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報　　告

中国の法科大学院教育の現状と問題
── 中国政法大学を素材として

辛　　　崇　陽

司会：中国政法大学の辛教授よりお願いしたいと思います。辛先生の演
題は「中国の法科大学院の教育の現状と問題」というタイトルです。辛
先生を簡単にご紹介申し上げますと、中国政法大学の教授でいらっしゃ
いまして、副院長でいらっしゃいます。実はご出身はこの名古屋大学で、
1999年 3月に名古屋大学の博士課程を修了なさって、ご専門は国際法
でいらっしゃいます。それでは、よろしくお願いいたします。

辛教授：皆さん、こんにちは。辛と申します。よろしくお願いします。
先ほどご紹介していただいたように、私はこの名古屋大学の出身で、こ
ちらは本当に懐かしい思い出がいっぱい残っているところです。今日は、
中国の法科大学院の教育の現状と問題について報告させていただきま
す。よろしくお願いします。

1　中国の法科大学院教育の基本状況

この報告では、私が勤務している中国政法大学（以下「政法大」と表
記）を素材として、中国でどのような法科大学院教育を行っているかを
紹介させていただきます。
まず、中国全体の法科大学院教育の基本状況について説明させていた

だきたいと思います。中国では、1996年に法科大学院教育が始まり、
同年から 10年間は実験期でした。そして、10年目の 2006年に、正式
に法科大学院教育が始まりました。実験期には、政法大を含めて 8つの
大学が実験校として法科大学院教育を開始し、その間の 10年間で 6回
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の資格認定があり、結局、50校の大学が法科大学院教育を行うように
なりました。現在では、116校の大学が法科大学院教育を行っています。
中国の法科大学院には、通常 4つのコースがあります。第一に、未修

生、つまり法学部以外の卒業生を対象とするコースがあります。これは
全日制で、在学年数は 3年間です。第二に、法学部の卒業生、つまり既
修生を対象とするコースで、これも全日制で、在学年数は 2年間です。
第三に、生涯教育で、これは日本の法学研究科の高度専門人コースに相
当するもので、募集対象は、法曹として 3年間またはそれ以上の実務経
験者です。第四に、特別募集コースがあります。中国は国土がかなり広
いため、発展のバランスがあまり取れていません。特に中西部の方は発
展の遅れが相当あるため、裁判所と検察院は裁判官と検事が不足する状
態にあります。そのため、この問題をどのように解決するかという問題
に直面して、法科大学院教育の中で特別コースを設けたというわけです。
つまり、大学の法学部を卒業した人を対象に、特別な試験を実施し、合
格者は 2年間の勉強を経て、卒業後、中西部の裁判所と検察院へ派遣さ
れ、5年間の勤務を行うというものです。5年経過後は、自由に移動で
きます。例えば、上海などへ再就職に行ってもかまいません。これが特
別募集コースです。
毎年、全日制の学生を全国で 1万 1,000人募集します。生涯教育は 6,000
名で、特別募集は 600名です。つまり、募集定員は全部で 1万 7,600人
規模ということになります。
政法大は、実験校として 1996年に法科大学院教育を始めました。最
初の 8つの大学は政法大を含めて、北京大学、中国人民大学、東北部に
ある吉林大学、それに中部にある武漢大学などです。つまり、中国の法
科の名門大学が、最初の実験校として法科大学院教育を始めたというこ
とです。
政法大では上述した 4つのコースが全て揃っており、毎年 600名の大

学院生を募集しています。具体的には、未修生は 300名から 310名、既
修生は 110名から 120名、生涯教育は 100名、特別募集は 80名です。
他の大学、つまり現在は 116校の大学の募集状況は、一般的に、全日
制を中心として、100名～ 200名位の募集が多数を占めています。募集
人数が政法大と同規模の大学としては、北京大学、中国人民大学、武漢
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大学などがあります。内陸部の重慶市にある西南政法大学は、規模がもっ
と大きいです。
政法大の法科大学院の管理体制について述べますと、2004年までは

法科大学院は日本の状況と基本的に同じであり、法学部、法学研究科と
一体になっていました。中国の大多数の大学は、現在もこのような状況
でありますが、政法大は 2005年に法科大学院を分離させ、独立の教育
機関として設置しました。つまり、政法大では、法学部は学部と法学研
究科という 2つの部門により構成されていて、これと並列して法科大学
院が別に存在しているということです。
このような体制になった理由の 1つは、政法大はもともと法科大学で

あるため、法学部の募集人数がかなり多いということにあります。例え
ば、毎年 2,000人の学部新入生の半分が法学部の学生です。大学院の院
生も同じ状況です。よって、これは法学部の過大化を解消する措置です。
もう 1つの理由は、まさに法科大学院教育について今日議論している

問題にかかわります。すなわち、法科大学院での教育は、法学研究科お
よび法学部の教育とかなり異なるところがあるため、分けて独立の機関
で教育を行うのがいいのではないかという問題意識です。
本報告の趣旨は、中国の法科大学院全体の状況、特に政法大を素材に

して、3年制の未修生コースと 2年制の既修生コースを中心に、その入
試試験、養成過程と就職を紹介し、存在している問題と解決策を指摘す
ることにあります。

3年制の未修生コースと 2年制の既修生コースを中心に述べる理由は、
先ほど中国の法科大学院生の構成につき具体的な数字をしめしました
が、中国の法科大学院教育は量的には全日制が多数を占めるということ
があるからであります。また、教育も全日制に重点が置かれているため、
本報告では全日制の法科大学院教育について述べたいと思います。

2　入学試験

中国の法科大学院の入学試験は 2つの段階に分かれます。まず、全国
共通の 1次試験です。この 1次試験に合格した人を対象にして、各大学
で 2次試験を行います。
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1次試験の試験内容は専門 1（150点）と専門 2（150点）、それに外
国語（100点）と政治（100点）の 4科目です。専門 1は、民法（75点）
と刑法（75点）です。専門 2は、法哲学（60点）、中国憲法（50点）、
中国法制史（40点）です。2次試験の参加者は、通常 1次試験に合格し
た人を対象にして、募集定員の 1.2倍の比率で決めます。例えば、ある
大学が 100名を募集する場合、その 2次試験に進める人数は 120名です。
120名を対象にして 2次試験を実施し、その成績によって 100名を採用
し、残りの 20名は不合格になります。
政法大の法科大学院では入試の 2次試験の実施方法が他の大学と異な

ります。2005年から、法学部以外の卒業生、つまり未修生を対象とす
る場合に、法律内容の試験を実施せずに、緻密に物を考える能力、問題
を分析する能力、それに文章を書く能力を試験内容にするようになりま
した。
現状としては、中国の大多数の大学は、依然として 2次試験では、1
次試験と同じように法学関係の科目の試験を行っており、この点はかな
り問題があると考えます。数年前に、日本の新聞報道で、日本のある大
学の法科大学院では、未修生の入学試験に法律知識を問う問題を出した
ため注意されたという記事を読んだことがあります。学部で法学を勉強
していないにもかかわらず、試験の時は法学を内容に含めるということ
は常識に反します。結果として、法的に緻密に物を考える能力や、問題
を分析する能力、さらに、文章を書く能力がなくても、ただ暗記する能
力があれば、試験に合格することができるようになるからです。
その意味でも、やはり未修生に対して法学を試験内容にするというこ

とは非常に問題があると考えます。政法大ではこのような問題意識にも
とづき法学を試験内容には含めずに 2次試験を実施しています。この方
法は、他の大学によって次第に取り入れられ、現在は既に十数校の大学
が政法大と同じような方式を採用しています。

1次試験の合格ラインは、中国教育部、つまり日本の昔の文部省に相
当する機関が決めています。ここ数年はずっと 320点が最低ラインです。
この 320点に達すれば、2次試験の資格を獲得できるのです。
しかし、大学によっては、320点をもって必ずしも 2次試験に参加す
ることはできません。というのは、応募者が多い大学は、通常、この最
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低ライン以上の点数が必要とされるからです。例えば、政法大、北京大
学、中国人民大学などは中国教育部が決めた 320点の最低ラインより高
く、毎年異なりますが、大抵 350点から 380点が必要とされます。つま
り、政法大の 2次試験に参加する資格は、教育部が決めた 320点より高
くなければ獲得できません。しかし、2次試験に参加しても全員採用さ
れるわけではありません。先ほど述べたような比率があるため、落第す
る受験生もいます。

3　養成の各過程

3．1　履修科目

養成の過程について、はじめに履修科目から説明します。表 1は 3年
制の未修生の履修科目を示したものです。

表 1　三年制の未修生の履修科目

科目名称 性質 時間数 単位 説明
1 法律外国語 必修 72 4
2 中国社会主義法治理論 必修 36 2
3 法哲学 必修 36 2 講義とセミナー
4 憲法 必修 36 2 講義とセミナー
5 民法Ⅰ（総論） 必修 36 2 講義とセミナー
6 民法Ⅱ（物権） 必修 36 2 講義とセミナー
7 民法Ⅲ（債権） 必修 36 2 講義とセミナー
8 民法Ⅳ（不法行為） 必修 36 2 講義とセミナー
9 民法Ⅴ（家族法） 必修 36 2 講義とセミナー
10 刑法Ⅰ（総論） 必修 36 2 講義とセミナー
11 刑法Ⅱ（各論） 必修 36 2 講義とセミナー
12 商法Ⅰ 必修 36 2 講義とセミナー
13 商法Ⅱ 必修 36 2 講義とセミナー
14 国際法 必修 36 2 講義とセミナー
15 行政法と行政訴訟法 必修 54 3 講義とセミナー
16 知財法総論 必修 36 2 講義とセミナー
17 刑事訴訟法と証拠法 必修 54 3 講義とセミナー
18 民事訴訟法と証拠法 必修 54 3 講義とセミナー
19 法律方法論 必修 36 2
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20 国際私法 必修 36 2 講義とセミナー
21 国際経済法総論 必修 36 2 講義とセミナー
22 環境法 必修 36 2 講義とセミナー
23 労働法 必修 36 2 講義とセミナー
24 財政金融法総論 必修 36 2 講義とセミナー
25 法曹の倫理と責任 必修 18 1
26 模擬裁判 必修 36 2
27 法律文書の作成 必修 18 1
28 ロイヤリング 必修 18 1
29 論文の作成 必修 18 1
30 文献の検索 必修 18 1
31 法律クリニック 必修 36 2

選修科目 時間数 単位 説明

Ⅰ 保険法

保険学 36

8

1、セットで選択
する。
2、一人につき一
セットしか選択で
きない。
3、定員制限があ
る。

保険契約法 36
責任保険の法律制度 36
損保と生保の法律実務 18
保険業の監視と監督 18

Ⅱ 医事法

医事法総論 18

8
臨床医療の法律実務 36
法医学 36
医療紛争の判例研究会 36
医療紛争の法律実務 18

Ⅲ 財政金融法

税法の理論と実務 36

9
銀行法の理論と実務 36
信託法の理論と実務 36
法務会計 36
財政金融法の新課題講座 18

Ⅳ 知財法

著作権法の理論と実務 36

9
特許法の理論と実務 36
商標法の理論と実務 36
知財法の判例研究 36
知財法の新課題講座 18

Ⅴ 渉外商法

国際貿易法の実務 36

10
海商法実務 36
国際投資法 36
WTO法律制度 36
渉外仲裁と訴訟実務 36
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必修科目は、教養科目、法律基礎科目と法実務科目からなります。は
じめに、教養科目として、1番の法律外国語があります。これは、学部
では通常、外国語を勉強しますが、大学院に進学しますと、法律関係の
専門外国語を勉強するようになるということです。2番の中国社会主義
法治理論は、中国に特色があるような科目、具体的には新中国が成立し
て以降の国家の法治理論や法治制度がどのようなものかを学習するもの
です。29番と 30番は、学生の論文作成能力を高めるために設けられま
した。3番から 24番は、法律基礎科目で、25番から 28番、31番と後
述の研修は法実務科目です。
クリニックについては、政法大の法科大学院ではアメリカのフォード

基金の援助を受け、死刑関係のクリニック、青少年犯罪のクリニック、
それに労働法、環境法、民商法などのクリニックを行っています。毎年
数名の教員をアメリカへ派遣して、教育方法を勉強しています。
クリニックは、通常、大学の教員と弁護士が 2名で一緒に担当してい

ます。例えば、死刑クリニックは、政法大の教授 1名と弁護士 1名の 2
名が共同で行います。その内容は、弁護士が所属する法律事務所で現実
に処理している死刑に科せられる可能性が極めて高い刑事事件です。学
生は通常 15名から 20名の定員で、守秘義務を課したうえ、関係する書
類を見たり、事件の処理に参加することができます。死刑だけではなく、
青少年犯罪、さらには労働、環境、民商事などの紛争を扱うクリニック
も行っています。
先ほど必修科目について紹介しましたが、選修科目は、学生が自由に

選択できる科目です。複合的な知識を有する法曹を養成する目的で選修
科目セットを 5つ設けています。学生は選択する際に、1セットをまと
めて選択しなければならず、科目を個別に選択することはできません。
例えば、表 1のⅠ番は保険法のセットです。このセットは、5つの科

目があって、保険学を含めて、保険契約法、責任保険の法律制度、損保
と生保に関する法律実務、それに保険業の監視・監督によって構成され
ます。学生はこのセットをまとめて選択して、保険法の分野で更に学習
を深め、それに関係する法実務を身につけます。
なぜこういう形を取るかといえば、やはり法学未修の学生は、アメリ

カのロースクールと同じように、学部では法学以外のものを専攻し、大
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学院に進学して法学を勉強します。こういった複合的な知識の養成は、
実際に法曹にとって非常に有益です。
例えば、法律事務所などでは、もし理、工学部の出身であれば、法科

大学院に入って法学を勉強してから、知財法関係の仕事をすれば、非常
にメリットがあります。
Ⅱ番は医事法のセットです。中国語でいえば、衛生法にあたるもので

す。これは、学部で医学などを専攻した学生の選修科目です。
Ⅲ番は財政金融法のセットです。これは、学部で財政、金融と会計な

どを専攻した学生の選修科目です。
Ⅳ番は、知財法のセットです。これは、学部で理、工学などを専攻し

た学生の選修科目です。
Ⅴ番は、渉外商法のセットです。これは、学部で対外経済貿易や外国

語などを専攻した学生の選修科目です。
選修科目は、理論より法実務を重視しているため、法曹や関係する分

野の実務家によって担当されることが多いです。政法大は、兼職教授と
いう形で 150名ほどの法曹に協力をお願いしています。兼職教授は幾つ
かの仕事を担当しますが、その中の 1つは、政法大の非常勤講師として、
上述のような選修科目と法実務科目を担当することです。学生は、実務
レベルでどのような業務を行っているかを教わり、法実務能力を高めま
す。
表 2は 2年制の既修生の履修科目を示したものです。

表 2　二年制の既修生の履修科目

科目名称 性質 時間数 単位 説明
1 法律外国語 必修 72 4

2 中国社会主義法治理論 必修 36 2

3 民法演習  必修 90 5 講義とセミナー
4 商法演習 必修 54 3 講義とセミナー
5 刑法演習 必修 54 3 講義とセミナー
6 行政法と行政訴訟法演習 必修 54 3 講義とセミナー
7 民事訴訟法と証拠法演習 必修 54 3 講義とセミナー
8 刑事訴訟法と証拠法演習 必修 54 3 講義とセミナー
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9 ロイヤリング •法律文書の作成 必修 36 2

10 法曹の倫理と責任 選修 18 1

11 国際貿易法演習 選修 36 2 講義とセミナー
12 労働法演習 選修 36 2 講義とセミナー
13 財政金融法演習 選修 36 2 講義とセミナー
14 知財法演習 選修 36 2 講義とセミナー
15 法律方法論 選修 18 1

16 法律の新課題講座 選修 36 2

17 論文の作成 選修 18 1

18 文献の検索 選修 18 1

表 2は、2年制の法学既修生の履修科目ですが、3年制の法学未修生
の履修科目とたいてい同じようなものがあり、大半が教養科目です。そ
れ以外は実用性が高い法律基礎科目です。例えば、民法、商法、刑法、
行政法、また、手続法としての刑事訴訟法や民事訴訟法などがあります。
これらの科目は体系的に勉強するわけではなく、全て重点テーマに絞っ
た形を取り、特に実務に関わる問題を勉強します。実務法律科目は、主
に後述する「研修」のことです。教育の方法は、「演習」という名を使
うものの、政法大では講義とセミナーを結合して行っています。つまり、
まずは大きい教室で講義を行い、その上で、学生はいくつかのグループ
に分けられ、助手が主催してセミナーを行うというものであります。こ
のような形で「演習」が行われます。

3．2　研修

研修は、中国では専門実習と呼ばれています。政法大の法科大学院で
は、法学既修生コースは 3カ月間（6単位）の研修をしなくてはなりま
せん。研修の終了後、研修レポート（6,000字）を提出します。つまり、
自分が、例えば、裁判所や検察院、あるいは法律事務所でどのような研
修を行ったか、それについてどう考えたかという問題について、レポー
トを書いて提出してもらうものです。法学未修生の場合は、研修の期間
が少し長く、6カ月間（12単位）ですが、研修レポート（6,000字）も
要求されます。なぜこのような区別があるかというと、1つの理由は、
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既修生は在学年数が 2年間しかありませんが、未修生の場合は 3年間で
あるという点にあります。もう 1つの理由は、既修生は、実際に学部で
研修の経験があるという点にあります。
研修先は、一般的に裁判所、検察院、法律事務所、政府機関と企業の

法律部門です。通常は、政法大の兼職教授が勤務している場所で実施さ
れます。また、研修は、兼職教授の指導の下で行われます。
　

3．3　学位論文の作成と審査

学位論文（10単位）のテーマの選択は、あくまで法曹を養成する目
的から、理論的な問題の研究ではなく、法実務問題をテーマにしていま
す。調査報告、判例研究などの形で論文を作成します。字数は 15,000
字で、審査は、3人の教員から構成される審査委員会で学位論文につい
て面接を行い、合格または不合格の判断が出されます。
論文作成の指導は、学内の指導教官だけではなく、学外の指導教官も

行います。つまり、政法大の兼職教授は、通常の授業と研修の指導のほ
か、論文作成の指導も行うということです。例えば、法律実務の問題に
関して、学内の教員はそれほど詳しくはありません。このような場合に、
兼職教授の存在は非常に役に立ちます。
アメリカのロースクールでは、このような学位論文の作成は行ってい

ないようです。日本の法科大学院もそのようです。中国ではなぜ必要か
といえば、日本やアメリカでは少人数教育と個別指導体制を取っていま
すが、中国は規模が大き過ぎるため、少人数教育と個別指導がなかなか
できないという理由によります。そのため、学位論文の作成を通じて、
指導教官が学生を個別に指導できる少人数教育を実現させるようにして
います。
もう一つの理由は、私の理解では、法曹になってもある程度の研究能

力を持たなくてはいけないということです。例えば、判決や訴状などの
法律文書作成などは、ある程度の研究能力がなければ、やはり充分には
できません。そのため、私はずっとこの 2つの理由をもって廃止しよう
とする人たちを説得しています。
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4　就職の状況

就職の状況について説明します。今年（2011年）、政法大の法科大学
院は 530名の学生が卒業しました。上述したように、毎年 600名の学生
を募集しますが、実際には法科大学院の定員は 545名です。
その理由は、政法大には法科大学院教育を行う別の機関があることに

よります。その 1つが、証拠科学研究院です。もう 1つは、中欧法学院
です。証拠科学研究院は、主に捜査と訴訟段階の証拠に関する研究と実
務を教えています。この研究院は毎年 30名を募集しています。学生は
主に学部で医学、生物、物理、化学などを専攻した人たちです。入学後、
法医学や物品や DNAの鑑定などのいわゆる証拠科学の勉強をします。
また、中欧法学院は、中国政府と EUが共同で作ったロースクールで、
その目的は、国際的な視野を持ち、国際的な業務をすることができるよ
うな人材を養成することにあります。この法学院は、毎年、法学未修生
25名を募集します。学生のほとんどが学部レベルで英語を勉強した者
たちで、英語を生かして、ヨーロッパの 13校の大学から来ている教授
の指導の下で法学を勉強します。
この 2つの機関は合わせて毎年 55名の学生を募集し、法科大学院で
は 545名を募集しますが、実際にはこれらの定員が満たされるというこ
とはありません。その理由は、合格者は、就職が決まったり、あるいは
外国へ留学することになった場合に、入学を辞退するからです。毎年
10名程の合格者は辞退します。また、中退者もいます。そのため、今
年の法科大学院の卒業生は 530名ですが、7月時点の統計では、517人
が就職しています（97.55%）。内訳は、裁判所、検察院を含む国家機関
に就職した人が 339名（65.58%）、金融機関が 68名（13.15%）、国有企
業が 42名（8.12%）、法律事務所と知財代理事務所が 40名（7.74%）、
会計事務所と外国企業が 21名（4.06%）、その他は 7名（1.35%）です。
以上が、政法大法科大学院の就職の状況ですが、北京大学や中国人民

大学などは弁護士になる卒業生が多いようです。これはなぜかといえば、
政法大は 1954年に設立され、中国法務省に所属して、主に裁判官と検
事の養成を目的にしてきたからです。そのような目的で作られた大学で
あるため、現在は中国教育部に所属するようになりましたが、多くの卒
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業生は裁判所と検察院に就職します。この比率は他の大学よりかなり高
いです。

5　問題と改善策

5．1　試験内容の問題

これは既に触れましたが、共通 1次試験では、法学未修の学生に対し
て、入学試験で法律問題を試験内容にしています。これは常識的に非常
におかしいものといえます。未修生に対して、法律問題を試験内容にし
ないように努力していますが、まだ改善されてはいません。今の試験は、
結局、暗記能力が高い受験生に有利であり、優秀な人材を見出せない試
験になってしまっています。
現状での私たちの対応策は、前述のように、2次試験では法律問題で

はなく、アメリカのロースクールでの試験のように緻密に物を考え、問
題を分析し、文章を書く能力を有するかどうかを確かめる試験を実施し
ています。2次試験でのこのような試みは、苦肉の策ともいえるやり方
ですが、抜本的に問題を解決するには、現在の 1次共通試験から離脱す
るか、あるいは 1次試験の内容を法律に含まないものに変更するかのい
ずれかにしなければなりませんが、国レベルの問題であるため、なかな
か解決に向けての進展はありません。しかし、今後も政法大はリーダー
シップを取って改善策を模索していきます。

5．2　司法試験との関係

日本では、法科大学院生の司法試験の受験資格は、関係法令の改正に
よって確立されています。しかし、中国では、まさに昔の日本の状況の
ように、大学を卒業さえすれば司法試験を受験することができるのが現
状です。それでは、法科大学院に入るメリットは何かという問題が生じ
ます。司法試験は、法科大学院に入らなくても受験できるため、全く必
要がないとも考えられます。自分で司法試験の指導をする塾や学校に
通って勉強し、司法試験を受験するケースもたくさんあります。しかも、
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その合格率は結構高い状態です。そのため、法科大学院へ入る必要はな
いようにも考えられます。
それでは、なぜ法科大学院への応募者は依然として多いのでしょうか。

その理由は、修士号を獲得できるということです。特に、二流と三流の
大学の卒業者は、一流の大学の法科大学院に入学しますと、その先良い
就職ができます。前述した就職に関する統計のとおり、法科大学院の卒
業生は必ずしも法曹になるわけではありませんが、良い就職ができるこ
とはメリットです。
しかし、中国の法科大学院は、司法試験との関係をきちんと解決しな

ければ、その固有の役割を果たせません。今、私たちが努力しているこ
とは、法科大学院教育と司法試験をリンケージさせることです。つまり、
司法試験では、法科大学院の卒業生であれば、数科目を免除するといっ
たことです。さらに、司法試験の受験資格を法科大学院の卒業生に限定
し、また、法曹市場への需要によって司法試験の合格率を決めるよう政
府に求めてもいます。

5．3　法曹全体の量的規模、司法試験の合格率、
法科大学院定員との関係

これは、全体としてどの位の数の法曹が必要かということと、司法試
験の合格率との関係、さらに、それらから、法科大学院の定員を設定す
るという考え方です。まさに、日本ではこういった調整を行っています
が、中国では全く調整を行っていません。全体としてどれ位の数の法曹
が必要かを全く考えずに、毎年の司法試験の合格率と法科大学院の定員
を設定しています。
しかし、これでは、法科大学院の定員は司法試験の受験資格という意

味で、無意味なものになってしまいます。その理由は、中国には、法科
大学院のほか、法学研究科と法学部があり、その卒業生は法科大学院よ
りも多く、ほとんどが司法試験を受験します。そのため、司法試験への
出願段階で量的に未調整な状況となっており、また、最終的に司法試験
の合格者が決定される段階でも調整をすることがなかなか難しい状況に
あります。つまり、法科大学院の定員の調整は、中国の法学教育全体に
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かかわる問題となっているわけです。

5．4　他の法学教育との関係

中国の法学教育は、昔の日本の状況とよく似ています。というのは、
法学部もあって、法学研究科もあるからです。加えて、法曹を養成する
ために、日本と同じように法科大学院を作った経緯があります。
現在、中国では、本報告でしめしたように、多様な法学教育が存在し

ています。法学研究科は、研究者養成を目標にしていますが、日本の状
況とは異なり、多数の学生が在籍しています。つまり、日本では、法学
研究科は、法科大学院の設置によってだんだんと縮小していきましたが、
中国では、法学研究科への進学希望者は法科大学院への進学者より多い
状態にあります。優秀な法学部出身の既修生は、法科大学院ではなく法
学研究科へ進学します。
両者の関係について、中国教育部の計画によれば、5年の間に、法学
研究科と法科大学院の学生募集の定員は 1：1までに調整されることに
なっています。この調整は、すでに 2年前から実施され始めています。
本報告では、中国の法科大学院、特に政法大を素材にして、現状およ

び存在している問題、さらには、その改善策を紹介しました。ここで、
中国全体の法科大学教育を考える場合に、政法大を素材とすることに注
意しなくてはならないのはその代表性の問題です。政法大の状況は、法
科大学院教育を行っている 116校の大学の中では、基本的に上位 50数
校の大学を代表します。それ以下の 60校余りの大学は、本報告で紹介
した政法大の状況とは異なります。そういった状況も明らかにしなくて
はならないと考えていますが、時間のため、ここでこの報告を終了させ
ていただきます。
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