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 総合的評価（書面評価）  

 

評  価 

Ａ 想定以上の成果をあげており、当初の目標は達成された。 

Ｂ 想定どおりの成果をあげており、当初の目標は達成された。 

Ｃ ある程度成果があがり、当初の目標も達成された。 

Ｄ 成果が十分にあるとは言えず、当初の目標はほとんど達成されなかった。 

コメント 

 

近代法の形成は、先進国の法制度と法学の継受という形で、いわば上から下への法の移

植に、それぞれ独自の歴史と社会基盤、国家体制における「コンテクストの変換」

（Kontextwechsel）を加えた形で行われた。本事業は、現代の東アジアの法の継受につい

て、壮大なテーマを掲げ、日中韓のみならず、ヨーロッパおよびアメリカとの比較も研究

対象に含む広範な視座から問題を捉え、やがては、「将来における共通法の基盤形成の理

論的可能性」を検討するという壮大な構想を掲げている。本事業は、その可能性を探り、

東アジア法圏において、法の継受を超えて新たな現代の法創造の基盤を形成するための萌

芽となるものと評価することができる。 

また、その構想は野心的かつ魅力的であり、実現に向けて挑戦するに値するものと考え

られる。しかも、機関が一体となって取り組む体勢が整っており、このロースクール時代

において、きちんと成果を出すまでに至ったことは高く評価すべきである。 

もっとも、機関が一体として取り組む必要があることから、テーマ設定は、どうしても

総花的にならざるを得ない。だから、全体としての整合性に欠けている点や、研究結果か

ら得られる知見や見通しには不十分と感じられる点がある。評価の判定資料として今回送

付されてきた大部の交流実績書類の中身は単に氏名と日程の羅列であり、一方それとは対

照的に肝心の報告書は数ページであった。特に本事業の報告書の内容は大変貧弱であり、

繰り返しも多い。これが本件の評価を下げた原因の一つでもある。 

以下、不成功の原因をもう少し分析し、改善の提案をして評価委員の責めをふさぎたい。

第一に、事業の最初の 2 年間は、交流相手校を含めて、また海外からも研究者を招聘して

（一橋大学はＥＵ研究で 21 世紀ＣＯＥを獲得していた）、「東アジア共通法」についての

徹底的討論を行うべきであったと思われる。評者はヨーロッパにて類似のテーマに関する

種々のプロジェクトについて評判を聞く機会があったが、「共通法」の少なくとも現代的

意義については、懐疑的、批判的な意見も多かったと記憶している。また、市場という観

点からは、今日、グローバル化の視点から、共通法の発達は必然的とも思われるが、そこ

には、異なった国家、社会、文化の中でそれらがどのように変容するかという「変数」の

問題が必然的に伴う。共通法の具体的内容や国家体制による各国の法制度の相違の分析等

の困難な課題に対しては、今後の課題とせざるを得ない。例えば、刑事司法参加にしても、

日本・韓国は比較法のための共通基盤がすでに確立されているといってよいが、中国にお

いては、もともと職業裁判官の法律的専門的知識が重視されていたのではなく、党所属が

重要だったことがうかがわれる上、「社会主義法」という論点が欠如しており、評者には

これが「東アジア共通法」の困難さを強く印象付けた。実体刑法における「社会的危険性」

の概念も、「行為」主義からの逸脱の手段であったといってもよいのであり、各法概念の

分析の上に「共通法」の基盤形成が可能となるようにも思われる。 



 第二に、第一の作業の結果、もし、「東アジア共通法」の総体的な同定が困難であると

いう結論に至ったのであれば、後半 3 年間は特定分野に絞った研究と交流が可能であった

と思われる。報告書では、基礎法、公法、刑事法、民事法という通常の法分野（講座）毎

に毎年の担当が機械的に割り当てられている。 

第三に、「東アジア共通法」の総論的枠組を本事業でなしていると思われる「西洋法の

継受と創造」という視点について、一言する。この概念は一見説得力ある枠組である。し

かし、再考を促したい。「継受」は、受容側の自立的判断を前提とする概念である。近代

日本法が西洋法を「継受」したと主張する根拠には、日本が植民地ではなかったという事

実がある。ではこれを中国や韓国にはどのように当てはめるのであろうか。これは政治的

問題とも絡んで非常に微妙な問題であり、共同研究を困難にする。しかし、「東アジア共

通法」に継受の側面からアプローチする場合、避けて通れない問題である。そして「伝統

法（律令）」の視点も同様の問題が潜んでいることを忘れてはならない。 

とはいうものの、拠点事業はあくまでも日本の研究教育拠点を作ることに主眼があるの

だから、研究活動の中身に若干の問題があるとしても、全体的には何ら問題がない、とい

うべきであろう。また、本事業の遂行中に、研究者・学生間で種々の交流が生じたことは

想像に難くない。大型プロジェクトの最大の成果は、常に、そのプロジェクトが無ければ

出会うことがなかった人々との出会いである。次のプロジェクト遂行のための最高の資産

である。 

なお、共通法の探究については、近時、よりプラグマティックな方法が提唱・実践され

ている（例、PACL）。そうした新たな流れと本拠点研究との関係は不明だが、本拠点研究

によって得られた知見を元に、方法論的に新たな構想の下、さらに挑戦を続けることが望

まれる。要するに、本事業は、各法分野におけるそのような法の継受や創造における学問

的分析が、たんに比較法学の特殊分野としてだけではなく、東アジア法圏における「法」

の共通性の問題に注目させ、それによって、わが国や中国・韓国における今後の法学の発

達に一石を投じる事業になりうるものであり、一応の成果を上げ、当初の目標は 

達成されたということができる。 

 

 



１．これまでの交流を通じて得られた成果  

 

観  点 

・研究交流活動を通じて「学術的側面」「若手研究者の養成」「研究教育拠 

点の構築」の観点から成果があったか。 

・研究交流活動の成果として優れた研究業績が発表されたか。 

・本事業により得られた成果の社会への還元があったか。 

・当初予期していなかった活動成果があったか。 

 

評  価 

□ 想定以上の成果があった。  

□ 概ね成果があった。  

■ ある程度成果があった。 

□ 成果があったとは言えない。 

コメント 

 

これまで我国の法学は、いわば「法学先進国」として専ら独、仏、英米を研究対象と

し、また教育は専ら日本人学生を対象に日本語で行われてきた。確かに、経済学とは異

なり、法学は基本的にはドメスティックな学問たらざるを得ない。しかし、1990 年代以

降、「グローバル化」の中で我国の法学研究・教育の在り方は根本的な反省を迫られた

にも拘らず、改革は遅々として進んでいない。そのような状況の中で、本拠点事業は日・

中・韓の３国、即ち「東アジア」の「共通法」に目を向け、かつ「相互参照」による法

学研究および教育の転換を目指したパイオニア的研究として、注目すべき事業である。

 しかしながら、学術、若手研究者育成、研究教育拠点構築いずれにおいても、成果が

あったとは言えない。 

 確かに、学術的側面の成果は、とくにシンポジウムのみならず、単行本の形でのその

公刊および本事業参加者の個別の業績に示されている。もちろん、報告書からだけでは、

どれだけの成果があがったのかは、にわかに判断し難い。けれども、定期的にセミナー

が開催され、その間に発表された論文が７５本であること、単行本としても現在までに、

すでに３冊刊行しており、そのシンポジウムの成果を目にすることができる。韓国語・

中国語でも関係論文がかの地の雑誌に掲載され、協力国においても学術的成果を目にす

ることができる。今後国際私法に関しては英語で刊行予定であるなど、総体的に学界に

寄与するところが大きく、今後の優れた研究成果の公表は大いに期待できる。 

ただし、論文の中には、研究テーマとの関連性が疑われるものもないではなかった。 

中間評価の指摘以降、共同研究も活発に行われているが、その本格的成果はいまだ十

分とはいえないように思われる。発表された論文等には、簡単な報告書のようなものも

多く含まれているからである。 

なお、成果があったとは言えない最大の原因は、「東アジア共通法」なるものが仮に

可能であるとして、その仮説の根拠およびその分析・実証方法について、十分な議論が

なされず、その結果、「共通法」に対する「共通理解」を欠如したまま、5 年間事業が行

われたことにあるのではないだろうか。個々の法分野で扱われたテーマも、「結合企業

法制」からマックス・ウェーバーまでバラバラという印象を拭えない。「司法参加」は

扱われるが、「人権」などの問題は意図的に避けている。 



欧米の「共通法」すなわち、ローマ法またはコモン・ローに相当する「共通法」とは

東アジアでは言うまでもなく「律令」（伝統法）である。本事業では、伝統法ではなく、

西洋法の「継受」に共通法を求めたようであるが、一方で「継受」を経験したのは世界

において東アジアに限られず（そもそも、中国、韓国は「継受」したと言えるのか？疑

問である）、仮にもしこの 3 国に絞るのであれば、継受の共通性の（ほかの継受国との）

特殊性は、伝統法（律令）あるいは法外的な要素（儒教など宗教）にもとめざるをえな

い。しかし、そのような根本問題は、現在の学会でも結論が出ておらず、比較法の概説

書では、むしろこの 3 国をグループとして扱うことを断念しているものもある。本事業

は、この困難な問題を回避したため、結果的には、まとまりのない個別研究に終始して

しまった。 

若手研究者の養成に関しては、日本人の若手の養成にとって、どれだけ本事業が役に

立ったかは不明である。そもそも、近時の日本においては、研究者志望の若手が激減し

ており、本事業がその傾向に歯止めをかけたとまでは言えないように見える。しかも、

若手研究者は普通、欧米に目を向けて研究をしているので、その方向性が本事業によっ

て変わったという事情も伺えない。日本の若手研究者にはいまだその関心の萌芽を与え

たにとどまるように思われる。日本の若手の本格的研究の出現が望まれる。  

 これに対して、本事業が外国人留学生の養成に多大な貢献をしたことは疑いない。

事業期間内に１３名が博士号を取得したからである。中国・韓国における本事業の内容

に沿った若手研究者の養成には、博士論文等の数からしても成功していると思われる。

これは、東アジアの共通法の樹立を目指す本事業の目的から見ても重要な成果である。

たしかに、研究テーマと本事業の関連が疑われるものもあるが（例、金ゼンマ「日本の

FTA 政策をめぐる国内政治過程」）、それは例外に留まっている。 

教育研究拠点の構築は、人民大学、釜山大学での研究拠点の構築に加え、一橋での「東

アジア政策研究センター」の設立は、研究の将来の拠点として期待できる。今後、教育

面での拠点構築も望まれるところである。 

中国人民大学においてはアジア太平洋法学研究院が開設され、釜山大学校ではアジア

法研究センターが開設されたことは、本事業の成果といえよう。ただし、肝心の一橋大

学がどのような研究教育拠点を構築できたのかが不明である。報告書には、平成 24 年

４月に東アジア政策研究センターが設立され、そこに本事業は引き継がれるとあるが、

本事業がどのような形で引き継がれるのかは不明である。 

わが国の側からの若手による優れた研究成果の登場は、今後の課題であるが、韓国・

中国からは若手研究者の成果がすでに出始めているように思われる。わが国からの韓

国・中国への派遣についても、多数の派遣を生み出したことによって、一定の成果が評

価されうるが、個々の派遣日数からみても、本格的な研究者が現れているとは言い難く、

本格的研究に十分なものとは思えない。 

シンポジウム・セミナーの開催とそれに関する単行本の公刊、さらに数多くの研究者

の派遣ならびに中国・韓国からの研究者の招聘は、今後の研究を啓発し、その基礎を築

くという意味でも、また、一般の関心を誘発するという意味でも十分な問題提起となっ

ており、その意味での社会的貢献も認められる。 

「予期せぬ成果」として、上述のアジア太平洋法学研究院の開設に伴い、毎年、一橋

大学大学院法学研究科学生一名が受講のため半年間中国に行くことができるようにな

ったことが挙げられているが、特筆すべき成果だといえよう。もっとも、学生の興味か

らいって、毎年、中国に行く学生が続くのかが課題かもしれない。また、本事業の予期

できる成果として、日本への中国・韓国等からの優秀な学生・研究者の受け入れの制度

を構築することが、本格的に構想されてよいであろう。  



２．研究交流活動の実施状況 

 

観  点 

・研究交流目標達成に向けて、「共同研究」「セミナー」「研究者交流」を適

切に計画し、実施したか。 

・国内外の拠点機関及び協力機関間の実施体制・協力体制等は適切であっ

たか。 

・研究交流活動の実施にあたり、適切に経費が執行されたか。 

・相手国において交流を行うに十分なマッチングファンドが確保されてい

たか。 

 

評  価 

□ 想定以上に効果的に実施された。  

■ 概ね効果的に実施された。  

□ ある程度効果的に実施された。  

□ 効果的に実施されたとは言えない。 

コメント 

 

本研究はパイオニア的研究であるところから生じる様々な困難にもかかわらず、共同

研究、セミナー、研究者交流は、定期的に実施されている。かかる事業の遂行がいかに

困難であるかは、一度でも国際交流に関わった者ならば、容易に想像できる。それゆえ、

「ある程度効果的に実施された」と評価する。 

しかしながら、それ以上に評価するには躊躇せざるをえない。その理由は、相手方交

流大学から協力を仰ぐのは当然として、国内の協力校や研究協力者は、もう少し選択の

幅を広げてもよかったのではないかと思われる。この背景には、おそらく本事業の実施

時期が法科大学院の開校時と重なり、協力を仰ぐのが困難だったという事情があるとし

ても。さらに、「共通法」の歴史的、理論的モデルは欧米にあるのであるから、例えば、

報告書にも言及されている、マックス・プランク研究所の協力を仰ぐことは、可能だっ

たのではないかと思われる。 

「共同研究」は、１３のテーマに分かれて継続的に行われた。様々な法領域において、

多様な具体的問題に取り組み、その成果の多くは論文の形で公表されている。参加者は

派遣 51 名、受け入れ 61 名となっている。ただし、半数以上のテーマは、日中ないし日

韓のメンバーだけで担われており、なぜそうなっているのか、またそのことが日中韓と

いう事業全体の枠組みの中での位置づけは明らかでない。公表された各論文のタイトル

からみても、問題意識を共有する真の意味の共同研究と思われるものは多くはなく、む

しろ、個別研究の寄せ集めのような印象も与える。したがって、いまだその成果は十分

ではないという印象を受ける。公刊されたまとまった共同研究の成果については、今後

に期待すべきであろう。 

セミナーは、毎年、統一テーマの下に開催されている。その成果は単行本の形で公表

されている。東京のほか、韓国・中国でも開催され、取り扱われた分野も、基礎法・公

法・刑事法・民事法などの分野にわたり、一応の広がりを見せ、各分野のテーマ別に、

公法、刑事法、契約法、企業結合法について議論がなされ、成果を上げている。おおむ

ね計画・実施ともに適切に行われているように思われる。この内容を個別研究につなげ、

深めていくことが今後の課題であろう。 



 

「研究者交流」については、とくにわが国からの派遣は、短期のものが多く、その「量」

ではなく、「質」が問われるものと思われるが、端緒として、量的な交流基盤の樹立が

できたことをも今後の展開を期待させるという意味で重要な成果と評価できる。 

ただし、交流の名の下に、セミナーの打ち合わせが行われたようである。交流とは、

研究者が相互訪問し、講演会や授業に積極的に関与することを指すと思われるので、打

ち合わせ自体は「セミナー」の枠組みに入ると言うべきではないか。 

なお、事後評価資料には、参加者リストが添付されている。日本人 93 人、中国人 117

人、韓国人 49 人とあるが、具体的に、どのような活動にいかなる形で参加したのかが

明らかでない。あくまでも「本事業への参加」が問われているのであって、セミナーへ

の参加を意味するのではないと解される。とすれば、過大表示ではないかと思われる。

国内外の拠点機関及び協力機関間の実施体制・協力体制等は適切であり、おおむね適

切な協力が得られていると思われるが、研究の質の向上と若手研究者の育成などの観点

から、将来に向けた協力体制の構築がなお望まれる。 

経費の執行については、短期の派遣が多いが、記録資料による限り、研究交流活動の

実施にあたりおおむね適切に執行されたように見える。 

相手国における十分なマッチングファンドについては、韓国側の努力・貢献が少ない

ように見えるものの、確保されている。 

 

 



３．今後の研究交流活動計画 

 

観  点 
・事業終了後も世界的水準の研究教育拠点として、継続的な研究交流活動の

実施が期待できるか。 

 

評  価 

□ 想定以上の成果が期待できる。  

□ 概ね成果が期待できる。   

■ ある程度成果が期待できる。  

□ 成果が期待できない。 

コメント 

 

上記の２（研究交流活動の実施状況）の評価項目で述べたように、交流実績としては

評価すべきものはある。実施年が本事業の最後におかれた「契約法」、「企業結合法」の

分野の成果はまだ詳細には報告されていないが、国際私法の成果は英文論文集としてケ

ンブリッジ大学出版会から出版予定があると報告されている。今後、このような現代的

テーマに関しては、中国、韓国からの留学生も一定数継続的に確保されよう。また、日

本人学生にとっても、欧米研究と合わせて東アジア法制研究を盛り込んだ研究テーマと

してこの分野は重要であろう。 

 そもそも、一橋大学は私法、とくにビジネス、ファイナンス法、国際私法、国際税制

などが、最も得意な分野ではないかと推測する。また同大学の関連分野の研究科や実務

家卒業生の協力も容易に仰げる非常に恵まれた環境にある。したがって、これらの分野

に今後特化して研究交流活動を展開していけば、成果があがる可能性は十分ある。 

 その際、言わずもがなのことであるが、使用言語は英語である。本事業の遂行におい

ては、日・中・韓の 3 か国語が用いられたようであるが、ビジネスの世界には英語以外

は無用である。学術研究、特に法学の分野では、「英語だけ」というのは抵抗があろう

が、やむを得ない。本評価書の「１．これまでの交流を通じて得られた成果」で述べた

ように、グローバル化への法学の対応は致命的に遅れている。伝統と地力のある一橋大

学にはぜひビジネス法の分野で世界的競争の中で勝ち抜いていただきたい。 

今後、課題として、①ヨーロッパにおけるマックス・プランク外国私法国際私法研究

所のように、東アジア法のデータセンターをネットワークとして設立し、東アジアにお

ける実際の紛争処理や立法にあたって他国の法律を参照できる仕組みをつくること、②

法の担い手としての法曹養成のプロセスを再考して、３大学における法科大学院教育の

レベルでの協力・共同をどのように構築していくかが挙げられている。また、③ＴＰＰ

のような東アジアの枠に収まらない市場形成の動きが急速に強まっており、これに対し

てどのような法を形成していくべきかについても、今後の課題として取り組む意向が示

されている。しかし、以上の課題設定は抽象的であって具体性を欠いている。そういっ

た課題にどのようにして取り組んでいくのかの見取り図が示されていない。ただし、本

事業が目指した①東アジア共通法のための調査、②人材の育成、③共通法の基盤形成の

実現は、一大学において行える事業としては、それぞれその萌芽を形成するということ

で十分としなければならない。 

本研究教育拠点に、世界的水準の研究教育拠点としての、継続的な研究交流活動の実



施を期待することできるかという問いに対しては、そもそもたとえば世界的研究教育拠

点として定評のあるマックス・プランク外国私法国際私法研究所と肩を並べることは不

可能だと答えるしかない。予算の桁が違うし、限られた期間の下、肩を並べることを望

む方が間違っている。むしろ、これを踏まえて、国家的事業としてかなりの重点的政策

として遂行していく必要があると思われる。自然科学をも含めた一大研究拠点であり、

法分野に限っても複数の大規模な研究所からなるドイツのマックス・プランク研究所の

ような研究拠点の構築は、国家の重点政策として行われることが必要である。 

こうした違いを考慮するならば、これまでの活動は、限られた時間と予算の中で効率

的になされており、東アジア共通法という理念を掲げ、その重要性を認識させた点で、

高く評価すべきである。今後も、拠点として、一定の機能を果たしていくであろう。し

かし、この規模では、その実現には限界があることも否定できないと思われる。ただ、

本事業によって、その構築の萌芽が形成されたのであるから、今後の研究教育拠点とな

るよう努力されることを大いに期待したいし、これに呼応する大規模な拠点づくりの重

要性を認識させた点で、もし継続されるなら、ある程度の成果は期待できるであろう。

なお、平成 24 年 8 月 31 日に、一橋大学と中国人民大学との共催による第３回アジア

政策フォーラムとして、「市場経済における競争の自由と規制」をテーマとした公開シ

ンポジウムが開催されることになっている。ここで、何ゆえ韓国が落ちているのか、気

がかりであるが、プログラムのテーマや内容からして、一橋大学が今後も研究教育拠点

として、一定の役割を果たすであろうことが推測できる。 

 
 


