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Introduction to Japanese Business Law 
Fall-Winter 2018 

Professor Vicki Beyer 

Class Hours:  Wednesday 18:20-20:05; Room #tbd 
Office:  Room 905 
Office Phone:  03-4212-3140 
Office Hours:  By appointment 

Required Text: 

Port, McAlinn and Mehra, “Comparative Law: Law and the Process of Law in Japan” (Carolina 
Academic Press, 3d ed., 2015) [referred to in the reading list as “PMM”] 

Schedule and Assignments 
(subject to change) 

Class Date Topic Reading Assignment 
1 Sept 12, 2018 Offsite Event:  Japan Roundtable Addressing 

Human Trafficking: Responsible Business and 
Human Rights (DLA Piper, Meiji Seimei Kan) 

n/a 

2 Sept 19, 2018 Sources of Law—Judiciary and Legislative 
Special Guest Lecturer:  Taka Nonaka 

PMM, pp. 51-76 

3 Sept 26, 2018 Japanese Legal System--Introduction and 
Overview 

PMM, pp. 27-51 

4 Oct 3, 2018 Civil Litigation PMM, pp. 350-378 
5 Oct 10, 2018 Intellectual Property – Trademark and 

Copyright 
Special Guest Lecturer: Dan Rosen 

PMM, pp. 557-641 

6 Oct 17, 2018 Intellectual Property – Patent 
Special Guest Lecturer: Kozo Yabe 

Japanese Business 
Law (GP McAlinn, 
ed.), Chapter 8 

7 Oct 24, 2018 Constitutional Law PMM, pp. 165-192 
8 Oct 31, 2018 Employment Law PMM, pp. 463-483 

and 499-506 
9 Nov 7, 2018 A legal response to the 3.11 disaster 

Special Guest Lecturer:  Bonnie Dixon 
Case Complaint 

10 Nov 14, 2018 Corporate Law and Governance tbd 
11 Nov 21, 2018 Corporate Law and Governance 

Special Guests: Christina Ahmadjian and 
Jenifer Rogers (tbc) 

12 Nov 28, 2018 Student Presentations n/a 
13 Dec 5, 2018 Student Presentations n/a 
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Student Papers 

Each student will be expected to write a paper on a Japanese or comparative business law topic 
of his/her choice.  Length should be 2,500-3,500 words, excluding footnotes/citations.  The work 
is expected to be at professional level and include full citations to all sources.  A reminder – 
using the words of another without quotation marks or appropriate attribution is plagiarism and 
will not be tolerated.  The due date will be one week after Class 13. 
 
Students will also be expected to give a 7-10 minute presentation to the class on their paper topic.  
The purposes of this presentation are 1) to help students develop the ability to orally present their 
ideas in an organized matter such as they need to do in their professional lives and 2) to generate 
class discussion of the student’s paper topic. 
 
Assessment Criteria 
 

• 60% - Class attendance and participation (including oral presentation on student paper) 
• 40% - Student paper 
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授業名：国際法務戦略 
2018 年秋冬学期 ２単位 
担当教員：射手矢 好雄, 岡﨑 誠一 
 
【学部・学年の指定】 

大学院生 
 

①【質問等の連絡先・オフィスアワー】 

 オフィスアワーは特に設けないが、質問等は授業の前後に受け付ける。メール等で連絡があれば個別に対応す

る。 
 

◆授業科目の目的と概要 

②【授業科目の目的】 

 交渉理論の実践（交渉術）、日本企業の海外（中国、ベトナム、インド）進出に関する法的問題の検討、国際

的取引の契約における当事者間のリスク配分のあり方等の検討を通じ、国際取引法務分野における実務的問題解

決能力の向上を目指す。 
 
③【授業科目の到達目標】 

 国際的取引の契約・交渉に関する基礎的知識及び実践的能力の習得 
 
④【授業の方法】 

 基本的に教員による講義により行われるが、受講者からの積極的な発言を期待している。 
 

◆他の授業科目との関連・教育課程の中での位置づけ 

⑤【他の授業科目との関連】 

 特になし。 
 
◆授業の内容・計画（回数・日付・テーマ等） 

⑥【授業の内容】 

 下記【授業計画】の「テーマの詳細」欄を参照。 
 
⑦【授業計画】 

 
 日付 テーマ 講師 テーマ詳細 

1 9/21（金） 国際契約の技法（1） 
 

岡 﨑  誠 一 
 

M&A（企業買収）や買収ファイナンスを具体例

として用い、国際取引契約と関係各国の法律の

適用関係、契約を巡る紛争、日本・アジアを含

めた国際的な買収契約の契約交渉の際に実務的

な「ベンチマーク」となる『米国流』又は『英

国流』の買収契約書の基本構造、契約交渉と情

報開示、契約により実現される契約当事者間の

リスク分配のあり方、ファイナンス関係当事者

の優先劣後関係などについて実務的な検討を行

う。 
国際的な契約の条文を読み解き、交渉し、作成

する実務能力の向上を目指す。 

2 9/28（金） 国際契約の技法（2） 岡 﨑  誠 一 

 10/5（金） 休講 ※別途、補講を行います   

 10/12（金） 休講 ※別途、補講を行います   
3 10/19（金） 

 
国際契約の技法（3） 岡 﨑  誠 一 国際契約の技法（1）の「テーマ詳細」欄参照。 

 



2 
 

4 10/26（金） 交渉総論 射手矢  好雄  交渉術の基礎理論と「交渉における 7 つのカギ」

を解説し、その応用としての中国における交渉

術について取り扱う。 
5 11/2（金） 交渉各論（1） 射手矢  好雄  
6 11/9（金） 交渉各論（2） 射手矢  好雄  
7 11/16（金） 交渉各論（3） 射手矢  好雄  

8 11/30（金） 中国・ベトナム・インド進出のた

めの法務戦略 
射手矢  好雄  中国・ベトナム・インド法の基礎と最新の法務

事情を解説するとともに、中国・ベトナム・イ

ンドにおける法務リスクマネジメントについて

取り扱う。 
9 12/7（金） 国際契約の技法（4） 岡 﨑  誠 一  国際契約の技法（1）(2)の「テーマ詳細」欄参照。 

 
 
 

10 12/14（金） 国際契約の技法（5） 岡 﨑  誠 一 
11 12/21（金） 国際契約の技法（6） 岡 﨑  誠 一 
12
13 

1/11（金） 国際契約の技法（7）(8) ※ 岡 﨑  誠 一 

 
※ 補講の日程については、講義開始後に決定する予定であり、変更がありうる。 

 
⑧【※授業内で行う内容】 

・板書する ○ 

・スライド（パワーポイント等）を使用する ○ 

・上記以外の視聴覚教材を使用する × 

・個人発表を行う  

・グループ発表を行う  

・学外施設を利用する × 

・ディスカッションを行う ○ 

・フィールドワークを行う × 

 

⑨【※授業内で行う内容】 

・小テスト × 

・中間教場試験 × 

・口頭発表  

・口頭試問  

 

◆テキスト・文献 

⑩【テキスト・文献】 

使用する教科書 
・交渉術については、齋藤孝・射手矢好雄「ふしぎとうまくいく交渉力のヒント」（講談社、1,500 円） 
・その他については、教科書は使用しない。各回ごとに資料を配布する。 
参考文献 
・中国法については、射手矢好雄「そこが知りたい中国法務」（時事通信出版局、2,200 円） 
・その他については、講義中に適宜紹介する。 
 
⑪【※予定している配布方法】 

・配布資料の manaba（学内イントラ）掲載  
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・教員が印刷して講義の場で配布 

（ＢＬ共同研究室スタッフが印刷準備） 
○ 

 

◆授業時間外の学習（求められる予習・復習等） 

⑫【授業時間外の学習（求められる予習・復習等）】 

別途指定する。 
 
⑬【※予定している課題】 

・グループワーク  

・中間レポート  

・提出課題 ○ 

 

◆成績評価の方法と基準 

⑭【成績評価の方法と基準】 

・成績評価の方法 

授業への参加と期末レポートを総合的に評価するが、授業への参加を重視する。試験は行わない。 

・成績評価基準の内容 

授業出席と議論への参加状況から本講座への貢献度を評価する。期末レポートにより各受講者が本講座を通じて

得た成果を確認する。 

 

◆期末試験方法 

⑮【期末試験方法】 

・教場試験 × 

・提出論文 ○ 

・平常点 ○ 

 

⑯【提出方法】 

・ビジネスロー共同研究室レポート受付へＥメールで提出 ○ 

・教員等に直接手渡し × 

・教員へＥメールで提出 × 

・manabaのレポート機能を使用し提出 × 

 

⑰【提出先】 

・ビジネスロー共同研究室レポート受付 ○ 

・指定アドレス × 

・manaba × 

 

⑱【提出期限】 

後日発表 
 
⑲【提出論文課題の内容】 

後日発表 
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⑳【その他、課題・論文提出にあたっての注意事項等（様式,枚数,字数制限など）】 

後日発表 
 

◆受講生に対するメッセージ 

21【受講生に対するメッセージ】 

 
講師の射手矢と岡﨑は、いずれも国際取引の分野において長年の実務経験を有する弁護士です。受講者の皆さん

の国際取引法務分野における問題解決能力の向上を目指して、実務的・実践的な講義を行います。 
 

以上 
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授業名：アジアビジネス法Ⅲ（契約関係法） 
2018 年秋学期 １単位 
担当教員：布井千博、久保光太郎 
 
【学部・学年の指定】 

大学院生 
 
①【質問等の連絡先・オフィスアワー】 

 オフィスアワーは特に設けないが、授業の前後に適宜質問を受け付けるほか、メール等での連絡があれば面談

の日時を設定し個別に対応する。 
 

◆授業科目の目的と概要 

②【授業科目の目的】 

 アジアは日本企業のビジネスの主戦場になりつつある。アジア企業との取引・契約は、一筋縄では行かない。

基礎としての英文契約の原理・構成（日本の契約書との相違）を理解した上で、アジア特有の論点（各国法にお

ける特殊な規制、相手方の契約に対する考え方・意識の相違等）も意識しなければならない。本授業においては、

契約を題材として、アジアビジネスにおける法的問題を取り上げる。 
 
 
③【授業科目の到達目標】 

 本講義は、土曜開催の集中講義の形式を取る。かかる制約から、テーマに関する学術的な深い考察や、アジア

各国を広く包摂することは困難である。むしろ、アジアビジネス法の実務にすぐに活かすことができるポイント

を理解することをさしあたっての目標とする。 
 
④【授業の方法】 

 担当教員による講義（日本語）、ゲストスピーカーによる講義（一部英語）、これらを題材にしてのディスカッ

ションによる。 
 
◆他の授業科目との関連・教育課程の中での位置づけ 

⑤【他の授業科目との関連】 

 本講義は、アジアビジネス法の各講座およびアジア各国ビジネス法を補完する関係にある。 
 
◆授業の内容・計画（回数・日付・テーマ等） 

⑥【授業の内容】 

 授業は、土曜日に開講する。本年は、10 月 13 日（第一回、第二回）、10 月 27 日（第三回、第四回）、11 月 10
日（第五回、第六回）の午後 1 時から 5 時に合計 6 コマの授業を行う。 
  
⑦【授業計画】 

第 1 回 クロスボーダー法務、英文契約の基礎 
第 2 回 ゲストスピーカー講義① 
第 3 回 アジア契約法務の実務上のポイント① 
第 4 回 ゲストスピーカー講義② 
第 5 回 アジア契約法務の実務上のポイント② 
第 6 回 ゲストスピーカー講義③ 
 
⑧【※授業内で行う内容】 

 

・板書する ○ 

・スライド（パワーポイント等）を使用する ○ 
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・上記以外の視聴覚教材を使用する ✕ 

・個人発表を行う ✕ 

・グループ発表を行う ✕ 

・学外施設を利用する ✕ 

・ディスカッションを行う ○ 

・フィールドワークを行う × 

 

⑨【※授業内で行う内容】 

・小テスト × 

・中間教場試験 × 

・口頭発表 〇 

・口頭試問 × 

 

◆テキスト・文献 

⑩【テキスト・文献】 

 

アジアビジネス法に関するものではないが、英文契約書の基礎に関して不安がある学生は、事前に「契約の英

語(1) (国際ビジネス実戦セミナー)」（小中信幸、仲谷栄一郎）を一読することをお勧めする。 

 

⑪【※予定している配布方法】 

・配布資料の manaba（学内イントラ）掲載  

・教員が印刷して講義の場で配布 

（ＢＬ共同研究室スタッフが印刷準備） 
〇 

 

◆授業時間外の学習（求められる予習・復習等） 

⑫【授業時間外の学習（求められる予習・復習等）】 

 
特になし。 

 
⑬【※予定している課題】 

・グループワーク ✕ 

・中間レポート ✕ 

・提出課題 ○ 

 

◆成績評価の方法と基準 

⑭【成績評価の方法と基準】 

 
提出レポート、講義への貢献度（発言回数、内容）を考慮して成績をつける。 
 

◆期末試験方法 

⑮【期末試験方法】 
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・教場試験 × 

・提出論文 〇 

・平常点 〇 

 

⑯【提出方法】 

・ビジネスロー共同研究室レポート受付へＥメールで提出 〇 

・教員等に直接手渡し  

・教員へＥメールで提出  

・manabaのレポート機能を使用し提出  

 

⑰【提出先】 

・ビジネスロー共同研究室レポート受付 〇 

・指定アドレス  

・manaba  

 

⑱【提出期限】 

後日発表 
 
⑲【提出論文課題の内容】 

 

授業に関するテーマで後日指定 

 

⑳【その他、課題・論文提出にあたっての注意事項等（様式,枚数,字数制限など）】 

 
A４（1 枚 1200 字）で 3 枚以上 7 枚以内。 
 

◆受講生に対するメッセージ 

21【受講生に対するメッセージ】 

 
ゲストスピーカーの講義は英語を予定しておりますが、英語のトレイニングになる位、気軽に考えて頂ければ

よいと思います。担当教員としてもこのテーマでは初めての講義なので、受講生の皆様と一緒に学ぶことができ

ればと思っております。学術的な研究よりも、実務的な有意性を優先した内容にしたいと考えております。 
 

以 上 
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授業名：比較コーポレートガバナンスⅡ（ベトナム法） 
2018 年秋冬学期 １単位 
担当教員：布井千博 
 
【学部・学年の指定】 

大学院生 
 

①【質問等の連絡先・オフィスアワー】 

 オフィスアワーは特に設けないが、授業の前後に適宜質問を受け付けるほか、メール等での連絡があれば面談

の日時を設定し個別に対応する。 
 

◆授業科目の目的と概要 

②【授業科目の目的】 

本講義は、アジアビジネス法の諸講義の一部であり、アジアの法制度を理解することを目的とする。ベトナム

は、日本企業にとり中国に次ぐ投資対象国として脚光を浴びており、近年はベトナム国有企業に対する投資や

M&A も散見されるところである。かかる日本企業の投資に際しても、ベトナム会社法やコーポレートガバナン

スの理解は不可欠である。本講義では、ベトナムにおけるコーポレートガバナンス上の諸問題を理解することを

目的としている。 
 
③【授業科目の到達目標】 

ベトナム会社法およびコーポレートガバナンスについて理解するとともに、国有企業改革の状況と法的問題点

を理解する。 
 
④【授業の方法】 

 講義、教材の輪読、学生発表などの方法を用いる。 
 
◆他の授業科目との関連・教育課程の中での位置づけ 

⑤【他の授業科目との関連】 

 本講義は、アジアビジネス法およびアジア各国ビジネス法を補完する関係にある。本講義では、前記の科目で

は十分に取り扱うことのできない会社法やコーポレートガバナンスに焦点を絞って講義を行うが、本講義の内容

を理解するためには、ベトナムビジネス法やアジアビジネス法（投資関係法）を併せて履修することが望ましい。 
 
◆授業の内容・計画（回数・日付・テーマ等） 

⑥【授業の内容】 

 授業は、土曜日に開講する。本年は、9 月 29 日、10 月 6 日、10 月 20 日の午後 1 時から 5 時に合計 6 コマの

授業を行う。 
 講義の内容は、下記の通り。 

ベトナムの法制度の基礎 
会社法におけるコーポレートガバナンスの基本構造 
コーポレートガバナンス・コード 
ベトナムにおける国有企業改革の状況とその内容 
 

⑦【授業計画】 

第一回 ベトナムの法制度の基礎 
第二回 会社法におけるコーポレートガバナンス 
第三回 コーポレートガバナンス・コード 
第四回 国有企業改革の意義 
第五回 国有企業改革の具体的内容（１） 
第六回 国有企業改革の具体的内容（２） 
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⑧【※授業内で行う内容】 

・板書する 〇 

・スライド（パワーポイント等）を使用する × 

・上記以外の視聴覚教材を使用する × 

・個人発表を行う × 

・グループ発表を行う 〇 

・学外施設を利用する × 

・ディスカッションを行う 〇 

・フィールドワークを行う × 

 

⑨【※授業内で行う内容】 

・小テスト × 

・中間教場試験 × 

・口頭発表 〇 

・口頭試問 × 

 

◆テキスト・文献 

⑩【テキスト・文献】 

Decree on Guidelines on Corporate Governance of Public Companies (Decree No.71/2017/ND-CP) 
Olasupo Owoeye, Corporate governance in Vietnam - its significance and challenges, 7 Int. J. Corporate 
Governance 60 (2016) 
OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, 2015 
Gillespie/Chen, Legal Reforms in China and Vietnam, Routledge 2010 

  ベトナム六法（JICA ホームページ）の企業法に関する法律、議定など 
 
⑪【※予定している配布方法】 

・配布資料の manaba（学内イントラ）掲載 × 

・教員が印刷して講義の場で配布 

（ＢＬ共同研究室スタッフが印刷準備） 
〇 

 

◆授業時間外の学習（求められる予習・復習等） 

⑫【授業時間外の学習（求められる予習・復習等）】 

 英語教材を利用するので、受講者は指定された教材をダウンロードするなどして予習することが求められる。 
 
⑬【※予定している課題】 

・グループワーク 〇 

・中間レポート × 

・提出課題 〇 

 

◆成績評価の方法と基準 
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⑭【成績評価の方法と基準】 

提出レポート、講義における発表および講義への貢献度を考慮して成績をつける。 
 

◆期末試験方法 

⑮【期末試験方法】 

・教場試験 × 

・提出論文 〇 

・平常点 〇 

 

⑯【提出方法】 

・ビジネスロー共同研究室レポート受付へＥメールで提出 〇 

・教員等に直接手渡し × 

・教員へＥメールで提出 × 

・manabaのレポート機能を使用し提出 × 

 

⑰【提出先】 

・ビジネスロー共同研究室レポート受付 〇 

・指定アドレス × 

・manaba × 

 

⑱【提出期限】 

後日発表 
 
⑲【提出論文課題の内容】 

「ベトナムにおける国有企業改革とコーポレートガバナンス」 

 

⑳【その他、課題・論文提出にあたっての注意事項等（様式,枚数,字数制限など）】 

A４（1 枚 1200 字）で 3 枚以上 7 枚以内。 
 

◆受講生に対するメッセージ 

21【受講生に対するメッセージ】 

アジア法務に関心のある学生の参加を希望します。テキストは英語文献なので事前にテキストに目を通してきて

ください。 
 

以上 
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