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受講生との話し合いで年間方針を決めるが、受講生の要望がない場合、以下の予定で講義する。
日本国憲法の第三章「国民の権利及び義務」について各条の由来や問題点等を論じながら、学説や判例に注目した
講義をし、受講生の日本国憲法第三章に関する問題意識を高めることを目的とする。
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なし

受講生との話し合いで決めるが、従来、講義形式であり、今年も、その可能性が高い。

指定せず

講義毎に先立って紹介する。

法学部出身外の受講生がいた場合、基本的な知識は本講で習得させる。法学部出身の学生には、研究テ－マに合わ
せて、目標達成に協力する。

他学部出身の受講生は憲法や法学の文献をある程度読んでおくこと。法学部出身の受講生は、判例集にも接してお
くこと。

 %

100%
レポート（人の意見の整理より見解の独自性に注目する）等による平常評価。
出席をも重視する。

質問・相談者個々に、日時・場所を随時学内（たとえば、ロビ－）に設定し、質問・相談等に応ずる。

国家による賠償と補償
１日本国憲法17条の諸問題
２日本国憲法29条と40条

法定手続き規定
１日米の憲法規定の比較
２日本国憲法31条の内容

パブリック・フォ－ラム（ＰＦ）
１米国におけるＰＦ論の意味と変化
２日本国憲法とＰＦの問題

政教分離主義
１米国における国教樹立の禁止
２わが国の政教分離主義

いわゆる二重の基準論
１米国における二重の基準論の発生と衰退
２日本国憲法における「二重の基準論」の問題

基本権の保障と制度的保障
１両保障の本質的差異
２公的組織の保障と民事的法制保障

平等に関する判例の日米比較
１わが国の判例
２アメリカ合衆国の判例

平等の問題
１日本国憲法の平等の思想的淵源
２日本国憲法における平等に関する諸規定

特別権力関係と第三者効力
１特別権力関係と判例
２第三者効力と日米の判例

公共の福祉の分析
１警察的公共の福祉
２政策的公共の福祉

大日本帝国憲法及び日本国憲法の基本権
１両憲法の基本権の思想的比較
２法律の留保（ＧＶとＶｄＧ）

人権あるいは基本的人権と基本権
１日本国憲法の基本的人権の内容
２日本国憲法12条の自由及び権利の分析

主権と基本的人権
1わが実定法上の主権の意味
2ジョン・ロックと日本国憲法の基本的人権

日本国憲法の制定過程
1大戦中の米国務省の動き及びカイロ宣言
2ポツダム宣言10項と基本的人権

受講生と年間授業についての話し合い。



憲法学全般についての基礎知識をもとに、憲法に関する諸問題を説明できるようになることを目的とする。
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特になし。

講義、討論、学生の研究発表を織り交ぜて行う。

池田 実『憲法〔第2版〕』（嵯峨野書院、2016年）／ISBN978-4-7823-0562-1

講義中に適宜指示する。

憲法をめぐる問題の諸相を説明し、法的な観点から議論できるようになる。

教員の指示に従って予習やレポート作成等の準備学習を行うこと。

0%

100%

実施しない。

研究発表、討論および授業への積極性を総合的に評価する。

金曜日12:10-13:00
研究室（4号館5階454号室）

総括・補遺

包括的人権をめぐる諸問題（2）

包括的人権をめぐる諸問題（1）

社会権をめぐる諸問題

自由権をめぐる諸問題（2）

自由権をめぐる諸問題（1）

戦争の放棄をめぐる諸問題（2）

戦争の放棄をめぐる諸問題（1）

司法をめぐる諸問題

天皇制をめぐる諸問題

内閣をめぐる諸問題

国会をめぐる諸問題 (2)

国会をめぐる諸問題 (1)

憲法総論

授業案内・導入



憲法の歴史を学ぶ意義は、国家と国民の関係、統治の伝統（＝それぞれの時代の「くにのかたち」）を理解し、憲法の現在、そして憲法の
将来を真剣に考え、様々な憲法問題の解決の糸口をつかむ点にある。この講義では、日本の憲法史を体系的に考究する。明治以降の近代立
憲主義憲法のみならず、飛鳥時代の十七条憲法なども取り上げる。
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特になし。

講義、受講者の発表報告、討論を織り交ぜて行う。

なし（プリント配布）。

講義中に適宜指示する。

(1)日本の憲法史、とりわけ明治憲法と日本国憲法の制定史に関する基礎知識を習得する。
(2)歴史的考察のなかから、日本の憲法の現在および将来について自分の意見を言えるようにする。

配付資料（プリント）を事前に熟読して講義に出席すること。

0%

100%
発表報告、討論、出席状況および受講態度により総合的に評価する。

水曜日昼休み（12:10〜13:00）
研究室（本館1809）

日本国憲法の将来（２）
護憲論対９条改憲論、憲法改正試案、憲法の意義

日本国憲法の将来（１）
憲法改正の是非、憲法の変遷、護憲・改憲・加憲・創憲

日本国憲法のあゆみ（２）
憲法改正の手続き、日本国憲法第９条、日本国憲法に対する評価

日本国憲法のあゆみ（１）
日本国憲法の成立、日本国憲法の内容、憲法調査会

日本国憲法の制定（２）
日本国憲法制定第二段階、帝国議会における審議、憲法の公布

日本国憲法の制定（１）
日本国憲法の制定経過、日本国憲法制定第一段階、松本委員会

占領と憲法
敗戦と占領、GHQによる占領統治

戦争と憲法
十五年戦争、太平洋戦争

明治憲法（３）
明治憲法下の議会、内閣、裁判所、明治憲法における国家の基軸、「知（し）らす」と「領（うしは）く」

明治憲法（２）
明治憲法の枠組、明治憲法第１章「天皇」、明治憲法第２章「臣民権利義務」

明治憲法（１）
プロイセン憲法と明治憲法、明治憲法の特徴とその運用、立憲主義と反・非立憲主義

明治憲法の制定
憲法起草の原点、明治憲法を作った人びと

明治憲法前史
憲法大空白時代？、明治維新以前の国制、武家諸法度

十七条憲法
聖徳太子、十七条憲法の特徴、十七条憲法の条文

日本憲法史総論
近代憲法史、成文憲法と不文憲法、憲法の制定と憲法の改正



これまで皆さんが学んできた憲法について、代表的な判例を通してより深く勉強していきたいと思います。若干専門的な知識が必要になる
でしょうが、判例やテキストの理解を通じて、憲法学の奥行きを感じとって下さい。
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受講者の積極的な発言と議論を期待しています。

毎回受講者が担当の判例の事案と判決理由を簡単に解説した上で、テキストの内容とともに他の問題点を参考文献をもとに考察して発表し
ます。他の受講者はその発表に対して、憲法についての知識から質問することが求められます。

特に指定しません。講義（判例）資料プリントを配布します。

川﨑政司=小山剛・編「判例から学ぶ憲法・行政法〔４版〕」（2014、法学書院）、大石眞=大沢秀介・編「判例憲法〔３版〕」（2016、有
斐閣）、曽我部真裕ほか編「憲法論点教室」（2012、日本評論社）

この講義は、多様な見解とそれに伴う問題点を咀嚼して自分の意見を構築する訓練の場です。法的思考に基づいて、客観的論理的な意見を
作り出してくれることを期待しています。

すべての受講者には、討論の対象となる判例の全文を読んだ上で、報告者に対して質疑ができるよう準備してくることが求められます。

 %

100%
発表報告、討論、出席状況および受講態度を総合的に評価します。

月曜18:00～19:00、研究室（９号館９３０３）にて行います。
メールでの相談は（takahata@law.nihon-u.ac.jp）に送信してください。

まとめ

猿払事件

医薬品ネット販売規制事件

森林法事件

神戸高専剣道受講拒否事件

広島市暴走族追放条例事件

北方ジャーナル事件

薬事法事件

三菱樹脂事件

堀木訴訟

在外国民選挙権訴訟

国旗国歌起立斉唱事件

板まんだら事件

国籍法事件

ガイダンス



皇室制度の研究
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特になし。ただし、毎回、事前に配布する参考文献を読んだうえで出席すること。

参考文献をもとに、担当者による報告および討議を行う。

未定

『皇室法に関する研究資料』（阪本是丸ほか）。その他、講義開始後、適宜、指示する。

天皇の退位、皇位の男系継承、旧宮家問題などの他、皇室制度全般にわたって考察する

事前に、参考文献や関連図書に目を通しておくこと。

 %

100%

質問・相談等の受付方法については、授業中に案内する。

まとめ

皇室制度の研究（１３）

皇室制度の研究（１２）

皇室制度の研究（１１）

皇室制度の研究（１０）

皇室制度の研究（９）

皇室制度の研究（８）

皇室制度の研究（７）

皇室制度の研究（６）

皇室制度の研究（５）

皇室制度の研究（４）

皇室制度の研究（３）

皇室制度の研究（２）

皇室制度の研究（１）

ガイダンス



受講生との話し合いで年間方針を決めるが、受講生の要望がない場合、以下の［予定］で講義する。講義のテ－マ
に関する憲法規定の基本的なことは、その都度解説する。時事問題は、できるだけ早く取り上げる。したがって、
必ずしも下記の通りとは限らない。
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なし

受講生の要望が内限り、講義方式

特になし

講義ごとに紹介

法学部外出身の受講生には、基本的なことを習得させる。法学部出身の受講生については、その興味に応じた解説
をし、向上に協力する。

他学部出身の受講生は憲法や法学の文献をある程度読んでおくこと。法学部出身の受講生は、少しく政治的なある
いは歴史的な文献にも接しておくこと。

 %

100%
レポート（人の意見の整理より見解の独自性に注目する）等による平常評価。
出席をも重視する

質問・相談者個々に、日時・場所を随時学内（たとえば、ロビ－）に設定し、質問・相談等に応ずる。

憲法の解釈の問題
１生きている憲法論
２厳格解釈論

憲法尊重擁護義務
１天皇と憲法尊重擁護義務
２国民不規定の意味

財政の章の問題
１租税法律主義の生成と今日的問題
２日本国憲法89条の諸問題

内閣に係る問題
１文民規定の来歴と文民の意味
２「内閣総理大臣が欠けたとき」の検討

所謂違憲立法審査権
１所謂違憲立法審査権の来歴と規定の問題
２憲法の番人の番人の問題

裁判の公開
１公開裁判を受ける権利との関係
２日本国憲法82条の規定の仕方の問題

司法の問題
１司法と民主制及び国民主権の問題
２裁判員制度等の問題

二院制の問題
１シェイエスの三院制論
２一院制移行論

唯一の立法に係る問題
１形式的意味の立法における問題
２実質的意味の立法における問題

国会の国権の 高機関性
１ 高機関性の意味
２国会の権限と他の機関の権限との比較

日本国憲法と権力の分立
１三権分立否定論の検討
２「国会」内閣制論の検討

権力分立主義
１権力分立の理論・種類
２議院内閣制・大統領内閣制・国民公会制

国際平和協調主義
１ＧＨＱの意図
２日本国憲法の関係規定の分析

天皇制
１歴史的天皇か創設された天皇か
２日本国民の総意と憲法改正権力

憲法改正権の限界の有無とシェイエスの理論
１憲法制定権力
２憲法によって組織された権力



憲法学全般についての基礎知識をもとに、憲法改正の課題を説明できるようになることを目的とする。
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特になし。

講義、討論、学生の研究発表を織り交ぜて行う。

池田 実『憲法〔第2版〕』（嵯峨野書院、2016年）／ISBN978-4-7823-0562-1

講義中に適宜指示する。

現行憲法のかかえる諸問題を説明し、解釈、運用、立法または改憲による具体的な問題解決策を提案できるよう
になる。

教員の指示に従って予習やレポート作成等の準備学習を行うこと。

0%

100%

実施しない。

研究発表、討論および授業への積極性を総合的に評価する。

金曜日12:10-13:00
研究室（4号館5階454号室）

総括・補遺

憲法改正の課題（13）

憲法改正の課題（12）

憲法改正の課題（11）

憲法改正の課題（10）

憲法改正の課題（9）

憲法改正の課題（8）

憲法改正の課題（7）

憲法改正の課題（6）

憲法改正の課題（5）

憲法改正の課題（4）

憲法改正の課題（3）

憲法改正の課題（2）

憲法改正の課題（1）

授業案内・導入



憲法は国家統治の基本法であり、人権保障の砦ともいえる。世界にはたくさんの国があるが（ちなみに現在、国連加盟国は193か国）、国の
数だけ憲法はあり、自分の国の憲法をよく知るためには、他国の憲法を勉強する必要がある。この講義では、世界各国の現行憲法を概観
し、さらにそれぞれの国の人びとが積み重ねてきた英知の結晶（＝憲法史）を学ぶ。
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特になし。

講義、受講者の発表報告、討論を織り交ぜて行う。

なし（プリント配布）。

講義中に適宜指示する。

(1) 比較憲法学の基礎知識を習得する。
(2) 国家とは何か、そして憲法とは何かについて自分なりの答えを見つけることができるようにする。

配付資料（プリント）を事前に熟読して講義に出席すること。

0%

100%
発表報告、討論、出席状況および受講態度により総合的に評価する。

水曜日昼休み（12:10〜13:00）
研究室（本館1809）

太平洋島嶼国、アフリカ諸国憲法史
メラネシア、ポリネシア、ミクロネシアの憲法、アフリカ諸国の憲法

中米諸国、南米諸国憲法史
コスタリカ、ブラジル憲法など

イギリス連邦諸国憲法史
カナダ、オーストラリア、ニュージーランド憲法など

その他アジア諸国憲法史
インド、タイ、フィリピン、ブータン憲法など、アジア的人権論

北朝鮮憲法史
北朝鮮憲法の歴史的展開、現行北朝鮮憲法の特色、主体思想

韓国憲法史
韓国憲法の歴史的展開、現行韓国憲法の特色、憲法裁判所

中国憲法史
中国憲法の歴史的展開、中華人民共和国憲法、台湾憲法

ロシア憲法史
ロシア憲法の歴史的展開、ソビエト憲法、現行ロシア憲法

その他ヨーロッパ諸国憲法史
オーストリア、スウェーデン、ハンガリー、スペイン、イタリア、スイス、リヒテンシュタイン、アイスランド憲
法など

ベネルクス三国憲法史
オランダ憲法、ベルギー憲法、ルクセンブルク憲法

フランス憲法史
フランス憲法の歴史的展開、1791年憲法と1793年憲法、現行フランス憲法の特色

ドイツ憲法史
ドイツ憲法の歴史的展開、ナチスの時代、現代ドイツ憲法

アメリカ合衆国憲法史
アメリカ合衆国憲法の歴史的展開、アメリカ合衆国憲法の特色、アメリカ合衆国憲法の主要条文

イギリス憲法の歴史的展開
イギリス憲法史
イギリス憲法の特色、法の支配と立憲主義

比較憲法史の意義
世界の憲法、国家と憲法、比較法の意義



これまで皆さんが学んできた憲法について、 新判例を通してより深く勉強していきたいと思います。若干専門的な知識が必要になるで
しょうが、判例やテキストの理解を通じて、憲法学の奥行きを感じとって下さい。
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憲法特殊講義Iも履修することを強く薦めます。受講者の積極的な発言と議論を期待しています。

毎回受講者が担当の判例の事案と判決理由を簡単に解説した上で、テキストの内容とともに他の問題点を参考文献をもとに考察して発表し
ます。他の受講者はその発表に対して、憲法についての知識から質問することが求められます。

特に指定しません。講義（判例）資料プリントを配布します。

平成27年重要判例解説、平成28年重要判例解説、平成29年重要判例解説（いずれもジュリスト増刊）

この講義は、多様な見解とそれに伴う問題点を咀嚼して自分の意見を構築する訓練の場です。法的思考に基づいて、客観的論理的な意見を
作り出してくれることを期待しています。

すべての受講者には、討論の対象となる判例の全文を読んだ上で、報告者に対して質疑ができるよう準備してくることが求められます。

 %

100%
発表報告、討論、出席状況および受講態度を総合的に評価します。

月曜18:00～19:00、研究室（９号館９３０３）にて行います。
メールでの相談は（takahata@law.nihon-u.ac.jp）に送信してください。

まとめ

大阪国旗国歌起立斉唱事件（2015年12月）大阪地裁

町立博物館入館拒否事件（2016年3月）和歌山地裁

花柳流除名事件（2016年5月）東京地裁

徳島ヘイトスピーチ事件（2016年4月）高松高裁

忘れられる権利事件（2016年7月）東京高裁

反戦市民監視事件（2016年2月）仙台高裁

遺族補償年金支払差別事件（2015年6月）大阪高裁

食べログ削除事件（2015年6月）札幌高裁

警察発表名誉毀損事件（2015年11月）東京高裁

風俗案内所規制条例事件（2015年2月）大阪高裁

内閣機密費開示請求事件（2016年2月）大阪高裁

タクシー運賃規制事件（2016年6月）大阪高裁

退職一時金返還請求事件（2015年12月） 高裁判決

ガイダンス



「憲法改正と大災害事態」の研究
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特になし。ただし、毎回、事前に配布する参考文献を読んだうえで出席すること。

参考文献をもとに、担当者による報告および討議を行う。

未定

『逐条解釈　災害対策基本法』『災害と住民保護』ほか。講義開始後、適宜、指示する。

大災害事態に対処するための憲法改正について考える

事前に、参考文献や関連図書に目を通しておくこと。

 %

100%

質問・相談等の受付方法については、授業中に案内する。

まとめ

憲法改正と大災害事態（１３）

憲法改正と大災害事態（１２）

憲法改正と大災害事態（１１）

憲法改正と大災害事態（１０）

憲法改正と大災害事態（９）

憲法改正と大災害事態（８）

憲法改正と大災害事態（７）

憲法改正と大災害事態（６）

憲法改正と大災害事態（５）

憲法改正と大災害事態（４）

憲法改正と大災害事態（３）

憲法改正と大災害事態（２）

憲法改正と大災害事態（１）

ガイダンス



判例の分析を通じて行政法の理論と現実について検討し、行政法の法的思考能力を高めることを目的とする。
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１年、２年次生を対象とする。

講義であるが、演習形式で行う。

行政判例百選Ⅰ・Ⅱ（別冊ジュリスト181号・182号）

行政法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ（塩野　宏，有斐閣）

行政法の思考能力を高めることで行政法の個別的問題の解決を図ることができるようにする。

毎回事前に当該判例を読んでくること。

 %

100%
行政法の知識が身についているかどうかについて判断する。

金曜日12：10～13：00　研究室にて

行政契約

行政行為③

行政行為②

行政行為①

行政立法②

行政立法①

行政組織上の関係②

行政組織上の関係①

情報公開

法の一般原則②

法の一般原則①

行政上の法律関係③

行政上の法律関係②

行政上の法律関係①

オリエンテーション



行政判例研究（例示されている判例は適宜変更される。）受講者との話し合いで決定するが、一定のテーマを元
に当該判例について、下級審から上告審に至る過程でどのような考慮がなされているかを理解するという方法も
選択肢の一である。
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特になし。受講者の知識に応じて講義内容が理解できるような進行に心がけます。

対象判例について基本的な事項をとらえ講義をおこない、質疑を行う過程で理解を深める。

特に指定はしない。必要に応じて指示する。

行政争訟法の記述がある教科書

行政法の講学上の知識を現実の紛争事例にあてはめ、その解決すべき方向性を見いだし、その実現のためになに
をなすべきかを自ら判断できる能力を涵養する。

ただ単に当該判例を読み込むだけではなく、関係判例、学説についても渉猟することを勧めます。

 %

100%
３０％：レポートの完成度　７０％：授業ごとのテーマとなる判例の理解度、関係
判例、学説も参照しながら、その射程距離の理解度

木曜12時から13時まで

判例研究（総括）

判例研究（総括）

判例研究（総括）

判例研究（総括）

判例研究（平成22年12月22日東京地裁判決）

判例研究（平成17年12月19日東京高裁判決）

判例研究（平成14年2月14日東京地裁判決）

判例研究（平成14年6月7日東京高裁判決）

判例研究（平成13年12月4日東京地裁判決）

判例研究（平成18年3月30日 高 判決）

判例研究（平成16年19月27日東京高裁判決）

判例研究（平成14年12月18日東京地裁判決）

判例研究（平成13年12月22日東京高裁決定）

判例研究（平成12年6月6日東京地裁八王子支部決定）

ガイダンス



判例研究を通して行政活動のコントロールについて検討する（判例については可能な限り 新の 高裁判例を
ピックアップしていきたい）。
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履修に条件は設けない。

講義形式で行う。

指定なし。

行政判例百選Ⅰ・Ⅱ［第6版］（有斐閣、2012年）

行政法の基本概念を習得する。

講義については、授業までに配付プリントをよく読んでおくこと。

 %

100%
主に授業内での質疑応答、レポートに基づいて成績判定する（80％）。
その他、出席状況を加味する。

月曜日12:10～13:00（事前にメールでアポイントメントを取ること）
研究室（本館6階1609） takahashi.masao@nihon-u.ac.jp

行政と情報について

行政調査について

裁量統制について３

裁量統制について２

裁量統制について１

行政上の義務履行確保について３

行政上の義務履行確保について２

行政上の義務履行確保について１

行政契約について

行政指導について

行政計画について

行政立法について

行政行為について

行政法の法源について

行政過程の概説



判例の分析を通じて行政法の理論と現実について検討し、行政法の法的思考能力を高めることを目的とする。
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１年、２年次生を対象とする。

講義であるが、演習形式で行う。

行政判例百選Ⅰ・Ⅱ（別冊ジュリスト181号・182号）

行政法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ（塩野　宏，有斐閣）

行政法の思考能力を高めることで行政法の個別的問題の解決を図ることができるようにする。

毎回事前に当該判例を読んでくること。

 %

100%
行政法の知識が身についているかどうかについて判断する。

金曜日12：10～13：00　研究室にて

行政訴訟②

行政訴訟①

行政上の不服申立て②

行政上の不服申立て①

国家補償②

国家補償①

行政手続②

行政手続①

行政上の義務履行確保②

行政上の義務履行確保①

行政調査

行政上の実力行使②

行政上の実力行使①

行政指導

オリエンテーション



行政判例研究（例示されている判例は適宜変更される。）受講者との話し合いで決定するが、一定のテーマを元
に当該判例について、下級審から上告審に至る過程でどのような考慮がなされているかを理解するという方法も
選択肢の一である。
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特になし。受講者のレベルにあわせ講義を進行する。

テーマとなる判例について基本的事項を講義し、その後質疑応答を行う。

特に指定はしない。必要に応じて指示する。

行政争訟法の記述がある教科書であればどのようなものでも可

行政法の講学上の知識を現実の紛争事例にあてはめ、その解決すべき方向性を見いだし、その実現のためになに
をなすべきかを自ら判断できる能力を涵養する。

ただ単に当該判例を読み込むだけではなく、関係判例、学説についても渉猟したうえ授業に臨むことを勧める。

 %

100%
３０％：レポートの完成度　７０％：授業ごとのテーマとなる判例の理解度、関係
判例、学説も参照しながら、その射程距離の理解度

木曜12時から13時まで

まとめ

判例研究（平成5年4月23日 高裁判決）

判例研究（昭和60年7月16日 高裁判決

判例研究（平成20年11月25日 高裁判決）

判例研究（平成14年1月17日 高裁判決）

判例研究（昭和58年8月25日東京高裁判決）

判例研究（昭和57年8月26日東京高裁判決）

判例研究（平成2年5月30日岡山地裁判決）

判例研究（昭和47年７月2５日 高裁判決）

判例研究（昭和６１年９月３０日京都地裁判決）

判例研究（平成１８年５月１８日名古屋高裁判決）

判例研究（平成１７年５月2６日名古屋地裁判決）

判例研究（平成１４年７月９日 高 判決）

判例研究（平成10年6月2日大阪高裁判決）

判例研究（平成9年4月28日神戸地裁判決）



判例研究を通して行政活動のコントロールについて検討する（判例については可能な限り 新の 高裁判例をピッ
クアップしていきたい）。
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履修に条件は設けない。

提示した判例について各自報告を行う。

指定なし。

行政判例百選Ⅰ・Ⅱ［第6版］（有斐閣、2012年）

行政法の基本概念を習得した上で、行政法判例を理解できるようにする。

判例報告については、全員事前に判例を読んでくること。

 %

100%
主に、授業内で各自が担当する判例報告に基づいて成績判定を行う（80％）。
その他出席状況、授業内の質疑応答を加味する。

月曜日12:10～13:00（事前にメールでアポイントメントを取ること）
研究室（本館6階1609） takahashi.masao@nihon-u.ac.jp

判例百選Ⅰ　112事件

判例百選Ⅰ　106事件

判例百選Ⅰ　85事件

判例百選Ⅰ　79事件

判例百選Ⅰ　76事件

判例百選Ⅰ　71事件

判例百選Ⅰ　67事件

判例百選Ⅰ　52事件

判例百選Ⅰ　33事件

判例百選Ⅰ　32事件

判例百選Ⅰ　28事件

判例百選Ⅰ　24事件

判例百選Ⅰ　８事件

判例百選Ⅰ　６事件

判例百選Ⅰ　４事件



新の地方自治法を巡る判決例を検討する。これにより、教科書を通読して得られた知識が現実にどのように必
要とされ、生かされるものであるかが理解されると思う。
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特にない。

予め検討対象の判例を指示し、講義を行い、その後質疑応答をして理解を含める。

特に指定しない。

判例地方自治の 新号など。（授業内で準備する。）

行政法の講学上の知識を現実の紛争事例にあてはめ、その解決すべき方向性を見いだし、その実現のためになに
をなすべきかを自ら判断できる能力を涵養する。

対象判例について質問・意見が行えるように準備をすることを勧める。

 %

100%
７０％：レポートの完成度を評価する。３０％：授業における検討課題について質
問に対する答え、問題提起の質を評価する。

木曜12時から13時まで

判例研究（判例地方自治７月号）②

判例研究（判例地方自治７月号）①

判例研究（判例地方自治６月号）②

判例研究（判例地方自治６月号）①

判例研究（判例地方自治５月号）②

判例研究（判例地方自治５月号）①

判例研究（判例地方自治４月号）②

判例研究（判例地方自治４月号）①

判例研究（判例地方自治３月号）②

判例研究（判例地方自治３月号）①

判例研究（判例地方自治２月号）②

判例研究（判例地方自治２月号）①

判例研究（判例地方自治1月号）②

判例研究（判例地方自治1月号）①

ガイダンス



新の地方自治法を巡る判決例を検討する。これにより、教科書を通読して得られた知識が現実にどのように必
要とされ、生かされるものであるかが理解されると思う。
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特にない。

予め検討対象の判例を指示し、講義を行い、その後質疑応答をして理解を含める。

特に指定しない。

判例地方自治の 新号など。（授業内で準備する。）

行政法の講学上の知識を現実の紛争事例にあてはめ、その解決すべき方向性を見いだし、その実現のためになに
をなすべきかを自ら判断できる能力を涵養する。

対象判例について質問・意見が行えるように準備をすることを勧める。

 %

100%
７０％：レポートの完成度を評価する。３０％：授業における検討課題について質
問に対する答え、問題提起の質を評価する。

木曜12時から13時まで

まとめ

司法試験過去問の検討③

司法試験過去問の検討②

司法試験過去問の検討①

判例研究（判例地方自治１２月号）

判例研究（判例地方自治１２月号）

判例研究（判例地方自治１１月号）

判例研究（判例地方自治１１月号）

判例研究（判例地方自治１０月号）

判例研究（判例地方自治１０月号）

判例研究（判例地方自治９月号）

判例研究（判例地方自治９月号）

判例研究（判例地方自治８月号）

判例研究（判例地方自治８月号）

ガイダンス



現代国家は租税国家である。それ故納税者は国家等による税の徴収及びその使途について無関心であってはならない。国民主権原理のも
と、常に納税者は、この税の徴収及びその使途について意見し、監視する権利があり又義務もある。
本講座では、現行の租税制度の問題点を人権論の視点から研究するため、実定税法の仕組みや税法の考え方などといった基礎理論を学ぶこ
とを目的とする。
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税法特殊講義Ⅱの履修を条件とする。また、基本的な法律学、会計学の習得ができていることを前提とする。

税法学は、日常的に発生する法現象に着目しそれを法的に検討解決することが必要となる。そのために必要な税法用語や税法概念がしっか
り身に着くようチューター方式により講義を進めていく。

北野弘久『税法学原論(第７版)』（勁草書房）、中里実他『租税判例百選(第６版)』(有斐閣)

石村耕治編著『現代税法入門塾(第８版)』（清文社）、金子宏『租税法(第２１版)』（弘文堂）、税務六法（法令・通達）は必須

租税法律主義を前提とした税法基礎理論を習得し、判例研究をもとに税法の解釈・適用における実戦論的展開が行えるようになることを目
標とする。

毎回、指示するテキスト及び判例百選の該当箇所を予習すること。予習していることを前提に講義は進める。

 %

100%
出席状況、質問内容、理解度などにより評価する。

月曜日・金曜日の午後　事前に連絡のこと。

税務調査権

地方財政権

源泉徴収制度

税務行政処分の瑕疵論

連帯納税義務・第二次納税義務制度

納税義務の成立・確定

租税法律関係の性質

税法の解釈と適用

応能負担原則(2)

応能負担原則(1)

税法の解釈と適用

実質課税の原則

租税法律主義の原則

租税の法的概念・税法の体系

税法学の特質と課題



この授業は、受講者の税法に係る基礎的学習と法常識を前提に、受講者のより専門的思考を促すことを目的とし、税法基礎につき再確認し
つつ、所得税法を中心に税法解釈学的検討をする。税法は、特殊専門的な法学分野ではなく、日々、日常的に市民が接する法分野であるこ
とを理解することが重要です。講義では、市民のための税法学を考究します。
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受験参考書ではない税法テキストの通読と理解。

講義形式であるが、双方向性のある講義とする。

伊藤悟『市民のための税法学』（八千代出版）

講義にて指示する。

税法研究者としてのリーガルマインドの喚起。

インターネットでのキーワード検索と主要記事の理解。授業中のＰＣ等利用可。

0%

100%
レポート提出を求め、出席を加味して評価する。

月～金にて、講義時間外にて、メール等にて事前連絡を受け相談のうえ面談等につき詳細日時を決定します。メールでの相談は随時受け付
けています。

所得税法の課題

所得税における国際課税問題

源泉徴収制度

家計収入と所得、家計支出と必要経費

所得税法・事業所得等と企業会計

所得分類の問題～勤労所得、資産所得、資産勤労協働所得、１０種所得

分類所得税、総合所得税、新所得税論

所得課税の基本原則～同一所得・同一税、等

所得課税の基礎～所得概念論と課税所得金額の計算

税制論～所得税、消費税、資産税

日本国憲法３０条と８４条～租税法律主義

税法学の基本原理・原則について～税法定原理の展開

税法学の特質について～意義、目的、本質

税法学の基礎について～税とは何か、税・法・学とは

オリエンテーション、「市民のための税法学」の主張



国政の内容を規定し、国民生活のあらゆる局面に決定的影響を及ぼす税法は、現代法の中心領域に位置する。それゆえに、現代における真
に生きたリーガルマインドを形成する上では不可欠の科目となる。本講座は、租税法律関係を理解し、納税者の権利を侵害から擁護しうる
だけの税法学の学識と法的実践力の養成を目指す。
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基礎的な法律学、会計学の習得はできていることを前提とする。

我国税法の特徴を考慮しながら、税法理論と課税構造を体系的に理解する上で重要で実務上もよく問題となるテーマを中心に採り上げ、こ
れを民主主義法学の立場から体系的、具体的に分析し、理解を進めていく。受講者による基調報告が行われる。

 北野弘久著 黒川功監修 『税法学原論（第７版）』勁草書房。同『納税者の権利』（岩波新書）。

北野弘久他編『日本税制の総点検』（勁草書房）。 税法六法（法令・通達）は必須。

具体的な事件から的確に租税法律関係を読み解き、そこに含まれる法的問題の本質を理解し、事件の正しい法的解決の方途まで指し示せる
だけの税法専門家としての力量の養成。

膨大な税法体系を短期間に理解しかつ実務的応用力を養うため、またそれ以前に、税法の前提とする市民法生活を規律する諸法の理解が求
められるため、必然的に学習量は多くなる。

0%

100%
平常点。

水曜５限（４時２０分～５時５０分）

所得税法（２）－納税義務者、課税単位、帰属

所得税法（１）－所得概念と所得課税

新地方財政権と本来的租税条例主義

税法と法の一般原則

応益課税論

応能負担原則

税法の解釈適用と租税回避行為

実質課税論

租税法律主義の原則（２）

租税法律主義の原則（１）

租税法律関係と税法体系

租税概念

税法学の特質（２）

税法学の特質（１）

租税制度と国民生活・権利



現代国家は租税国家である。それ故納税者は国家等による税の徴収及びその使途について無関心であってはならない。国民主権原理のも
と、常に納税者は、この税の徴収及びその使途について意見し、監視する権利があり又義務もある。
本講座では、現行の租税制度の問題点を人権論の視点から研究するため、実定税法の仕組みや税法の考え方などといった基礎理論を学ぶこ
とを目的とする。
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税法特殊講義Ⅰの履修を条件とする。また、基本的な法律学、会計学の習得ができていることを前提とする。

税法学は、日常的に発生する法現象に着目しそれを法的に検討解決することが必要となる。そのために必要な税法用語や税法概念がしっか
り身に着くようチューター方式により講義を進めていく。

北野弘久『税法学原論(第７版)』（勁草書房）、中里実他『租税判例百選(第６版)』(有斐閣)

石村耕治編著『現代税法入門塾(第８版)』（清文社）、金子宏『租税法(第２１版)』（弘文堂）、税務六法（法令・通達）は必須

租税法律主義を前提とした税法基礎理論を習得し、判例研究をもとに税法の解釈・適用における実戦論的展開が行えるようになることを目
標とする。

毎回、指示するテキスト及び判例百選の該当箇所を予習すること。予習していることを前提に講義は進める。
なお講義で題材とする判例は適宜指示する(シラバスの通り)。

 %

100%
出席状況、質問内容、理解度などにより評価する。

月曜日・金曜日の午後　事前に連絡のこと。

判例研究(15)
一小判昭和33・5・29（民集12巻8号1254頁）

判例研究(14)
東京高判25・7・19 （訟月60巻5号1089頁）

判例研究(13)
三小決平成6・9・16（刑集48巻6号357頁）

判例研究(12)
二小判平成20・9・12（訟月55巻7号2681頁）

判例研究(11)
三小判平成27・3・10（刑集69巻2号434頁）

判例研究(10)
三小判平成22・7・6（民集64巻5号1277頁）

判例研究(9)
三小判昭和46・11・9（民集25巻8号1120頁）

判例研究(8)
二小判平成13・7・13（訟月48巻7号1831頁）

判例研究(7)
東京高判平成11・6・21（判時1685号33頁）

判例研究(6)
三小判昭和62・10・30（訟月34巻4号853頁）

判例研究(5)
三小判平成22・3・2（民集64巻2号420頁）

判例研究(4)
福岡地判昭和55・6・5（訟月26巻9号1572頁）

判例研究(3)
二小判昭和33・3・28（民集12巻4号624頁）

判例研究(2)
一小判平成23・9・22（民集65巻6号2756頁）

判例研究(1)
大判昭和63・3・27（民集39巻2号247頁）



この授業は、受講者の税法に係る基礎的学習を前提に、受講者のより専門的思考を促すことを目的とし、個別税
法の研究をするものです。所得税法の研究を除く。また、計算演習はしません。
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税法特集講義Ⅰ(担当：伊藤悟)の履修聴講済であること。

講義形式であるが、双方向性のある講義とする。

伊藤悟『市民のための税法学』（八千代出版）

講義にて指示する。

税法研究者としてのリーガルマインドの喚起。

インターネットでのキーワード検索と主要記事の理解。授業中のPC等利用可。

0%

100%

。

課題に対するレポート提出。出席を加味して総合評価する。

月～金にて、講義時間外にて、メール等にて事前連絡を受け相談のうえ面談等につき詳細日時を決定します。
メールでの相談は随時受け付けています。

日本税制のあり方

相続税の課題(3)

相続税の課題(2)

相続税の課題(1)

消費税の課題(4)

消費税の課題(3)

消費税の課題(2)

消費税の課題(1)

法人税の課題(6)

法人税の課題(5)

法人税の課題(4)

法人税の課題(3)

法人税の課題(2)

法人税の課題(1)

オリエンテーション、税法の解釈と適用



 国政の内容を規定し、国民生活のあらゆる局面に決定的影響を及ぼす税法は、現代法の中心領域に位置する。それゆえに、現代における真
に生きたリーガルマインドを形成する上では不可欠の科目となる。本講座は、租税法律関係を理解し、納税者の権利を侵害から擁護しうる
だけの税法学の学識と法的実践力の養成を目指す。
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基礎的な法律学、会計学の習得はできていることを前提とする。

我国税法の特徴を考慮しながら、税法理論と課税構造を体系的に理解する上で重要で実務上もよく問題となるテーマを中心に採り上げ、こ
れを民主主義法学の立場から体系的、具体的に分析し、理解を進めていく。受講者による基調報告が行われる。

 北野弘久著 黒川功監修 『税法学原論（第７版）』勁草書房。同『納税者の権利』（岩波新書）。

北野弘久他編『日本税制の総点検』（勁草書房）。 税法六法（法令・通達）は必須。

具体的な事件から的確に租税法律関係を読み解き、そこに含まれる法的問題の本質を理解し、事件の正しい法的解決の方途まで指し示せる
だけの税法専門家としての力量の養成。

膨大な税法体系を短期間に理解しかつ実務的応用力を養うため、またそれ以前に、税法の前提とする市民法生活を規律する諸法の理解が求
められるため、必然的に学習量は多くなる。

0%

100%
平常点。

水曜５限（４時２０分～５時５０分）

租税処罰法（２）

租税処罰法（１）

租税争訟法（２）

租税争訟法（１）

租税手続法（２）

租税手続法（１）

相続・贈与税法（２）

相続・贈与税法（１）

消費税法（２）

消費税法（１）

法人税法（２）

法人税法（１）

所得税法（５）－所得・税額控除と所得税の計算

所得税法（４）－給与所得課税

所得税法（３）－所得分類



国際法について深い学識をもつことを目的とする。
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学部での国際法履修

国際法の判例・事例を受講生が調べ、報告する。どの判例・事例を調べるかは、受講生と話し合ったうえで、決
める。

授業中に指定する。

授業中に指定する。

国際法の判例・事例について精通することを到達目標とする

報告者はもちろんのこと、それ以外の受講生も講義前には、相当量の予習を求められる。

0%

100%
50%をレポートでの評価、50%を出席、ゼミへの参加、報告の内容を加味して評価す
る。

月曜日13時00分―14時30分（事前にメールでアポイントメントを取ること）

前期まとめ

判例・事例研究⑬：国際人道法について

判例・事例研究⑫：武力行使について

判例・事例研究⑪：国際刑事裁判所について

判例・事例研究⑩：非裁判手続きと裁判手続きについて

判例・事例研究⑨：環境の保護について

判例・事例研究⑧：国家責任について

判例・事例研究⑦：外交官・領事について

判例・事例研究⑥：人権について

判例・事例研究⑤：外国人の権利について

判例・事例研究④：海洋法について

判例・事例研究③：領土について

判例・事例研究②：国際機構・個人の国際法主体性について

判例・事例研究①：国際法主体としての国家について

前期授業説明



国際法について深い学識をもつことを目的とする。
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学部での国際法履修

国際法に関する英文論文を精読する。どの論文を読むかは、受講生と話し合ったうえで、決める。

授業中に指定する。

授業中に指定する。

英文論文を読みこなすことができることを到達目標とする

報告者はもちろんのこと、それ以外の受講生も講義前には、相当量の予習を求められる。

0%

100%
50%をレポートでの評価、50%を出席、ゼミへの参加、報告の内容を加味して評価す
る。

月曜日13時00分―14時30分（事前にメールでアポイントメントを取ること）

後期まとめ

英文論文精読：国際人道法について

英文論文精読：武力行使について

英文論文精読：国連平和維持活動について

英文論文精読：集団安全保障について

英文論文精読：自衛権について

英文論文精読：裁判手続きについて

英文論文精読：人権について

英文論文精読：国際公域について

英文論文精読：海洋法について

英文論文精読：領土問題について

英文論文精読：外交官・領事について

英文論文精読：国家について

英文論文精読：国際慣習法について

後期授業説明



刑法の基本問題について、検討・討論し、理解を深めることを目的とする。
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概説書・体系書をひととおり読んでおり、学部の授業で扱う事項程度は一応理解している者であること。

設問を用いた問答法（ソクラティック・メソッド）により進めることを基本とし、必要に応じて判例や論文の検
討をもおこなう。

設楽裕文編『法学刑法５判例インデックス1000〈コンメンタール〉』信山社
各自の刑法のテキスト

設楽裕文編『法学刑法３演習（総論）』信山社
設楽裕文編『法学刑法４演習（各論）』信山社

法学部で学んだ刑法の諸問題についての理解をより深め、学術的テーマを発見して論文に構成できるようにな
る。

事前に設問等を検討して問答に対応できるように準備する必要がある。

0%

100%
問答、討論の内容のほか、授業に取り組む姿勢・意欲により評価する。

授業終了後、授業講堂ないしその周辺でおこなう（ 大で60分）。

共犯と正当防衛、過剰防衛

正当防衛と誤想防衛など

違法性とその阻却、行為無価値論と結果無価値
論

早すぎた構成要件実現など

錯誤（Ⅱ）　因果関係の錯誤

錯誤（Ⅰ）　客体の錯誤、方法の錯誤

故意

因果関係（Ⅱ）　相当因果関係、客観的帰属論

因果関係（Ⅰ）　条件関係

実行行為と間接正犯

実行行為と不真正不作為犯

実行行為と危険性

行為論

刑法の解釈

序－授業方法説明、設問指定



　刑法学上の重要テーマのうち，犯罪論を中心に深く掘り下げた検討を加える。また理論刑法学が直面する今日的課題の解明を試みる。こ
の授業は，そうした刑法学上の重要テーマについての深い理解を得るとともに，刑事判例の動向を探りながら判例をめぐる学説の動きに目
を向け，実践的かつ理論的アプローチを通じて，参加者が自ら，自分の研究関心が捉えた対象と取り組んで刑法学の研究をすすめて行くこ
とのできる応用能力を獲得することを目的とする。
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　とくにないが，学部レベルの刑法総論（刑法Ⅰ）、刑法各論（刑法Ⅱ）についての基礎的理解が必要であることはいうまでもない。

　開講時に，重要な刑事判例， 新の裁判例，また学術論文等からいくつかを選び出し，必要に応じて教員のレクチャーを挟みながら，基
本的には受講者による報告に基づいて議論を行う，という参加型の授業を試みようと考えている。

　指定しない。教材は，必要に応じて配布する。ただし，六法は必携。

　『刑法判例百選Ⅰ〔第7版〕』有斐閣(2014)，『刑法判例百選Ⅱ〔第7版〕』同(2014)，『平成2６年度重要判例解説』同(2014)，『判例セ
レクト(2009～2013)[Ⅰ]』同(2015)，ほか。

　授業目的に掲げた通り，犯罪論領域の基本的かつ発展的諸テーマについての理解を獲得することに加えて，自らが設定した研究テーマに
向って資料の収集・分析・検討・考察をすすめて行くスキルを身につけることが到達目標となる。

　自己の学力を顧み，必要に応じて教科書，体系書を読み込み，刑法学の基礎的理解を確かなものにしておく必要がある。開講時に授業予
定を決めるので，それに従って毎回予習を怠りなく準備をして授業に参加してほしい。

0%

100%
報告および質疑内容：50％，授業時の質問・意見等発言内容と議論への参加度：30％，その他の要素
（たとえば提出物など）：20％（試験は行わない。）

　土曜日，12時10分から13時まで研究室で対応する。ただし，Ｅメール（開講時に開示）による事前のアポイントメントを要する。予約無
しに訪れても面談は不可である。Ｅメールによる質問・相談も受付ける。授業内容以外で受付ける質問・相談事項は，刑事法学の研究一般
について。

罪数と科刑処理に関する判例の検討

共犯の諸問題と判例の動向③

共犯の諸問題と判例の動向②

共犯の諸問題と判例の動向①

犯罪の遂行過程と各段階の刑事規制，実行の着手に関する重要判例の検討

錯誤論（法律の錯誤）に関する重要判例の検討

錯誤論（事実の錯誤）に関する重要判例の検討

故意論の意義と全体像

正当防衛をめぐる判例の動向③

正当防衛をめぐる判例の動向②

正当防衛をめぐる判例の動向①

違法論の意義と違法性阻却の原理総論

構成要件論の意義と因果関係をめぐる重要判例の検討

罪刑法定主義に関する重要判例の検討

ガイダンスおよび授業スケジュール，報告担当者等を受講者・教員間で協議のうえ決定



アメリカ法及びイギリス法を中心として、少年処遇制度の内容・手続の概要を総合的に解説することを目的とす
る。

- 31 -

英米法に興味を有すること。

テキストをコピーして配布し、読訳して解説する。

Michael J.Allen  “Textbook on Criminal Law”　〔2005〕Oxford大学出版

Jonathan Harring “Criminal Law” 〔2006〕Oxford大学出版

英米法における少年処遇制度の理解。

事前に予習をすること。

0%

100%

実施しない

担当部分を報告し、それを評価する。

シカゴ学派の研究

素質と環境（２）

素質と環境（１）

少年の処遇（３）

少年の処遇（２）

少年の処遇（１）

少年の特性（５）

少年の特性（４）

少年の特性（３）

少年の特性（２）

少年の特性（１）

The　EREMENTS of　Crime（４）成人と少年の区別

The　EREMENTS of　Crime（３）成人と少年の区別

The　EREMENTS of　Crime（２）成人と少年の区別

The　EREMENTS of　Crime（１）成人と少年の区別



刑法解釈上の重要問題について、一行問題・事例問題を材料にしながら、院生による発表・討論を通して研究を深める。
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特になし。

発表・討論による。

船山泰範『刑法を学ぶための道案内』（法学書院）
船山泰範『刑法の礎・総論』（法律文化社）

船山泰範『刑法学講話〔総論〕』（成文堂）
船山泰範 『刑法の役割と過失犯論』 （北樹出版）

刑法学が当面している課題について、基本的な理解ができ、自分なりの見解が持てるようにする。さらに、裁判員制度の課題、検察審査会
のあり方、捜査の可視化など、刑事司法の現状を理解し、自らの課題を検証する。

予め、科目担当者の著作を読み、考え方に接しておくことが期待される。刑法、刑事訴訟法、刑事政策の全般について、きちんと基礎知識
を学んでおくことが必要とされる。

0%

100%
発表に際して作成するレジュメ、発表内容、質疑応答などによって評価する。学部学生の裁判傍聴の
手伝いも評価に含める。

月曜日５時限（1６：２0～1７：５0）　※詳細は講義にて周知

尊厳死

結果無価値論と行為無価値論

抽象的事実の錯誤

打撃の錯誤

ひき逃げの擬律

相当因果関係の判断基準

犯罪の成立要件

施設内処遇と社会内処遇

死刑存廃論

刑罰の本質

裁判員裁判の課題

捜査の可視化

刑法の解釈

刑法の基本原則

刑法の役割



刑法の基本問題について、検討・討論し、理解を深めることを目的とする。
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概説書・体系書をひととおり読んでおり、学部の授業で扱う事項程度は一応理解している者であること。

設問等を用いた問答法（ソクラティック・メソッド）により進めることを基本とし、必要に応じて判例や論文の
検討をもおこなう。

設楽裕文編『法学刑法５判例インデックス1000〈コンメンタール〉』信山社
各自の刑法のテキスト

設楽裕文編『法学刑法３演習（総論）』信山社
設楽裕文編『法学刑法４演習（各論）』信山社

法学部で学んだ刑法の諸問題についての理解をより深め、学術的テーマを発見して論文に構成できるようにな
る。

事前に設問等を検討して問答に対応できるように準備する必要がある。

0%

100%
問答、討論の内容のほか、授業に取り組む姿勢・意欲により評価する。

授業終了後、授業講堂ないしその周辺でおこなう（ 大で60分）。

まとめ

犯人蔵匿罪、証拠隠滅罪、偽証罪の諸問題

文書偽造罪（Ⅲ）　有形偽造（２）、無形偽造

文書偽造罪（Ⅱ）　有形偽造（１）

文書偽造罪（Ⅰ）　客体

盗品関与罪の諸問題

不動産取引と詐欺罪、横領罪、背任罪

横領罪の諸問題

詐欺罪（Ⅴ）　誤振込み、三角詐欺など

詐欺罪（Ⅳ）　不法原因給付と詐欺罪

詐欺罪（Ⅲ）　財産上の損害、相当対価の提供

詐欺罪（Ⅱ）　交付行為

詐欺罪（Ⅰ）　証明文書の詐取など

強盗罪の諸問題

窃盗罪の諸問題



　刑法典各則の罪を中心に，各種犯罪定型の意義と保護法益，構成要件の特徴，構造をふまえ，個々の類型固有の問題解明を行う。また，
各種犯罪類型が直面する今日的課題解明を行うことを目的とする。この授業は，そうした刑法各論上の重要テーマについての深い理解に到
達するとともに，刑事判例の動向を探りながら学説の動きに目を向け，実践的かつ理論的アプローチを通じて，参加者が自ら自己の研究を
すすめることのできる応用能力の獲得を目的とする。
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　とくにないが，学部レベルの刑法各論（刑法Ⅱ）、刑法総論（刑法Ⅰ）についての基礎的理解が必要であることはいうまでもない。

　開講時に，重要な刑事判例， 新の裁判例，また学術論文等からいくつかを選び出し，必要に応じて教員のレクチャーを挟みながら，基
本的には受講者による報告に基づいて議論を行う，という参加型の授業を試みようと考えている。

指定しない。教材は，必要に応じて配布する。ただし，六法は必携。

『刑法判例百選Ⅰ〔第7版〕』有斐閣(2014)，『刑法判例百選Ⅱ〔第7版〕』同(2014)，『平成2６年度重要判例解説』同(2014)，『判例セレ
クト(2009～2013)[Ⅰ]』同(2015)，ほか。

　授業目的に掲げた通り，刑法各論上の発展的諸テーマについての理解を獲得することに加えて，自らが設定した研究テーマに向って資料
の収集・分析・検討・考察をすすめて行くスキルを身につけることが到達目標となる。

　自己の学力を顧み，必要に応じて教科書，体系書を読み込み，刑法学の基礎的理解を確かなものにしておく必要がある。開講時に授業予
定を決めるので，それに従って毎回予習を怠りなく準備をして授業に参加してほしい。

0%

100%
報告および質疑内容：50％，授業時の質問・意見等発言内容と議論への参加度：30％，その他の要素
（たとえば提出物など）：20％（試験は行わない。）

　土曜日，12時10分から13時まで研究室で対応する。ただし，Ｅメール（開講時に開示）による事前のアポイントメントを要する。予約無
しに訪れても面談は不可である。Ｅメールによる質問・相談も受付ける。授業内容以外で受付ける質問・相談事項は，刑事法学の研究一般
について。

サイバーポルノの諸問題，判例と立法の検討

文書偽造罪の諸問題②（コンピュータデータと文書の意義をめぐる判例と立法の動向）

文書偽造罪の諸問題①（コピーと文書偽造および作成名義人の承諾と同罪の成否等）

わいろ罪の体系と問題点および「職務に関し」の意義をめぐる判例の動向の検討

放火罪の客体と建造物の一体性に関する判例の検討

不動産の二重処分と横領・背任に関する諸判例の検討

横領に関する判例の検討②（横領後の横領をめぐる判例の動向の検討）

横領に関する判例の検討①（いわゆる「金銭所有権」について）

詐欺罪の課題（訴訟詐欺，クレジットカード詐欺をめぐる判例の検討）

事後強盗罪の問題点（判例・学説の検討）

不法領得の意思をめぐる判例の動向（窃盗および詐欺）

名誉の保護と刑法（名誉棄損罪と真実性の錯誤に関する判例の検討）

生命身体に対する罪の成否と被害者の承諾②（傷害罪と被害者の承諾に関する判例の検討）

生命身体に対する罪の成否と被害者の承諾①（自殺関与と殺人に関する判例の検討）

ガイダンスおよび授業スケジュール，報告担当者等を受講者・教員間で協議のうえ決定



アメリカ法及びイギリス法を中心として、少年処遇制度の内容・手続の概要を総合的に解説することを目的とす
る。
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英米法に興味を有すること。

テキストをコピーして配布し、読訳して解説する。

Michael J.Allen  “Textbook on Criminal Law”　〔2005〕Oxford大学出版

Jonathan Harring “Criminal Law” 〔2006〕Oxford大学出版

英米法における少年処遇制度の理解。

事前に予習をすること。

0%

100%

実施しない

担当部分を報告し、それを評価する。

Gault事件判決に対する論評（３）

Gault事件判決に対する論評（２）

Gault事件判決に対する論評（１）

Gault事件についての判断

Gault事件の法的問題点（４）

Gault事件の法的問題点（３）

Gault事件の法的問題点（２）

Gault事件の法的問題点（１）

Gault事件の事実関係

イギリスの裁判制度

アメリカの裁判制度

刑事手続と憲法（２）

刑事手続と憲法（１）

成人と少年の区別と刑法（２）

成人と少年の区別と刑法（１）



刑法解釈上の重要問題について、一行問題・事例問題を材料にしながら、院生による発表・討論を通して研究を深める。
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特になし。

発表・討論による。

船山泰範『刑法を学ぶための道案内』（法学書院）
船山泰範『刑法の礎・総論』（法律文化社）

船山泰範『刑法学講話〔総論〕』（成文堂）
船山泰範 『刑法の役割と過失犯論』 （北樹出版）

刑法学が当面している課題について、基本的な理解ができ、自分なりの見解が持てるようにする。さらに、裁判員制度の課題、検察審査会
のあり方、捜査の可視化など、刑事司法の現状を理解し、自らの課題を検証する。

予め、科目担当者の著作を読み、考え方に接しておくことが期待される。刑法、刑事訴訟法、刑事政策の全般について、きちんと基礎知識
を学んでおくことが必要とされる。

0%

100%
発表に際して作成するレジュメ、発表内容、質疑応答などによって評価する。学部学生の裁判傍聴の
手伝いも評価に含める。

月曜日５時限（1６：２0～1７：５0）　※詳細は講義にて周知

管理過失

コンピュータ犯罪

業務妨害罪

無銭飲食の動機と刑事政策

事後強盗罪の新しい課題

２項犯罪

暴行と傷害の区別

臓器移植と刑法

共同正犯の解消

間接正犯と教唆犯

同時犯と同時傷害の特例

実行共同正犯と共謀共同正犯

原因において自由な行為

期待可能性の活用の可能性

誤想防衛、誤想過剰防衛



現在、刑事訴訟法が当面している課題を中心に検討をする。その際、刑事訴訟法の理論上の重要問題に
ついて、院生の発表や院生との討論を通して研究を深める。そのほか、司法制度改革の資料等についても必要に応じて検討を加える。

- 37 -

特になし。

近の重要判例や司法制度改革の資料等の検討する。その際、院生の発表や院生との討論等を通して問題を検討し、それぞれの検討課題に
ついての理解を深める。

福井厚「刑事訴訟法講義（第５版）」（法律文化社）。

各検討課題ごとに必要に応じて指示する。

刑事訴訟法の基本構造と手続の流れを習得して、刑事手続の内容を理解できるようにする。その上で、現在、刑事訴訟法が当面している課
題を中心に検討して、 近の実務の動向や立法の動向について分析し、 近の課題との関係も含めて刑事訴訟法の理解を深める。

授業で採りあげることが予定されている課題についての資料や判例を予め読んでおくこと。

 %

１００%
授業時における課題や検討テーマに対する意見の発表と討論の内容によって評価する。

授業後に質問を受け付けます。

余罪取調と別件逮捕をめぐる問題点（２）

余罪取調と別件逮捕をめぐる問題点（１）

被疑者取調べをめぐる 近の立法の動向（3）

被疑者取調べをめぐる 近の立法の動向（２）

被疑者取調べをめぐる 近の立法の動向（１）

被害者の法的地位（２）

被害者の法的地位（１）

刑事弁護制度（２）

刑事弁護制度（１）

裁判員裁判と憲法問題（２）

裁判員裁判と憲法問題（１）

諸外国における国民の司法参加制度（２）

諸外国における国民の司法参加制度（１）

裁判員制度の概要とその理論的問題点（２）

裁判員制度の概要とその理論的問題点（１）



　刑事訴訟法を一通り学習していることを前提に、刑事訴訟法上生起する重要問題を適宜取り上げて、深く掘り
下げた検討を行う。取り上げるテーマは捜査法を主たる対象とするが、その際、重要な判例が検討の素材となろ
う。
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　特になし。

　毎回、事前に「レジメ」を配付して関連判例や参考文献に目を通していることを前提に演習形式で行う。

　特に指定なし。

　毎回、事前に配付する「レジメ」で指示する。

　検討の対象である各テーマにつき、刑事訴訟法全体における正確な位置づけができるようになることを目指
す。

　毎回、事前に配付する「レジメ」には「設問」が付せられているので、参加者はその解答を用意したうえで参
加することを条件とする。

0%

100%
講義において配付された資料（判例など）の分析の結果を参考とする。

　事前に予約すること。授業後行う。

 捜査における犯罪被害者

 接見交通権

 不出頭と逮捕

 任意同行と取調べ

 職務質問と所持品検査

 強制処分法定主義②

 強制処分法定主義①

 令状主義とその例外②

 令状主義とその例外①

 逮捕・勾留②

 逮捕・勾留①

 捜索・差押え②

 捜索・差押え①

 刑事裁判における事実認定②

 刑事裁判における事実認定①



現在、刑事訴訟法が当面している課題を中心に検討をする。その際、刑事訴訟法の理論上の重要問題に
ついて、院生の発表や院生との討論を通して研究を深める。そのほか、司法制度改革の資料等についても必要に応じて検討を加える。
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特になし。

近の重要判例や司法制度改革の資料等の検討する。その際、院生の発表や院生との討論等を通して問題を検討し、それぞれの検討課題に
ついての理解を深める。

福井厚「刑事訴訟法講義（第５版）」（法律文化社）。

各検討課題ごとに必要に応じて指示する。

刑事訴訟法の基本構造と手続の流れを習得して、刑事手続の内容を理解できるようにする。その上で、現在、刑事訴訟法が当面している課
題を中心に検討して、 近の実務の動向や立法の動向について分析し、 近の課題との関係も含めて刑事訴訟法の理解を深める。

授業で採りあげることが予定されている課題についての資料や判例を予め読んでおくこと。

 %

１００%
授業時における課題や検討テーマに対する意見の発表と討論の内容によって評価する。

授業後に質問を受け付けます。

控訴審の構造と事実の取調べ（２）

控訴審の構造と事実の取調べ（１）

伝聞法則について重要問題(４)

伝聞法則について重要問題(３)

伝聞法則について重要問題(２)

伝聞法則について重要問題(１)

公判前整理手続(４)

公判前整理手続(３)

公判前整理手続(２)

公判前整理手続(１)

訴因制度をめぐる問題点（３）

訴因制度をめぐる問題点（２）

訴因制度をめぐる問題点（１）

検察審査会制度（２）

検察審査会制度（1）



　刑事訴訟法を一通り学習してきていることを前提に、刑事訴訟法上生起する重要問題を取り上げて、深く掘り
下げた検討を行う。取り上げるテーマは証拠法を主たる対象とするが、審判の対象と裁判の効力との関係も重点
的に取り上げる。その際、重要な判例が検討の素材となろう。
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　特になし。

　毎回、事前に「レジメ」を配付して関連判例や参考文献に目を通していることを前提に演習形式で行う。

　特に指定なし。

　毎回、事前に配付する「レジメ」で指示する。

　検討の対象である各テーマにつき、刑事訴訟法全体における正確な位置付ができるようになることを目指す。

　毎回、事前に配付する「レジメ」には「設問」が付せられているので、参加者はその解答を用意したうえで参
加することを条件とする。

0%

100%
講義において配付された資料（判例など）の分析の結果を参考とする。

　事前に予約すること。授業後に行う。

 証拠法⑦（共犯者の自白）

 証拠法⑥（証明力を争う証拠」）

 証拠法⑤（伝聞証拠）

 証拠法④（自白の証明力）

 証拠法③（自白の証拠能力）

 証拠法②（違法収集証拠）

 証拠法①（総論）

 審判の対象と裁判の効力②

 審判の対象と裁判の効力①

 公判準備

 起訴状一本主義

 公訴の提起

 事実認定と上告

 事実認定と控訴

 刑事裁判における事実認定



前期のテーマについては、個別具体的な刑事司法の各段階を追って、応報的司法と修復的司法の両方の考え方も
踏まえて、欧米の資料も参考にしながら、考察を深めることにする。
後期については、少年犯罪に関する司法手続などを巡る課題について検討を加える。
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憲法、刑法、刑事訴訟法、少年法の基本的な知識を有していることが望ましい。
英語文献を読むので、ある程度の読解力が求められる。
テーマ毎に主たる報告者を決め、基調報告を踏まえて討論を行う。

特に指定せず。その都度、必要な資料を指示、または配付する

特に指定せず。アメリカ連邦司法省司法研究所のデータベース･イギリス内務省等から、関連論文をダウンロード
する。

基本的な現状理解にとどまらず、どうすれば課題克服が可能かについても提案できるようにする。

各テーマに関する基本文献や論文を指示するので、事前に基調報告者以外も必要な資料を十分読みこなしておい
てもらいたい。

 %

100%
基調報告に対して討論を実施するので、その寄与度を毎回評価することによって変
える。

４限目に研究室で実施する。
ただし、メールで事前予約することが望ましい。

被害者の権利（２）
その他の法領域における被害者保護の現状と課題について検討する。

被害者の権利（１）
刑事司法手続における被害者の権利の現状について検討する。

高齢者犯罪への対応について検討する。

保護観察制度を中心とした社会内処遇の現状と課題について

自由刑の現状と課題について検討する。

死刑制度の是非について検討する。

応報的司法と修復的司法（２）
修復的司法を応報的司法とどの様に関係付けることが出来るのか検討する。

応報的司法と修復的司法（１）
応報的司法の現状と課題について検討する。

猶予制度の現状と課題について検討する。

成人犯罪者の再犯抑止について検討する。

三者連携のあり方（１）
刑事司法機関、自治体、及び生活者の犯罪抑止における連携及び課題について検討する。

犯罪抑止の担い手（２）
非専門家である一般人の役割と機能について検討する。

犯罪抑止の担い手（１）
専門家･機関の役割と機能について検討する。

犯罪原因論の変遷（２）
犯罪＝加害者（行為者）＋被害者＋物理的環境
物理的環境要因の存否から犯罪原因を検討する。

犯罪原因論の変遷（１）
犯罪＝素質＋環境 個人に着目した犯罪原因論の変遷について検討する。



前期のテーマについては、個別具体的な刑事司法の各段階を追って、応報的司法と修復的司法の両方の考え方も
踏まえて、欧米の資料も参考にしながら、考察を深めることにする。
後期については、少年犯罪に関する司法手続などを巡る課題について検討を加える。
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憲法、刑法、刑事訴訟法、少年法の基本的な知識を有していることが望ましい。
英語文献を読むので、ある程度の読解力が求められる。
テーマ毎に主たる報告者を決め、基調報告を踏まえて討論を行う。

特に指定せず。その都度、必要な資料を指示、または配付する

特に指定せず。アメリカ連邦司法省司法研究所のデータベース･イギリス内務省等から、関連論文をダウンロード
する。

基本的な現状理解にとどまらず、どうすれば課題克服が可能かについても提案できるようにする。

各テーマに関する基本文献や論文を指示するので、事前に基調報告者以外も必要な資料を十分読みこなしておい
てもらいたい。

 %

100%
基調報告に対して討論を実施するので、その寄与度を毎回評価することによって変
える。

４限目に研究室で実施する。
ただし、メールで事前予約することが望ましい。

社会奉仕命令の運用に向けた検討について

日本版メーガン法の制定について

性非行について

薬物非行について

保護観察制度の現状と課題について（２）
仮退院を巡る課題を中心に

保護観察制度の現状と課題について（１）
一号観察を巡る課題を中心に

少年矯正の現状と課題について

少年事件における裁判員裁判について

少年事件に関する刑事司法手続について

少年審判について

刑事裁判の現状と課題について

検察（制度）の現状と課題について（２）
少年司法手続における検察（官）の役割と機能について検討する。

検察（制度）の現状と課題について（１）
検察（制度）の基本原則と刑事司法に果たす役割と機能について検討する。

警察（制度）の現状と課題について（２）
少年事件に果たす警察の役割と機能について検討する。

警察（制度）の現状と課題について（１）
健全育成と少年保護に果たす少年警察の役割と機能について検討する。



民主主義とは何か、どういう問題があるかについて、ハンス・ケルゼン『民主主義の本質と価値』を教材として、
法哲学・憲法学・政治学の基本問題を考察する。
出席者の希望に応じて、ドイツ語原文and/or英訳を並行して講読する。
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英語ないしドイツ語のある程度の独解力

初の四回は講義、その後は毎回『民主主義の本質と価値』をほぼ一章ずつ講読・討論する。

【教科書】ハンス・ケルゼン『民主主義の本質と価値』（岩波文庫）
【教科書】Hans Kelsen, Vom Wesen und Wert der Demokratie

【教科書】Hans Kelsen, Essence and Value of Democracy
（参考書）『ハンス・ケルゼン著作集』、鵜飼信成編『ハンス・ケルゼン』

第一次大戦の敗戦国ドイツ・オーストリアの憲法状況・政治状況を理解し、なぜ民主的ワイマール憲法からナ
チスが生れ出たのかを考え、日本国憲法の問題点の考察に連結させる。

ワイマール体制、ナチス、オーストリア史について基礎知識を得ておく

 %

100%
出席・報告・討論の状況から総合評価。

講読・発表：総合討論

講読・発表：ワイマール民主制の破局

講読・発表：民主主義と世界観

講読・発表：マルクス主義の民主主義論

講読・発表：統治者の選択

講読・発表：民主主義と行政

講読・発表：多数決原理

講読・発表：議会制度の改革

講読・発表：議会制度

講読・発表：「国民」とは何か

講読・発表：自由について

講義：ハンス・ケルゼンの学説

講義：ハンス・ケルゼンの生涯

講義：20世紀前半のドイツ、オーストリア

講義：民主主義論の根本問題



20世紀前半における民主主義・自由主義の代表的批判者カール・シュミットの問題提起を、『現代議会主義の精神史的状況』を教材として
考察する。ワイマール民主主義の危機の中で思索したシュミットの問題提起の現代的意味を再考する。出席者の希望に応じて、ドイツ語原
文and/or英訳を並行して講読する。
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英語ないしドイツ語のある程度の独解力

初の六回は講義、その後は毎回『現代議会主義の精神史的状況』を講読・討論する。

【教科書】カール・シュミット『現代議会主義の精神史的状況』（樋口陽一訳）（岩波文庫）
【教科書】Carl Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus

【教科書】Carl Schmitt, The Crisis of Parliamentary Democracy
（参考書）『カール・シュミット著作集』(I・II)

自由主義者ケルゼンと自由主義の批判者シュミットの対比を通じて民主主義・議会主義のもつ諸問題を認識し、その
現代的状況への展望を得る。

カール・シュミットについて、予備知識を得ておく。特に『政治的なものの概念』、長尾編『カール・シュミット著作
集』I・IIの巻末解説。

 %

100%
出席・報告・討論の状況から総合評価。

全体討論

講読・討論：再び、議会主義

講読・討論：再び、民主主義

講読・討論：ジョルジュ・ソレル『暴力論』

講読・討論：プロレタリア独裁

講読・討論：マルクス主義と議会制

講読・討論：議会と行政権

講読・討論：議会主義の諸原理（公開性など）

講読・討論：民主主義と議会主義

講義：戦後のシュミット（ヨーロッパ秩序）

講義：シュミットとナチス

講義：ワイマール末期とシュミット

講義：『政治の概念』、敵味方の決断

講義：『政治神学』、シュミットの宗教的背景

講義：シュミットの生涯



明治期に日本の伝統的法制度を殆ど全面的に廃止して、西洋の法制度を全面的に受容したことの意味を、穂積陳
重『法窓夜話』の読解を通じて考察する。その「光」と「影」の両面から考察し、現代日本法の問題と連結す
る。
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特にない

初の五回は講義。幕末の西洋法との遭遇、法学教育の発足、英法学派と仏法学派の対立、憲法制定、民法典論
争など。以後は穂積『法窓夜話』を講読する。

穂積陳重『法窓夜話』（岩波文庫）

長尾『法学ことはじめ』

明治期の法学者たちの文章を独解する能力を身につけ、中国法・日本法・英法・大陸法の特質を理解する。

幕末史・明治史についての基礎的知識の習得

 %

100%
出席・報告・討論の状況から総合評価。

講読：『法窓夜話』「ザヴィニー、チボーの法典争議」など

講読：『法窓夜話』「古代の平和条約」など

講読：『法窓夜話』「酩酊者の責任」など

講読：『法窓夜話』「グローチゥス夫人マリア」など

講読：『法窓夜話』「自由」など

講読：『法窓夜話』「ハムムラビ法典」など

講読：『法窓夜話』「決闘裁判」など

講読：『法窓夜話』「幽霊に対する訴訟」など

講読：『法窓夜話』「家康の行刑法」など

講読：『法窓夜話』「大津事件」など

講義：民法典論争

講義：憲法制定

講義：英法派対仏法派

講義：不平等条約

講義：西洋法の世界支配



敗戦後、占領下において憲法その他の法典が編纂された経緯、そのことの意味を、立法に関わった米国人たちの回想録を読むことを通じて
考える。

- 46 -

ある程度の英語独解力

初の四回は占領史の講義、あとは教材を読解しつつ討論する。

Alfred Oppler, Legal Reform in Occupied Japan
Justin Williams, Japan's Political Revolution under MacArthur

長尾『オーウェン・ラティモア伝』

占領史という日本史上独自の時期の日米関係や国民の意識を、米国知識人の観察を通じて回顧する。憲法、民法
親族相続篇、刑事訴訟法、独禁法などの成立の背景を学び、改憲問題や現行法の理解を深める。

占領史・戦後史、特に日本国憲法の制定経過について予備知識を得ておく。

 %

100%
出席・報告・討論の状況から総合評価。

総合討論

講読：Williams: 極東委員会とGHQ

講読：Williams: 民政局の面々

講読：Williams: MacArthurと占領機構

講読：Oppler: 労働法制定

講読：Oppler: 行政事件訴訟法

講読：Oppler: 民法改革（親族・相続法）

講読：Oppler: 刑事訴訟法改革

講読：Oppler： 高裁判所の設立

講読：Oppler：憲法制定

講読：Oppler：来日の経緯（ドイツ・ユダヤ人法律家の前半生と亡命）

講義：憲法の制定経過

講義：マッカーサー

講義：Joseph Grewとポツダム宣言

講義：日本軍国主義と敗戦まで



本講義は、近代日本の国家機構とその運営について、有名な大津事件を具体例として講述する。これにより受講生諸君に、現在日本の国家
運営にも通じる近代日本の国家運営の在り方や、昔から司法権独立の輝かしい成果として称されてきた大津事件の実像について、深く理解
してもらうことを狙いとしている。
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公法学専攻、私法学専攻、どちらも可。

多くは講義方式。受講生諸君の積極的な参加が望まれる。

教科書は使用しない。必要に応じて文献や資料を指示する。

『日本法学』などに掲載する、新井の論文。

①近代日本の国家運営の在り方や大津事件の実像に関する高度な知識が身につくことに加え、②講師の大津事件研究を俎上にあげ、受講生
一人一人に学術論文の書き方を学んでもらい、全員が学術性の高い論文を書けるようにしたい。

特にない。

 %

100%
毎回の講義の理解度を評価する。

金曜、午後12.20～13.00　　本館9階、1911新井研究室

前期の総整理

さあ、やってみよう

学説史の中に占める位置を確認する

論文の誤りの有無を探す

論文を書いてみる

論文の作法を調べる

論文の筋立てを考える

新しい視点を見つける

基礎資料の扱い方を考える

基礎資料を集める

先行研究中使える研究を確認する

通説の誤りを見つける

通説を確認する

先行研究を集める

テーマを探す



法史学を研究する意味は、過去から現在への法の変遷を知り、それがやがて将来に変化して行く展開を、正確に
理解するという点にあると考える。
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特になし。

講義を中心とし、問題点については議論したい。

小林忠正著『日本法制史講義案　日本民法典編纂史研究』(2011年)

小林忠正著『日本民法史論』法学書院(1997年) 。小林忠正著『日本家族法史論』成文堂(2003年)など。

本年度の講義は、民法編纂史に中心を置く、そしてそれを日本法制史の視点から観察し理解を深めさせたい。

予習、復習をお願いしたい。

 %

100%
授業への参加の度合い、質問に対する理解度などによって評価する。

水曜日 13時00分～14時30分、2号館1階講師室。

総括・まとめ

司法省法律取調委員会の設置と審議

旧民法編纂の契機

「元老院内民法編纂局草案」の作成

「司法省明治11年民法草案」の作成

民法編纂事業の停滞とボアソナードの来日

司法省本省での民法草案の作成

司法省明法寮での民法草案の作成

左院での民法草案の作成

太政官制度局での民法草案の作成

「仏蘭西法律書民法」の翻訳

仏国民法継受の契機と幕末の状況

西洋法学書翻訳と蕃書調所

民法典編纂の前提となった不平等条約

講義計画の説明



ドイツ現代法史の観点から、戦後の経済法・労働法の分野における基本的な諸問題を取り上げる。
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とくになし。

配布テキストの読解と解説。

テキストは、カール・クレッシェル『20世紀ドイツの法史』から関連部分を複写して配布。

使用しない。

わが国の現代法が直面する課題を考える上で重要な＜ドイツ法の現状と動向＞を把握すること。

次回のテキスト個所に目を通しておくこと。

 %

100%
講義への参加度で評価する。

前期のまとめ

全ヨーロッパ的な法の統一（３）

全ヨーロッパ的な法の統一（２）

全ヨーロッパ的な法の統一（１）

有限会社の問題（２）

有限会社の問題（１）

株式会社法の改正（２）

株式会社法の改正（１）

競争制限禁止法（３）

競争制限禁止法（２）

競争制限禁止法（１）

経済体制（経済憲法）の問題（２）

経済体制（経済憲法）の問題（１）

市場経済と自由競争

オリエンテーション



前近代中国の法と法制の歴史的展開およびその特色などを学習する。
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別段なし

演習形式であるが関連科目が少ないので講義形式も取り入れる。

講義初めに指示します。

『現代中国法入門』　木間　正道他著　有斐閣刊　　『中国法制史』　仁井田　陞著　岩波書店刊
『中国法制史論集』　滋賀　秀三著　創文社刊

前近代の中国の法と法制から、その中に流れている中国伝統法の性格の一端を理解させる。

授業の進行に併せて配布する各種資料をあらかじめ予習し、また紹介・指示する参考書や論文及び文献を調べて
おくこと。

６０%

４０%

講述及び配布の資料、また紹介した参考書等の範囲から到達目標の検証に添った数
問から一問わ選択し、論述。

授業内で配布した資料、紹介した論文や参考書等から設問した小論文、および質疑
応答の適切性等で評価する。

授業終了後、教員控室にて。

まとめ（Ⅰ）

伝統中国の法について（３）（家族法を中心に）―②

伝統中国の法について（３）（家族法を中心に）―①

伝統中国の法について（２）（刑事法を中心に）―②

伝統中国の法について（２）（刑事法を中心に）―①

伝統中国の法について(1) (歴代法典を中心に）―②

伝統中国の法について(1) (歴代法典を中心に）―①

伝統中国の法と儒教（立法と礼)―②

伝統中国の法と儒教（立法と礼)―①

伝統中国の法と儒教（法と四書五経)―②

伝統中国の法と儒教（法と四書五経)―①

参考書・研究書等の解説（入門編）―②

参考書・研究書等の解説（入門編）―①

資料・文献・研究書等の解説（基礎編）

ガイダンス



J・A・クルーク『ローマの法と生活　前90年～後212』J.A.Crook, Law and Life of Rome 90 B.C.-AD.212の講読
を通じて、ローマ法に関する基礎的な知識を習得する。クルークの著作は、たんなるローマ法学史にとどまらず、
ローマ社会の中でいかに法が機能したか、史料に即しながらその具体的な諸相を語ってくれる。
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基本的な英語講読能力があること。

演習形式

Crook, Law and Life of Rome,　90 B.C.-AD.212 (Oxford UP)

ベーレンツ著河上正二訳著『歴史の中の民法ーローマ法との対話』日本評論社・2001年
木庭顕『ローマ法案内』羽鳥書店・2010年

ローマ法に関する基礎的な知識を習得すること、歴史の中の生ける法の姿を観照する能力と外国語文献講読能力の
ブラッシュアップ、辞書を使いこなしながら一人で読み考えることができるようになること。

毎週講読担当部分についての訳文の提出

0%

100%
出席、担当分

金曜日１２：００～１３：００（事前にメールでアポイントメントをとること。）
研究室（本館９階１９０８）yoshihara.tatuya＠nihon-u.ac.jp

第15回　所有権法４(p.139-178)

第14回　所有権法３(p.139-178)

第13回　所有権法２(p.139-178)

第12回　所有権法１(p.139-178)

第11回　相続法４(p.98-138)

第10回　相続法３(p.98-138)

第９回　相続法２(p.98-138)

第８回　相続法１(p.98-138)

--
第７回　身分法５（p.36-p.97)

第６回　身分法４（p.36-p.97)

第５回　身分法３（p.36-p.97)

第４回　身分法２（p.36-p.97)

第３回　身分法１（p.36-p.97)

第２回　イントロダクション２（ p.7-35）

第１回　イントロダクション１（ p.7-35）
各自担当分の訳文を提出していただき、全員でその内容を検討します。



本講義は、講師が長く研究してきた近代日本の刑法史を、重要項目にわけて詳説する。受講生諸君は、近代日本の刑法史という、豊かな研
究分野があることに驚かれるだろう。しかも研究史上の誤りの多さにも驚かれるだろう。本講義は受講生諸君が毎回受講してくださること
で、近代日本刑法史に関する高度な知識を身につけることを狙いとする。
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公法学専攻、私法学専攻、どちらも可。

多くは講義方式。受講生諸君の積極的な参加が望まれる。

教科書は使用しない。必要に応じて文献や資料を指示する。

新井　勉『大逆罪・内乱罪の研究』（批評社）

①近代日本刑法史に関する高度な知識が身につく。②講師自身の研究史を披露することにより、受講生一人一人が学術性の高い論文を書く
作法を獲得してくださることを到達目標とする。

特にない。

 %

100%
毎回の講義の理解度を評価する。

金曜、午後12.20～13.00　　本館9階、1911新井研究室

後期の総整理

さあ、論文を書いてみよう

昭和22年刑法の一部改正について

改正刑法仮案の話

論文を書く常識と技術

大逆罪・内乱罪の交錯

現行刑法の成立

旧刑法改正史の苦労話

大逆罪と内乱罪の分離

旧刑法草案編纂の難所　―　罪数、大逆罪　―

ボアソナードの登場

新律綱領・改定律例という古臭い世界

まず平野義太郎「明治刑法発達史」を読んで、これをどのように評価するか、ゼロか百か

どこから手をつけるか

近代日本刑法史研究の意味



法史学を研究する意味は、過去から現在への法の変遷を知り、それがやがて将来に変化して行く展開を、正確に
理解するという点にあると考える。
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特になし。

講義を中心とし、問題点については議論したい。

小林忠正著『日本法制史講義案　日本民法典編纂史研究』(2011年)

小林忠正著『日本民法史論』法学書院(1997年) 。小林忠正著『日本家族法史論』成文堂(2003年)など。

本年度の講義は、民法編纂史に中心を置く、そしてそれを日本法制史の視点から観察し理解を深めさせたい。

予習、復習をお願いしたい。

 %

100%
授業への参加の度合い、質問に対する理解度などによって評価する。

水曜日 13時00分～14時30分、2号館1階講師室。

総括・まとめ

昭和民法親族編・相続編の施行

昭和民法親族編・相続編と明治民法親族編・相続編の対比

昭和民法親族編・相続編の制定経緯

明治民法典の公布・施行

明治民法典と旧民法典の対比

明治民法典の構成と全貌

明治民法典の編纂方針

内閣法典調査会の設置

旧民法典延期法の可決と延期

旧民法典論争と日本法律学校

旧民法典論争その３

旧民法典論争その２

旧民法典論争その１

旧民法典の公布とその全貌



ドイツ現代法史の観点から、戦後の経済法・労働法の分野における基本的な諸問題を取り上げる。
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とくになし。

配布テキストの読解と解説。

テキストは、カール・クレッシェル『20世紀ドイツの法史』から関連部分を複写して配布。

使用しない。

わが国の現代法が直面する課題を考える上で重要な＜ドイツ法の現状と動向＞を把握すること。

次回のテキスト個所に目を通しておくこと。

 %

100%
講義への参加度で評価する。

後期のまとめ

――社会裁判所・社会法典（２）

――社会裁判所・社会法典（１）

――社会保険（３）

――社会保険（２）

――社会保険（１）

社会保障

――共同決定の諸形態（２）

――共同決定の諸形態（１）

――ストライキとロックオウト（２）

――ストライキとロックオウト（１）

――労働契約と民法（２）

――労働契約と民法（１）

賃金闘争と共同決定

オリエンテーション（後期に向けて）



近・現代中国の法と法制の歴史的展開およびその特色等を学習する。
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別段なし

演習形式であるが関連科目が少ないので講義形式も取り入れる。

講義初めに指示します。

『現代中国法入門』　木間　正道他著・有斐閣刊・・・『中国法入門』小口彦太他著・三省堂刊

近・現代中国の法と法制から、その中に流れている中国法の今日的な諸問題の一端を理解させる。

授業の進行に併せて配布する各種資料をあらかじめ予習し、また紹介・指示する参考書や論文及び文献を調べて
おくこと。

６０%

４０%

講述及び配布の資料、また紹介した参考書等の範囲から到達目標の検証に添った数
問から一問を選択し、論述。

授業内で配布した資料、紹介した論文や参考書から設問した小論文、および質疑応
答の適切等で評価する。

授業終了後、教員控室にて。

まとめ（Ⅱ）

現代中国法の諸問題について

現代中国法の特色について

中華人民共和国成立後の法と法制（政策と立法について）―②

中華人民共和国成立後の法と法制（政策と立法について）―①

中華人民共和国成立後の法と法制（憲法の改正を軸に）―②

中華人民共和国成立後の法と法制（憲法の改正を軸に）―①

現代中国法と社会主義法（根拠地法制について）

近代中国法と日本法について―②

近代中国法と日本法について―①

伝統中国の法と西洋法の継受

参考書・研究書等の解説(入門編）―②

参考書・研究書等の解説(入門編）―①

資料・文献・研究書等の解説（基礎編）

ガイダンス



J・A・クルーク『ローマの法と生活　前90年～後212』J.A.Crook, Law and Life of Rome 90 B.C.-AD.212の講読
を通じて、ローマ法に関する基礎的な知識を習得する。クルークの著作は、たんなるローマ法学史にとどまらず、
ローマ社会の中でいかに法が機能したか、史料に即しながらその具体的な諸相を語ってくれる。

- 56 -

基本的な英語講読能力があること。

演習形式

Crook, Law and Life of Rome,　90 B.C.-AD.212 (Oxford UP)

ベーレンツ著河上正二訳著『歴史の中の民法ーローマ法との対話』日本評論社・2001年
木庭顕『ローマ法案内』羽鳥書店・2010年

ローマ法に関する基礎的な知識を習得すること、歴史の中の生ける法の姿を観照する能力と外国語文献講読能力の
ブラッシュアップ、辞書を使いこなしながら一人で読み考えることができるようになること。

毎週講読担当部分についての訳文の提出

0%

100%
出席、担当分

金曜日１２：００～１３：００（事前にメールでアポイントメントをとること。）
研究室（本館９階１９０８）yoshihara.tatsuya＠nihon-u.ac.jp

第30回　まとめ

第29回　市民と国家３(p.250-286)

第28回　市民と国家２(p.250-286)

第27回　市民と国家１(p.250-286)

第26回　取引法５（p.206-249)

第25回　取引法４（p.206-249)

第24回　取引法３（p.206-249)

第23回　取引法２（p.206-249)

第22回　取引法１（p.206-249)

第21回　労働４（p.179-205)

第20回　労働３（p.179-205)

第19回　労働２（p.179-205)

第18回　労働１（p.179-205)

第17回　イントロダクション4

第16回　イントロダクション3



英国のEUからの離脱を問う国民投票を受けて、英国政府が国王大権により離脱の交渉をしようとしたが、それは
英国憲法に照らして違法であるとの訴えが 高裁にまで上訴され、違法とされた。本授業では本判決に至る経緯
と判決の意味を探る。
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特別の履修条件はありませんが、原典も読みますので、できるだけ、出席を心がけてください。

拙稿『概説イギリス憲法―由来・展開およびＥＵ法との相克』をベースに英国憲法を解説しながら、並行して必
要な原典の関係部分を読む。

授業と並行して読む原典資料は授業開始時に、コピーにして配布します。

拙稿『概説イギリス憲法―由来・展開およびEUとの相克』ほか。

単元の区切りに、各自に担当を決め、法律用語、サマリーをまとめてもらいます。

原典は進度に合わせて、事前に目を通してくることが期待されます。

0%

100%
（出席率とレポート提出）

もし質問があれば、水曜日午後に限り受け付けます。

高等法院判決に対する政府の 高裁への上訴と判決④

高等法院判決に対する政府の 高裁への上訴と判決③

高等法院判決に対する政府の 高裁への上訴と判決②

高等法院判決に対する政府の 高裁への上訴と判決①

英国加盟時に制定された1972法の解釈③

英国加盟時に制定された1972法の解釈②

英国加盟時に制定された1972法の解釈①

政府のＥＵ離脱交渉で依拠する国王大権とイギリス憲法との関係④

政府のＥＵ離脱交渉で依拠する国王大権とイギリス憲法との関係③

政府のＥＵ離脱交渉で依拠する国王大権とイギリス憲法との関係②

政府のＥＵ離脱交渉で依拠する国王大権とイギリス憲法との関係①

政府の離脱交渉の宣言の違法を問う高等法院への提訴とその判例（R. v Secretary of State for Exiting the
European Union)③

政府の離脱交渉の宣言の違法を問う高等法院への提訴とその判例（R. v Secretary of State for Exiting the
European Union)②

政府の離脱交渉の宣言の違法を問う高等法院への提訴とその判例（R. v Secretary of State for Exiting the
European Union)①

ガイダンス：ＥＵ離脱を問う国民投票の結果と英国政府の離脱交渉の宣言



前期の授業を踏まえて、 高裁判決に従い、議会に政府にＥＵ離脱(Brexit)の交渉を認める国会制定法が審議さ
れている。本授業ではこの法案を精査し、さらに 高裁判決を分析するElliott教授の論考を考察する。
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特別の履修条件はありませんが、原典も読みますので、できるだけ、出席を心がけてください。

拙稿『概説イギリス憲法―由来・展開およびＥＵ法との相克』をベースに英国憲法を解説しながら、並行して必
要な原典の関係部分を読む。

授業と並行して読む原典資料は授業開始時に、コピーにして配布します。

拙稿『概説イギリス憲法―由来・展開およびEUとの相克』ほか。

単元の区切りに、各自に担当を決め、サマリーをまとめてもらいます。

原典は進度に合わせて、事前に目を通してくることが期待されます。

0%

100%
（出席率とレポート提出）

もし質問があれば、水曜日午後に限り受け付けます。

地方分権された権限とＥＵからの離脱

議会主権に対する見解（parliamentary sovereignty）②

議会主権に対する見解（parliamentary sovereignty）①

反対意見（underlying disagreement）

高等法院判決に対する政府の 高裁への上訴と判決（多数意見）③

高等法院判決に対する政府の 高裁への上訴と判決（多数意見）②

高等法院判決に対する政府の 高裁への上訴と判決（多数意見）①

背景となる英国憲法の原理(Constitutional scale)③

背景となる英国憲法の原理(Constitutional scale)②

背景となる英国憲法の原理(Constitutional scale)①

判決の多数意見の分析（Key Aspects of the majority judgement）②

判決の多数意見の分析（Key Aspects of the majority judgement）①

Elliott教授のAnalysis of the Supreme Court’s Judgementを読み、考える。

ガイダンス：前期の授業を振り返り、ＥＵ離脱の交渉を政府に委ねる法案を精査する。②

ガイダンス：前期の授業を振り返り、ＥＵ離脱の交渉を政府に委ねる法案を精査する。①



日本民法における特定の法条、法制度、法概念および「裁判官による法の発展的形成」を、日独両民法の法比較の観点から説明する。ドイ
ツ民法についての厳密な知見を獲得するには、ドイツ語の原典の精密な読解が不可欠である。授業においては、ドイツ語の原典の読解につ
き私が培ってきた技術を学生に伝える。資料は数多あるが、メディクスの教科書、ミュンヘン・コンメンタール等の講読を予定している。
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ドイツ語を履修し、ドイツ語の原書をある程度理解できることが履修条件である。

ドイツ語の原書の読解につき私が培ってきた技術を学生に与えつつ、ドイツ語の原書を徹底的に読み込む。

学生と相談して決めるが、目下のところ、上記のメディクスの教科書、ミュンヘン・コンメンタール等を予定している。該当のテキストは
コピーして頒布する。

その都度指示する。

日独両民法を法比較することによって、日本民法の本質的把握を可能にする。

ドイツ語をしっかり学びなおすこと。

 %

１００%
出席状況、授業に対する主体的且つ積極的姿勢の有無等を斟酌して総合的に判断する。

講義終了後に申し受ける。

メディクスの教科書、ミュンヘン・コンメンタール等の講読　１５

メディクスの教科書、ミュンヘン・コンメンタール等の講読　１４

メディクスの教科書、ミュンヘン・コンメンタール等の講読　１３

メディクスの教科書、ミュンヘン・コンメンタール等の講読　１２

メディクスの教科書、ミュンヘン・コンメンタール等の講読　１１

メディクスの教科書、ミュンヘン・コンメンタール等の講読　１０

メディクスの教科書、ミュンヘン・コンメンタール等の講読　９

メディクスの教科書、ミュンヘン・コンメンタール等の講読　８

メディクスの教科書、ミュンヘン・コンメンタール等の講読　７

メディクスの教科書、ミュンヘン・コンメンタール等の講読　６

メディクスの教科書、ミュンヘン・コンメンタール等の講読　５

メディクスの教科書、ミュンヘン・コンメンタール等の講読　４

メディクスの教科書、ミュンヘン・コンメンタール等の講読　３

メディクスの教科書、ミュンヘン・コンメンタール等の講読　２

メディクスの教科書、ミュンヘン・コンメンタール等の講読　１



ドイツ連邦憲法裁判所の過去の重要判例や 新の判例を精読することにより，ドイツの憲法裁判制度およびそこ
での審査手法に関する深い理解を得ることを目的とする。
本講義では，主に1993年までの判例を取り上げる。
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ある程度のドイツ語の読解能力を有していること。

資料にもとづき受講者による報告・議論を中心に行う。

指定しない。資料を配布する。

ドイツ憲法判例研究会編『ドイツの憲法判例』Ⅰ～Ⅲ　信山社，工藤・畑尻編『ドイツの憲法裁判』（第2版）中
央大学出版部

連邦憲法裁判所が判例のなかでいかなる審査手法・判例法理を展開してきたかを理解し，比較法的視点から日本
法への示唆を得られるようにする。

テーマとなる判例・資料をよく読んでおくこと。

 %

100%
報告・発言のクオリティおよび積極性を評価する。

木曜10：40～12：10
金曜13：00～14：30
事前にメール等で連絡をすること。

連邦憲法裁判所安定期の判例（3）

連邦憲法裁判所安定期の判例（2）

連邦憲法裁判所安定期（1979～1993）の判例（1）

連邦憲法裁判所転換期の判例（4）

連邦憲法裁判所転換期の判例（3）

連邦憲法裁判所転換期の判例（2）

連邦憲法裁判所転換期（1970～1978）の判例（1）

連邦憲法裁判所定着期の判例（3）

連邦憲法裁判所定着期の判例（2）

連邦憲法裁判所定着期（1956～1969）の判例（1）

連邦憲法裁判所成立期の判例（3）

連邦憲法裁判所成立期の判例（2）

連邦憲法裁判所成立期（1951～55）の判例（1）

ドイツの憲法裁判概論

ガイダンス



日本民法における特定の法条、法制度、法概念および「裁判官による法の発展的形成」を、日独両民法の法比較によって解明する。ドイツ
民法についての正確な知見を獲得するには、ドイツ民法に関するドイツ語文献の精密な読解が不可欠になる。ドイツ語文献の読解につき私
が培ってきた技術を学生に伝える。ドイツ語文献を徹底的に読み込めば、まさに目から鱗式に、ドイツ民法についての知見が深まり、日本
民法についての本質的把握も可能になる。
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ドイツ語を履修し、ドイツ語の原典をある程度読解できることが履修条件である。

ドイツ語の原書の読解につき私が培ってきた技術を学生に与えつつ、ドイツ語の原書を根底的に読み込む。資料としては、メディクスの教
科書、ミュンヘン・コンメンタール等を予定している。

学生と相談して決めるが、目下のところは上記のメディクスの教科書、ミュンヘン・コンメンタール等を予定している。該当のテキストは
コピーして学生に頒布する。

その都度指示する。

日独両民法の法比較を手段にすることによって、日本民法の本質的把握が可能になる。

ドイツ語をしっかり学びなおすこと。

 %

100%
出席状況、授業に対する主体的且つ積極的姿勢の有無、授業における発言内容等を斟酌して総合的に
判断する。

講義終了後に申し受ける。

メディクスの教科書、ミュンヘン・コンメンタール等の講読　１５

メディクスの教科書、ミュンヘン・コンメンタール等の講読　１４

メディクスの教科書、ミュンヘン・コンメンタール等の講読　１３

メディクスの教科書、ミュンヘン・コンメンタール等の講読　１２

メディクスの教科書、ミュンヘン・コンメンタール等の講読　１１

メディクスの教科書、ミュンヘン・コンメンタール等の講読　１０

メディクスの教科書、ミュンヘン・コンメンタール等の講読　９

メディクスの教科書、ミュンヘン・コンメンタール等の講読　８

メディクスの教科書、ミュンヘン・コンメンタール等の講読　７

メディクスの教科書、ミュンヘン・コンメンタール等の講読　６

メディクスの教科書、ミュンヘン・コンメンタール等の講読　５

メディクスの教科書、ミュンヘン・コンメンタール等の講読　４

メディクスの教科書、ミュンヘン・コンメンタール等の講読　３

メディクスの教科書、ミュンヘン・コンメンタール等の講読　２

メディクスの教科書、ミュンヘン・コンメンタール等の講読　１



ドイツ連邦憲法裁判所の過去の重要判例や 新の判例を精読することにより，ドイツの憲法裁判制度およびそこ
での審査手法に関する深い理解を得ることを目的とする。
本講義では，主に1994年以降の判例を取り上げる。
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ある程度のドイツ語の読解能力を有していること。

資料にもとづき受講者による報告・議論を中心に行う。

指定しない。資料を配布する。

ドイツ憲法判例研究会編『ドイツの憲法判例』Ⅰ～Ⅲ　信山社，工藤・畑尻編『ドイツの憲法裁判』（第2版）中
央大学出版部

連邦憲法裁判所が判例のなかでいかなる審査手法・判例法理を展開してきたかを理解し，比較法的視点から日本
法への示唆を得られるようにする。

テーマとなる判例・資料をよく読んでおくこと。

 %

100%
報告・発言のクオリティおよび積極性を評価する。

木曜10：40～12：10
金曜13：00～14：30
事前にメール等で連絡をすること。

まとめ（5）連邦憲法裁判所とEU

まとめ（4）連邦憲法裁判所批判

まとめ（3）審査基準

まとめ（2）審査手法

まとめ（1）法と政治

2000年以降の判例（6）

2000年以降の判例（5）

2000年以降の判例（4）

2000年以降の判例（3）

2000年以降の判例（2）

2000年以降の判例（1）

「危機の時代」の判例（4）

「危機の時代」の判例（3）

「危機の時代」の判例（2）

「危機の時代」（1994～1996）の判例（1）



英国法は、EU加盟時にも数多くの特則が設けられ、またEUからも脱退するほどに、特異である。その特異性は、成文憲法を持たず、イギリ
ス憲法が不文法であることに依存している。換言すれば慣習法がかなりの割合を占めている。議会の制定法はおろか、庶民院の議事規則さ
えも存在していないにもかかわらず、疑うことなく現代を支配している法の占める割合がことのほか高い。本講は、その慣習法の理解を助
け、現代英国法理解を基礎を築くことを目的とする。

- 63 -

わが国憲法(留学生の場合には母国の憲法）における憲法訴訟に関する基本的な理解をしていること

毎時間レジュメを配布する。

なし

講義の進展に応じて、随時指導する。

何故英国法が、特異な構造を持つかを理解し、今日の英国法を理解できるようになる。

シラバスに明示してある判例について、原典に即して予習しておくこと

0%

100%
講義において、積極的に疑問を呈するなど、主体的に参加できているか。

金曜日10時30分～12時

前期総まとめ

大憲章の条文解説（４）

大憲章の条文解説（３）

大憲章の条文解説（２）

大憲章の条文解説（１）

第五章　エドワード一世の治世

第四章　パーラメントの誕生

第三章　　ヘンリ三世の治世

第二章　ジョン王の治世

第二編  大　憲　章
第一章 リチャード一世の治世

第二章　ノルマン・アンジュー家時代の国家財政  （３）

第二章　ノルマン・アンジュー家時代の国家財政  （２）

第二章　ノルマン・アンジュー家時代の国家財政 （１）

第一編  エドワード証聖王の法
第一章　初期の歴史

前期ガイダンス



Brexit（イギリスのEU離脱）を題材として、EU法の超国家性が何を意味するのか、また、いかなる波及効果を有
するのかについて、基礎理論を学ぶ。
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とくになし。

『欧州の危機ーBrexitショック』を含む教科書を輪読する。

庄司克宏著『欧州の危機ーBrexitショック』東洋経済新報社、2016年、庄司克宏著『新EU法　基礎篇』岩波書
店、2013年、庄司克宏著『はじめてのEU法』有斐閣、2015年

『EU法 政策篇』庄司克宏編著、岩波書店、2014年

EU法のインプリケーションを各履修者の専攻分野にフィードバックし、各自の研究に応用できるようにするこ
と。

文献に事前に目を通すこと。

 %

100%
各自担当回のプレゼンテーションの評価、授業への参加度、前期の 終回に行う総
括でのコメントの評価による。

メールlaw11038@law.nihon-u.ac.jpにより質問、相談を受け付ける。

総括とディスカッション

条約改正および加盟とイギリス

基本的人権の保護とイギリス法

加盟国の手続的自律性とイギリス法

EU法の優越性とイギリス法②

EU法の優越性とイギリス法①

EU法の直接効果とイギリス法

EU法の法源とイギリス法

EUの訴訟手続とイギリス

EUの司法制度とイギリス

EUの行政とイギリス

EUの立法とイギリス

EUの諸機関とイギリス

EU権限とイギリス

EU法とBrexit入門



英国法は、EU加盟時にも数多くの特則が設けられ、またEUからも脱退するほどに、特異である。その特異性は、成文憲法を持たず、イギリ
ス憲法が不文法であることに依存している。換言すれば慣習法がかなりの割合を占めている。議会の制定法はおろか、庶民院の議事規則さ
えも存在していないにもかかわらず、疑うことなく現代を支配している法の占める割合がことのほか高い。本講は、その慣習法の理解を助
け、現代英国法理解を基礎を築くことを目的とする。
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わが国憲法(留学生の場合には母国の憲法）における憲法訴訟に関する基本的な理解をしていること

毎時間レジュメを配布して行う。

なし

講義の進展に応じて、随時指導する。

何故英国法が、特異な構造を持つかを理解し、今日の英国法を理解できるようになる。

シラバスに明示してある判例について、原典に即して予習しておくこと

0%

100%
講義において、積極的に疑問を呈するなど、主体的に参加できているか。

金曜日10時30分～12時

後期総まとめ

わが国との異同

第三章　歳出予算の概要

第二章　財政の基本原則（２）

第二章　財政の基本原則（１）

第四編  現代のイギリス財政憲法
第一章　現行の年次財政サイクル

第七章　財政法案に関する庶民院の優越

第六章　支出面における統合国庫資金への統合

第五章　民政費の誕生と王室費への変化

第四章　名誉革命と権利章典

第三章　王政復古

第二章　スチュワート朝の財政状況と権利請願

第二章　スチュワート朝の財政状況と権利請願

第三編  権利請願と権利章典
第一章　イギリス議会の確立期

後期ガイダンス



Brexit（イギリスのEU離脱）を題材に、EU実体法について学ぶ。

- 66 -

とくになし。

文献を輪読し、質疑応答を行う。

『欧州の危機ーBrexitショック』東洋経済新報社、2016年、庄司克宏著『新EU法　政策篇』岩波書店、2014年、
『欧州連合　統治の論理とゆくえ』岩波新書、2007年、2016年第10刷

庄司克宏著『新EU法　基礎篇』岩波書店、2013年、庄司克宏著『はじめてのEU法』有斐閣、2015年

EU法のインプリケーションを各履修者の専攻分野にフィードバックし、各自の研究に応用できるようにするこ
と。

各回の文献に事前に目を通すこと。

 %

100%
各自担当回のプレゼンテーションの評価、授業への参加度、後期の 終回に行う総
括でのコメントの評価による。

メールlaw11038@law.nihon-u.ac.jpにより質問、相談を受け付ける。

総括とディスカッション

欧州統合と対外関係法とイギリス

EU競争法③（EU機能条約第102条）とイギリス

EU競争法②（EU機能条約第101条）とイギリス

EU競争法①（制度・手続）とイギリス

自由・安全・司法領域とイギリス

人およびサービスの自由移動（労働者、開業、サービス
資本の自由移動）とイギリス③

人およびサービスの自由移動（労働者、開業、サービス
資本の自由移動）とイギリス②

人およびサービスの自由移動（労働者、開業、サービス
資本の自由移動）とイギリス①

物の自由移動とイギリス③

物の自由移動とイギリス②

物の自由移動とイギリス①

域内市場（単一市場）とイギリス

EU市民権とイギリス

立憲的多元主義と欧州統合の実体法的基盤



「憲法の効力と憲法解釈」および「憲法と国家緊急権」という2つのテーマを扱うことによって、憲法典の効力の
前提としての国家の存立・安定と憲法解釈の方法の問題、並びに国家の存立・安定と国家緊急権の立憲化の問題を
考察し、憲法（典）の効力を支えるものについて理解を深めることを目的とする。
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特になし。

担当者が執筆した論文をもとに講義を進める。受講者が少数の場合、できるだけ双方向の質疑応答を取り入れる。

なし。授業内容に掲げた担当者の諸論文をもとに講義する。

担当者が執筆した論文の注に掲げられた諸文献。

憲法と国家の関係、および憲法解釈のあり方について、一定の見解をもてるようになること。

授業の前に指定した文献を読んで、質問を準備しておくこと。

0%

100%
授業への貢献度によって判定する。

月曜日・２時限

総括―憲法解釈のあり方と憲法改正の必要性

日本国憲法の改正と緊急権条項―各種改憲草案の検討
【文献】「緊急権制度―各種改憲草案を素材として」『憲法研究』第47号・2015年。

緊急権とクーデタ（４）―フィジーにおける事例
【文献】「フィジークーデタと憲法理論―必要性の原理・成功したクーデタの原理」『太平洋諸島研究』第1号・
2013年。

緊急権とクーデタ（３）―「成功した革命の原理」
【文献】「クーデタと緊急権―英連邦諸国の判例理論から」『憲法研究』第46号・2014年。

緊急権とクーデタ（２）―「必要性の原理」
【文献】「クーデタと緊急権―英連邦諸国の判例理論から」『憲法研究』第46号・2014年。

緊急権とクーデタ（１）―クーデタ・革命の法理論
【文献】「クーデタと緊急権―英連邦諸国の判例理論から」『憲法研究』第46号・2014年。

憲法と国家緊急権（４）―英連邦諸国における緊急権
【文献】「クーデタと緊急権―英連邦諸国の判例理論から」『憲法研究』第46号・2014年。

憲法と国家緊急権（３）―フランス憲法と緊急権
【文献】「緊急権コントロールの考え方―フランス第五共和制憲法第16条の行使要件について―」『早稲田政治公
法研究』第14号・1984年。

憲法と国家緊急権（２）―現代憲法と緊急権制度
【文献】「現代型緊急権の特徴について―フランス憲法第16条と戒厳・緊急命令―」『憲法研究』第25号・1993
年。

憲法と国家緊急権（１）―わが国における緊急権論
【文献】「国家緊急権論の新展開―緊急権の実定化を見据えて―」『法政論叢』第52巻第1号・2016年。

憲法の効力と解釈（４）―日本国憲法の効力と解釈
【文献】「憲法の効力と解釈に関する一考察―占領・独立・憲法事実―」『法政治研究』第3号・2017年。

憲法の効力と解釈（３）―憲法典の効力とその前提
【文献】「憲法の効力と解釈に関する一考察―占領・独立・憲法事実―」『法政治研究』第3号・2017年。

憲法の効力と解釈（２）―占領と憲法の効力
【文献】「憲法の効力と解釈に関する一考察―占領・独立・憲法事実―」『法政治研究』第3号・2017年。

憲法の効力と解釈（１）―ポツダム宣言・降伏文書
【文献】「憲法の効力と解釈に関する一考察―占領・独立・憲法事実―」『法政治研究』第3号・2017年。

授業の内容と進め方について



「憲法と国家形成」をテーマに、国家形成において憲法はいかなる役割を果たしているのか、また国家形成にあたって憲法をいかに設計す
べきか、という問題を探求する。フィジー共和国を俎上に載せ、事例研究を行う。南太平洋のマイクロ・ステートの事例であるが、その独
立以降の憲法史・政治史を考察することで、「憲法と国家形成」という普遍的なテーマへの理解を深化させ、国家形成において憲法が果た
す役割を理解することを目的とする。
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憲法と政治の交錯する領域（緊急事態、クーデタなど）に関心を有することが望ましい。

受講者が少数の場合、相互に質疑応答を交わしながら授業を進める。なお、使用する文献（英語文献を含む）は担当者が用意する。

なし。

・東　裕『太平洋島嶼国の憲法と政治文化―フィジー1997年憲法とパシフィック・ウェイ』（成文堂・2010年）

憲法と国家の関係について、深い理解をもつことができるようになること。

下記の参考書の関連部分を読んで問題意識を形成しておくこと。

0%

100%
授業への貢献度（70％）、レポート（30％）によって判定する。

月曜日・２時限

2013年憲法の目的と構造

軍事独裁政権による民主化改革

2009年の憲法破棄と新体制の成立

2006年の軍事クーデタとその法理

フィジー1997年憲法の復活と「複数政党内閣制」

2000年の文民クーデタと憲法破棄

フィジー1997年憲法の機能と結果

フィジー1997年憲法の目的と構造

フィジー1997年憲法制定の準備作業

フィジー1990年憲法の機能と結果

フィジー1990年憲法の目的と構造

1987年の軍事クーデタと憲法破棄

1970年憲法の目的と構造

フィジーの独立と1970年憲法

授業の内容と進め方について



英国の裁判所制度を外観し、これまで終審の裁判所として機能を果たしてきた貴族院と2005年法によって新しく
設立された 高裁判所を読む。
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特別の履修条件はありませんが、原典を読みますので、できるだけ、出席を心がけてください。

法律学原書を読む、こつ、英米法辞書の紹介、法律および判例の検索と理解の仕方を丁寧に指導したいと思いま
す。

授業開始時に、原典のコピーを配布します。

田中英夫『英米法辞典』、小山貞夫『法律英語辞典』、アメリカ判例研究ほか。

単元の区切りに、各自に担当を決め、法律用語、サマリーをまとめてもらいます。

原典は進度に合わせて、事前に目を通してくることが期待されます。

0%

100%
（出席率、レポート提出）

もし質問があれば、水曜日午後に限り受け付けます。

民主的な判事任命委員会の設立［Setting up a new Appointment Committee］②

民主的な判事任命委員会の設立［Setting up a new Appointment Committee］①

もう一つの終審の法廷（The Judicial Committee of the Privy Council）②

もう一つの終審の法廷（The Judicial Committee of the Privy Council）①

従来の終審の法廷（The Appellate Committee in the House of Lords）③

従来の終審の法廷（The Appellate Committee in the House of Lords）②

従来の終審の法廷（The Appellate Committee in the House of Lords）①

新 高裁設置の理由（Why change?）③

新 高裁設置の理由（Why change?）②

新 高裁設置の理由（Why change?）①

新 高裁の設置（Setting up a new Supreme Court for the UK）

憲法改革（Constitutional reform: a Supreme Court for the United Kingdom）③

憲法改革（Constitutional reform: a Supreme Court for the United Kingdom）②

憲法改革（Constitutional reform: a Supreme Court for the United Kingdom）①

ガイダンス、文献資料の配布、講義の目的・進め方



英語の原書を通じてアメリカ法を理解すること。
英語及びアメリカに関心を有する者にたいしてアメリカ法を通じてより深い知識を培うこと。
更に、アメリカ留学およびアメリカの弁護士を目指す者への指導。
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アメリカの司法制度を原書で熟読することに強い関心を抱き、挑戦する強い意思を有すること。
１年間熱心に勉強すると、必ず、原書の内容を理解できるようになり視野が大きく開けてきます。初習者歓迎します。

授業中に１節ごとに輪講し、その後、担当教師がコメントしながら内容について詳しく説明する。

AN INTRODUCTION TO THE LEGAL SYSTEM OT THE UNITED STAETS, By E.ALLAM FARMSWORTH
Prof.of Law, Columbia University School of Law （外国人向けのテキストで、大変理解しやすい）

新版　対訳　「アメリカ合衆国憲法」　北脇・山岡共訳　国際書院発行

原書を精読しアメリカ法を理解し、他者に対しても説明できるほどの能力を培うこと。

配布されるプリントを予め塾読すること。

 %

100%
学期末に出題される課題を翻訳する。

事前にメール（fukuda.yasuo@nihon-u.ac.jp）にてアポイントメントをとってください。状況に応じて時間等を決定します。

7  STATUTES 制定法
     Form 立法の形式 　Interpretation 解釈

（続）State Legisrature 州議会
     Sources of Legisration　立法の根源

６ THE LEGISLATIVE SYSTEM　立法法制度
　　　　　U.S.Congress 合衆国議会

（続）The Judicial Function　司法的機能
     Precedent 先例

５ CASE LAW 判例法
　　 Form of Reported Case 判例集
    Finding Case 判例の検索

（続）判例 Swift v. Tyson (1842)
      　　Erie Rairoad v. Tompkins (1938)

（続）Federal Jurisdiction 連邦裁判所の管轄権
　　Applied in the Federal Courts　連邦裁判　　所における準拠法

４ JUDICIAL SYSTEM　司法制度
　　　State Court 州裁判所、
     Federal Court 連邦裁判所

３　BAR ASSOCIATION 専門職団体（法曹界）
 American and State Bar Associations
 CLE　継続的研修

(続）　Lawyer in Government 政府内弁護士
　　　　　Prosecutor　検事, Judge　判事
     　　Law Professor　教員

(続）PROFESSIONAL LAWYER　法律専門職
    　The Bar 法曹界、Lawyer 法律事務所弁護士　　　 House Counsel  法人内弁護士

(続）Case Method
　　 判例法による教育

２ LEGAL EDUCATION
   アメリカの法学教育

（続）Origin of American Law
　　　アメリカ法の淵源

１ HISTORICAL BACKGROUND　史的背景
  　 Establishment of the Union 合衆国誕生



英語の原書を通じてアメリカ法を理解すること。
英語及びアメリカに関心を有する者にたいしてアメリカ法を通じてより深い知識を培うこと。
更に、アメリカ留学およびアメリカの弁護士を目指す者への指導。
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アメリカの司法制度を原書で熟読することに強い関心を抱き、挑戦する強い意思を有すること。
１年間熱心に勉強すると、必ず、原書の内容を理解できるようになり視野が大きく開けてきます。初習者歓迎します。

授業中に１節ごとに輪講し、その後、担当教師がコメントしながら内容について詳しく説明する。

AN INTRODUCTION TO THE LEGAL SYSTEM OT THE UNITED STAETS, By E.ALLAM FARMSWORTH
Prof.of Law, Columbia University School of Law （外国人向けのテキストで、大変理解しやすい）

新版　対訳　「アメリカ合衆国憲法」　北脇・山岡共訳　国際書院発行

原書を精読しアメリカ法を理解し、他者に対しても説明できるほどの能力を培うこと。

配布されるプリントを予め塾読すること。

 %

100%
学期末に出題される課題を翻訳する。

事前にメール（fukuda.yasuo@nihon-u.ac.jp）にてアポイントメントをとってください。状況に応じて時間等を決定します。

7  STATUTES 制定法
     Form 立法の形式 　Interpretation 解釈

（続）State Legisrature 州議会
     Sources of Legisration　立法の根源

６ THE LEGISLATIVE SYSTEM　立法法制度
　　　　　U.S.Congress 合衆国議会

（続）The Judicial Function　司法的機能
     Precedent 先例

５ CASE LAW 判例法
　　 Form of Reported Case 判例集
    Finding Case 判例の検索

（続）判例 Swift v. Tyson (1842)
      　　Erie Rairoad v. Tompkins (1938)

（続）Federal Jurisdiction 連邦裁判所の管轄権
　　Applied in the Federal Courts　連邦裁判　　所における準拠法

４ JUDICIAL SYSTEM　司法制度
　　　State Court 州裁判所、
     Federal Court 連邦裁判所

３　BAR ASSOCIATION 専門職団体（法曹界）
 American and State Bar Associations
 CLE　継続的研修

(続）　Lawyer in Government 政府内弁護士
　　　　　Prosecutor　検事, Judge　判事
     　　Law Professor　教員

(続）PROFESSIONAL LAWYER　法律専門職
    　The Bar 法曹界、Lawyer 法律事務所弁護士　　　 House Counsel  法人内弁護士

(続）Case Method
　　 判例法による教育

２ LEGAL EDUCATION
   アメリカの法学教育

（続）Origin of American Law
　　　アメリカ法の淵源

１ HISTORICAL BACKGROUND　史的背景
  　 Establishment of the Union 合衆国誕生



前期で英国の裁判所制度と2005年法によって新しく設立された 高裁判所の特徴を理解し、後期はアメリカ合衆
国の連邦 高裁と英国の 高裁を比較する。
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特別の履修条件はありませんが、原典を読みますので、できるだけ、出席を心がけてください。

法律学原書を読む、こつ、英米法辞書の紹介、法律および判例の検索と理解の仕方を丁寧に指導したいと思いま
す。

前期と同じく、後期授業開始時に、原典のコピーを配布します。

田中英夫『英米法辞典』、小山貞夫『法律英語辞典』、アメリカ判例研究ほか。

単元の区切りに、各自に担当を決め、法律用語、サマリーをまとめてもらいます。

原典は進度に合わせて、事前に目を通してくることが期待されます。

0%

100%
（出席率とレポート提出）

もし質問があれば、水曜日午後に限り受け付けます。

Some case law-4

Some case law-3

Some case law-2

Some case law-1

UK Comparisons

Selection process in the USA

Job for Life

Below the Supreme Court

Qualifications

Political process

How do the judges get there?

The Role and Power of the US and UK Supreme Courts-3

The Role and Power of the US and UK Supreme Courts-2

The Role and Power of the US and UK Supreme Courts-1

ガイダンス、文献資料の配布、講義の目的・進め方



英語の原書を通じてアメリカ法を理解すること。
英語及びアメリカに関心を有する者にたいしてアメリカ法を通じてより深い知識を培うこと。
更に、アメリカ留学およびアメリカの弁護士を目指す者への指導。
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アメリカの司法制度を原書で熟読することに強い関心を抱き、挑戦する強い意思を有すること。
１年間熱心に勉強すると、必ず、原書の内容を理解できるようになり視野が大きく開けてきます。初習者歓迎します。

授業中に１節ごとに輪講し、その後、担当教師がコメントしながら内容について詳しく説明する。

AN INTRODUCTION TO THE LEGAL SYSTEM OT THE UNITED STAETS, By E.ALLAM FARMSWORTH
Prof.of Law, Columbia University School of Law （外国人向けのテキストで、大変理解しやすい）

新版　対訳　「アメリカ合衆国憲法」　北脇・山岡共訳　国際書院発行

原書を精読しアメリカ法を理解し、他者にたいしても説明できるほどの能力を培うこと。

配布されるプリントを予め塾読すること。

 %

100%
学期末に出題される課題を翻訳する。

事前にメール（fukuda.yasuo@nihon-u.ac.jp）にてアポイントメントをとってください。状況に応じて時間等を決定します。

(続）　　Criminal Law　刑事法

(続）   Labor Law　労働法
   　　 Tax Law　税法

（続）  Administrative Law　行政法
   　　 Tarade Law 取引法

10 Public Law 　公法
　　　　　Constitutional Law 憲法

(続）　Commercial Law　商法
   　　　Business Enterprises　企業法

(続） Property Law　財産法
   　 Family Law　　家族法

（続）Torts Law　不法行為法

９　PRIVATE　LAW　私法
  　　Contractc　契約法

（続）Evidence Law　証拠法
   　Conflict Law  抵触法

８ PROCEDURE  手続法
　　　Civil Procedure 民事手続法
　　　Criminal Procedure　刑事手続法

   Substance and Procedure　実定法と手続法
　　Public Law and Private Law　公法と私法

７ CLASSIFICATION 分類
     Common Law and Equity　慣習法と衡平法

(続)　りステイトメント
        Restatement

６ SECONDARY AUTHORITY 第二次的権威
   Significance of Secndary Authority
   Kind of Secondary Authority

（続）STATUTE 制定法
　Weight of Prior Interpretaions
  Judicial Attitude toward Legisration



研究対象が日本私法であろうと日本公法であろうと、ドイツ私法・公法の正鵠を射た知見があると、当該研究にとりー少なくともーはなは
だ効率がよい。ドイツ私法・公法を正確且つ厳密に理解するためには、ドイツ語の原書・原典の精読が不可欠になる。授業においては私が
培ってきたドイツ語の原書・原典の読解のためのノウハウを伝える。テキストは学生と相談して決めるが、できるだけ多種・多様な書籍を
講読する。
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ドイツ語を履修し、ドイツ語の文献の読解がある程度可能なことが履修条件である。

ドイツ語の原書・原典を厳密に且つ徹底的に解読する。

学生と相談して決める。

その都度、コピーを頒布する。現在予定しているテキストは、例えば、ギュンターの「Denken vom Staat her」である。

各自の研究にとり有意義なドイツ語の原書・原典の厳密な読解が可能になる。

ドイツ語をしっかり学びなおすこと。

 %

100%
出席状況、授業に対する主体的且つ積極的姿勢の有無等を斟酌して総合的に判断する。

講義終了後に申し受ける。

ギュンターの「Denken vom Staat her」
の読解　15

ギュンターの「Denken vom Staat her」
の読解　14

ギュンターの「Denken vom Staat her」
の読解　13

ギュンターの「Denken vom Staat her」
の読解　12

ギュンターの「Denken vom Staat her」
の読解　11

ギュンターの「Denken vom Staat her」
の読解　10

ギュンターの「Denken vom Staat her」
の読解　９

ギュンターの「Denken vom Staat her」
の読解　８

ギュンターの「Denken vom Staat her」
の読解　７

ギュンターの「Denken vom Staat her」
の読解　６

ギュンターの「Denken vom Staat her」
の読解　５

ギュンターの「Denken vom Staat her」
の読解　４

ギュンターの「Denken vom Staat her」
の読解　３

ギュンターの「Denken vom Staat her」
の読解　２

ギュンターの「Denken vom Staat her」
の読解　１



研究対象が日本私法であろうと日本公法であろうと、ドイツ私法・公法の正鵠を射た地検があると、当該研究にとりー少なくともーはなは
だ効率がよい。ドイツ私法・公法を正確に理解するためには、ドイツ語の原書・原典の精読が不可欠になる。ドイツ語の原書・原典の読解
のために私が培ってきたノウハウを伝える。テキストは学生と相談して決めるが、できるだけ多種・多様な書籍を講読する。現在予定して
いる原書は、ケルゼンの著書等である。
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ドイツ語を履修し、ドイツ語の原書をある程度理解できることが履修条件である。

ドイツ語の原書・原典の読解のために私が培ってきた技術を学生に与えつつ、ドイツ語の原書・原典を厳密に且つ徹底的に解読する。

学生と相談して決める。該当のテキストのコピーを頒布する。

その都度指示する。

各自の研究にとり有意義な知見を獲得することに――確実に――貢献できるドイツ語の原書・原典を、精密に読解できるようになる。

ドイツ語をしっかり学びなおすこと。

 %

100%
出席状況、授業に対する主体的且つ積極的姿勢の有無等を斟酌して総合的に判断する。

講義終了後に申し受ける。

ケルゼン等の著書の読解　15

ケルゼン等の著書の読解　14

ケルゼン等の著書の読解　13

ケルゼン等の著書の読解　12

ケルゼン等の著書の読解　11

ケルゼン等の著書の読解　10

ケルゼン等の著書の読解　９

ケルゼン等の著書の読解　８

ケルゼン等の著書の読解　７

ケルゼン等の著書の読解　６

ケルゼン等の著書の読解　５

ケルゼン等の著書の読解　４

ケルゼン等の著書の読解　３

ケルゼン等の著書の読解　２

ケルゼン等の著書の読解　１



フランス語で記載された法律学に関する文献を読み、理解する。

- 76 -

フランス法を比較法として研究することをめざすこと。

フランス語の文献を受講者が読み、日本語訳を行い、フランスの社会と法を理解する。双方向的な講義とする。Ⅰは、フランスの社会と法
を理解する基礎的な文献を購読し、Ⅱは、受講者の専攻を考慮し、文献を購読する。

担当教員より、フランスの国家制度及び地方自治体に関する文献のコピーを配布する。

中村紘一他監訳『フランス法律用語辞典（第3版）』三省堂、滝沢正『フランス法（第4版）』三省堂、山口俊夫『概説フランス法上下』東
京大学出版会

フランス語表現の基礎的理解と情報収集の方法を習得する。

予習として日本語訳をすること。

 %

100%
出席と講義への積極的参加などにより総合的に評価する。

月曜日12時30分～13時（事前にメールでアポイントを取ること）
研究室（4号館4階444）　kamio.machiko@nihon-u.ac.jp

総括

地方自治体に関する文献を読む(6)

地方自治体に関する文献を読む(5)

地方自治体に関する文献を読む(4)

地方自治体に関する文献を読む(3)

地方自治体に関する文献を読む(2)

地方自治体に関する文献を読む(1)

国家制度に関する文献を読む(7)

国家制度に関する文献を読む(6)

国家制度に関する文献を読む(5)

国家制度に関する文献を読む(4)

国家制度に関する文献を読む(3)

国家制度に関する文献を読む(2)

国家制度に関する文献を読む(1)

オリエンテーション



フランス語の文献を読み、理解する。
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フランス法を比較法として研究することをめざすこと。

フランス語の文献を受講者が読み、日本語訳を行い、フランス法を理解する。双方向的な講義とする。講義内容
は、受講者の専攻を考慮する。

受講者の専攻を考慮した文献を選定し、コピーを配布する。

中村紘一他監訳『フランス法律用語辞典（第3版）』三省堂、滝沢正『フランス法（第4版）』三省堂、山口俊夫
『概説フランス法上下』東京大学出版会

フランス語表現の基礎的理解と情報収集の方法を習得する。

予習として日本語訳をすること。

 %

100%
出席、報告などを考慮し評価する。

月曜日12時30分～13時（事前にメールでアポイントを取ること）
研究室（4号館4階444）　kamio.machiko@nihon-u.ac.jp

総括

専攻文献を読む(13)

専攻文献を読む(12)

専攻文献を読む(11)

専攻文献を読む(10)

専攻文献を読む(9)

専攻文献を読む(8)

専攻文献を読む(7)

専攻文献を読む(6)

専攻文献を読む(5)

専攻文献を読む4)

専攻文献を読む(3)

専攻文献を読む(2)

専攻文献を読む(1)

オリエンテーション



学術論文の技法を修得し、修士論文を執筆することができるようになることを目的とする。

- 78 -

特になし。

学生の研究発表に対する講評および提出された原稿に対する添削指導を行う。

池田 実『憲法〔第2版〕』（嵯峨野書院、2016年）／ISBN978-4-7823-0562-1

授業中に適宜指示する。

研究テーマを適切に設定し、関連する文献・資料の収集および分析をふまえ、学術論文のルールに則って修士論
文を執筆できるようになる。

学部レベルの基礎知識を再確認しておくこと。

0%

100%

実施しない。

研究発表と原稿の内容を総合的に評価する。

金曜日12:10-13:00
研究室（4号館5階454号室）

修士論文の完成稿に対する 終的な
添削指導

修士論文に関する研究発表に対する
講評

修士論文の部分原稿に対する添削指
導

修士論文の部分原稿に対する添削指
導

修士論文の部分原稿に対する添削指
導

修士論文の部分原稿に対する添削指
導

修士論文の部分原稿に対する添削指
導

修士論文に関する研究発表に対する
講評

修士論文テーマの選定

関心のある研究分野・問題意識の発
表

授業案内・導入



行政法の応用能力を高めることを目的とする

- 79 -

特になし

双方向授業を実施する

授業中に指示する

授業中に指示する

行政法の諸問題を解決する能力が身についている

事前に指示した文献を読んでくること

 %

100%
行政法の諸問題を解決する能力があるか否かについて評価基準とする

論文の訂正等を指導し，論文を確定
する

ドイツの文献について検討する

論文の内容について文章化する

論文の内容について検討する（３）

論文の内容について検討する（２）

論文の内容について検討する（１）

論文作成の準備作業としてその方向
性について検討する

イギリスの文献について検討する

アメリカの文献について検討する

テーマについて検討する

２年間の演習についてオリエンテー
ションを行う



判例研究を通して、行政法に関しての理解を深める。
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行政法の基礎的な概念を理解していること。

主に、判例を題材として検討を行う。

指定なし。

行政判例百選Ⅰ・Ⅱ［第6版］（有斐閣、2012年）

行政判例や専門的論文を理解する能力を獲得すること。

事前に関連判例を読んでおくこと。

 %

100%
授業内での判例報告に基づいて評価を行う（100％）

月曜日12:10～13:00（事前にメールでアポイントメントを取ること）
研究室（本館6階1609） takahashi.masao@nihon-u.ac.jp

判例研究　受講者の選択した判例の
研究

判例研究　判例百選Ⅱ
159,160,161,162,163事件

判例研究　受講者の選択した判例の
研究

判例研究　判例百選Ⅱ
243,244,245,246,249事件

判例研究　判例百選Ⅱ　223，225事
件

判例研究　判例百選Ⅱ
179,80,182.183事件

判例研究　判例百選Ⅱ
170,171,172,176事件

判例研究　判例百選Ⅱ
154,155,156,157,158事件

判例研究　判例百選Ⅱ　151,152,153
事件

判例研究　判例百選Ⅱ　141事件

年間授業計画の説明



現代国家は租税国家である。それ故納税者は国家等による税の徴収及びその使途について無関心であってはならない。国民主権原理のも
と、常に納税者は、この税の徴収及びその使途について意見し、監視する権利があり又義務もある。
本講座では、現行の租税制度の問題点を人権論の視点から研究し、税法理論、税を取り巻く社会現象に対する理解を深めることをその目的
とする。
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税法特殊講義Ⅰ・Ⅱの履修を条件とする。また、基本的な法律学、会計学の習得ができていることを前提とする。

税法学は、日常的に発生する法現象に着目しそれを法的に検討解決することが必要となる。そのために必要な税法用語や税法概念がしっか
り身に着くようチューター方式により講義を進めていく。

北野弘久『税法学原論(第７版)』（勁草書房）、中里実他『租税判例百選(第６版)』(有斐閣)

石村耕治編著『現代税法入門塾(第８版)』（清文社）、金子宏『租税法(第２１版)』（弘文堂）、税務六法（法令・通達）は必須

社会科学（法律学）としての税法学の知識の習得と社会現象として現れる税に関する諸問題の検証し、その根底に存在する理論を検討、解
決策の提言を目指す。

毎回、指示するテキスト及び判例百選の該当箇所を予習すること。予習していることを前提に講義は進める。

 %

100%
出席状況、質問内容、理解度などにより評価する。

月曜日・金曜日の午後　事前に連絡のこと。

税の使途・税制改正の動向

相続税法

租税処罰法

租税争訟法

租税手続法

地方税法

消費税法

法人税法

所得税法（2）

所得税法（1）

租税法律主義・応能負担原則



税法学に関する修士論文の完成を補佐する。
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特になし。

演習方式による授業。

指定なし。

授業にて指示する。

低限でも、税理士試験の免除を受け得る修士論文の完成。

授業で教授に指摘された諸点の復習整理と次回のための情報収集。

 %

100%

終査読と校正

プレ報告の準備

修論テーマに関する更新データ等の
確認等

修論の 終原稿の校正等

修論第二回査読、補正

修論原稿の編集作業、脚注等

修論原稿の第一回査読、補正等

修士論文の準備、テーマ設定、論旨
展開構成、

実定税法の研究方法、修論の一般的
構成等について

法学の研究方法論と税法学の方法論

オリエンテーション



現代法の中心領域に位置し、国政の中身を規定しながら国民生活・権利状況のあらゆる部面に決定的影響を及ぼす税法は、現代における現
実的なリーガルマインドの形成を目指す上では不可欠の科目となります。本講座は、これを民主主義税法学の立場から体系的、具体的に解
析することにより、税法理論、税法現象に対する理解と税法実践能力を効率的に高めていくことを目的とします。
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根本法である憲法や、税法適用の前提となる市民法生活を規定する民法等に対する基本的な理解が不可欠になります。法学の基礎教育を受
けていない受講者は、学部の授業にも出る等、１年目に追いついておく必要があります。

我国税法の特徴を考慮しながら、税法理論と課税構造を体系的に理解する上で重要で実務上もよく問題となるテーマを採り上げ、受講者に
よる基調報告とこれに対する質疑応答を行った上で、まとめの解説をします。

  北野弘久著 黒川功監修 『税法学原論（第７版）』勁草書房。同『納税者の権利』（岩波新書）。

北野弘久他編『日本税制の総点検』（勁草書房）。その他、随時指定する。

難解といわれる個別の租税事件からその法的問題を抽出し、体系的で説得的な法実践理論を展開できるだけの実力の養成を目指します。

１週間前には基調報告の概要が示されるので、議論に参加するための 低限の理解を授業に参加する前にしておく必要があります。

0%

100%
出席と質疑等授業への参加内容を毎回評価し、その累積点により評価する。

水曜５限（４時２０分～５時５０分）

租税特別措置
税法改正の動向

法人税法

租税処罰法

租税争訟法

租税手続法

相続・贈与税法

消費税法

所得税法（２）

所得税法（１）

税法の指導法原則
租税法律主義の原則
応能負担原則

年間講義計画・成績評価の方法・参
考文献紹介、租税制度の意義、税法
体系、租税法律関係



①刑法学についての堅牢な基礎が修得されていることを前提に，②発展的なテーマに取り組むための判例・学説に関する理解を確かなもの
とし，③法解釈学に加えて実証的アプローチを試み，比較法的アプローチなど方法論を学び，④自ら学術論文を作成するための論文構成，
論旨の展開，サイテーションの意義と方法などにつき，教員のアドバイスの下で専門性の高い水準の研究能力を身につけることを目的とす
る。

- 84 -

形式的な条件は特にないが，実質的に大学法学部レベルの刑法総論・各論に関する十分な基礎的理解に到達していることが条件となる。

前半は，テーマと順序をを決めた上で，授業参加者による発表，続く質疑・討論，教員からのコメントなどを行う。参加者の人数等を考慮
し教員による講義の回のをはさむことがある。後半は，論文作成演習へと進み，修士論文の発表につなげていく。

指定しない（教材は，事前にコピー，プリントして準備できるよう指示するか，教員が準備して配布する）。

授業の際，適宜紹介する。

自分自身で発見したテーマについて調査・分析・検討を行い，学術研究を進め，修士論文の水準を満たす論稿を自ら作成することのできる
能力を獲得すること。

重要判例や優れた研究書，論文など教員が指示・紹介したものを事前に読み込むことにより十分な準備を行って授業に臨めるようにするこ
と。

 %

100%
発言の頻度と内容などをみながら，上の目標への到達度をはかり評価を行う。

土曜日，12時10分から13時まで研究室で対応する。ただし，Ｅメール（開講時に開示）による事前のアポイントメントを要する。予約無し
に訪れても面談は不可である。Ｅメールによる質問・相談も受付ける。授業内容以外で受付ける質問・相談事項は，刑事法学の研究一般に
ついて。

修士論文の 終確認作業を行う。

修士論文のテーマについて各自発表
を行い，教員との質疑，受講生間の
議論を行う。

修士論文の草稿の検討作業を行う。

修士論文作成の進捗状況に合わせ
て，執筆部分の発表，検討を行う。

修士論文作成の進捗状況に合わせ
て，執筆部分の発表，検討を行う。

修士論文の題名，構成，主要文献・
資料について各自発表（二回目）を
行う。

修士論文の題名，構成，主要文献・
資料について各自発表（初回）を行
う。

修士論文のテーマについて各自発表
を行い，教員との質疑，受講生間の
議論を行う。

小論文・リポートの作成の試みを通
じて論文作成を実践的に学ぶ。

学術論文の読み込み作業を通じて論
文作成の方法を学ぶ。

授業の進め方，使用教材，発表の方
法等についてのガイダンスを行う。



経済憲法あるいは産業憲法と称される独占禁止法の基本原理について，“法と経済学”の観点から検討する。受講生諸君は，学部段階で経
済学原論，少なくとも経済学入門コースの単位を取得しているという前提で講義を進めたい。従来の独占禁止法の規制の在り方をめぐる我
が国の議論は，あまりにもナイーヴであった。受講生諸君の活発な議論を期待している。

- 85 -

特に必要としない。

ジュリスト判審決独占禁止法百選（第六版）を素材にして議論を進めたい。

ジュリスト判審決独占禁止法１００選（第六版）

講義の中で、必要に応じて指示する。

公取委審決の基本的考え方を理解できるようになる（何故、そのような考え方をするか）ことを目指す。

必要に応じて指示する。

 %

100%
報告の仕方、Q＆Aへの対応等を総合的に考慮する。

木曜日12：10～13：00　教員室（2号館1階）

M＆A（３）

M＆A（２）

M＆A（１）

ジョイント・ベンチャー（３）

ジョイント・ベンチャー（２）

ジョイント・ベンチャー（１）

カルテル（４）

カルテル（３）

カルテル（２）

カルテル（１）

独占的行動（４）

独占的行動（３）

独占的行動（２）

独占的行動（１）

独占禁止法の規則のあり方



経済憲法あるいは産業憲法と称される独占禁止法の基本原理について，“法と経済学”の観点から検討する。受講生諸君は，学部段階で経
済学原論，少なくとも経済学入門コースの単位を取得しているという前提で講義を進めたい。従来の独占禁止法の規制の在り方をめぐる我
が国の議論は，あまりにもナイーヴであった。受講生諸君の活発な議論を期待している。
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特に必要としない。

ジュリスト判審決独占禁止法百選（第六版）を素材にして議論を進めたい。

ジュリスト判審決独占禁止法１００選（第六版）

講義の中で、必要に応じて指示する。

公取委審決の基本的考え方を理解できるようになる（何故、そのような考え方をするか）ことを目指す。

必要に応じて指示する。

 %

100%
報告の仕方、Q＆Aへの対応等を総合的に考慮する。

木曜日12：10～13：00　教員室（2号館1階）

企業活動のグローバル化（４）

企業活動のグローバル化（３）

企業活動のグローバル化（２）

企業活動のグローバル化（１）

域外適用（４）

域外適用（３）

域外適用（２）

域外適用（１）

流通系列化（４）

流通系列化（３）

流通系列化（２）

流通系列化（１）

IPの行使（２）

IPの行使（１）

独占禁止法特殊講義Ⅰの要約（独禁政策の在り方）M＆A



テキストを中心に，現代労働法学の主要な論点について、判例・学説の動向を理解する。
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労働問題，労働裁判に関心のある者。

テキストで取り上げられている論点について，各自が順番に報告する。報告は，テキスト本文だけでなく、そこに示されている参考文献及
び判例に目を通したうえで、法的考え方と自分の見解をレジュメにまとめて発表する。

土田道夫・山川隆一編『新・法律学の争点シリーズ７・労働法の争点』ジュリスト増刊（有斐閣、2014年）

菅野和夫『労働法（ 新版）』弘文堂
『労働判例百選・第9版』別冊ジュリスト（有斐閣）

個々の論点について、何が争点となっているのか、その問題に関する主要な判例の考え方はどうなっているかを学び、論理的に考える力を
養う。

日頃の労働問題に関する報道に留意してほしい。

 %

100%
出席状況，報告の内容等を総合評価する。

月曜日10:40～12:00

期間途中解雇

整理解雇

解雇権濫用法理

競業避止義務

懲戒権の根拠・要件・効果

配転・出向・転籍

採用内定・試用期間

採用の自由

就業規則の法的性質・効力

労働契約の意義

雇用平等法制の意義・射程

労働関係における人格権

憲法27条・28条の性格

労働者・使用者の概念

ガイダンス



本講義では、労働判例に関する知識と理解を深めるとともに、判決の読み方を学ぶ。以上から現代社会における
労働問題と課題を検討する。
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  学部の講義である、労働法Ⅰおよび労働法Ⅱ（ないし「労働法」）を履修済みであること。2017年度の六法を
必携すること。
演習形式で行う。

新谷眞人編『労働法』弘文堂

ジュリスト『労働判例百選第9版』有斐閣、ジュリスト増刊『労働法の争点』（2014年）有斐閣。その他、講義に
おいて適宜案内する。

判例の読み方を学び、かつ、テーマに関して自分自身の考え方を確立できるようにする。

指定された判例について、事実の概要および判旨、論点を把握した上で講義に参加するこ

 %

100%
 法的思考方法、判決文の読み方が身についてるか、判決に対して自らの意見を論
理的に展開できるか等を総合的に考慮して判断する。

月4時限（事前にメールでアポイントメントをとること）。

復習

非典型雇用

人事

懲戒

労働災害

休日・休憩

労働時間

労働契約（２）

労働契約（１）

就業規則

労働者の人格権・平等取扱い

雇用関係の成立

使用者概念、労働者概念

労働基本権

ガイダンス



昨年に引き続き、『労働判例百選（９版）』（有斐閣）に掲載された判例から主要な判例を取り上げて検討を加えていくことにする。報告
者、受講者は関係判例について議論ができるように予習をして準備をしてきていただきたい。

- 89 -

特にないが、民法、民訴法の基礎知識が望ましい。

毎週、報告者を決めて、取り上げる判例について報告をしてもらい、報告に基づいて受講者とともに議論をしていくことにしたい。議論は
通説・判例にこだわることなく学問的な視点を常に保持しながら進めたいと思っている。

林　和彦編著『労働法（第2版）』三和書籍（2013）

『労働法の争点（2014）』（有斐閣）

判例を正確に読めるようにすることが 低限の目標である。そのうえで当該判例について批判的に議論ができるレベルにしたい。そのため
には関連判例と関連学説の理解が不可欠となる。

取り上げる判例の予習は不可欠であるが、授業が始まる前に、下記の労働法のテキストを通読しておいて欲しい。

 %

100%
年間3~5回の報告があるので、その内容と授業中の発言にもとづいて評価する。

kh2104@zj8.so-net.ne.jp

83・脱退の自由―東芝労働組合小向支部・東芝事件

82・ユニオン・ショップ協定の効力―三井倉庫港運事件

81・労働者派遣と偽装請負―パナソニックプラズマディ　　スプレイ事件

80・有期契約と試用期間―神戸弘学園事件

79・有期労働契約の更新拒否-日立メディコ事件

78・パート労働者に対する差別的取扱いの禁止―ニヤク　　コーポレーション事件

76・解雇期間中の賃金と中間収入―あけぼのタクシー事　　件

75・病気休職と期間満了退職―東海旅客鉄道事件

74・変更解約告知―スカンジナビア航空事件

73・整理解雇―東洋酸素事件

72・能力不足を理由とする解雇―ブルームバーグ・エ　　　ル・ピー事件

71・解雇権の濫用―高知放送事件

69・予告を欠く解雇―細谷服装事件

68・退職勧奨―下関商業高校事件

67・退職の意思表示―大隈鉄工所事件



各企業において、経営者側、労働者側いずれの立場に立っても労働法は必要不可欠である。この講義では労働法
の基礎知識を前提にして判例の事例などの分析をする。この分析を通じて理論と実務のバランスの検討する。
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労働判例百選や、労働法の教科書必携

大学院生それぞれによる分析結果の発表と討論

労働法判例百選８・９版（有斐閣）

菅野　和夫著　労働法 第１０版（弘文堂）

大学院生として労働法の基礎理論を身につけ、さらにその上に高度の労働法の理論を構築し、社会に出た時、社
会人として遜色のない理論と分析力を備えることを目標とする。

院生みずからが選択をしたテーマの予習をしておく

 %

100%
通常授業の中における理論の理解度、分析力、発言力その他を中心に総合的に評価する。成績評価は
平常評価を中心とする。

授業開始前

（９）試用

（８）雇用における男女の平等

（７）労働者の人権の擁護

（６）採用内定

（５）労働条件の明示

（４）採用の自由

（３）就業規則の意義と効力

（２）個別的労働関係法の構造，効力

（１）労働契約の意義と特色

個別的労使紛争（労働基準法を中心として）の
研究

労働法の基礎理論（４）団結権，団交権，団体
行動権

労働法の基礎理論（３）勤労条件基準の法定

労働法の基礎理論（２）憲法２７条，２８条

労働法の基礎理論（１）労働法の原理

労働法の基礎理論



テキストを中心に，現代労働法学の主要な論点について、判例・学説の動向を理解する。

- 91 -

労働問題，労働裁判に関心のある者。

テキストで取り上げられている論点について，各自が順番に報告する。報告は，テキスト本文だけでなく、そこに示されている参考文献及
び判例に目を通したうえで、法的考え方と自分の見解をレジュメにまとめて発表する。

土田道夫・山川隆一編『新・法律学の争点シリーズ７・労働法の争点』ジュリスト増刊（有斐閣、2014年）

菅野和夫『労働法（ 新版）』弘文堂
『労働判例百選・第9版』別冊ジュリスト（有斐閣）

個々の論点について、何が争点となっているのか、その問題に関する主要な判例の考え方はどうなっているかを学び、論理的に考える力を
養う。

日頃の労働問題に関する報道に留意してほしい。

 %

100%
出席状況，報告の内容等を総合評価する。

月曜日10:40～12:00

不当労働行為制度の趣旨・目的

労働協約の法的性質と効力

従業員代表制の法政策

派遣労働の法政策

有期労働契約の法理

就業規則による労働条件の変更

過労死・過労自殺

業務上・外の認定基準

年休権の法的性格

時間外・休日労働義務

労働時間の法政策

低賃金の法政策

賞与と退職金

賃金請求権の発生要件

ガイダンス



重要な労働判例の分析・検討を通じて、労働法の解釈論と制度について学ぶことを目的とする。以上から現代社
会における労働問題と課題を検討する。
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 学部の講義である、労働法Ⅰおよび労働法Ⅱ（ないし「労働法」）を履修済みであること。2017年度の六法を必
携すること。
演習形式で行う。

新谷眞人編『労働法』弘文堂

ジュリスト『労働判例百選第9版』有斐閣、ジュリスト増刊『労働法の争点』（2014年）有斐閣。その他、講義に
おいて適宜案内する。

  判例の読み方を学び、かつ、テーマに関して自分自身の考え方を確立できるようにする。

指定された判例について、事実の概要および判旨、論点を把握した上で講義に参加すること。

 %

100%
法的思考方法、判決文の読み方が身についてるか、判決に対して自らの意見を論理
的に展開できるか等を総合的に考慮して判断する。

月4時限（事前にメールでアポイントメントをとること）。

復習

使用者概念

労働者概念

労働者の人格権・平等取扱い

労働時間（２）

労働時間（１）

労働災害（２）

労働災害（１）

労働協約

不当労働行為（２）

不当労働行為（１）

組合活動

争議行為

労働組合

ガイダンス



『労働判例百選（第9版）』（有斐閣）に掲載された判例から主要な判例を取り上げて検討を加えていくことにす
る。報告者、受講者は関係判例について議論ができるように予習をしてきていただきたい。
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特にないが、民法及び民訴法の基礎知識が望ましい。

毎回、報告者を決めて取り上げる判例の報告をしてもらい、報告に基づいて受講者とともに議論をしていくこと
にしたい。

林和彦編著『労働法（第2版）』三和書籍

『労働法の争点』（2014)有斐閣

判例を正確に読めるようにすることが 低限の目標である。そのうえで当該判例を批判的に議論できるレベルに
したいと考えている。

取り上げる判例の予習の他に、下記に掲げた教科書および参考書を読んできてほしい。

 %

100%
年間3回～5回ほどの報告があるので、その内容と授業中の発言を素材にして評価す
る。

kh2104@zj8.so-net.ne.jp

100・査定差別の認定と救済―中労委（オリエンタル　　　　モーター）事件

99・組合内少数派の活動と「労働組合の行為」-北辰電　　機製作所事件

98・ロックアウト―丸島水門事件

97・部分スト不参加者の賃金と休業手当―ノース・ウェ　　スト航空事件

96・賃金カットの範囲―三菱重工長崎造船所事件

95・違法争議行為と損害賠償―書泉事件

93・ピケッティング事件―御国ハイヤー事件

92．政治スト―三菱重工長崎造船所事件

91・労働協約の終了と労働条件―鈴蘭交通事件

90・一般的拘束力―朝日火災海上保険（高田）事件

89・労働協約による労働条件の不利益変更―朝日火災海　　上保険（石堂）事件

88・書面性を欠く労使合意と労働協約―都南自動車教習　　所事件

87・ビラ貼り―国鉄札幌運転区事件

86・就業時間中の組合活動―大成観光事件

85.チェック・オフ―エッソ石油事件



各企業において、経営者側、労働者側いずれの立場に立っても労働法は必要不可欠である。この講義では労働法
の基礎知識を前提にして判例の事例などの分析をする。この分析を通じて理論と実務のバランスの検討する。
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労働判例百選や、労働法の教科書必携

大学院生それぞれによる分析結果の発表と討論

労働法判例百選８・９版（有斐閣）

菅野　和夫著　労働法 第１０版（弘文堂）

大学院生として労働法の基礎理論を身につけ、さらにその上に高度の労働法の理論を構築し、社会に出た時、社
会人として遜色のない理論と分析力を備えることを目標とする。

院生みずからが選択をしたテーマの予習をしておく

 %

100%
通常授業の中における理論の理解度、分析力、発言力その他を中心に総合的に評価する。成績評価は
平常評価を中心とする。

授業開始前

（14）労使紛争の解決手続

（13）不当労働行為制度

（12）労働協約の成立要件，効力

（11）団体交渉の意義，形態

（10）労働組合の組織と運営

（９）労働組合の概念と要件

（８）年次有給休暇

（７）法定労働時間の弾力化

（６）時間外，休日労働

（５）労働時間の原則

（４）賃金の保護

（３）賃金の意義と体系

（２）有期契約労働者

（１）非正規労働者

労働基準法および労働組合法を中心とした労使
紛争の研究



総論として、社会保障法の歴史、法理。法体系について学び、各論として、前期は、社会保険(年金保険、医療保
険、介護保険、労災保険)を取り上げ、社会保険の法的論点を検討する。代表的な判例を研究する。

- 95 -

社会保障法特殊講義Ⅰおよび社会保障法特殊講義Ⅱの両方を履修して、社会保障法の全体を理解してほしい。

社会保障法の体系を理解するために、社会保障法の体系書を輪読する。さらに、重要判例を取り上げて、法解釈
を検討する。受講生が報告する形式で進める。

菊池馨実編『ブリッジブック社会保障法）』信山社
『社会保障判例百選（第5版）』有斐閣、『社会保障法令便覧2017』労働調査会出版局

社会保障法学会編『講座社会保障法』（全6巻）法律文化社
『新・講座　社会保障法』（全3巻）法律文化社

社会保障法の理念を理解し、社会保障法全体の体系を把握できるようにする。その上で、社会保険上のさまざま
な論点に関する判例を学ぶことによって、社会保障法の法解釈力を身につける。

事前に、社会保障法の体系書を熟読しておくこと。判例も準備し、熟読しておくこと。

０%

100%
講義の出席状況、講義における報告、発言、レポートなどで総合評価する。

月曜日12時30分～13時（事前にメールでアポイントを取ること）
研究室（4号館4階444）　kamio.machiko@nihon-u.ac.jp

社会保険―労災保険③

社会保険―労災保険②

社会保険―労災保険①

社会保険―介護保険③

社会保険―介護保険②

社会保険―介護保険①

社会保険―医療保険③

社会保険―医療保険②

社会保険―医療保険①

社会保険―年金保険③

社会保険―年金保険②

社会保険―年金保険①

社会保険とは何か

社会保障法の法理念、法体系、法源

社会保障法の歴史、概念、目的、機能、財源



後期は、社会保険（雇用保険）、社会福祉サービス（児童福祉、障がい者福祉）、公的扶助（生活保護）、社会
手当（児童扶養手当）を取り上げ、法的論点を検討する。代表的な判例を研究する。
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社会保障法特殊講義Ⅰを履修していること。講義は、社会保障法特殊講義Ⅰを履修していることを前提に行う。

社会保障法の体系を理解するために、社会保障法の体系書を輪読する。さらに、重要判例を取り上げて、法解釈
を検討する。受講生が報告する形式で進める。

菊池馨実編著『ブリッジブック社会保障法』信山社
『社会保障判例百選（第5版）』有斐閣、『社会保障法令便覧2017』労働調査会出版局

社会保障法学会編『講座社会保障法』（全６巻）法律文化社
社会保障法学会編『新・講座　社会保障法』有斐閣

雇用保険、児童福祉、障がい者福祉、生活保護、児童扶養手当について学び、社会保障法の法解釈力を身につけ
る。

事前に、社会保障法の体系書を熟読しておくこと。判例も準備し、熟読しておくこと。

０%

100%
講義の出席状況、講義における報告、発言、レポートなどで総合評価する。

月曜日12時30分～13時（事前にメールkamio.machiko@nihon-u.ac.jp

社会保障法のまとめ

外国人と社会保障

公的扶助ー生活保護③

公的扶助ー生活保護②

公的扶助―生活保護①

社会手当―児童扶養手当②

社会手当ー児童手当、児童扶養手当①

社会福祉サービスー児童福祉③

社会福祉サービスー児童福祉②

社会福祉サービスー障碍者福祉①

社会福祉サービスー障がい者福祉③

社会福祉サービスー障がい者福祉②

社会福祉サービス－障がい者福祉①

社会保険－雇用保険②

社会保険－雇用保険①
















































































































































































































































































































































































