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アジア研究教育拠点事業 
平成２２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（４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・村岡啓一 
                 （平成 22 年 4 月 1 日研究科長就任により代表者交代） 
 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：学務部国際課・主査（学術国際交流主担当） 
 
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・Dean of Law School・Han Dayuan 
 協力機関：（英文） 

（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）Pusan National University 

      （和文）釜山大学校 
 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２２年度研究交流目標 
 
(1)研究協力体制の構築 
①「中間評価」での指摘に対応するために、今年度以降、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ことと

する。 
(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、これまでにまして豊かな研究

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（於釜山）を成功させる。 
③平成 20 年および平成 21 年の国際セミナーの成果を著作の形で刊行する。 
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(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 月より、日本法制史専攻（予定

している研究テーマは、東アジアも視野に入れた日本近代法史）の院生１名が、一橋大学

法学部から同法科大学院修士課程に進学することとなった。優秀な人材であり、彼を、「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

担い手として養成していきたい。 
 
７．平成２２年度研究交流成果 
 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

 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

22 年 10 月に、中国人民大学法学院創立 60 周年を記念した国際式典に、山内副学長（現

学長、元法学研究科長）と村岡研究科長が招待され、祝辞を述べた。 

 民事法部門では、平成 22 年度の釜山大学主催の国際セミナー「「東アジア 3 国におけ

る民法 (契約法) の現代化と共通法の基盤形成」」の準備と成功のために全力を傾注し、

韓国側、中国側研究者と緊密な関係を構築することができた。そこからさらに、東アジ

ア不法行為モデル法に関する新たな共同研究が派生してきている。 

 刑事法部門では、平成 21 年度に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」をきっかけとして、平成 22 年度にも釜山大学および人民大学の研究者と情報、意

見の交換を続けることができた。それによって、国民参与裁判や裁判員裁判など新しい制

度の運用状況について互いに知ることができる体制を保つことができた。 

 企業法部門では、平成 22 年 8 月の研究会開催により 3カ国の研究者が一堂に会し、面前

で直接長時間にわたる意見交換を行ったことにより、相互の問題関心事項が鮮明に把握で

き、また、研究対象事項にとどまらない各国の最新の法制度・理論・実務の現況を知るこ

とができた。中韓の参加各研究者の得意分野も次第に明らかになってきており、今後の新
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しい研究交流活動を策定する上での情報源、相談窓口として活用することが期待できる。 

 公法部門では、継続的に会合を重ねてきた「公法部門研究会」を引き続き、３回、開催

することにより、参加者全員の報告を終えることができた。さらに、中国人民大学法学院

の行政法部門の研究者との共同研究「日本と中国における規制改革の比較法研究」とタイ

アップし、共同研究会に「公法部門研究会」のメンバーが参加することにより、憲法学を

含めた学際的研究を深めることができた。 

 国際法部門では、平成 22 年に中国における国際私法が制定されたことを受けて、3 国に

おける共同研究を行うことを模索して、研究者交流を積極的に行い、平成 23 年秋に、日本

で共同研究会を開催することの合意にこぎつけた。 

 基礎法部門では、従来から行っている複数の共同研究を、多数の国内研究協力者もまじ

えて遂行し、３国の研究者の相互理解を促進した。 

 

７－２ 学術面の成果 

 平成 21 年度のセミナーの成果として、後藤昭編著『東アジアにおける市民の刑事司法参

加』が国際書院から出版された。同書所収論文をはじめ論文リスト 1～16 掲載の諸論稿に

より、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、

日本の学界・実務界における理解を深めることができた。 

 平成 22 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 22 年度報告書『東アジア法研究の現状と将来Ⅳ』を発行した。3 国のすべての

報告を収録した韓国語版は、本年、釜山大学から学術出版される。同日本語版も、平成 23

年度中の出版を目指して作業中である。 

 
７－３ 若手研究者養成 

 刑事法部門では、中国人留学生である朴銀珠および韓国釜山大校法科大学からの留学生

である鄭智恵は、それぞれ「東アジアにおける死刑の比較研究」、「裁判員制度と被害者参

加制度」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。 

 企業法部門では、一橋大学大学院の博士後期課程学生で中国人留学生の朱大明および盧

暁斐の両氏は、本事業の共同研究活動において、論文翻訳や通訳業務に従事して日中韓に

おける結合企業法制研究の関心事項と方法を詳しく知ることができ、今後の彼らの研究活

動に好ましい影響を与えたものと思われる。ちなみに朱・盧の両氏は、日中の制度比較の

手法に基づく、企業結合法制に関する論文を学術誌に数編発表しているところである（朱

大明・辻あかね「中国会社法の株主代表訴訟制度─日本会社法との比較」月刊監査役 563

号～564 号・565 号～568 号、朱大明「中国における株主代表訴訟と支配株主に対する責任

追及」国際商事法務 577 号～578 号、盧暁斐「中国における親会社の子会社支配に伴う責任

─日本法からの示唆」一橋法学 9巻 2号）。また、日本に来訪した中韓の研究者、および中
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国訪問時に接触した多くの中国人研究者と豊かな交流関係を構築することができ、今後の

国際的な活動において有利な環境を醸成できたものと期待される。 

 公法部門では、一橋大学院博士後期課程在学中の中国人若手研究者に対して、中国人研

究者、特に、中国人民大学の研究者との交流を通じて、育成を図ってきた。加えて、シン

ポジウムの準備、通訳、その他、中国側の連絡窓口としても活用し、訪中の機会、日本で

の研究会の参加、報告の機会を与えて、研究者としての能力育成を図ってきた。その結果、

中国人留学生は次のような成果をあげている。周倩「中国における国営企業の民営化改革

に関する法的研究」一橋法学 9巻 2号、張連凱「非婚生子女继承半份遗产案件」（外国憲法

判例・日本）韓大元編『中国憲法事例研究』第五巻（法律出版社、中国）、エレドン・ビリ

ゲ「玉龙寺事件：宗教法人请求土地让与、消去代表人登记手续的事件判决」（韓大元編『中

国憲法事例研究』第５巻（法律出版社、中国）。 

 

７－４ 社会貢献 

 平成 21 年度のセミナーの成果として、後藤昭編著『東アジアにおける市民の刑事司法参

加』が国際書院から出版されたこと、及び同書所収論文をはじめ馮春萍「中国における人

民陪審制と人民の名誉・権利」王雲海編『名誉の原理』（国際書院、2010 年）所収、閔永

盛・後藤昭「国民参与裁判で行われた第１審判決に対する控訴審の判断基準」刑事法ジャ

ーナル 24 号（2010 年）33 頁の諸論稿により、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といった異なったタイプの市民の刑事司法参加が東アジア

諸国において実施されていることについて、日本の学界及び司法関係者、さらには裁判員

問題に関心をもつ市民の理解を深めることができ、わが国の裁判員制度及びその運用のあ

り方を考えるのに貢献した。 
 

７－５ 今後の課題・問題点 

 第１に、豊かな内実を伴った共同研究・セミナー・研究者交流を各部門で進めていくこ

とである。この点では、セミナーは成功裏に終わり、研究者交流も、平成 22 年度のセミナ

ー、平成 22 年度の新たな共同研究の開始につながるという成果を挙げることができた。し

かし、10 のプロジェクトが掲げられた共同研究については、いくつかの事情が重なったこ

とが原因であるとはいえ、２つの共同研究（Ｒ２，Ｒ９）が実質的に国際間の研究交流と

しては実施することができなかった点は反省しなければならない。その結果、平成 23 年度

については１つの共同研究については継続するが、他の１つについては研究交流としては

取り止めることとした。 
 第２に、共同研究及びセミナーの成果を確実に著作、論文等の出版物の形にして、学界

や実務家、市民に還元していくことである。その点では、平成 22 年度は著作１冊をはじめ、

一定の成果を挙げることができた。平成 23 年度は、これを一層進めていく。 

 第３に、若手研究者の養成については、東アジア共通法に関心を有する留学生を積極的

に迎え入れ、本事業に参加してもらうことを通じて、研究能力を高めていくという点につ

いては、前述のようにかなりの成果を収めることができた。東アジア共通法に関心をもっ
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た日本人若手研究者を育成するという点でも、前述のように若干の前進が見られるものの、

法科大学院制度の発足以来、従来型の研究者養成大学院の院生数が激減しているという状

況の下で、本事業単独の試みとして抜本的な対策を講じるには困難がある。 
 
７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２２年度論文総数  ２７本 

   うち、相手国参加研究者との共著 ３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 ２１本 

 
 
８．平成２２年度研究交流実績概要 
  

８－１ 共同研究 

（Ａ）民事法 

 ①「物権法の比較研究」（Ｒ－１） 韓国・釜山大学との間で、物権変動における弁護士

の関与に関する比較共同研究を進めた。朴敬在教授が 7月 26 日から 8月 25 日まで一橋大

学に滞在した機会に、数回の会合と意見交換を行い、また、8月 3日には、日本側のス

タッフ 4 人、院生 10 数名とともに共同研究会を行った。中国人民大学の楊立新教授との

間では、「東アジアにおける共通物権法の可能性」についての共同研究が進行中で、楊教授

の一橋大学滞在中の平成 23 年 3 月には、大学院生もまじえて共同研究会を開催した。 

②「債権譲渡法制の比較研究」（Ｒ－２） 韓国側と共同研究を行う予定であったが、釜

山大学でのセミナー「東アジア 3 国における民法 (契約法) の現代化と共通法の基盤形成」

の準備等に時間をとられたため、具体的な研究を開始することはできなかったが、平成 23

年度は王軼（Wang Yi）教授の来日にあわせて共同研究会を行う予定である。 

（Ｂ）刑事法 
 ①「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」

（Ｒ－３） 
 中国人民大学の陳衛東教授との間で人民陪審員制度と日本の裁判員制度の比較研究を進

め、10 月に北京などで従来の人民陪審制と異なる「人民聴審制」の導入の動きや汚職事件

における人民陪審員制度の機能を調査した。また、平成 23 年 1 月に、王雲海教授がアモイ

で行われた「東アジア刑事裁判における証拠法―陪審時代の刑事裁判を中心に―」という

国際シンポジウムで、「日本の裁判員裁判と証拠法の動向」について報告した。 
 ②「裁判員と国民参与裁判の比較研究」（Ｒ－４） 平成 21 年 11 月の国際シンポジウム

の成果を基に、引き続いて釜山大学との間で、裁判員と国民参与裁判の比較共同研究を進

めた。4 月 26 日に一橋大学に釜山大学閔永盛教授を迎えて研究会を開き、それぞれの制度

の実施状況、運用上現れた問題点、改善方策などについて、情報と意見を交換した。12 月

15 日に札幌で閔教授と成果の出版計画を打ち合わせた。その成果として、上記７－６に記

載した論文と単行本を刊行した。 
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（Ｃ）公法 
①「規制改革に関する比較研究」（Ｒ－５） これまで継続的に続けてきた「東アジアの

公法領域における西洋法の継受に関する研究会」（代表:髙橋滋、山田洋、阪口正二郎、只野

雅人（以上、一橋大学）、葉陵陵熊本大学教授、尹龍澤創価大学教授、周作彩流通大学教授

等）を母体として、中国人民大学の莫于川教授、楊建順教授等との間で、「規制改革に関す

る日中の比較法研究」を実施した。具体的には、平成 22 年 7 月に楊建順教授を、平成 23

年 2 月に莫于川教授と愈文光専任講師を日本に招聘して、日本側メンバーの参加の下に研

究会を実施した。日本側からは、平成 22 年 11 月に只野雅人教授、薄井一成専任講師が中

国人民大学を訪問し、中国人民大学行政法教師陣との間で研究会を実施した。 

 ②「東アジアの公法領域における西洋法の継受に関する研究」（Ｒ－１０） 「東アジア

の公法領域における西洋法の継受に関する研究会」の活動を継続し、最終的な成果として

の出版に向けて活動を行った。具体的には、平成 22 年 6 月、平成 22 年 12 月、平成 23 年 2

月に研究会を実施し、只野雅人教授、周作彩教授、葉陵陵教授、高橋滋教授がそれぞれ報

告した。これで、すべての共同研究参加者が報告を終えたことにより本共同研究は終了し、

次年度は、出版社からの書籍の形での研究成果の公表作業に入ることになる。 

（Ｄ）企業法 

 「結合企業法制に関する比較法研究」（Ｒ－６）として、以下のような共同研究を行った。 

（ａ）共同研究会「東アジア結合企業法制の現代的諸問題」の開催。平成 22 年 8 月 6日に

一橋大学において中国人民大学から 1 名、釜山大学から 2 名、一橋大学から 6 名、その他

多くの出席者参加の下、東アジア 3 国の結合企業法制に関連する最新の理論上・実務上の

状況について、会社法および経済法を中心とした研究報告（7 件）と質疑応答が行われた。 

（ｂ）平成 22 年 8 月に中国人民大学の朱大旗教授が一橋大学に滞在し、この間、会社法、

証券法、税法、破産法、経済法等の観点からの企業結合法制の現状と課題について、意見

交換を行った。 

（ｃ）平成 23 年国際セミナーで取り上げられるべき各論テーマの詳細を確定するため、中

国人民大学訪問時（平成 22 年 10 月 29 日）および釜山大学訪問時（平成 23 年 1 月 25 日）

に、一橋大学の研究者（布井千博、酒井太郎）が各論テーマに関する趣旨説明を行い、中

韓の企業結合法制の最新状況に関する意見交換を行った。 

（Ｅ）基礎法 

 ①「比較近代法史研究」（Ｒ－７） 

（ａ）平成 22 年 8 月 23 日（月）より 8 月 26 日（木）までの３泊４日間、熊本（KKR ホテ

ル熊本の会議場）において、本年度第 1 回の比較近代法史共同研究会（国際研究会）が開

催された。日本から 12 名、韓国から 4名、中国から 1名の参加であった。研究会の内容の

詳細は、10-1 欄に記す。 

（ｂ）平成 23 年 1 月 10 日（祝日）、東京（一橋大学佐野書院会議室）において、本年度第

2 回の比較近代法史研究会（国際研究会）が開催された。日本から 27 名、中国から３名、

韓国から 10 名の参加をえた、これまでの中で最大規模の比較近代法史研究会であった。研

究会の内容の詳細は、10-1 欄に記す。 
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 ②「ヴェーバー法理論・比較法文化研究」（Ｒ－８） 

（ａ）平成 22 年 9 月 19 日（日）、東京（一橋大学佐野書院会議室）において、本年度第 1

回のヴェーバー法理論・比較法文化研究会（国際研究会）が開催された。報告は次の２本

であった。報告数は少ないものの、それぞれに 90 分を越える大報告であり、討議もきわめ

て活発に行われた。研究会の内容の詳細は、10-1 欄に記す。 

 (ｂ）平成 23 年 1 月 9 日（日）、東京（一橋大学佐野書院会議室）において、本年度第 2

回の「ヴェーバー法理論・比較法文化研究会」（国際研究会）が開催された。日本から 30

名、中国から３名、韓国から 10 名の参加をえて盛大に行われた。報告は次の３本であり、

それぞれについて、充実した討論が展開された。研究会の内容の詳細は、10-1 欄に記す。 

 ③「憲法・民法関係史論研究」（Ｒ－９） 

 これについては、平成 22 年 10 月に、民法をテーマとする国際セミナーの前後に、韓国

において共同研究会を開催する計画を日本側として進めていたが、韓国側の準備が整わず、

開催できなかった。平成 23 年度についても、日本、中国ともに、他の共同研究会の主催で

手一杯であり、韓国も主催困難とのことで、本テーマについては共同研究を取り止めるこ

ととした。 

 

８－２ セミナー 

 10 月 30 日（土)、31 日（日）の 2 日間にわたって、韓国の釜山大学において、「東アジ

ア３国における民法（契約法）の現代化と共通法の基盤形成」と題する国際セミナーが開

催された。 

 本セミナーの目的は、民法典の改正（日韓）、法典化（中国）に向けた作業がなされてい

るという３国の民法とりわけ契約法をめぐる最新状況を踏まえて、３国の研究者が、それ

ぞれの国の契約法について広い視野で比較検討し、契約法における共通法の基盤形成の可

能性を探ることにあった。 

 オープニング・セッションにおけるアジア契約法原則（Principles of Asian Contract Law、

PACL）の可能性についての韓国側からの基調報告の後、「３国の契約法の成立と展開」、「３

国の契約法の現代化動向と展望」、「契約法における共通法形成の可能性－CISG と国内売買

契約法」という３つのセッションに分けて、３国それぞれからの報告と指定討論が行われ、

その後、参加者相互やフロアーとの間で総合討論がなされた。韓国からは、報告者、司会

者、指定討論者、総合討論司会者として、釜山大学の研究者だけではなく、民法改正委員

会に関与している全国各地の多数の研究者が加わって行われた。 

 本セミナーでの報告、議論を通じて、現在、３国の現状や問題意識、欧州諸国の民法改

正作業や、国連条約、モデル法の影響が大きいとともに、他方で、各国特有の議論も行わ

れていることが明らかになった。 

 いまだ単一市場になっていない国内取引や市民生活に関する契約法については、法の統

一自体ではなく、「よりよい法」を各国が探求するにあたって、東アジアの他国の経験や議

論、欧州の議論、国際的モデル法等を参考にすることを通じて、結果としての法の統一が

実現されるのではないかという「相互参照による共通法の基盤形成」という考え方が提示
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され、そのために３国の研究者や法律家の一層の情報交換、交流が必要であることが確認

された。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

(1)民事法部門 

 平成 22 年 10 月の国際セミナーについての中国側との打ち合わせを、松本恒雄教授が平

成 22 年 7 月に中国で行った。 

(2)国際法部門 

 平成 23 年度に予定している国際私法をテーマとする共同研究のために、横山潤教授が、

6月 15 日から 18 日までの期間、中国人民大学の Du 准教授と事前打ち合わせをした。また、

7 月 6 日と 7 日の両日、国立釜山大学の Sohn 教授と同じ目的のために話し合いを行った。

その結果、中国側および韓国側と、共同研究において議論されるべきテーマ、人員および

段取りの概要につき、合意が得られた。 
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９．平成２２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>
合計 

日本 

<人／人日> 

実施計画  15/52 30/111 45/163 

実績 11/47 10/39 21/86 

中国 

<人／人日> 

実施計画 15/125   15/125 

実績 10/96  10/96 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 24/157   24/157 

実績 17/104  17/104 

合計 

<人／人日> 

実施計画 39/282 15/52 30/111 84/445 

実績 27/200 11/47 10/39 48/286 

 

※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 

50／172  <人／人日>  31／88  <人／人日> 
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１０．平成２２年度研究交流実績状況 
１０－１ 共同研究 

 

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   

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   0/0 

中国 

<人／人日> 

実施計画 3/36   3/36 

実績 1/16  1/16 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 3/36   3/36 

実績 1/31  1/31 

合計 

<人／人日> 

実施計画 6/72 2/6 2/6 10/84 

実績 2/47 0/0 0/0 2/47 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２２年度の研 

究交流活動 

 所有権移転の方式やその前提となる種々の条件の比較法的研究を行っ

た。とくに、平成 22 年は、釜山大学の朴敬在（Park, Kyung-Jae）教

授との間で、売買にかかわる弁護士の権能や登記への関わりについ

て、メールで意見交換を行い、同教授が 7月 26 日から 8月 25 日まで

一橋大学に滞在した機会にも、数回の会合と意見交換を行った。また、

8 月 3日には、日本側のスタッフ 4 人、院生 10 数名とともに共同研究

を行うことができた(テーマ「弁護士の法的地位と成功報酬約定」)。

 また、平成 23 年 3 月には、中国人民大学の楊立新教授が一橋に滞在し

て共同研究に参加し、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。 
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研究交流活動成

果 

共同研究を進めることによって、東アジアにおける所有権移転の機能的

な比較や登記制度の比較検討が可能になり、国際的な不動産取引の活性

化に資する。朴教授との共同研究の成果は、小野・朴の共著論文「弁

護士の責任と報酬」として公表された（別紙論文リスト 22 及び 23）。

日本側参加者数 

4 名 （１４－１ 日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

21 名 （１４－２ 中国側参加者リストを参照） 

韓国側参加者数 

4 名 （１４－３ 韓国側参加者リストを参照） 
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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    0/0 

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 0/0 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 

２２年度の研 

究交流活動 

釜山大学でのセミナー「東アジア 3 国における民法 (契約法) の現代化と

共通法の基盤形成」の準備等のため、具体的な研究を開始することはでき

なかった。 

研究交流活動

成果 

上記の理由により、今のところ具体的な成果はないが、上記セミナーおよ

びその準備の過程において各国の契約法の基本的な性格の違いが明らかに

されたことは、債権譲渡法制の比較のための重要な視点を提供している。

日本側参加者数  

7 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

8 名 （１４－２中国側参加研究者リストを参照） 

韓国側参加者数 

3 名 （１４－３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 2/10  2/10 

中国 

<人／人日> 

実施計画 1/30   1/30 

実績   0/0 

韓国 

<人／人日> 

実施計画    0/0 

実績   0/0 

合計 

<人／人日> 

実施計画 1/30 3/9  4/39 

実績 0/0 2/10 0/0 2/10 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２２年度の研 

究交流活動 

王雲海教授が中国人民大学法学院の「訴訟制度と司法改革センター」

主任の陳衛東教授との間で人民陪審員制度と日本の裁判員制度の比較研

究を進めて、10 月はじめごろ、中国での人民陪審の最新状況、特に従来

の人民陪審制と違う「人民聴審制」の導入の動きなどを北京などで調査

した。また、汚職事件における人民陪審員制度の機能を担当経験のある

裁判官、検察官、弁護士を訪ねてその実体を探った。 

また、平成 23 年 1 月 17 日から 21 日まで、王雲海教授は、中国人民大

学法学院などの主催で中国のアモイ大学法学院で行われた「東アジア刑

事裁判における証拠法―陪審時代の刑事裁判を中心に―」という国際シ

ンポジウムで、「日本の裁判員裁判と証拠法の動向」などのテーマで報告

し、中国と韓国の学者と議論した。 
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本年度の計画として、中国北京で刑事裁判を傍聴し、中国人民大学法

学院で「東アジアにおける刑事司法、特に汚職事件の刑事司法への市民

参加の最新動向」という共同研究会を行う予定であったが、これについ

て、中国人民大学法学院から、「人民聴審団法」ができてから、共同研究

会を行うほうが中国の最新状況をよりよく反映できるとの提案があり、

「人民聴審団法」の成立を待っていたが、結局、当該法律が採択される

直前になって、そのような法律は憲法違反ではないかという議論が突然

出てきて、平成 22 年度中での立法化はなかった。そのため、それに関す

る裁判傍聴やシンポジウムも平成 23 年度に譲ることにした。 

研究交流活動成

果 

アモイ大学法学院で行われた国際シンポジウムでは、陪審裁判時代の

証拠法が一層注目されるべきで、東アジア刑事法学者の間で東アジアに

おける共通の刑事裁判証拠法の形成に向けて研究や構想が必要であるこ

とが、共通認識として得られた。 

日本側参加者数  

6 名 （１４－１ 日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

23 名 （１４－２ 中国側参加者リストを参照） 
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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（北海道大学で在外研究中） 

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    0/0 

実績   0/0 

中国 

<人／人日> 

実施計画    0/0 

実績   0/0 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 1/4   1/4 

実績 1/7  1/7 

合計 

<人／人日> 

実施計画 1/4 0/0 0/0 1/4 

実績 1/7 0/0 0/0 1/7 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２２年度の研 

究交流活動 

 インターネットを通じた意見・情報交換のほか、釜山大学の閔永盛教

授が平成 22 年度には北海道大学に研究のため滞在したので、同教授との

作業が中心となった。4 月 26 日に一橋大学で、12 月 15 日に札幌で会合

を持った。 

研究交流活動成

果 

 日本の裁判員制度と韓国の国民参与裁判制度について、運用状況、運

用上生じた問題点についてなど情報を共有することができた。その研究

成果を共同執筆の論文として発表し、前年度の国際セミナーの成果も公

刊できた。 

日本側参加者数  

6 名 （１４－１ 日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

6 名 （１４－２ 中国側参加者リストを参照） 

韓国側参加者数 

1 名 （１４－３ 韓国側参加者リストを参照） 
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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２２年度 

研究課題名 （和文） 規制改革に関する日中の比較法研究 

（英文） The comparative Studies about the legal problems of 

regulation-reforms between Japan and China. 

  

日本側代表者 

氏名・所属・

職 

（和文） 髙橋滋・一橋大学大学院法学研究科・教授 

（英文）Shigeru TAKAHASHI, Graduate School of Hitotsubashi University, 

Professor 

相手国側代表

者 

氏名・所属・

職 

 Yang chenfan, Remnin 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  3/15  3/15 

実績 3/9  3/9 

中国 

<人／人日> 

実施計画 3/15   3/15 

実績 3/26  3/26 

韓国 

<人／人日> 

実施計画    0/0 

実績   0/0 

合計 

<人／人日> 

実施計画 3/15 3/15 0/0 6/30 

実績 3/26 3/9 0/0 6/35 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２２年度の研 

究交流活動 

「規制改革に関する比較研究」「東アジアの公法領域における西洋法の継

受に関する研究会」を母体として、中国人民大学の莫芋于川教授、楊建

順教授、愈文光専任講師との間で、「規制改革に関する日中の比較法研究」

を実施した。 
a)７月に楊健順教授を招聘して共同研究会を開催した（7月 3日）。 

b)11 月に只野雅人教授、薄井一成准教授、博士後期課程院生張連凱氏が

訪中し、中国人民大学で研究会を開催した(11 月 28 日)。 

c) 平成 23 年 2 月に中国人民大学の莫迂川教授、愈文光教授を招聘して

研究会を開催した(2 月 12 日)。 

 

研究交流活動成

果 

日本においても現在議論が続けられてきており、中国においては特に注

目されている規制改革について両国の認識を交流した。中国においても、

規制改革、国営企業の民営化が一定程度進展している現状を確認できた
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とともに、特に、公共的な性格を有するサービスについて不均衡のない

価格・質をもって全国民に供給する体制を確保するための法的仕組みの

在り方等、中国の規制改革に対する示唆を与えることができた。 

日本側参加者数   

16 名 （１４－１ 日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

20 名 （１４－２  中国側参加者リストを参照） 
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整理番号 R－6 研究開始年度 平成２２年度 研究終了年度 平成２２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  4/12 2/8 6/20 

実績 3/12 2/6 5/18 

中国 

<人／人日> 

実施計画 3/38   3/38 

実績 1/25  1/25 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 2/8   2/8 

実績 2/6  2/6 

合計 

<人／人日> 

実施計画 5/46 4/12 2/8 11/66 

実績 3/31 3/12 2/6 8/49 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２２年度の研究

交流活動 

 平成23年度に東京において開催予定の国際シンポジウムの準備の一環

として、次の研究交流活動を行った。 

 ①平成 22 年 8 月 6 日の終日（午前 9 時から午後 6 時半まで）、一橋大

学国立校舎佐野書院において 3 カ国の研究者の参加による共同研究会を

実施した。研究会には報告者として山部俊文、野田博、髙橋真弓（以上、

一橋大学）、朱大旗（中国人民大学）、鄭大根、金二洙（以上、釜山大学）

が、そして出席者として、布井千博（一橋大学）、杜怡静（台湾・台北大

学）、周剣龍（獨協大学）、張紅（岡山大学）が参加した。報告題目は次

の通りである（報告順）。朱大旗「中国の結合企業法制の諸問題」、山部

俊文「独占禁止法による企業結合規制をめぐる諸問題」、鄭大根「結合企

業規制における関連市場の確定」、野田博「グローバル化における M&A 規

制の変化と持続──イギリスおよびドイツを中心として──」、姜大燮

（金二洙代理報告）「企業結合規制に関するいくつかの問題」、髙橋真弓
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「企業結合の形成段階における会社債権者の保護」、金二洙「LBO に対す

る刑事責任の判断基準およびその妥当性について──役員の背任罪の成

立可能性を中心に──」。開会祝辞は盛誠吾（一橋大学副学長）、司会は

酒井太郎（一橋大学）が務め、論文翻訳と通訳を盧暁斐、朴成姫（以上、

一橋大学大学院生）、李孝珍（一橋大学法学部生）が担当した。本研究会

での討議を踏まえて、平成 23 年度の国際セミナーにおいて取り上げられ

るべき個別研究テーマの策定を行うことが、参加研究者全員により合意

された。 

 ②平成 22 年 8 月に中国人民大学の朱大旗教授が 25 日間の日程で一橋

大学に客員研究員として滞在し、8月 6日の研究会への参加のほか、一橋

大学の研究者と多くの研究交流活動を行った。 

 ③平成 22 年 10 月 29 日、中国人民大学において、8 月の研究会の成果

に関する説明と、平成 23 年の国際セミナー開催計画に関する意見交換を

行った。出席者は、楊東、朱大旗、王宗玉（以上、中国人民大学）、布井

千博、酒井太郎（以上、一橋大学）、盧暁斐（一橋大学大学院生）であっ

た。 

 ④平成 23 年 1 月 24 日に、釜山大学において、平成 22 年 8 月の研究会

での成果を踏まえて今後の事業計画について討議を行った。出席者は、

徐煕錫、姜大燮、鄭大根、金二洙（以上、釜山大学）、布井千博、酒井太

郎（以上、一橋大学）であった。 

研究交流活動成

果 

 日本では結合企業関係の形成時および形成後の合理的な規律は長い間

立法上の課題として認識されているものの、企業開示等の場面において

限定的な対応がとられてきたにとどまり、当事会社とその利害関係者の

実体的・手続的法律関係を直接規制することは学説上の議論にとどまっ

ていた。これに対し中国会社法は法人格否認法理や支配株主の信認義務

規範を法制化し、韓国でも財閥系列企業内の濫用行為規制の観点から多

様な規制アプローチを用いていることが明らかになった。また、中国の

企業結合法制に関し、会社法、税法、破産法、経済法等、多分野の重層

的な規制状況が伝えられ、日本法および韓国法の議論に対する研究上の

示唆を多く与えた。 

日本側参加者数 

8 名 （１４－１ 日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

12 名 （１４－２ 中国側参加者リストを参照） 

韓国側参加者数 

4 名 （１４－３ 韓国側参加者リストを参照） 
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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）水林彪・一橋大学大学院法学研究科・教授 

（英文）MIZUBAYASHI Takeshi・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    0/0 

実績   0/0 

中国 

<人／人日> 

実施計画    0/0 

実績 3/18  3/18 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 6/50   6/50 

実績 8/31  8/31 

合計 

<人／人日> 

実施計画 6/50 0/0 0/0 6/50 

実績 11/49 0/0 0/0 11/49 

② 国内での交流      17 人／50 人日 

２２年度の研 

究交流活動 

（ａ）平成 22 年 8 月 23 日（月）より 8月 26 日（木）までの３泊４日間、

熊本（KKR ホテル熊本の会議場）において、本年度第 1回の比較近代法史

共同研究会（国際研究会）が開催された。研究報告は次の５本であり、

それぞれに、活発な議論がなされた。(1) 中網栄美子「韓末民事判決集

に現れる日本人を原告とする事件について」、(2) 沈義基「朝鮮高等法院

の慣習法談論の分析：創設か、確認か」、(3) 岩井淳「帝国憲法下の国家

論」、(4) 金昌禄「植民地朝鮮と憲法」、(5) 趙暁耕「清末訴訟法改革に

おける弁護士制度の外国参照」。 

（ｂ）平成 23 年 1 月 10 日（祝日）、東京（一橋大学佐野書院会議室）に

おいて、本年度第 2 回の比較近代法史研究会（国際研究会）が開催され

た。これまでの中で最大規模の比較近代法史研究会であった。プログラ

ムおよび報告・コメントは次のとおりであり、それぞれについて、活発

な討論がなされた。第１部「判決原本を素材とする研究の現状と課題」

(1) 文俊瑛「韓国における判決原本研究の現状と課題」、(2) 宇野文重・

宮平真弥「日本における『民事判決原本』を素材とする研究の現状と課
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題」、(3) 丁相順「中国近代法史からのコメント」、第２部「戦時・植民

地法制研究の現状と課題」(1)小野博司「戦時における日本の法治主義の

崩壊（仮題）」、(2)松本尚子「コメント：日独比較」、(3)金昌禄「韓国近

代法史からのコメント」、(4)趙暁耕「中国近代法史からのコメント」、(5)

雨宮昭一「日本近代政治史からのコメント」。 

研究交流活動成

果 

旧戦時期法体制ないし旧植民地法体制について、３国の研究交流が進ん

だこと、および、３国における民事判決原本研究の分野での交流が進ん

だことが、大きな成果である。 

日本側参加者数 

23 名 （１４－１ 日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

17 名 （１４－２ 中国側参加者リストを参照） 

韓国側参加者数 

5 名 （１４－３ 韓国側参加者リストを参照） 
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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）水林彪・一橋大学大学院法学研究科・教授 

（英文）MIZUBAYASHI Takeshi・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    0/0 

実績   0/0 

中国 

<人／人日> 

実施計画    0/0 

実績 2/11  2/11 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 5/20   5/20 

実績 4/14  4/14 

合計 

<人／人日> 

実施計画 5/20 0/0 0/0 5/20 

実績 6/25 0/0 0/0 6/25 

② 国内での交流       10 人／28 人日 

２２年度の研 

究交流活動 

（ａ）平成 22 年 9 月 19 日（日）、東京（一橋大学佐野書院会議室）におい

て、本年度第 1回のヴェーバー法理論・比較法文化研究会（国際研究会）が

開催された。報告は次の２本であった。報告数は少ないものの、それぞれに

90 分を越える大報告であり、討議もきわめて活発に行われた。(1) 折原浩

「『経済と社会』（旧稿）全体の構成と「法社会学」章の位置」、(2) 寺田浩

明「中国法制史研究と比較歴史社会学の諸カテゴリー─折原浩『マックス・

ヴェーバーとアジア─比較歴史社会学序説』（平凡社、平成 22 年）を読んで」。

（ｂ）平成 23 年 1 月 9日（日）、東京（一橋大学佐野書院会議室）において、

本年度第 2回の「ヴェーバー法理論・比較法文化研究会」（国際研究会）が

開催された。報告は次の３本であり、それぞれについて、充実した討論が展

開された。(1) 高仰光「マックス・ヴェ—バーと現代中国人の法律信仰」、

(2) 大江泰一郎「ヴェーバーのロシア法論—その可能性と限界」、(3) 東島誠

「歴史学におけるヴェーバー受容の可能性──石母田・佐藤以後の古代・中
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世史研究 を中心に──」。 

研究交流活動成

果 

(1)３国におけるマックス・ヴェーバー法理論研究の現状についての理解

が深まったこと、(2)マックス・ヴェーバー研究者の中には、法理論、宗

教理論、政治理論など、様々の分野の専門家がおられるが、これらの間

での交流が進んだこと、(3)マックス・ヴェーバーのアジア法論の意義と

限界について、深い議論がなされたこと、などが大きな成果である。 

日本側参加者数  

22 名 （１４－１ 日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

1 名 （１４－２ 韓国側参加者リストを参照） 

韓国側参加者数 

3 名 （１４－３ 中国側参加者リストを参照） 
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整理番号 R－9 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）憲法・民法関係史研究 

（英文）Study on the history pertaining to the relationship between 

constitutional and civil laws 

日本側代表者 

氏名・所属・

職 

（和文）水林彪・一橋大学大学院法学研究科・教授 

（英文）MIZUBAYASHI Takeshi・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   5/15 5/15 

実績   0/0 

中国 

<人／人日> 

実施計画    0/0 

実績   0/0 

韓国 

<人／人日> 

実施計画    0/0 

実績   0/0 

合計 

<人／人日> 

実施計画 0/0 0/0 5/15 5/15 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２２年度の研 

究交流活動 

平成 22 年 10 月に、民法をテーマとする国際セミナーの前後に、韓国に

おいて開催する計画を進めていたが、韓国側の準備が整わず、開催でき

なかった。 

研究交流活動成

果 

上記理由により、内容面での準備を開始するに至らず、成果をあげるこ

とができなかった。 

日本側参加者数  

3 名 （１４－１ 日本側参加者リストを参照） 

韓国側参加者数 

4 名 （１４－３ 韓国側参加者リストを参照） 
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整理番号 R－10 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） 東アジアの公法領域における西洋法の継受に関する研究 

（英文） The comparative Studies about the legal problems of 

regulation-reforms between Japan and China. 

  

日本側代表者 

氏名・所属・

職 

（和文） 髙橋滋・一橋大学大学院法学研究科・教授 

（英文）Shigeru TAKAHASHI, Graduate School of Hitotsubashi University, 

Professor 

相手国側代表

者 

氏名・所属・

職 

 Yang chenfan, Remnin 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  2/6  2/6 

実績   0/0 

中国 

<人／人日> 

実施計画 2/6   2/6 

実績   0/0 

韓国 

<人／人日> 

実施計画    0/0 

実績   0/0 

合計 

<人／人日> 

実施計画 2/6 2/6 0/0 4/12 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 

② 国内での交流       2 人／4人日 

２２年度の研 

究交流活動 

「東アジアの公法領域における西洋法の継受に関する研究会」の活動を

継続し、最終的な成果としての出版に向けて活動を行う。具体的には、

これまで実施してきた 3カ月に一回の研究会を継続する。平成22年度は、

6月、12 月、平成 23 年 2 月に、一橋大学において研究会を実施した。そ

の際、規制改革に関する日中比較の研究に参加した中国メンバーも参加

して議論・研究交流を行った。 

研究交流活動成

果 

東アジアの公法領域における西洋法の継受に関する研究について、両国

の認識を交流し、充実した出版物の作成準備を進めることができた。 

日本側参加者数   

12 名 （１４－１ 日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

4 名 （１４－２  中国側参加者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 

整理番号 S－１ 

セミナー名 （和文）「東アジア 3 国における民法（契約法）の現代化と共通法

の基盤形成」 

（英文） The Modernization of the Civil Law (contract law) in 

Three East Asian countries and the Threshold of its Common 

Ground Laws 

開催時期 平成 22 年 10 月 30 日 ～ 平成 22 年 10 月 31 日（2日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）韓国、釜山、釜山大学 

（英文）Korea, Busan, Pusan National University 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）水林彪・一橋大学大学院法学研究科・教授 

（ 英 文 ） MIZUBAYASHI Takeshi, Graduate School of Law, 

Hitotsubashi University,Professor 

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) 

姜大燮（Kang, Daeseob）・釜山大学法学専門大学院・院長 

 

 
参加者数    
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（ 韓国 ） 

日本 
<人／人日> 

A. ７/31 

B.  

C.  

中国 

<人／人日> 

A.  

B.  

C. 4/16 

韓国 

<人／人日> 

A.  

B.  

C. 27/102 

合計 
<人／人日> 

A. ７/31 

B.  

C. 38/118 

 
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

でください。） 



 28

 

 

セミナー開催の目的  今まさに 3 国でそれぞれ行われている民法の現代化のための立

法及び法改正の作業の現状、問題点、今後の展望を明らかにするこ

とによって、私法的側面から「東アジアにおける共通法の基盤形成」

にアプローチする。民法の現代化の作業は、それぞれの国が自国の

社会・経済発展の現状と継受した西洋法の最新動向を踏まえ、さら

には他の 2国における立法・改正動向をも注視しつつ、精力的に作

業を進めているという点で、「東アジアにおける共通法の基盤形成」

の 1つのタイプをなすものと考えられる。 
セミナーの成果 １．本セミナーでの報告、議論を通じて、現在、３国いずれにおい

ても、民法典の改正や編纂の作業が進行中であり、欧州諸国の民法

改正作業や、国連物品売買条約（CISG）、モデル法の影響が大きい

とともに、各国特有の議論も行われていることが明らかになった。

２．３国がそれぞれ母法としての欧州モデルにならって法改正を行

うという垂直型の法の統一では、「東アジアにおける共通法」とい

う水平型の法統一の理念は無意味になりかねない。 

３．東アジア地域においても、国際取引を円滑に進めるために必要

な部分については CISG 等に依拠して契約法の統一を目的とした共

同作業が不可欠であるが、いまだ単一市場になっていない国内取引

や市民生活に関する契約法については、統一自体ではなく、「より

よい法」を各国が探求するにあたって、東アジアの他国の経験や議

論、欧州の議論、国際的モデル法、統一法を参考にすることを通じ

て、結果としての法の統一が実現されるのではないかという「相互

参照による共通法の基盤形成」という考え方が提示され、そのため

に３国の研究者や法律家の一層の情報交換、交流が必要であること

が基調講演及び総括討論で指摘され、大方の賛同を得た。 

セミナーの運営組織 「３大学共同プロジェクト釜山大会（平成 22 年）準備委員会」 

－委員長： 桂承均（Kye, Seungkyoon）、釜山大学・法学専門大学

院・副院長 

－幹事： 徐煕錫（Seo, Heesok）、同上・助教授 

－委員：6名（ 委員長・幹事含め）（全員、同上・教員） 
開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 渡航旅費（7 名分）    金額 約 34 万円 

韓国側 内容 セミナー開催関連費・参加者滞在費 
                金額 約 500 万円 

中国側 内容 渡航旅費（4 名分）・翻訳費・資料代・ビザ取得費 
                金額 約 57 万円 
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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> 

実施計画  1/4 1/4 2/8 

実績 3/16 1/2 4/18 

中国 

<人／人日> 

実施計画     

実績 0/0  0/0 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 1/30   1/30 

実績 1/15  1/15 

合計 

<人／人日> 

実施計画 1/30 1/4 1/4 3/38 

実績 1/15 3/16 1/2 5/33 

②  国内での交流       2 人／6人日 

 

 

所属・職名 

派遣者名 

派遣・受入先 

（国・都市・機関） 
派遣時期 用務・目的等 

一橋大学教授 

横山 潤 

中国・北京・ 

中国人民大学 

平成 22年 6月

15 日-18 日 

国際法部門、平成 23 年度共同研究へ

むけての中国人民大学の Du 准教授と

打ち合わせをした 

一橋大学教授 

横山 潤 

韓国・釜山・

釜山大学校 

平成 22年 7月

6日-7 日 

国際法部門、平成 23 年度共同研究へ

むけて釜山大学の Sohn 教授と打ち合

わせをした 

帝塚山大学准

教授 

黄 軔霆 

一橋大学 平成 23年 3月

3日-5 日 

国際法部門、平成 23 年度共同研究へ

むけての打ち合わせをした 

北海学園大学

講師 

村上 愛 

一橋大学 平成 23年 3月

3日-5 日 

国際法部門、平成 23 年度共同研究へ

むけての打ち合わせをした 

一橋大学教授

松本恒雄 

中国・伊春・

黒竜江大学 

平成 22年 7月

1日-6 日 

民事法部門、平成 22 度セミナーに向

けて中国人民大学の楊立新教授らと

打ち合わせをした 

一橋大学博士

課程学生 

朴成姫 

中国・伊春・

黒竜江大学 

平成 22年 7月

1日-6 日 

民事法部門、平成 22 年度セミナーに

向けて中国人民大学の楊立新教授ら

と打ち合わせをした 
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釜山大学校助

教授 

徐煕錫 

一橋大学 平成 23年 2月

5日-19 日 

民事法部門、平成 22 年度セミナーの

フォローアップ及び成果公表に向け

た打ち合わせをした 
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１１．平成２２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 5,176,830  

外国旅費 1,480,530  

謝金 156,250  

備品・消耗品購入費 222,234  

その他経費 204,896  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

0 大学で負担する 

計 7,240,740  

委託手数料 756,000  

合  計 7,996,740  

 
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 127,700 2/11 

第２四半期 3,378,826 34/174 

第３四半期 1,127,190 15/59 

第４四半期 2,607,024 28/130 

計 7,240,740 79/374 

 
１３．平成２２年度相手国マッチングファンド使用額 

相手国名 
平成２２年度使用額 

（日本円換算額） [単位：現地通貨] 

中国 約 440 万円 
[人民元] 

 30 万 4000 元 

韓国 約 570 万円 
[ウォン] 

7,400 万 

※ 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。 


