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アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成１８年度 実施計画書 

 
 
１．拠点機関 
日 本 側 拠 点 機 関： 名古屋大学大学院法学研究科 
（ベトナム）拠点機関： ハノイ法科大学 

（ 中 国 ） 拠 点 機 関： 中国政法大学 
（モンゴル）拠点機関： モンゴル国立大学 

（ ウ ズ ベ キ スタン ） 拠 点 機 関： タシケント国立法科大学 

 
２．研究交流課題名 

（和文）： アジア法整備支援のための実務・研究融合型比較法研究拠点         
                   （交流分野： 法学           ） 
（英文）： A Pragmatic Research Hub of Comparative Legal Studies for Legal 
Assistance in Asia                                 
                 （交流分野： Study of Law         ） 
 研究交流課題に係るホームページ：http://                                         
 
３．採用年度 
 平成１８年度（２００６年度） 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：名古屋大学大学院法学研究科 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：法学研究科・研究科長・松浦好治 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：法学研究科・教授・市橋克哉 
 協力機関： 
 事務組織：名古屋大学大学院法学研究科 
 
相手国（地域）側実施組織（拠点機関名・協力機関名は、和英併記願います。） 
（１）国（地域）名：ベトナム 

拠点機関：（英文）Hanoi Law University 

      （和文）ハノイ法科大学 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Rector, Le Minh Tam 

 協力機関：（英文）Ho Chi Minh City Law University 

      （和文）ホーチミン市法科大学 
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 協力機関：（英文）The Institute of State and Law 
      （和文）国家と法研究所 
 経費負担区分： 
 
（２）国（地域）名：中国 

拠点機関：（英文）China University of Politics and Law 
      （和文）中国政法大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）School of International Law,  

Assistant Professor, Xin Chongyang 
 協力機関：（英文）National School of Administration 
      （和文）国家行政学院 

（英文）School of International Studies, Beijing University 
      （和文）北京大学国際関係学院 
 経費負担区分：  
 
（３）国（地域）名：モンゴル 

拠点機関：（英文）National University of Mongolia 
      （和文）モンゴル国立大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Faculty of Law, Dean,  

Sodovsuren Narangerel 
 協力機関：（英文）National Legal Center of Mongolia 
      （和文）モンゴル国立法律センター 
 経費負担区分： 

 

（４）国（地域）名：ウズベキスタン 

拠点機関：（英文）Tashkent State Law Institute 
      （和文）タシケント国立法科大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Rector  

Mirzoyusuf Rustambaev 
 協力機関：（英文）University of World Economy and Diplomacy 
      （和文）世界経済外交大学 
 経費負担区分： 

 

５．アジア・アフリカ学術基盤形成事業としての全期間を通じた研究交流目標 

 
Ⅰ．主に本事業を通して行う研究交流の目標 
 
１．法整備支援のための重層的な比較法研究を行う 
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・法規範、法制度だけでなく、多方面の専門家が協力できる比較法研究の場を構築します。

これは、法整備支援が多分野の研究者と実務家の共同を必ず必要とするからです。 
２．関係国の法を研究する専門家の養成を図る 
・（他資金により設立準備中の）日本法教育研究センターで、日本語により日本法が研究で

きる外国人人材を養成します。 
・ 支援対象国の法を現地語で研究できる日本人研究者を養成します。 
 
 
Ⅱ．他の事業・プロジェクトと連携・協力して行う研究交流の目標 
 
１．生きた最新の情報を継続的に共有する研究環境を構築する 
・支援対象国の司法省、裁判所などから最新情報の提供をプロジェクトごとに継続的に受

けることができます。 
・支援対象国の研究者と共同で特定問題を比較法的に検討します。 
・最新の情報を相互に提供する体制を構築します（多言語対応の webなどを利用します）。 
・法令情報や判例情報などを共有する研究体制とします（情報の国際的な共有のためのデ

ータ構造の標準化＝国際ルールの導入を図ります）。 
 
６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 

以下は、平成１７年度アジア研究教育拠点事業の研究交流活動による目標達成状況であ

る。 

 
前年度は、今後の共同研究を実施していくための研究者交流活動として位置づけ、実施

計画を協議するために研究者を各国に派遣し、共同研究の内容とスケジュール、研究拠点

の設立について合意することができた。また、モンゴル国およびベトナムに設立予定の日

本法教育研究センターの内容・スケジュールについても合意したので、本年度以降は当セ

ンターを本事業の研究・教育拠点として活用する予定である。 
学術面では、前年度の研究者交流活動により開催・参加した研究会およびシンポジウム

の報告書を作成しており、本年度に出版される予定である。また、各研究会・シンポジウ

ムでの報告を各研究者が論文として執筆し、次年度以降に発表する予定である。 
研究者交流活動では、できるかぎり博士後期課程の大学院生や特任講師などの若手研究

者を参加させており、彼らを今後の共同研究の中核として養成していく計画である。 
 
７．平成１８年度の研究交流目標 
Ⅰ．主に本事業を通して行う研究交流の目標 

 

１．法整備支援のための重層的な比較法研究を行う 

この間の研究交流の実績に基づいて、法学研究者のみならず、法曹実務家、他分野の研

究者の協力も得て、ワークショップ等の研究者交流を行い、その成果を国際的に発表する

ために、すべての拠点機関と協力機関が集うセミナーを開催する。この間の研究者交流で

一定の実績蓄積がある「法の支配と立憲体制および行政システムの改革」、「ＷＴＯ、それ

をめぐる紛争、それに対応する国内法整備」、「市場経済への移行と法および社会の変容」

等についてのセミナーを実施する。 

 

２．関係国の法を研究する専門家の養成を図る 

日本法教育センターは、すでにウズベキスタンにおいて開設され、そして、モンゴルに

おいても９月開設が予定され、ベトナムおよび中国でも開設の準備が進んでいる。このセ

ンターを中心にして、拠点機関において、法曹のための日本語教育、および、ある程度の

日本語能力を有する学生および若手研究者に対する日本語による日本法教育の実験的授業
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や演習を実施し、日本法の専門家養成の事業をスタートさせる。 
日本の若手研究者を拠点機関のセンターに派遣し、現地で直接それぞれの国の言葉と法

に精通した研究者養成に着手する。 
 
Ⅱ．他の事業・プロジェクトと連携・協力して行う研究交流の目標 

 

１． 生きた最新の情報を継続的に共有する研究環境を構築する 

日本側研究拠点は、この間、ベトナム、ウズベキスタンでは、法令データベースの構築

の支援を行っており、また、中国、モンゴルでは司法統計調査を行ってきた。この実績を

踏まえて、相手国拠点機関および司法省等との間で、法令データベース、司法統計、研究

情報等を共有するシステム、多言語対応の webの構築に着手する。 
 

８．平成１８年度の研究交流の概要 
８－１ 共同研究 

ベトナム 

 ①体制移行と法整備及び法学教育支援に関する理論的分析の準備（Le Minh Tam、ハノ
イ法科大学、学長） 
 近年、ベトナムはＷＴＯへの加盟に向かって、計画経済から市場経済への移行を一層に

進めている。これに伴う法整備とその支援の現状について評価するために、共同研究を計

画している。１８年度の研究テーマは、行政法分野の改革支援およびＷＴＯに加盟するた

めの国内法整備事業とその支援の現状と諸課題を中心とする。 
 

中国 

 ①中国における行政法改革（馬懐徳・中国政法大学法学院・教授、副校長） 
  日本側研究拠点では、中国国家行政学院ならびに中国政法大学が中心となってとりま

とめた行政訴訟法改正草案と国家賠償法改正草案のたたき台（学者建議草案）の逐条検討

を行い、これをつうじて、日中の行政法改革に関する理論および実務の比較検討を行って

いる。今年度は、中国において、ＷＴＯ加盟に伴う国内法整備の一環として、中国におけ

る「法の支配」と国際水準の行政法制の確立および立憲主義の発展の課題の実現を支援す

ることを目的とした共同研究を実施する。 
 ②ＷＴＯ加盟に伴う国内法整備と国際紛争解決手続（辛崇陽・中国政法大学国際法学院・

助教授） 
  ＷＴＯ加盟が中国国内法整備に与えた影響の分析、および日本のＷＴＯ法制に関する

理論および実務と中国のそれとの比較研究を行い、これらの成果から新たな国際紛争解決

システムの構築に向けた提言と法学教育の改善を目指す。 
 

モンゴル 

 ①モンゴル国における立憲主義の比較法的研究（J. Amarsanaa、モンゴル国立法律セン
ター、センター長） 

  憲法裁判所や人権委員会の活動を分析し、その役割を他の体制移行国の事例と比較研

究することにより、モンゴル国の立憲主義の特徴と課題について明らかにすることを目指

す。 

 

ウズベキスタン 

 ①立憲主義と法の支配（M. Rustambaev・タシケント国立法科大学・学長） 
  日本側研究拠点は、タシケント法科大学との多面的な研究・教育交流を行っており、
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この実績を踏まえた共同研究として、独立後まだ１０数年という若い国ウズベキスタンに

おける国づくりの基本である立憲主義と法の支配の確立を支援する共同研究を行う。 
 
８－２ セミナー 

 ①グローバリゼーション、法の支配、法と社会の変容（於日本、名古屋） 

  中国、ベトナム、モンゴルおよびウズベキスタンは、グローバル化のなかでの市場経

済へ移行するという過渡期に共通する法の課題を有しており、今回のセミナーでは、主

要かつ焦眉のものとなっているＷＴＯ加盟に伴う国際紛争と国内法整備、法の支配と立

憲主義の確立、過渡期における法と社会の変化という三つの課題にとりくむ。 

 ②ＷＴＯの紛争解決手続きとベトナムの国内法整備（於ベトナム、ハノイ） 

  ベトナムは目下ＷＴＯへの加盟の準備を進めており、それを目指した国内法整備を進

めなければならない。とりわけ、行政改革という課題は、法律と経済の体制移行に深く

関わり、ベトナムにとって極めて新しい問題である。したがって、ベトナムの行政法や

行政手続法の整備に当たって日本近年の経験は重要な参考になるであろう。このような

情報や経験を共有するために国際セミナーを開催する。 

 ③東アジア行政法学会第７回大会（於中国、杭州） 

  日本、中国、韓国および台湾地域の行政法学者が２年ごとに集い共通のテーマでその

時々の行政法を中心とする公法学の諸問題を検討してきた東アジア行政法学会の第７回

総会が今年度中国、杭州で開催される。これに、本事業も共催者として参加する。 

 ④ＷＴＯ加盟に伴う国内法整備と国際紛争解決手続（於中国、北京） 

  ＷＴＯ加盟が中国国内法整備に与えた影響の分析、および日本のＷＴＯ法制に関する

理論および実務と中国のそれとの比較研究を行い、これらの成果から新たな国際紛争解

決システムの構築に向けた提言と法学教育の改善を目指すことを共通課題として、この

間、日中双方の拠点機関で取り組んできた課題に関する中間とりまとめを目的とする。 

 ⑤立憲主義と法の支配の確立（於ウズベキスタン、タシケント） 

ウズベキスタンでは、一方で貧困とイスラム原理主義の台頭、他方でこれに対応すべ

く大統領権力の強化と統治の権威主義化によって、立憲主義の危機が進行している。し

かし、行政手続法制定の試みなど新たに法の支配の発展を目指す動きもある。こうした

複雑な国づくりの状況にあるウズベキスタンにおける国づくりを、立憲主義と法の支配

の確立という視角だけでなく、インフォーマルな社会規範にも焦点を当てるという視角

も加えて、相手側研究拠点、研究協力機関の研究者と共同で分析、検討する。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 今年度の研究者交流活動には、博士後期課程の大学院生や助手、講師、助教授などの若

手研究者を参加させて、彼らを今後の共同研究の中核として養成していく計画である。 
 また、委託手数料からも研究者交流活動の経費を捻出して、できるかぎり彼らを国際 
的な学術交流の場に派遣することを計画している。 
①「第 7回東アジア行政法学会」助教授 1名および大学院生 1名派遣。助教授 1名招聘。 
②ベトナム・セミナー「WTOの紛争解決手続きとベトナムの法整備」大学院生 1名派遣、

講師 1名招聘。 
③モンゴル・セミナー教授１名招聘。 
④ウズベク・セミナー教授 1名招聘。 

 



 6 

９．平成１８年度交流人数・人日数総表 
９－１ 相手国との交流計画 

（単位：人／人日） 

    派遣先 

派遣元 
日本 ベトナム 中国 モンゴル ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ 合計 

日本  3／15 5／25 2／12 2／14 12／66 

ベトナム 2／10     2／10 

中国 2／10     2／10 

モンゴル 2／12     2／12 

ウズベキスタン 2／14     2／14 

合計 8／46 3／15 5／25 2／12 2／14 20／112

 

 

９－２ 国内での交流計画 

8 ／ 15（人／人日） 

 


