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紹　介　項　目

略歴と主要研究業績
1 ．略　歴
　①　出身地
　②　出身大学
　③　職　歴
　④　海外研究歴
2．主要研究業績

　　阿　部　昌　樹　　教授

1 ．略　歴
　①群馬県生まれ　②1983年京都大学法学部卒業、1989
年京都大学大学院法学研究科後期博士課程中途退学
　③1989年京都大学法学部助手、1992年大阪市立大学法
学部助教授、2000年同教授　④1986年～1988年ノース
ウエスタン大学留学、1994年～1995年ウィスコンシン
大学在外研究
2．主要研究業績
　著書：
　・『ローカルな法秩序』（勁草書房・2002年）
　・『争訟化する地方自治』（勁草書房・2003年）
　・『法の観察』（共編著、法律文化社・2014年）
　論文：
　・「自治体主導の法変容──日本国籍を持たない者の
地方公務員への任用をめぐって──」法学雑誌57巻
2号159～203頁（2011年）

　・「自治基本条例の認知を規定するもの」法学雑誌58
巻 3・ 4号780～747頁（2012年）

　・「法的正義と今ここでの正義」法社会学78号 7～29
頁（2013年）

　・「自治基本条例のインパクト」法学雑誌60巻 2号856
～814頁（2014年）

　・「『協働』の法言説」法学雑誌62巻 3・ 4号702～660
頁（2016年）

　　安　竹　貴　彦　　教授

1 ．略　歴
　①大阪府生まれ　②1986年大阪市立大学法学部卒業、
1991年同大学法学研究科後期博士課程単位取得退学　
　③1991年同大学助教授、2002年同大学法学研究科教授
2013年より大学史資料室長
2．主要研究業績
　・『青林書院　日本法制史』（浅古弘・伊藤孝夫・植田
信廣・神保文夫編）分担執筆（2010）　

　・『城下町警察日記』、『城下町牢番頭仲間の生活』

（紀州藩牢番頭家文書編纂会編）分担編集（清文堂史
料叢書、2003、2009）

　・『和歌山の部落史』（史料編・通史編）分担編集・執
筆（明石書店　2014完結）

　・「『諸吟味書』──明治 2年大阪府の刑事判決録(1)
～(16・未完)」「『刑事御仕置伺書綴──明治 2年～
5年大阪府の重罪刑事判決録(1)～(10・完)』（『法学
雑誌』）

　・「明治初年大阪の行政・司法組織──その人的資源
の供給源」（『近代大阪と都市文化』、大阪市立大学文
学研究科叢書 4、清文堂、2006）

　・「延享期の大坂町奉行所改革」（塚田孝編『近世大坂
の法と社会』所収、清文堂、2007）

　・「寛保～延享期における大坂町奉行所の金銀出入取捌
法改革」（大商大商業史博物館紀要 8、2007）

　・「紀州藩の生命刑と牢番頭──『国律』成立以前を
中心に──」（「部落問題研究」201号、2012）

　・「紀州藩の追放刑と牢番頭」（社団法人和歌山人権研
究所「紀要」第 4号、2013）

　・「18世紀半ば～19世紀初めにおける大坂町奉行所の
捜査・召捕とその補助者」（『近世大坂と被差別民社
会』所収、清文堂、2015）など

　　渡　邊　　　賢　　教授

1 ．略　歴
　①群馬県生まれ　②1981年北海道大学法学部卒業、
1987年北海道大学大学院法学研究科博士後期課程単位
取得退学、1988年法学博士　③1987年北海道大学法
学部助手、1988年北海道教育大学岩見沢校助手、その
後講師、助教授を経て、1998年帝塚山大学法政策学部
教授、2006年 4 月より大阪市立大学大学院法学研究科
教授　④1996年～1997年カナダ国トロント大学留学、
2007年 4 月～ 9月アメリカ合衆国カリフォルニア大学
バークリー校留学
2．主要研究業績
　著書：
　・『公務員労働基本権の再構築』（2006年、北海道大
学出版会）

　論文：
　・「手続的デュー･プロセス理論の一断面(1)～( 8 ･
完）」北大法学論集40巻 3号、40巻 4号、41巻 2号、
42巻 1号、42巻 3号、42巻 5号、43巻 6号、46巻 1
号（1990年～1995年）

　・「難民の人権と平和的生存権」深瀬忠一他編『恒久世
界平和のために』（1998年、勁草書房）所収 

　・「公務員の労働基本権」日本労働法学会編『講座21
世紀の労働法第 8巻』（2000年、有斐閣）所収

　・「公務員の労働基本権：団交権に関する一考察」高見
勝利他編『日本国憲法解釈の再検討』（2004年、有
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斐閣）所収
　・「合衆国における管理権理論の展開」大阪市大法学雑
誌53巻 4号（2007年）

　・「なぜ国家公務員には労働基準法の適用がないのか」
日本労働研究雑誌51巻 4号（2009年）

　・「雇用平等を実現するための諸法理と救済のあり方」
日本労働法学会誌117号（2011年）

　・「労働組合法第 3節」西谷敏他編『新基本法コンメ
ンタール労働組合法』（2011年、日本評論社）所収

　・「「通報制度」について──憲法との関係で」労働法
律旬報1739号（2011年）

　・「国家公務員制度改革と統治の仕組み」労働法律旬報
1755号（2011年）

　・「国家公務員の労働条件決定システムと議会制民主主
義の要請」法律時報84巻 2号（2012年）

　・「国歌斉唱の際に起立斉唱することを命じた職務命
令の合憲性（平成23. 6 ．14最 3判）」『速報判例解説
(10)（法学セミナー増刊）』（2012）

　・「国家公務員法による政治的行為に対する罰則の適用
が合憲とされた事例（平成24.12． 7 最 2判）」『速報
判例解説(13)（法学セミナー増刊）』（2013）

　・「公営企業体職員の争議権──全逓名古屋中郵事件
（昭和52. 5 ．4 最大判）」『憲法判例百選(2)＜第 6版
＞（別冊ジュリスト218）』（2013）

　・「公務員の給与減額と憲法28条の労働基本権保障」 
労働法律旬報1813号（2014）

　・「職員の交流・派遣」『行政法の争点（ジュリスト増
刊　新・法律学の争点シリーズ 8）』（2014）

　・「逃亡犯罪人引渡法の憲法31条適合性（平成26. 8 ．
19最 2 決）」民商法雑誌150巻 6号（2014）

　・「酒気帯び運転と懲戒免職処分・退職手当不支給処
分の適法性（平成25. 3 ．28津地判）」『速報判例解説
(15)（法学セミナー増刊）』（2014）

　・「カリフォルニア州における公務労使関係の団体
交渉手続(1)」大阪市立大学法学雑誌61巻 1・ 2号
（2014）

　・「捜査機関からの照会と労働委員会による情報提供の
可否」月刊労委労協706号（2015）

　・「公務員の給与決定と立法国賠」高見勝利先生古稀記
念『憲法の基底と憲法論』（2015）

　　阿　部　和　文　　准教授

1 ．略　歴
　①栃木県生　②2004年 東京大学 卒業　2012年 東京大
学大学院法学政治学研究科 単位取得満期退学（2013年 
学位取得）　③ 2013年～2014年 行政管理研究センター
研究員、2014年～2015年 首都大学東京助教、2015年～ 
現職　④ なし
2．主要研究業績

　①行政判例研究　受刑者が新聞社等に充てた信書発信を
刑務所長が不許可としたことが裁量権の濫用に当たる
として国家賠償請求が認められた事例（自治研究84
巻 9号（2008年）146頁以下）

　②表現・集団・国家──カール・シュミットの映画検
閲論をめぐる一考察──（一～六・完）（国家学会雑
誌127号 9 =10号～128巻 7 = 8 号、2014年～2015年）

　③行政判例研究　市議会において癌で声帯を切除した議
員に対し代読による発言の要請を認めなかったことが
議員の発言の権利や自由を侵害する違法な行為である
とされた事例（自治研究91巻 1号（2015年）125頁以
下）

　　重　本　達　哉　　准教授

1 ．略　歴
　①大阪府箕面市生まれ　②2003年京都大学法学部卒業、
2005年同大学院法学研究科修士課程修了、2009年同博
士後期課程単位取得満期退学（2010年同博士後期課程
修了〔博士（法学）〕）。　③2009年京都大学大学院法学
研究科研究員（科学研究）、2010年同助教、2011年近
畿大学法学部特任講師、2013年同専任講師、2014年同
准教授、2015年大阪市立大学大学院法学研究科准教授。
2013年～尼崎市情報公開・個人情報保護審査委員会委
員、2014年～大阪府国民健康保険審査会委員、2015年
～大阪市個人情報保護審議会委員、城陽市地下水保全対
策委員会委員など。　④特になし
2．主要研究業績
　主論文：
　①「ドイツにおける行政執行の規範構造──行政行為
と行政執行の法的関連性を中心に── (一)～(二)・
完」法学論叢166巻 4号109-127頁、同167巻 1 号
39-67頁（2010年）

　②「ドイツにおける行政執行の例外の諸相──即時強
制及び略式手続の法的構造──(一)～(二)・完」
法学論叢169巻 1号38-60頁、同169巻 2 号52-80頁
（2011年）

　③「ドイツにおける行政執行と「公益」に関する予備的
考察──代執行の迅速な費用徴収可能性──」近畿
大学法学60巻 3・ 4号（2013年）71-108頁

　④「行政強制の課題」髙木光・宇賀克也編『行政法の争
点』（有斐閣、2014年）94-95頁

　⑤「不利益処分・行政執行に関する行政手続」法律時報
87巻 1号（2015年）39-46頁

　　西　上　　　治　　准教授

1 ．略　歴
　①大阪府堺市出身　②2008年東京大学法学部政治コー
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ス卒業、2011年東京大学大学院法学政治学研究科法曹
養成専攻修了（法務博士（専門職））　③2011年東京大
学大学院法学政治学研究科助教（同年司法試験合格）、
2014年東京大学高齢社会総合研究機構特任助教、2015
年大阪市立大学法学部准教授
2．主要研究業績
　①「裁量判断における専門機関の位置」法学雑誌62巻

3・ 4号420頁（2016）
　②「機関争訟の『法律上の争訟』性──問題の探求(1)
～( 6 ・完)」国家学会雑誌128巻 1・ 2号 1頁、 3・
4号 1頁、 5・ 6号65頁、 7・ 8号64頁、 9・10号
122頁、11・12号131頁（2015）

　③「機関争訟の『法律上の争訟』性──問題の抽出」
行政法研究 6号25頁（2014）

　④「給付行政と『自由意識の喪失』」東京大学法科大学
院ローレビュー第 6巻34頁（2011）

　　三　島　　　聡　　教授

1 ．略　歴
　①北海道生まれ　②1986年一橋大学法学部卒業、1995
年同大学大学院法学研究科博士課程単位取得退学  
　③1990～1992年第44期司法修習生、1995年10月本学助
教授、2007年 4 月より現職　④2002年 9 月～2004年 3
月イギリス・リーズ大学法学部刑事司法研究センター客
員研究員
2．主要研究業績
　・「現代刑法学における『国家による保護』と『国家か
らの自由』」小田中聰樹古稀記念論文集下巻（日本評
論社、2005年）

　・「コミュニティとPFI刑務所」刑事立法研究会編『刑
務所民営化のゆくえ』（現代人文社、2008年）

　・「公判手続における被告人の地位」村井敏邦古稀記念
論文集（日本評論社、2011年）

　・「警察車両による追跡と個人の生命・身体の保護」福
井厚古稀祝賀論文集（法律文化社、2013年）

　・「録音・録画技術と警察活動の透明化──警察官装
着カメラをめぐって」浅田古稀祝賀論文集下巻（成文
堂、2016年）

　・『刑事法への招待』（現代人文社、2004年）
　・『性表現の刑事規制──アメリカ合衆国における規
制の歴史的考察』（有斐閣、2008年）

　・『刑事司法改革とは何か──法制審議会特別部会
「要綱」の批判的検討』（現代人文社、2014年）
〔共編著〕

　・『裁判員裁判の評議デザイン──市民の知が活きる
裁判をめざして』（日本評論社、2015年）〔編著〕

　　金　澤　真　理　　教授

1 ．略　歴
　①奈良県生まれ　②1990年東北大学法学部卒業、1998
年東北大学法学研究科後期博士課程修了　③1998年山
形大学講師、1999年同助教授、2010年本学教授　
　④2003年～2004年ドイツ・フライブルク大学刑法法理
論研究所客員研究員
2．主要研究業績
　著書：
　・『中止未遂の本質』（成文堂、2006年）（単著）
　・『＜市民＞と刑事法（第 4版）』（内田博文、佐々木
光明編）（日本評論社、2016年）（分担執筆）

　・『非拘禁的措置と社会内処遇の課題と展望』（刑事立
法研究会、2012年）（分担執筆）

　・『リーディングス刑事政策』（朴元奎、太田達也編）
（法律文化社、2016年）（分担執筆）

　論文： 
　・「中止行為の任意性について」山形大学法政論叢47
号（2010年）1-48頁

　・「未遂の理論構造と中止未遂」『理論刑法学の探求
4』（2011年）71-100頁

　・「実行の着手判断における行為計画の意義」法學75
(6)（2012年）97-119頁

　・「更生保護の現代的意義」『斉藤豊治先生古稀祝賀論
文集刑事法理論の探求と発展』（成文堂、2012年）
435-453頁

　・「不真正不作為犯の未遂」『改革期の刑事法理論：福
井厚先生古稀祝賀論文集』（法律文化社、2013年）
459-476頁

　・「財産上の利益に対する刑法的保護に関する一考
察」『川端博先生古稀祝賀論文集（下巻）』（成文堂、
2014年） 105-125頁

  ・「ドイツの強制結婚禁止法」大阪市立大学法学雑誌60
巻 3・ 4号（2014年）272-297頁

  ・「日本の行刑改革と社会復帰理念」高田昌宏、野田昌
吾、守矢健一編『グローバル化と社会国家理念』（信
山社、2015年）349-363頁

  ・「ドイツ強要罪における非難性条項（Verwerflichkei-
tsklausel）について」井田良ほか編『浅田和茂先生古
稀祝賀論文集上巻』（成文堂、2016年）729-741頁

　

　　松　倉　治　代　　准教授

1 ．略　歴
　①愛知県出身　②2006年 立命館大学法学部卒業、2012
年 立命館大学大学院法学研究科博士課程後期課程修了
③ 2009年～2011年 （独）日本学術振興会特別研究員
DC 2 、2010年～2014年 近畿大学通信教育部非常勤講
師、2012年 4 月～同年 6月 立命館大学衣笠総合研究機
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構ポストドクトラルフェロー
2．主要研究業績
　・「供述拒絶権の告知時期に関する一考察──ドイツ
における「被疑者」概念をめぐる議論を手がかりに」
『浅田和茂先生古稀祝賀記念論文集下巻』（成文堂、
2016 年）67～85 頁

　・「勾留の必要性の審査方法 最一小決平成26年11月17
日集刑315号183頁」判例セレクトⅡ（法学教室426 
号付録，2016年）39 頁

　・「刑事手続におけるNemo tenetur原則(１)～( 4 ・完)
──ドイツにおける展開を中心として──」立命館
法学335号（2011年）138～282頁、336号168～262 
頁、337号77～172頁、338号186～276頁。

　・「EUにおける制裁手続」法律時報85巻12号（2013
年）38～41頁

　　恒　光　　　徹　　　教授

1 ．略　歴
　①京都市生まれ　②1976年京都大学法学部卒業、1981
年京都大学大学院法学研究科博士課程中途退学　③
1986年岡山大学法学部助教授、1992年同教授、2003年
大阪市立大学大学院法学研究科教授　④1982年～84年
フランス共和国トゥールーズ大学留学
2．主要研究業績
　・刑法の二次規範性と補充性(1)(2)法学論争113巻 1 号、

5号（1983年）
　・現代フランスにおける刑事政策の動向　刑法読書会
「犯罪と刑罰」 1号　（1985年）

　・19世紀ヨーロッパにおける犯罪学の誕生と展開　岡
山大学法学会雑誌38巻 3号（1989年）

　・不法原因給付の法理と詐欺罪・横領罪の成否　岡山大
学法学会雑誌41巻 3号

　・フランスにおける割賦売買の刑法的保護と刑法の担保
性　中山研一先生古希祝賀論文集第 2巻（1997年）

　・所有権留保付き自動車割賦売買の刑法的保護と刑法の
担保性　岡山大学法学会雑誌48巻 1号（1998年）

　・フランス法における不法領得の意思──現代社会に
おける刑法の断片性の意義　鈴木茂嗣先生古稀祝賀論
文集 上巻（2007年）

　・「刑事政策の歴史」「自由刑」「保安処分」守山正・安
部哲夫編『ビギナーズ刑事政策』（成文堂）2008年

　・「処罰権力の過剰性と刑事司法構造」(1)法学雑誌60
巻 1号（2013年）

　・石田和外最高裁判所長官の誕生──横田正俊長官は
次期長官に田中二郎裁判官を推薦したのか、それとも
石田和外裁判官を推薦したのか──浅田和茂先生古
稀祝賀論文集　下巻（成文堂）2016年10月27日

　　髙　橋　　　眞　　教授

1 ．略　歴
　①岐阜県生まれ　②1978年京都大学法学部卒業、1983
年京都大学大学院法学研究科博士後期課程 退学　
　③1983年香川大学法学部助手（のち助教授）、1988年京
都大学教養部（のち総合人間学部）助教授、1998年大
阪市立大学教授　④留学経験なし
2．主要研究業績
　主著：
　・『安全配慮義務の研究』（成文堂、1992年）
　・『損害概念論序説』（有斐閣、2005年）
　・『抵当法改正と担保の法理』（成文堂、2008年）
　・『担保物権法〔第 2版〕』（成文堂、2010年）
　・『史料債権総則』（共編著、成文堂、2010年）
　・『入門債権総論』（成文堂、2013年）
　・『続・安全配慮義務の研究』（成文堂、2013年）
　主論文：
　・「権利の担保責任と権利移転の『不能』について──
裁判例の検討──」林良平先生献呈論文集『現代に
おける物権法と債権法の交錯』（有斐閣、1998年）

　・「権利の担保責任と損害賠償──裁判例の検討──
(1)( 2 ・完）」（法学雑誌53巻 1号・ 2号、2006年）

　・「『相殺の担保的機能』について──判例を読み
直す」『市場社会の変容と金融・財産法』（成文堂、
2009年）

　・「債権譲渡と相殺──判例を読み直す」田原睦夫先
生古稀・最高裁判事退官記念論文集『現代民事法の実
務と理論上巻』（きんざい、2013年）

　・「損害賠償と損害の表象」（法学雑誌60巻 3＝ 4号、
2014年）

　・「自然災害と使用者の安全配慮義務──七十七銀
行事件の遺したもの──」法学雑誌62巻 3＝ 4号
（2016年）

　　森　山　浩　江　　教授

1 ．略　歴
　①福岡県生まれ　②1990年九州大学法学部卒業、 1995
年九州大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得退
学　③1995年龍谷大学法学部助教授、2008年同教授、
2010年大阪市立大学法学研究科教授　④1992年～1993
年フランスボルドー第 1大学留学、2000年～2001年フ
ランスパリ第 2大学客員研究員
2．主要研究業績
　著書：
　・『新家族法実務大系（第 1巻）』、『同（第 4巻）』（共
著）（新日本法規、2008年）

　・『判例にみるフランス民法の軌跡』（共編著）（法律文
化社、2012年）
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　論文：
　・「恵与における『目的』概念──コーズ理論を手掛
かりに──」（九大法学64号 1頁、1992年）

　・「不貞関係の相手方に対する無償処分の効力──フ
ランス破毀院1999年 2 月 3日判決を手がかりに── ｣
川角由和他編『ヨーロッパ私法の動向と課題』（日本
評論社、2003年）133頁

　・「現代社会と婚姻法理」生野正剛他編『変貌する家族
と現代家族法』（法律文化社、2009年）38頁

　・「離婚の成立」大村敦志・河上正二・窪田充見・水野
紀子編『比較家族法研究──離婚・親子・親権を中
心に』（商事法務、2012年）57頁

　・「民法910条とその類推適用をめぐって──表見的相
続関係の一断面──」（法学雑誌61巻 1 = 2 号、2014
年）69頁

　　杉　本　好　央　　准教授

1 ．略　歴
　①京都府生まれ　②1995年龍谷大学法学部法律学科卒
業、2002年東京都立大学大学院社会科学研究科博士課
程単位取得退学　③2002年東京都立大学法学部助手、
2004年大阪市立大学法学部助教授　④2011年-2012年ド
イツ・レーゲンスブルク大学法学部客員研究員
2．主要研究業績
　・「ドイツ民法典における法定解除制度に関する一考察
(一)～(五・完)」東京都立大学法学会雑誌41巻 2号
～43巻 2号（2001-03年）。

　・「仏民一六五七条小論(一)～(二・完)」法学雑誌54
巻 1号（2007年)、55巻 3・ 4号（2009年)。

　・「『債権法改正の基本方針』における法定解除制度と
判例・実務・制定法──客観的要件論を中心に── ｣
池田真朗ほか編『民法（債権法）改正の論理』（新青
出版・2010年)。

　・「末弘厳太郎の判例論──20世紀初頭のドイツにお
ける議論と対比して──」池田恒男・高橋眞編『現
代市民法学と民法典』（日本評論社・2012年)。

　・「新民法における『債権の譲渡における相殺権』の意
義」法律時報87巻11号（2015年)。

　　藤　井　徳　展　　准教授

1 ．略　歴
　①広島県　②1999年京都大学法学部卒業、2004年京都
大学大学院博士後期課程単位取得退学　③2004年大阪
市立大学助教授、2007年大阪市立大学准教授　④なし
2．主要研究業績
　著書：
　・手嶋豊ほか（共著）『民法Ⅲ債権総論（有斐閣Legal 

Questシリーズ）』（有斐閣・近刊予定）
　・潮見佳男ほか編（共著）『概説国際物品売買条約』
（法律文化社・2010年）

　論文：
　・「将来債権の包括的譲渡の有効性──ドイツにおけ
る状況を中心に──(一)～(二・完)」民商法雑誌127
巻 1号、127巻 2 号（2002年）

　・「ヨーロッパ契約法原則（PECL）における債権譲渡
法制──債権譲渡による資金調達という観点を中心
に据えて── (一)・未完」法学雑誌53巻 4号（2007
年）

　・「債権譲渡登記を用いた担保取得をめぐる諸問題」佐
藤歳二ほか編『新担保・執行法講座』（民事法研究
会・2009年）

　・「ドイツ法における債権の譲渡担保の効力と、その法
的諸問題」池田真朗ほか編『動産債権担保──比較
法のマトリクス』（商事法務・2015年）

　翻訳：
　・（共訳)「ヨーロッパ契約法原則（PECL)」潮見佳男
ほか編『ヨーロッパ私法の動向と課題』（日本評論
社・2003年）

　・オーレ・ランドー／ヒュー・ビール編（潮見佳男ほか
監訳〔共訳〕）『ヨーロッパ契約法原則Ⅰ・Ⅱ』（法律
文化社・2006年）

　・オーレ・ランドー／エリック・クライフほか編（潮見
佳男ほか監訳〔共訳〕）『ヨーロッパ契約法原則Ⅲ』
（法律文化社・2008年）

　日独シンポジウム
　・第 8回（2012年）開催　
　・（論文）「動産と債権の包括的な担保化による資金調
達と、その法的課題」、（翻訳）ロルフ・シュテュルナ
ー「債権譲渡によるリファイナンスと債務者の保護」
──（日本語版論文集）髙田昌宏ほか編『グローバ
ル化と社会国家原則』（信山社・2015年）、（ドイツ語
版論文集）Rolf Stürner/Alexander Bruns（Hrsg.）, 
Globalisierung und Sozialstaatsprinzip: Ein japanisch-
deutsches Symposium, 2014

　　坂　口　　　甲　　准教授

1 ．略　歴
　①神奈川県生まれ　②2003年　学習院大学法学部法学
科卒業　2005年　学習院大学大学院法学研究科博士前
期課程修了　2008年　京都大学大学院法学研究科博士
後期課程修了　博士（法学）　③2008年　神戸市外国
語大学外国語学部専任講師　2011年　神戸市外国語大
学外国語学部准教授　2013年　大阪市立大学大学院法
学研究科准教授　④2016年～2018年（予定）ドイツ・
ボン大学において在外研究
2 . 主要研究業績
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　論文：
　・「ドイツにおける注文者の任意解除権の理論的展開
(1)(2・完)」民商法雑誌135巻１号133-168頁、135
巻 2 号348-374頁（2006年）

　・「ドイツにおける債権者遅滞制度と債権者の協力義務
(1)～(3・完)」法学論叢165巻 4 号99-116頁、165巻
6 号91-117頁、166巻 2 号130-151頁（2009年）

　・「双務契約における両当事者の責めに帰すべき事由
による履行不能──ドイツ法における効果論の一考
察」神戸市外国語大学研究年報48号137-259頁（2012
年）

　著書・訳書：
　・クリスティアン・フォン・バールほか編（窪田充見
ほか監訳）『ヨーロッパ私法の原則・定義・モデル準
則』（法律文化社・2013年）（共訳）

　・二宮周平・潮見佳男編『新・判例ハンドブック親族・
相続』（日本評論社・2014年）（共著）

　・潮見佳男ほか編『18歳からはじめる民法（第 3版）』
（法律文化社・2017年刊行予定）（共著）

　　𠮷　井　敦　子　　教授

1 ．略　歴
　①奈良県生まれ　②大阪市立大学法学部卒業、神戸大学
大学院法学研究科博士課程単位修得退学、博士（法学）
　③1994年流通科学大学専任講師、1997年同助教授、
2002年甲南大学教授を経て、2004年より大阪市立大学
法学研究科教授。　④1999年～2000年英国ケンブリッ
ジ大学留学
2  ．主要研究業績
　主著：
　『破綻金融機関をめぐる責任法制』（多賀出版）1999
年、第 4回大隅健一郎賞受賞
　論文：
　・「経営破綻銀行の取締役の注意義務と責任(一)(二・
完)」民商法雑誌114巻1号・2号

　・‘The Japanese Banking System past, present and 
future 'Roo & Jagtenberg’Yearbook Law& Practice 
in East Asia（1998年、Kluwer Law International、
Vol 3 ）

　・「銀行融資と取締役の善管注意義務」『現代裁判法体
系（17）会社法』所収（第一法規）1999年

　・「銀行規制における主要株主の責任」大阪市立大学法
学雑誌48巻 4号

　・「平成13年臨時国会　銀行法の改正・銀行等保有株
式取得機構の創設」ジュリスト1220号

　・「資金調達から見た種類株式制度」『会社法をめぐる
理論と実務』所収（新日本法規出版）2004年

　・「定款自治による株主の救済（上)(下）企業立法研究
会研究報告」旬刊商事法務1698号、1699号（共著）

　・「種類株式の多様化と企業防衛──主要目的論の再
検討をふまえて──」『最新倒産法・会社法をめぐ
る実務上の諸問題』所収（民事法研究会）2005年

　・「金融機関の破綻処理と株主代表訴訟の帰趨(一)(二)
(三)(四・完)」大阪市立大学法学雑誌54巻1号・54巻
4号・55巻 4号・61巻 1・ 2号）

　・「証券取引規制と公序、市場におけるフェアネス──
損失保証契約にかかる約定金請求事件・最高裁判決を
手がかりとして──」『市場社会の変容と金融・財
産法』所収（成文堂）2009年

　・「信頼理論モデルによる株主主権パラダイムの再検討
（Ⅰ～Ⅵ 完）」旬刊商事法務1866号～1871号（共著)

　・「メインバンクによる融資と銀行取締役の注意義務」
『民事特別法の諸問題　第 5巻（上巻）』所収（第一
法規）2010年

　・「内部統制システム構築義務と「赤旗の兆候・red 
flag」」大阪市立大学創立60周年記念号　大阪市立大
学法学雑誌60巻 3・ 4号

　・「取締役の対第三者責任・再考──理論と判例の検
討から」『企業法の現在──青竹正一先生古希記
念』所収　（信山社）2014年

　・「監査等委員会の導入とコーポレート・ガバナンスの
進展」『藤田勝利先生古希記念論文集』所収（法律文
化社）2014年

　・「MBOにおける取締役の義務と責任」『正井正筰先
生古希祝賀』所収　（成文堂）2015年

　・「保険金請求権の消滅時効の起算点」保険法判例百選
　・「銀行の取締役の注意義務」会社法判例百選第二版
　・「金融機関に対する説明義務」金融商品取引法判例百
選

　・「銀行の取締役の注意義務」会社法判例百選第三版

　　高　橋　英　治　　教授

1 ．略　歴
　①神奈川県生まれ　②1987年東北大学法学卒業、1997年
　東北大学博士（法学）の学位取得、1994年ドイツ・ゲ
ッチンゲン大学法学博士（Doktor der Rechte）の学位
取得　③2007年大阪市立大学法学部教授、1998年～英
国「学際的経済学雑誌（The Journal of Interdisciplinary 
Economics）」国際編集委員（international advisory board）
2007年より　比較法国際アカデミー（ACADEMIE 
INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE）準会員
会員、2008年　第13回大隅健一郎賞受賞　2010年11月
昭和22年度学友会「優秀テキスト賞」受賞　2012年　
昭和24年度学友会「優秀テキスト賞」受賞　④1990年
～1993年ドイツ・ゲッチンゲン大学留学（DAAD奨学
生、ゲッチンゲン大学法学修士・法学博士）、2000年～
2002年ドイツ・フライブルク大学留学 （フンボルト財
団研究員）
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2 ．主要研究業績
　主著：
　・『会社法の継受と収斂』（2016年、有斐閣）
　・『企業集団と少数派株主の保護（中国語）』（2014年、

法律出版社）
　・『ドイツ会社法概説』（2012年、有斐閣）
　・『会社法概説（第 3 版）』（2016年、中央経済社）
　・『企業結合法制の将来像』（2008年、中央経済社）
　・『ドイツと日本における株式会社法の改革── コー

ポレート・ガバナンスと企業結合法制』（2007年　商
事法務）

　・『従属会社における少数派株主の保護』（1998年　有
斐閣）

　・Eiji Takahashi, Konzern und Unternehmensgruppe 
in Japan - Regelung nach dem deutschen Modell? 
Max-Planck-Institut, Studien zum auslaendischen 
und Internationalen Privatrecht Bd. 38, J.C.B. Mohr 
（Paul Siebeck）, Tubingen 1995

　主編著:
　・『ドイツ会社法・資本市場法研究』（2016年、中央経

済社）
　・『演習問題でスタートする会社法』（2015年、法律文

化社）
　・『入門会社法』（2015年 3 月、中央経済社）
　・『グローバル化の中の会社法改正』（2014年、法律文

化社）
　・Eiji Takahashi（Guest Editor）, The Journal of 

Interdisciplinary Economics, Volume 22 No 1 & 2 , 
Special Issue: Company Law and Economics（2010）

　・Eiji Takahashi（Guest Editor）, The Journal of 
Interdisciplinary Economics, Volume 17 No 1 and 2 , 
Special Issue: International Corporate Governance, 
London,（2006）. 

　　原　田　裕　彦　　教授

1 ．略　歴
　①大阪市生まれ　②1986年 3 月大阪市立大学法学部第

2 部卒業（法学士）、1989年 3 月京都大学大学院法学研
究科修士課程修了（法学修士）、1994年 3 月京都大学大
学院法学研究科後期博士課程研究指導認定退学

　③1990年司法試験合格、1993年最高裁判所司法研修所
修了（第45期）、同年弁護士登録（大阪弁護士会）

2 ．主要研究業績
　論文等：
　・「大阪市立大学中小企業支援法律センターにおける中

小企業支援事業を通じた臨床法教育の実践及び法律
相談データの分析」（資料）大学教育13巻 1 号 1 頁
（大阪市立大学・2015年）

　・「社員権としての株主権空疎化の潮流における一側面

── 合併対価柔軟化，全部取得条項付き種類株式及
び特別支配株主の株式等売渡請求制度と規制改革要望
書── 」藤田勝利他編『会社法改正の潮流』435-486
頁（新日本法規・2014年）

　・「特別支配株主の少数株主に対する株式等売渡請求制
度と全株式譲渡制限会社（閉鎖会社）」北村雅史＝高
橋英治編『グローバル化の中の会社法改正』144-164
頁（法律文化社・2014年）

　・「破産手続開始決定後に生じた消費税及び固定資産税
の内，財団債権となるものの範囲について」越智敏裕
他編『行政と国民の権利』621-646頁（法律文化社・
2011年）　

　・「罪刑法定主義からみた質問検査権」租税訴訟学会・
租税訴訟第 3 号76-107 頁（財経詳報社・2010年）

　　小　柿　徳　武　　教授

1 ．略　歴
　①京都府京都市生まれ　②1991年京都大学法学部卒業、

1999年同大学院法学研究科博士課程研究指導認定退学
③1991年～1994年富士写真フイルム株式会社、1999年
龍谷大学法学部助教授、2003年大阪市立大学大学院法
学研究科助教授等を経て、2010年より現職

2 ．主要研究業績
　論文：
　・「監査役・会計監査人制度」北村雅史＝高橋英治編

『グローバル化の中の会社法改正』70～82頁（法律
文化社、2014年）

　・「再選択をする会社法」中東正文＝松井秀征編『会社
法の選択』943～989頁（商事法務、2010年）

　・「内部統制に関する外部報告制度」龍谷法学35巻 4
号368～401頁（2003年）

　・「コンプライアンス・プログラムの位置づけと監査・
監督」武久征治＝辻本勲男編『リスク管理と企業法務
── 実務と理論からのアプローチ── 』143～161頁
（法律文化社、2002年）

　・「会計監査人の情報提供機能とコーポレート・ガバナ
ンス(一)(二・完)」民商法雑誌117巻254～276頁・ 3
号388～413頁（1997年）　

　　鶴　田　　　滋　　教授

1 ．略　歴
　①熊本県生まれ　②1995年九州大学法学部卒業、2004

年大阪市立大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得
退学　2008年大阪市立大学より博士（法学）を取得

　③2005年福岡大学法学部講師、2008年九州大学大学院
法学研究院准教授、2015年本学教授　④なし

2 ．主要研究業績
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　単著：
　・『共有者の共同訴訟の必要性　歴史的・比較法的考
察』（2009年、有斐閣）

　共著：
　・渡部美由紀＝鶴田滋＝岡庭幹司著『民事訴訟法（日評
ベーシックシリーズ)』（2016年、日本評論社） 

　・山本和彦＝小林昭彦＝浜秀樹＝白石哲編『新基本法コ
ンメンタール　民事執行法』（2014年、日本評論社) 

　主論文：
　・「共有者を原告・被告とする訴訟における固有必要的
共同訴訟の成否」法律時報85巻 9号（2013年）

　・「共有者の内部紛争における固有必要的共同訴訟の根
拠と構造」伊藤眞先生古稀祝賀論文集『民事手続法の
現代的使命』（2015年、有斐閣）

　・「口頭弁論終結後の承継人への既判力拡張の意味」法
政研究81巻 4号（2015年）

　・「固有必要的共同訴訟における実体適格と訴訟追行
権」松本博之先生古稀祝賀論文集『民事手続法制の展
開と手続原則』（2016年、弘文堂）

　・「判決効拡張・訴訟承継における承継人概念 : 実体適
格と訴訟追行権」法律時報88巻 8号（2016年）

　

　　高　田　賢　治　　教授

1 ．略　歴
　①大阪府生まれ　②1994年大阪市立大学法学部卒業、
2000年同大学大学院法学研究科後期博士課程単位取得
退学　③2000年 4 月北海学園大学法学部講師、2003年
4 月関西学院大学法学部専任講師、2004年 4 月大阪市
立大学法学部・大学院法学研究科助教授、2007年 4 月
同・准教授、2014年 4 月同・教授　④2005年 8 月～
2006年 8 月英国のユニヴァーシティ・カレッジ・ロン
ドン（ＵＣＬ）客員研究員 
2 ．主要研究業績
　著書：
　・『破産管財人制度論』（単著、2012年・有斐閣）
　・園尾隆司＝小林秀之編『条解民事再生法〔第 3版〕』
（共著、2013年・弘文堂）

　・山本和彦＝山本研編『民事再生法の実証的研究』（共
著、2014年・商事法務）

　・三木浩一＝山本和彦編『ロースクール倒産法〔第 3
版〕』（共著，2014年・有斐閣）

　論文：
　・「担保権消滅請求の手続論」佐藤鉄男＝松村正哲編
『担保権消滅請求の理論と実務』（2014年・民事法
研究会）

　・「清算価値保障原則の再構成」高橋宏志ほか編・伊
藤眞先生古稀祝賀論文集『民事手続の現代的使命』
（2015年・有斐閣）

　・「倒産法における債権者の一般の利益」田邊光政ほか

編・今中利昭先生傘寿記念『会社法・倒産法の現代的
展開』（2015年・民事法研究会）

　・「イギリス担保法制の概要」池田真朗ほか編『動産債
権担保──比較法のマトリクス』（2015年・商事法務)

　　根　本　　　到　　教授

1 ．略　歴
　①茨城県取手市生まれ　②1990年早稲田大学法学部卒
業、1998年大阪市立大学大学院法学研究科後期博士課
程単位取得退学、2007年博士（法学）　③1998年 4
月より神戸商船大学専任講師あるいは助教授、2003年
10月より神戸大学助教授、2008年より現職　④2001～
2003年ドイツ・ボーフム大学で在外研究
2．主要研究業績
　・『労働法Ⅱ──個別的労働関係法（第２版））』（法
律文化社）（共著）、2013年

　・『労働契約と法』（共著）、2011年
　・『労働法Ⅰ──集団的労働関係法と雇用保障法』
（法律文化社）（共著）、2012年

　・『債権法改正と労働法』（商事法務）（共著）、2012年
　・「組織再編をめぐる法的問題」『事業再構築における
労働法の役割』（中央経済社）、2013年

　・『日韓比較労働法 2　雇用終了と労働基本権』（旬報
社）、2014年

　　桐　山　孝　信　　教授

1 ．略　歴
　①大阪市生まれ　②1981年大阪市立大学法学部卒業、
1986年京都大学大学院博士課程単位取得退学　③1989
年神戸市外国語大学助教授、1993年本学助教授、1999
年から教授　④2002年イギリス･ロンドン大学で在外研
究
2．主要研究業績
　著書：
　・『国際関係（全訂版）』（共著、世界思想社、2014年)
　・『国際機構（第 4版)』（共編著、世界思想社、2009年)
　・『民主主義の国際法』（有斐閣、2001年）
　論文：
　・「安保軍事同盟批判の国際法学」中村浩爾ほか編『社
会変革と社会科学』2016：pp.2-16

　・「激動の世界と国連平和体制」『法律時報増刊　改憲
を問う』2014.12：pp.24-29

　・「国際法学におけるマイノリティ研究の過去と現在」
孝忠延夫編『差異と共同』2012．3：pp.297-320

　・「国連体制の構造変動と安保体制の機能」『法律時報
臨時増刊安保改定50年』2010：pp.20-26

　・「国際法秩序における民主主義の機能」国際法外交雑
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誌107巻 4 号：pp 1 -18.

　　平　　　　　覚　　教授
 
1 ．略　歴
　①秋田県生まれ　②1977年早稲田大学法学部卒業、

1983年早稲田大学大学院法学研究科博士課程後期単位
取得退学　③1983年神戸商科大学商経学部助手、1984
年同講師、1987年同助教授、1993年大阪市立大学法学
部助教授、1998年同教授　④1992年ミシガン大学留学、
1999年メルボルン大学留学、2016年ハンブルグ大学協
定交流派遣教員 

2 ．主要研究業績 
　主著：
　・『国際経済法　第 2 版』、有斐閣、2012年（中川淳司、

清水章雄、間宮勇との共著）
　主論文：
　・「WTO法と他の国際法の調和── 規範的枠組の変容

とWTO司法機関の対応」『国際経済法講座Ⅰ通商・
投資・競争』（日本国際経済法学会編）、法律文化社、
pp.146-162、2012年

　・"Live with a Quiet but Uneasy Status Quo? -An 
Evolutionary Role the Appellate Body Can Play in 
Resolution of 'Trade and Environment' Disputes-," 
AGREEING AND IMPLEMENTING THE DOHA 
ROUND OF THE WTO（Harald Hohmann ed.), 
Cambridge University Press, 2008.

　・「日米BSE問題とSPS協定」『食の安全と貿易──
WTO・SPS協定の法と経済分析』（山下一仁編著)、
日本評論社、pp. 385-412、2008年 

　・「WTO紛争解決手続における適用法── 多数国間環
境協定は適用法になりうるか── 」法学雑誌54巻 1
号、pp. 161-197、2007年 

　・「米国── マグロおよびマグロ製品の輸入、マーケ
ティングおよび販売に関する措置 メキシコによる
21. 5 条の援用（WT/DS381/RW）」WTOパネル・上
級委員会報告書に関する調査研究報告書【2015年度
版】

　　http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/wto/ds/
panel/pdf/2015/15- 4 .pdf 

　　国　友　明　彦　　教授

1 ．略　歴
　①京都府生まれ　②1981年京都大学卒業、1985年京

都大学大学院博士後期課程中退、2004年京都大学博士
（法学）　③1985年大阪市立大学助手、1986年同助教
授、2000年同教授　④1989-91年ドイツ連邦共和国ミュ
ンヘン大学留学

2 ．主要研究業績
　著書：
　・『国際私法上の当事者利益による性質決定』（2002, 

有斐閣）252p.
　主要論文：
　・「法科大学院における国際関係私法教育の現状と課

題── 国際私法」国際私法年報14号（2012年度版，
2013年刊）pp. 70-77

　・「法の適用に関する通則法38条（本国法）」同「39
条（常居所地法）」「遺言の方式の準拠法に関する法
律」櫻田嘉章=道垣内正人編『注釈国際私法第 2 巻』
（2011, 有斐閣）pp. 251-293, pp. 413-429

　・「国籍法の改正── 国際私法的観点から」ジュリス
ト1374号（2009）pp. 15-21

　・「国籍存在確認をめぐる問題── 生後認知を受けた
非嫡出子について── 」野田愛子・梶村太一総編集
『新家族法実務大系 第 2 巻 親族［II］── 親子・後
見── 』（2008, 新日本法規）pp. 615-636

　・「家族と国籍」国際法学会編『日本と国際法の100年 
第 5 巻 個人と家族』（2001, 三省堂）pp. 99-126

　　勝　田　卓　也　　教授

1 ．略　歴
　①東京　②1993年早稲田大学法学部卒業、1996年早稲

田大学大学院法学研究科修士課程修了　③1997年早稲
田大学法学部助手、2002年本学助教授（2007年より准
教授）、2012年本学教授　④1999-2001年ヴァージニア
大学ロー・スクール客員研究員

2 ．主要研究業績
　著書：
　・『アメリカ南部の法と連邦最高裁』（有斐閣、

2011）
　論文：
　・「起訴されない警官：大陪審への関心」［2015-2 ] ア

メリカ法
　・「少年の死刑と国際基準」大沢秀介＝大林啓吾（編）

『アメリカ憲法判例の物語』（成文堂、2014）
　・「マーベリ判決の神話」法学新報119巻 9 ・10号

（2013）
　・Takuya Katsuta, Brown and Roper, Connecticut 

Journal of International Law, vol. 27 （2011）
　・Takuya Katsuta, Japan,s Rejection of the American 

Criminal Jury, American Journal of Comparative Law, 
vol. 58 （2010）
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　　守　矢　健　一　　教授

1 ．略　歴
　①東京都生まれ　②1993年東京大学大学院法学政治

学研究科修士課程（基礎法学）修了　1997年同大学
院法学政治学課程中退　③1997年 4 月大阪市立大学
法学部助教授 2008年 4 月同教授　④1994年 1 月より
1996年 9 月まで、ドイツのフランクフルトにあるMax-
Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichteにて研
究、2003年法学博士号を取得（フランクフルト大学法
学部）2006年ドイツ連邦共和国より功労勲章功労十字
小綬章を受ける。2009年 8 月より同年10月まで、Max-
Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichteにて、
フンボルト財団奨学生として在外研究。その後、2009
年11月より2010年 9 月まで、ゲーテ大学（フランクフ
ルト）において、法制史学の客員教授として、ドイツ近
代法史の研究と教授に従事した。

2 ．主要研究業績
　著書：
　・Savignys Gedanke im Recht des Besitzes. Studien zur 

europäischen Rechtsgeschichte 164. Savignyana 6 . 
Frankfurt am Main: Klostermann 2003. XII + 262 S. 
（これには、ドイツで 2 本、フランスで 1 本、日本
で １ 本の書評がある。）

共著：
　・『ドイツ法入門』（改訂第 8 版　2012年、有斐閣） 

村上淳一＝守矢健一／ハンス・ペーター・マルチュケ
共編著：
　・「法発展における法ドグマーティクの意義── 日独

シンポジウム」（2011年、信山社）（松本博之、野田
昌吾と共編著）

　・「グローバル化と社会国家原則── 日独シンポジウ
ム」（2015年、信山社）（髙田昌宏、野田昌吾と共編
著）　

　論文：
　・Rechtsgeschichte provoziert Jurisprudenz, in: 

Rechtsgeschichte 23 （2015）, S. 263-265.
　・「イデオロギーの時代の市民法── 来栖三郎の市民

法研究の史的分析(1)── 」『グローバル化と社会国
家原則』（2015）、81-109頁所収。

　・Zur Geschichte der Savigny-Forschung in Japan 
zwischen 1880 und 1945, in:“Savigny international?”
hg. von J. Rückert und Th. Duve, Frankfurt am Main 
2015, S. 409-429.

　・「リュケァトのサヴィニ研究について」法制史研究
64（2014）、213-238頁所収。

　・Zivilrecht im Zeitalter der Ideologie. Eine Studie 
über Kurusu Saburos zivilistische Werke（I）, in: 
Globalisierung und Sozialstaatsprinzip. Ein japanisch-
deutsches Symposium, hg. von R.Stürner und A.Bruns, 
2014, 85-111.

　・「『使命』における、サヴィニの慣習法論について」
法学雑誌第60巻、381-415頁所収

　・Zum römischen Gewohnheitsrecht bei Georg Friedrich 
Puchta, in: ZSS rom. Abt., 128（2011）, S. 298-328.

　・Ein japanisches Beispiel für die Suche nach einer 
verlässlichen Dogmatik. Der Werdegang der 
Rechtstheorie Tetsu Isomuras, in: Die Bedeutung der 
Rechtsdogmatik für die Rechtsentwicklung, hg. v. R. 
Stürner, 2010, S. 23-44 ＝ 「日本における解釈構成
探究の一例── 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頁所収。

　・Neuere deutsche Rechtsgeschichte in Japan, 2 . Teil: 
Von 1980 bis zur Gegenwart, in: Zeitschrift für neure 
Rechtsgeschichte, 31.Jg.（2009）, S. 95-131.

　書評：
　・Reutter, W.P.,“Objektiv Wirkliches”in Friedrich 

Carl von Savignys Rechtsdenken, Rechtsquellen- und 
Methodenlehre （= Savignyana. Texte und Studien 
10/ Studien zur europäischen Rechtsgeschichte 263）. 
Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 2011. XIX, 
478 S. in: ZSS rom. Abt. 130（2013）, 716-723.

　・グンター・トイブナー編／村上淳一・小川浩三 訳
『結果志向の法思考　利益衡量と法律家的論証』（東
京大学出版会、2011年）『法制史研究』62号（2012
年）、270-280頁（実際の公刊は2013年）

　翻訳（重要なもののみ）：
　・F.C.サヴィニ『立法と法学とに寄せるわれわれの時代

の使命について』（その一）法学雑誌59巻（2012）、
1 -18頁所収；同（その二）法学雑誌60巻（2013）、
59-75頁所収；同（その三）法学雑誌61巻（2014）、
73-94頁所収。

　・ロルフ・シュテュルナー「古典的自由主義と現代民事
訴訟」民商法雑誌148巻（2013）、 1 -33頁所収。

　　王　　　　 晨 　　教授

1 ．略　歴
　①中国浙江省臨海市生まれ　②京都大学法学部卒業、同

大学院法学研究科博士課程単位取得退学　③京都大学法
学部助手を経て、1993年より大阪市立大学法学部助教
授、1996年京都大学博士（法学）学位取得、2002年大
阪市立大学法学部教授　④1999年～2000年、バークレ
ー大学で在外研究

2 ．主要研究業績
　主著：
　・『社会主義市場経済と中国契約法』（単著　有斐閣　

1999年）
　・『グローバル化のなかの現代中国法』（共著　成文堂

2003年）　　　　
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　・『市場社会の変容と金融・財産法』（共著　成文堂　
2009年）

　・『公司治理法治化的国際経験与中国実践』（共著　法
律出版社　2014年）

　主論文：　　
　・「中国契約法典制定過程から見た自由と正義」法学雑
誌48巻 4号（2002年）

　・「現代中国における『物権』の再発見」法学雑誌51
巻 4号（2005年）

　・「民法改正の動向（ 4）中国」民法の争点　ジュリ
スト増刊（2007年）

　・「中国民法の規制対象及び基本原則について」JCAジ
ャーナル56巻 7号（2009年）

　・「物権法の制定と中国憲法」『市場社会の変容と金
融・財産法』（2009年）

　・「中国不法行為責任法典の現代化」ＪＣＡジャーナル
第５７巻５号（2010年）

　・「司法解釈から見た中国財産法の進化」ジュリスト
1406号（2010年）

　・「現代中国における人格権法の復興」ＪＣＡジャーナ
ル第58巻 9号（2011年）

　・「中国民法典の編成をめぐる論争」ＪＣＡジャーナル
第59巻 7号（2012年）

　・「中国消費者権益保護法の改正草案について」ＪＣＡ
ジャーナル第60巻 7号（2013年）

　・「中国法における医療損害責任」法学雑誌60巻 3・
4号（2014年）

　・「中国における環境公益訴訟の革命」JCAジャーナル
第61巻10号（2014年）

　・「中国における約款の規制」JCAジャーナル第61巻
11号（2014年）

　・「インターネット上の人格権侵害とネットワークサ
ービス提供者の責任」JCAジャーナル第62巻 7号
（2015年）

　・「情報ネットワーク伝達権の侵害とネットワークサ
ービス提供者の責任」JCAジャーナル第63巻 4号
（2016年）　

　・「中国民法典の編纂と北川法学」JCAジャーナル第
63巻10号（2016年）　

　　稗　田　健　志　　教授

1 ．略　歴　　
　①北海道札幌市生まれ　②2000年一橋大学社会学部卒
業　2010年欧州大学院大学政治社会学部博士課程修了
（政治社会学博士）　③2000～2002年　株式会社ＮＴ
Ｔデータ勤務　2010～2012年　早稲田大学高等研究所
助教　　2012～2016年　大阪市立大学大学院法学研究
科准教授　2016年より 大阪市立大学大学院法学研究科
教授　④2005～2007年　コロラド大学ボルダー校政治

学部留学　2007～2010年　欧州大学院大学政治社会学
部留学　
2．主要研究業績
　単著：
 1 ．Political institutions and elderly care policy:  
Comparative politics of long-term care in advanced 
democracies. Basingstoke, Hampshire, UK: Palgrave 
Macmillan, 2012.

　共著：
 1 ．砂原庸介・稗田健志・多湖淳『政治学の第一歩』
有斐閣ストゥディア、2015年。

    論文：
　 1．「政治理論と実証研究をつなぐ環：経験的分析
における概念分析の役割」『年報政治学』2015-I号、
pp. 13-36、2015年。

 2 ．「左派・右派を超えて？：先進工業21ヵ国における
育児休業制度の計量分析」『レヴァイアサン』、木鐸社、
第55号、pp. 87-117、2014年。

　 3．"Politics of Childcare Policy beyond the Left-Right 
Scale: Postindustrialization, Transformation of Party 
Systems, and Welfare State Restructuring." European 
Journal of Political Research, 52(4), pp. 483-511, 
2013.

 4 ．"Comparative Polit ical Economy of Long-
Term Care for Elderly People: Political Logic of 
Universalistic Social Care Policy Development." 
Social Policy & Administration, 46(3), pp. 258-279, 
2012.

3 ．個人ＨＰ
　　http://www.geocities.jp/takeshi_hieda77/index.html

　　宇羽野　明　子　  教授

1 ．略　歴
　①福岡県生まれ　②1988年早稲田大学政治経済学部卒
業、1998年大阪市立大学大学院法学研究科後期博士課
程単位取得退学　③1996年～97年大阪市立大学、1997
年～2002年近畿大学、帝塚山大学非常勤講師、2002年
大阪市立大学法学部助教授、2010年より現職　④なし
2．主要研究業績
　・『政治的寛容』有斐閣、2014年
　・「16世紀フランスの政治的寛容にみられる「シヴィ
リテ」の伝統(1)、(２・完)」、『法学雑誌』第59巻第
3号、第 4号（2013年）

　・「16世紀フランスの政治的寛容における「良心の
自由」への視座」、『法学雑誌』第58巻第 3・ 4号
（2012年）

　・「16世紀フランスの政治的寛容をめぐって──その
予備的考察として」（孝忠延夫編著『差異と共同──
「マイノリティ」という視角』関西大学出版部、2011
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　　年に所収）
・「人間　モンテーニュ『エセー』」（岡崎晴輝、木村俊道
編『はじめて学ぶ政治学』ミネルヴァ書房、2008年
に所収）　　

　
　　野　田　昌　吾　　教授

1 ．略　歴
　①大阪府生まれ　②1987年大阪市立大学法学部卒業、
1993年同大学院法学研究科後期博士課程単位取得退学、
1994年博士（法学）　③1995年大阪市立大学法学部助
教授、2007年より現職　④2000～2002年ドイツ・ミュ
ンスター大学客員教授
2．主要研究業績
　・『ドイツ戦後政治経済秩序の形成』有斐閣、1998年
　・『法発展における法ドグマーティクの意義』（共編）
信山社、2011年

  ・『グローバル化と社会国家原則』（共編）信山社、
2015年

  ・「ドイツ保守政治空間の変容」水島治郎編『保守の比
較政治学』岩波書店、2016年

　・「欧州金融・債務危機と『再国民化』」高橋進・石田
徹編『「再国民化」に揺らぐヨーロッパ』法律文化社、
2016年

  ・「ドイツ国民政党の二つの野党期」吉田徹編著『野党
とは何か』ミネルヴァ書房、2015年

　・「誰が投票に行かないか」『政策科学』（立命館大学）
22巻 3号、2015年

　・「2013年ドイツ連邦議会選挙」『法学雑誌』60巻
3・ 4号、2014年

　　永　井　史　男　　教授

1 ．略　歴
　①大阪市阿倍野区生まれ　②1990年京都大学法学部卒
業、1995年同大学院法学研究科後期博士課程単位取得
退学　③1995年京都大学東南アジア研究センター助手、
1997年大阪市立大学法学部助教授、2007年同教授　
　④1987～1988年米国アーカンソー州立大学リトルロッ
ク校留学、1994～1995年タイ国立タマサート大学政治
学部客員研究員、1997年タイ国立タマサート大学政治
学部客員研究員（国際交流基金シニアフェロー）、2002
年タイ国立タマサート大学ラムパーン校客員研究員（日
本財団APIシニアフェロー）、2004～2005年、英国オク
スフォード大学日産日本問題研究所上級客員研究員（国
際文化会館新渡戸フェロー）
2．主要研究業績
　共編著：
　・加茂利男、稲継裕昭、永井史男編『自治体間連携の国

際比較──平成の大合併を超えて──』ミネルヴァ
書房、2010年。

　・船津鶴代・永井史男編『変わりゆく東南アジアの地方
自治』（アジ研選書No. 28）日本貿易振興機構アジア
経済研究所、2012年。  

　共著：
　・平山修一・永井史男・木全洋一郎『地方からの国づく
り──自治体間協力にかけた日本とタイの15年間の
軌跡』（JICAプロジェクト・ヒストリー・シリーズ
15）佐伯印刷出版、2016年。

　論文：
　・「資料：インドネシア地方自治体エリートサーヴェ
イ調査」『法学雑誌』（大阪市立大学法学会）第60巻、
第 2号、2014年（岡本正明、砂原庸介、籠谷和弘、
ワフユ・プラスティアワン各氏との共著）。

　・「資料：フィリピン地方自治体エリートサーヴェイ調
査(1)・(2完)」『法学雑誌』（大阪市立大学法学会）第
61巻、第 3号、2015年、及び第62巻、第 1号、2016
年（西村謙一、菊地端夫、小林盾各氏との共著)。

　・「都市のガバナンスと制度」松行美帆子、志摩憲
寿、城所哲夫編『グローバル時代のアジア都市論──
持続可能な都市をどうつくるか』丸善出版、2016年、
53～68頁。

　・「序論　変動期東南アジアの内政と外交」日本国際政
治学会編『国際政治』（特集：変動期東南アジアの内
政と外交）第185号、2016年、 1 -16頁。

　　手　塚　洋　輔　　准教授

1 ．略　歴
　①東京都生まれ　②2000年東北大学法学部卒業、2004
年東北大学大学院法学研究科博士後期課程中退、2008
年東京大学博士（学術）　③2004年東京大学先端科
学技術研究センター特任助手・特任助教（～2009年）、
2011年京都女子大学現代社会学部講師、2014年同准教
授、2015年大阪市立大学大学院法学研究科准教授　
　④なし
2．主要研究業績
　主著：
　・『はじめての行政学』有斐閣、2016年（共著）
　・『戦後行政の構造とディレンマ』藤原書店、2010年
　主論文：
　・「被災者への現金支給をめぐる制度と政治」（御厨貴
編『大震災復興過程の政策比較分析』ミネルヴァ書房、
2016年所収）

　・「官衙街『霞が関』の計画と官衙建設の展開」（御厨
貴・井上章一編『建築と権力のダイナミズム』岩波書
店、2015年所収） 

　・「事後検証機関の設置形態とその変化」『現代社会研
究』16号、 5～18頁、2013年
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　・「事業仕分けの検証：「予算編成」としての限界と
「行政改革」としての可能性」（御厨貴編『「政治主
導」の教訓：政権交代は何をもたらしたのか』勁草書
房、239～262頁、2012年所収）

　・「政策変化とアイディアの共有：地下鉄補助政策にお
ける省庁間紛争と政党」『法学』66巻 6号、44～85
頁、2003年

　　仲　田　 　　哲　　特任教授

1 ．略　歴
　①兵庫県西宮市生まれ　②1974年京都大学法学部卒業
　③1976年司法修習終了（28期）・大阪弁護士会登録、
2002年12月～2005年11月司法試験（第二次試験）考査
委員（民事訴訟法）
2．主要研究業績
　主著：
　・「三訂版　実務民事保全法」（共著）（商事法務、
2011年 2 月）

　・新訂貸出管理回収実務手続双書「仮差押え・仮処分・
仮登記を命ずる処分」（共編著）（金融財政事情研究
会、2011年 1 月）

　主論文：
　・「参加と承継」（「論点　新民事訴訟法」所収）（判例
タイムズ社、1998年 6 月）

　・「新版手形小切手の法律相談」（分担執筆）（有斐閣、
1992年10月）

　・「抵当権者の明渡請求に関する二つの最高裁判決につ
いて」（河合伸一判事退官・古稀記念「会社法・金
融取引法の理論と実務」所収、商事法務、2002年 6
月）

　・「請負工事に用いられた動産の売主による請負代金債
権に対する物上代位の可否」（金融判例研究第 9号
〔金融法務事情1556号〕、1999年 9 月）

　・「最近の執行妨害事例と実務上の対策」（クレジット
＆ロー83号、商事法務研究会、1996年 8 月）

　　山　本　健　司　　特任教授

1 ．略　歴
　①兵庫県生まれ　②1989年大阪市立大学法学部卒業　
③1989年最高裁判所司法修習（43期）、1991年弁護士登
録
2．主要研究業績
　主著：
　・「中小企業法の理論と実務（第 ２版）」〔共著〕
（「事業承継」執筆・「事業再生」共同執筆、民事法研
究会、2011年 3 月31日）

　・「赤字第三セクターの処理」（倒産実務交流会編『争

点　倒産実務の諸問題』（青林書院）所収、2012年
出版）

　・「労働審判　紛争類型モデル（第 2版）」（共著、「類
型25　セクシュアルハラスメントに対する損賠賠償
請求」共同執筆、大阪弁護士協同組合、2013年 7 月
20日）

　主論文：
　「市大法曹養成の伝統と挑戦～市大法学部のよき伝統
を活かし挑戦し続けるための『教育論』・『若者論』
～」（大阪市立大学「法学雑誌」第60巻第 3・ 4号，
2014年 3 月30日）

　・巻頭言「パワハラ」を「しない、させない」職場にす
るために（「経営法曹」第186号，2015年 9 月20日）

　・「（基調報告①）公益通報者保護法の概要について」
（経営法曹研究会報50号、2006年）

　・「松下PDP最高裁判決以降の黙示の雇用契約成否に
関する裁判例の傾向」（「経営法曹」第170号132頁、
経営法曹会議、2011年 9 月26日）

　　松　村　信　夫　　特任教授

1 ．略　歴
　①大阪府生まれ　②1975年 3 月同志社大学法学部卒　
③1981年 3 月大阪弁護士会登録、2004年 4 月より大阪
市立大学法学研究科特任教授、日本工業所有権法学会理
事、現在弁護士・弁理士
2．主要研究業績
　著書：
　『新・注解商標法』（青林書院、2002年）＝共同執筆
　『新・注解不正競争防止法（第 2版）』（青林書院、
2007年）＝共同執筆

　『著作権法要説－実務と理論（第 2版）』（世界思想社、
2013年）＝共著

　『新・不正競争防止法概説（第 2版）』（青林書院　2015
年）＝共著

　論文：
　・「データベースの利用をめぐる契約関係」法律時報
62巻 2号（1990年）

　・「衛星放送により音源を公衆に送信するにあたり音
楽データーを保有サーバに蓄積する行為は、放送の
ための一時的録音にあたる等とした事例」『判例著
作権法』（村林隆一先生古稀記念論文）東京布井出版
（2001年）

　・「我が国における営業秘密保護法制の系譜」『知的財
産権法の系譜』（小野昌延先生古稀記念論文集）青林
書院（2002年）

　・「著作物でないデータベースについての不法行為の成
立」知財管理53巻 6号（2003年） 

　・「退職従業員に対する競業行為の制限」日本工業所有
権法学会年報30号184頁
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　・「商標の類似」日本工業所有権法学会年報31号73頁
　・「二次的著作物をめぐる法律関係」『知的財産権侵害
訴訟の今日的課題』（村林隆一先生傘寿記念論文集）
青林書院（2011年）

　・「商標権の行使と商標の機能」『現代知的財産法講座
Ⅱ』日本評論社（2012年）

　・「不正競争防止法と産業財産権法の交錯領域に関する
若干の検討」『知的財産権──法理と提言』（牧野
利秋先生傘寿記念論文集）青林書院（2013年）

　・「営業秘密をめぐる判例分析──秘密管理性要件を
中心として」ジュリスト1469号32頁（2014年）

　・「原産地名称・地理的表示の保護と我国における原産
地誤認表示規制及び地域団体商標登録制度」『現代知
的財産法実務と課題──飯村敏明先生退官記念論文
集』発明推進協会（2015年）

　　髙　見　秀　一　　特任教授

1 ．略　歴
　①長野県長野市生まれ　②1986年京都大学法学部卒業
　③1986年司法修習生（40期）、1988年大阪地方裁判所判
事補、1990年大阪弁護士会登録
2．主要研究業績
　主著：
　・「逮捕・勾留・保釈と弁護」（共著）（1996年 5 月、日
本評論社）

　・「秘密交通権の確立」（共著）（2001年10月、現代人
文社）

　・「コンメンタール『公判前整理手続』」（共著）（2005
年11月、現代人文社）

　・「実践！刑事証人尋問技術──事例から学ぶ尋問の
ダイヤモンドルール──」（共著）（2009年 4 月、現
代人文社）

　主論文：
　・「逮捕状請求書謄本の謄写請求の勧め」（『季刊刑事弁
護』 4号、1995年10月）

　・「逮捕・勾留と『情報の不平等』」（『刑法雑誌』35巻
2号、1996年 3 月）

　・「外国人事件と公判手続──公判のテープ録音と通
訳の正確性」（『刑事手続の最前線』、1996年 5 月、三
省堂）

　・「複雑酩酊」（共著）（『季刊刑事弁護』17号、1999年
1 月）

　・「外国人事件と公判」（共著）（『新刑事手続Ⅱ』、2002
年 6 月、悠々社）

　・「裁判員制度における事実認定──裁判官と市民の
役割──」（日本犯罪学会発行『犯罪学雑誌』73巻
3号、2007年 6 月）

　・「知的障がい者の放火冤罪事件──検察官が公訴を
取り消し、公訴棄却後に捜査報告書の改ざん発覚」

（『季刊労働福祉』132号、2011年 9 月）
　・「自己矛盾調書の証人への提示・朗読」（『実務体系 
現代の刑事弁護　 2刑事弁護の現代的課題』、2013年
9 月、第一法規）

　・「手続二分論的運用の試み」（『法と心理』15巻 1号、
2015年10月、日本評論社）

　・「使い勝手のよい反対尋問事項書を作ってみよう（そ
の 1～ 3）（『季刊刑事弁護』79号～81号、2014年 7
月～2015年 1 月）

　・「法328条及び規則199条の10､11､12の解釈、射程
（法律論・一般論）」（『季刊刑事弁護』81号、2015年
1 月）

　　杉　本　吉　史　　特任教授

1 ．略　歴
　①大阪府生まれ　②1985年京都大学法学部卒業　
　③1985年司法修習生（39期）1987年大阪弁護士会登録
　④なし
2．主要研究業績
　主著　
　　「逮捕・勾留・保釈と弁護」（共著）（1996年 5 月、
日本評論社）

　  「犯罪被害者支援と弁護士」（共著）（2000年 6 月、東
京法令出版）

　　「ケーススタディ被害者参加制度」（共著）（2013年
4 月、東京法令出版）

　主論文　
　　「無罪判決を受けた場合どうするか」（刑事弁護の技
術（上）1994年10月）

　　「オウム真理教が巻き起こした諸現象と法律的諸問
題」（大阪経済法科大学法学研究所紀要23号、1996
年 9 月）

　　「大阪弁護士会犯罪被害者支援センターの実践と課題
（特集　犯罪被害者への対処とケア）」（共著）（自由
と正義51巻 8号、2000年 8 月）

　　「犯罪被害者、遺族と刑事弁護」（大阪弁護士会会報
第212号、2000年11月）

　　「犯罪被害者支援の立場からみた被害者参加制度と損
害賠償命令制度」（月刊大阪弁護士会653号、2008年
11月）

　　和久井　理　子　　特任教授

1 ．略　歴
　①愛知県生まれ　②1996年 4 月～1998年 3 月 京都大学
大学院法学研究科修士課程、1998年 4 月～2000年 3 月 
京都大学大学院法学研究科後期博士課程（退学）、2011
年博士（法学）　③2000年 4 月～2010年 3 月 大阪市立
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大学大学院法学研究科准教授、2010年 4 月～2015年 3
月　大阪市立大学法学研究科特別研究員、2012年 4 月
～2016年 3 月立教大学特任教授　2015年 4 月～現職　
④2002年10月～2004年 9 月 イギリス・ロンドン大学留
学　

2 ．主要研究業績 
　・『技術標準をめぐる法システム── 企業間協力と競

争、独禁法と特許法の交錯』（商事法務、2010）
（単著）

　・Antimonopoly Law: Competition Law and Policy in 
Japan（Abramis Academic Publishing（UK）, 2008）
（単著）

　・『論点解析経済法第二版』（川濵昇・武田邦宣・和久
井理子編著）（商事法務，2016年）

　・『ベーシック経済法 : 独占禁止法入門［第四版］』（川
濵昇・瀬領真悟・泉水文雄・和久井理子（共著））（有
斐閣、2014年）

　・Ruth Taplin and Masako Wakui（eds.）, Japanese 
Telecommunications : Market and Policy in Transition 
（Rutledge: London. 2006）［共編著］

　・Masako Wakui and Thomas K. Cheng, Regulating 
abuse of superior bargaining position under the 
Japanese competition law: an anomaly or a necessity? 
［2015] J. Antitrust Enforcement 3 ( 2 ）, pp. 302-
333（2015）  

　・Bid Rigging Initiated by Government Officials: The 
Conjuncture of Collusion and Corruption in Japan, in 
Thomas K. Cheng et al（eds） Cartels in Asia: Law & 
Practice（Wolters Kluwer   2015）pp. 41-65
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