
■EX630 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX630／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際貿易・投資に関する規制と国際紛争－グローバル経済と国際協力 

担当者名 

（Instructor） 
濱田 太郎(HAMADA TARO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期では、主要な WTO 判例の意義や問題点を理解する。秋学期では、国際経済法上の問題について法解釈だけでなく立法

論ないし政策論的な検討も行う。 

 

In the spring semester, you will understand the significance and problems of major WTO panel and Appellate body reports. In the 

fall semester, we will try to combine cutting-edge, legal and political research of some relevant legal issues of international 

economy ｔhrough discussions. 

 

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。

国際法・国際経済法は、地球規模の課題の解決に向けて、どのような役割を果たすことができるのかを考えたい。 

  春学期は、WTO の主要判例の日本語解説（要すれば判例原文）を分析し WTO 協定の意義や問題点を考える。秋学期は、各

自が関心を有する国際経済法上の問題を分析・報告し、解釈論だけでなく立法論・法政策論も考察したい。 

 履修者数や希望に応じて、判例分析報告あるいは個別報告の回数を増減する。 

 

  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 seminar will examine any positive role of the 

international law and international economic law in resolving these global issues. In the spring semester, we will analyze major 

WTO panel and Appellate body reports. In the fall semester, we will combine cutting-edge, legal and political research of some 

relevant legal issues of international economy through discussion. 

  We may focus either WTO case analysis or cross cutting individual research, depending on the number of students and their 

requests. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション WTO 協定の概要、演習の進め方 

2. WTO 判例分析報告・討議：事例① 

3. WTO 判例分析報告・討議：事例① 

4. WTO 判例分析報告・討議：事例② 

5. WTO 判例分析報告・討議：事例③ 

6. WTO 判例分析報告・討議：事例④ 

7. WTO 判例分析報告・討議：事例⑤ 

8. WTO 判例分析報告・討議：事例⑥ 

9. WTO 判例分析報告・討議：事例⑦ 

10. WTO 判例分析報告・討議：事例⑧ 

11. WTO 判例分析報告・討議：事例⑨ 

12. WTO 判例分析報告・討議：事例⑩ 

13. WTO 判例分析報告・討議：事例⑩ 

14. 春学期のまとめ、後期の担当割り当て 

15. 秋学期のイントロダクション 専門文献の調査方法、演習の進め方 

16. 個別報告①（国際経済法上の諸問題に関する報告）・討議 



17. 個別報告①(国際経済法上の諸問題に関する報告）・討議 

18. 個別報告②（国際経済法上の諸問題に関する報告）・討議 

19. 個別報告③（国際経済法上の諸問題に関する報告）・討議 

20. 個別報告④（国際経済法上の諸問題に関する報告）・討議 

21. 個別報告⑤（国際経済法上の諸問題に関する報告）・討議 

22. 個別報告⑥（国際経済法上の諸問題に関する報告）・討議 

23. 個別報告⑦（国際経済法上の諸問題に関する報告）・討議 

24. 個別報告⑧（国際経済法上の諸問題に関する報告）・討議 

25. 個別報告⑨（国際経済法上の諸問題に関する報告）・討議 

26. 個別報告⑩（国際経済法上の諸問題に関する報告）・討議 

27. 個別報告⑩（国際経済法上の諸問題に関する報告）・討議 

28. 全体総括 

 

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

・報告者は、事前に報告課題を周到に調査し、適切にその内容をまとめた報告レジュメを提出すること。 

・国際経済法を履修することが望ましい。 

・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） 

発表内容及び課題の提出(60%)/質疑応答などの授業への貢献(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。春学期では、『ケースブック WTO 法』に掲載された重要判例の他、近年の判例は経済産業省ホームページ

の「不公正貿易報告書」及び「WTO パネル・上級委員会報告書に関する調査研究報告書」を参照すること。 

 

参考文献（Readings） 

1. 松下 満雄他、2009、『ケースブック WTO 法』、有斐閣 (ISBN:4641046433) 

2. 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) 

その他の参考文献は、授業中に指示する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： ２０名 

配当年次： ３・４年次 

選考方法： レポート 

  ①題目： 本演習の志望理由 

  ②字数： 1200 字程度 

演習論文：実施しない 

 

〇担当教員への問い合わせ 

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） 

 


