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　世界各国における家族法ないし家族を取り巻く慣習の多様性の維持・発展に対して，国際私法の寄与が期待される事項についての理
解を深めることをこの授業の目的とする。特論Ⅰは，本授業がグローバルSDGs研究科連携課程との共通プログラムであることから，特
に同目標16ターゲット9の「2030年までにすべての者に法的なアイデンティティ提供すること」，同目標5ターゲット3の「強制婚姻を排
除すること」を中心に国際私法の役割を学ぶ。
　国際私法の全体像について言及する余裕はないため，学部で国際私法の講義を受講済みであるか，本講義開始時までに下記参考書を
熟読し全体像を理解していることを前提とする。

The purpose of this class is to deepen the understanding of matters that are expected to contribute to private
international law on maintaining and developing the diversity of family law and customs surrounding families around the
world. Since this class is a common program with the Global SDGs Graduate School Collaboration Course, in particular, we
will focus on SDGs Goal 16 Target 9 “Providing legal identity to all by 2030” and Goal 5 Target 3 “Eliminating forced
marriage”.
Since this lecture is an advanced subject of private international law, it is desirable that the students have already
taken a lecture on private international law at the undergraduate level or have read the following reference books
carefully and understood the whole of its legal system by the start of this lecture.

達成目標／Course Goals

・国際私法の実践的活用を学ぶ。
・家族法の多様性を理解する。

Learn the practical use of private international law
Understand the diversity of Family law

授業計画（授業の形式、スケジュール等）／Class schedule



第１回：イントロダクション:SDGsへの国際私法の関わりを中心に
第２回：出生登録と法的承認
第３回：出自を知る権利について
第４回：生殖補助医療と国際私法
第５回：婚姻の準拠法の決定方法
第６回：婚姻法の多様性と公序
第７回：EUにおける強制婚姻への対応
第８回：まとめ及びテスト

01st:  Introduction: SDGs and Private International Law
02nd:  Birth Registration and legal recognition
03rd:  “The Right to Know”
04th:  Assisted reproductive technology and PIL
05th:  Determination of law applicable to marriage
06th:  Diversity of family laws and order public
07th:  Treatment of forced marriage in EU
08th:  Summary and term-end exam

授業時間外学修（事前・事後学修）／Independent Study Outside of Class

事後学習として，毎回の授業を復習の上，疑問点を調査すること。
事前学習として，配付資料などを確認してくること。

In the post-study, review each lecture and investigate any question.
In the pre-study, check the handouts.

国際私法，法的アイデンティティ，強制婚姻

Private international law, legal identity, force marriage

キーワード／Keywords

原則として日本語で講義するが，受講者の母語次第では英語での補助を行う。

As a general rule, the language used for this lecture is Japanese, but depending
on the Japanese ability of the students, English may be used.

履修上の注意／Notices

教科書／Required Text

参考書／Required Materials

教科書は指定しないが，参考書として，
No textbook is specified. The following Japanese and English textbooks are listed
as reference books.

中西康＝北澤安紀＝横溝大＝林貴美『国際私法（第三版）』（有斐閣，2022）
Jun Yokoyama, Private International Law in Japan (2nd. Ed.), Kluwer Law Intl.
2019.

教科書・参考書に関するその他通信欄

期末試験（80％），授業中の態度による総合評価（20％）

Performance evaluation will be conducted by the final exam (80%) and answer to
questions during this lecture (20%).

成績評価の方法／Evaluation
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備考／Notes


