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法科大 院構想と法社 育
1)

棚瀨孝雄*

一.　問題の所在

現在、日本では、 法科大 院の設置に向けて大方のコンセンサスができつつある。 この構

想は、 これまでの大 が、 來法曹になる者に して十分な法 育を行い得ていないという

反省から出 したものである。 そこには、 合格者椊が しく制限された司法試 があり、 法曹

志望の 生が予備校に依存して受 準備をするために、 大 としてむしろ 育したくても出來な

かったという面が大きいが、 同時に、 大 自体も、 法 務を取り く 社 の動向に無 心

で、 カリキュラムや 育方法の改善など、 法曹になる者に に必要な 育を提供していこうとす

る意欲に欠けていたという面もある。 法曹になる者だけを特別に選り分け、 そこに特化した 育を

行うとともに、 その課程修了者には、 特別の受 準備をしなくても法曹資格が与えられるようにす

ることによって、 この二つの問題を同時に解決しようというのが、 その基本的な構想である。

ただ、 問題もいくつか されており、 たとえば最終的な資格授与者の がたとえば2,000といっ

た で制限された場合、 現在の司法試 受 者34,000、 あるいは法 部定員50,000人に

して、 引き き しい選 が行われざるを得ず、 それが法科大 院の入 、 あるいは課程修

了認定の際の競 試 となって、 試 の仕方によっては同じように法 育を 迫する恐れも

ある。1) また、 今でも法 育は過密であり、 そこを思い切って整理しないことには、 現代の法

曹に必要な 育といって、 語 から、 養科目、 先端法 、 さらには 務 育が持ち込まれ

てきた場合、 かりに大 院の2年間を付加したとしても、 生の科目選 が同じように偏ったもの

になる危 もなくはない。 もっとも、 これから辯護士の も えて、 扱う事件や顧客など細分化し

ていけば、 法 育の場でも、 多 なメニュ〡の中から 生は好きなものだけ選んで勉 して

いくようになるのであろうか。

生の勉 は、 いつの時代でも、 社 での価値づけに影響されるものである。 もともと

門大 院構想には、 これまでＯＪＴを重視し、 としてしか大 を見てこなかった企業が、 
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高度な 門知識を身につけた社 人の養成を大 に期待するようになったという変化が背景に

ある。2) とすれば、 われわれももっと自信を持って 生を 育できるのであり、 迎すべきことはい

うまでもない。 と同時に、 その 門大 院が、 これまでの 究を第一義にした大 院への批判

として、 そこにないものを求めてきているという面では、 やはり大 人としてとまどいもある。 究と

育との時間配分はわれわれにとって常に頭の痛い問題であるが、 やはりすぐれた 究を生み

出すことが大 の最大の社 的使命であり、 育も、 基本は、 生がそうした 究者の後ろ

姿を見て、 同じように 問に 心を持つようになることだという信念を持っている者は、 周りを見て

も多い。 この 究中心の大 に、 法曹養成という課題が付加されてきたとき、 時間の配分でも、 

究課題の設定、 評価でも、 これまでの 究志向を妥協させることはないのだろうか。3)

法科大 院構想には、 この他にも、 法曹養成と、 法曹にならない者への一般法 育との

係をどうするかなど、4) 考えなければならない問題が多いが、 法曹の質、 量の充 を図るた

めに、 大 がいかにその責任を果たしうるのかという問題提起そのものはわれわれとしても 摯に

受け止めなければならない。5) 本稿は、 こうした法科大 院をめぐる議論を念頭に置いて、 私

の 攻する法社 という 問が法 務にとっていかに わり、 また法曹養成のための法

育としていかに えられるべきかについて、 考えようとするものである。

まず、 法社 とはどのような 問なのか、 という整理から始めたい。

二.　法社 という 問

定義的にいえば、 法社 は、 義に｢法の 察｣を行う 問である。 二○世紀初めのア

メリカの法 リアリズムは、 当時の支配的な法形式主義を批判して、 法が 際に社 の中でど

のように働くのか、 その現 を踏まえて法の解 を行うべきことを いたが、 この社 の中で働く

法の 察が、 法社 の課題である。

この背景にあるのは、 ロックナ〡事件に見るような、 勞働者の就勞の 態を無視して契約自

由を語るそうした形式的推論に する革新的な法 者からの批判であるが、6) 同時に、 この時

期に一般的になりつつあったプラグマティズムの影響もそこにはある。 ある命題が 理であるの

2) 合田隆史, ｢大 改革と 門大 院構想の課題｣, 司法改革 3号(1999年), 29-32頁。

3) 戒能通厚, ｢法科大 院構想と司法改革の課題｣, 法律時報 72 1号(2000年), 106-111

頁。 大 育と 務家養成との間に一定の距離を置いて、 緊張 係を保つことが必要である

とする。

4) 利谷信義, ｢21世紀への法 育｣, 法律時報  72 1号(2000年), 1-3頁。

5) ｢第二東京辯護士 の提言｣, ジュリスト  1172号(2000年), 179頁以下; 由岐和 , ｢法曹

養成の目的｣, 法律時報 72 1号(2000年), 78-81頁など。

6) このリアリズムの紹介について, M. ホ〡ウィッツ, 樋口範雄 , 現代アメリカ法の歷史(弘文

堂, 1996年),  とくに第6章。
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は、 それを 理と見なすことによって有用な社 的 結が得られるからに他ならないというプラグ

マティズムの哲 は、7) 法も、 一つの道 的 理として、 社 の中で好ましい価値をもたらすが

ゆえに法として妥当するという見方を用意したのである。 この法の持つプラグマティックな価値、 

法の中にある政策を自 的に取り出す方法が｢政策分析｣であり、 義の法社 にその役

割が期待されたのである。

ホ〡ムズが、 ｢二○世紀の法律家は、 史家(先例の探求)ではなくて、 統計 や経

の 門家になるであろう｣と語った予言は、 そのままの形では 現しなかったけれども、 アメリカを

見るかぎり、 政策分析は、 ｢この法理の背後にある政策は․․｣といった表現が一般的に用い

られていることからも分かるように、 完全に法解 の中に定着している。 また、 最近では、 アメ

リカの法 者の中に、 法 の他に、 経 や哲 、 社 の博士号を せ持つ者が えて

きている。8) ロ〡レビュ〡にも、 洗練された法経 的な分析とともに、 現代の社 理論を 使

した法理の批判的 解が多 載されている。 また、 際的な 門 誌も多くある。

こうした法 が隣接科 との接点を く持ち始めたのは、 いうまでもなく、 アメリカ社 で法の

社 的役割がそれだけ大きくなってきたからであるが、 同時に、 法の合理化を求める衝動が

くあることも背景にある。 ポズナ〡は、 ｢コモンロ〡の裁判官は れた経 者である｣として、 コ

モンロ〡の法理がいかに効率性の基準を たすような形で進化してきたかを示そうとしたが、9) そ

の裁判官の経 と勘で行われてきた効率性分析を 問的に洗練させたものが法経 である。 

法の支配は、 その法への支配、 つまり法の 容が理に適ったものであることを求める人々の衝

動を促していくが、 その合理化 力が、 隣接科 を 使した政策分析となって現れるのである。

リアリズムがもたらした法の 察には、 しかし、 もう一つの側面があり、 それもまた法社 の

成立に深く わっている。

それは、 法が法として妥当していく、 そのプロセスの 察である。 法 リアリズムの法形式主

義への批判には、 態を見ない形式的推論の、 コ〡エンの言葉で｢超越論的ナンセンス｣への

批判とともに、10) 法が 際には不可避的な欠欠や不確 性のために閉じた推論が不可能なの

に、 そのことを 蔽して、 法の客 性を取り繕うことへの批判もある。 この法の不確 性を直視

すれば、 際に法として、 当事者に、 あるいは社 に一定の拘束力をもって妥当するものは、 ｢

裁判官が法であると言ったもの｣に他ならず、11) 法の公 的確認の持つ 力性が露わになる。

7) Richard Rorty, “Pragmatism, Davidson and Truth”, in Objectivity, Relativism 

and Truth(Cambridge University press, 1991), pp. 126-150.

8) こうしたアメリカの法 育の変容について、  藤倉皓一 , ｢アメリカにおけるロ〡․スク〡ルの

像｣, 法律時報 72 1号(2000年), 127-131頁。

9) Richard Posner, The Economics of Justice(Harvard University Press, 1981), とく

に, pp. 1-9.

10) Felix Cohen, “Transcendental Nonsense and the Functional Approach”, 

Columbia Law Review 35(1935) pp. 809-849.
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この法が法として妥当していくその出生の秘密を暴くような 察を、 しかし、 再び法の解 に

回 することは困難である。 そこから、 ドゥオ〡キンのようなリアリズムを否定して法の客 性をあ

らためて主張するネオ․フォ〡マリズムも有力に唱えられるのであるが、12) ここでは、 ひとまずそ

の問題を脇に置いて、 このリアリズムの法の 察がどのような 究となって現れるのかということを

見てみたい。

それには二つあって、 一つは｢制度分析｣である。 裁判官の判 いかんが 際に法の生成

に大きな意味を持つとすれば、 当然に、 裁判官のその判 を規定する要因を探ろうとする 究

が行われることになる。 初期には、 裁判官の主 性を直接に規定する、 出身階層や政治イデ

オロギ〡などの 究も行われたが、 やがて、 法が生成する裁判の現場がもっと複 な制度連

の上に成り立っていることが明らかになってきて、 裁判制度全体に 究が がっていったので

ある。 また、 リアリズムの 証主義を徹すれば、 裁判官の法の確認だけで後はそのまま法が妥

当するというのは、 むしろ法の 察としては不徹底である。 際に、 法を当事者のために援用

する辯護士の役割から、 警察や行政の法の執行まで く法が妥当していく過程を追っていく必

要がある。

こうした分析は、 多くの場合、 法の解 というル〡トを通らずに、 直接に法が働くための制度

を 象として、 その働きを高めていくための 的な提言を導くことになる。 もっとも、 規範的な

心が く出過ぎると 証的な 察が弱くなったり、 逆に、 理論的な骨格がしっかりしていないと、 

散漫な事 の集積に終わってしまうといったバランスの問題があって、 究がいつも に結び

つくわけではないが、 政策分析が、 法の支配の深化の中で法の合理化の機能を担ったと同じ

係が、 この制度分析にも当てはまるのである。

法の妥当を 察する法社 のもう一つの分析は、 ｢ 力分析｣である。 裁判による法の公

的確認が、 必然的に裁判官の持つ、 法を宣言し妥当させる 力を含意せざるを得ないとい

う認識は、 リアリズムの一つの重要な理論的 結である。 この法における 力の 見も、 また、 

問としての法社 が解明すべき一連の問題を開示することになった。

｢組織された 制 置｣として法を操作的に定義したのはウェ〡バ〡であり、 また、 近代法そ

のものが、 家の 力行使を法の支配の下に置くことを意図している。 その意味では、 力の

問題は法とともにあったのであるが、 現在では、 それに加えて、 この 家の 力が法という形式

を通して行使される、 その法の中の 力が問題化されているのである。 法の支配の不可欠な道

具立てである法の普遍性、 中立性といった 念も、 批判法 や、 その流れを受けたフェミニズ

11) Oliver wendell Holmes, “The Path of the Law,” in Collected Legal 

Papers(Peter Smith, 1952) pp. 167-202. ｢私が法と呼ぶものは、 裁判所が 際何をする

かについての予言にすぎない｣(p.173. 1897年の講演)。

12) 法には｢唯一正しい答えがある｣というテ〡ゼを出して、 リアリズムに 抗したのである。 深田三

, 法實證主義論爭(法律文化社)1983年)。
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ム法 などにおいて、 この間大きく さぶりをかけられている。 そこでは、 構造主義、 言語

ゲ〡ム、 物語論、 哲 的解 といった現代の 々な社 理論が、 こうした法の中に んで

いる 力を表に出し、 その作用を微細に解明するために使われている。

こうした分析が意図するものは、 今妥当する法の 神秘化であり、 法が自明なものとして通

用している、 まさにその背後にあって法を自明化しているものを可視化して、 われわれに法を疑う

ことを可能にしようとするのである。 その意味では、 それは、 裁判をはじめ、 法の中心にあって法

を有意味な社 的規律に仕立て上げようとする法律家の みをずらしていくものであって、 政策

分析や制度分析のように、 道具としての法をより合理的な、 機能的なものにしていこうとする試み

とは違っている。 しかし、 この一般にポストモダンと称される分析も、 法を含めて近代の社

置を可能にしていた認識の道具立てを疑うという点では、 たしかに 近代的であるが、 同時に、 

高度に自明で、 一見不変に見える法をも、 ｢別 であり得るもの｣として反省的に 象化すると

いう点では、 今あるものにたえず批判的な吟味を加え、 よりよいものを取得していこうとする近代の

衝動は、 むしろいっそう徹底した形で受け継がれているともいえるのである。

三.　法 育の中の法社

それでは、 この法社 は、 大 の法 育の中でいかに えられるべきであろうか。 そこ

にはどんな困難があり、 どんな工夫が可能なのだろうか。

裁判官であれ、 辯護士であれ、 法 務家になるためには、 何よりも今ある法を知り、 それを

自由に使えるようにならなければならない。 この法の知識を 習し、 その操作に習熟することが、 

いうまでもなく 定法 育であり、 法の不確 性も、 このレベルの 習では、 、 判例の

立という形で、 それぞれ法の体系のしかるべき場所に整理して置かれている。 さらに、 法が規律

する社 の 態、 あるいは法が行う 立利益の間の線引きなども、 どこまで具体的に踏み込む

かは、 える者の志向や、 生の習熟度に応じて 々であろうが、 この過程で えられること

になる。 その意味で、 法社 の政策分析は、 定法 の中に一部組み込まれて、 生に

も 育されているといってよい。

ただ、 同じ政策分析でも、 こうした 定法の講義の中に組み込まれたものが表面的な知識に

留まることは、 時間的な制約からいっても当然である。 可能ならば、 象を絞って、 生が自

ら政策分析を行えるまで持っていくことができたら、 理解は深まるし、 務家になってからも、 社

の 態に して法を考えられるようになるであろう。 何の例でもよいが、 今問題になっている

童虐待を取れば、 心理療法やケ〡スワ〡クの入門的な勉 をしつつ、 係者からのヒアリング

を行ったりして 態を把握し、 そこから現行法の運用、 解 を批判的に吟味するといったセミ

ナ〡などが組織できれば、 政策分析を生きた形で 習できるであろう。 もちろん経 取引を素
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材としても同じことがいえる。

法社 でも、 講義ではこのレベルでの 育は困難である。 どうしても汎用性のある知識を

体系的に 習させるということが講義では不可欠であって、 政策分析についていえば、 法の形

式性の要請が、 社 的な 態を踏まえて法を思考することを困難にするという法的推論の問題

から始めて、 政策分析を自 的に行うための方法論まで一般的に えることになる。 ただ、 京

大では法情報論の講義を別に えていて、 証言の心理 や、 陪審 究、 刑罰の抑止効果、 

訴訟による政策形成など、 回具体的なテ〡マを取り上げ、 外の 証 究を 際に示した

上で、 そこでの 計 法や、 仮 の 定など、 生に統計的な手法を修得してもらうように

している。 デ〡タの分析自体はコンピュ〡タで簡 にできるが、 それを んで、 理解することは

際には容易でなく、 ｢統計リタラシ〡｣を法 部生にも持ってもらいたいというのが狙いである。

これに し、 制度分析は、 司法制度論、 辯護士論、 あるいは裁判外紛 理、 行政法

執行の問題など、 法社 的な 究が豊富にあるところであり、 法社 の講義の中でも中

心的な部分を占めている。 現在の司法改革の議論においても、 問としての法社 が、 ど

のようにその固有の方法論を持って、 この複 な政策的課題に取り組みために必要な分析を提

供できるかが問われている。 辯護士、 裁判官、 そして法 育を受けた一般社 人が同じよ

うにこの問題に 言していくときにも、 は制度分析を自ら行っていくことになるが、 法社 の

受講がどこかでそうした 的な判 に資することを、 育という面では期待して講義が行われ

ているのである。

この制度のあり方への 的 言は、 司法改革が議論されているときだけに限られるわけで

はない。 際、 辯護士 も、 後一貫して、 司法制度の批判的 討と、 自らの辯護士業務

の反省を、 の恒常的な活動として行ってきている。 務家自身、 そして 定法の 究者も、 

それぞれ 務経 や、 その法領域に特有の問題意識から制度分析を行っていて、 法社

者だけがこの問題への特 的な 言 を持っているわけではもちろんないが、 隣接社 科 の

成果を援用し、 自の理論的 究も蓄えてきている法社 は、 この 問の自由市場におい

ても、 引き き付加価値の高い知識を産出していくと思われる。

力分析も、 私の法社 の講義の中では重要な部分を占めるが、 その法 務との わり

はもう少し屈折している。 批判理論から見れば、 法の解 は、 解 を行う者の主 を消去し、 

解 がその中で行われる自明な世界を忘却することによって、 その法としての通用性を確保して

いる。 この消去、 あるいは忘却を指摘して法の妥当を問題化することは、 その意味でこの日常

的な法の を困難にするものであるが、 しかし、 法 務には、 とくに辯護士の積極的な辯論

には、 これまで法 務で、 あるいは社 で常識として通用してきたものを徹底して疑うことによっ

て、 新たな法の展望を切り開くという面も同時にある。 その意味で、 この法の 疑は、 法の

が硬直化し、 アンガ〡の言葉で｢制度的構想力｣を喪失しないためにもむしろ不可欠なことで

ある。13) 力分析は、 そうした法の 疑の作法を えるものとして、 それゆえ法 育の一部を
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なすのである。

四.　最後に

このように法社 は、 來法曹になる 生にとっても、 法 務において必要になる、 よりよ

い法を、 またよりよい制度を構想していくための批判的なパ〡スペクティブを提供する 問として、 

大 の中で、 また 現されるとすれば法科大 院の中でも 育される必要がある。 しかし、 現

問題として、 過密な法 部のカリキュラムの中で法社 の 育を位置づけていくことには困

難も多い。 まだこれから法を ぼうとする者にとって、 メタレベルの反省よりも、 まず法を知り、 使

えるようになるための 定法 育が優先されることは、 ある意味でやむを得ないところがあるから

である。

しかし、 法が、 経 から政治、 社 まであらゆる場面で大きな役割を与えられているアメリカ

社 で、 隣接科 が法 の中に導入され、 活 な 際的 究が行われていることは、 やはり

日本社 でも、 これから法のいっそうの役割 大を展望するとすれば、 參考とされなければなら

ないであろう。 市場の論理、 政治の論理、 生活世界の論理は、 いずれも法の論理と微妙にず

れたものを持っている。 その異質な論理が触れあったところで法の限界も意識され、 また法が反

省されてより適合的な規律も生まれてくるのである。 アメリカでは、 ロ〡スク〡ルに入 する前に

生はこれらの隣接科 を大 で 門科目として んでくるし、 時には博士号まで取ってロ〡ス

ク〡ルに入るなど、 際的 究を進め、 またそれを受講して消化する能力に日本とは決定的な

差がある。14) 日本でも、 このギャップを何らかの形で埋めないことには、 ｢大きな司法｣のさらに

そのインフラとしての法 としては早晩問題が出てこざるを得ないであろう。

的な提言としては 々なものが考えられるが、 基本は、 多 な 際的科目を置いて、 

講義の形式でも、 またセミナ〡の形でも、 生が少しでも多く受講できるような体制を作っていく

ことである。 定法科目の 官、 他 部の 究者、 そして法律に限らない 務家の參加など

も得て、 共同 究のプロジェクトを組んだり、 生のためのジョイント․セミナ〡を行ったりすること

もあり得るであろう。 ただ、 そうしたネットワ〡ク型の組織とともに、 やはりコアには、 際的な

究そのものを自己の 門科目とする 任の 究者が必要である。 そこから生み出される 究が

13) Roberto Unger, “Legal Analysis as Institutional Imagination”, Modern Law 

Review  59(1996) pp. 1-23. この論文を含めて, 批判法 の紹介として, 棚 孝雄, ｢ポスト

現代の法理論｣, 神奈川大學評論 34号(1999年), 101-108頁。

14) この点で、 アメリカ型のロ〡スク〡ルを持ってくるのが、 改革としては一番すっきりする。 ｢ 養科

目｣を今の法 育の中で やすには限界もあるし、 リベラルア〡ツが 養と されると、 少し

修身じみて聞こえる(由岐․前 79頁)。 本文で意味していることは、  門科目としての隣接社

科 の履修である。
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育においても 生に知的刺激を与え、 後に こうとする者が出ることが、 理想としての大

育であろうからである。


