
アジア研究教育拠点事業 
平成１９年度 実施報告書 

 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関 ： 一橋大学大学院法学研究科 
（中国側）拠点機関： 中国人民大学 
（ 韓 国 ） 拠 点 機 関： 釜山大学校 

 
２．研究交流課題名 

（和文）：東アジアにおける法の継受と創造－東アジア共通法の基盤形成に向けて             

                   （交流分野：新領域法学         ）  
（英文）：The Reception and Creation of Law in East Asia: Towards the Formation of 

  the Basis for an East Asian Ius Commune  

                   （交流分野：Frontier of law  ）  

 研究交流課題に係るホームページ：http://www.law.hit-u.ac.jp/asia/                                

 

３．開始年度 
平成 19 年度（１年目） 
 
４．交流実施期間（業務委託期間） 
  平成 19 年８月８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：一橋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・盛 誠吾 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：法学研究科・教授・水林 彪 
 協力機関：一橋大学日本法国際研究教育センター、一橋大学大学院国際企業戦略研究科 
 事務組織：総務部研究支援課・主査（社会連携主担当） 
 
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：中国 
拠点機関：（英文）Renmin University of China 

      （和文）中国人民大学 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）： 

（英文）Law School・The Acting Vice Dean of Law School・Han Dayuan 

 協力機関：（英文） 
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（和文） 
経費負担区分：パターン２ 

 
（２）国（地域）名：韓国 
拠点機関：（英文）Pusan National University 

（和文）釜山大学校 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）： 

（英文）College of Law・Professor・Kim Sang Young 

 協力機関：（英文） 
      （和文） 
 経費負担区分：パターン２ 
 
６．アジア研究教育拠点事業としての全期間を通じた研究交流目標 
本研究教育拠点事業は、次の３つの研究交流目標をもつ。 
第１に、現在における東アジア３国の法状況の共通性と異質性を各分野ごとに検討し、

それぞれの由来を、各国の固有事情、中国法文化の影響や西洋法の継受のプロセスとの関

係において解明し、将来における共通法の基盤形成の理論的可能性の検討、その際の共通

基盤レベルの同定及び基盤形成に向けた実践的共同研究作業を行う。 
第２に、各国の大学院生を含む若手研究者や法曹実務家が東アジア３国のそれぞれの法

を学び、相互理解を深めるための研究教育プログラムを展開し、将来における共通法の基

盤形成に資する人材育成をはかる。また、東アジア地域以外の研究者・法曹実務家に対す

る東アジア法の研究・研修のためのプログラムを３大学の連携によって開発する。 
第３に、東アジア３国に対するヨーロッパ法や第２次大戦後のアメリカ法の影響の大き

さを踏まえて、東アジアとヨーロッパ法、東アジアとアメリカ法という視点を設定し、ヨ

ーロッパ法研究やアメリカ法研究の蓄積との有機的な連携をはかるとともに、ＷＴＯ体制

下のグローバル秩序の中での東アジア共通法の基盤を考える。 
 
７．平成１９年度の研究交流実績の概要 
７－１ 共同研究 

＜中国との共同研究＞ 

・８月 25 日から 26 日まで、中国人民大学で「グローバル化の中の金融犯罪」の国際シン

ポジウムが開催され、本事業の派遣で神山敏雄教授（「日本における金融犯罪と制裁」）、

村岡啓一教授（「日本における金融ゲート・キーパ制度」）、津田博之准教授（「日本にお

ける証券犯罪」）がそれぞれ報告して、中国や韓国などの研究者と共同研究を行った。 

・10 月 12 日、中国の「刑事訴訟法改正専門家委員会」の徐静村教授を招いて、「中国の刑

事訴訟法改正と日本の刑事訴訟法」というテーマで共同研究を行った。 

・10 月 13 日から 14 日まで、中国人民大学で「法律体系に関する国際的比較」の国際シン
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ポジウムが開かれ、本事業の一環として、水林彪教授が報告論文を提出し、相澤美智子

講師がシンポジウムにおける討議に参加した。 

・10 月６日から 11 月 30 日まで、一橋大学は、中国人民大学の馮玉軍副教授を招聘し、「東

アジア共通法の構築特にそのための法学研究の方法論」について、基礎法関係者や刑事

法関係者を中心に、共同研究を行った。 

・平成 20 年１月 25 日から２月 24 日まで、一橋大学は、中国人民大学の馮玉軍副教授を招

聘し、「ドイツ刑法、日本刑法、中国刑法」という研究テーマで、一橋大学の刑事法部門

のスタッフを中心に、共同研究を行った 

・平成 20 年３月 28 日から 29 日まで、本事業と中国人民大学の共催の形で、中国北京にお

いて、「日中環境法会議」が開催された。日本からは、高橋滋教授（「日本の土壌汚染対

策法制度とその改正問題」）と桑原教授（「廃棄物リサイクル法制における費用負担」）が

出席し、報告した。 

＜韓国との共同研究＞ 

・平成 20 年１月 15 日から２月１日まで、釜山大学校法科大学の尹ソクチャン助教授（民

法）が一橋大学に滞在し、松本教授が受入教員となって、一橋大学の民法スタッフととも

に、ウィーン国際動産売買条約についての共同研究を行った。 

・平成 20 年１月 28 日から２月１日まで、釜山大学校法科大学の文竣暎助教授（民法）が

一橋大学に滞在し、松本教授が受け入れ教員となって、一橋大学の民法スタッフとともに、

日韓両国の民法改正の動向について共同研究を行った。 

 

７－２ セミナー 

セミナーは、次の要領で開催された。 

日程：11月17日(土)～18日(日) 

場所：一橋大学・東キャンパス1号館  全体テーマ：「東アジア法研究の現状と将来」 

第1日（17日）のテーマ：「法継受・法創造についての研究の現状」 

第2日（18日）のテーマ：「伝統的法文化の比較研究――共通法形成に向けて」 

主催：一橋大学大学院法学研究科、中国人民大学法学院、釜山大学校法科大学 

共催：一橋大学 21 世紀 COE プログラム「ヨーロッパの革新的研究拠点」 

アジア法学会（第１日目） 

 

７－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

・セミナーにおける日本からの報告（宇野文重・林真貴子報告、および、水林彪報告）の

準備のために、国内研究者交流（近代法学史研究会）を４月から 10 月にわたって開催した

（８月は、１泊２日の研究合宿）。 

・平成 20 年 3 月 14 日から 16 日にかけて、水林教授（コーディネーター）、盛研究科長、

松本教授、高橋准教授（山形大、研究協力者）、宮平准教授（流通経済大、研究協力者）が、

釜山大学を訪問し、2008 年度のアジア研究教育拠点事業の共同研究の企画を検討するとと
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もに、日韓古代文化及び法交流史に関する調査・研究会を開催した。 

 

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下さい。） 

８－１ 研究協力体制の構築状況 

 ［中国］中国人民大学法学院は、常務副院長韓大元教授を総責任者に、楊東専任講師

を事務責任者として、同日本法研究所を中心に、研究協力体制を構築した。また、本事

業による日本へ研究交流者の派遣にあたって、全教員及び若手研究者を対象に公募を行

っているので、本事業は広く知られており、多くの人々が関心をよせている。 

 ［韓国］2008 年 3 月から、一橋大学で博士学位を取得した徐煕錫氏が釜山大学準教授に

就任したことにより、同教授を中心として、研究協力体制が一層強固に調うこととなった。

加えて、3 月 14 日から 16 日にかけて、水林教授（コーディネーター）、盛研究科長、松本

教授、高橋准教授（山形大、協力研究者）、宮平准教授（流通経済大、協力研究者）が、釜

山大学を訪問し、2008 年度のアジア研究教育拠点事業の共同研究の企画を検討した。また、

法科大学院での研究・教育をめぐる協力関係が構築され、大学院生の受け入れに向けて学

生交流協定を締結することとなった。個別法分野でも相互の訪問により共同研究体制が築

かれた。 

 ［国内交流］2007 年 11 月に開催されたセミナーにおける日本側報告準備のために、

研究会（一橋大学・近代法学史研究会）を次のメンバーで組織した。水林彪（一橋大学

大学院法学研究科教授）、宇野文重（一橋大学日本法国際研究教育センター研究員）、

櫛比昭人（一橋大学日本法国際研究教育センター研究員）、岩谷十郎（慶應義塾大学法

学部教授）、杉本好央（大阪市立大学法学研究科准教授）、高橋良彰（山形大学人文学

部法経政策学科准教授）、林真貴子（近畿大学法学部准教授）、宮平真弥（流通経済大

学法学部准教授）、出口雄一（桐蔭横浜大学法学部講師）、小野博司（甲子園大学総合

教育研究機構助教） 

 

８－２ 学術面の成果 

 ［全般的成果］東アジア経済共同体の創設に関して、日本、中国、韓国においてすでに

多くの議論が展開されているものの、本格的な学問的研究、特に共通法という最も大事な

視点からの研究は十分に展開されているとは必ずしも言えない現状においては、平成１９

年度での本事業による三国間の共通研究は、日本の学界にとっては勿論、中国の学界にと

っても、韓国の学界にとっても大きな影響を及ぼしており、三国のそれぞれの研究状況が

本年度の研究を明らかにされ、互いに相手との研究状況を詳細に把握することができた。

今後の研究の理論的基礎ができたといえる。 

 ［日韓交流に基づく成果］①2008 年 1 月 15 日から 2月 1日まで、釜山大学校法科大学の

尹ソクチャン助教授（民法）が一橋大学に滞在し、一橋大学の民法スタッフとともに、ウ

ィーン国際動産売買条約についての共同研究を行った。②2008 年 1 月 28 日から 2月 1日ま
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で、釜山大学校法科大学の文竣暎助教授（法制史）が一橋大学に滞在し、日韓の近代法史

について共同研究を行った。③2008 年 3 月 14 日に釜山大学で行われた日韓の法科大学院制

度をめぐるシンポジウムでは、釜山大学以外の多数の法科大学院設置予定校からの出席者

を得て実りのある討論が行われた。 

 ［国内交流に基づく成果］国内交流のための上記研究会（一橋大学・近代法学史研究会）

を、2007 年度中に合計 7 回（うちに 1 回は合宿での研究会）、延べ日数にして 10 日開催し、

大きな成果をあげた。その成果は、2007 年 11 月 17-18 日のセミナー報告（宇野・林報告、

および、水林報告）に結実し、これについては、一橋大学法学研究科附属施設たる日本法

国際研究教育センターの 2007 年度報告集に掲載された。 
 
８－３ 若手研究者養成 

 次の２つの研究活動の過程で、若手研究者（一橋大学法学研究科在学中の大学院生）

の参加を要請し、若手研究者養成の場とした。 

(1)セミナー準備のための一橋大学・近代法学史研究会 

(2)一橋大学法学研究科基礎法部門の教員・大学院生による「法継受・共通法研究会」 

(3)セミナー（2007 年 11 月 17-18 日） 

 

８－４ 社会貢献 

 平成 19 年度の研究交流は、研究者間のみならず、日、中、韓三国の社会に対する発

信・影響をも重視して行われた。 

 2007 年 11 月 17-18 日に開催されたセミナーを一般に公開し、地元の市民など若干の社会

人の参加を得た。 

 もっとも顕著な社会貢献は中国との研究交流においてなされた。すなわち、中国の立法

機関である全国人民代表大会、司法機関である最高人民法院、最高人民検察院、環境保護

の担当者である国家環境保護部、産業政策と法規の制定をする国家経済発展改革委員会な

どの、立法、司法、行政の実務担当者とも交流し、中国の実務部門に対して、直接に、日

本における金融犯罪規制の法制度、環境保護の政策と法規、民事法制の体系などの知識や

現状を紹介して、中国での法実務に貢献した。 

 

 ８－５ 今後の課題・問題点 

(1)セミナー 
①初年度ということもあって、セミナーのために十分な準備時間をとることができなかっ

た。2008 年度以降は、事前の研究交流などを活発化させ、より充実した準備をもって、セ

ミナーを開催したい。 
②通訳体制に若干の問題があった。今回は、主として予算の観点から、業者に依頼せず、

大学院生の協力を得て行われたが、通訳のプロではないため、同時通訳形式にはならず、

この点で、セミナー運営の効率化が若干阻害された。 
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(2)共同研究 
初年度ということもあり、法学を構成する多様な部門単位での国際的交流を組織すること

が十分には出来なかった。2008 年度以降の課題として残された。 
 

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     12 本 

   うち、相手国参加研究者との共著     0 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     0 本 

（別紙論文リスト添付） 
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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 中国 韓国   合計 

日本 
実施計画  10/46 6/40   16/86 

実績 5/21 5/15   10/36 

中国 

実施計画 5/35  (7/28)   5/35 

(7/28) 

実績 6/75    6/75 

韓国 

実施計画 14/71 (5/20)    14/71 

(5/20) 

実績 5/39    5/39 

 
実施計画       

実績      

 
実施計画       

実績      

合計 

実施計画 19/106 10/46 

(5/20) 

6/40 

(7/28) 

  35/192 

(12/48)

実績 11/114 5/21 5/15   21/150 

※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（相手国予算による）交流についても、カッコ書きで記入してく

ださい。 

 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

   40／62 （人／人日）   19／38 （人／人日） 

 

 


