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アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成２３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： モンゴル国立大学法学部 
（ウズベキスタン）拠点機関： タシケント国立法科大学 
（カンボジア）拠点機関： 王立法経大学 
（ イ ン ド ネ シ ア ） 拠 点 機 関： ガジャマダ大学法学部 

 
２．研究交流課題名 

（和文）： 法整備支援のためのインタラクティブな比較法研究拠点の強化        
                   （交流分野：  法学          ）  
（英文）： Strengthing Research Network of Interactive Comparative Law for Legal 
Assistance                                    
                   （交流分野：  Study of Law      ）  
 研究交流課題に係るホームページ：http://cale.law.nagoya-u.ac.jp/               
 
 
３．開始年度 

平成 21 年度（ 3 年目） 
 
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）：大学院法学研究科・法学研究科長・鮎京正訓 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：大学院法学研究科・教授・市橋克哉 
 協力機関：  
 事務組織：研究協力部研究支援課、文系事務部経理課 
 
相手国側実施組織（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 
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 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Rector, Hoang The Lien 
 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）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 Political Science 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 Law, Professor, Ma Huai De 
 協力機関：（英文）National School of Administration 
      （和文）国家行政学院 
 協力機関：（英文）Peking University Law School 
      （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, Faculty of Law 

      （和文）モンゴル国立大学法学部 
 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 Institute of Law 

      （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 
 
（５）国（地域）名：カンボジア 
拠点機関：（英文）Royal University of Law and Economics 

      （和文）王立法経大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Rector, Youk Ngoy 
 
（６）国（地域）名：インドネシア 
拠点機関：（英文）Gadjah Mada University, Faculty of Law 
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      （和文）ガジャマダ大学法学部 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Faculty of Law, Lecturer,  

Denny Indrayana 
 協力機関：（英文）Andalas University 
      （和文）アンダラス大学 
 協力機関：（英文）University of Indonesia 
      （和文）インドネシア大学 
 
 
５．全期間を通じた研究交流目標 
１．法整備支援のための総合的な比較法研究ネットワークをさらに発展させる 

・これまで、名古屋大学日本法教育研究センターおよび学術交流協定を通じ法整備支援お

よび法学研究に関するネットワークを構築してきた。本事業を通じ、国際開発協力、地域

研究などの専門家が協力できるインタラクティブな比較法研究の場をさらに発展させる。

また、このネットワークを通じて社会に根付くことのできる法整備支援のための研究交流

をめざす。 
２．最新の法情報を継続的に共有する研究環境をさらに発展させる 

・拠点機関と関連する機関（司法省、裁判所など）を活用し、最新の法情報を継続的に共

有・活用するためのネットワークの発展をめざす。 
・最新の情報を相互に提供する体制をいっそう強化し（多言語対応の web などを利用する）、

また法令情報や判例情報などを共有する研究体制を整備する（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る）。 
３．関係国の法を研究する専門家の養成を図る 

・拠点機関に付設する日本法教育研究センターを活用して、日本語で日本法を研究できる

若手外国人研究者を養成する。 
・拠点機関の所在する国を中心とした外国法を現地語で研究できる日本人研究者を養成す

る。 
４．次世代の研究者を養成するプログラムの導入（国際性のある研究者、実務家の養成） 

・本事業により開催するシンポジウム・セミナー・研究会・ワークショップは、若手研究

者が事務局を務め、アカデミックなプロジェクトの運営ノウハウを学ぶ機会とする。 
・本事業で開催するシンポジウム・セミナー・研究会・ワークショップには、可能な限り

実務家にも参加を呼びかけ、実務家と研究者の協力による国際交流を実現する場とする。 
 
 
６．平成２３年度研究交流目標 
①共同研究・研究者交流 

 各拠点に設置した共同研究チームによる研究活動を推し進め、研究会・調査に若手研究
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者を積極的に参加させる。具体的には、（１）最終年度の成果として本事業終了後も継続し

て法情報の収集を可能とする研究協力体制を構築し、（２）これまでの研究成果を踏まえた

新しい比較法研究のあり方に関する方向性を提言し、（３）若手研究者が個々の共同研究や

研究者交流に参加することにより、アカデミックな活動の運営ノウハウを実地で学ぶ機会

を提供するとともに、海外の研究者・実務家とのネットワークを構築することにより国際

的なキャリアパスを構築することを支援する。また、必要に応じて研究拠点への研究者派

遣及び招聘を行い、事業終了後も研究交流を維持できる研究協力体制の構築を強化する。 
 
②学術会合（研究拠点代表者によるセミナー） 

 日本で「法整備支援のためのインタラクティブな比較法研究」セミナー（S-1）開催を予

定している。このセミナーは、体制移行諸国に対する行政法分野における法整備支援のこ

れまでの学術的成果と研究拠点の持つ課題について討議することを目的とし、（１）法整備

支援に結びついた多様な法情報の収集と、それに基づいた分析を踏まえた新しい比較法研

究の構築、（２）法整備支援と結びついた新しいキャパシティービルディングの構築に向け

た国際協力のあり方について検討する。本セミナーには、国内の若手研究者や留学生に積

極的な参加を呼びかけ、日本人の若手研究者・大学院生に国際的な学術会合に出席・報告

する機会を提供することにより、海外の研究者・実務家とのネットワークを構築し、国際

的なキャリアパスを形成することを支援する。 
 
 
７．平成２３年度研究交流成果 

（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下さい。） 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

平成 23年度は、本事業の第 3年度（最終年度）であり、現地での研究会の開催、調査の実

施など相手国組織との研究交流を進めつつ、研究の取りまとめの作業を行った。平成 24年

2月に「日本学術振興会・アジア・アフリカ学術基盤形成事業：法整備支援のためのインタ

ラクティブな比較法研究」（2012年 2月 11日・12日）を名古屋大学カンファレンス・ホー

ルで開催した。本セミナーでは、市場経済移行諸国において、ドナーとして法整備支援活

動に従事しているオーストラリア、アメリカおよび日本の法律研究者と法律実務家、そし

て、レシピエントとしてドナー側の法律家と協働して法改革に取り組んでいるウズベキス

タン、モンゴル、カンボジアおよびインドネシアの法律研究者と法律実務家とが、法整備

支援の法空間に新たに登場した国境を越えたダイナミックな法の生成と変化について、相

互に発信しかつ受信するインタラクティブな新しい比較法研究の構築の可能性を提示する

という視角から検討した。本セミナーは、法整備支援の実際の活動に長年従事してきたド

ナー側とレシピエント側の法律家が、本事業のなかで形成された研究ネットワークを活か

して、法整備支援活動に関する自らの具体的な経験を理論化し、比較法学の新たなパラダ

イム転換の提起を行った点で、本事業のとりまとめとなる成果を示す場となった。今後、
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この研究ネットワークを活用して、法整備支援のための新しい比較法学の進化を目指すこ

とが期待される。 

 

７－２ 学術面の成果 

本事業により、平成２３年度は論文 8 本を発表することができた。この間の相手国側実

施組織との研究会や調査に基づいて、本年度は、各地でそのとりまとめとなる研究会等を

開催し、本事業のこれらの活動は、そのとりまとめと問題提起の場となった「日本学術振

興会・アジア・アフリカ学術基盤形成事業：法整備支援のためのインタラクティブな比較

法研究」（2012年 2月 11日・12 日）へとつながった。そこでは、法整備支援活動を理論化

し、比較法学の新たなパラダイム転換を提起した。また、22 年度の成果であった「日本学

術振興会・アジア・アフリカ学術基盤形成事業：グローバル化と体制移行化のアジアにお

ける行政法の変容」は、本年度、報告書を刊行した。そして、「日本学術振興会・アジア・

アフリカ学術基盤形成事業：法整備支援のためのインタラクティブな比較法研究」の報告

書は、別途経費を充てて 24年度に公刊する。 
 
７－３ 若手研究者養成 

 23 年度の研究者交流活動には、博士課程（前期）・博士課程（後期）の大学院生、研究生、

准教授など、若手研究者を積極的に参加させた。将来、彼らを共同研究の中核へと養成し

ていくことを目指して、24 年 2 月に開催した「日本学術振興会・アジア・アフリカ学術基

盤形成事業：法整備支援のためのインタラクティブな比較法研究」にも、相手国側実施組

織から若手研究者を招へいし、報告と討論の機会を与えた。そして、本セミナーの報告書

を、別途経費を充てて 24年度の刊行することによって、若手研究者の研究成果を国際的に

発信する機会を提供する。 

 

７－４ 社会貢献 

 23 年度は、各地で開催した研究会や国際セミナー「日本学術振興会・アジア・アフリカ

学術基盤形成事業：法整備支援のためのインタラクティブな比較法研究」に、法務省、JICA、

日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会等日本の法律実務家、UNDP、OSCE、GIZ、アデナ

ウアー財団等国際機関や外国援助機関の法律実務家の参加も得て実施し、広く本事業の情

報及び成果を共有した。また、本事業の実施の過程で収集された各国の法情報に関する文

献、資料は、名古屋大学法政国際教育協力研究センターのアジア法情報資料室に配架し、

名古屋大学図書館を通して日本国内の研究者・学生が利用できるようにしている。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

 本事業においては、ドナー側だけではなくレシピエント側も加わり、そして、法律研究

者だけでなく法律実務家も参加し、さらに、将来ある若手の法律研究者および法律実務家

も活躍するという点で、欧米の既存の法整備支援ネットワークには例のない幅広いユニー
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クな共同研究のネットワークを構築したが、このネットワークを強化し、発展させること

が、今後の課題である。この点で具体的には、第一に、この共同研究のネットワークを活

かして、本事業を通して明らかとなった法整備支援という国境を超えたグローバルな法空

間に登場した新しいインタラクティブな比較法研究について、その進化を目指すこと、第

二に、本事業のなかで要請された若手の法律研究者および法律実務家に対して、この共同

研究のネットワークを活かして、引き続きその活躍の場を提供することが課題である。 
 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２３年度論文総数    8 本 
相手国参加研究者との共著  0 本 

  （※ 「本事業名が明記されているもの」を計上・記入してください。） 

（※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入してください。） 

 
 
８．平成２３年度研究交流実績概要 
 ※「１０．平成２３年度研究交流実績状況」の概要について記載してください。 

８－１ 共同研究 

本事業は、ウズベキスタン・モンゴル・ベトナム・カンボジアにおける名古屋大学日本

法教育研究センター、および学術交流協定を通じて名古屋大学が構築してきた法整備支援

および法学研究に関するネットワークを、本事業による研究交流を通じて、国際開発協力・

地域研究などの専門家も協力できるインタラクティブな比較法研究の場として発展させる

こと、そして研究交流によって次世代の若手研究者を育成することを目指した。 
本事業が対象とする６ヵ国は、それぞれ直面する状況は異なるものの、計画経済から市

場経済への移行、あるいは権威主義から民主主義への移行という共通の課題をかかえてお

り、移行を促す法整備支援の現状と課題について、ドナーだけでなくレシピエント側から

もみて、共通の視角をえることにより、それぞれの国にとって、普遍的な課題と固有の問

題点という移行国の法に関するダイナミックでインタラクティブな像を描くことを目指し

た。この研究交流を行うことにより、当該社会に根付き、自生的に進化することのできる

法制度をいかに整備するか、そのためにはどのような支援と協力が有効か、それを解明す

る新しい比較法をいかに構築するか、という現在世界にとっての最重要課題への示唆を得

ることができた。 
具体的な 23 年度の研究交流としては、各国ごとに、（１）最終年度の成果として、本事

業終了後も継続して法情報の収集から法整備支援のための新しい法理論の構築に至るまで

の活動を支える研究ネットワークを構築し、（２）このネットワークを活かし、かつ、これ

までの研究成果を踏まえて、新しい比較法に関する研究を協働して実施し、（３）若手研究

者が積極的にこの共同研究や研究者交流に参加することにより、アカデミックな活動の運

営ノウハウを実地で学ぶとともに、自ら新しい理論構築に貢献する機会を提供するととも
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に、このネットワークを活かすことにより、グローバルな研究と教育の「キャリアパス」

を構築することを支援した。また、必要に応じて研究拠点への研究者派遣及び招聘を行い、

事業終了後も研究交流を維持できる研究協力体制へと発展させた。 
 
（１）ベトナム 

「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」 

 23 年度は、ベトナムにおける国際的な法学教育支援について検討するために、ドナー諸

国（日本・フランス・ドイツ等）による法学教育支援の比較分析に関する意見交換をハノ

イ法科大学との共同企画によって行った。本セミナーにより、ベトナムの経済法分野にお

ける法整備支援の課題としての人材育成、法律家・法学者の養成の現状と課題を明らかに

した。 
 

（２）中国 

 ①「中国における行政法改革」 
本研究では、23 年度、これまでの研究成果にもとづき、中央政府ではなく、湖南省等地

方政府が独自に進めている行政法改革の取組みの成果と課題をまとめるとともに、中央政

府の行政法改革と地方政府独自の行政法改革との関係を比較検討するため、「日本学術振興

会・アジア・アフリカ学術基盤形成事業：法整備支援のためのインタラクティブな比較法

研究」に参加した中国の行政法整備支援に従事する法律研究者および法律実務家と研究会

を行った。ここから、法の移植論ではない、法の借鑑論という考え方への注目へとつなが

った。 
 
 ②「WTO 加盟に伴う国内法整備と国際紛争解決手続」 

本研究では、23 年度には、WTO 加盟後の中国の経済発展の負の側面である環境問題に

関する法規制および紛争解決の諸制度について検討するために、①と同様、「日本学術振興

会・アジア・アフリカ学術基盤形成事業：法整備支援のためのインタラクティブな比較法

研究」セミナーに参加した中国の行政法整備支援に従事する法律研究者および法律実務家

と研究会を行い、中国も加わった新たな東アジア地域におけるグローバルな法規制および

紛争解決システムの構築の条件を検討した。 
 

（３）モンゴル 

「モンゴルにおける立憲主義の比較法的研究」 

 23 年度は、日本・モンゴル比較行政法セミナーを開催し（モンゴル国立大学法学部・モ

ンゴル行政裁判所・名古屋大学の共催）、モンゴルの憲法・行政法学者・裁判官、およびド

イツ等の法整備支援の専門家たちとモンゴルの行政訴訟の現状と課題について検討を行っ

た。また、行政裁判所および国立大学法学部でのインタビュー調査を行った。本セミナー

とインタビュー調査により、モンゴルの環境紛争における行政訴訟の重要性、および環境
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訴訟の課題としての原告適格の解釈などが明らかになった。 
 

（４）ウズベキスタン 

「立憲主義と法の支配」 
 本研究では、23 年度は、このところ加速しつつある法改革の代表例である行政手続法、

許可法および行政処罰法の改正に関するワークショップ（タシケント国立法科大学・ウズ

ベキスタン司法省・名古屋大学の共催）をタシケント国立法科大学で開催し、ウズベキス

タンの憲法・行政法学者たち、および行政実務家と討論を行った。本ワークショップでは、

法整備支援のグローバルな法空間における公法のスタンダードが登場しつつあることが明

らかになった。 
 

（５）カンボジア 

「カンボジアにおける紛争解決のための法整備に関する比較研究」 

23 年度は、カンボジアで開催されるカンボジア比較法学会において民・商法分野におけ

る近年の法整備と法整備支援の現状と手法の比較研究に関するセッションを開催した。本

セッションを通して、カンボジアに対する民・商法分野における法整備支援の課題として

の人材育成、および法学教育支援の手法を改善するための比較研究の有効性が明らかにな

った。セッションにおいて法学者、実務家、および法整備支援の専門家たちと討論を行う

ことにより専門家ネットワークを構築するとともに、若手研究者間の交流を促進した。 
 

（６）インドネシア 

「インドネシア法制度改革の現状に関する問題設定」 

 法制度改革と民主化との関わりについて、ガジャマダ大学などの研究者、法律 NGO
（PSHK など）に聞き取り調査、政府・NGO 懇談会の傍聴などを行った。また、法執行実

務の現状について、大学研究者、裁判官、法律分野の日本人技術協力専門官（警察支援・

知財保護強化）へのインタビュー・文献調査を行った。これらの調査を通じて、権威主義

体制における法制度改革と民主化に関する資料を収集し、また法制度改革を通じて司法に

よる手続が重視されるようになったが、他方で司法部門の能力不足がボトルネックとなっ

ていることが明らかになった。 
 

８－２ セミナー 

「日本学術振興会 アジア・アフリカ学術基盤形成事業：「法整備支援のためのインタラク

ティブな比較法研究」セミナー（2012 年 2 月 11 日～12 日、名古屋大学・名古屋市） 

本セミナーでは、①法整備支援のための比較法研究ネットワークの構築、②法情報を継

続的に共有する研究環境の発展、③関係国の法を研究する専門家の養成、④次世代の研究

者を養成するためのプログラムの導入、という本事業の課題に応えるために、（１）ドナー

諸国およびレシピエント諸国双方における法整備支援に結びついた多様な経験と、それに
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基づいた分析を踏まえた新しい比較法研究の構築、（２）法整備支援と結びついた新しいキ

ャパシティービルディングの構築に向けた国際協力のあり方について検討した。 
本セミナーを開催することにより、①冷戦終結から 20 年を経て登場しつつあるグローバ

ル空間におけるグッドガバナンスの確立に向けた法整備支援協力の理論を構築すること、

②変化の中にあるアジア諸国における法情報の継続的収集体制の構築に向けた手法を開発

すること、③アジア諸国と日本における次世代の研究者・実務家の育成のための手法の開

発することが、議論・検討された。 
 

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、准教授、大学院生などの若手研究者を中心に参加させた。

将来的には、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。 
 

①ベトナム・大学院生 1 名派遣（ベトナムにおける経済刑法改革の調査） 

②中国・大学院生 1 名派遣（アジア憲法フォーラムへの参加） 

③中国・准教授 1 名派遣（アジア憲法フォーラムへの参加） 

④ウズベキスタン・大学院生 1 名派遣（ウズベキスタン行政法・行政訴訟の調査） 
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９．平成２３年度研究交流実績人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

          派遣

先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

ベトナム 

<人／人日> 

中国 

<人／人日> 

モンゴル 

<人／人日> 

ウズベキスタン 

<人／人日> 

カンボジア 

<人／人日> 

インドネシア 

<人／人日> 
合計 

日本 

<人／人日> 

実施計画  3/17 4/20 2/12 3/21 2/10 2/12 16/92 
実績 5/35 2/8 2/10 

(2/17) 
3/18 1/6 1/10 14/87 

(2/17) 
ベトナム 

<人／人日> 

実施計画 1/5  0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/5 
実績 1/5 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/5 

中国 

<人／人日> 

実施計画 1/5 0/0   0/0 0/0 0/0 1/5 
実績 1/4 0/0 0/0 0/0 0/0 1/4 

モンゴル 

<人／人日> 

実施計画 1/5 0/0 0/0  0/0 0/0 0/0 1/5 
実績 0/0 

(1/9) 
0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

(1/9) 

ウズベキスタン 

<人／人日> 

実施計画 1/7 0/0 0/0 0/0  0/0 0/0 1/7 
実績 0/0 

(1/7) 
0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

(1/7) 
カンボジア 

<人／人日> 

実施計画 1/5 0/0 0/0 0/0 0/0  0/0 1/5 
実績 1/6 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/6 

インドネシア 

<人／人日> 

実施計画 1/5 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0  1/5 
実績 1/5 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/5 

合計 

<人／人日> 

実施計画 6/32 3/17 4/20 2/12 3/21 2/10 2/12 22/124 

実績 4/20 
(2/16) 

5/35 2/8 2/10 
(2/17) 

3/18 1/6 1/10 18/107 
(4/33) 

 

※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。） 

※日本側予算によらない交流についても、カッコ書きで記入してください。（合計欄は（ ）

をのぞいた人・日数としてください。） 

 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

   2／6   <人／人日>  1／2 (15／27)<人／人日> 
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１０．平成２３年度研究交流実績状況 
１０－１ 共同研究 

―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R－1 研究開始年度 平成 21年度 研究終了年度 平成 23年度 

研究課題名 （和文）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 

（英文）Preparation consultations on a theoretical and analytical framework for research on 

legal reforms in transitional countries and international assistance in legal education 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）市橋克哉・名古屋大学大学院法学研究科・教授 

（英文）Katsuya Ichihashi, Professor, Graduate School of Law, Nagoya 
University 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Le Minh Tam, Rector, ハノイ法科大学 

 

交流人数 

（※日本側予算

によらない交流

についても、カ

ッコ書きで記入

のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 ベトナム  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

 <人／人日> 

実施計画  2／10 0／0 2／10 
実績 4／23 0／0 4／23 

ベトナム 

<人／人日> 

実施計画 0／0  0／0 0／0 
実績 0／0 0／0 0／0 

合計 

<人／人日> 

実施計画 0／0 2／10 0／0 2／10 
実績 0／0 4／23 0／0 4／23 

② 国内での交流       0 人／0 人日 

２３年度の研

究交流活動 

23 年度は、ベトナムにおける国際的な法学教育支援について検討するた

めに、ドナー諸国（日本・フランス・ドイツ等）による法学教育支援の比

較分析に関する意見交換を行うために、ハノイ法科大学との共同企画を開

催した。本セミナーにより、ベトナムの経済法分野における法整備支援の

課題としての人材育成、法律家・法学者の養成の現状と課題を明らかにし

た。 

研究交流活動

成果 

23 年度は、①ベトナムの経済法分野における人材養成という法整備支援

の一環としての法学教育支援の現状、②ベトナムの法律家・法学者の養成

制度の現状を総括的に理解するとともに、法学教育支援の関係機関の意見

調整を行うことができた。 

日本側参加者数  

17 名 （１３－１日本側参加者リストを参照） 

（ベトナム）国（地域）側参加者数 
13 名 （１３－２（ベトナム）国（地域）側参加研究者リストを参照） 



 12 

 
整理番号 R－2 研究開始年度 平成 21年度 研究終了年度 平成 23年度 

研究課題名 （和文）中国における行政法改革 

（英文）Administrative law reform in China 
日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）市橋克哉・名古屋大学大学院法学研究科・教授 

（英文）Katsuya Ichihashi, Professor, Graduate School of Law, Nagoya 
University 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Ma Huai De, Professor, 中国政法大学・教授 

交流人数 

（※日本側予算

によらない交流

についても、カ

ッコ書きで記入

のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

 <人／人日> 

実施計画  1／5  1／5 
実績 0／0  0／0 

中国 

<人／人日> 

実施計画 0／0   0／0 
実績 0／0  0／0 

合計 

<人／人日> 

実施計画 0／0 1／5  1／5 
実績 0／0 0／0  0／0 

② 国内での交流       0 人／0 人日 

２３年度の研

究交流活動 

23 年度は、これまでの研究成果にもとづき、中央政府ではなく、湖南省

等地方政府が独自に進めている行政法改革の取組みの成果と課題をまとめ

るとともに、中央政府の行政法改革と地方政府独自の行政法改革との関係

を比較検討するため、「日本学術振興会・アジア・アフリカ学術基盤形成事

業：法整備支援のためのインタラクティブな比較法研究」セミナー（2012
年 2 月 11 日・12 日）に参加した中国の行政法整備支援に従事する法律研

究者および法律実務家と研究会を行った。 

研究交流活動

成果 

 本活動で開催した研究会では、これまでの法の移植論とも異なる「法の

借鑑論」という新たな考え方が中国側研究者から提唱された。この新たな

法概念は、これまでの法の移植論では説明できなかった中国の法改革の現

状を説明する注目するべき概念であり、今後の共同研究の可能性へ道を開

いたと考える。 

日本側参加者数  

10 名 （１３－１日本側参加者リストを参照） 

（中国）国（地域）側参加者数 
10 名 （１３－３（中国）国（地域）側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－3 研究開始年度 平成 21年度 研究終了年度 平成 23年度 

研究課題名 （和文）ＷＴＯ加盟に伴う国内法整備と国際紛争解決手続 

（英文）Reform of domestic laws after accession to the WTO and the role 
of international dispute settlement 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）佐分晴夫・名古屋大学副総長 

（英文）Haruo Saburi, Vice-President, Nagoya University 
相手国側代表者 

氏名・所属・職 

辛崇陽・中国政法大学国際法学院・助教授 

交流人数 

（※日本側予算

によらない交流

についても、カ

ッコ書きで記入

のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

 <人／人日> 

実施計画  1／5  1／5 
実績 0／0  0／0 

中国 

<人／人日> 

実施計画 0／0   0／0 
実績 0／0  0／0 

合計 

<人／人日> 

実施計画 0／0 1／5  1／5 

実績 0／0 0／0  0／0 
② 国内での交流       0 人／0 人日 

２３年度の研

究交流活動 

23 年度には、WTO 加盟後の中国の経済発展の負の側面である環境問題

に関する法規制および紛争解決の諸制度について検討するために、R-2 と

同様に、「日本学術振興会・アジア・アフリカ学術基盤形成事業：法整備支

援のためのインタラクティブな比較法研究」セミナー（2012 年 2 月 11 日・

12 日）に参加した中国の行政法整備支援に従事する法律研究者および法律

実務家と研究会を行った。 

研究交流活動

成果 

 上記の研究会では、①経済発展に伴う環境問題をめぐる法規制と紛争処

理制度の課題、②環境問題をめぐる法規制と紛争処理制度に対する法整備

支援の現状と課題を検討し、本研究の最終目標である中国も加わった新た

な東アジア地域におけるグローバルな法規制および紛争解決システムの構

築のためには、行政訴訟による環境紛争の解決が不可欠であることが明ら

かになった。また、本研究会は大学院生・実務家にも公開された。 

日本側参加者数  

12 名 （１３－１日本側参加者リストを参照） 
（中国）国（地域）側参加者数 

5 名 （１３－３（中国）国（地域）側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－4 研究開始年度 平成 21年度 研究終了年度 平成 23年度 

研究課題名 （和文）モンゴルにおける立憲主義の比較法的研究 

（英文）Comparative study of Constitutionalism in Mongolia 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）杉浦一孝・名古屋大学大学院法学研究科・教授 

（英文）Kazutaka Sugiura, Nagoya University, Graduate School of Law, 
Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Sodovsuren Narangerel, National University of Mongolia, Faculty of 
Law, Dean, モンゴル国立大学法学部・法学部長 

交流人数 

（※日本側予算

によらない交流

についても、カ

ッコ書きで記入

のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 モンゴル  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

 <人／人日> 

実施計画  2／12  2／12 
実績 2／10 

（2／17） 

 2／10 
（2／17） 

モンゴル 

<人／人日> 

実施計画 0／0   0／0 
実績 0／0  0／0 

合計 

<人／人日> 

実施計画 0／0 2／12  0／0 

実績 0／0 2／10 
（2／17） 

 2／10 
（2／17） 

② 国内での交流       0 人／0 人日 

２３年度の研

究交流活動 

 23 年度は、日本・モンゴル比較行政法セミナーを開催し（モンゴル国立

大学法学部・モンゴル行政裁判所・名古屋大学の共催）、モンゴルの憲法・

行政法学者・裁判官、およびドイツ等の法整備支援の専門家たちとモンゴ

ルの行政訴訟の現状と課題について検討を行った。本セミナーは、研究者・

実務家・学生・市民に広く公開された。また、行政裁判所および国立大学

法学部でのインタビュー調査を行った。 

研究交流活動

成果 

 23 年度は、日本・モンゴル行政法セミナーおよびインタビュー調査によ

り、①モンゴルでは環境をめぐる紛争において行政訴訟が重要な役割を果

たしていること、②環境訴訟においては原告適格を厳格に解釈する傾向が

あること、③そのために被害者の権利が救済されない事例が見出されるこ

となどが明らかになった。また、当該分野における共同研究を進めるため

に、今後は両国の若手研究者によって行政手続法の比較研究を行うことで

合意した。 

日本側参加者数  

16 名 （１３－１日本側参加者リストを参照） 

（モンゴル）国（地域）側参加者数 
9 名 （１３－４（モンゴル）国（地域）側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－5 研究開始年度 平成 21年度 研究終了年度 平成 23年度 

研究課題名 （和文）立憲主義と法の支配 

（英文）Constitutionalism and Rule of Law 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）市橋克哉・名古屋大学大学院法学研究科・教授 

（英文）Katsuya Ichihashi, Professor, Graduate School of Law, Nagoya 
University 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Mirzoyusup Rustambaev, Rector, タシケント国立法科大学・学長 

交流人数 

（※日本側予算

によらない交流

についても、カ

ッコ書きで記入

のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 ウズベキスタン  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

 <人／人日> 

実施計画  2／14  2／14 
実績 2／10  2／10 

ウズベキスタン 

<人／人日> 

実施計画 0／0   0／0 
実績 0／0  0／0 

合計 

<人／人日> 

実施計画 0／0 2／14  2／14 

実績 0／0 2／10  2／10 
② 国内での交流       0 人／0 人日 

２３年度の研

究交流活動 

 本研究では、23 年度は、このところ加速しつつある法改革の代表例であ

る行政手続法、許可法および行政処罰法の改正に関するワークショップ（タ

シケント国立法科大学・ウズベキスタン司法省・名古屋大学の共催）をタ

シケント国立法科大学で開催し、ウズベキスタンの憲法・行政法学者たち、

および行政実務家と討論を行った。 

研究交流活動

成果 

 本ワークショップでは、ウズベキスタンで国際機関や各国援助機関が法

整備支援を行うことにより、法整備支援のグローバルな法空間における公

法のスタンダードが成立しつつあることが明らかになった。なお、本ワー

クショップには、主催機関だけでなく、日本大使館、JICA ウズベキスタン

事務所、UNDP、GIZ 等、国際機関や各国援助機関の代表も参加する幅の

広い会議となった。 

日本側参加者数  

12 名 （１３－１日本側参加者リストを参照） 

（ウズベキスタン）国（地域）側参加者数 
8 名 （１３－５（ウズベキスタン）国（地域）側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－6 研究開始年度 平成 21年度 研究終了年度 平成 23年度 

研究課題名 （和文）カンボジアにおける紛争解決のための法整備に関する比較研究 

（英文）Comparative studies of rule-making for dispute settlement in Cambodia 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）コンティリ・名古屋大学法政国際教育協力研究センター・准教授 

（英文）Kuong Teilee, Center for Asian Legal Exchange, Nagoya 
University, Associate Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Youk Ngoy, Rector, カンボジア王立法経大学 

交流人数 

（※日本側予算

によらない交流

についても、カ

ッコ書きで記入

のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 カンボジア  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

 <人／人日> 

実施計画  2／10  2／10 
実績 1／6  1／6 

カンボジア 

<人／人日> 

実施計画 0／0   0／0 
実績 0／0  0／0 

合計 

<人／人日> 

実施計画 0／0 2／10  2／10 

実績 0／0 1／6  1／6 
② 国内での交流       0 人／0 人日 

２３年度の研

究交流活動 

 23 年度は、カンボジアで開催されるカンボジア比較法学会において民・

商法分野における近年の法整備と法整備支援の現状と手法の比較研究に関

するセッションを開催し、カンボジア・日本・及び他のドナー諸国の研究

者・実務家と議論した。セッションにはカンボジアの諸大学の教員・学生

が参加し、カンボジアと日本の制度上の相違等について意見交換を行った。 

研究交流活動

成果 

 23 年度は、本セッションを通して、①カンボジアに対する民・商法分野

における法整備支援の課題として専門知識を持つ人材が不足しているこ

と、②それとも関連して、カンボジアに対する法学教育支援の手法を改善

するために日本・フランス・アメリカなどの法学教育との比較研究が有効

であること、などを明らかにした。セッションにおいて法学者、実務家、

および法整備支援の専門家たちと討論を行うことにより、本研究の最終目

標であるカンボジアの紛争解決のための法整備を検討する専門家ネットワ

ークの構築を進めるとともに、当該分野における若手研究者間の今後の交

流を促進したと考える。 

日本側参加者数  

8 名 （１３－１日本側参加者リストを参照） 
（カンボジア）国（地域）側参加者数 

12 名 （１３－６（カンボジア）国（地域）側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－7 研究開始年度 平成 21年度 研究終了年度 平成 23年度 

研究課題名 （和文）インドネシア法制度改革の現状に関する問題設定 

（英文）Agenda Setting for research on the Indonesian legal reform 

—Current situation of legal system in Indonesia: 10 years after the Reformation. 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）島田弦・名古屋大学大学院・国際開発研究科・准教授 

（英文）Shimada Yuzuru, Associate Professor, Graduate School of 
International Development, Nagoya University 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Denny Indrayana, Ph.D. Faculty of Law, Gadjah Mada University, ガジ

ャマダ大学法学部・講師 

交流人数 

（※日本側予算

によらない交流

についても、カ

ッコ書きで記入

のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 インドネシア  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

 <人／人日> 

実施計画  1／5  1／5 
実績 1／10  1／10 

インドネシア 

<人／人日> 

実施計画 0／0   0／0 
実績 0／0  0／0 

合計 

<人／人日> 

実施計画 0／0 1／5  1／5 

実績 0／0 1／10  1／10 
② 国内での交流       0 人／0 人日 

２３年度の研

究交流活動 

23 年度は、インドネシアの法制度改革について、①民主化との関わり、

②法執行実務においてどのような現状にあるのかを調査した。 

研究交流活動

成果 

 ①については、ガジャマダ大学などの研究者、法律 NGO（PSHK など）

に聞き取り調査、政府・NGO 懇談会の傍聴などを行った。②については、

大学研究者、裁判官、法律分野の日本人技術協力専門官（警察支援・知財

保護強化）へのインタビュー・文献調査を主たる研究方法とした。これら

の調査を通じて、権威主義体制における民主化運動の主たる要求としての

法制度改革と、民主化後の変化に関する資料を収集できた。また、法制度

改革を通じて行政権が相対的に縮小し、司法による手続が重視されるよう

になったが、他方で司法部門の能力不足がボトルネックとなっていること

が明らかになった。 
日本側参加者数  

2 名 （１３－１日本側参加者リストを参照） 

（インドネシア）国（地域）側参加者数 
8 名 （１３－７（インドネシア）国（地域）側参加研究者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 

―実施したセミナーごとに作成してください。－ 
整理番号 S－1 
セミナー名 （和文）日本学術振興会 アジア・アフリカ学術基盤形成事業：「法

整備支援のためのインタラクティブな比較法研究」セミナー 
（英文） JSPS AA Science Platform Program: Seminar on 
Interactive Comparative Law for Legal Assistance 

開催時期 平成 24 年 2 月 11 日 ～ 平成 24 年 2 月 12 日（2 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本・名古屋市・名古屋大学 
（英文）Japan, Nagoya, Nagoya University 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）市橋克哉・名古屋大学大学院法学研究科・教授 
（英文）Katsuya Ichihashi, Graduate School of Law, Nagoya 
University, Professor 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（ 日本 ） 

日本 
<人／人日> 

A. 1／2 
B. 0／0 
C. 15／27 

ベトナム 
<人／人日> 

A. 1／5 
B. 0／0 
C. 0／0 

中国 

<人／人日> 

A. 1／4 
B. 0／0 
C. 0／0 

モンゴル 
<人／人日> 

A. 0／0 
B. 0／0 
C. 1／9 

ウズベキスタン 

<人／人日> 

A. 0／0 
B. 0／0 
C. 1／7 

カンボジア 

<人／人日> 

A. 1／6 
B. 0／0 
C. 0／0 
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インドネシア 

<人／人日> 

A. 1／5 
B. 0／0 
C. 0／0 

合計 
<人／人日> 

A. 5／22 
B. 0／0 
C. 17／43 

 
A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 
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セミナー開催の目的 本セミナーでは、①法整備支援のための比較法研究ネットワーク

の構築、②法情報を継続的に共有する研究環境の発展、③関係国の

法を研究する専門家の養成、④次世代の研究者を養成するためのプ

ログラムの導入、という本事業の課題に応えるために、（１）ドナ

ー諸国およびレシピエント諸国双方における法整備支援に結びつ

いた多様な経験と、それに基づいた分析を踏まえた新しい比較法研

究の構築、（２）法整備支援と結びついた新しいキャパシティービ

ルディングの構築に向けた国際協力のあり方について検討する。 
セミナーの第一部では、グローバル化に伴う先進国における新し

い法規制の手法、同様にグローバル化にさらされるアジア諸国の法

規制の変化、そして、法整備支援の空間におけるグローバルな法の

生成に関する比較研究を行い、第二部では、アジア諸国におけるグ

ローバル化に対する法律家・法学者の養成について検討を行う。 

セミナーの成果 本セミナーを開催することにより、①冷戦終結から 20 年を経て

登場しつつあるグローバル空間におけるグッドガバナンスの確立

に向けた法整備支援協力の理論を構築すること、②変化の中にある

アジア諸国における法情報の継続的収集体制の構築に向けた手法

を開発すること、③アジア諸国と日本における次世代の研究者・実

務家の育成のための手法の開発することが、議論・検討された。本

セミナーを開催することにより、本事業の成果をとりまとめ、今後

の課題を明らかにすることができた。 
セミナーの運営組織 名古屋大学大学院法学研究科・法政国際教育協力研究センター 

「法整備支援のためのインタラクティブな比較法研究」セミナー実

行委員会（実行委員長：市橋克哉・教授、事務局：牧野絵美・助手） 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容              金額 
国内旅費             16,460 円 
外国旅費             706,099 円 
謝金（翻訳・通訳・アルバイト）   78,000 円 
消耗品購入費            10,500 円 
その他の経費（音声機材レンタル、印刷費、郵送費） 
                 514,990 円 
外国旅費・謝金等に係る消費税   18,399 円 
 
合 計            1,344,448 円 
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１０－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

① 相手国との交流                  

派遣先 

 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

ベトナム 

<人／人日> 

中国 

<人／人日> 

ウズベキスタン 

<人／人日> 

インドネシア 

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  1／7 2／10 1／7 1／7 5／31 
実績 1／12 2／8 1／8 0／0 4／28 

 

<人／人日> 

実施計画       

実績      

 

<人／人日> 

実施計画       

実績      

合計 

<人／人日> 

実施計画  1／7 2／10 1／7 1／7 5／31 
実績  1／12 2／8 1／8 0／0 4／28 

②  国内での交流       0人／人日 

 

所属・職名 

派遣者名 

派遣・受入先 

（国・都市・機関） 
派遣時期 用務・目的等 

名古屋大学大学院法

学研究科・博士前期

課程・金井怜己 

ベ トナム・ ハノ

イ・ハノイ法科大

学 

2011 年 9 月 ベトナム経済刑法改革の調査 

名古屋大学大学院法

学研究科・博士後期

課程・曽根加奈子 

中国・香港・香港

大学 
2011 年 12 月 第 4 回アジア憲法フォーラムへの参加 

名古屋大学大学院法

学研究科・准教授・

大河内美紀 

中国・香港・香港

大学 

2011 年 12 月 第 4 回アジア憲法フォーラムへの参加 

名古屋大学大学院法

学研究科・博士後期

課程・ジュラベック

ネマトフ 

ウズベキスタン・

タシケント・タシ

ケント法科大学 

2011 年 5 月 ウズベキスタン行政法・行政訴訟の調査 
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１１．平成２３年度経費使用総額 

 経費内訳 金額（円） 備考 

研究交流経費 
国内旅費 172,236  

外国旅費 3,216,849 消費税対象額 
3,202,689 円 

謝金 474,199  

備品・消耗品購入費 174,064  

その他経費 797,818 消費税対象額 
94,003 円 

外国旅費・謝金に係
る消費税 

164,834  

計 5,000,000 消費税額は内
額とする。 

委託手数料 500,000  

合  計 5,500,000  

 
１２．四半期毎の経費使用額及び交流実績 

 経費使用額（円） 交流人数<人／人日> 

第１四半期 1,645,960 6/36 

第２四半期 247,030 1/12 

第３四半期 263,806 2/8 

第４四半期 2,843,204 10/53 

計 5,000,000 19/109 

 
 


