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法学部法学科  講師  牛丸弘行 Ushimaru Hiroyuki 

e-mail ： ushimaru@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１２０４ 

甲南大学法学部法学科卒、 

関西学院大学大学院法学研究科博士前期課程 法学・政治学修了。 

関西学院大学大学院法学研究科博士後期課程 民刑事法学修了、博士（法学）。 

（本学以外での主な教歴・職歴） 

税務大学校大阪研修所非常勤講師、大阪産業大学経営部商学科非常勤講師 

主な担当科目：商法、会社法、経済法、法学概論、演習Ⅰ、演習Ⅲ、演習Ⅳ。 

主な所属学会：日本私法学会 

 

法 

学 

科 

・適合性の原則に関する研究 

・投資運用業務についての調査、分析 

・秘密保持義務に対する研究。 

・忠実義務および善管注意義務の研究。 

 

 

・投資損失に関する事例研究。 

・空売りと相場操縦。 

・株式併合の制度。 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

 私の研究は、株主保護をどのように行うかという

ことを研究しています。株主保護について、会社法

には、様々な規定がありますが、十分とは言い難い

状況です。また、株主に対する被害の救済も現状で

は不十分であると考えております。このような状況

を踏まえ、株主をどのように保護していくのかとい

うことが研究課題です。 

 

 

 

 

研究の概要 
 

最良執行義務、適合性の原則、秘密保持義務、忠実

義務、善管注意義務。 

キーワード 

研究テーマ 

・上場廃止における株式価値の有無。 

・１００％減資の事例研究。 

・空売りと相場操縦の研究。 

・株式併合における問題点。 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

論文：『投資一任業務を行う投資運用業者の最良執行義務』。 

論文：『投資一任業務を行う投資運用業者の適合性の原則』。 

論文：『投資一任業務を行う投資運用業者の顧客情報保護と秘密保持義務』。 

 代表的な 

 著書・論文 

 私は、現在、株主をどのように保護するかということをテーマに研究してい

ます。会社法の研究を行うことにより、株主保護が厳格化され、公正で透明な

市場が形成され、日本の株式市場の発展に貢献できればと考えております。 
一言アピール 

証券会社および銀行との連携。 

投資運用業務に関心のある企業と共同研究。 

株式価格のデータ収集、適合性原則の適用に関する比較研究。 

金融商品取引法、商法、会社法に関心のある企業との共同研究。 

 

企業への期待 
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法学部法学科 教授 大野 正博   Ohno Masahiro 

e-mail ： ohno@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１２０３ 

刑事法専攻、博士（法学） 

教歴：職歴：宮崎産業経営大学法学部法律学科 専任講師 

主な担当科目：刑事訴訟法、刑法総論、演習 

主な所属学会：日本刑法学会、日本犯罪社会学会、警察政策学会、日本医

事法学会、日本司法精神医学会、日本アルコール・薬物医学会、日本司法

福祉学会、法と心理学会、法とコンピュータ学会、日本法科学技術学会、

法と教育学会 etc. 

 

・法と言語の関連性 

・法と防災（防災士登録番号：046758） 

・法教育、主権者教育の具体的方策 

・暴力団排除と企業対応 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

 「法」というと、多くの方は非常に難しいイメージをもたれるかもしれませ

んが、日々の生活の多くは法に基づくものであり、そして法によって保護され

ながら営まれています。 

 可能な限りわかりやすく「法」について解説させて頂きます。 

一言アピール 

 微力では御座いますが、企業における社員研修だけでなく、教育機関、行政

機関、医療機関等にも協力させて頂ける機会を与えて頂ければ幸いです。 企業への期待 

法
学
研
究
科 

法 

学 

科 

・捜査の必要性と人権保障の関係 

・薬物依存症者の回復と刑罰の在り方 

・法教育 

・安全・安心まちづくり事業 

・生命と法 

 

・産官学連携による安全・安心まちづくり 

・暴力団排除条例と企業の体制整備 

・薬物依存症者の回復とコミュニティ 

・条例の策定 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

 科学の進歩に伴い、犯罪も国際化、組織化、密行化

する傾向にある。そのため、当該傾向に対し、有効に

対応する捜査方法が要請されるようになったが、こ

れにより齎される法益の侵害形態は、従来の捜査方

法に比べ、異なる点が多い。そこで、科学的捜査の許

容性・適法性等について、薬物事犯を中心に研究を

進めている。 

 また、近時は、薬物依存症の回復や検視制度の在

り方など、医療と法の関係や安全・安心まちづくり

事業、法教育等の分野についても研究中である。 

研究の概要 
 

刑法、刑事訴訟法、刑事政策、薬物犯罪、法教育、

安全・安心まちづくり、医事法、裁判員制度、死刑

制度 

キーワード 

研究テーマ 

・『現代型捜査とその規制』(成文堂・2001 年)：単著 

・『刑事訴訟法〔第 2 版〕』(弘文堂・2019 年)：共著 

・『法学入門－初めて学ぶ法学〔第 2 版〕』(成文堂・2021 年)：共編著 

・『よくわかる刑事訴訟法〔第 3 版〕』(ミネルヴァ書房・2022 年：共著 

・『アクティブ刑事訴訟法』(法律文化社・2022 年)：共著 

 代表的な 

 著書・論文 
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法学部法学科  講師  鏡 圭佑 Kagami Keisuke 

e-mail ： kkagami@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１２１４ 

同志社大学政策学部政策学科卒、同志社大学大学院総合政策科学研究科修了、

総合政策科学専攻、 

博士（政策科学） 

総務省行政管理局行政手続室 任期付職員（調査研究） 

主な担当科目：政治学、行政学、演習 

主な所属学会：日本行政学会、日本公共政策学会、日本評価学会 

 

・行政不服審査法における審理員に求められる徳の研究 

・行政処分を担当する公務員に求められる徳の研究 

・政策形成を担う公務員に求められる徳の研究 

・公務員に求められる「忠実さ」に関する徳倫理学的考察 

・公務員に求められる「政治的中立性」に関する徳倫理学的研究 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

著書：「行政改革と行政責任」 

論文：「行政責任論における事例研究の必要性」 

   「庁が実施する評価の現状と課題」 

報告：“The Necessity of Training Based on Virtue Ethics in Japanese 

Public Administration: The Case of Administrative Appeal” 

 

 代表的な 

 著書・論文 

行政の責任および公務員の倫理といった規範的な研究をしています。総務省行

政管理局での勤務経験もあるため、実務の改善に役立つ成果を生み出すことを

目標として国内外での学会報告および論文の執筆をしてきました。 

 

一言アピール 

法 

学 

科 

・日本の行政改革における行政責任観に関する研究 

・公務員の倫理に関する研究 

・行政組織編制に関する研究 

・行政不服審査法の研究 

・政策庁と実施庁の機能に適した評価制度の研究 

 

・先進各国と日本の行政改革の比較研究 

・先進各国の行政組織編制の比較研究 

・さまざな専門職に求められる倫理の研究 

 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

 私は行政学における行政責任論を研究していま

す。行政責任論とは、行政の責任をどのように確保

するのか、行政はどのような価値を追求すべきなの

かを考察してきた研究領域です。博士論文では、行

政責任論の概念を用いて、行政改革の歴史および日

本における「庁」の設立の歴史を研究しました。現在

は、行政責任論における行政倫理研究の観点から、

行政不服審査法に基づいて審査請求等の審理を担う

審理員に求められる倫理を研究する予定です。 

 

 

研究の概要 
 

行政責任論、行政改革、行政倫理、徳倫理学、 

行政不服審査法、政策評価 

キーワード 

研究テーマ 

職員の倫理に関心のある行政機関との連携または共同研究、 

政策評価の改善に関心のある行政機関との連携または共同研究、 

研修制度の改善に関心のある行政機関との連携または共同研究、 

 

企業への期待 
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法学部法学科  講師  梶谷 康久 Kajitani Yasuhisa 

e-mail ： yasuhisakajitani@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１２１８ 

早稲田大学法学部卒、早稲田大学大学院法学研究科民事法学専攻修了、 

修士（法学）、早稲田大学大学院法学研究科民事法学専攻単位取得退学 

主な担当科目：民法（債権関係）、演習 

 

・相続法における遺留分減殺請求権 

・賃貸借関係についての法社会学的分析 

・債権法改正における瑕疵担保制度の理論的構成 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

論文：「ドイツにおける使⽤賃貸借の発展（１）（２・完）−−物権債権峻別論の 

検討のために−−」早稲⽥⼤学⼤学院法研論集 149 巻 101 ⾴—124 ⾴、同 150 

巻 107 ⾴−−130 ⾴ 

共著：⽥⼭輝明＝梶⾕康久「借地権の効⼒」⽥⼭輝明・澤野順彦・野澤正充編

『新基本法コンメンタール 借地借家法』（⽇本評論社、2014 年）56 ⾴−−61 ⾴ 

 代表的な 

 著書・論文 

 これまで必ずしも多くの研究発表を行ってはおりません。これからは、研究

の外部発信をより多く行うことができればと考えております。 

 研究テーマ自体は大変に広範なものであり、一朝一夕では結論がでるもので

はありません。引き続き研究に邁進したいところです。 

一言アピール 

・賃貸借関係に関する実地調査 

企業への期待 

・物権債権峻別論 

・賃借権の物権化 

・期待権 

 

 

 

・法哲学 

・立法論 

・法社会学 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

 民法の財産法においては、物権と債権の二分論が

採られている。しかし、借地借家法などのとりわけ

社会立法が盛んに行われるにつれて、その二分論が

必ずしも妥当しない場面が拡大してきた。賃借権の

物権化がその代表である。 

 それ以外にも、様々な場面について必ずしも二分

論では説明しえない事態が見受けられる。本研究で

は、それらの法の発展を見据えながら、現在の財産

法体系の中でどのような理論が妥当しうるのかを究

明することを目標としている。 

研究の概要 
 

民法、財産法、物権債権峻別論、パンデクテン体系 

キーワード 

研究テーマ 

法
学
研
究
科 

法 

学 

科 
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法学部法学科  講師  柏木 純香 KASHIWAGI Sumika 

e-mail ： skashiwa@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１２８１ 

名古屋大学文学部人文学科卒、名古屋大学大学院環境学研究科博士前期課程

修了、修士（地理学） 

主な担当科目：地理学概論、地誌学概論、自然地理学概論、演習 

主な所属学会：日本地理学会、経済地理学会 

 

法 

学 

科 

・スマート農業に関する研究 

・食料の生産・加工に関する研究 

・地理教育に関する研究 

 

・スマート農業の普及 

・スマート農業政策の検討 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

先端技術を利用する農業（スマート農業）を研究

しています。具体的には、「農家はドローンをどこで

どのようにして使っているのか」「どのような経緯

で農家が栽培管理システムを使うようになったの

か」「人々はなぜ植物工場で作物を育てるのか」など

を検討しています。農家の方、企業、JA、公的機関

に聞き取り調査をすることが多いです。 

研究の概要 
 

農業、食料、イノベーション、ICT、ドローン、植

物工場、アグリテック 

キーワード 

研究テーマ 

・業務用の農作物に関する研究 

・農産物の貿易に関する研究  今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

論文：「植物工場における野菜生産の意義とその多様性―関東地方の人工光型植

物工場を事例に」 

 

 代表的な 

 著書・論文 

2015 年から、スマート農業の実態を把握するために、全国各地でフィールドワ

ークを重ねています。 
一言アピール 

・スマート農業の実施状況に関するデータの収集 

・スマート農業に関心のある企業との共同研究 

 企業への期待 
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法学部法学科  講師  小出 隼人 Koide Hayato 

e-mail ： koide@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１２１７ 

東北学院大学法学部法律学科卒、明治大学大学院法学研究科博士前期課程修

了・修士(法学)、東北大学大学院法学研究科博士後期課程修了・博士（法学）

(民法専攻) 

本学以外での主な教歴・職歴：東北大学大学院法学研究科 助教 

主な担当科目：民法総則、債権総論、契約法、演習 

主な所属学会：日本私法学会 

 

・安全配慮義務論の再検討 

・公益信託法の史的考察 

・児童虐待と親権制限制度 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

論文：「民事判例研究 拘置所に収容された被勾留者に対する国の安全配慮義

務(最高裁平成 28 年 4 月 21日第一小法廷判決・民集 70巻 4 号 1029 頁) 法學

82 巻 3 号 120-133 頁」、「寄付の法的構成に関する一考察－日独における贈

与法を出発点として－」東北大学(博士学位論文)、1-168頁。 

 

 代表的な 

 著書・論文 

 これまで寄付を法的にどのような構成によって捉えるべきか？といった問題

意識の下、贈与を出発点に研究してきました。駆け出しではありますが、今後

はこれまでの研究をまとめ、積極的に研究発表をしていきたいです。 

一言アピール 

法 

学 

科 

・無償契約、無償行為論に関する研究 

・寄付の法的構成に関する研究 

・ボランティアの損害賠償責任に関する研究 

 

・非営利組織経営における民事責任の分析 

・ボランティア活動における民事責任の分析 

・ファンドレイジングにおける法的構成の分析 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

寄付者、募集者、受益者の三者が関与して行われ

る寄付をどのような法的構成によって捉えるべきか

といった、問題意識の下、日独の贈与法を出発点と

しつつ、ドイツ法の寄付の法的構成に関する学説を

参照して、寄付の法的構成の研究を行ってきました。 

現在は、先行研究が対象としてきた三者間の寄付

だけでなく、現代における各寄付の特徴を分析し、

網羅的に寄付の法的構成を考える必要があるとの問

題意識から、ドイツ法を参考にして、寄付の類型に

応じた法的構成について研究を進めています。 

 

研究の概要 
 

民法、財産法、贈与、寄付、信託的譲渡 

キーワード 

研究テーマ 

・クラウドファンディング等による資金調達を試みる企業、団体との連携 

・ボランティア等の社会貢献活動に積極的な企業と共同研究 

 

企業への期待 
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法学部法学科  教授  坂元 弘一 Sakamoto Hirokazu 

e-mail ： saka1234@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１２０６ 

横浜国立大学経済学部国際経済学科 卒 

本学以外での主な教歴・職歴：国税庁入庁、関東信越国税局調査査察

部長、高松国税局総務部長、国家公務員共済組合連合会経理部長、国

税不服審判所部長審判官、広島国税不服審判所長 

主な担当科目：税法 

 

  

実務・行政を踏まえた租税法研究ができればと考えています。 

 

 

一言アピール 

 

・予防法としての税務争訟事例研究 

・容認判決・容認裁決ついての調査、分析 

・租税回避行為に関する研究 

 

 

・税理士等実務分野への発信 

・税務行政への発信 

・立法措置への提言 

 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

 経済・社会のグローバル化・ICT 化を受け、税務争

訟も複雑・困難化してきている中、行政不服審査法

改正に合わせ国税に関する不服申立制度も見直さ

れ、納税者の権利救済に関する環境は充実したもの

となってきている。紛争とならないための正しい税

務処理、紛争となった場合の的確な争訟対応等に資

することを目的として、多くの事例（判決・裁決）に

ついて調査、分析、研究していきたい。 

 

 

 

研究の概要 
 

・担税力と課税の公平 

・法的安定性と予測可能性 

・的確な法令解釈と事実認定 

 

キーワード 

研究テーマ 

法
学
研
究
科 

法 

学 

科 

  

企業ガバナンスの重要な課題の一つとしてのタックス・コンプライアンスの向

上に向けて、ともに目指していきたいと思います。 

企業への期待 

税務争訟も他の法律分野同様、経済社会の先端での問題が現われるため、基本

的・先例的な事例だけでなく、以下のような領域も積極的に研究したい。 

・国際課税事案 

・組織再編関係事案 

 

 

 

 

 今後進めて 

みたい 

 研究領域 

論文：「貸宅地の評価」（審判所裁決事例（2006 年） 

「無償による資産価値の移転と収益」（審判所裁決事例）（2007 年） 

「国税に関する審査請求の現状と裁決の動向」（日本租税研究協会）（2014 年） 

「役員退職金」（審判所裁決評釈）（2014 年） 

「申告（相続の開始を知った日）」税大ジャーナル（2015年） 

「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」（裁決評釈）（2016 年） 

「給与所得（経済的利益）に係る源泉徴収」（裁決評釈）（2017 年） 

「保証債務の履行のための譲渡に係る課税の特例についての一考察」朝日大学法

学部開設三〇周年記念論文集（2018 年） 

 代表的な 

 著書・論文 
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法学部法学科  教授  下條 芳明  Shimojo Yoshiaki 

e-mail ： shimojou@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１２０１ 

早稲田大学政治経済学部政治学科卒、早稲田大学大学院政治学研究科博士後

期課程（憲法専修）単位取得満期退学、政治学修士（早稲田大学） 

本学以外での主な教歴：名城大学非常勤講師、四日市大学非常勤講師、大阪

大学非常勤講師、近畿大学非常勤講師、九州産業大学教授など 

主な担当科目：憲法（統治・人権）A・B、比較憲法、アジア法、演習 A・B 

主な所属学会：憲法学会（常務理事）、比較憲法学会（理事）、公法学会、日

本法政学会（理事）、日本政治学会、比較文明学会、関西法政治研究会（常務

理事）、憲法政治学研究会、アジア法学会など 

・君主制および天皇制の比較憲法学的考察 

・「新アジア立憲主義」とタイ憲法政治の展開 

・象徴天皇制の制度と理論 

・各国憲法における人権保障方式の特色 

・現代行政国家の展開と内閣機能の強化 

研究テーマ 

著書：『象徴君主制憲法の 20世紀的展開』（単著、東信堂、2005 年）/『人権の条件』（共

編著、嵯峨野書院、2007 年）/『日本国憲法講義』（共著、成文堂、2009 年）/『新・

テキストブック日本国憲法』（共編著、嵯峨野書院、2015 年）/『世界の憲法政治』

（共編著、志學舎、2021 年） 

論文：「象徴天皇制の制度と理論」『憲法における普遍性と固有性［憲法学会五十周年記

念論文集］』成文堂（2010 年）/「『新アジア立憲主義』の構造問題」『アジア法研究

2013』第 7 号（2014 年）/「タイ憲法裁判所の成立と展開（1998-2008）」『比較憲法

学研究』第 28 号（2016 年）/「『象徴』の由来、受容および普及をめぐって」『法政

治研究』第 3 号（2017 年）/「タイ王国憲法の歴史的展開と展望－「開発

（Development）」から「良い統治（Good Governance）」へ」『立憲国家の制度と展

開［網中政機先生喜寿記念］』尚学社（2021 年）/「象徴君主制の理念と制度－日本

とスウェーデンとの比較考察」『日本憲法学の理念と展望［憲法学会六十周年記念

論集』］成文堂（2022 年） 

 代表的な 

 著書・論文 

かつて哲学者の和辻哲郎は「最も特殊なものが真に普遍的となる」と言いま

した。憲法学者として、現代世界の憲法に関して一般的な動向を知るだけでは

なく、本学法学部が岐阜県唯一の法学部であることにかんがみ、岐阜・穂積の

地域に深く根ざした学問・研究を目指したいと思います。 

 

 

一言アピール 

ゼミの指導教官として就活指導などを通して、とくに地元企業との交流・連

携を深めていきたいと考えています。 
企業への期待 

・日欧亜の君主制・天皇制の比較憲法学的研究 

・戦後憲法史における象徴天皇制の形成と定着 

・「アジア新立憲主義」とタイ憲法裁判所の展開 

・スウェーデン象徴君主制の歴史的形成と憲法制度上の特色 

・平成期における象徴天皇制の能動的展開 

 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

法
学
研
究
科 

法 

学 

科 

 

憲法政治学、象徴君主制、象徴天皇制、象徴と元首、

天皇の「公的行為」、行政国家、内閣機能の強化、

「タイ式民主主義」、アジア型人権、新アジア立憲

主義、憲法裁判所、「良い統治（グッド・ガバナン

ス）」 

キーワード   

現代君主制は、西欧・北欧、アジア、日本という文化

が異なる世界の三つの地域で著しい発展を示してい

ますが、大学院以来、スウェーデン憲法（1974 年）や

タイ憲法（1932 年～）の君主制との比較において日本

国憲法の象徴天皇制の成立と特質を考察してきまし

た。最近は、タイのタンマサート大学での日タイ合同

国際シンポジウム（2018 年 9月）を契機に、近年のタ

イ憲法（1997 年、2007 年、2017 年）に導入された憲

法裁判所、選挙委員会、国家汚職防止取締委員会とい

った新しい憲法制度を考察するとともに、平成期以

降、新たな展開をみせる象徴天皇制の動向に関して国

際比較の観点を交えて、調査、研究を進めています。 

研究の概要 

 

・法学部、法学研究科の講義における憲法教育 

・講演会、公開講座、模擬授業における啓蒙活動 

・新聞・テレビ、講演における憲法問題（象徴天皇

制、憲法改正、安保法制など）への発言  

研究の応用分野・発展可能領域 
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法学部法学科 教授  杉島 正秋   Sugishima Masaaki 

e-mail ： sugi@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１２１６ 

金沢大学法文学部法学科卒、名古屋大学大学院法学研究科修了、

国際法専攻、 

修士（法学） 

名古屋大学法学部 助手 

主な担当科目：国際法 国際組織論、演習 

主な所属学会：国際法学会 

 

感染症への国際的対応 

生物兵器開発と規制についての歴史研究 
 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

共著書：黒沢満（編）『軍縮問題入門』 

共著書：『バイオテロの包括的研究』（朝日大学法制研究所叢書 6） 

共著書：黒沢満・浅田正彦（編）『軍縮辞典』 

 

 

 

 代表的な 

 著書・論文 

現場の実情をふまえたうえで、可能な部分では自分でも実践を行いながら、

理論的な考察を深めていくよう心がけて研究をすすめています。 

 

 

一言アピール 

バイオセキュリティーやバイオセーフティに関心を持つ企業と連携 

危機管理に関心のある企業と共同研究 

 

 

企業への期待 

・大量破壊兵器軍縮に関する研究 

・軍縮の歴史関する研究 

 

 

 

生物兵器軍縮については医学、薬学、生物学の関連

分野と連係できると思います。 

 

 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

 大量破壊兵器（核兵器や生物兵器）軍縮の国際法

的側面からの研究が現在の研究課題です。 

 

 

 

 

 

研究の概要 
 

生物兵器、化学兵器 

 

キーワード 

研究テーマ 

 

法
学
研
究
科 

法 

学 

科 
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法学部法学科  准教授  髙梨 文彦   Takanashi Fumihiko 

e-mail ： fuminasi@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１２３０ 

早稲田大学政治経済学部政治学科卒、早稲田大学大学院政治学研究科修了 

行政法学専攻、修士（政治学） 

（本学以外での主な教歴・職歴なし） 

主な担当科目：行政法、地方自治法 

主な所属学会：日本公法学会、比較法学会 

 

・地方公共団体が独自に行なっている福祉施策の研究 

・地方分権改革が市町村の実務に及ぼしている影響の研究 

・地方議会、地方政治のメカニズムの研究 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

論文:「アメリカにおける障害者の社会参加機会の保障」 

論文：「福祉政策と連邦主義」 

論文：「アメリカの州憲法における福祉の権利」 

 

 

 代表的な 

 著書・論文 

 地域社会のあり方が場所ごとに多種多様なのは当然ですが、地方分権改革に

より、地方行政・地方政治のあり方も多様化していくことが予想されます。私

は東海地方の出身ではありませんが、それだけに、この地域の変化に強い関心

を持っています。地域において「行政にできること／やるべきこと」は何か、

そして「どうやるか」を、研究者として、また一市民として、考えています。 

 

一言アピール 

福祉事業分野に関心のある企業と共同研究 

企業への期待 

・福祉政策に関する研究 

・地方行政に関する研究 

 

 

 

・福祉分野以外での地方分権の動向の分析 

・地方公共団体における政策形成過程の分析 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

 少子高齢化の進展、そして地方分権改革によって、

福祉政策のあり方は大きな曲がり角を迎えていま

す。さらには、経済の成熟と人口減少が日本社会を

全体として縮小させていくことも、自明のことです。

そうしたなか、曲がり角の先の福祉政策について、

国と地方に期待される役割はなにか、国民に保障さ

れた生存権・福祉受給権はいかにして実現されるべ

きか、行政法学の立場から検討しています。 

研究の概要 
 

福祉、地方自治、行政救済 

キーワード 

研究テーマ 

法
学
研
究
科 

法 

学 

科 
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法学部法学科  准教授  西 善也 Nishi Yoshiya 

e-mail ： nishi@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１２３８ 

学 歴 ： 龍谷大学文学部英語英米文学科卒、 

龍谷大学大学院文学研究科英語英米文学専攻（英米文化） 

博士後期課程単位満了依願退学 

学 位 ： 修士（文学） 

主な担当科目：英語、（初年次）演習 

主な所属学会：片平会（主務幹事： 2010 年-2014 年）、日本比較文化学会、 

関西英語英米文学会 

 

･ ESP (English for Specific Purposes) および EAP (English for Academic 

Purposes) 教授法を用いた英語教育 

･ Logical Reasoning ならびに Critical Thinking 習得を目的とした 

 リベラル・アーツ教育と教育プログラムの効率化 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

論文： 映画の中におけるアメリカの“正義”：Frank Capra 監督の Mr. Smith 

Goes To Washington (1939)，『英語英文学論叢 片平』第 43号,pp51-60，2008. 

論文： Frank Capra 監督映画に表象される“Hero と正義”：Mr. DEEDS GOES TO 

TOWN (1936)，『朝日大学一般教育紀要』第 34 号,pp39-52，2009. 

 代表的な 

 著書・論文 

研究テーマである「社会と文化に関する研究」の成果に加え、自身のアメリカ

合衆国での長期海外生活経験ならびに、その他の英語圏諸国での滞在経験より

体得した（英語圏における）諸々の作法、道徳観念、（文化的）価値観に関する

知識が、英語圏諸国とビジネス取引のある企業での社員教育等に役立てれば 

良いかと思います。 

 

 

一言アピール 

･ 国際社会にて有用となる人材育成のための教育プログラム開発に興味のある

企業との連携もしくは情報交換 企業への期待 

法 

学 

科 

◎社会と文化に関する研究 

・ヒーローと正義に関する研究 

・社会正義に関する研究 

・大衆文化についての調査、分析 

・アメリカ社会ならびに文化についての調査、分析 

 

･ グローバル／グローカルな視点を持ち国際社会

にて有用な人物の育成 

･ 国際社会でのコミュニケーションを円滑にする

豊かな知識と表現力を培う言語文化教育 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

それぞれの社会において、そこに属する人々の  

価値観･理想･道徳観念を表象する「英雄」の研究、

「正義」に関する研究、および「文化」についての

調査･分析･比較を通し、グローバル化ならびに  

グローカル化が進む国際社会における社会正義の 

あり方を追求する。現在は特に、国際社会の    

グローバル化･グローカル化の中心であるアメリカ

合衆国の大衆文化についての調査･研究に取り組ん

でいる。 

 

研究の概要 
 

文化社会学、大衆文化研究、異文化相互理解、 

比較文化研究、アメリカ研究、正義論、英雄論 

キーワード 

研究テーマ 
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法学部法学科  准教授  林 隆也  Hayashi Takaya 

e-mail ： takaya@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１２１１ 

東京大学文学部倫理学科卒、マインツ大学哲学部大学院中退、倫理学専攻、 

文学士。東京大学大学院研究員、法政大学、明治学院大学、青山学院大学

非常勤講師、東亜大学人間科学部准教授 

主な担当科目：倫理学、哲学 

主な所属学会：日本倫理学会 

 

古代のインド、エジプト、シュメールの神話学の研究 

 

 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

論文：「「開かれた社会」の哲学—カール・ポパーと現代」 

「純粋な理性批判と純粋理性の批判」 

「羊水検査と人工妊娠中絶」 

「「人間について疑う」ということ」 

 

 

 代表的な 

 著書・論文 

人間が生きる、ということは、すべて倫理の問題である、ということです。 

1 万年前からの人間、倫理が、どのように変わって来たのか、どこが変わって

いないのか、混迷の現代社会に提示できれば、と考えています。 

 

 

一言アピール 

道徳教育、医療倫理、企業倫理への理解、浸透。 

企業への期待 

法 

学 

科 

・人間に関する哲学的研究 

・ドイツ現代思想 

・倫理学、生命倫理学 

・価値論、知識論 

 

 

医療倫理学、企業倫理学、教育学 

 

 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

人間、生、死、価値、倫理、知識、真理、社会、 

宇宙 

キーワード 

研究テーマ 

 

 カントとマックス・シェーラーの価値倫理学の考

察から出発し、フッサールの現象学、ハイデッガー

の存在論、ヤスパースの実存哲学を中心に、現代の

ドイツ哲学を考察して来た。現代の倫理学の問題と

して、生命倫理学を扱い、実践面としての社会福祉

の問題も扱う。 

 根本的な問題として、人間の知識の考察を行って

いるが、デカルト、アリストテレスを超えて、何処へ

向かうのかを模索中である。 

研究の概要 



１３ 

  

 

法学部法学科（兼）大学院法学研究科教授 平田 勇人  HIRATA, Hayato 

E-mail ： hirahaya@alice.asahi-u.ac.jp  

中央大学法学部法律学科卒業、広島大学大学院法学研究科修士課程修了

(民事訴訟法専攻・法学修士)、名古屋大学大学院法学研究科博士後期課程

単位取得満了退学(民法専攻)、東京工業大学大学院総合理工学研究科博士

後期課程修了（知能システム科学専攻・博士(工学)）。朝日大学法学部長

(兼)大学院法学研究科長、朝日大学図書館長等を歴任。 

博士(法学・明学)と博士(工学・東工大) の２つの博士号取得。 

裁判所調停委員、日本経営実務法学会理事長。 

主な担当科目：民事訴訟法、民事執行・保全法、法社会学、消費者法 

主な所属学会：日本民事訴訟法学会、人工知能学会、日本法社会学会 

法学と工学の文理融合の形で研究を進めてきました。今後、人工知能がさら

に人間の仕事を代替できる時代に入って、博士(法学)の知識と、博士(工学)

の知識を融合した形で生かしながら、様々な分野の方々との連携を図ってい

き、産・官・学のネットーワークが構築できればと思っています。 

一言アピール 

・法律のみならず各種業務への人工知能活用を考えている企業との共同研究。 

・法律事務所・法務事務所のみならず、国、地方自治体、企業、法学部以外の分

野で人工知能に興味のある方々との交流を深めて行きたいと思います。 
企業への期待 

・民法・民事訴訟法における信義誠実の原則の研究 

・人工知能（調停支援システム）の開発・研究 

・オンラインＡＤＲ（裁判外紛争解決）の研究 

・数理工学の様々な分野への応用研究 

 

・調停教育・法律実務における人工知能の活用 

・会社（法務部等）における人工知能の活用 

・一見すると関係のないように思える分野への 

人工知能の応用 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

ＡＩ時代において、法律家は論理的思考に精通し、

経験に基づく円熟した思考だけでなく、科学的思考

も要求されます。私は、裁判所ならびに朝日大学市

民無料法律相談室で膨大な数の多岐にわたる法律実

務にも携わってきました。法律学と工学（人工知能）

を融合した形で、教育・研究や、法律実務に生かして

行きたいと思います。 

研究の概要 
 

調停、裁判、オンラインＡＤＲ、人工知能、知能シ

ステム科学 

キーワード 

研究テーマ 

 

法
学
研
究
科 

法 

学 

科 

・人工知能を会社法務のみならず幅広い分野に応用 

・オンラインＡＤＲへの人工知能の活用 

・民法のみならず税法や労働法等の様々な法分野への人工知能の応用 

 

 今後進めてみたい 

 研究領域 

著書：平田勇人『信義則とその基層にあるもの』(成文堂、平成 18)。 

平田勇人『AI による紛争解決支援～法律人工知能』(成文堂、平成 30）。 

平田勇人『続・AI による紛争解決支援～人工知能の活用可能性』(成文

堂、令和 3）。 

論 文 :Hayato Hirata et al.: Analysis of Argumentation Skills for 

Argumentation Training Support, Intelligent Computing: Proceedings 

of 2019 Computing Conference, Vol.1, Switzerland: Springer Nature,  

pp.319-334 (2019)（査読あり）、ほか多数。 

 代表的な 

 著書・論文 



１４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

法学部法学科  講師  二見 絵里子  Futami Eriko 

e-mail ： futami@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１２０２ 

早稲田大学法学部卒、早稲田大学大学院法学研究科博士前期課程修了・博士

後期課程単位取得満期退学、民事法学専攻 学位：博士（法学） 

本学以外での主な教歴・職歴：首都大学東京（現・東京都立大学）や清和大学

等の非常勤講師 

主な担当科目：事務管理・不当利得・不法行為、環境法、法学、演習 

主な所属学会：日本私法学会、環境法政策学会 

 

 

・物権的妨害排除請求権と回復 

・環境リスク 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

論文：「生物多様性損害に対する『回復』責任の一考察―EU環境責任指令と OPA

と油濁民事責任条約との比較を通して―」早稲田法学会誌 63 巻 1 号（2012

年）157-201 頁・63 巻 2 号（2013 年）267-312 頁 

論文：「不法行為訴訟と環境 ADR との役割分担―公害調停に注目して」環境管理

55 巻 3 号（2019 年）74-78 頁 

 代表的な 

 著書・論文 

 

 視野を広く持ち、検討するテーマと関連しうる分野での議論にも注目しなが

ら、検討を重ねたいと考えております。 
一言アピール 

 

・事務管理法に関する研究 

・損害論に関する研究 

・生物多様性と法に関する研究 

・環境損害に関する研究 

 

 

・生態学との関わり 

・まちづくりにおける自然・環境保全 

 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

民法、環境法を研究分野としている。 

そのなかで、生物多様性保全について、環境損害

（人間の健康への被害等に関係のない環境そのもの

への損害）のうち、生物多様性に関係する損害に対

する回復責任を主要な研究テーマとしている。日本

には環境損害概念が定着していないことから、諸外

国法を比較検討して、回復に必要な責任の範囲、回

復責任の対象となる損害の程度等を検討した。また、

（民法の）事務管理規定の適用の拡大可能性を検討

している。 

研究の概要 
 

損害、環境損害、事務管理、回復責任、生物多様性 

キーワード 

研究テーマ 

 

・環境保全に取り組む企業との連携 

・持続可能な発展に関心のある企業との共同研究 企業への期待 

法
学
研
究
科 

法 

学 

科 
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法学部法学科 准教授  前谷 和則   Maetani Kazunori 

e-mail ： maetani@alice.asahi-u.ac.jp  

電 話 ： ０５８－３２９－１２８４ 

名古屋大学文学部史学科卒、名古屋大学大学院文学研究科修了、史学地理学

専攻、 

文学修士 

 

主な担当科目：「外国史概論Ⅰ・Ⅱ」、「演習Ⅰ～Ⅳ」、「社会貢献Ⅰ」 

主な所属学会：史学会 

 

・近代日本社会科学史 

・戦後占領史 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

論文：「ルヨ・ブレンターノにおける国家と労働組合」『史学雑誌』 

論文：「いわゆる大塚史学の成立と構造について」『教職課程センター研究報告』 

 

 

 代表的な 

 著書・論文 

 

一言アピール 

法 

学 

科 

・大塚史学に関する研究 

・歴史教育に関する研究 

 

 

・戦後日本教育史 

・社会科教育 

 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

東西冷戦の終結と社会主義体制の崩壊は戦後日本の

「進歩的文化人」と呼ばれた人々の言説の信頼性に

打撃を与えた。戦後歴史学の主流の一つで、歴史教

育にも影響を与えた大塚史学（比較経済史）も例外

ではなかった。何故、どのようにしてそれは成立し

崩壊したのか。 

 

研究の概要 
 

近代、日本、西洋、歴史、教育 

キーワード 

研究テーマ 

 

企業への期待 



１６ 

 

 

法学部法学科  講師  三上 佳佑 MIKAMI Keisuke 

e-mail ： mikami26@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１２２８ 

早稲田大学法学部卒、早稲田大学大学院法学研究科修了、公法学専攻、 

博士（法学） 

南山大学法学部法律学科専任講師（特任） 

主な担当科目：憲法（統治）A・B、憲法（人権）A・B 等 

主な所属学会：日本公法学会、全国憲法研究会、憲法理論研究会 

 

・憲法学、政治学、政治哲学、行動経済学等にまたがる学際的研究 

・公衆衛生政策や性産業規制の国際比較 

・フランス法をモデルとする個別の法分野、例えばワイン法など 

・緊急事態法制の比較研究 

・明治憲法下の日本における大臣責任論の研究 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

著書：『図録 日本国憲法』共著（弘文堂、2018 年） 

論文：「1875 年憲法的諸法律における大臣責任－大臣の政治責任制の構造と動

態－」『南山法学』第 43 巻 1号（2019 年） 

「フランス第二共和制と大臣責任制－国家元首有責原則と大臣責任原理の疎外

化をめぐって－」『早稲田法学』第 94巻 4 号（2019 年） 

 

 代表的な 

 著書・論文 

 歴史研究を中心としてきた以上、現実の法制度の動態をつぶさに細かくフォ

ローしてきたとは言えませんが、フランスを研究対象国として 10 年近く研究

してきましたので、同国に関する事柄は、何であれ一通りの関心をもって眺め

ているところです。 

 

 

一言アピール 

・フランスにおける大臣責任制に関する歴史研究 

・弾劾制・議院内閣制の比較研究 

・法と政治の接点に関する研究 

・公衆衛生政策の比較研究 

 

・国会の国政調査権の再検討 

・執行権論 

・イギリス型議院内閣制とフランス型議院内閣制 

 の比較に関する再検討 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

 一般的に「議院内閣制」と呼ばれる政治体制は、執

行権の日常的担当者である大臣が、集団的・個別的

に、民選の議会に対して「責任」を負うメカニズム

「大臣責任制」を主たる構成要素としていると言わ

れます。この「大臣責任制」がどのような経緯を辿っ

て成立したものであるか、フランスを検討対象国と

して分析しています。また、そこでの責任は「政治

的」な性質のものとされていますが、そこでいう「政

治的」な性質とはいかなるものか、弾劾制との比較

の中で研究しています。 

 

研究の概要 
 

議院内閣制論、大臣責任制論、弾劾性論、責任論、 

憲政史学、比較憲法 

キーワード 

研究テーマ 

・我が国でも農産物やワインなどに関して関心が高まっている、欧州各国にお

ける原産地呼称統制制度に関する研究に大いに関心を持っています。 

・ビッグデータの活用と、それに対する限界づけなどの分野に関しても、専門

外ではありますが、大いに関心を持っています。 

企業への期待 

法
学
研
究
科 

法 

学 

科 



１７ 

 

 

 

 

 

 

   

 

法学部法学科 准教授 宮坂 果麻理   Miyasaka Kaori 

e-mail ： miyasaka@alice.asahi-u.ac.jp 

電話&FAX ： ０５８－３２９－１２３７ 

朝日大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得退学 

刑事法専攻、修士（法学） 

岐阜地方最低賃金審議会、瑞穂市男女共同参画推進審議会会長 

主な担当科目：刑法、刑事政策、少年法、演習 

主な所属学会：日本厚生保護学会、日本犯罪社会学会、日本司法福祉学会 

 

・「少年と死刑」『三原憲三先生古稀祝賀論文集』（成文堂・2002 年）：単著 

・『看護従事者のためのわかりやすい関係法令』(嵯峨野書院・2008 年)：共著 

・『市民のための法学入門〔第 2 版〕』（成文堂・2008 年）：共著 

・『確認刑事政策・犯罪学用語 250〔第 2 版〕』(成文堂・2010 年)：共著 

・『新・初めての人権』(法律文化社・2012 年)：共著 

 代表的な 

 著書・論文 

 女性刑事法研究者の観点から、様々な領域の弱者に対して、誰もが手を差

し伸べられる社会になるよう提言をしていきたい。 

  
一言アピール 

企業の社会貢献活動と地域の安全対策に関する共同研究 

 

 

 

 

企業への期待 

・傷害罪における「傷害」の概念 

・少年保護事件における不服申立制度について 

・少年と死刑 

 

 

・女性の社会進出と防犯対策 

・ネットワーク時代の犯罪への対応 

・少年院出院者、刑務所出所者の企業による受け

入れ 

 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

傷害罪における「障害」の概念につき、ＰＴＳＤを

中心に研究を進めている。また、少年の権利保障の

観点から少年司法制度、特に公正な審判のための手

続保障の問題点につき、実務の現状を明らかにした

上で、検証・提言を行っている。 

研究の概要 
 

刑法、刑事政策、少年法、厚生保護、 

男女共同参画 

キーワード 

研究テーマ 

 

法
学
研
究
科 

法 

学 

科 

・女性犯罪と女性に対する行刑 

・再犯率と就労支援の関係 

・ファミリー・バイオレンスへの対応策 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 
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法学部法学科  教授  宮島 司  Miyajima Tsukasa 

e-mail ： tsukasa@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１１１１ 

慶應義塾大学法学部法律学科卒、慶應義塾大学大学院法学研究科民事法

学専攻博士課程単位取得退学 

法学博士 

慶應義塾大学法学部教授 

主な担当科目：会社法、手形・小切手法、商法総則・商行為法、保険法 

主な所属学会：私法学会、保険学会、海法学会 

 

あらゆる私法学上の問題に関し、その私法学上の基礎法理・基礎理論を探究

することにより、現実に対する指導的役割を果たす商法学の姿を模索する。 

 

 

一言アピール 

法律学の研究者としては、自然科学の研究者と同じような意味で企業に期待

するというものはないが、あえて現在の私の問題意識からすれば、世間の流

れに惑わされることなく、自らの会社に合ったガバナンス機構・企業行動の

指針の構築を目指してもらいたい。 

企業への期待 

法
学
研
究
科 

法 

学 

科 

・企業結合の法理 

・保険契約法の本質 

・会社の機関権限分配論 

 

 

民商法における約款論 

法人法全般における機関権限分配論 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

企業結合法の基礎理論を探求することにより、その

解釈論的な問題点の解決、さらには立法論的な提言

を行なう。 

保険契約法の本質を探究することにより、あるべき

姿の保険制度や保険約款を求める。 

株式会社の機関権限分配論の正体を突き詰めるこ

とにより、あるべき姿の機関権限分配とは何かを求

める。 

 

 

 

研究の概要 
 

法律行為論による理論構成 

現実に対する理論の役割 

 

キーワード 

研究テーマ 

社会全体における最近の顕著な傾向と同様、私法の分野においても「司法」「立

法」に対する「行政」の優位が際立ってきているが、現代型社会ではそれがい

たし方ないことなのかについて、私法学全般を視野に入れながら懐疑的に考え

てみたい。 

 

 

 今後進めてみたい 

 研究領域 

著書：「企業結合法の論理」「新会社法エッセンス（第 4 版補正版）」 

「逐条解説  保険法」 

論文：「濫用的会社分割と詐害行為取消」 

「近時における会社法改正の動向」 

「組織法上の行為としての会社分割と詐害行為取消」 

「会社法におけるコーポレート・ガバナンスの要点」（最近のもののみ） 

 

 

 

 

 代表的な 

 著書・論文 
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法学部法学科  准教授 若山 典生 Wakayama Norio 

e-mail ： wakka@alice.asahi-u.ac.jp 

電 話 ： ０５８－３２９－１２０５ 

慶應義塾大学文学部英米文学科卒、英国エセックス大学大学院英語教授法

研究科修了（MA in English Language Teaching） 

本学以外での主な教歴・職歴：中等教育機関での教鞭（東京都 25 年間、

岐阜県 5 年間） 

主な担当科目：英語、情報処理、演習 

主な所属学会：外国語教育メディア学会（LET）ATEM 映像メディア英語教

育学会 JALT（The Japan Association For Language Learning） 

 

 

 

・音楽と英語教育 

・ヨガと英語教育 

・農作業と英語教育 

 

 今後進めて 

 みたい 

 研究領域 

著書：文部省検定英語教科書 「Crown English Communication Ⅰ」 共編者   

三省堂 

文部省検定英語教科書 「論理・表現Ⅰ・Ⅱ」 教師用指 導書 共著 

いいずな書店  

"be" English Expression ⅠⅡ Standard/Advanced  

Teacher’s Manual 3 教科書＆「英語での授業案」 共著 いいずな書店 

論文： “An Examination of How to Teach English in Japan When Considering 

It for the Natural Approach Viewpoint”2021 年 朝日大学一般紀要 

第 45 号 

“Drama Techniques in Teaching English in Japanese Context”1999 年

 エセックス大学 

 代表的な 

 著書・論文 

英語教育の分野では「第二言語習得」の研究に話題が集中している。教科書

研究はいわゆる隙間の研究分野である。マイナーな分野であるが、英語教員

はなんらかの形で必ず教科書を使用して授業を行っている。オリジナルな論

理展開ができれば非常に独創的なものになると考えている。 

一言アピール 

法 

学 

科 

・海外の教科書に関する研究 

・日本の検定教科書についての調査、分析 

 

 

 

・中等教育機関と高等教育機関にある期待度ギャ

ップを埋めること。 

・高校生がより英語を使う機会を見つけることが

できること。 

研究の応用分野・発展可能領域 

 

中等教育における英語の教科書は文部科学省から検

定を受けた決まったものを使うということになって

いる。しかもそれを作成しているのは民間の数社で

ある。その内容が英語の四技能育成、もしくは大学

入試のレベルに結びついているのかという視点は長

らく検討されておらず見過ごされてきた。そこで本

学で使用している海外の教材を参考にしながら、日

本の教科書のどこが盲点となっているのかを研究し

ている。 

研究の概要 
 

Materials evaluation, Materials design, 

Materials development 

キーワード 

研究テーマ 

・出版社と連携して教材の共同研究 

・本学オリジナルの E-book の導入・開発・実施 企業への期待 
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