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アジア研究教育拠点事業 
平成２１年度 実施計画書 

 

 

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．採用年度 

 平成１９年度（３年度目） 

 

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 
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（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。 

 

６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 

(1)一橋大学内では，コーディネーター・水林彪を中心に，王雲海（中国との交流の責任

者），松本恒雄（韓国との交流の責任者）の 2名が補佐し，そのもとに，課題に応じて

事業参加メンバーが配置される体制を調え，5箇年間にわたる研究プロジェクトの基礎

が築かれた。 

(2)初年度にあたる昨 2007年度の研究交流活動のメインの課題は，「日・中・韓 3国のそ

れぞれの国内で蓄積された，『東アジアにおける法の継受と創造』や『東アジア共通法

の基盤』に関連した研究成果と，3国外で発表された関連研究を調査して従来の研究の

到達点を確認すると同時に，その問題点と不足点を整理し，今後の研究の具体的方法

を検討する」（アジア研究教育拠点事業申請書）というものであった。この課題遂行の

ための主たる事業として，2007年 11月 17日-18日に，国際セミナーを開催した。8名

の報告，7名のコメント，聴衆をまじえての討論が行われ，所期の目的はほぼ達成され

た。 
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(3) 2008年度の研究交流活動のメインの課題は，「東アジアにおける法の継受と創造」問

題を，公法を中心に検討することであった。具体的には，11月 22日から 23日まで，

北京の中国人民大学法学院において，「東アジアにおける法の継受と創造―公法を中心

に」と題とする国際シンポジウムを開催した（本事業の三大学が主催，フランスのエ

スクマルセイユ第三大学ヨーロッパとアジア研究所が共催）。シンポジウムにおいては，

まず，フランスの憲法や行政法を素材として，欧米側から見た東アジアにおける西洋

法の継受と創造について，報告と討論が行われた。次に，日中韓三国は近代の歴史過

程において，それぞれに西洋法といかにかかわったかという問題について，議論を重

ねた。最後に，東アジアにおける共通法の基盤整備の必要性と可能性について幅広く

意見交換を行った。2008年度についても，当初の目的はほぼ達成された。 

 

７．平成２１年度研究交流目標 

 (1)本事業の 3 年目の最重要課題は，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

盤形成」の実践的課題を担いうる若手を養成する。 

 

８．平成２１年度研究交流計画概要 

８－１ 共同研究 

Ａ民事法（責任者・滝沢昌彦） 

 学内の研究会である「民事法研究会」（大学院における講義名は「財産法総合問題」）

を研究の母体と位置づけ，研究会を開催し（年数回），また，来年度に予定されているシ

ンポジウムの準備を行う。テーマとしては，以下の二つを考えている。 

 (1)上述のように，来年度には釜山大学において民事法部門を中心とするシンポジウム

を予定している。シンポジウムのテーマは未だ確定していないが，日本では民法改正

に向けた議論がされているところ，韓国においても民法改正が話題となり，また，中

国でも物権法が制定されて民法典として体裁が整いつつある状況であるので，「民法

改正」または「民法のシステム（体系）」などのテーマが相応しいと考えられる。ま

た，日本・中国・韓国間の国際取引は将来さらに盛んになると思われ，この点からも，

それぞれの国の取引法の基本的な部分である民法の比較は有効であり必要となろう。
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そこで，民事法研究会においても，このテーマに関する日本での議論の動向を研究し，

韓国や中国との比較をする為の準備としたい。 

 (2)既に2007年度において、大学院の講義で，中国の留学生や韓国からの客員教授など

も参加して「債権譲渡法制」の日中韓比較研究をし，これを基に，2008年度は民事法

研究会においても研究会を開催して法制度の概略を比較した。しかし，未だ制度の比

較に留まっておりそれぞれの国での解釈や運用の実態についてさらに研究する必要

があるので，民事法研究会で研究するとともに，各国の研究者間の連携を深めて情報

や意見の交換を図りたい。 

 (3)9月末ないし10月上旬に，中国北京で開催されるシンポジウム「東アジアの不法行為

法」に，数名が参加する。 

 

Ｂ企業法（責任者・酒井太郎） 

 2008年度に引き続き，一橋大学会社法研究会を活動の中核として3国間の研究交流を推進

する。 

 2009年度は，まず，第二次世界大戦後日本が主権を回復するまでの5年間（1945年から1950

年）に生じた日本の企業法制における大きな変化を主たる研究対象とする。また，日本の

資本主義経済の発展という実情に対応するため，周到な準備を経て実現した1937年改正商

法との関連（諸制度の継承・断絶，そして既存の制度基盤とは異なる沿革を持つ新制度の

受容など）にも焦点を当てることとしたい。 

 上記の研究を通じて確認された点を踏まえて，中国および韓国の法制との比較研究を行

う。第二次大戦後，日本が中華人民共和国と大韓民国との間で国交正常化を果たすまでの

間，両国は戦前に日本の制度に影響を受けて形成された企業法制を出発点としつつも，政

治的経済的環境の変化からやがて独自の企業法制を編み出していくこととなるのであるが，

2009年度はこの間の流れを跡づけることを予定している。 

 

Ｃ刑事法（責任者・王雲海） 

 日本において，「裁判員制度」の実施が迫っている。刑事裁判への市民参加は，中国にお

いてはすでに 50年以上にわたって「人民陪審」制度の形で実施されており，韓国では 2008

年から国民参与裁判制度が実施されている。以上の状況に鑑みて，刑事法部門は，前年度

に引き続き，刑事司法への市民参加を統一主題として，以下の 4つの点を中心に研究する。 

 (1)中国における「人民陪審制」の歴史，現状と展望。長期間，「人民陪審制」を実施し

てきた中国の経験は，東アジア法においてどのような意味合いがあるか。 

 (2)韓国における国民参与裁判制度の導入過程，現状と展望。」韓国では，刑事司法への

市民参加陪審制がどのように議論されて，制度設計がされたか，それは東アジア法に

おいてどのような意味があるか。 

 (3)日本における市民参加の歴史，現状と展望。日本では，かつて陪審制が実施されてい
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たが，後に廃止された。それと「裁判員制度」とはどこが違うのか。日本での「裁判

員制度」の導入は東アジア法の中でどのような特色と意味があるか。 

 (4)東アジアにおける刑事裁判と市民参加の特色。上述した比較研究を通じて，東アジア

における刑事裁判への市民参加の特色の背景を探る。 

  これらの研究成果をまとめ，発表する機会として，2009年 11月に後述 8-2記載のセミ

ナーを開催する。 

 

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，引き続き，2 回の予定で開

催する。具体的には，憲法については，第 2 次世界大戦後の期間について，一橋大学

の研究者・外部の研究者による報告をそれぞれ行う。行政法については，大正・昭和

期あるいは第 2 次世界大戦後の期間について，一橋大学の研究者・外部の研究者によ

る報告を行う。具体的には，行政行為論・裁量論についての報告を予定している。 

 (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 月中旬に中国のハルビ

ンで「東アジア憲法フォラム」を開催し，東アジアにおける立憲主義，憲法訴訟，司

法独立などについて検討する。本事業から数名の日本の憲法研究者を派遣する。 

 (3)来年 3 月末に中国北京において，「地震等の自然災害の後の復帰作業に関する法律問

題」をテーマとする国際会議が開かれる予定であるので，本事業の一環として，日本

から専門家を数名派遣する。 

 

Ｅ国際法（責任者・川崎恭治） 

 ＩＣＣ（国際刑事裁判所）は1998年のローマ会議において採択された規程が2002年に発

効したのを受けて，実際に活動を開始している。韓国と日本は共にＩＣＣ規程の当事国で，

一昨年それに関する国内法の整備もおこなっている。他方中国は現在のところ当事国では

ない。 

本研究においては，この問題に関するＩＣＣの活動の実態を把握した上で，日韓を含め

た各国の国内法整備の現状と課題について検討する。 

 

Ｆ基礎法（責任者・水林彪） 

 昨年度と同様に，(1)日本での基礎法部門研究会を引き続き，年４回ほど企画するととも

に，(2)日韓共同研究会を，釜山で開催する方向で検討する。いずれにおいても，戦時法制

論，植民地法体制論が主題となる。 
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８－２ セミナー 

 2009年 11月 7日，8日に一橋大学において「東アジア法の中での市民の刑事司法参加」

という統一主題で国際シンポジウムを開催する。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について，それぞれの特色を明らかにすると同時に，

その歴史的，思想的，社会的な背景を比較検討することを目的とする。構成は次の 3 つの

セッションからなる。第 1 セッション「刑事司法参加の歴史と現在―法継受の側面と創造

の側面―」，第 2セッション「刑事司法参加の政治哲学（あるいは憲法論）―司法参加の思

想と社会的背景―」，第 3セッション「法文化としての刑事司法参加―市民と法律家は司法

参加をどう受け止めているか―」。このシンポジウムには，韓国から 4人，中国から 3人の

発表者を招く予定である。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究，セミナー以外の交流） 

 (1)本年 11月に予定されている国際セミナー（於一橋大学）の打ち合せのために，4月上

旬に，一橋大学スタッフ 1 名が，中国人民大学を訪問する。中国での陪審の状況を調

査し，中国側の報告者を選定する。 

 (2)2010年度のセミナーは，釜山大学において民事法関連のテーマを取り上げて行われる

予定であるので，民事法部門から 2名ないし 3名が 9月に人民大学，11月に釜山大学

を訪問して，セミナーの準備を進める。また，セミナーへの協力研究者の所属する韓

国内の研究機関もあわせて訪問して打ち合わせを進める。 

 (3)2011年度開催予定の国際シンポジウム準備の一環として，企業法部門の 4名（布井千

博・周剣龍・酒井太郎・朱大明）が 10 月または 11 月に中国人民大学を訪問し，関係

者間で協議等を行う。 
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９．平成２１年度研究交流計画総人数・人日数 

９－１ 相手国との交流計画 

 

    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> 
 16／80 8／40   24／120 

中国 

<人／人日> 
6／105  0／0   6／105 

韓国 

<人／人日> 
6／80 0／0    6／80 

 

<人／人日> 
      

 

<人／人日> 
      

合計 

<人／人日> 
12／185 16／80 8／40   36／305 

 

※各国別に，研究者交流・共同研究・セミナーにて交流する人数・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 国内での交流計画 

26／52  <人／人日> 
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１０．平成２１年度研究交流計画状況 

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１９年度 研究終了年度 平成２３年度 

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 

交流予定人数 

（※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> 
 9／45 5／25 14／70 

中国 

<人／人日> 
3／90  0／0 3／90 

韓国 

<人／人日> 
2／60 0／0  2／60 

合計 

<人／人日> 
5／150 9／45 5／25  

② 国内での交流       24人／48人日 

２１年度の研 

究交流活動計画

及び期待される

成果 

(1)従来通り，民事法，企業法，刑事法，公法，国際法，基礎法の 6つの研究グルー

プを編成し，それぞれに具体的テーマをたてて，共同研究を遂行する。(2)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

である。(3)具体的テーマとしては，以下のことを予定している。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），国際法（国際刑事裁判所への 3国の対応

の比較研究），基礎法（戦時法制・植民地法令論）(4)実定法を対象とする歴史的基礎

法学的研究が特徴であり，この方面で新機軸が打ち出されることが期待される。 
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日本側参加者数  

94 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（中国）側参加者数 

100 名 （１３－２ （中国）側参加者リストを参照） 

（韓国）側参加者数 

52 名 （１３－３ （韓国）側参加者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 

―実施する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， 東京 

（英文）Tokyo, Japan 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）後藤昭 一橋大学法学研究科 教授 

（英文）Akira Goto,Professor of Law, School of Law, Hitotsubashi 

University 

相手国側開催責任者 

氏名・所属・職 

(※日本以外での開催の場合) 

 

 

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. 2/4 

B. 3/6 

C. 15/30 

韓国 

<人／人日> 

A. 4/20 

B. 0 

C. 0 

中国 

<人／人日> 

A. 3/15 

B. 0 

C. 0 

合計 

<人／人日> 

A. 9/39 

B. 3/6 

C. 15/30 

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
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でください。） 

 

セミナー開催の目的 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する。それを通じて，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。 

期待される成果 日本の裁判員制度，韓国の国民参与裁判制度，中国の人民陪審員

制度，それぞれの特色を明らかにすると同時に，その歴史的，思

想的，文化的な背景を解明することができる。それを通じて，東

アジア諸国が欧米から法を継受する過程での独創性を解明するこ

とができる。また，日本における裁判員制度の意味を世界および

東アジア法の視野の中で理解し，日本の法制度が進むべき道につ

いて示唆を得ることができるであろう。具体的には例えば，日本

では裁判員制度に対する反対論が根強いのに対して，韓国では多

くの市民が国民参与裁判を歓迎しているという違いとその背景を

確認することによって，日本に裁判員制度が定着する可能性を探

ることができる。 

セミナーの運営組織 後藤昭が企画と実行の全体をまとめる。 

王雲海は，シンポジウムの実施を指揮するとともに中国人民大学

との連絡調整にあたる。村岡啓一，橋本正博，本庄武は，シンポ

ジウムの各セッションの進行を担当する。 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容     滞在費         665,000円 

       旅費          100,000円 

会議費         250,000円 

同時通訳謝金      200,000円 

翻訳謝金        300,000円 

雑費           125,000円 

合計         1,640,000円 

中国側 内容        渡航費         450,000円 

韓国側 内容     渡航費         450,000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> 

中国 

<人／人日> 

韓国 

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 
 7／35 3／15 10／50 

中国 

<人／人日> 
0／0  0／0 0／0 

韓国 

<人／人日> 
0／0 0／0  0／0 

合計 

<人／人日> 
0／0 7／35 3／15 10／50 

②  国内での交流       0人／0人日 

 

１１．平成２１年度経費使用見込み額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 4,525,000 国内旅費，外国旅費の合計は，

研究交流経費の５０％以上で
あること。 外国旅費 2,160,000 

謝金 500,000  

備品・消耗品購
入費 

125,000  

その他経費 250,000  

外国旅費・謝金
に係る消費税 

0 大学で負担する 

計 7,560,000 
研究交流経費配分額以内であ
ること 

委託手数料 756,000 
研究交流経費の１０％を上限
とし，必要な額であること。 
また，消費税額は内額とする。 

合  計 8,316,000  
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１２．四半期毎の経費使用見込み額及び交流計画 

 

 経費使用見込み額（円） 交流計画人数<人／人日> 

第１四半期 250,000 6/12 

第２四半期 2,940,000 21/160 

第３四半期 2,780,000 25/100 

第４四半期 1,590,000 10/85 

合計 7,560,000 62/357 

 


