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アジア研究教育拠点事業 
平成２３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（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 

      （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．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
 
（１）成果 
 ①「共同研究」「セミナー」など 

 昨年度までの 4 年間に、35 回に及ぶ研究会やセミナー・会合において活発な活動が展

開されてきた。具体的には下記記載の通りである。 

 このうち、平成 22 年度は、刑事法部門では平成 21 年の国際セミナーの成果を著書の

形で公表した。また、平成 22 年 10 月に国際セミナーを控えた民事法部門ではセミナー

報告に向けた準備が活発に行われ、いくつかの具体的な成果論文として結実した。平成

23 年 12 月の国際セミナーを目指す企業法部門、同時期の国際共同研究を目指す国際法

部門では、国内での研究と並行してその準備のための打ち合わせが研究者交流の形で頻
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繁にもたれた。基礎法部門は、継続的な共同研究を 3 国の研究者をまじえて九州で行っ

た。公法部門は、平成 21 年までの研究成果をまとめる作業を行い、出版準備をほぼ完了

した。 

［共同研究］ 

（Ａ）民事法 

(1) 平成 20 年１月 15 日—2 月１日：「ウィーン国際動産売買条約論」（日韓共同研究・於

日本） 

(2 平成 20 年１月 28 日—2 月１日：「日韓民法改正問題」（日韓共同研究・於日本） 

(3 平成 20 年 5 月 9 日-10 日：「民法典体系化国際シンポジウム」（日中共同研究・於中国） 

(4)平成 20 年 7 月 14 日：「債権譲渡制度の日本・ドイツ・韓国の比較」（日韓共同研究・

於日本） 

(5)平成 21 年 1 月 21 日—2 月 20 日：「特許侵害の判断基準」（日韓共同研究・於日本） 

(6)平成 22 年 6 月 21 日 :「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」 (国際セミナー準備のための共同研究・於日本)  

(7)平成 22 年 8 月 3 日 :「弁護士の法的地位と成功報酬約定」 (日韓共同研究・於日本)  

(8)平成 23 年 1 月 17 日 :「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」 (日韓共同研究・於日本)  

(9)平成 23 年 3 月 15 日）: 「中国民法典の立法過程及び主要問題－物権法を中心に」 (日

中共同研究・於日本) 

（Ｂ）企業法 

平成 20 年 6 月 28 日：「中国商事法の史的展開と今日の課題—日本商法との比較において

ー」（日中共同研究・於日本） 

平成 22 年 8 月 6 日：「東アジア結合企業法制の現代的諸問題」（日中韓共同研究・於日本） 

（Ｃ）刑事法 

(1)平成 19 年 8 月 25—26 日：「グローバル化の中の金融犯罪」（日中共同研究・於中国） 

(2)平成 19 年 10 月 12 日：「中国の刑事訴訟法改正と日本の刑事訴訟法」（日中共同研究・

於日本） 

(3)平成 20 年 1 月 25 日—2 月 24 日：「ドイツ刑法、日本刑法、中国刑法」（日中共同研究・

於日本） 

(4)平成 20 年 11 月 29—30 日：「刑事政策国際シンポジウム」（日中共同研究・於中国） 

(5)平成 22 年 4 月 26 日：「国民参与裁判と裁判員裁判の運用状況」（日韓共同研究・於日

本） 

（Ｄ）公法 

(1)平成 20 年 3 月 28—29 日：「日中環境法会議」（日中共同研究・於中国） 

(2)平成 20 年 4 月 25 日・10 月 10 日・平成 21 年 2 月 7 日：「東アジアにおけるヨーロッ

パ公法の継受」（日中共同研究、於日本） 
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(3)平成 22 年 5 月 29—30 日：「規制改革の日中比較(Ⅰ)」（日中共同研究・於中国） 

(4)平成 22 年 7 月 3 日:｢規制改革の日中比較(Ⅱ)｣(日中共同研究・於日本) 

(5)平成 22 年 11 月 28 日:｢規制改革の日中比較(Ⅲ)｣(日中共同研究・於中国) 

(6)平成 22 年 2 月 12 日:｢規制改革の日中比較(Ⅳ)｣(日中共同研究・於日本) 

(7)平成 22 年 5 月 29 日・7 月 3 日・平成 23 年 2 月 17 日：｢東アジア地区における西洋

法の継受の特徴‐公法部門｣（於中国・日本） 

(8)平成 22 年度計画にある「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）」については、予定より 1 年早く共同研究を終了した。 

 

（Ｅ）基礎法 

(1)平成 19 年 10 月 6 日—11 月 30 日：「東アジア共通法の構築特にそのための法学研究の

方法論」（日中共同研究・於日本） 

(2)平成 19 年 10 月 13—14 日：「法律体系に関する国際的比較」（日中共同研究・於中国） 

(3)平成 20 年 9 月 27—29 日：「日韓近現代法史における植民地研究の意義と課題」（日韓

共同研究・於日本） 

(4)平成 21 年 1 月 29 日—2 月 25 日：「日韓の法観念の比較研究」（日韓共同研究・於日本） 

(5)平成 22 年 8 月 23 日-26 日：比較近代法史研究会（日中韓共同研究・於日本） 

(6)平成 22 年 9 月 19 日：ヴェーバー法理論・比較法文化研究会（日中韓共同研究・於日

本） 

(7 平成 23 年 1 月 9 日：ヴェーバー法理論・比較法文化研究会（日中韓共同研究・於日本） 

(8)平成 23 年 1 月 10 日：比較近代法史研究会（日中韓共同研究・於日本） 

(9)平成 22 年度計画にある「憲法・民法関係史研究（R-9）」については、予定より 1 年

早く共同研究を終了した。 

 

［セミナー］ 

 (1)平成19年11月17—18日：「東アジア法研究の現状と将来」（日中韓・於日本） 

 第1日（17日）のテーマ：「法継受・法創造についての研究の現状」 

 第2日（18日）のテーマ：「伝統的法文化の比較研究――共通法形成に向けて」 

(2)平成 20 年 11 月 22—23 日：「東アジアにおける法の継受と創造―公法を中心に」（日中

韓・於中国） 

第 1 日（22 日）のテーマ：「西欧から見た東アジアにおける法の継受と創造」 

第 2 日（23 日）のテーマ：「中日韓における公法の継受と創造」 

(3)平成 21 年 11 月７-8 日：「東アジアにおける市民の刑事司法参加」（日中韓・於日本） 

 第１セッション「刑事司法参加制度の生成―法継受の側面と創造の側面」 

 第２セッション「刑事司法参加の機能―市民参加が刑事司法にもたらすもの」 

 第３セッション「刑事司法参加の政治哲学－市民参加の思想と法律家の意識」 
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 第４セッション「法文化としての刑事司法参加－市民の意識と法律家の意識」 

(4)平成 22 年 10 月 30-31 日 :「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」 （日中韓・於韓国） 

基調報告「アジア契約法の統一について」 

第１セッション「３国における契約法（債権法）の成立と展開 」 

第２セッション「３国における契約法の現代化動向と展望」 

第３セッション「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 」 

［研究者交流］ 

(1)平成 20 年 3 月 14—16 日：平成 20 年度アジア研究教育拠点事業共同研究推進のための

打ち合わせ（於韓国） 

(2)平成 20 年 8 月 16-19 日：平成 20 年度国際セミナー（於中国）の準備のための打ち合

わせ（於中国） 

 (3)平成 21 年 3 月 16—18 日：平成 21 年度から平成 23 年度までの 3 カ年の国際セミナ（平

成 21 年度と平成 23 年度は日本、平成 22 年度は韓国）の持ち方についての相談（於韓

国） 

(4)平成 22 年 7 月 1 日-6 日：平成 22 年度国際セミナー（於韓国）の準備及び東アジア不

法行為モデル法の共同研究の準備のための中国側研究者との打ち合わせ（於中国） 

(5)平成 22 年 10 月 29-31 日：平成 23 年度国際シンポジウム（セミナー、於日本）の準

備のための打ち合わせ（於中国） 

(6)平成 22 年 12 月 15 日：2009 年度国際セミナー成果刊行のための打ち合わせ（於日本） 

(7)平成 23 年 1 月 23-25 日：平成 23 年度国際シンポジウム（セミナー、於日本）の準備

のための打ち合わせ（於韓国） 

 

②成果の著作・論文の形での公表 
 上記の研究成果の著作・論文の形での公表も着実になされてきた。著作として、水林彪

編著『東アジア法研究の現状と将来—伝統的法文化と近代法の継受—』（国際書院、平成 21
年）、後藤昭編著『東アジアにおける市民の刑事司法参加』（国際書院、平成 23 年）があり、

両書収録のものも含めて単行論文は合計 49 本に及ぶ。 
 
③若手研究者養成 
 中国および韓国からの留学生の育成において、成果を上げている。具体的には、共同研

究やセミナーへの参加、そこでの翻訳・通訳などの活動を通じて、次の人材が育ちつつあ

る。 
（Ａ）民事法 
 周勇兵（中国人留学生）は、平成 21 年 3 月に「消費者私法の比較法的研究―日中の比較

を通じて」で博士の学位を取得し、同年 9 月から中国西南政法学院講師に就任した。田川
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（中国人留学生）は、証明責任制度の日中比較をテーマに、博士後期課程在学中である。

尹松燦（中国人留学生）は、日中比較動産担保論について、平成 22 年 3 月に修士の学位取

得後帰国して、企業に就職したが、さらに研究を続けたい意向をもっている。朴成姫（中

国人留学生）は、中国人民大学で平成 21 年 6 月に「中日韓民法の統合と調和」で修士の学

位を取得した後に、一橋大学研究生として来日し、平成 22 年 4 月から博士後期課程学生に

在学中である。張華威（中国人留学生）、中国人民大学修士課程在学中で交流学生として平

成 22 年４月に来日して一橋大学修士課程に所属し、日中知的財産法の比較について研究す

るとともに、日本の法律事務所での研修も行い、平成 23 年 3 月に帰国した。朴、張両名は、

平成 22 年 10 月に釜山で開催された「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」の準備段階から大いに貢献した。張は、日本法国際研究教育センターの

平成 22 年度報告書において「中国の法制度の概要―国家機構、制定法規、法律解釈を中心

に」と題する研究ノートを発表している。また、平成 23 年 4 月から、前述の釜山での国際

セミナーで通訳として活躍した権敬殷（韓国慶北大学大学院）が一橋大学博士課程に進

学し、消費者保護と不法行為について研究を始めた。 
（Ｂ）刑事法 
 中国からの留学生である朴銀珠および韓国釜山大学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。 
（Ｃ）公法 
憲法分野では、郭琛(博士後期課程・中国政法大学専任講師)が、ハルピンにおけるシンポ

ジウムの企画・立案に関与し、シンポジウムにおいて通訳を勤める等、国際交流活動の経

験を積んでいる。また、松平徳仁(本学客員研究員・東京大学大学院博士後期課程)は、公法

部門の研究会に正式メンバーとして参加し、報告を行った。 
行政法分野では、周蒨(博士後期課程)が、公法部門の研究会に参加し報告を行ったほか、

趙連凱氏が中国における研究会の通訳として参加し、中国人民大学の憲法の教授陣、他の

憲法研究者との交流を深めた。 
（Ｄ）企業法 
 この間の「共同研究」を通じて、朱大明（Zhu, Damin、中国人留学生、日中会社法、博

士後期課程）、盧暁斐（Lu, Xiaofei、中国人留学生、日中会社法、博士後期課程）2 名が、

翻訳・通訳などの仕事を通じて、アジア研究教育拠点事業の課題について、理解を深めた。

とくに朱氏は、日中会社法制に関する研究論文を数件、雑誌「国際商事法務」その他の学

術誌に発表して研究交流の成果を結実させている。また、盧氏は結合企業関係、とりわけ

親子会社間の法的諸問題に関する比較法研究（日・中・米・欧の法制）をテーマに、博士
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論文を現在執筆中である。 
（Ｅ）基礎法 
 この間の「共同研究」を通じて、格日楽（中国人留学生、中国法、ジュニア・フェロー）、

葉晶珠（中国人留学生、比較法制史、博士後期課程）は、昨年度に引き続き翻訳・通訳の

仕事を担当し、「東アジアにおける法の継受と創造」について、理解を深めた。葉晶珠はそ

の経験を踏まえて、本年度、これまで進めてきた日本近代法史研究の延長線上において、

民法を主たる素材とし、日中比較法制史の観点から博士論文の執筆に着手する予定である。 
 
(2)問題点 
 ①「共同研究」「セミナー」など 

平成２１年度までのところは単発的な「セミナー」が主となっており、継続性のある

「共同研究」の実が必ずしも十分ではなかった。そこで、平成２２年度は、継続性の

ある共同研究を多数組織する方針を立て、かなりの程度実現できた。 
 ②若手研究者養成 

日本人の若手研究者養成が不十分である。この点の改善は法科大学院制度の存在もあ

って簡単ではないが、新たな修士課程大学院生の本事業への参加が得られるなど、若

干の改善が見られた。 
 
７．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。 
 

(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。 
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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。 
 

８．平成２３年度研究交流計画概要 
 

８－１ 共同研究 

（Ａ）民事法 

 ①「物権法の比較研究」 韓国とは継続的に意見交換を行い、物権変動にかかわってい

る弁護士の他、公証人や法務士についても対象を広げる予定である。中国とも「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を継続し、中国人民大学から

王軼（Wang Yi）教授を招聘する予定である。 
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 ②「債権譲渡法制の比較研究」 東アジア 3 国の債権譲渡法制を比較して研究する。メー

ル等で情報や意見を交換し、年に１、２回程度研究集会を持つ。共同研究Ｒ－１と

重なるメンバーもいるため、Ｒ－１で王軼（Wang Yi）教授が来日されるのに合わせ

て、合同で研究会を開催することを考えている。 

 ③「東アジア不法行為モデル法の研究」平成 22 年７月に中国で楊立新（Yang Lixin）教

授と松本ほかによって東アジア不法行為モデル法の可能性について、準備研究を行っ

たのに引き続いて、平成 23 年 8 月に、中国側が起草を担当しているモデル法部分につ

いて具体的検討を行うための研究会を行う。 

（B）刑事法 
 ①平成 21 年 11 月の国際シンポジウムおよびその内容を単行本として出版した成果を基

に、引き続いて釜山大学との間で、裁判員裁判と国民参与裁判の比較共同研究を進め

る。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

と意見を交換する。韓国で国民参与裁判を傍聴して実施状況を調査する。 
 ②「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」 

中国の人民陪審員制度と日本の裁判員制度の比較研究をする。そのために、中国で「人

民聴審団法」という法律が採択された時点で、北京に行って、中国人民大学法学院の

研究者と共に、中国での従来の人民陪審状況と「人民聴審団法」の実施により、実際

どの変化が起こるかを裁判傍聴などを通じて調査し、その後に、人民陪審員制度の機

能に着目する。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。 
（Ｃ）公法 
 これまでの共同研究及びセミナーの研究業績の取り纏めを、メールによる意見交換を

通じて研究者交流のスタイルで遂行する。特に、新たに共同研究を実施する予定はない。 

（Ｄ）企業法 
 ①セミナー開催とその準備：結合企業法制に関する理論・制度・実務に関するこれまで

の共同研究成果を集大成するものとして、平成 23 年 12 月 3～4 日の 2 日間の予定で国

際セミナー「結合企業法制の現代的諸問題」を開催する。中韓の参加研究者は会社法、

経済法の 5 テーマについて、そして日本側は 6 テーマに関して研究活動を遂行し、研

究論文を完成させてセミナーにおいて報告・協議を行う。また、報告内容の最終確認

を含む開催準備のため、10 月に中国において日中の研究者による協議を行う。 
 ②セミナー開催後、発表された研究成果を書籍として刊行するための準備を進め、内容

の調整に関する協議を 3 カ国の研究者間で行う。また、あわせて今後の研究交流活動

を策定する。そのため、セミナー開催後の平成 24 年 1 月に韓国において日韓の研究者

による協議を行う。 
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（Ｅ）基礎法 
①「比較近代法史研究」 国際共同研究会を平成 23 年７月（於・東京）、および、9 月（於・

中国西安）に開催する。また、国内研究会を平成 23 年度中に 2 回程度（時期は未定）、

開催する予定である。 

②「ヴェーバー法理論・比較法文化研究」 これについても、国際共同研究会を平成 23
年７月に、国内研究会を平成 23 年度中に 2 回程度（時期は未定）、開催する予定である。 

（Ｆ）国際法 

 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 日から施行される。これまで、同国の国際私法の大部分は不明であるとの前提の下

に，日本・韓国の国際私法の立法・解釈が行われてきたが、今回の中華人民共和国の立

法は他の 2 国の国際私法の運用に多大な影響を与えるものと推測される。そこで、「東ア

ジアにおける国際私法の展開」についての共同研究を行う。 

 

８－２ セミナー 

 企業法分野における一連の研究交流成果を発表するため、平成 23 年 12 月 3 日 4 日の両

日、一橋大学国立校舎においてセミナー「結合企業法制の現代的諸問題」を開催する。セ

ミナーは野田博教授（一橋大学）の基調報告に始まり、続いて布井千博教授（一橋大学）

による日中韓 3 カ国の企業結合手法と制度に関する概略説明、その後、会社法と経済法の

分野における企業結合法制をめぐる各論 4 テーマについて、日中韓の 12 名の研究者が報告

を行う。各報告はコメンテーターによる整理・意見を加えられた後、参加者全員により討

議される。 

 セミナーの内容と参加研究者は次の通りである（今後、若干の調整があり得る）。①基調

報告（野田博教授・一橋大学）（企業結合法制に関する改正論議の経緯・沿革を跡づけつつ

その背景に見られる利益衡量の枠組みを考察する）。②3 カ国の企業結合手法とその特徴、

および重要課題について（布井千博教授・一橋大学）。③各論テーマ（1）：企業結合に関す

る実態規制と手続法、国際的規制（山部俊文教授・一橋大学、呉宏偉教授・中国人民大学、

鄭大根 Jeong, Dae-Geun 教授・釜山大学）。④各論テーマ（2）：支配権移転に関連する諸制

度の相対的独立性と共通性（仮屋広郷教授・一橋大学、中国人民大学および釜山大学の参

加研究者は先方から通知の予定）。⑤各論テーマ（3）：企業結合関係における会社債権者保

護のあり方（髙橋真弓准教授・一橋大学、王欽教授・中国人民大学、金二洙 Kim, I-Su 副

教授・釜山大学）。⑥各論テーマ（4）：企業結合における株主権の保障（酒井太郎准教授・

一橋大学、劉俊海 Liu, Yunhai 教授・中国人民大学、姜大燮 Kang, Dae-Seob 教授・釜山大

学）。コメンテーターは各報告者に割り当てることを予定している。司会進行は酒井太郎准

教授が務める。セミナーで報告された研究成果は論文集として刊行する予定である。 
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８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 平成２３年度が本事業の最終年度であるために、新たな共同研究やセミナーに向けた

研究者交流は特別に予定していない。ただし、最終年度であることから、今までの共同

研究やセミナーの成果のとりまとめに向けた作業をメールによる研究者交流の形で進

める。特に、公法部門については、この作業が中心となる。 

また、5 年間の事業を総括する行事を予定しており、このために中国及び韓国からそ

れぞれの組織の代表者を、その日程が確保できるならば、研究者交流として招待したい。 
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９．平成２３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> 
 14/70 8/24   22/94 

中国 

<人／人日> 
26/174     26/174 

韓国 

<人／人日> 
25/170     25/170 

 

<人／人日> 
      

 

<人／人日> 
      

合計 

<人／人日> 
51/344 14/70 8/24   73/438 

 

※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 

51／163  <人／人日> 
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１０．平成２３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 韓国 中国 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 

 
2/6 2/6 4/12 

韓国 

<人／人日> 
3/36 

  
3/36 

中国 

<人／人日> 
3/36 

  
3/36 

合計 

<人／人日> 
6/72 2/6 2/6 10/84 

② 国内での交流      5 人／10 人日 

２３年度の研 

究交流活動計画 

韓国との間で、所有権移転の方式の比較法的研究を行う。とくに、不動

産の移転のさいに、登記官に対して行う意思の確認や公証人の行う公証

行為の内容を調査し、比較検討する。関連する問題である公証行為の強

制や登記簿の電子化に伴う変更点などについて参加国の情報を共有し改

善策を探る。そのため、昨年に引き続き、日本で、朴敬在教授との共

同研究を行う。平成 23 年度中に、中国人民大学から王軼教授を招聘し

て、「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を行う。

期待される研究

交流活動成果 

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、不動産取引の全般的な基盤形成に役立つことが期待される。

それによって、国際的な不動産取引の活性化に資する。 
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日本側参加者数 

4 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

13 名 （１３－２ 中国側参加者リストを参照） 

韓国側参加者数 

4 名 （１３－３ 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 韓国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 

 
2/6 

 
2/6 

韓国 

<人／人日> 
3/9 

  
3/9 

 

<人／人日> 

   
 

合計 

<人／人日> 
3/9 2/6  5/15 

② 国内での交流       5 人／10 人日 

２３年度の研 

究交流活動計画 

日本、韓国および中国各国の債権譲渡法制を比較して研究する。メール等

で情報や意見を交換し、年に１、２回程度研究集会を持つ形での共同

研究を考えているが、共同研究Ｒ－１のグループと重なるメンバーも

いるので、まとめて集会をすることも考えられる。既にある程度の比

較研究を行っているが、最終年度でもあるので、何らかの形で成果を

まとめて公表する。 

期待される研究

交流活動成果 

日本は、ドイツ法の影響を受けつつもフランス型の債権譲渡法制を有するの

に対し、韓国ではドイツ法の影響がより強く、しかし、日本の影響も見られ、

まさに、「東アジアにおける法の継受と創造」を考えるのに適切な素材であ

る。他方、債権譲渡は、決済や担保の手段として実務上も極めて重要な制度

である。日本、韓国および中国の債権譲渡法制の比較研究の成果をまとめれ

ば、各国の法制度の理論的特徴を明らかにすることができると伴に、実務上

も有用な示唆を得ることができるであろうし、将来の共通法形成に向けての
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重要なステップとなるであろう。 

日本側参加者数  

7 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

8 名 （１３－２ 中国側参加者リストを参照） 

韓国側参加者数 

3 名 （１３－３ 韓国側参加者リストを参照） 
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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  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 

 
3/9 

 
3/9 

   中国 

<人／人日> 
1/30 

  
1/30 

 

<人／人日> 

   
 

合計 

<人／人日> 
1/30 3/9  4/39 

② 国内での交流      人／人日 

２３年度の研 

究交流活動計画 

中国と日本の刑事法研究者の間でメールなどの形で連絡しあって、そ

れぞれの研究状況を確認し、中国での「人民聴審法」の立法状況に応じ

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。また、中国人民大学法学院から謝望原教授また

他の刑事法研究者の来日を予定し、来日中に共同研究会を行う。 

 

期待される研究

交流活動成果 

上記の共同研究活動を通じて、特に、「人民聴審法」という新たな類型の

刑事裁判参加制度の導入の研究を通じて、東アジアにおける刑事司法へ

の市民参加の共通性とそれぞれの特殊性を究明し、その最新動向を把握

し、その経験と教訓を学び、これを手がかりにして、社会体制の違いに
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より共通法としてなりたちにくい刑事法領域での、これからの東アジア

の間での協力、共通的な制度の構築などの可能性を探っていって、本事

業の終了後のこの領域での協力関係の基礎を築いていくことを目指す。

日本側参加者数  

6 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

23 名 （１３－２ 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 

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 韓国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 

 
2/6 

 
2/6 

韓国 

<人／人日> 
 

  
 

 

<人／人日> 

   
 

合計 

<人／人日> 
 2/6  2/6 

② 国内での交流       4 人／8 人日 

２３年度の研 

究交流活動計画 

 インターネットを通じた意見・情報交換を中心として、国民参与裁判

と裁判員裁判の実施状況について、共同して研究する。韓国で国民参与

裁判を傍聴して実施状況を調査する。 

期待される研究

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、実施後 2年以

上の間の運用状況、運用上生じた問題点についてなどとりわけ市民参加

事件での上訴審の運用、法改正の提案などについて情報を共有すること

によって、それぞれの制度の特徴を解明し、共同してそれぞれの制度と

運用の改善策を探ることができる。 

日本側参加者数  

6 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

6 名 （１３－２ 中国側参加者リストを参照） 

韓国側参加者数 

1 名 （１３－３ 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> 

 
2/8 2/6 4/14  

中国 

<人／人日> 
 

  
 

韓国 

<人／人日> 
1/30 

  
1/30  

合計 

<人／人日> 
1/30 2/8  2/6  5/44 

② 国内での交流              人／人日 

２３年度の研究

交流活動計画 

平成 23 年度に東京において開催予定の国際セミナーの準備および事後

の研究交流体制再構築のため、次の活動を行う。 

①平成 23 年 10 月に中国人民大学において、12 月のセミナーに備えた最

終調整を出席予定研究者との間で行う。 

②平成 23 年度中に１カ月程度の日程で釜山大学の桂承均 Kye, 

Seung-Kyoon 教授が来日し、共同研究を行う。 

③平成 24 年 1月に釜山大学において、セミナーの総括と研究成果の出版

計画、そして今後の事業体制構築のための協議を行う。 
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期待される研究

交流活動成果 

これまで、日中韓 3 カ国の結合企業法制を共通のテーマとして研究交流

を進め、親子会社法制や上場会社規制等に関する相互理解を深めてきた。

この間、同様の制度であっても規制目的の相違により体系や運用方法の

微妙に異なる部分が認識されつつあり、いくつか共通の論点を設定して

議論を進める準備が整いつつある。平成 23 年度に予定されている国際セ

ミナーは、各機関相互の密接な研究交流活動を集大成するものとしての

意義を有する。結合企業法制に関する各国法制の収斂する部分と乖離す

る部分とをあわせ見ることで、東アジア共通法の可能性とその範囲・内

容が漸次明らかになることが期待される。 

日本側参加者数 

10 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

12 名 （１３－２ 中国側参加者リストを参照） 

韓国側参加者数 

5 名 （１３－３ 韓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 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 

  
5/35 5/35 

韓国 

<人／人日> 
6/50 

  
6/50 

中国 

<人／人日> 
6/50 

  
6/50 

合計 

<人／人日> 
12/100  5/35 17/135 

② 国内での交流       10 人／60 人日 

２３年度の研 

究交流活動計画 

①平成 23 年 7 月に国際共同研究会を一橋大学で開催する。なお原発事

故の影響により開催場所を関西地方に移すことを検討中である。 
②平成 23 年 9 月に中国（西安）において律令制に関する国際共同研究

会を開催する。日本から 5 名程度が参加予定である。 
③年１、2 回の国内共同研究会を開催する。国内研究会にも、韓国およ

び中国からの自発的参加者を募り、国際共同研究会とするよう努め

る。参加人員は、毎回 10〜15 人程度を予定する。 

④22 年度まで責任者をつとめた水林彪の定年退職にともない青木人志

に交代するが、水林はひきつづき研究協力者として、実質的に研究会

の組織運営に関与する。 

期待される研究

交流活動成果 

日中韓 3 国の法史における律令の意味を考えそれが近代法に与えた影

響を探ることや、3 国の近代法（旧植民地法制を含む）についての認識

を深めることを通じて、日中韓の研究者の深い相互理解の達成が期待さ

れる。 
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日本側参加者数 

23 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

16 名 （１３－２ 中国側参加者リストを参照） 

韓国側参加者数 

7 名 （１３－３ 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   計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 

   
 

韓国 

<人／人日> 
5/20 

  
5/20 

中国 

<人／人日> 
5/20 

  
5/20 

合計 

<人／人日> 
10/40   10/40 

② 国内での交流       10 人／40 人日 

２３年度の研 

究交流活動計画 

①平成 23 年 7 月に国際共同研究会を一橋大学で開催する。なお原発事

故の影響により開催場所を関西地方に移すことを検討中である。 
②その他、国内研究会を年１、２回開催する。国内研究会にも、韓国お

よび中国からの自発的参加者を募り、国際共同研究会とするよう努め

る。参加人員は、毎回 10〜15 人程度を予定する。 

③22 年度まで責任者をつとめた水林彪の定年退職にともない青木人志

に交代するが、水林はひきつづき研究協力者として、実質的に研究会

の組織運営に関与する。 

期待される研究

交流活動成果 

① マックス・ヴェーバーの法理論に関する両国の研究状況について前

年度に引き続き相互理解を深め、そのうえで、ヴェーバーの論じた「理

念型」や「価値自由」を日中韓比較法史研究に応用すること。 

② 東アジアにおける伝統的法文化の比較研究を前年度に引き続き深
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め、①に述べたヴェーバー理論を応用した日中韓比較法史研究との総

合を図ること。 

日本側参加者数  

18 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

1 名 （１３－２ 中国側参加者リストを参照） 

韓国側参加者数 

3 名 （１３－３ 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> 

   
 

中国 

<人／人日> 
6／18 

  
6／18 

韓国 

<人／人日> 
3／9 

  
3／9 

合計 

<人／人日> 
9／27   9／27 

③  国内での交流       4 人／4 人日 

２３年度の研 

究交流活動計画 

 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 日から施行される。これまで、同国の国際私法の

大部分は不明であるとの前提の下に、日本・韓国の国際私法の立法・解

釈が行われてきたが、今回の中華人民共和国の立法は他の 2 国の国際私

法の運用に多大な影響を与えるものと推測される。そのために、共同研

究においては次の 3 点を目的とする。 

 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 

 平成 23 年 12 月 3 日および 4 日に 3 国の研究者による合同研究会を一

橋大学において実施する。日本側の研究者の事前打ち合わせを 9 月に開

催する。 

26 
 



 
 

期待される研究

交流活動成果 

中国の最初の国際私法法典「渉外民事関係法律適用法」が施行されて後，

おそらく世界でも初めての日中韓 3 国の研究者による共同研究であり，

この研究の成果は英語文献として公刊される。 

日本側参加者数  

4 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

6 名 （１３－２ 中国側参加者リストを参照） 

韓国側参加者数 

3 名 （１３－３ 韓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  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 

 
2/12 

 
2/12 

 

<人／人日> 

   
 

 

<人／人日> 

   
 

合計 

<人／人日> 
 2/12  2/12 

② 国内での交流      5 人／15 人日 

２３年度の研 

究交流活動計画 

平成 22 年 7 月に中国黒竜江大学において楊立新（Yang Lixin）教授と松

本ほかによって東アジア不法行為モデル法の可能性について、準備研究

を行った。平成 23 年 8 月に、中国上海で、中国側が起草を担当している

モデル法部分について具体的検討を行うための研究会を予定している。

期待される研究

交流活動成果 

契約法に比べて共通基盤の形成が遅れている不法行為の分野での基盤形

成に貢献することが期待できる。 

日本側参加者数  

2 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

中国側参加者数 

2 名 （１３－２ 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）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. 8/16
B. 
C. 

中国 

<人／人日> 

A. 5/20
B. 
C. 

韓国 

<人／人日> 

A. 4/16
B. 
C. 

合計 
<人／人日> 

A. 17/52
B. 
C. 

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。） 
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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。 
期待される成果  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

いているという現実がある。これらは比較法的観点から興味深い

ものであり日本法上の議論、とりわけ近時の会社法制見直しに動

きに対し豊富な素材を提供するものである。さらに、企業結合に

対する独禁政策上の対応のように、世界市場に影響を及ぼしうる

企業結合に対する 3 カ国の法制度上の（意識的または無意識的な）

制度連携が行われている現状を知ることで、企業結合法制の東ア

ジアにおける一定の傾向を知ることもでき、今後の法解釈と制度

立案に多くの示唆を与えることができる。 
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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

と概算額 

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 消耗品等                

金額 1,015,000 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） 

平成２３年度は実施しない。 

 
１１．平成２３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 6,337,000 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 1,168,000

謝金 0  

備品・消耗品購
入費 

55,000  

その他経費 0  

外国旅費・謝金
に係る消費税 

0  

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

合  計 8,316,000

 

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 500,000 13/23 

第２四半期 2,700,000 48/210 

第３四半期 3,560,000 52/338 

第４四半期 800,000 11/30 

合計 7,560,000 124/601 

 


