
日中法樟家焚流協会訪日記録（1988～）

団名’日付

1988年｜中国法学会訪日団
(S63) [ 10/7～17 

司法部代表団
11/10～20 

1989年 i中華全国律師協会訪日団
(Hl) 19/28～10/6 

法制工作委員会訪日間
11/13～2J 

1990年！司法部訪日代表団
(H2) ll0/10～17 

中国法学会訪日団
11/20～27 

1991年！中華全国律師協会訪日団
(H3) )6/12～20 

司法部公寵訪日団
10/7～16 

1992年｜司法部代表訪臼団
(H4) )5/9～15 

深考IJ市法制局訪日回
6/12～17 

法制工作委員会訪日間
11/10～21 

1993年 ｜中国法学会訪日団
(H5) f 4/12～20 

団長 団員 訪問先



日中法律家安続協会訪日記録（1988～）

扇雇東
（深母I防体

5黙認協会側I[訪問 1：翼賛~rr陳野（探制市律師協会会長｝、その他叫
市司法局
長｝

全国律師協会訪日間
11/22～30 

東京／名古屋／大阪／
神戸／京都

1994年 j律師法立法調査訪日図
(H6) 14/18～27 

沈自路
（司法部律
師司司長）
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1996年 i上海司法訪日代表団
(H7) 14/3～12 

酵昭仁
（上海司法
局長）

江蘇省律師協会訪日代表団
11/6～15 

中華全国律師協会訪日代表 ！俸洋（中華
団 l全国樟師協！他7名
11/13～22 1会副会長）

｜羅韓（最高
I法務省招待最高人民検察院 ！

1~~す反貧汚賄賂総局訪日代表団協議露骨髄栄摂（中国法学会特交流中心副主的、他 ！東京
'1/22～28 1総局局長）

’余孟孝 j端康生（法制工作饗員会副判ムハ I 

（中国法学 j省法学会副会長）、隣町大連市法学会副会！鯨／大阪／京都／広
会副会長） I長）、飽栄握（中国法学会学栴交流中心副主 i島／楢岡

｜任）、陶衛策｛中画法学会秘書処副
l説：自路（可 i

中国司法部外弁調査訪日団 l I 
10/19～25 1法部律師周！王立憲（可法部外事局局長）、他2名

I 長1・畏
．揚景宇 I 

I I （国務院副問時（域院法制j局副局長）、荘締（国務院 l
問年｜国務院法制局訪日代表悶 ！秘書長兼国 ｜法制局し室副主任）、李岳徳（国務院紘J局弁｜東京／横訴／京都／大
（悶） 15/10～17 i務院法制局i公室研究矧j処長）、暴英達（国務院法制局政法！阪

局長〉 ｜司・通訳）、王建民（国務院弁公庁・秘書）

｝健襲来（江 l
江藤省司法庁訪日代表団 I I 

｜蘇省司法庁i他5名10/7～4 I I 

法制工作委員会訪民団
5/15～24 

中国法学会訪日代後間
6/11～19 

下耀武

東京

東京／名古屋／大阪／
奈良

凍京／名古屋／京都／
大阪
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日中法律家交流協会訪日記録（1988～〉

団
12/3～12 

孫超美
1998年 l北京市司法局訪日代表面 ｜（北京市弓
(HlO) 16/10～17 1捺局副局

国務院法鍛j弁否室市小・
1999年｜ニュージーランド金融監管立
(Hll) I怯制度考察間j

互畠ニ通

常法部（司法試験制度調査）
訪日団
5/23～27 

司法部監獄考察訪日閏
6/15～21 

法制エ作委員会訪日団
11/9～18 

t法制工作委員会信託怯考察
2000年i四
(H12) f凶

14/26～21 

中華全国律師協会訪日間
5/24～6/1 

中国法学会訪日代表団
9/19～28 

広東省法学会代表団
12/5～10 

2001年 l笥法部代表訪日団
(Hl3) 19/9～15 

長）

李飛（法制工作委員会研究室主イ的、擁干し捧（法
制工作委員会民法室副主任）、郵福神（法制工作

張春生 ！委員会弁公室直IJ主任）、張世職（法制工作委員会

東京／大坂／神戸〆福
岡

2002年i法制工作委員会訪日団
(H14) 19/13～22 

（法制工作 i国家法行政法室助理巡視員）、劉j海涛（法制工作j富士fl!／東京／札幌／
委員会副主！委員会国家法行政法室副主任科員）、王寧｛法制！福岡
：任） ｜工作委員会刑法室主任科員）、越雷（法制工作委

員会経済法室副主任科員）、裳強（法制工作委員
会研究室副主任科員・通訳）
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日中法律家交流協会訪日記最（1988～）

2003 I司法部前日間
(H15) 13/18～23 

司法部訪日代表団
9/9～15 

2005年 l司法部訪日代表団
(Hl 7) I 11/23～30 

2007年｜法学会訪日間
(H19) 14/lB～23 

中華全国律師協会訪日回
6/12～13 

法制工作委員会訪日団
11/6～13 

i，，、pog年 ｜中国治学会訪日団
(H21) 13/25～ 

2010年i中国法学会訪日団
(H22) 13/23～28 

中国青年代表団副首法）分
間
5/27～28 

入民法廃高額冨官）、王制~~耳j{f胃

四 1：.錦繍i祭器議議議室
（司法部国｜（司法部国家司法試験中心副主任）揚向斌｛司 ｜東京／京都／大阪
家司法試験回国家職試験司幹部）、報（古法部司法協i

司王百長） I 
t助外事司交流処幹部）、藤男｛中蝦律師事務所律i

l蒋蒙T市扇法亭会対外語蕗蔀項艮官員＞：楊7言
劉成祥 ｜偉（掠南省鵠壁市法学会会長）、曽書民仲間接
（吉林省高 ｜学会弁公富国l処長）、何海瓶（吉林省法学会副都
級人民法院！害時、史和平（河北省石家庄市長安区人民掛院
副院長） ｜院長）

斉蹴 ｜何蓮（中国法学学術交硫中心項目閥、鰍
（吉林省通 j抗（山東省法学会開会長兼秘書長〉、満占壷（甘1東京／糊／富士山／

i粛省法学会副秘書長）、唐突（重慶市法学会副都l器F学会l書長）、跨明（安徽省六姉法学会秘書長、安撒 i大阪／京都
l省六安市司法局副局長）

T旭縛
（最高人民
検察院青年！他29名 ｜東京
団委員会書
記
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日中法律家交流協会訪日記録（2011年～）

西暦 国名・日付 団長 団員 訪問先
（和暦）

分団長
2011年 青年代表団司法分団、 羅智波 35名 日弁連／協会
(H23) (7/1～） （党四Jll省委政法委政

治部副主任）

2012年
法制工作委

郎勝
呉高塾（立法企画室主任）

札幌／法務省
訪日団 李寿偉（州法室別主任）

／衆議院(H24) (6/18～6/21) （法制工作委副主任）
他

2012年
法制工作委JICE招待 梁鷹

日弁連／お台
訪日団 （法制工作委研究室副 20名

場／協会(H24) (12/2～12/16) 主任）

2013年
法制工作委JICE招待 孫鎮平

日弁連／法律
訪日団 （法制工作委国家法室 19名

事務所／協会(H25) (9/1～9/14) 副主任）
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