
 1

アジア研究教育拠点事業 
平成１７年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 
日 本 側 拠 点 機 関： 名古屋大学大学院法学研究科 
（ベトナム）拠点機関： ハノイ法科大学 
（ 中 国 ） 拠 点 機 関： 中国政法大学 
（モンゴル）拠点機関： モンゴル国立大学 

 
２．研究交流課題名 

（和文）： アジア法整備支援のための実務・研究融合型比較法研究拠点         
                   （交流分野： 法学            ） 
（英文）：A Pragmatic Research Hub of Comparative Legal Studies for Legal Assistance in Asia   
                   （交流分野： Study of Law        ） 
 研究交流課題に係るホームページ：http://                                         
 
３．交流実施期間（業務委託期間） 
  平成１７年１０月２６日 ～ 平成１８年３月３１日 
 
４．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 
 Ⅰ．主に本事業を通して行う研究交流の目標 

１．法整備支援のための重層的な比較法研究を行う 

・法規範、法制度だけでなく、多方面の専門家が協力できる比較法研究の場を構築しま

す。これは、法整備支援が多分野の研究者と実務家の共同を必ず必要とするからです。 
２．関係国の法を研究する専門家の養成を図る 

・（他資金により設立準備中の）日本法教育研究センターで、日本語により日本法が研究

できる外国人人材を養成します。 
・支援対象国の法を現地語で研究できる日本人研究者を養成します。 

３．共同して次世代の研究者を養成するプログラムの導入（国際性のある研究者、実務家

の養成） 
Ⅱ．他の事業・プロジェクトと連携・協力して行う研究交流の目標 

１． 生きた最新の情報を継続的に共有する研究環境を構築する 

 ・支援対象国の司法省、裁判所などから最新情報の提供をプロジェクトごとに継続的に受

けることができます。 
・支援対象国の研究者と共同で特定問題を比較法的に検討します。 
・最新の情報を相互に提供する体制を構築します（多言語対応の webなどを利用します）。 

 ・法令情報や判例情報などを共有する研究体制とします（情報の国際的な共有のためのデ

ータ構造の標準化＝国際ルールの導入を図ります）。 
２．コーネル、ウィスコンシン、ルンド、名大をつなぐ先端研究拠点をベースにして、先

進国の法の比較研究の成果をこの研究教育拠点の活動で活用します。 
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５．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関： 名古屋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・佐分晴夫 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）： 法学研究科・教授・市橋克哉 
 協力機関：  

 事務組織：名古屋大学大学院法学研究科 
 
 
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：ベトナム 
拠点機関：（英文）Hanoi Law University 

      （和文）ハノイ法科大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Rector, Le Tam Minh 
 協力機関：（英文）Ho Chi Minh City Law University 
      （和文）ホーチミン市法科大学 
     （英文）The Institute of State and Law 

      （和文）国家と法研究所 
     （英文）Ministry of Justice 

      （和文）ベトナム司法省 
 経費負担区分：パターンＢ 

 
（２）国（地域）名：中国 
拠点機関：（英文）China University of Politics and Law 

      （和文）中国政法大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）School of International Law,  

Assistant Professor, Xin Chongyang 
 協力機関：（英文）National School of Administration 
      （和文）国家行政学院 

（英文）School of International Studies, Beijing University 
      （和文）北京大学国際関係学院 

（英文）Fudan University 
      （和文）復旦大学 
 経費負担区分：パターンＢ 
 
（３）国（地域）名：モンゴル国 
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拠点機関：（英文）National University of Mongolia 
      （和文）モンゴル国立大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Faculty of Law, Dean,  

Sodovsuren Narangerel 
 協力機関：（英文）Ministry of Justice and Home Affairs 
      （和文）モンゴル法務内務省 

（英文）National Legal Center of Mongolia 
      （和文）モンゴル国立法律センター 
 経費負担区分：パターンＢ 
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６．平成１７年度の研究交流実績の概要 
６－１ 研究者交流 

 今年度は、計画経済から市場経済への移行に伴う法整備および法学教育について、今後

の共同研究を実施していくための研究者交流活動と位置づけ、実施計画の内容を協議する

ために、日本から中国、ベトナムおよびモンゴルに研究者を派遣した。各国別の交流状況

は以下のとおりである。 
 

中国 

１１月上旬～ 本学法学研究科の教員および博士後期課程の大学院生（行政法専攻）なら

びに琉球大学法務研究科および龍谷大学法務研究科の研究者を中国政法大学に派遣。国家

賠償法・行政訴訟法の研究会に出席した。 
２月下旬～ 本学国際開発研究科の国際環境法の研究者を中国政法大学および中国北京大

学等に派遣。資源環境法に関する研究会に出席した。 

３月中旬～ 本学法学研究科の研究者を中国政法大学に派遣。東洋政治思想史、中国法、

環境法に出席する。三重大学人文学の研究者を中国政法大学に派遣。国際環境法に関する

研究会に出席した。 
 
ベトナム 

１１月下旬～ 本学法学研究科の教員および名古屋経済大学法学部の研究者ならびに本学

法学研究科博士後期課程の大学院生（行政法専攻）をハノイ法科大学に派遣。「ベトナムに

おける法の支配、法・司法改革と法整備支援」に関するシンポジウムに出席した。 

２月下旬～ ハノイ法科大学での今後の研究者交流および日本法教育の実施に関する打合

わせならびにホーチミン法科大学とＷＴＯおよび国内法整備に関するワークショップを開

催した。 

 
モンゴル 

１２月中旬～ これまでモンゴルの法整備支援に携わってきた研究者によるモンゴル法研

究会を名古屋大学にて開催。法整備支援に関する比較法社会学的研究の分野を中心に法整

備支援および法学教育の刷新に関する実務と理論の方法論の確立に向けた今後の実施計画

を協議した。 
１２月中旬～ 国立民族学博物館の研究者をモンゴル国立大学法学部に派遣。土地法の制

度に関わったもしくはその改正に現在関わっている政治家など約１０名と対談し、法整備

支援のための問題点を明らかにした。 
１月中旬～ 国学院大学（司法書士）の研究者（実務家）をモンゴル国立大学およびモン

ゴル国立法律センター等に派遣。土地法制に関する研究会に出席。 
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６－２ 共同研究 

 ベトナム、中国、モンゴルの拠点機関および協力機関とそれぞれ個別に設定した研究課

題に沿って研究会を行った。本事業１年目の主題として、法整備支援学、比較行政法学お

よび国際法分野を中心に法整備支援のための実務研究融合型比較法研究と法学教育支援に

関する理論的分析の今後の実施計画を設定することを集中的に協議した。各国毎の活動の

概要は以下のとおりである。詳細は１２頁以降を参照されたい。 

 

中国 

１１月上旬～ 中国政法大学との国家賠償法・行政訴訟法の第１回研究会を立ち上げる。 

２月下旬～ 中国政法大学の研究者（馬懐徳教授、辛崇陽、馬成元）および協力機関であ

る国家行政学院の研究者（応松年）が名古屋大学を訪問。国家賠償法・行政訴訟法の第２

回研究会を行い、中国のＷＴＯ加盟に伴う国内法整備および国際紛争解決のための手法に

ついて、本学の国際法研究者と第１回研究会を立ち上げた。 

３月上旬～ 中国政法大学を訪問。国家賠償法、行政訴訟法、国際法、法学教育の研究会

について、来年度の共同計画の打ち合わせを行った。 

 

ベトナム 

１１月下旬～ ベトナム「国家と法」研究所との共催で「ベトナムにおける法の支配、法・

司法改革と法整備支援」に関するシンポジウムを開催。ハノイ法科大学および協力機関で

あるベトナム司法省を訪問し、今後の共同研究および研究者交流の研究打ち合わせを行っ

た。 

２月中旬～ ハノイ法科大学を訪問。Le Minh Tam 学長を中心に、行政法、国際法研究者と

研究会を行った。ベトナム日本法教育研究センターの立ち上げおよび「アジア・アフリカ

学術基盤形成事業」への移行等について協議した。 

また、ウィスコンシン大学、ルンド大学、名古屋大学をつなぐ先端研究拠点事業のネッ

トワークをベースにして「ベトナムの大学院法学教育の改革」に関する国際会議および「発

展途上国のＷＴＯ加盟に関する行動」に関する国際ワークショップがベトナム（ハノイ・

ブンタウ）で開催された。上記国際会議の主催者であるハノイ法科大学およびホーチミン

市法科大学の研究者と共に、「体制移行と法整備および法学教育支援に関する理論的分析の

準備」に関する共同研究を着手した。 

 

モンゴル 

１月中旬～ 法学教育分野の若手研究者育成を視野に入れ、モンゴル国立大学内に設置さ

れる日本法教育研究センターの設立計画について協議した。また、１２月のモンゴル研究

会の内容を受け、法整備支援に関する比較法社会学的研究の分野を中心に法整備支援およ

び法学教育の刷新に関する実務と理論の方法論の確立に向けた今後の実施計画を協議した。 
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６－３ セミナー 

 本年度は、事業開始の初年度に当たりセミナーの開催はありませんでした。 
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７．平成１７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。） 

 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

 今年度は、今後の共同研究を実施していくための研究者交流活動として位置づけ、実施

計画を協議するために研究者を各国に派遣し、共同研究の内容とスケジュール、研究拠点

の設立について合意することができた。また、モンゴル国およびベトナムに設立予定の日

本法教育研究センターの内容・スケジュールについても合意したので、次年度以降は当セ

ンターを本事業の研究・教育拠点として活用する予定である。 

 

 

７－２ 学術面の成果 

 今年度の研究者交流活動により開催・参加した研究会およびシンポジウムの報告書を作

成しており、次年度に出版される予定である。また、各研究会・シンポジウムでの報告を

各研究者が論文として執筆し、次年度以降に発表する予定である。 
 
 
７－３ 若手研究者養成 

 今年度の研究者交流活動には、できるかぎり博士後期課程の大学院生や特任講師などの

若手研究者を参加させており、彼らを今後の共同研究の中核として養成していく計画であ

る。 

 

 

７－４ 社会貢献 

研究者交流活動の過程で収集する現地語の文献や資料を整理・保管し、他の研究者や学

生・市民にも公開するために、国立国会図書館アジア情報室と現地語の文献・資料の書誌

情報の整理方法について協議し、今後も情報交換や研究会を開催していくことで合意した。 

現在は不完全なアジア少数言語の現地語文献・資料のＯＰＡＣでの公開を目指しており、

これが達成されれば大きな社会貢献となるであろう。 

 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

 今年度の活動は、今後の研究協力体制を構築する上で大きな成果を収めることができた

と言えるが、研究目的を達成するためには、さらなる研究交流が必要である。とりわけ、

通常の研究者交流と並んで、将来のアジア法研究の発展のためには、若手研究者の育成が

課題である。したがって、次年度以降は若手研究者の交流およびその育成手法の開発のた
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めの共同研究に一層の力を入れる予定である。 
 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

（論文リストを別に添付して下さい） 

別紙参照 
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８．平成１７年度における総交流人数・人日数 
（単位：人／人日） 

    派遣先 

派遣元 
日本 ベトナム 中国 モンゴル  合計 

実施計画 16／19 6／29 11／58 4／30  37／136 日本 

実績 13／18 3／12 

（2／11）

10／46 3／26  29／102 

（2／11）

実施計画 0／0 0／0 0／0  0／0 ベトナム 

 実績  

 

    

実施計画 0／0 0／0 0／0  0／0 中国 

実績 （4／28）  

 

  （4／28）

実施計画 0／0 0／0 0／0  0／0 モンゴル 

実績 （1／5）   

 

 （1／5）

実施計画       

実績     

 

 

実施計画 16／19 6／29 11／58 4／30  37／136 合計 

実績 13／18 

（5／33）

3／12 

（2／11）

10／46 3／26  29／102 

（7／44）

 

※派遣元：日本、派遣先：日本の欄には、国内における交流の人数・人日数を記入のこと。 

※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。 

 



平成 17 年度 アジア研究教育拠点事業 実施報告書 

別紙 論文リスト 

1 

コーディネーター 

名古屋大学 教授・市橋 克哉 

 

市橋克哉 「日本における行政手続法の施行のための準備」国際シンポジウム「ベトナ

ムにおける法の支配、法・司法改革と法整備支援」にて発表。 

 

富岡仁 「WTO 加盟と国内法整備―日本の酒税に関する紛争の事例をめぐって―」国際

シンポジウム「ベトナムにおける法の支配、法・司法改革と法整備支援」にて発表。 

 

その他 

『日本会社法（中国語訳）』名古屋大学大学院法学研究科・名古屋大学法政国際教育協

力研究センター（CALE）、2006 年 2 月 

1.  




