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資　料

ワシントン大学ロースクールにおける学習・教授方法

ベロニカ・L・テイラー
　　　　　（ワシントン大学教授）

　本講演は、2005年10月14日、九州大学法科大学院演習室において行われたもの

である。ご多忙のところ、講演を快くお引き受けくださったテイラー教授に心か

らお礼申し上げたい。（司会　土井政和）

（司会）

　本日は講演会に多数ご来場いただきましてありがとうございます。予定していた

時間になりましたので、始めさせていただきたいと思います。私は、本日の進行役

を務めさせていただきます土井でございます。よろしくお願いいたします。

　はじめに、本日ご講演をしていただきますベロニカ・テイラー先生のご紹介をさ

せていただきます。テイラー先生は、11日から本学の法科大学院、それから法学研

究院等の外部評価委員としてお見えになりまして、この3日間精力的に外部評価の

お仕事をしていただきました。今日はその最後の日になりまずけれども、この来学

の機会に是非アメリカのロースクールの教育および学習の方法についてお話を伺い

たいと考えまして、事前にお願いしましたところ、快く引き受けくださいまして、

本日の講演会を開催できることになりました。

　テイラー先生は、1年半前にも本学へお見えになっていますので、ご存知かと思

いますけれども、法科大学院の学生の方もいらっしゃいますので、改めて簡単にご

紹介したいと思います。

　テイラー先生はオーストラリアご出身で、モナッシュ大学をご卒業になったのち、

ワシントン大学大学院に進まれ、アジア法の研究をしてこられました。その後、メ
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ルボルン大学、オーストラリア国立大学に勤務されていましたが、2001年からワシ

ントン大学に幽霊され、ロースクールの教授として、また、アジア法センター所長

として勤務されています。ご講演が始まりましたらおわかりになると思いますけれ

ども、日本語がとても堪能でいらっしゃいまして、私たちも全く違和感なく日本語

でお話することのできる先生でいらっしゃいます。

　本日の講演会の進め方について、テイラー先生とご相談しました。まず、はじめ

に全体のアウトラインをお話していただきます。そして、「双方向授業」というわけ

ではありませんけれども、「双方向講演」という形で、みなさんにもご意見をいただ

きながら進めていきたいとおっしゃっていますので、どうぞ忌揮なきご意見・ご質

問をお願いいたします。

　なお、申し忘れましたが、本日は九州大学と鹿児島大学とを遠隔授業システムで

つないで同時併行的に進めております。これも新しい試みですのでご承知おきいた

だきたいと思います。それでは、テイラー先生よろしくお願いいたします。

（テイラー教授）

　皆様おはようございます。鹿児島の皆様もおはようございます。今日は、鹿児島

と遠隔授業システムを使ってつながれていることも大変うれしく思っております。

6、7年くらい前に、鹿児島大学に集中講義で招かれたことがありましたので、今

日も懐かしい思いでお話させていただきたいと思います。土井先生がおっしゃった

ように、この三日間、外部評価委員として、九州大学の法学部、法科大学院両方を

見学させていただき、いろいろと貴重なディスカッションにも参加することができ

て、大変勉強になりました。

　今回、強く受けた印象の一つは、九州大学法学部、法科大学院両方とも大変進歩

していて、先生方も大変熱心でいらっしゃることです。これから本当に期待できる

法科大学院になると思いますので、それを大変楽しみにして、ずっと見ていきたい

と思います。

　さて、今日の本題に入りたいと思いますが、その前にお詫びを申し上げたいと思

います。土井先生から大変親切なご紹介をいただきましたけれども、本当のところ

は、講演するほどの日本語力はありません。ですからゼミナールあるいはディスカッ
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ションのような形で、進めさせていただきたいと思います。途中で、ちょっと変わっ

た日本語の文法又は表現が出てくるかもしれませんので、それも楽しみにしながら

聞いていただければと思います。

　この講演の課題は、ワシントン大学ロースクールでは、学習、教授方法はどのよ

うに行われているかということです。それを簡単に説明して、それからQ＆Aに入っ

ていきたいと思います。

　まず、分析の枠組みとして出してみたいと思いますのは、teaching　and　learning

です。この点について、事前にお配りしたレジュメの内容と、このパワーポイント

の表示が必ずしも完全に一致するわけではありませんので、どうぞレジュメは後で

ゆっくりとご覧になっていただければと思います。

　わが国の教育方法論では、teachingよりもlearningの方が重視されてきました。そ

こから引き出せるポイントはいくつかありますが、その一つは、教授方法が重要で

あるという方針あるいは企画をたてれば、それを見える形にしないと従来のような

プログラムで終ってしまう、ということです。本音で教授方法が重要だと考えてい

る組織では、いろんな工夫をして、これを見える形にしています。例えば、学部長

レベルの教員を、director　of　teachingにします。これは、特にオーストラリアで流

行っている方法で、教授方法を所定の責務、あるいは、かなり重要な仕事にすると

いうことです。そのdirector　of　teachingのもとで、教員の教授スキルをレベルアッ

プするための応援をするわけです。それなりの時間、予算、スタッフ、ITなども

提供します。

　法学部またはロースクール全体のコースに対して、教授目的learning　objectives、

又は、skill　objectivesが要求されます。また、全てのコースで同じような質、同じ

ようなアクセスも要求されます。例えば、教材を用意するときには、全てwebで提供

するようにして、そこには必ず教授目的およびskill　oblectivesを書き込まなければ

なりません。

　では、教室レベルではどうなっているでしょうか。先ほど述べましたように、今

は、教え方よりも受け方のほうが重要とされています。なぜなら、研究の結果、人

によってlearning　styleが違うことが明らかになったからです。　Learning　styleが人

によって異なるということは、人によって、話を聞く、メモを取る、討論する、そ
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れから自分の質問を考えて出す、レポートを書く、という力のレベルに差があり、

かなり異なるということです。ですから、従来型の講義ですと、ひとつのチャンネ

ルしか使ってないということになります。つまり、こちらが一方的に話をして、向

こうがそれを黙って聞く、という極めて狭いチャンネルになってしまいます。そこ

で、もっとブロードバンド、すなわち、広いチャンネルを使おうと思えば、当然教

え方も変えないといけないのです。しかし、それは極めて難しいことで、教え方と

いうものは自然に身に付くものではなく、意識して考えて、練習して、または失敗

して、だんだんと講義を磨いていくものなのです。では、その中で一番重要なもの

は何でしょうか。

　私たちが考えているのは失敗です。失敗がなければ進歩がない。最初から完壁に、

教室における教育ができるとは、私たちは考えておりません。失敗を重ねながら、

だんだんとレベルは上がっていくものだ、と考えます。では、具体的に、教室でど

ういう方法が今使われているかと言いますと、まず、一番重要なのが、授業を意識

的にデザインすることです。つまり、限られた1時間半、または50分を、どのよう

に分けて使うかということを、前もって徹底的に考えてプランを立て、それに沿っ

た授業を行うことです。それがなければ、時間はいつの間にか消えてしまって、自

分が考え目的としていたことができなくなってしまいます。

　もう一つのアプローチは、ロースクールの学生は全員大人であるということを前

提にすることです。そうだとしますと、何が変わるのでしょうか。まず、教室を大

人の教育を考えた空間にすることが大事です。今日のように、テーブルが縦列に並

んでいるのは小学校を思い出させ、大人のための教育空間とはとても思えません。

現在では、建築上それから空間の許す限り、rounded　styleを取り入れようとする学

校がほとんどです。大人ですから、お互いのディスカッションが、教授からの一方

的な講義よりも大事であることはすぐにわかります。いうまでもなく、学生が大人

であれば、社会人としても尊敬する必要があって、学生同士が、場合によっては教

員にもなれることも十分意識して、授業をデザインすることになります。そして、

できるだけ教室内を開かれた雰囲気にします。アメリカでしたら学生をファースト

ネームで呼んだり、学生も私のことをprofessorとは呼びますが、とても親しみ深い

感じで、同じレベルに立っているということが前提になります。
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　そして、質問の仕方も、大人に向けた質問の仕方でなければいけません。すなわ

ち、簡単な質問、誰でも答えられる質問から、だんだんと難しい深いところにもつ

て行くという順番です。これは、当たり前のことのように聞こえてしまうかもしれ

ませんが、やってみますとなかなか難しいことでもあります。そして、学生の方か

らもうまく問題が出された時には、実体法の理解ができているかを確認したうえで、

さまざまな視点から批判できる能力をだんだん求めていく、という仕組みになりま

す。先に挙げました例は、best　practicesを表している例でもあります。

　ここで問題になってくるのは、best　practicesが明確なのに、なぜ理想と現実の間

にはズレが生じてくるのかということです。一生懸命やっているのに、なかなかbest

practicesまでにはならないという問題ですね。ここで、ワシントン大学でのいくつ

かの例をとりあげたいと思いますが、その前にワシントン大学の位置づけについて、

少し説明させていただきたいと思います。

　ご存知のように、ワシントン大学は州立大学のひとつで、そのためにロースクー

ルとしては、学費、授業料が非常に安いことで有名です。それは、州議会で決めた

ことであり、できるかぎり多くのワシントン州出身の学生が進学できるようにとい

う政策でもあります。現在、有名なUS　World　and　News　Reportsランキングでは、

ワシントン大学は26位となっています。セントルイスにある、もうひとつのワシン

トン大学、それから、111inois－Urbana－Champaignのロースクールと並んで、3つか

4つの有名なロースクールが、23位から26位の位置を占めています。ご存知のよう

に、300以上あるアメリカのロースクールでは、26位または30位くらいまでが一流の

ロースクールとされていて、30位以下となると、かなり差がでてきます。

　もう一つの特徴は、ワシントン大学ロースクールが、この九州大学とほぼスタイ

ル的に似ているということです。学生の人数は、JDプログラムでは600人、つまり

一学年が100人から150人ぐらいに分かれています。それに加えて、LLMプログラ

ムが4つあり、各プログラムには30名、30名、50名、90名の学生がいて、総計では

200人ぐらいです。また、博士課程は13名です。教員の画数もフルタイムでは50名ぐ

らい、非常勤が30名ぐらいいますので、教員対学生の比率がアメリカでは最も優れ

ている大学の一つです。西海岸ではUCLA、　Stanfordを除いて最も評価の高いロー

スクールだと私たちは自負しています。
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　それでは、元に戻りまして、2000年くらいまで、ここの法科大学院プログラムに

当たるJDというプログラムでは、教育方法のパターンは一体どうなっていたので

しょうか。ここで、私がちょっと興味深く感じているのは、2000年までのワシント

ン大学のJDプログラムの教育方法と、現在九州大学で使われている教育方法が、

ほぼ似ているというところです。つまり、まず授業についてお話すると、講義を基

本にして、それにゼミナール、あるいは双方向でのディスカッションタイプのクラ

ス。ワシントン大学の場合は受講生が300人にまで上る講義もありますけど、それは

極めて珍しく、平均を取りますと、50名、70名が普通ですね。それに加えて、クリ

ニックが10個程あって、各クリニックには5名ないし15名の学生が参加します。2000

年までは試験が非常に多く、レポートをあまり学生に書かせませんでした。

　それから、多くの授業は、非常勤または実務家の先生に依頼して、それに頼って

いたこともあります。各教室、各コースでは教授が王様であって、自分で自由に教

育を行い、ほとんど他の教授のクラスには顔を出さなかった。だからお互いに教室

で何をしているかということは全くわからずに、ずっとやってきたということです

ね。これは一番古典的な仕組みでもあるし、アメリカでは決して珍しくないモデル

です。教育の面では、トップレベルだとはとても言いがたい状態だったのです。

　では、best　practicesは明確なのに、なぜワシントン大学は2000年までかなり古典

的な形で法学教育を行っていたのでしょうか。

　そこには、古典的パターンを支持する要因がいくつか挙げられると思います。

　まず、組織レベルの要因ですけれども、ワシントン大学はシアトルにありまして、

九州大学と同じように地方大学でもあります。周りの州から大勢の学生が集まって

きますが、すぐ近くには競争相手になるようなロースクールは非常に少ない。車で

2キロ行けばシアトル大学というカトリック系の私立のすばらしい大学があって、

そこには、もちろんロースクールがあります。そこのロースクールのランキングは

45位くらいですから、決して悪いロースクールではありません。でも競争相手はシ

アトル大学だけです。そうしますと、州立大学は必然的に誇りをもって、こちらが

メインであるという意識が非常に強くて、向こうから学べる事は非常に少ないので

はないか、という前提で教育を行っていくわけです。

　外からの刺激も非常に少なく感じます。最近でいいますと、日本、またはオース
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トラリアと比べると、アメリカではロースクールに関する規制は少ないですね。

ABA（American　Bar　Association）による外部評価はもちろんありまずけれども、

それは7年ごとに行われるにすぎず、その間の6年間は何も刺激がなくて、とにか

く無事に通過すればよいという気持ちで、また落ち着いていつものように教育をす

る傾向が非常に強いです。ちょうど2年前に、ワシントン大学ロースクールの新し

い建物が、メインキャンパスに建てられましたので、久しぶりにメインキャンパス

に戻りましたけれども、それまでは、ビジネススクール、医学部などとの交流が非

常に少なくて、そちらからの教育方法の話は滅多に聞けなかったのです。

　また、九州大学の状況と大きく違うのは、ロースクールと司法試験が、制度的に

独立していることではないかと思います。ですから、ワシントン大学の場合、入学

してくる学生は、非常に質が高くて、能力があふれている学生です。意欲が高くて、

もう十分に自分たちで法律家として成功できるような人材です。ですから、教室で

何をしても、彼らは大丈夫だろうというふうに考えられます。

　ワシントン州レベルの司法試験の合格率は、毎年多少変わりますが、平均して80％

から90％の間です。実は昨日合格率が発表されたのですが、今年は86％です。です

から、学生は、普通に授業にでていれば大丈夫だろうと、安心してロースクールが

楽しめるということですね。しかし、こういつた要因から悪循環が生まれることも

明らかです。結局、私たち教員は、教えることに忙：しくて、best　practicesを導入す

ることはとても余裕がなくてできない、というようなスタンスを取ってしまいます。

それでも、2000年からの5年間にちょっとした改革が行われました。その改革で成

功したことがありますので、その中からいくつかの例を紹介したいと思います。

　九州大学と同じように、一年生には少人数クラスを保障することになりました。

全てのクラスではありません。必修科目4つのうち、1つは必ず少人数のクラスに

するということです。その趣旨は、少人数のクラスにすれば、少なくとも一年生の

時には一人の先生と仲良くなって、個人的な指導が受けられるようになるだろう、

そういう仕組みをつくってやってみようということです。一方、各コース、特に選

択科目のコースでは、本来一人だった教員が今度はチームを組んで、2人か3人で

一緒にコースを教えることになりました。チームで教えていますと、当然意識的に

そのコースをデザインしないと失敗に終わってしまいます。チームですと、お互い
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の教え方を自分の目で見て、後でディスカッションして反省して改善する、という

プロセスが自然についてくることがわかりました。

　それから、基本コースにおいては、例えば民事訴訟法では、mastery　courseとし

てそのコースを位置づけ、計画的にレポートを書かせたり、エクササイズをやって

もらったりするコースにしてみました。その反面、採点の場合は、「優」の割り振り

は人数を決めてなくて、自由にできることにしました。

　このmastery　courseと普通のコースの違いは、次の点にあります。普通のコース

は九州大学と同じようにクラスが15週間続いて、その間にレポートか宿題も少しは

出されるでしょうけれども、メインになるのは最後の試験です。mastery　courseは、

試験：は別になって、ずっと毎週レポートか宿題を出していくという形になります。

一年生のbasic　legal　skillは基本必修科目ですが、このコースでは毎週毎週宿題が出

され、できるだけ多くのものを学生に書かせるという方法をとっています。各学生

は自分のファイルをWebで作って、自分の書いたものを全部集め、それから他の学

生とも交換できるようにします。お互いの書いたものを読み、お互いに採点しあう、

という練習も先生が学生にさせるんですね。つまり、人の書いたものを校正すると

いうのも、実務家にとってはひとつのスキルだし、そういう他人の書いたものを分

析することは、自分の文章力を向上させることにもつながるわけです。一年たつと、

学生は自分の文章力がどれだけ伸びたか具体的に見ることができます。ファイルは

全部保存されていますからはっきりわかります。

　それから、必要なのは教室での双方向授業ですね。まず、ディスカッションをベー

スにして授業を行おうと思っているときは、その必要性を学生に説明する場合がほ

とんどです。アメリカの学生も、日本の学生とあまり変わりません。だから、聞く

だけの講義が好きで、きれいにまとまったレジュメが事前に配られ、それに沿った

講義、メモが取りやすい講義が最も評価されるのです。しかし、このような講義ば

かりですと優れた教育方法とは言えないので、ディスカッションのあるコースも提

供しないといけないのです。その時は、教育方法論の話を学生にしておきます。そ

の場合、学生からの質問も学問の一部であることを強調して、質問をすることも身

に付けるべきプロのスキルなので、できるだけ練習させたい、ということを私たち

は伝えるようにしています。
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　多くのクラスでは、もう教授が必ずしも中心ではないのです。今週、私は2本の

コースをしないでこちら九州に参りましたが、コースは休講にしませんでした。私

がいなくてもティーチング・アシスタントがコーディネートしてくれて、3人くら

いの学生が発表して、お客さんが5人程教室に出て下さって、私がいなくてもコー

スがちゃんと続けられるという方法をとっています。帰ってみないと、どうなった

かわかりませんが、メールでは大丈夫だというメッセージが入ってきています。

　クラスでは学生にできるだけ一人で発表してもらう、という方法は、こちらでも

使われているやり方だと思いますが、今、アメリカでチャレンジしているのは、学

生2人か3人でパートナーシップまたはチームを組んで一緒に研究するよう要求す

ることです。なぜなら、実務ではチームワークが最も要求されるスキルのひとつだ

からです。チームごとにレポート、というよりは、チームが協力して研究をする、

という宿題が結構出されます。クラスへの参加というのも重要なので、それも採点

します。参加のやり方は学生自身で決めることができます。発表するか、自分で研

究して新しい教材をクラスに提供するか、または、今度教室にいらっしゃるお客さ

んのために質問を自分で用意して、質問するなど、いろいろなやり方がありますの

で、それを自由に考え、選ぶようになってきました。

　民事訴訟法のコースでは、先ほどのmastery　courseですけれども、歌を作曲した

人もいますし、ビデオ作成も流行っていますσ今年、私のJapanese　Lawでは俳句を

提案して、作ってもらいました。

　そのほか、かなり大きく変わったのは、学生中心の授業と方法です。そのひとつ

の例としてお話したいのは、street　lawです。これは、ワシントン大学のみならず、

いくつかのロースクールで流行っているコースです。この科目では、学生が市内の

高校に出かけて、法制度または法手続について高校生に教えるものです。

　クラスを教えることによって、自分も法律についていろいろ学ぶ機会を得られま

す。学生から受けた質問も自分の勉強の為になる、というふうに考えられたコース

です。street　lawのコースに参加している学生に対しては、もちろん先生が成績をつ

けるのですが、実際に先生がパフォーマンスを見に行って、チェックして採点する

ことになります。

　あと強調したいのは、ご存知のように、学生の編集によるロースクールジャーナ
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ルがどのロースクールでも一つ二つ、三つ四つ、場合によっては五つも出されてい

るということです。これは、アメリカやオーストラリアなどのロースクールの特徴

のひとつです。学生自らが編集することによって、彼らの分析力、文章力が一段と

向上するという前提にたっています。また、選択科目で学生によって書かれたレポー

トがジャーナルに載せられることも少なくありません。

　それから、今度新たに導入したクリニックが、取引中心のIP、知的財産関係又

はテクノロジー関係のクリニックであることも、私たちにとってはよいことです。

九州大学も大変すばらしい遠隔授業システムを作っていらっしゃるけれども、テレ

ビ会議によるコースは私たちも行っていて、日本、インドネシア、オーストラリア

などの大学とも提携しております。

　最後に取り上げたいのは、教室外の教育のことです。ワシントン大学での法学教

育は、教室で行われるクラスに限定されるものだとは考えていません。総合的な教

育だと考えて、教室の外で行っていることも教育の一部だと認めています。むしろ、

教室外で行われていることのほうが重要だという見方もあります。ですから、教員

だけではなく学生自身も、業務スタッフ、OB・OGそれから地域のビジネスや法

律機関の実務家と協力しながら、さまざまなことを試みています。

　いくつか例を挙げましょう。Mentoringプログラム、これは1年生4人に対し教員

一人がアドバイザーとなって指導するものです。九州大学で行われているダブル

チューターと同じような趣旨の制度ですけれども、自分が担当するこの4人を春と

秋に必ず食事に誘って、リラックスして話ができる機会を提供します。それから、

新入生には、先輩の学生mentorがつき、また、実務家のmentorもつきます。です

から、mentorは、少なくとも教員一人、先輩の学生、それから市内の実務家の3人

ですね。こうして、新入生には最初の一日目からmentoringによっていろんな視点か

ら法学教育が考えられ、完全にサポートされる仕組みが作られているのです。

　二年生、三年生に進むと、今度はmentoringよりも自分の能力を伸ばしてteaching

assistantまたはresearch　assistantとして、教員の下で仕事をするというやり方で、

また別の種類のMentoringとなります。これも極めて重要な経験だと私たちは考え

ています。大学全体の中では、teaching　assistant、　research　assistantのためのス

キル構築のコースが毎年提供されますので、そこにも参加してもらいます。
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　それから、九州大学と同じく、各教授にはオフィス・アワーが要求されますが、

これはアメリカでは非常に重視されます。ですから、自分のオフィス・アワーだけ

は守るべきだと私たちは考えています。どんな会議が入っても、どんな依頼が入っ

ても、オフィス・アワーだけは崩さない。しかも、オフィス・アワーは最低週4時

間かかえていて、また、個人とアポイントを取る制度もありますので、全部あわせ

ますと、週一日はオフィス・アワー、学生相談にとられてしまいます。「しまいます」

という表現はよくないかもしれませんが、オフィス・アワーが大事であることはも

ちろん認識しつつも、かなりの負担であることも否定できません。

　そのほか、とても成功しているのは、学生自身による教育方法です。ご存知のよ

うに、アメリカのロースクールには、学生クラブ、協会がいくつもあって、私たち

のワシントン大学では20以上あります。学生クラブ、協会が自らお客様を呼んでゼ

ミナールを開くというようなことは毎日のようにやっています。それから、先ほど

言いましたように、ジャーナルの編集、それから学生協会による学修指導（Tutoring

Scheme）も常にやっています。ワシントン大学で非常に盛んなのは、学生協会の代

表がロースクールの各委員会にも参加するこ・とです。委員会のメンバーになって直

接に政策決定するわけではないのですが、その政策に関する議論には必ず参加しま

すし、それは歓迎されています。なぜなら、その委員会のメンバーになって、そこ

での議論を学生も実際に聞いていますと、ロースクールを経営することがいかに難

しいものであるかということがすぐにわかりますし、その委員会での経験は、卒業

後の就職に役立っスキルのひとつでもあります。そのような考え方にたって学生参

加は認められ、大変歓迎されているのです。

　九大でも始まっていると思いますけれども、模擬i裁判のmooting　competitionsは、

教員ではなく、ほとんど学生協会によって企画され、実行されています。

　最後に、自己点検・評価です。現在のワシントン大学の授業などを見ていますと、

教室内の教育が比較的保守的であることは否定できません。2000年以前と比べてず

いぶん良くはなりましたけれども、まだまだ改善する余地はありまして、とても一

流とはいえないと私は考えています。変えることは可能なのですが、組織的、合理

的な要因もありますので、どこまで伸ばせるかはこれからの課題です。ただ、他方

で、教室の外での教員と学生との関わり具合は、人によって違いはありますが、全
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体的には非常に高いと考えていいと思います。学生ひとりひとりの名前を教員が覚

えていて、お互いの挨拶が自然に交わされていて、授業が終わっても、毎日のよう

に、特に昼の時間は一緒に何かプロジェクトをやったり、お客さんを迎えてレク

チャーを聞いたり、勉強会を開いたりしていて、教室外での教育の機会はかなり多

いと私は考えています。ですから、総合的な経験：の観点から改善の余地はあります

が、ワシントン大学では比較的レベルが高く、評価できるのではないかと思います。

　それでは私の話は以上にとどめさせていただいて、ディスカッションのほうに入

りたいと思いますので、どうぞご自由にご質問をお願いします。

（意見交換）

（司会）どうもありがとうございました。それでは、皆さんのほうから、ご質問、

ご意見などをいただいて少しディスカッションしたいと思います。

（質問）ワシントン大学の司法試験合格率は80％～90％ということですけれども、

ワシントン州全体の平均はどれくらいなのでしょうか。

（回答）大体同じです。州全体の合格率は今年86．5％、そのうち、ワシントン大学

ロースクール出身者は84％、シアトル大学が64％、それから州の東にあるゴンザが

大学、これもカトリック系の学校ですけれども42％です。

（質問）日本の場合は、司法試験が競争試験で、合格者の人数が決められていて、

そこまでしか合格しないのに対し、ワシントン州の場合は資格試験で、そのような

定員はなく、絶対的な評価で、一定レベルの点数をとれば合格するシステムになっ

ているのでしょうか。

（回答）その通りです。ただし、年度によって合格率が多少異なりますが、80％か

ら90％の問のどこかになります。ですから、ここまで達していれば大丈夫だ、とい

うように絶対評価になります。おっしゃるように日本の司法試験とは完全に違った

形のものです。

（質問）先ほど、高校にも法科大学院の学生が出かけて教えるというお話がありま

したが、実は私はこのあと高校に教えに行くんですけれども、将来ここのロースクー

ルの学生が教えに行くようになればいいなあ、という感想を持ちました。ありがと

うございました。
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（質問）私は、ロースクールの将来のカリキュラムを検討する委員となっておりま

す。今、テイラー先生のお話を聞いて思ったんですけれども、特にアメリカのロー

スクールの場合は、法学部出身ではないわけですから、1年生だと特に早く法律学

の知識を身に付けたいと考えると思うのですが、その場合、少人数の双方向的な講

義というのは、理想的なんですけれども、短時間で早く修得するというときには効

率的でないかもしれないという気がするんですね。そこで、質問したいのですが、

1年生のレベルで少人数のクラスが行われているのでしょうか、行われているとす

れば、学生から「もっと効率的に教えてください」と不満は出ないのでしょうか、

不満が出ているとすればそれにどう対応しているのか教えてください。

（回答）少人数クラスの目的のひとつは、学生を安心させることです。不安な思い

で入ってくる一年生を、いかに早く安心してもらって、落ち着いて勉強できるよう

になってもらうか、という課題が大きいです。入学直前のオリエンテーションのプ

ログラムにも、ひとつの模擬講義があって、そのあとにはメモの取り方、まとめ方、

模擬試験が行われるんですね。そういう基本となるスキルをできるだけ入る前から

身に付けてもらって、それから少人数のコースをひとつ提供して、そこでは講義が

メインで行われます。もちろん双方向授業のやり方は必ず使っています。ただし、

授業が全てディスカッションであるとは限りません。

　民事訴訟法の同僚の話を聞いていますと、最初の一週間は聞き放題にして、パー

トナーディスカッションを歓迎して、できるだけ多くの学生に発言してもらいます。

直接授業の内容と関係なくても、とにかく学生の質問をたくさん引きだします。二

週間目からは、講義とディスカッションという形で授業を進めることによって、学

生が落ち着いて、ディスカッションの仕方もわかるようになる、という話を聞いて

います。双方向授業ですと、まず、パワーポイントを用意して、前もってメールで、

またはそのコースのホームページで全員に配って読んでもらって、また、クラスで

パワーポイントを見せて、それに関する質問なりディスカッションをします。もち

うみ、教科書は何ページから何ページまで読んでおくよう説明しておいて、それを

前提にディスカッションをする。それから時間をわって、講義、ミニレクチャーを

することが非常に多いんですね。ただ、全てがディスカッションではありません。

純粋なソクラテスメソッドを使っている先生は50名のうち1人くらいでしょうか。
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ソクラテスメソッドは、おっしゃったように非常に効率が低くて、正しい答えを引

きだすのにかなり時間がかかるし、しかもこちらが徹底的に自分の分野をマスター

していないと、とてもソクラテスメソッドは使えないと私たちは考えています。で

すから、いろんな方法を使って50分の授業を20分、20分、10分というふうにプラン

ニングをデザインして、この20分はミニレクチャー、この20分はディスカッション、

この10分は次回の予習の概要とか、そういうふうにかなりきめ細かくデザインして

ディスカッションを取り入れる、というのが普通なのではないのでしょうか。

（質問）今のお話ですと、講義だけの授業をしているクラスもあることはあるので

すか。

（回答）はい、あります。

（質問）パーセンテージで言うと、どのくらいの比率なのでしょうか。

（回答）これは高くて、7割くらいじゃないでしょうか。ただ、講義という言葉も

多少誤解されているかもしれません。純粋な講義といえば、教員がこちらに立って

話をして、最後の3分、「はい、質問はありませんかP」と聞いて去っていく、とい

うのが古典的な講義でしょう。今私たちが言っている講義というのは、講義・プラ

ス・ディスカッション、プラス・宿題、プラス・パワーポイントを見せる、プラス・

ビデオを見せる、プラス・グループに頼んで何か発表するようにする、とかいろい

ろな方法を工夫して、並行して行うというのがいわゆる講義の仕組みです。純粋な

講義はもう大昔の話です。もちろん年配の先生は、まだその形で、長いひとつのパ

フォーマンスとしてまとめてなさっています。それもそれなりに素晴らしいんです

が、私たちくらいの年代ですと、とても真似できないことですね。

（質問）むしろ新入生、一年生たちに少人数で発言させることのほうが、気持ちが

落ち着いてモチベーションも高まると理解すればいいですね。

（回答）それがポイントですね。モチベーションを高める、それから一人ひとりが

尊敬されていることを示す方法でもあります。あなたは単なる学生ではなく、こち

らのクラスの共同体のメンバーである、責任を持って参加してください、というメッ

セージも含まれています。

（司会）他に、学生の皆さんも遠慮なくどうぞ。

（質問）2年生の学生です。学部長の先生がdirector　of　teachingとなって指導され
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る、リーダーシップをとったりされるということなんですけれども、また、学生の

代表が先生方の会議に参加すると伺ったんですけれども、全体的なマネージメント

を担当する先生は、外から招いているのでしょうか。それとも先生方の中で役割分

担をなさっているのでしょうか。それからもう一点、先生のレジュメの中に、「大学

院と技術学校」とあるのですが、どういつだ違いがあるのかよくわからなかったの

で、説明をしていただきたいのですが。

（回答）マネージメントに関する質問ですけども、大変鋭いご質問です。先生方は

既にご存知だと思いますが、アメリカ、オーストラリアのロースクールと日本の法

科大学院の大きな違いのひとつはスタッフにあると思います。アメリカの、ワシン

トン大学の50名くらいのフルタイムの教員に対して50名くらいのスタッフがいま

す。で、図書管理はまた別に50名の図書スタッフがいます。ですからスタッフの人

数が多いこと、それから持っている資格が比較的高いことです。私の秘書は、博士

課程を出ている方ですし、このセンターのスタッフは、みんなJDを持っていて弁

護士の経験を持つ人たちです。スタッフのレベルも比較的高いので、マネージメン

トはスタッフのほうにかなり委託されています。teachingに関しても、　director　of

teachingは教員ですが、同様です。　academic　services　directorがスタッフ側から1

人、それから、その下に何人かのteachingに関する責任者が決まっています。このよ

うなサポートがなければ、なかなか改革は進みませんし、優れたレベルの教育を提

供することも非常に難しいと私たちは考えています。これから、日本の法科大学院

でも、スタッフを増やす傾向があらわれるかもしれませんね。

　それから、二番目に、大学院と技術学校の違い、これは永遠の議論ですね。アメ

リカのロースクール、オーストラリアのロースクールが、大学院レベルの法学を教

え、研究するところであるか、それとも、実務家を養成する技術学校にすぎないの

かという議論が、もうほぼ50年続いていますが、結論は出ていません。実際のとこ

ろは、両方重ねてやっている所がほとんどです。でも、そこからいろいろなスタッ

フが当然でてきます。科目ではどういう科目が重要なのか、科目の内容はどうであ

るべきか、レポートをたくさん書かせて一人前の研究者として養成すべきなのか、

司法試験に向かってそれなりの情報、知識を押し込むべきか、スタッフによって、

やり方、教育方法がずいぶん異なります。
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　実際のところ、現在、アメリカのロースクールでは、トップのハーバード、エー

ルを除けば、質のいいロースクールでは両方がブレンドされていて、どちらでもな

いという非常にあいまいな形をとっているのが普通です。エール、ハーバードです

と、もうすこし大学院に近く、実務をあまり重視しない、とにかく理論を3年間楽

しみましょうという姿勢です。

　ハーバード、エールに入ってこれるくらいの学生だったら、司法試験は別に心配

する必要はないですよ、というように、先生方は最初から率直に見ています。その

ために、理論で有名なんですけれども、他の大学はミックスをやっています。これ

以上話しますと、もう50年かかります。

（質問）私は、ロースクールでは、「歴史と法」という科目を担当しています。先ほ

どの少人数クラスの話しに戻るんですけれども、もう少し具体的なイメージをつか

みたいということで伺います。レジュメでは一年生に最低ひとつの少人数クラスを

保障するというふうに書かれているんですけども、少人数クラスという場合の具体

的な規模は20人くらいということでしょうか。

（回答）35人です。

（質問）その規模の少人数クラスなんですね。そうしますと、例えば標準的な一年

生の一週間の履修スタイルを想定しますと、一週間に一年生ひとり1コマか2コマ

くらい少人数クラスというのに出席して、後はもう少し規模の大きな60人、70人く

らいのレクチャーの授業に出席する。講義のスタイルとしては、ディスカッション

の要素を多く取り入れており、多様だということですけれども、大半は60人から70

人くらいの講義スタイルの授業を受けて、1回か2回少人数クラスに参加する、こ

ういうのが通常なのですかP

（回答）その通りです。

（質問）もう一点ですけれども、少人数クラスの授業というのは、具体的には、例

えば民法の少人数クラスとか、刑法の少人数クラスとか、そういうことなのでしょ

うか。それとも科目を特定しないで、少人数でいろんな論点について議論しあうと

いうような方法なのか、どちらなんでしょうか。

（回答）特定していません。しかも、少人数のクラスを担当する教員は毎年変わり

ます。つまり少人数のクラスを教員の間でまわします。なぜなら、少人数のクラス
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を担当するほうが、レクチャー・クラスよりも負担が重いと思われているからです。

（質問）どうもありがとうございました。

（質問）ロースクールの学生です。テーラー先生の肩書きを拝見しておりますと、

アジア法センターの所長をなさっているということですが、具体的にはどういうお

仕事をされておられるのでしょうか。

（回答）そうですね。教育、研究、コンサルティングの3つの柱から成り立ってい

るといっていいでしょう。まず、教育として、JDプログラム、LL．M．、博士課程で

の授業を担当しています。日本法、中国法、インターナショナル法、法整備支援、

比較法などの授業がこの領域に入り、私がコーディネーションをしています。もち

ろん、私のみが担当しているのではなく、アジア法専門の同僚も他にも4人ほどい

ます。それから研究、そして、コンサルティングです。政府の政策作りですとか、

法整備支援プロジェクトに参加してコンサルトすることもやっています。

（質問）私個人としては法整備支援事業に関心がありまして、もし法曹になったと

きには何かの形で参加したいと考えております。レジュメを見ておりますと、周辺

科目ということで比較法、中国法、イスラム法があるということですけれども、そ

れは、アジア法センターの研究成果を活かした形で、ロースクールの授業をされた

り、法整備支援その他外国法の領域での指導をされているというふうに考えてよろ

しいでしょうか。

（回答）その通りですね。イスラム法専門の若い学者を去年、一昨年と2人雇って、

イスラム法の授業をやってもらっています。それは、基本的にはJDプログラムで、

学生対象にやっています。法整備支援の授業もそうです。私たちが考えているのは、

実務の領域がだんだんと広がっていくとともに、法整備支援もひとつの実務分野と

して固定していくのではないかということですね。そのために何人かの弁護士を養

成しておけば、彼らは早い段階からそちらの分野に流れていけるだろうと企画して

科目を用意しました。ちょっと他のロースクールよりも早くそれを獲得し、早くそ

の分野に出したいという目的からです。

（質問）最後に、一つ先生自身のご意見をお聞きしますけれども、法整備支援に携

わるためには、実務的な体験：がロースクールの段階で必要だとお考えでしょうか。

（回答）体験ですか。今日はちょっと時間の関係でお話はしなかったんですけれど
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も、もちろんエクスターンシップのプログラムはかなり充実していて、どの学生で

もエクスターンシップは取れる形になっています。場合によって、エクスターンシッ

プで学生が法整備支援のプロジェクトをやっている機関にエクスターンとして行っ

て、そこでプロジェクトをやってロースクールに戻ってくる、ということはありま

すね。

（質問）どうもありがとうございました。

（質問）今日はどうもありがとうございました。2点ほどお伺いしたいんですけれ

ども、まず1点目なんですが、1年生を100人としたときに、実際に司法試験に合格

するのは何名くらいなのか。日本ではアメリカのロースクールに対して神話があり、

そこは非常に厳しくて、1年から2年、2年から3年の間に振り落とされてしまう

といわれています。そして、それが何パーセントかについては、人によって言うこ

とが全く違っています。実際、ワシントン大学では100名の新入生のうち何名が司法

試験に合格しているのでしょうか。その具体的な数字を教えていただきたいと思い

ます。2点目なんですが、不幸にしてそういう形ではじき出されてしまった人たち

の支援といいましょうか、対策をどういうふうにされているのか、という点です。

私のところの法学部の卒業生が旧来の司法試験：を頑張っていたのですが、残念なが

ら今年もだめだったんですね。その学生から電話がかかってきまして、いろいろ対

応しているんですけれども、こちらとして何か支援策はないものかと思案している

んです。ロースクールに入学した場合も、卒業して1年目でうまくいかない人のた

めの支援策を考えなければいけないので、その参考としてぜひ教えていただきたい

のですが。

（回答）わかりました。先生は、司法試験の合格率を基準として取り上げてくださっ

たんですけれども、受かる時期が3年終わってのことですので、3年生になれれば

今年では84％が合格したというのがワシントン大学での数字です。そうしますと残

りの16％はどうなったかということです。人によっては、受からなかった場合は次

の時にまたやってみる。セカンドタイムの半分以上は受かるというパターンがかな

り長く続いていますので、本当に合格できない人はわずか10％くらいですね。彼ら

には受からない理由がそれぞれあって、結婚して子供のいる人が少なくないので、

途中で時間的に司法試験の準備が無理になったという場合が少なくありません。そ
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こで、ロースクールが責任を持ってひとりひとりを調べてみるんですね。電話をい

れて、どうなっていますか、こちらからのサポートできることがあったらサポート

しますよ、というふうにフォローアップはちゃんとしています。

　これはなぜかというと、合格率がランキングと直接関わってくるからなんですね。

10年前から始まったUS　News　and　Worlds　Reports　rankingが、ものすごく1aw

schoolを動かしていることも要因のひとつですね。だから、合格率は私たちの組織と

しては非常に重要なんです。

　他方、もうひとつの大事な統計は就職率です。ζれは、今のところは91％から93％

です。残りの7、8％の人たちにもそれぞれ理由があって、たとえば、今は探して

いません、今子育てで忙しいのでしばらく休みをとって、また就職活動に入ります、

というように様々な理由があります。それもきちんと一人ひとりフォローします。

キャリア・サービス・オフィスというのを設けていて、キャリアサポートに責任を

もつディレクターキャリアが一人いまして、その人の下にスタッフが5人程います。

6人でキャリアサポートをするのが仕事なんですけれども、司法試験のための準備、

それから就職活動、それから3、4年経過後転職あるいは異動したいというような

人が訪ねて来ます。その時には、もう一回ロースクールに戻って、キャリアサービ

スに相談して、またサポートを受けられるという形になっています。つまり、私た

ちが考えているのはLife　Long　Supportです。一度入学したら絶対に離さない、もう

永遠にこのロースクールのコミュニティーメンバーなのだから、ずっとサポートし

ていきますよ、という約束をしています。それがキャリアサポートとしてあるんで

すね。でも、就職率が100％でないことは、もちろん完壁ではないという証拠でもあ

りますので、それは認めます。

（質問）民法を担当しています。教育内容について少しお伺いしたいんですけれど

も、試験にそれだけの合格率があるということなので、試験の中身と実際に行われ

る教育との関係はどうなっているのか、ということです。お聞きしていると、弁護

士になったり裁判官になったりする、それに役に立つ授業が行われているように思

うんですけれども、試験に直接関係するような内容を特に意識されているのかどう

かをお聞きしたいのですが。

（回答）司法試験のための準備は、ロースクールではなく予備校で行われるのが普
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通ですね。皆さまご存知だと思いますが、例えばブランドのバーブリだとか、地域

によってはまた小さな会社、予備校の会社がいくつかあります。そこで6週間程の

コースを受ければ、それまでに普通に勉強してきて6週間集中的に勉強すれば、司

法試験には合格できるだろうというふうに学生は考えています。統計的な裏づけが

ありますので、6週間ぐらいの準備しか必要ありません。その6週間のコースを誰

が教えるのかといいますと、ロースクールの教授です。だから、予備校といっても、

学生が一斉にロースクールを卒業して卒業式があって、次の日から予備校というふ

うになるんです。予備校といっても、市内の予備校ではなくて、予備校をロースクー

ルに招いて、普通のロースクールの教室でやるんです。で、講義を担当するのはロー

スクールの教授です。ですから、それまでにやった民法なり民事訴訟法なり刑法な

りの授業のまとめ、あるいは復習のようなものになります。これがワシントン州の

司法試験の話です。ニューヨークBar　Examですと、別のコースで、講i義も別の教

室で、試験を受ける人のための6週間コースを設けていますが、それもバーブリを

ロースクールに招いて教室でやっています。

（質問）その場合、予備校でやる講義というのは、レクチャーを中心にしていて、

ディスカッションをやっている暇はないだろうと思うんですけど。

（回答）ディスカッションなしの一方的な講義です。重要な点は、これとこれとこ

れ、これも忘れないで、という感じですね。でも、ディスカッションは十分やって

きたので、ある程度土台はできているという前提にたって、今回はポイントを絞っ

て試験に合格するための重要な所だけ取り上げてやろうというのが本当のところで

すね。

（質問）それに関連して、司法試験の出題者はどなたなのですか。ワシントン州だ

と州立大学のプロフェッサー、あるいはまったく関係のない実務家が担当している

のでしょうか。

（回答）両方ですね。大学の教授から出される質問もあれば、実務家から出される

質問もある。採点も、大学の先生と実務家。まあ、委員会ですよね。メンバーが多

少変わりますが、結構重複することもありますね。ですから、そういうふうに密接

な関係になりますので、ロースクールで教えてきたことが関係なければおかしいん

ですね。司法試験は、ある程度ロースクールの法学内容とあわせて作られているん

1277　（72－4　－383）



ワシントン大学ロースクールにおける学習・教授方法　F21

です。

（質問）私はマネジメントを担当しています。ローレビューのスタッフになるのが

非常に大変だというお話しがあって、かなりエリートに近いんだというお話しがあ

りました。将来日本でもローレビューをロースクールの学生に書かせるとした場合、

確かに、アメリカでは指導については何十年も経験がありますから、ロースクール

の先生も先輩も皆さん経験者なんでしょうけれども、日本にはそのような経験をし

た人がいないので、もしそのように動かすとすると、どういう教育方法になるのか

ということが気になるんですけれども。

（回答）おっしゃるとおり、従来のローレビュー、ロージャーナルは、一番優秀な

学生をピックアップして編集者にしていたことは間違いありません。だからローレ

ビューが一種の学生のランク付けの手段ともなっていました。現在は、このわずか

のメンバーで成り立つローレビューがあまり良くないという見方が広まって、各

ロースクールには新しいジャーナルがどんどんできてきました。だから、できるだ

け多くの学生に参加してもらえるようにする、という方針ですね。資料に関しては、

まず問題となるのは、教員が直接指導しないと質の良い論文はできないということ

です。だから、教員にとってはかなりの負担となります。しかも、論文の書き方、

それから構成の立て方等についての指導が上手な教授というのは人数が少ない。そ

れで、負担が集中してしまって、ローレビューにつく先生が決まってしまって、全

ての論文を指導することになる。これはちょっと解決しにくい問題でもあります。

　でも、実際に今度は学生がお互いに編集したり指導をしたりしますので、ローレ

ビューの編集をつとめる3年生は、1年生、2年生のときに、たくさんのスキルを

身に付けておかないと、それもまたなかなかできないですね。だから、ロースクー

ル側からローレビューを作ろうと思えば、まず1年生の時から必要なスキルを考え

て、それをどういうふうに身につけさせるかということを企画せざるを得ないです

ね。後は、3年生になって編集者の指導、または書く人の指導は常に必要ですけど、

基本的なスキルは1年生、2年初の時に身に付けておかないと、なかなか組織とし

ては成功しないように私は思います。

（司会）さて、皆さんのご協力で、非常に濃密な議論ができたと思います。まだま

だご質問はおありかと思いますけれども、ちょうど時間になりましたので、本日は
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