
期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D21112-01アジア企業法講義

通年 4  1 授業形態:講義李　黎明
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　
　本講義は、アジア地域の企業社会に関して、その政策の変遷、法制
備の経緯を考察し、アジア企業法実務をめぐって総合的に検討するも
のである。
　具体的には、対アジアビジネス法務という観点から、アジア諸国と
地域の法制度を比較しながら、企業社会の問題を見つめ、相応な法対
策を考える。
　更に、企業活動の国際化に伴う国際商事紛争の管理についても、実
例を見ながら、有効な予防策と救済手段を比較法的に講義する。
　アジア企業社会の実態と法秩序を把握するうえ、その課題および法
的対処法を研究する。　

◎－－－　到達目標　－－－◎

　
　グローバルな視野を養成すると共に国際ビジネス法務に必要とされ
る法的思考力と総合的実戦力を身に付ける。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　
　課題レポート及び平常点(宿題点や発言点等)により、総合的に評
価。　
　評点の配分割合は、課題レポート50％、平常点50％。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　
　毎回講義内容をまとめたレジュメと関係資料を配布する。
　参考書については、講義中その都度紹介又は配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　事前学習として、アジアの企業問題や時事問題を調べておくこと。
　事後学習として、講義の感想や宿題等を提出してもらうこと。
　予習・復習については、各一時間ほどの勉強が必要である。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

前期
１、グローバル経済と企業の国際化①
２、グローバル経済と企業の国際化②
３、企業の国際化における法規制の変遷①
４、企業の国際化における法規制の変遷②
５、アジア企業法制概説①
６、アジア企業法制概説②
７、日本企業海外進出の諸制度①
８、日本企業海外進出の諸制度②
９、海外企業日本進出の諸制度①
10、海外企業日本進出の諸制度②
11、アジアにおけるカントリーリスク①
12、アジアにおけるカントリーリスク②
13、アジア企業社会のリスクマネジメント①
14、アジア企業社会のリスクマネジメント②
15、前期総括

後期
１、アジア企業社会における実例分析①
２、アジア企業社会における実例分析②
３、アジア企業社会における実例分析③
４、アジア企業社会における実例分析④
５、アジアビジネストラブルの予防法①
６、アジアビジネストラブルの予防法②
７、アジアビジネストラブルの予防法③
８、アジアビジネストラブルの救済法①
９、アジアビジネストラブルの救済法②
10、アジアビジネストラブルの救済法③
11、アジア企業社会の実態と法的課題①
12、アジア企業社会の実態と法的課題②
13、アジア企業社会の成長と展望
14、後期総括
15、全体総括



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D22005-01英米法講義

前期 2  1 授業形態:講義蓑輪　靖博
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　民事事件におけるコモンローを中心とし、歴史的経験的な蓄積を踏
まえた英米法の概要と特色を学ぶ。
　とくに、法典主義を採用する日本のような大陸法との比較研究とい
う観点から、英米法の持つ基本的な特色について、歴史的な背景を踏
まえつつ理解したうえで、グローバル化した現代法のありようを模索
するためのヒントを考える。
　学生による研究報告・発表を行い、それに対する解説と議論を通じ
て、具体的かつ立体的な法の理解を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　・英米法の発展史とのかかわりで英米法の仕組みを説明できる。
　・日本法との比較において、英米法の基本的な特徴を自ら考え表現
できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　授業における議論や発表報告の内容の評価（20％）および課題レ
ポートの評価（80％）による。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは使用しない。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　授業前に、与えられた事前の課題に取り組むこと。授業後は、各自
の報告に対して指摘された事項を確認し、課題に取り組んでおくこ
と。それぞれ2時間程度。また、授業中には、積極的に発言するこ
と。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１　開講にあたって
２　英米法の意義・特色
３　判例法と制定法・法典
４　アメリカにおける契約
５　隣人訴訟の一事例から
６　隣人訴訟を例とした判決の検討
７　約因法理について
８　契約を破る自由
９　不法行為と過失責任主義
１０　故意と過失
１１　不法行為の一事例から
１２　アメリカの司法制度
１３　アメリカの憲法・行政法
１４　法と経済学
１５　まとめ
　
　



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D22005-02英米法講義

後期 2  1 授業形態:講義長谷川　正国
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　英米公法の基本的知識を習得し、それを各自の修士論文に活用でき
るように深化させることを目指します。英語法律文献の検索・引用方
法等についても指導したいと考えています。教材の選択に関しては各
自の修士論文のテーマを勘案して決定したいと考えています。特に希
望のない場合には、Louis Henkin著のForeign Affairs and The United
States Constitutionを輪読し解説する予定です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

（１）英米法の基本的概念を理解し、説明することができる。
（２）基本的な英米法文献を困難なく読解することができる。
（３）英米法に関する知識と読解力を修士論文の執筆に応用できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価の基準
　報告の場合
英米法の基本的概念を理解し、各主題について的確に法的議論を展開
する。
　レポートの場合
提出を求められた英米法の課題についてその課題の趣旨を的確に理解
し、自分の意見を正確な日本語で論述する。

成績評価の方法
　毎回の報告の内容を５０％、適時に提出を求めるレポートを５０％
として総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　テキストは当方で準備します。
　英米公法の関する主要な文献リストを講義の開始時に配布します。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　報告内容を必ずレジュメに作成すること。次回の報告の際には前回
の報告のレジュメを訂正または加筆したものを必ず提出すること。予
習復習にそれぞれ最低2時間を費やすこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1 文献紹介と一般的な解説
2　 The Constitutional Authority   of the Federal Government
3　The President's Foreign Affairs Power
4　Related Presidential Powers: The Commander in Chief
5  Presidential War Powers
6　General Presidential Power
7　National Security and Emergency Power
8　Congress as Law-Maker
   Enumerated Foreign Affairs Powers
9　General Congressional Powers
10　Non-Legislative Powers of Congress
11　Separation of Powers: Competition, Conflict, and
Cooperation
12　Exclusive and Concurrent Authority
13　Competition for Power
14  Issues in Cooperation
15　Interference between Branches
16　Judicial Role in Foreign Affairs
17　Judicial Law-Making
18　The Abiding Significance of Federalism: The States and
Foreign Affairs
19　Treaties
20　Limitations on Treaties
21　Treaties as Law of the Land
22　Executive Agreement
23　Congressional-Executive Agreements
24　Limitations on Executive Agreements
25　International Law in the Constitutional Framework
26　International Law for the United States
27　International Law of the United
States
28　International Organizations in the U.S. Constitutional
Framework
29　The United Nations, NATO
30　総括　要点の整理

※１回につき、２つの単元を学修する。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D10205-01行政法講義Ⅰ

通年 4  1 授業形態:講義田中　孝和
◎－－－　授業の概要　－－－◎

行政法総論及び救済法につき理解を深めるとともにそれぞれの最新の
論文・判例を確認する。まず行政法のそれぞれの内容につき受講者に
報告をしてもらい、翌週には前週の報告を踏まえ、行政法に関する論
文を扱った専門雑誌（例「行政法研究」）や書籍（例『現代行政法講
座』）などから主要な論文を報告してもらうか、あるいは比較的最近
の判例について報告してもらう。事前に授業で扱う論文、判例のリス
トをこちらで準備する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

行政法に関する基礎知識を再確認し、行政法に関する最新の知見を理
解できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

受講者の報告（レジュメ作成、内容理解（80％））、質問内容、議論
（20％）により評価する

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

稲葉・人見・村上・前田『行政法 第4版』（有斐閣、2018年）ISBN
978-4-641-17940-0

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

レジュメの作成には余裕をもって取り掛かること。毎回の予習および
復習に2時間程度の時間を必要とする。報告者以外の者は当日の議論
のための準備をしておくこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1  ガイダンス　
2       行政活動の類型
3  法律による行政の原理
4 　　　行政組織
5       行政組織に関する論文報告   
6  行政行為
7       行政行為に関する論文報告 　  
8  　　 行政契約
9       行政契約に関する論文報告
10 行政指導
11      行政指導に関する論文報告
12      行政立法
13      行政立法に関する論文報告 
14  行政計画
15      行政計画に関する論文報告
16      ガイダンス   
17  行政上の義務履行確保
18      行政上の義務履行確保に関する論文報告    
19  個人情報保護・情報公開
20      個人情報保護・情報公開に関する論文報告 
21 行政手続
22      行政手続に関する論文報告   
23 行政不服申立て
24      行政不服申立てに関する論文報告
25 行政訴訟
26      行政訴訟に関する論文報告    
27   国家賠償
28      国家賠償に関する論文報告
29  損失補償
30      損失補償に関する論文報告

◎－－－　備考欄　－－－◎

受講者には必ず報告の担当が複数回割り振られるため、報
告には責任をもつこと。授業者の人数により、報告回数に
変動がある。受講者数により授業計画を変更することがあ
る。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D10207-01行政法講義Ⅲ

通年 4  1 授業形態:講義折登　美紀
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　大学で得た行政法理論および判例についての知識を基に、大学院で
は、より多面的かつ深く行政法を研究していく。行政法は、警察行
政、社会保障行政、都市計画行政等、守備範囲が広範である。この授
業では、行政法の総論全体を扱い、幅広い行政法学の理解ができるよ
うにしたい。授業は、演習形式で行う。具体的には、担当教員が、1
冊テキストを指定し、受講生が、そのテキストに書かれていること、
テキスト記載部分の論点について報告するという形で進めていく。報
告内容について、教員及び報告者以外の受講生から質問し、議論を展
開する。指定テキストは1冊であるが、受講生は、解釈について比較
研究する必要があることから、数冊の基本書・参考書を読むこと、論
点に関する判例について調べてくることとする。さらに、受講生に、
行政法にかかわる「研究テーマ」を決めてもらい、講義において報告
をしてもらう。「研究テーマ」については、教員と議論しながら決定
していき、「研究レポート」へとつなげていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・我が国の行政法の基礎的事柄について理解し、諸説の内容を説明す
ることができる。
・行政法上の論点の指摘、諸説の検討、及び自己の見解の構築ができ
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

研究レポートにおいて、レポート作成要領を守っているか、基本的理
解と現状の把握かできているか、各学説及び判例の理解が的確である
か、根拠が明示されているか、自己の見解が説得的に展開されている
かの諸点を評価の基準とする。
研究レポートの評価：（70％）
平常点（授業における報告）：（30％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

指定テキスト：稲葉・人見・村上・前田『行政法第2版』（有斐閣）
参考書：塩野『行政法Ⅰ～Ⅲ』（有斐閣）、北村ほか『行政法の基本
第6版』（法律文化社）、宇賀『行政法概説Ⅰ～Ⅲ』等。宇賀・交
告・山本『行政判例百選第7版Ⅰ、Ⅱ』

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・本講義開講後1カ月の間に、指定されたテキストを事前に通読して
おくこと。
・担当者が報告個所を指定するので、報告者は事前にレジュメを作成
して報告すること。
・報告に当たっていない者も、報告者と同様、事前に２時間程度、該
当箇所についてテキストおよび参考書を読んでおき、授業に臨むこ
と。
・授業後には、授業中の指摘を踏まえて、2時間程度報告のまとめ直
しをしておくこと。教員が適宜チェックします。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回　授業のオリエンテーション
第2回　行政法の全体像
第3回　法治主義（歴史と意義）
第4回　法治主義（通達との関係）
第5回　行政上の法律関係（取得時効・消滅時効の適用問
題）
第6回　行政上の法律関係（信義則との関係）
第7回　比例原則（歴史と意義）
第8回　行政組織（中央と地方）
第9回　行政組織（行政改革と多元的行政主体）
第10回　行政組織（公務員の権利と義務）
第11回　行政組織（公物の利用関係）
第12回　行政立法（法規命令・行政命令）
第13回　行政立法（法律と条例）
第14回　行政作用（行政行為の特殊性・種類）
第15回　行政作用（取消しと撤回）
第16回　行政作用（附款）
第17回　行政作用（行政裁量）
第18回　行政作用（行政裁量統制の手法）
第19回　行政作用（行政上の強制措置全般）
第20回　行政作用（代執行・執行罰・直接強制・強制徴収
等）
第21回　行政作用（行政計画）
第22回　行政作用（計画の統制）
第23回　行政救済（国家補償の全体像）
第24回　行政救済（国家賠償法1条）
第25回　行政救済（国家賠償法2条）
第26回　行政救済（損失補償）
第27回　行政救済（行政訴訟の訴訟類型）
第28回　行政救済（原告適格）
第29回　行政救済（処分性）
第30回　行政救済（仮の救済）
　＊研究レポートの提出



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D10505-01経済法講義Ⅰ

通年 4  1 授業形態:講義屋宮　憲夫
◎－－－　授業の概要　－－－◎

独占禁止法は、資本主義体制の基盤となる市場機能の維持保全を目的
とする法律であり、経済憲法とも呼ばれる重要な法律となっている。
本講義では、そのような独占禁止法の規制内容及び同法の具体的な事
件への適用に関する法解釈上の問題点を中心に検討していく。独占禁
止法についての代表的適用事例及び最近の適用事例を素材として、各
履修者がそれぞれ担当する事例の問題点及び関連する判例・審決例等
を総合的に検討し報告を行い、理解を深める。報告担当事例の選択や
報告の順番等は履修者と相談して決定する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

独占禁止法の目的と基本構造を把握する。
独占禁止法の基本概念を理解し、法律解釈上の問題を論じられる。
独占禁止法違反行為に対する法の適用について、従来の事例を把握
し、論じられる。
市場競争の意義に関心を持ち、独占禁止法の規制について自らの考え
を形作っていける。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

事例研究報告の内容及び質疑応答の状況を総合的に評価する。評価事
項の配分割合は、レポート報告内容60％、質疑応答40％。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

報告検討の対象となる事例及び最近の事件等に関する資料を配布す
る。参考文献は適宜指示する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

学部において、既に「経済法」を履修し単位を取得したことを前提に
事例研究により授業を進める。独占禁止法の概説書等を講義開始前に
精読しておくこと。授業前に事前に配布した資料について2時間以上
事前準備のため精読しておくこと。
受講後には、研究した事項・事例について2時間以上整理・検討し、
疑問点等を次回摘示すること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１　ガイダンス
２　独占禁止法の基礎概念に関する事例研究（独占禁止法
の目的・公共の利益に関する事例）報告・検討
３　独占禁止法の基礎概念に関する事例研究（独占禁止法
の目的・公共の利益に関する事例）検討
４　独占禁止法の基礎概念に関する事例研究（独占禁止法
の人的適用対象に関する事例）報告・検討
５　独占禁止法の基礎概念に関する事例研究（独占禁止法
の人的適用対象に関する事例）報告
６　独占禁止法の基礎概念に関する事例研究（一定の取引
分野の画定に関する事例）報告・検討
７　独占禁止法の基礎概念に関する事例研究（一定の取引
分野の画定に関する事例）検討
８　私独独占禁止法の基礎概念に関する事例研究（競争の
実質的制限に関する事例）報告・検討
９　私独独占禁止法の基礎概念に関する事例研究（競争の
実質的制限に関する事例）検討
１０　私的独占関する事例研究（排除行為該当の事例につ
いて）報告・検討
１１　私的独占関する事例研究（排除行為該当の事例につ
いて）報検討
１２　不当な取引制限に関する事例研究（不当な取引制限
の主体についての事例）報告・検討
１３　不当な取引制限に関する事例研究（不当な取引制限
の主体についての事例）検討
１４　不当な取引制限に関する事例研究（相互拘束・共同
遂行についての事例）報告・検討
１５　不当な取引制限に関する事例研究（相互拘束・共同
遂行についての事例）検討
１６　不当な取引制限に関する事例研究（課徴金制度につ
いての事例）報告・検討
１７　不当な取引制限に関する事例研究（課徴金制度につ
いての事例）検討
１８　事業者団体の規制に関する事例研究（事業者団体に
よる競争の実質的制限についての事例）報告・検討
１９　事業者団体の規制に関する事例研究（事業者団体に
よる競争の実質的制限についての事例）検討
２０　事業者団体の規制に関する事例研究（事業者団体に
よる活動・機能制限についての事例）報告・検討
２１　事業者団体の規制に関する事例研究（事業者団体に
よる活動・機能制限についての事例）検討
２２　集中・結合規制に関する事例研究（株式取得等の規
制についての事例）報告・検討
２３　集中・結合規制に関する事例研究（合併についての
事例）報告・検討
２４　不公正な取引方法に関する事例研究（差別的取扱い
についての事例）報告・検討
２５　不公正な取引方法に関する事例研究（不当対価につ
いての事例）報告・検討
２６　不公正な取引方法に関する事例研究（不当な顧客誘
引・取引強制についての事例）報告・検討
２７　不公正な取引方法に関する事例研究（再販売価格維
持についての事例）報告・検討
２８　不公正な取引方法に関する事例研究（その他の高速
条件付取引についての事例）報告・検討
２９　不公正な取引方法に関する事例研究（優越的地位の
濫用についての事例）報告・検討
３０　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D10506-01経済法講義Ⅱ

通年 4  1 授業形態:講義大橋　敏道
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本講義の主たる目的は、経済法の主要法規である独占禁止法につい
て、事例研究を通じて理解することである。条文の順序に沿った演繹
的なスタイルの学部の講義に対して、この講義では、さまざまな事例
から帰納的に独占禁止法の全体像を把握するという手法になる。従っ
て、受講生は毎回必ず、事前にテキストの該当部分の問題について答
案を作成して授業に持ってくること。講義では答案の添削と論点の説
明が中心となるので、予習が特に重要である。
　我が国の経済法には、独占禁止法と異なる価値観に立脚した様々な
事業法も含まれている。本講義では、それらのいくつかを取り上げ、
当該事業法と独占禁止法との緊張関係についても理解を深めることも
目的としたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①独占禁止法の主要論点について理解するとともに、新規事例につい
て自らの力で法解釈ができる。
②個別規制業種特有の規制手法について理解し、それと独占禁止法と
の関係について説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

予習で作成した答案を５０％、授業における質疑応答の状況を５０％
の割合で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：川濱昇ほか著『論点解析経済法（第2版）』（商事法務。
￥3240）
参考文献は講義中でも紹介するが、テキスト以外に独占禁止法の概説
書を何か一つ持っていることが望ましい。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前にテキストの該当部分を読み、問題の答案を作成しておく。
事後に、その論点についての解釈方法を復習しておく。
事前・事後学習は、各々2時間を目安とする。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

（　）内はテキストの該当ページ
１  ガイダンス、共同行為（p1～14）
２  共同行為（p15～22）
３  共同行為（p23～31）
４  共同行為（p32～42）
５  共同行為（p43～54）
６  共同行為（p55～62）
７  共同行為（p63～75）
８  共同行為（p76～82）
９  共同行為（p83～91）
１０  共同行為（p92～100）
１１  共同行為（p101～111）
１２  共同行為（p112～121）
１３  企業結合（p122～131）
１４  企業結合（p132～140）
１５  企業結合（p141～151）
１６　企業結合（p152～165）
１７  私的独占・不公正な取引方法（p166～178）
１８   〃（p179～189）
１９   〃（p190～201）
２０   〃（p202～212）
２１   〃（p213～223）
２２   〃（p224～234）
２３   〃（p235～243）
２４   〃（p244～252）
２５   〃（p253～262）
２６   〃（p263～272）
２７   〃（p273～283）
２８   〃（p284～292）
２９  エネルギー産業に関する法規制
３０  電気通信産業に関する法規制



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D21102-02刑事法講義

通年 4  1 授業形態:講義小野寺　一浩
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　刑法においては、一般的抽象的な理論それ自体は意味がありませ
ん。それが具体的事案の解決と結びついて初めて意味があります。特
に、刑法各論の分野においては、一般的抽象的な概念を具体的な事実
と結びつけて理解することが必要です。
　本講義では、刑法各論の分野における基本的な判例を取り上げ、そ
こで問題となっている事実を正確に理解した上で、それと判決の一般
論部分との対応関係を明らかにし、どのような論理が展開されている
かを、その実質的な理由にまでさかのぼって検討していきます。
　丹念に判決文を読み、具体的な事案と結びつけ一般理論を理解する
ことで、刑法各論の基本的事項について修得することができます。単
に知識を覚えることではなく、しぶとく読み、的確に理解し、論理的
に自らの考え方を説明しようという意欲のある方の受講を希望しま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

刑法各論分野における基本的事項について説明できるようになる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・成績評価の基準
　刑法各論分野における基本的事項についてわかりやすく説明できる
かどうか。
・成績評価の方法
　報告・質疑、小テスト、課題レポートにより評価する。評価割合
は、報告・質疑が30パーセント、小テストが30パーセント、課題レ
ポートが40パーセントである。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

講義で必要資料を配付します。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習：次回の検討課題について考察し、疑問点をまとめておく。
(90分）
事後学習：授業での検討を踏まえレポートを作成し、次回の授業時に
提出すること。(90分）

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回　生命身体に対する罪(基本類型の整理)
第2回　生命身体に対する罪(殺人罪、遺棄罪、傷害罪)
第3回　自由に対する罪に関する罪(基本類型の整理）
第4回　自由に対する罪に関する罪(逮捕・監禁罪)
第5回　秘密・名誉に対する罪に関する罪（基本類型の整
理）
第6回　秘密・名誉に対する罪に関する判例（名誉毀損
罪）
第7回　偽造罪（基本類型の整理）
第8回　偽造罪（文書偽造罪）
第9回　窃盗罪の保護法益(問題となる類型の整理)
第10回　窃盗罪の保護法益(判例の検討)
第11回　占有概念(基本類型の整理)
第12回　占有概念(基本判例の検討)
第13回　占有概念(近時の判例の分析)
第14回　強盗罪(基本類型の整理)
第15回　強盗罪(暴行脅迫と強取の因果性)
第16回　準強盗罪(基本類型の整理)
第17回　準強盗罪(事後強盗罪)
第18回　強盗致死傷罪(基本類型の整理)
第19回　強盗致死傷罪(強盗致死傷罪)
第20回　詐欺罪(基本構造)
第21回　詐欺罪(詐欺行為、処分行為)
第22回　横領罪(基本構造)
第23回　横領罪(二重売買)
第24回　背任罪(基本構造)
第25回　背任罪と横領罪
第26回　盗品等に関する罪(基本類型の整理)
第27回　盗品等に関する罪(被害者への返還と盗品等罪)
第28回　公務執行妨害罪
第29回　犯人蔵匿罪
第30回　収賄罪(基本類型の整理)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D21102-03刑事法講義

通年 4  1 授業形態:講義石川　友佳子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

この講義は、刑法学における理論的思考方法の習得を目標とする。
詳細は、受講生の意見も聞きながら決定していきたいと思うが、予定
としては以下のようなものを考えている。
受講生の研究報告を主として演習形式で行う。刑法総論および刑法各
論の分野の中からいくつかのテーマを選択し、受講生各自による個別
報告のあと、参加者全員での議論を行う。
　受講生は、刑法専門書、法律雑誌や過去の裁判例を丹念に調べ、分
析し、精確な研究報告を行う必要がある。また、報告者以外の受講生
も、報告者に劣らない事前知識をつけた上で、議論に臨んでほしい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・刑法上の諸問題について、基本的な知識を習得する。
・各テーマを通じて、刑法学の役割を考える。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

個別報告の内容や発言内容により評価する。
個別報告の発表方法やその内容の評価６０％
授業における発言内容や授業への積極性４０％

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

六法を必ず持参すること。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

指定したテーマに関して事前に調べ、十分な予習をした上で、参加す
ること。
講義後は、講義内容をきちんと整理し、良く理解しておくこと。
事前学習、事後学習ともに、2時間程度を目安とする。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．ガイダンス
２．報告テーマ（刑法総論）および報告者の決定
３．構成要件該当性・因果関係（ディベート）
４．構成要件該当性・因果関係（個別報告）
５．構成要件該当性・不作為犯（ディベート）
６．構成要件該当性・不作為犯（個別報告）
７．違法性・正当防衛（ディベート）
８．違法性・正当防衛（個別報告）
９．違法性・緊急避難（ディベート）
１０．違法性・緊急避難（個別報告）
１１．責任・故意・事実の錯誤（ディベート）
１２．責任・故意・事実の錯誤（個別報告）
１３．責任・過失（ディベート）
１４．責任・過失（個別報告）
１５．責任・責任能力（ディベート）
１６．責任・責任能力（個別報告）
１７．未遂（ディベート）
１８．未遂（個別報告）
１９．未遂論
２０．共犯（ディベート）
２１．共犯（個別報告）
２２．共犯論
２３．報告テーマ（刑法各論）および報告者の決定
２４．財産犯総説
２５．窃盗罪
２６．強盗罪
２７．詐欺罪
２８．横領罪
２９．背任罪
３０．まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D10106-01憲法講義Ⅱ

通年 4  1 授業形態:講義武居　一正
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　日本国憲法について基本的知識を再確認するための学び直しまたは
復習的な意味を持つ講義である。
　大学院で法を深く学ぶためには、公法を専攻するにしろ、その他の
法を専攻するにしろ、憲法は法の基本であるから、学部で学んだこと
を再確認し、もう一度学び直しをする必要がある。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①知識・理解の到達目標　日本国憲法の概要について深く理解する。
②技能に関する到達目標　日本国憲法の基本的問題点について整理
し、解説することができる。
③態度・指向性に関する到達目標　私たちの社会の問題について日本
国憲法の観点から常に考える姿勢を身につける。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　平常点、つまり、レジュメの準備程度、講義での質問・発言内容に
よって採点する。論点を上手くまとめ、的確な指摘をし、適切な判断
ができているかどうかを見る。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　芦部信喜『憲法』第六版、岩波書店を用いる。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　大学院生ともあろう者に学習について一々指示するのは失礼だとは
思うが、毎回、予定頁に必ず目を通してくること。最低１時間程度。
また、受講後その日のポイントについてノートを見直すなどして再確
認すること。復習30分～１時間程度。報告者は相応の時間を掛けて
しっかりと準備すること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．立憲主義
２．日本憲法史
３．憲法の基本原則：国民主権・参政権
４．同:平和主義
５．安保法制:集団的自衛権
６．同:基本的人権
７．人権総論：人権の歴史
８．同:人権の性質
９．同：享有主体
１０．基本的人権の限界：公共の福祉
１１．同：二重の基準
１２．同：三段階審査
１３．包括的基本権と平等権
１４．精神的自由権：内心の自由
１５．同：表現の自由（１）意味
１６．同:表現の自由（２）内容
１７．経済的自由権
１８．人身の自由
１９．国務請求権
２０．社会権
２１．国会
２２．内閣
２３．裁判所
２４．財政
２５．地方自治
２６．憲法保障
２７．違憲審査（１）意義
２８．違憲審査（２）付随的違憲審査制
２９．憲法改正
３０．まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D10107-01憲法講義Ⅲ

通年 4  1 授業形態:講義桧垣　伸次
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本講義では、アメリカにおける表現の自由論を概観する。現在日本
でも、さまざまな表現の自由を巡る議論がなされている。日本の表現
の自由論は、主としてアメリカ合衆国における判例・学説の強い影響
を受けている。そこで、アメリカ合衆国では、表現の自由に関するど
のような問題があるのか、裁判所はどのような判断をしてきたのか、
それに関してどのような議論があるのか、などを検討したい。
　本講義の進め方としては、毎回一つの判例について報告してもら
い、それを基に議論していくという形を想定している。報告者はもち
ろんのこと、他の受講者も該当判例をよく読んで講義に臨んでほし
い。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・アメリカ合衆国における表現の自由論について基本的な知識を獲得
できることを目標とする
・アメリカ合衆国の判例を読み、理解できるようになることと目標と
する

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・発表や授業における議論（50％）
・課題レポート（50％）
　　両者とも、判例の内容を理解できているか、表現の自由の基礎理
論を理解　できているかを判断基準とする

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト
・使用しない
参考文献
・KATHLEEN M. SULLIVAN & NOAH FELDMAN, CONSTITUTIONAL
LAW (Foundation Press 18th ed. 2013)
・松井茂記『アメリカ憲法入門（第7版）』（有斐閣、2012年）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・受講にあたり、事前に指定する判例を読んでおくこと。また、報告
者はレジュメを作成すること（60分）。
・受講後は、講義中に指摘された点について参考文献等で確認するこ
と（60分）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回　ガイダンス
第2回　司法審査――Marbury v. Madison
第3回　二重の基準――United States v. Carolene Products Co.
第4回　明白かつ現在の危険①――Schenk v. United States
第5回　明白かつ現在の危険②――Abrams v. United States
第6回　明白かつ現在の危険③――Dennis v. United States
第7回　明白かつ現在の危険④――Brandenburg v. Ohio
第8回　事前抑制――New York Times v. United States
第9回　喧嘩言葉――Chaplinsky v. New Hampshire
第10回　暴力的な表現――United States v. Stevens
第11回　暴力的なゲーム――Brown v. E.M.A.
第12回　虚偽の表現――United States v. Alvarez
第13回　名誉毀損――New York Times v. Sullivan
第14回　精神的苦痛――Snyder v. Phelps
第15回　ヘイト・スピーチ①――R.A.V. v. City of St. Paul
第16回　ヘイト・スピーチ②――Virginia v. Black
第17回　わいせつ表現――Miller v. California
第18回　児童ポルノ①――New York v. Ferber
第19回　児童ポルノ②――Ashcroft v. Free Speech Coalition
第20回　営利的言論――Central Hudson Gas & Electric Corp.
v. Public Service Commission
第21回　選挙資金規制①――Buckley v. Valeo
第22回　選挙資金規制②――McConnell v. FEC
第23回　選挙資金規制③――Citizen United v. FEC
第24回　表現の助成――Rust v. Sullivan
第25回　表現の強制――West Virginia State Board of
Education v. Barnette
第26回　象徴的表現――United States v. O’Brien
第27回　国旗損壊――Texas v. Johnson
第28回　放送の自由――FCC v. League of Women Voters of
California
第29回　生徒の表現の自由――Morse v. Frederick
第30回　まとめ

以上は目安であり、受講者と相談しながら進めていく



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D10108-01憲法講義Ⅳ

通年 4  1 授業形態:講義實原　隆志
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　憲法学に関する専門的な文献を講読する。ドイツ語図書か英語図書
の講読を予定しているが、受講者の希望を聞きながら内容を構成す
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　受講生の関心分野や希望する進路に必要な知識を身につけることが
できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　授業の準備状況や授業時に臨む姿勢を基に評価する（100％）。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　初回のオリエンテーション時に、受講者と相談したうえで指定す
る。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　授業では文献を読むことだけでを目的としているわけではなく、十
分な理解に基づいて質疑応答することも予定している。事前に資料を
熟読し、授業後に振り返り、次回以降の授業に備えることが必要とな
るため、２時間程度の予習と復習を要する。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．前期の授業に向けたオリエンテーション
　　憲法と立憲主義
２．日本憲法史
３．国民主権の原理
４．基本的人権の原理
５．基本的人権の限界
６．幸福追求権、法の下の平等
７．内心の自由
８．信教の自由
９．表現の自由
10．表現の自由の限界
11．集会・結社の自由、通信の秘密
12．経済的自由権
13．人身の自由、参政権
14．社会権
15．前期の総括
16．後期の授業に向けたオリエンテーション
　　権力分立の原理
17．国会の地位・組織・活動
18．国会議員の地位
19．国会と議院の権能
20．内閣
21．司法権の意味と範囲
22．裁判所の組織と権能
23．司法権の独立
24．財政
25．地方自治
26．違憲審査制
27．憲法改正の手続と限界
28．平和主義の原理
29．安保体制
30．講義の総括、レポート課題の提示

＊　受講者と相談の上、変更になることがある。

◎－－－　関連URL　－－－◎

　特になし。
(　特になし。)

◎－－－　備考欄　－－－◎

　特になし。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D21110-02国際私法講義

通年 4  1 授業形態:講義北坂　尚洋
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　この講義では、国際私法、国際民事手続法、国際取引法に関係する
法律問題が実際にどのように解決されているのかを具体的に理解して
もらおうと思っています。家族法や財産法における国際裁判管轄権、
準拠法、外国裁判の承認に関する問題などが、この授業の対象です
が、今年度は準拠法に焦点を当て、前期には国際家族法、後期には国
際財産法について検討する予定です。

　なお、受講生の希望も取り入れた授業内容にするつもりですので、
「授業計画」は変更されることもあります。初回の講義のときに、受
講生は、関心があるテーマについて説明してください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１　国際私法、国際民事手続法、国際取引法の基礎知識とその実務を
理解すること。
２　国際私法、国際民事手続法、国際取引法の基礎知識とその実務を
論理的に説明する力を身につけること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　理解度・論理的思考能力を基準に、報告内容（４０％）、発言内容
（３０％）、レポート（３０％）から総合的に評価します。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

（テキスト）
　松岡博編『国際関係私法入門［第４版］』（有斐閣・２０１９年）

（参考文献）
　櫻田嘉章＝道垣内正人編『注釈国際私法　第１巻・第２巻』（有斐
閣・２０１１年）
　佐藤達文＝小林康彦編著『一問一答 平成２３年民事訴訟法等改正』
（商事法務・２０１２年）
　小出邦夫編著『逐条解説　法の適用に関する通則法［増補版］』
（商事法務・２０１４年）
　櫻田嘉章＝道垣内正人編『国際私法判例百選［第２版］』（有斐
閣・２０１２年）
　野村美明＝高杉直＝久保田隆編『ケーススタディ国際関係私法』
（有斐閣・２０１５年）
　松岡博編『レクチャー国際取引法［第２版］』（法律文化社・２０
１８年）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　事前学習として指示した文献を読んで、授業にのぞんでください
（２時間が目安です）。また、事後学習としては、授業で取り上げた
事項をテキストで復習してください（２時間が目安です）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

　１　はじめに：　今後の進め方等についての説明
　２　婚姻の成立
　３　婚姻の身分的効力
　４　婚姻の財産的効力
　５　離婚の成立
　６　離婚の効力
　７　嫡出親子関係の成立
　８　非嫡出親子関係の成立
　９　準正の成立
１０　親子間の法律関係
１１　後見
１２　その他の親族関係
１３　相続
１４　遺言
１５　家族法上の法律行為の方式
１６　契約１：　法選択がある場合
１７　契約２：　法選択がない場合
１８　消費者契約
１９　労働契約
２０　財産法上の法律行為の方式
２１　不法行為一般
２２　生産物責任
２３　名誉・信用毀損
２４　不当利得・事務管理
２５　債権譲渡
２６　年齢に基づく行為能力
２７　心神の障害に基づく行為能力
２８　失踪宣告
２９　法人
３０　まとめ　
※　受講生の希望も取り入れた授業内容にするつもりです
ので、授業計画は変更されることもあります。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D10404-02国際法研究

２年通年 8  1 授業形態:演習山下　恭弘
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本研究の目的は、国際法に関する修士論文の完成である。基本的に
受講者が関心のあるテーマでの修士論文の完成を目指すが、テーマ決
定に際しては、今後の研究も考慮しながら助言・指導を行う。
　受講者は、決定したテーマについて報告を行い、質疑応答を通じて
法的考察を深化させ、次なる報告に備えなければならない。報告内容
は、定期的にまとめ、レポートとして提出するよう求められる。この
レポートは、修士論文の骨子となるため、論文として読むに値するも
のでなければならない。場合によっては書き直しを求めることもあ
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　文献・資料を読みこなし、論文としてまとめ上げる能力を獲得する
ことができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　修士論文の完成度で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　研究の進展状況をみながら適宜指示する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　詳細な報告が求められるので、事前に2時間かけて十分に準備する
こと。事後は2時間かけて報告内容をまとめ、レポート提出に備える
こと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1～3　問題提起と修士論文のテーマ決定
4～28　研究報告と質疑応答
29～30　総括



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D10405-01国際法講義Ⅰ

通年 4  1 授業形態:講義長谷川　正国
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　国際法の主要論点について講義します。国際法は国際社会の法であ
ることから、日本語の教科書を意識しながらも、英文の教科書および
ケースブックを併用して、より広い視野から国際法の全体像を把握す
ることを目指します。国際法を専攻する受講生にとってばかりでな
く、その他の法分野を専攻する受講生にとっても国際法が今や法学研
究にとって欠くことのできない基本的知識であることを明らかにした
いと思います。
　また、国際法専攻の受講生はもちろんのこと、その他の法分野を専
攻する受講生が特に関心を有するまたは発展させたいと考えるテーマ
を発見する場合にはその受講生に対して個別指導を行い、一層の関心
を喚起したいと考えます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

（１）国際法の基本的概念と実際的な機能を概括的に理解し、説明す
ることができる。
（２）各主題についてその要点に関する法的議論を的確に展開するこ
とができる。
（３）自分の専攻科目と国際法との関連性を説明することができる
（国際法以外の専攻生の場合）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価の基準
　報告の場合
国際法の基本的概念を的確に理解し、同時に具体的国際法問題に関し
て説得力ある議論を展開する。
　レポートの場合
提出を求められた国際法の課題についてその課題の趣旨を的確に理解
し、正確な日本語でその課題について論理的に法的議論を展開する。

成績評価の方法
　毎回の報告の内容を６０％、適宜に提出を求めるレポートを４０％
として総　合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　教材は当方で準備する。
　エイクハースト=マランチュク『現代国際法入門』（成文堂）
　Damrosch et al(eds), International Law Cases and Materials
　国際条約集（有斐閣）を必ず持参すること。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　講義の主題に関して指定した資料を必ず予習して講義に参加するこ
と。講義終了後は、講義内容を整理し、その知識を確実なものにする
こと。予習復習にそれぞれ最低2時間を費やすこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1　序論　講義の手引き
2　歴史および理論(1)
　 ヨーロッパ国際法の形成と発展
3  歴史および理論(2)
　　第一次世界大戦後の発展
4　国際法の法的性質
5　国際法の法源  　
6　条約法(1)
　 条約の締結および効力の発生
7　条約法(2)
　 条約の適用、条約の無効、条約の終了
8　国際法と国内法　
9　国家と政府(1)
　 国家の要件、国家の承認
10　国家と政府(2)
　  政府の承認　
11　国際機構、個人、会社および集団
12　管轄権
13　管轄権からの免除(1)
　　 主権免除
14　管轄権からの免除(2)　
    外交免除、領事免除
15　領域の取得(1)
　　割譲、先占、時効
16　領域の取得(2)
　　添付、裁判、征服
17　国家承継
18　海洋法(1)
　　内水、領海、接続水域、排他的経済水域
19　海洋法(2)
　　大陸棚、公海、深海底
20　空域および宇宙空間
21　人権(1)
　　世界的レベルの人権
22　人権(2)
　　地域的レベルの人権
22　国祭経済法の要点
23　国際環境法の要点
24　国家責任法(1)
　　国家責任と外国人の待遇
25　国家責任法(2)
　　国際違法行為の効果、対抗措置
26　国際紛争の平和的解決(1)
　　国際紛争の外交的解決方法
27　国際紛争の平和的解決(2)
　　国際紛争の法律的解決方法  　　　　
28　国際的武力紛争および内戦
29　国際人道法と戦争犯罪
30　結論　講義のまとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D10406-01国際法講義Ⅱ

通年 4  1 授業形態:講義山下　恭弘
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　国際法の基本事項を確認し、先例を紹介しながら国際法の現実の適
用について授業する。双方向的な授業となるので、授業の過程で随時
質疑応答が行われる。受講者は、積極的な質疑応答への参加の他、復
習を兼ねた報告が求められる。報告の具体的なテーマは、毎回の授業
後に示され、後日報告することになる。授業と質疑応答、受講者の報
告を繰り返しながら、国際法の主要論点を明らかにする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　国際法の本質を理解し、国際社会の現実を主に法の観点から的確に
論じられる能力を獲得することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　質疑応答・報告の内容（50%）、前期・後期2回の課題レポートの内
容（50%）で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　テキスト：教材は当方で準備する。　
　参考文献：島田征夫編『国際法学入門』（成文堂、2011年）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　授業前に指示されたテキストの頁と先例について、事前に2時間か
けて学習し授業に臨むこと。事後は授業中に指摘された課題・問題点
を2時間かけて研究し、次回の授業に臨むこと。ちなみに、次回の授
業で、受講者の発言等により事後学習の成果を確認する。なお、授業
の初回にガイダンスを行い、事前・事後学習や報告の方法等、受講に
必要な諸事項を説明する。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

前期
1　 ガイダンス
2　 国際法の法源
3　 国際法の主体
4　 条約法
5　 国際法と国内法
6　 国家承認、国家承継
7　 国家の基本的権利
8　 国家の基本的義務
9　 外交特権免除と主権免除
10　国家領域と国際領域
11　海洋法
12　日本の領土問題
13　人権の国際的保障
14　個別人権条約の適用
15　総括－課題レポートの提示

後期
16　国際機構と国際協力
17　国際経済法
18　国際環境法
19　国家責任
20　国際機構の責任、個人責任（テロ）
21　国際紛争の平和的解決
22　国際裁判
23　国連の集団安全保障
24　自衛権をめぐる諸問題
25　国連の平和維持活動
26　戦争法と中立法
27　国際人道法
28　戦争犯罪人の処罰
29　国際刑事法の発展
30　総括－課題レポートの提示



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D10407-01国際法講義Ⅲ

通年 4  1 授業形態:講義萩原　一樹
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　国際社会が緊密化するとともに、国際法が取り扱う問題事項も拡大
し、深化しています。そのため、国内法を専攻する学生にとっても、
国際法を学ぶ重要性は高まっています。この授業では、担当教員によ
る講義、質疑応答、受講者による報告を交えながら、国際法の主要な
論点についてより深く掘り下げて理解することを目指します。
　前期は、国際法の性質、歴史的展開、法源論、国際法主体性に関す
る基本的な事項について、一層深く理解することを目指します。後期
は、国家責任法、国際組織の役割、国際紛争の平和的解決のほか、国
際人権法、国際環境法、持続可能な開発といった現代的な課題につい
ても学習します。
　授業計画に沿って、担当教員による講義、質疑応答、受講者による
報告を繰り返しながら、インタラクティブな授業を行います。受講者
の研究関心に応じて、授業計画に若干の修正を加えることがありま
す。受講者は、配布される教材と資料を熟読し、質疑応答と報告に備
えてください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

国際法の基本的な論点について説明することができる。
国際社会の発展の歴史と現代の国際関係を踏まえて、国際法上の諸問
題を理解することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績は、授業への貢献度（質疑応答、報告の質）（50%）と学期末の
レポート（前期25%・後期25%）で評価します。レポートは、国際法
に関するより専門的な文献を読み込み、その中で論じられた内容を的
確に理解し、その内容を発展させる能力を基準に評価します。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

『国際条約集』（最新版）（有斐閣）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

大学院の授業は、学部と異なり、受身では成り立ちません。講義、質
疑応答、討論を手がかりに、講義で取り扱われる問題の歴史的背景と
現代社会における意義を理解し、自分が取り組む研究とどのように関
わるのかを考えながら、積極的に授業に参加してください。
次回に取り扱うテーマについて、配布資料等を読み、内容把握に努め
る（学習時間の目安：60分）授業で学習した内容を復習し、知識の定
着を図る（学習時間の目安：30分）

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. 国際社会と法
2. 国際法の基本構造   国際法の歴史的展開
3. 国際法の基本構造   国際法の法的性質
4. 国際法の法源   慣習国際法
5. 国際法の法源   条約
6. 国際法の法源   法の一般原則、ソフト・ロー
7. 条約法①条約法の発展
8. 条約法②締結手続
9. 条約法③留保
10. 条約法④解釈
11. 条約法⑤終了および運用停止
12. 条約法⑥jus cogens
13. 国家と国際法①国家の成立
14. 国家と国際法②国家の変動
15. 国家と国際法   国家の基本的権利義務
16. 国家と国際法   外交・領事関係
17. 国家責任法   意義と機能、違法性阻却事由
18. 国家責任法   外交的保護、国内救済完了原則
19. 国際機構と国際法
20. 国際紛争の平和的解決①
　　　　紛争の平和的解決の諸手段
21. 国際紛争の平和的解決②
　　　　司法的解決、紛争処理機関による解決
22. 国際人権法   国際的人権保障の展開
23. 国際人権法   民族自決権、少数民族
24. 国際環境法   国際環境法の展開
25. 国際環境法   国際環境諸条約の内容
26. 国際経済法   国際経済法の展開
27. 持続可能な開発   持続可能な開発の展開
28. 持続可能な開発   天然資源管理
29. 持続可能な開発   海洋生物資源管理
30. 総括



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D21109-02社会保障法講義

通年 4  1 授業形態:講義山下　慎一
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　社会保障法は、社会保障を法的な観点から検討する学問である。本講
義においては、社会保障を法的観点から検討することの必然性や、その
利点・欠点を、受講者各位が常に意識する必要がある。本講義の授業計
画は、上記のことを念頭においた構成となっている。

　講義の初回から第10回までは、社会保障法の全体像とそこに含まれる
各制度類型を、法的権利の観点から把握することに充てられる。ここで
は、単に制度を説明するのではなく、当該制度において、いかにして市
民の権利が生じ、実現し、あるいは失われ、争われるのか、という権利
のダイナミズムに焦点を当てた検討が実施される。

　第11回から第20回までは、社会保障法における重要判例・裁判例の検
討を通じて、社会保障と権利の関係に関する理解を（主に歴史的観点か
ら）深めるとともに、判例・裁判例研究の作法を習得する。

　第21回から第30回までは、各社会保障制度における最新判例・裁判例
（おおむね過去半年から1年以内に公開されたもの）を、受講者各自の
問題関心に従って選定し、検討する。この作業は、受講者らが、学界に
おける最先端の議論に触れる契機となるかもしれない。
　
　講義の形式は、受講者の報告をベースとする、ゼミ形式である。つま
り、報告担当者の報告内容および他の受講者の議論への参加が、当該回
の講義の水準を左右する重要な要素となる。よって、受講者には十分な
準備と強い自覚が要求される。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・社会保障を、法的権利の観点から把握できる。
・社会保障に関する判例・裁判例の研究方法を身に付ける。
・社会保障を法的観点から検討し、評価することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

（１）報告内容60％（レジュメの形式面および内容面について評価）
（２）議論への参加40％（発言回数および発言内容について評価）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

笠木映里ほか『社会保障法』（有斐閣、2018年）
ISBN 978-4-641-14494-1

菊池馨実『社会保障法』（有斐閣、第2版、2018年）
ISBN 978-4-641-24304-0

＊判例・裁判例の全文については、受講者自身で入手すること（図書館
やデータベースの活用方法の体得のため）。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

（１）報告者について
　・事前学習としてのレジュメ作成は、必要な資料はすべて収集・検討
したうえで作成すること（600分）。
　・事後学習として、報告に対して受けた指摘を整理した上、レジュメ
を修正し、教員に提出すること（120分）。

（２）報告者以外の受講者について
　・事前学習として、テキストの次回講義該当部分あるいは判例・裁判
例全文を、少なくとも2回は検討すること（120分）。
　・事後学習として、自身の報告に反映させることができるよう、その
日の講義で学んだことをノートに記入するなどして整理すること（120
分）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．導入
２．社会保障と社会保障法
３．社会保障法と「権利」
４．年金保険と権利
５．社会手当と権利
６．公的扶助と権利
７．労働保険と権利
８．医療保障と権利
９．社会サービス保障と権利
１０．小括―社会保障と法と権利
１１．社会保障法と判例・裁判例研究
１２．生活保護基準に関する判例
１３．国民健康保険条例に関する判例
１４．無年金障害者に関する判例
１５．混合診療に関する判例
１６．遺族年金と近親婚に関する判例
１７．自殺の業務上外認定に関する裁判例
１８．稼働能力の活用に関する裁判例
１９．情報提供義務に関する裁判例
２０．小括―社会保障における判例・裁判例
２１．年金保険に関する最新判例・裁判例
２２．児童手当に関する最新判例・裁判例
２３．生活保護に関する最新判例・裁判例
２４．雇用保険に関する最新判例・裁判例
２５．労災保険に関する最新判例・裁判例
２６．医療保険に関する最新判例・裁判例
２７．児童福祉に関する最新判例・裁判例
２８．介護保険に関する最新判例・裁判例
２９．権利救済手続に関する最新判例・裁判例
３０．総括



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D21106-01商法講義

通年 4  1 授業形態:講義砂田　太士
◎－－－　授業の概要　－－－◎

  企業活動に関する諸問題を、会社法のみならず、多角的に検討する
が、その中心は会社法であり、また株式会社である。そこで検討は、
株式会社の、経営機関、監督機関、資金調達に焦点を当て行う。株式
会社をはじめとする会社に関する法規制は、平成17年（2005年）に会
社法として商法から独立し、さらに会社法は平成26年（2014年）に改
正されたことから、上記の３点について、「なぜこのような改正が必
要なのか」、「もっと実態に即した考え方はないか」を念頭に置い
て、判例の検討を交えながら、法規制のあり方を受講生とともに考え
ていく。授業計画の項目に従い行うが、項目をまとめて行ったり、複
数回にわたることもあり得ることをご留意いただきたい。また、受講
生の論文への取り組みとの関係から、相談のうえ、計画を変更するこ
とがある（その場合であっても、到達目標等は変わらない）。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ａ．問題点について、法体系からどのようなことであるかを述べるこ
とができること
ｂ．報告質問のための準備を多角的行うことができることかつ的確な
報告および的確な質疑応答ができること
ｃ．会社に関する法規制の在り方を指摘できること及び論文作成の準
備ができること

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　試験を実施しないので、到達目標との関係から、平常点で評価す
る。平常点は、①問題の要点を理解しているるか否か、②準備を含む
報告および質疑応答が的確であるか否か、③レポート、宿題等の課題
における表現方法、内容等が的確であるか否か、④相手を説得するこ
とができる発言または記述であるか否か等を評価基準とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは使用しない。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　商法・会社法を学んだか否かにかかわらず、報告準備、予習を少な
くとも２時間すること。すなわち、各授業終了時に、次回の検討項目
を示すので、必ず書籍・論文・判例を読み意見を述べることができる
ように準備をしておくこと。インターネット検索の結果をコピーして
読むことは、準備にも報告にもあたらない。また授業終了後は、報告
担当者に限らず、受講生は、当日行った検討について必ず復習を少な
くとも２時間すること。また六法を忘れないこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１  基礎的事項①－会社法入門、会社法の特徴、会社の種
類
２　基礎的事項②－株式会社の基本概念、株式会社の区分
３  基礎的事項③株式の概要
４  基礎的事項④種類株式ほか
５  基礎的事項のまとめ
６　株式会社の機関設計①機関設計とは、必要性
７　株式会社の機関設計②公開会社と非公開会社の機関設
計
８  株主総会①株主総会の意義、権限
９  株主総会②株主総会の招集・議事運営
10  株主総会③株主総会の決議
11　株主総会④株主総会の活性化
12  株主総会⑤総会決議の瑕疵
13  株主総会のまとめ
14  ガバナンス①取締役（選任・任期・権限）
15　ガバナンス②代表取締役（選任・権限）
16　ガバナンス③取締役の義務（一般的な義務）
17　ガバナンス④取締役の義務（個別具体的な義務）
18　ガバナンス⑤取締役会とは
19　ガバナンス⑥取締役の責任（会社に対する責任、第三
者に対する責任）
20　ガバナンス⑦会計参与
21　ガバナンス⑧監査役
22　ガバナンス⑨監査役会
23　ガバナンス⑩会計監査人
24  ガバナンス⑪監査等委員会設置会社
25  ガバナンス⑫指名委員会等設置会社
26　ガバナンスのまとめ（経営機関・監督機関）
27　ファイナンス①－募集株式の発行
28　ファイナンス②－新株予約権の発行
29　ファイナンス③－社債の発行
30　ファイナンス（資金調達）及び全体のまとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D21106-02商法講義

通年 4  1 授業形態:講義畠田　公明
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本年度は、商法のなかで、とくに会社法の分野全体を概括的に検討
するが、平成26年会社法改正を重点的に取り上げる。前期では、会社
法総論に続いて、まず、ガバナンス（統治）として、株式会社の組
織・運営のための諸制度を検討する。ここでは、株主の地位と権利・
義務、株主総会、株式会社の経営管理機構が取り上げられる。次に、
後期では、コ－ポレ－ト・ファイナンスとして、株式会社の資金調
達、企業買収（M&A）などに関する部分を検討する。ここでは、株式
の内容・種類・譲渡・分割・併合、新株予約権、社債などが取り上げ
られる。さらに、合併・株式交換・株式移転・企業買収（M＆A）な
どを取り上げる。
　授業の方法としては、それぞれの項目について概観した後、重要な
基本判例を検討する方法で進めて行きたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

（１）会社の概念、統治機構および企業金融の諸制度について、基本
的知識を修得すること。（２）会社法の具体的な規定の解釈・判例を
理解すること。（３）上記のような知識・理解を利用して、具体的な
事例の問題を解決すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準は、会社法の規定する諸制度の基本的知識、規定の解
釈・判例の理解、具体的な問題の解決の能力の有無・程度による。
成績評価の方法は、原則として、各回の授業での報告70％、課題につ
いてのレポ－ト提出20％、受講態度10％の割合による。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは指定せず、適宜、資料を配付する。
参考文献
畠田公明『株式会社のガバナンスと会社法』（中央経済社、2015年）
畠田公明『会社法のファイナンスとM&A』（法律文化社、2017）
江頭憲治郎＝神作裕之・藤田友敬編『会社法判例百選[第3版]』（有斐
閣、2016年）
浜田道代＝岩原紳作[編]『会社法の争点』（有斐閣、2009年）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

毎回の授業において、事前に教科書・資料等を予習すること（60
分）。テーマに即した資料をまとめておくこと（90分）。毎回の設問
に自分なりの答えをまとめておくこと（60分）。授業の後で論点を整
理し、不十分な点は他の文献などで補足してまとめておくこと（60
分）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１　会社法の意義・会社の概念　
２　株主の地位と権利・義務
３　株主総会
４　取締役
５　取締役会
６  取締役会設置会社の代表取締役等
７　取締役と会社との関係（義務・報酬等）
８　会計参与
９  監査役・監査役会
10　会計監査人
11　監査等委員会設置会社・指名委員会等設　　　　置会
社の経営管理機構
12　検査役と調査者
13　役員等の責任
14  差止請求権等
15　株主代表訴訟・多重代表訴訟
16　コーポレート・ファイナンスの意義
17　株式の内容と種類
18　株式の譲渡等
19　募集株式の発行
20　新株予約権
21　社債
22　組織再編
23　組織変更
24　事業譲渡等
25　合併
26　会社分割　
27　株式交換
28　株式移転
29　企業買収（M＆A）の意義・種類
30　企業買収に関する裁判例　



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D21106-03商法講義

通年 4  1 授業形態:講義前越　俊之
◎－－－　授業の概要　－－－◎

金融商品取引法を対象とし、発行会社、証券市場および証券会社を巡
る基本的な問題を検討する。例えば、情報開示、不公正な取引の禁止
および投資勧誘規制である。検討は、おもに、わが国の判例、学説を
通じて行うが、学生のニーズがあれば、外国文献（英語のもの）講読
等を通じて行うこともあり得る。なお、講義で取り上げるテーマにつ
いては、受講生の意見を聞いた上で決定したい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・金融商品取引法の基本的な仕組みを理解し、他者に説明ができる。
・金融商品取引法に関する法律問題について的確な知見を得、解説を
することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

基本的には、講義中の報告（50％）、発言（20％）、レポート
（30％）等で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは指定しません。参考文献として、落合誠一「会社法要説
〔第2版〕」（有斐閣・2016年）、近藤光男＝吉原和志＝黒沼悦郎
「金融商品取引法入門〔第4版〕」（商事法務研究会・2015年）。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

講義に際して、私見を述べられるように、文献・資料・判例を読み込
んでくること（約2時間）。講義内容を復習（ノートの整理等に約2時
間）をする他、講義をきっかけとして、学識をさらに深めるようにし
て下さい。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回　導入
第2回　基礎的事項の確認（１）金融商品取引法とは
第3回　基礎的事項の確認（２）有価証券・デリバティブ
取引とは
第4回　基礎的事項の確認（３）エンフォースメント
第5回　基礎的事項の確認（４）その他
第6回　基礎的事項の確認（検討する問題の背景となる基
本的事項等について、報告と議論）
第7回　問題の抽出（１）情報開示規制
第8回　問題の抽出（２）市場規制
第9回　問題の抽出（３）投資勧誘規制
第10回　問題の抽出（４）小括
第11回　報告と議論（１）開示規制
第12回　報告と議論（２）市場規制
第13回　報告と議論（３）投資勧誘規制
第14回　報告と議論（４）小括
第15回　まとめ
第16回　テーマに関する討論
第17回　基礎的事項の確認（１）情報開示責任
第18回　基本的事項の確認（２）市場規制と責任
第19回　基礎的事項の確認（３）投資勧誘に関する責任
第20回　基礎的事項の確認（４）小括
第21回　基礎的事項の確認（検討する問題の背景となる基
本的事項等について、報告と議論）
第22回　問題の抽出（１）情報開示
第23回　問題の抽出（２）市場規制
第24回　問題の抽出（３）投資勧誘規制
第25回　問題の抽出（４）その他
第26回　報告と議論（１）立法と立法過程
第27回　報告と議論（２）判例
第28回　報告と議論（３）審判等
第29回　報告と議論（４）最新の動向
第30回　まとめ
（なお、上記日程は、受講者の教育効果の観点から、適
宜、内容、順番等に関して変更があり得る。）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D21106-05商法講義

通年 4  1 授業形態:講義久保　寛展
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　これまで学部学生の時に学習した商法関係科目の知識を基礎に、主
として会社法を中心として、いっそうの理解を深めたいと思います。
この趣旨から、会社法ならびに場合によっては金融商品取引法の判例
あるいは裁判例を、受講生とともに検討することにします。もちろ
ん、判例・裁判例ではなく、もう少し広いテーマを設定して、数回に
わたり検討することも可能ですし、もし修士論文を作成する受講生が
いれば、数回、その報告にあてることもできます。具体的な講義の内
容および進行の程度は、開講時に相談することとしますが、もし希望
がなければ、上述のように判例・裁判例を中心に検討したいと思いま
す。おそらく受講生は少数なので、いわばゼミ形式のようなスタイル
で講義が進行することになります。少人数の科目になりますので、1
人の報告が数回に及ぶことに注意してください。
　上述のような趣旨により商法関連科目の理解を深めたいと思います
ので、学部の時以上に高度な内容が求められます。十分な準備を心が
けてもらいたいと思います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・受講生が会社法等の商法関連科目の理解をいっそう深めること。
・受講生が修士論文のテーマの発見または作成に必要な知識を得るこ
と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　講義に際しての報告の内容や質疑応答の状況などを総合的に判断し
ます。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　とくに指定しません。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　修士論文の作成を常に意識して臨んでください。なお、他の受講生
が報告するテーマについては、必ず文献や判例等、事前に目をとおし
ておくとともに（事前学習）、他の受講生等から指摘された問題点等
については、授業後に必ず教科書等において確認しておいてください
（事後学習）。各回の事前・事後学習には、それぞれ2時間を目安に
理解を深めてください。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

　会社法を中心に、その他、金融商品取引法などの商法関
連科目の判例・裁判例、あるいはその他に設定した一定の
テーマを検討します。取り扱う判例やテーマの具体的な内
容や進行の程度は、受講生の関心や理解の程度にもよりま
すが、およその目安として、次のように割り当てたいと考
えています。

[第1回]開講にあたって―報告の割振り等
[第2回]会社法判例の検討の意義
[第3回]法人格否認の法理
[第4回]設立関係①（設立の方法等）
[第5回]設立関係②（仮装払込）
[第6回]株式①（種類株式）
[第7回]株式②（募集株式の発行
[第8回]株式③（第三者割当増資）
[第9回]会社の機関①（株主総会）
[第10回]会社の機関②（取締役の義務）
[第11回]会社の機関③（一般的義務）
[第12回]会社の機関④（競業避止義務・利益相反取引）
[第13回]会社の機関⑤（内部統制システム）
[第14回]組織再編①（会社の合併）
[第15回]組織再編②（会社分割と債権者保護）
[第16回]ガイダンス（報告の割振り等）
[第17回]金商法判例の検討の意義
[第18回]集団投資スキーム
[第19回]公開買付規制①（公開買付）
[第20回]公開買付規制②（公開買付に関する責任）
[第21回]不公正取引規制①（不公正ファイナンス）
[第22回]不公正取引規制②（空売り規制）
[第23回]不公正取引規制③（内部者取引規制）
[第24回]不公正取引規制④（短期売買差益の提供）
[第25回]不公正取引規制⑤（相場操縦規制）
[第26回]行為規制①（投資勧誘規制）
[第27回]行為規制②（適合性原則）
[第28回]行為規制③（説明義務）
[第29回]行為規制④（最良執行義務）
[第30回]行為規制⑤（損失補てん等の禁止）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D10905-01政治学研究

２年通年 8  1 授業形態:演習廣澤　孝之
◎－－－　授業の概要　－－－◎

現代政治理論の基礎知識を幅広く習得することを目標として、政治学
の基礎文献購読を中心として学習する。現代政治理論に関しては多く
の論点が議論になっているが、この授業では、とくに権力論に関する
テーマを取り上げ、基礎的概念等の理解の徹底をはかり、受講者の研
究テーマの理解に資する内容としたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・政治学に関する基本的文献資料を講読することを通して、基礎的概
念を理解し、正確な文献の読解力、十分な論考の構成力などを身につ
け、研究論文の作成を行うことを目標とする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

内容の理解度、定着度などを授業の中で総合的に評価するが、最終的
には提出された論文で評価を行う。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

Gianfranco Poggi、Forms of power, Polity Press, 2001.を予定しているが、
受講者と相談のうえ変更することがある。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

政治学の概説書等を事前に読んでおくことが望ましい。毎回の授業の
前には授業時間と同程度の予習をして基礎的知識を確認すること、授
業の後には2時間かけて関連文献に当たって論点を整理することが求
められる。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

　
1 　   Introduction
2-12  Political power
13-24 Ideological normative power
25-30 Religious power and State

31-40　Economic power and State
41-50　Military power
51     Epilogue
52-60  研究指導



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D10906-01政治学講義Ⅰ

通年 4  1 授業形態:講義櫛田　久代
◎－－－　授業の概要　－－－◎

アメリカ政治を扱った基本文献を通読することで、大統領制度につい
て多方面から学ぶだけでなく、議会政治、二大政党制、大統領権限、
利益集団等現代アメリカ政治の動向を含め、政治学的知識を深めるこ
とを目的としています。授業は、毎回報告者による発表を基にした演
習形式で行います。また、現代政治を扱った本は、刊行された時点で
既に政治状況が変化していますので、後期では、本書で扱われている
トピックのその後の展開を取り上げ、その後の政治的事象をフォロー
します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

（１）現代アメリカ政治制度や政治的アクターの動きについて理解し
説明できるようになる。
（２）政治学的に、政治現象について分析できるようになる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

報告内容、質疑応答だけでなく、学年度末のレポートにより総合的に
評価します。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

Michael Nelson, ed., The Presidency and the Political System, 10th ed.
(Thousand Oaks, Calif. : CQ Press, 2014)
ISBN: 9781452240435 (alk. paper)
Amazon Kindleの電子図書として購入可能。
なお、受講生の関心に応じて、テキストの変更有。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前：あらかじめアメリカ政治や政治学についての文献に目を通して
おくことをお勧めます。また、報告者以外の人も課題文献を丁寧に読
んで授業に臨んでください。
事後：授業中に理解できなかったことや抱いた疑問について、自ら調
べ解決するようにしてください
（事前・事後学習は重要です。1回の授業につき最低でも２時間、予
習・復習が必要であることをあらかじめ認識し、学習スケジュールを
立ててください。）

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. 前期ガイダンス
2. The Two Constitutional Presidents
3. The Development of Presidential Power
4. The Presidency in History
5. Presidential Competence
6. The Psychological Presidency
7. The Presidency and the Nominating Process
8. The Faulty Premises of the Electoral College
9. The Presidential Spectacle
10. The Presidency and the Media
11. The Presidency and Interest Groups
12. The Presidency and Political Parties
13. The Institutional Presidency
14. The Presidency and the Bureaucracy
15. The President and Congress
16. 小レポートの提出
17. 後期ガイダンス
18. The Presidency and the Judiciary
19. The Presidency and Unilateral Power
20. The Three Presidencies
21. The Presidency at War
22. 補足：U.S. Senate
23. 補足：U.S. House of Representatives
24. 補足：Elections and Constituencies
25. 補足：Congress and Political Change
26. アメリカ政治の今（１）大統領
27. アメリカ政治の今（２）議会
28. アメリカ政治の今（３）最高裁判所
29. 小レポートの提出
30. まとめ

＊受講者と相談の上、変更になることがあります。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D10907-01政治学講義Ⅱ

通年 4  1 授業形態:講義廣澤　孝之
◎－－－　授業の概要　－－－◎

政治学の基礎理論について講義する。現代の様々な政治理論の潮流を
学ぶためにはまず古典的な理論・思想の展開を把握しておくことが不
可欠である。そこでこの講義では、政治学史の基礎的理解に資するこ
とを目標として、古典的テキストを一緒に読んでいくことにしたい。
授業の進め方としてはまず概説書をしっかり理解したのち、原典テキ
スト(翻訳)をゆっくりし講読していくことにしたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・政治学史の基礎的知識を得ること
・原典講読を通じて学説史的研究の基礎を身につけること

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業における取組および活動状況を中心に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

佐々木毅・鷲見誠一・杉田敦共著『西洋政治思想史』北樹出版　
ISBN489384475

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前に授業時間と同程度の時間をかけてテキストを熟読することが求
められる。
事後は2時間かけて講読した原典等に関して各自で文献にあたり内容
を精査すること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1　導入部
2　政治理論について
3　プラトン
4　アリストテレス
5　キリスト教世界の成立
6　普遍論争
7　公会議運動と中世世界の変質
8　マキアヴェリ
9　宗教改革
10　主権論と絶対主義
11　ピューリタン革命の政治思想
12　ホッブス
13　ロック
14　モンテスキュー
15　啓蒙思想と文明社会論
16　アメリカ独立革命
17　保守主義
18　自由主義
19　社会主義
20　大衆民主政
21　エリート主義
22　自由主義思想の展開過程
23　近代主義とその帰結
24　ダールのデモクラシー論
25　フーコーの権力論
26　ロールズの正義論
27　ハバーマスの公共性論
28　政治理論の可能性
29　政治的構想力について
30　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D10908-01政治学講義Ⅲ

通年 4  1 授業形態:講義東原　正明
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本講義は現代ヨーロッパ政治史について学び、現代の政治構造が成立
する背景について検討を行う。テキスト（日本語文献）を指定し、そ
の内容を報告することによる演習形式で行うことを予定しているが、
詳細については受講生と相談の上で決定することとしたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・現代ヨーロッパ政治史について体系的に説明することができる。
・現実の政治について、政治史の学習を通じて得た知識をもとに論じ
ることができる

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標をふまえ、現代ヨーロッパ政治史について自己の研究関心と
関連づけつつ整理し、説明できているかどうかを評価の基準とする。
授業における報告や質疑を積極的に行い、到達目標に達しているかど
うかに基づいて評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

平島健司、飯田芳弘『ヨーロッパ政治史（改訂新版）』（放送大学教
育振興会、2010年）ISBN：978-4-595-31204-5を予定しているが、詳細
は受講生と相談の上で決定する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

政治学の基礎的な知識について教科書等で確認しておくこと。事前学
習としては、テキストを熟読の上、その内容を理解して講義に臨むこ
と。事後学習としては、疑問点、問題点を確認、整理し、その解消に
努めること。各回の事前・事後学習は各2時間を目安とする。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

授業計画及び内容等
1．オリエンテーション
2．近代国家形成の前提条件と近代化の歴史過程
3．福祉国家、新自由主義、グローバル化、欧州統合
4．普遍帝国の解体と国家の類型
5．フランス革命とその影響
6．産業革命
7．自由主義
8．国家とネイション
9．国民国家の多様性
10．自由主義的国家
11．政治社会の変容
12．議院内閣制化
13．中間議論（1）国民国家とナショナリズム
14．中間議論（2）第一次世界大戦に至る道筋について
15．第一次世界大戦後のヨーロッパ（1）民主主義体制
16．第一次世界大戦後のヨーロッパ（2）戦間期の諸国
17．第一次世界大戦後のヨーロッパ（3）経済危機
18．ナチズムと第二次世界大戦
19．第二次世界大戦後のヨーロッパ（1）戦後復興と政党
システム
20．第二次世界大戦後のヨーロッパ（2）福祉国家
21．欧州統合（1）ローマ条約
22．欧州統合（2）統合の進展
23．新しい社会運動
24．オイルショックの影響
25．新自由主義の台頭
26．冷戦終結後のヨーロッパ（1）統合の深化
27．冷戦終結後のヨーロッパ（2）福祉国家の再建
28．冷戦終結後のヨーロッパ（3）極右政党の台頭
29．EUの行方
30．総括



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D10909-01政治学講義Ⅳ

通年 4  1 授業形態:講義菅原　和行
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本講義では、政治学のなかでも公共政策、行政管理、政官関係など、
行政機関の組織や行動に関わるトピックを取り上げ、各トピックに関
する代表的な文献を講読しながら学習します。取り上げるトピックと
文献は、本シラバスに示したものを基本としながら、受講者の希望も
聞いたうえで調整します。また、前期および後期の後半には、各ト
ピックに関する学習を踏まえ、受講者自身が問題を設定し、研究報告
とレポートの作成を行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・行政機関の組織と行動に関して、おもな特徴や課題を説明できる。
・各トピックの代表的な研究に関して、その内容や意義を説明でき
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

平素の活動状況（60%）と課題への取り組み（40％）により評価しま
す。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

初回の授業において受講者の希望も聞いたうえ、課題文献（英語また
は日本語）を決定します。たとえば、Jay M. Shafritz and Albert C. Hyde,
Classics of Public Administration, Eighth Edition, Cengage Learning, 2016
(ISBN 978-1-305-63903-4)に所収された論文などを候補として考えてい
ます。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・受講者全員が各回の課題文献を読んで授業に臨むことはもちろんの
こと、報告担当者には内容程度の説明に加え、論点の整理や文献を踏
まえた発展的考察が期待されます（120分程度）。
・各自の研究報告やレポートにおいては、授業で取り上げなかった文
献も参照したり、独自に調査・分析を行うなど、自主的かつ積極的な
取り組みが求められます（120分程度）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１　前期ガイダンス
２　官僚制の諸理論
３　アメリカ行政学
４　現代組織論
５～７　研究報告
８　人事管理
９　行政管理
10　予算過程
11～14　研究報告
15　前期まとめ
16　後期ガイダンス
17　政官関係
18　施策立案
19　政策実施
20～22　研究報告
23　政策評価
24　行政統制
25　行政責任
26　政府間関係
27～29　研究報告
30　後期まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D10304-01税法研究

２年通年 8  1 授業形態:演習芳賀　真一
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　租税法に関する修士論文を完成させることを目標とする。論文を書
くために必要なことを学んでいくとともに、研究過程を報告・確認し
ながら、進めていく。
　具体的には、以下のことを考えていく。研究とは何か。良い研究と
悪い研究の違いは何か。テーマはどのように選ぶのか。どのような研
究方法があるのか。どのように資料を収集すればよいのか。論文とは
何か。良い論文と悪い論文の違いは何か。論文はどのように書くの
か。論文の構成はどのようにしたら良いか。イントロダクションには
何を書けばよいのか。どうしたら分かりやすい文章を書けるのか。法
学とは何か。法学と他の学問の違いは何か。法学と他の学問で共通す
ることは何か。どうしたら良い疑問が思い浮かぶのか。どうしたら独
創的なアイディアを生み出せるのか。
　多くの論文、多くの意見、多くのアイディアに触れてほしいと考え
ている。そうすれば、研究のスタンス、分析方法、論文のスタイル
が、多様であることに気付くだろう。そのなかから、自分に合ったも
のを見つけて論文を書いてほしいと考えている。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　租税法の研究に必要なことを学ぶこと、租税法の論文を作成するた
めに必要な技術を身につけること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　報告内容等６０％（アイディアを理解しているか、アイディアを実
際に用いることができるか）。受講態度４０％（十分に予習をして講
義に臨んでいるか、講義中に発言をしたり発言を引き出したりできて
いるか、他の受講生の報告・発言から学ぶことができているか等）。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　図書館やインターネットで入手できる資料を用いる。参考書につい
ては、講義時に指示する（租税法の教科書は４月以降に刊行されるも
のが多いため）。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　予習については、講義時に次回講義までの課題を指示する（2時
間）。復習については、講義で学んだアイディアの相互関係を整理し
て、アイディアを応用する方法を考えておくこと（2時間）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１導入
２レジュメの作り方
３研究計画の報告
４資料収集の方法
５判例評釈の方法
６第１回中間報告①
７判例評釈の方法②
８第１回中間報告②
９論文の書き方①
１０第２回中間報告
１１論文の書き方②
１２第２回中間報告
１３文章の書き方①
１４文章の書き方②
１５前期のふりかえり
１６文章作成の実践
１７研究テーマの選び方
１８論文の構成①
１９第３回中間報告①
２０論文の構成②
２１第３回中間報告②
２２イントロダクションの作成方法①
２３第４回中間報告①
２４イントロダクションの作成方法②
２５第４回中間報告②
２６論文作成の実践①
２７研究報告①
２８論文作成の実践②
２９研究報告②
３０後期のふりかえり



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D10306-01税法講義Ⅱ

通年 4  1 授業形態:講義芳賀　真一
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　この講義では、租税法学の基本的なアイディアを習得するととも
に、租税法学において何が課題になっているかを理解することを目標
とする。租税法は、どのようなアイディアで設計されているのか。租
税法は、どのようなアイディアに基づいて解釈されているのか。租税
法において、どのような問題が生じているのか。その問題は、どのよ
うに議論されているのか。その問題は、なぜ既存の租税法学のアイ
ディアで解決することができないのか。以上のことを議論しながら、
学んでいく。
　前期は、古典的な問題を使って、租税法学の基本的なアイディアを
学ぶことに力を入れる。後期は、近年注目されている問題を使って、
租税法学の課題と方法を学ぶことに力を入れる。
　講義は、ゼミ形式で行う。研究論文や判例をもとに、受講者同士で
教え合い、議論をしながら、進めていく。
　この講義を通じて、租税法の自由さと面白さを感じてほしい。特
に、租税法規の一つ一つにそれなりの理由があること、租税法におい
ては研究者の意見が相違する問題ばかりであること、租税法の研究に
おいてはありとあらゆる手法を使うことが必要であることを理解して
ほしい。
　租税法の研究をする者については、研究テーマと研究方法を考える
きっかけとしてほしい。租税法の研究をしない者についても、租税法
のアイディアや問題を理解することは有益だろう。法律の専門家で
も、租税法を理解している者はほとんどいない。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　租税法学の基本的なアイディアを説明できるようになる。租税法学
における様々な問題の原因を説明できるようになる。租税法学の研究
方法を理解する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　報告内容等６０％（アイディアを理解しているか、アイディア同士
の相互関係を理解しているか、アイディアを問題解決等に用いること
ができるか）。受講態度４０％（十分に予習をして講義に臨んでいる
か、講義中に発言をしたり発言を引き出したりできているか、他の受
講生の報告・発言から学ぶことができているか等）。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　図書館やインターネットで入手できる資料を用いる。参考書につい
ては、講義時に指示する（租税法の教科書は４月以降に刊行されるも
のが多いため）。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　予習として、講義の範囲について、参考文献を読んで、基本的なア
イディアを確認しておくこと（2時間程度）。復習として、参考文献
を読みながら、講義で学んだアイディアの相互関係を整理すること、
アイディアを応用する方法を考えておくこと（2時間程度）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１導入
２解釈の原理
３立法の原理
４租税法と憲法
５租税法と私法
６所得概念
７法人税の根拠
８国際的二重課税
９租税手続
１０納税義務者
１１所得区分
１２譲渡所得
１３企業会計との関係
１４タックスヘイブン税制
１５前期のふりかえり
１６租税法学の手法①
１７租税法学の手法②
１８所得控除
１９事業承継税制
２０事業体課税
２１恒久的施設
２２金融所得課税の一体化
２３租税回避
２４公益法人
２５ストック・オプション
２６相続財産の評価
２７移転価格税制
２８所得税と相続税の交錯
２９所得税と消費税
３０後期のふりかえり



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D21111-01知的財産法講義

通年 4  1 授業形態:講義谷川　和幸
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　情報技術の進展に伴い、著作権制度は絶え間ない批判と改革の必要
性に迫られている。これはわが国のみならず、世界各国が同様に直面
している課題である。
　この講義では、アメリカとヨーロッパの英語文献等（文献及び立
法・判例等の資料）を輪読することを通じて、どのような課題があ
り、各国がどのように対応に努めてきたかを探る。これは、今後のわ
が国の制度の行方を見通し、提言していくうえで有用な営みとなろ
う。
　文献等の選択に関しては受講生とも相談したいと考えているが、特
に希望がない場合には、アメリカに関しては Jessica Litman, DIGITAL
COPYRIGHT 及び関連判例を、ヨーロッパに関しては2001年の情報社
会指令その他の指令及びこれらの指令の解釈に関する欧州司法裁判所
の判例群を取り上げる予定である。
　受講生は毎回多量の英語文献等を読み、検討し、報告担当回には翻
訳や要約を含む報告レジュメを作成して報告し、議論することとな
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・英語文献等を正確に理解し、その要点を的確に説明できるようにな
ること
・文献や判例、立法資料等の検索・収集方法を身につけること

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

報告内容と議論への参加の度合いを考慮して評価する

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

「授業の概要」欄記載の通り、Jessica Litman, DIGITAL COPYRIGHT
を使用予定だが、変更の可能性がある。
なお同書は http://repository.law.umich.edu/books/1/ よりダウンロード可
能。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

多量の英語文献等を事前に読解して講義に臨む必要がある（3時間程
度）。また講義で指摘された点については事後的に確認し、必要であ
れば追加的な文献の読解をすることになる（1時間程度）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1　オリエンテーション
2　Copyright Basics
3　The Art of Making Copyright Laws
4　Copyright and Compromise
5　A Thought Experiment
6　Choosing Metaphors
7　Copyright Lawyers Set Out to Colonize Cyberspace
8　Creation and Incentives
9　"Just Say Yes to Licensing!"
10　The Bargaining Table
11　The Copyright Wars
12　Copyright Law in the Digital Millennium
13　Revising Copyright Law for the Information Age
14　The Copyright Bargain
15　アメリカの小括
16　ヨーロッパ著作権制度総論
17　ソフトウェア指令、衛星放送指令、情報社会指令
18　SGAE判決、Reha Training判決
19　QC Leisure判決、SFC判決
20　TV Catchup判決、VCAST判決
21　Svensson判決、BestWater判決
22　GS Media判決
23　Filmspeler判決、The Pirate Bay判決
24　Renckhoff判決
25　UsedSoft判決
26　Allposters判決
27　その他の指令1（データベース指令、孤児著作物指
令、保護期間指令など）
28　その他の指令2（追及権指令、DSM指令など）
29　ヨーロッパの小括
30　著作権制度の将来像



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D22006-01ドイツ法講義

前期 2  1 授業形態:講義久保　寛展
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　比較法の対象としてドイツ法を検討することで、ドイツ法だけでな
く、わが国の法制度についてももう一度見直すことにしたいと思いま
す。受講生のなかには、いまだこのような考察を行ったことがない者
が多数であると思われますが、おそらくわが国の基本的な法律は明治
期にドイツ法を参考に作られた程度のことはすでに知っているること
でしょう。そこで、このような歴史的背景からみても、いまだドイツ
法を検討する重要性は小さくなく、その意味で、受講生がこの講義を
通じて実際にドイツ語の原典を読みかつ理解することによって、ドイ
ツ法だけでなく、さらにはわが国の法制度の理解についても、いっそ
う深められるようにしたいと思います。ドイツ語の勉強にもなること
でしょう。
　受講生によっては、それぞれ専門の対象が異なるかと思われます
が、おそらく法学部の学生であれば、民法は必修であったと考えられ
ますので、一応の予定としてドイツ民法（BGB）のやさしい教科書を
用いて、通読しようと考えています。私自身が商法関係科目を専門と
している以上、とりわけドイツの会社法に関する教科書を読んでいく
ことも可能ですが、具体的な内容については開講時に相談します。と
くに希望がなければ、上述のように、ドイツの民法を扱います。
　なお、講義の性質上、ドイツ語の知識は必ず必要です。現在、ドイ
ツ語の知識がない受講生は、平行して簡単なドイツ語の文法程度は自
習しておいてください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・受講生がドイツ語の原典を読みかつ理解することで、ドイツ法だけ
でなく、わが国の法制度の理解を深めること。
・受講生がドイツ語の文献を自分で読み、理解し、知識を深めるこ
と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　講義に際しての取組み状況や報告の内容などに基づき総合的に評価
します。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　開講時にプリントを配布します。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　ドイツ語を講読しますので、基本的なドイツ語文法の知識をしっか
りと予習しておくと同時に（事前学習）、授業において不明確な問題
点等があれば、授業後に必ず確認しておいてください（事後学習）。
各回の事前・事後学習には、それぞれ2時間を目安に理解を深めてく
ださい。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

　ドイツ法講義という性質上、いわば原典講読が中心とな
ります。前述のように、受講生の希望がなければ、ドイツ
の基本的な民法の教科書であるKöhler, BGB AT, 39. Aufl.,
2015を用いてドイツ民法の理解を深めます。

[第1回]開講にあたって―割振り等
[第2回]Einführung in das Privatrecht - Recht und Rechtsquellen
[第3回]Einführung in das Privatrecht - Privatrecht und
öffentliches Recht
[第4回]Einführung in das Privatrecht - Das bürgerliches Recht
[第5回]Einführung in das Privatrecht - Anwendung und
Auslegung
[第6回]Einführung in das Privatrecht - Fortbildung des
Privatrechts
[第7回]Die Rechtsgeschäftslehre - Grundlagen
[第8回]Die Rechtsgeschäftslehre - Grundbegriffe
[第9回]Begriff und Arten der Willenserklärung
[第10回]Das Wirksamwerden der Willenserklärung
[第11回]Willensmängel ― Überblick
[第12回]Fehlen des Handlungswillens
[第13回]Fehlen des Erklärungsbewusstseins
[第14回]Fehlen des Geschäftswillens
[第15回]Der Irrtum



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D11204-01法社会学講義

通年 4  1 授業形態:講義武士俣　敦
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　この講義では、オイゲン・エールリッヒとマックス・ウェーバーと
いう２人の法社会学における古典家を取り上げ、その法社会学理論を
学習する。この２人の理論は法の社会学的な理論を理解するにあたっ
て不可欠のものである。理論の全体的な構造を把握するとともに、個
別事象、とくに法律家論をめぐってその現代的な意義についても考察
していく。この両者の理論についてはこれまでに多くの研究の蓄積が
あるが、この授業では原典のテキストの精密な読解を通して学んでい
く。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・両者の理論における主要概念を正確に理解し、説明できる。
・社会科学の観点から法を理解し、説明するとはどういう営為かを体
得する。
・常に法を社会の中に置いて考える視点を身につける。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価の方法と配分割合は次のとおりとする。口頭によるプレゼンテー
ション（40％）、プレゼンレジュメ（40％）、およびディスカッショ
ンにおける発言等（20％）。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

オイゲン・エールリッヒ（河上倫逸・M.フーブリヒト訳）『法社会学
の基礎理論』みすず書房、1984年、ISBN-10:4622017644
マックス・ウェーバー（世良晃志郎訳）『法社会学』創文社、2000
年、5775円、ISBN-10:4423894068

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

授業前には、２時間以上をかけて教材のアサインメントとして指定し
た箇所を事前に精読し、プレゼン用レジュメをまとめておくこと。毎
週授業後には、２時間以上、授業で修得したことについて整理し、確
認しておくこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１　エールリッヒとその周辺
２　実用的法概念
３　社会組織の内部秩序
４　社会的組織と社会規範
５　社会的規範強制と国家的規範強制
６　法の事実
７　裁判規範
８　国家と法
９　法規の形成
10　法規の構造
11　法律学の仕事
12　国家と社会における法の変遷
13　法曹法の制定法化と国家法
14　慣習法の理論
15　エールリッヒ理論における法曹
16　エールリッヒ理論のまとめ
17　ウェーバーとその周辺
18　法秩序と経済秩序
19　法秩序、習律および習俗
20　事項的な法領域の分化
21　客観的法の形態性格
22　法思考の諸類型と法名望家
23　法の形式主義の意義
24　法の実質的合理化
25　官権法と家産君主の法
26　法典編纂
27　近代法の形式的諸性質
28　ウェーバー理論における法曹
29　ウェーバー理論のまとめ
30　古典法社会学理論のまとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D10704-01法制史講義

通年 4  1 授業形態:講義野田　龍一
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　我が国で、その施行が間近に迫っている民法(債権関係）改正につい
て、法制史の観点から学ぶ。改正条文案の中には、従来の最高裁判例
をふまえ、諸外国の立法例を参照して起草されたものがすくなくな
い。これらの外国の立法例を、ローマ法以来の西洋法伝統の中で勉強
することによって、改正案についての理解を深める。
　この講義は、夜間開講科目（19時40分ー21時10分）である。
　時間に余裕があれば、相続法改正についても講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　日本民法典債権法関係各条文を理解できる。
　民法（債権関係）改正作業の意義を理解できる。
　改正案条文を、比較法制史的に位置づけることができる。
　改正案に対して、各自の意見を説明することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　講義中における意見発表及びレポートで評価する。
意見発表：50％
レポート内容：50％

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　テキストは、使用しない。毎回配布するプリントをもってテキスト
とする。
　参考文献：
　『民法（債権関係）部会資料集』(商事法務）
ISBN:978-4-7857-1901-2　　原田慶吉『日本民法典の史的素描』（創文
社）ISBN:3032-740090-4226
  

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習：毎回、講義の最後に次回のテーマに関する課題を出すの
で、次回講義までに、予習として２時間かけて課題に取り組む。
事後学習：講義後は、講義内容を各自で２時間かけて整理し、復習し
ておくこと。比較法ないし法の歴史と現代日本法とのつながりに留意
する。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

　１．ガイダンス：なぜ、いま民法改正か？
　２．不法行為債権の消滅時効・除斥期間
　３．遅延損害金の起算点・慰謝料・相殺禁止
　４. 損害賠償請求と差し止め
　５．失火責任法・安全配慮義務
　６．契約の構造：典型契約の現代的意義
　７．契約の解釈
　８．約款規制と契約の自由
　９．損害賠償額の予定と裁判官の介入
１０．法定利率の変動制
１１．権利能力・意思能力・行為能力
１２．要素の錯誤・詐欺と強迫
１３．条件・期限・負担・条件成就の妨害
１４. 贈与の解除と特殊な贈与の諸形態
１５．賃貸借と敷金・敷引き特約の規制
１６．雇用と労働契約・就業規則の不利益変更
１７．請負における修補請求と解除
１８．消費貸借と準消費貸借
１９．寄託・商事寄託・レセプツム責任
２０．委任と報酬・法律専門職の報酬システム
２１．死後委任と相続秩序・遺言信託
２２. 準委任のかかえる諸問題
２３．不当利得と転用物訴権・事務管理とおせっ　　　か
い
２４．契約の自由と約款規制
２５．「あいまいな契約条項は作成者に不利に」
２６．「沈黙は同意」か？
２７．債権者代位・債権者取消・相殺
２８．代物弁済予約・所有権留保・代理受領
２９．代理・表見代理・債権の準占有者への弁済
３０．全体のまとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D21113-01法専門職論講義

後期 2  1 授業形態:講義武士俣　敦
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　社会には弁護士、裁判官、検察官といった狭義の法曹以外にも広い
意味で法の運営に何らかの責任をもつ職業的法律家が種々存在する。
本講義ではこのような職業全体を法専門職と呼び、そのさまざまな側
面について学習する。とくに日本では司法書士、弁理士、税理士、行
政書士、社会保険労務士といった法にかかわる専門的職業が法的な制
度として確立し、弁護士人口の少なさと相まって社会的に重要な役割
をはたしていると考えられる。制度と実態の両面から法専門職の役割
がいかなるものであるかを学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・法専門職の職業的特質とその社会的役割を理解し、説明できる。
・法専門職をめぐる主要な政策的諸問題を理解し、意見をもつことが
できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価の方法と配分割合は次のとおりとする。口頭によるプレゼンテー
ション（40％）、プレゼンレジュメ（40％）、およびディスカッショ
ンにおける発言等（20％）。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特定の書籍をテキストとしては使用しない。個別のトピックに関する
邦語または外国語による資料をを教材として使用する。第１回講義日
にリストを指定する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

各種の法律隣接専門職に関する法令を随時参照できるよう準備するこ
と。
授業前には、２時間以上をかけてアサインメントとして指定した教材
を事前に熟読し、プレゼン用レジュメをまとめておくこと。毎週授業
後には、２時間以上、授業で修得したことについて整理し、確認して
おくこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第１回～第３回
１　法専門職業務の諸問題
　1-1. 職域
　1-2. 業務独占
第４回～第６回
２　法専門職倫理の諸問題
　2-1. 倫理規範の存在形態
　2-2. 懲戒と自治
第７回～第９回
３　法専門職養成の諸問題
　3-1. 教育訓練
　3-2. 資格付与
第10回
４　法専門職制度の史的展開
第11回～第14回
５　諸外国の法専門職制度
　5-1. イギリス
　5-2. アメリカ
　5-3. フランス
　5-4. ドイツ
第15回　総括



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D21107-01民事訴訟法講義

通年 4  1 授業形態:講義安井　英俊
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本講義は演習形式で行う。受講者には、民事訴訟法の重要判例およ
び最新判例について、指定したテーマの報告を１人ずつ順番に行って
もらう。報告を通して徹底的に議論することにより、民事訴訟法学の
魅力を実感していただきたい。なお、希望者には修士論文の中間報告
（民事訴訟法に限らず、他分野でもよい）を行ってもらうこともあ
る。　

◎－－－　到達目標　－－－◎

民事訴訟法の体系を正確に理解し、訴訟手続について解説することが
できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

個別報告の内容およびディスカッションでの積極性を評価基準とす
る。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは特に指定しない。
適宜、レジュメやコピーを配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　民事訴訟法について学部レベルの知識があることを前提として講義
を行う。未習の場合は、事前に各自で学習しておく必要がある。
　各回の事前学習として、報告者以外も事前配布する判例資料を熟読
してくること。各回の事前学習は、2時間を目安とする。
　各回の事後学習として、その回の論点を教科書等で確認しておくこ
と。各回の事後学習を2時間行い、理解を深めること。
　なお、本講義は大学院の授業であるから、たとえ受講者が1人しか
いなくても報告義務が課される。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１　民事訴訟の意義と目的
２　民事訴訟手続の概略
３　裁判所
４　訴え
５　訴訟物
６　当事者
７　訴訟代理
８　訴えの利益
９　当事者適格
10　訴訟要件
11　審理①　口頭弁論の基本構造
12　審理②　口頭弁論の準備
13　審理③　口頭弁論の実施
14　審理④　期日と期間、送達
15　審理⑤　審理の進行・整理　
16　審理⑥　弁論主義
17　審理⑦　釈明権
18　審理⑧　証拠と証明
19　審理⑨　自白、自由心証主義
20　審理⑩　証明責任
21　審理⑪　証明負担の軽減
22　審理⑫　証拠調べ手続
23　訴訟の終了①　当事者の意思による訴訟終了
24　訴訟の終了②　終局判決による訴訟終了
25　訴訟の終了③　既判力の客観的範囲
26　訴訟の終了④　既判力の主観的範囲
27　上訴
28　再審
29　複数請求訴訟
30　多数当事者訴訟



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D21105-01民法講義

前期 4  1 授業形態:講義柳　景子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　この授業は、民法（財産法）に関する主要な制度及び法理論につい
て、判例研究を通して、学部での学習内容より深く理解することを目
的とするものである。
　授業は、受講生による判例報告を中心とする。判例報告には、
（1）準備として、報告対象となった判例の原文にあたり、オンライ
ンデータベースなどを利用して、関連資料を収集し、これらを読解し
た上で、適切な文書にまとめること、（2）上記（1）の文書に基づ
き、適切な態度で口頭報告を行うこと、（3）上記（2）の口頭報告に
対する聴衆からの質疑応答に対応し、適切な議論を行うこと等が求め
られる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 民法（財産法）の判例について、文献調査・収集を行い、これを適
切な文書（判例レポート）にまとめることができる。
2. 各自で作成した判例レポートに基づき、聴衆に分かりやすく適切な
態度で口頭報告を行うことができる。
3. 上記口頭報告に対して、少人数のグループで、積極的に発言し、協
力的な態度で議論を行うことができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

I. 成績評価基準
1. 民法（財産法）の判例について、文献調査・収集を行い、これを適
切な文書（判例レポート）にまとめることができているかを基準とす
る。
2. 各自で作成した判例レポートに基づき、聴衆に分かりやすく適切な
態度で口頭報告を行うことができているかを基準とする。
3. 上記口頭報告に対して、少人数のグループで、積極的に発言し、協
力的な態度で議論を行うことができているかを基準とする。

II. 成績評価方法
判例レポート80％、レポートに対する議論における協調性・積極性
20%

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

民法判例百選Ⅰ第8版、民法判例百選Ⅱ第8版

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

■Moodle について■
この授業では、福岡大学のe-ラーニングシステム、Moodle (ムードル)
を使います。連絡事項の伝達、授業用の資料の配布等、すべてMoodle
を通して行いますので、大学のメール(@cis のメール)の送受信、FU
ポータル及びMoodleへのアクセスが確実にできるように、スマート
フォン、PC等の環境を整え、プリンターによる印刷環境を確保してく
ださい。

■事前・事後学習について■
1. 事前学習：指定された判例の資料を入手し、目を通しておくこと。
（約2時間）
2. 事後学習：指定された判例の資料と授業での議論を振り返り、追加
の文献や資料を入手するなどして確認、理解を深めること。（約2時
間）

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1 履修上の注意・授業の説明
2 民法導入（私たちの日常生活と民法）
3 権利能力・意思能力
4 行為能力
5 法律行為1（通謀虚偽表示・詐欺）
6 法律行為2（錯誤）
7 代理1（総論）
8 代理2（表見代理・無権代理）
9 消滅時効
10 取得時効
11 不動産の物権変動
12 動産の物権変動
13 抵当権
14 譲渡担保
15 債務不履行（総論）
16 債務不履行（安全配慮義務、説明義務）
17 債権者代位権
18 債権者取消権
19 保証
20 債権譲渡
21 契約総論
22 契約の効力
23 契約の解除
24 売買
25 賃貸借
26 請負
27 事務管理・不当利得
28 不法行為1（一般不法行為）
29 不法行為2（特殊の不法行為）
30 まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D21105-02民法講義

通年 4  1 授業形態:講義生田　敏康
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本科目は、民法（債権関係）改正の法理論的検証をテーマとする。
周知のとおり、民法改正が実現し、2020年から施行されるが、その対
象は、民法総則のうち法律行為・意思表示・代理・時効の部分、債権
総論の全部および債権各論のうち契約に関する部分である。
　今回の改正は、判例法理および学説の到達点を示すものとして法理
論的にもきわめて興味深い素材である。
　このような理由から、本科目は改正内容の検討を主たるテーマとし
てその立法目的を探るとともに、判例および文献を読み解くことによ
り、改正に伴う新たな問題点を受講者とともに考察したい。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

・民法の改正内容を把握することができる。
・民法改正において判例法理と学説がいかに反映されているかを理解
できる。
・民法改正によって何が達成でき、何が未解決の問題かを理解でき
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・授業における報告（質・独創性）および取組み（積極性）：60％
・与えられた課題についてのレポート等：40％

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

・民法改正を反映したテキスト・参考書（とくに指定しない）。
・法務省ウェブサイト（http://www.moj.go.jp/)内にある法制審議会民法
（債権関係）部会の資料。
・その他、授業において適宜、指示する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　受講にあたって改正条文の概要を把握しておくなど少なくとも2時
間以上の事前学習をするとともに、受講後も関連する資料・論文等を
確認するなど少なくとも2時間以上の事後学習をすること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1　民法（債権関係）改正について
2　法律行為・意思能力
3　意思表示の瑕疵（錯誤）
4　意思表示の瑕疵 （その他）
5　代理
6　時効（消滅時効）
7　時効（その他）
8　債権の目的・法定利率
9　履行請求権・履行の強制
10　債務不履行
11　損害賠償
12　解除
13　危険負担
14　契約の基本原則
15　定型約款・契約の成立　　
16　贈与・売買（手付ほか）
17　売買（担保責任）
18　消費貸借・使用貸借
19　賃貸借
20　請負・委任
21　債権者代位権
22　詐害行為取消権
23　連帯債務
24　保証
25　債権譲渡（譲渡制限特約・将来債権譲渡）
26　債権譲渡（債権譲渡の対抗・債務の引受け）
27　弁済
28　相殺
29　その他の改正点
30　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D21105-03民法講義

通年 4  1 授業形態:講義蓑輪　靖博
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　民法の基本的な論点に対する判例の検討により、具体的な民法上の
問題点を確認し、民法的解決の限界と可能性を理解する。
　現代社会の変化による判例法の蓄積と特別法の制定に伴い、民法の
空洞化が叫ばれて久しい。
　本講義では、法典としての民法にとらわれず、実質的な民法の意義
や目的を踏まえながら、具体的で基本的な論点に対する判例研究を通
じた立体的検討を行う。社会における人同士の紛争解決という機能的
意義に着目し、検討の対象をできる限り広くとらえて、複眼的視点に
よる柔軟で適切な法的・論理的解決の可能性を追求していく。いずれ
も学生による研究発表・報告とそれに対する議論を通じて、授業を進
めていく。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

　・民法の基本的知識や内容を説明できる。
　・民法の基本問題の解決を自ら考え表現できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　議論と報告内容の評価（20％）およびレポートの評価（80％）によ
る

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　テキストは使用しない。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　授業前に、与えられた事前の課題に取り組むこと。授業後は、指摘
された項目を確認し、与えられた課題に取り組んでおくこと。それぞ
れ2時間程度。授業では積極的な発言を行ってほしい。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１　開講にあたって
２　民法の位置づけ
３　民法の意義と民法典
４　民法典の体系
５　民法の基本原理
６　民法における主体
７　民法における客体
８　契約の意義と法律行為
９　契約の成立と意思表示
１０　契約の無効・取消し
１１　代理
１２　時効
１３　物権の意義
１４　物権の効力
１５　物権変動の意義
１６　不動産物権変動と公示
１７　動産物権変動と公示
１８　契約の効力と債権
１９　債権の効力
２０　契約違反と強制履行
２１　契約違反と損害賠償
２２　契約違反と解除
２３　贈与
２４　売買
２５　賃貸借
２６　金融取引の意義
２６　金融取引と履行確保
２７　人的担保と物的担保
２８　不法行為責任の意義・要件
２９　不法行為責任の効力
３０　不法行為責任の分類　



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D21105-04民法講義

通年 4  1 授業形態:講義道山　治延
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本講座では、民法典のうち親族編及び相続編を取り扱うこととす
る。この二つの編は家族法と呼ばれることがあり、私人間の利益調整
を使命とする私法の中でも、夫婦や親子といった家族間で適用され、
財産法とは異なった配慮が求められる。この分野の諸問題を体系的に
理解することを目指す。現代社会において婚姻は家の問題ではなく、
日本人の平均余命も著しく伸び、相続の果たす役割は一世紀前とは異
なる。家族間の紛争の実態を見つめ、法の役割を理解することは重要
である。
　前期に親族編を、後期に相続編を取り扱うこととする。特に相続法
については、相続法が改正され、順次施行されることを踏まえ、これ
までに議論されている課題に取り組みたいと思う。具体的には、判例
を取り上げ、報告者の報告を手がかりに議論を進める。報告者は、過
去の判例及び学説について話題提供の義務を負う。
　なお、修士論文作成のために必要であれば、学生諸君の要望により
講義計画・内容の変更をすることは可能である。相談してほしい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　身近にある親族法・相続法の諸問題を分析的に説明できる。例え
ば、離婚について生じうる紛争とその問題点を理解し、説明できるこ
と。
　法令や過去・現在の判例を通して、解決方法（あるいは解決できな
いこと）を見出すこと。これら調査・分析能力を通じて、関心のある
テーマに取り組み、他者に対して分かりやすく説明できる。
　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　報告にあたっての事前学習、報告時におけるプレセンテーション、
質問に対する回答を含めたやり取りなどの積み重ねが主たる評価の対
象となる。与えられた課題に対する紛争の実態の指摘と解決方法の発
見について、的確に説明できているか、を評価する。講義に参加する
者は、報告者に対して質問をする義務を負う。事前に読み解き、的確
な討論ができているか。これらを総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

水野紀子・大村敦志編　民法判例百選Ⅲ 親族・相続 (別冊ジュリスト)
有斐閣ISBN978-4-641-11525-5
 すでに持っているものがあれば、それを使用すること。（新たに購入
の必要はない）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　民法の財産法の基礎的知識は欠かせない。特に、相続法を理解する
上では。民法（財産法）を履修したことのない者は、少なくとも履修
中であることが望ましい。
　報告者は、報告書を作成し、事前に受講者全員に配布すること。事
前に私（道山）のアドバイスを受けに来て、報告内容について指示を
受けること。この準備には、相当の時間を要するはずである。
　報告者以外の受講者は事前に読み、問題点を検討して、議論に備え
ること。この学習には、概ね２時間を要する。
　講義中に指摘され、解決を見出し得なかった問題については、講義
終了後に解決し、講義内容を整理しておくこと。この学習には２時間
程度をかけること。
　講義中に新たに生じた疑問については、次回の講義の中で改めて取
り上げ、討論することとする。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第１回　ガイダンス
第２回　婚姻と離婚(1)　̶婚姻意思と婚姻の成立̶
第３回　婚姻と離婚(2)　̶婚姻から生じる身分上の効果̶
第４回　婚姻と離婚(3)　̶婚姻から生じる財産上の効果̶
第５回　婚姻と離婚(4)　̶離婚原因としての精神病̶
第６回　婚姻と離婚(5)　̶有責配偶者からの離婚請求̶
第７回　婚姻と離婚(6)　̶離婚と財産分与（相続法改正問
題を含む）̶
第８回　婚姻と離婚(7)　̶離婚と子の監護に関する事項　
面会交流̶
第９回　内縁とその不当破棄
第１０回　実子(1)　̶推定の及ばない嫡出子̶
第１１回　実子(2)　̶認知の訴えと立証̶
第１２回　養子(1)　̶藁の上からの養子と無効行為の転換
̶
第１３回　養子(2)　̶特別養子縁組̶
第１４回　親権(1)　̶子の引き渡しと人身保護法̶
第１５回　親権(2)　̶親権の内容と利益相反̶
第１６回　相続法ガイダンス
第１７回　相続人(1)　̶権利能力と相続̶
第１８回　相続人(2)　̶遺言書の破棄と相続欠格̶
第１９回　遺産の範囲(1)　̶代理と相続̶
第２０回　遺産の範囲(2)　̶慰謝料請求権の相続̶
第２１回　遺産の範囲(3)　̶生命保険と相続　特別受益性
の問題を含む̶
第２２回　遺産の範囲(4)　̶株式・投資信託の相続̶
第２３回　相続回復請求権
第２４回　相続分と遺産分割(1)　̶相続と登記̶
第２５回　相続分と遺産分割(2)　̶遺言と登記̶
第２６回　遺言(1)　̶不倫遺言の有効性̶
第２７回　遺言(2)　̶遺言執行者と遺言処分̶
第２８回　遺言(3)　̶「相続させる」遺言の解釈̶
第２９回　遺留分減殺請求とその放棄
第３０回　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D21105-05民法講義

通年 4  1 授業形態:講義五十川　直行
◎－－－　授業の概要　－－－◎

昨今、わが国はもとより、アジア、ヨーロッパ各国を始め、全世界的
に、「民法改正」ないし「民法再編纂」等の動きが急展開していま
す。
　そこで、本講義では、「民事立法学の諸課題」を統一テーマとし
て、現代民法学の抱える具体的な検討課題につき、家族法分野をも含
め、民法の全分野を対象として、逐次、立ち入った検討を積み重ねる
ことを目的とします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

本講義の受講を通じて、学生各人が、以下の三つの目標を達成するこ
とが期待されます。
　①総論的に、「民法改正」・「民法再編纂」の是非、方法論等に関
する理論状況全般につき考察し、一定の検討視角を獲得すること。②
具体的に、民事法にかかる種々の立法論的・解釈学的・実務的な争点
につき考察したうえ、各人自らの検討課題に即し、問題の所在、現在
の理論状況、改正提案、今後の課題等を明らかにし、各人の理論的立
場を確立すること。進んで、③綜合的に、具体的な課題にかかる検討
の成果を最終論文として完成すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

上記【到達目標】の達成度が評価の対象になります。
　具体的には、毎回の授業時における、①事前学習、②授業時のプレ
ゼンテーション、そして、③事後学習（課題レポート等）の積み重ね
が基本的評価要素になる（以上につき６０％）ほか、④綜合的な成果
として、最終論文（４０％）を評価要素とします。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

本講義の全般を通じたテキスト等は特に指定しません。
本講義の進行にあたり有益な研究素材等は、毎回の授業計画に即し
て、事前に配布ないし指示します。
参加学生の皆さんの周到な事前学習を期待します。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

本講義につき履修上の条件は特にありません。広く、民法及び民事法
全般に関する主体的関心を有する学生の皆さんの積極的な参加を期待
します。
　本講義の履修に関する全般的な準備学習としては、広く、民法およ
び民事法全般に関する基礎的知識の確認等をお願いしたい。
　具体的な事前学習としては、毎回の授業用に配布ないし指示する文
献資料等を十分に読み込んだうえで、授業時のプレゼンテーションを
準備いただきます。
　具体的な事後学習としては、授業後に、授業時における議論やその
後の検討結果を踏まえたうえで、課題レポートを作成し、提出してい
ただきます。
　事前及び事後の学習に充てる時間としては、おおむね、２時間程度
を予定します。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

本講義の授業計画等としては、上記【到達目標】に沿い、
以下の授業を体系的に配置することを予定します。

第１回　　総論的検討（１）：わが国の民法典編纂事業
第２回　　総論的検討（２）：わが国の民法改正作業
第３回　　総論的検討（３）：フランス・ドイツなど、
ヨーロッパ各国における民法改正作業
第４回　　総論的検討（４）：ヨーロッパ民法典の編纂
第５回　　総論的検討（５）：アジア諸国等における民法
編纂・民法改正作業
第６回　　民法総則分野（１）：個人（自然人）
第７回　　民法総則分野（２）：法人
第８回　　民法総則分野（３）：法律行為（契約基礎論）
第９回　　民法総則分野（４）：代理
第１０回　民法総則分野（５）：時効
第１１回　物権法分野（１）：不動産物権変動の原則
第１２回　物権法分野（２）：動産物権変動の原則
第１３回　物権法分野（３）：所有権・不動産利用物権
第１４回　物権法分野（４）：典型担保物権法
第１５回　物権法分野（５）：非典型担保物権法
第１６回　契約法分野（１）：契約法総則
第１７回　契約法分野（２）：財産権移転型契約
第１８回　契約法分野（３）：財産権利用型契約
第１９回　契約法分野（４）：役務提供型契約
第２０回　契約法分野（５）：消費者契約等
第２１回　不法行為法分野（１）：過失不法行為法
第２２回　不法行為法分野（２）：無過失不法行為法
第２３回　不法行為法分野（３）：人格権侵害等
第２４回　不法行為法分野（４）：不法行為責任－損害賠
償
第２５回　不法行為法分野（５）：不法行為責任－差止め
第２６回　家族法分野（１）：婚姻法
第２７回　家族法分野（２）：親子法
第２８回　家族法分野（３）：法定相続法
第２９回　家族法分野（４）：遺言法
第３０回　総合的検討：個別研究成果の発表

◎－－－　備考欄　－－－◎

学修及び研究上の質問等を歓迎します。

メール・アドレス：
isogawa@law.kyushu-u.ac.jp



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D21105-06民法講義

通年 4  1 授業形態:講義畑中　久彌
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　民法は、私法の一般法として、財産関係と家族関係の基本的な法制
度を定めている。この授業では、財産関係の重要な法制度全体を学習
対象とする。それぞれの制度について、その趣旨を確認し、問題点を
深く検討する。問題点の検討は、主に判例を通して行う（判例は、判
決原文に当たって内容を把握する）。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・民法（財産法）上の問題について文献を収集し、読み込み、整理し
た上で、自らの考え方を示し、議論できる。
・財産に関わる紛争事案について、民法の観点からどのような解決を
すべきか、基本的な考え方を示すことができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　授業時の報告・議論をもとに、上記の到達目標をどの程度達成でき
ているかを評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

・テキスト　指定しない。
・参考文献　初回授業時に紹介する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　事前学習：２時間程度をかけ、指定したテーマに関連する文献を読
んでくること。事後学習：２時間程度をかけ、指定したテーマについ
て、制度の趣旨、要件・効果を確認し、論点について自分の考えをま
とめること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1.テーマの割り振り、民法の主要文献、資料の集め方
2.民法の全体像：機能的把握とパンデクテン体系
3.権利能力･意思能力
4.行為能力
5.法律行為および意思表示の構造
6.心裡留保、通謀虚偽表示、錯誤、詐欺･強迫
7.公序良俗違反、強行法規違反、任意法規と慣習
8.代理
9.時効
10.物権的請求権
11.法律行為による物権変動、所有権の移転時期
12.不動産物権変動の対抗要件
13.動産物権変動の対抗要件、即時取得
14.抵当権
15.質権
16.譲渡担保
17.債務不履行1（債務不履行の体系）
18.債務不履行2（債務不履行の現代的問題）
19.債権者代位権
20.詐害行為取消権
21.連帯債務、保証･連帯保証
22.債権譲渡
23.弁済、相殺
24.贈与、売買
25.賃貸借
26.請負
27.不法行為1（一般的不法行為）
28.不法行為2（特殊の不法行為）
29.不当利得
30.まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D21105-07民法講義

通年 4  1 授業形態:講義下田　大介
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　現行の法制度や判例法理は、ある日突然天から降ってきたものでは
なく、それを必要とする社会背景や取引社会の要請に基づいて、議論
が深められた結果、形成されたものです。議論の過程で妥協や割り切
りが行われ、問題の抜本的な解決にはつながらないこともあります
し、派生的な問題を新たに生じさせることもあります。議論の経緯を
参照することは、現在の法状況の射程を見極め、今後の課題を検討す
るために不可欠です。
　本講義では、民法に関連する14のトピック（右記「授業計画および
内容等」参照）について、それぞれ２コマを使って、現在の法状況を
確認し、そこに至る経緯を遡り（または辿り）、問題点を解決された
ものと未解決のものとに整理した上で、今後の課題を討論する「演習
形式」の授業を行います。トピックはいずれも時間をかけて取り組ま
れるべき論点を含んでおり、２コマでは足りないかもしれませんが、
現在の到達点に至る議論の一端を垣間見ることを通じて、「研究」に
必要な視点ないし姿勢を獲得することを目指しています。
　受講生には、トピックと関連する判例・法文献にあたって、討論の
前提となる報告を担当してもらいます。事前学習や報告が不十分と認
められる場合には、事後レポートの提出を求めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．現行の法制度や判例法理によって解決されようとした問題や事象
を説明できる。
２．現在の法状況に至る議論の経緯を整理することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

事前準備（20%）、報告の内容・プレゼンの工夫（40%）、および討
論における発言の頻度と内容（40%）で評価します。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストの指定はありません。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　履修上の条件等はとくにありませんが、民法の基本知識のあること
を前提としていますので、とくに他学部出身の方は、概説書を一読し
ておいてください。
　予習：各回概ね２時間以上を使って、トピックと関連する概説書の
項目を熟読して臨んでください。そのほか、報告を担当するトピック
については、関連ある判例や法文献にもあたってください（そのた
め、早めの取り組みが必要です）。最低限必要なものについては、こ
ちらからリストを示すこともあります。
　復習：各回概ね２時間以上を使って、討論された事柄を概説書等で
確認し、自身の認識に誤解がなかったか確認してください。また、報
告や討論の前提に誤りがあったのを発見した場合には、加点要素とし
て評価することがありますので、しっかり精査してください。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．ガイダンス
２．公益法人制度①
３．公益法人制度②
４．制限行為能力制度①
５．制限行為能力制度②
６．民法94条2項類推適用①
７．民法94条2項類推適用②
８．抵当権の物上代位①
９．抵当権の物上代位②
10．抵当権と利用権との調整①
11．抵当権と利用権との調整②
12．非典型担保①
13．非典型担保②
14．抜け駆け的な債権回収①
15．抜け駆け的な債権回収②
16．保証人の保護①
17．保証人の保護②
18．不動産賃借権の保護①
19．不動産賃借権の保護②
20．消費者法制（とくに民事効）①
21．消費者法制（とくに民事効）②
22．過払金返還請求①
23．過払金返還請求②
24．事実的因果関係の立証①
25．事実的因果関係の立証②
26．素因減額①
27．素因減額②
28．生命侵害における賠償請求の主体①
29．生命侵害における賠償請求の主体②
30．総括
※受講生の人数・専攻・要望等に応じて、協議の上、変更
することがあります。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D21108-01労働法講義

後期 4  1 授業形態:講義所　浩代
◎－－－　授業の概要　－－－◎

最新の労働判例を、受講生者全員で検討します。
大学院の講義であるため、学部のような形で講師が一方的に解説をす
る授業ではありません。講師と受講生との対話形式で授業が進行しま
す。
具体的な流れは以下の通りです。

１　裁判例のリストを挙げて、参加者に報告分担をする。
２　報告担当者は、指定された裁判例を＜事実＞＜判旨＞＜検討＞の
３つに分けてまとめ（4000字程度）、授業の最初に参加者に配布す
る。
３　報告者が授業の最初に裁判例の要旨と検討を発表する。
４　参加者全員で、裁判例の意義、課題などを議論する。

今年度のテーマは「男女雇用条件格差」です。
賃金差別、昇格差別、コース別雇用管理、ワークライフバランス、非
正規労働問題などにかかわる裁判例を、１講義１つ取り上げてじっく
り検討します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

職場のトラブルの流れの中から、法的論点を抽出する力を習得する。
労働法規の解釈方法を学び、司法的解決のあり方を解説できる力を習
得する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

予習、講義への参加状況、報告の内容をふまえて評価する。

評価のポイントは次の通り。
１　講義テーマの事前予習の状況
２　報告の内容
３　ディスカッションへの貢献度
４　講義後の復習の様子

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

「労働判例」（産労総合研究所）に掲載している裁判例を用いる予定
です。
雑誌を購入する必要はありません。
図書館が契約している判例データーベースで、必要な判決文を読むこ
とができます。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

議論への参加意欲を重視します。
労働法初学者を歓迎しますが、議論に参加するために、予習を怠らな
いこと。授業前に、指定された裁判例を読んで、論点に関する議論状
況を教科書などで確認してください。予習の進め方、報告の仕方など
　自習の進め方に不安のある受講生は、相談に来てください。授業終
了後には、議論の内容を各自振り返り、疑問があれば次の授業で教員
に質問すること。（準備学習の目安は、２時間程度）

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第１回　オリエンテーション
第２回　性差別の禁止の法的枠組み
第３回　国際社会における日本の状況
第４回　労基法４条〈１〉
第５回　労基法４条〈２〉
第６回　雇用終了に関する差別〈１〉
第７回　雇用終了に関する差別〈２〉
第８回　雇用終了に関する差別〈３〉
第９回　コース別管理〈１〉
第１０回　コース別管理〈２〉
第１１回　有期雇用〈１〉
第１２回　有期雇用〈２〉
第１３回　有期雇用〈３〉
第１４回　パートタイマー〈１〉
第１５回　パートタイマー〈２〉
第１６回　パートタイマー〈３〉
第１７回　派遣労働〈１〉
第１８回　派遣労働〈２〉
第１９回　育児休職〈１〉
第２０回　育児休職〈２〉　
第２１回　育児を理由とする短時間勤務〈１〉
第２２回　育児を理由とする短時間勤務〈２〉
第２３回　法的救済方法〈１〉
第２４回　法的救済方法〈２〉
第２５回　働き方改革１
第２６回　働き方改革２
第２７回　学説による提言１
第２８回　学説による提言２
第２９回　まとめ１
第３０回　まとめ２
受講者の希望等で内容を変更することがあります。

◎－－－　備考欄　－－－◎

本講義は、週２回のペースで開講され半期で終了する予定
です（全３０回）。
予習の量が多い講義ですので、受講に際しては充分その点
を検討してください。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D30904-01アジア企業法講義

通年 4  1 授業形態:講義李　黎明
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　
　本講義は、アジア地域の企業社会に関して、その政策の変遷、法制
備の経緯を考察し、アジア企業法実務をめぐって総合的に検討するも
のである。
　具体的には、対アジアビジネス法務という観点から、アジア諸国と
地域の法制度を比較しながら、企業社会の問題を見つめ、相応な法対
策を考える。
　更に、企業活動の国際化に伴う国際商事紛争の管理についても、実
例を見ながら、有効な予防策と救済手段を比較法的に講義する。
　アジア企業社会の実態と法秩序を把握するうえ、その課題および法
的対処法を研究する。　

◎－－－　到達目標　－－－◎

　
　グローバルな視野を養成すると共に国際ビジネス法務に必要とされ
る法的思考力と総合的実戦力を身に付ける。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　
　　課題レポート及び平常点(宿題点や発言点等)により、総合的に評
価。　
　　評点の配分割合は、課題レポート50％、平常点50％。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　
　毎回講義内容をまとめたレジュメと関係資料を配布する。
　参考書については、講義中その都度紹介又は配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　事前学習として、アジアの企業問題や時事問題を調べておくこと。
　事後学習として、講義の感想や宿題等を提出してもらうこと。
　予習・復習については、各一時間ほどの勉強が必要である。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

前期
１、グローバル経済と企業の国際化①
２、グローバル経済と企業の国際化②
３、企業の国際化における法規制の変遷①
４、企業の国際化における法規制の変遷②
５、アジア企業法制概説①
６、アジア企業法制概説②
７、日本企業海外進出の諸制度①
８、日本企業海外進出の諸制度②
９、海外企業日本進出の諸制度①
10、海外企業日本進出の諸制度②
11、アジアにおけるカントリーリスク①
12、アジアにおけるカントリーリスク②
13、アジア企業社会のリスクマネジメント①
14、アジア企業社会のリスクマネジメント②
15、前期総括

後期
１、アジア企業社会における実例分析①
２、アジア企業社会における実例分析②
３、アジア企業社会における実例分析③
４、アジア企業社会における実例分析④
５、アジアビジネストラブルの予防法①
６、アジアビジネストラブルの予防法②
７、アジアビジネストラブルの予防法③
８、アジアビジネストラブルの救済法①
９、アジアビジネストラブルの救済法②
10、アジアビジネストラブルの救済法③
11、アジア企業社会の実態と法的課題①
12、アジア企業社会の実態と法的課題②
13、アジア企業社会の成長と展望
14、後期総括
15、全体総括



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D32005-01英米法講義

前期 2  1 授業形態:講義蓑輪　靖博
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　民事事件におけるコモンローを中心とし、歴史的経験的な蓄積を踏
まえた英米法の概要と特色を学ぶ。
　とくに、法典主義を採用する日本のような大陸法との比較研究とい
う観点から、英米法の持つ基本的な特色について、歴史的な背景を踏
まえつつ理解したうえで、グローバル化した現代法のありようを模索
するためのヒントを考える。
　学生による研究報告・発表を行い、それに対する解説と議論を通じ
て、具体的かつ立体的な法の理解を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　・英米法の発展史とのかかわりで英米法の仕組みを説明できる。
　・日本法との比較において、英米法の基本的な特徴を自ら考え表現
できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　授業における議論や発表報告の内容の評価（20％）および課題レ
ポートの評価（80％）による。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは使用しない。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　授業前に、与えられた事前の課題に取り組むこと。授業後は、各自
の報告に対して指摘された事項を確認し、課題に取り組んでおくこ
と。それぞれ2時間程度。また、授業中には、積極的に発言するこ
と。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１　開講にあたって
２　英米法の意義・特色
３　判例法と制定法・法典
４　アメリカにおける契約
５　隣人訴訟の一事例から
６　隣人訴訟を例とした判決の検討
７　約因法理について
８　契約を破る自由
９　不法行為と過失責任主義
１０　故意と過失
１１　不法行為の一事例から
１２　アメリカの司法制度
１３　アメリカの憲法・行政法
１４　法と経済学
１５　まとめ
　
　



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D32005-02英米法講義

後期 2  1 授業形態:講義長谷川　正国
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　英米公法の基本的知識を習得し、それを各自の修士論文に活用でき
るように深化させることを目指す。英語法律文献の検索・引用方法等
についても指導したいと考えている。教材の選択に関しては各自の修
士論文のテーマを勘案して決定したいと考えている。特に希望のない
場合には、Louis Henkin著のForeign Affairs and The United States
Constitutionを輪読し解説する予定である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　英米法の基本的概念を理解し、基本的な英米法文献を困難なく読解
できる英語力を養うことを目的とする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価の基準
　報告の場合
英米法の基本的概念を理解し、各主題について的確に法的議論を展開
する。
　レポートの場合
提出を求められた英米法の課題についてその課題の趣旨を的確に理解
し、自分の意見を正確な日本語で論述する。

成績評価の方法
　毎回の報告の内容を５０％、適時に提出を求めるレポートを５０％
として総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　テキストは当方で準備する。
　英米公法の関する主要な文献リストを講義の開始時に配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　報告内容を必ずレジュメに作成すること。次回の報告の際には前回
の報告のレジュメを訂正または加筆したものを必ず提出すること。予
習復習にそれぞれ最低2時間を費やすこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1 文献紹介と一般的な解説
2　 The Constitutional Authority   of the Federal Government
3　The President's Foreign Affairs Power
4　Related Presidential Powers: The Commander in Chief
5  Presidential War Powers
6　General Presidential Power
7　National Security and Emergency Power
8　Congress as Law-Maker
   Enumerated Foreign Affairs Powers
9　General Congressional Powers
10　Non-Legislative Powers of Congress
11　Separation of Powers: Competition, Conflict, and
Cooperation
12　Exclusive and Concurrent Authority
13　Competition for Power
14  Issues in Cooperation
15　Interference between Branches
16　Judicial Role in Foreign Affairs
17　Judicial Law-Making
18　The Abiding Significance of Federalism: The States and
Foreign Affairs
19　Treaties
20　Limitations on Treaties
21　Treaties as Law of the Land
22　Executive Agreement
23　Congressional-Executive Agreements
24　Limitations on Executive Agreements
25　International Law in the Constitutional Framework
26　International Law for the United States
27　International Law of the United
States
28　International Organizations in the U.S. Constitutional
Framework
29　The United Nations, NATO
30　総括　要点の整理

※１回につき、２つの単元を学修する。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D31111-03行政法講義

通年 4  1 授業形態:講義折登　美紀
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　大学で得た行政法理論および判例についての知識を基に、大学院で
は、より多面的かつ深く行政法を研究していく。行政法は、警察行
政、社会保障行政、都市計画行政等、守備範囲が広範である。この授
業では、行政法の総論を取り扱い、幅広い行政法学の理解ができるよ
うにしたい。授業は、演習形式で行う。具体的には、担当教員が、1
冊テキストを指定し、受講生が、そのテキストに書かれていること、
テキスト記載部分の論点について報告するという形で進めていく。報
告内容について、教員及び報告者以外の受講生から質問し、議論を展
開する。指定テキストは1冊であるが、受講生は、解釈について比較
研究する必要があることから、数冊の基本書・参考書を読むこと、論
点に関する判例について調べてくることとする。さらに、受講生に、
行政法にかかわる「研究テーマ」を決めてもらい、それについて報告
をしてもらう。「研究テーマ」については、教員と議論しながら決定
していき、研究レポートの作成へとつなげていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・我が国の行政法の基礎的事柄について理解し、諸説の検討ができ
る。
・論点の指摘、諸説の検討、及び自己の見解の構築ができるようにな
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

行政法についての基本的理解ができているか、レポート作成要領を
守っているか、基本的理解と現状把握ができているか、学説と判例の
的確な理解ができているか、根拠が示されているか、自己の見解が説
得的に展開されているかの諸点を評価基準とする。
研究レポートの評価：（70％）
平常点（授業における報告）：（30％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

指定テキスト：稲葉・人見・村上・前田『行政法第2版』（有斐閣）
参考書：塩野『行政法Ⅰ～Ⅲ』（有斐閣）、北村ほか『行政法の基本
第6版』（法律文化社）、宇賀『行政法概説Ⅰ～Ⅲ』（有斐閣）、宇
賀・交告・山本『行政判例百選第7版Ⅰ、Ⅱ』（有斐閣）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・本講義開始後1カ月の間に、テキストを通読しておくこと。
・報告に当たっていない者も、報告者と同様、2時間程度該当箇所に
ついてテキストおよび参考書を読んでおき、授業に臨むこと。
・授業後には、授業中の指摘を踏まえて、2時間程度報告のまとめ直
しをしておくこと。教員が適宜チェックします。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回　授業のオリエンテーション
第2回　行政法の全体像
第3回　法治主義（歴史と意義）
第4回　法治主義（通達との関係）
第5回　行政上の法律関係（取得時効・消滅時効の適用問
題）
第6回　行政上の法律関係（信義則との関係）
第7回　比例原則（歴史と意義）
第8回　行政組織（中央と地方）
第9回　行政組織（行政改革と行政主体）
第10回　行政組織（公務員の権利と義務）
第11回　行政組織（公物の利用関係）
第12回　行政立法（法規命令・行政命令）
第13回　行政立法（法律と条例）
第14回　行政作用（行政行為の特殊性・種類）
第15回　行政作用（取消しと撤回）
第16回　行政作用（附款）
第17回　行政作用（行政裁量）
第18回　行政作用（行政裁量統制の手法）
第19回　行政作用（行政上の強制措置全般）
第20回　行政作用（代執行・執行罰・直接強制・強制徴収
等）
第21回　行政作用（行政計画）
第22回　行政作用（計画の統制）
第23回　行政救済（国家補償の全体像）
第24回　行政救済（国家賠償法1条）
第25回　行政救済（国家賠償法2条）
第26回　行政救済（損失補償）
第27回　行政救済（行政訴訟の訴訟類型）
第28回　行政救済（原告適格）
第29回　行政救済（処分性）
第30回　行政救済（仮の救済）
　＊研究レポートの提出



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D31108-01経済法講義

通年 4  1 授業形態:講義屋宮　憲夫
◎－－－　授業の概要　－－－◎

独占禁止法は、資本主義体制の基盤となる市場機能の維持保全を目的
とする法律であり、経済憲法とも呼ばれる重要な法律となっている。
本講義では、そのような独占禁止法の規制内容及び同法の具体的な事
件への適用に関する法解釈上の問題点を中心に検討していく。独占禁
止法についての代表的適用事例及び最近の適用事例を素材として、各
履修者がそれぞれ担当する事例の問題点及び関連する判例・審決例等
を総合的に検討し報告を行い、理解を深める。報告担当事例の選択や
報告の順番等は履修者と相談して決定する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

独占禁止法の目的と基本構造を把握する。
独占禁止法の基本概念を理解し、法律解釈上の問題を論じられる。
独占禁止法違反行為に対する法の適用について、従来の事例を把握
し、論じられる。
市場競争の意義に関心を持ち、独占禁止法の規制について自らの考え
を形作っていける。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

事例研究報告の内容及び質疑応答の状況を総合的に評価する。評価事
項の配分割合は、レポート報告内容60％、質疑応答40％。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

報告検討の対象となる事例及び最近の事件等に関する資料を配布す
る。参考文献は適宜指示する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

学部において、既に「経済法」を履修し単位を取得したことを前提に
事例研究により授業を進める。独占禁止法の概説書等を講義開始前に
精読しておくこと。授業前に事前に配布した資料について2時間以上
事前準備のため精読しておくこと。
受講後には、研究した事項・事例について2時間以上整理・検討し、
疑問点等を次回摘示すること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１　ガイダンス
２　独占禁止法の基礎概念に関する事例研究（独占禁止法
の目的・公共の利益に関する事例）報告・検討
３　独占禁止法の基礎概念に関する事例研究（独占禁止法
の目的・公共の利益に関する事例）検討
４　独占禁止法の基礎概念に関する事例研究（独占禁止法
の人的適用対象に関する事例）報告・検討
５　独占禁止法の基礎概念に関する事例研究（独占禁止法
の人的適用対象に関する事例）報告
６　独占禁止法の基礎概念に関する事例研究（一定の取引
分野の画定に関する事例）報告・検討
７　独占禁止法の基礎概念に関する事例研究（一定の取引
分野の画定に関する事例）検討
８　私独独占禁止法の基礎概念に関する事例研究（競争の
実質的制限に関する事例）報告・検討
９　私独独占禁止法の基礎概念に関する事例研究（競争の
実質的制限に関する事例）検討
１０　私的独占関する事例研究（排除行為該当の事例につ
いて）報告・検討
１１　私的独占関する事例研究（排除行為該当の事例につ
いて）報検討
１２　不当な取引制限に関する事例研究（不当な取引制限
の主体についての事例）報告・検討
１３　不当な取引制限に関する事例研究（不当な取引制限
の主体についての事例）検討
１４　不当な取引制限に関する事例研究（相互拘束・共同
遂行についての事例）報告・検討
１５　不当な取引制限に関する事例研究（相互拘束・共同
遂行についての事例）検討
１６　不当な取引制限に関する事例研究（課徴金制度につ
いての事例）報告・検討
１７　不当な取引制限に関する事例研究（課徴金制度につ
いての事例）検討
１８　事業者団体の規制に関する事例研究（事業者団体に
よる競争の実質的制限についての事例）報告・検討
１９　事業者団体の規制に関する事例研究（事業者団体に
よる競争の実質的制限についての事例）検討
２０　事業者団体の規制に関する事例研究（事業者団体に
よる活動・機能制限についての事例）報告・検討
２１　事業者団体の規制に関する事例研究（事業者団体に
よる活動・機能制限についての事例）検討
２２　集中・結合規制に関する事例研究（株式取得等の規
制についての事例）報告・検討
２３　集中・結合規制に関する事例研究（合併についての
事例）報告・検討
２４　不公正な取引方法に関する事例研究（差別的取扱い
についての事例）報告・検討
２５　不公正な取引方法に関する事例研究（不当対価につ
いての事例）報告・検討
２６　不公正な取引方法に関する事例研究（不当な顧客誘
引・取引強制についての事例）報告・検討
２７　不公正な取引方法に関する事例研究（再販売価格維
持についての事例）報告・検討
２８　不公正な取引方法に関する事例研究（その他の高速
条件付取引についての事例）報告・検討
２９　不公正な取引方法に関する事例研究（優越的地位の
濫用についての事例）報告・検討
３０　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D31108-02経済法講義

通年 4  1 授業形態:講義大橋　敏道
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本講義の主たる目的は、経済法の主要法規である独占禁止法につい
て、事例研究を通じて理解することである。条文の順序に沿った演繹
的なスタイルの学部の講義に対して、この講義では、さまざまな事例
から帰納的に独占禁止法の全体像を把握するという手法になる。従っ
て、受講生は毎回必ず、事前にテキストの該当部分の問題について答
案を作成して授業に持ってくること。講義では答案の添削と論点の説
明が中心となるので、予習が特に重要である。
　我が国の経済法には、独占禁止法と異なる価値観に立脚した様々な
事業法も含まれている。本講義では、それらのいくつかを取り上げ、
当該事業法と独占禁止法との緊張関係についても理解を深めることも
目的としたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①独占禁止法の主要論点について理解するとともに、新規事例につい
て自らの力で法解釈ができる。
②個別規制業種特有の規制手法について理解し、それと独占禁止法と
の関係について説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

予習で作成した答案を５０％、授業における質疑応答の状況を５０％
の割合で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：川濱昇ほか著『論点解析経済法（第2版）』（商事法務。
￥3240）
参考文献は講義中でも紹介するが、テキスト以外に独占禁止法の概説
書を何か一つ持っていることが望ましい。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前にテキストの該当部分を読み、問題の答案を作成しておく。
事後に、その論点についての解釈方法を復習しておく。
事前・事後学習は、各々2時間を目安とする。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

（　）内はテキストの該当ページ
１  ガイダンス、共同行為（p1～14）
２  共同行為（p15～22）
３  共同行為（p23～31）
４  共同行為（p32～42）
５  共同行為（p43～54）
６  共同行為（p55～62）
７  共同行為（p63～75）
８  共同行為（p76～82）
９  共同行為（p83～91）
１０  共同行為（p92～100）
１１  共同行為（p101～111）
１２  共同行為（p112～121）
１３  企業結合（p122～131）
１４  企業結合（p132～140）
１５  企業結合（p141～151）
１６　企業結合（p152～165）
１７  私的独占・不公正な取引方法（p166～178）
１８   〃（p179～189）
１９   〃（p190～201）
２０   〃（p202～212）
２１   〃（p213～223）
２２   〃（p224～234）
２３   〃（p235～243）
２４   〃（p244～252）
２５   〃（p253～262）
２６   〃（p263～272）
２７   〃（p273～283）
２８   〃（p284～292）
２９  エネルギー産業に関する法規制
３０  電気通信産業に関する法規制



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D30407-01刑事法講義Ⅱ

通年 4  1 授業形態:講義小野寺　一浩
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　刑法においては、一般的抽象的な理論それ自体は意味がありませ
ん。それが具体的事案の解決と結びついて初めて意味があります。特
に、刑法各論の分野においては、一般的抽象的な概念を具体的な事実
と結びつけて理解することが必要です。
　本講義では、刑法各論の分野における基本的な判例を取り上げ、そ
こで問題となっている事実を正確に理解した上で、それと判決の一般
論部分との対応関係を明らかにし、どのような論理が展開されている
かを、その実質的な理由にまでさかのぼって検討していきます。
　丹念に判決文を読み、具体的な事案と結びつけ一般理論を理解する
ことで、刑法各論の基本的事項について修得することができます。単
に知識を覚えることではなく、しぶとく読み、的確に理解し、論理的
に自らの考え方を説明しようという意欲のある方の受講を希望しま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

刑法各論分野における基本的事項について説明できるようになる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・成績評価の基準
　刑法各論分野における基本的事項についてわかりやすく説明できる
かどうか。
・成績評価の方法
　報告・質疑、小テスト、課題レポートにより評価する。評価割合
は、報告・質疑が30パーセント、小テストが30パーセント、課題レ
ポートが40パーセントである。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

講義で必要資料を配付します。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習：次回の検討課題について考察し、疑問点をまとめておく。
(90分）
事後学習：授業での検討を踏まえレポートを作成し、次回の授業時に
提出すること。(90分）

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回　生命身体に対する罪(基本類型の整理)
第2回　生命身体に対する罪(殺人罪、遺棄罪、傷害罪)
第3回　自由に対する罪に関する罪(基本類型の整理）
第4回　自由に対する罪に関する罪(逮捕・監禁罪)
第5回　秘密・名誉に対する罪に関する罪（基本類型の整
理）
第6回　秘密・名誉に対する罪に関する判例（名誉毀損
罪）
第7回　偽造罪（基本類型の整理）
第8回　偽造罪（文書偽造罪）
第9回　窃盗罪の保護法益(問題となる類型の整理)
第10回　窃盗罪の保護法益(判例の検討)
第11回　占有概念(基本類型の整理)
第12回　占有概念(基本判例の検討)
第13回　占有概念(近時の判例の分析)
第14回　強盗罪(基本類型の整理)
第15回　強盗罪(暴行脅迫と強取の因果性)
第16回　準強盗罪(基本類型の整理)
第17回　準強盗罪(事後強盗罪)
第18回　強盗致死傷罪(基本類型の整理)
第19回　強盗致死傷罪(強盗致死傷罪)
第20回　詐欺罪(基本構造)
第21回　詐欺罪(詐欺行為、処分行為)
第22回　横領罪(基本構造)
第23回　横領罪(二重売買)
第24回　背任罪(基本構造)
第25回　背任罪と横領罪
第26回　盗品等に関する罪(基本類型の整理)
第27回　盗品等に関する罪(被害者への返還と盗品等罪)
第28回　公務執行妨害罪
第29回　犯人蔵匿罪
第30回　収賄罪(基本類型の整理)



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D30408-01刑事法講義Ⅲ

通年 4  1 授業形態:講義石川　友佳子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

この講義は、刑法学における理論的思考方法の習得を目標とする。
詳細は、受講生の意見も聞きながら決定していきたいと思うが、予定
としては以下のようなものを考えている。
受講生の研究報告を主として演習形式で行う。刑法総論および刑法各
論の分野の中からいくつかのテーマを選択し、受講生各自による個別
報告のあと、参加者全員での議論を行う。
　受講生は、刑法専門書、法律雑誌や過去の裁判例を丹念に調べ、分
析し、精確な研究報告を行う必要がある。また、報告者以外の受講生
も、報告者に劣らない事前知識をつけた上で、議論に臨んでほしい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・刑法上の諸問題について、基本的な知識を習得する。
・各テーマを通じて、刑法学の役割を考える。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

個別報告の内容や発言内容により評価する。
個別報告の発表方法やその内容の評価６０％
授業における発言内容や授業への積極性４０％

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

六法を必ず持参すること。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

指定したテーマに関して事前に調べ、十分な予習をした上で、参加す
ること。
講義後は、講義内容をきちんと整理し、良く理解しておくこと。
事前学習、事後学習ともに、2時間程度を目安とする。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．ガイダンス
２．報告テーマ（刑法総論）および報告者の決定
３．構成要件該当性・因果関係（ディベート）
４．構成要件該当性・因果関係（個別報告）
５．構成要件該当性・不作為犯（ディベート）
６．構成要件該当性・不作為犯（個別報告）
７．違法性・正当防衛（ディベート）
８．違法性・正当防衛（個別報告）
９．違法性・緊急避難（ディベート）
１０．違法性・緊急避難（個別報告）
１１．責任・故意・事実の錯誤（ディベート）
１２．責任・故意・事実の錯誤（個別報告）
１３．責任・過失（ディベート）
１４．責任・過失（個別報告）
１５．責任・責任能力（ディベート）
１６．責任・責任能力（個別報告）
１７．未遂（ディベート）
１８．未遂（個別報告）
１９．未遂論
２０．共犯（ディベート）
２１．共犯（個別報告）
２２．共犯論
２３．報告テーマ（刑法各論）および報告者の決定
２４．財産犯総説
２５．窃盗罪
２６．強盗罪
２７．詐欺罪
２８．横領罪
２９．背任罪
３０．まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D31110-02憲法講義

通年 4  1 授業形態:講義武居　一正
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　日本国憲法について基本的知識を再確認するための学び直しまたは
復習的な意味を持つ講義である。
　大学院で法を深く学ぶためには、公法を専攻するにしろ、その他の
法を専攻するにしろ、憲法は法の基本であるから、学部で学んだこと
を再確認し、もう一度学び直しをする必要がある。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①知識・理解の到達目標　日本国憲法の概要について深く理解する。
②技能に関する到達目標　日本国憲法の基本的問題について整理し、
解説することができる。
③態度・指向性に関する到達目標　私たちの社会の問題について日本
国憲法の観点から常に考える姿勢を身につける。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

平常点、つまり、レジュメの準備程度、講義での質問・発言内容に
よって採点する。論点を上手くまとめ、的確な指摘をし、適切な判断
ができているかどうかを見る。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　芦部信喜『憲法』第六版、岩波書店を用いる。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　大学院生ともあろう者に学習について一々指示するのは失礼だとは
思うが、毎回、予定頁に必ず目を通してくること。最低１時間程度。
また、受講後その日のポイントについてノートを見直すなどして再確
認すること。復習30分～１時間程度。報告者は相応の時間を掛けて
しっかり準備すること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．立憲主義
２．日本憲法史
３．憲法の基本原則：国民主権・参政権
４．同:平和主義
５．安保法制:集団的自衛権
６．同:基本的人権
７．人権総論：人権の歴史
８．同:人権の性質
９．同：享有主体
１０．基本的人権の限界：公共の福祉
１１．同：二重の基準
１２．同：三段階審査
１３．包括的基本権と平等権
１４．精神的自由権：内心の自由
１５．同：表現の自由（１）意味
１６．同:表現の自由（２）内容
１７．経済的自由権
１８．人身の自由
１９．国務請求権
２０．社会権
２１．国会
２２．内閣
２３．裁判所
２４．財政
２５．地方自治
２６．憲法保障
２７．違憲審査（１）意義
２８．違憲審査（２）付随的違憲審査制
２９．憲法改正
３０．まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D31110-03憲法講義

通年 4  1 授業形態:講義桧垣　伸次
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本講義では、アメリカにおける表現の自由論を概観する。現在日本
でも、さまざまな表現の自由を巡る議論がなされている。日本の表現
の自由論は、主としてアメリカ合衆国における判例・学説の強い影響
を受けている。そこで、アメリカ合衆国では、表現の自由に関するど
のような問題があるのか、裁判所はどのような判断をしてきたのか、
それに関してどのような議論があるのか、などを検討したい。
　本講義の進め方としては、毎回一つの判例について報告してもら
い、それを基に議論していくという形を想定している。報告者はもち
ろんのこと、他の受講者も該当判例をよく読んで講義に臨んでほし
い。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・アメリカ合衆国における表現の自由論について基本的な知識を獲得
できることを目標とする
・アメリカ合衆国の判例を読み、理解できるようになることと目標と
する

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・発表や授業における議論（50％）
・課題レポート（50％）
　　両者とも、判例の内容を理解できているか、表現の自由の基礎理
論を理解　できているかを判断基準とする

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト
・使用しない
参考文献
・KATHLEEN M. SULLIVAN & NOAH FELDMAN, CONSTITUTIONAL
LAW (Foundation Press 18th ed. 2013)
・松井茂記『アメリカ憲法入門（第7版）』（有斐閣、2012年）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・受講にあたり、事前に指定する判例を読んでおくこと。また、報告
者はレジュメを作成すること（60分）。
・受講後は、講義中に指摘された点について参考文献等で確認するこ
と（60分）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回　ガイダンス
第2回　司法審査――Marbury v. Madison
第3回　二重の基準――United States v. Carolene Products Co.
第4回　明白かつ現在の危険①――Schenk v. United States
第5回　明白かつ現在の危険②――Abrams v. United States
第6回　明白かつ現在の危険③――Dennis v. United States
第7回　明白かつ現在の危険④――Brandenburg v. Ohio
第8回　事前抑制――New York Times v. United States
第9回　喧嘩言葉――Chaplinsky v. New Hampshire
第10回　暴力的な表現――United States v. Stevens
第11回　暴力的なゲーム――Brown v. E.M.A.
第12回　虚偽の表現――United States v. Alvarez
第13回　名誉毀損――New York Times v. Sullivan
第14回　精神的苦痛――Snyder v. Phelps
第15回　ヘイト・スピーチ①――R.A.V. v. City of St. Paul
第16回　ヘイト・スピーチ②――Virginia v. Black
第17回　わいせつ表現――Miller v. California
第18回　児童ポルノ①――New York v. Ferber
第19回　児童ポルノ②――Ashcroft v. Free Speech Coalition
第20回　営利的言論――Central Hudson Gas & Electric Corp.
v. Public Service Commission
第21回　選挙資金規制①――Buckley v. Valeo
第22回　選挙資金規制②――McConnell v. FEC
第23回　選挙資金規制③――Citizen United v. FEC
第24回　表現の助成――Rust v. Sullivan
第25回　表現の強制――West Virginia State Board of
Education v. Barnette
第26回　象徴的表現――United States v. O’Brien
第27回　国旗損壊――Texas v. Johnson
第28回　放送の自由――FCC v. League of Women Voters of
California
第29回　生徒の表現の自由――Morse v. Frederick
第30回　まとめ

以上は目安であり、受講者と相談しながら進めていく



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D31110-04憲法講義

通年 4  1 授業形態:講義實原　隆志
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　憲法学に関する専門的な文献を講読する。ドイツ語図書か英語図書
の講読を予定しているが、受講者の希望を聞きながら内容を構成す
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　受講生の関心分野や希望する進路に必要な知識を身につけることが
できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　授業の準備状況や授業時に臨む姿勢を基に評価する（100%）。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　初回のオリエンテーション時に、受講者と相談したうえで指定す
る。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　授業では文献を読むことだけでを目的としているわけではなく、十
分な理解に基づいて質疑応答することも予定している。事前に資料を
熟読し、授業後に振り返り、次回以降の授業に備えることが必要とな
るため、２時間程度の予習と復習を要する。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．前期の授業に向けたオリエンテーション
　　憲法と立憲主義
２．日本憲法史
３．国民主権の原理
４．基本的人権の原理
５．基本的人権の限界
６．幸福追求権、法の下の平等
７．内心の自由
８．信教の自由
９．表現の自由
10．表現の自由の限界
11．集会・結社の自由、通信の秘密
12．経済的自由権
13．人身の自由、参政権
14．社会権
15．前期の総括
16．後期の授業に向けたオリエンテーション
　　権力分立の原理
17．国会の地位・組織・活動
18．国会議員の地位
19．国会と議院の権能
20．内閣
21．司法権の意味と範囲
22．裁判所の組織と権能
23．司法権の独立
24．財政
25．地方自治
26．違憲審査制
27．憲法改正の手続と限界
28．平和主義の原理
29．安保体制
30．講義の総括、レポート課題の提示

＊　受講者と相談の上、変更になることがある。

◎－－－　関連URL　－－－◎

　特になし。
(　特になし。)

◎－－－　備考欄　－－－◎

　特になし。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D30705-01国際私法講義Ⅱ

通年 4  1 授業形態:講義北坂　尚洋
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　この講義では、国際私法、国際民事手続法、国際取引法に関係する
法律問題が実際にどのように解決されているのかを具体的に理解して
もらおうと思っています。家族法や財産法における国際裁判管轄権、
準拠法、外国裁判の承認に関する問題などが、この授業の対象です
が、今年度は準拠法に焦点を当て、前期には国際家族法、後期には国
際財産法を検討する予定です。

　なお、受講生の希望も取り入れた授業内容にするつもりですので、
「授業計画」は変更されることもあります。初回の講義のときに、受
講生は、関心があるテーマについて説明してください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１　国際私法、国際民事手続法、国際取引法の基礎知識とその実務を
理解すること。
２　国際私法、国際民事手続法、国際取引法の基礎知識とその実務を
論理的に説明する力を身につけること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　理解度・論理的思考能力を基準に、報告内容（４０％）、発言内容
（３０％）、レポート（３０％）から総合的に評価します。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

（テキスト）
　松岡博編『国際関係私法入門［第４版］』（有斐閣・２０１９年）

（参考文献）
　櫻田嘉章＝道垣内正人編『注釈国際私法　第１巻・第２巻』（有斐
閣・２０１１年）
　佐藤達文＝小林康彦編著『一問一答 平成２３年民事訴訟法等改正』
（商事法務・２０１２年）
　小出邦夫編著『逐条解説　法の適用に関する通則法［増補版］』
（商事法務・２０１４年）
　櫻田嘉章＝道垣内正人編『国際私法判例百選［第２版］』（有斐
閣・２０１２年）
　野村美明＝高杉直＝久保田隆編『ケーススタディ国際関係私法』
（有斐閣・２０１５年）
　松岡博編『レクチャー国際取引法［第２版］』（法律文化社・２０
１８年）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　事前学習として指示した文献を読んで、授業にのぞんでください
（２時間が目安です）。また、事後学習としては、授業で取り上げた
事項をテキストで復習してください（２時間が目安です）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

　１　はじめに：　今後の進め方等についての説明
　２　婚姻の成立
　３　婚姻の身分的効力
　４　婚姻の財産的効力
　５　離婚の成立
　６　離婚の効力
　７　嫡出親子関係の成立
　８　非嫡出親子関係の成立
　９　準正の成立
１０　親子間の法律関係
１１　後見
１２　その他の親族関係
１３　相続
１４　遺言
１５　家族法上の法律行為の方式
１６　契約１：　法選択がある場合
１７　契約２：　法選択がない場合
１８　消費者契約
１９　労働契約
２０　財産法上の法律行為の方式
２１　不法行為一般
２２　生産物責任
２３　名誉・信用毀損
２４　不当利得・事務管理
２５　債権譲渡
２６　年齢に基づく行為能力
２７　心神の障害に基づく行為能力
２８　失踪宣告
２９　法人
３０　まとめ　
※　受講生の希望も取り入れた授業内容にするつもりです
ので、授業計画は変更されることもあります。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D31112-01国際法講義

通年 4  1 授業形態:講義長谷川　正国
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　国際法の主要論点について講義する。国際法は国際社会の法である
ことから、日本語の教科書を意識しながらも、英文の教科書および
ケースブックを併用して、より広い視野から国際法の全体像を把握す
ることを目指す。国際法を専攻する受講生にとってばかりでなく、そ
の他の法分野を専攻する受講生にとっても国際法は今や法学研究に
とって欠くことのできない基本的知識であることを明らかにしたい。
　また、国際法専攻の受講生はもちろんのこと、その他の法分野を専
攻する受講生が特に関心を有するまたは発展させたいと考えるテーマ
を発見する場合にはその受講生に対して個別指導を行い、一層の関心
を喚起したい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

（１）国際法の基本的概念と実際的な機能を概括的に理解し、説明す
ることができる。
（２）各主題についてその要点に関する法的議論を的確に展開するこ
とができる。
（３）自分の専攻科目と国際法との関連性を説明することができる
（国際法以外の専攻生の場合）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価の基準
　報告の場合
国際法の基本的概念を的確に理解し、同時に具体的国際法問題に関し
て説得力ある議論を展開する。
　レポートの場合
提出を求められた国際法の課題についてその課題の趣旨を的確に理解
し、正確な日本語でその課題について論理的に法的議論を展開する。

成績評価の方法
　毎回の報告の内容を６０％、適宜に提出を求めるレポートを４０％
として総　合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　教材は当方で準備する。
　エイクハースト=マランチュク『現代国際法入門』（成文堂）
　Damrosch et al(eds), International Law Cases and Materials　国際条約集
（有斐閣）を必ず持参すること。　
国際条約集（有斐閣）必ず持参すること。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　講義の主題に関して指定した資料を必ず予習して講義に参加するこ
と。講義終了後は、講義内容を整理し、その知識を確実なものにする
こと。予習復習にそれぞれ最低2時間を費やすこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1　序論　講義の手引き
2　歴史および理論(1)
　 ヨーロッパ国際法の形成と発展
3  歴史および理論(2)
　　第一次世界大戦後の発展
4　国際法の法的性質
5　国際法の法源  　
6　条約法(1)
　 条約の締結および効力の発生
7　条約法(2)
　 条約の適用、条約の無効、条約の終了
8　国際法と国内法　
9　国家と政府(1)
　 国家の要件、国家の承認
10　国家と政府(2)
　  政府の承認　
11　国際機構、個人、会社および集団
12　管轄権
13　管轄権からの免除(1)
　　 主権免除
14　管轄権からの免除(2)　
    外交免除、領事免除
15　領域の取得(1)
　　割譲、先占、時効
16　領域の取得(2)
　　添付、裁判、征服
17　国家承継
18　海洋法(1)
　　内水、領海、接続水域、排他的経済水域
19　海洋法(2)
　　大陸棚、公海、深海底
20　空域および宇宙空間
21　人権(1)
　　世界的レベルの人権
22　人権(2)
　　地域的レベルの人権
22　国祭経済法の要点
23　国際環境法の要点
24　国家責任法(1)
　　国家責任と外国人の待遇
25　国家責任法(2)
　　国際違法行為の効果、対抗措置
26　国際紛争の平和的解決(1)
　　国際紛争の外交的解決方法
27　国際紛争の平和的解決(2)
　　国際紛争の法律的解決方法  　　　　
28　国際的武力紛争および内戦
29　国際人道法と戦争犯罪
30　結論　講義のまとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D31112-02国際法講義

通年 4  1 授業形態:講義山下　恭弘
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　国際法の基本事項を確認し、先例を紹介しながら国際法の現実の適
用について授業する。双方向的な授業となるので、授業の過程で随時
質疑応答が行われる。受講者は、積極的な質疑応答への参加の他、復
習を兼ねた報告が求められる。報告の具体的なテーマは、毎回の授業
後に示され、後日報告することになる。授業と質疑応答、受講者の報
告を繰り返しながら、国際法の主要論点を明らかにする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　国際法の本質を理解し、国際社会の現実を主に法の観点から的確に
論じられる能力を獲得することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　質疑応答・報告の内容（50%）、前期・後期2回の課題レポートの内
容（50%）で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　テキスト：教材は当方で準備する。　
　参考文献：島田征夫編『国際法学入門』（成文堂、2011年）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　授業前に指示されたテキストの頁と先例について、事前に2時間か
けて学習し授業に臨むこと。事後は授業中に指摘された課題・問題点
を2時間かけて研究し、次回の授業に臨むこと。ちなみに、次回の授
業で、受講者の発言等により事後学習の成果を確認する。なお、授業
の初回にガイダンスを行い、事前・事後学習や報告の方法等、受講に
必要な諸事項を説明する。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

前期
1　 ガイダンス
2　 国際法の法源
3　 国際法の主体
4　 条約法
5　 国際法と国内法
6　 国家承認、国家承継
7　 国家の基本的権利
8　 国家の基本的義務
9　 外交特権免除と主権免除
10　国家領域と国際領域
11　海洋法
12　日本の領土問題
13　人権の国際的保障
14　個別人権条約の適用
15　総括－課題レポートの提示

後期
16　国際機構と国際協力
17　国際経済法
18　国際環境法
19　国家責任
20　国際機構の責任、個人責任（テロ）
21　国際紛争の平和的解決
22　国際裁判
23　国連の集団安全保障
24　自衛権をめぐる諸問題
25　国連の平和維持活動
26　戦争法と中立法
27　国際人道法
28　戦争犯罪人の処罰
29　国際刑事法の発展
30　総括－課題レポートの提示



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D31112-03国際法講義

通年 4  1 授業形態:講義萩原　一樹
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　国際社会が緊密化するとともに、国際法が取り扱う問題事項も拡大
し、深化しています。そのため、国内法を専攻する学生にとっても、
国際法を学ぶ重要性は高まっています。この授業では、担当教員によ
る講義、質疑応答、受講者による報告を交えながら、国際法の主要な
論点についてより深く掘り下げて理解することを目指します。
　前期は、国際法の性質、歴史的展開、法源論、国際法主体性に関す
る基本的な事項について、一層深く理解することを目指します。後期
は、国家責任法、国際組織の役割、国際紛争の平和的解決のほか、国
際人権法、国際環境法、持続可能な開発といった現代的な課題につい
ても学習します。
　授業計画に沿って、担当教員による講義、質疑応答、受講者による
報告を繰り返しながら、インタラクティブな授業を行います。受講者
の研究関心に応じて、授業計画に若干の修正を加えることがありま
す。受講者は、配布される教材と資料を熟読し、質疑応答と報告に備
えてください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

国際法の基本的な論点について説明することができる。
国際社会の発展の歴史と現代の国際関係を踏まえて、国際法上の諸問
題を理解することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績は、授業への貢献度（質疑応答、報告の質）（50%）と学期末の
レポート（前期25%・後期25%）で評価します。レポートは、国際法
に関するより専門的な文献を読み込み、その中で論じられた内容を的
確に理解し、その内容を発展させる能力を基準に評価します。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

『国際条約集』（最新版）（有斐閣）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

大学院の授業は、学部と異なり、受身では成り立ちません。講義、質
疑応答、討論を手がかりに、講義で取り扱われる問題の歴史的背景と
現代社会における意義を理解し、自分が取り組む研究とどのように関
わるのかを考えながら、積極的に授業に参加してください。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1. 国際社会と法
2. 国際法の基本構造   国際法の歴史的展開
3. 国際法の基本構造   国際法の法的性質
4. 国際法の法源   慣習国際法
5. 国際法の法源   条約
6. 国際法の法源   法の一般原則、ソフト・ロー
7. 条約法①条約法の発展
8. 条約法②締結手続
9. 条約法③留保
10. 条約法④解釈
11. 条約法⑤終了および運用停止
12. 条約法⑥jus cogens
13. 国家と国際法①国家の成立
14. 国家と国際法②国家の変動
15. 国家と国際法   国家の基本的権利義務
16. 国家と国際法   外交・領事関係
17. 国家責任法   意義と機能、違法性阻却事由
18. 国家責任法   外交的保護、国内救済完了原則
19. 国際機構と国際法
20. 国際紛争の平和的解決①
　　　　紛争の平和的解決の諸手段
21. 国際紛争の平和的解決②
　　　　司法的解決、紛争処理機関による解決
22. 国際人権法   国際的人権保障の展開
23. 国際人権法   民族自決権、少数民族
24. 国際環境法   国際環境法の展開
25. 国際環境法   国際環境諸条約の内容
26. 国際経済法   国際経済法の展開
27. 持続可能な開発   持続可能な開発の展開
28. 持続可能な開発   天然資源管理
29. 持続可能な開発   海洋生物資源管理
30. 総括



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D30603-01社会保障法研究

２年通年 8  1 授業形態:演習山下　慎一
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本講義は，社会保障法学に関する修士論文を完成させることを目標
とするものである。
　まず，社会保障法学の全体像と，基本的な考え方を確認し，受講者
自身の興味で，研究対象を大まかに絞り込む（例えば「介護保
険」）。次いで、その分野の文献・裁判例を網羅的に収集・講読す
る。その上で，研究対象をさらに絞り込み（例えば「要介護認定の過
程における法的権利の実現」），論文を執筆する。もちろん、各過程
で教員が必要な助言を行う。　

　社会保障法は、社会保障を法的な観点から検討する学問である。本
講義においては、社会保障を法的観点から検討することの必然性や、
その利点・欠点を、受講者各位が常に意識する必要がある。また、外
国法の研究にも積極的に取り組んでもらう。
　
　講義の形式は、受講者の報告をベースとする、研究会形式である。
つまり、報告担当者の報告内容および他の受講者の議論への参加が、
当該回の講義の水準を左右する重要な要素となる。よって、受講者に
は十分な準備と強い自覚が要求される。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・社会保障各制度を、法的権利の観点から把握し、批判的に検討した
上で、法律学の作法に則った修士論文を完成させる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

（１）報告内容60％（論文の形式面および内容面について評価）
（２）議論への参加40％（発言回数および発言内容について評価）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

笠木映里ほか『社会保障法』（有斐閣、2018年）
ISBN 978-4-641-14494-1

菊池馨実『社会保障法』（有斐閣、第2版、2018年）
ISBN 978-4-641-24304-0

＊判例・裁判例の全文については、受講者自身で入手すること（図書
館やデータベースの活用方法の体得のため）。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

（１）報告者について
　・事前学習としてのレジュメ作成は、可能な限りの文献を収集した
上で、十分な時間をかけて作成すること（720分）。
　・事後学習として、報告に対して受けた指摘を整理した上、レジュ
メを修正し、教員に提出すること（90分）。

（２）報告者以外の受講者について
　・事前学習として、テキストの次回講義該当部分あるいは判例・裁
判例全文を、少なくとも2回は検討すること（120分）。
　・事後学習として、自身の報告に反映させることができるよう、そ
の日の講義で学んだことをノートに記入するなどして整理すること
（120分）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1-3　導入と修士論文のテーマ決定
4-14　研究報告と質疑応答
15　修士論文中間報告
16-18　修士論文のテーマ修正
19-29　研究報告と質疑応答
30　総括



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D30606-01社会保障法講義Ⅱ

通年 4  1 授業形態:講義山下　慎一
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　社会保障法は、社会保障を法的な観点から検討する学問である。本講
義においては、社会保障を法的観点から検討することの必然性や、その
利点・欠点を、受講者各位が常に意識する必要がある。本講義の授業計
画は、上記のことを念頭においた構成となっている。

　講義の初回から第10回までは、社会保障法の全体像とそこに含まれる
各制度類型を、法的権利の観点から把握することに充てられる。ここで
は、単に制度を説明するのではなく、当該制度において、いかにして市
民の権利が生じ、実現し、あるいは失われ、争われるのか、という権利
のダイナミズムに焦点を当てた検討が実施される。

　第11回から第20回までは、社会保障法における重要判例・裁判例の検
討を通じて、社会保障と権利の関係に関する理解を（主に歴史的観点か
ら）深めるとともに、判例・裁判例研究の作法を習得する。

　第21回から第30回までは、各社会保障制度における最新判例・裁判例
（おおむね過去半年から1年以内に公開されたもの）を、受講者各自の
問題関心に従って選定し、検討する。この作業は、受講者らが、学界に
おける最先端の議論に触れる契機となるかもしれない。
　
　講義の形式は、受講者の報告をベースとする、ゼミ形式である。つま
り、報告担当者の報告内容および他の受講者の議論への参加が、当該回
の講義の水準を左右する重要な要素となる。よって、受講者には十分な
準備と強い自覚が要求される。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・社会保障を、法的権利の観点から把握できる。
・社会保障に関する判例・裁判例の研究方法を身に付ける。
・社会保障を法的観点から検討し、評価することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

（１）報告内容60％（レジュメの形式面および内容面について評価）
（２）議論への参加40％（発言回数および発言内容について評価）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

笠木映里ほか『社会保障法』（有斐閣、2018年）
ISBN 978-4-641-14494-1

菊池馨実『社会保障法』（有斐閣、第2版、2018年）
ISBN 978-4-641-24304-0

＊判例・裁判例の全文については、受講者自身で入手すること（図書館
やデータベースの活用方法の体得のため）。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

（１）報告者について
　・事前学習としてのレジュメ作成は、必要な資料はすべて収集・検討
したうえで作成すること（600分）。
　・事後学習として、報告に対して受けた指摘を整理した上、レジュメ
を修正し、教員に提出すること（120分）。

（２）報告者以外の受講者について
　・事前学習として、テキストの次回講義該当部分あるいは判例・裁判
例全文を、少なくとも2回は検討すること（120分）。
　・事後学習として、自身の報告に反映させることができるよう、その
日の講義で学んだことをノートに記入するなどして整理すること（120
分）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．導入
２．社会保障と社会保障法
３．社会保障法と「権利」
４．年金保険と権利
５．社会手当と権利
６．公的扶助と権利
７．労働保険と権利
８．医療保障と権利
９．社会サービス保障と権利
１０．小括―社会保障と法と権利
１１．社会保障法と判例・裁判例研究
１２．生活保護基準に関する判例
１３．国民健康保険条例に関する判例
１４．無年金障害者に関する判例
１５．混合診療に関する判例
１６．遺族年金と近親婚に関する判例
１７．自殺の業務上外認定に関する裁判例
１８．稼働能力の活用に関する裁判例
１９．情報提供義務に関する裁判例
２０．小括―社会保障における判例・裁判例
２１．年金保険に関する最新判例・裁判例
２２．児童手当に関する最新判例・裁判例
２３．生活保護に関する最新判例・裁判例
２４．雇用保険に関する最新判例・裁判例
２５．労災保険に関する最新判例・裁判例
２６．医療保険に関する最新判例・裁判例
２７．児童福祉に関する最新判例・裁判例
２８．介護保険に関する最新判例・裁判例
２９．権利救済手続に関する最新判例・裁判例
３０．総括



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D30207-02商法研究

２年通年 8  1 授業形態:演習砂田　太士
◎－－－　授業の概要　－－－◎

  最終的に的確な修士論文を書き上げることができるように、１年次
は、最低限、どのようなことをしなければならないのか、法的思考は
どのようなものなのかを理解するために、具体的な問題を中心に検討
する。検討は、判例の細かな分析、学説の動向、諸外国の規制（外国
文献の講読）等を通して行う。履修生の修士論文または関心のある
テーマで検討を行うが、最近は、監査機構に関する検討（中小会社に
おける監査制度の問題点、会計監査人の義務と責任）、金融商品取引
法の問題（インサイダー取引に関する問題）、ベンチャー企業法制
（会社経営と社員の問題を合同会社と株式会社と比較して検討）、種
類株式の利用と企業買収（とくにＭＢＯにおける種類株式の利用にお
いて生じる問題）、親子会社関係における法的問題、会計監査人の責
任に関する問題等を取り上げてそれぞれ１年間検討した。
　２年次では、これらの検討の基礎として、修士論文の指導を行って
いる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ａ．論文を書くことの基本的な考え方、知識、資料収集を含めた論文
作成方法を習得すること
ｂ．論文作成の進捗について、的確な報告および質疑応答ができるこ
と
ｃ．的確な修士論文を完成することができること

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　試験を実施しないので、到達目標との関係から、平常点および修士
論文で評価する。
　平常点は、①会社に関する法規制を理解しているか否か、②準備を
含む報告および質疑応答の的確であるか否か、③レポート、宿題等の
課題における表現方法、内容等が的確であるか否か、④相手を説得す
ることができる発言または記述であるか否か等を評価基準とする。
　修士論文の評価は、①修士論文の作成過程を対象とした評価を、修
士論文テーマの策定、資料収集、論述方法、引用方法等について、的
確にこれらが行われているかどうかを基準として評価し、②修士論文
の内容の評価を、問題設定、論旨の展開、自己の主張等について、こ
れらが的確になされているか否かを基準として評価し、①と②を合わ
せて評価する。平常点および修士論文を同じ割合で評価するので、い
ずれかを欠くことはできない。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは使用しない。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　商法・会社法を学んだか否かにかかわらず、報告準備、予習を２時
間すること。必ず書籍・論文・判例を読んでおくこと。次回の箇所に
つき論文・判例等を読み意見を述べることができるよう準備を２時間
はしておくこと。インターネット検索の結果をコピーして読むこと
は、準備にも報告にもあたらない。また受講生は、授業終了後は必ず
復習を少なくとも２時間はしておくこと。六法を忘れないこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１～１０　会社法の基本事項
　会社法の基本事項を、判例または論文を読み確認する。
この過程で、修士論文のテーマを受講生は捜すことにな
る。場合によっては、受講生の希望する関係分野（例え
ば、信託法、金融商品取引法）についても、確認を行う。
１１～１５　修士論文のテーマの策定
　受講生が選んだテーマについて、なぜそのテーマを選ん
だのか、どのような論文を書き上げるのか、他のテーマを
考えたのか等を確認する。この段階では、テーマを変更す
ることもある。
１６～３０　修士論文の作成準備
　前期の授業を受けて、必要な判例の収集と内容の確認、
必要な論文その他の資料の収集と内容の確認、収集した判
例・論文・資料の取捨選択と、論文における利用。下書き
段階での確認のため、とくにテーマに即してこれらのこと
を行っているかどうかを確認する。
３１～６０  修士論文の作成
　３１回以降は、２年次で行う内容です。論文にて、「何
が問題なのか」、「どのような考え方があるのか」、「自
分はどのように考えるのか」を確認する。なお、上述の
「修士論文のテーマの策定」、「修士論文の作成の準備」
についても、再確認する。

授業回数の（　　）内の数字は、１年次前期からの通し数
字である。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D30209-01商法講義Ⅱ

通年 4  1 授業形態:講義砂田　太士
◎－－－　授業の概要　－－－◎

  企業活動に関する諸問題を、会社法のみならず、多角的に検討する
が、その中心は会社法であり、また株式会社である。そこで検討は、
株式会社の、経営機関、監督機関、資金調達に焦点を当て行う。株式
会社をはじめとする会社に関する法規制は、平成17年（2005年）に会
社法として商法から独立し、さらに会社法は平成26年（2014年）に改
正されたことから、上記の３点について、「なぜこのような改正が必
要なのか」、「もっと実態に即した考え方はないか」を念頭に置い
て、判例の検討を交えながら、法規制のあり方を受講生とともに考え
ていく。授業計画の項目に従い行うが、項目をまとめて行ったり、複
数回にわたることもあり得ることをご留意いただきたい。また、受講
生の論文への取り組みとの関係から、相談のうえ、計画を変更するこ
とがある（その場合であっても、到達目標等は変わらない）。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ａ．問題点について、法体系からどのようなことであるかを述べるこ
とができること
ｂ．報告質問のための準備を多角的行うことができることかつ的確な
報告および的確な質疑応答ができること
ｃ．会社に関する法規制の在り方を指摘できること及び論文作成の準
備ができること

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　試験を実施しないので、到達目標との関係から、平常点で評価す
る。平常点は、①問題の要点を理解しているるか否か、②準備を含む
報告および質疑応答が的確であるか否か、③レポート、宿題等の課題
における表現方法、内容等が的確であるか否か、④相手を説得するこ
とができる発言または記述であるか否か等を評価基準とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは使用しない。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　商法・会社法を学んだか否かにかかわらず、報告準備、予習を少な
くとも２時間すること。すなわち、各授業終了時に、次回の検討項目
を示すので、必ず書籍・論文・判例を読み意見を述べることができる
ように準備をしておくこと。インターネット検索の結果をコピーして
読むことは、準備にも報告にもあたらない。また授業終了後は、報告
担当者に限らず、受講生は、当日行った検討について必ず復習を少な
くとも２時間すること。また六法を忘れないこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１  基礎的事項①－会社法入門、会社法の特徴、会社の種
類
２　基礎的事項②－株式会社の基本概念、株式会社の区分
３  基礎的事項③株式の概要
４  基礎的事項④種類株式ほか
５  基礎的事項のまとめ
６　株式会社の機関設計①機関設計とは、必要性
７　株式会社の機関設計②公開会社と非公開会社の機関設
計
８  株主総会①株主総会の意義、権限
９  株主総会②株主総会の招集・議事運営
10  株主総会③株主総会の決議
11　株主総会④株主総会の活性化
12  株主総会⑤総会決議の瑕疵
13  株主総会のまとめ
14  ガバナンス①取締役（選任・任期・権限）
15　ガバナンス②代表取締役（選任・権限）
16　ガバナンス③取締役の義務（一般的な義務）
17　ガバナンス④取締役の義務（個別具体的な義務）
18　ガバナンス⑤取締役会とは
19　ガバナンス⑥取締役の責任（会社に対する責任、第三
者に対する責任）
20　ガバナンス⑦会計参与
21　ガバナンス⑧監査役
22　ガバナンス⑨監査役会
23　ガバナンス⑩会計監査人
24  ガバナンス⑪監査等委員会設置会社
25  ガバナンス⑫指名委員会等設置会社
26　ガバナンスのまとめ（経営機関・監督機関）
27　ファイナンス①－募集株式の発行
28　ファイナンス②－新株予約権の発行
29　ファイナンス③－社債の発行
30　ファイナンス（資金調達）及び全体のまとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D30210-01商法講義Ⅲ

通年 4  1 授業形態:講義畠田　公明
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本年度は、商法のなかで、とくに会社法の分野全体を概括的に検討
するが、平成26年会社法改正を重点的に取り上げる。前期では、会社
法総論に続いて、まず、ガバナンス（統治）として、株式会社の組
織・運営のための諸制度を検討する。ここでは、株主の地位と権利・
義務、株主総会、株式会社の経営管理機構が取り上げられる。次に、
後期では、コ－ポレ－ト・ファイナンスとして、株式会社の資金調
達、企業買収（M&A）などに関する部分を検討する。ここでは、株式
の内容・種類・譲渡・分割・併合、新株予約権、社債などが取り上げ
られる。さらに、合併・株式交換・株式移転・企業買収（M＆A）な
どを取り上げる。
　授業の方法としては、それぞれの項目について概観した後、重要な
基本判例を検討する方法で進めて行きたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

（１）会社の概念、統治機構および企業金融の諸制度について、基本
的知識を修得すること。（２）会社法の具体的な規定の解釈・判例を
理解すること。（３）上記のような知識・理解を利用して、具体的な
事例の問題を解決することができること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準は、会社法の規定する諸制度の基本的知識、規定の解
釈・判例の理解、具体的な問題の解決の能力の有無・程度による。
成績評価の方法は、原則として、各回の授業での報告70％、課題につ
いてのレポ－ト提出20％、受講態度10％の割合による。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは指定せず、適宜、資料を配付する。
参考文献
畠田公明『株式会社のガバナンスと会社法』（中央経済社、2015年）
畠田公明『会社法のファイナンスとM&A』（法律文化社、2017年）
江頭憲治郎＝神作裕之・藤田友敬編『会社法判例百選[第3版]』（有斐
閣、2016年）
浜田道代＝岩原紳作[編]『会社法の争点』（有斐閣、2009年）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

毎回の授業において、事前に教科書・資料等を予習すること（60
分）。テーマに即した資料をまとめておくこと（90分）。毎回の設問
に自分なりの答えをまとめておくこと（60分）。授業の後で論点を整
理して、不十分な点は他の文献などで補足してまとめておくことする
こと（60分）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１　会社法の意義・会社の概念　
２　株主の地位と権利・義務
３　株主総会
４　取締役
５　取締役会
６  取締役会設置会社の代表取締役等
７　取締役と会社との関係（義務・報酬等）
８　会計参与
９  監査役・監査役会
10　会計監査人
11　監査等委員会設置会社・指名委員会等設　　置会社の
経営管理機構
12　検査役と調査者
13　役員等の責任
14  差止請求権等
15　株主代表訴訟・多重代表訴訟
16　コーポレート・ファイナンスの意義
17　株式の内容と種類
18　株式の譲渡等
19　募集株式の発行
20　新株予約権
21　社債
22　組織再編
23　組織変更
24　事業譲渡等
25　合併
26　会社分割　
27　株式交換
28　株式移転
29　企業買収（M＆A）の意義・種類
30　企業買収に関する裁判例



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D30211-01商法講義Ⅳ

通年 4  1 授業形態:講義前越　俊之
◎－－－　授業の概要　－－－◎

主に会社法および金融商品取引法を対象とし、会社を巡る基本的な問
題を検討する。基本的な問題としては、会社法と金融商品取引法が交
錯する問題を検討する。例えば、会社の内部統制制度である。検討
は、おもに、わが国の判例、学説を通じて行うが、学生のニーズがあ
れば、外国文献（英語のもの）講読等を通じて行うこともあり得る。
なお、本講義で取り上げるテーマについては、受講生の意見を聞いた
上で決めたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・会社法または金融商品取引法の基本的な仕組みを理解し、他者に説
明できる。
・上記２つの法律が交錯する法的問題に対して的確な知見を得、解説
することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

基本的には講義中の報告（50％）、発言（20％）、レポート（30％）
等で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは指定しません。参考文献として、落合誠一「会社法要説
〔第2版〕」（有斐閣・2016年）。近藤光男＝吉原和志＝黒沼悦郎
「金融商品取引法入門〔第4版〕」（商事法務研究会・2015年）。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

講義に際して、私見を述べられるように、文献・資料・判例を読み込
んでくること（約2時間）。講義内容を復習（ノートの整理等に約2時
間）する他、講義きっかけとして、学識をさらに深めるようにして下
さい。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回　導入
第2回　基礎的事項の確認（１）会社法について
第3回　基礎的事項の確認（２）株式会社の組織
第4回　基礎的事項の確認（３）金融商品取引法について
第5回　基礎的事項の確認（４）金融商品取引法のエン
フォースメント
第6回　基礎的事項の確認（検討する問題の背景となる基
本的事項等について、報告と議論）
第7回　問題の抽出（１）会社法上の監査制度
第8回　問題の抽出（２）監査制度と法的責任
第9回　問題の抽出（３）情報開示制度と監査制度
第10回　問題の抽出（４）公認会計士制度について
第11回　報告と議論（１）内部統制
第12回　報告と議論（２）会社法上の規制
第13回　報告と議論（３）金融商品取引法上の規制
第14回　報告と議論（４）最新の動向
第15回　まとめ
第16回　テーマに関する討論
第17回　基礎的事項の確認（１）金融商品取引法の情報開
示責任
第18回　基本的事項の確認（２）会社の責任　
第19回　基礎的事項の確認（３）役員等の責任
第20回　基礎的事項の確認（４）その他
第21回　基礎的事項の確認（検討する問題の背景となる基
本的事項等について、報告と議論）
第22回　問題の抽出（１）刑事的規制
第23回　問題の抽出（２）行政的規制
第24回　問題の抽出（３）民事上の規制
第25回　問題の抽出（４）その他
第26回　報告と議論（１）立法と制定過程
第27回　報告と議論（２）判例
第28回　報告と議論（３）審判等
第29回　報告と議論（４）最新の動向
第30回　まとめ
（なお、上記日程は、受講者の教育効果の観点から、適
宜、内容、順番等に関して変更があり得る。）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D30212-01商法講義Ⅴ

通年 4  1 授業形態:講義久保　寛展
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　これまで学部学生の時に学習した商法関係科目の知識を基礎に、主
として会社法を中心として、いっそうの理解を深めたいと思います。
この趣旨から、会社法ならびに場合によっては金融商品取引法の判例
あるいは裁判例を、受講生とともに検討することにします。もちろ
ん、判例・裁判例ではなく、もう少し広いテーマを設定して、数回に
わたり検討することも可能ですし、もし修士論文を作成する受講生が
いれば、数回、その報告にあてることもできます。具体的な講義の内
容および進行の程度は、開講時に相談することとしますが、もし希望
がなければ、上述のように判例・裁判例を中心に検討したいと思いま
す。おそらく受講生は少数なので、いわばゼミ形式のようなスタイル
で講義が進行することになります。少人数の科目になりますので、1
人の報告が数回に及ぶことに注意してください。
　上述のような趣旨により商法関連科目の理解を深めたいと思います
ので、学部の時以上に高度な内容が求められます。十分な準備を心が
けてもらいたいと思います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・受講生が会社法等の商法関連科目の理解をいっそう深めること。
・受講生が修士論文のテーマの発見または作成に必要な知識を得るこ
と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　講義に際しての報告の内容や質疑応答の状況などを総合的に判断し
ます。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　とくに指定しません。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　修士論文の作成を常に意識して臨んでください。なお、他の受講生
が報告するテーマについては、必ず文献や判例等、事前に目をとおし
ておくとともに（事前学習）、他の受講生等から指摘された問題点等
については、授業後に必ず教科書等において確認しておいてください
（事後学習）。各回の事前・事後学習には、それぞれ2時間を目安に
理解を深めてください。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

　会社法を中心に、その他、金融商品取引法などの商法関
連科目の判例・裁判例、あるいはその他に設定した一定の
テーマを検討します。取り扱う判例やテーマの具体的な内
容や進行の程度は、受講生の関心や理解の程度にもよりま
すが、およその目安として、次のように割り当てたいと考
えています。

[第1回]開講にあたって―報告の割振り等
[第2回]会社法判例の検討の意義
[第3回]法人格否認の法理
[第4回]設立関係①（設立の方法等）
[第5回]設立関係②（仮装払込）
[第6回]株式①（種類株式）
[第7回]株式②（募集株式の発行
[第8回]株式③（第三者割当増資）
[第9回]会社の機関①（株主総会）
[第10回]会社の機関②（取締役の義務）
[第11回]会社の機関③（一般的義務）
[第12回]会社の機関④（競業避止義務・利益相反取引）
[第13回]会社の機関⑤（内部統制システム）
[第14回]組織再編①（会社の合併）
[第15回]組織再編②（会社分割と債権者保護）
[第16回]ガイダンス（報告の割振り等）
[第17回]金商法判例の検討の意義
[第18回]集団投資スキーム
[第19回]公開買付規制①（公開買付）
[第20回]公開買付規制②（公開買付に関する責任）
[第21回]不公正取引規制①（不公正ファイナンス）
[第22回]不公正取引規制②（空売り規制）
[第23回]不公正取引規制③（内部者取引規制）
[第24回]不公正取引規制④（短期売買差益の提供）
[第25回]不公正取引規制⑤（相場操縦規制）
[第26回]行為規制①（投資勧誘規制）
[第27回]行為規制②（適合性原則）
[第28回]行為規制③（説明義務）
[第29回]行為規制④（最良執行義務）
[第30回]行為規制⑤（損失補てん等の禁止）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D31107-02税法講義

通年 4  1 授業形態:講義芳賀　真一
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　この講義では、租税法学の基本的なアイディアを習得するととも
に、租税法学において何が課題になっているかを理解することを目標
とする。租税法は、どのようなアイディアで設計されているのか。租
税法は、どのようなアイディアに基づいて解釈されているのか。租税
法において、どのような問題が生じているのか。その問題は、どのよ
うに議論されているのか。その問題は、なぜ既存の租税法学のアイ
ディアで解決することができないのか。以上のことを議論しながら、
学んでいく。
　前期は、古典的な問題を使って、租税法学の基本的なアイディアを
学ぶことに力を入れる。後期は、近年注目されている問題を使って、
租税法学の課題と方法を学ぶことに力を入れる。
　講義は、ゼミ形式で行う。研究論文や判例をもとに、受講者同士で
教え合い、議論をしながら、進めていく。
　この講義を通じて、租税法の自由さと面白さを感じてほしい。特
に、租税法規の一つ一つにそれなりの理由があること、租税法におい
ては研究者の意見が相違する問題ばかりであること、租税法の研究に
おいてはありとあらゆる手法を使うことが必要であることを理解して
ほしい。
　租税法の研究をする者については、研究テーマと研究方法を考える
きっかけとしてほしい。租税法の研究をしない者についても、租税法
のアイディアや問題を理解することは有益だろう。法律の専門家で
も、租税法を理解している者はほとんどいない。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　租税法学の基本的なアイディアを説明できるようになる。租税法学
における様々な問題の原因を説明できるようになる。租税法学の研究
方法を理解する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　報告内容等６０％（アイディアを理解しているか、アイディア同士
の相互関係を理解しているか、アイディアを問題解決等に用いること
ができるか）。受講態度４０％（十分に予習をして講義に臨んでいる
か、講義中に発言をしたり発言を引き出したりできているか、他の受
講生の報告・発言から学ぶことができているか等）。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　図書館やインターネットで入手できる資料を用いる。参考書につい
ては、講義時に指示する（租税法の教科書は４月以降に刊行されるも
のが多いため）。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　予習として、講義の範囲について、参考文献を読んで、基本的なア
イディアを確認しておくこと（2時間程度）。復習として、参考文献
を読みながら、講義で学んだアイディアの相互関係を整理すること、
アイディアを応用する方法を考えておくこと（2時間程度）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１導入
２解釈の原理
３立法の原理
４租税法と憲法
５租税法と私法
６所得概念
７法人税の根拠
８国際的二重課税
９租税手続
１０納税義務者
１１所得区分
１２譲渡所得
１３企業会計との関係
１４タックスヘイブン税制
１５前期のふりかえり
１６租税法学の手法①
１７租税法学の手法②
１８所得控除
１９事業承継税制
２０事業体課税
２１恒久的施設
２２金融所得課税の一体化
２３租税回避
２４公益法人
２５ストック・オプション
２６相続財産の評価
２７移転価格税制
２８所得税と相続税の交錯
２９所得税と消費税
３０後期のふりかえり



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D30803-01知的財産法研究

２年通年 8  1 授業形態:演習谷川　和幸
◎－－－　授業の概要　－－－◎

この授業では、修士論文の完成を目的として、知的財産法の理解を深
める。
研究テーマの設定、設定したテーマに関する各種文献調査やその読
解、批判的分析を行う。
具体的な文献等については受講生の問題関心に基づいて決定する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・研究テーマの明確な設定
・研究テーマに関する学説・判例等の資料収集の手法を身につける
・文献読解能力を養う
・議論状況の分析に基づき課題を発見する
・自己の意見を的確に文章表現する

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

研究状況等の平常点による。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは指定しない。研究テーマに合わせて熟読すべき文献につい
て助言する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

与えられた文献読解などの課題を事前にこなすこと（2時間以上）。
与えられた資料整理・レポート作成などの課題を事後にこなすこと
（2時間以上）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1　修士論文の意義・作成の方法・手順
2-5　知的財産法総論
6-15　判例の収集、読解
16-25　文献の収集、読解
26-30　判例・文献の分析、結果報告



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D30804-01知的財産法講義

通年 4  1 授業形態:講義谷川　和幸
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　情報技術の進展に伴い、著作権制度は絶え間ない批判と改革の必要
性に迫られている。これはわが国のみならず、世界各国が同様に直面
している課題である。
　この講義では、アメリカとヨーロッパの英語文献等（文献及び立
法・判例等の資料）を輪読することを通じて、どのような課題があ
り、各国がどのように対応に努めてきたかを探る。これは、今後のわ
が国の制度の行方を見通し、提言していくうえで有用な営みとなろ
う。
　文献等の選択に関しては受講生とも相談したいと考えているが、特
に希望がない場合には、アメリカに関しては Jessica Litman, DIGITAL
COPYRIGHT 及び関連判例を、ヨーロッパに関しては2001年の情報社
会指令その他の指令及びこれらの指令の解釈に関する欧州司法裁判所
の判例群を取り上げる予定である。
　受講生は毎回多量の英語文献等を読み、検討し、報告担当回には翻
訳や要約を含む報告レジュメを作成して報告し、議論することとな
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・英語文献等を正確に理解し、その要点を的確に説明できるようにな
ること
・文献や判例、立法資料等の検索・収集方法を身につけること

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

報告内容と議論への参加の度合いを考慮して評価する

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

「授業の概要」欄記載の通り、Jessica Litman, DIGITAL COPYRIGHT
を使用予定だが、変更の可能性がある。
なお同書は http://repository.law.umich.edu/books/1/ よりダウンロード可
能。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

多量の英語文献等を事前に読解して講義に臨む必要がある（3時間程
度）。また講義で指摘された点については事後的に確認し、必要であ
れば追加的な文献の読解をすることになる（1時間程度）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1　オリエンテーション
2　Copyright Basics
3　The Art of Making Copyright Laws
4　Copyright and Compromise
5　A Thought Experiment
6　Choosing Metaphors
7　Copyright Lawyers Set Out to Colonize Cyberspace
8　Creation and Incentives
9　"Just Say Yes to Licensing!"
10　The Bargaining Table
11　The Copyright Wars
12　Copyright Law in the Digital Millennium
13　Revising Copyright Law for the Information Age
14　The Copyright Bargain
15　アメリカの小括
16　ヨーロッパ著作権制度総論
17　ソフトウェア指令、衛星放送指令、情報社会指令
18　SGAE判決、Reha Training判決
19　QC Leisure判決、SFC判決
20　TV Catchup判決、VCAST判決
21　Svensson判決、BestWater判決
22　GS Media判決
23　Filmspeler判決、The Pirate Bay判決
24　Renckhoff判決
25　UsedSoft判決
26　Allposters判決
27　その他の指令1（データベース指令、孤児著作物指
令、保護期間指令など）
28　その他の指令2（追及権指令、DSM指令など）
29　ヨーロッパの小括
30　著作権制度の将来像



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D32006-01ドイツ法講義

前期 2  1 授業形態:講義久保　寛展
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　比較法の対象としてドイツ法を検討することで、ドイツ法だけでな
く、わが国の法制度についてももう一度見直すことにしたいと思いま
す。受講生のなかには、いまだこのような考察を行ったことがない者
が多数であると思われますが、おそらくわが国の基本的な法律は明治
期にドイツ法を参考に作られた程度のことはすでに知っているること
でしょう。そこで、このような歴史的背景からみても、いまだドイツ
法を検討する重要性は少なくなく、その意味で、受講生がこの講義を
通じて実際にドイツ語の原典を読みかつ理解することによって、ドイ
ツ法だけでなく、さらにはわが国の法制度の理解についても、いっそ
う深められるようにしたいと思います。ドイツ語の勉強にもなること
でしょう。
　受講生によっては、それぞれ専門の対象が異なるかと思われます
が、おそらく法学部の学生であれば、民法は必修であったと考えられ
ますので、一応の予定としてドイツ民法（BGB）のやさしい教科書を
用いて、通読しようと考えています。私自身が商法関係科目を専門と
している以上、とりわけドイツの会社法に関する教科書を読んでいく
ことも可能ですが、具体的な内容については開講時に相談します。と
くに希望がなければ、上述のように、ドイツの民法を扱います。
　なお、講義の性質上、ドイツ語の知識は必ず必要です。現在、ドイ
ツ語の知識がない受講生は、平行して簡単なドイツ語の文法程度は自
習しておいてください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・受講生がドイツ語の原典を読みかつ理解することで、ドイツ法だけ
でなく、わが国の法制度の理解を深めること。
・受講生がドイツ語の文献を自分で読み、理解し、知識を深めるこ
と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　講義に際しての取組み状況や報告の内容などに基づき総合的に評価
します。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　開講時にプリントを配布します。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　ドイツ語を講読しますので、基本的なドイツ語文法の知識をしっか
りと予習しておくと同時に（事前学習）、授業において不明確な問題
点等があれば、授業後に必ず確認しておいてください（事後学習）。
各回の事前・事後学習には、それぞれ2時間を目安に理解を深めてく
ださい。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

　ドイツ法講義という性質上、いわば原典講読が中心とな
ります。前述のように、受講生の希望がなければ、ドイツ
の基本的な民法の教科書であるKöhler, BGB AT, 39. Aufl.,
2015を用いてドイツ民法の理解を深めます。

[第1回]開講にあたって―割振り等
[第2回]Einführung in das Privatrecht - Recht und Rechtsquellen
[第3回]Einführung in das Privatrecht - Privatrecht und
öffentliches Recht
[第4回]Einführung in das Privatrecht - Das bürgerliches Recht
[第5回]Einführung in das Privatrecht - Anwendung und
Auslegung
[第6回]Einführung in das Privatrecht - Fortbildung des
Privatrechts
[第7回]Die Rechtsgeschäftslehre - Grundlagen
[第8回]Die Rechtsgeschäftslehre - Grundbegriffe
[第9回]Begriff und Arten der Willenserklärung
[第10回]Das Wirksamwerden der Willenserklärung
[第11回]Willensmängel ― Überblick
[第12回]Fehlen des Handlungswillens
[第13回]Fehlen des Erklärungsbewusstseins
[第14回]Fehlen des Geschäftswillens
[第15回]Der Irrtum



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D31105-01法社会学講義

通年 4  1 授業形態:講義武士俣　敦
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　この講義では、オイゲン・エールリッヒとマックス・ウェーバーと
いう２人の法社会学における古典家を取り上げ、その法社会学理論を
学習する。この２人の理論は法の社会学的な理論を理解するにあたっ
て不可欠のものである。理論の全体的な構造を把握するとともに、個
別事象、とくに法律家論をめぐってその現代的な意義についても考察
していく。この両者の理論についてはこれまでに多くの研究の蓄積が
あるが、この授業では原典のテキストの精密な読解を通して学んでい
く。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・両者の理論における主要概念を正確に理解し、説明できる。
・社会科学の観点から法を理解し、説明するとはどういう営為かを体
得する。
・常に法を社会の中に置いて考える視点を身につける。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価の方法と配分割合は次のとおりとする。
口頭によるプレゼンテーション（40％）、プレゼンレジュメ
（40％）、およびディスカッションにおける発言等（20％）。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

オイゲン・エールリッヒ（河上倫逸・M.フーブリヒト訳）『法社会学
の基礎理論』みすず書房、1984年、ISBN-10:4622017644
マックス・ウェーバー（世良晃志郎訳）『法社会学』創文社、2000
年、5775円、ISBN-10:4423894068

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

授業前には、２時間以上をかけて教材のアサインメントとして指定し
た箇所を事前に精読し、プレゼン用レジュメをまとめておくこと。毎
週授業後には、２時間以上、授業で修得したことについて整理し、確
認しておくこと

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１　エールリッヒとその周辺
２　実用的法概念
３　社会組織の内部秩序
４　社会的組織と社会規範
５　社会的規範強制と国家的規範強制
６　法の事実
７　裁判規範
８　国家と法
９　法規の形成
10　法規の構造
11　法律学の仕事
12　国家と社会における法の変遷
13　法曹法の制定法化と国家法
14　慣習法の理論
15　エールリッヒ理論における法曹
16　エールリッヒ理論のまとめ
17　ウェーバーとその周辺
18　法秩序と経済秩序
19　法秩序、習律および習俗
20　事項的な法領域の分化
21　客観的法の形態性格
22　法思考の諸類型と法名望家
23　法の形式主義の意義
24　法の実質的合理化
25　官権法と家産君主の法
26　法典編纂
27　近代法の形式的諸性質
28　ウェーバー理論における法曹
29　ウェーバー理論のまとめ
30　古典法社会学理論のまとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D31106-01法制史講義

通年 4  1 授業形態:講義野田　龍一
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　我が国で、その施行が間近に迫っている民法（債権関係）改正につ
いて、法制史の観点から学ぶ。改正条文案の中には、従来の最高裁判
例をふまえ、諸外国の立法例を参照して起草されたものがすくなくな
い。これらの外国の立法例を、ローマ法以来の西洋法伝統の中で勉強
することによって、改正案についての理解を深める。
　この講義は、夜間開講科目（19時40分ー21時10分）である。
　時間に余裕があれば、相続法改正についても講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　日本民法典債権法関係各条文が理解できる。
　改正作業の意義が理解できる。
　改正案条文を、比較法制史的に位置づけることができる。
　改正案に対して、各自の意見を説明することができる。
　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　講義中の意見発表及びレポートで成績評価する。
意見発表：50％
レポート内容：50％

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　テキストは、使用しない。毎回配布するプリントをもってテキスト
とする。
　参考文献：
　『民法（債権関係）部会資料集』(商事法務）
ISBN:978-4-7857-1901-2
　原田慶吉『日本民法典の史的素描』（創文社）
ISBN:3032-740090-4226
  

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習：毎回、講義の最後に次回のテーマに関する課題を出すの
で、次回講義までに、予習として２時間かけて課題に取り組む。
事後学習：講義後は、講義内容を各自で２時間かけて整理し、復習し
ておくこと。比較法ないし法の歴史と現代日本法とのつながりに留意
する。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

　１．ガイダンス：なぜ、いま民法改正か？
　２．不法行為債権の消滅時効・除斥期間
　３．遅延損害金の起算点・慰謝料・相殺禁止
　４．損害賠償請求と差し止め
　５．失火責任法・安全配慮義務
　６．契約の構造・典型契約の現代的意義
　７．契約の解釈
　８．約款規制と契約の自由
　９．損害賠償額の予定と裁判官の介入
１０．法定利率の変動制
１１．権利能力・意思能力・行為能力
１２．要素の錯誤・詐欺と強迫
１３．条件・期限・負担・条件成就の妨害
１４．贈与の解除と特殊な贈与の諸形態
１５．賃貸借と敷金・敷引き特約の規制
１６．雇用と労働契約・就業規則の不利益変更
１７．請負における修補請求と解除
１８．消費貸借と準消費貸借
１９．寄託・商事寄託・レセプツム責任
２０．委任と報酬・法律専門職の報酬システム
２１．死後委任と相続法秩序・遺言信託
２２．準委任のかかえる諸問題
２３．不当利得と転用物訴権・事務管理とおせっ　　　か
い
２４．契約の自由と約款規制
２５．「あいまいな契約条項は作成者に不利に」
２６．「沈黙は同意」か？
２７．債権者代位・債権者取消・相殺
２８．代物弁済予約・所有権留保・代理受領
２９．代理・表見代理・債権の準占有者への弁済
３０．全体のまとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D31114-01法専門職論講義

後期 2  1 授業形態:講義武士俣　敦
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　社会には弁護士、裁判官、検察官といった狭義の法曹以外にも広い
意味で法の運営に何らかの責任をもつ職業的法律家が種々存在する。
本講義ではこのような職業全体を法専門職と呼び、そのさまざまな側
面について学習する。とくに日本では司法書士、弁理士、税理士、行
政書士、社会保険労務士といった法にかかわる専門的職業が法的な制
度として確立し、弁護士人口の少なさと相まって社会的に重要な役割
をはたしていると考えられる。制度と実態の両面から法専門職の役割
がいかなるものであるかを学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・法専門職の職業的特質とその社会的役割を理解し、説明できる。
・わが国における法専門職をめぐる主要な政策的諸問題を理解し、意
見をもつことができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価の方法と配分割合は次のとおりとする。口頭によるプレゼンテー
ション（40％）、プレゼンレジュメ（40％）、およびディスカッショ
ンにおける発言等（20％）。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特定の書籍をテキストとしては使用しない。個別のトピックに関する
邦語または外国語による資料をを教材として使用する。第１回講義日
にリストを指定する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

各種の法律隣接専門職に関する法令を随時参照できるよう準備するこ
と。
授業前には、２時間以上をかけてアサインメントとして指定した教材
を事前に熟読し、プレゼン用レジュメをまとめておくこと。毎週授業
後には、２時間以上、授業で修得したことについて整理し、確認して
おくこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第１回～第３回
１　法専門職業務の諸問題
　1-1. 職域
　1-2. 業務独占
第４回～第６回
２　法専門職倫理の諸問題
　2-1. 倫理規範の存在形態
　2-2. 懲戒と自治
第７回～第９回
３　法専門職養成の諸問題
　3-1. 教育訓練
　3-2. 資格付与
第10回
４　法専門職制度の史的展開
第11回～第14回
５　諸外国の法専門職制度
　5-1. イギリス
　5-2. アメリカ
　5-3. フランス
　5-4. ドイツ
第15回　総括



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D30304-01民事訴訟法研究

２年通年 8  1 授業形態:演習安井　英俊
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本講義では、民事訴訟法を専攻科目として修士論文を執筆する院生
を対象として論文指導を行う。具体的には、文献（外国文献も含む）
の調べ方や論文執筆の作法などについて指導する予定である。毎回、
受講者には修士論文の途中経過の報告を行ってもらい、他の受講者と
の議論も交えつつ、個別に進行状況をチェックする。修士論文執筆を
通じて、民事訴訟法の学問的魅力を体感していただきたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・民事訴訟法の体系を正確に理解し、訴訟手続について解説すること
ができる。
・民事訴訟法の修士論文を作成することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

修士論文の内容を評価基準とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは特に指定しない。
適宜、レジュメやコピーを配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　民事訴訟法について学部レベルの知識があることを前提として講義
を行う。未習の場合は、事前に各自で学習しておく必要がある。
　各回の事前学習として、報告者以外も事前配布する資料を熟読して
くること。各回の事前学習は、2時間を目安とする。
　各回の事後学習として、その回の論点を教科書等で確認しておくこ
と。各回の事後学習を2時間行い、理解を深めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１　前期ガイダンス
２　論文執筆の作法①　文献
３　論文執筆の作法②　判例
４～15　修士論文のテーマの選定作業
16　後期ガイダンス
17～30　修士論文の作成および経過報告



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D30305-01民事訴訟法講義Ⅰ

通年 4  1 授業形態:講義安井　英俊
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本講義は演習形式で行う。受講者には、民事訴訟法の重要判例およ
び最新判例について、指定したテーマの報告を１人ずつ順番に行って
もらう。報告を通して徹底的に議論することにより、民事訴訟法学の
魅力を実感していただきたい。なお、希望者には修士論文の中間報告
（民事訴訟法に限らず、他分野でもよい）を行ってもらうこともあ
る。　

◎－－－　到達目標　－－－◎

民事訴訟法の体系を正確に理解し、訴訟手続について解説することが
できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

個別報告の内容およびディスカッションでの積極性を評価基準とす
る。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは特に指定しない。
適宜、レジュメやコピーを配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　民事訴訟法について学部レベルの知識があることを前提として講義
を行う。未習の場合は、事前に各自で学習しておく必要がある。
　各回の事前学習として、報告者以外も事前配布する判例資料を熟読
してくること。各回の事前学習は、2時間を目安とする。
　各回の事後学習として、その回の論点を教科書等で確認しておくこ
と。各回の事後学習を2時間行い、理解を深めること。
　なお、本講義は大学院の授業であるから、たとえ受講者が1人しか
いなくても報告義務が課される。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１　民事訴訟の意義と目的
２　民事訴訟手続の概略
３　裁判所
４　訴え
５　訴訟物
６　当事者
７　訴訟代理
８　訴えの利益
９　当事者適格
10　訴訟要件
11　審理①　口頭弁論の基本構造
12　審理②　口頭弁論の準備
13　審理③　口頭弁論の実施
14　審理④　期日と期間、送達
15　審理⑤　審理の進行・整理　
16　審理⑥　弁論主義
17　審理⑦　釈明権
18　審理⑧　証拠と証明
19　審理⑨　自白、自由心証主義
20　審理⑩　証明責任
21　審理⑪　証明負担の軽減
22　審理⑫　証拠調べ手続
23　訴訟の終了①　当事者の意思による訴訟終了
24　訴訟の終了②　終局判決による訴訟終了
25　訴訟の終了③　既判力の客観的範囲
26　訴訟の終了④　既判力の主観的範囲
27　上訴
28　再審
29　複数請求訴訟
30　多数当事者訴訟



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D30108-05民法研究

２年通年 8  1 授業形態:演習道山　治延
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　この授業は、修士論文の作成に必要な知識や考えた方を身につける
ことを目的とする。民法典を一から理解し直した上で、研究テーマを
定めて、資料を収集する。判例を読む。先行研究を理解する。勉強し
たことを表現する。と言った論文を作成する上で、基本的なことを講
義の対象とする。
　受講生には、それなりの準備が必要であり、相当の時間を要するは
ずである。報告までには講義担当者のもとに来て、内容の確認等の準
備作業は欠かせない。丁寧に進めていくつもりであるので、根気強く
受講して欲しい。なお、講義開始前までに自らの関心事を確認してお
くことをお薦めする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・自らの問題意識の上に立って、研究テーマを設定すること。
・設定したテーマにそって、資料を収集できること。また、読み、理
解すること。
・他者に理解出来ように分かりやすく文章表現できること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　設定した研究テーマについての理解度・論理的思考能力を基礎とし
て、報告（発言内容、レポート）などを総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　特に定めない。
　必要な資料につては、適宜指示又は配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　講義前には、報告者は報告の準備をして、講義担当者を訪ね、打ち
合わせをすること。報告にあたっていないときには、事前に配布され
ている資料を読んで、原資料にあたっておくこと。この作業について
も、最低でも2時間を要するはずである。授業を振り返ることも重要
である。少なくとも、2時間の時間を充て、次回授業時に質問をする
こと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1～5　民法研究の意義（修士論文作成の方法・手順）とそ
の方法
6～15　資料収集と資料読解
16　テーマ仮設定
17　研究のスケジュール設定
18～29　判例・先行研究資料を読む
30　総合結果報告



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D30109-01民法講義Ⅰ

通年 4  1 授業形態:講義道山　治延
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本講座では、民法典のうち親族編及び相続編を取り扱うこととす
る。この二つの編は家族法と呼ばれることがあり、私人間の利益調整
を使命とする私法の中でも、夫婦や親子といった家族間で適用され、
財産法とは異なった配慮が求められる。この分野の諸問題を体系的に
理解することを目指す。現代社会において婚姻は家の問題ではなく、
日本人の平均余命も著しく伸び、相続の果たす役割は一世紀前とは異
なる。家族間の紛争の実態を見つめ、法の役割を理解することは重要
である。
　前期に親族編を、後期に相続編を取り扱うこととする。特に相続法
については、相続法が改正され、順次施行されることを踏まえ、これ
までに議論されている課題に取り組みたいと思う。具体的には、判例
を取り上げ、報告者の報告を手がかりに議論を進める。報告者は、過
去の判例及び学説について話題提供の義務を負う。
　なお、修士論文作成のために必要であれば、学生諸君の要望により
講義計画・内容の変更をすることは可能である。相談してほしい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　身近にある親族法・相続法の諸問題を分析的に説明できる。例え
ば、離婚について生じうる紛争とその問題点を理解し、説明できるこ
と。
　法令や過去・現在の判例を通して、解決方法（あるいは解決できな
いこと）を見出すこと。これら調査・分析能力を通じて、関心のある
テーマに取り組み、他者に対して分かりやすく説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　報告にあたっての事前学習、報告時におけるプレセンテーション、
質問に対する回答を含めたやり取りなどの積み重ねが主たる評価の対
象となる。与えられた課題に対する紛争の実態の指摘と解決方法の発
見について、的確に説明できているか、を評価する。講義に参加する
者は、報告者に対して質問をする義務を負う。事前に読み解き、的確
な討論ができているか。これらを総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

水野紀子・大村敦志編民法判例百選Ⅲ 親族・相続 (別冊ジュリスト)有
斐閣ISBN978-4-641-11525-5
すでに持っているものがあれば、それを使用すること。（あらたに購
入する必要はない）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　民法の財産法の基礎的知識は欠かせない。特に、相続法を理解する
上では。民法（財産法）を履修したことのない者は、少なくとも履修
中であることが望ましい。
　報告者は、報告書を作成し、事前に受講者全員に配布すること。事
前に私（道山）のアドバイスを受けに来て、報告内容について指示を
受けること。この準備には、相当の時間を要するはずである。
　報告者以外の受講者は事前に読み、問題点を検討して、議論に備え
ること。この学習には、概ね２時間を要する。
　講義中に指摘され、解決を見出し得なかった問題については、講義
終了後に解決し、講義内容を整理しておくこと。この学習には２時間
程度をかけること。
　講義中に新たに生じた疑問については、次回の講義の中で改めて取
り上げ、討論することとする。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第１回　ガイダンス
第２回　婚姻と離婚(1)　̶婚姻意思と婚姻の成立̶
第３回　婚姻と離婚(2)　̶婚姻から生じる身分上の効果̶
第４回　婚姻と離婚(3)　̶婚姻から生じる財産上の効果̶
第５回　婚姻と離婚(4)　̶離婚原因としての精神病̶
第６回　婚姻と離婚(5)　̶有責配偶者からの離婚請求̶
第７回　婚姻と離婚(6)　̶離婚と財産分与（相続法改正問
題を含む）̶
第８回　婚姻と離婚(7)　̶離婚と子の監護に関する事項　
面会交流̶
第９回　内縁とその不当破棄
第１０回　実子(1)　̶推定の及ばない嫡出子̶
第１１回　実子(2)　̶認知の訴えと立証̶
第１２回　養子(1)　̶藁の上からの養子と無効行為の転換
̶
第１３回　養子(2)　̶特別養子縁組̶
第１４回　親権(1)　̶子の引き渡しと人身保護法̶
第１５回　親権(2)　̶親権の内容と利益相反̶
第１６回　相続法ガイダンス
第１７回　相続人(1)　̶権利能力と相続̶
第１８回　相続人(2)　̶遺言書の破棄と相続欠格̶
第１９回　遺産の範囲(1)　̶代理と相続̶
第２０回　遺産の範囲(2)　̶慰謝料請求権の相続̶
第２１回　遺産の範囲(3)　̶生命保険と相続　特別受益性
の問題を含む̶
第２２回　遺産の範囲(4)　̶株式・投資信託の相続̶
第２３回　相続回復請求権
第２４回　相続分と遺産分割(1)　̶相続と登記̶
第２５回　相続分と遺産分割(2)　̶遺言と登記̶
第２６回　遺言(1)　̶不倫遺言の有効性̶
第２７回　遺言(2)　̶遺言執行者と遺言処分̶
第２８回　遺言(3)　̶「相続させる」遺言の解釈̶
第２９回　遺留分減殺請求とその放棄
第３０回　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D30110-01民法講義Ⅱ

通年 4  1 授業形態:講義蓑輪　靖博
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　民法の基本的な論点に対する判例の検討により、具体的な民法上の
問題点を確認し、民法的解決の限界と可能性を理解する。
　現代社会の変化による判例法の蓄積と特別法の制定に伴い、民法の
空洞化が叫ばれて久しい。
　本講義では、法典としての民法にとらわれず、実質的な民法の意義
や目的を踏まえながら、具体的で基本的な論点に対する判例研究を通
じた立体的検討を行う。社会における人同士の紛争解決という機能的
意義に着目し、検討の対象をできる限り広くとらえて、複眼的視点に
よる柔軟で適切な法的・論理的解決の可能性を追求していく。いずれ
も学生による研究発表・報告とそれに対する議論を通じて、授業を進
めていく。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

　・民法の基本的知識や内容を説明できる。
　・民法の基本問題の解決を自ら考え表現できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　議論と報告内容の評価（20％）およびレポートの評価（80％）によ
る

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　テキストは使用しない。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　授業前に、与えられた事前の課題に取り組むこと。授業後は、指摘
された項目を確認し、与えられた課題に取り組んでおくこと。それぞ
れ2時間程度。授業では積極的な発言を行ってほしい。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１　開講にあたって
２　民法の位置づけ
３　民法の意義と民法典
４　民法典の体系
５　民法の基本原理
６　民法における主体
７　民法における客体
８　契約の意義と法律行為
９　契約の成立と意思表示
１０　契約の無効・取消し
１１　代理
１２　時効
１３　物権の意義
１４　物権の効力
１５　物権変動の意義
１６　不動産物権変動と公示
１７　動産物権変動と公示
１８　契約の効力と債権
１９　債権の効力
２０　契約違反と強制履行
２１　契約違反と損害賠償
２２　契約違反と解除
２３　贈与
２４　売買
２５　賃貸借
２６　金融取引の意義
２６　金融取引と履行確保
２７　人的担保と物的担保
２８　不法行為責任の意義・要件
２９　不法行為責任の効力
３０　不法行為責任の分類　



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D30111-01民法講義Ⅲ

通年 4  1 授業形態:講義生田　敏康
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本科目は、民法（債権関係）改正の法理論的検証をテーマとする。
周知のとおり、民法改正が実現し、2020年から施行されるが、その対
象は、民法総則のうち法律行為・意思表示・代理・時効の部分、債権
総論の全部および債権各論のうち契約に関する部分である。
　今回の改正は、判例法理および学説の到達点を示すものとして法理
論的にもきわめて興味深い素材である。
　このような理由から、本科目は改正内容の検討を主たるテーマとし
てその立法目的を探るとともに、判例および文献を読み解くことによ
り、改正に伴う新たな問題点を受講者とともに考察したい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・民法の改正内容を把握することができる。
・民法改正において判例法理と学説がいかに反映されているかを理解
できる。
・民法改正によって何が達成でき、何が未解決の問題かを理解でき
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・授業における報告（質・独創性）および取組み（積極性）：60％
・与えられた課題についてのレポート等：40％

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

・民法改正を反映したテキスト・参考書（とくに指定しない）。
・法務省ウェブサイト（http://www.moj.go.jp/)内にある法制審議会民法
（債権関係）部会の資料。
・その他、授業において適宜、指示する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　受講にあたって改正条文の概要を把握しておくなど少なくとも2時
間以上の事前学習をするとともに、受講後も関連する資料・論文等を
確認するなど少なくとも2時間以上の事後学習をすること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1　民法（債権関係）改正について
2　法律行為・意思能力
3　意思表示の瑕疵（錯誤）
4　意思表示の瑕疵 （その他）
5　代理
6　時効（消滅時効）
7　時効（その他）
8　債権の目的・法定利率
9　履行請求権・履行の強制
10　債務不履行
11　損害賠償
12　解除
13　危険負担
14　契約の基本原則
15　定型約款・契約の成立　　
16　贈与・売買（手付ほか）
17　売買（担保責任）
18　消費貸借・使用貸借
19　賃貸借
20　請負・委任
21　債権者代位権
22　詐害行為取消権
23　連帯債務
24　保証
25　債権譲渡（譲渡制限特約・将来債権譲渡）
26　債権譲渡（債権譲渡の対抗・債務の引受け）
27　弁済
28　相殺
29　その他の改正点
30　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D30112-01民法講義Ⅳ

前期 4  1 授業形態:講義柳　景子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　この授業は、民法（財産法）に関する主要な制度及び法理論につい
て、判例研究を通して、学部での学習内容より深く理解することを目
的とするものである。
　授業は、受講生による判例報告を中心とする。判例報告には、
（1）準備として、報告対象となった判例の原文にあたり、オンライ
ンデータベースなどを利用して、関連資料を収集し、これらを読解し
た上で、適切な文書にまとめること、（2）上記（1）の文書に基づ
き、適切な態度で口頭報告を行うこと、（3）上記（2）の口頭報告に
対する聴衆からの質疑応答に対応し、適切な議論を行うこと等が求め
られる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 民法（財産法）の判例について、文献調査・収集を行い、これを適
切な文書（判例レポート）にまとめることができる。
2. 各自で作成した判例レポートに基づき、聴衆に分かりやすく適切な
態度で口頭報告を行うことができる。
3. 上記口頭報告に対して、少人数のグループで、積極的に発言し、協
力的な態度で議論を行うことができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

I. 成績評価基準
1. 民法（財産法）の判例について、文献調査・収集を行い、これを適
切な文書（判例レポート）にまとめることができているかを基準とす
る。
2. 各自で作成した判例レポートに基づき、聴衆に分かりやすく適切な
態度で口頭報告を行うことができているかを基準とする。
3. 上記口頭報告に対して、少人数のグループで、積極的に発言し、協
力的な態度で議論を行うことができているかを基準とする。

II. 成績評価方法
判例レポート80％、レポートに対する議論における協調性・積極性
20%

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

民法判例百選Ⅰ第8版、民法判例百選Ⅱ第8版

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

■Moodle について■
この授業では、福岡大学のe-ラーニングシステム、Moodle (ムードル)
を使います。連絡事項の伝達、授業用の資料の配布等、すべてMoodle
を通して行いますので、大学のメール(@cis のメール)の送受信、FU
ポータル及びMoodleへのアクセスが確実にできるように、スマート
フォン、PC等の環境を整え、プリンターによる印刷環境を確保してく
ださい。

■事前・事後学習について■
1. 事前学習：指定された判例の資料を入手し、目を通しておくこと。
（約2時間）
2. 事後学習：指定された判例の資料と授業での議論を振り返り、追加
の文献や資料を入手するなどして確認、理解を深めること。（約2時
間）

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1 履修上の注意・授業の説明
2 民法導入（私たちの日常生活と民法）
3 権利能力・意思能力
4 行為能力
5 法律行為1（通謀虚偽表示・詐欺）
6 法律行為2（錯誤）
7 代理1（総論）
8 代理2（表見代理・無権代理）
9 消滅時効
10 取得時効
11 不動産の物権変動
12 動産の物権変動
13 抵当権
14 譲渡担保
15 債務不履行（総論）
16 債務不履行（安全配慮義務、説明義務）
17 債権者代位権
18 債権者取消権
19 保証
20 債権譲渡
21 契約総論
22 契約の効力
23 契約の解除
24 売買
25 賃貸借
26 請負
27 事務管理・不当利得
28 不法行為1（一般不法行為）
29 不法行為2（特殊の不法行為）
30 まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D30113-01民法講義Ⅴ

通年 4  1 授業形態:講義五十川　直行
◎－－－　授業の概要　－－－◎

昨今、わが国はもとより、アジア、ヨーロッパ各国を始め、全世界的
に、「民法改正」ないし「民法再編纂」等の動きが急展開していま
す。
　そこで、本講義では、「民事立法学の諸課題」を統一テーマとし
て、現代民法学の抱える具体的な検討課題につき、家族法分野をも含
め、民法の全分野を対象として、逐次、立ち入った検討を積み重ねる
ことを目的とします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

本講義の受講を通じて、学生各人が、以下の三つの目標を達成するこ
とが期待されます。
　①総論的に、「民法改正」・「民法再編纂」の是非、方法論等に関
する理論状況全般につき考察し、一定の検討視角を獲得すること。②
具体的に、民事法にかかる種々の立法論的・解釈学的・実務的な争点
につき考察したうえ、各人自らの検討課題に即し、問題の所在、現在
の理論状況、改正提案、今後の課題等を明らかにし、各人の理論的立
場を確立すること。進んで、③綜合的に、具体的な課題にかかる検討
の成果を最終論文として完成すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

上記【到達目標】の達成度が評価の対象になります。
　具体的には、毎回の授業時における、①事前学習、②授業時のプレ
ゼンテーション、そして、③事後学習（課題レポート等）の積み重ね
が基本的評価要素になる（以上につき６０％）ほか、④綜合的な成果
として、最終論文（４０％）を評価要素とします。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

本講義の全般を通じたテキスト等は特に指定しません。
本講義の進行にあたり有益な研究素材等は、毎回の授業計画に即し
て、事前に配布ないし指示します。
参加学生の皆さんの周到な事前学習を期待します。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

本講義につき履修上の条件は特にありません。広く、民法及び民事法
全般に関する主体的関心を有する学生の皆さんの積極的な参加を期待
します。
　本講義の履修に関する全般的な準備学習としては、広く、民法およ
び民事法全般に関する基礎的知識の確認等をお願いしたい。
　具体的な事前学習としては、毎回の授業用に配布ないし指示する文
献資料等を十分に読み込んだうえで、授業時のプレゼンテーションを
準備いただきます。
　具体的な事後学習としては、授業後に、授業時における議論やその
後の検討結果を踏まえたうえで、課題レポートを作成し、提出してい
ただきます。
　事前及び事後の学習に充てる時間としては、おおむね、２時間程度
を予定します。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

本講義の授業計画等としては、上記【到達目標】に沿い、
以下の授業を体系的に配置することを予定します。

第１回　　総論的検討（１）：わが国の民法典編纂事業
第２回　　総論的検討（２）：わが国の民法改正作業
第３回　　総論的検討（３）：フランス・ドイツなど、
ヨーロッパ各国における民法改正作業
第４回　　総論的検討（４）：ヨーロッパ民法典の編纂
第５回　　総論的検討（５）：アジア諸国等における民法
編纂・民法改正作業
第６回　　民法総則分野（１）：個人（自然人）
第７回　　民法総則分野（２）：法人
第８回　　民法総則分野（３）：法律行為（契約基礎論）
第９回　　民法総則分野（４）：代理
第１０回　民法総則分野（５）：時効
第１１回　物権法分野（１）：不動産物権変動の原則
第１２回　物権法分野（２）：動産物権変動の原則
第１３回　物権法分野（３）：所有権・不動産利用物権
第１４回　物権法分野（４）：典型担保物権法
第１５回　物権法分野（５）：非典型担保物権法
第１６回　契約法分野（１）：契約法総則
第１７回　契約法分野（２）：財産権移転型契約
第１８回　契約法分野（３）：財産権利用型契約
第１９回　契約法分野（４）：役務提供型契約
第２０回　契約法分野（５）：消費者契約等
第２１回　不法行為法分野（１）：過失不法行為法
第２２回　不法行為法分野（２）：無過失不法行為法
第２３回　不法行為法分野（３）：人格権侵害等
第２４回　不法行為法分野（４）：不法行為責任－損害賠
償
第２５回　不法行為法分野（５）：不法行為責任－差止め
第２６回　家族法分野（１）：婚姻法
第２７回　家族法分野（２）：親子法
第２８回　家族法分野（３）：法定相続法
第２９回　家族法分野（４）：遺言法
第３０回　総合的検討：個別研究成果の発表

◎－－－　備考欄　－－－◎

学修及び研究上の質問等を歓迎します。

メール・アドレス：
isogawa@law.kyushu-u.ac.jp



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D30114-01民法講義Ⅵ

通年 4  1 授業形態:講義畑中　久彌
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　民法は、私法の一般法として、財産関係と家族関係の基本的な法制
度を定めている。この授業では、財産関係の重要な法制度全体を学習
対象とする。それぞれの制度について、その趣旨を確認し、問題点を
深く検討する。問題点の検討は、主に判例を通して行う（判例は、判
決原文に当たって内容を把握する）。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・民法（財産法）上の問題について文献を収集し、読み込み、整理し
た上で、自らの考え方を示し、議論できる。
・財産に関わる紛争事案について、民法の観点からどのような解決を
すべきか、基本的な考え方を示すことができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　授業時の報告、議論をもとに、上記の到達目標をどの程度達成でき
ているかを評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

・テキスト　指定しない。
・参考文献　初回授業時に紹介する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　事前学習：２時間程度をかけ、指定したテーマに関連する文献を読
んでくること。事後学習：２時間程度をかけ、指定したテーマについ
て、制度の趣旨、要件・効果を確認し、論点について自分の考えをま
とめること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1.テーマの割り振り、民法の主要文献、資料の集め方
2.民法の全体像：機能的把握とパンデクテン体系
3.権利能力･意思能力
4.行為能力
5.法律行為および意思表示の構造
6.心裡留保、通謀虚偽表示、錯誤、詐欺･強迫
7.公序良俗違反、強行法規違反、任意法規と慣習
8.代理
9.時効
10.物権的請求権
11.法律行為による物権変動、所有権の移転時期
12.不動産物権変動の対抗要件
13.動産物権変動の対抗要件、即時取得
14.抵当権
15.質権
16.譲渡担保
17.債務不履行1（債務不履行の体系）
18.債務不履行2（債務不履行の現代的問題）
19.債権者代位権
20.詐害行為取消権
21.連帯債務、保証･連帯保証
22.債権譲渡
23.弁済、相殺
24.贈与、売買
25.賃貸借
26.請負
27.不法行為1（一般的不法行為）
28.不法行為2（特殊の不法行為）
29.不当利得
30.まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D30115-01民法講義Ⅶ

通年 4  1 授業形態:講義下田　大介
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　現行の法制度や判例法理は、ある日突然天から降ってきたものでは
なく、それを必要とする社会背景や取引社会の要請に基づいて、議論
が深められた結果、形成されたものです。議論の過程で妥協や割り切
りが行われ、問題の抜本的な解決にはつながらないこともあります
し、派生的な問題を新たに生じさせることもあります。議論の経緯を
参照することは、現在の法状況の射程を見極め、今後の課題を検討す
るために不可欠です。
　本講義では、民法に関連する14のトピック（右記「授業計画および
内容等」参照）について、それぞれ２コマを使って、現在の法状況を
確認し、そこに至る経緯を遡り（または辿り）、問題点を解決された
ものと未解決のものとに整理した上で、今後の課題を討論する「演習
形式」の授業を行います。トピックはいずれも時間をかけて取り組ま
れるべき論点を含んでおり、２コマでは足りないかもしれませんが、
現在の到達点に至る議論の一端を垣間見ることを通じて、「研究」に
必要な視点ないし姿勢を獲得することを目指しています。
　受講生には、トピックと関連する判例・法文献にあたって、討論の
前提となる報告を担当してもらいます。事前学習や報告が不十分と認
められる場合には、事後レポートの提出を求めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．現行の法制度や判例法理によって解決されようとした問題や事象
を説明できる。
２．現在の法状況に至る議論の経緯を整理することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

事前準備（20%）、報告の内容・プレゼンの工夫（40%）、および討
論における発言の頻度と内容（40%）で評価します。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストの指定はありません。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　履修上の条件等はとくにありませんが、民法の基本知識のあること
を前提としていますので、とくに他学部出身の方は、概説書を一読し
ておいてください。
　予習：各回概ね２時間以上を使って、トピックと関連する概説書の
項目を熟読して臨んでください。そのほか、報告を担当するトピック
については、関連ある判例や法文献にもあたってください（そのた
め、早めの取り組みが必要です）。最低限必要なものについては、こ
ちらからリストを示すこともあります。
　復習：各回概ね２時間以上を使って、討論された事柄を概説書等で
確認し、自身の認識に誤解がなかったか確認してください。また、報
告や討論の前提に誤りがあったのを発見した場合には、加点要素とし
て評価することがありますので、しっかり精査してください。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．ガイダンス
２．公益法人制度①
３．公益法人制度②
４．制限行為能力制度①
５．制限行為能力制度②
６．民法94条2項類推適用①
７．民法94条2項類推適用②
８．抵当権の物上代位①
９．抵当権の物上代位②
10．抵当権と利用権との調整①
11．抵当権と利用権との調整②
12．非典型担保①
13．非典型担保②
14．抜け駆け的な債権回収①
15．抜け駆け的な債権回収②
16．保証人の保護①
17．保証人の保護②
18．不動産賃借権の保護①
19．不動産賃借権の保護②
20．消費者法制（とくに民事効）①
21．消費者法制（とくに民事効）②
22．過払金返還請求①
23．過払金返還請求②
24．事実的因果関係の立証①
25．事実的因果関係の立証②
26．素因減額①
27．素因減額②
28．生命侵害における賠償請求の主体①
29．生命侵害における賠償請求の主体②
30．総括
※受講生の人数・専攻・要望等に応じて、協議の上、変更
することがあります。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D010D30505-01労働法講義Ⅰ

後期 4  1 授業形態:講義所　浩代
◎－－－　授業の概要　－－－◎

最新の労働判例を、受講生者全員で検討します。
大学院の講義であるため、学部のような形で講師が一方的に解説をす
る授業ではありません。講師と受講生との対話形式で授業が進行しま
す。
具体的な流れは以下の通りです。

１　裁判例のリストを挙げて、参加者に報告分担をする。
２　報告担当者は、指定された裁判例を＜事実＞＜判旨＞＜検討＞の
３つに分けてまとめ（4000字程度）、授業の最初に参加者に配布す
る。
３　報告者が授業の最初に裁判例の要旨と検討を発表する。
４　参加者全員で、裁判例の意義、課題などを議論する。

今年度のテーマは「男女雇用条件格差」です。
賃金差別、昇格差別、コース別雇用管理、ワークライフバランス、非
正規労働問題などにかかわる裁判例を、１講義１つ取り上げてじっく
り検討します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

職場のトラブルの流れの中から、法的論点を抽出する力を習得する。
労働法規の解釈方法を学び、司法的解決のあり方を解説できる力を習
得する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

予習、講義への参加状況、報告の内容をふまえて評価する。

評価のポイントは次の通り。
１　講義テーマの事前予習の状況
２　報告の内容
３　ディスカッションへの貢献度
４　講義後の復習の様子

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

「労働判例」（産労総合研究所）に掲載している裁判例を用いる予定
です。
雑誌を購入する必要はありません。
図書館が契約している判例データーベースで、必要な判決文を読むこ
とができます。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

議論への参加意欲を重視します。
労働法初学者を歓迎しますが、議論に参加するために、予習を怠らな
いこと。授業前に、指定された裁判例を読んで、論点に関する議論状
況を教科書などで確認してください。予習の進め方、報告の仕方など
　自習の進め方に不安のある受講生は、相談に来てください。授業終
了後には、議論の内容を各自振り返り、疑問があれば次の授業で教員
に質問すること。（準備学習の目安は、２時間程度）

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第１回　オリエンテーション
第２回　性差別の禁止の法的枠組み
第３回　国際社会における日本の状況
第４回　労基法４条〈１〉
第５回　労基法４条〈２〉
第６回　雇用終了に関する差別〈１〉
第７回　雇用終了に関する差別〈２〉
第８回　雇用終了に関する差別〈３〉
第９回　コース別管理〈１〉
第１０回　コース別管理〈２〉
第１１回　有期雇用〈１〉
第１２回　有期雇用〈２〉
第１３回　有期雇用〈３〉
第１４回　パートタイマー〈１〉
第１５回　パートタイマー〈２〉
第１６回　パートタイマー〈３〉
第１７回　派遣労働〈１〉
第１８回　派遣労働〈２〉
第１９回　育児休職〈１〉
第２０回　育児休職〈２〉　
第２１回　育児を理由とする短時間勤務〈１〉
第２２回　育児を理由とする短時間勤務〈２〉
第２３回　法的救済方法〈１〉
第２４回　法的救済方法〈２〉
第２５回　働き方改革１
第２６回　働き方改革２
第２７回　学説による提言１
第２８回　学説による提言２
第２９回　まとめ１
第３０回　まとめ２
受講者の希望等で内容を変更することがあります。

◎－－－　備考欄　－－－◎

本講義は、週２回のペースで開講され半期で終了する予定
です（全３０回）。
予習の量が多い講義ですので、受講に際しては充分その点
を検討してください。


