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授業の目標（Course Objectives） 

国際ビジネス法を学ぶとともに、複雑な事実関係を前提に繰り広げられる論理的で説得力ある主張ができるように法的思考力や

交渉力を高める。 

 

The objectives of this seminar are to study international business law while improving the students’ abilities to negotiate and 

think in a legal manner so as to be able to make logical and persuasive statements predicated on complex factual relationships. 

 

授業の内容（Course Contents） 

純粋に国内のみで活動する企業は今日少ない。多くの企業は、グローバルな市場において日々事業活動を行っている。そのよう

な企業に法はどのように関わっているのだろうか？ また、トラブルが生じたときに、あるいは生じないようにどのようなテクニック

が用いられているのだろうか？ 

 

春学期には、国際ビジネス法や国際ビジネス紛争解決の基礎理論及び交渉（ネゴシエーション）の基礎理論について、他大学の

学生との模擬交渉・仲裁といった実践も交えながら学ぶことになります。 

 

そして、秋学期には、国内外の大学が参加して 11 月下旬に開催されるインターカレッジ・ネゴシエーション・コンペティション（イン

ターカレッジ・ネゴシエーション・コンペティションについては、www.negocom.jp を参照して下さい。）の日本語の部と英語の部に参

加します。 

 

上記を通じて、国際ビジネス法の基礎的な知識を習得するとともに、法的思考力や交渉力を高めます。 

 

There are few companies today which simply do business only in Japan. Many companies conduct business activities in global 

markets on a daily basis. How does the law impact such companies? Moreover, what techniques are used when trouble occurs 

or to prevent them from occurring? 

 

During the spring semester, students will learn the basic theories of international business law, international business dispute 

resolution, and negotiation while combining practice through mock negotiations and arbitrations with students from other 

universities. 

 

Furthermore, during the fall semester, students will participate in the Japanese and English sections of the Intercollegiate 

Negotiation Competition (for more details, see http://www.negocom.jp/) held in late November together with students from 

other Japanese and foreign universities. 

 

In this way, students will acquire a fundamental knowledge of international business law while improving their abilities to 

negotiate and think in a legal manner. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. 国際ビジネス法の全体像 

3. 国際契約法 1 

4. 国際契約法 2 

5. 国際契約法 3 

6. 交渉 1 

7. 交渉 2 

8. 交渉 3 

9. 仲裁 1 

10. 仲裁 2 

11. 仲裁 3 



12. 交渉 4 

13. 仲裁 4 

14. まとめ 

15. 仲裁 5 

16. 交渉 5 

17. 仲裁 6 

18. 交渉 6 

19. 仲裁 7 

20. 交渉 7 

21. 仲裁 8 

22. 交渉 8 

23. 仲裁 9 

24. 交渉 9 

25. まとめ 

26. コンペティションへの参加 

27. 総括 1 

28. 総括 2 

 

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

演習時間の延長が有り得るため、演習後の時間帯の予定はあけておくこと。 

 

また、予習復習に十分な時間をかける必要があるほか、グループワーク・練習試合など演習時間以外にも演習参加者が集まっ

て調査・議論することが必要です。 

 

そして、大学対抗交渉コンペティション（11 月中旬から 12 月上旬の間の土日で開催されます。）に参加することになります。 

 

これら点に留意の上申込みして頂きたい。  

 

本演習に並行して国際私法、国際ビジネス法総合、英米法、国際経済法、国際法、法政外国語演習などの履修を推奨します。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告の内容(50%)/議論への参加度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. マルホトラ＝ベイザーマン、2016、『交渉の達人』、パンローリング (ISBN:4775941631) 

2. UNIDROIT、2020、『UNIDROIT 国際商事契約原則 2016』、商事法務 (ISBN:4785727683) 

 

参考文献（Readings） 

1. 谷口安平＝鈴木五十三編著、2016、『国際商事仲裁の法と実務』、丸善雄松堂 (ISBN:9784841906752) 

その他参考文献については追って指定する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数： 15～20 名 

配当年次： 2～4 年次 

選考方法：  

①題目： ①どのような国際ビジネスに興味を持つのかについて、②直近でどのような交渉をしたのかについて、及び、③自己紹

介 

②字数： 指定しない 

演習論文：実施しない  

 

注意事項（Notice） 

 


