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 科 目 名(Subject)   ビジネス法務特論  
  （Business Law） 

 単 位 数(Credits) ２ 単位  開講時期 後期 

 担当教員名 

(Name) 

  小林 友彦 

 （Tomohiko Kobayashi） 

研究室番号 

(Office)  
523 

 Office Hours  金曜日（Fridays） 12:00-13:00 

1．授業目的・方法(Course objective and method) 

(J) 米国のビジネス関連法についての概括的知見と分析手法とを習得することが目的です。 

(E) The primary objective of this course is to grasp a balanced overview of the US business law. 

 

２．達成目標(Course Goals） 

(J) 本科目では、主として米国法科大学院で教授されるような形式を念頭に置いて、米国ビジネス法（契約

法、会社法等）の基本構造を概観します。その上で、今後の方向性や、具体的な論点についての実践的対応

等について、多面的な観点から分析するための基本的な素養を身につける機会を提供します。 

(E) After successful completion of this course, students will be able to: (1) identify how different levels of the US 

business law (contracts, corporations, etc.) interact with one another; (2) construct knowledge in the subsectors 

of US law (partnership, limited liability corporations, shareholder actions, etc.), and; (3) participate in a discussion 

and propose reasoned opinions on the trade issues from legal perspective. 

 

３．授業内容(Course contents)  

(J) 履修者の関心に応じて、契約法と会社法の中から基本的な論点を取り上げます。 

(E) We’ ll discuss contemporary topics of US business law, based on interests of the participants, 

which may include particular concepts of contract formation such as “ consideration”  and diverse 

types of corporations.  

【参考: Sample outline】 

1. 導入的講義: Introduction 

2. 米国法の沿革: History of the US law 

3. 私法の原則: Basic principles of private law 

4. 契約法とは: Applicable law 

5. 契約の成立: Contract formation 

6. 契約の解釈と履行: Terms and performance 

7. 救済と正当化事由: Remedies and excuses 

8. 担保法: Secured transactions 

9. 代理とパートナーシップ: Agency and partnership 

10. 有限責任法人の形態: Types of Limited liability entities 

11. 会社の形成: Organization of a corporation 

12. 誠実義務: Fiduciary duties owed to the Corporation 

13. 経営判断原則: Business judgment rule  

14. 株主の権利: Shareholder actions 

15. 総括的討論: Wrap-up discussions 



 

 

４．事前学修・事後学修(Preparation and review） 

(J) 現代的な論点について授業開始時に質問する機会を設けますので、次回の講義予定箇所について教科書

等を参照したり報道記事を講読したりする等して準備することが期待されます。授業中に行うグループワー

ク等の準備のためには2−3 時間程度かかることが想定されます。出席点はありません。 

(E) Students are encouraged to prepare for raising questions and comments on contemporary issues of your 

interest involving international trade law at the beginning of each class, followed by brief Q&As. 

Participation in an in-class exercise (mock negotiation, debate, groupwork, etc.) will normally take 2-3 hours for 

preparation. Note that participation in in-class exercises is optional.   

 

５．使用教材(Teaching materials) 

(J) たとえば、下記の書籍のようなものの中から、受講者の希望をふまえて選定します（事前購入不要）。 

(E) Reading materials will be determined upon consultation with the participants. You don’ t have to buy books 

shown below in advance. 

 Lon L. Fuller et al., Basic Contract Law (9th Edition 2013) 

 William Allen et al., Commentaries and Cases on the Law of Business Organization (4th edition 2012) 

 

６．成績評価の方法(Grading) 

(J) 議論への能動的な参加・貢献 ５０％、報告・レポート ５０％ 

(E) Class participation (50%) and a final essay (50%) 

 

７．成績評価の基準（Grading Criteria) 

      秀（１００～９０）：Outstanding: (J) 国際経済法について秀でた理解力を示し、関連する問題につい

て秀でた分析をすることができる。 (E) Outstanding performance 

      優（８９～８０） ：Excellent: (J) 国際経済法について優れた理解力を示し、関連する問題について

優れた分析をすることができる。 (E) Excellent performance 

      良（７９～７０） ：Good: (J) 国際経済法について良い理解力を示し、関連する問題について良い

分析をすることができる。 (E) Good performance 

      可（６９～６０） ：Fair: (J) 国際経済法について理解力を示し、関連する問題について最低限の分

析をすることができる。 (E) Fair performance 

      不可（５９～０） ：Failed: (J) 国際経済法について十分な理解力を持たず、関連する問題について

最低限の分析をもすることができない。 (E) Insufficient performance 

 

８．履修上の注意事項(Remarks) 

(J) 法学に関する素養があることが望ましいですが、受講の前提条件とはしません。講読対象となる文献の

内容の全体像と分析手法とを的確に把握することを主眼とします。受動的な「学習」ではなく能動的な「研

究」の能力を向上させるという意識をもって、積極的に参加することが期待されます。 

(E) Knowledge of legal studies is not required but preferred. Active participation to discussions and group works 

is expected, because this class focuses more on cultivating academic skills through discussion. Working language 

of the class will be English and/or Japanese upon consultation with participants. Don’ t hesitate to contact the 

instructor if you have questions. 

 

 


