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授業の目標（Course Objectives） 

国境を越えた貿易・投資に対する公法的規制、通貨・金融に関する国際制度、それらの紛争事例に関する基礎的知識を習得す

る。 

 

You will acquire basic knowledge of the international economic law: international regulations and major disputes on trade in 

goods and service, international protection of investment, international systems on currency and development finance, etc. 

 

授業の内容（Course Contents） 

経済がグローバル化し、人、物品・サービス、資本は日常的に国境を越えて移動している。環境保護、感染症、移民・難民問題、

強制労働・児童労働等に対処するため各国は国際協力を推進していく必要がある。しかし、米国・中国の経済覇権の争い、通商

摩擦の深刻化、イギリスの欧州連合からの脱退等を見ても、国際社会は順調に統合の方向に向かっているわけではない。この

授業は、国際法・国際経済法が、地球規模の課題の解決に向けて果たす役割について考察する。 

 この授業は、物品及びサービス貿易の中心的な規律であるガット・WTO 法を解説する。二国間投資条約の主要規律/紛争事

例、国際通貨・金融制度、国際競争法、二重課税・国際的租税回避、外国公務員贈賄・国際資金洗浄についても解説を行う。 

 

  People, goods and services, and capital are moving across borders in the global economy. 

Sovereign states should promote international cooperation to deal with global issues: environmental protection, infectious 

diseases, immigration and refugee, forced labor, child labor etc. However, the international community is not always moving 

toward integration, as we see it in our daily news: hegemonistic struggle and trade war between the United States and China, 

the withdrawal of the United Kingdom from the European Union etc. 

 This course will  examine any positive role of the international law and international economic law in resolving these global 

issues. It will examine the law and policy of international trade in goods and services. It begins with the basic GATT and WTO 

rules: tariff and non-tariff barriers, non-discrimination, trade remedies, standards and safety, trade-aspects of intellectual 

property rights, government procurement etc. as well as the dispute settlement mechanism of the WTO and regional trade 

agreements. We will discuss some current trade politics: preferential treatment for developing countries, trade and environment, 

national security, labor and human rights etc. This course will also provide an overview of the foundational aspects of (i) 

protection of international investments and investors and states dispute settlement mechanism of bilateral investment treaties, 

(ii) the IMF and IBRD, (iii) competing national jurisdictions on competition law, (iv) double taxation and international tax 

avoidance as well as (v) international regulations against bribery of foreign officials and against international money laundering. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、国際経済法の概念、国際法と国内法、国家管轄権 

2. ブレトンウッズ・ガット体制の成立と展開（１） 

3. ブレトンウッズ・ガット体制の成立と展開（２） 

4. WTO の組織と紛争解決手続（１） 

5. WTO の組織と紛争解決手続（２） 

6. WTO 協定の国内的実施 

7. WTO 協定の基本的規律（１） 

8. WTO 協定の基本的規律（２） 

9. WTO と通商救済制度（１） 

10. WTO と通商救済制度（２） 

11. WTO 体制における農業貿易 

12. WTO 体制における TBT/SPS 協定（１） 

13. WTO 体制における TBT/SPS 協定（２） 

14. WTO 体制におけるサービス貿易 

15. WTO 体制における知的財産権保護 

16. WTO 体制における複数国間協定－政府調達協定 

17. 地域主義と WTO 体制（１） 



18. 地域主義と WTO 体制（２） 

19. WTO と途上国 

20. WTO 体制と非貿易的価値（１）環境、安全保障 

21. WTO 体制と非貿易的価値（２）労働、人権 

22. 国際投資法（１） 

23. 国際投資法（２） 

24. 国際競争法－管轄権の抵触とその問題点 

25. 国際通貨・金融制度（１） 

26. 国際通貨・金融制度（２） 

27. 国際租税法－国際的二重課税と国際的租税回避の諸問題 

28. 国際経済刑法－外国公務員に対する賄賂の取締り、マネーロンダリングに対する規制 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習：講義は指定テキストに沿って行うので、事前に指定テキストを熟読しておくこと。 

復習：講義時に記したノートに従い指定教科書のポイント（キーワード及び論点）を理解すること 

・米国第 1 主義による WTO 上級委員会の麻痺、米中貿易摩擦等、近年の国際経済法は激動の時代を迎えている。WTO、TPP、

FTA などに関するニュースにぜひ注目してほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(90%)/ノート提出(10%) 

平常点は授業態度を評価するものであるが、毎回のノートの提出をもって代える。提出方法は授業中に指示する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 中川淳司他、2019、『国際経済法（第 3 版）』、有斐閣 (ISBN:4641046832) 

 

参考文献（Readings） 

1. 関根 豪政、2021、『国際貿易法入門 ―WTO と FTAの共存へ』、筑摩書房 (ISBN:4480074147) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

〇経済産業省通商政策局編「不公正貿易報告書」（各年度版） 

  経済産業省のホームページからダウンロード可 

〇担当教員へのアクセス 

メールアドレス: thamada at isc.senshu-u.ac.jp 

※at を@に置き換えてください 

 

注意事項（Notice） 

 


