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ココ

ニ紹介と 批評﹄
一

に從事され︵擬獅戴棚ゆ燭誘蹴醐伽↓俺購断朝難叶艶舶物錬駄噺醐︶︑﹁明治

民法編纂更研究﹂︿輔蜘肚舩︶︑﹁明治十﹂年民法草案﹂︵鯛蜘翫砿︶︑

罠法典論争史﹂︵嬬墨等の著書を陛おぐり︑それま浮

とんど同顧談の域を脱しなかワた民法編纂史の開拓に先鞭をつ

られる︒今般︑さらに教授が旧薯﹁民法典論箏史﹂の訂正増補

けられた人であり︑この分野における先駆渚の地位を占めてお

ない︒前著が本文コ一六頁︑資料二一西頁から成つていたのに

版を公表されたのは︑わが法制史学界のため︑宴に慶賀にたえ

補ざれ︑内容的には著しく詳細の度を加えている︒資料の探索
ヤ
にはさぞかし不便も多かろうと思われる四國松山に居住される

反し︑新著では資料全部を省かれた代りに︑本交三二一頁に増

鞠

教授の不擁の研籏を想5とき︑おなじ分野に志す私はとぐに深

の構造特色を説明し︑第こ部は旧民法をめぐる断行延期両派の

日本法制史の研究において︑近代法の分野が取りあげられ

るようになったのはまだあたらしい︒吉野作造︑尾佐竹猛両博

二

甚なる敬意を表ざずにはおられない︒

量共にみるべきものが多いが︑その他の部門の研究はそれに比

跡をたどり︑江藤新卒が制度局︑左院︑司法省において民法編

纂事業を主催した顛末を述．へ︑次に大木司法卿のいわゆる﹁明

論雫が取扱われている︒まず冒頭にはフランス法律文化移入の

主としてその研究の時代的下限を徳川末期までにとどめていた

元老院内に民法編纂局を設け︑ボアソナードを中心とする旧民

治十〜年民法草案﹂起草の箏情を読明し︑つづいて明治十ヨ年

ゴリーの裡に考察されるようになりてからも︑日本法制史家が

ことにもとづく︒しかし︑最近には小早川欣吾︑高柳眞三︑石

に輔々したが︑途に司法省内法律取調委員会の手によって全草

︵八七︶

法の編纂が開始され︑その事業は司法省︑外務省︑司法省の順

八七

は專門の法制史家ではないが︑十数年來明治民法制定史の研究

紹介と批評

究も今後ますます活濃化せんとする氣蓮がみられる︒星野撤授

井艮助等の諸教授により貴重な力作が発表され︑この方面の研

較して著しく立ちおくれている︒それは明治時代が歴史的ヵテ

本書は第一部として旧民法成立までの民法編纂史と旧民法

れ︑現在では資料もほとんど揃い︑それにもとづぐ業績も︑質

愚
皿

士を先駆とする憲法史研究は︑すでに大正時代からはじめら

手 塚

tー明治家族制度論伊史1

﹁民法典 論 事 史 ﹂ を 讃 み て

星野通教授 著

＝

八八

︵八八︶

あり︑それが本書の副題を﹁明治家族制度論雫史﹂とせられた

硯野にたち︑その編をめぐる攻防戦を電点的に論述されるので

紹介と批評
公布される過程が詳細に展開されている︒旧民法殊にその入事

ろう︒

とざれている︒この第一部は著者の旧著︵論翻︶の叙述に︑小早

︵︸○○瓶顛︶ものと断定し︑ここに﹁法典敗れさる主因﹂があった

ヨーロヅパ的小家族主義キ家制原理として原理的に探用した﹂

括的審議﹂を強要した政府に対する﹁一部不卒政治家の強い反

次的原因としては﹁議会の開会を待たず﹂﹁ただ元老院の﹂﹁一

ス両学派の間における派閥的感情的対立﹂︵︸繭燃顛︶であり︑副

家族制度を破壊する点﹂︵集一庫順則︶第二に﹁イギリス︑フラソ

著者にしたがえは論孚の原因は︑第一に人事編が﹁傳統的大

所以であ

案が完成し︑元老院の審議を経て明治二十三年三月及ぴ十月に
編︵親族︶︑財爺取碍編第二部︵相続︶の性格については︑著者

川︑石井両教授の研究を僅かばかり探り入れられたものであ

﹁実質的には寧ろ

り︑資料的には別にあたらしい発展もないが︵嘲額謙灘確磁潮楼輯難

た理由ならざる理由﹂︵︸藁︶であったが︑それが﹁当時の反動

感﹂︵鵡勢盃ある︒そじて延期派が淳風美俗に反するものとし
て非難をあびせた人事編規定の具体的事例は﹁ピントのはづれ

は﹁︐傳統的大家制を表見的には承認し乍ら﹂

コ倍になっており︑おそらく著者が多年の癬蓄を十コ分に発揮

勲柄熔瑚観膿鋤虻絶踵魂ゲ喉︶︑第二部の論雫史の場面は分量的にら約

らの共鳴と支持をうけて遂に勝利を牧めたものであって︑この

群︑印ち國粋主義者保守主義者達﹂を﹁眩惑﹂し︵︷︑南︶︑かれ

まず著者は当時のわが法学界の歌況から筆を起し︑フランス

來する挾雑物のない法学戦だったのではなく︑寧ろそれは法学

論雫の史的意義は﹁歴史法学対自然法学の単説的相違相立に由

された部分と思われる︒

法学派とイギリス法学派が理論的に承感情的にもいかに深刻に

い︑印ちヨー・ッパ文化採取の合理主義的革新的な進歩主義と

職たると共に法単㎜戦の方法において展開したイデオロギーの鞍

相対立したかを精細に分析せられる︒そしてこの対立がほとん
どそのまま法典をめぐる断行︑延期の両派にわかれた事情を︑

ア自由主義自由民権主義と國権主義國家主義封建的藩閥官僚主

封建武士的傳統を温存せんとする保守國粋主義思葱︑ブルジョ

豊富な資料を駆使して読明される︒この部分は法典論箏の意義
を理解する重要な伏線であろう︒つづいて法典論箏の緒鞍とい

あり︑と同時に多年に亙るイギリス法学派フラシス法学派の

義思想と言う対立的な砒会的政治的イデオ・ギーの激しい戦で

うべき商洪典論雫を述べ︑最後に民法典論雫が﹁論雫本格化と
その成敗﹂﹁論孚の原因﹂﹁断行派敗因﹂﹁論雫の史的意義﹂の

深刻な感情的派閥抗雫である﹂︵だ真O︶とい弓のが︑その結論で

四節に亙り︑博引傍証︑時にやや重複のきらいがあるほど詳細
に画かれている︒著者は論箏の中心が人事編にあったものとの

三

お︑司法省法学校出身者中に黒川誠一郎の名をあげておられる

起草し︑それを法学士会の名で発表したのが翌五月である︒な

決議にしたがって岡村輝彦︑山田喜之助︑元田肇等が意見書を

正確ではない︒同総会の期日は四月二十七日であり︑この日の

い︒まず史実の点では︑栗本貞次郎がパリーでナポレオンコー

ある︒

ド翻訳の助力を仰いだ佛人を﹁コソシュルフロリヘラルド﹂

次に本書を一読して私の氣がついた点を率直に述べてみた

︵蹴︶︑或は司法省御雇外人を﹁モシユールブスヶ﹂︵降二︶といわ

ー大学に学んだ法律家で︑明法寮の法学校創設当初︑すでに朋

であって︑法学校関係者ではあるが出身者ではない︒以上述べ

法寮大属︵事務官︶として勤務し︑ブスヶの通訳などをしたの

が︵陣賠︶︑これは誤りである︑黒川は石川縣々費生としてパリ

るのではなかろ5か︒コンシ子ル︵8房島︶はい5までもなぐ

れるが︑いずれもこれがそのまま姓名と誤解されるおそれがあ
領事︵馴瀧響鎚輔綿越魂仙鱒︶であり︑モシュールは目9巴Φ畦で

しかし︑元老院で入事編の﹁提出草案五百五十條︵巖翻駒蹴既謝

た点は︑いずれも微々たる暇瑛であつてもとより重要な事項で

髄瑛董曳撫呪謙艦初融砿制︑れ︶の内二百余條を大量削除して︑内コ百

あって︑ブスヶの姓名はOΦR瞬窃＝一置ぼ①切oq呂蝿9である︒

る︒資料鱒写の際の脱漏と思われるし︑たいしたことでもない

九十三條が通過し﹂た︵蛾O︶と読かれるのは︑かなり重要な誤

のより正確を期待したいのである︒

が︑前蒼同塔あったので︵醐蟹講灘︶︑喜しておく︒次

解であろう︒著者ほ﹁草案が五百十條だったことは草案人事編

はないが︑本書のこの方面における定本たる償値に鑑み︑史実

に﹁十一年民法草案﹂編纂委員の一人である牟田口通照も﹁当

ておられるが︵郎o︶︑これには得能権大槍事︵良介︶が洩れてい

時民事局長として司法省内に軍きをなしていたとのことであ

書は元老院提出のためのものではなく︑法律取調委員会におけ

理由者によぞも明奪あ詮︵凱八︶といわれ余︑あ理由

また︑司法省民法会議出席者も江藤文書を典拠として六人あげ

る﹂︵鉱九︶とされるが︑司法省民事局は萌治十三年四月十六日

る民法人事編組合︵鰯魏賊韻の︶起草のものであワて︑法律取調委

に設けられたものである故︑同草案起草導時には局長はあり得
ない︒大日本教育会の機関雑誌名も﹁大日本教育会﹂︵鉱姻︶で

員会の本会議に出席する報告委員の説明書である︒すなわち五

一6條案は第一次草案でありて︑これを委員会でほとんど全條

はなくて﹁査譲套藩茜歪しい︵航鶴競鯉卿黙鷲

文に亙ワて修正削除し︑四コ一條の確定案︵騰に輝曝疑簿︶を可決

いわれるのは︑手野義太郎氏の見解をそのま・利用され此竜のであろらがこれは卒
野民の誼み違いであるか二の錨については拙稿﹁大日本教育會の法典論﹂本誌第二

し︑それが元老院提出案である︒委員会通過案が酋二一條であ

︵八九︶

た同会総会をコ一十二年漁月﹂︵た賊︶とされているのも同様に

八九

制臨雛縣︶︒法典論争の導火線となった法学士会意見書を決議し

紹介と批評

︵九〇︶

大法典の存在を報告されている︒しかし著者はそのことを述べ

九〇

ったことは︑著者がしばしば引用される大槻文彦薯﹁箕作麟祥

ていない︒要するに著者の前数︐著発表以來︑この時代の民法編

紹介と批詐
君傳﹂所載の渡正元談︵魏財磁耀職欄︶も明言するところであり

旋閑砿騨︶︑︐それまで知り得なかつた事項がかなりの穫度まで明

研究があり︵儲糖断醐蟷棚鵬初駅磁帽曝外開湛喰獄顯馳禍⑳鱒備鳩め岨ゆ飼罐

纂史については︑小早川︑石井両教授の新資料の提出と精緻な

考証について︑私の疑間を感ずる点と所見を異にするところを

らかになつたにもかかわらず︑著者が他の学者のそれら貴重な

次に著者が︑民法編纂史および法典論雫に対してなされた

︵綱鵡艶︶︑著者はそれを見落されたのであろう︒

述べてみたい︒江藤司法卿の民法会議を読明される項で︑この

とどまつておられるのは︑私にはむしろ不可解といわねばなら

業績を十分には撮取せず︑ほとんど前著そのままの考証の域に

四

︵賑雛謝曝戴︶﹁筆者未見に属する﹂︵斯八︶といわれるが︑この草案

は十分に了解されている筈である︒しかるに石非教授のこの貴

審議する方法を採らしむることとした﹂︵臥九︶とし︑その﹁一

田は﹂﹁草案逐條審議を禁じ︑各編毎にこれを全体として一括

次に元老院の審議について﹁審議遽延を極度に恐れた法相山

ない︒

会議の所産たる﹁刊本身分証書﹂について著者は前著と同じく
は著滴の引用される石井良助撤授の﹁民法典の編纂﹂にその全

重な紹介に論及されていないのはど弓したわけであろうか︒さ

著者は︑元老院では逐條審査を全ぐ行わず︑各編毎に是否を決

括審議﹂墓つた旨を彊調託ている︵鍛頸︒︒諮設壁︒

文が覆響れているの墓り︵欄嶺認魏㈱︶︑嚢もその内容

として説明されるが︑小早川教授の﹁続明治法制叢考﹂に発表

らに民法会議の参加者を︑著者は前著と同じく肛藤交書を典拠

ているようである︒しかし五叫O條の草案を二九三條にまで修

正したことは︑著奢も認めておられる︵諭髄⑳靴難回媚喋浦廻︶︒

する﹁強引な無理な﹂方法で通過せしめられたものと理解され

解されるのであろうか︒他の部分では小早川教授の前掲論文を

．それならぼ︑︐このような圧縮が逐條審議なくして可能であると

された﹁一記録﹂には︑それと異なる人名をあげている︵欄礪鉱︶．

引用されるにもかかわらず︑薯者がこの点の考証を避けられる

五月コ十七日より約三ヵ月間︑十五名の特別委員が逐條審議を

考えられるのであろ弓か︒元老院の入事編審議ば明治コ十三年

十分な信用に債する二つの原史料が示す矛盾を著者はいかに理

の警うしたこと夏ろうか︵靴耀影袈羅鶴現議麟濯．

のである︒一部議官の反感は︑元老院の涌則たる三読会の制に

行って大修正を施し︑この修正案が本会議をそのまま通過した

また明法寮において民法会議提出のための﹁楠田ブスケ協力草
案﹂が作成されたものと薯者は推定されている︵駕O︶︒この明
法寮草案についても石井教授は前掲論文に千百数十條におよぶ

元老院貞体が﹁逐條審議﹂を排し﹁一潟千里の一括

正を許さなかったことに対するものである︒すなわち︑コ括

よらずして特別委員会に附し︑この委員会決定案を本会議で修

建的要素を加え︑途にはその性格を根禾的に改変したとも考え

を施されるに俘い︵訟聯毅灘㎎鞭鋤嫌謝關鯛開荊購酔鴨郵畔ポ炉魅︶逐衣封

にこの草案が法律取調委員会︑元老院においていくたびか修正

ヨー・ッパ市民法的色彩のきわめて強いものであった︒しかる

たと︑私はいいたいのである︵訊躍鴫渤瓢は鵬聰魁悔砂融縄欝幽鶴鄭鍋砂

のは明治民法に対比して勝るとも劣らざる牛封建的民法であっ

られるのであって︑それがため公布された旧民法人事編そのも

審議﹂は本会議についてだけのことであり︑少くとも人事編に

関する限
的審議方法﹂︵顛○︶を行ったとはいえないのである︒この点︑

法典論雫の項では︑著者は旧民法人事編の基本的性格を﹁ヨー

著者の考証は甚だ不十分であると許されなければならない︒

して少くとも法律学者の多くは人事編の裡に反﹁淳風美俗﹂的

剛爾咋輸呼︶︑それがため延期論者の内︑極端な反動主義者は別と

要素をひろいあげるのに因難を感じたにちがいない︒彼等があ︐

・ゾパ個人主義的﹂であったものと論断し︑粍つ延期論者がそ

げた理由が甚だ貧弱であり︑反対のための反対に終ったのは当

れに対して行つた攻撃の要点を槍討し︑それは人事編の中核を

衝いたものではなく﹁奇なる哉

然の結果であり︑私は著者のごとく﹁奇なる哉鯉﹂とは考えら

﹂﹁ピントのはづれた理由な

の中から数例をあげ︑いわゆる﹁淳風美俗﹂に反するものとし

のは︑編纂の途上において全く変貌したにもかかわらず︑彼等

れない︒このように延期派が攻撃を加えた人事編の規定そのも

らざる理由﹂︵︷齋︶であったといわれる︒延期派が人事編規定

でに早ぐ青山道夫教授が﹁法典雫議と淳風美俗﹂︵酬吻櫃躇想麗

て攻撃した論旨がいかに室疎な﹁大言批語﹂であったかは︑す

が追及の手をゆるめなかワたのは︑反対論のゆきがかりという

ろん旧民法人事編の性格をいかに考えるかはいわば見解の相異

であり︑私としても著者の所読を十分に奪重するものである

よりも延期派の学閥的感情の然らしめたところであろう︒もち

が︑その反﹁博統的家族制﹂︑的性格を彊調されるの余り︑人事

して高ぐ評偵するが故に︑そして著者がそれにふれておられな
いのでここに特記じておく︒著者のこの点に関する考証竜青山

蜘槌解囎︶においてきhめて明確に論及されたところであり︑私
はこの論考こそ明治法典雫議研究に貴重な礎石を築いたものと

教授とほぼ岡様の結論に蓮したものである︒人事編の性格を著

ておく︒それは﹁家族が戸主の同意を得ずして養子をなしたる

編規定そのものに対してなされている著者の誤解を一つ指摘し

九一
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ときにも︑戸主はそれに対し現行法︵棚馳銀法︶のみとむる離籍

者のように考えるのは從來の揃説でもあるが︑私は遣憾ながら
に攻撃した人事編第一草案は︑反﹁淳風美俗﹂的︑いいかえれば

そのような見解に賛意を表し得ない︒なるほど延期論者が最初

紹介と批評

紹介 主 批 評

権 の如き戸 主制 裁権争有 せず」（ι猷） とさ れる 点℃ある。 人事
編 にお いて養 子をなし得る 者は戸 主と「戸 主ノ許 諾 ヲ得 タル」
主から無 効を請求し得た（ト艇）u したがって「 家族 が 戸 主の同

推 定家 督柑続人でありてCE、 戸 主の許 諾を 得 ない場合 は戸

意を得ず して養子をなし」 得る 場合 はあり得ないので あるυ

五 以上 は本書 の概要を停える と共 に、私 の未熟な読後 の感 想
叉は不 遜な態 度があったならば 深くお詫 びしなければ ならぬu

を 忌惜 なぐ述 。
へたものである ο文 中、著者の虞意を 誤解 する 点
最 後 に今日 までにわが学 界が持ち 得たもっとも詳 細な明治法典
寄ぜる 人々の一読をおすすめしたい。ハ 河川 書房版）

帽する とともに、ひ ろぐ法律生 に関 心を
争議 研究書の出現を誠一

九

（九

二 ）

