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１．これまでの活動と成果

２．外部の評価の一端

３．日独法学学術交流の成立まで

４．意義とそれに伴う困難　──　その一：時代を超えて通底する難しさ

５．意義とそれに伴う困難　──　その二：日独法学交流継続の危機と再構築

６．いくつかの名誉

７．さいごに

　本学法学研究科とフライブルク大学法学部のスタッフにより行われてきた、日独法学シンポ

ジウムの活動と意義とについて、ここに紹介して、記録にとどめる。

　

１．これまでの活動と成果

　日独法学シンポジウムが実際に最初に開催されたのは、1991 年 7 月 4 日から 6 日までの三

日間、マックス・プランク外国刑法国際刑法研究所においてのことである。本稿のタイトルに、

「1991 年～」という副題をつけた所以である。以来、当初は二年に一度、ある時期からは三年

に一度ほどのリズムで、大阪市立大学法学部およびフライブルク大学法学部のスタッフを中心

とするメンバーにより、交互に会場を移して、これまで全部で 9 回のシンポジウムが開催され

てきた。大阪で開催される場合には、広く学外の研究者や市民にも学問的な討論の雰囲気を伝

えることも試みた（1）。その成果は、2016 年 4 月にフライブルク大学で開催されたものを除い

てすべて、日独双方の言語で単行本として公表された。活動とその成果は、以下の通りである。

≪論文≫

日独法学シンポジウム　－ 1991 年～ *
　　　

守　矢　健　一

───────────────────────────────────────────────
　＊　本稿は、もともと 2016 年 11 月 8 日に、大阪市大の会合である「学術戦略会議」において行った報

告のための原稿である。公刊に当たって、最小限の修正を行った。
　（1）　第二回シンポジウムは大阪で開催された。当時まだ学術情報総合センターがなく、大阪商工会議所

の大ホールで市民向けの講演会を実施し、翌日からＫＫＲホテル大阪で専門分野の報告と討論を行っ
た。大阪での開催は市民に成果を公開することにも留意した。学術情報総合センターのオープン後は
大学を会場にすることができ、大阪市立大学の状況を来客の方々に披露する機会も得た。
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第一回：1991 年 7 月 4 日～ 6 日（フライブルク）

　石部雅亮・松本博之編『法の実現と手続』（信山社、1993）

　K. Kroeschell （Hg.）, Recht und Verfahren, 1993.

第二回：1993 年 9 月 18 日～ 22 日（大阪）

　石部雅亮・松本博之・兒玉寛編『法の国際化への道』（信山社、1994）

　K. Kroeschell / A. Cordes （Hg.）, Vom nationalen zum transnationalen Recht, C. F. Müller 

1995.

　

第三回：1995 年 9 月 20 日～ 23 日（フライブルク）

　松本博之・西谷敏編『現代社会と自己決定権』（信山社、1997）

　D. Leipold （Hg.）, Selbstbestimmung in der modernen Gesellschaft aus deutscher und 

japanischer Sicht, C. F. Müller 1997.

　

第四回：1998 年 9 月 24 日～ 27 日（大阪）

　松本博之・西谷敏・佐藤岩夫編『環境保護と法』（信山社、1999）

　D. Leipold （Hg.）, Umweltschutz und Recht in Deutschland und Japan, C. F. Müller 2000.

　

第五回：2001 年 9 月 5 日～ 8 日（フライブルク）

　松本博之・西谷敏・守矢健一編『インターネット・情報社会と法』（信山社、2002）

　D. Leipold （Hg.）, Rechtsfragen des Internet und der Informationsgesellschaft, C. F. Müller 

Verlag, 2002.

　

第六回：2005 年 3 月 31 日～ 4 月 3 日（大阪）

　松本博之・西谷敏・守矢健一編『団体・組織と法』（信山社、2006）

　D. Leipold （Hg.）, Verbände und Organisatioinen im japanischen und deutschen Recht, Carl 

Heymanns Verlag, 2006.

　

第七回：2009 年 2 月 18 日～ 21 日（フライブルク）

　松本博之・野田昌吾・守矢健一編『法発展における法ドグマーティクの意義』（信山社、

2011）

　R. Stürner （Hg.）, Die Bedeutung der Rechtsdogmatik für die Rechtsentwicklung, Mohr 

Siebeck 2010.

　

第八回：2012 年 3 月 23 日～ 25 日（大阪）
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　髙田昌宏・野田昌吾・守矢健一編『グローバル化と社会国家原則』（信山社、2015）

　R. Stürner/ A. Bruns （Hg.）, Globalisierung und Sozialstaatsprinzip, Mohr Siebeck 2014.

　

第九回：2016 年 4 月 6 日～ 8 日（フライブルク）

　Tradition und Innovation im Recht（法における伝統と革新）

　　現在、日独双方において、公刊に向けて作業中。

　

　

２．外部の評価の一端

　日独法学交流が本学法学研究科及びフライブルク大学法学部のスタッフの間で行われるに

至った経緯、そして 25 年という長い期間に亘って継続し、今年もフライブルクにおいて今後

の継続の意思を相互に確認しあい、成果の公刊に向けて尽力している、ということの意義を、

簡潔に説明するのは容易ではないし、当事者にはそもそも不可能である。

　ただ、この業績は、日本に類例を見ないものと評価されている。

　第一に、先年、惜しくも逝去された比較法の大家、北大名誉教授の五十嵐清（1925-2015）

による評価をここに紹介しよう（2）。

　比較法の最良の教科書であるその『比較法ハンドブック』（勁草書房、第二版、2015）にお

いて、五十嵐は「日本と外国の特定の大学間で交流のための協定が結ばれ、その一環として法

学について定期的なシンポジウムが行われる例」の「代表例として、1991 年に始まる大阪市

立大学法学部とドイツ・フライブルク大学法学部との交流」を挙げている。「両学部のスタッ

フは、数年ごとに重要テーマについて国際シンポジウムを開き、その成果を日独両語で出版し

ている」（61 頁）ことにも言及している。

　五十嵐の遺著『ヨーロッパ私法への道』（悠々社、2016）においては、「日独間には特定大

学間の交流がめざましく、とりわけ大阪市大とフライブルク大学の交流が有名である」（17 頁）

という記述が見られる。

　なお、五十嵐はすでに、平成 15 年（2003）に本学法学研究科・法学部が作成した『外部評

価報告書』に寄せた「外部評価書」（非売品）に次のように書いておられる：「まず研究面ですが、

私はかねがね貴学は研究能力の高い法学者を数多くスタッフに集めておられることを、何より

も高く評価しています（これは学界の通説と思います）。その中心を占めるのは、いうまでも

なくドイツ・フライブルク大学との交流シンポジウムであり、すでに 4 回（5 回？）にわたり
───────────────────────────────────────────────
　（2）　五十嵐は、北大法学部に 1950 年 4 月に比較法担当の助教授として赴任することによって、わが

国初の比較法講座担当教員となった方であり、その後、日本を代表する比較法学者の一人となった。
以上の点について、山田卓生他編『ある比較法学者の歩いた道──五十嵐清先生に聞く』（信山社、
2015）、114 頁以下；小川浩三「五十嵐清教授の経歴と業績」北法 39（1989）1969-1972 頁所収、特
に 1969 頁。
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隔年に行われ、その成果が日本語版だけでなく、ドイツ語版でも刊行されていることは、なが

らくドイツ法を専攻してきた私にとっては、信じられない業績です。このために費やされたエ

ネルギーの量を考えると、他になにも業績がなくても、法学研究科として十分に存在意義があ

ると思います」。

　第二に、最近の、大学の外部評価の記述を紹介しておく。平成 27 年度に実施された独立行

政法人大学評価・学位授与機構「大学機関別選択評価評価報告書」（平成 28 年 3 月）によれば、

本学術交流について次の評価が与えられている：選択評価事項 A について、および A-2- ③の

項目について、大学全体について総合的に優れた点の一つとして「法学部・法学研究科につい

て、20 年以上にわたって日独法学シンポジウムを定期的に開催し、その成果を日独双方で刊

行するなど、法律学分野における重要な国際学術交流に着実な成果と実績を挙げている」（11

頁、26 頁）ことが指摘された。こちらの評価は、単に資料的な価値以上の意味を持つわけで

はなかろう。

　

　

３．日独法学学術交流の成立まで
　

　この法学学術交流のアイディアが生まれたのは、1980年代後半である。当時、本学法学部

スタッフは、ドイツ法との比較を一つの核とした重厚な布陣をなしていた。商法学の古瀬村邦

夫（1928-2002）、刑事訴訟法の光藤景皎（1931- ）、欧州政治外交史の山口定（1934-2013）

は、ドイツ学に造詣ある長老として日独学術交流を個別にも推し進めていたし、当時の若手な

いし中堅として、刑法の浅田和茂（1946- ）、労働法の西谷敏（1943- ）、民事訴訟法の松本博

之（1946- ）、そして民法の瞠目すべき新進だった兒玉寛（1954- ）がいた。

　こうした布陣の精神的支柱として、ドイツ法を担当する石部雅亮（1933- ）が居た。石部は、

戦後の代表する優れた民法学者の一人である磯村哲（1914-1997 京大）（3）の指導を受け、香川

大学法学部に赴任した後、1963 年にドイツ法担当助教授として市大に赴任する。かれは、基

礎法学的な研究をドイツ近代法史について深め、1980 年代にはとくにそのサヴィニー研究に

ついて最新の成果を日本語やドイツ語で公表し、注目を集めていた。さて、かれは 1965 年

から 67 年まで、フライブルク大学の著名な法制史学担当教授ティーメ（Hans Thieme, 1906-

2000）およびボン大学の法制史学担当教授コンラート（Hermann Conrad, 1904-1972）の下で

最初の留学を行い、そこで将来の法制史学を担う若手と知り合う。1972 年には再びフライブ

ルクにおいて在外研究に従事する。ドイツの研究者との学問的交流は深まっていった。東の日

独法学交流が東京大学法学部でドイツ法を担当した村上淳一（1933-2017）によって推し進め

───────────────────────────────────────────────
　（3）　かれについては、このシンポジウムで紹介したことがある、守矢健一「日本における解釈構成探求

の一例：磯村哲の法理論の形成過程」松本・野田・守矢編『法発展における法ドグマーティクの意義』
（2011）、3-25．
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られたとすれば、西は、大阪市大の石部雅亮が牽引するという構造が築かれた。しかも村上と

石部は密接な協力関係に立っていた（4）。

　1980 年代にフライブルク大にあって西洋法制史学の担当教授は、すでに「押しも押され

ぬドイツ法史学界の第一人者」（5）であったクレッシェル（Hans Kroeschell, 1927-）だが、か

れはティーメの高弟にもあたり、予てより石部と親交を持っていた（6）。これを土台にかれら

は日独シンポジウムの構想を話し合う。しかしクレッシェルがフライブルク大学法学部で単

独行動をしていたのではなく、民法学のミュラー・フライエンフェルス（Wolfram Müller-

Freienfels, 1916-2007）（7） や民事訴訟法学のアーレンス（Peter Arens, 1933-1991）、刑法学

のエーザー（Albin Eser, 1935- ）、法哲学のホラーバッハ（Alexander Hollerbach, 1931- ）が

周囲を固めて協力体制にあった（8）。ドイツの大学の法学部は学科ごとに建物も分かれているか

ら、こうした同僚同士の連携は珍しいことである。だが、フライブルク大学法学部には優れた

研究者が集っており、日本からも多くの法学研究者が留学に訪れていた。したがって、フライ

ブルクの法学教授たちには、石部をはじめとする有力な日本の法学研究者と親交を持っている

者も少なくなく、日独法学交流の意義を確信しており、このことが決定的であった。1980 年

代には、既に国際学術交流は行われてはいたものの、それはなお西洋から日本へ、という一方

通行型が主流をなしていた。これに対し、石部をはじめとする本学法学部の上記の教員たちは、

ドイツ法に深い理解を持ち語学力にも欠けていなかったために、フライブルク大学側の有志と

の知的なコミュニケイションの密度が高かった。このことを基礎として、一方通行型の国際学
───────────────────────────────────────────────
　（4）　たとえば、比較国制史研究会の構成員としての共同研究に、その協力関係の徴表を見ることができ

る。
　（5）　石川武「訳者あとがき」K. クレッシェル / 石川武監訳『ゲルマン法の虚像と実像』（1989）、385-

396 頁所収、とくに 387 頁。
　（6）　クレッシェルは当時ゲティンゲンに居り、ティーメの薦めで石部がゲティンゲンを訪れた。
　（7）　ミュラー・フライエンフェルスについて、例えば、村上淳一「草創期の日独法学会と Müller-Freienfels

教授」日独法学 26 号 (2009)、72 頁；石部雅亮「ミュラー・フライエンフェルス教授を偲ぶ」法学雑
誌 54 巻 (2008)、1735?1736 頁参照とくに、1736 頁：「忘れてならないことは、フライブルク大学法
学部と市大法学部とのパートナーシャフトに基づく国際シンポジウムの創設である。これは、1991
年にはじまり、回を重ねるごとに、その成果はドイツと日本でそれぞれ公刊されてきた。クレッシェ
ル教授ほか三人の同僚の実行委員会が作られたが、学部の最長老であったミュラー・フライエンフェ
ルス教授の心強い支援は、重要な役割を果たしたといってよいであろう。人間的魅力に富んだ人柄は、
多くの日本人研究者をフライブルクに惹き付け、日独の法学交流の大きな輪を作った」。

　（8）　石部・松本「編者はしがき」、『法の実現と手続』石部雅亮・松本博之編、信山社 1993、i-iii 頁所収、
とくに ii、には以下のような記述がある：「学部提携およびシンポジウムの開催については、フライ
ブルク側は、クレッシェル教授（法制史）を中心に、ホラーバッハ（法哲学）、エーザー（刑法）、アー
レンス（民事訴訟法）の諸教授が交流委員会を作って準備された。しかし、91 年 12 月には、痛恨極
まりないことであるが、アーレンス教授が急逝され、そのあとをライポルド教授が引き継がれた。［中
略］さらに、フライブルクには、ティーメ教授やミュラー・フライエンフェルス教授などのように、
はやくから日本の研究者に接して、支援と激励を惜しまれなかった先達がおられ、それらの方々の暖
かき配慮がここに結実したということができる」。
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術交流にとどめておくべきでないことが、フライブルク側のスタッフもよく理解されていた。

双方向型の学術交流の確立が、当初から目指されていたわけである。フライブルク大学側の上

記の同僚はクレッシェルを、市大側の同僚は石部を、よく支えた。同僚間を競争させることば

かりが、研究科内部の研究を活性化させる方途ではない、ということをこの例は示している。

　以上の経過を踏まえてフライブルク大学（正式には Albert-Ludwigs-Universität Freiburg）

法学部と本学法学部（当時）の提携がなり、1991 年 7 月に第一回のシンポジウムが開催される（9）。

「提携にあたって、これをたんに友好的、儀礼的なものに終わらせることなく、実質的に意味

のあるものにしたいというのが、双方の一致した希望で」ある、ということが、シンポジウム

の成果を示す第一巻目の論文集のはしがきに記されている（10）。そしてここに示された「双方

の一致した希望」が、この日独法学学術交流を今日まで支える拠り所となった。

　なお、費用については、できる限り、渡航の費用は訪問側、会議中の滞在費は受入側が負担

するということになった（11）。

　

　

４．意義とそれに伴う困難　――　その一：時代を超えて通底する難しさ

　日独法学学術交流を実現するうえで、克服すべき困難は、いくつかある。それらの困難は、

しかし大きな意義と結びついており、克服するに値する。

　そもそも法学学術交流は、全学から見れば法学研究科だけが行う交流活動、ということにな

るかもしれない。しかしこのシンポジウムでは、法学研究科に属する法と政治の諸領域の全体

をカバーする問題を扱うことを心掛けており、ここに大きな特徴がある。例えば憲法や行政法

といった、特定の法分野だけに限った国際シンポジウムの数は最近、少なくない。法と政治の

全体領域を押さえるシンポジウムは、管見の限り、本学とフライブルク大学との間に行われる

それと、東大を中心とするメンバーとテュービンゲン大学の法学部との間に行われるシンポジ

ウムだけであろう（12）。

　このような形式のシンポジウムの場合、シンポジウムのテーマをあまり厳格に定めると、シ

───────────────────────────────────────────────
　（9）　なお、提携にあたって、形式的な協定書は存在していない。

（10）　ミュラー・フライエンフェルス、アーレンス、クレッシェルと石部との話し合いの席上で、フライ
ブルク側が一致してそのことを述べたようである。

（11）　参照、浅田和茂「学部提携日独シンポジウム『法と手続』」(1991 年初出 )、同『遠ざかる風景』（2016）、
93-96 頁所収、94 頁。費用確保の困難はつねに双方とも付きまとったが、それでも遠足を組み入れる
など、参加者と大学関係者の交流の実をあげることに意を注いできた。遠足の場で、実質的な議論が
行われたり、次回のシンポジウムに向けた提案が行われたりすることも少なくないのである。

（12）　日本側は、当初、村上淳一と塩野宏（1931- ）が支柱であり、途中から北川善太郎（1932-
2013）が加わる。現在は、磯村保（1951- ）と神作裕之（1962- ）が本シンポジウムを牽引して
いる。ドイツ側は、Th. Oppermann（1931- ）とK. W. Nörr（1935- ）が当初の牽引役をつとめ、
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ンポジウムに参加しやすい領域とそうでない領域とに分かれてしまう。そこで、最初から、テー

マとしてはある意味では敢えて《漠然とした》ように見える課題を設定してきた（13）。単にお

おざっぱだというわけではない。例えば第一回の「法と手続」という課題の背後には、実体法

と手続法とを区別する伝統的でドイツ的な思考法は、もはや限界に達したのではないか、法を

もっと手続法を中心に考えたほうがよいのではないか（14）、その際、日本のように、根回しを

重視する手法は参考になるのではないか（15）、といったことが理論的にまた比較文化的に盛ん

に言われていた。そうした言説を、ドイツと日本における実定法の具体的問題に即して、実地

に点検する、という意味を、本シンポジウムは持ったのである。

　そのほかの回についても、その都度、法的政治的にアクチュアルであるだけでなく、理論的

にも要求度の高い課題を設定し、その課題を単に基礎理論的にのみ探求するのではなく、具体

的な事例に即して考究しようと試みてきた。もちろん、ジャーナリスティックな意味でのテー

マの魅力と広がりにも、一定の顧慮を行ったことはいうまでもない。

　こうしたことが可能となったことの基礎として、市大側についていえば、本学法学研究科ス

タッフが、日常的に、狭い研究範囲を超えて共同の研究会を開催しているということを挙げる

ことが許されようか。成果を書物として公刊する作業を一年ほどかけて終えると、直ちに次回

（2 年後）のシンポジウムの全体テーマを決めるための会合を 2、3 回持つ。それを以てドイツ
───────────────────────────────────────────────
　　　　H. D. Assmann（1951- ）が右に加わった。現在は、M. Nettesheim（1962- ）と M. Gebauer（1963-）

の 二 人 が 支 柱 と な っ て い る。1988 年 か ら 2000 年 ま で の 活 動 に つ い て、vgl. Oppermann, Th., 
Tübinger Jurisprudenz und Ostasien, in: "Ins Wasser geworfen und Ozean durchquert" Festschrift für 
K. W. Nörr, hg. v. M. Ascheri et al., 2003, 665-678, bes. 666-669, 673-677. こちらのシンポジウム
からも、ドイツ語で、レヴェルの高い研究が収録された論文集が公刊されている。但し、日本語の
論文集は公刊されていない。その成果を、ここにまとめておこう：Die Japanisierung des westlichen 
Rechts, hg. v. H. Coing, R. Hirano und Z. Kitagawa, 1990; Staat und Unternehmen aus der Sicht des 
Rechts, hg. v. H. Coing, R. Hirano und Z. Kitagawa u.a., 1994; Das Recht vor der Herausforderung 
eines neuen Jahrhunderts: Erwartungen in Japan und Deutschland, hg. v. Z. Kitagawa, J. Murakami 

und K. W. Nürr, 1998; Regulierung ─ Deregulierung ─ Liberalisierung. Tendenzen der 

Rechtsentwicklung in Deutschland und Japan zur Jahrhundertwende, hg. v. Z. Kitagawa, J. Murakami, K. 
W. Nürr u.a., 2001; Das Recht vor den Herausforderungen neuer Technologien, hg. v. K. Asada, H.-D. 
Assmann, Z. Kitagawa, J. Murakami und M. Nettesheim, 2006; Markt und Staat in einer globalisierten 
Wirtschaft, hg. v. H. Kansaku, H.-D. Assmann, T. Isomura, Z. Kitagawa und M. Nettesheim, 2010; 
Alternde Gesellschaft im Recht, hg. v. M. Gebauer, T. Isomura, H. Kansaku und M. Nettesheim, 2015. 
なお、8 回目のシンポジウムが、2017 年 9 月 19 日から 21 日まで、東京大学構内で開催された。

（13）　このことは、上述のテュービンゲンとのあいだのシンポジウムについても妥当しよう。ここに論文
集のタイトルを邦語訳して列挙する：『西洋法の日本化』；『法の観点からみた国家と企業』；『法に対
する新たな世紀からの挑戦』；『規制・規制緩和・自由化　世紀転換期における日独の法発展のいくつ
かの傾向』；『新たな技術の挑戦を受ける法』；『経済のグローバル化の下での市場と国家』；『高齢化社
会の法的諸問題』。

（14）　Teubner, G., Recht als autopoietisches System, 1989, bes. Kapitel 5.
（15）　Die Japanisierung des westlichen Rechts, 1990.
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側の代表と打ち合わせを行い、合意が取れたところから、具体的な準備が開始される。競争的

資金獲得文書の検討、作成、提出を行い、その後、あるいはそれと並行して、報告担当候補者

の報告構想を披露し調整するために、8 回くらいの会合を一年間かけて開催する。シンポジウ

ム参加者以外の法学部スタッフの参加も歓迎される。ときにはかなり厳しい批判的応酬を行い、

そのうえでシンポジウムに臨むのである。このように研究科スタッフ全員の知的相互交流が密

接な法学研究科は、全国の法学研究科でも稀ではなかろうか（16）。シンポジウムの準備以外の

ときにも、何かの機会を捉えて、法学研究科のスタッフで、法政サロンと称される打ち解けた

会合が開かれ、議論を交わしあう雰囲気が現在もある。そうした活動の一環として、むしろ日

独学術交流も位置づけられるものである。

　さて、こうした日独シンポジウムの取組にはしかし困難が伴う。

　第一に、研究テーマが抽象的だと揶揄され、競争資金の獲得には決定的に不利となる。安易

に成果を獲得しようとすれば、課題を絞り込んで、また到達可能な目標を描けばよいだろう。

しかしそれでは、参加できる法領域とそうでない法領域とに大きな差が生まれるし、そもそも、

到達可能な目標を掲げるということは、現状の構造的追認を前提としたうえで、微温的な微調

整の提案を行うことができるに過ぎない、ということであり、アクチュアルな問題の核心を射

抜くことなく終わる可能性が結局は高まる。その意味で、本シンポジウムに継続的に助成を忝

くしている民事紛争処理基金に対しては特にお礼を申し述べる必要がある。また、第 8 回シン

ポジウムにあたっては、本学学術シンポジウム補助も受け、役立てることができたことに感謝

したい。

　第二は、語学の問題である。これはさらに音声の次元と書き言葉の次元とに分かれる。

　シンポジウムは口頭報告だが、議論を日本語で行うことはできない。さればと言って、英

語で行うことも容易ではない。たとえば国家という概念一つとっても、日本語の「国家」と

State, Staat, État とではそれぞれ含意するところが少しずつ、しかし無視しがたい程度に異

なっているから。国際化は、アメリカ英語という単一言語への収斂ではなく、多言語化を帰結

する。現実的に考えても、シンポジウムにおいては、ドイツ語で議論するほかない。一方通行

の交流はだめだと言っても、議論が熱してくると、日本側を置いてけぼりにしてドイツ人同士

で応酬が行われるという情景は、国際シンポジウムに間々みられる。そこに敢えて割って入

り、日本側の参加者に議論への参加の可能性を開くことは容易でなく、ドイツ人をも説得する

だけの学力と語学力と気迫・胆力が要求される。その負担はどうしても日本人が担うほかはな

い。しかしこの一方的な負担を西洋中心主義と批判するのは、安易に過ぎるのであって、非ヨー

ロッパ人が特権的に享受し得る知的な挑戦と受け止めた方がおもしろいのではなかろうか。

　もう一つ、成果は文字にして公刊される。法学政治学の研究では、言語の正確さが絶対的な

───────────────────────────────────────────────
（16）　前副学長の浅田和茂の言葉を引用すれば、それは「全国で本学法学部のみと言って過言ではありま

せん」。浅田和茂「恵まれた 28 年間に感謝」(2008 年初出 )、同『遠ざかる風景』（前掲註 vii）、24-29
頁、特に 26 頁。
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与件である。邦語論文集の編集はもちろん日本側が受け持つが、ドイツ側の報告の翻訳もせね

ばならない。翻訳は、原則としては専門の近い同僚が担当するが、編者はその翻訳にかなり踏

み込んで点検を入れることになる。勿論、誤訳というのは誰にでも必ず起こり得ることで、力

ある学者ほどその怖さを知っている。ときには同僚と編者との間で深刻な対立が生ずることも

ある。しかしここを乗り越えることが、学問倫理の観点から言っても必要なのである。

　ドイツ語での論文公刊についても同じことが言える。ドイツ人に、日本語の論文のドイツ語

訳を丸投げすることは現実的でないから。しかしドイツ留学を経験していない若い参加者（と

くに准教授）にとっては、現在の学問水準の内容の報告をドイツ語で作成することは、ほとん

ど悪夢のような難題であろう。その試練が、高いレヴェルにおける法比較を行う能力を養う側

面がある。教授については、自己責任に委ね、知り合いのドイツ人などにチェックをしてもら

うようにしている。最悪のミスについては、フライブルク側の編集者のチェックにより防がれ

ていると言えるだろう。

　

５．意義とそれに伴う困難　──　その二：日独法学交流継続の危機と再構築

　シンポジウムの伝統が長いということは、それだけの紆余曲折があるということを意味する。

　石部雅亮は 1995 年 3 月に市大を退職し、ドイツ法の講座は民法の兒玉寛が引き継ぐ。兒玉

は 1996 年 4 月に出身の九州大学に戻り、その後任として守矢健一（1967-）がドイツ法担当

助教授に就任したのは 1997 年 4 月である。この間、松本博之が情熱的に日独シンポジウムを

牽引した。それを支えた西谷は 2007 年 3 月に、浅田は 2008 年 3 月に退職。松本も 2009 年 3

月に退職する。他方、2006 年に市大は法人化する。それに先立ち 2004 年に法科大学院が船

出する。法学研究科の内部の空気がややもすれば研究より教育に傾斜しがちになったことは否

めまい（17）。スタッフの数は殆ど増えないまま、法科大学院の設立により講義負担が圧倒的に

増えたからである。また、2008 年以降の、大阪の行政方針の不安定化と連動した（つまり必

ずしも内在的なものでない）大学《改革》の動きが、法学教員の研究と教育への集中を大きく

削ぐ副作用を伴ったことは、否定しがたい。

　ドイツ側は、クレッシェルが 1995 年に名誉教授になった後、民事訴訟法の大家で典雅な知

性ライポルド（Dieter Leipold, 1939- ） がクレッシェルを引き継いだが、かれも 2007 年には名

誉教授となる。その後は、やはり民事訴訟法の大家シュテュルナー（Rolf Stürner, 1943- ）が

これを、彼らしい繊細さと力強さで引き継ぎ、かれの弟子である民法および民訴法の有力な中

堅ブルンス（Alexander Bruns, 1966- ） に引き渡し、社会法のクレバー（Sebastian Krebber, 

───────────────────────────────────────────────
（17）　この仔細について、簡単に記録したものとして、守矢健一「ご挨拶にかえて」法学雑誌 61 巻 (2015)、

487-491 頁所収。この挨拶は、法曹養成専攻創立 10 周年記念講演会開催に当たって、研究科長とし
て行ったものである。
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1963- ）とともにドイツ側の中心となって、現在に至っている。ドイツでも世代交代が進み、

当初の動機が薄れかける時期がなかったわけではなかった。日本の国際的なプレゼンスが低下

し、それにかわって中国が台頭したことも、小さくはない。それにもかかわらず、学術交流の

ための協力体制がブルンスやクレバーの尽力により、崩れず、むしろ強化されたのは嬉しい。

　厳しい状況を日本側で支えたのは、2001 年に早稲田大学教授の座を去って大阪市大の民訴

法教授となった髙田昌宏（1959- ）である（18）。かれが、松本とはまた異なった、精密さと優

雅さを兼ね備えた人柄でシンポジウムを支える。フライブルク側の調整役に民事訴訟法学者が

続いたことも相俟って、髙田への信頼も高まった。また、それまで主に法学研究者の行事と考

えられていたシンポジウムに、ドイツ政治に強い野田昌吾が参加する。こうして、市大側の体

制は、少しずつ安定を取り戻しつつある。

　この困難な時代を乗り越えることによって、もし、市大法学研究科が、ドイツとの比較を一

つの特色としたアカデミックな法学政治学研究の先端を支える拠点として、再び認知されるよ

うになれば、これに過ぎる喜びはあるまいと思う。

　

６．いくつかの名誉

　本学術交流が一つの大きな理由となって、フライブルク大学から名誉博士号を授与されたも

のが 3 件ある。石部（1995 年 2 月）、西谷（2004 年 6 月）、松本（2006 年 7 月）の三名である。

　これに対して、本学術交流にドイツ側で中心的に力を尽くしたクレッシェル（1996 年 10

月 22 日）、ライポルト（1998 年 9 月 28 日）、シュテュルナー（2012 年 10 月 6 日）の各氏に、

本学からも名誉博士号が授与されている。なお、クレッシェル教授に対する名誉博士号授与は、

本学からの名誉博士号授与の第一号である（19）。名誉学位の設立に当たっては、石部が尽力し、

───────────────────────────────────────────────
（18）　なお、2017 年 4 月に、早稲田大学大学院法学学術院に転出された。現在、大阪市立大学名誉教授。
（19）　これが日本におけるクレッシェルに対する顕彰の第一でもある。クレッシェルの日独法学学術交流

に対する貢献は大なるものがあり、2005 年には日本学士院客員に選出されている。これは、人文科
学部門全 14 名の客員の一人であり、日本の学界が海外の研究者に与えることのできる最高の栄誉で
ある。

（20）　大阪市立大学名誉学位授与規程は大学の法人化に併せて 2006 年 4 月 1 日施行。その前身になる規
程は 1995 年に現在のものと同じ文言のものが作成された（肥田剛紀氏のご助力に感謝する）。しかし
クレッシェル、ライポルドと同様の理由による内申を、シュテュルナーへの名誉博士号授与を求める
内申でも作成したにもかかわらず、おそらく規程 3 条の文言「学術文化又は国際学術交流を通じ、本
学の教育研究上功績が特に顕著であった者」の後段だけに拘泥した事務方から、大阪市立大学の学生
に対して講義を行うなり寄付を受けたなどの特別な貢献が必要だ、と言われたことがある。「特別栄
誉教授」の称号と、伝統的な名誉博士号の称号（Doctor honoris causa）との関係も詰めなければな
らないのではないか。また、実務家の大学への寄与には、原則的には名誉博士号の授与とは異なった
栄誉の基準を定め、異なった感謝をすべきではなかろうか。
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当時の国際交流委員会の委員長だった磯村隆文（のちの大阪市長）、山本研二郎学長の理解が

大きく寄与したと伺っている（20）。

　

７．さいごに

　こうした活動が研究科全体の活動として認められていることについては、シンポジウムに直

接参加していない方を含む本研究科スタッフの深い理解に支えられているところが大きい。そ

のことにこの場を借りて感謝する。

　また、実は、学外の研究者の方々にも、その趣旨をよく理解し、協力してくださったことに

感謝したい（21）。このシンポジウムは、主としてフライブルク大と大阪市大の法学部スタッフ

が行ってきたが、学術活動は、個別の大学が排他的に行うものではなく（22）、日独法学学術交

流の、一つの重要な拠点として、市大法学研究科が位置づけられるのが望ましいことであろう。

　事務方の尽力にも深く感謝しなければならない（23）。

　石部は、本学退任に際して本研究科の特徴として「①権威的でない、②自由である、③学問

への執着と研鑚、④お互いが協力しあう」（24） という諸点を指摘した。この点は、「法学叢書」

シリーズに示される、本研究科教員による研究単行本の多様な内容と高度な水準にも垣間見る

───────────────────────────────────────────────
（21）　ここに、ご協力いただいた方々を列挙する。肩書は当時のものであり、何も註記がない方は、講演

そのものをしてくださった方である：
　　　1991 年：松本恒雄（一橋大学教授）、鈴木恵（一橋大学院）、駒林良則（名城大学助教授）
　　　1993 年：川口浩一（奈良産業大学助教授）、駒林良則、山村恒年（弁護士、前神戸大学教授）、安

田信之（名古屋大学大学院教授）
　　　1995 年：本沢巳代子（大阪府立大学助教授）、川角由和（龍谷大学教授）、植木哲（関西大学教授）
　　　1999 年：岩橋健定（大阪大学助教授）、本間靖規（龍谷大学教授）、ほかに通訳としてカール＝フリー

ドリヒ・レンツ（青山学院大学教授）、ハンス＝ペーター・マルチュケ（ハーゲン通信大学講師）、
出口雅久（立命館大学教授）

　　　2001 年：平田健司（大阪大学大学院教授）、マルチュケ（ハーゲン通信大学教授）。
（22）　ところがこの点が、日本では自明ではない。守矢健一「「学問の自由」に係る日本の憲法解釈論の

性格をめぐって」法学雑誌 54 巻 (2007)、376-408 頁所収、とくに 395 頁および脚注 50（丸山眞男発
言の紹介）と、脚註 60（石井紫郎の発言）を参照されたい。

（23）　第一回目のシンポジウムについて、石部雅亮「あとがき」『法の国際化への道──日独シンポジウ
ム──』石部・松本・児玉編（1994）、428-435 頁、とくに 434 頁には、法学部事務総長であった秋
山俊和氏および森藤健次氏、掃部志郎氏、丸谷潔氏の名前があげられ、謝辞が述べられている。わた
しの記憶する限りでも、甚野幹雄氏、岸本一司氏、伊藤昌樹氏、大友一三氏の歴代の法学研究科係長
の、厳密には《管轄外》のご尽力に、またその指揮のもとに協力された法学研究科事務の方々のご助力、
とりわけ第八回目のシンポジウムにおいて、当時まだ存在した法学研究科庶務にあった伊藤奈々氏の
献身的なご助力を、忘れることができない。網羅的でないが、記録に残し、謝意にかえたい。

（24）　藤田勝利「献辞」法学雑誌第 41 巻 4 号（1995）冒頭。
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ことができる。その活動と同じように、高いレヴェルでの国際学術交流を継続することを通じ

ても、この特徴が現在と将来にも発展的に継続されることを具体的に示すことに、わたしとし

ても微力を注ぎたい。伝統の裏づけのない個性は、個性の演出といった表層を超えるものでは

なく、また研究教育活動という本来の大学の活動の中心部分において、真の個性を生み出し得

ないからである。

　　　　　　　　　　　　　　　　（もりや　けんいち・大阪市立大学大学院法学研究科教授）
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