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序論 日本文化としてのドイツ留学

２０世紀初頭と２１世紀初頭



今野元のドイツ研究滞在

１．ベルリン大学第一哲学部歴史学科（HU：１９９８－２００２年）：東大法
大学院（政治史）を休学・DAAD奨学生・歴史学（ドイツ近現代史）専攻

２．ミュンヒェン現代史研究所（２０１２・１３年） ：愛知県立大学学外研究
員・歴史学（ドイツ近世史・カトリック教会史専攻）

３．シーボルト賞（２０２１年フンボルト財団）受賞：２０２２年より毎年７・８・
９月にミュンヒェン現代史研究所・テュービンゲン大学カトリック神学部・
イエナ大学法学部・ロストック大学哲学部で研究滞在を予定



今野元が見た２０００年前後の
文系のドイツ（語圏）留学

・現地の厳しい現実：国史学界が求める高い言語能力・地元出身者の優位・
日常での差別・恩師との学説対立・・・苦しんで哲学博士号取得・帰国・日独両
言語で出版

・脱落する留学生仲間：授業を離れ図書館や文書館へ逃避（日本での博士論
文執筆の準備という名目で）・貧困・恋愛・・・研究を断念する者も続出

・成功する留学生仲間：現地研究室の作法に順応・ニッチへの特化・長期戦
→にもかかわらずドイツ（語圏）では（常勤）職なし

・ドイツ長期滞在者に冷たい日本の政治学・歴史学：「内弁慶に外地蔵」の伝
統・外弁慶の居場所なし・日本での学位再取得が必要に

・優遇された留学：教師身分は別扱い・対日交流経験が多い機関は猶更



問い：日本人はドイツ（語圏）留学にどう向き合っ
てきたのか？百年前の事例を探究する

３人の人物に注目：明治末年ドイツ帝国に留学しハイデルベルク大学教授
ゲオルク・イェリネックに学んだ東京帝国大学法科大学教授という共通項

・美濃部達吉（１８９９－１９０２年）：国家法人説で天皇権力を相対化

・上杉愼吉（１９０６－０９年）：美濃部「天皇機関説」・吉野「民本主義」批判

・吉野作造（１９１０－１３年）：民本主義論で天皇権力を棚上げ



ゲオルク・イェリネック
（１８５１-１９１１年）という人物

・ドイツ帝国後期の代表的公法学者の一人：『一般国家学』（１９００年）で国家双面説を展開（国家三要素説（領
土・国民・国家権力）・憲法変化・事実の規範力）⇔パウル・ラーバント（シュトラスブルク大学教授）の「法学的手
法」・制定法重視主義（法実証主義）

・自由主義法学の代表者：『主観的公権の大系』（人権研究：１８９２年）・宰相責任制提案（皇帝権制限：１９０８
年）・妻カミラは婦人運動家・叔父は１８４８年革命で刑死⇔ラーバントは君主権重視の保守主義法学を指導

・「世界村」ハイデルベルクでの比較憲法学：自らハンガリー・クロアチア・アメリカ合衆国などの法制度紹介・弟子
ユリウス・ハチェックはイギリス国制専門家・留学生と交流（B・キスチャコーフスキイなど）

・愛国的ドイツ人を自負するメーレンのユダヤ人：父はヴィーンのラビだが自分はユダヤ教に無関心・妻は改宗ユ
ダヤ人（カトリック）だったが結婚時に教会脱退・ヴィーン大学で反ユダヤ主義のため員外教授止まり・バーゼル大
学及びハイデルベルク大学で正教授・子供には父の死後プロテスタンティズムの洗礼を受けさせる・最晩年に夫
婦でプロテスタンティズム（ルター派）に入信・チェキア人擡頭を懸念し『少数派の権利』（１８９８年）執筆・ドイツ帝
国の艦隊建設や植民地拡大支持・長男ヴァルター・イェリネック（行政法学者）はヒトラー体制支持したが強制引退
＊ラーバントもプロイセン（シュレジエン）出身の改宗ユダヤ人（改革派）

・親英米派知識人：マックス・ヴェーバーと宗教史研究会「エラノス・クライス」を開催し独米文化交流を企画・仏『人
権宣言』がルソー『社会契約論』ではなく米邦憲法に表現されたプロテスタンティズムに由来すると主張（１８９５年）



ゲオルク・イェリネック

（写真：
https://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Jellinek#

/media/Datei:Georg_Jellinek_(HeidICON_288

27)_(cropped).jpg）



パウル・ラーバント
（１８３８－１９１８年）

（写真：
https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Laband#/

media/Datei:Laband-paul-in-sinzheimer-hugo-

juedische-klassiker-der-deutschen-

rechtswissenschaft-amsterdam-1938-s180ff.jpg）



１．美濃部達吉

読書を通じた自由主義法学受容

（写真：
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%8E

%E6%BF%83%E9%83%A8%E9%81%94%E

5%90%89#/media/%E3%83%95%E3%82%

A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Tatsukichi_M

inobe,_Professor_of_Comparative_History_of

_Legal_Institutions_in_the_Tokyo_Imp._Univ

ersity.jpg）



美濃部達吉のドイツへの道

・出生（１８７３年）：兵庫県加古郡高砂町出身・上京し第一高等中学校へ進学

・東大法科卒業（１８９７年）：政治学科第二席卒業（立作太郞（のち国際法教
授）は政治学科第五席・筧克彦（のち行政法（法理学）教授）は法律学科英吉
利法兼修首席）・一木喜德郞（国法学＝比較憲法学）への傾倒

・内務省勤務を経て東大法科大学院入学（１８９８年）：研究対象は「比較法制
史」（憲法史に重心）・指導教官は宮崎道三郞

・研究の端緒：君主権抑制・議会政治充実などに焦点を当てた自由主義的な
西洋憲法史研究・議論好きで穗積八束にも一木喜德郞にも挑戦



美濃部達吉の故郷・高砂
（２０１９年１月１２日今野元撮影）

大聖寺 金沢



美濃部達吉のドイツ留学とイェリネック
（１８９９－１９０２年）

・留学時身分：学士（当時修士はなし）・（助教授昇進予定の）大学院生・留学までの研究生活
は１年程度か・留学中に助教授・帰国時に教授

・留学生活の実態：本人は語らない・日記はないが妻宛書簡や写真は残る（ロンドンで「夏目
君」に会う）・ドイツ語論文なし・独仏英の社会見学と読書の日々か

・帰国直後からイェリネックやその周辺の学説を「通説」として翻訳・紹介：「大臣責任論」紹
介・『公権論』翻訳（１９０４年）／アンシュッツ「法律命令論」紹介（１９０５年）／ハチェック「英
国憲法」紹介・マイヤー『国法学』紹介（１９０６年）／イェリネック「憲法変化論」紹介（１９０８
年）／イェリネック「国体論」紹介（１９０９年）・・・イェリネックに翻訳許可を求めた形跡ないが
＊ 『日本國法學上巻』執筆（１９０７年）：イェリネック『一般国家学』に構成や概念が酷似

・ハイデルベルクとの関わり不明：留学目的が比較法制史研究であったのでイェリネックの講
義を聞けなかったと後年弁明・ベルリン大学教授R・グナイストなど別の人物の肖像写真複数
保有・いずれにせよ帰国した途端にハイデルベルク大学の輸入代理店のように活動



美濃部達吉の留学
（出典：高砂公民館美濃部親子文庫・２０１９年１月１１日今野元撮影）

大聖寺 金沢



美濃部達吉の帰国後：輸入学問による学説展開

・就職：助教授（１９００年）・教授（０２年）（比較法制史→行政法、のち憲法兼担）

・美濃部憲法学の確立：普遍的政治発展への確信（君主権制限・議会政治・人
権重視・普通選挙など「世界の大勢」に従うべきとの事実→規範の発想）／条文
に拘泥しない自由法論）→上杉愼吉・穗積八束と「天皇機関説論争」（１９１２年）

・輸入学問という研究手法の確立：西洋学説を選択的に輸入し「通説」として紹
介・帝国憲法の文言を無視した西洋学説の無批判な受け売りという非難を招く
＊著作権法の実施批判（１８９９年）：翻訳は労作・利益は世界で共有すべき

・美濃部と帝国主義：ポーツマス条約の「大讓歩」に不満・憲法学の枠内で植民
地論・韓国併合を肯定・イェリネックも援用（その影響で注目したかは不明）



２．上杉愼吉

是々非々対応とドイツ語での発信

（写真：
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8

%8A%E6%9D%89%E6%85%8E%E5

%90%89#/media/%E3%83%95%E3%

82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Shi

nkichi_Uesugi,_Assistant_Professor_of_

Public_Law_in_the_Imp._University_of

_Tokyo.jpg）



上杉愼吉のドイツへの道

・出生（１８７７年）：石川県金沢市生育・第四高等（中）学校を卒業して上京

・東大法科卒業（１９０３年）：政治学科第三席卒業（牧野英一（のち刑法教授）
は法律学科仏法兼修首席）・穗積八束（憲法学教授）の私設学生寮で起居・
穗積陳重（法理学教授）の演習生・社会学への傾倒

・卒業直後に東大法科助教授（行政法）：一木喜德郞（穗積八束）の推薦

・研究の端緒：直ちに行政法・憲法講義を単行本化・公法学の基礎固めとして
の西洋政治思想史研究（反仏革命思想・国家論（ボダン・ヘーゲル・カント））・
君主制重視＋反議会政治だが天皇を「機関」とし日本主義色なし・議論好きで
穗積八束にも文部省にも反抗的・イェリネックや弟子R・トロイマンを援用



上杉愼吉の故郷・大聖寺と金沢
（２０１２年１月１４・１５日今野元撮影）

大聖寺 金沢



上杉愼吉のドイツ留学とイェリネック
（１９０６－０９年）

・留学時身分：助教授（憲法）・学士・日本ですでに３年の研究生活で著書論文多数・助教授
時代に日露戦争で日本が勝利

・留学生活の実態：大使館の推薦でイェリネック訪問・ハイデルベルク大学にWS１９０６／０７
及びSS１９０７に学籍登録・イェリネック及びアンシュッツの講義＋演習に授業登録

・イェリネックとの親密交流：心神耗弱でアーデルスハイムで隠棲（村長に推される）・ロンド
ン行き断念・一時イェリネック邸で起居・帰国時の「いつ戻るのか」の言葉に感激・マックス・
ヴェーバーや学生ハンス・ケルゼンとも遭遇か・帰国後も夫婦と通信・イェリネック死去で日
本で弔辞発表

・研究：比較憲法（トルコ）・実務視察（バーデン大公国首都カールスルーエ市行政の見学）・
帰国直後から独語論文（イェリネックら編集『現代公法年報』に掲載）で日本法制の西洋的
近代化強調・現代政治観察（ボスニア紛争・ヴィルヘルム二世「親政」と議会衰退）・婦人運
動紹介から廃娼運動へ（カミラ夫人の女給救済運動の影響）



アーデルスハイム
（２０１２年４月２２日今野元撮影）



上杉愼吉の帰国後：西洋文化の日本的選択

・上杉憲法学の形成：統治原理に一定の普遍性認める（トルコ憲法評価・
ドイツ語での日本法制紹介）・日本の固有性重視・天皇が統治するという
帝国憲法の文面重視（ラーバント援用しイェリネック憲法変化論を批判）・
議会衰退論の展開（君主を指導者とする直接民主制への興味）→美濃部
達吉と「天皇機関説論争」（１９１２年）

・昇任：教授（１２年）（行政法→憲法）

・大正デモクラシーへの両義性：民本主義巡り吉野作造と論争（１９１６年）
→国家主義運動への邁進：「天皇即国家」「国家は最高の道徳なり」



３．吉野作造

実地検分から国内政治評論へ

（写真：
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90

%89%E9%87%8E%E4%BD%9C%E9

%80%A0#/media/%E3%83%95%E3%

82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Yo

shino_Sakuzo_01.jpg）



吉野作造のドイツへの道

・出生（１８７７年）：宮城県志田郡古川出身・第二高等学校を卒業して上京・仙
台で米系プロテスタンティズムの洗礼・少年期から寄稿好き

・東大法科卒業（１９０４年）：政治学科首席卒業・穗積陳重（法理学教授）及び
小野塚喜平次（政治学教授）の演習生・ヘーゲル法哲学解説

・研究者志望だが長い就職待ち：大学院・弓町本郷教会に出入り『新人』で政治
評論・袁世凱長男の家庭教師・天津北洋法政学堂で教師

・東大法科助教授（１９０９年：政治史）：穗積陳重の後援

・研究の端緒：長い待機期間に言論活動展開（日露戦争肯定・キリスト教と愛国
心との両立主張・黄禍論批判・フリート平和主義紹介など）



吉野作造のドイツ留学とイェリネック
（１９１０－１３年）

・留学時身分：助教授（政治史）・学士（だがDr. を名乗る）・就任後１年

・留学生活の実態：独英米が当初の留学予定地・ハイデルベルク大学にWS１９１０/
１１のみ登録

・イェリネックとの短い接触：突然訪問し話せず・講義出席したが徐々に停止（日本に
は低次元と酷評）・著書熟読の形跡なし（受容も批判もなし）・演習不出席・心身不
調・西洋への反撥と愛国心への覚醒（軍歌「元寇」の披露）・１月１１日の舞踏会招待
を旅行のため断る・１２日イェリネックが授業中に脳卒中で急死（吉野が弔問した形
跡なし）・ハイデルベルクを離れ以後大学に不登録

・研究：宗教史（カトリック教会批判←仏政教分離）⇒帰国後講演・論文も

・社会見学：宗教団体・君主・議会・労働運動・婦人運動などへの注目→西洋社会の
知的発展への驚愕



ドイツにおける吉野作造（１９１０年）
（出典：桑原春晃編『野地菊司自叙傳』（１９４２年）、２７１頁）



リーデンハイム
（２０１３年１月６日今野元撮影）

•



吉野作造の帰国後：政治評論への邁進

・昇任：教授（１３年）・政治史講義開始（社会主義運動の紹介など）

・留学後の展開：教会史研究の発表／『中央公論』などで進歩派論客とし
て言論活動（日比谷焼討事件の擁護・日系米移民の批判）

・大正デモクラシー：国民智徳向上で民主主義が不可避になると主張・普
通選挙運動の展開・日独戦争の肯定（専制軍事国家ドイツの討伐正当
化）・民本主義（主権は天皇だが政治は民意で）を主張し上杉愼吉と論争



結論 ドイツ留学の三類型



文系ドイツ留学者の三つの進路

• 輸入学者型：自分が共感する西洋学説を「世界の通説」として国内で紹介・それ
を応用した日本憲法解釈を展開 ・綿密な読解による理論的思考鍛錬・国内では
権威だが国際的には独自の発信なく無名

• 天邪鬼型：輸入学問を疑問視し主体性に学問を築こうとするが難航・国際的に
発信するときは結局西洋の流儀に倣わざるを得ず・国内では日本固有に回帰

• 国内言論人型：輸入学問もせず独自学問も弱い・西洋で感じた時代感覚を国内
に紹介し国内言論界の寵児に・当時の国内学界は懐疑的



主要史料

・高砂公民館美濃部親子文庫

・金沢大学資料館：第四高等学校文書

・東北大学史料館：第二高等学校文書

・吉野作造記念館

・東京大学法学部

・Universitätsarchiv Heidelberg

・Bundesarchiv: Nachlaß Georg Jellinek



主要文献

・松田義男編「美濃部達吉著作目録（２０２１年７月２９日改訂
版）」（http://ymatsuda.kill.jp/Minobe-mokuroku.pdf：２０２２年１月
１８日閲覧）。

・松田義男編「上杉愼吉著作目録（２０２１年４月９日改訂版） 」
（http://ymatsuda.kill.jp/Minobe-mokuroku.pdf：２０２２年１月１８
日閲覧）。

・美濃部達吉『議會政治の檢討』(日本評論社、１９３４年)。



主要文献
・Andreas Anter (Hrsg.), Die normative Kraft des Faktischen, Baden-
Baden 2004.

・Willy Birkenmaier, Das russische Heidelberg, Heidelberg 1995.

・Camilla Jellinek, Georg Jellinek. Ein Lebensbild, in: Georg Jellinek, 
Ausgewählte Schriften und Reden, Bd. 1, Aalen 1970, S. 5-140.

・Georg Jellinek, Allgemeine Staatslehre und Politik, Tübingen 2006.

・Klaus Kempter, Die Jellineks 1820-1955, Düsseldorf 1998.

・Jens Kersten, Georg Jellinek und die klassische Staatslehre, 
Tübingen 2000. 

・Paul Laband,  Staatsrechtliche Vorlesungen, Berlin 2004.



主要文献

・家永三郎『美濃部達吉の思想史的研究』（岩波書店、１９６４年）。

・今野元『マックス・ヴェーバー』（東京大学出版会、２００７年）。

・今野元『吉野作造と上杉愼吉』（名古屋大学出版会、２０１８年）。

・今野元『マックス・ヴェーバー』（岩波書店、２０２０年）。

・初宿正典「近代ドイツとデモクラシー：G・イェリネックを中心とし
て」、『聖学院総合研究所紀要』第６号（１９９５年）、８４－１１５頁。

・瀧井一博「上杉慎吉のゲオルク・イェリネック宛書簡」、『書斎の
窓』第５０１号（２００１年）、３２－３６頁。



主要文献

・田澤晴子『吉野作造』（ミネルヴァ書房、２００６年）。

・長尾龍一『日本憲法思想史』（講談社、１９９６年）。

・長野晃「機関説批判と国家学の解体：ゲオルク・イェリネックとカー
ル・シュミット」、『法學政治學論究』第１０７号（２０１５年）、６７－９９頁。

・西村清貴『近代ドイツの法と国制』（成文堂、２０１７年）。

・深井智朗ほか編『ヴェーバー・トレルチ・イェリネック』（聖学院大学出
版会、２００１年）。

・宮本盛太郎『天皇機関説の周辺』増補版（有斐閣、１９８３年）。



ご清聴有難うございました



今野元の路線：天邪鬼型の現代的展開

• 国際的業績競争の意識：内弁慶ではなく外弁慶になる

• 日本語で行う学術活動（執筆・討論）の言語的・内容的洗練

• 学術成果の多言語発信：日本語・英語・ドイツ語・仏伊西語・中国語なども

• 多媒体での発信：海外雑誌のみならず国内大学紀要も活用（海外雑誌には海外
学説批判は掲載されにくいため・日々の研究成果を速やかに公開するため）

• 個人の主体性重視：他者の評価（査読）に拘りすぎない・壮大な成果だけでなく
小さな成果を積み重ねる
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