2018 年４月１日
比 較 法 学 会
理事長 北村 一郎
幹事 齋藤 哲志
会 員 各 位
比較法学会第８１回総会を、下記の要領にて開催いたしますので、ご案内申し上げます。
記
比較法学会第８１回総会
日

時： 2018 年６月２日（土）
・３日（日）

開催校： 関 西

大 学

責任者 高作 正博（法学部教授、本会理事）
開催地： 関西大学 千里山キャンパス
〒564-8680 大阪府吹田市山手町３丁目３番３５号
受

付： 第１学舎５号館１階（22 頁参照）

※ ミニ・シンポジウムＡは第１日午前に開催されますのでご注意ください。
※ 報告会場（教室）や時間配分などは、変更の可能性があります。当日、会場での案内をご確認
ください。

参加登録は、オンライン（18－19 頁）またはＦＡＸ（20 頁）にて、
5 月 14 日（月）までにお願いいたします。
可能な限り、オンライン登録をご利用ください。
※ 参加登録なしに来場される会員の方が多く、受付の遅延・資料の不足等、
運営に支障を来しております。お手数でも、ご登録をお願いいたします。
両日の昼食としてお弁当・お茶を手配します（各日 1,000 円）。ご入用の会員は、参加登録と
併せてお申込みください。お支払いは、当日、現金にて承ります。
第１日終了後に懇親会を開催します（会費 5,000 円）。出席される会員は、参加登録と併せて
お申込みください。お支払いは、当日、現金にて承ります。
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Ⅰ．

概

要

第１日：６月２日（土）
部会報告 及び ミニ・シンポジウムＡ

9：00～12：00

※ミニ・シンポジウムＡは第１日午前に開催されますのでご注意ください。
部会報告

英米法部会

第１学舎５号館 Ｅ４０２
※以下、懇親会会場を除きすべて第１学舎５号館内。
Ｅ４０３

大陸法部会

英米法

大陸法

9:00～ 9:55

板持

兵田

10:00～10:55

杉山

川上

11:00～11:55

川村

永岩

ミニ・シンポジウムＡ 「旧社会主義国と欧州人権裁判所」

Ｅ５０２

昼
食
12：00～13：30
Ｅ６０３
※ お弁当・お茶（1,000 円）を手配します。参加登録の際にお申込みください。
理
会 員 総

事

会

会

12：00～13：30

Ｅ２０９

13：30～14：00

ミニ・シンポジウムＢ〜Ｅ

Ｅ４０２

14：00～17：00

Ｂ「フランスにおける国家諸機関の憲法解釈の相互作用」

Ｅ４０２

Ｃ「人役権制度の比較法研究」

Ｅ４０３

Ｄ「提供型生殖補助医療（代理懐胎を含む）における人権保護の課題」 Ｅ５０２
Ｅ「自由刑の比較法研究」
※

Ｅ５０３

休憩場所（兼 昼食場所） 9：00～17：00

Ｅ６０３

懇 親 会
17：30～19：30
以文館１階
※ 参加登録の際にお申込みください。会費（5,000 円）は当日現金にて承ります。
第２日：６月３日（日）
シ ン ポ ジ ウ ム 「高齢者医療・介護と法」
午

前 の

部

9：30〜16：30

Ｅ６０２

9：30～12：00

昼
食
12：00～14：00
Ｅ６０３
※お弁当・お茶（1,000 円）を手配します。参加登録の際にお申込みください。

午

理

事

後 の

部
※

会

12：00～14：00

Ｅ２０９

14：00～16：30
休憩場所（兼 昼食場所）
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9：30～16：30

Ｅ６０３

Ⅱ．

プ ロ グ ラ ム 詳 細
******* 第１日（６月２日（土）
）*******

◯ 部会報告 及び

ミニ・シンポジウム Ａ

9：00〜12：00

※ミニ・シンポジウムＡは第１日午前に開催されますのでご注意ください。
英 米 法 部 会
9：00～ 9：55

Ｅ４０２
板持 研吾（神戸大学准教授）

「アメリカにおける住宅コミュニティの内部規律」
司会：会沢 恒（北海道大学、本会理事）
10：00～10：55
杉山 有沙（帝京大学助教）
「イギリス障害差別禁止法理が禁止する差別類型とポジティブ・アクションの関係」
司会：中村 民雄（早稲田大学、本会理事）
11：00～11：55

川村 行論（北海道大学協力研究員）

「イギリス企業年金法制における受認者責任」
司会：中村 民雄（早稲田大学、本会理事）
大 陸 法 部 会
9：00～ 9：55

Ｅ４０３
兵田 愛子（関西大学博士後期課程）

「フランスにおける政治家に対する批判的表現の自由――ヨーロッパ人権裁判所 Eon
対フランス事件判決に伴う共和国大統領不敬罪の廃止を契機として」
司会：建石 真公子（法政大学、本会理事）
10：00～10：55

川上 生馬（三重短期大学講師）

「時効期間の合意による変更－フランス時効法からみる消滅時効制度の現代的意義」
司会：横山 美夏（京都大学、本会理事）
11：00～11：55

永岩 慧子（名古屋経済大学准教授）

「ドイツ請負契約法における瑕疵責任の展開」
司会：鳥谷部 茂（広島大学、本会理事）
ミニ・シンポジウム Ａ

Ｅ５０２

「旧社会主義国と欧州人権裁判所」
企画責任者・司会

伊藤 知義（中央大学）

「欧州人権裁判所判決とロシア連邦憲法裁判所」
樹神 成（三重大学）
「ロシア司法制度における人権裁判所の判決の影響と受容」佐藤 史人（名古屋大学）
「ウズベキスタンにおける司法権の独立と司法評議会」イビラギモフ ブニヨドベク（名古屋大学）
「セルビア民法典草案と欧州人権裁判所」
伊藤 知義（中央大学）
昼
理

事

会 員 総

食

12：00～13：30

Ｅ６０３

会

12：00～13：30

Ｅ２０９

会

13：30～14：00

Ｅ４０２
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◯ ミニ・シンポジウム Ｂ〜Ｅ

14：00～17：00

ミニ・シンポジウム Ｂ

Ｅ４０２

「フランスにおける国家諸機関の憲法解釈の相互作用」
企画責任者・司会

新井 誠（広島大学）

「政府諸機関間の相互作用」
「政府と議会との相互作用」
「政治部門と憲法院との相互作用」
「憲法院とコンセイユ・デタ訴訟部との相互作用」
ミニ・シンポジウム Ｃ

奥村
徳永
新井
河嶋

公輔（駒澤大学）
貴志（和光大学）
誠（広島大学）
春菜（名古屋大学）

Ｅ４０３

「人役権制度の比較法研究」
企画責任者

水津 太郎（慶應義塾大学）

「趣旨説明」
水津 太郎（慶應義塾大学）
「フランス」
吉井 啓子（明治大学）
「ドイツ」
水津 太郎（慶應義塾大学）
「アメリカ」
青木 則幸（早稲田大学）
「日本」
秋山 靖浩（早稲田大学）
司会： 吉田 克己（早稲田大学）
ミニ・シンポジウム Ｄ

Ｅ５０２

「提供型生殖補助医療（代理懐胎を含む）における人権保護の課題」
企画責任者・司会

二宮 周平（立命館大学）

「企画趣旨、日本法の現状と課題」
「医療現場におけるドナー、レシピエントの実情」

二宮 周平（立命館大学）
荒木 晃子（立命館大学／
島根県内田クリニック心理カウンセラー）
「人権保護の視点～フランス、ヨーロッパ評議会」
建石 真公子（法政大学）
「既知のドナーの法的地位と責任～アメリカの判例を素材に」
花元 彩（桃山学院大学）
「代理出産者への配慮の可能性～インド・タイの実情と変化を素材に」日比野 由利（金沢大学）
ミニ・シンポジウム Ｅ

Ｅ５０３

「自由刑の比較法研究」
企画責任者・司会

山口 直也（立命館大学、本会理事）

「アメリカの自由刑」
「イギリスの自由刑」
「フランスの自由刑」
「ドイツの自由刑」
「日本の自由刑」
懇

親

会

本庄 武（一橋大学）
京 明（関西学院大学）
相澤 育郎（立命館大学）
岡田 行雄（熊本大学）
山口 直也（立命館大学）

17：30～19：30
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以文館１階

******* 第２日（６月３日（日）
） *******
◯ シ ン ポ ジ ウ ム

9：30〜16：30

Ｅ６０２

「高齢者医療・介護と法」
企画責任者・司会

午 前 の 部

樋口 範雄（武蔵野大学）

9：30〜12：00

9：30～10：00 「総論（企画趣旨）
・日本の問題状況」

樋口 範雄（武蔵野大学）

10：00～10：30 「アメリカ」

関 ふ佐子（横浜国立大学）

10：30～11：00 「イギリス＆アイルランド」

小舘 尚文（アイルランド国立大学）

11：00～11：30 「オーストラリア」

岩田 太（上智大学）

11：30～12：00

洪 性珉（韓国法制研究院）

昼
理

事

「韓 国」

食

12：00～14：00

Ｅ６０３

会

12：00～14：00

Ｅ２０９

午 後 の 部

14：00〜16：30

14：00～14：30 「ド イ ツ」

川久保 寛（神奈川県立保健福祉大学）

14：30～15：00 「フランス」

柴田 洋二郎（中京大学）

【15：00～15：20
15：20～16：30

休

憩】

質 疑 ・ 討 論
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要

旨
******* 部 会 報 告 *******

◎ 英 米 法 部 会
アメリカにおける住宅コミュニティの内部規律
板持 研吾
（神戸大学大学院法学研究科・准教授）
アメリカには common interest communities (CIC)と呼ばれるものがある。分譲住宅地や集合住宅の
住人が物的約款や非営利法人の制度を利用して自治を行う法的スキームで、全米人口の約 21%が
CIC 団体内の住宅に居住し（2016 年時点）、今も増加傾向にある。
CIC には理事会が置かれ、コミュニティ内の行為規律を定め、共益費用のため個々の住人から会
費を徴収する。理事会の決定はしばしば住人の利益と衝突し、時に訴訟に至る。理事会の決定には
一方で株式会社に妥当する経営判断原則や類似の敬譲的基準で審査を行う傾向がある。
他方で CIC は、生活に密着した小規模な「地方自治」形態とも目される。実際、地理的範囲を境
界とし、実質的に強制加入であり、果たす機能も道路や公園の管理、共益費用の強制徴収など従来
地方政府が担ってきた領分に属する。すると、政府のガヴァナンスと司法審査基準が参照に値する。
本報告は、株式会社と政府と比較しながら、CIC に対する司法審査の在り方、ガヴァナンス構造
を検討する。
関連文献：板持研吾「アメリカ不動産取引法概説」神戸法学雑誌 67 巻 3 号（2017）

イギリス障害差別禁止法理が禁止する差別類型とポジティブ・アクションの関係
杉山 有沙
（帝京大学法学部・助教）
現在、イギリスにおいて、障害差別禁止法理を担う法律は、2010 年平等法である。同法は、サー
ビス・公的機能、不動産、労働、教育、そして組合における、9 つの保護特徴（具体的には、年齢、
障害、性別再指定、婚姻・民事パートナーシップ、妊娠・出産、人種、宗教・信仰、性別、性的指
向）を理由にした差別、ハラスメント、報復的取扱いを禁止し、平等促進措置の実施を規定する法
律である。本報告では、特にサービス・公的機能領域に着目して、2010 年平等法が禁止する障害を
めぐる各差別類型相互の関係性（直接差別、起因差別、間接差別、合理的配慮義務の不履行禁止）
と、あわせてポジティブ・アクションである公的セクター平等義務の位置づけを報告する。
2010 年平等法は、各差別類型とポジティブ・アクションについて、異なった法的拘束力で規定し
ている。これは、形式的平等や実質的平等といった平等観の揺らぎが背景にあるといえるだろう。
本報告では、これら平等観の揺らぎも検討対象にする。
関連文献：拙稿『障害差別禁止の法理』
（成文堂、2016）
；同「差別禁止・平等法理の変動と現代化」
元山健・松井幸夫・倉持孝司編『憲法の「現代化」』（敬文堂、2016）
；同「イギリス 2010 年平
等法における予測型合理的配慮義務の不履行禁止と公的セクター平等義務の構造上の関係」早
稲田社会科学総合研究 17 巻 3 号（2017）
；同「障害平等法理における公権力に課す平等義務の
可能性」早稲田社会科学総合研究 17 巻 2 号（2017）
；同「障害差別禁止法理における予測型配
慮義務の法的性格」早稲田社会科学総合研究 17 巻 1 号（2016）
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イギリス企業年金法制における受認者責任
川村 行論
（北海道大学大学院法学研究科・博士研究員）
我が国の企業年金法制では、受給権保護の観点から、アメリカ合衆国の ERISA を参照して、制
度の管理運営に関わる「受認者」を多様化した制度設計がなされた。しかし、「受認者」の義務及
び責任の内容が不明確であり、また、年金制度について最大の利害関係を有する加入者・受給権者
による責任追及を制限されている問題がある。
一方、イギリスの職域年金法制では、制度の運営について、信託法による規律に委ねつつ、1995
年年金法・2004 年年金法により、職域年金制度固有の事情に適合するように修正し、加入者・受給
権者の受給権保護に力点が置かれた制度設計を実現した。
本報告では、①イギリスの職域年金制度において、信託制度が用いられるようになった経緯を明
らかにしつつ、②受託者の義務と責任との関係で職域年金制度のいかなる事柄が問題にされたのか、
③それについて、具体的にどのような修正が加えられることになったのか、を検討する。
それにより、イギリス企業年金法制上の受認者の意義・役割について明らかにする。
関連文献：川村行論「イギリス企業年金法制における受認者責任(1)(2)(3・未完)」北大法学論集 67
巻 3 号、67 巻 4 号、67 巻 5 号（2016-2017）
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◎ 大 陸 法 部 会
フランスにおける政治家に対する批判的表現の自由
――ヨーロッパ人権裁判所 Eon 対フランス事件判決に伴う共和国大統領不敬罪の廃止を契機として
兵田 愛子
（関西大学大学院法学研究科・博士後期課程）
近年、ヨーロッパ人権裁判所において、政治家に対する批判的表現の自由の保護を「風刺」認定
によって拡大する傾向が表れている。この傾向が最も顕著に表れたのが、2013 年 3 月 14 日に示さ
れたエオン事件判決である。この事件は、フランスにおいて、市民が公道上で共和国大統領一行に
際して「失せろ、このクソ野郎！（Casse-toi, pauv' con !）
」 と書かれた小さなプラカードを掲げた
事案であった。この表現は従来の風刺表現の基準では保護が難しいと思われるものであったにもか
かわらず、エオン事件判決は風刺認定を深化させることによりこの表現を保護することとなる。本
報告では、人権裁判所がいかにして政治家に対する批判的表現に関する風刺認定を深化させてきた
のか、また、本判決がフランス国内においていかにして受容されたのかについて検討する。これら
の検討を通じて、フランス国内における政治的表現の保護の状況がいかにして前進したのかについ
て明らかにする。
関連文献：兵田愛子「民主主義社会と政治家に対する批判的表現の自由(1)――風刺認定を通じた芸
術的表現の保護から政治的表現の保護へのヨーロッパ人権裁判所における展開」関西大学法学
論集 67 巻 1 号（2017）
；兵田愛子「民主主義社会と政治家に対する批判的表現の自由(2・完)―
―風刺認定を通じた芸術的表現の保護から政治的表現の保護へのヨーロッパ人権裁判所におけ
る展開」関西大学法学論集 67 巻 2 号（2017）
時効期間の合意による変更
－フランス時効法からみる消滅時効制度の現代的意義
川上 生馬
（三重短期大学法経科・講師）
今般の民法（債権法）改正では、消滅時効制度に関して大幅な改正がなされる。とりわけ、時効
制度の根幹をなす時効期間に関して、従来 10 年とされていたものが、主観的起算点によるものは 5
年とされ、短期消滅時効等は廃止される。しかし、改正作業の経緯をみると、時効制度の在り方に
ついては十分な議論がなされないままであった。
他方、2008 年 6 月 17 日の法律によりフランスにおいても消滅時効制度の大幅な改正が行われて
おり、時効期間は 30 年から 5 年へと大幅に短縮された。同改正では、時効期間の短期化とあわせ
て、時効期間の合意による変更を認める規定が設けられるに至っている。1804 年民法典制定時にお
いては時効に関する合意は公序を理由に認められないとされていたが、判例等の影響を受け、この
ような改正がなされたとされる。
本報告では、フランス時効法改正から時効期間の短期化がもたらす意味、そして、時効期間につ
いての当事者の意思の役割を考察し、現在フランスにおいて消滅時効制度がどのように捉えられて
いるのか検討する。その上で、改正後の制度の存在理由が不透明なわが国の消滅時効制度の在り方
について検討を行いたい。
関連文献：金山直樹・香川崇「フランスの新時効法--混沌からの脱却の試み」金山直樹編『消滅時
効法の現状と改正提言』別冊 NBL122 号（2008）
；鹿野菜穂子「時効における公益と私益」慶應
法学 12 号（2009）
；齋藤由起「時効における合意の自由」阪大法学 66 巻 3・4 号（2016）
；拙稿
「時効期間の合意による変更―2008 年フランス時効法改正以前の議論を中心に―」法と政治 67
巻 4 号（2017）
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ドイツ請負契約法における瑕疵責任の展開
永岩 慧子
（名古屋経済大学法学部・准教授）
2017 年に成立した我が国の民法改正は、瑕疵担保責任を債務不履行責任に一元化し、請負の瑕疵
担保責任は、売買の規定を包括準用するとした。法制審議会では、これまでの支配説及び多数の裁
判例が採る「仕事の完成」による債務不履行規定と瑕疵担保規定の適用区分は、改正法では維持さ
れないことが示唆されていたが、この点は必ずしも十分に議論されていない。
一方、ドイツでは、2002 年の債務法現代化により瑕疵担保責任を一般給付障害法における義務違
反の一類型と位置付けたが、請負における瑕疵責任の適用時点について激しく議論されている。そ
こでは、請負の仕事の給付がしばしば長期に渡るという売買とは異なる事情が重要な意味をもつ。
また、2018 年 1 月 1 日には、建築契約に関する規定を中心に大規模なドイツ民法典の改正が施行さ
れた。瑕疵責任規定の改正は見送られたものの、議論の蓄積がみられる。本報告は、瑕疵責任の適
用をめぐる問題を中心に、ドイツにおける近時の議論の展開を検討し、我が国の改正法を解釈する
うえでの示唆を得ようとするものである。
関連文献：拙稿「ドイツ請負契約法における瑕疵概念」広島法学 40 巻 1 号（2016）
；「建築契約に
関するドイツ民法典改正について−改正法の概要と試訳−」名経法学 39 号（2017）
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******* ミ ニ・シ ン ポ ジ ウ ム *******
◎ ミニ・シンポジウム Ａ
旧社会主義国と欧州人権裁判所
企画責任者・司会

伊藤 知義（中央大学）

旧ソ連および旧ユーゴスラビアは長らく社会主義法圏に属していた。しかし、20 世紀末の体制転
換によって、社会主義法に代わる西欧型近代法を導入し、あるいはこれを復活した。しかし、70
年または 40 年に渡る社会主義法の遺産は、程度の差はあれ、社会主義崩壊後四半世紀が経過した
現在においても、これらの国の後継国であるロシアおよびセルビアにおいてなお残っている。他方
で、両国は、欧州人権条約を批准し、欧州人権裁判所の判決が国内の立法および裁判に一定の影響
を与えている。今回のミニ・シンポジウムでは、ロシアおよびセルビアにおける欧州人権裁判所判
決の影響がいかなる形で見られるか、という問題に焦点を当てて検討する。また、欧州人権条約加
盟国ではないが、旧ソ連の後継国である中央アジアのウズベキスタンに対して、このような欧州の
動きがどのような影響を与えているのかについても検討する。各国において、西欧型近代法モデル
を結局は受容する（または、受容できる）のか、あるいはこれとは異なる独自の法制度を維持、発
展させていくのか、といった点にも考察を広げたい。
樹神報告の概要は以下の通りである。1995 年から 2017 年のあいだに、現在のロシア連邦憲法裁
判所は 500 を超える判決を出している。数から見れば、圧倒的な「憲法訴訟大国」ロシアでは、憲
法裁判所の判決が、欧州人権条約または欧州人権裁判所判決に直接に言及することも少なくない。
問題は、欧州人権裁判所判決をどのように、どのような側面に着目して利用しているかだろう。こ
の点を政治的権利や人権制約法理に着目して検討する。
佐藤報告の概要は以下の通りである。2010 年代まで、ストラスブールには、ロシアの司法制度の
制度的問題に起因するロシアからの事件が殺到した。本報告では、ロシア司法制度が、このような
人権裁判所の判決をどのように受容したのかを検討する。
ブニヨドベク報告の概要は以下の通りである。ウズベキスタンでは、ソ連時代から、司法権の独
立に関して若干の問題があった。2017 年では、司法権の独立を保障するため司法改革が行なわれ、
司法評議会が設置された。本報告では、ウズベキスタンにおける司法行政機関である司法評議会が
司法権の独立を保障するかを検討する。
伊藤報告の概要は以下の通りである。セルビアでは、現在、新民法典草案がパブリック・コメン
トに付されており、世論の賛否が分かれている条文も少なくない。そのうちの同性カップルに関す
る規定を主に取り上げ、欧州人権裁判所および欧州評議会の影響について検討する。
報告：「欧州人権裁判所判決とロシア連邦憲法裁判所」
樹神 成（三重大学）
「ロシア司法制度における人権裁判所の判決の影響と受容」佐藤 史人（名古屋大学）
「ウズベキスタンにおける司法権の独立と司法評議会」イビラギモフ ブニヨドベク（名古屋大学）
「セルビア民法典草案と欧州人権裁判所」
伊藤 知義（中央大学）
関連文献：樹神成「欧州評議会議員会議の監視（monitoring）を通してみる現代ロシア法」法経論叢 33 巻 1
号（2015）
；佐藤史人「ロシアにおける法治国家の展開とヨーロッパ人権裁判所―『判決の不執行』問題を
素材として」早稲田法学 87 巻 2 号（2012）
；杉浦一孝「ロシアの監督審制度とヨーロッパ人権裁判所」名
古屋大學法政論集 256 号（2014）；Kosař, David. Perils of Judicial Self-Government in Transitional Societies.
Cambridge University Press, 2016；杉浦一孝「中央アジア諸国における裁判の独立の実態とその基本的な特
徴―ウズベキスタンおよびカザフスタンを例として―」社会体制と法 8 号（2007）；大河内美紀「『司法の
独立』のグローバル化とその困難 : ウズベキスタンの事例から考える」名古屋大學法政論集 255 号
（2014）
；伊藤知義「ロシアにおける公正な裁判と欧州人権裁判所」比較法研究 74 号（2012）
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◎ ミニ・シンポジウム Ｂ
フランスにおける国家諸機関の憲法解釈の相互作用
企画責任者・司会

新井 誠（広島大学）

本共同研究報告は、フランスにおける国家諸機関の憲法解釈の相互作用について以下の視点から
観察し、国家による憲法解釈の動態とそのあり方について検証を加えることを目的とする。
第１報告は、政府諸機関（大統領、内閣、大統領府、内閣事務総局、コンセイユ・デタ行政部等）
間における憲法解釈の相互作用に関するものである。フランスでは政府内に憲法解釈に関わる多く
の機関が存在する。大統領、内閣、また補佐機関も憲法解釈に関わりを持つ。さらにコンセイユ・
デタ行政部は、法律案審査や政府による任意の諮問の際に憲法解釈を行う。本報告では、そうした
諸機関間での過程を経た「政府の憲法解釈」の生成について分析する。
第２報告は、政府の憲法解釈と議会の憲法解釈との相互作用に関するものである。法律案等の議
会審議では、政府が自身の憲法解釈を問われる。他方、両院与野党議員は、法律修正案提出や対政
府質問を通じて法律案の憲法適合性に関する意見を示し、議会自体も法律案を可決する場面で憲法
解釈を示す。本報告では、議会審議における政府と議会の憲法解釈の相互作用について分析する。
第３報告は、政治部門（政府と議会）の憲法解釈と憲法院の憲法解釈との相互作用に関するもの
である。憲法院は、法律の憲法適合性に関する事前・事後統制の場面で憲法解釈を行うが、憲法院
による憲法解釈は、政府・議会によるその後の政策・立法にどのような影響を持つのか。本報告で
は、三者間の憲法解釈の相互作用を分析する。
第４報告は、憲法院の憲法上の基本権解釈とコンセイユ・デタ訴訟部の法律上の権利解釈との相
互作用に関するものである。フランスでは、①憲法によって保障された基本権と、②法律によって
保障された権利とがあり、①は憲法院に、②はコンセイユ・デタ訴訟部にそれぞれ保護される。①
と②は互いに共存・競合・補完するが、憲法院による基本権解釈＝憲法解釈と、コンセイユ・デタ
訴訟部による法律上の権利解釈＝法律解釈とはどのように影響し合うのか。本報告では、憲法院と
コンセイユ・デタ訴訟部の相互作用について分析する。
報告：
「政府諸機関間の相互作用」
「政府と議会との相互作用」
「政治部門と憲法院との相互作用」
「憲法院とコンセイユ・デタ訴訟部との相互作用」

奥村
徳永
新井
河嶋

公輔（駒澤大学）
貴志（和光大学）
誠（広島大学）
春菜（名古屋大学）

関連文献：新井誠「議会と裁判所の憲法解釈に関する一考察」小谷順子（他）編著『現代アメリカ
の司法と憲法—理論的対話の試み』
（尚学社、2013）
；同「二元的執政府と両院制議会―元老院と
の関係から見た一考察」辻村みよ子編集代表、山元一（他）編『講座 政治・社会の変動と憲
法―フランス憲法からの展望（第 1 巻）』
（信山社、2017）；徳永貴志「フランス議会の復権はな
されたか―2008 年憲法改正以後の法案審議」和光経済 46 巻 2 号（2014）
；同「合理化された議
院制の展開」辻村みよ子編集代表、山元一（他）編・前掲書；奥村公輔「フランスにおける憲
法解釈機関としてのコンセイユ・デタ行政部」レファレンス 783 号（2016）
；同「フランスにお
ける執行府の憲法改正案提出権及び憲法改正案修正権」駒澤法学 16 巻 4 号（2017）
；河嶋春菜
「緊急事態下のフランス」宮崎千穂（他）編『海外調査論集』
（名古屋大学国際教育交流センタ
ー、2017）
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◎ ミニ・シンポジウム Ｃ
人役権制度の比較法研究
企画責任者

水津 太郎（慶應義塾大学）

人役権は、広い意味では、日本法における地上権や永小作権、あるいは、ドイツ法やフランス法
における用益権といった、独占利用型の利用権をも含むとされている。これに対し、地役権と同じ
ように、人役権の目的である物について、人役権者がその所有者の利用を排除せずにこれを利用す
る権利のことを、狭義の人役権と呼ぶ。本ミニ・シンポジウムでは、「人役権」として、契約を原
因として設定される狭義の人役権を念頭に置くこととする。
日本法は、地役権制度を設ける一方で、人役権制度は設けていない。もっとも、学説では、古く
から近時にいたるまで、立法論として人役権制度の導入を検討すべきであるとする見解が有力であ
る。また、フランス法でも、本ミニ・シンポジウムが対象とする人役権に対応する制度は、設けら
れていない。しかし、判例は、特別の用益を目的とした物権（droit réel de jouissance spéciale）を設
定することを肯定している。そして、ペリネ＝マルケ草案では、このタイプの物権が定められてい
る。これに対し、ドイツ法は、地役権制度にくわえて、制限的人役権（beschränkte persönliche
Dienstbarkeit）制度をも設けている。また、アメリカ法では、時間的に画された占有権原をともな
う不動産権（estate）以外に、広義の地役権（servitude）に分類される物的権利が認められている。
広義の地役権には、要役地を必要としない人役権（easement in gross）も含まれる。
本ミニ・シンポジウムの目的は、人役権制度に対する態度や考え方について、それぞれの国の差
異とその理由を明らかにすることにある。このような作業は、日本法において人役権制度を設ける
べきであるかどうか、かりに設けるべきであるとしたら、どのような制度設計が望ましいか、とい
った問題についても、有益な示唆を与えることとなるであろう。
報告：
「趣旨説明」
水津 太郎（慶應義塾大学）
「フランス」
吉井 啓子（明治大学）
「ドイツ」
水津 太郎（慶應義塾大学）
「アメリカ」
青木 則幸（早稲田大学）
「日本」
秋山 靖浩（早稲田大学）
司会： 吉田 克己（早稲田大学）
関連文献：秋山靖浩「ドイツにおける都市計画と併存する地役権――都市空間の制御における地役権
の意義を探るために」早稲田法学 81 巻 1 号（2005）
；吉井啓子「所有権の支分権（ミニ・シン
ポジウム フランスにおける『財の法』の理論と課題）」比較法研究 76 号（2014）
；青木則幸「ア
メリカ法における人役権の法的性質について――ニューヨーク州法における人役権の譲渡・相続
可能性の議論を中心に」瀬川信久先生・吉田克己先生古稀記念論文集『社会の変容と民法の課
題〔上〕』
（成文堂、2018 年 3 月刊行予定）
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◎ ミニ・シンポジウム Ｄ
提供型生殖補助医療（代理懐胎を含む）における人権保護の課題
企画責任者・司会

二宮 周平（立命館大学）

生殖補助医療に関しては、女性の身体の自己決定権の視点、生殖医療技術を用いて子をもうけることの
是非、とりわけ卵子提供の場合には女性の身体への侵襲の度合いが高く、代理懐胎の場合には、他者の身
体を利用することから、生命倫理的な検討がなされてきた。
他方、日本にも、生殖医療技術の利用を求める当事者、国内で実施されない生殖補助医療を求めて海
外に赴く当事者がいる。こうした当事者の切実な気持ちを認識した上で、提供型生殖補助医療を広く認める
諸国で、精子・卵子等の提供者や代理懐胎者、生殖医療技術を用いて生まれた子、その子を養育する家族、
それぞれの利益をどのように確保しているのか、その実情を知ることは、倫理的な問題を検討する上でも、国
内の当事者のニーズに向き合うためにも不可欠のことと考える。
本ミニ・シンポジウムでは、二宮から、生殖補助医療に関する国内の法的状況のレビューを行い、不妊当
事者へのカウンセリングをしている荒木から、生殖補助医療の基礎知識と国内の現状、提供型生殖
補助医療を必要とする当事者の現状、国内の提供型生殖補助医療の現状とその背景を報告する。こ
れらを踏まえた上で、建石から、フランスにおける卵子提供と国外で代理懐胎を実施して生まれた
子の親子関係、生命倫理法の準備からドナーと子に関する人権保護の課題を整理する。花元から、
既知のドナー（精子提供者）からの父子関係確認訴訟、ドナーに対する扶養請求訴訟など、ドナー
の法的地位と責任に関する近時のアメリカの判例を紹介、分析し、ドナーと子との法的な関係性を
検討する。日比野から、代理懐胎について海外からの依頼者を積極的に受け入れてきたインドとタ
イにおいて、代理母がどのような処遇を受けていたか、何が問題となって海外からの受入を否定す
る規制になったのか、その実情と背景を分析し、代理懐胎を可とする場合の課題を提起する。
提供者（代理懐胎者を含む）と子の尊厳の確保、提供者と養育者の責務の観点から、人権保護の課題に
迫っていきたい。
報告：
「企画趣旨、日本法の現状と課題」
「医療現場におけるドナー、レシピエントの実情」

二宮 周平（立命館大学）
荒木 晃子（立命館大学
／島根県内田クリニック心理カウンセラー）
「人権保護の視点～フランス、ヨーロッパ評議会」
建石 真公子（法政大学）
「既知のドナーの法的地位と責任～アメリカの判例を素材に」
花元 彩（桃山学院大学）
「代理出産者への配慮の可能性～インド・タイの実情と変化を素材に」日比野 由利（金沢大学）
関連文献：荒木晃子「配偶子提供と家族形成」生殖テクノロジーとヘルスケアを考える研究会『報
告書Ⅳ 卵子提供の制度設計を考える』
（2013）
；建石真公子「生殖補助医療における法の役割―
「権利」と「公序」の選択―」
『憲法理論叢書』
（敬文堂、2016）
；同「代理懐胎法制における「国
際人権規範」と「文化の多様性」－ヨーロッパ人権裁判所 Mennesson 対フランス判決における
「私生活及び家族生活の尊重」と「公序」について－」比較法研究 78 号(2016)；花元彩「生殖
補助医療におけるドナーの法的地位についての一考察」桃山法学 26 号（2017）；同「マロッタ
事件～ドナーはいかなる場合に扶養義務を負うのか」桃山法学 26 号（2017）
；日比野由利『ル
ポ 生殖ビジネス 世界で「出産」はどう商品化されているか』
（朝日新聞出版、2015）
；同「イ
ンドの商業的代理出産と法規制」産科と婦人科 78 巻 4 号（2011）
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◎ ミニ・シンポジウム Ｅ
自由刑の比較法研究
企画責任者・司会

山口 直也（立命館大学、本会理事）

2018 年 2 月現在、法制審議会少年法･刑事法（少年年齢･犯罪者処遇関係）部会において、少年法
の適用年齢の引き下げ、若年犯罪者･高齢犯罪者等の処遇を一層充実させるための刑事実体法及び
手続法の整備の在り方について広範囲な議論が重ねられている。中でも、懲役刑と禁固刑を区別す
る現行刑法の規定を廃して、自由刑を「拘禁刑」に一本化する議論が展開され、大きな注目を集め
ている。自由刑の一本化自体は、
「自由刑の単一化」として 1960 年代から 1970 年代にかけて法制
審議会特別法部会でも採りあげられた議論である。もっとも今回の少年法･刑事法部会の議論は、
50 年前の議論よりもさらに具体的に、
「作業（労役）」及び「改善指導・教科指導」の法的義務化を
議論の対象としている。その意味で、自由刑の刑罰としての内容及び自由刑の矯正教育の内容その
ものの法的検討が不可欠の状況となっている。
そこで本ミニ・シンポジウムでは、近代的自由刑の発展とわが国におけるその継受も踏まえて、
アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、日本の自由刑に関する比較法研究を行い、現在進行中の
法制審議会少年法･刑事法部会の議論のあるべき方向性を探りたいと考える次第である。
部会における具体的議論の内容は、わが国の刑法、刑事収容施設法、少年法、更生保護法等の法
改正に結びつくものであることから、本ミニ･シンポジウムにおける比較法研究は、以下の諸点を
軸として、それぞれの国の社会的背景を踏まえたうえで検討することとしたい。
具体的には、各国法体系における刑罰の内容及びその法的根拠、自由刑の歴史的展開及びその法
的位置づけ、自由刑の区別の有無（わが国のような懲役刑・禁固刑の区別の存在、また、自由刑単
一化論のような議論の有無）
、自由刑における労働（作業）の法的位置づけ（刑罰内容そのものか、
あるいは刑罰執行の一要因に過ぎないか）、自由刑における矯正教育（わが国における刑事収容施
設法上の改善指導・教科指導に相当する内容）の法的位置づけ、そして、自由刑執行において若年
犯罪者層、高齢者層、知的障害者層を特別に扱う実務の有無等である。
なお、ミニ・シンポジウム当日は、フロアーとの質疑応答を通じて、建設的な議論ができれば幸
いである。
報告：
「アメリカの自由刑」
「イギリスの自由刑」
「フランスの自由刑」
「ドイツの自由刑」
「日本の自由刑」

本庄 武（一橋大学）
京 明（関西学院大学）
相澤 育郎（立命館大学）
岡田 行雄（熊本大学）
山口 直也（立命館大学）

関連文献：
本庄武・武内謙治編著『刑罰制度改革の前に考えておくべきこと』
（日本評論社、2017）
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******* シ ン ポ ジ ウ ム *******
高齢者医療・介護と法
企画責任者・司会

樋口 範雄（武蔵野大学）

１．企画趣旨
本シンポジウム「高齢者医療・介護と法」は、超高齢社会を迎えた日本において喫緊の課題であ
り、かつ、グローバルな課題でもある高齢者の医療・介護の決定に際して、高齢者の意思および自
己決定を尊重するために、法がいかに支援しうるかを再検討するために行う英米豪独仏アジアなど
との国際比較である。そのため（１）高齢者医療・介護の制度枠組、（２）医療・介護・研究をめ
ぐる高齢者と家族等への説明と同意のあり方、（３）終末期医療のアドバンス・ケア・プランニン
グ（Advance Care Planning）の 3 点を中心に検討する。
超高齢社会の日本では、認知症高齢者や高齢者の単独世帯が増加していく中で、意思能力が低下
した高齢者にいかに適切な医療や介護を提供するかが喫緊の課題となっている。実は高齢者の問題
には法律的・法政策的な論点が数多い。同時に、社会保障制度や世代間負担、さらに家族と社会の
関係など、法学内部にとどまらない射程があり、高齢者特有の課題や法制度全般を横断的・学際的
に検証する必要がある。そこで高齢者医療と介護への法のあり方の本格的な検討が必要であるとし
て、諸外国の比較を念頭に本シンポジウムを策定した。
２．各報告概要（報告順）
（１）総論（企画趣旨）および日本の問題状況
樋口 範雄（武蔵野大学）
高齢者が直面する問題の中で医療と介護は最重要課題の１つである。今回のシンポジウムでは、
ドイツ、フランス、アメリカ、オーストラリア、韓国、イングランド、アイルランドの各国の事情
を報告してもらい、超高齢社会であるわが国の状況と比較し検討する。終末期医療の在り方が中心
になると思われるが、それに限らず、より広く、高齢者と医療・介護と法の問題を議論してみたい。
（２）アメリカ
関 ふ佐子（横浜国立大学)
アメリカは事前指示に関する情報提供を病院やナーシング・ホームに義務付ける自己決定法、統
一医療意思決定法が早くから制定されるなど、高齢者の医療・介護におけるアドバンス・ケア・プ
ランニングをめぐる法制度の構築が進んでいる国である。しかし、実態としては、終末期の自己決
定が十分に出来ていないと問題視されている。こうしたアメリカの実態を踏まえて、どのような法
制度を構築すれば、医療や介護における高齢者の意思決定が可能となるのかを探っていきたい。と
りわけ、メディケア（高齢者の医療保険）において医師が患者と終末期医療のあり方を相談した場
合に支払われる診療報酬、生命維持に関する医師による指示書（POLST）、ホスピス給付と積極的
治療の併存といったホスピスケアなどが機能しているのかを検討したい。
（３）イギリス＆アイルランド
小舘 尚文（アイルランド国立大学ダブリン校）
本報告では、イギリス（主にイングランド）における高齢者医療および介護の現状、近年の政策
動向と法制度について紹介する。2005 年意思決定能力法（イングランド・ウェールズ）の施行から、
2014 年に介護法ができるまでの流れについて紹介したい。また、介護資源の不足、NHS（国民保健
サービス）の財政問題、そして、医療および介護へのアクセスの地域格差といった政治・社会問題
にも触れるとともに、権限移譲後のイギリス各地での成人支援・保護をめぐる法律や、隣国アイル
ランドの国会で現在審議が行われている「セーフガーディング」についても比較考察を試みたい。
インフォームド・コンセント、認知症ケアや終末期医療へのサポート、そして、尊厳死をめぐる議
論についても触れる。
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（４）オーストラリア
岩田 太（上智大学)
オーストラリアにおいては、2017 年 11 月に Victoria 州で医師による致死薬処方による尊厳死法
が成立するなど人生の最終段階における医療やケアのあり方についても大きな動きがある。そこで
本報告では、オーストラリアにおいて高齢者などの最期をより本人の意思を尊重するための事前指
示、医療代理人の機能や後見制度、またアドバンス・ケア・プランニング（医療介護についての事
前の話し合い）などをめぐる法的・制度的対応について議論したい。
（５）韓国

ホン

ソンミン

洪 性珉（韓国法制研究院）

韓国では終末期医療につき、ポラメ病院事件の刑事裁判例がその論争のきっかけとなり、その後
延世医大事件に関する裁判例が当該論争をより深め、さらに終末期における延命医療の中止等の立
法の動きにも大きな影響を及ぼした。そして 2016 年に「ホスピス・緩和医療及び臨終過程にある
患者の延命医療の決定に関する法律」が成立された（当該法律の一部は 2017 年に施行されたが、
延命医療の決定に関しては 2018 年２月４日施行）
。本報告は、これらの裁判例と当該法律の重要内
容を概観し、特に対象患者及び対象医療の範囲や意思決定手続きなどについて検討する。
（６）ドイツ
川久保 寛（神奈川県立保健福祉大学）
これまで、高齢者の意思決定では、医療とりわけ終末期医療における意思決定が主に検討されて
きたが、長期にわたって本人に影響を及ぼしうる点で、介護における意思決定もまた重要である。
実際、高齢者の利用が想定される介護では、高齢者の権利擁護および意思決定支援の仕組みが必要
とされ、意思決定にかかる情報提供および相談援助が行われてきた。本報告は、ドイツ介護保険制
度における介護支援拠点および介護相談に着目し、意思決定支援の制度とその実効性を明らかにす
る。
（７）フランス
柴田 洋二郎（中京大学）
フランスでは、終末期医療の在り方について 1990 年代末から漸進的に立法化されていった。と
りわけ、1999 年、2002 年、2005 年、2016 年の法律を経て、緩和医療、インフォームド・コンセン
ト、医療代理人、事前指示書、ターミナル・セデーションに関する権利や制度が順次整備されるに
至っている。本報告では、まずその概要を明らかにする。他方で、「高齢者」医療・介護という観
点からすれば、これら終末期医療を支える医療・介護体制や、診療報酬・介護報酬決定の在り方に
も目を向ける必要があろう。そこで、これらについても報告に取り込みたいと考えている。
関連文献：樋口範雄・関ふ佐子編著『高齢者法』
（東大出版会，シリーズ超高齢社会のデザイン第 8
巻（仮題・2018 年刊行予定）
樋口範雄『超高齢社会の法律―何が問題か』
（朝日選書、2015）
関ふ佐子「アメリカにおける医療の質と費用の管理 –ACO の工夫」日本医師会・民間病院アメリ
カ医療・福祉調査団『ダイナミックに変化するアメリカ医療 -オバマケアの成果とトランプ後の
行方 -』
（博仁会、2017）
Kodate N & Timonen V (2017) ‘Bringing the family in through the back door: the stealthy expansion of
family care in Asian and European long-term care policy’ Journal of Cross-Cultural Gerontology, 32 (3)
岩田太「治療の差し控え・中止と判断を支援するシステムの重要性」『ケース・スタディ生命倫理
と法＜第２版＞』
（有斐閣，2012）
川久保寛「ドイツ介護保険制度における保険料率の法定の意義 ～成立・改正における議論を参照
して～」社会保障法 30 号（2015）
柴田洋二郎「フランス―歴史的展開にみる理念と構造の変化―」西村周三・京極髙宣・金子能宏編著
『社会保障の国際比較研究』（ミネルヴァ書房，2014）
洪性珉「医療供給体制における国家統制―保険医療機関の指定を中心に」社会保障法 31 号（2016）

16

Ⅳ．

開催校ならびに事務局からのお願い

１．オンライン登録システムを利用して、ご参加の旨をご登録ください。
オンライン参加登録の手順（詳しくは 18－19 頁を参照）
・ 比較法学会ホームページ（http://www.asas.or.jp/jscl/）から登録画面にお入り下さい。
・ 会員番号の入力が必要となります。封筒の送付ラベルにある 004 から始まる 10 桁の番号が
会員番号です。また、パスワードは、2010 年に、会費請求時に同封してお知らせしており
ます。お忘れの方、また、2010 年度以降のご入会の方は、ホームページトップ上掲の「会
員情報変更」→「オンライン会員登録はこちらから」→「パスワード問い合わせ」
（https://feb.db-boss.com/asas/user/reset.asp）より発行してください。
・ 2010 年度からの試みであることから所定のファックスでの登録（20 頁）も受付けますが、
事務作業の効率化のため、可能な限り、オンライン登録をご利用ください。
・ 登録方法が不明な場合は、学会支援機構（TEL:03－5981－6011）までご連絡ください。
・ 登録の〆切は、オンライン・ＦＡＸともに、5 月 14 日（月）必着とさせていただきます。
・ 参加登録なしに来場される会員の方が多く、受付の遅延・資料の不足等、運営に支障を来し
ております。お手数でも、ご登録をお願いいたします。
２．両日の昼食としてお弁当・お茶を手配します（各日 1,000 円）。ご入用の会員は、参加登録と
併せてお申込みください。お支払いは、当日、現金にて承ります。
なお、６月３日（日）は、学内の食堂は営業しておりません。
３．第１日終了後に懇親会を開催します（会費 5,000 円）。出席される会員は、参加登録と併せて
お申込みください。お支払いは、当日、現金にて承ります。
４．会場への経路は 21-22 頁をご参照ください。
５．報告会場の変更などは、当日受付でご案内します。
６．会場に関する事前の問い合わせは、下記にお願いいたします。
〒564-8680 大阪府吹田市山手町３丁目３番３５号
関西大学法学部 髙作 正博
TEL: 06-6368-1406（研究室直通）
E-mail: mtakasa@kansai-u.ac.jp
***************************************************************************************
【事務局からのお知らせ】
比較法学会の会員管理業務は、一般社団法人 学会支援機構に委託しています。所属変更・入
会申込・退会届・叙勲等申請のための在籍期間確認・雑誌購読のご連絡は、同機構・比較法学
．．．．．．．．．．．．．
会係宛にお願いいたします。その他のお問い合わせに限り、学会事務局にご連絡ください。
一般社団法人 学会支援機構 比較法学会係
〒112-0012 東京都文京区大塚 5-3-13 小石川アーバン４階
E-mail：hikakuhou＠asas-mail.jp
TEL：03-5981-6011 FAX：03-5981-6012
比較法学会事務局
〒113-0033 東京都文京区本郷 7−3−1 東京大学社会科学研究所 齋藤哲志
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Ⅴ．オンライン参加登録の手順について
①

比較法学会ホームページ（http://www.asas.or.jp/jscl/index.html）から、総会参加登録ページへア
クセスしてください。クリックしますと以下の画面が表示されます。

①年会費請求書や封筒に印字され
ている 004 から始まる 10 桁の数
値が会員番号です。
②パスワードは、2010 年度第 1 回
目の会費請求書に同封の「登録
情報ログインパスワードに関す
るお知らせ」にてご案内してお
ります。

③2011 年度以降のご入会の方で、
パスワードが不明の方はこちら
から発行手続きをお願い致しま
す。
④パスワードを紛失された場合に
は、左記の[パスワード問い合わ
せ]から再発行の手続きをお願
いします。

②

入力フォームの手順

登録画面に入りますと
現在、学会支援機構に
登録されているご自身
の氏名・所属機関・住
所の情報が表示されま
す。
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③

参加情報入力の手順
①（＊）は必修選択の項目
となりますので、選択漏
れの無 いようにお願い
致します。
② Q1 で「参加する」と選
択された方は、Q2、Q3、
Q4 へお進み下さい。
③ Q1 で「参加しない」を
選択された方は、Q4 へお
進み下さい。
④ Q4 で「参加する」と選
択され た方は、 Q5、 Q6
へお進み下さい。
⑤ Q4 で「参加しない」を
選択された方は Q7 へお
進み下さい。

⑥ 最後に「確認画面へ」
を押して、参加登録内容
の確認を行って下さい。

④

参加登録内容の確認

登録内容をご確認下さい。

左記に標記された参加登録内容
でよろしければ、登録ボタンを押
してください。
登録後、登録完了のメールがお手
元に届きます。
それで参加登録受付は終了です。

19

※ この頁をコピーして、ＦＡＸでの登録にご利用ください。※
可能な限り、オンライン登録（18-19 頁）をご利用ください。

一般社団法人学会支援機構内

比較法学会係 行

ＦＡＸ：０３－５９８１－６０１２
（該当箇所に☑印を記入）
第１日 ６月２日（土）
午

前

会

員 総

午

：

□ 参加する

□ 参加しない

□ 英米法部会
□ 大陸法部会
□ ミニ・シンポジウムＡ「旧社会主義国と欧州人権裁判所」
会 ： □ 出席

□ 欠席

後 ：
□ ミニ・シンポジウムＢ「フランスにおける国家諸機関の憲法解釈の相互作用」
□ ミニ・シンポジウムＣ「人役権制度の比較法研究」
□ ミニ・シンポジウムＤ「提供型生殖補助医療（代理懐胎を含む）における人権保護の課題」
□ ミニ・シンポジウムＥ「自由刑の比較法研究」

第２日 ６月３日（日）

□ 参加する

□ 参加しない

シンポジウム「高齢者医療・介護と法」
□

午前・午後ともに参加

□

午前のみ

□ 午後のみ

***************************************************************************************
♦

お弁当・お茶（各日 1,000 円。当日、現金にてお支払いください。）
第１日目： □ 要

♦

□ 不要

第２日目：

□ 要

□ 不要

懇親会（第１日 17:30〜19:00。会費 5,000 円。当日、現金にてお支払いください。）

□ 参加する
□ 参加しない
***************************************************************************************
（変更のある方は☑印を記入）
□

氏名：

□

住所：

□

所属：

□

メールアドレス：

※準備の都合上、5 月 14 日（月）までに到着するようにご送信ください。
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関西大学・千里山キャンパスへのアクセス
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関西大学・千里山キャンパス キャンパスマップ

第 1 学舎（法学部、文学部、政策創造学部、外国語学部、食堂、購買店）
第 1 学舎 5 号館
以文館（法科大学院、心理臨床センター千里山カウンセリングルーム、食堂、購買店）
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