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訪問に際して

2005年９月27日火曜日、法学部小山と法学

部共同研究室の亥川とで、本学法科大学院実

務家教員としてご尽力いただいている平井利

明先生が所属されている中村・平井・田邉法

律事務所を訪問した。同事務所の入る大江ビ

ルヂングは、大正14年の建築で、近隣の中之

島公会堂等と同時期のモダンで瀟洒な建物で

ある。同事務所は、その５階の一角に５部屋

の空間を占める。同事務所の精力的な活動が

窺い知れた。

所長の中村先生は、以前にホノルルマラソ

ンやニューヨークマラソンなどのフルマラソ

ンを完走された経験があり、平井先生も中村

先生の勧めで出場された経験をお持ちとのこ

とであった。中村所長のデスクの横には、ゴ

ールに到達したときの写真が飾ってあった。

中村先生は弁護士会の中で野球サークルに深

くコミットされておられるとのこと。また、

平井先生は、体力作りのために自転車通勤を

されることもある。全体として、「体育会系」

の弁護士事務所、というところか？
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事務所の構成は、所長である中村先生（立

命OB）、本学法学部の和田教授と立命館の同

期である平井先生、ご自身が医師でありかつ

旧厚生省に勤務の後弁護士に転身された田邉

昇先生、そして若き武輪耕世先生の４名の弁

護士、そして３名の事務スタッフで構成され

ている。事務所の開設は昭和55年に遡る。当

初中村先生が一人で立ち上げられた後、立命

館大学法学部同窓会副会長兼事務局長の濱川

登先生が加わり、その後濱川先生と入れ替わ

りで平井先生が参加、田邉先生の加入等を経

て現在に至っている。事務所の職務としては、

約５割が企業関連の案件、残り４割が医療

（法人）関連、残りの１割が刑事を含む種々

のもの、といううちわけである。特徴として、

医療側に立つことを専門とする弁護士事務所

であることがまず挙げられよう。関西でこの

ような事務所は少ない、とのことである。

医療事件固有の特徴他

（以下は、小山・亥川の平井先生へのイン

タビューを再構成したもの。）

医療事件の難しさは、ひとえに弁護士にと

って医療の具体的内容を理解することが難し

いことにある。法律用語が一般の方々にとっ

て難解であるのと同様、医療事件を専門にす

る弁護士の先生方にとって、医療の専門用語

を正確に理解することは難しい。まして、多

くの診療科ごとの固有の専門性を考慮すれ

ば、医療事件を手がけることは通常の事件以

上の手間と労力を要することになる。

実際の訴訟の中で、脳神経外科ないしは産

科等が対象となる事件では、手術中の一瞬の

対応の遅れが重篤な結果をもたらすことにな

る。手術のテクニック等は執刀医により「腕」

に差がある。まさに「神業」に近いレベルを

要求されることもある。しかし、その対応が

果たして当該医療行為の中で本当に「過失」

と呼べるものであるのか。証拠となるカルテ

や診療経過の記録は常に膨大な量となり、訴

訟の準備も通常の民事事件より手間と労力を

要する。しかし、医療側に立つ弁護士として

は、その結果の重篤さ故に一件一件の事件が

非常に「重い」ということであった。

医療法人のスタッフを対象とした研修会

で、講演に行かれることも少なくない。医療

に携わる側には、何か「医療事故」が生じた

場合に、それが即「法的な責任」に結びつく

という誤解がある。その誤解を徐々に解きほ

ぐしていく必要がある。また、事故に関する

マイナス情報が組織内に素早く共有されるよ

う、「風通し」のよい組織作りをすることを

アシストすることや、患者に対する「インフ

ォームドコンセント」の重要性を喚起するこ

とも、研修での重要な目的である。弁護士事

務所にとって、企業法務におけるクライシ
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ス・マネイジメントに相当する業務といえよ

う。増加傾向にある医療過誤事件にマスコミ

の注目が集まる中で、単に結果責任だけを強

調すればいいものではない、という中村先生

の指摘は、民法学者である小山にとって耳の

痛い話であった。

一昔前までは、医療過誤事件といえば、カ

ルテの開示を医師に求めうることが患者の権

利として確立されることが求められていた。

現在の医療過誤事件の審理では、裁判所は、

医療側に全てのカルテ、診療経過の記録など

の書面一式をまず最初に提出することを求

め、医療側がこれに応じるのが通例となって

いる。その意味では、かつてに比すると患者

側による証拠確保の問題は低下している。む

しろ、病院側から開示された情報を下に、患

者側原告側がいかに主張・立証活動を行うか

が重要になってきているという。この点も、

多数の医療事件に関わってこられた経験から

得られた知見といえる。

医療関係の案件以外の主要な業務である、

顧問先企業の会社法務について、民事・商

事・工業所有権など、対象分野は多岐にわた

る。刑事事件として立件される独占禁止法違

反の案件にも携わることもある。また、平井

先生は、最近法改正が相次いでなされている

債権譲渡や動産譲渡担保関連でも多くの経験

をお持ちである。銀行はなお在庫商品担保の

資産評価について消極的であるが、以前では

考えられなかったほど、不動産に頼らない担

保融資の実務が一般化しつつある。学生諸君

には、大学の講義ではあまり取り上げない事

柄が、実務では非常に重要であることを認識

して欲しい、という希望を述べられていた。

事務所として、破産管財人や民事再生会社

の監督委員等裁判所から依頼される業務を担

当することもある。他方、会社法の全面改正

等にみられるように、企業内のコンプライア

ンスの確立が急務であり、顧問先の企業を相

手とする講演の依頼も、事務所の日常の業務

の中では重要な位置を占めている。
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法科大学院の授業

ところで、平井先生には2005年の前期、立

命館の法科大学院等において実に５コマもの

担当をして頂いていた。先生曰く、日常の業

務に全く影響がなかったとはいえないが、別

に法科大学院の授業がなかったとしても、仕

事の忙しさには波があり、繁忙期とそうでな

い時期との格差が著しい。ただ、繁忙期と授

業が重なった時期は、さすがにきつかったこ

とは否めなかったそうである。

ロースクールの学生は一様に熱心であり、

授業をするに際してやりがいを感じる。ただ、

学生には以下の事柄をよく知っておいて欲し

い。すなわち、ロースクールでの授業で行う

法実務総合演習はあくまでシュミレーション

であって、「実務」そのものではない。にも

かかわらず、そのシュミレーションの経験か

ら、今学んでいることが将来の実務をどう動

かしていくか、実務でどのように生かせるか

を意識して学んで欲しい。結局、弁護士の業

務は、すべからく「対人的な」仕事であり、

人助けのノウハウ・スキルを磨いて欲しい。

実務家として一つのミスが単に自分の信用を

傷つけるだけでなく、クライアントに対して

多大な迷惑をかけることを十分に認識して欲

しいのである、と。リーガル・クリニック等

もまた、理論が実務でどう生かされているか

を知る契機なのである。

小山がカナダのトロントで聴講する機会の

あった、倒産法の授業を受け持っていた弁護

士が、平井先生の上記のメッセージと全く同

じことを指摘していた。おそらく、実務への

橋渡しをするというロースクールないし法科

大学院の教育の目的は、国を問わずに妥当す

るものであるかもしれない。

最後に、事務所の事務スタッフの方々から

みた平井先生の印象。一言で言えば「ジェン

トルマン」。多忙を極める中にあっても、常

に気遣いを忘れず、話しやすい。かつ、研究

熱心。かくありたいものである。

（取材／執筆：小山泰史（こやま　やすし）民法

同行職員：亥川智子（いかわ　さとこ）

法学部共同研究室）
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10月４日、小雨交じりの天気の中、森下弘

先生のヒューマン法律事務所を訪問させてい

ただきました。私自身は、弁護士事務所の中

に入るのは初めてなので、緊張の中での訪問

のスタートとなりました。

事務所の立地

大阪の地下鉄南森町駅を出てすぐの、阪神

高速道路に面したビルにヒューマン法律事務

所があります。大阪地方裁判所にも比較的に

近いビルなので、他の弁護士事務所も入居し

ています。ヒューマン法律事務所は、３階と

４階の各一部屋を借りていますが、主として

３階の部屋を使い、４階の部屋は大規模訴訟

の弁護団会議に使っているとのことでした。

事務所の様子

３階の事務所に入ると、右手にカウンター

があり、事務所の事務職員の方が詰めておら

れました。左手には絵画の飾られた応接室が

あり、インタビューはこの応接室で行われま

した。仕事部屋は奥の２部屋になっています。

仕事部屋の様子ですが、机のまわりは資料が

山積みにされていて、まさに仕事部屋という

感じでした。４階の会議室として使われてい

る部屋は、会議用に広い空間が確保してあり

ました。

事務所の構成

ヒューマン法律事務所は、森下弁護士の他、

e見秀一弁護士、神谷誠人弁護士の３名の共

同事務所です。他に３名の事務員の方が働い

ておられました。森下先生によれば、今年、

新たに、司法修習を終えた新人の間光洋弁護

士を「イソ弁」（勤務弁護士）として入って

もらうことにしたとのことです。e見弁護士

は大阪市立大学の法科大学院で特任教授もさ

れています。神谷弁護士は沖縄の嘉手納米軍

基地爆音訴訟やハンセン病訴訟や薬害イレッ

サ訴訟の代理人を務めておられます。
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弁護士になるまで

森下先生が、弁護士という進路を意識され

たのは、なんと小学６年生からだということ

です。その後、神戸大学に入学されて、学生

時代から司法試験の勉強を始め、卒業二年目

で司法試験に合格とのこと。学生時代は法律

相談部に所属していた他に、スキー同好会に

も入っており、よく遊んだとのことです。

「僕は田舎育ちで、神戸大学に入ったら司

法試験には受かるものだと考えていたら、１

学年175名の学生がいて、毎年５人位しか合

格していないと聞いて、愕然とした」とおっ

しゃられていました。昔も今も司法試験は難

関ですが、森下先生ご自身は、卒業二年目で

合格と、比較的スピード合格であったようで

す。また、国家公務員の法律職上級試験にも

合格されているとのこと。

専門について

開口一番に返ってきた言葉は、「刑事専門

ですか」とよく聞かれるが、弁護士にとって

どれが専門というものはない、とのことでし

た。どの事件も当事者が違うので、一つとし

て同じ事件がないのがおもしろいのだそうで

す。森下先生ご自身は、100件事件を抱えて

いたら５件が刑事で、後は民事だそうです。

とはいえ、なかには刑事事件を全くやらない

弁護士もいるので、それに比べると自分は刑

事事件をやっていると言われれば、やってい

るほうかもしれないと、森下先生はおっしゃ

られておりました。森下先生は、これまで、

刑事分野から離婚や交通事故のような民事、

不動産会社の顧問まで手広く仕事をされてき

たとのことです。

森下先生が、現在、関わっている刑事事件

としては、「調査活動費」の流用問題を告発

しようとした三井環前大阪高検検事（公安部

長）が収賄罪等で起訴されたのですが、その

三井前検事の弁護団の一員としての弁護活動

があります。他に、民事では不動産会社の顧

問として債務整理等の仕事にも関与されてい

るそうです。バブル経済の崩壊による不良債

権の処理の一環として、担保不動産を処理す

るという仕事なのですが、幸いにして顧問先

の不動産会社が破産するという場面に会った

ことはないそうです。

刑事の分野では、刑事を専門とする検察官

がプロであるとすれば、民事事件をこなしな

がら刑事事件も取り扱う弁護士はセミプロで

あって、弁護には大変な労力がかかると森下

先生はおっしゃられていました。
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森下先生の経歴の中で、特筆されるものと

して、阪神ファン警察官暴行事件の付審判事

件で、検察官役の指定弁護士をされたという

ことがあげられます。これは、警察官が起こ

した暴行事件に対して、森下先生方が正規の

検察官役を務めて、最高裁まで争い、ついに

警察官の有罪判決を得たという事件でした。

この際、森下先生は、実況見分調書の作成な

どに苦労されながら、「勝訴判決」を得たと

のことです。

法科大学院について

森下先生には、かなり早くから立命館の法

科大学院で教鞭を執っていただくことを内諾

していただいていたのですが、森下先生によ

れば、法科大学院が設立される際、現行の司

法修習の問題についての議論が充分になされ

ないままに、文部科学省主導で、アメリカ型

のロー・スクール構想が推進されたことには

違和感を覚えたとのことです。ロー・スクー

ルで充分な質をもった学生が養成されるかど

うかも不安であったそうです。

ですが、森下先生が立命館の法科大学院で

教鞭をとられてからの感想は、「案ずるより

産むが易し」で、現在の法科大学院の院生は

高い志をもって勉強をしているとのことで

す。もっとも、これから法科大学院の院生が

質を保ち続けていけるかどうかは、これから

の教育にかかっているとのことでした。

森下先生は法科大学院で刑事弁護を担当し

ておられますが、法科大学院で教えた感想を

伺うと、やはり司法修習を受けている司法修

習生と比べて、若干、基礎学力が低いという

感想が返ってきました。森下先生は、学生へ

のメッセージとして、実務の知識は応用にあ

たるが、まずは、基礎となる法律理論をじっ

くりと勉強して欲しいとおっしゃられていま

した。感覚的に「おかしい」とか「かわいそ

う」という前に、まず基礎となる法律理論や

法制度を理解した上で、それと実務をつきあ

わせて、現実におかしい点をあげて、理論や

制度を批判してほしいとのことです。
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実務との両立について

やはり法科大学院の授業と弁護士業務の両

立は大変だということです。法科大学院で教

鞭をとられる際、弁護士と大学教員の兼業で

は所属事務所に迷惑をかけるのではないかと

感じて、一度は独立したが、大阪弁護士会の

刑事弁護委員会の委員長に就任することが決

まり、一人で弁護士業務をこなすのは難しく

なると感じたので、現在の共同事務所での業

務に落ち着いたとのことです。

なかなかご多忙のようで、弁護士を志す学

生へのメッセージとして、冗談で「法科大学

院の教授になるのはやめておけ」とおっしゃ

られていました。

先生のお人柄

森下先生のお人柄について、奥様と過ごす

時間よりも森下先生と過ごす時間のほうが長

いという、パートナーの神谷弁護士に尋ねる

と「むちゃくちゃ」という言葉が返ってきま

した。森下先生は弁護士の中でも人一倍の熱

意をもって仕事に取り組み、他の弁護士のお

手本となるような仕事をされる方で、まさに

「むちゃくちゃ仕事」をするといった感じな

のだそうです。森下先生にそのことをお尋ね

すると、「自分は人一倍仕事をしなければ人

を追い越せないから」と、謙遜されていました。

森下先生に、趣味をお尋ねすると「論文を

書くこと」という返事が返ってきました。弁

護士業務の中では当事者とのしがらみの中で

仕事をしていかなければいけないが、論文の

中では、出来はさておき、自由に自分の書き

たいことを書けるからだそうです。

もっとも、森下先生も、まったくの仕事人

間だというわけではなく、テニスやピンポン

やゴルフなどもされるようで、その関心は仕

事だけではなく多方面にわたっておられま

す。学生時代はスキーやパチンコや麻雀もた

しなんだとのことです。森下先生によれば、

弁護士はみな遊び上手なのだそうです。

（取材/執筆：正木宏長（まさき・ひろたけ）公法

同行職員：亥川智子（いかわ・さとこ）

法学部共同研究室）
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「京都セミナー」は、昨年から三カ年の予

定で採用された、文部科学省による専門職大

学院形成支援プロジェクト、「地球市民法曹

養成プログラム」の一環である。昨年は準備

期間で、本年度と来年度の二回実施すること

になっているが、「グローバル時代の日本法」

と題して本年９月12日から16日まで西園寺記

念館（法科大学院棟）を会場として英語によ

る集中講義として開催された。筆者は、上記

プログラムの事務局長を仰せつかっているの

で、この記事を書いている次第である。

通称「京都セミナー」は、外国人学生と日

本人学生が共に英語による講義を受講しなが

ら、グローバルな視点で日本法を見直す機会

を持つために設計されたプログラムである。

法科大学院がまだ完成年度を迎えておらず新

規科目の設定ができないため、法学部・法学

研究科の集中講義として開講された。学部生、

大学院生、法科大学院生のいずれも受講でき、

英語による授業ということで英語での講義参

加能力があることが要件とされた。講師陣は、

基本的に日本人教員とネイティブ教員がチー

ムでおこなう方式を採り、２コマをワン・パ

ッケージとして６つのテーマで講師チームが

入れ替わるという大変贅沢なコースが設定さ

れた。外国人講師陣には、豪州の大学で教鞭

をとる若手日本法専門家３名と、日本で教鞭

をとる１名を迎えた。日本人講師としては、

田村陽子助教授（山形大学）、松井智予助教

授（東北大学）をお招きし、法学部から大垣

教授、国際関係学部から君島教授にお越しい

ただき、法科大学院側は大久保教授、田中教

授そして指宿が担当した。学生は、法学部生

18名、法科大学院生８名、APUから５名、海

外からはシドニー大学大学院の学生10名と、

東京大学大学院生（豪州出身）１名の、総勢

42名。学生の国籍は11カ国、教師の国籍も５

カ国と、大変国際色豊かなクラスが出来上が

った。

９月10日（土）には、京都セミナーのプ

レ・シンポジウム、「グローバル化の中のア

ジア太平洋地域と法」が創思館で開催され、

80名以上の参加者を得た。アジアに進出した

企業が直面する問題を適格に描いたシナリオ

（事務局メンバーである田中教授が執筆され

たものである）が、劇団・月光斜によって演

じられ、その合間にパネル・ディスカッショ

ンがおこなわれた。法学系の催しとしては異

色の内容であったが、大変好評を博した。パ

ネルでは、法科大学院の渡邉教授と山口教授

が司会を務め、本学の山本教授、田中教授、

シドニー大学教員で昨年本学の客員で来られ

ていたルーク・ノッテジ上級講師と、ジェト

ロ大阪本部の増田智子氏がパネリストとして

登壇し、熱い討論が繰り広げられた。

セミナー本体だが、一日目は、刑事裁判と

法、裁判所見学、二日目は民事裁判と法、女

性と法、そして四日目は企業と法、平和と法、

五日目が金融と法で締めくくられ、三日目に
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は、トヨタ自動車の法務部レクチャー（特に

国際法務戦略を中心）と工場見学のバス・ツ

アーが挟まれた。五日目のプログラム終了後、

修了式を兼ねたフェアウェル・ランチが持た

れ、市川研究科長から修了証が参加学生に渡

された。

学生たちは、総じて熱心な受講態度で、特

に外国人学生のレスポンスの良さは出色であ

った。日本人学生も刺激を受けたことであろ

う。授業評価では概ね好意的な評価が多かっ

たが、シドニー大学の学生たちは大学院生と

いうこともあって厳しい意見も少なくなく、

改善点が明らかにされている。また、法科大

学院生は一日朝から夕まで講義に参加するの

が習慣になっているのに対して、学部生たち

のルーズさは同室で学んでいるだけに際だっ

て見えた。全員ではないものの、遅刻早退が

当然の権利のような顔をしており、せっかく

の教室の雰囲気をところどころで壊していた

ようで残念であった。

運営にあたっては、企業からのご助力が心

強かった。トムソン・コーポレーションには

シンポジウムのレセプション費用をご負担い

ただいた。トヨタ自動車には、フィールド・

トリップの現地での費用すべてをご援助いた

だいた。役員用ゲスト・ハウスでのレクチャ

ーは、参加者一同想い出に残る訪問となった。

事務方からも心強いサポートをいただいた

が、特にプロジェクト担当の知念さんには、

裏方としてシドニー大学の学生たちのサポー

トや海外にいる講師陣との調整等に当たって

もらい、セミナー運営全般が滞りないように

していただいた。事務局の先生方（大久保教

授、田中教授、山口教授、山本教授）には、

昨年から企画立案や観客動員など長い助走期

間、お働きいただいた。（大変な労力と資金

がかかっておるわけです。書いていて今更な

がら実感しています。）

もっとも、来年度もこのセミナーは続くの

で課題は少なくない。海外からの学生（来年

度は複数の大学から派遣が予定されている）

の宿泊場所の確保や、学部生と法科大学院生

双方への事前指導体制といったロジスティッ

クな問題から、講義形式を望む海外参加者

（大学院レベルであるので高度な知識の習得

が目標）とディベートやディスカッション形

式を望む日本側参加者（コミュニケーション

能力の向上が目標）との調和の必要や、日本

人学生においても、英語は上手だが法律知識

の少ない帰国子女の学部学生と、英語は十分

でないが法律知識の豊富な法科大学院生との

ギャップの問題など、検討・工夫を必要とす

ることは少なくない。こうした国際プログラ

ムは一朝一夕では完成しない。先進的な取り

組みをやっている海外の事例に学びつつ、京

都セミナーにオリジナルな教育メソッドとコ

ンテンツを開発していくことが、本プロジェ

クトの獲得目標であると考えている。今後と

も、各方面からのご理解とご支援を賜れれば

幸いである。 （了）

（いぶすき・まこと　刑事訴訟法）
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これまで、請負、専門家責任、高齢者契約
等について研究を重ねてきた。どちらかとい
うと、サービス提供型の契約検討が中心であ
る。人口減少と少子高齢社会における契約に
ついて、最近感じていることを以下に述べたい。
今日の取引においては、物の引渡の他に複

数のサービスが付加されたり、複数サービス
の提供を内容とする等、さまざまな形でサー
ビス提供型契約が用いられている。サービス
提供型契約は、13種類の有名契約に規定され
ていないことが多く、紛争解決上契約の法的
性質をめぐり問題となっている。また、この
契約は、社会の要請、経済の影響を受け、必
要に応じてその都度発展、消滅、展開をして
いくものであろうから、一契約類型として統
一規定を設けることは容易でない。しかし、
今後更に利用されることが予想され、検討を
要する時期にあると考える。
とりわけ、高齢者の締結する契約の場合に

は、本人の意思能力の問題、情報の獲得・理
解・行使力、取引相手方との交渉力、自己決
定権と第三者の助力との関係等、一様でない
個々人の経験・資質もからみ、極めて切迫し
た困難な問題がある。また、今後の社会状況
の変化を推測すると、高齢者独居または高齢
者のみ世帯の増加、認知機能の衰えた高齢者
の増大、扶助しあう家族数の減少、及び所得
差の拡大等により一層困難な法律問題が生ず
るものと考えられる。
たとえば、2002年から３年間繰返し締結さ

れたリフォーム工事契約で、代金約５千万円
の内4300万円を現金で支払い、残710万円に
ついて競売により所有の不動産を失いかけた
認知症の高齢姉妹が、2005年５月マスメディ
アに登場した。それ以降、被害回避に成年後
見制度の有用性が頻繁に説かれた。しかし、
国民生活センター公表の過去の契約被害数と
被害額からみて、リフォーム工事契約被害が
多数存在し、また右事件以降も被害が増加傾

向にある。このことは、判断不十分になりや
すい高齢者、知的障害者、精神障害者等の保
護支援を目的に制度化された成年後見制度
も、消費者と事業者間の交渉力・情報量の格
差を是正する消費者契約法も万全でないこと
を示している。
この事件をきっかけに、改善された点がある。
国土交通省による悪質訪問販売によるリフォ
ーム工事契約被害の対策、成年後見人申請の
要件緩和、訪問販売における業者の厳罰化等
である。
しかしなお、成年後見制度の利用には、財

産目録作成、診断書等申請上の書類収集時間、
経費、手間を要し、さらに申請後の管理負担
も重い。また、判断能力が存するうちに任意
後見制度を利用しようとしても、手続が一般
的に知られていない上に、仕事に従事する家
族が手続を支援することは容易でない。これ
を回避するために司法書士や弁護士等に依頼
すると、経済的負担が重くなる等の問題があ
る（実態上、後見開始前は月額約１万円、開
始後は月額約４～５万円）。個人的利用が可
能でなければ、利用は進まないであろうから、
なお改善を要するといえよう。さらに、国を
あげて耐震化リフォーム工事が推進されてい
る。高齢者の場合には、心身の衰えから情報
取得活動に取り組みにくい、契約時の記憶が
乏しい、契約内容の理解不十分、契約を締結
したくないのに取引相手方の主導で契約する
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人口減少・少子・高齢社会における契約

花立　文子　HANATATE Fumiko



こともある。さらに、持ち家率が84.1％と高
い（総務省統計局・高齢者の暮らし）。この
ように、高齢者が悪徳業者の対象になりやす
い素地が多数存している。
そこで、被害回避のために有効な、家族の存

在や社会的取組に期待したいところである。し
かし、少子・高齢化という人口構造の変化は、
高齢者の孤立化を一層進めることになろう。
日本では、2005年に人口のピークとなり、

2025年には4.6％の人口減少になる（国立社会
保障・人口問題研究所・世帯推計2005年８月
25日）。しかし、65歳以上の高齢者人口は、
90年以降急カーブを描いて増加し続け、2005
年に総人口（１億2765万人）の20％2556万人
に達し、2015年26％、2025年28.7％に増加す
ると推計されている（2005年９月19日総務省）。
また、世帯に小規模化傾向がみられる。

2004年、高齢夫婦世帯485万、高齢単身世帯
341万世帯であった（総務省統計局平成16年
人口推計月報）。高齢者単身世帯は、2000年
に比べ2025年に6.1％増加し、全世帯のうちの
単身率は、平均で2000年の6.5％が13.7％に増
加するとみられる（鹿児島県19.3％、大阪
16.2％、京都15.0％、東京14.4％になると推計。
国立社会保障・人口問題研究所・世帯推計
2005年８月25日）。若年単身世帯も増加し、
これが重なると、都市圏では世帯人数の減少、
地方圏では人口減少とともに世帯減少と過疎
化が進むと考えられている（2005年８月26日
日本経済新聞朝刊）。
さらにまた、労働力人口も、1998年をピー

クに減少し続けている。高齢者等の労働市場
への参加を促進しないと、2004年6642万人比、
2015年405万人減、2030年1045万人減（最大
16％減）となると試算されている（厚生労働
省・雇用政策研究会2005年７月27日）。
なお、高齢者向け社会保障給付費が全体の

70％59兆3178億円（児童・家族関係費の約19
倍）、医療費31兆４千億円のうち高齢者が
40％を占める。そこで、元気高齢者をつくる
べく筋トレ対策費が盛り込まれる一方、介護
保険の適用範囲を狭めるとか、2005年10月よ
り特養等の食住費が利用者負担（７～14万円）
に変更、医療費負担増等高齢者に負担を求め
る改革が進められている。
警察庁のまとめによると、認知症等による

徘徊での相談・捜索願の総数が年間23668件、
2004年末まで死亡確認548人、行方不明者357

人、無事発見17842人、自分で帰宅4921人
（2005年９月24日http://www.asahi.com）で
あった。現在でも、徘徊中必ずしも保護され
るとは限らないことが示されている。今後、
単独世帯が常態化した場合の助力のあり方も
考える必要があろう。
人口減、高齢者数の増大、労働力人口の減

少、家族数の減少、１人世帯の常態化は、社
会・経済のあり方、個人のあり方に大きな変
化をもたらすことになろう。家族による高齢
者支援や介護に期待できない上に、公的介護
サービスに限界がある。また、高齢者中心の
商店街・住宅街となり、個人によるリスク管
理も求められる。さらに、個人による身体監
護・財産管理の教育とその準備が要求され、
外国人による介護者（およびその家族）の増
大も予測される。このように、様々な変化が
予測され、法律関係にも大きな影響を及ぼす
ものと思われる。
そのような人口減少・高齢化社会での助力

のあり方として、複合的な契約関係を結合さ
せることによる孤立化対策と支援が考えられ
る。たとえば、一個の賃貸借契約でも、管理
会社による建築物管理のみならず室内の機器
管理・維持、金融機関や特定機関による財産
管理、安全管理機関による安全管理サービス、
身の回りの世話・介護等のサービス機関によ
る身体監護等が含まれ、医療・公的機関との
連携、さらに保険を介在させてリスク分散を
はかる、というように、様々な関係が一体化
した建築物利用契約である。
今後、複雑で多数の関与者がいて、長期間

にわたり、ある時点や条件成就で展開し（発
展も含）、種々の内容を含む複合型・継続的
サービス提供契約が利用されるであろう。そ
の際には、組み合わせや条件を構成するコン
サルティング契約も活用されるのではないか
と予測される。そのような契約が、家族数の
減少、個人責任の拡大化の中で、孤立する
人々の支援に、大きな役割を果たすものと思
われる。サービス提供型契約の多種多様な性
質と契約責任の発生を視野に入れて、契約を
考えたい。
なお、脱稿後、村上淳一訳　グンター・ト

イブナー「別々のものの複合：契約でも組織
でもないネットワークの法」に接した（法曹
時報57巻９号（2005年）１頁）。

（はなたて・ふみこ　民法）
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筆者は、2004年９月から2005年８月末まで

カナダ・トロントにあるOsgoode Hall Law

School of York Universityにおいて、John D.

McCamus教授の下、主として「原状回復法」

（restitution）の研究を行った。以下では、ま

ずOsgoodeHall Law Schoolでの授業風景を簡

単に述べ、次に、筆者がMcCamus教授の授

業や会話から学んだ、大陸法における「不当

利得法」への接近を試みる「原状回復法」の

現状を素描してみたい。

¡ Osgoode Hall Law Schoolでの授業風景

―「救済」から始まる契約法

ロースクール１年目の必修科目であるCon-

tract 1では、「契約の成立」よりも「救済」

（remedy）としての損害賠償が先に講義され

る。日本法でいえば、まず民法415条・416条

の話から契約法の授業が始まることになる。

契約の成立や詐欺・錯誤などよりも、Hadley

v．Baxendale事件の法理および損害賠償額の

算定が先行して取り扱われるのである。

テキストであるケースブックには生の事件

が記述されており、学生は学習を通じて紛争

の生の事情をまず目の当たりにする。そこで

は、この事例では原告にはどのような「救済」

（remedy）が認められるのか、その具体例と

して損害賠償があるが、ではそのルールはど

うなっているのか、原告および原告側弁護士

の視点に立って考える。「救済」から講義を

するということは、既に「契約」は一応成立

しており、その契約に基づいて救済を求める、

換言すれば、契約の効力として救済を求める

（enforceable）という図式が前提となる。講

Sabbatical

外留報告

Osgoode Hall Law School of York Universityにて

小山　泰史　KOYAMA Yasushi

左から筆者、McCamus教授、Osgoode Hall Law SchoolのDeanであるPatrik Monahan教授（憲法）、筆者
が10年来お世話になってきたBenjamin Geva教授。Geva教授は国際的なcommercial lawの権威で、IMFより
委嘱され、カンボジアの手形・小切手法の起草を担当された。



義の前半で損害賠償のルール一般を話した上

で、「これまで一応契約が有効であるという

前提で話をしてきたが、では契約の成立自体

のルールはどうなっているか、次に検討して

みよう」という順序で講義を構成すれば、契

約の成立周辺のルールを話す段階では、既に

学生はその契約に基づいてどのように救済を

裁判所に求めればよいか、一応の知識を持っ

ていることになる。出口から話を始めて、次

に、入り口の話をすることで、かえって契約

成立後の契約違反に対する対処の仕方という

「出口」までの「見通し」をよくすることが

できる。

もちろん、これは、制定法の条文に契約成

立のルールが規定されている制定法中心体系

である、日本法の下ではなかなか実施しにく

い講義の順序であろう。しかしながら、カナ

ダの中で唯一大陸法系に属し、フランス民法

を基礎とする民法典（1991年に現行法典に全

面改正）を有するケベック州のロースクール

（モントリオール大学）では、他のコモンロ

ーのロースクールと同様、Contractの授業は

ケースブックを用いてremedyから始めるそ

うである。たとえ大陸法系の民法典であって

も、「契約の成立」から教えるとは限らない

のである。

™ 英米法における「不当利得法」としての

「原状回復法」

ところで、1991年のLipkin Gorman v.

Karpnale 事件判決（［1991］2 A.C. 548（H.L.））

によって、イングランド法上、大陸法でいう

「不当利得法」が、契約・不法行為と異なる

訴訟原因として確立された。1900年にドイツ

民法典BGBが制定されてから、90年あまりを

要したことになる。2004年６月に62歳の若さ

で癌により急逝したPeter Birksによれば、不

当利得法を独立した法のカテゴリーとして確

立したのにはSavigny（サヴィニー）とその

学派の功績が大きいという（U n j u s t

Enrichment, 2d eds Oxford University Press

2005 at p.280-281）。2004年急逝するまでオッ

クスフォード大のCivil Lawの教授であった

Birksは、いわばBGBに至る過程でサヴィニ

ーの果たした役割を20世紀末にコモンローの

世界で果たそうとしたように見える。判例法

によるルールの形成を大陸法的な発想で体系

化しようとしたその偉業は、彼の数多くの編

著や論文に垣間見ることができる。その影響

は、彼の死後もBirksianと呼ばれる学派に受

け継がれ、今後も結実していくことであろう。

ところで、不当利得法（law of unjust enrich-

ment）を含む原状回復法（law of restitution）

の分野では、アメリカ法とイングランド法系

のコモンウェルス諸国とでは異なる発達過程

をたどって来たことに注意を要する。1937年

に刊行された「原状回復法第一次リステイト

メント」（Restitution, Quasi Contracts and

Constructive Trusts）によって、既に条文に

近い形で整理された不当利得のルールが一般

的な知識となった後、1950年代のボストン大

のDawson教授の体系書（John P. Dawson,

Unjust Enrichment: A Comparative Analysis,

Holmes Beach, Fla. : Gaunt, 1999（再版版））、

また1978年にはPalmerの４巻本の体系書

（George F. Palmer, The Law of Restitution

vol.1-4 Boston Little Brown & Co.1978）が刊

行された以外には、意外なことにこの分野に

関する大部な体系書の刊行はない。しかし、

近時、restitutionに関するシンポジュウムの

開催（67 S.Cal.L. REv.1369-1571（1994）; 79

Tex L.Rev. 1763-2197（2001））やHanoch

Daganによる新たな論文集（The Law and

Ethics of Restitution, Cambridge U. Press,

2004）が刊行されるなど、アメリカ法におい

ても活発な議論が展開されている。その背景

には、「奴隷であった者の子孫が先祖を搾取

していた企業の得た利益の吐き出しを求め

る」といった、アメリカ固有の事情もあるよ

うである（See, Hanoch Dagan, Restitution and

Slavery: On Incomplete Commodification,

Intergenerational Justice, and Legal Transitions,

84 B.U.L.R.1139（2004））。

このような状況を背景として、American

Law Instituteは、1980年代に未完のまま終わ

った第２次リステイトメントに代わり、新た

な第３次「原状回復法リステイトメント」の

策定に着手した。これが2000年から刊行が開

始されたRestatement of the Law, Restitution

15
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and Unjust Enrichment, Tentative Draftであ

る。2004年までに第４巻までが刊行され、

2005年５月のALIの年次総会で第５巻の刊行

が承認される予定である。今回のリステイト

メントの特徴は、その起草委員会Advisory

Committeeにアメリカ以外から有力な学者を

招聘し、比較法的な成果を反映しようと意図

した点にある。筆者のOsgoode Hall Law

SchoolにおけるsupervisorのJohn McCamus

教授だけでなく、ドイツ・フライブルグ大学

からPeter Shrechtriem教授も招聘されてい

る。

そして、この第３次リステイトメントの草

案作成の責任者が、ボストン大学ロースクー

ルのAndrew Kull教授である。Birks教授は、

「ALIにとって、この困難でかつ激務である仕

事を任せられる最良の学者はKull教授をおい

て他にいなかった」と評している（前掲・

Unjust Enrichment at p.281）。仮に、Birks

教授が20世紀末のイングランド法におけるサ

ヴィニーであるなら、Kull教授は、ALIのデ

ィレクターMichael Traynor氏によれば、21

世紀のアメリカ私法におけるMatelandないし

Blacstoneに並び称されべきというのである

（See, https://www.ali.org/ali/R2701_01-

President.htm）。事実、Kull教授の論文は、

あたかも大陸法の学者が書いたかのような精

緻な解釈を展開している印象を受ける。

筆者は、５月初旬にアメリカ・Philadelphia

にて開催されたAmerican Law Instituteの年

次総会（Annual Meeting）にて、そのKull教

授にお会いする機会を得た。その際、筆者が考

えている論文のアイデアについて、コメントを

頂くことができた。ご自身が翌日Restatement

の審議を控えておられるという多忙の時であ

るにもかかわらず、丁寧な対応をして頂いた。

今回の在外研究中で、最も貴重な経験であっ

たといえよう。

他方、カナダ法における原状回復法は、母

法であるイングランド法よりも先に訴訟原因

としてのrestitutionを承認した。しかし、そ

の後2004年に登場した２件の連邦最高裁の判

決（Garland v. Enbdidge Gas Distribution

Inc.（2004）, 237 D.L.R.（4th）385（S.C.C.）;

Pacific National Investments Ltd. v.

Corporation of the City of Victoria（2004）,

245 D.L.R（4th）211（S.C.C.））により、過去

の判決が集大成されるに至った。その評価自

体を検討することも、比較法的に必要な作業

であろう。

国税・地方税の還付請求や大陸法でいう代

位弁済後の求償関係、さらには信託法におけ

る財産秩序の回復まで包含する「原状回復法」

を検討することは、英米私法の実体法規範を

裏面から概観する機会を提供するものであ

る。「私法のハーモナイゼーション」の重要

性が指摘される中で、大陸法系に属する日本

の私法、とりわけ民法学者も、自らの思考を

相対化するために、それほど検討のなされて

こなかったこの法領域に関心を持つ必要がある。

（こやま・やすし　民法）

写真２　筆者とKull教授
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2004年度の後期から2005年度の前期まで一

年強、カナダはトロント市にある、ヨーク大

学のOsgoode Hall Law Schoolというカナダ

で最も伝統のあるロースクールで、大学院生

として学んで参りました。久しぶりの学生生

活でしたし、しかも、私の本来の専門である

言語学とは違う法学。これまで、サマースク

ールや単発の講義、集中講義などでは勉強し

てきたものの、今回は学位プログラムという

ことで、戸惑いながらもなんとか口頭試問だ

けを残して課程を終えて参りました。ヨーク

大学は、学際性を非常に重視している学校で、

私が深い関心を抱いている「言語と法」の授

業はもちろん、「知的財産と認知科学」など

の目新しい授業も開講されていました。また、

それらは非常に人気のある科目でもありまし

た。「知的財産と認知科学」の授業では、商

標界の著名な弁護士と裁判などでの利用を前

提としたsurveyの会社を経営する心理学の専

門家のチーム・ティーチングで行われ、後半

は毎週、当該分野で活躍する様々な学者、法

律家をゲストスピーカーを迎えて行われ、非

常にエキサイティングな授業でしたし、非常

に有益な視座も得られました。ゼミでは、文

献の探し方から、論文の書き方、アブストラ

クトの描き方、仕事の探し方、奨学金の応募

書類の作成法、学会発表の方法等、研究者と

して必要なあらゆる基礎を徹底的に学びまし

た。これらの大半はすでに知っていることで

はありましたが、リフレッシュするという意

味でも、また、私も言語の大学院の方では数

人のゼミの指導しておりますので、彼等を指

導する上でも非常に参考になりました。

カナダのロースクールは日本の法学系の大

立命館ロー・ニューズレター43号（2005年12月）

Sabbatical

外留報告

久しぶりの院生生活を終えて

堀田　秀吾　HOTTA Syûgo

緑の美しい Osgoode Hall Law School
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学院と違い、実務を経験してから大学院に戻

ってくる人が多く、同級生もほとんど30代以

降の人ばかり。なんと、私は30代後半ですが、

４人いたアジア人の同級生の中で最年少でし

た。大学院生は、図書館にキャレルと呼ばれ

るパソコン付きの個室を貸与され、専用キー

を使って、一年365日、24時間いつでも図書

館のリゾースを使って勉強することが可能に

なっていました。私が依然通っていたシカゴ

大学の図書館は、少なくとも人文社会科学系

の学生用の図書館では午前１時に閉まってし

まうし、そのような個室も与えられていませ

んでしたので、大きな差異を感じました。

次に、トロントという街について少々お話

しておきます。トロントは文字通り、移民の

街で、街で出会う人のほとんどは英語が第一

言語ではない人々でした。また、トロントは、

とにかく物価の高い街でした。特に今年の夏

はアメリカのボストンやポーランドにしばら

く滞在したので、トロントの物価の高さを改

めて実感しました。トロントでは、博物館や

カサ・ロマ、CNタワー等の観光名所はどこ

も大体20ドル前後の入場料を取られます。生

活に必要な食料なども割高だし、保険料など

もかなり高額でした。トロント以外から来た

同級生は、この物価の高さと街の雰囲気がど

うも好きになれなかったらしく、皆、口を揃

えてI hate Toronto.と言っていました。トロ

ント出身の学生に言わせると、トロントは移

民の街なので、その利点を利用して、例えば、

豊富なエスニック料理などを満喫するのが快

適に過ごすコツだと言っていました。気候に

関して言えば、夏は暑く（今年は40度を越す

日が何日もありました）、冬は寒い（大体マ

イナス10度～20度の間）ところです。とは言

え、個人的には、風が少ない分だけ、シカゴ

よりは冬は厳しく感じませんでした。学校か

ら自宅までは凡そ７キロくらいでしたので、

行きはバスを使い、帰りは時間がある限り歩

くようにしていました。さすがに真冬は歩け

ませんでしたが、それ以外の季節は、広い空

と季節ごとの景色の移り変わりを満喫しまし

た。カナダと言えば大自然ですが、アルゴン

キン公園の紅葉は本当にすばらしく、京都の

紅葉とも一味違う美しさがありました。また、

ナイアガラの滝にも何度か足を運びました。

やはり世界的に有名な滝だけあり、何度見て

も素晴らしいものでした。

７月には、約３週間、ボストンのマサチュ

ーセッツ工科大学で開催された、アメリカ言

語学会主催のSummer Institute Programと言

う、世界中の第一線で活躍する言語学者を集

めた集中講義とワークショップに参加してき

ました。理論言語学の神的存在であるノー

ノーム・チョムスキー教授と筆者
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ム・チョムスキー教授の集中講義も受講して

参りました。そして、最近、法言語学が中心

になっていたせいで、私の中で少し更新が遅

れていた理論言語学の動向も、アップデート

できましたし、内外の学者との交流も深める

ことができたことは収穫でした。

また、９月には、学会発表ついでにポーラ

ンドのウッジ大学で行われた法言語学のサマ

ースクールにも参加しましたが、生まれて初

めての東ヨーロッパ、そして元共産国という

ことで様々な期待を胸に現地を訪れました。

街では英語はほとんど通じないものの、気候

は穏やかで人々は親切で気さく、食べ物も肉

料理が中心なものの、何を食べても非常に美

味で、物価も安く、とても過ごしやすかった

です。行き帰りの飛行機でも、ウッジ市内で

も、有色人種が皆無だったのは驚きでした。

肝心の研究の方ですが、サマースクールに続

いて行われた国際学会では、イギリスやアメ

リカの諸学者とも有益な研究情報の交換が出

来ましたし、これまで以上の関係が築けまし

た。また、ポーランドはもちろんのこと、ク

ロアチアやチェコと言ったこれまで縁が薄か

った国々の実務家や研究者との研究ネットワ

ークができたことは大きな収穫でした。

終わってみれば、あっという間でしたが、

大変有益、かつ生産的な時間を過ごせたと思

います。このような機会を与えてくださった

法学部の教職員の皆様に、ここにあらためて

感謝の意を表したいと思います。

（ほった・しゅうご　言語学）

法言語学サマースクール参加者とポーランドにて
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第24回「日本老年学会」が、2005年６月15

日（水）から17日（金）まで、東京国際フォ

ーラムにて開催された。日本老年学会は、

「老年学」（Gerontology）、すなわち「高齢者

について医学、社会学、心理学、生物学等の

側面から広く学際的に研究する総合的人間

学」（折茂肇教授（健康科学大学）による）

に係る学術団体であり、1959年に設立された。

日本老年学会は、日本老年社会科学会、日本

老年医学会、日本基礎老化学会、日本老年歯

科医学会、日本老年精神医学会及び日本ケア

マネジメント学会の６学会で構成されてい

る。６学会は、毎年個別に学会を開催し、２

年に１度日本老年学会が開催される。今年は

全体学会の年であり、大会初日合同シンポジ

ウムが開催された。

以下では、筆者の所属する日本老年社会科

学会を中心に述べる。日本老年社会科学会は

1959年に成立された学術団体であり、国際老

年学会に加盟している。

16日は、まず、大会長柴田博教授（桜美林

大学大学院）が、「高齢者の社会貢献の意義」

について講演された。そこでは、社会的貢献

の加齢変化に係る縦断的研究によると、高齢

者の社会貢献が、有償・無償を問わず、社会

的活動の総時間が多いほど、日常生活活動の

障害、認知障害、総死亡率の低下に影響を与

え、かつ高齢社会全体に有用であると示された。

次に、「シニアビジネスの動向」について

報告された村田裕之氏（村田アソシエイツ）。

1947年～49年生まれの団塊世代と命名された

人口の多い世代には、消費行動の多様性と、

「多様なミクロ市場の集合体」形成という特

色があり、そのミクロ市場の解明に、団塊世代

に係る老年学研究が必要である旨述べられた。

さらに、「サクセスフルエイジングをどの

ように考えるか」のシンポジウム（座長・桜

美林大学大学院教授長田久雄及び東京大学大

学院教授甲斐一郎）が開催された。サクセス

フルエイジングの概念整理とその有効性と限

界（桜美林大学大学院教授杉澤秀博）、無気

力・倦怠を生みやすい余暇を活用するための

心理学的サポート（東海大学健康科学部教授

谷口幸一）、活力度向上に適する年代別運動

時間（杏林大学医学部教授鳥羽研二）、寝た

きり・認知症におけるサクセスフルエイジン

グ（茨城県立医療大学教授堀内ふき）、社会

生活への支援（大阪市立大学大学院教授白澤

政和）、就業経験より学校等で学んだ知識を

活かせることが就業継続意欲を高める傾向に

あること（政策研究大学院大学教授黒澤昌

子）、アメリカの老年学教育の実態（日本ケ

アフィットサービス協会ジェロントロジーセ

ンター高橋亮氏）について、報告と議論が行

われた。「サクセスフルエイジング」は、主

に高齢者の行動・思考等の成功や積極性を示

す方向で用いられやすい。しかし、シンポジ

ウムでは、「サクセスフルエイジング」とい

う用語を通して高齢者の状況が明らかにさ

れ、一義的な用い方の問題点とともに、高齢

者の心身・経済・社会状況を多様な面から検

討することの必要性、各高齢者研究の融合の

有用性について、あらためて認識を促すもの

であった。

17日は一般報告があった。さらに、18日は、

上智大学において、実行委員長長田久雄教

授・第５回日本老年社会科学会ワークショッ

プが開催された。ターミナルケア、フィール

ドワークの技法と実際、回想等について議論

が展開された。

筆者は、17日、長田久雄教授との共同研究

「高齢者の消費生活行動の動向」を報告した。

各地の消費者相談センターによせられた高齢

者をはじめとする消費者の相談によると、訪

Presentation
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花立　文子　HANATATE Fumiko
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問販売等による契約は、契約金額が多額にな

りやすく、生活に深酷な影響を及ぼしかねな

い。このことから、交渉力と情報量の格差か

ら生ずる消費者の契約上の不利益を是正すべ

く、度重なる特定商取引法等の改正、消費者

契約法の施行、及び成年後見の制度化等多様

な施策がとられてきた。しかしながら、依然

として、高齢者の契約に係る相談事案は増加

傾向にあり、更なる対策を必要としている。

そこで、問題点を考察するために、まず高

齢者自身に消費者契約がどのようにとらえら

れているのか、実態を検討するために、2004

年に老人大学に通い勉学中の高齢者の契約行

動についてアンケート調査を行った。対象は、

一定の認知能力を有すると思われる、いわゆ

る「元気高齢者」124名である。

この調査結果によると、不要または望まな

い契約をやむなく締結した高齢者が、割合か

らみると非常に多いことが分かった。たとえ

ば、次々販売の消費者相談センターへの相談

割合をみると、60歳以上（3372万人）の約

5200人に１人が相談をしていることになる。

しかし、実際の調査によると、65歳以上の人

口比では、筆者の調査結果で8.78人に１人、

大阪の１人暮らし調査結果によると5.57人に

１人が不要・不利益契約を締結していること

になる。国民生活センター発表の相談件数は

氷山の一角であり、多くは泣き寝入りしてい

ることが明らかになったといえる。

更に、問題点として、老人大学に通う判断

能力・認知能力を有するとみられる、いわゆ

る元気な高齢者でも、相手から何度もすすめ

られたり、専門知識の自信のなさから契約を

拒否できない場合があることが示された。ま

た、契約の結果、悔しい、だまされた、早く

忘れたいとの悪印象を抱きながら、再度不要・

不利益契約を締結してしまう高齢者が、７人に

２人の割合でいた、という点があげられる。

この調査結果を下に、契約の相談状況、実

際の勧誘を紹介しつつ、高齢者の契約状況、

並びに問題点と必要な対策（高齢者の支援体

制、コミュニティの設置・活動及び民法上の

支援等）を提案した。なお、この５月に認知

症の高齢姉妹がリフォーム工事契約で全財産

を失いかけた事件が発覚したことから、タイ

ムリーな報告となったが、このような実態を

踏まえ継続的調査研究の必要性を感じた。

私見では、高齢者は原則的に契約を単独で

なしうるとしても、契約離脱の機会の拡大化、

不要・不利益契約の減少のための契約におけ

る高齢者支援、任意後見制度の見直しを、早

急に考える必要があると考えている。そこで、

「契約は意思表示の合致によって成立する」

との大前提の下では、高齢者のように成年後

見制度の枠に入らないものの、年齢とともに

認知能力が確実に低下しつつある場合の契約

を、ひとつの枠組みとして捉える必要があろ

うと考える。

老年症候群、認知症、QOL・満足度・幸福

感、及び高齢者の居住環境等の学会報告は、

高齢者の契約を考える上で不可欠の視点を明

示し、示唆に富むものであった。また、阪

神・淡路大震災後、神戸市の行ってきた１人

暮らしや高齢者世帯の見守り活動の推移と効

果についての研究「被災高齢者の生活と見守

りシステム」（峯本佳代子・斉藤千鶴・岡本

和久）も参考になった（老年社会科学27巻２

号（2005年）に各研究報告の抄録掲載）。

（はなたて・ふみこ　民法）
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2005年９月２日、ワシントンD.C. の高級住

宅街に程近いホテル、シェラトンとマリオッ

ト、この二つのホテルを会場に行われたアメ

リカ政治学会で報告する機会を得た。これま

で幾度も参加している学会だが、報告者だけ

で7000人を超えるという、大規模で、世界的

な学会で自分が報告するとなると緊張をす

る。

学会自体は、１日から始まったため、８月

31日にD.C.に到着し夜遅くにホテルに入った。

時差ぼけの中、報告原稿をチェックし、15分

という発表時間に合わせるために、文章を削

る作業をしたため、ほとんど眠ることができ

なかった。次の日、学会初日にいつも楽しみ

にしている学会主催のレセプションに出るこ

ともなく、明日の準備のためにと、ホテルの

部屋に閉じこもって作業再開。時間を計り、

何度も原稿を音読してみる。つたない英語で、

質疑応答できるのかという不安で、やはり眠

れない。

わたしが報告を担当したパネルのタイトル

は、Challenging and Rethinking Western

Feminist and Political Philosophy［西洋フェ

ミニストと西洋政治思想に対する、挑戦と再

考］である。当パネルのオーガナイザーは、

わたしがNY州マンハッタンにあるニュース

クール大学に2002年から04年にかけて留学し

ていた時に知り合った友人の一人であり、わ

たしと同じく政治思想史・政治理論を専門に

している友人である。

ニューヨークでの生活のなかで彼女との思

い出は様々にあるが、イラクに対するブッシ

ュ大統領の宣戦布告直後、電話でともに怒り

嘆きあったことも、その貴重な思い出の一つ

である。アフガニスタンへの爆撃、そしてイ

ラク侵攻に対する合衆国フェミニストたちの

反応の鈍さに驚き、是非合衆国フェミニスト

批判をアメリカ政治学会で行おうというの

が、オーストリア出身の彼女とわたしとで考

えた、今回のパネルの趣旨であった。そうし

た当初の意図を反映し、日本、オーストリア、

バングラデシュ、カナダ出身の４人が報告者

という、国際色豊かなパネルとなった。コメ

ンテータは、現在わたしがもっとも敬愛する

フェミニスト哲学者のドゥルシラ・コーネル

教授が引き受けてくれ、彼女が唯一のアメリ

カ人である。

報告時は極度に緊張していたのだが、数年

来の友人であるミネソタ州立大学教授のリ

サ・ディッシュさんがパネルを聞きに来てく

れ、手を振ってくれるのを見て、ようやく落

ち着くことができた。彼女は、合衆国におけ

るハンナ・アーレント研究者の一人であり、

アーレント研究に関する国際シンポジウムで

来日して以来の友人である。アメリカ人には

珍しく、食い入るようにじっくりとひとの話

Presentation
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アメリカ政治学会、第101回年会に参加して

岡野　八代　OKANO Yayo

学会パネリスト全員が寄稿して

いる論文集。2005年３月、合

衆国で出版された。
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に耳を傾けてくれる。英語の苦手なわたしに

は、最良の友人の一人だ。

わたしが報告したペーパーのタイトルは、

“The Other Way of Being a Feminist: A Way
from the Politics of Security to the Politics of

Care”［フェミニストのもう一つのあり方
―安全保障の政治から、ケアの政治へ］で

ある。報告主旨は、9.11以後露わになりつつ

ある安全保障中心の国家体制を批判するため

に、市民一人ひとりの安全は国家の武力によ

ってこそ保障されるという議論の起源を思想

史的に辿り、そのような議論はじつは神話に

すぎないことを明らかにすること、である。

西洋の政治思想史を振り返れば、近代的国

家の存在理由の第一は「平和」であるとされ

てきた。そして、国民は、「平和」な状態を

保ってくれるからこそ、国家の存在を認め、

法の下に自然権の一部を放棄し、安全と秩序

の維持に国家の正統性を認めていく。

ところで、安全（保障）を意味するSecurity

という英語は、ラテン語のse-curusを語源と

している。Curusとは、Careの語源でもあり、

この場合Careは、心配あるいは不安を意味し

ている。また、接頭語のseは、withoutつま

り、「無い」を意味する。したがって、安全

とは、不安・心配が無い状態であり、安全を

保障するとは、市民一人ひとりが心配をせず

に生きていけることを保障するものである。

そのために、国家は武力を独占し、圧倒的な

暴力装置となる。

他方、この暴力装置こそが、外国人だけで

なく自国の市民たちをも殺害してきたのであ

り、国家とは歴史的に一貫して最大の殺人マ

シーンであり続けている。〈国家がなければ、

どうなるか分かっているだろうな〉という脅

迫の下で市民は、国家が最大の殺人マシーン

であり続けることを容認しているのだ。

だが、「不安」を根こそぎするために、わた

したちは本当にこの殺人マシーンの存在を望

んできたのだろうか。あるいは、国家はわた

したちの「不安」に対して、真摯に応えてい

るのだろうか。わたしたちの「不安」は、じ

つは、西洋政治思想史が長きに渡って捏造し

てきた神話に過ぎないのではないだろうか。

報告では、上記のような疑問に応えるため

に、日本における従軍〈慰安婦〉問題を具体

例としながら、政治理論においてこれまでほ

とんど無視されてきた、ケアする・される存

在としての人間の営みを中心にした政治社会

を構想すること提起した。

フェミニズム理論において八〇年代以降、

正義論と対比される形で、ケアの倫理として

注目を集めてきたケアは、けっして私的領域

でのみ行われている営みではない。ケアとい

う営みに着目することは、世界とわたしたち

自身の壊れやすさ・傷つきやすさという事実

と、いったん壊れてしまったものを修復す

る・修繕することの困難を重く受け止めるこ

とを要請する。また、既存の政治理論が前提

としていることとは反対に、ひとはまずケア

される存在として生きざるを得ず、自立して

生きる者は一人として存在しない、というこ

とを、社会正義を構想する際の前提とするこ

とを、ケアの倫理は提唱する。

ケアの倫理に安全保障を中心とした国家と

は異なる社会構想を見いだそうとするわたし

Program
31-11   Challenging and Rethinking Western Feminist and Political Philosophy

Date: Friday, Sep 2, 10:15 AM

Chair: 
Challen Nicklen, Pennsylvania State University

（司会者）
Author(s): The Other Way of Being a Feminist: A Way from the Politics of Security to the Politics of Care
（パネリスト） Yayo Okano, Ritsumeikan University

Development and the Universal Subject: Resistance to “Gender” in Bangladesh 
Hayat-Un Nessa,Temple University
Justice and the Unconscious: Conceptualizing a Theory of Gender and Class Justice with Jacques Lacan and Theodor W. Adorno
Claudia Leeb, New School University
Challenging Western Thought: Irigaray and the Concept of Reason
Lisa N. Gurley,  New School University

Discussant(s):
Drucilla Cornell, Rutgers University, New Brunswick

（討論者）
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の議論は、ケアの倫理に着目する多くの思想

家、「修復的正義」に着目するフェミニスト

たちの理論に着想を得ている。

SecurityとCareを対比したわたしの着想は、

興味深い提起としておおむね好評であったが、

後ほどバングラデシュ出身の同じパネリスト

の一人から、「でも、西洋のフェミニストの理

論を使ったところが残念だ」と伝えられた。

だが、アメリカのフェミニストの議論を批判

した彼女もまた、アメリカ在住の研究者を参

照しながらの報告であった。「お互いにね」、

と彼女と言いながら頭に浮かんだのは、「古典
カノン

の批判は、古典なしにはあり得ない」という、

これまでのフェミニストたちも悩まされ続け

てきた、ディレンマについてだった。

今回は、事前になかなか時間がとれず最後

まで準備に追われてしまったが、日本社会に

生きるわたしの中で変容する西洋政治理論に

ついて、国際的な学会で報告をする大切さを

学んだ、貴重な学会報告であった。

（おかの・やよ　政治思想史）

今年の日本私法学会は、10月９日（日）、

10日（月・祝日）に九州大学で開催された。

通常は関東、関西圏の大学で（１年ごとに持

ち回りで）開催されるのだが、今年はイレギ

ュラーであった。私法学会は、私法学者を中

心に大勢の専門家が集う一大イベントであ

る。個別報告では同世代の若手研究者から刺

激を、またシンポジウムでは最新テーマに関

する貴重なレクチャーを受けられるととも

に、本などで御名前しか存じ上げない大先生

をはじめ恩師や遠方の先輩・後輩方とも１年

に１回会える、何とも盛りだくさんな機会で

ある。しかも今年はその会場が九州というこ

とであればなおさら、胸ときめくはずであっ

た。しかしイレギュラーは重なるもので、今

年は初日に筆者が「戦後ドイツの表見代理論

―我が国における法的構成の再考に備えて」

というテーマで個別報告をするという最大の

イレギュラーが待ちかまえていた。正直言っ

て、立命館に移籍して１年目で右も左も分か

らない筆者にとって、報告準備をすることに

多少の不安があったのも事実である。

案の定、前期は目の回るような忙しさで、

体調を崩している暇さえなかったほどであっ

た。ただ幸か不幸か、「自分もまだまだ若い

なあ」と妙に感心してしまうととも、変な自

信（というか過信）もついてしまった……。

ようやく８月後半に報告準備に着手すること

ができ、９月はじめには一応のメドはついた。

ここでごく簡単に報告骨子を説明します

と、民法上の取引保護制度に属する「表見代

理」制度の具体的運用について、取引の安全

に目を奪われるあまりその陰で軽視されてき

た「帰責性の明確化」という日本法の抱える

課題を出発点に、その解決の手がかりを、表

見代理の法的基礎をなす権利外観理論の母法

「ドイツ法」に求めて、ドイツの表見代理制

度を簡単に概観のうえ、それをめぐる戦後の

判例法理の形成と学説の展開を中心に紹介・

検討するといういわば比較法研究に特化した

ものであった（詳細は、来年４月末頃に発行

予定の学会誌『私法』68号、拙著『戦後ドイ

ツの表見代理法理』（成文堂、2003年）をご

覧ください）。

ただその出来映えに一抹の……いやかなり

の不安を感じたため、恩師である佐藤義彦先
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九州大学での私法学会個別報告
―皆さんの学恩にふれて─

臼井　豊　USUI Yutaka
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生（同志社大学法学部教授）をはじめ母校の

先輩・後輩方と、職場である立命館大学の諸

先生方にご無理を言って、リハーサルの意味

も込めて、事前報告の機会を与えていただい

た。佐藤先生は、当日午前中までゼミ旅行で

あったにもかかわらずその帰路から直接おい

で下さった。久しぶりに院生の頃に戻ったか

のようで、何だかノスタルジックな気分にな

った。そして皆さん、とくに私法学会ですで

に報告を終えられた先輩方からはその経験談

も含めて、報告にあたっての貴重なアドバイ

スをいただいた。

そのお陰で、学会当日は拙い報告ではあっ

たが、岡孝先生（学習院大学法科大学院教授）

の司会進行の下、制限時間の40分で何とか無

事報告を終えることができた。ただ正直なと

ころ、本当に当日10分前まで司会者がどなた

であるかがまったく分からなかったことには

少し驚いた（風の噂では、１週間前ぐらいに

なると分かると……）。その後残り時間で４

人の御先生方にご講評・ご質問、さらには貴

重なご意見まで頂戴し、今後の研究の励みに

もなった。なかでも最近の代理法研究をリー

ドしてこられた佐久間毅先生（京都大学法科

大学院教授）と権利外観理論の体系的研究に

関する大著をお持ちの多田利隆先生（西南学

院大学法科大学院教授）、両先生から（従来

はお手紙やメールでのお返事を頂戴したこと

しかなく）直接コメントをいただいたときは、

憧れの研究者ということもあり至福の瞬間で

あった。ただ見とれすぎていたせいか、この

時の内容を正確に思い出せないのを非常に残

念に思っていたところ、本学の松本克美先生

が実は個別報告の模様をすべて録音してくだ

さっていて、後日そのデータを送ってくださ

いました―しかも報告をしている筆者の写真

まで添えて……その写真をこの紙面でも使わ

せていただいております。またせっかくいた

だいたご講評を無駄にすることなく、その内

容をより精査して今後の研究につなげていく

こともできそうです。松本先生には、この場

をお借りいたしまして厚くお礼申し上げま

す。本当にいい記念ができました。

そして報告を終えた夜、母校の先輩・後輩

方が中心となって慰労会を催してくださり、

その席には、研究会でお世話になっている村

田博史先生（京都産業大学法科大学院教授）

もわざわざお越しくださった。玄界灘の海の

幸はもとより、楽しい酒席であったため、普

段はほとんど呑まない（というか呑めない）

私も、めずらしくかなり日本酒をよばれた。

ご馳走様でした。

また後日、学会誌掲載予定のドイツ語報告

要旨については、ハンス・ペーター・マルチ

ュケ先生（同志社大学法科大学院教授）に初

歩的な文法事項も含めてご指導いただいた。

後期授業も本格的に始まったなかではあっ

たが無事10月末の締切前に、学会誌掲載用の

和文・欧文報告原稿を提出し、３ヵ月あまり

に渡る一連の仕事はようやく終わりを告げ

た。そして今、法学部共同研究室（亥川さん）

の長く温かい目に見守られながら、この原稿

も書き終えることができた。

最後にあらためまして、お世話になった皆

様方にお礼を申し上げて、筆を置かせていた

だきます。有り難うございました。そして今

後ともよろしくお願いいたします。

（うすい・ゆたか　民法）

10／9 発表中の筆者
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2005年春に、拙著『サッチャリズムとブレ

ア政治』（晃洋書房）を、法学会の助成金を

いただき、法学部叢書第８号として刊行する

ことができた。拙著は、戦後コンセンサスの

議論のなかで、サッチャー政権とブレア政権、

そして戦後コンセンサスと有権者の意識動向

を分析したものであった。拙著は、名前のと

おり、イギリスの政治を対象としたものであ

るが、刊行を前後して、筆者の問題意識に微

妙に重なる出来事が様々にあった。

その出来事とは、第一に、JR西日本の事故

であり、第二に、郵政民営化法案の否決と、

その後の解散総選挙である。

JR西日本の事故を通じては、あの事故が民

営化の結果起きたものであるという意見と、

国鉄時代の親方日の丸意識がもたらした事故

であるという意見があり、あい異なる二種類

の主張がなされた。そもそも、民営化後20年

近く経過した時点での事故を、国鉄時代の遺

産に求めるのはかなりの無理がある。しかし、

それ以上に印象的であったのが、両者の意見

とも、民営化と規制の関係には一切言及しな

かった点である。民営化されたサーヴィスで

あっても、当然のことながら、公共性の高い

サーヴィスであるなら、必要な規制はあるべ

きである。ところが、そういう規制のあり方

が妥当であったのかどうかは、全く議論され

ず、ひたすら民営化の是非のみが議論されて

しまった。民営化されてしまった以上、サー

ヴィスの質は市場が決めるという宿命論に、

命を委ねなければならないのだろうか。民営

化という選択肢があまりに簡単なものとして

捉えられていたのではないだろうか。

郵政民営化問題を通じては、その民営化の

目的が、公務員数削減などによる財政赤字の

削減なのか、効率化などによるサーヴィスの

向上なのか、340兆円といわれる郵貯・簡保

マネーの市場への投入なのか、結局、不明な

まま終わった。当初は、公務員を減らすため

と言っていたが、郵政公社は独立採算制であ

るから、ここの民営化で公務員が減っても国

庫負担は変わらない。この点は、色々議論が

あったが、法案成立後の国会答弁で、小泉首

相が郵政民営化と国債依存改善とは関係ない

と答弁したことで、ある意味では決着がつい

たことといえる（2005年10月13日参議院郵政

民営化特別委員会）。一方、340兆円に登る郵

貯・簡保マネーも、当初は独立行政法人郵貯

簡保管理機構に移され、従来どおり運用は国

債に限定され、政府保証もつく。つまり、民

営化されない。たしかに、郵貯の定額預金は

年限が10年であるが、それが普通預金になっ

たときには、民営化された新勘定に移行する

かどうかも定かではない。また、政府の骨格

経営試算を読むと、郵政民営化の結果、郵

貯・簡保は縮小するという見通しである。し

かし、政府の影響力の残る持株会社と、株の

買戻しによる政府の影響力の残存が、郵貯・

簡保の肥大化を生むという指摘もある。そも

My Book

自著紹介

民営化＝規制緩和ではありません

小堀　眞裕　KOBORI Masahiro

『サッチャリズムとブレア政治』

小堀眞裕　著　晃洋書房

2005年５月発行　　　￥2,900（税別）
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そも、骨格経営試算での縮小見通しは、希望

的観測でしかない。その見通しが狂って、結

果として民業圧迫になってしまう可能性は充

分にある。過疎地の郵便局は民営化法そのも

のによってではなく、容易に改廃できる総務

省令で守られることになった。おまけに、小

泉首相の国会答弁では、郵便局の数は減るか

もしれないし、増えるかもしれないと答弁し

た。つまり、そんなことは、知ったこっちゃ

ない、ということであった。

郵便局が減るかどうかは、確実にサーヴィ

ス向上と関係を持っているのに、それについ

ては、政府の関心がない。民業圧迫を糾すの

であれば、民営化郵貯・簡保が肥大化しない

システムを作るべきだろう。しかし、そうい

う法案ではなかった。340兆円を市場に流す

ための民営化であるならば、独立行政法人に

その大半を流す仕組みをやめるべきだった。

何のための民営化かが全く分からない法案

であると指摘される所以である。ただ、しか

し、はっきりしていることは、マスコミも含

めて、歓呼の声でこれを迎え、その結果、自

民党は大勝した。郵政民営化法案の内容が、

選挙期間中は、報道などで知らされることは

なかったのに、民営化というフレーズだけで

総選挙で自民が圧勝するだけの票動員効果だ

けはもたらしたようである。

ここでは、拙著の示した論点に関わり、上

記の問題に搦めて、いくつか言及したい。サ

ッチャーはレッセ・フェールを信奉し、民営

化というイデオロギーを過度に信頼しすぎて

いたといえるが、具体的なプランの中身はど

うでもよい、とは思わなかった。彼女の残し

た発言などを検討していけば、民営化の具体

的プランに対して多くの言及がある。そこが、

小泉とは決定的に異なる。そういう意味では、

民営化するかどうかにのみ焦点があてられ、

具体的なプランに関心が示されなかった状況

は、サッチャー政権の民営化ブームと比べて

も、全く杜撰であった。

ブレア政権では、ターゲットが定められ、

その進捗状況を第三者機関がチェックし、市

場や民営化はあくまでも良いサーヴィスを提

供する手段として位置づけられている。もち

ろん、イギリスでもそういう手法に是非もあ

るが、日本と比較すれば、その目的は明確で

ある。そういう意味では、規制化と市場化は

同時に取り組まれており、日本的な市場化＝

規制緩和という単純な発想ではない。その場

合の市場化は、当然のことながら、具体的な

プランがキーとなる。マスコミが具体的な問

題を報道せず、野党もそれを争点にしようと

せず、具体的な問題など存在していないかの

ように、世論が民営化という漢字三文字で熱

狂することは、今日ではありえない。

また、民営化は規制化とは矛盾しないという

理解があったなら、JRのような民営化された

企業に対する政府規制のあり方も、もっと変わ

っていたかもしれないと考える。民営化とは規

制緩和だから、安全対策も企業任せが当然だと

いう発想が変わらないならば、同種の事故は他

の分野でも起こりうる可能性がある。

そういう意味では、民営化をめぐる日本の

政府やマスコミの認識レベルは、イギリスな

ど各国での経験を全く踏まえていない。エー

ジェンシー、PFI、副大臣・政務官、などな

ど、イギリス政治で試みられた事柄で日本に

輸入されるものは多い。しかし、日本では、

民営化を初めとして、常にそれがいいか悪い

かという単細胞的な議論に終始している。ま

た、輸入されるときに重要な部分が欠落され

る（独立行政法人はその典型！）。サッチャ

ー政権下で20年以上も前に導入され、イギリ

スでは何年も前に廃止されたCCTが「市場化

テスト」という名前でブームになろうとして

自著について語られる筆者
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いることは、良い側面しか伝わっていないこ

との証しといえよう。小泉政権は「20年遅れ

のサッチャリズム」といわれるが、20年遅れ

た割には、本国であるイギリスの経験をまる

で学んでいない。

（こぼり・まさひろ　政治学）

本年７月に刊行した『靖国神社─せめぎあ

う〈戦没者追悼〉のゆくえ─』（岩波書店）

は、戦後の靖国神社を歴史的に解き明かそう

としたものである。靖国神社について書かれ

た本は多いが、戦後の靖国神社について追い

かけたものは意外と少なく、ほとんどが明治

の創建から戦前期までが中心である。戦後に

ついてはせいぜい神道指令との関係を論じた

ものと、後は靖国神社国家護持法案や靖国訴

訟について論じたものがあるだけである。

なぜそんなことになったかというと、おそ

らく現在の靖国神社があまりに戦前的な色彩

の神社で、その境内に立つと、まるで時間が

過去にスリップしたように感じるからであろ

う。靖国神社自身も、「明治天皇の聖旨」に

よる創建を強調している。そのため昔の靖国

神社の成り立ちを説明すれば、今の靖国神社

も理解できると思えるからに違いない。しか

し本書で明らかにしたことは、靖国神社が戦

後史の中で、時代とともに性格を変化させて

いるという点である。

本書では、戦後のある時期までの靖国神社

My Book

自著紹介

自著『靖国神社』を語る

赤澤　史朗　AKAZAWA Shiro

『靖国神社せめぎあう〈戦没者追悼〉
のゆくえ』

赤澤史朗　著
岩波書店　　2005年７月発行
￥1,890（税込）

10／21 政治学研究会にて
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が、東西冷戦対決に距離を置くような、一種

の「平和主義」的な「慰霊」の神社であろう

としていたこと、しかし遺族補償の範囲の確

定とともにその性格は次第に逆転し、靖国神

社が唱える「平和」の言葉にも、もはや過去

の戦争否定の意味は薄れ、特にA級戦犯合祀

以降は完全に元の国家主義的な「慰霊」顕彰

の神社に復帰していったことを叙述してい

る。このうち、戦後の靖国神社に一時期「平

和主義」が存在したという事実は、靖国神社

の「社報」を追う中で、僕が見つけたことで

あった。

ところが、本書を書き終えてから気付いた

ことであるが、この発見は僕の最初の著書であ

る『近代日本の思想動員と宗教統制』のテーマ

の一つに似ているのである。というのは20年前

のこの本は、第一次世界大戦後の国家神道を扱

ったものだが、そこで明らかにしたことの一つ

は、旧い神社界の中にも大正デモクラシーの時

代の気運と結びついて、これまでにない内発的

な変革の可能性が生じていたこと、にもかかわ

らずそれが結局は、新たな国家主義を強める方

向に転換していくという点にあった。これから

すると僕は、神社界に芽生えた内発的な変革の

可能性とその変質という点で、意識せずに、か

つての自著のテーマを戦後の靖国神社の中に、

再び見出していたということになる。自分では

ただ新しい資料を追いかけていただけのつもり

なのに、こうした結果となるのは、資料を見る

僕の視角というか、頭の構造が変わらないため

であろうか。

靖国神社問題は、一方での政教分離・信教

の自由の系列と、他方での非軍国主義化・平

和問題の系列の、二系列で問題とされてきた。

こうした理解はありふれているのだが、それ

にもかかわらず、これまで靖国神社問題を首

尾一貫して説明しようとする人たちにあって

は、多くのその説明が、前者の政教分離論を

主軸とした形でまとめられてきたという特徴

がある。これは靖国訴訟の法律上の争点が、

専ら前者の政教分離・信教の自由論に限られ

ていたということも関係していよう。そこか

ら例えば、国は今も靖国神社を通して戦没者

の魂を管理しているのだ、といった主張をす

る人もいる。

しかし今の日本で、国家が戦没者の魂を管

理できているなどとは、僕には到底思えない。

戦後という時代には、靖国神社とは異質の、

または対抗的な戦争犠牲者者の追悼施設が、

公的にもさまざまな形で創られているのであ

り（広島の原爆慰霊碑も沖縄の「平和の礎」

も、県の公的な施設である）、祭神を基本的

には軍人軍属に限定する靖国神社だけが、戦

没者の追悼の頂点的・独占的位置を占めてい

るわけではないのである。靖国神社は国家的

意味を持つ戦没者「慰霊」の中心施設だとい

うのは、あくまで靖国神社側の言い分であっ

て、それは必ずしも事実ではない。戦後日本

においては、厳格な政教分離を決めた憲法上

の規定にもかかわらず、それが規定どおりに

守られてはこなかった。つまり実態的には、

緩やかな政教分離の体制が選択されるように

なったと思うが、しかしだからといって、そ

れは戦前の国家神道に部分的に復帰したこと

を意味するものではなく、靖国神社はあくま

で一宗教法人に過ぎないのである。

本書の副題で「せめぎあう〈戦没者追悼〉

のゆくえ」と名付けたのは、戦後日本におい

て戦没者の追悼が、追悼しようとする人たち

の抱く戦争観を基礎に、分裂しているという

認識に基づいている。そして本書では、戦没

者の国家主義的な「慰霊」と非国家主義的・

平和主義的な追悼がどのように対抗し、それ

ぞれがいかなる社会的基盤に根ざしていたか

という観点から、靖国神社問題を解明しよう

と試みたのであった。

なお、こんな本を書いたのも、きっと僕が

長い間、戦争体験の意味や戦没者の追悼とは

何かといったことに、こだわり続けてきたこ

とに関係しよう。戦争体験にこだわるのは、

そこから出発した戦後思想というものを解き

明かしたいと思っているからだ。ただし戦後

思想の中では、戦没者の問題は微妙な位置に

あり、決して一義的にその位置づけが与えら

れるようなものではなかった。戦没者の問題

には、戦前と戦後の交錯する地点がある。今

後も、もう少しこの問題を考え続けていきた

いと思っている。

（あかざわ・しろう　日本政治史）
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『法文化のなかの創造性
―江戸時代に探る』

國學院大學日本文化研究所編
大平祐一ほか執筆
創文社　2005年３月
¥3,675（税込）

『資本主義国家の未来』
ボブ・ジェソップ著
中谷義和訳
お茶の水書房　2005年９月
￥6,510（税込）

『国際民事手続法』

酒井　一ほか著
有斐閣　2005年10月
￥1,890（税込）

『民主化以後の南コーカサス─戦略
的利益と民主主義理念の相克─』
西村めぐみ著
多賀出版　2005年９月
￥3,150（税込）

『国際私法概論（第４版）』

渡辺惺之ほか著
有斐閣　2005年10月
￥2,625（税込）

『憲法 Cases and Materials
人権』【基礎編】【展開編】
市川正人ほか著
有斐閣　2005年８月
基礎編￥4,620（税込）
展開編￥5,040（税込）

『電子債権　経済インフラに
革命が起きる』

大垣尚司著
日本経済新聞社 2005年９月
￥2,940（税込）

『プチ・プランス―新訳　星の王子さま』
アントワーヌ・ドサン=テグジュペリ著
川上　勉ほか訳
グラフ社　2005年10月
￥1,575（税込）

新 刊 図 書
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■法学部定例研究会：

05年09月30日 民事法研究会：臼井豊氏「戦後ドイツの表見代理論─わが国における法的構成

の再考に備えて─」

05年10月01日 国際学術交流研究会：フライブルク大学法学部教授ユルゲン・シュバルツェ氏

「The development of the European Union from a common market to a political
union」

05年10月21日 グローバリゼーションと公共性　政治学研究会：小堀眞裕氏「サッチャリズム

とブレア政治」

05年10月28日 公法研究会：倉田原志氏「労働関係における基本権─プライバシー権を中心に─」

05年10月31日 公法研究会：渡辺千原氏「複雑訴訟の展開と専門家─医療過誤訴訟を中心に─」

05年11月04日 公法研究会：松宮孝明氏「過失犯論の現代的課題」

05年11月14日 民事法研究会：本山敦氏「家族法の再構築をめざして」

05年11月18日 グローバリゼーションと公共性：徳川信治氏「国際法における生命に対する権利」

05年11月22日 国際学術交流研究会：ザーラント大学法学・経済学部教授／ヨーロッパ法研究

所長Werner.Meng氏「EU法におけるWTO法について」通訳　出口雅久氏
05年11月25日 公法研究会：林未来氏「農村女性と男女共同参画社会の実現─地方公共団体の

政策実現可能性の検討─」、荒井比呂子氏「市民社会における著作権の構造と射

程─法意識を手がかりとして─」、和田直也氏「地方分権と多元社会の秩序構成」

（仮題）

05年11月25日 民事法研究会：小谷修司氏「変額保険の説明義務違反による損害賠償請求─未解

約事例について─」、井上七栄氏「著作権侵害に供される場所・機会の提供者の

負うべき責任の範囲」（仮題）、越場洋氏「商品形態と稀釈化」（仮題）、釣谷清美

氏「商標の機能と並行輸入」（仮題）、外村達哉氏「将来債権譲渡担保の効力」、

蔵重暢宏氏「経営判断原則における過失の認定基準」（仮題）、中島麻希氏「取締

役の損害賠償責任の連帯性について」（仮題）、岩本秀莞氏「新株発行を巡る諸問

題」（仮題）、中野早恵氏「成年後見制度と医療行為の同意─法の空白領域─」、

岡田倫子氏「高齢者の権利擁護事業について─経済的虐待に焦点を当てて─」

05年11月25日 政治学研究会：小林美里氏「日本の震災対策について」（仮題）、大迫洋喜氏

「自動車公害とロードプライシング」（仮題）

Media
Coverage

学術交流・研究活動

（2005年9月～11月）
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