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平成１６年度科学研究費補助金（学術創成研究費）研究進捗状況報告書 
 
  

ふりがな まつうら よしはる

①研究代表者  
 氏   名  

松浦 好治 
②所属研究機関

 ・部局・職  

名古屋大学・大学院法学研究科 
・教授 

和文  コンピュータ・ネットワークを用いた法学教育の実践・評価システムの創成 
③研 
究

課

題

名 英文  Professional Legal Education under the Environment of Computer Networks:Development of 
A Disinterested & Participatory Review System of Professional Skills Training 

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 総  合  計  ④研究経費 
（直接経費） 
１７年度以降は内約額 

千円 
89,600 

千円 
86,200 

千円 
86,400 

千円

40,600 

千円 

27,100 

千円 
329,900 

⑤研究組織（研究代表者及び研究分担者） 

氏    名  所属研究機関・部局・職  現在の専門  役割分担（研究実施計画に対する分担事項） 

松浦好治 
菅原郁夫 
加賀山茂 
角田篤泰 
池田輝政 
佐野裕志 
養老真一 
梶田将司 
 

名古屋大学・大学院法学研究科・教授 

名古屋大学・大学院法学研究科・教授 

名古屋大学・大学院法学研究科・教授 

名古屋大学・大学院法学研究科・助教授 

名城大学・人間関係学部・教授 

鹿児島大学・大学院司法政策研究科・教授 

大阪大学・大学院法学研究科・助教授 

名古屋大学・情報連携基盤センター・助

教授 

法情報学 
法社会学 
民法 
法情報学 
教育学 
民事訴訟法 
法情報学 
教育工学 

実習技能評価プログラムの開発 

ＩＴ環境における裁判技能の研究 

ＣＡＩによる専門的法学教育方法の開発 

実習技能評価プログラムの開発 

ネットワーク環境における法学専門教育運営方法の研究  

ITを使った法学教育の有効性の検証 

ITを使った法学教育の有効性の検証 

Web CTの法学教育への応用研究  

⑥当初の研究目的（交付申請書に記載した研究目的を簡潔に記入してください。） 
 
この研究の目的を具体的プロジェクトとして述べると、以下のように 7つにまとめることができる。 

1. 2004年度に新たに設立される法科大学院(いわゆるロー・スクール)において専門的技能を中心とする高度の法学教
育を行うために現在開発中のネットワークシステム(「全員参加型実習・評価システム」)を完成させて、実用に供
すること。このネットワークシステムは l00 人以上の学生がリアルタイムで全員参加する実習を可能にし、同時に
学生が実習の区切りごとに実習の質の評価に全員参加できるという特徴を備えたものにすること 

2. 多数の学生の専門的技能の修得レベルを講義中に随時計測し、講師の教育方法に直ちに反映させることのできる別

個のシステム(「学習到達度確認・講義内容補正システム」)を完成させ、実用に供すること 
3. 上記 2つのシステムに教育者や評価者自身を評価する機能をもたせること 
4. 学生が行う口頭弁論・証人や証拠調べなど実践的な専門実技訓練の到達度をできるだけ客観的に判定し、学生の専

門教育の質のコントロールと向上に利用できるシステムを開発・完成させること 
5. 従来情報メディア研究の中で開発されてきた教育用ネットワークツール(たとえば、WebCT)を法学専門教育に適合

するように加工・発展させる一方で、必要なツールを追加開発すること。現在準備中の「電子裁判所」に対応でき

るような技能を訓練するツールもここに含まれる。 
6. ネットワーク上で高度の法学教育において必要とされる専門教育教材を提供し、講義その他の有効かつ効率的な運

用することを可能にする支援システムを整備すること(言い換えると、従来、活字中心であった法学教育の中にマル
チメディアの要素を比較的容易に導入できる手順を確立すること) 

7. このようにして開発したネットワーク環境に適合したシステムや機器・設備・教材などを 1つのパッケージとして
完成させ、法学部および法科大学院における教育の中でその有効性をテストし、多くの法科大学院の共通基盤モデ

ルとして提供すること 
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⑦これまでの研究経過 
Ⅰ 本研究は、学術創成研究費の趣旨の３つの観点のうち、どの観点に主眼を置いて研究を行っているかについてお書きください。 
第一の「創造的・革新的・学際的学問領域を創成する」ことに主眼を置き、あわせて第三の、「国際的に対応を強く要請

される研究」を行っている。 
従来、法律家の世界では、徒弟制に似た方法で国内市場向けの法律専門家を養成してきた。この研究は、情報科学の成果

を活用して、専門技能･知識の解析とフィードバック、専門技能・知識習得の公正な評価方法の開発、専門横断的に教育者･

研究者・実務家が教育環境に継続的関与できるシステムの開発研究を行っている。あわせて、このシステムを通して、外国

の教育者･研究者・実務家の教育環境への継続的関与が可能になるため、国際市場で価値を持つ日本人法律家の養成システ

ムの開発研究としての意味ももたせている。 

 
Ⅱ 研究の進捗状況について、必要に応じて図表等を用いながら、研究組織内の連携状況を含め、具体的に記入してください。 
上に述べた7つの研究目標をまとめると、「専門家養成用の高度な学習環境の開発研究」と表現できる。この研究は、次の
３点に重点をおいて進めてきた。 
(1) 専門技能･知識が実際に使用される状況を複数のカメラをシンクロナイズさせながら、同時ビデオ収録するシステムを開
発する。さらに、収録した実技ビデオ記録に自動的にindexを付すなどの方法で、webベースで記録解析・評価し、フィード
バックを通して学生の技能向上に結びつけるシステムを開発する。 
(2) 専門技能・知識に関する学生の学習成果を匿名化して、学生同士・専門家のwebベースの評価投票・コメントの対象と
する。これによって、公正な評価を行う一方、優れた実技（学習）成果に触れることで学生が鑑定眼の訓練と自己の技能向
上に結びつけることのできる環境を開発する。 
(3) 大学、法律事務所、実務家団体（日本弁護士連合会）などをwebによってネットワーク化することで、多様な専門家が
教育現場に継続的に参加できる人材ネットワークの形成とそのネットワークを支援する情報システムを開発する。この人材
ネットワークは、国内だけでなく、国外の人材（たとえば、外国の大学の研究者や実務家）を網羅する。これによって、単
一の教育機関に縛られない「ナショナル･スタンダード」による専門技能･知識教育の実現可能性を目指す。 
個別の進捗状況は、以下の通りである。 
■システム開発や環境整備に関する進捗状況 
・ 法科大学院向けの物理的な環境整備（法廷教室、PC演習室、無線LAN環境）はほぼ整備された。 
・ 投票システム、ゴーイングシラバス、WebCTの特化作業は終了。 
・ 実際に法科大学院で利用するためにゴーイングシラバスの多くの機能を継承した新たなシラバスシステムを
開発し、運用も開始した。従来の投票システムに包含されていた課題提出・評価機能をこの新シラバスシス
テム上に再構築し、特化・改良も加えた。 

・ WebCTの機能を利用して択一問題システムを作成。１６年度は実際に法科大学院の授業に用いている。 
■ゴーイングシラバス（ＧＳ：Going Syllabus）に関する研究進捗状況 

対面による教室での授業活動を支援するネットワークツールであるＧＳに、14年度は英語インターフェイス画面（国際
版ＧＳ）を追加。これにより国内外で行われる法学授業の活動にキャンパス外からアクセスできる環境が整う。15年度
は、国内版ＧＳを法学授業に活用した経験に基づき、ＧＳの改訂を行い、さらに容易に利用できる環境が整えられた。

■ DRS(Digital Recording Studio)及びSTICS（STream Indexing and Commenting System）に関する進捗状況  
・ 当初の予定通り、両システム共に、14年度に基本システムが完成。15年度に基本システムの発展が図られ、

16年度にはその実践的利用の段階に至る。  
・ DRSは、模擬法廷内に４台のカメラを設置し、模擬裁判の収録、分析を可能にするシステム。14年度は音声

追尾式の録画方式を完成させ、15年度には5チャンネル同時録画方式も完成し、利用段階に至る。  
・ STICSは、インターネット上配信された映像に対し、必要な場面にコメントを付すことで重要な実技場面に

意味づけを行うシステム。実技技術を微視的に分析することを可能にするツールであり、NTT Communicati
onsの協力のもと、この研究において新たに開発された。14年度は１画面配信のみ、15年度は5画面を同時に
配信かつコメントを付すまでに発展。この２システムを用いて、法律実技教育に関し、体験（ロールプレイ
の実施）、多面的な記録、分析、理論化、構造化した後に学生にフィードバックするという実技教育の一パ
ターンが完成しつつある。15年度後半及び16年度前半は、２システムを実験的に法学部の授業に用いている。

 

Ⅲ その他   
とくに、STICSに関しては、16年度からは、日弁連の法律相談センター面接技術研究会においても相談技術研究
のツールとして利用されており、その高い実践性が証明されている。今後は、これらのシステムがインターネッ
トに接続された拡張性の高いものであることを生かし、他大学との協力に実務技術教育教材の共同利用のための
データベースの構築や、キャンパス外の実務家の指導を生かした授業に組み立てなどの実践的な研究を展開して
いく予定である（すでに前者に関しては、早稲田大学、慶応大学、中央大学、上智大学、同志社大学、岡山大学、
熊本大学、愛媛大学、鹿児島大学と教材共同利用のための協議に入っている）。そのような形で、この領域に関
しては、当初の予定通り、14年度には基本システムが完成し、15年度は基本システムの発展が図られ、16年度に
はその実践的利用の段階に至っている。  
 

直接開発 

＜研究チーム＞ 
法学、教育学、情報科学 ＜共同開発パートナー＞ 

NTT Communications 
トーツーエンジニアリング 

＜提携・協力機関＞ 
早稲田大学・大阪大学 

Wisconsin大学（U.S.A.） 
日本弁護士連合会ほか 

教室環境・多角的映像収録 
映像解析・評価システムの開発 

匿名評価、web上のシラバスシステム、on 
line writing Lab等の開発 

システムの利用、改善提案、 
共同利用の為の、連携体制の整備 

＜研究体制図＞ 



学術創成中間－3 

⑧特記事項 
これまでの研究において得られた、独創性・新規性を格段に発展させる結果あるいは可能性、新たな知見、学問的・学術的なイン 

パクト等特記すべき事項があれば記入するとともに、推薦者の期待がどの程度達成されつつあるかについて記入してください。 

 
■ＳＴＩＣＳ・ＤＲＳに関する特記事項： 
法的専門実技教育に関しては、前述のDRSやSTICSといったシステムを用いることによって、これまで
確立していなかった実務技術教育に新たな教育パターンを確立した点が特筆に値する。これまでの実
務技能教育は、大学の場のような集合教育の場では不可能とされ、実務の現場におけるOJTのみが教育
の方法とされていた。しかし、本研究においては、実務技術教育の困難さは、おなじ行動も実務状況
如何によってはその意味合いを変えてしまうといった、実務技術の状況依存性の高さ故の分析の困難
さ、および仕草やタイミングといった非言語的要素の伝達困難性に起因すると考え、それらの困難を
克服するためにDRSやSTICSを開発した。すなわち、DRSを用いることにより、従来再現の難しかった
実務技術が機能する場面を的確に捉え再現することが可能になり、また、STICSを用い、その場面に意
味づけを行うことにより、個々の技術の持つ特性や意義をより詳細に分析し、差し示すことが可能と
なったのである。これらのシステムを用い、本研究チームでは、まずは非言語的な要素をも理解する
ために体験的学習（ロールプレイ）を行い、ついでそれを客観的・多面的に記録し（DRSの利用）、
再現、分析し、理論化構造化し（STICS）の利用、フィードバックするという教育方法を確立した。こ
のような教育方法は、一人法曹実務技能の教育手法にとどまるものではなく、医療面接、カウンセリ
ング教育、接客技術教育等の専門スキルの教育に幅広く応用が可能な教育手法である。  
 
 
■シラバスシステム(統合プラットホーム)、投票システムに関する特記事項： 
・ シラバスシステムに関しては、法科大学院での全講義科目での本格運用が開始。 
・ 本システムを導入したいと希望している大学がいくつもあり、また、法科大学院に限らず、利用可能なため、
フリーソフトとして配布の準備も進めている。実際、Unix系マシン、Windows系マシンのいずれでも、導入
可能であり、稼動実験も終了している。実際にコースウエアはコストが高く、メンテナンスも素人には難し
いため、このような形での配布は大きく社会貢献できるものと思われる。 
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⑨研究成果の発表状況 
この研究費による成果の発表に限り、学術誌等に発表した論文（発表予定のものを記入することも可能。）の全著者名、論文名、 

学協会誌名、巻（号）、最初と最後のページ､発表年（西暦）、及び国際会議、学会等における発表状況について記入してください。 
 
■国際会議 
「CONFERENCE ON Integrating Technology into Global Legal Education」 
Hosted by the University of Wisconsin’s East Asian Legal Studies Center 
Madison, Wisconsin, USA and co-sponsored by Nagoya University School of Law 
Nagoya, Japan, September 7 - 10, 2003 
 

■論文等 
 
加賀山茂「法教育改革としての法創造教育 －創設される法科大学院における法教育方法論－」『名古
屋大学法政論集』201号691-744頁（2004年） 
KAGAYAMA Shigeru   
Legal Education Reform in Japan - To foster Creative Thinking Ability of Students - 
Proceedings of Special Workshop (Artificial Intelligence in the Law - Creativity in Legal 
Problem   Solving -) of the IVR World Congress．38-45．2003年 

加賀山茂・松浦好治編『法情報学－ネットワーク時代の法学入門(第 2版)』全 290 頁（有斐閣．2002 年） 
 
梶田将司ほか『文部科学省情報処理教育研究集会論文集』2002 年 
梶田将司ほか『情報処理学会分散システム／インターネット運用技術シンポジウム 2003 年論文集』2003 年 
 
金子大輔，菅原郁夫，今井早苗，半谷幸裕「法科大学院における実務技能教育 を支援するシステム導入の試み」，
教育システム情報学会誌，2004.7， Vol.21，No.3．（採録決定） 
 
佐野裕志 「法律実務におけるＩＴの現状と課題」『弁護士業務改革シンポジウム「激動の中の弁護士業務改革」

論文集』,79-80頁,2003年(論文本体は付属ＣＤ－ＲＯＭに収録．掲載紙には要約のみ） 
 
菅原郁夫「リーガルカウンセリングとは何か」『月報司法書士』６月号,2-7頁,2003年  
菅原郁夫ほか編『法律相談のための面接技法 相談者とのよりよいコミュニケーションのために』 
全357頁,商事法務,2003年  
藤田哲・菅原郁夫「民事模擬裁判授業」NBL762号,41-49頁,商事法務,2003年  
松浦好治・菅原郁夫「名古屋大学臨床法学教育のシミュレーション方法とその課題」宮川成雄編著『法
科大学院と臨床法学研究』,187-196頁,成文堂,2003年  
菅原郁夫「IT教育―その功罪も含めて」法律時報,76巻5号,38-44頁,日本評論社,2004年  
 
松浦好治「シャドウ・コート」『名古屋大学情報連携基盤センターニュース』2巻2号,113,2003年 
松浦好治「「法情報調査」科目の設計案」『ＮＢＬ』761号30頁,2003年 
松浦好治「法科大学院に自発的参加環境を提供する」日弁連法務研究財団編『法科大学院における教育方法』
59-79頁,商事法務,2003年 
松浦好治「KEY WORD リーガル・リサーチ」『法学教室』280号,2-3頁,2004年 
松浦好治「法律情報の発信･自動翻訳に向けた取組」『ICD NEWS』14号,45-48頁,2004年 
松浦好治「法律家の発想とバランス感覚(1)～(10)」『法学教室』247-56号,4-5頁,2001年 
松浦好治「法律家の発想とバランス感覚(11)～(13) 」『法学教室』257-9 号,4-5 頁,2002 年 
松浦好治「遠隔講義実験」『法律時報』74 巻 3 号,36-38 頁,2002 年 
 
■学会発表等 
 
佐野裕志 日本弁護士連合会・弁護士業務務改革シンポジウム「法律実務におけるＩＴの現状と課題」と題す

る基調講演,パネルディスカッションにおけるパネリスト,（2003年11月14日） 
Shoji Kajita "uPortal Internationalization", 8th Semiannual JA-SIG  Conference Presentations 

Westminster, Colorado, June 8 - 10, 2003. 
Shoji Kajita " Development of a WebCT Channel Integrated with an International Version of uPortal", 

5th WebCT User Conference, July 14-17 2003, San Diego, USA. 
梶田将司「名古屋大学ポータルへのWebCTの統合」 第1回日本WebCT研究会, 2003年. 
菅原郁夫「模擬法廷を活用したロイヤリング教育」平成14年法学教育情報技術活用研究集会「法科大

学院教育におけるITの活用」（2002年3月16日、横浜桐蔭大学） 
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