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授業の目標（Course Objectives） 

国際的な民間企業間の売買契約を中心として、国際ビジネス法の基礎を養う。国際ビジネス法総合 1A・1B への導入的な位置付

けでもある。 

 

The objective of this course is to learn the fundamentals of international business law with a focus on sales agreements 

between international private companies. This course is also positioned as an introduction to International Business Law 1A and 

1B which are assigned during the third and fourth years. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 社会のグローバル化が進展し、人々の交流や物流が盛んになったといわれるが、実際には依然として国境は存在するし、国家

単位で適用される法は異なる。グローバル社会においては、国家のほかさまざまな国際機関も存在し、これらがルール形成をす

ることがある。  

 人々の交流が盛んになることによって、これまではある程度同一の価値感を有していた社会も変容している。そうすると、同一

の価値感や慣習を有していたグループにおいてはなんとなく解決できていたトラブルも解決が困難となる。 

 以上の様な背景を前提に、企業が国際的なビジネスを行う際に法がどのように活用されているのかを 3 年次以降の国際ビジネ

ス法総合で学ぶことになるがその導入として、国際契約法、紛争解決などに関する基礎知識を養い、国際ビジネス法総合と並行

してどのような法分野を学ぶべきかを提示できればと考えている。 

 具体的には、民間企業間の物品売買取引を中心として、具体的な事例を使いつつ解説をするのみではなく、トラブルを解決あ

るいは予防するための法的な手段を履修者にも検討してもらう。 

 この授業が終わる頃には、想像した以上に国際的なビジネスに関係する法分野が多岐に渡ることに気付くだろう。 

 

 While it is said that the globalization of society is advancing and the exchange of people and goods has increased, in reality 

national borders still exist as they did before, and the laws which are applied differ according to each nation. In a global society, 

various international organizations also exist in addition to the state, and they are sometimes also involved in rule formation. 

  

 As a result of the increasing exchange between people, societies which used to possess the same overall sense of values are 

also changing. Correspondingly, problems which somehow used to get resolved within groups with the same values and customs 

are becoming difficult to resolve. 

 

 Based on the background situation described above, students starting from the third year learn how the law is utilized when 

companies engage in international business in International Business Law, and this course serves as an introduction to cultivate 

fundamental knowledge about international contract law and dispute resolutions to make suggestions to students about what 

fields of law they should study in parallel with International Business Law. 

 

 More specifically, this course will not only provide an explanation of international business law using specific case studies with 

a focus on transactions concerning the sales of goods between private companies, but students will also examine legal means of 

resolving or preventing problems. 

 

 By the time this class ends, students will likely realize that the legal field pertaining to international business is more wide-

ranging than they imagined. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 国際ビジネスの全体像と法の役割 

3. 国際的なビジネスを行う企業の法務部門はどのようなことをしているのか 

4. 国際取引に適用される法規範 1 私法 

5. 国際取引に適用される法規範 2 公法 

6. 国際取引に適用される法規範 3 国際法 



7. 具体的なビジネスを素材に法の役割を考える 1 

8. 国際物品売買契約 1 

9. 国際物品売買契約 2 

10. 国際代金決済 

11. 国際運送 

12. 裁判による国際ビジネス紛争の解決 1 

13. 裁判による国際ビジネス紛争の解決 2 

14. 具体的なビジネスを素材に法の役割を考える 2 

 

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

テキストや関連資料を熟読し、設問等をあらかじめ解いた上で授業に臨むことが前提となる。 

グループワークを行うことがあり、各グループごとに事前の打ち合わせを要する場合がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(55%)/リアクションペーパー・発言内容(30%)/小課題(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 森下哲朗＝平野温郎＝森口聡＝山本卓、2017、『ケースで学ぶ国際企業法務のエッセンス』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-

04679-5) 

適宜資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

講義の中で適宜指示する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

国際ビジネス法に関する基礎・導入が目的であるので、この科目の履修者として主として想定しているのは 2 年次の学生であ

る。3 年次以上の者の履修は勧めない。 

 

注意事項（Notice） 

 


