
期別: 単位数: 開講年次:

2019-D020D50127-01行政法特別演習ⅡＡ

前期 2  1 授業形態:演習折登　美紀
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　この授業では、行政法に関わる近年の問題を取り上げ、受講生によ
る発表に対して教員が質問をするという形で行う。授業で取り上げる
テーマについては、授業計画に記載されているとおりである。発表
テーマ設定に当たっては、担当教員から幾つか提案及び助言をする
が、受講生自ら、事前に行政法に関する近年の主要判例を調べ問題意
識を明確にしておくこととする。テーマ設定をする際に、受講生は、
例えば、『重要判例解説』『論究ジュリスト』などを参考にすると
テーマ設定に役立つ。授業は、受講生が設定したテーマについて議論
をするという形で展開するが、できれば、外国法との比較も行ってい
きたい。また、受講生には、授業の最終回までに、レポート（A4版で
20枚程度）を作成し提出してもらう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・行政法の主要判例を知り、論点を明らかにすることができる。
・論点について、自分なりの見解を理論的に構築することができる。
・質の高いレジュメ、レポート、小論の作成ができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

受講生の提出の課題レポート及び授業中の発表で評価する。学説及び
判例の的確な理解がなされているか、諸見解の検討がなされている
か、根拠が示されているか、自己の見解の説得的展開がなされている
かの諸点を評価基準とする。
課題レポート-の評価（70％）
授業中の発表の評価（30％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストとして次のものを使用する。
亘理格・北村喜宣編『個別行政法』（有斐閣）
『論究ジュリスト－重要判例からみた行政法』（有斐閣）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・できれば、英語及びドイツ語で文献が読める程度の語学力を有する
者の履修が望ましい。
・授業開始後1カ月の間に、このシラバスに記載されている書物につ
いて目を通しておくこと。
・教員から指定された個所について、事前に、2時間程度通読し、判
例も含め調べ、内容を説明・報告できるようにしておくこと。
・また、毎週行われる授業の後は、最低でも2時間かけて、授業中に
学んだ事柄及び疑問点についてノートにまとめておくこと。

◎－－－　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　行政法に関するトピック（教育行政－学校施設の
使用、説明）
第3回　行政法に関するトピック（教育行政－学校施設の
使用、発表）
第4回　行政法に関するトピック（教育行政－入学式・卒
業式の実施、説明）
第5回　行政法に関するトピック（教育行政－入学式・卒
業式の実施、発表）
第6回　行政法に関するトピック（教育行政－教員への処
分、説明）
第7回　行政法に関するトピック（教育行政ー教員への処
分、発表）
第8回　行政法に関するトピック（都市計画－計画裁量、
説明）
第9回　行政法に関するトピック（都市計画ー計画裁量、
発表）
第10回　行政法に関するトピック（都市計画－計画の統
制、説明）
第11回　行政法に関するトピック（都市計画ー計画の統
制、発表）
第12回　行政法に関するトピック（都市計画ー違法建築
物、説明）
第13回　行政法に関するトピック（都市計画ー違法建築
物、発表）
第14回　行政法に関するトピック（都市計画－利益調整手
法、説明）
第15回　行政法に関するトピック（都市計画ー利益調整手
法、発表）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D020D50128-01行政法特別演習ⅡＢ

後期 2  1 授業形態:演習折登　美紀
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　この授業では、行政法に関わる近年の問題を取り上げ、受講生によ
る発表に対して教員が質問をするという形で行う。取り上げるテーマ
については、授業計画に記載されているとおりである。発表テーマ設
定に当たっては、担当教員から幾つか提案及び助言をするが、受講生
自ら、事前に行政法に関する近年の主要判例を調べ問題意識を明確に
しておくこととする。テーマ設定をする際に、受講生は、例えば、
『重要判例解説』『論究ジュリスト』などを参考にするとテーマ設定
に役立つ。授業は、受講生が設定したテーマについて議論をするとい
う形で展開するが、できれば、外国法との比較も行っていきたい。ま
た、受講生には、授業の最終回までに、小論文（A4版で20枚程度）を
作成し提出してもらう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・行政法の主要判例の意義、理論上の位置づけを明らかにすることが
できる。
・行政法上の論点について、自分なりの見解を理論的に構築すること
ができる。
・質の高い、レジュメ、レポート及び小論文を作成することができ
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

受講生の提出の論文及び授業中の発表で評価する。学説及び判例の的
確な理解ができているか、諸説の検討がなされているか、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。
課題小論文の評価（70％）
授業中の発表の評価（30％）

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストとして次のものを使用する。
亘理格・北村喜宣編『個別行政法』（有斐閣）
『論究ジュリスト－重要判例からみた行政法』（有斐閣）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・できれば、英語及びドイツ語で文献が読める程度の語学力を有する
者の履修が望ましい。
・授業開始後1カ月の間に、このシラバスに記載されている書物につ
いて目を通しておくこと。
・各授業の前に、授業で取り上げる個所についての学説及び判例につ
いて、最低でも2時間程度は、自分で調べて報告することができるよ
うにしておくこと。
・毎週行われる授業の後、最低でも2時間をかけ、授業中に学んだ事
柄及び疑問点についてノートにまとめておくこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回　行政法に関するトピック（公共施設の設置ー損失
補償、説明）
第2回　行政法に関するトピック（公共施設の設置ー損失
補償、発表）
第3回　行政法に関するトピック（補助金の交付、説明）
第4回　行政法に関するトピック（補助金の交付、発表）
第5回　行政法に関するトピック（私人の行為と国家賠
償、説明）
第6回　行政法に関するトピック（私人の行為と国家賠
償、発表）
第7回　行政法に関するトピック（規制権限の不行使、説
明）
第8回　行政法に関するトピック（規制権限の不行使、発
表）
第9回　行政法に関するトピック（マンション建設、説
明）
第10回　行政法に関するトピック（マンション建設、発
表）
第11回　行政法に関するトピック（景観保全、説明）
第12回　行政法に関するトピック（景観保全、発表）
第13回　行政法に関するトピック（公有水面埋立て、説
明）
第14回　行政法に関するトピック（公有水面埋立て、発
表）
第15回　全体まとめと論文作成指導



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D020D50103-01憲法特別演習ⅠＡ

前期 2  1 授業形態:演習武居　一正
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　基本的には、受講生の最も関心のあるテーマに関連する我が国の最
近の憲法学の議論をフォローし、何が明らかになったのか、どんな問
題が残されたままなのかについての検討を行いたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①知識・理解に関する到達目標　我が国の憲法学の最近の研究の到達
点を見極め、その内容を理解すること。
②技能に関する到達目標　関連の外国語文献を辞書を用いて精確に読
める。
③態度・指向性についての到達目標　先学の研究に敬意を示し、丹念
にフォローす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、講義での報告、質問、発言の内容によって採点す
る。論点を的確に要領よくまとめ、学説などについて適切な批判ない
し指摘をし、自分の考えを提示できるかどうかをみる。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　受講生の問題関心を踏まえた上で決定したい。最先端の問題を扱う
論文を主に読みたいと考えている。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　しっかり、課題論文を読んでくること。その上で考え、自分の意見
ないし感想をまとめてくること。少なくとも数時間の準備が必要にな
る。
　講義後、各種の論点についてまた考えてみること。
　復習に最低１時間程度は必要。　

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．人権の限界
２．同：二重の基準論（１）理論
３．同：二重の基準論（２）実態　
４．同：二重の基準論への批判
５．同：三段階審査論
６．同：三段階審査論への批判
７．まとめ
８．平和主義
９．安保法制の検討：存立危機事態
１０．同：重要影響事態
１１．同：改正ＰＫＯ協力法
１２．同：改正自衛隊法
１３．同：武器使用基準緩和
１４．同：国際平和支援法
１５．まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D020D50104-01憲法特別演習ⅠＢ

後期 2  1 授業形態:演習武居　一正
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　外国の最近の憲法学の議論をフォローしたい。
　受講生の語学力次第だが、フランス語または英語の文献を読みた
い。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①知識・理解の到達目標　諸外国の憲法学の議論状況を概括的に把握
する。
②技能に関する到達目標　外国語の文献を辞書を用いて精確に読むこ
とができる。
③態度・指向性に関する到達目標　外国の研究者を参考にして、自分
なりの研究態度の確立に努力する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

平常点、つまり　講義での発表、発言、質問の質に応じて採点する。
一つは、外国語文献の読解力、二つは、これに対する批判的検討力、
三つは、自己の考えの論理的展開力を見る。　

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　受講生の関心に最も近いテーマを選びたい。少なくとも、同じテー
マについて、フランス、イギリス、アメリカなどでどのような議論が
なされているのかを確認するために各国の代表的論文を読み比べた
い。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　どんなに時間が掛かっても、必ず翻訳してくること。講義後はどこ
を間違えたのか再確認し、間違いの原因を取り除くこと。
　予習が２～３時間で済むようになるように頑張ろう。誰にも初めて
があり、最初は大変だ。今の頑張りが先で役立つようになる。手間を
惜しまず辞書を引き、日本語らしい訳を考えなさい。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

　今年のテーマ：「違憲審査制」に関する各国の論文を読
む。
１～７．アメリカの代表的論文を読む（翻訳、分析、検
討）。
８～１４．フランスの代表的論文を読む（翻訳、分析、検
討）。
１５．まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D020D50107-01憲法特別演習ⅡＡ

前期 2  1 授業形態:演習實原　隆志
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　受講生の関心を基に国内外における最近の憲法学の議論をフォロー
し、先行研究による到達点と、憲法学において残されている検討課題
を扱う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　憲法学の最先端の議論を把握し、展開させることができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　講義での報告、質問、発言の内容による（100%）。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　受講生の問題関心を踏まえた上で決定したい。最先端の問題を扱う
論文を主に読みたいと考えている。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　研究活動を通じて事前に資料を読み、また、演習での議論を振り
返っておくこと（60分）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．オリエンテーション
　　総論～憲法の概略
２．基本的人権の原理
３．包括的基本権と法の下の平等
４．内心の自由
５．表現の自由
６．経済的自由
７．人身の自由
８．国務請求権と参政権
９．社会権
10．国会
11．内閣　
12．裁判所
13．財政・地方自治
14．憲法の保障
15．総括

＊　受講生の希望により、変更になることがある



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D020D50108-01憲法特別演習ⅡＢ

後期 2  1 授業形態:演習實原　隆志
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　受講生の関心を基に国内外における最近の憲法学の議論をフォロー
し、先行研究による到達点と、憲法学において残されている検討課題
を扱う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　憲法学の最先端の議論を把握し、展開させることができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　講義での報告、質問、発言の内容による（100%）。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　受講生の問題関心を踏まえた上で決定する。最先端の問題を扱う論
文を通して学ぶ予定である。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　研究活動を通じて事前に資料を読み、また、演習での議論を振り
返っておくこと（60分）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．オリエンテーション
　　総論～憲法の概略
２．基本的人権の原理
３．包括的基本権と法の下の平等
４．内心の自由
５．表現の自由
６．経済的自由
７．人身の自由
８．国務請求権と参政権
９．社会権
10．国会
11．内閣　
12．裁判所
13．財政・地方自治
14．憲法の保障
15．総括

＊　受講生の希望により、変更になることがある



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D020D50001-01憲法特別研究

３年通年 0  1 授業形態:演習實原　隆志
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　受講者の希望を聞きながら、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。

◎－－－　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。
・　博士論文の作成に必要な知識を身に着けることができる。

◎－－－　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．オリエンテーション
　　憲法と立憲主義
２．憲法史・総論
３．統治機構・総論
４．人権総論①
５．人権総論②
６．精神的自由権論①
７．精神的自由権論②
８．精神的自由権論③
９．精神的自由権論④
10．精神的自由権論⑤
11．精神的自由権論⑥
12．経済的自由権論
13．参政権論
14．請求権権
15．前期の総括
16．オリエンテーション
　　統治機構各論
17．統治機構各論・国会①
18．統治機構各論・国会②
19．統治機構各論・国会③
20．統治機構各論・内閣
21．統治機構各論・裁判所①
22．統治機構各論・裁判所②
23．統治機構各論・裁判所③
24．統治機構各論・財政
25．統治機構各論・地方自治
26．統治機構各論・憲法保障①
27．統治機構各論・憲法保障②
28．統治機構各論・憲法保障③
29．統治機構各論・憲法保障④
30．総括

＊　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-D020D50163-01国際法特別演習ⅠＡ

前期 2  1 授業形態:演習山下　恭弘
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　国際法に関する博士論文の完成を目指す受講者がいることを意識し
て、論文完成に資する授業を展開する。また、毎回の授業の後、次の
授業に関連したレポートの提出を求める。授業は右記の通り、国際法
の基本論点にもとづいた授業内容を提示しているが、受講者の希望を
最優先とするため、授業内容が変更されることに留意されたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　博士論文をまとめる者として相応しい能力を獲得することができ
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　専らレポートの内容で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　研究の進捗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）　－－－◎

　事前学習として、課題が提示されるので、2時間かけてレポートに
まとめること。レポートは添削され返却される。添削内容を踏まえ
て、2時間の事後学習を欠かさないこと。レポートが博士論文の骨子
となることに留意されたい。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１　ガイダンス　授業の進め方や事前・事後学習の方法な
ど、受講に必要な諸事項の説明
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、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



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D020D50164-01国際法特別演習ⅠＢ

後期 2  1 授業形態:演習山下　恭弘
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　国際法に関する博士論文の完成を目指す受講者がいることを意識し
て、論文完成に資する授業を展開する。また、毎回の授業の後、次の
授業に関連したレポートの提出を求める。授業は右記の通り、国際法
の基本論点にもとづいた授業内容を提示しているが、受講者の希望を
最優先とするため、授業内容が変更されることに留意されたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　博士論文をまとめる者として相応しい能力を獲得することができ
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　専らレポートの内容で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　研究の進捗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）　－－－◎

　事前学習として、課題が提示されるので、2時間かけてレポートに
まとめること。レポートは添削され返却される。添削内容を踏まえ
て、2時間の事後学習を欠かさないこと、レポートが博士論文の骨子
となることに留意されたい。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

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　紛争の平和的解決
22　国際裁判
23　国連の集団安全保障
24　自衛権の行使
25　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



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D020D50287-01政治学特別演習ⅠＡ

前期 2  1 授業形態:演習櫛田　久代
◎－－－　授業の概要　－－－◎

民主主義理論の実践と運用の観点から、政治を分析する視点を養うた
めに、具体的には、アメリカの政党政治についての基礎文献を読む。
政党に焦点を当てるのは、近代民主政治の発展は政党の発展と不可分
であることによる。アメリカの事例研究として基礎文献を読むこと
で、政党制、政党制の発展、政治組織、選挙における役割についての
理解を深め、政治分析と政治学的分析の相違を通して、論文を書く基
礎力を身につける。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・民主主義理論の実践と運用の観点から、政治を分析する視点をも
ち、政治学に関する論文を書く基礎力を身につける。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業における理解度を含め総合的に判断する。
中間および期末レポートの提出を求める。平常点60％、レポート
40％。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

Marjorie R. Hershey,Party Politics in America(New York:
Routledge,2017),17th ed.
受講者の専攻によっては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）　－－－◎

政治学の概説書を読んでおくことが望ましい。授業前はテキスト読
解、レジュメの作成等、また、授業後は用語および論点整理等で、そ
れぞれ授業時間の2倍以上の時間を予習・復習のために確保しておく
こと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1　　　イントロダクション
2-7　　政党制
8-15　政党と選挙



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D020D50288-01政治学特別演習ⅠＢ

後期 2  1 授業形態:演習櫛田　久代
◎－－－　授業の概要　－－－◎

政治学理論に関する文献を取り上げ、文献の精読を通して、政治学理
論や理論の中核となる政治学用語に関する理解を深める。今日の政治
学は歴史的な変遷、理論的発展の上にある。そうした知識をもって、
文献の著者の理論的解釈を捉え、著者の解釈に関して分析するという
方式で授業を進めていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・正確な文献の読解力を身に着ける。
・文献の要約、分析を通して、政治学分野の論文を書く基礎力を身に
つける。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業における理解度を含め総合的に判断する。
中間および期末レポートの提出を求める。平常点60％、レポート
40％。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

ハンナ・ピトキン、早川誠訳『代表の概念』（名古屋大学出版会、
2017年）
原書は1967年。受講者の専攻によっては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。授業時間の2
倍程度の予習をしたうえで、授業の後は議論になった論点を2時間か
けて整理しておくこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1　イントロダクション
2-8　代表論
9-13　政治的代表
14-15　研究指導



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D020D50291-01政治学特別演習ⅡＡ

前期 2  1 授業形態:演習廣澤　孝之
◎－－－　授業の概要　－－－◎

政治学の基礎理論を再確認することを目標とした授業を行う。政治学
は古典古代以来の様々な議論の積み重ねの上に現代の政治理論が構築
されており、政治学の古典的な著作に関する理解は、政治に関する創
造的な知的考察を行う際に不可欠なものである。この講義ではこうし
た点に十分配慮して、いくつかの基本的な文献を購読しながら、諸概
念の定義やその変遷について丁寧に議論を進めていくことにしたい。

◎－－－　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
けることを目標とする。

◎－－－　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、理解度
を確認するため学期末にはレポートの提出を求める。平常点60% レ
ポート40%

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

S.ウォーリン『政治とヴィジョン』福村出版、2007年を予定している
が、受講者の専攻によっては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。テキストを授
業の2倍程度の時間をとって読み込んでくるのはもちろん、授業の後
は2時間かけてきちんと論点を整理しておくこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1　　　導入
2-4　　政治理論と政治哲学
5-10　都市国家の政治理論
11-15　近代政治原理



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D020D50292-01政治学特別演習ⅡＢ

後期 2  1 授業形態:演習廣澤　孝之
◎－－－　授業の概要　－－－◎

政治学の基礎理論を再確認することを目標とした授業を行う。政治学
は古典古代以来の様々な議論の積み重ねの上に現代の政治理論が構築
されており、政治学の古典的な著作に関する理解は、政治に関する創
造的な知的考察を行う際に不可欠なものである。この講義ではこうし
た点に十分配慮して、いくつかの基本的な文献を購読しながら、諸概
念の定義やその変遷について丁寧に議論を進めていくことにしたい。

◎－－－　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
けることを目標とする。

◎－－－　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、理解度
を確認するため学期末にはレポートの提出を求める。平常点60% レ
ポート40%

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

S.ウォーリン『政治とヴィジョン』福村出版、2007年を予定している
が、受講者の専攻によっては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。授業時間の2
倍程度の予習をしたうえで、授業の後は議論になった論点を2時間か
けて整理しておくこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1-7　近代政治原理の展開過程
8-12　組織化時代の政治理論
13-15　研究指導



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D020D50283-01政治学特別演習Ａ

前期 2  1 授業形態:演習廣澤　孝之
◎－－－　授業の概要　－－－◎

政治学の基礎理論を再確認することを目標とした授業を行う。政治学
は古典古代以来の様々な議論の積み重ねの上に現代の政治理論が構築
されており、政治学の古典的な著作に関する理解は、政治に関する創
造的な知的考察を行う際に不可欠なものである。この講義ではこうし
た点に十分配慮して、いくつかの基本的な文献を購読しながら、諸概
念の定義やその変遷について丁寧に議論を進めていくことにしたい。

◎－－－　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
けることを目標とする。

◎－－－　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、理解度
を確認するため学期末にはレポートの提出を求める。平常点60% レ
ポート40%

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

S.ウォーリン『政治とヴィジョン』福村出版、2007年を予定している
が、受講者の専攻によっては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。テキストを授
業の2倍程度の時間をとって読み込んでくるのはもちろん、授業の後
は2時間かけてきちんと論点を整理しておくこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1　　　導入
2-4　　政治理論と政治哲学
5-10　都市国家の政治理論
11-15　近代政治原理



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D020D50284-01政治学特別演習Ｂ

後期 2  1 授業形態:演習廣澤　孝之
◎－－－　授業の概要　－－－◎

政治学の基礎理論を再確認することを目標とした授業を行う。政治学
は古典古代以来の様々な議論の積み重ねの上に現代の政治理論が構築
されており、政治学の古典的な著作に関する理解は、政治に関する創
造的な知的考察を行う際に不可欠なものである。この講義ではこうし
た点に十分配慮して、いくつかの基本的な文献を購読しながら、諸概
念の定義やその変遷について丁寧に議論を進めていくことにしたい。

◎－－－　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
けることを目標とする。

◎－－－　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、理解度
を確認するため学期末にはレポートの提出を求める。平常点60% レ
ポート40%

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

S.ウォーリン『政治とヴィジョン』福村出版、2007年を予定している
が、受講者の専攻によっては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。授業時間の2
倍程度の予習をしたうえで、授業の後は議論になった論点を2時間か
けて整理しておくこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1-7　近代政治原理の展開過程
8-12　組織化時代の政治理論
13-15　研究指導



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D020D50009-01政治学特別研究

３年通年 0  1 授業形態:演習廣澤　孝之
◎－－－　授業の概要　－－－◎

現代政治理論の中でも特に重要な位置を占めているRosanvallonのデモ
クラシー論について考察する。フランス共和主義の伝統を踏まえなが
らも、それにとどまらず幅広い比較政治学的観点から議論を展開して
いるRosanvallonの所説を学ぶことで、現代世界の抱える諸問題に対し
て政治学が何をなしうるかをゆっくり考えていくことにしたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・現代政治学の諸潮流について説明することができる
・さまざまな政策領域と結びついた政治理論の課題について理解を深
める

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業における取組と活動状況を中心に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

PIerre Rosanvallon, Democracy Past and Future. Columbia University Press
2006

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前・事後ともにそれぞれ2時間かけてテキストをくりかえし熟読
し、内容をしっかり把握することがまず第一に必要である。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1-2　Introduction
3-5 Toward a Philosophical History of the Political
6-11 The Republic of Universal Suffrage
12-16 Francois Guizot and Sovereignty of Reason
17-20　Political Rationalism and Democracy in France
21－25　The Market,Liberalism and Anti-Liberalism
26-30 Marx and Civil Society

 
 



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D020D50223-01法社会学特別演習Ａ

前期 2  1 授業形態:演習武士俣　敦
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本講義では、法を社会現象として取扱い、経験科学の方法により、
実証的知見をふまえた法の理論化をおこなう学としての法社会学の視
角から、法専門職をめぐる理論的諸問題について講ずる。具体的には
プロフェッションに関する主要な理論の一つである「システム理論」
について掘り下げて学修する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１　法専門職を社会学理論と関連づけて理解し、説明できる。
２　システム理論を理解し、日本の弁護士研究への応用の基礎を身に
つけることができる。

◎－－－　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　－－－◎

Abbot, Andrew, The System of Professions, University of Chicago Press,
1988.
ISBN:0-226-00069-9

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

授業前には、２時間以上をかけてテキストの指定した箇所を事前に精
読し、アサインメントの課題を事前準備しておくこと。毎週授業後に
は、２時間以上をかけて理解を整理し、確認しておくこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第１～２回　法専門職への理論的パースペクティブ
第３回　専門職化
第４回　専門職のワーク
第５回　専門職の職域
第６回　プロフェッションのシステム
第７回　内部文化と権力問題
第８回　専門職の発展の社会的環境
第９回　専門職の発展の文化的環境
第10回　法専門職の理論的特質
第11回　法専門職と隣接専門職
第12回　システム理論と法専門職
第13～14回　システム理論からみた日本の弁護士
第15回　総括



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D020D50224-01法社会学特別演習Ｂ

後期 2  1 授業形態:演習武士俣　敦
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　日本社会の変容にともなって、弁護士に求められる職責は、より重
くなるとともに多元化していく傾向にある。現代社会において弁護士
が果たすべき役割とは何か。とりわけ、従来の伝統的な役割モデル超
えて、今何を求められているのか。こうした点について、理論的に理
解する一方、それを現実的な業務提供のあり方の次元でも考察し、今
後の弁護士業務に一定の展望を与えていくことにしたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１　弁護士という職業の特性を理解し、理論的に説明できる。
２　日本の弁護士制度および実態を経験的なデータで説明できる。

◎－－－　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。学期はじめ
に指定する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　授業前には、２時間以上をかけて指定した教材によるアサインメン
トの課題を毎回事前準備すること。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　プロフェッション・モデルとその功罪
第２回　法サービス・モデルとその功罪
第３回　関係志向モデルと現代的弁護士役割論
第４回　国際比較から見た弁護士モデル
第５回　社会理論からみた弁護士モデル
第６回　弁護士養成制度の課題
第７回　弁護士自治のあり方
第８回　法律事務独占のあり方
第９回　弁護士事務所形態をめぐって
第10回　弁護士広告の機能
第11回　弁護士報酬のコントロール
第12回　弁護士過疎問題
第13回　弁護士職域の拡大：組織内弁護士
第14回　弁護士依頼者関係
第15回　総括



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D020D50243-01法制史特別演習Ａ

前期 2  1 授業形態:演習野田　龍一
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　担当者がこれまで研究してきたいくつかのテーマに即して、ヨー
ロッパ法の歴史をたどり、もって、法学者としての歴史的素養を豊か
にする。
　特別演習Ａにあっては、以下のテーマを取り扱う。
　１．意思欠缺としての「要素の錯誤」概念の形成
　２．遺言における錯誤の効果
　３．電気通信事業の発達と意思表示の誤伝
　４．契約の構造と契約の解釈・いわゆる不明瞭原則の形成
　５．夫婦間贈与の禁止・取消準則の歴史的変遷
　それぞれのテーマについて、ローマ法文を参照し、18世紀末の学説
状況をふまえて、19世紀ドイツおよびフランスにおける学説判例の推
移を追跡し、
ヨーロッパ各国法典の規定を確認し、我が国への影響をたどる。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

ヨーロッパ法史に取り組むための方法論を理解することができる。
ヨーロッパ法史における諸問題を発見する技法を習得できる。
ヨーロッパ法史と日本法とのつながりを実感することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　成績は、以下の評価基準で判定する。
演習中における積極的質問および意見発表50%
レポートの内容：50%

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは使用しない。当方で用意する資料をもってテキストとす
る。
参考文献：
①『民法(債権関係）部会資料集』（商事法務）
ISBN:978-4-7857-1901-2
②原田慶吉『日本民法典の史的素描』（創文社）:
ISBN:3032-740090-422650

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習：一週間前にあらかじめ次回のテーマを予告するので、２時
間かけて民法教科書の該当箇所を必ず下読みし、問題点を確認してお
く。
事後学習：この演習で取り上げた各改正案について２時間かけて各自
の意見をまとめる。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１. なぜ、いまヨーロッパ法史か？
２.　意思欠缺と要素の錯誤・性状錯誤
３. 錯誤規定の諸類型と日本法への影響
４.　19世紀ドイツ・フランスでの錯誤事件
５. 裁判実務と学説との相互関係
６.　1856年ケルン誤伝事件とその後
７. 意思表示の誤伝に関する学説・立法
８. 契約の構造に関する西洋法伝統
９. 「あいまいな契約条項は作成者に不利に」
10. 近代諸国家の立法例と債権法改正
11. ローマ法における夫婦間贈与の禁止
12. 近代諸国家の立法例と日本民法典
1３．贈与の解除、とくに忘恩行為ゆえの解除
14.　夫婦間贈与と夫婦財産制
15.　ヨーロッパ法史研究のためのツール



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D020D50244-01法制史特別演習Ｂ

後期 2  1 授業形態:演習野田　龍一
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　特別演習Ａにひきつづき、特別演習Ｂでは、担当者がこれまで研究
してきた以下のテーマについて演習を実施する。
　１．遺言における受遺者選定の委託
　２．遺言による財団設立と法定相続人の利益
　３．弁護士の報酬システムの歴史的諸形態
　４．委任における委任者の受任者への損害填補義務
　５．レセプツム責任の適用範囲とその歴史的意味
　個々のテーマに即して、ローマ法文、18世紀における判例学説の状
況、19世紀における西洋各国法典の立法例をふまえ、我が国への影響
を検証する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ローマ法文を独力で読むことができるようになる。
18世紀までの法律文献を利用できるようになる。
ヨーロッパ法史が日本法にとって有する意義を実感することができ
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　以下の成績評価基準で成績を評価する。
演習中における積極的な質問および意見発表:50％
レポートの内容：50%

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　テキストは使用しない。当方で用意した資料を配布しテキストとす
る。
参考文献：
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：あらかじめ予告するテーマについて２時間かけて現行日本
法を勉強しておく。
事後学習：演習で勉強したことの現代日本における意味を、２時間か
けて自分のノートにまとめる。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１.遺言の自由と遺言事項法定主義
２.遺言における第三者への委託の限界
３.受遺者選定の委託無効原則とその例外
４.シュテーデルの遺言による財団設立
５.シュテーデル事件をめぐる実務と学説
６.その後の立法例と日本法への影響
７.弁護士の報酬システムの諸問題
８.成功報酬とみなし成功報酬
９．日本民法典第650条第３項について
10.ローマ法と後代におけるその解釈史
11.近代西洋諸国家における立法例と日本法
12.ローマ法におけるレセプツム責任
13.ヨーロッパ法史における実務と理論
14.日本商法典における規定とその特徴
15.福岡大学ヨーロッパ法コレクションの活用



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D020D53163-01刑事法特別演習ⅠA

前期 2  1 授業形態:演習小野寺　一浩
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　この授業では、共犯論について検討します。共犯理論は、刑法理論
において難解な分野と言われ、未だに体系的理論が確立されたとは言
えない状況にあります。この演習では、共犯論が現実に適用される場
である（裁）判例の流れをたどり、それに対する学説の対応状況を検
討することにより、共犯理論の基本的な枠組みを理解するようにしま
す。
　授業は、検討すべき判例を指定し、受講生のレポートを基に、判決
の前提となった事実を確認し、判例の論理を確認した上で、争点に関
する現在の主要な理論の状況、前後の判例との関係を受講生諸君とと
もに議論しながら検討するという方法で進めていきます。受講生諸君
が自ら理解できるようになるまでじっくり検討する予定です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

共犯に関する基本的理論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　－－－◎

・成績評価の基準報告
　共犯に関する基本的理論について分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、次回の授業に提
出のこと。(90分）

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回　共同正犯の類型
第2回　実行共同正犯の構造分析
第3回　共謀共同正犯に関する理論的分析
第4回　異なる構成要件間の共同正犯
第5回　共同正犯における違法の相対性
第6回　共同正犯における共謀の射程
第7回　承継的共同正犯
第8回　正犯意思
第9回　幇助犯の類型
第10回　幇助犯の構造分析
第11回　承継的従犯
第12回　教唆犯の類型
第13回　教唆犯の構造分析
第14回　教唆の因果性
第15回　教唆の錯誤



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D020D53164-01刑事法特別演習ⅠB

後期 2  1 授業形態:演習小野寺　一浩
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　刑法の基本的理論枠組みを理解するために、刑法総論分野において
特に議論がある基本的問題をテーマとして取り上げ、判例を素材とし
て学説の状況、学説の発展過程、判例の変遷について検討していきま
す。授業では扱うテーマは、不作為犯論、因果関係論、正当防衛論、
緊急避難論、原因において自由な行為です。
　授業では、検討すべき判例を指定し、受講生のレポートを基に、判
決の前提となった事実を確認し、判例の論理を確認した上で、争点に
関する現在の主要な理論の状況、理論の変遷過程、判例の流れについ
て受講生諸君とともに検討していきます。受講生諸君が自ら理解し納
得できるようになるまでじっくり検討する予定です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　刑法総論分野における基本的問題について判例・主要な学説につい
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
　刑法総論分野における基本的問題について判例・主要な学説につい
て分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する。

◎－－－　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、次回の授業に提
出のこと。(90分）

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回　不作為犯において問題となる類型
第2回　不作為犯の構造
第3回　不作為犯における因果関係
第4回　判例における作為義務の発生根拠
第5回　犯罪阻止義務についての検討
第6回　因果関係が問題となる類型
第7回　介在事情が存在する場合の因果関係
第8回　結果発生に対する危険性が高い実行行為の因果関
係
第9回　正当防衛における急迫性と防衛意思
第10回　正当防衛における相当性
第11回　自招危難
第12回　緊急避難における補充性と相当性
第13回　原因において自由な行為の類型
第14回　心神喪失と原因において自由な行為
第15回　心神耗弱と原因において自由な行為
　



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D020D53004-01刑事法特別研究

３年通年 0  1 授業形態:演習小野寺　一浩
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　学生の研究計画に従い、博士課程後期学生の課程博士論文の作成を
指導・支援する。学生の研究テーマに関する基礎的事項を修得するた
めに、基礎的文献、関連文献、関連判例を徹底的に検討する。また、
必要に応じ、研究テーマに関する外国文献の講読を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1)研究テーマに関連する基礎的・基本的事項について分かりやすく説
明できる。
(2)研究テーマに関する自らの立場を明確に述べることができる。
(3)博士論文を作成できること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

(1)研究テーマに関連する基礎的・基本的事項について、口頭及び書面
で説明できる。
(2)研究テーマに関し、問題となる点を指摘し、口頭及び書面で自らの
立場を明確に説明できる。
　上記の評価基準によって総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

講義時に必要文献をコピーするなどの方法により配付する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・授業前に、指定した文献・（裁）判例を読む。（90分）
・授業中に指摘された事項について文献等を読み直しまとめる。(90
分)

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１　研究テーマを明確にするために学生の問題意識に関連
する諸問題を検討する。
２　研究テーマに関する文献・資料の収集および分析
３　研究テーマの確定
４　研究テーマに関する文献・資料の追加収集
５　研究テーマに関する文献・資料の徹底的検討
６　課程博士論文の構成の確定
７　課程博士論文の報告・修正
８　中間論文の報告・修正
９　課程博士論文の報告・修正



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D020D53223-01国際私法特別演習A

前期 2  1 授業形態:演習北坂　尚洋
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　この講義では、国際家族法に関連する文献（和書および洋書）の講
読を行います。講読しながら、議論を行い、研究を深化させてほしい
と思っています。

　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　取り上げたテーマに関する文献を十分に理解すること。
２　自分自身の見解も含めて、論理的に説明できるようになること。

◎－－－　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　親族法上の法律行為の方式
　　



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D020D53224-01国際私法特別演習B

後期 2  1 授業形態:演習北坂　尚洋
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　この講義では、国際財産法に関連する文献（和書および洋書）の講
読を行います。講読しながら、議論を行い、研究を深化させてほしい
と思っています。

　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　取り上げたテーマに関する文献を十分に理解すること。
２　自分自身の見解も含めて、論理的に説明できるようになること。

◎－－－　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　契約１：　法選択がある場合
　３　契約２：　法選択がない場合
　４　消費者契約
　５　労働契約
　６　財産法上の法律行為の方式
　７　不法行為一般
　８　生産物責任
　９　名誉・信用毀損
１０　不当利得・事務管理
１１　債権譲渡
１２　年齢に基づく行為能力
１３　心神の障害に基づく行為能力
１４　失踪宣告
１５　法人



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D020D53007-01国際私法特別研究

３年通年 0  1 授業形態:演習北坂　尚洋
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　この授業では、博士論文の完成を目的として、日本での在留資格と
国際私法・国際民事手続法の関わりについて検討します。外国人から
見た日本での在留資格という観点も盛り込みたいと考えています。
　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　日本での在留資格と国際私法・国際民事手続法の関わりに関する
知識を正確に身につけること。
２　論理的でわかりやすい博士論文の完成に向けた研究を進めるこ
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（２０％）、発言内容
（２０％）、レポート（２０％）、博士論文完成に向けた研究内容
（４０％）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年次）

　１～１４　在留資格に関する法の整理
１５～２８　在留資格と国際私法・国際民事手続法の関わ
り
２９・３０　博士論文中間報告・総合的検討

（２年次）

　１～９　婚姻・離婚の成立の準拠法と在留資格
１０～１８　実親子関係の成立の準拠法と在留資格
１９～２８　養親子関係の成立の準拠法と在留資格
２９・３０　博士論文中間報告・総合的検討

（３年次）

　１～　５　国際民事手続法上の問題と在留資格
　６～３０　博士論文の作成

※　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-D020D53123-01商法特別演習ⅠＡ

前期 2  1 授業形態:演習畠田　公明
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　会社法中で、とくにコーポレート・ガバナンスに関する論点につい
て、主要な判例および論文を検討する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

（１）会社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な論点を理解
すること。（２）判例集を読んで、事案および判旨をまとめ、学説・
判例を整理して自己の見解を述べることができること。（３）論文を
読んで、その内容の要旨をまとめた上で考察し、自己の見解を主張で
きること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な論点の
理解の有無・程度、判例・論文の読解力・分析力・理解力および自己
の見解の確立の有無・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80％、課題につ
いてのレポート提出20％の割合による。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

浜田道代・岩原紳作『会社法の争点』（有斐閣、2009）
江頭憲治郎ほか編『会社法判例百選第3版』（有斐閣、2016）
畠田公明『コーポレート・ガバナンスにおける取締役の責任制度』
（法律文化社、2002）
畠田公明『会社の目的と取締役の義務・責任』（中央経済社、2014）
畠田公明『株式会社のガバナンスと会社法』（中央経済社、2015）
畠田公明『会社法のファイナンスとM&A』（法律文化社、2017）

◎－－－　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、事前に指定された判例・論文を予習すること
（60分）、報告者はレジュメを詳細に作成すること（90分）。、報告
者以外の者は論点などについての質疑応答に積極的に参加できるよう
にすること（60分）。授業の後で、論点を整理して、不十分な点は他
の文献などで補足すること（60分）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１　会社の目的

２　会社の社会的責任

３　政治献金

４　会社の機関権限分配

５　株主総会決議に関する訴訟

６　機関設計の柔軟化

７　取締役の権限・義務

８　利益相反取引

９　取締役の報酬

10　経営判断の原則

11　取締役の責任の範囲

12　監査役の権限・義務

13　会計監査人の権限・義務

14　株主代表訴訟

15　役員の第三者に対する責任

　



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D020D53124-01商法特別演習ⅠＢ

後期 2  1 授業形態:演習畠田　公明
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　会社法中で、とくにコーポレート・ファイナンスに関する論点につ
いて、主要な判例および論文を検討する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

（１）会社のコーポレート・ファイナンスに関する基本的な論点を理
解すること。（２）判例集を読んで、事案および判旨をまとめ、学
説・判例を整理して自己の見解を述べることができること。（３）論
文を読んで、その内容の要旨をまとめた上で考察し、自己の見解を主
張できること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準は、コーポレート・ファイナンスに関する基本的な論点
の理解の有無・程度、判例・論文の読解力・分析力・理解力および自
己の見解の確立の有無・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80％、課題につ
いてのレポート提出20％の割合による。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

浜田道代・岩原紳作『会社法の争点』（有斐閣、2009）
江頭憲治郎ほか編『会社法判例百選第3版』（有斐閣、2016）
畠田公明『コーポレート・ガバナンスにおける取締役の責任制度』
（法律文化社、2002）
畠田公明『会社の目的と取締役の義務・責任』（中央経済社、2014）
畠田公明『株式会社のガバナンスと会社法』（中央経済社、2015）
畠田公明『会社法のファイナンスとM&A』（法律文化社、2017）

◎－－－　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2時間程度、指定された判例・論文を予
習すること（60分）。報告者はレジュメを詳細に作成すること（90
分）。報告者以外の者は論点などについての質疑応答に積極的に参加
できるように準備すること（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すること（60分）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１　コーポレート・ファイナンス

２　株式の内容と種類

３　株式の譲渡等

４　募集株式の発行

５　新株予約権

６　社債

７　株式会社の会計

８　株式会社の設立・変動・終了

９　持分会社・外国会社

10　組織変更

11　事業譲渡等

12　合併

13　会社分割

14　株式交換・株式移転

15　企業買収

　



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D020D53127-01商法特別演習ⅡＡ

前期 2  1 授業形態:演習砂田　太士
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　最終的に的確な博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。履修生の博士論文または関心のある
テーマで検討を行う。前期開講のＡは、その導入部分・基礎の確認を
行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ａ．博士論文の意義はじめとする論文についての考え方を確立し、さ
らに、知識、資料収集を含めた博士論文作成方法を習得すること
ｂ．博士論文のテーマに関する課題について、的確な報告および質疑
応答ができること
ｃ．先の２点に基づき、的確な博士論文を作成することができる準備
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、平常点および博士
論文の下書きまたは博士論文で評価する。
　平常点は、①準備の的確さ、②報告および質疑応答の的確さ、③レ
ポート、宿題等の課題における表現方法、内容等の的確さ、④とくに
②と③による表現が相手を説得するものであるか否か等を評価基準と
する。
　博士論文の下書きまたは博士論文の評価は、①論文の作成過程を対
象とした評価について、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博士論文の内容の評価については、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の合算で評価する。平常点および博士論文の
下書きまたは博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）　－－－◎

　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　特別講義の趣旨、進行予定の確認等
２～１５　会社法の基本事項の検討
　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、博士論文のテーマを受講生は検討することに
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。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D020D53128-01商法特別演習ⅡＢ

後期 2  1 授業形態:演習砂田　太士
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　最終的に的確な博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。履修生の博士論文または関心のある
テーマで検討を行う。後期開講のＢは、博士論文作成の準備への展開
を検討する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ａ．博士論文の意義はじめとする論文についての考え方を確立し、さ
らに、知識、資料収集を含めた博士論文作成方法を習得すること
ｂ．博士論文のテーマに関する課題について、的確な報告および質疑
応答ができること
ｃ．先の２点に基づき、的確な博士論文を作成することができる準備
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、平常点および博士
論文の下書きまたは博士論文で評価する。
　平常点は、①準備の的確さ、②報告および質疑応答の的確さ、③レ
ポート、宿題等の課題における表現方法、内容等の的確さ、④とくに
②と③による表現が相手を説得するものであるか否か等を評価基準と
する。
　博士論文の下書きまたは博士論文の評価は、①論文の作成過程を対
象とした評価について、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博士論文の内容の評価については、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の合算で評価する。平常点および博士論文の
下書きまたは博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）　－－－◎

　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（１６）～１５（３０）　博士論文の作成準備
　前期の商法特別講義ⅡＡ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、これらに基
づく問題点の検討。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。授業回数の（　　）内の数字は、前期の商法特別講
義ⅡＡからの通し数字です。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D020D53131-01商法特別演習ⅢＡ

前期 2  1 授業形態:演習久保　寛展
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　この講義は、最終的に博士論文の作成が目標となりますので、博士
論文の作成に向けた性質のものになります。これまでいろいろ商法関
係の問題に関する具体的なテーマを考察し、すでにそのなかから一つ
のテーマに絞っているかと思います。本講義では、受講生が選択した
そのテーマをもっと深く検討することによって、最終的に博士論文の
完成へとつなげていきます。受講生もそのための準備を怠ることのな
いよう注意してください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・受講生が博士論文の内容を深化させ、完成に向けて取り組むこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　博士論文への取組み状況やその完成度などを評価基準とします。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　とくに指定はありません。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　博士論文を完成させることが、最大の目的ですので、そのための準
備は決して怠らないようにしてください。授業に際しては、必ず自分
の論文に問題点ないかどうかを確認しておくとともに（事前学習）、
授業後は教員や他の受講生からの指摘をもとに、必ずその問題点を教
科書等で確認し、論文に反映させる作業を行ってください（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　－－－◎

第1回～第5回　受講生の関心テーマに沿った「文献収集の
方法ならびにディスカッション等」
第6回～第10回　受講生の研究課題に関する分析・考察、
ディスカッション（報告1時間、ディスカッション30分）
第11回～第14回　論文の内容の見直し
第15回　各受講生の関心テーマに関する総括



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D020D53132-01商法特別演習ⅢＢ

後期 2  1 授業形態:演習久保　寛展
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　この講義は、最終的に博士論文の作成が目標となりますので、博士
論文の作成に向けた性質のものになります。これまでいろいろ商法関
係の問題に関する具体的なテーマを考察し、すでにそのなかから一つ
のテーマに絞っているかと思います。本講義では、受講生が選択した
そのテーマをもっと深く検討することによって、最終的に博士論文の
完成へとつなげていきます。受講生もそのための準備を怠ることのな
いよう注意してください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・受講生が博士論文の内容を深化させ、完成に向けて取り組むこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　博士論文への取組み状況やその完成度などを評価基準とします。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　とくに指定はありません。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　博士論文を完成させることが、最大の目的ですので、そのための準
備は決して怠らないようにしてください。授業に際しては、必ず自分
の論文に問題点ないかどうかを確認しておくとともに（事前学習）、
授業後は教員や他の受講生からの指摘をもとに、必ずその問題点を教
科書等で確認し、論文に反映させる作業を行ってください（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　－－－◎

第1回～第5回　受講生の関心テーマに沿った「文献収集の
方法ならびにディスカッション等」
第6回～第10回　受講生の研究課題に関する分析・考察、
ディスカッション（報告1時間、ディスカッション30分）
第11回～第14回　論文の内容の見直し
第15回　各受講生の関心テーマに関する総括



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D020D53002-02商法特別研究

３年通年 0  1 授業形態:演習畠田　公明
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　学生の研究計画に従い、博士課程後期の学生の課程博士論文の作成
の指導、支援をする。１年間に最低１本の論文・研究ノートもしくは
判例研究の執筆を目標とし、執筆内容の報告及び検討を行う。必要に
応じて、比較法的研究のために、研究テーマに関連する原書講読を行
う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　（１）授業計画に従って、研究テーマに関連した諸問題の基本的な
理解ができること。（２）自分の見解を明確に述べることができるこ
と。（３）テーマに関連したレポートを作成できること。（４）博士
論文を作成できること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準として、学生の研究計画に従って、論文の作成に必要な
資料収集・分析のために十分な作業を行ったか、論文としての構成や
まとめ方が適切であるか、博士論文ないし中間論文としての完成度の
ある論文を取りまとめる能力の有無などによる。
成績評価の方法は、資料収集・分析のために十分な作業を行ったこと
30％、論文としての構成やまとめ方が適切であること30％、博士論文
ないし中間論文としての完成度のある論文を取りまとめる能力30％、
受講態度10％の割合による。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

畠田公明『コーポレート・ガバナンスにおける取締役の責任制度』
（法律文化社、2002）
畠田公明『会社の目的と取締役の義務・責任』（中央経済社、2014）
畠田公明『株式会社のガバナンスと会社法』（中央経済社、2015）
畠田公明『会社法のファイナンスとM&A』（法律文化社、2017）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

１年次では、学生の研究計画に従い、特定のテ－マのために検討する
多数の論文について、要約して自分の考えをまとめる必要がある。そ
の成果を論文・研究ノートもしくは判例研究として発表するようにし
なければならない。２年次では、特定のテ－マについて、段階を追っ
て中間論文の報告をする必要がある。３年次では、博士課程の完成を
目指す。
  毎回の授業において、事前に指定された判例・論文を読むこと（60
分）。報告者はレジュメを詳細に作成すること（90分）。報告者以外
の者は論点などについての質疑応答に積極的に参加できるように準備
すること（60分）。授業の後で、論点を整理して、不十分な点は他の
文献などで補足すること（60分）。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

　1　　研究テーマを確定するための諸問題の　　　検討

　2　　研究テ－マの問題に関する文献・資料　　　の収
集および分析

　3　　研究テーマの確定

　4　　研究テーマに関する文献・資料の追加　　　収集
に関する方針の決定

　5　　博士論文の構成の確定

　6　　博士論文の執筆

　7　　中間論文の報告・修正

　8　　課程博士論文の報告・修正



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D020D53143-01民事訴訟法特別演習Ａ

前期 2  1 授業形態:演習安井　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、希望者には博士論文の中間報告
を行ってもらうこともある。
　受講者には、指定したテーマ・判例について報告を行ってもらう。
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。

◎－－－　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、レポート、議論への参加状況等によって評価する。

◎－－－　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。
　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
ても毎回の報告義務が課される。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１　ガイダンス
２　訴訟物
３　訴え
４　一部請求
５　重複訴訟の禁止
６　当事者の確定
７　当事者能力
８　訴訟上の代理
９　当事者適格
１０　審判権の限界
１１　訴えの利益
１２　弁論主義
１３　証明責任
１４　既判力
１５　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D020D53144-01民事訴訟法特別演習Ｂ

後期 2  1 授業形態:演習安井　英俊
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　本講義では、ドイツの民事訴訟法学者Leo Rosenberg（レオ＝ローゼ
ンベルク）の名著"Die Beweislast"（『証明責任論』）の購読を通し
て、民事訴訟のバックボーンといわれる証明責任について、歴史的・
沿革的観点から考察する。わが国の証明責任分配原則にも影響を与え
たローゼンベルクの規範説とはそもそもいかなる根拠から導き出され
たのかを検証し、現在の判例実務の証明責任分配のルールは果たして
妥当といえるのか批判的に検討する。
　受講者には、指定したテーマ・判例について報告を行ってもらう。
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。

◎－－－　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、レポート、議論への参加状況等によって評価する。

◎－－－　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。
　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
ても毎回の報告義務が課される。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１　ガイダンス
２　ドイツ民事訴訟法①　ドイツ帝国民事訴訟法（CPO）
の成立史
３　ドイツ民事訴訟法②　ドイツ民事訴訟法（ZPO）の概
要
４　ドイツ民事訴訟法③　証明責任
５　ドイツ民事訴訟法④　ローゼンベルクの証明責任論
６　ドイツ民事訴訟法⑤ローゼンベルクに対する批判
７　ドイツ民事訴訟法⑥　証明負担軽減の理論
８　ドイツ民事訴訟法⑦　事案解明義務論
９　ドイツ民事訴訟法⑧　ドイツ民訴のまとめ
１０　日本における証明責任論
１１　証明責任論争
１２　証明負担軽減の理論①　一応の推定
１３　証明負担軽減の理論②　証明妨害
１４　証明負担軽減の理論③　事案解明義務
１５　総括



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D020D53103-01民法特別演習ⅠＡ

前期 2  1 授業形態:演習蓑輪　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。財産法のうち、特に不法行為に関する問題を
扱う。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、特に財産法のうち、不法行為法における基本知識を説明で
きる。
　・民法の解釈適用の考え方と方法を用いて、不法行為の問題解決を
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）　－－－◎

　授業前は、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、与えられて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　民法学の意義
３　民法学の体系
４　不法行為責任の意義
５　不法行為責任の要件（故意・過失）
６　不法行為責任の要件（権利侵害）
７　不法行為責任の要件（因果関係）
８　不法行為責任の効果（損害の範囲）
９　不法行為責任の効果（過失相殺等）
１０　使用者責任
１１　監督者責任
１２　工作物責任
１３　共同不法行為責任
１４　名誉棄損
１５　不法行為法のまとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D020D53104-01民法特別演習ⅠＢ

後期 2  1 授業形態:演習蓑輪　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。特に財産法のうち、契約法を中心とする。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。特に最近の判例に絞って検討を進
める。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、特に財産法のうち契約法における基本的知識や内容を説明
できる。
　・民法の解釈適用の考え方と方法を用いて、契約の問題解決を自ら
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）　－－－◎

　授業前は、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　契約法の基本原理
３　契約の成立過程
４　契約成立要件
５　契約の無効・取消し原因
６　消費者契約法の無効・取消し
７　契約内容とその解釈
８　契約違反とその責任（債権の効力）
９　契約違反とその責任（契約の効力）
１０　贈与
１１　売買
１２　賃貸借
１３　契約における金銭の支払
１４　クレジットカード
１５　契約法のまとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D020D53107-01民法特別演習ⅡＡ

前期 2  1 授業形態:演習畑中　久彌
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　民法の研究を進めるに当たって、制度の制定過程の検討と判例の検
討は重要な意味を持っている。そこで、この授業では、明治以降の民
法の立法史と立法の基本的な資料の確認、定評ある判例研究を通した
判例の検討方法の学習、民法上、重要な意義を持つ判例の検討を行
う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・民法の制定過程を検討する際、どのような資料が存在し、どのよう
に調べていけば良いかを理解できる。
・判例・裁判例の多面的な検討方法を理解し、実際の判例・裁判例の
検討に活かすことができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　授業時の報告、質疑応答の内容をふまえて、民法の制定過程に対す
る理解の度合い、判例・裁判例の検討の習熟度を計り、成績を評価す
る。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　テキストは使用しない。参考文献は、講義初回時に紹介する。

◎－－－　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、各回のテーマについて指定された文
献を読み込み、レジュメを作成すること。事後学習：２時間程度をか
け、授業時の質疑応答をふまえて、各回のテーマについて再度自らの
知識と考え方を見直すこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1.～4.民法の制定過程の検討
5.栗田哲男「富喜丸事件の研究」①：判決原文の確認
6.栗田哲男「富喜丸事件の研究」②：栗田論文の検討
7.能見善久「桃中軒雲右衛門事件と明治・大正の不法行為
理論」①：判決原文の確認
8.能見善久「桃中軒雲右衛門事件と明治・大正の不法行為
理論」②：能見論文の検討
9.能見善久「芸娼妓契約と公序良俗」①：判決原文の確認
10.能見善久「芸娼妓契約と公序良俗」②：能見論文の検討
11.川井健『民法判例と時代思潮』（民法177条）①：判決
原文の確認
12.川井健『民法判例と時代思潮』（民法177条）②：川井
論文の検討
13.判例研究：欠陥住宅と不法行為責任
14.判例研究：監督義務者責任
15.判例研究：親子関係不存在確認



期別: 単位数: 開講年次:

2019-D020D53108-01民法特別演習ⅡＢ

後期 2  1 授業形態:演習畑中　久彌
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　この授業では、英書講読を通して、英米法における契約法を講義す
る。取り上げる英書は、"Atiyah's Introduction to the Law of Contract"で
ある。アメリカ契約法学において「契約の死」が主張されて以来、英
米法圏では、契約の拘束力をめぐる議論が活発化し、意思や信頼等、
多様な根拠が示されてきた。P.S.Atiyahは、信頼に基づく契約法学を主
張し、英米法圏における契約法の基礎理論の一つの画期を作った学者
である。Atiyahの"An Introduction to the Law of Contract"は定評のある契
約法の教科書・体系書であり、版を重ね、最新版の執筆は、Stephen A.
Smithに受け継がれている。
　Atiyahの上記書籍を講読することは、英米法における契約法の基礎
を把握するとともに、契約法の基礎に関わる分野でどのような議論が
なされているかを把握することができる。このことは、民法を比較法
的に捉える視点を養う上で、有益である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・英米法における契約法の基礎および契約の拘束力に関する議論を理
解できる。
・契約法に関連する英語文献を読むことができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　授業時の報告、質疑応答の内容をふまえて、英米法における契約法
の基礎を理解できたか、英語文献を読み取れたかを計り、成績を評価
する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

Stephen Smith"Atiyah's Introduction to the Law of Contract"(Oxford U.
P.2006)

◎－－－　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、テキストの該当部分を和訳し、内容
を理解し、レジュメを作成すること、事後学習：２時間程度をかけ、
授業時の質疑応答をふまえて自らの理解を見直し、内容の理解を深め
ること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1.テキストの確認と担当部分の割振り
2.報告と議論：Text"3.1.Agreements"
3.報告と議論：Text"3.2.Promises"
4.報告と議論：Text"3.3.Promissory and Agreement-based
Liability Outside of Contract Law"
5.報告と議論：Text"3.4.Contractual Liabilities Not Based on
Promises or Agreements"
6.報告と議論：Text"3.5.Mistakes in the Formation Process"
7.報告と議論：Text"3.6.Non-contractual Liability in
Contractual Settings"
8.報告と議論：Text"4.1.Formalities, 4.2.Intention to Create
Legal Relations"
9.報告と議論：Text"4.3.Consideration"
10.報告と議論：Text"5.1.Terms and Representations, 5.2.
Written Contracts"
11.報告と議論：Text"5.3.Oral Contracts, 5.4.The Interpretation
of Express Terms, 5.5.The Interpretation of Exemption Clauses"
12.報告と議論：Text"6.Implied Terms"
13.報告と議論：Text"7.1.Strict Duties in the Law of Contract,
7.2.Mistake and Pre-existing facts"
14.報告と議論：Text"7.3.Frustration and Subsequent events"
15.報告と議論：Text"7.4.Breach, 7.5.Notice"


