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※平成３０年４月以降、法学研究科は理論法学専攻・政治学専攻が法学政治学専攻へと名称変更され

ました。また、各コースについて研究者コースが研究者養成プログラムに、専修・社会人コースが高

度社会人養成プログラムに、GMAP in Law コースがグローバルマスタープログラムにそれぞれ名称変

更されました。本説明会資料は一部改組前の平成２９年度以前の情報が記載されていますが、改組後

（平成３０年度以降）の専攻分野・募集人員に変更はありません。 

 

神戸大学大学院法学研究科 大学院説明会（2020 年 12 月 9 日） 

大学院入試および教育の概要説明 

 

１．カリキュラムと修了要件について 

・博士前期課程には以下の３つのプログラムが設置されています。 

   研究者養成プログラム 

   高度社会人養成プログラム 

   グローバルマスタープログラム 

 各プログラムによって、具体的に指導を受けられる専攻分野が異なりますので、募集要項をご参照

ください。 

・修了に必要な在学期間は（プログラムを問わず）２年間です。 

＊必要な要件を充たした場合には、１年または１年半で修了することも可能です。 

＊社会人学生の長期履修制度に関する詳細は，「長期履修制度について（留意事項）」を参照してください。 

・前期課程を修了して修士号を得るためには、①履修科目から３０単位の修得、②修士論文またはリ

サーチペーパーの執筆と口述試験の合格、が必要です。 

・履修科目には、（ⅰ）演習、（ⅱ）特殊講義、（ⅲ）文献研究があります。提供される科目や履修が求

められる単位数はプログラムによって異なります。 

（ⅰ）演習： 指導教員による論文指導 

（ⅱ）特殊講義 

（ⅲ）文献研究  

＊他のプログラムを対象とした授業についても、一定の要件のもとで履修可能です。 

＊国際協力研究科など他研究科の講義も、一定要件の下で修了単位への算入が可能です。 

・修士論文、リサーチペーパー 

研究者養成プログラムでは修士論文の提出が求められます。提出期限は１月（または７月）上旬です。 

他のプログラム生は、修士論文かリサーチペーパーのいずれかを提出してもよく、提出期限は１月（ま

たは７月）末です。 

 

２．後期課程への進学 

進学試験を受験し，合格することが必要です。後期課程には、研究者養成プログラム、高度社会人

養成プログラム、高度専門法曹養成プログラムが設置されています。前期課程の高度社会人養成プロ

グラムは、大学院入学時には後期課程への進学を予定していないことが原則ですが、前期課程で特に

良い成績を収めたものについては後期課程への進学が認められることがあります。 

 

３．長期履修制度について 

 社会人学生を対象とした「長期履修制度」を導入しています。詳しくは、募集要項、「長期履修制度

について（留意事項）」を参照してください。
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2001年度―2020年度の修士論文・リサーチペーパーの主要なテーマ 

*必要に応じて、表題の簡略化、副題の省略等を行っている。 

 

（旧研究者・旧専修コース） 

＜憲法＞ 

中国はなぜ違憲審査制が必要なのか/ 学校教育における憲法上の一問題 -懲戒処分に着目して-/ 世代間

正義論と日本国憲法 

＜民法＞ 

死後の事務委任と財産の帰属～後継ぎ遺贈・死後事務委任契約・死後の事務執行者と信託との関係性につ

いて～/ 過大な課税による納税者の損害の回復/ 中国における医療損害賠償処理制度――「侵権責任法｣

の第７章｢医療損害責任｣を中心に/ インターネット上の名誉毀損をめぐる問題/ 不動産物権変動の保護法

制－中国物権法の制定を契機に－/ 事情変更による契約当事者間の交渉をめぐる法律関係/ 投資取引にお

ける情報提供義務/成年後見人の監督義務責任について-民法714条の監督義務者責任を中心に-/ 中国医療

過錯における過失判断―中日英の比較法検討を通じて―/ 代理出産をめぐる問題に関する比較法学的研究

/解除制度との関係における危険負担ルールの行き先－日中比較を中心に－/ 人身損害賠償請求訴訟と消

滅時効－正当な被害者救済にむけて－/ 自動車事故の責任主体及び損害賠償制度に関する－考察～カンボ

ジア新民法と日本の自動車損害賠償保障法の比較検討を中心に～/ 継続的契約関係における法令違反行為

効力論の限界/ 中国における将来債権譲渡の有効性の研究/特許権における差止請求権の制限に関する研

究-現行制度の課題と差止請求権の新たな制度の可能性-/ 法的父子関係確定における意思の位置づけに関

する序論的考察 フランス親子法の近時の動向を参考として/名誉棄損とプライバシー侵害の関係 ――

日中裁判例の研究を中心に/ 面会交流の「権利」としての性質と立法のあり方 

＜商法＞ 

米国デラウェア州会社法におけるM&A過程の予備的差止について －レブロン義務と情報開示の信認義務

の相関関係を中心に/ 内部統制システムにおける取締役の監視監督義務/ 日中監査役制度の比較研究/ 株

式会社における監査役、取締役会による経営監督制度を中心とする研究-日本、アメリカ、ベトナムの監

査役、取締役会による経営監督制度からの比較研究-/ コーポレートガバナンスにおける社外取締役制度

の役割－日本と中国の制度の比較－/ 二重代表訴訟制度/敵対的企業買収における取締役の行為規制/  

株式所有構造が社外取締役の機能に与える影響/D＆O保険（Side B coverage）の問題点と情報開示/ 経営

者報酬規制－情報開示の観点から－/ 中国国有企業改革の狙い-経営効率向上とガバナンス強化-/ 取締役

の責任-会社法における日本と台湾法制の比較 

＜刑事法＞ 

監視カメラによる情報収集と警察による犯罪捜査についての一考察/ 科学的証拠とデジタルフォレンジッ

ク/ 口座入出金記録に関する捜査関係事項照会（刑事訴訟法197条2項）の規律-「権利利益の共有」を手

掛かりとして- 

＜行政法＞ 

中国土地収用における公共利益の判定/ 非正規外国人に対する対策について－在留特別許可を中心に－/

「法規命令制定権限と司法審査の日独比較研究―伝来型権限モデルから振分型権限モデルへ―」/ 政策

終了に関わる法的手段の考察-先進的な自治体における取り組みの現状と課題の克服に向けて-/ 抗告訴

訟における消費者の原告適格拡大の途 主婦連ジュース訴訟判決を題材に/ 中国における「基層群衆性
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自治組織」の法的統制－「行政主体論」の観点から 

＜経済法＞ 

国際カルテルに対する独占禁止法の域外適用/ 主要国における独禁法違反行為に係る損害賠償制度/ 知的

財産権と独占禁止法について－技術標準に関わる独禁法上の評価/ 中国独禁法における企業結合規制につ

いて－事例の検討を中心に/ 独占禁止法に基づく私人による損害賠償訴訟の促進について/ 日・米・中の

独占禁止法における企業結合規制について/ 特許権における差止請求権の制限に関する研究-現行制度の

課題と差止請求権の新たな制度の可能性-/ オンラインプラットフォームにおける市場支配的地位の濫用 

＜労働法＞ 

試用期間をめぐる比較法的考察－日本法と中国法とを比較して－/ 高年齢者の雇用確保措置に伴う労働条

件変更について/ 零細自営業者の団結権に関する法的考察/女性活躍推進法に関する考察 -ポジティブ・

アクションの義務付けについて- 

＜知的財産法＞ 

私的ダウンロードと著作権法/ 著作権侵害に関する動画投稿共有サイト管理者の民事的責任/ 特許法2条1

項（発明の定義）の再検討―ソフトウェア発明の「自然法則利用性」を中心に―/ 特許侵害訴訟における

「無効の抗弁」に関する研究―問題点と解決の方向を中心に―/ 電子出版における出版者保護の在り方 

－日米英の制度比較を中心に/ 地理的表示保護制度に関する研究 －中国における地理的表示保護制度の

選択－/ 特許製品の部品に対する加工・交換と消尽の成否/ 著作権法における応用美術の保護に関する日

中比較/ 著作権侵害行為に関与する者の責任-日本と中国の比較/ 大陸法における著作権の制限規定につ

いて/ 中国における特許権の間接侵害問題について―日本法からの示唆を探る/ 著作権法における同一性

保持権の制限規定について―日本法から中国法への示唆を中心に/ 特許法における冒認出願の保護範囲に

ついて/ 音商標の導入に伴う商標の保護の在り方の見直し/ FRAND宣言された標準必須特許の権利行使 

日中比較の試み/ 中国の著作権集中管理制度の現状と問題点 -日中の音楽著作権集中管理団体を中心に-

/ 同一性保護権の保護法益 -アメリカにおけるMoral Rights保護と比較して- 

＜環境法＞ 

"Environmental Leadership" in times of global climate change: Germany's and Japan's green 

politics 

＜国際私法・国際取引法＞ 

中国における本土と香港特区の法律抵触/ Lex Mercatoria(国際商慣習法)に基づく国際商事仲裁/可動物

件の国際権益に関する条約/国際裁判管轄合意の法規整/船舶の衝突事故に起因する渉外的法律問題の考察

/中国契約法における不安の抗弁権と履行期前の違反(国際契約法統一の動向からの比較法的考察)/GATT・

WTOの補助金概念/相続における国際裁判管轄と準拠法(イングランド法の考察から) / 国際労働契約に関

する諸問題/ライセンス契約違反と並行輸入における商標権侵害の成立要件との関係/ 東アジアのFTAの原

産地規制/ 主要国の対中ダンピング防止措置/ 中国サービス分野の市場開放とWTO / India’s Anti- 

dumping Measures and the WTO/ 地域経済統合とWTO/ Private standards and the WTO-State 

Obligations under Article 13 of the SPS Agreement -/ 日・韓FTAの原産地規則の構想と課題―特恵原

産地規則の検討―/ 海事事件における国際裁判管轄/ 国際労働契約に関する諸問題/ 国際民事紛争におけ

る合意管轄制度/ 国際取引契約における事情変更の原則/ 国際取引契約における損害軽減義務 / CISG, 

UCC及び日本法における「書式の戦い」の規律に関する比較法的研究/ 仲裁人の忌避に関する諸問題と国

際動向/ CISGにおける契約解除－中国法の構造に基づく再読み/貿易に関する法政策と税関の役割につい

て～国際物流における日本企業の競争力強化に向けて～/ 国際私法と手続(韓国人に対する債権回収問題) 
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/ ユニドロワ国際章二契約原則におけるハードジップ(Hardship)条項の考察―国際的な長期にわたる複雑

な契約の視点から―/ 国際的な扶養料請求事件をめぐる諸問題―日本とブラジルの間での問題を中心とし

て―/ 被相続人を在日朝鮮人とする相続債権の回収―担保不動産競売実務における問題点―/ UNCITRAL 

仲裁規則の起草の経緯と現在の役割/ ＵＤＲＰドメイン名仲裁は時間の無駄か ＵＤＲＰドメイン名仲裁

公共性への配慮とその改善意見/ Brazil's investment policy and its position towards arbitration: 

an analysis of the new Brazilian approach on internatinal investment agreements and its 

prospects./ Judicial support for Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award in 

China under the Construction of the Belt and Road/ Possibility of Recognition of Punitive 

Damages -Between Japan and China/ Treaty shopping and MAP arbitration under a Double Taxation 

Treaty: OECD BEPS Action 6 and 14/ 「2005年管轄合意に関する条約」による国際商事紛争解決におけ

る影響/ 中国におけるArb－Medに関する考察/ Dispute Resolution In The Belt and Road Initiative/ 

国際紛争解決における第三者融資 

＜法哲学＞ 

治安維持法昭和３年改正の再考察－治安維持法と國體概念/ 法認識の客観性－戦後法解釈論争と法認識－ 

先端医療技術規制の「人間の尊厳」における一考察 

＜日本法史＞ 

人足寄場の創設と刑事政策の転換/ 明治民法施行以後の夫婦財産制/ 刑法・刑罰の歴史/ 明治憲法と日本

国憲法における人権規定の比較的考察 

＜西洋法史＞ 

ドイツ・ハンザ都市における「市民闘争」について 

＜英米法＞ 

アメリカ精神医療者に課される第三者保護義務/ アメリカ契約法におけるオプション/ アメリカ構造差止

訴訟におけるスペシャル・マスター任用の正当性と法的根拠/ 合衆国における人的管轄権の理論/ 人を対

象とする医学研究に対する公的規制のあり方－米国 コモン・ルール改訂の動きの検討－ 

＜ロシア法＞ 

「独立後のラトヴィアにおける社会統合と言語政策-誰のための言語権か？-」 

＜中国法＞ 

中国職務発明創造法制度の機能についての考察/ 中国の上場会社における防衛策の立法の現状と課題/ 中

国における国有企業を巡るＭ&Ａ法制/ 中国における労働力流動性の高まりと営業秘密保護の重要性 

＜国際法＞ 

国際刑事裁判所の非締約国に対する管轄権/ 外国人の人権の日韓比較/国際司法裁判所の役割および問題

点と将来性/ 国際刑事裁判所におけるPKO部隊の取り扱い/ テロ行為への国際法上の対処(自衛権の行使と

国連による強制措置)/ 中国の流動人口の児童の義務教育問題/ 国籍国による「個人の権利」の援用－国

際司法裁判所における受理可能性－/ 国際裁判管轄に関する一考察/武力紛争における国連平和維持活動

の法的地位/ タイ王国における移民労働者の人権保護/ ジェノサイド罪における主観的構成要件specific 

intent の厳格性の再検討/ 日中排他的経済水域における不審船の追跡権の行使 －武器使用を中心に－/ 

WTO紛争解決手続きにおける協議の役割―履行促進の視点からみたその機能と限界―/ 海賊行為の実態と

国際法根拠と国内法の整備について―ソマリア海域の海賊と武装強盗を中心に―/ The Application of 

the Antimonopoly law to Abuse of Standard Essential Patents: Focusing on Qualcomm decision in 

China./ 外国人不法行為請求法における普遍的管轄権行使に関する考察/ Jus Cogens and State 
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Immunity - Substantive Rules and Procedural Rules in ICJ/The Issue of Attribution of Acts of a 

State Entity to the State in Investment Arbitration/China's Strategies on Trade Dispute 

Solution in the Dispute settlement Procedures of the World Trade Organization (WTO)/ 国連海洋

法条約強制調停による紛争解決手法 －東ティモール／オーストラリア調停事件を手掛かりに/ 太平島の

法的地位-南シナ海仲裁判決の再検討 

＜法社会学＞ 

「思いやり」から「あきらめ」へ(投稿和歌の変遷に見る調停委員の心情とイデオロギー)/ 法と医学の言

説分析研究(「性同一性障害」をめぐる展開)/ 小・中学校における法教育/知的障害者の自立生活・地域

移行に関する一考察/国民の司法参加と広報（検察審査会の分析を中心として）/ 結婚とは何か－入国審

査官へのインタビューを通して－/ 教育相談のメカニズム-会話分析を手がかりに-/ ＰＦＩ方式による刑

務所の諸問題についての考察/ 協働決定としてのインフォームド・コンセントへ向けて-ALSとともに生き

る人の経験を手がかりに-/ 江戸幕府の賤民政策 -非人身分の制度化を中心として-/ 裁判員制度における

評議の設計 －共有と外在化の評議技法－/ 中国における人民調解制度―ADR理論の観点から/ 面会交流の

実施の円滑化に向けた裁判所の役割/医療観察法の運用と課題/ 中国の高齢者医療保障への啓示-日本の高

齢者医療保険制度の視点から/「身体的インストラクションによる美と規範の共有－競技ポールダンスレ

ッスン場面のコミュニケーション構造－」/ 児童相談所を中心とする虐待対応の問題点の克服-弁護士の

関与による新たな支援ネットワーク創出の可能性- 

＜国際関係論＞ 

平和構築の概念形成過程に関する考察/ コソヴォ空爆におけるアメリカ、NATOの動機－人権か国益か－/ 

シュレーダー政権の対米姿勢の「本質」/ 「台湾海峡危機をめぐる台湾の民主化と李登輝」/ 武力介入に 

おける国際規範の変容－冷戦期と冷戦後の「人道的」介入の比較研究－/ 終戦の決定要因/ ASEAN地域フ

ォーラムにおける信頼醗成措置/ アメリカの戦略的支援の結果に関する考察(アフガニスタンを事例に)/ 

東南アジアにおける地域化/ アジア太平洋地域の安全保障/国際規範の生成と東欧の民主化/ 冷戦後のフ

ランスの対NATO政策/独裁体制下のメディア(ミロシェヴィッチ政権におけるセルビアの新聞、ラジオ・

テレビ)/ 民族自決権の現代的意味(デイトン合意後のボスニアを題材として)/多民族国家マレーシアの

国民統合における遠心力と求心力/ 朝鮮半島における日本の植民地化政策/ 戦後初期日本における「ア

ジア」(日中、日韓関係を中心に)/ 冷戦後の日米同盟と韓米同盟の比較分析/ 原子力と核不拡散/ 冷戦

後の世界と人間の安全保障(日本とカナダにおける政策の比較研究)/ 難民の家族統合/ トルコ共和国の

外交・安全保障についての一考察(NATO加盟を巡る外交)/ 日本軍政下インドネシアの村落行政と国家建

設/ ミロシェヴィッチ後のセルビア/ 北朝鮮の核問題と六者協議に関する考察/ /ヨーロッパ連合におけ

る食品の自由移動と食品安全/ 権力分掌の紛争管理におけるふたつの可能性－ボスニアの平和構築とマ

ケドニアの予防外交の事例より－/ 天安門、民主化の失敗 経済的要因が民主化運動に与えた影響/ 平和

構築アジェンダとしてのメディア支援/ 台湾における自由化後の新聞の機能とその変容/軍事援助の現代

的変容/ 米国の対外武力行使における連邦議会の役割/ 米紙が捉えた日米関係/ 国内避難民「概念」の

国際化-フレーミング・ダイナミズムの観点からー/ Gender and national Security:TheIntroductionof 

International Norms related to  Gender Equality in the Japanese Self-Defence Forces/ 戦前日本

の「南進政策」の変容過程と日・タイ関係/ 規範的パワーとＥＵ・中国人権対話 －中国におけるICESR

とICCPRの成果の比較－/ 社会運動に対する文化の役割 －チュニジアと中国のケースを通じて/ 中国政

府・企業によるアフリカ進出の要因 －中国国内の生産力過剰問題への対応を中心として－/ 体系間のコ

ミュニケーション －中英貿易における交渉から戦争までに至った道－/ 中東欧の環境政策における「欧
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州化」－体制転換後のチェコとハンガリー－/ ASEAN地域フォーラムの形成過程 －多重チャンネルの討

議の効果に着目して－/ 国内紛争勃発のメカニズム －多数派の脅威認識と外部アクター関与の予防効果

－/ 政府とＮＧＯのパートナーシップの規定要因 －日本とオランダの事例－/ 国連安保理をめぐる政治

学：国連憲章３９条における脅威認定のメカニズム/ 通常兵器規制におけるアジェンダ設定/ 「国内観

衆」の参入による領土紛争の不可分性 －尖閣諸島問題における中国の対応を事例として－/ The Role 

of Technological Assistance in the Development of JICA and Japanese ODA Policy/ 国連平和維持

活動への各国の要員提供 －軍隊要員と警察要員の個別事情の分析－/ 中国における独占企業の制度改革

―電気通信セクターにおける政企関係変化のメカニズム/ 中国・アフリカ協力フォーラム(FOCAC)の総合

的な分析―政治面から経済面への変容を中心として―/ EU加盟コンディショナリティーと国内政治―ク

ロアチアのマイノリティ政策を事例に―/ 中国国家海洋局の再編―五龍から中国版海上保安庁へ/ 民間

軍事会社に関する規範変容/ STATE IDENTITY AND FOREIGN SECURITY POLICY : THE CASE OF JAPAN’S 

OVERSEAS TROOP DISPATCHES (1990-2010)/ 尖閣問題における中国マスメディアの役割―2012年尖閣国有

化事件における新聞報道分析を通して/ 現段階の中国における人間の安全保障研究/ AN ENQUIRY ON THE 

DIFFICULTY OF SINO ―JAPANESE RELATIONS AND ITS ULTIMATE CAUSES : A CONSTRUCTIVIST 

REINTERPRETATION/ 冷戦後の国連平和維持活動―強制力を用いた平和維持活動の導入について/ 民間軍

事社会の規制に関する規格変容/ 国際人権条約の遵守メカニズム―国内制裁メカニズムを通じて―/新興

ドナーの国際開発援助――中国とインドの対アフリカ援助の比較研究――/ EU Conditionality and 

Human Rights on the EU-Japan Strategic Partnership Agreement/ "Terrorism, anxious electorate, 

and political participation"/ The  global Power EU？/Socialism，Responsibility，and Civic 

Participation/ 国際防災協力と人間の安全保障/ 領土紛争に関する計量分析：貿易の相互依存性、交渉

のてこ比、平和的解決/政党の戦略的行動が政党間移動に与える影響-民主党分裂のケースから-/ Japan-

Russia Relations in the Post-Cold War Era:Diverging Identities/ The Growing Influence of 

China in South Asia:Its Soft Power Initiatives in the Region/ サイバー攻撃に対する被害国の反

応の激化要因の分析/ The Effectiveness of the European Neighbourhood Policy: The case of 

Tunsia and Morocco/ 言語政策の多国間協調の形成過程－ヨーロッパ地方言語・少数言語憲章を例に－/ 

有志連合に対する日本国民の支持要因-参加国の政治体制や印象が国民の認識に与える影響-/ Will 

Japan Contain the Rise of China? An Approach of Neoclassical Realism vs. Offensive Realism./ 

中国におけるArb－Medに関する考察/ The effect of casualty sensitivity on public support for 

contributing Japanese Self-Defence Forces personnel to UN Peacekeeping Operations: A survey 

experiment in Japan./ The Policy-Making Dynatic Politicians: Evidence from Legislative 

Committee Membership in Japan./ 日本の防衛費に関する実証分析-なぜ日本の防衛費は増加しないの

か？-/ China's Motives behind the Belt and Road (B＆R) Initiative/ 軍民両用技術の軍事転用規制

をめぐる国際政治-完全自律稼働型兵器開発規制提起の過程を事例に-/ 現代イタリアにおける移民およ

び難民政策の動向/ Gender Equality in the Labor Market in Japan and the EUA Frame Analysis of 

the Gender Equality  Policy/ Casualty Sensitivity in Japan : Information Underlying Certainty 

and Uncertainty/ 日本の平和主義の再考/ Public Opinion regarding Aid Sanctions against States 

Violating Human Rights/ 国連経済制裁の人道上の諸問題 －スマート・サンクションの再考/中国にお

ける難民政策 -インドシナ難民の人権保護を中心として-/ The Process of Social Integration in 

Japan A European Perspective/ アジアにおける「黒い羊」：集団的アイデンティティによる国際協力

の実証分析/ 在日米軍と刑法犯数についてのデータ分析 -政治学的接近-/  
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中央アジアをめぐる中ロ関係－「一帯一路」構想の後の経済と安全保障を中心として－/ External 

Identification of Europeanness: Looking at European Images through Japanese Eyes/ 脅迫手段と

してのコミットメント-同盟内交渉における大国の戦略- 

＜日本政治史・日本政治外交史＞ 

１９世紀アメリカの東アジア政策/米国国防省の成立に見る軍統合問題/ 「霞ヶ関正統外交」の蹉跌/ ブ

ラックパンサー党とＦＢＩの情報活動 ～アメリカにおける黒人運動の際涯～/ 台湾海峡危機と米英関係 

－米国の政策決定過程における英国の役割－/ 新秩序の模索と破綻 －１９３０年代における有田外交の

性質とその変容/ 北京政府の外交政策における「知米派」外交官の役割について －パリ講和会議とワシ

ントン会議を中心に/ 近代日本財界の形成と崩壊 －財界人・郷誠之助の足跡からの考察－/ 支那駐屯軍

の華北工作 －日中提携の失敗と侵略への道１９３３～３７年－/ Justice on Trial: The Establishment 

of the International Military Tribunal for the Far East(1945-1946)/ 米中関係の打開と日本―第二

次台湾海峡危機が日米安全保障条約に与えた影響の考察―/明治立憲制と宮中の展開―「宮中府中の別」

の確立―/日本社会党の躍進とその背景―再建・改革・選挙，1925～1947年―/占領期における日本の教育

改革―文部省の抵抗と妥協，1945～52年― / Portugal’s’Estado Novo’Diplomatic Relations with 

Japan,1933-1945/米国外交の柔軟化 1953-1957―アイゼンハワー政権の対中政策と米中大使級会談の開始

―/三木武夫の安全保障構想―戦時体制、政党政治、再軍備、保守と革新の狭間で/「兵庫県宍粟群下の

『タタラ』鉄滓調査報告」にみられる戦時経済統制の方針と影響/米国の対国共両党への認識と対中政

策、1943-1961年/The U.S. Factor in in JAPAN- Soviet Relations East Asia: 1969-1976./ 大韓民国

の成立と李承晩の外交政策－大韓民国承認外交から米韓相互防衛条約の締結まで、1948～1953－/ タフト

政権のアメリカ外交-世界大国への基盤形成への試みと挫折，1909～1913年-/ 中曽根康弘政権の外交・安

全保障政策 －戦後日本の「帰結点」と「転換点」の狭間で、1982～1987年－ 

＜西洋政治史＞ 

欧州統合の歴史過程から東アジア共同体の可能性を考察する－20世紀の歴史経験を視点として-/ ブラン

ト政権の東方政策をめぐる政治過程-対外政策の変更に関する「損失回避」理論からの考察-/ Same-sex 

marriage in Germany and Japan : A comparative study on the politicization of (intimate) 

citizenship in the course of recent electoral campaigns/ ポピュリズム政党の台頭を受けた社会民

主主義政党の戦略 

＜政治学＞ 

現代リベラリズムにおける自由と平等/ 政治理論における功利主義の意義と限界/ホッブズにおける集合

性/ 現代リベラリズム論の再構成/ 現代リベラリズム論における自由と平等/ 労働権の保障 －現代平等

論からの視座－/ 現代リベラリズムにおける市民の自尊心と中立性：ヘイトスピーチを手がかりに/ フェ

ミニズム理論の射程の変遷に関する一考察/ 現代政治理論と教育―リベラルな教育と愛国心教育の位置づ

けを手がかりに―/ 防災政策「思想」における非営利組織に関する一考察―我が国の防災政策の変遷に着

目して―/ リベラルな多文化主義における権利論の再構成－アラン・パッテンを手掛かりに 

＜政治過程論・行政学＞ 

予算編成の政治経済学 橋本行革における経済財政諮問会議創設という制度変化/ 福祉としての産業政策

/ 戦後日本の安全保障に関する世論の変容/ 日本の安全保障政策と世論の変遷/ 日本における政治的社会

化の可能性－公教育による政治教育を中心として－/ 掃海艇派遣問題－８７年掃海艇派遣問題と９１年掃

海艇派遣問題の決定過程について－/ 太平洋戦争中の重光葵の対ソ政策/ コミュニティ・スクールの政策

形成過程に関する一考察 学校運営における教職員、子どもの参加/ 日本で開催された２つのＢＩＥ登録
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博覧会についての比較研究/ 社会資本整備の政治過程の制度的比較/中期割引国債の政策形成過程/ 兵庫

県における民主党の研究/政党分裂の比較研究/ 民主化の国際要因市長選挙における多選の原因とその問

題点について/ 移民政策史と多文化共生/ マルチエージェントシミュレーションの政治学への応用可能性

/ 地方分権改革の政治過程/ 小泉政権における行政改革につながる3つの行政改革について/ 高坂正尭と

戦後日本/ 三位一体改革における地方政府の行動/ 三位一体改革の政策形成過程/ 協働事業における企業

の参加意識に関する考察/ ケースワーカーの専門性と保護率/ 選挙制度改革と議員系列関係/ 韓国「与村

野都」再考－農業政策を通じてみた政権の支配維持戦略/ １９５０年代日韓会談における外務省の政策決

定過程と政策論理/ 選挙期間の経済状況と新聞報道のギャップ/ 政策選択のシグナリング・ゲーム分析/ 

行政における専門知 －大気汚染対策の科学委託－/ シンクタンク活動環境の比較研究/ 首相の政治的リ

ーダーシップについて －民営化過程での首相のリーダーシップを発揮できる条件－/ 宇宙の平和利用原

則の政策過程/ 都道府県における一般競争入札の拡大/ 無党派層の類型と投票行動/ 政党組織と選挙/ 女

性の政治代表と地域ネットワーク/ 経済発展に伴う都市・農村格差への政策的対応： 日本の事例を中心

に/ 韓国の地域主義は乗り越えられるか―選挙公約の役割の実証分析/中国開発区ブーム後の撤回率はな

ぜ異なるのか―中央地方関係を中心に―/ マルチレベルにまたがる地方政府間の政策選択としての権限移

譲―政令指定都市への権限移譲の量を規定する要因に関する実証研究―/「疾患名モデル」はいかに成

立・維持されたか―難病政策の政治過程に関する研究―/ 合併市における無投票選挙の分析―都市の「多

核性」という視点から―/ 日本の少子化問題と少子化対策/現代日本における制度改革と政党組織/ 中国

の年金制度改革-年金財政統合の視点から-/ 中国鉄道産業の市場化改革はなぜ進まなかったの―従業員、

サービス対象、債務を中心に―/ 消防広域化の現状/政治関心の形成メカニズム：代議制民主主義におけ

る「規範」と「利益」/政党の地域組織の―体的行動の規定要因―自民党総裁選の選挙結果に注目して―/ 

立法過程と選挙誘因/政党の戦略的行動が政党間移動に与える影響-民主党分裂のケースから-/ 組織構造

からみる自治体行政の専門性－都道府県の防災業務継続計画を対象に－/ 公共スポーツ施設における指定

管理者制度への民間参入/選挙区定数が投票率に与える影響：差分の差分法を用いた因果効果の測定/ 地

方議会選挙における投票行動－「市町村」と「都道府県」に注目して－/ 第二次安倍政権の政治過程/ 非

制度的政治参加は選挙政治を補完するための行動なのか-政治参加の国際比較分析-/ 常設型住民投票条例

に関する比較事例研究-明石市と掛川市を事例に-/ 自治体病院の廃止における政策決定要因分析/ 政党の

地元候補公認戦略 －規定要因としての選挙での強さ－/ 小泉首相時の高等教育計画における大学新設抑

制策撤廃の要因についての検討 90年代政治制度改革に着目して 

 

（旧社会人コース） 

特許製品の修理と消尽理論/ 簡易裁判所における司法委員制度 専門司法委員のあり方を中心として/生

命倫理と法－ヒト中絶胎児を用いた再生医療研究における法的考慮および道徳的考慮についての考察/ 都

道府県レベルにおける住民投票制度の運用について アメリカの州の直接立法制度とその運用を参考にし

て/ 構造改革特区と農業政策－規制緩和による農業振興策を探る/ 重加算税と告発の法理論的解釈につい

て/ 税法，社会保険及び労働保険一元化への提言/ 過少資本税制における類似法人の判定基準/ 使用者の

対外的帰責と被用者に対する求償の関係/ 兵銀キャピタルの特別清算について/ 「個別労働紛争」の解決

に求められるもの～社会保険労務士の視点から/ コンテンツ時代における映画著作権の帰属の在り方に関

する一考察/ 研究開発者のモチベーションと知的財産制度/ リサーチツールに係る特許権の行使に関する

法的問題/ 地方自治における住民参加/ 消費者契約における不当条項規制/ 我が国におけるヒト胚研究の

規制の問題点 －英国の「ヒト受精及び胚研究に関する法律」と比較して－/ 改正少年法と非行少年のカ
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ウンセリングについて/清算中に支給する過大役員退職給与についての一考察/ 成年後見と医療行為の同

意/ 単独の事業者による排他的行為の違法性判断基準について/ 福祉サービス利用における「措置から契

約へ」の変容と行政法学的考察－介護保険制度・障害者自立支援制度を検討素材として－/ コーポレー

ト・ガバナンスにおける監査役機能研究/  地域のガバナンスの現在/ 軍艦護送商船に対する臨検捜索－

海上輸送規制法第１６条をめぐって－/ 寄付金控除等の納税選択制度について/ 地球温暖化対策における

科学者の役割   －国際政治におけるポスト京都議定書をめぐって－/ 住民監査請求・住民訴訟におけ

る「違法性の承継」/ 所得区分の変更を伴った譲渡損失に関する課税問題－二重利得法の拡張を通して－

/国連平和維持活動における武力行使の法的性質に関する一考察/ 児童虐待における子どもの権利擁護に

関する一考察－児童相談所から見える法のあり方を中心として－/ 特恵制度の迂回防止策－日本のＧＳ

Ｐ・ＦＴＡを中心として－/ 有限責任事業組合（ＬＬＰ）制度と滞納処分上の諸問題/ 適法引用の要件の

再構築/  ノウハウなどを利用した資金調達方法について/特許と標準化－標準化に係る米国の判例を中心

として－/ 家事調停における子の意思表示への支援方法について/ デリバティブ取引課税の所得税法上の

課税問題－仕組み債を例として/ 職務発明相当対価請求訴訟の将来展望/ 親子会社とその組織再編にかか

る法制の衡平性/ 自治体業務の民間開放をめぐる賠償責任/ 商標権侵害物品に対する水際取締制度のあり

方/ 生命保険契約から生ずる個人所得の課税のあり方/ 国際連合憲章第７章下の活動に対する武力紛争法

適用の可能性/ 独占禁止法と知的財産権の関係について/ 「議員の日常活動と選挙」/ クラスター弾の国

際法規制/ 中国における馳名商標保護の現状について/ 役員給与税制に関する一考察/ 供託を巡る滞納処

分上の諸問題/ 日本版AEO制度と制度相互承認の検討/ 改正少年法とカウンセリングについて/ 渉外的要

素を含む遺産分割事件についての諸問題/ ライセンス契約違反と知的財産権侵害の成否/ 医療における説

明義務の発展と実践―乳がん治療を中心として―/ Problem and Solution Approach による非自明性/ 

形態模倣行為における実質的同一性の判断基準について/ ブラッセルズⅡa規制における親の責任と子の

保護/ サイバー攻撃の法的性質と現行国際法上の評価/ 成年後見制度の社会化の現状と今後の展望/ 指定

管理者による公の施設の管理―モニタリングを中心とする地方公共団体の監督権と制度の在り方―/ 委任

立法の日独比較研究―授権法律による規律密度強化と委任範囲逸脱型審査からの脱却―/ 成年後見制度利

用の実態から考える制度利用の課題/ EuConditionalityがチェコの司法制度へ与えた影響/ ソマリア沖海

賊対処における普遍的管轄権に関する一考察/ 健康配慮義務をめぐる判例に関する一考察/ 自賠責保険支

払基準の法的拘束力についての一考察/ 偽ブランド品の個人使用目的の輸入に対する規制についての検討

/ 原子力発電所立地手続に関する一考察/ インフォームド・コンセントの柔軟的解釈と弾力的運用に関す

る考察/ 生活保護法の廃止手続きについて －行政手続法と生活保護法－/ 「テロとの闘い」が武力紛争

法に及ぼした影響に関する一考察 －自衛権及び区別の原則を中心に－/ 少年傷害事件と民事調停の実際 

/ 新聞と世論 －満州事変期における新聞論調の大転換と幣原外交－/ 原産地表示の取り扱いについて/ 

契約締結上の過失責任の判断構造 －交渉破棄の責任における成立要件・判断過程の統一把握－/ 地方議

会の議会改革における会派の功罪 ～会派は改革を阻むものか～/ 住民投票条例の可否をめぐる現状と要

因 －議会に注目した実証分析－/ 所得再配分機能の国民的実感を高めるためのベーシックインカム導入

の提言/ 国連PKOにおける文民保護に関する法的考察 －違法性と帰属をめぐる新たな議論－/ 日本の領

土問題に於ける戦後処理の法的考察 －「北方領土」に観る対ロシア外交と法理/ わが国におけるコーポ

レート・ガバナンスの望ましいあり方/ 市議会議員の選挙手法と議会活動の研究/ 再建手続におけるDIP

ファイナンスの展開及び課題/ 支配会社による不当な影響力の問題に関する一考察 －従属会社の債権者

に対する支配会社の責任－/ 税関手続きにおける国際貿易の安全確保と円滑化/ 顧客は，何も聞いていな

いし，何も理解していない。/ 二元代表制における首長と会議の状態依存型政策形成について/「ケース
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ワーカーによる政策実施の規定要因―政令指定の福祉事務所を事例として―」/ 教育改革における学校選

択制の意義を問う―学校選択制導入の伏線となる「越線入学」問題の考察を通して―/ 行政手続法の理由

附記のあり方―関税法における課税処分の記載程度を中心として―/ ローマ法及びヨーロッパ諸国（日

本）法における売買、所有権移転及び迫奪担保責任/同族会社の行為・計算否認規定（所得税法157条）に

関する研究-適正対価の算定と今後のあり方について-/ 課税処分における事実認定のあり方-輸入事後調

査の視点から-/ 被用者年金一元化における政治過程の一考察/ ガバナンスのコントロール手段としての

内部通報制度-最近の企業法変遷の議論展開と東芝不正会計問題を手掛かりに-/ 先使用権の保護範囲につ

いて/ 優越的地位の濫用規制-周辺分野との関連性を視野に入れて/ 修正申告の引継ぎについて/ 差押財

産の一括換価を巡る諸問題/ アフリカは平和な安定した社会に向かうのか-国際社会の今後の援助の在り

方で途上国は発展出来るか/ 医療事故における責任の所在について -医療領域での組織過失法理の検討- 

/ 審決取消判決の拘束力の範囲 

 

（研究者養成プログラム・高度社会人養成プログラム） 

＜憲法＞ 

The concept of katéchon in relation to the constitutional defence of fundamental rights. A 

comparative analysis of the Japanese and Italian Constitutions. 

＜行政法＞ 

障害のあるアメリカ人法（ADA）における「障害」（disability）の定義-Sutton v. United Airlines, Inc.

の再検討及び 2008 年改正法（ADAAA）/ 虚偽申告に対する効果的な対応と限界について-国際宅配便を利用

した輸入を中心に- 

＜民法＞ 

スマホ決済を中心とする電子決済に関する法制度のあり方について/ 契約危殆化問題研究-不安の抗弁権

の日中比較 

＜民事訴訟法＞ 

電子マネーに対する強制執行 

＜刑法＞ 

中国の正当防衛論についての検討-日中判例を比較して 

＜租税法＞ 

消費税法への一般的否認規定の導入の検討/ 調査困難事案において許容される証拠収集手段について 

＜知的財産法＞ 

中国における「公正利用」に関する著作権の権利制限-日本の私的領域における複製と比較して- 

＜労働法＞ 

企業による労働者の個人情報の利活用の根拠と限界-労働者の同意要件の厳格化を中心として- 

＜国際経済法＞ 

Merger Control and Online Platforms: A Typological Analysis of Cases/ 独占禁止法上のセーフハー

バー・ルールと補完制度-米国、欧州連合、日本及び中国を中心に-/ Political Risk and its Mitigation 

in FDI under The EU-Japan Economic Partnership Agreement: Promoting Sustainable FDI in EU-Japan 

Economic Relations 

＜国際私法＞ 

養子縁組を禁止するイスラーム法による子どもの救済方法と日本の国際私法により、養子縁組について、

イスラーム法が指定された場合の公序の発動の妥当性に対する考察 
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＜西洋法史＞ 

ローマ法における使用取得 usucapio の歴史的展開について 

＜法社会学＞ 

司法書士の法教育活動-プロボノからその先へ- 

＜政治過程論＞ 

DEVELOPMENT OF JAPAN'S CIVIL SOCIETY FROM KOBE TO TOHOKU EARTHQUAKES/ 重複立候補制が政党組織に

与える影響-第二次安倍内閣以降の自民党を題材に- 

＜日本政治外交史＞ 

日加関係の原点：国交樹立過程の意義と対外観の形成、1906-1932 

＜国際関係論＞ 

China's Mediated Public Diplomacy towards Japan: A Text-as-Data Approach/ 天皇の外国訪問におけ

る天皇訪中の歴史的意義と日中和解に対する影響/ A Comparative Study of Foreign Aid Policies of 

China, Japan and South Korea: Focusing on Southeast Asia/ Understanding the Effect of Social 

Media on Young People's Political Participation 

 

（GMAP in Law コース・グローバルマスタープログラム） 

Judicial support for Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award in China under the 

Construction of the Belt and Road/ Possibility of Recognition of Punitive Damages -Between Japan 

and China/ "Treaty shopping and MAP arbitration under a Double Taxation Treaty: OECD BEPS 

Action 6 and 14"/ Comparative Analysis of Judicial Treatment of Parallel Imports under Trademark 

Law in Japan and China/ The Application of the Antimonopoly law to Abuse of Standard Essential 

Patents: Focusing on Qualcomm decision in China./ The Issue of Attribution of Acts of a State 

Entity to the State in Investment Arbitration/ Paving the Way for Another Direction in Promotion 

of Enforcement of Foreign Judgments - Ideas to Connect Courts in the World -/ China's Strategies 

on Trade Dispute Solution in the Dispute settlement Procedures of the World Trade Organization 

(WTO)/ Legal Analysis of the Final Award of Yukos shareholers vs. the Russian Federation and 

its Russian Political Background/ International Commercial Courts - Partners and Potential 

Rivals of Arbitration/ The Propriety of Evaluative Mediation: Take Chinese People's Mediation 

as an Example/ Labor Conundrum of Ridesharing Industry in the Sharing Economy: Classify the 

Online Platform Drivers in the U.S. and China/ Governance and Control of International Production 

Joint Ventures - A Perspective of Incentive Bargaining/ The Draft Law on the International Sale 

of Goods of Thailand: Will It Change the Applicability of the Hardship Doctrine of Thai Law?/ 

The Role of State in Investor - State Dispute Settlement in Thailand: Extensive Exploration of 

Provisions, Analysis of an Actual Treaty-Based Case, and Proposal for Further Development/ 

Analysis of the data protection framework of the GDPR: Are the responsibilities of the controller 

appropriate to achieve the goal of the GDPR?/ Getting Ready for Singapore Convention on 

Mediation: An Evaluation of ｔhe Current Mediation Framework of the Philippines/ Turkmenistan's 

Accession to the WTO: Cost Benefit Analysis Derived from the Experience of Post-Soviet Central 

Asian Member States/ CORRUPTION AS A DEFENCE IN AN INVESTOR-STATE ARBITRATION: FROM THAI 

PERSPECTIVES/ The Impact of Occupation on Investment Treaties in the Example of Crimea/ 
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前期課程修了者 進路状況一覧（2020.6.10 現在） 

 

☆過去３年間（２０１７年度～２０１９年度） 

 
計 教員 公務 報道 他民間 進学 

司法 

研修所 
その他 

法学系 66 0 9 0 18 19 0 20 

政治学系 39 0 4 0 9 9 0 17 

修了者計 105 0 13 0 27 28 0 37 

 

（ 内 訳 ） 

☆２０１７年度 

 
計 教員 公務 報道 他民間 進学 

司法 

研修所 
その他 

法学系 19 0 2 0 6 7 0 4 

政治学系 15 0 3 0 4 3 0 5 

修了者計 34 0 5 0 10 10 0 9 

*公務：衆議院事務局、神戸税関、大阪国税局 

 

☆２０１８年度 

 
計 教員 公務 報道 他民間 進学 

司法 

研修所 
その他 

法学系 25 0 5 0 4 9 0 7 

政治学系 14 0 1 0 4 3 0 6 

修了者計 39 0 6 0 8 12 0 13 

* 公務：国税庁、高松国税局、神戸税関等 

 

☆２０１９年度 

 
計 教員 公務 報道 他民間 進学 

司法 

研修所 
その他 

法学系 22 0 2 0 8 3 0 9 

政治学系 10 0 0 0 1 3 0 6 

修了者計 32 0 2 0 9 6 0 15 

* 公務： 防衛省、神戸税関 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

海外協定大学とのダブルディグリー・プログラムについて 

 

 ダブルディグリー・プログラムとは、本研究科と海外協定大学の両方で正規のカリキュラムを履修する

ことにより、本研究科、海外協定大学それぞれからの学位（二つの学位）を取得するプログラムです。 

 

神戸大学大学院法学研究科前期課程在学中に、次の海外協定大学へ大学院修士学位取得を目的として１

年程度留学できます。 

○イギリス エセックス大学政治学部（修士課程）  

○ポーランド ヤゲウォ大学 Center for European Studies（修士課程） 

 

海外協定大学へ派遣する学生を毎年度４月下旬頃に募集、６月上旬に本研究科からの派遣推薦を正式決

定し、１０月から留学することになります。留学期間中は、留学先指導教員及び本研究科指導教員と相談

しながら研究を進めることになります。なお，留学中は神戸大学へ授業料を納付する必要があります。 

※留学先大学で取得できる学位、留学先大学の学費等はそれぞれの大学によって異なります。

 

＜注意＞ 

  新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、大学として留学を許可できない場合があります。 

 

エセックス大学とのダブルディグリー・プログラム 

法学研究科博士課程前期課程に在学中に，エセックス大学へ大学院修士学位取得を目的として 1 年程度留学できます。 

エセックス大学で取得できる学位等は以下のとおりです。 

 

MA Political Science / MSc Political Science  

MA Politics  

MA Conflict Resolution / MSc Conflict Resolution  

MA European Integration and European Politics / MSc European Integration and 

European Politics, 

MA Global and Comparative Politics / MSc Global and Comparative Politics  

MA Ideology and Discourse Analysis  

MA International Relations / MSc International Relations  

MA Political Behaviour / MSc Political Behaviour, 

MA Political Economy / MSc Political Economy, 

MA Public Opinion and Polling / MSc Public Opinion and Polling 

(MA: Master of Arts  / MSc: Master of Science) 

※エセックス大学Webサイトにより詳細を確認できます。（https://www.essex.ac.uk/departments/government） 

 留学にはエセックス大学が定める英語資格試験の基準を満たす必要があります。基準はエセックス大学の各コー

スによって異なりますが、ほとんどのコースがIELTS 6.5またはこれと同等レベルの成績が必要です。各コース

の詳細はWebサイトにより確認できます。 
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 ○ダブルディグリー・プログラムにより留学した場合 〔 ３年在学期間 〕モデルケース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★神戸大学大学院在学期間２年でダブルディグリー・プログラムにより留学する場合，１年次１０月から 

 エセックス大学へ１年間留学・学位取得（２年次９月まで）、１０月帰国後半年間で単位修得、修士論文提出，３月で 

 修了 

  → 神戸大学在学期間実質１年間で３０単位を修得し（留学中修得単位認定は上限１０単位まで），修士論文を作成す

ることになる。 

 

 

 

ヤゲウォ大学Center for European Studiesとのダブルディグリー・プログラム 

法学研究科博士課程前期課程に在学中に，ヤゲウォ大学へ大学院修士学位取得を目的として1年程度留学できます。 

ヤゲウォ大学で取得できる学位は「MA in European Studies（MAES）」です。 

※ヤゲウォ大学Webサイトにより詳細を確認できます。（http://www.ces.uj.edu.pl/home） 

 

○ダブルディグリー・プログラムにより留学した場合 〔３年在学期間〕モデルケース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

★神戸大学大学院在学期間２年でダブルディグリー・プログラムにより留学する場合，１年次１０月から 

 ヤゲウォ大学へ１年間留学（２年次９月まで）、１０月帰国後半年間で単位修得、修士論文を両大学へ提出、３月 

 で修了 

   → 神戸大学在学期間実質１年間で３０単位を修得し（留学中修得単位認定は上限１０単位まで）、修士論文を作成 

     することになる。 

神戸大学大学院          神戸大学在学中        １０月帰国後 半年間 
法学研究科入学                         法学研究科  

                                 修了要件単位修得・研究 
１年半                             修士論文提出 
修了要件単位修得                       →最終試験合格 
研究                             →学位 

                                 修士（政治学）取得 
                                博士課程前期課程 

３月修了 

２年次１０月から 
エセックス大学へ 
１年間留学 
コースの修了要件単位修得・

研究 
９月 修士論文提出 
    修了（学位取得） 

神戸大学大学院          神戸大学在学中        １０月帰国後 半年間 
法学研究科入学                         法学研究科  

                                 修了要件単位修得・研究 
１年半                             両大学に修士論文提出 
修了要件単位修得                       →最終試験合格 
研究                             →学位 

                                 修士（政治学）取得 
                                修士号（ヤゲウォ）取得 

博士課程前期課程 
３月修了 

２年次１０月から 
ヤゲウォ大学へ 
１年間留学 
コースの修了要件単位修得・

研究 


