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ゴι才』呈王
・概更ヂヲカて

利、は2017年10 村 1日から 2018午9打 30 Eほで、米国領のグァム準州で在外研究をしま

した。在外研究の受け入れ先はグァム大学でした。同大学は法学部や口ースクールがない

ため、 scho010fBusiness and publicAdminisu・ation {こ在j浴さ・ぜてし、ただきました。グ'ア

ム大学を選んだ旦山山のーーつは、 MicronesiaAreaResearch center (ミクロネシア周辺研

究所)があるからです。

Colinp.A.JoneS 司法靭多新斗ギ剣受

在外研究報告書

在外研究のテーマは、「ミクロネシア地域を中心と1、た日米比較法研究」と、やや幅の広い

テーマでした。それを選ノVだ理由は、かねてから日オ薪硫治喝イ弌のいわゆる咋何洋諸島」の

法制史及びミクロネシア各地の法制皮におけるその遺産物の有無に関する研究があまりさ

れていない印象があったからです。私は2005午に元南洋諾島のパラオ共手川到の司法試験を

受験した際に、相続法の試験問題に「TochiDaicho」(士地台帳)が法律用語として登場し

たことに非常に鬨心をもちました。即ち、今でもパラオ共和国で上j也の所有に関する争い

は多く発生していますが、裁判所がそれを処理するにあたり、日本の南洋庁が実施した士

地調査を原点として、権利関係を遡って調査することになっています。このときから、 、、、

クロネシア諸島(パラオ共和国、ミクロネシア連邦、牙姉貞北マリアナ諾島、マーシャル諸

島)は日本紗ご台1鄭代の法制座はどのようなものだったのか、その邪史が今の法制度にどの

ような累共撃を及ぼしているのかを研究することが私の夢でした。

娚嘱己)

同時に、在夕H肝究の開始前から、従来の日本法・日米比較法の研グ以こかかわる複数のコミ

ツトメントがあって、それらを在外靭ヲ器蜘階判・ルこ完成させることになっていました。従っ

て、上.記の研究をしながら、彰ψル活動をかなりやりました。具材珀勺な成牙糾勿は以下、 f成果

物」で紹介します。

牙兇暦動

研究活動は(1)文献調査等、と(2川U也訓査を中心にすすめました。文献誤惨fとしては、

時帰国の際に国会国立図書館で南洋庁統治1侍代の資料の収集と、グァム大学のMicronesia

ANaRese飢Chcente】,(N仏RC)の資料の調査をしました。 N仏RC の場合は元々南洋に属さ

なかったこともあって、有用な資料・はありませんでした。北マリアナ諸島と<ワイのBish叩

Museumにあるという伴神階矧共をいただきましたが、それぞれの場所で資料の調査はでき

ていませノV。また、文献訟1▲Xこ関連して、何度か、入仏RCの客員研究員及びAustralia



Nationaluniversity d)何1:多モ員で、南洋i者島・ミクロネシアの1疹史の1兆長艾で左)る、樋口千Πイニ1t

子先生と何度か面談し、貴重なアドバイスをいただきました。

現地調査は、 2017年10同に米領北マリアナ諸島のサイパンを訪問し、 2018年の 3河にマ

ーシャル諸島とミクロネシア連邦のポンペイを訪f拐しました。非常に参老になりましたが、

資料等の糸伺にはなりませんでした。サイパンはグァムに近いため、 2018年の秋にまた訪

問して、裁判所等でより詳細な資料調査をする予定でしたが、スーパー台匝W)直撃により

甚大な被害を受けたため見送りました。

資料調査の「造り残し」としては、(1)国会国立図書館にある和文の資料のダウンロード・

英訳・文献化と、(2) Bish叩 Museum など、ハワイ・ミクロネシア諸島の文献の最開拓

であるが、これは今後の糾附ιの研ぢモのテーマとする予定です。(1)だけでも、外国の研究

科・にとって有用な恬帆提伊Hこなると老えます。当職が所属している NinthJudicialcircuit

Historicalsociety (第 9巡風区歴史研究会)刊行のジャーナルに掲i陵することを検剖'して

います。

またどう研究会に、 GuamMuseum とJ七伺で司法制度の歴史の展示会の可否について働き

かけましたが、在外刷ヲt期闇中に先方の都合がつかず、これも今後のアクションとして検

討しています。

巍蟹暦動

執筆活動の面においては今回の在外研究は非常に成果があり、当職はその成果を出す機会

を与えていただいたことについて大変感謝しています。

まず、当職の今までの学者としてライフワークとなる、"Japanesel^egalsystem " q是捺"毛

の FrankRavitch 先生とのJ七著)という本が 2018 圷'10 刃に刊行されました。この本は在

外研究以前から執筆を1.ていましたものですが、在外棚多E中に完成しました。この本は英

文で日本の司法制度の全体を体系的に取り上げる、英文で多分初の試みとなります。アメ

り力で法律書のりーディング出片反社である WestAcademiC の Hornbook(叢書)シリーズの

一冊になります。日本では英語でH木法を教える場而が多くなりましたが、使える教材が

ないことがー・つのネックとなっているため、刊行当初からH本からの需要はかなりあった

と開いています。

また、この本の省略版が 2019 午の秋に同じ WestAcademiC の有朶,な"NutsheⅡ Sefies"で

また"Japanese 上e曾alsystem in a NutsheⅡ"のタイトノレで出ます。



さらに、在外研究期間中に、過去に書いた、日本の司法制度をテーマとする英文新聞投稿

等を一冊の本に纏めました。これが、 2019年に"obey, Not K110W: EssaysinJapanese

Lawandsociety'のタイトルで KurodahanpresS という、日本の文学等を中心としてい

る出版からでました。

この三冊の本のほかに、以下の章・論文が在外研究期問中に執筆

ます。

JAPANTIMES(日本のりーディング英字新聞で、月次のカラム X12会)

ヂ'ather谷究1す'htsJゾ'apan asa d1丑'erentparad1言,'m,in: ROUTLEDGE 11ANDBOOK OF

INTERNATIONAL FAMILYIAW ( Barbara stark & Jacqueline Heaton, eds.,2019

Alahd theιega/pr01をSsionJ couldAr訂笠Clhlstupidiむyand究esp0刀釘'力1力、tyAvoidahce

1)r0Ⅶ'dethe召1召'gestAge刀tsofchaa宮'e.ク1n:69 SOUTH CAROLINAIAWREVIEW 637

(2018)

rhe究0力otkoseki'Aゾ'apa刀eseιaw/wode/1brπegula訂力gAutonomouslw、achlhes,in:14

JOURNALOFBUSINESSAND TECHNOLOGYLAW403(2019)

上記の"RobotKoseki"の内容は、 2018年の 5月にアリゾナ州立大学の口ースクール主催

の Law andTechn010gy conference,そして 2019年の 4月のマイアミ大学口ースクール

主催のWeRobotで発表し、 2019年7月6日に理研AIP情報法制チームが東京で主催し

た「AI・ロボットをとりまく法的環境の変化」で同テーマでパネリストとして参加しまし

たので、それなりに評価に値すると思われます。

完成した成果物になり

在外研究の本来のテーマである日本・ミクロネシア諸国の法律制度の関連性に関する成果

物はまだありませんが、今後は出る見込みです。この研究のお陰で、 2019年Ⅱ月にイタ

リアで主催される"1Slands and remotenessin Geography, Law, and Fiction"に招1寺さ

れましたので、そこで初の業績らしいものを披露する見込みです。今後とも、引き続き在

外研究中に構築できた士台をべースにさらに新しい成果物を世に出せるように頑張りたい

と思います。

以上


