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大川・村松・坂本法律事務所は、京阪北浜、

淀屋橋、地下鉄南森町、どの駅からも約徒歩

７分、アクセス抜群の立地にある。取材者は

証券街の北浜で下車、難波橋を渡り中之島中

央公会堂、大阪高等・地方裁判所を眺めてい

たらアッという間に到着。お洒落な10階建て

ビルの９階にオフィスはあった。扉を開くと

歯医者さんと見間違うかのような、清潔感あ

るオフィスとすてきな受付嬢が出迎えてくれ

た。早速、10人は優に座れる来客用のお部屋

に通していただいたが、見晴らし最高、壁に

は大きな絵、壺も二つ、書棚にはギッシリと

法律書が置かれており、本日取材させていた

だく大川先生の蒼々たるご経歴とも相俟っ

て、取材者の緊張は嫌がおうにも高まった。

と、その瞬間、ダンディーな大川先生がお見

えになった。そして第一声、「暑いなかご苦

労様です」と労いの言葉を頂いた。優しい笑

顔が印象的！

事務所の構成は、弁護士は大川先生はじめ

３人（10月には新人弁護士が入所される予

定）、職員は女性が４人。先生方の仕事スペ

ースはフロア部分中央、パーテーションで区

切られており、入り口近くに１つ、奥には３

つもの来客室が用意されている。

アカデミックな弁護士事務所

事務所のご自慢はアカデミックな弁護士集

団！大川先生は立命、あいにくお仕事で外出

中だったお二人の先生も、村松昭夫先生は京

大、坂本団先生は関大のロースクールで教鞭

を取られている。大川先生については後ほど

ご紹介させていただくことにして、村松先生

は西淀川公害汚染訴訟に携わられた環境法の

エキスパート、坂本先生は今話題の情報公開、

医療過誤・薬害訴訟がご専門とのこと。
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弁護士への転身、それは「生きがい」
を求めて

大川先生へのインタビュー開始。まず企業

から弁護士へ転身された理由を尋ねてみた。

先生曰く「企業には私の求める生きがいがな

かったのです。のびのびと個性が発揮でき、

自分で方針を決め、その結果が目にみえる職

業を求めました。さらに、弁護士の社会正義

の実現をめざすところが魅力でした。弁護士

に方向転換してよかったと思っています」と

のこと。

そして当初20年間は労働事件を中心に活

動。「当時の労働裁判は、相手方に対する証

人尋問など激しいもので「格闘技」の感じで

した。緊張する場面が多く、勝つために大変

な労力を注ぎましたが、勝訴したときの喜び

は他に代えがたいものでした。労働判例をつ

くる楽しみもありましたね」と話された。

先生は、裁判では、傍聴人や聴衆が多けれ

ば多いほど燃えたそうです（かつての巨人軍

の長嶋選手みたいに！）。

その後、先生の人生に多大な影響を与える

ことになった「豊島産業廃棄物不法投棄事件」

と出会われる。先生曰く、「産廃処理は自治

体に管理責任がありますが、香川県は長年に

わたって大量の不法投棄を阻止するどころ

か、犯罪に手を貸したのでした。住民は25年

にわたって県とたたかい、ついに2000年６月

世論を味方にして、廃棄物の島外完全撤去と

知事の謝罪を勝ち取りました。豊島事件は氷

山の一角で、同種の事件はいまも全国で数多

く生じていますが、解決のキーワードは「情

報公開」と「行政への住民の主体的参加」です」。

この事件を扱われたご著書執筆の経緯・動

機をお伺いしたところ、住民運動の金字塔を

打ち立てたこの事件を書き残し、他の住民運

動に役立ててもらうことが、弁護士としての

社会的使命だと考えるに至ったから、と熱く

語られた（もっとも、これを世にだしてくれ

る出版社があるか…不安でしたけれど）。

先生は、こうも話された。「弁護士という
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職業は、公益性が高いからこそ世間も敬意を

払ってくれます。国民の期待にこたえるには、

高い職業倫理と解決能力が必要ですし、不正

義には毅然として立ち向かう勇気も持ち続け

ないといけないのですね」と。

そしてこの本を出版して間もなく、本林徹

日弁連会長から事務総長就任を依頼され、

2002年か2004年までの間、50年に１度といわ

れる司法の大改革にかかわられることになっ

た。

総長退任後は、裁判員制度実施本部の本部

長代行に就任し、現在この制度の導入準備の

激務をこなしておられる。先生は、「なぜこ

の制度が導入されたかを、国民に理解しても

らえれば、成功するでしょう」と力強くおっ

しゃった。さらに、「今次の司法改革は、国

民に身近で、利用しやすく、納得のいく司法

にするために行われました。これによって個

人の尊重と国民主権の実質化をめざすもので

す。とくに国民が参加する裁判員制度は、わ

が国の司法のみならず、文化を変える契機と

なるかもしれません」と続けられた。また、

自省されているかのように、「裁判員制度を

成功へと導くためには、法曹三者も大変です。

これまでのあり方を相当変えなければダメな

のです」と話された。クールで素敵！

能力の発見とフル活用・完全燃焼

これが、最後に取材者が無理やり聞き出し

た先生のスローガン。「要請があればしんど

くても逃げない。一歩でも前へ前へと自らを

成長・進化させる。手抜きしないこと」

そのために健康維持・増進にも留意されて

いるとのこと。歳をとるごとに忘れがちな、

他人・自分に対する真摯な姿勢が随所に垣間

見られた。

この姿勢は立命のロースクールの講義、司

法制度論や労働法にも貫徹されておられるよ

うでした。最近は休日も講義準備に費やされ

ることが多く、ロースクール（週２回）と弁

護士会の特別嘱託（週２回）を優先し、残っ

た時間を実務にあてておられるそうです。

「ロースクールは大変ですか…」とお尋ねし

たところ、「いかに学生にわかりやすく体系

的に講義するか、力量不足を痛感しましたね。

講義がうまくできたと思えたときはうれしい

ですが……」と笑顔でお答えになった。また

「後輩の育成に微力ながらお役に立てれば嬉

しい」とも謙虚に付け加えられた。

今夏は、豊島において第３回の「島の学校」

が「豊島、人、希望」をテーマに開催される。

豊島から廃棄物を撤去したのち、どのような
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島にしていくかについて、３日間みんなで討

論し、先生はそのまとめをされるそうです。

豊島事件には今後も積極的に関わりを持ち、

数年先の産廃の完全撤去、オリーブ植樹など

による島の再生まで住民の手助けをしていき

たい、と温かい眼差しで語られた。そのお姿

が非常に印象的で、感銘を受けた。法律家た

るべき者のスピリットを学ばせてもらったよ

うな気がした。

ご趣味は音楽鑑賞

お忙しい先生だが、モーツアルトがお好き。

たまの休日があると、コンサートやオペラを

聴きに行かれる。これが上質な息抜きとのこ

と。ほかには友人や仕事仲間とたまにゴルフ

もされる。

大川先生の意外な一面

美味しいケーキをご馳走になりながら、先

生には同行職員の持参したご著書へのサイン

をご快諾いただいて一時ご退席、その間スタ

ッフの皆さんに先生のエピソードについて匿

名を条件にお答えいただいた。

健康に留意されて、青汁をご愛飲とのこと

（Ａ証言）。先生のパワーの源ここにあり？！

静かに集中して仕事されているのに、先生

の髪が乱れているのはなぜ？（Ｂ証言、一同

爆笑）。

ゴルフは練習場に一度も行かず、いきなり

コースへ行かれる思いきりの良さには感服・

脱帽（Ｃ証言）。先生曰く、「だからスコアー

の方はめちゃくちゃ……」と苦笑しておられ

ました。

事務所のアットホームな雰囲気が伝わって

きました。和気あいあい！楽しそう！

帰路について

帰りは、先生ご郷里南紀のお土産までいた

だき、ご丁寧にエレベーターまでお見送りい

ただいた。

先生の熱い法律家魂と誠実かつ真摯なお人

柄に触れいつになく感動した取材者は、取材

内容をリアルに覚えているうちにとの思いか

ら、早速いただいたお土産を食しながら（ご

馳走様でした！）原稿を一気に書き終えた。

（取材／執筆：臼井　豊（うすい　ゆたか）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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私は、昨年４月から、大阪高等検察庁検事

として在籍したまま、立命館大学法科大学院

及び関西大学法科大学院の両校に刑事実務教

官として法務省から派遣され、刑事実務科目

の教鞭を執っています。現在、検事任官27年

目となります。

™

私は、立命館大学法科大学院では、昨年は

刑訴法演習を担当し、今年からは刑事法務演

習を担当しています。

刑訴法演習では、25名くらいの少人数のク

ラスにおいて、14題の事例問題につき、クラ

ス全員に毎週１題ずつレポートを事前提出し

てもらい、そのレポートに基づいて問題点の

検討、議論をしています。

刑事法務演習では、弁護士教官と一緒に、

少人数クラスで、法務省法務総合研究所作成

の記録教材を使い、刑事実務を教えるととも

に、刑事模擬裁判を実施しています。

院生は、法曹資格を得るため、人生を賭け

て法科大学院に進学してきていますので、非

常に熱心であり、授業もほぼ毎回全員出席で、

授業中寝ている者はおらず、質問もよく受け、

活気があります。
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授業を実施して感じましたことは、院生の

多くが勉強してきた刑訴法理論と実務理論と

が大きく食い違うということです。

特に、捜査については、大きく食い違いま

す。院生の多くは、徹底した当事者主義の立

場から、捜査は単なる公判準備手続であり、

被疑者は取調べの客体にはならず、取調べ受

忍義務もないと捉えています。しかし、実務

では、平成15年度の検察庁受理事件（道路交

通法違反を除く）の処理状況をみても、公判

請求処理件数が約１割、罰金処理件数が約１

割、起訴猶予等の不起訴処分及び家裁送致処

分件数が約８割であり、捜査段階で真相が究

明されて約９割の事件が処理され、刑事裁判

にかかるのは約１割に過ぎません。また、捜

査においては、犯人の割出し検挙、真相究明

に多大な時間と労力が費やされ、犯人検挙、

真相究明自体に大きな社会的意義がありま

す。さらに、真相究明には、真相を一番よく

知っている被疑者を取調べし真相を話しても

らうことが必要不可欠であり、加えて、真相

を話す真の反省が被疑者の本当の更生につな

がることから、判例も被疑者を取調べの客体

として捉え、身柄拘束中の被疑者には取調べ

受忍義務が課せられるとしています。これら

のことからしても、捜査は、単なる公判の準

備手続ではなく、それ自体独立の意義をもつ

手続といえます。

院生においても実務をよく知ろうという動

きが見られ、刑訴判例百選等の勉強会を開い

て判例を熱心に勉強したり、また、法科大学

院においても、院生の希望により、刑事裁判

傍聴、検察庁見学、検事との懇談会、刑務所

見学等も実施しています。

¢

話は変わりますが、私には、京都地検勤務

が２回あります。１回目は平成元年４月から

同３年３月までの間で、立命館大学のすぐ南

にある等持院南町の官舎に住んでいました。

休日には、仁和寺、竜安寺、妙心寺、等持院、

金閣寺、北野天満宮等をよく散策していまし

た。また、同大学の学園祭のときは、大学構

内も散策していました。２回目の勤務は、平

成10年４月から同12年３月までの間で、この

時は桂の官舎に住んでいましたことから、大

学の周辺を訪れることはありませんでした。

この度、14年ぶりで再びこの地を訪れること

になりましたが、これもなにかの御「縁」か

なと思っております。私は、日頃から、人生

は「縁」のものであり、（この前世からの？）

御「縁」がありましたことを大切にしてゆか

なければと思っております。この地で、大学

の先生方、職員の方々、院生等との出会いが

ありましたが、この御「縁」がありましたこ

とを大切にしていきたいと思っております。

今後ともよろしくお願いいたします。

（むろた・げんたろう　検察官）
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本学を卒業して弁護士24年８ヶ月間を経験

したあと、裁判官を10年４ヶ月間を勤め逐え

たところ、法科大学院を設立したので実務家

教員として大学で仕事をしないかと声をかけ

られて教員となりました。私が卒業したとき

と異なり、大学は、京都西北の衣笠山に囲ま

れたすばらしい環境にあり、建物設備も他大

学に負けない程に立派になりましたし、環境

や設備だけではなく、卒業生の多くが、官公

庁を初め立派な会社に就職しており、「関西

の私学の雄」と評価されております。

このような大学に教員として就職するに当

たって、「大学教育」について考えました。

学生が卒業しても、官庁や会社において、

即戦力となることはなく、役所や企業での数

年の研修を経て、やっと一人前の社会人とな

ると言われています。そうすると、大学の役

割は、社会での研修を受けるための基礎訓練

をすることであり、そのために、上司、先輩

及び同僚との円満な人間関係を築くための健

全で円満な人間形成をし、専門的な基礎的知

識を身につける必要があります。

私は、「不法行為」から授業を開始したの

ですが、まず、被害者やその遺族の気持を忖

度し、次に、加害者の立場での言い分を考え

て貰い、その結果、法律によって、金銭に換

えがたいものを金銭に換算する法律学の非情

さを理解させようと努めました。すなわち、

被害者は、金銭よりも失われた生命や健康を

返せと主張しますし、加害者は、事件に対す

る被害者の過失を主張します。この勉強では、

一つには、当事者の一方に加担するのではな

く、双方の言い分に耳を傾けるという「バラ

ンス感覚」を持ち、二つには、感情に惑わさ

れることなく冷静で「論理的思考」をするこ

と、三つには誰が見ても納得して貰える「公

平な判断」をすることを主眼に置きました。

これからの授業を通じ、学生に対し「バラン

ス感覚」「論理的思考」「公平な判断」につい

て磨きをかけて、健全で円満な人間形成を育

成しようと思っています。

次に、裁判官退官直前に、ゼミの一部の学

生を法廷傍聴に招き、裁判官席に座らせまし

たところ、誰もいない法廷であるにもかかわ

らず、皆が緊張して感動していました。この

ことから、学生が、法廷に対する畏敬の念を

持っていることが確認できましたが、逆に言

えば、社会に従順すぎるように感じ、社会改

革について熱意は感じられませんでした。ご

存じのとおり、大阪弁護士会は、今回の司法

改革の推進役を果たし、その末席を汚してい

た私も、「弁護士任官」をして改革の一端を

担いました。社会は発展していくと歪みが出

て、必ず改革を必要とします。今後、製造物

責任や消費者契約の授業を通じて、学生に対

し社会改革の必要性を教え、改革への積極的

役割をはたすべき精神力を涵養していきます。

自分の人生を反省しながら、教え子達が得

がたい人材として社会に役立ってくれること

を目標とする教育をしたいと思っています。

（かつい・ひさお　民法）
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葛井　久雄　KATSUI Hisao
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法科大学院の上田 教授を研究代表者とし

て文部科学省科学研究費補助金（基盤研究

（Ｓ））の交付を受けている研究プロジェクト

「グローバリゼーション時代における国際犯

罪と人間の安全保障に関する総合研究」

（2002年度～2006年度）では、今冬も学内で

大規模な国際シンポジウムを開催する。

2003年度の「国際組織犯罪と人間の安全保

障」、2004年度の「グローバリゼーションと

人間の安全保障の現段階」に引き続き、３年

連続の12月開催を目指している今年度は、

「人間の安全保障と国際社会のガバナンス」

をメイン・テーマに掲げての国際シンポジウ

ムである。同じく「人間の安全保障」を共通

の視座に据えた過去２回が「刑事」の課題を

中心としたのに対し、今回は「人間の安全保

障」をめぐる「国際」の最重要課題を「国連

改革」「人権」「環境」の３分野に展開して、

法科大学院の松井芳郎教授のリーダーシップ

による綿密な構想のもと、12月17日（土）と

18日（日）の２日間にわたり、内外の専門家

の叡智を結集する。

これに向けての本格始動を告げる予備研究

会が６月17日（金）に開催され、そこで松井

教授から今冬の国際シンポジウム全体の企画

立案をかねた報告がなされたほか、松井教授

と同じく国際法を専門分野とする国際関係学

部の山形英郎教授から、国際地域研究所の

「ヒューマン・セキュリティ」研究会（2001

年度～2003年度）の最終報告書として先に公

刊された佐藤誠・安藤次男（編）『人間の安

全保障：世界危機への挑戦』（東信堂、2004

年）所収の論文「国際法への挑戦：『人間の

安全保障』」に基づく報告がなされた。これ

らの報告をもとにした当日の議論が、その後

に続いた若干の調整を経て、この小稿を執筆

している７月の時点では、すでに国際シンポ

ジウム開催の趣意書とプログラムのかたちに

結実している。過去２回に続いて今回も法学

部と法科大学院をはじめとする学内諸賢の積

極的なご参加とご協力を求めたく、現在まで

に確定している概要を少しばかり紹介してお

きたい。

今年度の国際シンポジウムは、「人間の安

全保障と国際社会のガバナンス」をめぐる問

題状況の全体像を俯瞰する冒頭の総論報告と

最後に将来への展望を提示する結論報告のほ

か、次のような３つのセッションによって構

成される。

Research
Project

科研プロジェクト（研究）報告

人間の安全保障と国際社会のガバナンス
─国際シンポジウム開催に向けて─

倉田　玲　KURATA Akira

山形　英郎　教授 松井　芳郎　教授
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第１セッション「人間の安全保障と国連改

革」では、安全保障理事会の常任理事国の構

成をめぐる改革提案の帰趨にばかり狭くとら

われることなく、それをふまえつつも、より

広く「国際社会のガバナンス」を再検討する

という観点から、「人間の安全保障」という

冷戦後のコンセプトの発信源である国際機構

が、いかに現在とりざたされている正統性の

危機を克服して、いわゆる人道的介入などの

諸問題に対処することができるのかをリアル

に展望する。

第２セッション「人権」では、西欧近代に

生まれた基本的人権というコンセプトの普遍

性を、これが現在までの国際社会において激

しく混交し、ときに鋭く衝突してきた地域性

との関係において捉え、国際人権保障として

の「人間の安全保障」のあり方を考える。具

体的には、欧州連合の拡大構想のなかで先進

性の真価が問われている欧州人権条約体制

を、これと同様の枠組をもたないままに推移

してきたアジアの人権観念と対比するなどの

方法により、人権問題に関する「国際社会の

ガバナンス」の可能性にアプローチする。

第３セッション「環境」では、確実に深刻

度を増してきている地球温暖化が、まさしく

グローバルに「人間の安全保障」を脅かして

いる国際情勢の現段階にかんがみて、本年２

月に発効した気候変動枠組条約の京都議定書

の実効性を「国際社会のガバナンス」という

視点から具体的に検証する。

以上の全体を通じて、地球市民として生き

る時代の「人間の安全保障」という重大な課

題に、新しく「国際社会のガバナンス」とい

う方面からアプローチし、もって５年間にわ

たる大型プロジェクトの完成につなげようと

するのが、今年度の国際シンポジウムである。

是非とも期待していただきたい。

なお、昨年度のシンポジウムの経過を伝え

た文章のなかに「やさしいけれど頑固な上田

教授と、要求は多いけれど結構繊細な大久保

史郎教授にはさまれて、神経質な私は身も細

る思いの日々ですが、結構楽しくやっていま

す」（本誌第40号23頁）という健康的な独白

を刻んだ樋爪誠助教授が今秋より在外研究へ

と出発、それにともなって今回は拙筆となっ

た。細る身もないのは密かに難儀な個人的事

情だが、贅沢に学ぶことのできる好機が「２

度あることは３度ある」とばかりに今年も訪

れたことを幸運に思う。

（くらた・あきら　憲法）

６／17研究会の様子
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はじめに

今年度から２年間、科研費補助金（若手研

究Ｂ）による研究プロジェクト「18世紀末か

ら19世紀前半のドイツ刑事法学にみられる歴

史的・哲学的基礎研究の役割」を実施させて

いただくことになった。まだ「成果」に言及

しうる段階には至っていないため、本稿では

主にプロジェクトの課題についてご紹介した

い。

刑事法史上の「疾風怒濤」の時代

本プロジェクトの研究対象となるのは、18

世紀末から19世紀前半という時期の刑事法学

である。まず、この時期がドイツ近代刑事法

（学）史においていかに重要な局面であるか、

当時の論者たちの言葉も引用しながら振り返

ってみることにしよう。

「18世紀の最後の10年間に、ようやく刑事

法学というものが誕生することができた」─

ドイツの刑法家エドゥアルト・ヘンケは、

1809年に出版された著書の中でこのように述

べている。勿論、刑事法を対象とする理論的

な取り組み自体が1790年代以前に存在しな

かったわけではない。要するに「学問

（Wissenschaft）」としての実質を備えた刑事

法学がいまだ成立するには至っていなかっ

た、という意味である。そして「18世紀の最

後の10年間」においては、刑事法学の学問性

（Wissenschaftlichkeit）いかんという問題が、

まさに正面から論じられていた。刑事法改革

を切望する世論を意識し、ドイツの刑法家た

ちは、従来の刑事法学を「学問」としてのそ

れへと根本的に再構築することにより、新た

な時代の刑事法の理論的基礎を確立しようと

試みたのである。ドイツ近代刑事法学は、そ

の努力の成果として誕生することになる。

Research
Project

科研プロジェクト（研究）報告

現代日本人が
ドイツ近代刑事法学を理解するために

高橋　直人　TAKAHASHI Naoto

ライプツィヒの旧市街

若きティットマンが

教鞭を執っていた街。

ちなみに楽聖バッハも

同市で活躍した。
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18世紀も最後となる1800年、新進気鋭の刑

法家として活躍していたカール・アウグス

ト・ティットマンは、旧来の刑事法学（一般

にpeinliche Rechtsgelehrsamkeitと呼ばれて

いた）はもはや「学問として全く通用し得な

い」と、非常に大胆な宣言をした。同時に彼

は、刑事法学の学問としての新たなあり方を

提唱し、これをStrafrechtswissenschaftと自

ら呼んだ。この言葉はその後も受け継がれ、

ご存知の通り、今日も刑法学の一般的名称と

して用いられている。ちなみに1800年の時点

で、ティットマンは25歳（！）。同じく25歳

であったのが、「近代刑法学の父」ことフォ

イエルバッハと、その学問上の好敵手（かつ

友人であったという）グロールマンである。

刑事法学自体、まだ生まれ変わったばかりの

新しい専門分野であったのと同様に、その頃

の担い手の最先端にいた上記の３人も、若々

しい勢いに満ちた世代であったのだ（若すぎ

だ！という話もある）。世紀の変わり目前後

のこうした状況を喩え、前出のヘンケは「時

代の嵐」と表現しているが、色々な意味でま

さに刑事法史上の「疾風怒濤」の時代であっ

たと言えよう。

過去との適切な距離感

しかしながら、疾風怒濤などと言い、見て

いないことをさも見てきたかのように話す法

史学者には要注意（？）である。やはり二百

年以上の時の隔たりは大きく、なおかつ我々

はドイツ人ではなく日本人。かつての刑法家

との間には、時間的距離・文化的距離という

二重の壁が立ちはだかっている。この距離感

を忘れ、自分にとっての「常識」を無意識の

うちに過去の他の文化圏へと持ち込んでしま

い、そのうえで理解を試みようとすることは、

途方もない誤解につながりかねない。端的に

言えば、18世紀末から19世紀前半のドイツ刑

事法学が、個々の学説や法概念において今日

の刑事法学に通ずる面をいかに有していよう

とも、他方で両者の拠って立つ前提は大きく

異なっている。過去の刑事法学の理論を精確

に理解するためには、それらの背後にある同

時代の文脈を─当時の刑事法学に特有の学問

観や学問としての方法、対象、枠組み、担い

手、等々の知的諸環境を─明らかにすること

が、学説史的・思想史的な研究と平行して必

要なのである。

このような観点をふまえ、18世紀末から19

世紀前半の刑事法学に関する史料を再検討し

ていくと、当時の刑事法学のあり方に独特の

部分が見えてくる。中でも私が興味をひかれ

ているのは、狭義の刑事法学を支える多様な

基礎部門の存在とその役割である。同時代の

言葉で「補助知識」あるいは「補助学」等々

と呼ばれるそれは、哲学、論理学、修辞学、

文献学・言語学、歴史学、医学などに関わる

19世紀の文献便覧より
（Ｆ・カプラー著、1838年）

下線部は

ティットマンの作品。

Strafrechtswissenschaft

という表現もみえる。



立命館ロー・ニューズレター42号（2005年9月）

13
R
esearch

P
roject

幅広い知識の総体である。それでいて当時の

文献を見る限り、この基礎部門というのは、

単なる「教養」でもなければ、隣接する「他

分野」という位置づけでもなく、れっきとし

た刑事法学の一部（！）と解されている。今

回の研究プロジェクトの対象となるのは、特

に哲学的・歴史的な基礎部門である。哲学的

な基礎部門の中でも脚光を浴びていたのが、

今日の「哲学」のイメージとは相当異なるよ

うな、心理学（18世紀末に成立した萌芽的な

犯罪心理学）と、当時の言葉でいうところの

「刑事政策」（この時代においては、啓蒙思想

に基づく改革的な立法論という意味合いが強

い）である。また歴史的な基礎部門は、とり

わけ立法者意思の探求というかたちで解釈に

影響を与えていると思われる。これらの基礎

部門の役割を史料に即して解明することによ

り、当時の刑事法学が前提とする独自の学問

的なあり方が、具体的なかたちで浮かび上が

ってくるはずである。

おわりに

８月30日から２週間、本プロジェクトの調

査のためゲッティンゲン大学を訪れる。早く

も18世紀に、ミヒャエリス、クラプロート、

マイスター、といった錚々たる刑法家たちを

擁していた同大学である。関連の史料も期待

できよう。ちなみに今は７月15日、祇園祭の

最中である。蒸し暑い京の夏を思うと、涼し

いドイツが待ち遠しい。ただ、近年では、あ

ちらも暑い日が多いのだが……。

（たかはし・なおと　西洋法史）

ゴスラーの木組みの家並み

ゲッティンゲンから

ローカル線で１時間少々。

その美しさは一見の価値あり。

ハーメルンの旧市街

こちらもゲッティンゲンから

列車で約１時間半。

「笛吹き男」の伝説で有名。
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2005年３月、すなわち、東京において「日

本におけるドイツ年」の開会記念式典が開催

されるとほぼ同時に、私は立命館大学におい

て客員教授として招聘される栄誉を与えられ

ました。すでに３年前に一度立命館大学を知

る機会に恵まれていたために、私は喜んで立

命館大学客員教授をお引き受けしました。私

は、当時、ドイツ連邦議会の法務委員会委員

長として立命館大学を訪問し、日本法の最近

の発展、とりわけ、法曹養成の領域について

意見交換を行いました。すでに当時から、立

命館大学の格別なご配慮に大いに感銘を受け

たばかりではなく、私が当時の連邦議会の訪

問団と共に会談した立命館大学法学部の教授

陣および学生にも非常に感心させられました。

すでに当時より、とりわけ、立命館大学法

学部とドイツの研究者ならびにドイツの法学

部との学術交流を長い間、集中的かつ意欲的

に成功裏に展開してきた、出口雅久教授との

友好関係が構築されていました。いかに密接

にドイツと日本の法秩序がお互いに連関して

いるのか、どれだけ両法秩序が様々な共通の

根源に由来しているのか、そして、であるか

らこそ、両国の学生同様に学者の恒常的かつ

継続的な交流が大切であるのかは、誰もがご

存知であると思います。かかる記念すべき年、

すなわち、独日友好の年に、かかる偉大な独

日の法律学の伝統について想起すべきことは

重要であり、そして、両国のおよび両法秩序

のかかる共通の伝統という意味において、今

回の私の立命館大学における客員教授招聘を

理解しております。

2005年３月13日から22日までの私の立命館

大学法学部における滞在の間、私は、ヨーロ

ッパ法に関する講義を担当しました。３日間

にわたる集中講義において、私は、法学部の

学生にヨーロッパ憲法の大規模プロジェクト

ならびにヨーロッパ憲法条約について情報提

供を行いました。このプロジェクトは、現在、

欧州各加盟国において批准手続の最中であ

り、欧州連合に根本的に新しい、すなわち、

憲法上根拠付けられた構造を付与するもので

あります。集中講義の第一部では、欧州連合

の従来までの法的構造およびヨーロッパ憲法

制定の特別な要件について報告を行いまし

た。集中講義の第二部では、ヨーロッパ憲法

の新しい組織および権限構造、とりわけ、民

主主義原則の観点から根本的な変更について

報告しました。最後に集中講義の第三部では、

ヨーロッパ人権憲章について報告しました。

これは、欧州連合に対して、ヨーロッパ史上

はじめてヨーロッパ憲法の第二部として共通

の法典化された基本的人権カタログをヨーロ

ッパ連合との関係で提供するものである。

これらすべての講義には、立命館大学の学

生は高い関心を示し、熱心に聴講していまし

た。私も、同じく、かかる関心の高さや熱心

さだけを評価するものではなく、立命館大学

法学部の学生の質の高さをも改めて経験する

ことができましたことを嬉しく思います。

私のプログラムは、立命館大学法学部の同

僚、すべての学生および一般向けの、ドイツ

連邦共和国の議会制的および連邦国家制的統

治制度に関する公開講演会によって完結しま

した。この講演テーマは、いままでの経験で

もあり、また今日アクチュアルな改革の必要

でもあります。

Visiting
Professor

客員教授

立命館大学客員教授の経験
─日本におけるドイツ年について─

ルペルト・ショルツ　Rupert Scholz
（ミュンヘン大学法学部教授・元ドイツ連邦共和国国防大臣）
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私の立命館大学での滞在の締め括りとし

て、３月21日の夕方に立命館大学法学部の盛

大な卒業生パーティーが開催されました。こ

の卒業パーティーには、特に感銘を受けまし

た。ドイツでは－残念ながら－類似の行事は

存在しません。何と華やかな形式で、かつ、

友好的な連帯感で、学生と教授陣がお互いに

卒業をお祝いするのを目の当たりにして、非

常に特別で、かつ模範的なものを感じ取りま

した。とりわけ、私は、卒業生に対して若干

の祝辞を述べることが許された、卒業パーテ

ィーへのご招待には大いに感激いたしました。

最後に纏めますと、私は、私の学術的な過

去のキャリアの中ですでにドイツ以外の多く

の大学を知ることができましたし、私は、

様々な外国の大学において客員教授として活

動して参りました。しかし、なかんずく、今

回の私の立命館大学訪問と立命館大学法学部

における客員教授招聘は、単なる大学訪問と

客員教授招聘を遥かに超えたものでありま

す。私は、今回の滞在、とりわけ立命館大学

および同法学部の格別な待遇は決して忘れる

ことはできないでしょう。

（Rupert Scholz 憲法学）

3/18 国際学術交流講演会にて
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『草創期のアメリカ政治学』（ミネルヴァ

書房、2002年）に続いて、目下、「形成期の

アメリカ政治学」の整理にあたっている。折

に触れてアメリカ政治学史について、小論を

残してきたこともあり、これを整理し、学史

全体をトレースしてみようと思っていた。今

回、『アメリカ政治学史序説』（ミネルヴァ書

房、2005年３月）を出版しえたのは、「形成

期」に特徴的なアメリカ政治学の「アメリカ

化」の内実を政治学史の全体像との脈絡にお

いて、学史内在的に改めて見直すべきであろ

うと考えたことに発している。

本書は、全２部からなり、第１部でアメリ

カ政治学史の全体像のフローに、第２部は、

代表的な個別研究者の理論的特徴の整理にあ

てている。第１部において、20世紀のアメリ

カ政治学史を（１）「形成期」（1880年代～1910

年代）、（２）「展開期」（1920年代～1945年）、

「戦後期」（1960年代を画期に前期と後期に２

分）に時期区分している。この点で、とりわ

け苦慮したのは「形成期」の画定という問題

である。というのも、学史の区分は、歴史の

時期区分と重なりつつも、知識史の分岐点な

いし知的パラダイムの転換期の措定が求めら

れることになるからである。幸い、ガネル教

授（ニューヨーク州立大学）とファー教授

（ミネソタ大学）というアメリカ政治学史の

代表的研究者との交流も得ており、昨年

（2004年）夏に20日間ほどガネル教授のもと

で過ごし、彼のアドバイスを受けることがで

きたし、彼の著書の訳出からも示唆を受けて

いた（『アメリカ政治理論の系譜』ミネルヴ

ァ書房、2001年）。

第２部では、ベントレー、メリアム、ラス

ウェル、イーストン、ダール、新国家論者

（ネオ・スティテスト）たちについて、それ

ぞれの理論的特徴の整理にあてている。各研

究者論については、それぞれに執筆過程の思

My Book

自著紹介

自著『アメリカ政治学史序説』を語る

中谷　義和　NAKATANI Yoshikazu

『アメリカ政治学史序説』
立命館大学法学部叢書（第７号）

中谷 義和 著

ミネルヴァ書房

2005年３月発行

￥5,775（税込）

６/24政治研究会にて



い出がある。とりわけ、メリアムについては、

その感が深い。というのも、トロント大学で

の在外研究期（1994年秋～1995年秋）に、メ

リアム政治学を研究の対象のひとつに設定す

るとともに、帰国後、当時の院生たちの協力

も得て、彼の『政治学の新展開』（1925年、

三嶺書房、1996年）を訳出ししているが、今

度の著書に所収のメリアム論は、その「解説」

に付したものであるからである。また、イー

ストンとダール論にも同様のものがある。と

いうのも、本学に転任した折に（1987年）、

「戦後アメリカ政治学」を概括してみようと

思い、まず、戦後政治学の旗手となる若き日

の両者の研究の足跡を辿ることから出発した

からである。当時は、1930～40年代における

両者の政治学的営為は学会においても不鮮明

なままにあり、その代表的理論である「ポリ

アーキー」論と「システム」論のみが紹介さ

れていただけに、学位論文を中心とした彼ら

の政治学的営為の理論像を描き、その後の展

開と脈絡化に苦労したことを覚えている。

また、第２部で個別研究者の政治学的特徴

を明らかにすることに努めはしたが、やはり、

作業に濃淡をとどめざるをえなかった。とり

わけ、ラスウェルについては、彼の政治学の、

政策科学への方法論的移行の内在的脈絡をう

まくたどることができなかったし、新国家論

者たちについては、「ミリバンド─プーラン

ザス論争」も再検討されているだけに、新国

家論者たちの「国家」概念の批判的検討を深

めるべきであったと思っている。

この書はアメリカ政治学史の概括を試みた

ものであるが、その際に、政治学の「アメリ

カ化」の、あるいは、広くアメリカ政治学の

内実をどのように考えるべきかということが

念頭を離れなかった。この点では、ガネル教

授の示唆も踏まえて、一応、多元主義的自由

主義とその民主政論への転化をアメリカの政

治と政治学の主潮流であったと、また、アメ

リカ政治学者もこの方向でアメリカ政治のイ

メージを描くとともに、その方向の定着化を

期してきたと考えた。だが、こうした概念そ

のものが学史と歴史のなかで意味変化を経て

いるだけに、その内実を措定することはきわ

めて困難な作業とならざるをえない。とりわ

け、この作業は、特異な国家形成史を経たア

メリカの政治学史をどのように整理するの

か、最も進んだ資本主義国家の政治像にどう

迫りうるのかという問題と結びついているだ

けにきわめて重い課題であると思っている。

この課題は、目下の「形成期のアメリカ政治

学」の執筆のなかで改めて考えてみたいと、

また、訳出過程にあるガネルの『アメリカ政

治像の構成（ Imagining the American

Polity）』（仮題）からも学びたいと思ってい

る。ともあれ、アメリカ政治思想史ないし政

治学史の分野については、『アメリカ南部危

機の政治論―J・C・カルフーンの思想』

（御茶の水書房、1979年）、『草創期のアメリ

カ政治学』（2002年）に続いて３冊目の単著

を出版しえたことで少しは「形成期」におけ

る「アメリカ化」の内実に迫りうる手がかり

をえたのではないかと思っている。

最後になったが、本書の出版にあたり、

「法学会」の援助を受けたことに改めて感謝

の意を表する。

（なかたに・よしかず　政治学）
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６/24政治学研究会の様子

自著について

語る筆者
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一　本書の成り立ち

本書は、2001年度から2003年度にかけて行

われた立命館大学人文科学研究所プロジェク

ト研究（Ａ）「『日本型』社会を問い直す」に

おける研究会活動の成果を一書にまとめたも

のである。研究会の代表者は文学部の桂島宣

弘教授であり、私は、人文科学研究所専任研

究員として、本研究会の事務局的な役割をさ

せていただいた。桂島教授は本研究会の研究

活動を３年間にわたって中心的に担われると

ともに、出版事情が厳しい中での出版社との

交渉、出版資金の獲得、そして執筆者の確保

等、本書の出版についても多大な尽力をされ

た。本書がこうして公刊することができたの

は、桂島教授の献身的な努力に負うところが

大きい。したがって、本書の編者については、

「大平祐一・桂島宣弘編」というよりは「桂

島宣弘編」と表示した方が実態を正しく反映

するように思われる。

二　本書のねらい

本書のねらいは「はじめに」で次のように

述べられている。『戦後、「日本型社会」が幾

度となく問い直されてきた。それは、否定的

に語られる場合もあれば、肯定的に語られる

場合もあったが、実はそれらがどのように語

られてきたかが、そのまま当該期の時代像を

映し出してきたともいえる。現在、21世紀を

迎え、グローバリゼーションが語られている

中で、「日本型社会」は根底的な見直しにさ

らされているが、以下にのべるように、グロ

ーバリゼーションに随伴する形でのナショナ

リズム＝「日本型」言説が、むし返し的に、

あるいは新たな様相で語られようとしてい

る。本書は、これまで「日本型社会」につい

て蓄積されてきた諸研究を、さまざまな見地

から再検討すると共に、現段階での「日本型」

への問いかけに対して、学際的な研究やポス

ト・モダン的研究とも関連させつつ、批判的

視点を構築していくことを目指している。そ

れは、「日本型」という言説の歴史的・政治

的位相を明らかにすると共に、グローバリゼ

ーションとナショナリズムについても、現在

の研究を総括し、新しい視点を提示すること

になるだろう。』

My Book

自著紹介

『「日本型社会」論の射程
─「帝国化」する世界の中で─』について

大平　祐一　OHIRA Yuichi

『「日本型社会」論の射程
─「帝国化」する世界の中で─』

大平 祐一、桂島 宣弘　著

文理閣　2005年４月発行

￥4,200（税込）



四　拙稿の紹介

以上、合計16の論考が収録されている。第

Ⅰ部は、ナショナリズム、日本文化論、近代

国家論に関する理論的、方法論的問題を論じ

たものであり、Ⅱ部は、日本、日本的、日本

型という視点からの江戸時代に関わる研究で

ある。Ⅲ部は、近代以降の日本、日本的、日

本型に関わる研究である。その内容は、日本

史学・日本思想史学を中心に、哲学、宗教学、

経済学、社会学等、多岐の分野にわたってい

る。ここではその一つ一つの論考を紹介する

ことは紙数の都合でできないので、このニュ

ーズレターの読者が主として法学部・法科大

学院関係者であることに留意して、収録論文

中の唯一の法律関係論文である拙稿について

簡単に触れさせていただいて、本書の紹介に

かえさせていただくことにする。

拙稿は、刑事訴訟法学者松尾浩也氏のいわ

ゆる刑事手続の「日本的特色」の連続性につ

いて吟味・検討したものである。松尾氏は、

刑事手続の「日本的特色」（取調中心主義、

起訴便宜主義、有罪確保主義）が江戸時代か

らの連続性を有することを強調された。しか

し、江戸時代の刑事手続の特色叙述にさいし

ては、これら三つの特色の持つ負の側面（問

題点）が捨象されていた。日本法史研究では

これら三つの特色について、負の側面も指摘

されていたが、松尾氏の論述ではその部分へ

の言及は見られなかった。
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三　本書の内容
このようなねらいのもとに編纂された本書の内容は次の通りである。

Ⅰ部
第１章　ナショナリズムと文化研究─戦後日本文化論の何が問題なのか─

樋口浩造
第２章　近代日本における公権力と「国民主権」の社会哲学

小関素明

Ⅱ部
第１章　「日本的特色」の歴史的探求について─「精密司法」と江戸幕府の刑事手続について─

大平祐一
第２章　近世（朝鮮王朝後期・徳川日本）における日朝自他認識の転回

桂島宣弘
第３章　儒学の日本化論をめぐって

石黒　衛
第４章　雨森芳洲と通信使─「誠信外交」論再考─

李　豪潤
第５章　徳川日本における塩引鮭の普及─近世末期庶民食物史の裏面─

秦野裕介
第６章　攘夷と奉勅─「違勅問題」期の一橋慶喜─

奈良勝司

Ⅲ部
第１章　国語施策の展開と「日本型」社会

山東　功
第２章　天皇〈家族〉の表象と新聞付録

長志珠絵
第３章　沖縄カラテをめぐる歴史記述

武知正晃
第４章　日本文化論の陥穽─高山岩男における〈生む・作る・成る〉の論理をめぐって─

服部健二
第５章　現代日本企業社会における労働者の歴史的位置

長島　修
第６章　グローバル化時代の日本政治行政システム

堀　雅晴
第７章　留学生の「日本社会」観、「日本社会」の留学生観

─20世紀初頭と21世紀初頭の中国留学生を中心に─ 見城悌治

付編　戦後韓国における日本知識人観 李　元範
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たとえば、取調べ中心主義についていえば、

従来の日本法史研究では、江戸時代における

犯罪事実の認定手続は「極端に粗悪である」

と指摘されていたのに対し、松尾氏は、江戸

時代の刑事手続について、「丹念な取調」と

いう認識を示された。起訴便宜主義、有罪確

保主義についても、従来の日本法史研究では、

江戸時代におけるその問題点を指摘してい

た。しかし、松尾氏の叙述には、それらにつ

いての言及は見られなかった。

上記三つの特色について、負の側面の叙述

が見られないということは、氏が「連続性」

を強調する場合、それは正の側面（積極面）

の連続性であったということになろう。そう

であるとすると、連続性をたどって行き着く

現代の刑事手続の「日本的特色」、すなわち

「精密司法」も、正の側面を述べたものとい

うことになろう。拙稿で問いかけたかったの

はこの点であった。

もしこのように言えるとすると、（１）「精

密司法」論が、氏の言われる「良いか悪いか

という価値判断を含めないで、事実としての

傾向を意味」するもの（拙稿76頁）、と言え

るのかどうか疑問になろう。さらに、（２）

「精密司法」論が現実の正の側面を述べたも

のであるとすると、現実の負の側面の叙述が

欠落することになるのではなかろうか。そし

て、（３）もし、現実の負の側面の叙述が欠

落することになると、「精密司法」論につい

て、氏のいわれるような「現実を客観的に把

握」するもの（拙稿76頁）、という具合に言

うことは、少し誤解を招きやすいように思わ

れる。もし、そのように言う場合は、「現実

のある側面の」という限定詞が必要ではなか

ろうか。

拙稿では、（１）（２）（３）は明示的に述

べてはいないが、拙稿の論旨をつきつめてい

くと、このようなことが言えるのではあるま

いか。この意味で、拙稿は「精密司法」論を

批判的に吟味するものという意味合いをもっ

ている。

ところで、江戸時代の刑事手続につき、取

調中心主義、起訴便宜主義（萌芽的な）、有

罪確保主義という分析視角を導入された点

は、松尾氏の功績といえよう。この分析視角

の導入により、実定法学と法史学とのあいだ

に実りある対話が展開される可能性が一層強

まったように思われる。江戸時代の法を研究

する者にとって、この可能性を現実性に転換

することが今後の課題であろう。

さらにまた、「極端に粗悪である」と従来

の日本法史研究において指摘されていた江戸

時代の犯罪事実の認定手続について、別の視

点からの光を当てることができないかどうか

検討することも、今後の課題であろう。歴史

現象は、多くの場合、負の側面（問題点）だ

けではなく正の側面（積極面）をも合わせも

つからである。

五　謝　辞

最後に、本書の出版については、立命館大

学人文学会の出版助成金の交付をうけた。こ

こに記して感謝の意を表したい。また、本研

究会の研究活動を支えて下さった研究支援セ

ンターの皆さんにも、この場をお借りしてお

礼を申し上げたい。

（おおひら・ゆういち　日本法史）

大平祐一先生
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郵政民営化が政局の一大焦点となってきて

いる。日本が当面する多くの課題のなかでこ

れだけが大きく取り上げられ、それをめぐる

「戦況」報道がテレビの画面を支配する、と

いう状況には、むしろ危険なにおいすら感じ

ざるをえない。が、現在進められている行政

の「民営化」が、国のあり様、社会構造（地

域のコミュニティも含めて）のあり様を根本

から変えてしまう、そういう性格のものであ

ることは、事実である。

この行政の「民営化」論は、ある場合には、

「国民国家」の黄昏と関連させて語られる。

グローバリゼーションの中での国家の役割の

相対的低下、そして社会のガバナンスにおけ

る国家の役割の相対的低下、等々。特に後者

については、しばしば「国家はもう公共性を

独占するものではありえない」といわれたり

する。そして、この流れの中で、ある種の経

済学が強い影響力を及ぼしていることも、よ

く知られている。

しかし、そうであればこそ、従来行政機能

とされてきた権限・機能を民間に委ねるとい

うことはどういうことか。それにはどのよう

なタイプがあるか。そのことに憲法上の限界

がないか。どういう形式で、どういう手続で

行うべきか。それを委ねられる団体はどうい

うもので、その組織原理として、どのような

ものが要求されるか。権限・機能を委ねた後、

それが適切に行われるための国家の担保義務

はどう果たされるか。その後の、様々な利害

関係にたつ市民の権利はどこでどのように保

障・実現されるか。これを支える市民とその

コミュニティの展開はどうか。そこではどう

いう価値が形成されうるか。法学・政治学の

視点からの検討が要請されていると思う。ま

た、こういう地道な検討を経ずして、これか

らの国家像・社会像は形成されないだろう。

もちろん、そのような視点からの成果もいく

つか出されている。しかし、研究全般の中で、

ましてや社会の大きな流れの中では、このよ

うな視点からメスを入れる試みはまだ大きな

動きにはなっていない。もっと大きくしなけ

れば、という思いがある。

™

ただ、このような研究書を、今、この時点

でまとめようとした最大の契機は、田村悦一

先生の古稀を祝うためであった。

My Book

自編著紹介

『「民」による行政─新たな公共性の再構築』

安本　典夫　YASUMOTO Norio

『「民」による行政―新たな公共性の再構築』

小林 武・見上 崇洋・安本 典夫編著

法律文化社　2005年４月発行

￥5,460 （税込）
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先生は、1961年10月に立命館大学法学部に

赴任された。そしてそれ以来、研究、教育、

学内行政に奮闘してこられた。迫力のある名

調子の講義は評判だった。またそのためにも、

講義のある日は早朝に声を出してリハーサル

をして、ノートをいちいち見なくてもいいよ

うにして講義に臨むというような努力をされ

ていたとか。また、学生の面倒見もよく、ゼ

ミの学生はもちろん、サークル（法律相談部）

や講義その他で知り合った学生も、気軽に自

宅に招かれてごちそうになることも多かった

ようだ（これはむしろ奥様が大変だったと思

うが‥‥）。

そして、1996年４月、政策科学部創立にあ

たり、故山下健次先生等とともに、新設学部

の中心的まとめ役として法学部から移籍し、

2002年３月まで、つまり大学院政策科学研究

科完成年度まで（特任教授時代を含めて）勤

められた。この間も、研究・教育・学内行政

に、法学部時代と同じように‘全力疾走’を

続けられたようである。

こういうことで、法学部時代の後輩、そし

て教えを受けた大学院卒業生、そして政策科

学部時代の後輩を中心とした執筆者によっ

て、この本が書かれた。編集も、大学院法学

研究科卒業生の小林武（愛知大）、政策科学

部の見上崇洋、法学部の安本があたった。も

っとも、実務面では田村門下の木藤伸一朗氏

（京都学園大）に随分担ってもらった。

ただ、出版事情は、周知のようにきわめて

厳しい。先生の近影、略歴・主要著作目録を

掲載した「特装本」と、それらのない「市販

本」の二本建てでいくことになったのも、そ

のためである。それにしても、法律文化社に

はよく出版を引き受けていただいた、と感謝

している。

£

それに、ゼミ卒業生の会の「田村会」には

大きく支えてもらった。田村会は、各卒業年

次ごとに幹事がいて、各期幹事がその期の卒

業生に連絡をとる、そして全体幹事会があっ

て会全体の取りまとめをする、という仕組み

になっているという（最近、全体幹事会を構

成する役員が、第１～５期から第６～10期へ

と政権移譲があったということである）。私

との連絡にもっぱらあたっていただいたのは

三原茂樹氏（第２期）であったが、随分お手

をわずらわせてしまった。

この本の出版祝賀・贈呈も、田村会による

古稀祝賀会の一環として行われた。2005年4

月10日、会は、参加者は全国から約140人と

いうにぎやかに催された。

（やすもと・のりお　公法）

田村悦一先生
（バックは似顔絵入りのゼミ旗）
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立命館ロー・ニューズレター42号（2005年9月）

『離婚判例ガイド　Case G』
二宮周平・榊原富士子　著
有斐閣　　2005年６月発行
￥2,940（税込）

『現代の裁判　有斐閣アルマ―Basic』
市川正人ほか　著
有斐閣　　2005年７月発行
￥1,785 （税込）

『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）

新

刊

図

書
『日韓国際相続と税－理論・実務・Ｑ＆Ａ』
三木義一ほか　著
日本加除出版　　2005年７月発行
￥3,200（税別）

■法学部定例研究会：

05年07月09日 立命館土曜講座：生田勝義氏「汚職問題と人間の安全保障」

05年07月11日 ジェンダー研究会：岡野八代氏「『ジェンダー化する社会』（姫岡とし子著，

2004年）を読む」

05年07月15日 グローバリゼーションと公共性：樋爪誠氏「地域統合と国際私法─ヨーロッパ

の視点から─」

05年07月18日 金融法研究会：大垣尚司氏「住替型リバースモーゲージ─公的終身借上げ制度

について─（続）」

05年07月23日 立命館土曜講座： 野尋之氏「国際テロリスト取締りと法の支配─イギリスの

経験から─」

05年07月28日 民事法研究会：松久和彦氏「ドイツにおける夫婦財産制の研究」

05年07月30日 立命館土曜講座：上田 氏「わが国における外国人犯罪の問題」

05年08月03日 国際学術交流研究会：C.G.Weeramantry氏「国際法と多分化主義」

Media
Coverage

学術交流・研究活動

（2005年7月～8月）
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編 集 後 記

ニューズレター35号から毎回トップを飾るロース

クール特集も８回目を迎え、連続企画としての風格

さえ出てきました。皆さんのご協力に感謝申し上げ

ます。さらに今回は、いつもにまして科研プロジェ

クト報告、自著紹介など研究に関する記事が大変充

実しております。これは立命館大学法学部・法科大

学院の教育のみならず研究力の充実ぶりを内外に示

すものであり、編集委員としても大変心強いととも

に、誇りに思います。今後も、「この誇り」を皆さ

んにお伝えしていけるよう頑張って参りますので、

変わらぬご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

編集委員　臼井　　豊


