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平成２３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．採用年度 

 平成１９年度（５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・村岡啓一 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：法学研究科・教授・松本恒雄 

 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：学務部国際課 

 

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：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・Dean of Law School・Han Dayuan 

  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 
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      （和文）釜山大学校 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文） 

      School of Law・Professor・Park, Pae-Keun 

 協力機関：（英文）Institute of Law Studies at PNU 

      （和文）釜山大学法学研究所 

 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．平成２３年度研究交流目標 

 

(1)研究協力体制の構築 

①「中間評価」での指摘を受け、平成２２年度以降、個別的テーマでの継続性のある「共

同研究」を多数組織し、このことを通じて、本プロジェクトの裾野を広げる方針を立て

ており、平成２３年度も同様の方針である。 

②各法分野ごとに 5 年間の共同研究やセミナーの成果に基づき、東アジア共通法の基盤形

成についてのイメージを出し、全体イメージにまとめあげる。 

③参加３大学ですでに行っている、あるいは行うことを検討している東アジア法研究教育

プログラムを持ち寄り、連携・協力の手法を検討する。 

④平成 23 年 12 月初旬に予定されている本事業の総括会合において参加３大学の学長、副

学長、研究科長クラスを招聘して、5 年間の共同事業の総括を行うとともに、上記②③

の内容を確認し、今後の研究教育面でのさらなる協力と連携に向けたトップレベルの信

頼関係の構築を進める。 
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(2)学術研究 

①個別的テーマでの継続性ある「共同研究」を多く組織し、豊かな研究成果を生み出すべ

く努力するとともに、日中韓の研究者のネットワーク形成に尽力する。 

②一橋大学法学研究科・中国人民大学法学院・釜山大学校法科大学３者の共催による国際

セミナー（12 月、於東京）を成功させる。 

③平成 20 年度および 22 年度の国際セミナーの成果を著作の形で刊行する。 

④5 年間の本事業の総括する行事を行い、5 年間の成果を検証するとともに、今後の 3 大

学の新たな協力体制への展望を切り拓く。 

 

(3)若手研究者養成 

①「中間評価」において高い評価を得た、留学生（主として中国人、韓国人）の養成を引

き続き、行う。たとえば、刑事法部門では、韓国から博士後期課程への留学生が 2 名

在籍している。そのうち１名は、釜山大学修士課程の出身者であり、本事業が留学の

きっかけとなった。もう１名は、中国語にも堪能である。また、民事法部門にも、本

事業がきっかけとなって、中国人民大学の修士課程を経て一橋大学博士後期課程に入

学し、東アジア法を専攻する院生がいる。この者も、中国語、韓国語、日本語に堪能

である。これらの留学生は本事業遂行のために重要な補助者であると同時に、彼らが

比較研究の方法を学ぶ貴重な機会となる。また、博士後期課程に在学する日本人院生

にとっても、この事業による研究会などに参加し、またゼミナールなどで留学生と一

緒に議論することによって、比較研究の視点を身につける効果を挙げている。 

②「中間評価」において、本事業における若手養成が留学生に偏っていることを指摘され

た。日本人の法学研究は、歴史的経緯により、欧米の法の研究から開始されることが

一般的であり、これは今日においても必須のことなので、日本人院生を大量に本事業

の枠組みで育成することには、困難を伴う。しかし、平成 22 年４月に一橋大学法学部

から同大学院修士課程に進学した日本法制史専攻の院生１名が、東アジアも視野に入

れた日本近代法史を研究しており、この者を、「東アジアにおける法の継受と創造」の

研究と「東アジア共通法の基盤形成」のための実践的担い手として養成中である。 

③中国法専攻の専任教員が平成 23 年４月から一橋大学法学研究科に加わることにより、

東アジア法に対する教育力が大幅にアップし、若手研究者養成にもプラスになることが

確実である。 

 

７．平成２３年度研究交流成果 

 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

 本事業全体としては、大学、研究科のトップレベルにおける相互信頼・協力関係を深め

るとともに、個々の教員相互の信頼・協力を推進するために、研究のまとまりである部門

単位での共同研究やセミナーを推進することを重視して本事業を進めた。トップレベルの

交流では、平成 23 年 12 月 3 日、4日に一橋大学で開催された国際セミナー「東アジア結合
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企業法制の現代的諸問題」と共同研究「東アジアにおける国際私法の展開」の終了後に、

過去 5 年間の本事業の総括会合を開催し、山内進一橋大学長、村岡啓一一橋大学法学研究

科長、韓大元中国人民大学法学院長、姜テソブ釜山大学法学専門大学院長が各大学におけ

る本事業の成果を語り、今後の研究教育面での一層の交流の強化を確認し、次期事業にも

３大学で協力して臨むことを約した。全体総括会合の模様は、日本経済新聞平成 24 年 1 月

18 日の 6面全部に渡って紹介されるとともに、その全体が一橋大学広報誌ＨＱ33 号（2012

年 4 月）において「東アジア共通法の基盤形成に向けて－法学研究科組織をあげての挑戦」

として収録されている。 

 基礎法部門（代表・青木人志）では、本年度は中国人民大学（代表・趙暁耕教授）と釜

山大学校（代表・文竣暎教授）と以前にまして密接な連絡体制を築き、2011 年 7 月に日本

の奈良で、同 9 月に中国の西安で、2012 年 2 月に韓国のソウルでと、上記 3 名と本事業の

元コーディネーターである水林彪の合計４名をつねに含む日中韓の研究者たちが、各国で 1

回ずつ、バランスよく共同研究会を開催することができた。 

 民事法部門では、随時、中国・韓国の研究者と連絡をとりながら共同研究を進めるとと

もに、2011 年 8 月に中国の上海で第 2 回民法国際フォーラムが「同化と融合：不法行為法

の統一」というテーマで開催され、東アジア不法行為モデル法の策定に向けた作業の方針

が協議された。また、2012 年 3 月に、松本恒雄教授が釜山大学を訪問して、日韓の消費者

保護法の状況について意見交換するとともに、本拠点事業の今後の継続について協議した。 

 企業法部門では、釜山大学の桂承均教授が平成 23 年 7 月中旬から 8月中旬まで一橋大学

を訪問して、日本の知的財産法について調査研究するとともに、一橋大学教員と学術交流

を行った。また、平成 23 年 12 月 3 日・4日のセミナー「東アジア結合企業法制の現代的諸

問題」の成功に向けて、２大学との間での事前の打ち合わせ及びセミナー終了後の今後の

共同研究に向けた協議が行われた。 

 国際法部門では、平成 23 年 12 月 3 日と 4 日の両日，一橋大学において共同研究会が開

催され，英語による質疑応答が行われた。 

 

７－２ 学術面の成果 

 本事業は、いきなり東アジア共通法の形成そのものを目指すものではなく、3 国の法状況

の共通性と異質性を各分野ごとに検討し、将来の共通法の基盤形成の可能性の検討や、そ

のための実践的共同研究作業を積み重ねてきた。平成 23年度のセミナーのテーマである「結

合企業法制」のように市場に密接に係わる法分野であっても、統一市場ができていない状

態では、上から共通法を一気につくることには現実性がない。他方、共通基盤レベルの同

定に関しては、３国では、ベーシックな価値の面における共通性が、様々な分野で確認さ

れている。共通の価値の実現やよりよい法律・法制度への改良に向けて、他国の実践と経

験を「相互参照」することにより、しだいに各国に共通の部分が増えていく。こうした「相

互参照」を一層意識的に進めることで、「共通法」という形ができあがってくるという点で、

平成 23 年 12 月の全体総括会合において、３国の研究者の合意を得た。 

 基礎法部門では、奈良での国際共同研究会（2011 年 7 月 23 日から 25 日、奈良女子大）
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では、日中韓の 3 国からバランスよく参加者を集め、比較近代法史研究会、ウェーバー法

理論・比較法文化研究会の２つの共同研究会、および、古代宮都跡の見学会を実施した。

その結果、23 日の研究会では、日中韓 3 国の近・現代における法曹養成について、その異

同、相互の歴史的影響関係が明らかになり、法曹養成制度が将来、東アジア共通法をささ

える人的資源の基盤を作ることが確認された。また、24 日の研究会ではマックス・ウェー

バーの示した視点を 3 国の法や政治にいかに応用できるかが議論された。ウェーバーの概

念（例：カーディー裁判）を使用してアジアの法や政治について分析することの有益性と

同時に、価値中立的分析概念が価値概念と誤解される場面もあるといった方法論的・現実

的な諸問題が明らかになった。この研究会は 9 月開催の西安（西北政法大学）での国際研

究会を組織した趙暁耕、王健、陳璽の３教授の参加を得て、そのための準備会という意味

もあった。 

2011 年 9 月 22 日から 24 日に開催された西安での国際共同研究会では、律令という、か

つて日中韓の 3 国が歴史的に「共有」したことのある伝統法を素材に、アジア共通法の基

盤にかかわる基礎研究を行った。西洋法と対比される固有の東アジア伝統法の探求という

問題意識は、次のソウルでの国際研究会にも引き継がれた。 

最後に 2012 年 2 月 21 日～23 日の 3 日間、ソウルで国際研究会が開催された。この研究

会は韓国法制史学会とソウル大学校の共同開催（大韓民国法務部が後援）であるが、実質

的なオーガナイザーは釜山大学校の文竣暎教授であり、水林彪(元一橋大学)、青木人志（一

橋大学）、趙暁耕（中国人民大学）をはじめとする、アジア拠点事業の基礎法部門共同研究

会のメンバーがそろって参加したもので、人的側面と議論の実質面からみると、まさにア

ジア研究教育拠点事業から生まれ、かつその延長線上にある共同研究会であった。この研

究会では民法改正という現代的で実務的な課題をきっかけにしつつも、西安の研究会に引

き続き趙暁耕が東アジアの伝統法（伝統的民法概念）の固有の論理を理解しその価値を見

直すべきことを主張し、水林報告がそれと対比される西洋近代民法の諸類型（ドイツ型、

フランス型、イギリス型）の整理を試みるなど、基礎法学的な色彩の濃い議論が展開され

た。また、台湾、韓国の研究者を中心に、日本の植民地時代の法のありかた、とりわけ慣

習や慣習法の概念規定やその確定（発見や変造）のプロセスについての議論が行われ、マ

ックス・ウェーバーの議論の援用も一部の論者によりなされた。 

 以上述べた 3 回の国際共同研究会を経て、日中韓の基礎法部門の研究参加者は、東アジ

アの共通法を今後論じるために、①法曹養成制度における日中韓 3 国の共通性の研究、②

中国の律令と韓国・日本によるその継受の研究、③西洋法と対比した場合の東アジア伝統

法の固有の規律対象やその論理の研究、④植民地法のさらなる研究、を推進すべきだとい

う問題意識を共有した。また、⑤今後有益な学問対話を行うために、使用する概念を正確

に定義し、それを共有することの重要性を理解した。 

 公法部門では、平成 20 年度の北京でのセミナーの全報告を中国語で収録した『亜太法律

評論（第一輯）東アジアにおける西洋法の継受と創造』が中国人民大学出版社から出版さ

れ、また同セミナー及び５年間の共同研究の成果として、高橋滋・只野雅人編著『東アジ

アにおける公法の過去、現在、そして未来』が国際書院から出版された。これらの諸論考
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により、東アジアにおける公法の近代化、公法の現代的展開、公法の未来が様々な観点か

ら分析され、中国及び日本の学会及び社会に対して貢献した。北京でのセミナーの論文集

には、本事業の研究メンバーではないが、比較の対象として招聘されたフランス人研究者

の４本の論文も収録されている 

刑事法部門では、中国刑法、刑事訴訟法の改正作業に直接に関わっている中国人民大学

法学院の研究者と随時、法改正や研究状況の情報交換を行った。特に、平成 23 年 12 月 11

日に、中国人民大学で共同の研究会を開いて、中国での陪審制についての最新の動きや、

当初予定されていた「人民聴審法」が廃案になった背景、近く予定されている刑事訴訟法

の改正内容、そして、日本での裁判員制度の実施状況、評価などを大いに議論することが

できた。上記の研究交流を通じて、刑事法をめぐっての互いの法実施や法改正の最新情報

を交換し、それぞれの研究を深めることができたのみならず、特に中国で大きな問題とな

っている人民陪審制の改革や刑事訴訟法の改正に大いに寄与することができた。また、そ

れをめぐっての情報をいち早く日本の刑事法学界に伝えることもできた。学問的成果のみ

ならず、法改正に寄与する実際的成果も大きい。 

また、釜山大学との間では、日本の裁判員制度と韓国の国民参与裁判制度の運用上状況、

とりわけ控訴審における事実認定審査のあり方について、継続的な情報交換をすることが

できた。その結果、最高裁判所平成 24 年 2 月 15 日の重要な判例に至るまでの経過を逐次

韓国にも伝えることができた。 

 民事法部門では、物権法の比較研究及び債権譲渡法制の比較研究について、随時、中国、

韓国の研究者と連絡をとりながら研究を進めるとともに、2011 年 8 月 16 日・17 日に上海

で中国人民大学・復旦大学共催により開催された第 2回民法国際フォーラム「同化と融合：

不法行為法の統一」において、松本恒雄教授が「不法行為に基づく損害賠償と不当収益の

剥奪」と題する報告を行った。同フォーラムには、中国、日本、韓国、台湾、香港、マカ

オ、アメリカ、イギリス、オーストリア、オーストラリアからの参加者があり、東アジア

のみならず、グローバルな視点から議論が行われた。同時に、東アジア不法行為モデル法

の策定に向けた作業の方針が協議された。 

 なお、平成 22 年度の釜山大学でのセミナーの報告を収録した論文集が釜山大学校法学専

門大学院・法学研究所から法学研究 52 巻 2 号（上）（2011 年 5 月）として発行された。日

本語版論文集についても、各セッションごとの解題を付けて、平成 24 年度に出版予定であ

る。 

 企業法部門では、平成 23 年度のセミナーの日本側報告者の口頭報告のみを収録した日本

法国際教育研究センター平成 23 年度報告書『東アジア結合企業法制の現代的諸問題』を発

行した。３国のすべての報告を収録した論文集についても、平成 24 年度中の出版を目指し

て作業中である。 

 国際法部門では、平成 23 年 12 月 3 日と 4 日の両日に一橋大学において行われた共同研

究会に提出された英文ペーパーを国際出版する予定で作業が進められている。 

 

７－３ 若手研究者養成 
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 研究科全体として、中国人民大学、釜山大学との連携により優秀な留学生を受け入れて

おり、本拠点事業の影響もあって、一橋大学法学研究科学生のなかにも東アジア法に関心

を持ち、短期海外研修に参加する者が増えてきている。研究対象としては欧米法を主にす

る場合が未だに圧倒的に多いが、その場合でも東アジアのなかの日本の視点も備えるとい

う複眼的思考で研究を進めていくこと、あるいは東アジアという国際的視野をもった法曹

として法の担い手となることを法学研究科としては強調している。 

 基礎法部門の大学院生として一橋大学大学院にて比較法制史研究を続けていた葉晶珠

（中国人民大学出身）が、「訴訟法としてのフランス型民法典―近代民法典の本源的形態と

その展開」と題する博士論文を 2012 年 1 月に提出し、博士（法学）の学位を授与された。 

公法部門の大学院生として、一橋大学大学院において研究を進めてきた周蒨（中国上海

財経大学出身）が「国営企業の民営化の法的考察-中英日の比較研究」と題する博士論文を

20112 年 1 月に提出し、博士（法学）の学位を授与された。かつ、同氏は、2012 年 4 月、

これまでの業績の評価に基づき、久留米大学法学部に専任講師（行政法担当）として採用

されている。 

刑事法部門では、韓国と中国から博士課程への留学生が２名在籍している。そのうち１

名は、釜山大学修士課程の出身者であり、本事業が留学のきっかけとなった。もう１名は、

中国語にも堪能である。これらの留学生は本事業遂行のために重要な補助者として働いた。

これは、彼らが比較研究の方法を学ぶ貴重な機会となった。彼らの存在は、日本人の院生

にとっても、比較法と東アジア法への関心をもつきっかけとして重要な効果を持った。 

 民事法部門では、中国から２名、韓国から１名の留学生が在籍しており、共同研究の際

の通訳として活躍している。そのうちの１名は中国人民大学修士課程から一橋大学博士課

程に進学してきた者であり、韓国語と日本語が堪能であることから、東アジア３国の消費

者保護法の比較をテーマに博士論文を執筆している。また、2012 年 3 月に、松本恒雄教授

が釜山大学を訪問して、今後の事業継続について協議した際に、釜山大学法学専門大学院

学生に対して、「消費者契約法の現状と民法改正における消費者」と題する特別講義を、日

韓の比較をまじえて行い、有益な質疑が交わされた。 

中国人民大学法学院では、本拠点事業がきっかけとなって、一橋大学法学研究科学生を

中国側の全面的な費用負担で毎年 1 人半年間招聘することとなり、2012 年度に１人の学生

が法学院を訪問して、講義を受け、交流することとなっている。 

 

７－４ 社会貢献 

 刑事法部門での釜山大学との共同研究の成果は、後藤昭教授が東京高等裁判所に提出し

た控訴審での判断方法を提言するための意見書にも活かされた（後藤昭「裁判員裁判の無

罪判決と検察官控訴」季刊刑事弁護 68 号 15-23 頁、2011 年は、この意見書を引用している。

ただし、本事業を明記してはいない）。それは、2012 年 2 月に日本の最高裁判所が、韓国大

法院の判例と同様に市民参加による無罪判決を尊重する方向での判例を示すうえで、何ら

かの貢献をしたかもしれない。 

 中国人民大学法学院では、本拠点事業がきっかけとなって、アジア太平洋地域の法律を
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研究・教育するためのアジア太平洋法学院を 2011 年 12 月に設置した。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

３大学の本事業の参加者は、５年間の本事業を通じて、東アジアの共通法の基盤形成を

今後論じるためには、①法曹養成制度における日中韓３国の共通性の研究、②中国の律令

と韓国・日本によるその継受の研究、③西洋法と対比した場合の東アジア伝統法の固有の

規律対象やその論理の研究、④植民地法のさらなる研究を推進すべきだという問題意識を

共有すると同時に、⑤今後有益な学問対話を行うために使用する概念を正確に定義しそれ

を共有することが重要性であるとの共通の見解に達している。 

そもそも日中韓３国の社会構造・政治体制・統治構造は異なるので、現段階において一

足飛びに共通法を作ることは困難がともなう。共通法の基盤形成のために、それぞれの国

情に合わせて、市民社会を息長く形成する努力をする必要がある。ただし、①律令的基礎

を共有した上に 19世紀後半以降にヨーロッパ近代法思想やアメリカ法思想を継受した類似

体験、②民法典をはじめとする法典構造の類似性と、法学における議論の作法の類似性、

③法律や法学の語彙や概念の類似性、④法曹教育の方法および法曹資格の国家による付与

という類似性、⑤近年大きな司法制度改革を始めたことの類似性、といった深層・表層の

歴史的・法文化的類似性を共有しているので、たとえば、これらの素材を対話の糸口にし

つつ、遠い未来に共通法を見据えつつ、相互に教師または反面教師となって、教えあい、

学びあう関係を作ることは可能であろう。とりわけ、日中韓の 3 国の言語・文化・法をよ

く理解しあえる人材の育成が重要であり、研究者・学生・実務家の長期的な人的交流を意

識して続けていくべきである。 

本事業で培われた関係を生かした共同研究の今後のあり方として、日中韓３国が共有す

べき理念や価値の内容にもう少し踏み込んで、たとえば「立憲主義（constitutionalism)」

や「よき統治」（good governance)への志向を、欧米の政治・法伝統の特殊な産物ではなく

東アジアの歴史の中にも内在する普遍的な思想・実践としてとらえ、考察すること、言い

換えれば、東アジア伝統法の価値の再発見ということが考えられる。安易な東アジア主義

に陥ることなく、同じく安易な西洋主義に陥ることもなく、正確に彫琢した概念を共通し

つつ、そのような研究を推進していくべきであろう。 

 ５年間の本事業の現段階での結論は、東アジア統一市場ができていない状況において、

上からいきなり共通法をつくることを目指すのではなく、以上に記載したような日中韓３

国においてベーシックな価値の面における共通性が様々な分野で存在することを前提に、

共通の価値の実現やよりよい法律・法制度への改良に向けて、他国の実践と経験を「相互

参照」することにより、「共通法」の形成を目指すべきであるということである。 

 その意味で、今後とも、３国の研究者レベルにおける共同研究や交流事業を一層意識的

に行う必要があるとともに、共通法の担い手となる若手研究者や法曹の養成プロセスにお

いて日本が明治期に継受した欧米法のみでなく、東アジアの中の日本法という複眼的視点

を意識させることに傾注することが重要である。また、ドイツにおけるマックスプランク

国際私法・外国私法研究所のような、東アジア法のデータセンターをネットワークとして
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設立し、実際の紛争処理や立法にあたって東アジアの他国の法律を参照できる仕組みをつ

くことも必要である。 

 本事業を開始した時点では、「東アジア共同体」構想が語られていたが、現時では、ＴＰ

Ｐの議論が急速に進む中で、東アジアの枠に収まらない市場における法律問題に東アジア

各国が直面することになる。このような問題意識から、平成 24 年 8 月に東京において「市

場経済における自由競争と規制」というテーマでアジア政策フォーラムを開催すべく準備

を進めている。 

 また、一橋大学法学研究科としては、5年間の本事業を継承・発展させるために、新たな

拠点事業に応募する方針である。 

 

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    ４５本 

 相手国参加研究者との共著  ０本 

  詳細は別紙リスト参照 

なお、別紙リストには掲げていないが、平成 23 年度に開催された企業法部門の

セミナー（国立）、基礎法部門の 2回の国際共同研究集会（西安、ソウル）、民事

法部門の国際共同研究集会（上海）、国際法部門の国際共同研究集会（国立）の

それぞれにおいて、報告者の予稿を収録した予稿集（Proceedings）が製本して

作成され、参加者に配布されていることを付記しておく。 

 

８．平成２３年度研究交流実績概要 

 

８－１ 共同研究 

【基礎法部門】 

（１）奈良での国際共同研究会 

7 月 23 日から 25 日にかけて、奈良女子大学を会場として借りて、一橋大学法学研究科ア

ジア研究教育拠点事業基礎法部門 2011 年度国際共同研究会（1 回目）を開催した。具体的

には 7 月 23（土）が「比較近代法史研究会」、24 日が「ヴェーバー法理論・比較法文化研

究会」、25 日が奈良の古代宮都跡及び出土木簡を専門家（奈良県立橿原考古学研究所今尾文

昭氏、奈良文化財研究所馬場基氏）の解説を聴きながら見学するというものであった。 

中国からの参加者は趙暁耕（中国人民大学）、李交発（湘潭大学）、王健（西北政法大学）、

呉永明（江西師範大学）、宋四輩（鄭州大学）、陳璽（西北政法大学）の各教授、韓国か

らの参加者は文竣暎（釜山大学校）、呉姃眞（釜山大学校）、金昌禄（慶北大学校）、沈義

基（延世大学校）の各教授。日本からの参加者は、水林彪（元一橋大学、現早稲田大学）、

青木人志（一橋大学）、但見亮（一橋大学）、葉晶珠（一橋大学大学院）、格日楽（元一橋大

学）、岩井淳（一橋大学大学院）、宇野文重（尚絅大学、一橋大学博士）、小路田泰直（奈良

女子大学）、中網栄美子（早稲田大学）、小野博司（神戸大学）、林真貴子（近畿大学）、松

本尚子（上智大学）、三橋陽介（筑波大学大学院）、松井克浩（新潟大学）、折原浩（東京大
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学名誉教授）、大江泰一郎（静岡大学名誉教授）であった。 

司会は水林彪、青木人志、宇野文重の 3 名が担当し、通訳及び中国語報告原稿の日本語

訳は伹見亮、葉晶珠、格日楽が担当した。すべて一橋大学の教員（現・元）と一橋大学大

学院の出身者・在学生である。 

国際共同研究会の報告者と報告題名は以下のとおりであった。 

7 月 23 日 比較近代法史研究会「法曹制度の継受―その歴史と現在」 

  李交発（湘潭大学）「近代中国訴訟制度における日本法継受の問題について」  

王 健（西北政法大学）「近代中国法学教育に見られる日本の影響について」 

林真貴子(近畿大学)「近代日本における法専門職（弁護士）の確立過程」 

金昌禄（慶北大学）「韓国における法曹家養成制度の現在」 

 7 月 24 日 ヴェーバー法理論・比較法文化研究会 

呉姃眞(釜山大学校)「韓国における合理的法治: WeberとHabermasを正しく適用する 

 ために」 

小口彦太（早稲田大学）「マックス＝ウエーバーと中国法―カーディー裁判概念を中 

 心にして」 

小路田泰直（奈良女子大学）「日本的政治文化とヴェーバー的視点―原発事故に触れ 

 ながら―」 

水林彪(早稲田大学)「日本古代宮都案内」 

 23 日の研究会では、日本、中国、韓国 3 国の近現代の法曹養成制度の密接な連関が歴史

的・比較法的に明らかにされ、東アジア共通法をささえる人的共通性の基盤になりうるこ

とが確認された。また、24 日の研究会ではマックス・ウェーバーの示した視点を 3 国の法

や政治にいかに応用できるかが議論された。ウェーバーの概念（例：カーディー裁判）を

使用してアジアの法や政治について分析することの有益性と同時に、価値中立的分析概念

が価値概念と誤解される場面もあるといった方法論的・現実的な諸問題が明らかになった。 

 この研究会は 9月開催の西安（西北政法大学）での国際研究会を組織した趙暁耕、王健、

陳璽の３教授の参加を得て、そのための準備会という意味もあった。水林彪教授による日

本古代宮都についての解説講義も、飛鳥淨御原宮跡、藤原宮跡、平城京跡の見学は、西安

（長安）の宮都の構造や規模との対比を意識して行われた。 

（２）西安での国際共同研究会 

 9 月 22 日～24 日には中国西安（西北政法大学）において、本年度２回目の東アジア教育

研究拠点の国際共同研究会を開催した。 

この企画は中国人民大学と西北政法大学の協力により実現した。日本から参加したのは、

水林彪（元一橋大学、早稲田大学）、青木人志（一橋大学）、但見亮（一橋大学）、小口

彦太（早稲田大学）、岩谷十郎（慶応義塾大学）、葉晶珠（一橋大学大学院）の６名であ

った。中国からは西北政法大学の王健教授はじめ同大学のスタッフのほか、趙暁耕（中国

人民大学）、高仰光（中国人民大学）、賀衛方（北京大学）といた諸教授など、多数の研

究者が参加し、韓国からも文竣暎（釜山大学校）、金昌禄（慶北大学校）、李映録（朝鮮

大学校）、趙志晩（亜州大学校）、任相爀（崇実大学校）、辛知延（釜山大学校大学院）
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が参加した。 

 この国際研究会に寄せられた論文（報告者と報告タイトル、中韓の報告はそのタイトル

の日本語訳）は以下のとおりであり、これらの諸論文の中国語版は『伝統律令与中日韓法

制近代化国際学術検討会論文集』という中国語冊子にまとめられ、研究会当日に配布され

た。 

青木人志（一橋大学）「比較法学と律令」 

趙志晩（亜州大学校）「朝鮮前期の法典編纂と＜大明律＞」 

小口彦太（早稲田大学）「日本における中国法制史研究の足跡―中田薫、仁井田陞、

 滋賀秀三の研究を中心として」 

范忠信（杭州師範学校）「律令関係と律令制法律体系の進化の四段階」 

閻暁君（西北政法大学）「漢代の相続問題について」 

文竣暎（釜山大学校）「大韓帝国の『刑法大全』編纂：伝統法の近代的変容」 

岩谷十郎（慶応義塾大学）「日本近代法形成における「律令」の意義」 

崔永東（中国政法大学）「伝統の喪失：法制現代化プロセスの反省」 

霍存福（吉林大学）他「＜大明律＞を中心に中国古代律令体系を見る」 

趙暁耕（中国人民大学）他「明代の律、令、例」 

劉広安（中国政法大学）「律令体系の３つの問題」 

艾永明（蘇州大学）他「官当の性質と官当の存廃についての法史的解釈」 

この研究会では、律令という、かつて日中韓の 3 国が歴史的に「共有」したことのある伝

統法を素材に、アジア共通法の基盤にかかわる基礎研究を行った。西洋法と対比される固

有の東アジア伝統法の探求という問題意識は、次のソウルでの国際研究会にも引き継がれ

る。 

（３）ソウルでの国際共同研究会 

 2012 年 2 月 21 日、22 日、23 日の 3 日間、ソウルで国際研究会が開催された。この研究

会は韓国法制史学会とソウル大学校の共同開催（大韓民国法務部が後援）であるが、実質

的なオーガナイザーは釜山大学校の文竣暎教授であり、水林彪(元一橋大学)、青木人志（一

橋大学）、趙暁耕（中国人民大学）、林真貴子（近畿大学）、金昌禄（慶北大学校）、趙志晩

（亜州大学校）、任相爀（崇実大学校）、沈羲基（延世大学校）といった、アジア拠点事業

の基礎法部門共同研究会で、頻繁に顔を合わせて議論を続けてきたメンバーが参加したも

ので、人的側面と議論の実質的側面からみると、まさにアジア拠点事業から生まれ、かつ

その延長線上にある共同研究会であると位置づけられる。また、この研究会には相澤美智

子（一橋大学）も参加し議論に加わった。 

 この研究会に寄せられた論文は、以下のとおりである。これらは、『東アジアにおける民

法の受容と展開：民法の歴史的基盤と民法改正の課題』という冊子（日中韓の三つの版が

準備された）にまとめられ当日配布された。 

徐敏（忠南大学名誉教授）「歴史的視角から見た韓国民法の改正」 

趙暁耕（中国人民大学）「伝統的民法概念と現代民法の体系：中国古代民法の価値再 

 論」 
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水林彪（元一橋大学、早稲田大学）「西洋近代民法の諸類型」 

王泰升（台湾大学）「日治前期台湾における民事法制の変革：法院制度と慣習を中心 

 に」 

林真貴子（近畿大学）「日本における近代法システム継受の具体的プロセス」 

文竣暎（釜山大学校）「大韓帝国および日帝時代初期における民事紛争と裁判」 

曾文亮（中央研究院台湾史研究所）「日治前期の台湾総督府法院の民事判決における 

 『旧慣』：「日治法院档案」を中心に」 

沈羲基（延世大学校）「民事慣例類集・台湾私法・朝鮮慣習調査報告書の慣習・慣 習

 法概念に対する批判的検討」 

 この研究会では民法改正という現代的で実務的な課題をきっかけにしつつも、西安の研

究会に引き続き趙暁耕が東アジアの伝統法（伝統的民法概念）の固有の論理を理解しその

価値を見直すべきことを主張し、水林報告がそれと対比される西洋近代民法の諸類型（ド

イツ型、フランス型、イギリス型）の整理を試みるなど、基礎法学的な色彩の濃い議論が

展開された。また、台湾、韓国の研究者を中心に、日本の植民地時代の法のありかた、と

りわけ慣習や慣習法の概念規定やその確定（発見や変造）のプロセスについての議論が行

われ、マックス・ウェーバーの議論の援用も一部の論者によりなされた。 

 以上述べた 3 回の国際共同研究会を経て、日中韓の基礎法部門の研究参加者は、東アジ

アの共通法を今後論じるために、①法曹養成制度における日中韓 3 国の共通性の研究、②

中国の律令と韓国・日本によるその継受の研究、③西洋法と対比した場合の東アジア伝統

法の固有の規律対象やその論理の研究、④植民地法のさらなる研究、を推進すべきだとい

う問題意識を共有した。また、⑤今後有益な学問対話を行うために、使用する概念を正確

に定義し、それを共有することの重要性を理解した。 

【公法部門】 

 平成 20 年度のセミナー及び５年間にわたる日本、中国、韓国の研究者による共同研究の

成果として、高橋滋・只野雅人編著『東アジアにおける公法の過去、現在、そして未来』

が国際書院から 2012 年に出版された。 

【刑事法部門】 

 村岡啓一教授、王雲海教授、青木人志教授、本庄武準教授が、平成 23 年 12 月 9 日から

11 日までの間、中国人民大学法学院を訪問して、中国の刑事訴訟法改正に直接に関わって

いる人民大学の教授と共同研究会を開催して、中国での陪審制の最新状況、特に議論され

ていた「人民聴審法」が廃案になった経緯、刑事訴訟法改正作業の最新進行状況、そして、

日本での裁判員制度の実施状況などをめぐって議論し、最新の情報を把握することができ

た。 

 後藤昭教授と釜山大学閔永盛教授は、裁判員制度と国民参与裁判制度の運用動向、とり

わけ控訴審における事実認定審査の方法について、電子メールを通じて情報交換を続けた。

その結果、最高裁判所平成 24 年 2 月 15 日の重要な判例に至るまでの経過を逐次韓国にも

伝えることができた。 

【民事法部門】 
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 「物権法の比較研究」では、平成 23 年初頭から、おもに日中の物権法の沿革、立法過程、

内容に関する比較法的研究を行った。平成 23 年 3 月に中国人民大学の楊立新教授が一橋大

学で行った研究報告が、楊立新「中国民法典の立法過程及び主要問題」 (一橋法学 10 巻 2 号

507 頁-529 頁) として公表された 。その後、楊論文の翻訳を契機として、物権法に関す

る諸問題について、メールなどで積極的に意見交換を行った。共同研究を進めることによ

って、東アジアにおける物権の機能的な比較が可能になり、国際的な不動産取引の活性化

に資する。また、法典には規定のない「典権」のような中国特有の担保の実態が明らかに

なり、海外からの投資にも有益である。 

 「債権譲渡法制の比較研究」では、大学院における授業において、日本、中国、韓国、

タイの学生の参加を得て、比較研究を行った。その際、現在日本で進行中の債権法改正論

議について調査し、また、ヨーロッパのモデル法であるＤＣＦＲや中国に大きな影響を与

えた台湾の債権譲渡法制をも検討した。その結果、債権譲渡に関する主要な論点（譲渡の

方式、競合する譲渡の優劣、債務者の保護および債権譲受人の保護など）について、諸法

制はいくつかのパターンに分かれることが明らかになった。この中で位置付けてみると、

日本および韓国の制度はかなり似通っているが、中国の制度は、類似点もあるが相違点も

ある。３国すべてに共通する類似点を、アジアの債権譲渡法制の特徴と呼ぶこともできる

が、それを、世界の制度全体の中でどのように位置付けることができるかを考えるには、

さらに検討が必要である。いずれにせよ、ここまでの成果は、何らかの形で公表すること

を考えている、 

 「東アジア不法行為モデル法の研究」では、2011 年 8 月 16 日・17 日に中国人民大学・

復旦大学共催により、第 2 回民法国際フォーラムが「同化と融合：不法行為法の統一」と

いうテーマで上海の復旦大学を会場に開催され、中国、日本、韓国、台湾、香港、マカオ、

アメリカ、イギリス、オーストリア、オーストラリアから多数の参加者があり、合計 24 本

のペーパーが提出された（論文集『同化と融合：不法行為法の統一』として当日配布）。不

法行為法の同化と融合の傾向が、東アジア域内だけではなく、欧米豪との関係でも生じて

きていることが確認された。同フォーラムで、松本恒雄教授は、「不法行為に基づく損害賠

償と不当収益の剥奪」と題するペーパーを提出して、同題の報告を行い、不法行為法の機

能として、被害者の適切な損害賠償を実現することと併せて、加害者の不当に得た収益を

吐き出させることが重要であり、両者をつなぐ法理論を構築することの必要性を指摘した。

このフォーラムに合わせて開催された東アジア不法行為法学会 2011 年会議では、東アジア

地域からの参加者が集まって、東アジア不法行為モデル法の策定に向けた協議を行った。 

【企業法部門】 

 平成 23 年 12 月 3 日・4日のセミナー「東アジア結合企業法制の現代的諸問題」の成功に

向けた共同研究を継続して行い、２大学との間での事前の打ち合わせ及びセミナー終了後

の今後の共同研究に向けた協議が行われた。 

【国際法部門】 

 平成 23 年 12 月 3 日と 4 日の両日，一橋大学において，日本（4 名），中国（5 名）及び

韓国（2 名）の参加者が，ほぼすべて英語による討論を行った。各人が 30 分間の報告を行
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い，これに対し各参加者が質問をするという形をとった。 

 第 1 日目（12 月 3 日）は，中国と韓国の参加者が，第 2日目（12 月 4 日）は，日本の参

加者が報告を行い，2日目の最後に議論の概要を横山がまとめた。議題とすべき共通の論点

は，国際私法（抵触法）の基礎，総論（連結素，反致および公序など）と各論（自然人の

属人法，法人の従属法，債権契約の準拠法，法定債権の準拠法，家族と相続に関する準拠

法）に渡った。 

 

８－２ セミナー 

 平成 23 年 12 月 3 日・4 日の両日、東京において日中韓国際セミナー「東アジア結合企

業法制の現代的諸問題」を開催した。本セミナーは、日本、中国、韓国の企業結合に関す

る会社法、独禁法、証券法令にかかる、制度・判例・学説の現状および動向と、企業結合

法制をめぐる各国の最新の論点を、18 編の論文として研究参加者に事前提出させた上で、

基調報告、共同報告、セッション 1～4 の各部会において報告し討議する形で行われた。 

 セミナーの詳細は次の通りである。研究報告者として 15 名（日本 6 名・中国 5 名・韓国

4 名）、コメンテータとして 5 名が参加した。 

 《第１日目》 

 開会挨拶（村岡啓一教授・一橋大学大学院法学研究科長） 

 基調報告「日本における企業結合法研究の沿革と背景」（報告者：野田博教授・一橋大学） 

 共同報告「日中韓における企業結合関係形成の手法」（共同研究者：布井千博教授・一橋

大学、楊東副教授・人民大学、権鐘浩教授・建国大学、代表報告者：布井千博、コメンテ

ータ：射手矢好雄教授・一橋大学） 

 第 1 セッション「独禁法による企業結合規制をめぐる現状と課題」（報告者：山部俊文教

授・一橋大学、王宗玉教授・人民大学、鄭大根教授・釜山大学、コメンテータ：平川幸彦

教授・明治学院大学） 

 第 2 セッション「企業結合形成過程のルール（公開買付規制・買収防衛策規制）のあり

方と今後の展望」（報告者：仮屋広郷教授・一橋大学、董安生教授・人民大学、金弘植教授・

安東大学、コメンテータ：徳本穰教授・筑波大学） 

 《第２日目》 

 第 3 セッション「企業結合と会社債権者の保護」（報告者：髙橋真弓准教授・一橋大学、

王欣新教授・人民大学、金二洙副教授・釜山大学、コメンテータ：尾関幸美教授・成蹊大

学） 

 第 4 セッション「企業結合における株主権の保障」（報告者：酒井太郎准教授・一橋大学、

劉俊海教授・人民大学、姜大燮教授・釜山大学、コメンテータ：周剣龍教授・獨協大学） 

 最終報告「契約自由と企業結合規制」（報告者：史際春教授・人民大学） 

 閉会挨拶（大芝亮教授・一橋大学副学長） 

 

 本セミナーは、使用言語を日本語として 9 名の学生・大学院生および研究者が各国語の

通訳にあたり、企業関係者、外国弁護士を含む弁護士、大学院生ほか、60 名以上の出席者
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が参加した。事前提出論文を収録した冊子は 323 頁の大冊であり、詳細な提出論文に基づ

く報告および質疑応答は、きわめて活発であった。また、コメンテータの適切な小括によ

り、討議内容は会場参加者に十分伝達することができた。 

 本セミナーでの討議を通じて、次の点が明らかになった。日中韓 3 カ国においては、企

業合同を通じた経済活動の促進と、これに伴う利害関係者の保護という同様の政策課題が

設定され、先進資本主義国間で類似の制度が導入されている事実が巨視的観点から認めら

れる。しかしこの政策課題を実現するための具体的方法は、微視的に観察すれば、制定法、

上場基準等のソフトロー、企業慣行、司法機関および規制当局の法運用のいずれに重点を

置くかに応じて相当程度ばらつきのあるものとなっている。本セミナーは、各国研究者の

最新の研究を通じて、結合企業にかかる諸制度が大局的には収斂しつつも、各国の社会的

または沿革的事情により運用・執行の局面でかなり差異があることを解明した点で、大き

な意義を有するものと考える。これは、本事業の目的である東アジア共通法の基盤形成の

過程で得た、学術的な知見でもある。 

 また、本セミナーでは、実務家や研究者を交えた討議により、本研究の持つ意義が客観

的に明らかにされたのみならず、新規に採用し、または既存の研究を深化すべき諸論点（他

国において採用されている制度の自国における評価・関心、各国制度間の異同とその原因

など）についても豊富な示唆を得た。これは、引き続き日中韓 3 カ国の研究者が共同研究

を行っていく上での貴重な糧となるものである。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 今年度は実施していない。
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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>

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  14/70 8/24   22/94 

実績 12/51 2/10   14/61 

中国 

<人／人日> 

実施計画 26/174     26/174 

実績 19/92    19/92 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 25/170     25/170 

実績 12/78    12/78 

 

<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 51/344 14/70 8/24   73/438 

実績 31/170 12/51 2/10   45/231 

 

※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 

   51／163  <人／人日>   17／49（8/16）<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２２年度 研究終了年度 平成２３年度 

研究課題名 （和文）物権法の比較研究 

（英文）Comparative Study on the law of Property 

日本側代表者 

氏名・所属・

職 

（和文）小野秀誠・一橋大学大学院法学研究科・教授 

（英文）ONO Shusei, Professor of Law, Hitotsubashi University 

相手国側代表

者 

氏名・所属・

職 

Park Kyung‐jae 

Pusan National University, School of Law, Professor 

楊立新 

中国人民大学・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 韓国 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  2/6 2/6 4/12 

実績  1/5 1/5 

中国 

<人／人日> 

実施計画 3/36   3/36 

実績   0/0 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 3/36   3/36 

実績 1/4  1/4 

合計 

<人／人日> 

実施計画 6/72 2/6 2/6 10/84 

実績 1/4 0/0 1/5 2/9 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２３年度の研

究交流活動 

平成 22 年の日韓の比較に続き、平成 23 年初頭から、おもに日中の物権法

の沿革、立法過程、内容に関する比較法的研究を行った。とくに、平成 23

年 3 月には、中国人民大学の楊立新教授が一橋大学に滞在して共同研究に

参加し、3 月 15 日には、2007 年に発効した中国物権法の制定後の動向を

含む民法典編纂へ議論状況についての共同研究会を 3 月 15 日に大学院生

を交えて行った。この研究会には、日本側のスタッフ 4 人、院生 10 数名

が参加し、多方面にわたる問題が討議された (テーマ「中国民法典の立法

過程及び主要問題」) 。そして、この研究会と論文の翻訳を契機として、

物権法に関する諸問題について、メールなどで積極的に意見交換を行うこ

とができた。 

平成 24 年 3 月に松本教授が釜山大学を訪問し、平成 22 年度に一橋大学で

共同研究を行った釜山大学の朴敬在教授を含む釜山大学民法研究者から韓
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国における民 法改正の動向について情報収集するともに、今後の共同研究

の進め方について意見交換をした。 

研究交流活動

成果 

共同研究を進めることによって、東アジアにおける物権の機能的な比較が

可能になり、国際的な不動産取引の活性化に資する。また、法典には規定

のない「典権」のような中国特有の担保の実態が明らかになり、投資にも

有益である。なお、研究会における楊立新教授の報告は、論文「中国民法

典の立法過程及び主要問題」 (一橋法学 10 巻 2 号 507 頁-529 頁) として

公表された（別紙論文リスト参照) 。 

日本側参加者数  

4 名 （１３－１日本側参加研究者リストを参照） 

中国側参加者数 

12 名 （１３－２中国側参加研究者リストを参照） 

韓国側参加者数 

4 名 （１３－３韓国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－2 研究開始年度 平成２２年度 研究終了年度 平成２３年度 

研究課題名 （和文）債権譲渡法制の比較研究 

（英文）Comparative Study of Assignment of Claims 

 

日本側代表者 

氏名・所属・

職 

（和文）滝沢昌彦 一橋大学大学院法学研究科・教授 

（英文）Masahiko Takizawa Hitotsubashi University Professor of Law

相手国側代表

者 

氏名・所属・

職 

Yaan Seak-Chan, Pusan National University, Associate Professor of Law

 

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   2/6 2/6 

実績   0/0 

中国 

<人／人日> 

実施計画     

実績   0/0 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 3/9   3/9 

実績   0/0 

合計 

<人／人日> 

実施計画 3/9  2/6 5/15 

実績 0/0 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 

大学院における授業において、中国、韓国、タイからの留学生および日本

人学生の参加を得て、債権譲渡法制の比較研究を行った。先ずは２００７

年度の成果を基に日本、韓国および中国の債権譲渡法制の基本的な性格を

議論した後、現在日本で進行中の法改正論議について調査し、また、比較

の為に、ヨーロッパのモデル法であるＤＣＦＲや、中国に大きな影響を与

えた台湾の債権譲渡法制をも検討した。さらに、日本・韓国に大きな影響

を与えたドイツ法の背景を探るべく文献の講読をもした。 

研究交流活動

成果 

日本、韓国、中国の債権譲渡法制のみならず、ヨーロッパや台湾の法律な

ども広く検討した結果、債権譲渡に関する主要な論点（譲渡の方式、競合

する譲渡の優劣、債務者の保護および債権譲受人の保護など）について、

諸法制はいくつかのパターンに分かれることが明らかになった。この中で

位置付けてみると、日本および韓国の制度はかなり似通っているが、中国

の制度は、類似点もあるが相違点もある。３国すべてに共通する類似点を、
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アジアの債権譲渡法制の特徴と呼ぶこともできるが、それを、世界の制度

全体の中でどのように位置付けることができるかを考えるには、さらに検

討が必要である。いずれにせよ、ここまでの成果は、何らかの形で公表す

ることを考えている。 

日本側参加者数  

7 名 （１３－１日本側参加研究者リストを参照） 

中国側参加者数 

8 名 （１３－２中国側参加研究者リストを参照） 

韓国側参加者数 

3 名 （１３－３韓国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２２年度 研究終了年度 平成２３年度 

研究課題名 （和文）東アジアにおける刑事裁判への市民参加、特に汚職事件への市民

参加の追跡的研究 

（英文）a Study on Citizen’ Participation in Criminal Procedure, 

especially the Procedure of Bribery Cases. 

日本側代表者 

氏名・所属・

職 

（和文）後藤昭・一橋大学大学院法学研究科・教授 

王雲海・一橋大学大学院法学研究科・教授 

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

  Wang Yunhai, Professor of Law, Hitotsubashi University 

相手国側代表

者 

氏名・所属・

職 

劉明祥 中国人民大学法学院副院長・教授 

陳衛東 中国人民大学法学院刑事司法センター主任・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 韓国 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  3/9  3/9 

実績 3/9  3/9 

中国 

<人／人日> 

実施計画 1/30   1/30 

実績 1/14  1/14 

韓国 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 1/30 3/9  4/39 

実績 1/14 3/9 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 

刑事法部門は、刑法、刑事訴訟法の改正作業に直接に関わっている中国人

民大学法学院の研究者との間で、随時法改正や研究状況の情報交換を行っ

ている。特に、平成２３年１２月１１日に、中国人民大学で共同の研究会

を開いて、中国での陪審制についての最新の動き、当初予定されていた「人

民聴審法」が廃案になった背景、近く予定されている刑事訴訟法の改正内

容、そして、日本での裁判員制度の実施状況、評価などについて深い議論

することができた。 

研究交流活動

成果 

上記の研究交流を通じて、刑事法をめぐっての互いの法運用や法改正動向

の最新情報を交換し、それぞれの研究を深めることができたのみならず、

特に中国で大きな問題となっている人民陪審制の改革や刑事訴訟法の改正

に大いに寄与することができた。さらに、それらに関する情報を最も早く
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日本の刑事法学界に伝えることもできた。これらは、学問的成果のみなら

ず、法改正に寄与する実際的成果も大きい。 

日本側参加者数  

6 名 （１３－１日本側参加研究者リストを参照） 

中国側参加者数 

24 名 （１３－２中国側参加研究者リストを参照） 

韓国側参加者数 

0 名 （１３－３韓国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２２年度 研究終了年度 平成２３年度 

研究課題名 （和文）裁判員と国民参与裁判の比較研究 

（英文）Comparative study of saiban-in and Korean jury system 

日本側代表者 

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  School of Law, Hitotsubashi University 

相手国側代表

者 

氏名・所属・

職 

 閔永盛  釜山大学校法学専門大学院  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 韓国 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画   2/6 2/6 

実績   0/0 

中国 

<人／人日> 

実施計画     

実績   0/0 

韓国 

<人／人日> 

実施計画     

実績   0/0 

合計 

<人／人日> 

実施計画   2/6 2/6 

実績 0/0 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 

 電子メールを通じて、日本の裁判員制度と韓国の国民参与裁判制度の運用

状況について、情報交換を継続した。とくに、控訴審における事実認定審

査の方法について、両国の動向を追跡した。 

研究交流活動

成果 

平成２４年２月１５日の重要な最高裁判決に至るまでの動向について、情

報を共有することができた。 

日本側参加者数  

6 名 （１３－１日本側参加研究者リストを参照） 

中国側参加者数 

6 名 （１３－２中国側参加研究者リストを参照） 

韓国側参加者数 

1 名 （１３－３韓国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２２年度 研究終了年度 平成２３年度 

研究課題名 （和文） 結合企業法制に関する比較法研究 

（英文） The Comparative Studies in Laws on Corporate Consolidation 

in Japan, China and Korea. 

  

日本側代表者 

氏名・所属・

職 

（和文） 酒井太郎・一橋大学大学院法学研究科・准教授 

（英文）Taro SAKAI, Graduate School of Law, Hitotsubashi University, 

Associate Professor 

相手国側代表

者 

氏名・所属・

職 

YANG Dong, Remnin University, Associate Professor 

KANG Dae-Seob, Pusan National University, 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  2/8 2/6 4/14 

実績 1/4  1/4 

中国 

<人／人日> 

実施計画     

実績 1/4  1/4 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 1/30   1/30 

実績 1/30  1/30 

合計 

<人／人日> 

実施計画 1/30 2/8 2/6 5/44 

実績 2/34 1/4  3/38 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２３年度の研

究交流活動 

 ①平成 23 年 11 月 11 日、中国人民大学において、同年 12 月開催予定の

国際セミナーに関する最終協議および今後の事業計画に関する打合せを行

った。参加者は、布井千博（一橋大学）、酒井太郎（一橋大学）、周剣龍（獨

協大学）、楊東 YANG Dong、王宗玉 WANG Zongyu、董安生 DONG Ansheng、史

際春 SHI Jichun ほか（以上、人民大学）であった。 

 ②平成 23 年 7 月 14 日から 8 月 12 日までの間、釜山大学の桂承均 KYE, 

Seung-Kyoon 副教授が一橋大学に客員研究員として滞在し、知的財産法に

関する自身の研究計画に従事するとともに、酒井太郎准教授ほか一橋大学

の諸研究者との間で活発な学術交流を行った。 

 ③平成23年12月開催予定のセミナーにおいてその内容を報告するため、

9 月末を期日として結合企業法制に関する研究論文をセミナー報告者（15

名）がそれぞれ執筆し、一橋大学側交流担当者（酒井）に提出した。論文
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のテーマ、問題の所在、研究対象は、いずれも過去の研究交流を通じて合

意された事項に基づくものである。提出論文はセミナー当日の配布冊子に

日本語訳文とともに収録された。 

研究交流活動

成果 

 結合企業法制に関する比較法研究の成果は、提出された研究論文とこれ

を踏まえて行われた国際セミナー（8-2 参照）に結実した。 

 日中韓 3 カ国においては、企業合同を通じた経済活動の促進と、これに

伴う利害関係者の保護という同様の政策課題が設定され、先進資本主義国

間で類似の制度が導入されている事実が巨視的観点から認められる。しか

しこの政策課題を実現するための具体的方法は、微視的に観察すれば、制

定法、上場基準等のソフトロー、企業慣行、司法機関および規制当局の法

運用のいずれに重点を置くかに応じて相当程度ばらつきのあるものとなっ

ている。本セミナーは、各国研究者の最新の研究を通じて、結合企業にか

かる諸制度が大局的には収斂しつつも、各国の社会的または沿革的事情に

より運用・執行の局面でかなり差異があることを解明した点で、大きな意

義を有するものと考える。これは、本事業の目的である東アジア共通法の

基盤形成の過程で得た、学術的な知見でもある。 

日本側参加者数  

10 名 （１３－１日本側参加研究者リストを参照） 

中国側参加者数 

12 名 （１３－２中国側参加研究者リストを参照） 

韓国側参加者数 

5 名 （１３－３韓国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２０年度 研究終了年度 平成２３年度 

研究課題名 （和文）比較近代法史研究 

（英文）Comparative study on modern legal history 

日本側代表者 

氏名・所属・

職 

（和文）青木人志・一橋大学大学院法学研究科・教授 

（英文）AOKI Hitoshi・Hitotsubashi University・Professor 

相手国側代表

者 

氏名・所属・

職 

文竣暎（Moon,Joon-Young） 

Pusan National University School of Law, Assistant 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  5/35  5/35 

実績 6/30 1/5 7/35 

中国 

<人／人日> 

実施計画 6/50   6/50 

実績 3/15  3/15 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 6/50   6/50 

実績 3/15  3/15 

合計 

<人／人日> 

実施計画 12/100 5/35  17/135 

実績 6/30 6/30 1/5 13/65 

② 国内での交流       6 人／17 人日 

２３年度の研

究交流活動 

2011 年 7 月 23 日に奈良女子大学において国際共同研究会を開催した。 

研究交流活動

成果 

日中韓 3 国の近・現代における法曹養成について、その異同、相互の歴史

的影響関係が明らかになった。法曹養成制度が将来、東アジア共通法をさ

さえる人的資源の基盤を作ることが確認された。 

日本側参加者数  

27 名 （１３－１日本側参加研究者リストを参照） 

中国側参加者数 

22 名 （１３－２中国側参加研究者リストを参照） 

韓国側参加者数 

7 名 （１３－３韓国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２２年度 研究終了年度 平成２３年度 

研究課題名 （和文）ヴェーバー法理論・比較法文化研究 

（英文）Study on Max Weber's legal theories and comparative legal culture

  

日本側代表者 

氏名・所属・

職 

（和文）青木人志・一橋大学大学院法学研究科・教授 

（英文）AOKI Hitoshi・Hitotsubashi University・Professor 

相手国側代表

者 

氏名・所属・

職 

文竣暎（Moon,Joon-Young） 

Pusan National University School of Law, Assistant 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     

実績   0/0 

中国 

<人／人日> 

実施計画 5/20   5/20 

実績 3/15  3/15 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 5/20   5/20 

実績 1/5  1/5 

合計 

<人／人日> 

実施計画 10/40   10/40 

実績 4/20 0/0 0/0 4/20 

② 国内での交流       8 人／21 人日 

２３年度の研

究交流活動 

2011 年 7 月 24 日に奈良女子大学において国際共同研究会を開催した。 

研究交流活動

成果 

ヴェーバーの概念（例：カーディー裁判）を使用してアジアの法や政治に

ついて分析することの有益性と同時に、価値中立的分析概念が価値概念と

誤解される場面もあるといった方法論的な諸課題が明らかになった。 

日本側参加者数  

20 名 （１３－１日本側参加研究者リストを参照） 

中国側参加者数 

8 名 （１３－２中国側参加研究者リストを参照） 

韓国側参加者数 

4 名 （１３－３韓国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－8 研究開始年度 平成２３年度 研究終了年度 平成２３年度 

研究課題名 （和文）東アジアにおける国際私法の展開 

（英文）Development of Private International Law in East Asia 

日本側代表者 

氏名・所属・

職 

（和文）横山 潤・一橋大学大学院法学研究科・教授 

（英文）Jun Yokoyama, Graduate School of Hitotsubashi University, 

Professor 

相手国側代表

者 

氏名・所属・

職 

Associate Professor Du Huanfang，Renmin University of China 

Professor Taewoo Sohn，Pusan National University 

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     

実績   0/0 

中国 

<人／人日> 

実施計画 6/18   6/18 

実績 5/20  5/20 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 3/9   3/9 

実績 2/8  2/8 

合計 

<人／人日> 

実施計画 9/27   9/27 

実績 7/28 0/0 0/0 7/28 

② 国内での交流       2 人／8人日 

２３年度の研

究交流活動 

 中華人民共和国の最初の国際私法法典である「渉外民事関係法律適用法」

が平成 23 年 4 月 1 日から施行された。また，韓国の国際私法も他の国の

研究者によりこれまで十分に研究されてきたわけでもない。このことを前

提として，共同研究は次の 3 点を目的として行われた。 

 ①東アジア 3 国の国際私法に関して正確に知識を相互共有すること， 

 ②3 国の国際私法の相違点と類似点を認識すること， 

 ③3 国の間における国際連携のために克服されるべき問題点を析出する

こと，である。 

 討論はほぼ 100%英語により行われた。 

  

研究交流活動

成果 

1．上記①の目的について 

参加者が事前に提出していた National Report は，いずれも，周到な準

備の上で作成されたものであったため，上記①の目的つまり 3 国の国際私

法に関する情報は比類のないレベルで共有されたといえよう。とくに，中
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国側には同国の国際私法起草に貢献した参加者 2 名，韓国側には同国の裁

判実務に影響力のある参加者 1 名がいたことが特筆されなければならな

い。 

2．上記②の目的について 

 ②との関連では，次のように略述することができる。 

 第 1 に，韓国と日本の国際私法は非常に似通っており，とくに、契約の

分野においてはともに輸出立国であることを背景としてヨーロッパの国際

私法つまりヨーロッパの各裁判所の処理を意識せざるをえないため，大き

な類似性を示している。また，家族および相続の分野においても，基本的

に戸籍制度を韓国と日本は前提としているために，たとえば国際結婚に適

用される法（準拠法）の決定については人の国籍が重要な意味をもってい

る。他方で，中国については次のことがいえる。中国もまたヨーロッパを

主たる輸出先とする輸出立国であるために，契約に関する処理は日韓と類

似している。しかし，家族や相続については基本的に異なる。中国の国際

私法は，中国に居住する者については国籍を問わず中国法を適用し，外国

に居住する者については中国人であってもその居住地たる外国の法律を適

用するという態度をとる。中国国際私法にとっては，国籍はあまり重要な

地位をしめている訳ではなく，住所が第 1 次的な準拠法の決定基準となっ

ている。 

第 2 に，アメリカ法の影響である。韓国も日本も基本的にヨーロッパの

国際私法とくにドイツの影響を受けている。アメリカ法とくに国際私法に

関する第 2 次 restatement は韓国そして日本にも一定の影響を与えてい

る。とはいえ，それはあくまでもヨーロッパ経由のものである。他方で，

規定はともかくとして，中国はヨーロッパの学説にはとくに影響を受けて

いない。 

3．上記③の目的について 

また，上記③については，日本と中国との間では，裁判所の判決の相互

承認が行われておらず，この不都合をいかに克服すべきかが問題点として

取り上げられた。 

 

日本側参加者数  

4 名 （１３－１日本側参加研究者リストを参照） 

中国側参加者数 

9 名 （１３－２中国側参加研究者リストを参照） 

韓国側参加者数 

3 名 （１３－３韓国側参加研究者リストを参照） 

 



 30

 

整理番号 R－9 研究開始年度 平成２３年度 研究終了年度 平成２３年度 

研究課題名 （和文）東アジア不法行為モデル法の研究 

（英文）Study on East Asian Model Law of Tort 

日本側代表者 

氏名・所属・

職 

（和文）松本恒雄・一橋大学大学院法学研究科・教授 

（英文）Tsuneo Matsumoto, Graduate School of Law, Hitotsubashi 

University, Professor 

相手国側代表

者 

氏名・所属・

職 

Yang Lixin, Renmin University of China, Law School, 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  2/12  2/12 

実績 2/8  2/8 

中国 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

韓国 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画  2/12  2/12 

実績 0/0 2/8 0/0 2/8 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２３年度の研

究交流活動 

2011 年 8 月 16 日・17 日に上海で、中国人民大学・復旦大学主催による第

2 回民法国際フォーラムが「同化と融合：不法行為法の統一」というテー

マで開催され、中国、日本、韓国、台湾、香港、マカオ、アメリカ、イギ

リス、オーストリア、オーストラリアからの参加者があった。松本は、「不

法行為に基づく損害賠償と不当収益の剥奪」と題する報告を行った。 

研究交流活動

成果 

不法行為法の同化と融合の傾向が、東アジア域内だけではなく、欧米豪と

の関係でも生じてきていることが確認された。上記フォーラムに合わせて、

東アジア不法行為モデル法の策定に向けた作業方針が協議された。 

日本側参加者数  

2 名 （１３－１日本側参加研究者リストを参照） 

中国側参加者数 

2 名 （１３－２中国側参加研究者リストを参照） 

韓国側参加者数 

0 名 （１３－３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）日本学術振興会 アジア研究教育拠点事業 東アジア結合

企業法制の現代的諸問題 

（英文）JSPS Asian CORE Program Contemporary Issues on 

Corporate Consolidation Law in Eastern Asia 

開催時期 平成 23 年 12 月 3 日 ～ 平成 23 年 12 月 4 日（2 日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）東京、国立、一橋大学 

（英文）Hitotsubashi University, Kunitachi, Tokyo 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）酒井太郎 一橋大学大学院法学研究科 准教授 

（英文）Taro Sakai, Associate Professor, 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. 1/3

B. 

C. 

8/16

中国 

 

<人／人日> 

A. 6/24

B. 1/4

C. 

韓国 

 

<人／人日> 

A. 4/16

B. 1/4

C. 

 

合計 

<人／人日> 

A. 11/43

B. 2/8

C. 8/16

 

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 企業結合法制に関する日中韓 3 カ国の法制、理論そして実務を、①

各国特有の政治的・経済的・法的制度条件が具体的制度の形成とそ

の内容に及ぼす影響、②債権者保護および株主権保護の政策的意義

付けと制度上の実現アプローチ、③競争促進政策と企業競争力強化

という相対立する視点から見たときの結合企業法制の評価という

論点設定の下、比較考察する。そして、英米法と大陸法の双方に起

源を有する企業結合法制が東アジア 3 カ国において継受された後、

どのように独自のまたは類似の制度展開を果たしていったかを究

明する。 

セミナーの成果  本セミナーは、日本、中国、韓国の企業結合に関する会社法、独

禁法、証券法令にかかる、制度・判例・学説の現状および動向と、

企業結合法制をめぐる各国の最新の論点を、18 編の論文として研

究参加者に事前提出させた上で、基調報告、共同報告、セッション

1～4 の各部会において報告し討議する形で行われた。 

 セミナーの詳細は次の通りである。研究報告者として 15 名（日

6・中 5・韓 4）、コメンテータとして 5 名が参加した。また、本セ

ミナーでは、使用言語を日本語として 9 名の学生・大学院生および

研究者が各国語の通訳にあたった。これに対して、企業関係者、外

国弁護士を含む弁護士、大学院生ほか、60 名以上の出席者が参加

した。事前提出論文を収録した冊子は 323 頁の大冊であり、詳細な

提出論文に基づく報告および質疑応答は、きわめて活発であった。

また、コメンテータの適切な小括により、討議内容は会場参加者に

十分伝達することができた。 

 本セミナーでの討議を通じて、次の点が明らかになった。日中韓

3 カ国においては、企業合同を通じた経済活動の促進と、これに伴

う利害関係者の保護という同様の政策課題が設定され、先進資本主

義国間で類似の制度が導入されている事実が巨視的観点から認め

られる。しかしこの政策課題を実現するための具体的方法は、微視

的に観察すれば、制定法、上場基準等のソフトロー、企業慣行、司

法機関および規制当局の法運用のいずれに重点を置くかに応じて

相当程度ばらつきのあるものとなっている。本セミナーは、各国研

究者の最新の研究を通じて、結合企業にかかる諸制度が大局的には

収斂しつつも、各国の社会的または沿革的事情により運用・執行の

局面でかなり差異があることを解明した点で、大きな意義を有する

ものと考える。これは、本事業の目的である東アジア共通法の基盤

形成の過程で得た、学術的な知見でもある。 
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セミナーの運営組織 酒井太郎が企画と実行の全体をまとめる。 

山部俊文、仮屋広郷、髙橋真弓、酒井太郎の 4 名が各論セッション

の報告および進行を担当する。 

セミナーの内容に関する具体的事項は、上記 4 名のほか野田博、布

井千博の2名を加えた一橋大学企業法部門研究者6名の協議の下に

決定・実行する。また、中国法制に関するアドバイザーとして但見

亮も企画に適宜参加する。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 

 

内容 国内招聘者の旅費及び相手国側からの招聘者の滞在費 

謝金等                        

金額 1,617,000 円 

中国側 内容 中国側参加者の渡航費等              

金額 500,000 円 

韓国側 内容 韓国側参加者の渡航費等              

金額 300,000 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） 

 

今年度は実施していない。 
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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 4,176,980  

外国旅費 1,019,160  

謝金 2,038,070  

備品・消耗品購入費 252,290  

その他経費 73,500  

外国旅費・謝金等に
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  

 

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 0 0/0 

第２四半期 3,007,290 33/156 

第３四半期 2,736,120 26/100 

第４四半期 1,816,590 3/24 

計 7,560,000 62/280 

 

１３．平成２３年度相手国マッチングファンド使用額 

相手国名 
平成２３年度使用額 

（日本円換算額） [単位：現地通貨] 

中国 約 750 万円 
[  人民元  ] 

56 万 8000 元  

韓国 約 100 万円 
[ ウォン ] 

1350 万ウォン 

※ 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。 


