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(様式４) 

１． 基本データ  

【事業名称】 

事業名（和文は４０字以内。） 

（和文）国際的発信のできるアジア諸国法研究者・アジア法整備支援研究者の育成プログラム 

 

（英文）Training Program for Researchers Capable of Disseminating Knowledge on Laws of 
Asian Countries and Legal Assistance Activities in Asia 
 

 

【申請大学】 

大学名（和文） 名古屋大学                             

 

      (英文) Nagoya University 
 

 

大学長氏名       濵口 道成 

 

 

 

【申請専攻等】（申請大学内の研究科、附置研、研究センター、国際交流担当課等） 

大 学 名（和文）  

名古屋大学 

 

  

（英文）  

Nagoya University 
 

  

専攻等名（和文）  

大学院法学研究科・総合法政専攻 

 

 

(英文)  

Graduate School of Law, Department of Combined Graduate Program 

 

 

【申請大学内のその他の専攻等】（該当がある場合のみ記述してください。専攻等が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文）  

法政国際教育協力研究センター 

 

 

(英文)  

Center for Asian Legal Exchange 
 

 

【申請大学以外の協力機関】（該当がある場合のみ記述してください。機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文）  

 

  

(英文)  

 

 

機関名 （和文） なし                           

 

（英文） 
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【海外パートナー機関】(機関が複数ある場合は、すべて記述してください。） 

専攻等名（和文）  

アジア法センター 

  

(英文)  

Asian Law Center 

 

専攻等名（和文）  

法律図書館 

  

(英文)  

Law Library 

 

専攻等名（和文）  

アジア太平洋研究センター 

  

(英文)  

Center for Asia-Pacific Initiatives 

 

専攻等名（和文）  

アジア法センター 

  

(英文)  

Asian Law Center 

専攻等名（和文）  

法学部 

  

(英文)  

School of Law 

機関名 （和文）  

ワシントン大学                           

 

（英文） 

 

University of Washington 

機関名 （和文）  

アメリカ議会図書館                           

 

（英文） 

 

Library of Congress, U.S.A. 

機関名 （和文）  

ビクトリア大学                           

 

（英文） 

 

University of Victoria 

機関名 （和文）  

メルボルン大学                           

 

（英文） 

 

The University of Melbourne 

機関名 （和文）  

エクスマルセイユ第三大学                           

 

（英文） 

 

University of Ex-Marseille No.3 
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専攻等名（和文）  

東洋アフリカ学院 

  

(英文)  

School of Oriental and African Studies 

 

専攻等名（和文）  

経済・社会科学部 

  

(英文)  

Faculty of Economics and Social Science 

 

専攻等名（和文）  

法学部 

  

(英文)  

School of Law 

 

専攻等名（和文）  

法学部 

  

(英文)  

School of Law 

 

専攻等名（和文）  

法学部 

  

(英文)  

School of Law 

機関名 （和文）  

ロンドン大学                           

 

（英文） 

 

London University 

機関名 （和文）  

ハイデルベルグ大学 

 

（英文） 

 

Heidelberg University 

機関名 （和文）  

ルンド大学                           

 

（英文） 

 

Lund University 

機関名 （和文）  

サンクト・ペテルブルグ国立大学                           

 

（英文） 

 

Saint-Petersburg State University 

機関名 （和文）  

タマサート大学                           

 

（英文） 

 

Thammasat University 
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専攻等名（和文）  

人文学部 

  

(英文)  

Faculty of Arts 

 

専攻等名（和文）  

国際法学院 

  

(英文)  

School of International Law 

 

専攻等名（和文）  

 

  

(英文)  

 

 

専攻等名（和文）  

法律・政治学部 

  

(英文)  

School of Law and Politics 

 

専攻等名（和文）  

 

  

(英文)  

 

 

機関名 （和文）  

チュラロンコーン大学 

 

（英文） 

 

Chulalongkorn University  

機関名 （和文）  

中国政法大学                           

 

（英文） 

 

China University of Political Science and Law 

機関名 （和文）  

ハノイ法科大学                           

 

（英文） 

 

Hanoi Law University 

機関名 （和文）  

ラオス国立大学                           

 

（英文） 

 

National University of Laos 

機関名 （和文）  

カンボジア王立法経大学                           

 

（英文） 

 

Royal University of Law and Economics, Cambodia 
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専攻等名（和文）  

法学部 

  

(英文)  

School of Law 

 

専攻等名（和文）  

 

  

(英文)  

 

 

 

 

機関名 （和文）  

モンゴル国立大学                           

 

（英文） 

 

National University of Mongolia 

機関名 （和文）  

タシケント法科大学                           

 

（英文） 

 

Tashkent State Institute of Law 
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２．事業実施期間を通じた事業の目標と、そのうちの平成２１年度の事業目標達成状況 

 

１．事業実施期間を通じた事業の目標 

本事業は、アジア諸国の言語・社会・法制度に精通し、その研究成果を国際的に発信することの

できる若手研究者を育成することを目指している。そのために、本事業では、本学の学術交流協定

校を中心に世界的なアジア諸国法研究・アジア法整備支援研究の拠点に長期間派遣し、研究する機

会を与える。具体的には、博士前期課程・博士後期課程の大学院生にはアジア諸国での語学訓練お

よびフィールドワークの機会を与え、アジア諸国でのフィールドワーク経験を持つ博士後期課程の

大学院生・ポスドクの若手研究者には、欧米の研究・教育機関での理論的研究の機会を与える。こ

れによって、国際的に研究成果を発信し、当該研究を牽引していく日本発の若手研究者を育成する

ことが期待できる。 
本事業の実施にあたっては、（１）派遣前の準備、（２）派遣、（３）派遣後のフォローアップの

三段階に分けて、これを行う。（１）では、語学訓練、研究計画の立案、派遣先での研究協力者と

の事前協議など、外国での長期滞在研究に必要な手続きや準備作業を経験する。（２）では、アジ

ア諸国および欧米諸国での滞在期間中に、派遣者は各自の研究を行うとともにワークショップを開

催し、外国語で論文を執筆する経験や外国の研究者と討論する経験を積む。（３）では、帰国後に

は名古屋大学で報告会を開催すると共に、研究成果を論文として発表することにより、研究成果を

日本における当該分野の研究に位置付ける機会を与える。 
本事業では、毎年 3 人前後、5 年間で 15 人前後の派遣を目指している。修士課程・博士課程の

学生には、アジア諸国または欧米諸国での資料収集、インタビューおよびワークショップ開催を経

験させ、その成果を生かして修士論文・博士論文を完成させる。また、ポスドクの若手研究者には、

派遣での研究成果を欧米の一流の学術雑誌に掲載し、国際的に活躍するための第一歩を踏み出す機

会を提供する。したがって、本事業により、アジア諸国法研究・アジア法整備支援研究の分野にお

いて、日本発の 15 人前後の若手研究者が育成されることが期待される。 
 

２．平成 21 年度の事業目標達成状況 
21 年度は、事業全体に関わる方針の策定、学内での広報、派遣決定者に対する派遣前準備、海

外パートナー機関との協議、海外パートナー機関への派遣、海外パートナー機関との共同企画、帰

国後の報告会開催など、国際的に活躍できる若手研究者を養成するための一連のプロセスを開始し

た。この結果、3 人の派遣者、すなわち、ポスドク 1 名（ワシントン大学アジア法センター）、博

士後期課程 2 名（タイ・チュラロンコーン大学人文学部、ハイデルベルグ大学経済・社会科学部）

の計 3 名を派遣した。この 21 年度の派遣者たちへのフォローアップが、今後の課題である。 
海外パートナー機関との共同企画については、第一に、サマースクール「アジアの法と社会」（21

年 9 月 17・18 日、名古屋大学）を開催した。本サマースクールは、アジア諸国法研究・法整備支

援における第一線の研究者・実務家の 5 名の講師による講義を行うものであったが、これまで、本

サマースクールのような企画は日本国内では開催されたことがなかったため、本サマースクールに

対する学内外の反響は大きく、その要望に応えて 22 年度はさらに多くの講師による講義や討論を

行う予定である。また、派遣者を早い段階から養成するために、サマースクールの他に語学訓練や

特別講義などの機会をさらに提供していくことも今後の課題である。 
海外パートナー機関との共同企画の第二として、今年度の派遣先であるワシントン大学アジア法

センター（21 年 11 月）およびチュラロンコーン大学人文学部（22 年 2 月）にて、派遣者がワーク

ショップを開催した。派遣者は、現地の研究者および本学から派遣した実施委員に対して研究成果

を現地語で報告し、高い評価を受けた。 
このように、21 年度の目標は、本事業の目標である若手研究者による「国際発信」に向けて、

必要な能力の養成と実践の機会を提供することができたと言える。22 年度は、21 年度の成果と課

題を踏まえて、さらに充実したプログラムを展開する予定である。 
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３．平成２１年度 年度事業実施概要 

１．事前準備 

21 年度は本事業の初年度であったため、本事業の方針を策定するとともに、学内に本事業の趣

旨と概要を周知させるための準備作業を重点的に行った。具体的には、4 月に本事業の実施委員会

を組織し、今後の方針・予定等を策定するとともに、4 月末に対象者に向けて説明会を開催した。

その上で、5 月～6 月に派遣者の選考を実施し、3 人の派遣予定者を決定した。派遣予定者の決定

後には、派遣前研修として語学研修・研究計画立案指導・渡航準備手続を行った。 
 
２．海外パートナー機関への派遣 

7 月～9 月にかけて、ポスドク 1 名（ワシントン大学アジア法センター）、博士後期課程 2 名（タ

イ・チュラロンコーン大学人文学部、ハイデルベルグ大学経済・社会科学部）の計 3 名を海外パー

トナー機関に派遣した。このうち、2 名は派遣先機関でワークショップを開催し（21 年 11 月：ワ

シントン大学アジア法センター、22 年 2 月：チュラロンコーン大学）、担当教員 2 名がこれに参加

した。なお、ハイデルベルグ大学派遣の 1 名については、家族の急病により帰国を余儀なくされた

ため、派遣先機関でのワークショップを準備していたが、これを中止せざるを得なくなった。 
 
３．海外パートナー機関との共同企画の開催 

海外パートナー機関との共同企画の第一として、サマースクール「アジアの法と社会」（21 年 9
月、名古屋大学）を開催した。本サマースクールでは、アジア諸国法研究・法整備支援における第

一線の研究者・実務家の 5 名の講師による講義を行い、30 名の受講生が出席した。この講義内容

を収録した報告書を 22 年度に刊行予定である。これまで、本サマースクールのような企画は日本

国内では開催されたことがなかったため、本サマースクールに対する学内外の反響は大きく、その

要望に応えて 22 年度はさらに多くの講師による講義や討論を行うために 3 日間に拡大して開催す

るとともに、国内の法整備支援実施機関（法務省法務総合研究所国際協力部、JICA、日本弁護士

連合会）の後援を受ける予定である。 
また、海外パートナー機関との共同企画の第二として、今年度の派遣先であるワシントン大学ア

ジア法センター（21 年 11 月）およびチュラロンコーン大学人文学部（22 年 2 月）にてワークショ

ップを開催した。派遣者は、現地の研究者および本学から派遣した実施委員に対して研究成果を現

地語で報告・討論し、高い評価を受けた。 
 
４．帰国報告会の開催 

派遣者は、派遣の終了後に帰国報告会を本学で開催することを義務付けており、21 年度の 3 名

の派遣者のうち、B．アマルサナー（名古屋大学大学院法学研究科・外国人研究員）は既に帰国報

告会を本学で開催した（21 年 12 月）。他の 2 名についても、22 年度 4～5 月に帰国報告会を開催

する予定である。 
 
５．次年度の派遣準備の開始 

22 年度第 1 回派遣予定者の説明会を 21 年 12 月に開催し、22 年 1 月に派遣予定者を決定、2 月

以降には派遣予定者に対する語学研修・研究計画の立案指導・渡航準備の手続を開始した。 
 
このように、21 年度は、当初の事業目標をおおむね達成することができたと言える。22 年度は、

派遣予定者に対する語学訓練・特別講義などの機会をより多く提供するとともに、21 年度派遣者

に対する帰国後のフォローアップを重点的に実施していく予定である。 
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４．平成２１年度の具体的成果 

４－１．若手研究者育成に対する組織的取り組み状況 

平成 21 年度は本事業の初年度にあたり、まず本事業実施の方針と組織体制の構築を行った。すな

わち、法整備支援研究・アジア諸国法研究を目指す大学院生・ポスドクの育成は、本プログラムに

よる派遣や事前準備を本研究科における主要な育成方法として位置付け、組織的にこれに取り組む

という方針を策定し、このために留学経験・長期在外研究の経験を持つ教員を中心に「若手研究者

インターナショナル・トレーニング・プログラム実施委員会」を設立した。 
さらに、本事業により若手研究者育成を組織的に行う体制を構築するという研究科の方針を学

生・ポスドクに伝えるために、学生・ポスドク向けの広報を重点的に行った。学生・ポスドクの反

響は大きく、説明会には多くの参加者を得た。 
また、派遣前研修としてのサマースクール・語学訓練・特別講義などの機会は、派遣決定者のみ

でなく、将来の派遣を希望する学生にも広く公開しており、派遣対象者全体のレベルアップを目指

している。 
さらに、派遣者による帰国後の報告会は、大学院生・ポスドク・学部生に広く公開し、将来的に

派遣を希望する者に参加を積極的に呼びかけている。また、派遣経験者は、帰国後にメンターとし

て後輩たちに対する助言・指導などを行い、将来の教育者として訓練を積む機会とするよう配慮し

ている。 
 
４－２．海外パートナー機関との協力体制構築状況 

海外パートナー機関には、本事業の趣旨を事前に説明するとともに、必要に応じて担当教員が出

張し、派遣者の受入や共同企画について協議している。また、海外パートナー機関との共同企画の

一環として、今年度の派遣先であるワシントン大学アジア法センター（21 年 11 月）およびチュラ

ロンコーン大学人文学部（22 年 2 月）にてワークショップを開催し、派遣者が現地の研究者および

本学から派遣した実施委員に対して現地語で研究成果を報告・討論した。このワークショップは、

若手研究者の研究成果の発表の場として、また本学と海外パートナー機関との今後の研究協力を協

議する場として重要であるので、今後も継続、発展させる予定である。 
さらに、海外パートナー機関には、他経費による国際シンポジウム等、本プログラム以外の企画

にも参加を呼びかけるなど、協力関係の強化に努めている。とりわけ、ルンド大学法学部とは、将

来のダブル・ディグリー・コースの共同設立について既に協議を開始しており、本プログラムはそ

の新コース設立の実現にも貢献している。 

なお、派遣者の帰国後のフォローアップの一環として、派遣した大学院生・ポスドクは研究成果

を論文として執筆し、海外パートナー機関の紀要に投稿することを目指している。これは、本プロ

グラムの目標である「若手研究者による研究成果の国際発信」を促すと期待される。 

 

４－３．学術面の成果及び成果の発表状況 

（本事業の一環として発表したもの、又は発表予定のものを記入してください。なお、印刷物がある場合

は一部添付してください。） 

 報告書『サマースクール：アジアの法と社会 2009』（2010 年刊行予定、名古屋大学大学院法学研

究科・法政国際教育協力研究センター） 
 
 本報告書は、21 年 9 月に開催したサマースクール「アジアの法と社会 2009」の講義内容を収録

したものであり、次年度以降の派遣者に対する事前資料として利用するほか、アジア法整備支援や

アジア諸国法研究に興味を持つ学生・実務家・市民にとっても、教科書として利用できるものとす

る予定である。 
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４－４．今後の課題・問題点 

今後の課題・問題点は、若手研究者・実務家を育成するための組織的・体系的なプログラムを構

築し、事前の訓練としてのサマースクール・特別講義・語学訓練などの内容を充実させ、また帰国

後のフォローアップの機会をできる限り多く提供していくことである。このように派遣前の訓練や

派遣後のフォローアップを組織的・体系的なプログラムとして構築していくことにより、単なる派

遣にとどまらず、プロセスとしての若手研究者・実務家の育成が可能になると考えている。 

そのためには、本プログラムを実施していく過程で、絶えず成果を検証し、より効率的・機能的

なプログラムに改良していくことが必要である。また、アジア法整備支援研究・アジア諸国法研究

を志す他大学の学部生・大学院生および市民にも、本プログラムのサマースクール・特別講義を広

く公開することが本事業の受益者・理解者を増やしていくことにつながり、将来的に若手研究者・

実務家の活躍の場を増やすための環境を整備することにもなると考えているので、今後も積極的に

取り組んでいきたい。 
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５．若手研究者の派遣実績 

 

 

派遣先機関 

 

派遣期間 

 

派遣者所属・職名等 

ワシントン大学アジ

ア法センター（アメリ

カ合衆国・シアトル

市） 

21 年 7 月 18 日

～21年 12月 18
日 
 

 
大学院法学研究科・ 

外国人研究員 
 

チュラロンコーン大

学人文学部（タイ・バ

ンコク市） 

21 年 8 月 10 日

～22 年 3 月 27
日 

 
大学院法学研究科・ 
博士後期課程 1 年 

 
ハイデルベルグ大学

経済・社会科学学部

（ドイツ・ハイデルベ

ルグ市） 

21年 9月 2日～

22 年 12 月 16
日 
 

 
大学院法学研究科・ 
博士後期課程 1 年 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 



    若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム(ITP)       
平成２１年度 実施報告書 

（平成２１年度） 

11 

６．担当教職員の出張実績 

 

 

出張先機関 

 

出張期間 

 

出張者所属・職名等 

ワシントン大学アジ

ア法センター（アメリ

カ合衆国・シアトル

市） 

 
21 年 11 月 7 日

～11 月 12 日 
 

 
大学院法学研究科・教授 

 

チュラロンコーン大

学・人文学部（タイ・

バンコク市） 

 
22 年 2 月 18 日

～2 月 20 日 

 
大学院法学研究科・教授 

カンボジア王立法経

大学（カンボジア・プ

ノンペン市）、ハノイ

法科大学（ベトナム・

ハノイ市） 

 
22年 3月 4日～

3 月 7 日 

 
 

大学院法学研究科・教授 
 

モンゴル国立大学法

学部（モンゴル・ウラ

ンバートル市） 

 
22年 3月 9日～

3 月 15 日 

 
大学院法学研究科・教授 

 

タシケント国立法科

大学（ウズベキスタ

ン・タシケント市） 

 
22年 3月 9日～

3 月 12 日 

 
法政国際教育協力研究センター・ 

准教授 
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