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紹介と批評

青山道夫著

﹃績近代家族法の研究﹄

本書は︑青山教授の前著﹃近代家族法の研究﹄︵昭繍猛靴年︶につづ

く論文集で︑主として前著以後に書かれた家族法關係の論稿を集録
されたものである︒内容は十一編の論稿より成り︑これに附録とし
て翻謬一編が添えられている︒

これらの諸論稿は︑前著のそれと同じく︑かなりの多方面にわた
り︑教授の專門學者としての豊かな學殖とともに︑民主主義的ヒュ
！マニズムの精紳をもつて一貫するという思想的な・ハックボーンを

七八

︵一

三八︶

また後者はとくに養子縁組の問題を通じて︑家族秩序におげる法と

道徳との關係を取扱つている︒教授は︑封立する諸學説を巧みに紹

まず第一論文では︑第七三〇條の立法過程を概観され︑同條を支

介し︑批到し︑注目すべき濁自の見解を示しておられる︒

持・推進される牧野博士の所説︑および同條の法的効果をみとめら

る︒すなわち︑教授は︑﹁本來改正民法の基本精神とは異質的な本

れる谷口教授・川島教授の所読にたいし︑つよい反封を表明され

い民主化に役立つと思う﹂︵浄八︶と論ぜられ︑﹁明治以來の天皇制

條は︑むしろ抹殺することの方が無理な解縄よりは家族生活の正し

絶封主義下における家族道徳を保持しようとすることが︑もつとも

非難されなけ偽ばならない﹂︵罵二︶と結論つけられる︒民主主義的

第二論文では︑妾を養子にした場合を有効な縁組とみとめた大阪

精紳に貫かれた論旨には︑ふかい共鳴を感ぜざるをえない︒

地裁の剣決を中心として︑民法第九〇條にいわゆる公序良俗の原則

が身分行爲に適用されるか否かを論じておられる︒周知のように︑

れないとするのが︑現在の支配的な學読であるが︑とくに第九〇條

民法総則編の各規定は一般に親族相績法上の問題については適用さ

籔の學説が存在する︒青山教授は︑この少歎読の立場をとられ︑と

の適用の可否をめぐつては︑基本的な學説の封立がある︒中川教授

くに多敬読の代表ともいうべき中川教授の説について︑克明な批到

に比較すると︑家族の本質ないし歴史にかんする理論的考察よりも︑

も示し︑前著にもましてユニークなものとなつている︒ただ︑前著

﹁身分行爲と民法第九十條﹂︵艦杷頁︶

﹁家族秩序 に お け る 法 と 道 徳 ﹂ ︵ 距 預 ︶

しているのにたいし︑むしろこれを肯定的に解しようとする一部少

第嗣論交

を始めとして多くの學説は︑もちろん同條の適用をも否定しようと

第二論交

るが︑教授の論旨はきわめて示唆に富むものということができよ

を展開しておられる︒私自身かねてから疑問に感じていた間題であ

實定法の解羅學的考察をもととしたものが多いようである︵就↓酬︶︒

この爾論稿は︑ともに家族法の一般理論にかんするものであり︑

つぎに︑内容を概観しよう︒

前者はとくに第七三〇條の立法脛過とその内容の吟味とを通じて︑

う︒ただし︑教授の論旨からは︑親灌妨害排除の請求をみとめるべ

ある︒ヒューマニズムの見地からみて︑たしかに一つの卓見であろ

き場合を﹁意思能力のない子の場合﹂に限るかのように讃めるが

う︒第九〇條を身分行爲に適用してよいとする教授の論旨には︑た

︵甑O︶︑意思能力の有無にかかわらず親権妨害排除をみとめてよい

しかに正當なものがあると思う︒

ただし︑公序良俗なる一般観念の内容は︑財産法的な面と家族法
で︑公序良俗の内容をなすものとして一般に考えられてきた從來の

的な面とでは相當に異なるものがあるにちがいないーその意味

﹁民法第七二八條についての一考察﹂︵既ト頁︶

これは︑嫁が亡夫の父を殺したという奪属殺にかんする著名な福

第四論交

のではあるまいか︵旛のの醐勝︶︒

なお︑財産法においては一般に法律行爲自由の原理があり︑公序良

既成観念については愼重な再吟味が必要であろう︑と私は考える︒

されたものである︒すなわち︑同條二項は︑夫婦の一方が死亡した

岡高裁の判決を動機として︑民法第七二八條についての疑問を提出

場合に姻族關係は︑生存配偶者が姻族關係を終了させる意思を表示

俗の観念はこれを制約すべき機能を有するが︑家族法において身分

とりわけ︑親子法の領域においては︑それはきわめて制限的なもの

行爲自由の原理のようなものがありうるのかどうか︵硝紛蒲齢簾齢鵬︶︒

したとき浴減すると定めているが︑この意思表示︵欄倣騨係︶をしな
いで鯨厨殺をした事件について到決が苦心の論理を用いざるをえな

でしかありえないであろう︒したがつて︑家族法における公序艮俗

かづたことを指摘し︑意思表示を要件とすることは疑わしく︑むし

自由意思にもとづいて第三者のもとに居佳する場合には親灌者の第

情が集まるので︑手綾をとつてから殺人をしたような場合なら︑が

もつとも︑この手績をしないで魚厨殺をしたから加害者に世間の同

關係絡了の手績などは一般人の飴りよく知らないところであろう︒

される︒まことに適切な批判というべきであろう︒たしかに︑姻族

ろ配偶者死亡により直ちに姻族關係の終了をみとめるべぎだと結論

観念の機能についても︑綿密な槍討を要する問題があるのではなか

﹁親構者の引渡請求と子の自由意思﹂︵姻朴頁︶

ろう か ︒

第三論丈

三者にたいする引渡請求はみとめられないとする近時の到例につい

いわゆる幼見引渡訴訟について︑到例の攣遷を概観し︑その子が

て︑重要な疑問を提出しておられる︒というのは︑その子がごく幼

い︒私としては︑同條の改正よりは︑專門ちがいではあるが︑むし

ろ刑法第二〇〇條の塵止の方が先ではないか︑と思つている︒とい

えつて計書的な殺人として同情をひかない結果となるかもしれな

うのは︑かりに配偶者が生存中でも同種のケースは生ずるにちがい

い場合には意思能力に限度があり︑その自由意思を基準とすること
用理論の適用を考えるべきだという學読に論及されるのであるが︑

ができなくなるからである︒そこで︑つぎに教授は︑むしろ灌利濫
さらに幼見にたいする引渡請求ということじたいについても︑もつ

やはり親を特別扱いする観念が問題の中心なのであろう︒

三九︶

ないからである︒配偶者の生存中かどうかが問題なのではなくて︑

︵一

と考慮すべきではないかと指摘される︒幼見も人格者なのだから︑

七九

軍に親槽妨害排除の請求のみをみとめるべきだと主張されるわけで
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八O

︵一一四〇﹀

いる︒とりわけ前者における結論ともいうべき︑﹁事實婚を承認す

るのでなければ︑妻や子の利盆︑福祉が保障されないというような

リスにおける離婚法改正の問題馳とそれをめぐる論議が紹介されて

ス旺軌頁︶

考え方は︑ソヴェト吐會の襲展により漸家不必要となるであろう︒

﹁妾契約と費春

春との關係をめぐる最高裁の到決をとりあげておられる︒不特定の

一九四四年法の事實婚の駿止は︑このような前提にたつているとみ

第五論交

相手方との場合のみが費春として反肚會性あるものであり︑特定の

これも刑事到例を封象とするものであるが︑いわゆる妾契約と費

別であ る と 鏡 く 非 難 さ れ る ︒

﹁性倫理と法﹂︵蔚靴軌︶

これらの爾論稿は︑いずれも民法典論雫をめぐる法史的なもので

學殖と高い知性とが如實に示され︑さすがに青山教授ならではの感

法との相關を考察したもので︑多彩な論述のうちに︑教授の豊かな

この論稿は︑とくに杜會的・歴史的観馳から︑性をめぐる倫理と

第一〇論交

相手方との妾關係には反杜會性がないとする判決を︑全く不當な匠

﹁民法典論雫﹂︵燃軌頁︶

られる﹂︵聾配︶という理解は︑重要なものであろう︒

第六 論 丈

ある︒前者は︑いわゆる民法典論雫の展望から︑今次職後にはげし

の今後の結婚形態であり︑これを支持するのが法の責任であり︑こ

がふかい︒教授は︑男女李等の原理の上にたつ一夫一婦制こそ人類

第七論交 ﹁民法典論孚の一資料﹂︵厩罹頁︶

く行われた民法典論雫の評贋をめぐる論雫の輕過を手際よく紹介さ

第二論女．﹁家族制度復活の問題﹂︵恥厩耽︶

れを獲展させるところに法の任務がある︑と結論される︒

れ︑また後者は民法典論雫にかんする貴重な資料を二つi伊東家

今家大職後の民法改正によつていわゆる家族制度が駿止されて以

本﹃民法異議﹄ ︵靴駄璽ピ勤蜘紅絹鱒横醐で
の淑礁︶と法治協會の﹃辮妄﹄

ーを紹介されたものである︒教授は︑民法典論雫を軍なる政治闘

來︑この家族制度復活の間題は︑わが國の保守封革新の勢力闘雫と

からみあつて︑たえず吐會的關心の的となつてきているが︑この論

り批到的であられるが︑私もまた同感である︒営時の法學者や政治

稿は︑保守勢力の主張とその根櫨とを徹底的に批判したものであ

雫に遼元してしまうような近時の政治學者の見解にたいして︑かな

よく歴史的資料にすぎないので︑その實質をどうみるかという歴史

家たちが個人的主観的にどう考え行動したかとい︸ことは︑けつき

附録

の胸をふかく打たずにはいないであろう︒

る︒鋭い論調のうちにあふれるばかりの民主主義的精紳は︑讃む者

さいごに︑これは︑ 器昌昌百内o︒の論文．︑目冨一塁註6暮凶9巴

﹁ソヴェトに お け る 事 實 婚 の 問 題 ﹂ ︵ 恥 姻 ト ︶

この爾論稿は比較法的なもので︑とくに前者においては︑すぐれ

第九論文 ﹁イギリスにおける離婚法改正の一動向﹂︵恥旺靴︶

フランスの

目富o曼︑︑の翻鐸である︒原著はけつして新しいものではないが︑

第八論交

的許贋は︑おのずから別問題であろう︑と私は考える︒

て肚會學的見地から︑革命以來のソヴェトにおける皐實婚の承認・

寓き艮2や悶Φ轟鼠の制度理論を契機として︑いわ

﹁制度理論にっいて﹂︵罵肥宵︶

否定の攣遷が歴史的に分析され︑また後者においては︑最近のイギ

ゆる制度理論の意義を考察したものである︒

以上︑一通り本書の内容を紹介したが︑このような短い紙面をも
つてしては︑かえつて學殖ゆたかな本書の眞債を誤りつたえること

になりはしなかつたか︑とおそれている︒青山教授の御寛恕を願う
とともに︑このヒューマニズム︒の格調高い好著を江湖におすすめし
四〇〇圓︶

︵田中

實︶

て︑紹介の筆をおきたいと思う︒︵有斐閣獲行︑A5版二五五頁︑憤
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