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研究成果の概要（和文）：　このプロジェクトの目的は、法曹養成に特化しない学部課程での法学教育が果たしてきた
社会的役割とその指導理念について、法史学・比較法・法理論等の諸観点から総合的立体的に研究した上で、法学部教
育の存立基盤について解明することであった。研究分担者として、主に大阪大学に在籍する基礎法学（法理学・法哲学
、法社会学、法史学）専攻スタッフに加え、古代ギリシャ史、中世イタリア史を専攻する歴史学者の参加を仰いだとこ
ろに特徴を有する。その結果、社会の基本的なルール･制度の理解に加えて、論理的な思考力と説得力、教養と外国語
能力を備えた人材の輩出を通じて法学部教育が社会に貢献できることが明らかとなった。

研究成果の概要（英文）： We made an interdisciplinary research forming a team of Historians of Law in 
various fields(modern Japan, ancient Rome), a jurisprudence scholar, a sociologist of law, a Chinese law 
specialit, a historian of medieval Italy, and a historian of ancient Greek. The aim of our project was to 
scrutiny the possible contribution of undergraduate general law education programs to the society as one 
apart from the graduate level training program specifically for the lawyers(judges, public prosecutors, 
attorneys) to be. As a result of repeated workshops and inernational symposiums, the importance of 
undergraduate law programs was attested as one to give students a general understanding of the Japanese 
legal system and social institutions, legal mind and legal reasoning ability, eloquence, cultural 
background and some foreign language ability. Graduates with such knowledge and ability are attested to 
contribute to the society as a consequence of study by our project.

研究分野： ローマ法史
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１．研究開始当初の背景 
このプロジェクトは 2010 年に提案されて

翌 2011年 4月に採択されスタートした。 こ
れは、2004 年の法科大学院制度発足から 6
年が経過し、同制度発足後も存続した法学部
及び法科大学院それぞれにおける法学教育
の意義と、両機関の協働関係のあり方が問わ
れつつあるという時点に位置していた。 そ
のために、学部レベルでの法学・政治学教育
にどのような内容が期待され、法学卒業者が
社会においてどのような役割を期待されて
いるのか、またそれを実際に果たしうるのか
の問いに社会的な切実性が見いだされる状
況であった。 
そもそも、明治初年の西洋法継受以来、日

本の法学部教育は法曹養成に特化せず、ゼネ
ラリスト養成も重要な任務としてきた。特に、
ドイツ国家学の影響下で、国家を制度的に捉
える官僚が、法学部で養成するべき重要な人
材として位置づけられ、その養成機能が現に
果たされてきた。その結果、地方公務員や民
間企業社員も法的素養を持つゼネラリスト
として多数輩出させるという実績をプロジ
ェクト発足時に至るまで日本の学部レベル
法学教育は果たしてきた。 

 
２．研究の目的 
このプロジェクトの目的は、法曹養成に特

化しない学部課程での法学教育が果たして
きた社会的役割とその指導理念について、法
史学・比較法・法理論等の諸観点から総合的
立体的に研究した上で、法学部教育の存立基
盤について解明し、学部卒での社会人キャリ
アとの接合、法科大学院や公共政策大学院な
どでの教育との協働関係がいかにあるべき
かを探求することであった。 

 
３．研究の方法 
研究分担者として、多様な専攻を持つ研究

者がチームとして結集した。主に大阪大学に
在籍する基礎法学（法理学・法哲学、法社会
学、法史学、外国法･比較法）専攻スタッフ
に加え、古代ギリシャ史、中世イタリア史を
専攻する歴史学者の参加を仰いだところに
特徴を有する。 

5 ヶ年にわたる研究期間において、各参加
者はそれぞれの関心から個別に研究を深め
て、報告と討論を重ねたが、さらに多種多様
な地域（ドイツ、英連合王国、スペイン、ト
ルコ、南アフリカ、韓国、台湾、中国、ウズ
ベキスタン他）、の法学研究者を招いて法学
教育の実情の報告を依頼しそれについて討
論した。いわゆる先進国の都市部における法
学教育に限定せず、中国の青海省や南アフリ
カ、ウズベキスタンなど過疎地域や発展途上
国も含めた多様な地域における実践の報告
を広く聞いていることは本プロジェクトの
特徴である。まずは年度を追ったプロジェク
トの進行を略述する。平成 23 年度において
は、同年 5 月 26 日に第 1 回打ち合わせ･研究

会を開催し、10 月 27 日には韓国から研究者
を招いて韓国法学教育の現状と学部課程法
学教育の一部廃止がもたらした影響につい
て報告を願っている。11 月 10 日は台湾にお
ける法学教育の現状を同国の研究者に求め、
12 月 1 日にはメンバーの福井が上海交通大
学法学院の学部法学教育について報告して
いる。あけて平成 24 年 2 月 9 日には南アフ
リカの研究者を招いての同国の法学教育状
況報告、2 月 23 日は合同セミナーとして独の
法学教育と法曹養成に関する報告を得てい
る。独の法学教育については、3 月 9 日にも、
別のドイツ人法学研究者より（法史学にも視
野を広げた）報告を得た。平成 24 年度にお
いては、台湾での調査が活動の中心となり、
これに向けて、平成 24 年 5 月 15 日に第 1 回
の打ち合わせを行った。同年 10 月 30 日より
11 月 3 日まで台湾での調査を実際に行い、台
湾の教育部や国立中正大学、国立台湾大学等
で聞き取りを行った。あけて平成 25 年 2 月
12 日に報告整理の会合を行った後、3 月 15
日にはメンバーの中尾が明治期の大学制度
と法学教育に関する報告を独立して行って
いる。平成 25 年度においては 5 月 30 日にお
いて打合会合を行った後、メンバーの三成が
6 月 27 日に独の法学教育に関する報告を行
った。7 月 31 日の打ち合わせを挟んで、11
月 14日にはトルコから来訪中の研究者から、
同国での法学教育の状況に関する報告を受
けた。12 月 7 日には後述の国際シンポジウム
を開催し、あけて平成 26 年 1 月 29 日打ち合
わせを開いて同年度の活動を終えた。平成 26
年度においては、4 月 9 日にイングランドよ
り研究者を招いて、法学教育に対する弁論術
の寄与可能性に関するミニ・シンポジウムを
開催した（後述）。5 月 27 日の打ち合わせを
挟んで、7 月 15 日にはメンバーの山辺が中世
後期ボローニャの法学教育につき報告し、メ
ンバーの栗原が 10月 21日に前 4世紀アテナ
イにおける法の解釈に関する報告を行った。
11 月 25 日にはスペインの研究者、そしてあ
くる平成 27年 1月 27日にはウズベキスタン
の研究者、3 月 4 日には中国の研究者から、
それぞれ出身国での法学教育事情に関する
報告を得た。 特に、中国の研究者からは、
青海省という、いわば同国の工業化途上地帯
での教育事情に関する率直な報告を得た。平
成 27 年度においては、報告書のとりまとめ
を視野に入れたメンバーの報告を続けて行
った。同年 5 月 15 日に打ち合わせを行った
後、10 月 16 日にはメンバーの中山が法哲学
と法学教育、同じく三阪が戦前日本の法学部
の社会的役割に関する報告を行った。11 月 1
日―4 日実施の韓国調査を挟んで、12 月 4 日
にはメンバーの坂口が中国の大学法学部に
おける法学教育の最新動向について、あくる
1 月 22 日には、メンバーの三成が独の法学教
育について、同じく林が少人数での口頭法学
教育についてそれぞれ報告し、年度末におい
て報告書をとりまとめた。 



 ついで、若干の重複をいとわず研究方法
の特徴を述べることとするが、特に法史学・
歴史学専攻のメンバーは、各自の発表におい
て、古代ギリシャ都市国家における法廷弁論
の特徴、中世イタリアにおける法学部教育の
実像、ドイツにおけるフンボルト的大学理念
の虚実や、近代日本における大学の理念と特
殊日本的特質、などなどの問題を子細に検討
し、その成果を討議に付した。また、台湾
(2012 年 10 月 30―11 月 3 日)と韓国（2015
年 11 月 1-4 日）には複数メンバーにて実地
調査を行った。個別のメンバーも、オースト
ラリアやイタリア、イギリス、中国などに調
査出張を行った。さらに、研究プロジェクト
のハイライトとしては、国際シンポジウム
「東アジアにおける法学部教育の可能性 - 
What is “Legal” Education? - 」を 2013
年 12 月 7 日に大阪大学豊中キャンパスのシ
グマホールにて開催した。同シンポジウムで
は中国、韓国、台湾からゲストスピーカーを
招き、本プロジェクトのメンバーと共に国際
的比較検討を展開した。 

 
４．研究成果 
 2013 年 12 月に開催されたシンポジウムの
成果は｢阪大法学｣誌上（第 64巻第 5号(2014)、
第 64 巻第 6 号(2015)）に掲載している。そ
れに引き続いて、法学教育に対する実践的弁
論術教育が果たしうる寄与の可能性をテー
マにしつつ、イングランドの専門家 2名を招
いてミニ・シンポジウムを大阪大学豊中キャ
ンパスの大阪大学会館にて 2014 年 4 月 9 日
に開催し、さらにその成果を同誌（第 64 巻
第 5号(2014)）に掲載した。今日においても、
実践的弁論術の教育が法学部カリキュラム
に寄与できる可能性を強く示す結果となっ
た。また、全プロジェクトの総括としての研
究報告書として「学部課程法学教育の社会的
機能と指導理念に関する法史学的･法理論的
総合研究 研究成果報告書」をとりまとめ、
各研究参加者の個別報告と総括を明らかに
している。さらに、平成 28 年度に入ってか
らの成果であるが、林智良・松本和洋「日本
の法学教育に関する傾向分析 ― 平成二
四年度国内四年制大学における法学系教育
部門のカリキュラムを元に ― 」を「阪大
法学」誌第６６巻第１号に掲載して、法学教
育の外形的現況を把握できるようにした。 
 それらの、プロジェクト全体に関わる成果
に加えて、個々のメンバーも、下記リストで
その一端がわかるように、法史学、大学史、
法哲学、比較法・外国法などの分野において
具体的成果をスピンアウト的に生み出して
おり、本プロジェクトが生み出した成果は数
多く、また多岐に渡っている。 
 結論として、明治期の西洋型大学制度導入
以来、日本の法学部教育で主流をなす法学部
と政治学の専門科目としての開講形態は、広
い視野を持ち、社会の制度とルールのあり方
についての理解を有し、社会の実務を安定的

に担いうる学生を輩出できることが確認さ
れた。また、外国語能力、広い教養（人文科
学・社会科学・自然科学）に加えて、説得的
な文章の起案、ネゴシエーションや会議など
の場面における口頭での主張展開とコミュ
ニケーション能力の開発も望ましいという
ことが確認された。 
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