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ウィーン売買条約︵O一ωO︶と法学教育

野

裕

夫

−第七回ウィレム・C・ヴィス模擬国際商事仲裁大会参加記1

曽

ヨ
別の⁝機会に紹介したように︑この大会は

大会の意義

大会の概要

二

することにしたい︒

㈹

﹁国連国際物品売買契約条約﹂︵ΩωO︑ウィーン売買条約︶

が適用になる仮想の事案をめぐって︑契約当事者の代理人

CZ6菊OH↓国際商事契約原則︑インコタームズ︑統一信

ルーク・ノッテジ

役をつとめる学生たちによって行われる︑議論のコンテス

トである︵使用言語は英語︶︒大会は準備書面と口頭弁論

毎春︑復活祭を目前に控えた時期に︑ウィーンには世界

用状規則︵⊂O雷OO︶等々︶やdZΩ日菊﹀ピ国際商事仲裁

はじめに

各国から分厚い法律書を抱えた学生たちが集まる︒﹁ウィ

モデル法︑ニューヨーク仲裁条約︑そして各大会ごとに指

の二部構成で︑参加者はΩQりO︵およびそれを補完する

レム・C・ヴィス模擬国際商事仲裁大会﹂に参加するため

定される仲裁規則︵第七回大会はロンドン国際仲裁裁判所

ユソ

である︒二〇〇〇年の第七回大会︵四月一四日〜二〇日︶

校は毎年増えており︑今年は二八力国から︑合計七九校が

︵目O一﹀︶の仲裁規則︶を駆使した議論を展開する︒参加

五名の学生が参加した︵ノッテジは︑昨年度まで九州大学

参加した︒アメリカのペース大学ロi・スクールの主催に

には︑九州大学からもわれわれ両名の授業に参加していた

助教授の職にあった︶︒日本の大学からこのような国際大

よるが︑ウィーン大学法学部が施設提供などに協力してい

をしている︒

﹀﹀﹀︑ピΩ﹀などの主要な国際仲裁機関も積極的な支援

る他︑ΩQoOを産み出したCZΩ日閑﹀目︑また︑一〇〇︑

ら

会に参加するには乗り越えなければならない障壁が多々あ
るが︑今後日本からの参加大学が増えることを願い︑本稿

では大会の意義を紹介するとともに︑われわれの経験を
限られたものではあるがlI資料として提供して共有
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積極的に海外における仲裁を利用してきたし︑日本国際商

事仲裁協会︵︸∩﹀︾︶における仲裁も近年増加している︒

共通言語としてのΩω⑦議論の中心となるΩωΩは

今年成立二〇周年を迎え︑日本の主要な貿易相手国を含む

大会で仲裁人役を務める者のなかには︑実際に仲裁に携

な課題だといえよう︵そして︑日本がΩωOを批准するこ

おける研究教育を充実させることは︑日本の法律学の重要

対話に積極的に参加する責務を果たすために︑この分野に

る国家として︑ΩωOの解釈適用の進むべき方向を定める

日本はまだΩωOを批准していないが︑国際取引に依存す

重要性についての認識の高まりがあるといえる︒たしかに︑

参加校の増加の背景には︑ΩoっΩ加盟国の増加とOHOoΩの

が自ら主体的に参加し︑世界に触れ︑人間的に成長する

仲裁︑そして国際取引実務は重要な素材ではあるが︑学生

も︑教育的見地からこの大会をみると︑9ω○や国際商事

メージをつかむことができるのもメリットである︒もっと

引が実際にどのように行われるのかについての具体的イ

なり詳細であり︑学生が

ω

にもなっている︒

そして研究者も！︑国際取

ウィーンへの道程
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②

五八惑乱が批准している︒その重要性は日ごとに増してお

わっている専門家も多く︑学生がlIそして研究者も

とは︑その発言力を高めるにも役立つであろう︶︒また︑

δ①ヨ貯ひqΦ×OΦ﹁δ口︒①の前では︑それらの意義は霞んでく

一国際商事仲裁の雰囲気を知ることができる貴重な機会

実利的にも︑この分野の研究教育の充実は重要である︒日

るように思われる︒この点については︑三②でさらに触れ

法学教育 さらに︑主催者が用意する大会の事案はか

本がΩωOを批准しなくても︑日本の裁判所がΩoっΩを適

ることにしよう︒

三

リクルート この大会に仲裁人として参加した経験の

㎝

また︑国際取引においては︑仲裁が紛

⑧

あったわれわれ両名は︑上記のようなその教育的意義につ

国 際商事仲裁

争処理手段として重要な位置を占めているが︑日本企業は

への対応を考慮しておく必要もすでに生じているのである︒

すでに存在する︒予防法務・戦略法務の観点からもΩωO

当事者となった事件で外国裁判所がΩωΩを適用した例は

用する事件が現れるのは時間の問題であるし︑日本企業が

言語︵勘鑓§膏ミ貸︶﹂となっている︒大会参加国および

り︑異なる法的バックグラウンドを有する法律家の﹁共通

資料

いて意見が一致し︑この大会に参加する学生を募ることに

の経験を踏まえ︑今回は修士課程の学生に焦点をしぼるこ

学生五宝︵出身

とにした︒

この授業のなかから︑結果的にいピ・ζ

した︒日本からこのような国際大会に参加する場合︑大き

な障害となるのは言葉の壁であろう︒幸い︑九州大学の大

学生を対象として英語で授業を行うピピ●ζ

で法曹資格を有しており︑大会参加資格がないためコーチ

大会に参加することとなった︵ただし︑一名はすでに母国

香港︑ノルウェイ︑タイ︑カナダ︑シンガポール︶が

︵毎年秋から始まり︑一年間で修士号を取得するコース︶︒

役に回った︶︒残念なことに︑日本人学生の参加は得るこ

国

そこで︑われわれは英語面での障害を少しでも緩和するた

とができなかった︵もっとも︑参加者のうち二名は日本国

学院法学研究科︵現在の名称は法学府︶には主に外国人留

めに︑一般の修士課程の学生とピじζ●コースの学生の混

籍は有さないものの父親が日本人であり︑三名は東アジア

コースがある

成チームをつくることを考え︑まず︑平成一一年度前期か

からの留学生であったから︑名実ともにアジアのチームだ

なお︑この授業は︑大会に向

ら︑一般の修士課程の大学院生︵留学生を含む︶を対象に

授業と準備書面の作成

とはいえた︶︒

②

日本語によるΩωOと国際商事仲裁の授業を開講して科目
週一回︶︑後期か

事仲裁に関する基本的な検討を行うものとし︑大会参加は

けた準備そのものにあてたわけではなく︑ΩoりOと国際商

業 を 行 い ︵出席者九々

課外活動として位置付けた︵事案の具体的検討は行わな

ζ・学生と合同の英語による授

に 慣 れ て もらったうえで︵出席者 呼 名
ら新しく入学してきたピぴ

大会への参加者を募ることにした︵チームは二名から構成

かった︶︒これには︑口頭弁論の開催が四月であるため︑

週一回︶︑その出席者のなかから

できるが︑控えの必要性やチーム内での練習試合のことを

大会参加は日本の学年暦では二つの年度にまたがる活動と

り

考えると︑四名以上の参加者を確保すべきであろう︶︒ま

なってしまい︑大会参加を単位認定の条件とすることが困

積極的な回答を得ていた︒なお︑学部学生の参加も考えた

いるという事情もあった︒しかし︑より重要だったのは︑

案に関する具体的指導をすることは大会規程で禁止されて

難だったという事情もあるし︑そもそもファカルティが事

た︑来日後すぐに大会に向けた準備を始めることになる

料

が︑前年度に曽野が開講した学部におけるΩQりOの授業で

ピピ︒ζ．学生には︑あらかじめ大会参加を打診し︑数名から
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いのであろう︶︒それでも︑継続してこの大会に参加でき

から︑その重要性についての認識が浸透している点が大き

が主体的に大会準備に取り組むことが重要であると考えた

るようになれば︑日本でもOBがティーチング・アシスタ

︵二㈲で述べたこととの関連で︶われわれ両名が︑参加者

ことである︒そこで︑われわれは明確な目標設定をしたあ

ント︵↓＼﹀︶として指導にあたることが可能になってく

所蔵されていなかった必要最小限の文献の補充︑インター

ΩωOと国際商事仲裁に関する一般的検討の他︑図書館に

た︒われわれ両名が具体的に行ったのは︑授業における

をとりながら最大限のサポートを行うという方針を採用し

ベルに達したチームを送り出すために参加者と緊密な連絡

備書面のスタイルは

過去の大会で賞を受けた準備書面をみることができる︒準

が優位にたつことは否めないが︑大会のホームページでは︑

の準備書面作成の要領については︑出場経験が豊富な大学

から事案を分析し︑準備書面の作成にとりかかった︒実際

こうして︑学生たちは授業と併行して︑早速一〇月上旬

けたゼミに専念することもあることと比べると︑貧弱な体

た︑大会に参加する学生は一つの学期をこの大会準備に向

Bが助手として大学に残ってコーチとなることが多く︑ま

ドイツなどからの参加大学では︑大会参加経験のあるO

的見地からも望ましい︒この点の指導を徹底できなかった

準備書面について高い評価を受けるためだけでなく︑教育

すべての考えられる論点について予め触れておくことが︑

の大会では申立人側準備書面の提出が一度だけであるため︑

につき︑最初の準備書面では触れないことがあろうが︑こ
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とは︑安易に﹁答え﹂を与えたりせずにサポート役に徹し

ネット上で構築されつつある9ωOに関する自生的なデー

な見栄えを有する以外は一多様であり︑決まった型があ

るかもしれない︒

タベース網の活用方法について指導︑そして︑準備書面の

るわけではないが︑それらを参考することによって経験の

て自制すること︑しかし︑参加するからにはそれなりのレ

草案に目を通して議論の整合性を確認したり︑より効果的

ギャップはかなり埋めることができたように思う︒なお︑

制であることは否めない︵ドイツでは︑制度的にそれが可

ことは反省点である︒

いずれも﹁プロフェッショナル﹂

な議論展開について一般的な指導やヒントを与えることで

現実の仲裁では︑申立人は相手方が抗弁で提出すべき論点

能であることに加え︑早くからQωΩを批准していること

お

ある︒

資料

の原則に関わる問題であり︑契約法における形式主義と実
レ
質主義の違いが際立つトピックであったともいえる︶︒

この大会の面白いところであろう︵今回の事案は事情変更

あった︒このような比較法的知見を得ることできるのも︑

同じ問題に対して実に異なった反応を示すということで

れぞれ異なる法的バックグラウンドを有する学生たちが︑

点も確認した︵このあたりは︑日本人学生は照れくさがり︑

か︶︑自分のパートナーとどう連携するかなど︑フォーマ
お
ルでプロフェッショナルな立居振舞いが望ましいのでその

人に何と呼びかけるべきか︵︑︑ζ﹁．＼ζω畳﹀吾凶q讐︒﹁．．でよい

も重要となってくるので︑それを確認した︒その他︑仲裁

ないか︑それぞれの論点への時間配分が適切かという要素

裁人は随時質問をしてくる︶︑しゃべるスピードが早過ぎ

自信をもってテキパキと受け答えをしているかどうか︵仲

準備書面を提出したのち︑二月中旬

ところで︑準備書面作成の過程で興味深かったのは︑そ

㈲

苦手とするところであろうか︶︒

際に仲裁人として活躍されているニュージーランドの

する機会を設け︑このシンポジウムのために来日中で︑実

仲裁シンポジウム﹂︵主催・名城大学︶に学生とともに参加

二月目名古屋で開催された﹁アジア・オセアニア国際商事

仲裁人役には主にわれわれとコーチ役の学生があたったが︑

練習試合を行った︵この時期には授業は終了している︶︒

ω

う︵香港からは毎年参加がある︶︒

するようになれば︑大学間の練習試合も考えるべきであろ

たようである︒将来︑日本やアジアから複数の大学が参加

合を行い︑回を負うごとに︑目に見えての上達を自覚でき

の練習が大事であり︑参加者たちも自主的に数度の練習試

なお︑これらの面での向上のためには︑やはり繰り返し

口 頭弁論の練習

から三月にかけて︑学生たちはニチームに分かれて数度の

幻︒σq①﹁霊8ま︒﹁島教授︵マセイ大学︶に仲裁人役をお願

論の部︶は︑クイーンズランド大学︵オーストラリア︶の

︵スコットランド︶と対戦し︑口頭弁論の部における成績

ク大学マクジョージ・ロースクール︵米国︶︑ネーピや大学

ニューオーリンズ︶︑アンカラ大学︵トルコ×パシフィッ

以上のような準備を経て参加した大会︵口頭弁

いして練習試合を行うこともできた︵会場は︑名古屋商工

優勝で幕を閉じた︒九州大学は︑ロヨラ大学︵米国・

者が各自のパフォーマンスを確認しあった︒口頭弁論にお

本番

会議所が提供してくださった︶︒

料

いては︑議論の中身が大事なのは言うまでもないが︑常に

なお︑この練習試合の模様は︑ビデオに収め︑後日参加
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役として参加した︒︶

は︑参加七九直中︑三九位であった︒︵ノッテジも仲裁人

法律家養成の姿を示しているともいえることであり︑何ら

映しているともいえるし︑今後の大学における二一世紀の

問題ではない︵他の参加チームでも留学生をメンバーに加

を占める日本人学生が︑このような貴重な機会︵とくに二

上述した強豪校の指導体制との違いや︑開講時期との関

されており出遅れていたことを考えると︑これは立派な成

㈲参照︶を逃していることは残念である︒そういう意味で︑

えているところはあった︶︒ただ︑九大生の圧倒的大多数

績であろう︵しかも︑参加者の一人はもう少しで個人賞受

今後の大会参加については︑日本人学生の参加もより強力

受験を考えている学生にとっては︑一〇月から四月にかけ

に募っていきたいと考えている︒司法試験や公務員試験の

のコメントをもらっている︒また︑ノッテジは他大学の準

てのハード・ワークは時間的に難しいという面もあるので︑

募ることを考えてよいかもしれない︒また︑日本人が参加

備書面の審査を行ったが︑それらと比較しても九大の準備

大会期間中には︑学生たちは他の国からの参加者と大い

する際には︑今回われわれがさほど気にする必要のなかっ

大学院進学が決まっている学部四年生のなかから参加者を

に︵学生らしく︶親交を深めたほか︑⊂ZΩ↓菊﹀い事務

た英語の障壁を︑どう克服していくかが指導する側にとっ

め

局を訪問したり︑コンサートや美術館に出かけたりして︑

ても重要な課題となってくるであろう︒︵外書購読を実践

なお︑今回の大会参加のための旅費は︑実は︑参加した

チームが参加したことになる︒そのこと自体は︑グローバ

今回の大会では︑日本の九州大学から日本人を含まない

大きな課題である︒

ことを期待したいが︑これは大学それぞれの事情があろう︒

でなされているように︑できれば何らかの助成がなされる

学生がアルバイトをして自分たちで調達した︒海外の大学

リゼーションの進展のなかでの︑超国家的な国際取引を反

四 宴のあと一i人フ後の課題一

的に組替える試みがあってもよいのかもしれない︒︶

ウィーン滞在を楽しむことも忘れなかったようである︒

書面は手堅い作品だったとの印象をもっている︒

なお︑準備書面については︑複数の審査員からひqoo鳥と

賞に手が届く得点であった︶︒

係で参加者が初めて顔を合わせた時点ですでに事案は公開

資料
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また︑今回の参加は九州大学﹁公認﹂のものではなかっ
たが︑多くのスタッフから理解ある協力をいただけたこと
も好運であった︒とくに︑四月の大会開催時期が︑日本で
の学期開始時期に重なるので︑その間の授業の欠席では多
大な迷惑をかけることとなった︒

︵3︶

曽野裕夫﹁ウィーン売買条約をめぐる法共同体の生成

と法学教育﹂NBL六二八号二二頁︵一九九八年︶︑およ

び︑い多可①Zo洋β︒σqρ建ミ§職鑓ぎ謡も・ミミ凡§ミ60ミミ鴨￥

法政研究六六

9ミト黛塁鳴誘誉＼ミ鴨ミ無9ミミ§§ミ◎碁ミQ募

トさ勘ミNミ8こ謡貼◎◎◎§職三塁§概ミ§

シナリオのある模擬裁判劇ではない︒事案は毎年一〇

巻一号四一二頁︑同巻三号＝二七四頁︵一九九九年︶︒

︵4︶

月に公開され︑参加大学は申立人側準備書面を一二月差︑

このような課題を残してはいるが︑参加者たちが日本に
帰国後︑われわれに寄せてくれた電子メールからは︑︵口

被申立人側準備書面を二月に提出し︑四月にウィーンに

の審査員によって採点され︑上位チームは表彰を受ける︒

方の立論を準備しなければならない︶︒準備書面は︑複数

集って口頭弁論に挑むことになる︵申立人と被申立人の双

幅つたい表現ではあるが︶今回の経験が彼らの成長にとっ
て得がたいものであったことを感じとることができる︒そ
のことが︑何よりも重要である︒われわれ両名も︑サポー

口頭弁論の部では︑まず予選で各校︑申立人側で二試合︑

被申立人側で二試合の計四試合を行い︑各試合につき異名

ト役に徹したとはいえ相当のエネルギーを投入し︑それに
相応しい手応えを感じることができた︒今後も九州大学か

の仲裁人が各学生につき採点したスコアの合計点の高い一

高スコアを収めた学生を表彰する個人賞もある︒

方の代理人として二試合以上に参加した学生のなかから︑

チーム単位での評価に加え︑予選で申立人・被申立人の双

に上限はないが︑一つの試合には二名が出場する︒なお︑

らの大会参加を積極的に考えていきたいし︑日本の他大学

＼＼芝≦≦h圃ωσq．す≦も①o①．

六校が︑決勝トーナメントに進出する︒チームの構成員数

しでも役立てば幸いである︒

大会のホームページが︑

︵5︶

日本からは︑明治学院大学が第五回大会と第六回大会

に参加しているが︑今回は不参加であった︒

九判タ九九七号二八六頁は︑結論として日本の裁判管轄を

︵6︶Ωω〇一条一項㈲号に基づく︒東京地判平一〇・三二

751

︵1︶

Φ α ⊆＼≦ω︒耳ヨ一﹀にある︒

︵2＞ 本稿の簡約版として︑曽野・ノッテジ﹁ウィーン売買

条約︵ΩωO︶と法学教育﹂ジュリスト一一八五号二四頁
︵二〇〇〇年︶がある︒
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からの参加が増えることも願いたい︒本稿がそのために少
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一①﹀臣﹃↓H㎝ρ⊆只①S誠ミ︒ミ即座偽﹄OOO︶・

︵9︶

否定したものの︑当該事件の準拠法は﹁アメリカ法﹂︑す
なわちΩω○だとした︵アメリカはΩω○加盟国であり︑

一売買法﹄︵商事法務研究会︑一九九七年︶をテキストと

P・シュレヒトリーム︵内田貴一曽野裕夫訳︶﹃国際統

同判決はΩω〇一条一項㈲号を根拠として明示していない

国の︸つなので︑ここでいう﹁アメリカ法﹂はΩQりOでは

リカは9ωΩ九五条に基づく留保宣言をしている数少ない

後︑今回の大会の事案に対応しやすいように︑若干の変更

⊆・①o甘＼ユ＝評Φ≧ヨω︽＝①σ⊆ω①9ぼヨ無二〇洋8＞にあるQその

︵10︶

しつつ︑日本語で書かれたΩωOに関する論文を購読した︒

なく︑該当する州法とするのが正しいであろう︒なお︑控

を加えた︒また︑日本人学生に対しては︑日本語文献を適

ものの︑そう解するのが合理的だろう︶︒もっとも︑アメ

訴審である東京高判平＝・三・二四昼時一七〇〇号四一頁

宜配布した︒

開講時点でのシラバスが︿ゴ簿窟＼＼を≦≦．♂宅汁鴫βωゴ￠−

は︑日本の裁判管轄を肯定し︑準拠法も日本法としている︒

貯︽⊆ωげ午⊆・p︒o甘＼〜冨﹃Φ＼︿醇Φ鋤ヨ●耳∋一﹀にある︒

＼＼を≦芝．冨芝●

︵11︶

である度門市中級法院同年八月判決︵ともに﹃中国審判案

︵12︶

九州大学チームのホームページがく耳8

︵7︶ 福建省高級法院一九九四年＝一月判決およびその原審

例要覧﹄一九九五年一二六一頁以下所収︶︒他に︑イタリ

︵﹀﹀＝国︶が一九八七年に公表した﹃学部教育におけるす

ドイツ現地法人が当事者となったフランス判例として︑心

Zo淳鋤αqρ︒︒§ミコ08︒︒

法学教育︵すなわちロー・スクール︶においても注目され

勺鑓︒甑6Φぎdpロ臼αq錘創二鋤8国創⊆09二〇コ︶﹄は︑アメリカの

ぐれた実践に関する七原則︵ωΦ＜①謬雪ぎ息艮①ω○︷Ooo自

大学教育の質の向上についてアメリカ高等教育協会

アにおける仲裁が一件報告されている︒以上につき︑

冨づ⊆四曼一㊤㊤㎝Oo霞匹ΦOpωω鋤江︒⇒︵閃p⊆び鋤く●句ε律ω￠

＼＼冨≦・ひQO⇒鎚σq塑①含＼FQり日＼弓ω・ぼヨ﹀参照︒そこで

は︑すぐれた法学教育実践の七原則として︑①学生と教員

︿算ε

い零﹀﹇国詰○ω雪︵ら㊤り︶および同誌同号所収の特集︑さらに

ている︒O①轟置労匡①︒・ρGり冬§㌔註謡らせ︑禽誉＼Ooミ

﹈≦ド﹃o色①oqoコ障︶

＼＼o凶ωαq≦ω．一ゆ≦も①8．巴＝＼8ω①ω＼

く．閃ε騨ω二

竃 貯 ﹃ o巴Φ∩自〇三パ︶︿安里O

︵喝①⊆げ鋤

︑ミら職ミミト§N建§融︒§§ミ這轟謡織O竃ミ紺斜お︸・

℃鋤ユω

Z9δひqρ

＼＼9ωαq≦ω●ご毛も①OΦ・①α＝＼o鋤ω①ω＼露量b︒卜︒略一︒窪∋Pもあ

﹁い︒膳幽㊤

の接触の奨励︑②学生同士の協力の奨励︑③能動的学習の
20什8αqρ的§ミ⇒08ρ簿︵ご閃①山

学業への適切な時間配分の強調︑⑥︹学生への︺高い期待

︵8︶

％諺≦斜ミ言§ミ驚壽§ミ藁噛

奨励︑④︹学生への︺すばやいフィードバックの提供︑⑤

職︒ミ賢耳門ミQ卜袋ミ衡§ミ薗

寒鳴ミ9︒・鴇ミ譜のミ︐ぎ蕊§ミ帖◎ミミOo§§鴨§軌ミ詠さ糠ミー

る︒

︿ぽε

α ︑ 鋤 O℃Φ一

㊤㎝O一〇念一．江∋一Vおよびその原審である副い︒﹀℃﹁四一㊤露Oo霞

讐︵一︶閃ωO参照︒また︑日本企業の
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いし︑われわれがその実践に成功したかどうかも別として︑

げる︒われわれは﹁七原則﹂を金科玉条視するわけではな

値の伝達︑⑦才能と学習方法における多様性の尊重︑を挙

術雑誌に成長しつつある日焉＜一z8︒︒oz＞一〇第z＞﹇○閲一z↓男−

シンポジウムの企画︑そしてこの分野における本格的な学

﹀ωωoo無二〇コ︵ζ﹀﹀︶︑︑を立ち上げて︑参加者の交流促進や︑

z＞↓δz＞rOoζヨ男Ω診い﹀を＞z︒﹀刀︒コ一掃﹀↓δzの出版など活発

︿鐸εミ≦≦≦．∋舞．器侍﹀参照︒

今回の大会参加は︑まさしくこのような教育実践︵とくに

＼＼≦≦≦．6一のσq﹂9≦．

な活動をしている︒

．も碧①U讐鋤げ9ω①oコΩQDΩ．．︿耳8

①〜⑥︶を目指したものであったといえる︒
︵13︶

＼＼≦≦を・訂≦・﹃︽二筈⊆−Fpρ甘＼﹁ωoコ︒＼

℃①6①．①α⊆＼﹀を中核とし︑日本からも︑︑ΩωO﹂9℃餌⇒
U讐9︒げ帥ω①︑︿耳ε

ﾖσq＼﹀が参加している︒Ω0︒Ω関連裁判例のほとんどは前

○溌ピ￠評①Zo耳四ひqρ閃︒﹁ヨ堕ω⊆σωβ昌8鋤コαZ①o−

ピ鋤乏ぎ

霧も＼ユ鼻①＼αol血︒⇒eげけ∋一﹀︶を活用した他︑ニュージー

＼＼芝芝≦﹂鋤≦7質﹂ω﹃宰F

ランドのヴィクトリア大学︵ウェリントン︶から模擬裁判
向けのガイドブックの提供を受けた︒
︵16︶ 大会参加者OBがネットワーク組織︑．ζ09

≧＝ヨ三
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︵．︐冨ωo篭ωUo．ω9コαOo筏冨︑︑︿耳ε

の点についてのヒントを集めた機知に富んだメモ

︵15︶ 九大チームの一人︵模擬裁判経験者︶が作成した︑こ

お㊤㊤ Y

8＜一〇8ユ餌⊂三く9ω詳︽o噛≦﹁①一＝コσqεコ︒⇒Nω①℃8ヨσ臼

⊂ω①コ飢一①℃曽戸07⇔℃8﹁ら︵℃ゴ．O．言い9︒≦窪①ω凶ωω⊆σ∋津8延

しuoo﹃ω9ロαい鋤≦冒＞9δコヨZΦ≦NΦ巴鋤⇒9国コひqξコ負9①

℃88亀霞巴一ωヨヨOo∋℃費讐凶＜①Oo三鑓6け﹇⇔≦

︵14︶

説書までアップロードされている︒

者で参照することができるし︑現在は︑ΩQoOの代表的解

o一

