。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

特になし。 

＜予・復習に要する時間＞ 

双方向性の授業、グループワークを行うので、事前に資料を読み、具体的事案の把握・検討をしてくること。事

前検討は他の履修者と一緒に行ってもよい。事案に関する法的問題を理解していれば予習に１時間かからないか

もしれないが、その点についての調査が必要になると 2～3 時間が必要となるかもしれない。復習については、

法的問題を中心に必要に応じて行うこと。 

＜科目の内容＞ 

第１回 契約書の検討 

第１回では、ロイヤリングの講義を行う意味や、法曹の資質や職務についての概括的な説明の後、基本的な契約

書の検討を行う。各回には契約書の検討をする。 

第２回 契約書の検討 

基本的な契約書の検討を行う。各回には契約書の検討をする。 

第３回 契約書の検討 

基本的な契約書の検討を行う。各回には契約書の検討をする。 

第４回 契約書の検討 

基本的な契約書の検討を行う。各回には契約書の検討をする。 

第５回 法律文章の作成 

依頼者の意図を正確に理解し、契約書、遺言書や内容証明書の意義を理解し、依頼者の利益を擁護できるよう法

律文書を作成する。 

第６回 法律文章の作成 

依頼者の意図を正確に理解し、契約書、遺言書や内容証明書の意義を理解し、依頼者の利益を擁護できるよう法

律文書を作成する。 

第７回 法律文章の作成 

依頼者の意図を正確に理解し、契約書、遺言書や内容証明書の意義を理解し、依頼者の利益を擁護できるよう法

律文書を作成する。 

第８回 法律相談 

依頼者の相談を受ける際の基本的なスキル、相談を受けた場合の対応、方針決定等の基本的なポイントを習得す

る。 

第９回 法律相談 



依頼者の相談を受ける際の基本的なスキル、相談を受けた場合の対応、方針決定等の基本的なポイントを習得す

る。 

第１０回 示談・和解交渉 

依頼者からの相談内容をふまえて、話し合いによってどのように事案を解決すればよいか、双方の立場からの議

論を通して理解を深める。 

第１１回 模擬取調、模擬接見 

刑事事件について、捜査段階において問題となる事項について、ロールプレイを通じて学習する。 

第１２回 台本のある模擬裁判 

裁判傍聴の機会がないことから、台本のある模擬裁判を通じて、刑事裁判手続がどう進のかを検討し、訴訟にお

ける異議等についても検討していく。 

第１３回 台本ある模擬裁判についての検討 

第１４回 台本のある模擬裁判についての検討。 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

授業内で適宜指示する 

＜参考書＞ 

授業内で適宜指示する 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

民事裁判演習 柴谷 晃 3 選必 前期 2 

■講義内容■ 

具体的な訴訟事例を題材にし、主張整理、準備書面の作成、証拠の収集方法の検討、人証の尋問事項書の作成

等の作業を行い、これにより、訴訟代理人の訴訟活動を疑似体験させる。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

本講義は､ 訴訟実務基礎論の発展科目として位置付けられる｡ すなわち､ 訴訟実務基礎論において修得した要

件事実論及び事実認定論の基礎的理解並びに民事訴訟実務の一般的理解を発展させ､ より実務に即した応用能

力を修得させることを主たる目的とする。 

本講義では、訴訟代理人としての書面作成等の作業を通じ、要件事実論及び事実認定論の理解を完成させ、現実

の実務活動においてこれを駆使できる能力を身につけさせようとするものである。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

原則として、民事訴訟実務基礎論を履修済みであること。 

なお、受講生の個別事情(例えば、他校で同一科目を履修済みであるなど）を勘案して例外を認めることがあ

る。例外的扱いを希望する者は、履修登録までに担当教員まで申し出て許可を得ること。 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習１～２時間位 

＜科目の内容＞ 

第１回 建物明渡請求訴訟を題材として、所有権喪失抗弁と占有権原の抗弁の関係、虚偽表示の構造論、偽装離

婚の効力などを検討する。 

第２回 建物収去土地明渡請求訴訟及び建物退去土地明渡請求訴訟を題材として、それぞれの請求の訴訟物、請

求原因の要件事実、目的物の使用不能と賃料請求の関係などを検討する。 

第３回 抵当権設定登記抹消登記請求訴訟を題材として、これと抹消に代わる承諾請求との関係、登記保持権原

の抗弁などを検討する。 

第４回 建物収去土地明渡請求訴訟を題材として、占有正権原としての所有権の主張、主張共通原則、共同訴訟

人間の主張共通原則などを検討する。 

第５回 建物収去土地明渡請求訴訟を題材として、物権的建物収去土地明渡請求の義務者と被告適格者、挙証者

が文書を所持しない場合の書証申出の方法、文書の写しの証拠力などを検討する。 

第６回 建物明渡請求訴訟を題材として、債権者代位訴訟の構造、債権的建物明渡請求と物権的建物明渡請求の

要件事実の違いなどを検討する。 

第７回 債権者代位権の行使による所有権移転登記手続訴訟を題材として、債権者代位訴訟における被代位債権

の消滅時効の援用権者、登記請求訴訟の訴訟物、確定判決のある前訴と関連する後訴が信義則違反といえる場合

などを検討する。 

第８回 建物明渡及び使用損害金請求訴訟を題材として、賃貸目的不動産の所有権が移転したケースにおいて、

対抗要件の具備の事実の実体法上の意義（如何なる法的効果をもたらすか）及びその訴訟上の意義（ブロックダ

イアグラム上のどこに位置付けられるか）などを検討する。 

第９回 賃料請求訴訟を題材として、不動産転貸借において転貸人の地位が移転したケースについて、賃貸目的

不動産の所有権移転に伴う賃貸人の地位の移転のケースと比較しながら要件・効果の異同などを検討する。 

第１０回 所有権移転登記手続訴訟を題材として、譲渡担保設定者の受戻しを巡る法律関係、仮執行宣言の可否な

どを検討するものである。 

第１１回 売買目的不動産の引渡請求訴訟を題材として、民法１１０条の表見代理の要件事実、有権代理と各種の

表見代理の論理的関係、自白の撤回（及び、これに関連して、主要事実と間接事実の区別）などを検討する。 

 



第１２回 損害賠償請求訴訟を題材として、契約締結上の過失の法的構成と要件事実、これに基づく損害賠償の範

囲、過失相殺の要件事実などを検討する。 

第１３回 債務不存在確認訴訟を題材として、同訴訟における「請求原因」の意義、同時審判申出の要件と効果、

第２順位の譲渡担保権者がある場合の清算金支払請求権者などを検討する。 

第１４回 債務不存在確認訴訟を題材として、そのブロックダイアグラム、保証人のした保証債務の一部弁済によ

る主債務の消滅時効の中断効などを検討する。 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

受講生各自が使用している民事訴訟法及び要件事実論の教科書でよい。 

＜参考書＞ 

受講生各自が使用している民事訴訟法及び要件事実論の参考書でよい。 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 



科目名 担当者名 配当 期 単位 

刑事裁判演習 宮田 桂子・福崎 伸一郎 3 選必 前期 2 

■講義内容■ 

具体的な事案をもとに、刑事訴訟をいかに進めていくかについて疑似体験を通じて学習する。いかに主張を組

み立て、証拠を提出していくのか、証拠採用をどのように行うのか、交互尋問をどのように実施すればよいか、

事実認定についての基本的な考え方などについて、検察官、弁護人、裁判官の各役割を与えて対応を学ばせる。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

「刑事訴訟実務基礎論」を発展させ、そこで習得した尋問技術や事実認定の基礎的な考え方などを、具体的な手

続きに当てはめていく作業によって、刑法及び刑事訴訟法で学んだことがらを実務に応用できるものとする。本

講義では、実際の事件記録を加工した記録教材をもとにして、検察官、弁護人、裁判官の各役割を与え、捜査段

階から公判、判決に至るまで、法曹３者がどのように関与して手続きが進められているかを疑似体験することで、

実務において法的知識を駆使できる能力を身につけさせるものである。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

特になし。ただし、刑事実務基礎論の受講を前提に講義を進行する。 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習６０～１８０分程度、復習６０分程度を要する。 

＜科目の内容＞ 

第１回 非裁判員裁判（職務質問、所持品検査等が問題となる覚せい剤事件） 

記録の見方、職務質問や所持品検査に関する基本的な考え方をもとに、どう当てはめていくかを検討する。 

第２回 非裁判員裁判（職務質問、所持品検査等が問題となる覚せい剤事件） 

検察官、弁護人のそれぞれの立場で、事案をどうみていくのかを検討する。 

第３回 非裁判員裁判（職務質問、所持品検査等が問題となる覚せい剤事件） 

最終的に本件についてどのように考えるべきかを検討する。違法収集証拠をどう考えるかについても復習した

い。 

第４回 非裁判員裁判（窃盗事件） 

被告人が否認している事件で、本件の間接事実から被告人の罪責を認め得るかを検討する。前提として、直接事

実を推認する間接事実、間接事実を推認させる間接事実、強い間接事実、弱い間接事実等について検討する。 

第５回 非裁判員裁判（窃盗事件） 

被告人が否認している事件で、本件の間接事実から被告人の罪責を認め得るかを検討する。 

第６回 非裁判員裁判（窃盗事件） 

被告人が否認している事件で、本件の間接事実から被告人の罪責を認め得るかを検討する。 

第７回 裁判員裁判事件（殺人未遂事件） 

殺意とは何かを検討する。捜査記録をまずは検討する。 

第８回 裁判員裁判事件（殺人未遂事件） 

公判前整理手続きに関する記録を検討する。とくに、弁護人の活動はこれで足りたのかについて検討する。 

第９回 裁判員裁判事件（殺人未遂事件） 

公判記録を検討する。可能であれば記録を台本として法廷教室で記録の場面の再現をしてみたい。 

第１０回 裁判員裁判事件（殺人未遂事件） 

公判記録の裁判についての批判的検討を行いつつ、本件での殺意の認定について検討する。 

第１１回 裁判員裁判事件（強盗殺人事件） 

いわゆる死体なき殺人事件について、罪体説と実質説から事件記録を検討する。 

第１２回 裁判員裁判事件（強盗殺人事件） 

いわゆる死体なき殺人事件について、検察官はどの証拠を提出するのか、弁護人としてはどのように対応するか



を検討する。 

第１３回 裁判員裁判事件（強盗殺人事件） 

いわゆる死体なき殺人事件について、本件で強盗殺人の事実を認定し得るのかどうかを検討する。 

第１４回 まとめ 

４件の事件を通じ、事実認定のあり方等について再度検討する（前の事件が押した場合には、最後の事件につい

て取り扱うことになる可能性がある） 

第１５回 定期試験 

＜教科書＞ 

いわゆる「白表紙記録」を使用する 

所持品検査等の問題について⇒法務省法務総合研究所編「事件記録教材（第４号 覚せい剤取締法違反被疑事

件）」法曹会 １７１４円 

窃盗について⇒司法研修所編「刑事裁判記録教材（窃盗等被告事件）」法曹会 1153 円 

殺人未遂について⇒法務省法務総合研究所編「裁判員裁判記録教材（第 2 号 殺人未遂事件）」法曹会 2778 円 

強盗殺人について⇒法務総合研修所編「事件記録教材（第 8 号 強盗殺人被疑事件）」法曹会 1476 円 

＜参考書＞ 

授業内で適宜指示する 

 

※教員の判断により、Google Meet 等によるリモート授業が実施されることがありますので、対応できるよう準

備をしておいてください。 

 

  



科目名 担当者名 配当 期 単位 

エクスターンシップ 

青野 博之・臼木  豊 

小松 良正・趙  元済 

對馬 直紀・日笠 完治 

松本 英俊・若林亜理砂 

土居 俊平・藤田 真樹 

2・3 選必 
前期・後期 

（集中） 
2 

■講義内容■ 

主として、法律事務所における実務研修を行う。協力法律事務所に法科大学院学生を受け入れてもらい、指導

弁護士の指導のもと、文献調査、判例検索、資料作成・整理、依頼者との面談、面談後の法文書作成、準備書面・

契約書等の素材を用いた指導、法廷活動への立会い等法律事務所以外での業務の同道、といった法律事務所にお

ける法律業務の一端に参加し、指導を受ける。平日 10 日間、一日 8 時間（昼休みを含む）の研修を標準とする。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

法律事務所における実務研修として、協力法律事務所に法科大学院の学生を受け入れてもらい、指導弁護士に

よる指導のもと、法律業務の遂行に必要な基礎的・補助的業務の一部を分担しながら、法律業務の一端に触れる

と同時に、指導弁護士等との交流を通して、法科大学院学生の人格陶冶とともに、法曹としての自覚と意識の涵

養を行い、さらには学修への意欲の向上をはかる。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

12 頁参照のこと。 

＜予・復習に要する時間＞ 

予習についてはとくになし。復習については３～４時間とする。 

＜科目の内容＞ 

（1）実務研修の開始前 

受講者は、本法科大学院の担当教員からエクスターンシップの研修内容や守秘義務等について指導を受け、受

講生、担当教員、受け入れ法律事務所の指導弁護士の三者間で研修内容について事前の打ち合わせを行う。 

なお、受講者 1 名につき 1 名の担当教員及び 1 つの受け入れ法律事務所が割り当てられる。 

（2）実務研修 

平日 10 日間、一日 8 時間、受講者は、受け入れ法律事務所において、指導弁護士の指導を受けて実務研修を

行う。実務研修は「エクスターンシップ・ガイドライン」（第一東京弁護士会法科大学院検討委員会の作成）に

従って行われる。主な研修内容は、①法廷傍聴、②弁論準備手続への同席、③民事事件記録の閲覧、④法律相談・

依頼者との打合せへの同席、⑤法律・判例の調査、⑥事件の概要や論点のメモ、内容証明、訴訟提出書面等の起

案である。 

受講者は、実務研修の期間中、毎日、研修内容を詳細に記録した研修日誌を作成しなければならない。また、

研修期間中に作成した法律文書等は、個人名・固有名詞等を抹消したうえ保存しておくことが求められる。 

（3）実務研修の終了後 

受け入れ法律事務所における実務研修の修了後、受講者は、上記の研修日誌及び法律文書等を本法科大学院の

担当教員に提出し、研修内容の確認と反省を行う。 

  



科目名 担当者名 配当 期 単位 

研究論文指導 

青野 博之・上杉 雅央 

臼木  豊・小松 良正 

趙  元済・對馬 直紀 

春田  博・日笠 完治 

松本 英俊・若林亜理砂 

土居 俊平・藤田 真樹 

3 選 前期・後期 2 

■講義内容■ 

法曹実務家のみならず、法科大学院教員、大学学部教員など、研究者となることを進路の 1 つに考え、大学院

法学研究科博士課程への進学を希望する学生のため、大学院法学研究科修士課程における修士論文に相当する、

研究論文（リサーチペーパー：特定課題研究）の作成を指導する。 

受講者の希望専攻分野を踏まえ、各自に研究論文のテーマを設定し、その作成に必要な、判例研究、内外の関

連文献の調査・研究、論文執筆における随時の個別指導、などをおこなう。 

■シラバス■ 

＜科目のねらい＞ 

法科大学院に要請されていることは、優秀な法曹の輩出だけではない。法曹教育を担う法科大学院制度を支え

る、次代の法科大学院教員、研究者を養成することも、その 1 つである。理論と実務の架橋を念頭においた法科

大学院において学修研鑽を積み、新司法試験に合格したのち、法曹実務に進んで社会の中で起こる現実の法律事

件の解決に働くことはもとより有意義であるが、後進の育成のために教壇に立ち学生の勉学を指導することも、

同じく重要な社会貢献といえる。 

本科目は、そのような趣旨から、研究者への進路をも念頭に置いている学生のため、研究者となるために必要

な諸能力の育成涵養を図り、大学院法学研究科博士課程への進学のための研究論文作成を指導するものである。 

なお、研究者への進路をも視野に入れている学生は、本科目だけでなく、「外国法」や「外書講読」も履修す

ることが望ましい。 

＜到達目標＞ 

「科目のねらい」の達成を到達目標とする。 

＜履修の前提＞ 

特になし 

＜予・復習に要する時間＞ 

予・復習とも３～４時間とする。 

＜科目の内容＞ 

学生の希望専攻分野、設定テーマなどにより、指導の方法・内容は個々に異なりうるが、おおむね以下のよう

な指導をおこなう。 

（1） 判例研究、判例評釈 

設定テーマに関連する諸判例の研究、判例評釈（新判例につき、従来の判例や学説との関係での、当該判

例の意義、位置づけ、射程範囲などを考察し、それを文章執筆する）をおこない、研究論文作成の基礎能力

を養う。 

  （2） 文献研究 

設定テーマに関して、既存の内外の文献を調査研究し、従来の学説・判例の問題点などを考察し、当該研

究論文が新たな主張を提示するための、骨子を構築する。 

（3） 論文執筆作成指導 

以上を踏まえて、設定テーマにつき、従来の判例・学説を分析し、その問題点を指摘し、より良い解釈論・

立法論などの観点から新たな提言・主張をする内容の、論文作成をする。教員は、学生の当該論文の執筆作

成にあたり、内容構成、文章表現、論拠、出典などにつき、大学院法学研究科博士課程への進学を可能とす

る水準に達するものとなるべく、随時必要な指導をおこなう。 

 

 


