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アジア研究教育拠点事業 
平成２１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 側 ）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（３年目） 
 
４．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・大芝 亮 
 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・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）釜山大学校 

        （和文）Pusan National University 

    コーディネーター（所属部局・職・氏名）： 

（英文）College of Law・Professor・Park,Pae-Keun 

協力機関：（英・和文） 

経費負担区分：パターン２ 

 
 
 
５．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。 

 
６．平成２１年度研究交流目標  
 
(1)本事業の 3年目の 重要課題は，刑事法領域において，学問的交流を果すことである。

具体的には，刑事司法への市民参加の形態である日本の裁判員制度，韓国の国民参与

裁判制度および中国の人民陪審員制度を比較検討することによって，その特色と背景

を明らかにし，このことを通じて，東アジア法における法の継受と創造の動的な関係

を解明するための国際シンポジウムを開催する。 

 (2)加えて，各部門において，「８平成２１年度研究交流計画概要」で具体的に述べるよ

うな多彩なテーマについて，研究交流を深めていくことを課題とする。 

 (3)国際シンポジウム（(1)）および各部門共同研究に、留学生を含む大学院生の参加を

広く求め、「東アジアにおける法の継受と創造」の研究および「東アジア共通法の基
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盤形成」の実践的課題を担いうる若手を養成する。 

 
７．平成２１年度研究交流成果 
７－１ 研究協力体制の構築状況 

 ［中国における研究協力体制の構築］ 

 今年度の交流を通じて、中国で各分野の第一線にいる学者の多数が本事業にかかわりをもち、

中国での 新的研究動向と実務状況を日本に伝えることを通じて、日本側の各分野の研究者と一

層の協力関係ができるようになった。特に、本事業をきっかけに、または、本事業の一環として、

東アジア法の若手研究者を中心とした研究組織である「東アジア法協会」が定期的研究会を開催

し、このことによって、学生や若手研究者の間で東アジア法への意識を高まってきたことは、特

筆に値する。また、中国人民大学では、この事業をさらに推進するために「東アジア法学院」（名

称は場合によって「アジア法学院」）の設立が正式に決まり、近いうち、正式に設立されること

になっている。 

［韓国における研究協力体制の構築］ 

釜山大学は、アジア法の研究教育については、韓国で比較的豊富な人的資源を抱えている。ま

ず、日本法に精通している教員の分野だけでも、国際法（公法）、民法、法制史、刑法などがあ

り、さらに、中国法（商法）専門家も 1人いる。このような人的資源をベースとして釜山大学は、

本事業をきっかけに、「法学研究所」の中に「アジア法研究センター」を発足させ、アジア法に

関する総括的な研究教育は、同研究センターを中心に行う体制を整った。平成２１年の国際セミ

ナー（裁判員制度）についても、このセンターを通じて、この分野の韓国内の権威である研究者

（ソウル大学教授）を招聘し、同セミナーに参加させることができた。また、「アジア法研究セ

ンター」が関わった国際行事（セミナー、講演等）は、２００９年限りで６件あった（このうち、

一橋大学の教員が関連したものは４件）。釜山大学は今後、このセンターを中心に、アジア法の

研究教育の韓国内拠点としての地位をさらに拡大していこうと考えている。 

 

７－２ 学術面の成果 

A 民事法 
 ２００９年７月１３日に、釜山大学の徐煕錫副教授を招いて一橋大学内で研究会を行っ

た。テーマは「韓国民法（財産法）改正作業の現状」であったが、研究会では２００４年

改正案が紹介され（ただしこの案は廃棄された）、また、２００９年には再び民法改正委

員会が組織され精力的な立法作業が開始された状況につき報告され（徐副教授自身も改正

委員会のメンバーである）、韓国や日本における民法改正の議論や状況について活発に議

論された。 

 また、研究者交流の欄でも後述するように中国人民大学で開催された日中不法行為法セ

ミナーで角田美穂子准教授が報告した。 
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B 企業法 
 ２００９年度中、楊東（人民大学）・姜大燮（釜山大学）・酒井太郎（一橋大学）による

リサーチペーパーの交換が行われたほか、数度の研究会（人民大学・２００９年１０月、

釜山大学・２０１０年１月、一橋大学・２０１０年２月）が開催され（８－３参照）、その

結果、当該国の企業結合法制に関する次のような制度現況と問題点に関する理解が得られ

た。すなわち、資本提携にあたり活用することのできる種類株式制度は、日本では相当発

達しているものの、韓国では導入を検討中の段階にあり、中国では一部の学者が導入の必

要性を論じているにとどまる。支配従属関係の是正方策として二重代表訴訟制度の導入が

日本で政府与党の政権公約との関わりで議論されているところ、韓国では導入に否定的な

論調であり、他方、中国ではすでに制度として導入済みという対照的な状況にある（さら

に、中国には支配株主の責任規定が会社法上定められている）。問題意識を共通にする領域

としては、グループ会社間における不当な利益移転に対する規制方策に関する議論が挙げ

られる。経済法の領域に関して得られた知見としては、中国において合併規制が積極的に

行われている反面、日本では、国際競争力強化の観点から合併ガイドライン等の規制の緩

和が経済界から要請され、これに沿った制度見直しが行われていること、韓国では、財閥

規制を念頭に市場支配的地位の濫用に対する規制が国民世論の支持を受けて重視されてい

る一方、やはり国際競争上の理由から、実務界では緩和論が根強いとされているといった

点が確認された。証券法の分野では、中国で、上場会社の組織と行為規制に関する特例規

定が資本市場法（資本市場と金融投資業に関する法律）に設けられ、先進的な内容を見出

すことができる。これについては日本および韓国の研究者の関心もかなり高いところであ

る。 
 
C 刑事法 
２００９年１１月に一橋大学で開催した国際セミナー「東アジアにおける市民の刑事司

法参加」とその準備作業を通じて、伝統的に中国官僚制度の影響の強かった東アジア 3国に

おいて、いずれも近年、刑事司法の正統性強化のために刑事司法への市民参加が強調され

ていることが確認できた。また、次のような点も明らかとなった。西欧法の影響を受けな

がらも、それぞれの国が独自な市民参加制度を作っている。他方で、２００８年に始まっ

た韓国の国民参与裁判制度が国民の民主化要求の結果であるのに対して、今世紀になって

からの中国の人民陪審員制度の復興と２００９年の日本の裁判員制度導入には、政府側の

主導が強いという違いがある。そこから、人々の制度に対する感じ方も異なる。刑事司法

への市民参加制度を定着、発展させるために、3国とも課題を抱えており、継続した共同研

究に重要な意味がある。本セミナーの概要は、すでに村岡啓一「中国・韓国との比較にみ

る日本の裁判員裁判の将来的課題−国際セミナー『東アジアにおける市民の刑事司法参加』

報告−」季刊刑事弁護 61 号（２０１０年）142-143 頁によって、広く紹介された。これは、

日本の刑事法研究者と実務家に、中国、韓国の動向への関心を喚起する効果があった。セ

ミナーでの報告内容は、当日の議論を踏まえた修正を施したうえで、単行本として公刊す
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る計画を進めている。 
 
D 公法 
 (1)5年間の予定で継続している公法部門の研究会について，継続的に研究を進めている。

これまで、明治期に焦点をあてて、東アジア地域における法の継受の問題を取り上げてき

たが、本年度は、大正・昭和期等を中心に共同研究を推進した。また、部分的には現代的

な課題も取り上げた。本年度も研究を進め、 終的には図書として刊行する予定である。 

 (2)また、一橋大学，中国人民大学，釜山大学の憲法研究者を中心に，８月２１日・２２

日に中国のハルビンにおいて「アジアにおける違憲審査制:現状と課題」とするテーマで「東

アジア憲法フォーラム」を開催し、立憲主義，憲法訴訟，司法独立などについて議論・研

究交流を行った。今後も、このフォーラムは継続して実施される予定であり、東アジア地

域における憲法分野の共同研究の中核の一つとなることが予定されている。 

 
E 基礎法 
 ２００９年度アジア研究教育拠点事業基礎法部門については、一橋大学大学院法学研究

科と釜山大学校法学専門大学院・法学研究所および韓国法史学会の主催により、２００９

年９月１８日～２０日にかけて、韓国慶尚北道安東市の国学文化会館において実施された

共同研究会が、 大の学術的成果である。 
 この研究会においては、２００５年の韓国家族法の改正を踏まえて、家族法分野につい

て議論が集中的に行われた。２００５年の同法改正により、家族法が個人主義化して財産

法との壁がなくなり、現在は、社会的公正の観点から消費者保護や成年後見の問題も議論

されているとの報告がなされた。現在進行中の韓国民法典の改正作業は、Restatements に

よる改正という流れもあったが、グローバル化へ対応し 21 世紀型民法典として欧米諸国と

共通性を有する方向へと向かっているとの報告があり、このような方向での改正では、民

法や法史学者は民法の理想や理念、哲学をヨリ真剣に考えるべきではないか、との意見が

出された。個別の問題として、韓国における同姓不婚原則の改正、親族・相続の判例変更

による実質的改正、身分証書制の導入（５種類）、日本における夫婦別姓の議論、非嫡出子

の相続差別等が議論された。 
 そのほか、民法と民事訴訟法の連関など、実体法と手続法とを合わせて検討するべきと

の意見や、法の継受過程を研究するにあたっては同一の具体的項目（条文）を共通して研

究するべきではないか（現在よりもさらに具体的な研究がなされるべき）という意見が出

された。 
 以上のように、日本と韓国の間での基礎法分野での交流は、確実に進展し、深まりを見

せている。 
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７－３ 若手研究者養成 

Ａ民事法 
 周勇兵（中国人留学生、２００９年３月に「消費者私法の比較法的研究―日中の比較を

通じて」で博士の学位取得、同年９月から中国西南政法学院講師就任）、田川（中国人留学

生、証明責任制度の日中比較、博士課程３年）、尹松燦（中国人留学生、日中比較動産担保

論、２０１０年３月に修士の学位取得後帰国）、朴成姫（中国人留学生、中国人民大学で２

００９年６月に「中日韓民法の統合と調和」で修士の学位を取得した後に、一橋大学研究

生として来日、２０１０年４月から一橋大学博士課程１年）、張華威（中国人留学生、日中

知的財産法の比較、中国人民大学修士課程在学中で交換学生として一橋大学修士課程２年） 
 
Ｂ企業法 
 後に「共同研究」欄において詳述する活動を通じて、朱大明（中国人留学生、日中会社

法、博士課程２年）、盧暁斐（中国人留学生、日中会社法、博士課程１年）２名が、翻訳・

通訳などの仕事を通じて、アジア研究教育拠点事業の課題について、理解を深めた。 
 
Ｃ刑事法 
 中国からの留学生である朴銀珠は「東アジアにおける死刑の比較研究」を研究テーマと

しているのみならず、本事業の共同研究、セミナーに参加し、関係の論文や報告者の翻訳・

通訳を担当していたことを通じて、東アジア法についての知識、研究手法を把握するとと

もに、中国、韓国、日本にわたって、多くの人脈を作り上げている。今後、この方面の研

究の主力になることが期待できる。釜山大学出身の鄭知恵は、２００９年度に一橋大学大

学院法学研究科の研究生となり、韓国の国民参与裁判と日本の裁判員制度の比較研究を進

めている。２０１０年度からは、一橋大学博士後期課程において、研究を続ける。 
 
Ｄ公法 
憲法分野では、郭琛氏(本研究科博士後期課程３年次・中国政法大学専任講師)が、ハルピ

ンにおけるシンポジウムの企画・立案に関与し、シンポジウムにおいて通訳を勤める等、

国際交流活動の経験を積んでいる。また、松平徳仁氏(本学客員研究員・東京大学大学院博

士後期課程１年次)は、公法部門の研究会に正式メンバーとして参加し、報告を行った。 
行政法分野では、周蒨氏(本研究科博士後期課程１年次)が、公法部門の研究会に参加し、

来年度に報告を行う予定である。 
 

E 基礎法 
 後に「共同研究」欄で詳述する活動において、格日楽（中国人留学生、中国法、ジュニ

ア・フェロー）、葉晶珠（中国人留学生、比較法制史、博士課程２年）は、翻訳・通訳の仕

事を担当し、「東アジアにおける法の継受と創造」について、理解を深めた。 
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７－４ 社会貢献 

２００９年１１月７日（土）と８日（日）の２日間にわたって、一橋大学国立東校舎マ

ーキュリータワーにおいて、「東アジアにおける市民の刑事司法参加」と題する国際セミナ

ーを開催した。このセミナーは、日本の裁判員制度、韓国の国民参与裁判制度および中国

の人民陪審員制度を市民の刑事司法参加という観点から比較検討することによって、それ

ぞれの制度の特色を確認すると同時に、共通する要素や課題を探ることを目的とした。本

セミナーは、法文化学会と共同で開催した効果もあり、８０名以上の参加を得た。参加者

には、日本内外の法学研究者、実務家など多様な人々が含まれていた。議論は活発で、日

本、韓国、中国それぞれの状況について知識と問題意識を共有することができた。本セミ

ナーの概要は、すでに村岡啓一「中国・韓国との比較にみる日本の裁判員裁判の将来的課

題−国際セミナ−『東アジアにおける市民の刑事司法参加』報告−」季刊刑事弁護 61 号（２

０１０年）142-143 頁で紹介した。セミナーでの報告内容を、当日の議論を踏まえた修正を

施したうえで、単行本として公刊する計画を進めている。これによって、日本の裁判員制

度を東アジア法の 1 つとして見る観点が、日本の学界と法曹界にもたらされる。それは、

裁判員制度の理解と改善のための重要な手がかりとなるであろう。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

A 民事法 
 日本、中国、韓国ではそれぞれに民法の立法作業が進んでおり、この点に関して研究者

間で情報や意見を交換することは、それぞれの国での立法の為にも、また、東アジアで共

通の法を形成する為にも極めて重要である。しかし、日本民法と韓国民法には共通した構

造が見られるものの、中国はやや異質であり単純な比較は難しい。さらに、言語上の障害

も多く、また、（特に中国については）資料とすべき文献が必ずしも多くは出版されておら

ず、まず、情報収集の段階で困難がある。 
 
B 企業法 
 それぞれ制度の発展段階が異なるため、各国の研究者の関心対象が微妙に異なる点を、

共同研究においてどのように調整するかという課題がある。日本と韓国は、制度の運用実

績に富み比較的容易に法解釈指針を得ることができるため、既存制度の解釈論に関心が集

まる一方、中国では新制度の導入に関心があり、その前提として、各国の先進的な諸制度

の比較検討に注目するというアプローチの違いがある。 
 これまでの研究者間の往来を経て、いくつかの研究領域に関する日本・中国・韓国の研

究者同士の組み合わせがおおよそ固まりつつある。今後これらの研究者チーム内での活発

な交流活動を側面から支えるため、通訳・翻訳にかかる業務支援を充実させる必要がある。 
 
C 刑事法 
 日本、中国、韓国の刑事司法制度には、市民の司法参加などの新しい動きが進んでおり、
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その動向を追跡することが重要な課題である。３国相互間の理解もまだ十分ではない。と

りわけ、日本の研究者が中国と韓国の法制度のあり方を研究し、理解を深めることが必要

である。 
 
D 公法 
 特に、課題はない。あえて指摘するとすれば、日中の交流は比較的活発であるが、釜山

大学を中心とする韓国との交流がやや活発でないことである。この点については、尹創価

大学教授を窓口として韓国との交流を強化することを予定している。 
 
E 基礎法 
 韓国との交流は着実に進展しているものの、中国との交流が、基礎法部門では、なかな

か実現しない。中国との交流の実現に向けて一歩を踏み出すことが、直近の課題となる。 
 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２１年度論文総数 ７ 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 7 本 

 
  
８．平成２１年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

Ａ民事法（責任者・滝沢昌彦） 

（１）民事法部門では、２００９年７月１３日に、釜山大学の徐煕錫副教授を招いて一橋

大学内で研究会を行った。テーマは「韓国民法（財産法）改正作業の現状」であった。韓

国では過去に何度か民法（財産法）の改正が試みられたが近時では特に２００４年改正案

が重要である（ただしこの案は廃棄された）ところ、研究会では、この案が紹介された。

さらに、２００９年には再び民法改正委員会が組織され精力的な立法作業が開始されたと

ころ、徐副教授自身が改正委員会のメンバーであることもあり、韓国や日本における民法

改正の議論や状況について活発に議論された。 

（２）共同研究のテーマとして「債権譲渡法制の比較研究」を提案して、韓国からは了解

との応答を得た。具体的にどのように共同研究を進めるか等について、これから先方と検

討を開始する予定である。 

（３）（研究者交流の欄でも後述するように）中国人民大学で開催された日中不法行為法

セミナーで角田美穂子准教授が報告した。 
 

Ｂ企業法（責任者・酒井太郎） 

 企業法部門では、２００９年１０月の研究会（北京）、２０１０年１月の研究会（釜山）、
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２０１０年２月の研究会（東京）で討議を重ね、第二次世界大戦後から現代に至るまでの

各国における法制度の変遷を跡づけた。日本では、１９５０年の商法改正によって米国型

の株式会社法制が導入され、その結果、従前の株主総会万能主義が修正され、取締役会を

責任主体とする経営体制へと移行したのであるが、この間の経緯を踏まえつつ日本の戦後

の企業法制が有する意義について、中国および韓国の研究者とともに議論を行った。 

 そしてこれと並行して、中国および韓国の企業法制にかかる比較研究を行った。中国に

おいては１９８０年代からの改革開放期において、国有企業の順次民営化と証券市場の整

備が商事法制の中心的課題となってきた。そして韓国においては、植民地時代に日本から

移入された商事法制（日本と比べると株主総会の権限が強い）を土台として、１９７０年

代以降の経済発展に対応していったが、そこでは、財閥企業およびその関係者による、支

配に見合わない所有の構造が常に問題視されてきた。 

 ２００９年度の研究交流活動を通じて、日本においては、会社法により組織再編法制の

充実が図られながら親子会社間の紛争に対応するための仕組みが不十分であるという現状、

中国においては、国家による国有企業支配、また民間企業における大株主の専制、そして

韓国においては、財閥系企業における硬直的な支配構造がそれぞれ制度的な問題関心事と

して認識されていることが明らかになった。また、とりわけ上場企業に対する効果的な規

制の必要性が認識されていること、そして中国において先進的な上場会社法制が準備段階

にあることが分かった。 

 この点を踏まえ、３カ国の研究者の今後の共同研究テーマとして、企業間の支配従属関

係の形成過程およびその後の法的諸問題を取り上げることに合意した。 

 

Ｃ刑事法（責任者・王雲海） 
 (1)平成２１年７月から８月にかけて、本事業の一環として、中国人民大学から４名の研

究者が一橋大学を来訪し、東アジアにおける陪審制度の比較研究、東アジア共通商法の可

能性についての先行研究、中日刑法上の犯罪論体系の比較研究、東アジアにおける行政訴

訟の比較研究などのテーマで、本事業の日本側の研究者と共同研究を行った。 

 (2)平成２１年７月１６日中国弁護士である馮春萍氏を招いて、中国における人民陪審制

の歴史、現状、問題点、特に本事業の委託を受けて行われた人民陪審制の実態調査につい

て研究報告をしていただいた。その報告内容は新鮮であって、特に人民陪審制の運用実態

については、日本ではまだ研究されていないまたは知られていないことが多く究明された。

中国では、理念上の人民陪審制と実際上の人民陪審制の間には矛盾や困難が多く存在して

いることを示唆されて、日本の裁判員制度の実施に大いに参考しうるものであった。 
 (3)また、平成２１年８月３日に、中国人民大学の付立慶法学博士を招いて、「事実体法か

ら見た中国の人民陪審制」と題する研究報告をしていただいた。その報告によると、中国

での人民陪審制の実施に伴って、常に問題となっているのは罪刑法定主義、特に罪刑均衡

の問題であって、いかにして刑事裁判は刑事実体法の規定をそのとおりに陪審裁判で貫く

かは、陪審制の権威維持と法治主義の堅持にとって鍵になる、ということであった。東ア
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ジアでの刑事裁判への市民参加の推進にあたって、刑事実体法からの視点も重要であるこ

とが共同研究を通じて明らかになった。 
  

Ｄ公法（責任者・高橋滋） 

 (1)5年間の予定で継続している公法部門の研究会について，７月４日(土)、２月６日(土)、

３月１３日(土)の３回、開催した。まず、７月４日(土)の研究会は、北海道大学人見剛教授か

ら「ドイツ行政行為論の日本法への影響」というテーマの報告を受け議論した後、今年度の事業

計画についての議論を行った。２月６日(土)の研究会は、尹龍澤創価大学教授から｢韓国の行政

不服審査制度とその改正｣、松平徳仁氏(一橋大学特別研究員／東京大学大学院)から「植民地に

通用すべき〈憲法〉の選択――日本統治下の台湾（1895-1945）」というテーマで報告を受け、議

論を行った。 後に、３月１３日(土)の研究会は、台湾大学のTay-sheng Wang教授より「The 

Emergence of Modern Constitutional Culture in Taiwan」というテーマで報告を受け、石川健

治東京大学教授よりこれに対するコメントを受けた後、議論を行った。 

 (2)一橋大学，中国人民大学，釜山大学の憲法研究者を中心に，8月21日・22日に中国の

ハルビンにおいて「アジアにおける違憲審査制:現状と課題」とするテーマで「東アジア憲

法フォラム」を開催し、立憲主義，憲法訴訟，司法独立などについて議論・研究交流を行

った。日本側から、高橋和之明治大学教授、戸波江二早稲田大学教授、国分典子筑波大学

教授、大石真京都大学教授、毛利透京都大学教授、西村裕一首都大学東京准教授、高見勝

利上智大学教授、洪英九州大学客員研究員、阪口一橋大学教授、只野雅人一橋大学教授を

派遣し、参加者全員が報告又は司会・通訳を担当した。 

 

E 国際法（責任者・川崎恭治） 

 (1) 計画書に記したICCに関する研究を、取りやめざるを得なかった。その理由は——当初

からある程度想定されていたことではあるが——、日中韓の３カ国のうち、中国がICC規程の

非当事国で、同規程を批准するめどが依然立っておらず、３カ国間での国内的対応の比較

研究が難しいということによる。このようにICCに関する研究の先行きに懸念を抱いていた

ところ、横山教授より、国際私法に関する（残りの事業期間において）確実に成果を上げ

ることのできる計画の提案がなされたので、そちらに変更することとした。なお、この拠

点事業は、これまで国際法部門を除く５部門を中心に行われてきており、国際法部門にお

けるICCに関するこれまでの研究には、この拠点事業からの経費の支出は一切行われていな

い。この点も、途中で計画を変更することに躊躇しなかった理由の一つである。 

 (2) 国際私法に関するこれからの研究の必要性については、以下の通りである。早けれ

ば本年12月に中国全人代が中国民法典第9編「渉外民事関係的法律適用法」つまり日本の「法

の適用に関する通則法」に相当する規定を全面改正することが平成21年末に判明した。中

国の国際私法の改正がとりわけ日本及び韓国の国際ビジネスにとり重要な影響を及ぼすこ

とは明らかであり，日・中・韓の国際私法専門家により，中国国際私法の制定が提起する
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問題点を析出することが喫緊の課題となっている。平成22年度は共同研究の前段階として

準備をすすめるために、研究者交流を行う。 

 

F 基礎法（責任者・水林彪） 

 2009 年度アジア研究教育拠点事業基礎法部門共同研究会は、一橋大学大学院法学研究科

と釜山大学校法学専門大学院・法学研究所および韓国法史学会の主催により、2009 年 9 月

18 日～20 日にかけて、韓国慶尚北道安東市の国学文化会館において実施された。研究会参

加者は、日本側 10 名、韓国側 20 名であった 

 本研究会では、鄭鍾休「韓国民法典の編纂とその比較法的位置」報告において、韓国民

法典の全体像と歴史的位相、さらには今後の改正に向けてあるべき民法典の原理が示され、

鄭肯植「植民地時期における慣習法の形成と韓国家族法」報告と宮平真弥「欧米近代法の

続受と琉球・沖縄」報告においては、韓国と琉球・沖縄における近代法受容の態様が、家

族法（韓国）と土地法（沖縄）とを中心に明らかにされた。また、水林彪「欧日近代民法

史における明治民法典の歴史的位置－1791 年フランス民法典構想から 1898 年明治典まで

―」報告では、フランス近代法体系との比較を通じて、憲法／民法二元的秩序である日本

の近代法体系の特質が明らかにされ、杉本好央「20 世紀初頭学説継受期における「制定法

と判例」－末弘厳太郎を中心として―」報告では、末弘の判例法源説を仏独の学説と比較

検討し、学説継受期の日本における判例に課せられた役割を明らかにした。 

「東アジアにおける近代民法の展開」という統一テーマのもとに、各報告は相互に密接

な関連性を有した。共通の柱は三つ存在した。第一は民法と憲法との連関（民法原理への

問いかけ）、第二は近代民法の東アジアへの強制継受、第三は継受国において判例の果たす

（べき）役割である。第一の点について。鄭鍾休報告と水林彪報告がいずれも、憲法と民

法との関係の在り方を問いかけ、人格権法としての民法という課題を示した。第二は、鄭

肯植報告と宮平真弥報告との共通性である。両報告は、近代民法の強制移植の態様を議論

したという点、さらに前近代（李氏朝鮮／琉球王国）の慣習慣行を明らかにして、強制移

植された法の変容という課題を提示した点に共通性を有した。ただし、韓国には植民地時

代も含めて常に独自の法典編纂過程が存する点で、沖縄とは異なる。第三は、杉本好夫報

告と鄭肯植報告が、判例の果たす（べき）役割という共通課題を示した点である。韓国（高

等）法院では既存の判例があるにも関わらず、事件の具体的妥当性を考慮して判例の変更

を頻繁に行うのに対して、日本では判例の変更はなかなか行われないが、「事実」が違うの

で前判例とは抵触しないとして、事案解決における具体的妥当性を担保する点が異なる。

この点は、暴利行為、譲渡担保などを具体例として議論された。 

 以上を通じて提示された今後の課題は、次の三点であるといえよう。第一に、近代法体

系の解明：民法の正当化根拠／憲法と民法との関係・民法と商法との関係・家族法と財産

法との統一的把握など、第二に、近代法継受による前近代の慣習の変容状況の解明：21 世

紀型法典におけるハーモナイゼーションとアイデンティティの問題／現在もなお影響力を

もつ近代化以前の慣習・社会の在り方が立法に与える影響、第三に「判例」の果たした（果
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たすべき）役割：司法政策と法曹法／慣習調査の歴史的研究などである。 

 

８－２ セミナー 

 「東アジアにおける市民の刑事司法参加」 

平成２１年１１月７日（土）と８日（日）の２日間にわたって、一橋大学国立東校舎マー

キュリータワーにおいて、「東アジアにおける市民の刑事司法参加」と題する国際セミナー

を開催した。このセミナーは、日本の裁判員制度、韓国の国民参与裁判制度および中国の人

民陪審員制度を市民の刑事司法参加という観点から比較検討することによって、それぞれの

制度の特色を確認すると同時に、共通する要素や課題を探ることを目的とした。刑事手続法

の技術的な観点に限定せず、法の継受と発展という歴史の観点、市民参加の効果、市民参加

の思想的、社会的基盤など、広い視野で検討することを目指した。このセミナーの準備を含

む本事業遂行のため、３月１６日から３月１８日まで一橋大学から７名が釜山大学を訪問し

た。その機会に、本国際セミナーの企画について意見を交換した。また、人民大学との間で

も、事前に意見を交換と情報交換を重ねた。 

 国際セミナーは、次のような４つのセッションで全体を構成した。 

第１セッション「刑事司法参加制度の生成―法継受の側面と創造の側面―」 

 第２セッション「刑事司法参加の機能−市民参加が刑事司法にもたらすもの−」 

 第３セッション「刑事司法参加の政治哲学―市民参加の思想と憲法的位置―」 

 第４セッション「法文化としての刑事司法参加―市民の意識と法律家の意識―」 

 それぞれのセッションで、日本、中国、韓国の研究者が発表して、討論した。 

 本セミナーは、法文化学会と共同で開催した効果もあり、80名以上の参加を得た。参加者

には、日本内外の法学研究者、実務家など多様な人々が含まれていた。議論は活発で、日本、

韓国、中国それぞれの状況について知識と問題意識を共有することができた。 

本セミナーの概要は、すでに村岡啓一「中国・韓国との比較にみる日本の裁判員裁判の将

来的課題−国際セミナ−『東アジアにおける市民の刑事司法参加』報告−」季刊刑事弁護61号（２

０１０年）142-143頁によって、広く紹介された。セミナーでの報告内容を、当日の議論を踏

まえた修正を施したうえで、単行本として公刊する計画を進めている。  

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

［民事法部門］２０１０年度に、釜山大学において行われる国際セミナー「東アジア３国

における民法の現代化と共通法の基盤形成（仮）」の準備の為、７月に１週間ほど釜山大学

の徐副教授を日本に招いて打合せを行った。また、その際（前述したように）学内の研究

会で、徐副教授に韓国民法改正の現状について報告をしてもらった。さらに、１１月に中

国人民大学蘇州研究院で開催された日中不法行為法セミナーで角田美穂子准教授が報告す

るとともに、２０１０年度開催予定の上記国際セミナーに関して、打ち合わせを行った。 
［刑事法部門］ 

 平成２１年１１月に行われた国際セミナールの準備のために、王雲海教授は、他の事業
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の出張として中国の瀋陽を訪問した際に、中国人民大学法学院と連絡をとり、中国人民大

学法学院の紹介で陪審入りの刑事裁判を数件傍聴し、中国での陪審の状況を調査し、中国

側の報告者を選定した。 

［企業法部門］ 

 （１）２００９年１０月２３日午後、中国人民大学において、２０１１年に東京で開催

予定の国際セミナーのテーマについて意見交換を行った。また、同日夕刻、小川宏幸准教

授（一橋大）および酒井太郎准教授（一橋大）が、人民大学の研究者および学生（総勢１

００名程度）を前に講演を行った。 

 上記会合の参加者は次の通りである。中国側：楊東副教授、史際春教授、徐孟洲教授、

呉宏偉教授、朱大旗教授）、孟雁北副教授、劉俊海教授、姚教授（所属はすべて人民大学）。

日本側：小川宏幸准教授（一橋大）、酒井太郎准教授（一橋大）、朱大明（一橋大博士後期

課程）。 

 （２）２０１０年１月３０日午前、韓国釜山大学において、２０１１年開催予定のセミ

ナーのテーマに関する意見交換を行った。参加者は次の通りである。韓国側：姜大燮教授、

鄭大根教授、金二洙副教授、徐煕錫副教授（すべて所属は釜山大学）。日本側：酒井太郎准

教授（一橋大）。 

 （３）２０１０年２月３日午後、一橋大学において、２０１１年開催予定のセミナーに

向け、その準備の一環として、中国人民大学の楊東副教授を交えて、中国の結合企業法制

に関する問題意識につき質疑応答を行うとともに、上場会社法制に関する情報交換を行っ

た。日本側参加者は次の通りである。野田博教授、仮屋広郷教授、高橋真弓准教授、酒井

太郎准教授（いずれも所属は一橋大学）。 

［国際法部門］ 

 ２０１１年度に開催予定の国際私法に関するシンポジウムにむけて、横山潤教授が、中

国および韓国側の出席予定者と連絡を取った。またシンポジウムの成果は英語での出版物

として公表されることが予定されており、出版社とも調整を続けている。 
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９．平成２１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>

中国 

<人／人日>

韓国 

<人／人日>

 

<人／人日> 

 

<人／人日> 
合計 

日本 

<人／人日> 

実施計画  16/80 8/40   24/120 

実績 15/78 

(1/6) 

9/36 

（1/4） 

  24/114 

 

中国 

<人／人日> 

実施計画 6/105  0/0   6/105 

実績 9/143 0/0   9/143 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 6/80 0/0    6/80 

実績 8/67 0/0   8/67 

 

<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 12/185 16/80 8/40   36/305 

実績 17/210 15/78 9/36 

 

  41/324 

 

 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

  26／52   <人／人日>   13／21  <人／人日> 
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１０．平成２１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 2007 研究終了年度 2011 

研究課題名 （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- 

（英文）The Reception and Creation of Law in East Asia:Toward the 

Formation of the Basis for an East Asian Ius Commune 

日本側代表者 

氏名・所属・

職 

（和文）一橋大学大学院法学研究科・教授・水林彪 

（英文）Hitotsubashi University Graduate School of Law, 

        Professor, MIZUBAYASHI Takeshi 

相手国側代表

者 

氏名・所属・

職 

(1)Han Dayuan・Renmin University of China Law School・The Acting Vice Dean 

of Law School 

(2) Park,Pae-Keun・Pusan National University College of Law・Professor 

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 韓国 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  9/45 5/25 14/70 

実績 11/62 9/36 20/98 

中国 

<人／人日> 

実施計画 3/90  0/0 3/90 

実績 4/118 0/0 4/118 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 2/60 0/0  2/60 

実績 2/40 0/0 2/40 

合計 

<人／人日> 

実施計画 5/150 9/45 5/25 19/220 

実績 6/158 11/62 9/36 26/256 

② 国内での交流      13 人／21 人日 

２１年度の研

究交流活動及

び成果 

 

 民事法，企業法，刑事法，公法，基礎法の５つの研究グループを編成し，それぞれに、

「8-1」欄に詳述したような具体的テーマをたてて，共同研究を遂行した。 

 各グループに共通する課題は，日中韓３国が 19 世紀以降今日に至るまで，近代西洋

法思想に直面せざるをえなくなったとき，各国がどのような反応を示し，西洋法のうち

どの部分が継受され，それが各国固有の事情のもとでどのように変容したかを研究する

ことであった。 

 具体的テーマとしては，以下のごとくであった。民事法（民法の体系，債権譲渡法制，

不法行為），企業法（企業法制全般），刑事法（刑事裁判への市民参加制度の比較研究），

公法（憲法の基本原理－立憲主義，法の支配，公法私法二元論など－や行政行為・裁量

論の比較研究），基礎法（戦時法制・植民地法令論）。 
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 なお、国際法部門についての特殊事情は、8-1 に記した。すなわち、主として対外的

事情により、当初の計画が実現できなかった。そこで、当初の計画（国際公法）にかえ

て、国際私法中心の共同研究着手前段階である情報共有、検討等にテーマを切り替えた

が、21 年度中に具体的な成果をあげることは、時間の制約で困難であった。22 年度以

降に、成果が上げられるよう努力する。 

日本側参加者数  

100 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

101 名 （１４－２ 中国側参加研究者リストを参照） 

韓国側参加者数 

53 名 （１４－３ 韓国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）JSPS アジア研究教育拠点事業 東アジア法の中での市民

の刑事司法参加 
（英文）JSPS Asian CORE Program Civilian Participation to 

Criminal Justice in East Asia 
開催時期 平成 21 年 11 月 7 日～平成 21 年 11 月 8 日（2 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本、国立市、一橋大学 
（英文）Hitotsubashi University、Kunitachi-shi、Japan 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）後藤昭・一橋大学大学院法学研究科・教授 
（英文）Goto,Akira、 Professor,  School of Law, 
 Hitotsubashi University   

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

 

 
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.  
B.  
C. ２０／２６ 

中国 
 

<人／人日> 

A. ５／２５ 
B. 
C. 

韓国 
 

<人／人日> 

A. ５／２０ 
B. 
C. 

 
合計 

<人／人日> 

A. １０／４５ 
B. 
C. ２０／２６ 
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セミナー開催の目的 日本の裁判員制度、中国の人民陪審員制度および韓国の国民参与

裁判制度を多面的に比較検討することにより、それぞれの制度の特

徴、共通点、課題を明らかにすることを目的とした。 

セミナーの成果 伝統的に中国官僚制度の影響の強かった東アジア 3 国において、

いずれも近年、刑事司法の正統性強化のために刑事司法への市民参

加が強調されていることが分かった。また、西欧法の影響を受けな

がらも、それぞれが独自な市民参加制度を作っている。他方で、

2008 年に始まった韓国の国民参与裁判制度が国民の民主化要求の

結果であるのに対して、今世紀になってからの中国の人民陪審員制

度の復興と 2009 年の日本の裁判員制度導入には、政府側の主導が

強いという違いがある。そこから、人々の制度に対する感じ方も異

なることが推測できた。刑事司法への市民参加制度を定着、発展さ

せるために、3 国とも課題を抱えており、継続した共同研究に重要

な意味があることも確認できた。 
セミナーの運営組織 一橋大学大学院法学研究科刑事法部門の教員が中心となり、中国の

人民大学および韓国の釜山大学の研究者と連絡をとりながら、準備

を進めた。一橋大学の教員が、総合司会および各セッションの司会

を務めて、進行させた。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 国内旅費、物品費、謝金、その他  金額 867,284 円

（    ）

国（地域）側 
内容              金額  

（    ）

国（地域）側 
内容              金額 
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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> 

中国 

<人／人日> 

韓国 

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  7/35 3/15 10/50 

実績 4/16 

（1/6） 

0/0 

（1/4） 

4/16 

 

中国 

<人／人日> 

実施計画 0/0  0/0 0/0 

実績 0/0 0/0 0/0 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 0/0 0/0  0/0 

実績 1/7 0/0 1/7 

合計 

<人／人日> 

実施計画 0/0 7/35 3/15 10/50 

実績 1/7 4/16 0/0 5/23 

②  国内での交流       0 人／0人日 

 

 

 

１１．平成２１年度経費使用総額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 4,299,990  

外国旅費 1,865,630  

謝金 717,600  

備品・消耗品購入費 182,894  

その他経費 493,886  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

0 大学で負担する 

計 7,560,000  

委託手数料 756,000  

合  計 8,316,000  
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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 292,960 4/4 

第２四半期 4,813,460 32/267 

第３四半期 2,097,364 17/72 

第４四半期 356,216 1/2 

計 7,560,000 54/345 

 
 
１３．平成２１年度相手国マッチングファンド使用額 

相手国名 

平成２１年度使用額 

[単位：現地通貨]

（日本円換算額） 

中国 
218,000         [人民元]

（360 万円相当） 

韓国 
       15,000,000         [ウォン]

（125 万円相当） 

 

※ 交流実施期間中に、相手国が本事業のために使用したマッチングファンドの金額につ

いて、現地通貨での金額、及び日本円換算額を記入してください。 


