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■講義内容■
　本年度の法史学はテーマを日本法史とし､ 諸外国の法史については講義の必要に応じて紹介する｡
本法史は現代の日本法の基礎を

日
成しているが､ 本講義においては､ 各時代を代表する人物に光を当て､

の時代の特色および法史の概要を説明する｡  大きな歴史の流れの中にともすると忘れられがちな個々の人
そ

物の業績を再現することによって､生きた歴史の醍醐味を味わうとともに､広い意味での法律家の資質と役
割について考察することは､新しい時代の法制度と法律家像を描き出すに当たって極めて重要であると思
われる｡課題としては､レポートを1回提出するのみとする｡

■シラバス■
＜科目のねらい＞
　これまでの大学教育においては､ 現代法のルーツとして西洋近代法を学ぶことはあっても､ 近代までの
日本法を学ぶ機会はあまりなかった｡ しかし､ 法史学や法社会学の知見によると､ 現代の人々の法意識や
裁判制度などに日本古来の伝統が色濃く現れていることが判明する｡ そこで､ 近代までの日本法史を理解
することによって､ 歴史的存在としての現代とこの国の将来の可能性を法に焦点を当てて思索することを
科目のねらいとする｡ そのために､ 単なる知識の伝達の場とするのではなく､ 活発にディスカッションを
行い各自が主体的に参加できる講義にしたい｡
　講義の進め方としては､ 1 回目にその時代の特色や制度を概説し､ 2 回目に特定の人物を紹介するとい
う方式にして､ 6 セットで行う｡ これに「ディベート」と「まとめ」が加わる。

＜科目の内容＞
　上代

　・法史学概観
　　序講として､ 法史学を概観する｡ 法史学の体系､ 研究史､ 日本法史の時代区分などを解説して､ 日本
　法史の基本的な理解をしてもらう｡
　・原始法と邪馬台国の成立
　　原始法の可能性を考えてから､ 邪馬台国成立の背景について解説する｡

　卑弥呼
　・『三国志 ･ 魏書』｢東夷伝 ･ 倭人｣ の解読
　　中国の文献に依拠して､ 当時の法制度と法慣習について考える｡
　・卑弥呼像の虚実
　　最近の卑弥呼研究を紹介して､ 卑弥呼の実像を考える｡

　上世
　・古代国家の成立
　　倭から日本へ
　　アジアの中の日本という視点に注目する｡
　・律令制度の導入
　　律令法の体系
　　律令法にみられる日本的な解釈を考える｡

科　目　名 担　当　者　名 配当 期 単位

法史学 小　島　信　泰 1・2・3選必 前期 2

＜到達目標＞
　「科目のねらい」の達成を到達目標とする。
＜履修の前提＞
　特になし
＜予・復習に要する時間＞
　予習60分程度、復習60分程度が望ましい。
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　・冠位十二階
　　統合から統一への変遷を考える｡
　・｢憲法十七条｣ の解読
　　天皇と仏教
　　｢憲法｣ と ｢憲法典｣ の違いを考える｡

鎌倉時代
　・権門体制
　　公家 ･ 武家 ･ 寺社の関係を考える｡
　・庄園的封建制
　　土地の支配と人の支配について考える｡

　北条泰時
　・執権政治
　　鎌倉幕府の支配機構について考える｡
　・｢御成敗式目｣ の解読
　　武家法の成立
　　武家法の特色について考える｡

　江戸時代前期
　・安定と平和
　　パックス ･ トクガワーナの実像を考える｡
　・藩村的封建制
　　幕府と藩の支配機構を考える｡

　徳川家康
　・前政権の継承
　　織豊政権の模倣と幕府の創建を考える｡
　・｢武家諸法度｣ の解読
　　法度支配について考える｡

　江戸時代後期
　・発展と行き詰まり
　　幕府経済の動向と三大改革について考える｡
　・近代の胎動
　　封建国家から近代国家への変遷について考える｡

　新井白石
　・儒官としての白石
　　白石の生涯と基本政策を考える｡
　・法律家としての白石
　　白石が関与した裁判について考える｡

　明治時代
　・統合から統一へ
　　近代国家の成立について考える｡
　・西洋法の継受
　　法における近代化について考える｡

　聖徳太子
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180

　　穂積の生涯と『法窓夜話』について考える｡
　・梅謙次郎
　　梅の生涯と ｢民法典｣ について考える｡

　ディベート
　・前近代と近代－断絶か継続か？
　・法史学の存在価値

　まとめ
　・日本法史の沿革と特色を考える
　・前近代の法律家について考える

　定期試験
　なお、第13回と第14回の間にレポートを課す｡
　レポートのテーマは､ 追って指示する｡
＜教科書＞
特に指定しない｡
＜参考書＞（講義で用いる順）
石井良助『法制史』［体系日本史叢書 4 ］（山川出版社､ 1980年）
大木雅夫『日本人の法観念－西洋的法観念との比較』（東京大学出版会､ 1983年）
牧英正 ･ 藤原明久編『日本法制史』［青林法学双書］（青林書院､ 1993年）
阿部謹也『日本社会で生きるということ』（朝日新聞社､ 1999年）
義江明子『つくられた卑弥呼－〈女〉の創出と国家－』（ちくま新書､ 2005年）
大山誠一『〈聖徳太子〉の誕生』（吉川弘文館､ 1999年）
上横手雅敬『北条泰時』（吉川弘文館､ 1988年）
服藤弘司『幕府法と藩法』［幕藩体制国家の法と権力Ⅰ］（創文社､ 1980年）
平松義郎『江戸の刑罰』（平凡社､ 1988年）
尾藤正英『江戸時代とはなにか』（岩波書店､ 1992年）
笠谷和比古『徳川吉宗』（ちくま新書､ 1995年）
水林彪・他編『新体系日本史2 法社会史』（山川出版社､ 2001年）
ケイト ･W ･ ナカイ『新井白石の政治戦略－儒学と史論－』（平石 ･ 小島 ･ 黒住訳､東京大学出版会､2001年）
山口繁『新井白石と裁判』（西神田編集室､ 2003年）
穂積陳重『法窓夜話』（岩波文庫､ 1980年）
穂積重行『明治一法学者の出発－穂積陳重をめぐって－』（岩波書店､ 1988年）
東川徳治『博士梅謙次郎』（大空社､ 1997年）

『法律時報』70
浅古　弘・他編『日本法制史』（青林書院、2010年）
小島信泰『日本法制史のなかの国家と宗教』（創文社、2016年）

巻 7 号［特集：民法100年と梅謙次郎］（日本評論社､ 1998年）

　穂積陳重 ･ 梅謙次郎
　・穂積陳重
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