
アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成１９年度 実施報告書 

 
 
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://cale.nomolog.nagoya-u.ac.jp/ja/activities/projects/asiaafrica 
 
３．開始年度 
  平成１８年度（３年目） ＊平成 17 年度は、アジア研究教育拠点事業として採用 
 
４．交流実施期間（業務委託期間） 
  平成１９年 ４月１日 ～ 平成２０年 ３月３１日 
 
５．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 
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      （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 

協力機関：（英文）The Institute of State and Law 
      （和文）国家と法研究所 
 
（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 
 協力機関：（英文）School of International Studies, Beijing University 
      （和文）北京大学国際関係学院 
 
（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 
       
（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 
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６．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 
・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）。 
 
 
７．平成１９年度の研究交流実績の概要 
７－１ 共同研究 

本事業では、平成 19 年度に以下の 5 つの共同研究を行った。 

（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（R-1） 

（２）中国における行政法改革（R-2） 

（３）ＷＴＯ加盟に伴う国内法整備と国際紛争解決手続（R-3） 

（４）モンゴル国における立憲主義の比較法的研究（R-4） 

（５）立憲主義と法の支配（R-5） 

 

 これらの研究交流により、中国、ベトナム、モンゴル、ウズベキスタンにおける法学分

野における学術交流の基盤、とりわけ若手研究者のネットーワークの基盤を構築するとい

う本事業の目的を達成し、また最終年度としての総括をすることができた。上記の共同研

究の課題は、いずれも各国において緊急の課題であり、本事業が終わっても引き続きフォ
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ローが必要であると考えられる。したがって、今後は本事業によって構築された若手研究

者のネットワークを発展させ、さらなる共同研究を蓄積していくことが求められる。 

 

７－２ セミナー 

本事業では、平成 19 年度に以下の 6 つのセミナーを開催した。 

（１）アジア憲法フォーラム 2007（名古屋・9月・S-1） 

（２）中国における行政法改革の課題－中国および日本における土地の収用と登記－ 

（中国・7月・S-2） 

（３）日本・モンゴル法学セミナー（モンゴル・3月・S-3） 

（４）ウズベキスタンにおける憲法・行政法改革の課題（ウズベキスタン・9 月・S-4） 
（５）WTO 加盟後のベトナムにおける法整備及び紛争解決上の課題 

－日本の経験に照らして－（ベトナム・3 月・S-5） 
（６）WTO 体制下の日中通商政策―ラウンド交渉・紛争解決・法整備（中国・3 月・S-6） 
 
上記のセミナーにより、各国で本事業の総括を行うと共に、本事業の成果を発展させ

るための将来の目標と課題について協議することができた。今後は、本事業によって構

築された学術ネットワークを発展させることによって、各国の直面する法学の課題の解

決に寄与するような人材を育成することが期待される。 

 

７－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

本事業では、以下の６人が研究者交流を行った。 

  

（１）Ganbat Erdenebat・モンゴル国立大学法学部・助教授の招へい（モンゴル） 

（２）Vu Thi Hong Minh・ハノイ法科大学国際法学科・講師の招へい（ベトナム） 

（３）徳田博人・琉球大学大学院法務研究科・教授の派遣（ウズベキスタン） 

（４）B. Akmal・名古屋大学大学院法学研究科・博士後期課程の派遣（ウズベキスタン） 

（５）Vu Nhu Thang・名古屋大学大学院国際開発研究科・博士後期課程の派遣（ベトナム） 

（６）児玉みさき・名古屋大学大学院国際開発研究科・博士後期課程の派遣（ベトナム） 

 

 これらの研究者交流は、若手研究者の育成を目的に行われたものであり、派遣者の場合

は派遣先でのシンポジウム参加、招聘の場合は国内での研究会の開催を通して、若手研究

者の養成に貢献するものとなった。 
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８．平成１９年度の研究交流の成果 
（交流を通じての相手国からの貢献及び相手国への貢献を含めてください。） 

８－１ 研究協力体制の構築状況 

 本事業での共同研究・セミナー開催・研究者交流を通して、本学と各国の実施機関との

研究協力体制が着実に構築されたと言える。この間、一定の実績のある経験を積んだ研究

者による共同研究・セミナー開催だけでなく、とりわけ、それぞれの若手研究者を軸にし

た研究会の開催や研究成果の公開は、これまでに交流の少なかった法学分野での研究協力

体制を構築し、その基礎を固める上で有益であったと思われる。 

また、本事業による研究活動は、名古屋大学がウズベキスタン・モンゴル・ベトナムの

提携大学に開設した名古屋大学日本法教育研究センターおよび名古屋大学法政国際教育協

力研究センター（CALE）上海分室を現地研究拠点として行われたものであり、現地研究拠

点を利用しての比較法研究という日本の法学における新たな研究手法を構築する上で重要

な貢献をしたものと思われる。 

 

８－２ 学術面の成果 

 本事業での研究成果は、セミナー報告書、研究会報告書、論文、資料翻訳などの形で公

刊されつつある。また、これらの成果は、日本および対象国の大学、図書館などの関係機

関に配布され、閲覧可能な状態となっており、今後のそれぞれの学術面での基礎研究とな

ることが期待されている。 

 

８－３ 若手研究者養成 

 本事業での若手研究者養成としては、（１）若手研究者の派遣、（２）若手研究者の招聘、

（３）国内の若手研究者を育成するためのセミナー開催、（４）現地セミナーの開催による

帰国した若手研究者のネットワーク構築、の 4 点が挙げられる。これらの活動により、今

後の学術活動のための確かな人的ネットワークが構築されたと言える。 

 

８－４ 社会貢献 

 本事業による共同研究は、WTO 加盟に伴う国内法整備、行政法改革、法の支配の確立な

ど、法改革によって当該地域における法整備支援を通した直接的な社会貢献を目指すもの

である。また、その成果を報告書などとして閲覧可能な状態にすることにより、研究者を

越えて広く成果が共有されることを目指している。本事業による現地セミナーや研究会は、

現地に在住する日系企業駐在員・日本人研究者・日本人留学生にも公開されたので、貴重

な情報提供の場にもなったものと考えられる。 

 

８－５ 今後の課題・問題点 

 今後の課題として、本事業の成果を引き継いで一層の研究交流を目指し、活発な共同研
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究・セミナー開催・研究者交流を継続的に行うことが必要である。 

 そのためには、各国の実施機関との一層の協力体制の構築、各国の若手研究者・帰国し

た留学生とのネットワーク構築、国ごとの特質と全体の共通点を踏まえた課題の設定が必

要である。 

 また、今回の研究活動の現地拠点となった名古屋大学日本法教育研究センター（ウズベ

キスタン・モンゴル・ベトナム）および名古屋大学法政国際教育協力研究センター（CALE）

上海分室を活用した新しい比較法研究の手法を今後も発展させることが必要である。 

 

 

 

８－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成１９年度論文総数    37 本 

   うち、相手国参加研究者との共著  3 本 

   うち、本事業が JSPS の出資によることが明記されているもの  17 本 

（※ 論文リストを別に添付してください） 
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９．平成１９年度における総交流人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

（単位：人／人日） 

          派遣先 

派遣元 
日本 ベトナム 中国 モンゴル

ウズベキ

スタン 
合計 

日本 
実施計画  5/28 3/15 4/24 2/12 14/79 

実績 5/36 11/45 2/10 4/36 22/127 

ベトナム 
実施計画 2/14     2/14 

実績 2/12    2/12 

中国 
実施計画 2/11     2/11 

実績 1/5    1/5 

モンゴル 
実施計画 3/20     3/20 

実績 2/11    2/11 

ウズベキス

タン 

実施計画 3/22     3/22 

実績 1/6    1/6 

合計 実施計画 10/67 5/28 3/15 4/24 2/12 24/146 

実績 6/34 5/36 11/45 2/10 4/36 28/161 

 

※ 各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流した人数・人日数を記載してく

ださい。（なお、記入の仕方の詳細については「記入上の注意」を参考にしてください。） 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

 4  ／ 12  （人／人日）   9 ／ 24  （人／人日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


