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法工学	

２０１７年９月２２日	

創造工学研究所／平野技術士事務所	

平野輝美	
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１（９/１５）　法工学とは・・・導入と初期の理解	
２（９/２２）　法システムと法工学（Ｌｏｗ＆Ｔｅｃｈｎｏｌｏｙ）	
３（９/２９）　社会と法と損害と賠償と法工学	
４（１０/６）　法工学と法工学とリスクマネジメントとクライシスマネ

ジメント	
５（１０/１３）　社会システムと法工学（ＦｏｒｅｎｓｉｃＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ）	

６（１０/２０）　佐藤　７（１０/２８）　佐藤　８（１１/１１）　佐藤	

９（１１/１７）　法工学（ｆｏｒｅｎｓｉｃＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ）の事例1	
１０（１１/２４）　法工学（ｆｏｒｅｎｓｉｃＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ）の事例２	
１１（１２/１）　法工学（ｆｏｒｅｎｓｉｃＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ）の事例３	
１２（１２/８）　リスクの神様	
１３（１２/１５）　クライシスマネジメント（初村）	
１４（1２/２２）　法工学の活用	
１５（１/１９）　定期試験	
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法工学の全体構成・概要	
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今日のお話	

	
法システムと	
　法工学（Ｌｏｗ＆Ｔｅｃｈｎｏｌｏｙ）	
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本日の目次	

法工学・・・・・・	

創造工学研究所／平野技術士事務所	

平野輝美	
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「法工学」聞き慣れないなぁ・・・	

法工学の導入	
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医学部 
・医学　研究　教育 
 
・応用 
 
『社会』　法システム	
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法工学の導入	

医学部 
・医学　研究　教育 
 
・応用 
 
『社会』　法システム	
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法工学の導入	

法医学	
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法医学 
　「応用医学の一分科．医学を基礎と
して，法律的に重要な事実関係の研
究・解釈・鑑定をなす学問．犯罪の解
明に応用され，死因・犯行時刻の判
定や指紋・血液型による個人の同定
および親子鑑別などを扱う．犯罪医
学・裁判医学ともいう」（広辞苑）	
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歯学部 
・歯学　研究　教育 
 
・応用 
 
『社会』　法システム	
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法工学の導入	
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歯学部 
・歯学　研究　教育 
 
・応用 
 
『社会』　法システム	
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法工学の導入	

法歯学	
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法工学の導入	

▶︎身元確認の基礎	～	法歯学とは？	
このように法歯学的な個人識別の有用性はよく知ら
れており、新聞やテレビなどのマスメディアでも
「歯型による身元確認」などと紹介されることがあ
ります。我が国において、この法歯学的な個人識別
の重要性が注目された事案として、1985年に、520名
もの犠牲者を出した日航機墜落事故があります。こ
の事故においては、総勢約2,800名（延べ人数）の医
師・歯科医師・看護師らが、過酷な環境で損傷の激
しい遺体の検視・身元確認に協力しました。彼らの
献身的な貢献は、事故から四半世紀が経過した今日
も記憶に新しいところです。	
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法工学の導入	

▶︎身元確認の基礎	～	法歯学とは？	
このように法歯学的な個人識別の有用性はよく知ら
れており、新聞やテレビなどのマスメディアでも
「歯型による身元確認」などと紹介されることがあ
ります。我が国において、この法歯学的な個人識別
の重要性が注目された事案として、1985年に、520名
もの犠牲者を出した日航機墜落事故があります。こ
の事故においては、総勢約2,800名（延べ人数）の医
師・歯科医師・看護師らが、過酷な環境で損傷の激
しい遺体の検視・身元確認に協力しました。彼らの
献身的な貢献は、事故から四半世紀が経過した今日
も記憶に新しいところです。	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.12	

法工学の導入	

法歯学 
 
個人特定！です	
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工学部 
・工学　研究　教育 
 
・応用 
 
『社会』　法システム	
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法工学の導入	

工学部 
・工学　研究　教育 
 
・応用 
 
『社会』　法システム	
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法工学の導入	

法工学	
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法医学 
ＴＶドラマ 
　　　人 
　　事件 
　　機序	
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法工学	
　	
　　設備（人以外）	
　　事故	
　　機序	

法工学の導入	
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法工学の導入	

法医学 
 
目的：裁判を支援する 
何？：事件・機序 
対象：人	

法工学 
 
目的：裁判を支援する 
何？：事件・事故・機序 
対象：	

▶設備が壊れる理由／原因	

▶故障・破損・誤操作など	

▶直接的な原因と理由（？）	
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法工学の導入	

法医学 
 
目的：裁判を支援する 
何？：事件・事故・機序 
対象：人	

法工学 
 
目的：裁判を支援する 
何？：事件・事故・機序 
対象：	人以外	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.18	

法工学の導入	

法医学 
 
目的：裁判を支援する 
何？：事件・事故・機序 
対象：人	

法工学 
 
目的：裁判を支援する 
何？：事件・事故・機序 
対象：	人以外	

事件・事故・故障・破損・・・・・	

事件・殺人事件 
事故・死傷・ケガ・・・	
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法工学の導入	

法医学・法歯学	
	
法工学 
 
いつ，誰が，どのように・・・ 
 
いつ？：例えば責任・・・ 
誰が？：誰が悪いの？・・・ 
どのように？：機序解析？	

法工学 
　「工学を基礎として，法律的に重
要な事実関係の研究・解釈・鑑定
をなす学問であり，工学である．事
故・故障・破損などの原因やメカニ
ズムの解明に応用され，それらの
調査・原因解明・発生時刻の判定
等を扱う．裁判工学ともいう」 	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.20	
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▶法医学が，犯罪・事故・事件等に関係し
て発生した人の死の原因，即ち死因を
調査するように， 
▶法工学は，機械・建造物・システム・装
置・自動車・鉄道・家電製品・食品・医療
器具などに関する事故や破損や故障の
原因を調査し，それらによる人身の負傷
や火災や自然災害など係る物質的損害
の原因について工学的に調査する	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.21	

今日のお話	

	

法システム	

　と法工学（Ｌｏｗ＆Ｔｅｃｈｎｏｌｏｙ）	
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本日の目次	
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法工学と事故	
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法工学と事故	
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法工学と事故	
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法工学と事故	
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法工学と事故	

フラッシュメモリ・・・ 
東芝半導体・・・ 
工場は５０００億円！	
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法工学と事故	

フラッシュメモリ・・・ 
東芝半導体・・・ 
工場は５０００億円！	事故では，莫大な損害！	
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法工学の導入	

事故を防ぎます！当然です． 
でも，完全に防ぐことはできま
せん	
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法工学の導入	
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法工学の導入	

工場は２４時間稼働	

　→　安全第一・・・でも事故になります	

	

事故のリスクは，ゼロにはなりません	
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法工学の導入	

リスク＝	

　ハザード（危険）×発生確率 	
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法工学の導入	

リスク＝ハザード（危険）×発生確率 	

事故が発生するリスクは・・・？	

　＝？×１０−２	

　＝？％	

これが大きいか？小さいか？	

参考：日本で石油コンビナートでの事故
件数	
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法工学の導入	
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法工学の導入	

リスク＝ハザード（危険）×発生確率 	

事故が発生するリスクは・・・？	

　＝毎年１０件の事故・・・	

　＝？％	

これが大きいか？小さいか？	
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法工学の導入	

リスク＝ハザード（危険）×発生確率 	
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法工学の導入	

リスク＝ハザード（危険）×発生確率 	
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法工学の導入	

リスク＝ハザード（危険）×発生確率 	
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法工学の導入	

リスク＝ハザード（危険）×発生確率 	
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法工学の導入	

リスク＝ハザード（危険）×発生確率 	

事故が発生するリスクは・・・？	

　＝２４台１００万台あたり・・・	

　＝２４ｐｐｍ	

これが大きいか？小さいか？	

	

みなさんは許しますか？（この発生確率）	
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法工学の導入	

リスク＝ハザード（危険）×発生確率 	

事故が発生するリスクは・・・？	

　＝２４台１００万台あたり・・・	

　＝２４ｐｐｍ	

これが大きいか？小さいか？	

	

みなさんは許しますか？（この発生確率）	

リスクは必ず現実化
します．確率はわか
りませんけど．	
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法工学と事故	

フラッシュメモリ・・・ 
東芝半導体・・・ 
工場は５０００億円！	事故では，莫大な損害！	
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法工学の導入	

リスク＝ハザード（危険）×発生確率 	

リスクは必ず現実化
します．確率はわか
りませんけど．	

今日のお話	

	

法システム	

　と法工学（Ｌｏｗ＆Ｔｅｃｈｎｏｌｏｙ）	
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本日の目次	
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事故・事件	

法工学	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.45	

①法工学	

Low & Technology	
裁判	

ＡＤＲ（裁判外紛争解決）	

事故・事件	

発生前	

事故・事件	

発生後	

紛争？	

②法工学	
Ｆｏｒｅｎｓｉｃ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ	

	

	

	

	

リスク	

	

	

（Ａ）	

	

	

	

	

リスク	

	

	

（Ｂ）	
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法工学	
①法工学（Ｌｏｗ　＆　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｙ）	

対象：法律システム	

時期：事前（リスク）	

実施：法律システムをアップデートて工学的

整合性を整える	

目的：効率的・公平な法の適用を支援する	

②法工学（Ｆｏｒｅｎｓｉｃ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｇ）	

対象：実際に発生した事件・事故	

時期：発生後（リスク顕在後）	

実施：機序・原因・責任を解析する	

目的：事件・事故の責任解明	
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①法工学（Ｌｏｗ　＆　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｙ） 
対象：法律システム 
時期：事前（リスクのうち） 
実施：法律システムをアップデートして工
学的整合性を整える 
目的：効率的・公平な法の適用を支援す
る	
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法工学	

②法工学（Ｆｏｒｅｎｓｉｃ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｇ） 
対象：実際に発生した事件・事故 
時期：発生後（リスク顕在後） 
実施：機序・原因・責任を解析する 
目的：事件・事故の責任解明 
 
法工学解析フレームワークを活用して機
序・原因・責任を解析し，司法を支援する．
適切かつ公平な法の適用を支援し，冤罪
を防ぐ．	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.48	

法工学	
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②法工学（Ｆｏｒｅｎｓｉｃ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｇ） 
対象：実際に発生した事件・事故 
時期：発生後（リスク顕在後） 
実施：機序・原因・責任を解析する 
目的：事件・事故の責任解明 
 
法工学解析フレームワークを活用して機
序・原因・責任を解析し，司法を支援する．
適切かつ公平な法の適用を支援し，冤罪
を防ぐ．	
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法工学	

本講の示す
ところの
「法工学」	
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法工学調査解析	

社会のあらゆる問題やトラブルに関して，

工学的な知識を活用して解釈を与えること，

およびその体系であり，工学的な解釈を与え

ることにより個人の基本的人権の擁護，法人

等の権利・利益等の擁護，労働環境の安
全保護，社会の安全，福祉の維持，環

境の保持などに寄与する活動，そして活動に

関する研究を行う工学である 	
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①法工学（Ｌｏｗ　＆　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｙ） 
対象：法律システム 
時期：事前（リスクのうち） 
実施：法律システムをアップデートして工
学的整合性を整える 
目的：効率的・公平な法の適用を支援す
る	
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法工学	

本日のお話の
「法工学」	

事故・事件	

法工学	
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①法工学	

Low & Technology	
裁判	

ＡＤＲ（裁判外紛争解決）	

事故・事件	

発生前	

事故・事件	

発生後	

紛争？	

②法工学	
Ｆｏｒｅｎｓｉｃ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ	

	

	

	

	

リスク	

	

	

（Ａ）	

	

	

	

	

リスク	

	

	

（Ｂ）	
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事故・事件	

法工学	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.53	

①法工学	

Low & Technology	
裁判	

ＡＤＲ（裁判外紛争解決）	

事故・事件	

発生前	

事故・事件	

発生後	

紛争？	

②法工学	
Ｆｏｒｅｎｓｉｃ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ	

	

	

	

	

リスク	

	

	

（Ａ）	

	

	

	

	

リスク	

	

	

（Ｂ）	

本日のお話の
「法工学」	
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法工学	
①法工学（Ｌｏｗ　＆　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｙ）	

対象：法律システム	

時期：事前（リスク）	

実施：法律システムをアップデートて工学的

整合性を整える	

目的：効率的・公平な法の適用を支援する	

法律とは？	
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法工学の導入	

法律とは？ 
　国家が用意した仕組みによって強制され
る社会規範 
→　裁判所が裁判を行うにあたって適用す
る規範 
 
一例： 
交通規則に違反して運転免許が取り消さ
れた・・・　→　交通違反　→　行政処分	
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法工学とリスク	

倫理	

法	

モラル	
社会規範	
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法工学の導入	

法律は実学ですから，刻々と変化します	

	

▶︎技術的な進歩・・・	

　デジタル化，半導体，ネットワーク・・・	

▶︎社会的な変化・・・	

　グローバル化，ダイバーシティ，人種差別，
性差別，そのほか	

▶︎人間の意識変化・・・	

　国家観，世代，労働，社会などなど	
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法工学の導入	

昔の法律	 今の法律	

アップデート	

①法工学(Low & Technology)	

医学・歯学・工学・理学・政治学・経済学・社会学・・・ 
を活用して法を設計すること	

例えば・・・	
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法工学の責任解析	
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法工学の責任解析	

足利事件	

	

ＤＮＡが一致　→　犯人	

	

再鑑定	

ＤＮＡが一致しない　→　冤罪	
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法工学の責任解析	
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法工学の責任解析	



32 

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.63	

法工学の導入	

昔の法律	 今の法律	

アップデート	

①法工学(Low & Technology)	

医学・歯学・工学・理学・政治学・経済学・社会学・・・ 
を活用して法を設計すること	

例えば・・・	

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.64	

法工学とリスク	

倫理	

法	

モラル	
社会規範	
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法の適用（証明） 
法律を適切に適用してほしい・ 
冤罪はイヤ！ 
 
法的に証明することとは・・・	
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法工学の導入	

法の適用（証明） 
訴訟上の因果関係の立証は，一点の疑義
も許されない自然科学的証明ではなく，経
験則に照らして全証拠を検討し，特定の事
実が特定の結果発生を招来した関係を是
認しうる高度の蓋然性を証明することであり，
その判定は通常人が疑いを挟まない程度
の真実性の確信を持ちうるものであること
を必要とし，かつそれで足りるものである．	
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法工学の導入	
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法工学の導入	

オレンジジュース異物混入事件 	

事件名：損害賠償請求事件（裁判の名称）	

事件概要：	

１　顧客がファーストフード店で購入したジュースに混入
した異物により，喉頭部を負傷したことが認められた事
例．	

２　該ジュースに混入した異物を特定することができな
い場合において，そのジュースの欠陥が肯定された事
例．	

３　顧客の損害として慰謝料５万円が認められた事例．	
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法工学の導入	

オレンジジュース異物混入事件 	
【判決要旨】	

１　ファーストフード店でハンバーガー，ジュース等を購入した顧客
が，ジュースを飲んだ直後にガラスのような破片が喉の上の方に突
き刺さる感じを覚え，吐き気を催したため食べた物を嘔吐した．その
直後に同僚に勧められて近隣の診療所に赴き，医師の診察を受け
たが，同診療所で少し血の混じった唾液の塊のようなものを吐いた
こと，救急車により病院に搬送され診療を受けたところ，喉頭の粘
膜の下に出血があったものの，ファイバースコープによる胃の検査
の結果，異物は発見されなかったこと，ジュースの販売から右顧客
の飲食までの間に異物が混入する機会がなかったこと，右顧客の
口腔内に異物が存在した可能性がないこと，右フード店のジュース
の製造工程において異物が混入する可能性が否定できないこと等
の事情の下では，右顧客の受傷は，右ジュースに起因するもので
あると認めるのが相当である．（第１図参照）	
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法工学の導入	

オレンジジュース異物混入事件 	
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法工学の導入	

オレンジジュース異物混入事件 	
【判決要旨】	
２　右事故において，ジュースに飲んだ人の喉に傷害を負わせるよ
うな異物が混入していたことは，ジュースが通常有すべき安全性を
欠いていたものであり，欠陥を認めるのが相当であり，本件におい
ては異物が混入していたことが明らかである以上，異物の正体が
不明であることは右欠陥の認定に影響を及ぼさない．（第２図参
照）	

３　右顧客が右負傷により被った精神的，肉体的な苦痛に対する
慰謝料として５万円の損害賠償を認めるのが相当である（なお, 他
に弁護士費用として５万円) 	
原告：桂川和子	

被告：日本マクドナルド	
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法工学の導入	

オレンジジュース異物混入事件 	
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法工学の導入	

オレンジジュース異物混入事件 	

物的な証拠が確認できないまま，過失と因果関
係を認めた判例である．間接的な状況証拠（状
況に関する事実関係）を積み上げて，過失と因
果関係を認めている 	
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法工学の導入	

オレンジジュース異物混入事件 	

▶︎すごい判例．さらに，ＰＬ法による最初の判決である．	

▶異物が確認されていないのに，傷害を認めている．	

▶︎原告が医師の診断書を提示しているにもかかわらず，
被告は和解に応じなかった︎．傷害自体を争った．しかし，
医師の診断書が示されているので，争いにならないと
思う．裁判にしないで和解すればよかったのに．	
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法工学の導入	

オレンジジュース異物混入事件 	

根拠条文	

　製造物責任法第三条	

　（製造物責任）第三条 　製造業者等は、その製造、加
工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名
等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの
欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したとき
は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。
ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたと
きは、この限りでない。	
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法工学の導入	

オレンジジュース異物混入事件 	

　製造物責任法制定後，初めて製造物責任を肯定した
裁判例である．	

　争点は以下のとおり．	

（１）原告が咽頭部を負傷したかどうか（損害の有無）	

（２）原告の受傷が本件ジュースに起因するものか（因
果関係）	

（３）本件ジュースに欠陥があったか（欠陥の有無）	

（４）損害額	
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法工学の導入	

オレンジジュース異物混入事件 	
３．１　原告が咽頭部を負傷したかどうか（損害の有無）	

・本件ジュースの製造工程を具体的に認定し，原告が
ジュースを飲んだ直後，ガラスのような破片が喉の上の
方に突き刺さる感じがし，吐き気を催したため食べ物を嘔
吐したこと．	

・原告はその直後にＡ診察所に赴き，医師の診察を受け，
少し血の混じった唾液の塊のようなものを吐いた．	

・同医師は救急車でＢ病院に搬送し，診察を受けるように
指示したこと．	

・原告がＢ病院で診察を受けたところ，咽頭の粘膜の下に
出血があったこと．	
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法工学の導入	

オレンジジュース異物混入事件 	
３．１　原告が咽頭部を負傷したかどうか（損害の有無）	

・ファイバースコープにより胃の内容物の検査を行ったが，
異物は発見されなかったこと．	

・原告はジュースをＢ病院に持参したが破棄され内容物
の検査は行われなかったこと．	

・Ｂ病院の医師による診断書が作成されたこと．	

　以上のことから原告が受傷したことを認定した．特に，
医師による診断書が作成されているので，受傷自体を争
うことは難しいであろう．ただし，被告は受傷自体を争って
いる．	
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法工学の導入	

オレンジジュース異物混入事件 	
３．２　原告の受傷が本件ジュースに起因するものか（因
果関係）	

　本判決では因果関係について上記の受傷を前提とし，
以下のように認定している．	

・原告が本件ジュースを飲んだ直後に喉に受傷している．	

・被告の本件ジュースの販売から原告の飲食までの間に
異物が混入する機会がないこと．	

・原告の口腔内に異物が存在した可能性がないこと．	

・被告の本件ジュースの製造工程において異物が混入す
る可能性を否定できないこと．	
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法工学の導入	

オレンジジュース異物混入事件 	
　以上のことから，本件の機序解析により原告の受傷が
本件ジュースに起因するものであることを肯定している
（因果関係の肯定）．	

　後述するが，本件機序において次の点が注目されるで
あろう．	

　　▶︎受傷における器物が特定されていない．	

　　▶︎受傷における因果関係において物的証拠がない．	

　　▶︎受傷における因果関係において申告内容のみである．	
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法工学の導入	

オレンジジュース異物混入事件 	
３．３　本件ジュースに欠陥があったか（欠陥の有無）	

・本件ジュースを飲んだ人の喉に傷害を負わせるような異
物が混入していたことは，ジュースが通常有すべき安全
性を欠いている．	

・よって欠陥を有する．	

・異物が混入していたことは明らかである以上，異物の正
体が不明であることは欠陥の認定に影響を及ぼさない 	
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法工学の導入	

法の適用（証明） 
訴訟上の因果関係の立証は，一点の疑義も
許されない自然科学的証明ではなく，経験
則に照らして全証拠を検討し，特定の事実
が特定の結果発生を招来した関係を是認し
うる高度の蓋然性を証明することであり，そ
の判定は通常人が疑いを挟まない程度の真
実性の確信を持ちうるものであることを必要
とし，かつそれで足りるものである． 
ルンバール事件と呼ばれる医療事故に関する最高裁判決（昭和５０年１０月２４日） 	
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法工学の導入	

オレンジジュース異物混入事件 	
▶︎そもそも，裁判になって，勝てる（被告・企業）のか？	

　クライシスマネジメントの失敗例かもしれませんね．なぜ
なら，被告であるマクドナルドにとって裁判となって良いこ
とは無いでしょう． 
　医師の診断書・多くの証言・欠陥・ＰＬなどなど	
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法工学の導入	

オレンジジュース異物混入事件 	
▶︎本裁判はどっちが勝ったのか？	

　原告は５万円の慰謝料と５万円の弁護士費用を得，裁
判費用は４分の３を負担した．原告にとって得たものは少
なかったのか？	

　では，被告は？こんなことで裁判沙汰になったこと自体，
好ましくないでしょう．クライシスマネジメントの失敗でしょ
う．	
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法工学の導入	

オレンジジュース異物混入事件 	
▶︎本裁判はどっちが勝ったのか？	

　異物の混入自体を否定することは極めて困難でしょう．
可能性のあることは起こり得るのです（可能性と蓋然性）．
蓋然性については様々な評価が可能で，議論の余地が
あると思いますが，その可能性を否定することは難しいで
しょう．難しい論理構成をもって原告との話し合いを決裂
させてしまったことが好ましく無い（マネジメントの失敗）と
思います．	

　総合的に考えると，被告の方が失ったものが多いように
思います．裁判にしなければよかったのに． 	
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法工学の導入	

オレンジジュース異物混入事件 	
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法工学の導入	

オレンジジュース異物混入事件 	

　製造物責任法制定後，初めて製造物責任を肯定した
裁判例である．	

　争点は以下のとおり．	

（１）原告が咽頭部を負傷したかどうか（損害の有無）	

（２）原告の受傷が本件ジュースに起因するものか（因
果関係）	

（３）本件ジュースに欠陥があったか（欠陥の有無）	

（４）損害額	



44 

平野技術士事務所	on	the	NET		http://www.ce-hirano.com	 P.87	

法工学の導入	

昔の法律	 今の法律	

アップデート	

①法工学(Low & Technology)	

医学・歯学・工学・理学・政治学・経済学・社会学・・・ 
を活用して法を設計すること	

例えば・・・	

①法工学（Ｌｏｗ　＆　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｙ） 
対象：法律システム 
時期：事前（リスクのうち） 
実施：法律システムをアップデートして工
学的整合性を整える 
目的：効率的・公平な法の適用を支援す
る	
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法工学	

本日のお話の
「法工学」	
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「法工学」とは？	

あなたの考えを書け．	

	

注意！	

学籍番号と名前を書くように！
読めるようにね．	
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