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脊山遺夫「養子」

青山道夫﹁養
子
﹂

︿近代家族法の基礎理論)

開社曾における﹁子のため﹂の養子の存在を強く指摘しておられ

山
養子制度はいかなる原因によって褒生したものであろうか︒は

る︒養子制度の原初的形態︑これまたはなはだしく困難な問題で

の事寅である︒ギリシャ︑ローマ︑ヒシヅーなどのア lリア法系

養子制度が古代社禽において重要な機能をはたしたことは周知

離婚ないしは群婚朕態における父の確定の必要という賠に︑養子

れは興味ゑる資料に接している︒しかるに他方︑同じ古代社曾中

でもイスラエルには︑養子制度がなかったといわれる︒このよう

枇舎はもとより︑古代エジプ下︑バピロジなどについて︑われわ

養子制度は最初どのような形態において出現したのであろう

な例は古代社曾だけではない︒未開枇曾ではほとんど普遍的と思

制度はその端を援したものなのか︒養子制度の起原の問題は︑い

か︒泰子制度がその援端において奴隷制度と密接な闘漣を有した

はこの制度の存在を積極的に否認する報告が存在する︒現代諾図

われるまでに養子制度が行われているが︑ある種の部族について

の中でも︑オラ Yダ︑ポル︑トガル︑若干の南米諸閣は︑やはり養

であろうことは︑しばしば墜者によって推測的主援がなされてい
たのか︒それとも︑穏積陳重博士の概括の示すように︑祭胞の承

子制度を知らないのである︒一種︑このように養子制度を知らぬ

る︒はたして養子制度は奴隷制養子としてその第一歩を踏み出し

まもなお撃者にとって不可解な難問でゐる︒

ないのか︒あるいはまた︑ラボ Yグやヨ lラlの主躍するように︑

だして︑バヲアォ l プエシのいうように︑仮設的なものにせよ離

男
ある︒

正

婚朕態のもとにおいては︑およそ養子制度というものが考えられ

白

継が養子制度の出愛感であったのか︒しかも一方青山教授は︑未
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﹂の聴こそ︑
枇曾も存在するという事寅は何を意味するのか flip
となる 1110 この問題について墜者は︑養子制度を知らぬとトう

ふなら︑家族制度の援減︑及び︑隠居制の陵減︑それから︑養子

文において︑つぎのように譲言した︒﹁民法のことに就レていは

で為る︒かつて︑梅謙女郎博士は︑﹁二十世紀の法律﹂と題する一

限をわが閣に韓ずれば︑問題はわれわれにとってますます切寅

分法撃における最も重要な問題でゐろ5︒

のはその必要性︑かないことを意味すると考えている︒ところが︑

婚姻に封比してこの制度の本質を理解する場合の重要な手がかり

それではいかなる理由にもと合すいてその必要性がないかという結

制の減少︑これだけは︑今日において︑勝一一語一目して惨からぬ︒是れ
は︑百年といはず︑ここ︑二竹年か︑三十恥の中には︑恐らく︑

になると︑祭杷承縫は子以外のものでもさしっかえないという黙
に理由をもとめたりハインドのト lグ族)︑最初は一夫多妻制のた

賓施される﹂(平野・日本資本主義の機構と法律五一 111二頁よ

毘力により
ll時期の酷で博士の預想にははるかに遠かったとは

り引用)︒前二者については︑ーーー日本社曾の根強い家族的性格の

め︑後には離婚の自由のためと街患に片附けたり(イスラエル)︑

いえ︑民法の改一止によってともかくも寅現をみた︒ただ最後の

田E 片 付 回
話
z
g
m
)で十分に事足りて
あるいは養育契約有国巾間四r古島n

いるからだと説明したり

﹁養子制の減少﹂のみは︑博士の鷲見を完全に裏切ってしまった︒

オラシダ)して︑問題把握の態様があ
h

の中世以降にはなぜ養子制度がみられないかという問題も︑とく

いまもなお賓詮しえよう︒だがしかし︑博士の鷲見が全然見営遣

わが国が世界にも類をみないほどの養子制利用閣であることは︑

まりにも各人各様の扶態である︒この黙に関連して︑ヨーロッパ
にわか閣の場合に割比して考えるとき︑きわめて重要な課題であ

静止していようとはしない︒イギリス︑ソヴ品ット︑フランスの

るものと考えられる110 そのうえ︑これらの養子法は︑瞬時も

研究のほとんとが比較法的考察の形態をとるのはこの黙に由来す

E々である￨￨外因における養子制度
制度の内容たるやきわめて‑

界のほとんどの図が養子制度を認めているが︑これら各図の養子

て永い生命を持績しているのは︑この制度︑か博士の考えたところ

向にあると考えられるからである︒養子制度が博士の議期に反し

しろ古代ロ!?の養子法を指針とすべき類のものであったーー
は︑法典上たしかに﹁掛仇ノ﹂したし︑慣行上といえども減少の傾

り︑また博士の指摘したように︑近代的諮閣家の養子法 よりはむ

それはまったく博士のいう﹁祖先教の這相官﹂にすぎぬものであ

いであったわけではない︒けだし︑博士の理解した﹁養手制﹂￨

例にみるように︑各閣の萎子制度はめまぐるしく師団関してきた

これを︑養子制度の礎質・四四貌とよんでいる︒しかもこのような

とはまったく別の内容をそなえるにいたったからである︒恩十者は

視野を現代に移そう︒現在のところ︑ごく少数の図を除いて世

る
︒

し︑また税に健闘をつやつけている︒これら各留の養子制度を比較

L

検討しつつ︑そこから近代的泰子法の性絡を把握することは︑身
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要求されるとともに︑他方では近代法的諸原理・諸規定の採用が

いてわが園の養子法は︑一方では奮来の前近代的諮要素の擁拭が

饗質‑嬰貌こそまさに近代養子法の特質なのである︒この黙にお

は︑養子制度が︑日本の場合とは惑に︑なぜ一的欧中世に存在しない

郎・養子制度に闘する一一一一一の問題について(家族法の諮問題所収)

諸問題所枚)などのすぐれた業績が護表されており︑また来栖一一一

大塵法経態一・曾雑誌三競未口元)︑有泉亨・朝鮮養子の制度門家族法の

および養子制度と家族感情との闘濁の三つの基本問題を取扱われ

いう雄大な目標を志向しつつ︑奴隷制養子︑養子制度と遺言制度

という前述の難問を起鮪として︑東凶同封建制の差異の解明と︑

要請されるわけで︑このため立法上︑解緯上いくたの問題が提供
されてくるのである︒

た問題提起の努作であり︑山本正憲・養子と里子(紳戸法堅二巻一

現にわが閣でも孤児・貧窮児救済に大きな役割をはたしている
里子制度も︑養子制度の研究において忘れてはならぬ重要な領域

按)は︑この領域における先麗的役割をはたしたものといえよう

をもって若干の考察を試みた(養子制度に閲する一考察￨￨法墜

である︒ことに近代養子法の機能を孤児・私生子救済にもとめよ

一六巻一・ニ競宋境)︒さらに最近になって︑本稿の釣象でゐる育

わにくしもまた︑制度の本質を家族法的な閲濯のもとに探る意園

以上︑養子制度の問題黙と考えられるものを︑気づくままに列

山教授の﹁養子﹂︹法翠理論篇)がこれに加えられた︒中川教授の

うとする限り︑両者は目的においてほとんど差異がないだけに︑

車苧してみた︒以上の閥野の範園においでさえ︑養子制度の含む問

業績以来停制を績けていた養子法研究の現欣において︑かつ近代

いろいろな意味で相互の関連が問題となるであろう︒

る︒それにもかかわらず︑従来この方面に釣する堅者の努力は︑こ

る教授の手になるものだけに︑まことに喜ばしいことといわねば

家族法理論の探求を志向しつつつぎつぎに業績を世に同われてい

題は︑まことに複雑多岐にわたり︑しかも興味深くかっ切貨であ
れを他の身分法領域に比するとき︑かならずしも豊富かつ十分だ

わたくしの知る範圏でも︑中川教授が︑致後初めて手にした外図

子制度︑第四章わが閣における養子制度の沿革︑第五章民法と養

度︑第二章古代計舎における養子制度︑第三章近代法における養

木書は︑序説および五章1ls第 一 章 未 開 枇 舎 に お け る 養 子 制

ならない︒太稿では︑以下ごく簡単に本書の内容を紹介しつつ︑

ったとはいえないliすでに二十年も前に中川教授かこのことを

書として︑アジセルの﹁近代立法における養子﹂(法墜一五袋一一蹴)

子制度ーーより成る︒数授が先に褒表された﹁養子制度研究序説﹂

あわせて筆者の若干の所感を述べさせて貰うことにする︒

を紹介されたのを初め︑比較法的な資料として︑穏積重遠・米図養

指摘されたが︑その後もこの賦態はずうーっと躍績された︒しかる

子法(法由同時報二一巻三競)︑山本正憲・一九五O年イギ P ス養子法

(松山商大論集一銃所牧)と構想においては同一であるが︑末書

に最託︑この方面に闘する業績をしばしば自にするようになった︒

兵商二七念ニ・五競)同・イギFスに於ける養子法の嬰遷(岡山
n
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では第四章中に﹁近代養子法の社曾的機能一が収められたほか︑

古代社曾における養子においては︑ロ 17の養子制度のみが取

のは残念である︒

扱われている︒ローマの他にも︑奴隷制養子の先駆的批禽と恩わ

最も問題なのはかれらの慣行の底に横わる基礎的な観念に協同北
わたくしは考えるのだが︑この賭に闘して教授の論及がなかった

ており︑かっ最}誌にいたるまでの各極の研究成果をも貫く参酌さ

第五章が新に附け加えられている︒考察の範園は歴史的︑比較法

れている賄︑本書は養子制度概論︑とよばれるに値する︒今後の研

れるバピロリ Jゃ︑子に十二極の別があるといわれるヒジヅ l︑前

的に庚汎にわたり︑養子制度の問題諮もほとんど完全に論及きれ

究の設展に資するところすくなくないと思われるので︑まずこの

述のイスラエル'などが重要と思われるが︑それらについて叙述が

授は別の個所で(七五頁)︑﹁ヨーロッパにおいては︑我図におけ

ヨーロッパ中世になぜ養子制度が存在しなかったかについて︑教

叙述は︑古代社曾から直ちに近代法における養子制度に移る︒

なかったのは紙数の関係で為ろう︒

黙で深く敬意を表しなければならない︒
紙幅の関係で詳細な内容紹介は不可能であり︑また概論書の性
みる︒未開枇舎における養子制度においては一これを統一的に理

る如き知行封録の物質的基礎に立つ﹁家﹂制度がなく︑したがっ

質上不必要とも恩われるので︑章別に問題酷のみを簡単に姶って
解することは閑難﹂(一一一一頁)とされつつ︑近代養子法と共通酷を

理由をもとめておられる︒封建制に閲する限り事賓であろうが︑

てその維持のための養子制度を︑とくに要求しなかった﹂ことに

この他にもなお︑ローマ枇舎とゲルマシ一位曾の構成原理の差異￨

でおられる︒未聞社舎の養子制度の考察は︑わが閣では教授をも
って鳴矢とする︒そして未開枇舎における﹁子のため﹂の養子の

前者の支酎従属的結合原理に濁して後者の相互協同的結合原理︑

もっ﹁私生子を養子にする未開人の工夫﹂(一四頁)に注目を注い

に射して︑親族呼檎がこの場合寅親子と同一である賠に教授の主

存在は教授の以前からの持論である︒これに疑問を提起した拙稿

と巧各界吉弘∞与え件との差異︑後者における兄弟契

Rgm

メリカがとりあげられている︒ブラシスについては一九三六年家

近代的養子法としては︑フランス︑ソポェヅト︑イギリス︑ア

O

張の豆しいことの根擦をもとめられ︑わたくしの疑問を否定して

約の役割などーーーも注目オベき酷であるように恩われる︒

由仲間

おられる(わたくしは︑わたくしのいう﹁縁組﹂では親族穏呼がむ
現在の資料では︑未聞社舎に闘する限り︑不明確な貼があまりに

六年法の要黙としてあげたところは殆んどそのまま一九究O年法

族法にもふれて戴きたかったし︑またイギリスについて︑﹁一九二

しろ異なるわでけはないかと考えたのであるが)︒いずれにしら
も多い(わたくし自身の考えでは︑民族墜者がこの制度について

にも蛍桜まる}(一二四￨一二五頁)とされているのは疑問である︒

どれだけの問題意識を有するのかさえ疑問に思っている)ので︑
これは将来の課題であろう︒それはともかく︑未聞社曾について
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不完全の是認の上に立つ救済的従って消極的政策﹂(長沼)という

救済的機能については︑それが﹁私生子制度の存績︑孤児扶養の

べき世帯賓のように思えるからである︒近代養子法の孤児・私生子

五O年法の認めたこ六年法とは逝の対蓬相演上の効果は︑注目す

は縁組的観念がほとんど存在しない(つまりかれらが家族構成員

もに一一一陸沿岸を踏査したときの印象では︑﹁ナシキジコゾウ﹂に

とは︑別種のもののように考えられる︒事賓また︑中川教授とと

関係(六五頁)と﹁ナジキジコゾウ﹂的養育l使用慣行(七三頁)

る立場からは︑数授が同一に論じておられる﹁親子ナリ﹂的擬制

は82守色というよりは︑家族路管的零細漁業と資本主義的漁

外の者とされている)ように恩われたのである︒そしてここで

批判に一一回の員理を認めておられる(四六頁)︒舷曾的な問題の家
族法的解決である勲︑同じことは扶養制度についても為てはまる

により左右されたことは︑養子の如き制度の本質は︑それの存在

度がたんなる親子関係の擬制ということだけずなく︑政治的目的

む見解を見るが︑わたくしとしてはとくに︑一徳川武家法の養子制

賞態にまで限を注がれ︑フィールド・ワ lグによる問題の検討に

上げられたものであるし︑また審判の統計を湿して未成年養子の

初期民法草案における養子法(七四頁以下)は著者が初めて採り

味深く讃み︑かつ教えられるところの多かった部分である︒明治

最後の民法と養子制度の章は︑本書のうちでわたくしの最も興

が︑これも将来の大きな課題である︒

業経営との接燭より生ずる喫則的現象という感じをうけた︒だ

と思うが︑ことに養子制度の場合︑それが純粋に身分的な性格を
おびるだけに︑右の批判は傾聴に値する︒
わが園における養子制度の沿革は︑古代から明治初年にいたる

する紋曾の全機構のうちで考察せられねばならないことを強く示

聞を︑諾種の資料を参酌されつつ概観している︒随庭に一示唆に富

す﹂(六O頁)という著者の見解に強い共鳴を感じた︒ここでい
ま一つ問題にされているのは︑奴線制養子である︒川島教授の報

たわが園養子法の考察は︑著者の改豆法に劃する革新的批判の鮮

買いことに改めて敬意を表しなければならない︒醤法を︑通じてみ

将来の課題を見出されている勲三 O七一兵以下)︑著者の観野の

告(奴隷剰の一型態としての養子)に織を裂した問題であるが︑

寅に郎しでもっと巌密に規定することも必要﹂であり︑またこの

買を一撃に費率しつくす革命的立法論と︑革命なしに法律の力で

るいはまたポロタリス的立場が良いかは︑問題であると思う︒現

い態度としては︑数援の引用されたレ l ニジ的立場が良いか︑あ

g
‑ かER丹宮口の問題かをも掘り下

明さにつらぬかれて︑傾聴すべき鈷が多い︒ただ︑立法者の正し

ような奴隷制養子が﹁田町円三

てわが閣の賓朕に遁していたか︒立法論と立法者的任務とはかな

行える改革の限界を前提とする漸進的立法論と︑いずれがはたし

著者のいわれるように︑﹁このような奴隷的養子をアジア的型態と

げて験討しなければたらない﹂(以上︑六六￨六七頁)ことにな

認めるにはアジア的世曾それ自鐙の性格をわが図の祉曾裂回肢の事

ろう︒ただ︑わたくしのように縁組と他見養育とを医別して考え
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を賓際に行って見てはじめてわかるような不都合の全部を知りつ

論によってそれが奥えてくれる利盆を計量しうるとはいえ︑ぞれ

的性格は︑それ白樺別個の叙述を必要とする大問題にちがいない

0 身分関係における自然的・所輿
な論述がほしかったように思3

とされている︒この黙は非常に重要と思うので︑いますこし‑詳細

うに人聞の木質的なものではないことを意味する﹂(九頁)のだ

本的特徴﹂(七頁)であり︑このことは︑養子制度が﹁婚姻のよ

くすなどということは不可能﹂であること︑﹁勢警を匡豆しつつ

が︑すくなくとも︑養子制度が唯一の人徳的・擬制的身分制度で

も︑泰子制度は︑﹁賞親子関係への擬制(出円仲間 Cロ)であることが根

も︑匡豆それ自鐙の危険をなお見逃してはならぬこと﹂︑﹁法律を

あることは疑いがなく︑これをどのように近代身分法中に位置づ

らずしも一致しない︒立法の前提が問題であると思う︒改豆法の

痩える代りに︑それを愛する新しい勤機を市民に提供してやるこ

立法者たちは︑﹁新しい制度を採用するについて︑われわれは理

とが殆どいつもより有利であること﹂(以上ポ日夕日ス・民法典

嬰る黙は序説の部分以外にも二二一︑}教授によって論及されている

けるかについて教授の御数一訴合得たかった︒養子制度いか擬制でゐ

が︑わたくLはつぎのように考えている︒養子制度は基太的な濁

かかわらず︑均分相績はほとんど行われず︑また立案者たちの穏
健な市民的立法趣旨は︑わが閣のかなり度汎な階再胞を代表すツのと

い︒したがって︑一定の目的に奉仕する手段にすFない(奉子制

立した身分関係なのではなく︑身分関係創設の一形式にすぎな

0 それにも
序論︑野田欝七頁)を念頭におかれていたものと思3

ているのである︒

考えられる牧野博士の筆によって︑執劫なまでの論難攻撃を浴び

の必要は存在せず︑そこで教授もいわれるように︑﹁養子を知ら

度の滋用というのは矛盾である﹀わけで︑他にも手段が占めればそ

いうことになる︒養子制度が存在するところかならず特定の目的

ない枇舎もあれば︑またこれを担否する枇舎もある﹂(九頁)と

最後に︑基本的な問題について教授の御教示を仰ぐことにした
度の本質の問題である︒教授のこの馳に闘する記述は︑簡単では

い︒それは︑養子制度の身分法において占める位置ないし養子制
あるが序説の部分ハ五￨九頁)にみられる︒教授によれば︑身分

とに分類する通常のやり方に不満を授︑けておられる馳(五五頁)︑

するわけではない︒教授が﹁家督相績養子﹂と﹁財産分自供養子﹂

親子でありながら祉曾的・法律的には親子と認められないものが

また右の引用において婚姻との差異を指摘されている勲︑まった

が存在するが︑反面同一の目的がかなら子しも養子制度を必要と

ゆめり︑他方では血縁関係の基礎なしに枇曾的親子関係が認められ

とは︑制度として存在する貼では礎りがなく︑﹁雨者とも一約束で

く同感なのであるが︑それ以上には論及されず︑婚姻と養子制度

したがって︑親子関係においても︑一方では自然的・生物的には

る場合がある︑生理的父子闘係が未知の祉舎における一位曾的父子

関係は皐なる自然的関係ではなく︑社曾的・文化的関係であり︑

関係(トロプリアジド島﹀および養子制度が後者に属する︒しか
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したがって最初には親族関係の創設それ自腫が内容であったの

個別的制度が生ずるや︑しだいに縁組は消滅の過程をたどること

あり︑知性の建物)であることにおいては一致する﹂ハ九一実)と片

となった︒以上が︑近代以前の縁組?にどった行程である︒ところ

れるにいたり︑やがて︑これら特定の親族効果由民生にはそれぞれの

m 純な形で表現するなら︑一健一養子制
わたくしの疑問を最も 単

が近代になって︑再び多くの諸闘が︑忘れ去られていた縁組を復

が︑後には特定の親族効果端技生のために親族関係の創設が利用さ

度とは何か﹂とい勺ノことなのである︒賓に分り切ったことのよう

活した︒しかし︑これは賞は奮時の縁組とはまったくその内容を

附けておられるのは︑本書の副題に﹁近代家族法の基礎理論﹂と銘

で︑その賞︑墜者の取扱っている研究封象からはけっして明確な

打っておられるだけに︑いささか物足りぬ感じを禁じえなかった︒

回答を導き出しえないのである︒養子制度の歴史的比較法的研究

もソ制度に時間じてしまった︒これは︑まさに事賓の基礎の上に成

立するのを原則とする身分法における一大巣例主いわねばならな
いこれが︑わたくしにいわせれば︑防組の解題すなわち縁組観

異にするものであり︑ここでは明確な同定的目的(子のため)を

をする場合には︑最もこの黙がはっきりあらわれ Cくる︒わたく
しは︑養子制度の研究約象のなかに多くの﹁養手というに値する
見出す馳に疑問を裂し︑養子制度の本質を回がにするためには︑

かを疑わせる﹂(朝鮮の養子制度︑有泉・前掲三O 二頁)ものを
人篤的な身分閲係創設(縁組)と他見養育とを医別して考えるべ

という形態であらゆる目的に利用しうる制度から︑唯一つ他見養

念の消滅に引き績く縁組の理貌で払る︒縁組は︑親族関係の創設

と経ったのである

c

しかし︑私的秩養のみで足りず公的扶養が大

育ーはためにのみ家族法上の効果を附興する震は枇曾的保護制度へ

きだというこ悠の結論に不完全ながら達したのである︒
いま一つ御教示を仰ぎたかったのは︑もちろん右の諮に関連す
るのであるが︑近代法における養子制度のもつ意味である︒これ

の臨時蓮の︑玉要な動向を概言したものであろう(わたくしの立場か

これはもちろん教授もいわれるように︑養子制度が奉仕する目的

いもの﹂を書いた(あとがき)といっておられる︒もちろん粗雑

てしまった︒本書において教授は︑﹁粗雑なそして米完成にもちか

以上︑紹介とも書評とも感想と本っかぬ自分勝手な小稿になっ

親制度をもってこれを補充せざるかえなくなっているのである︒

ではとうてい充分ではありえない︒このためにこそ︑各園とも里

らいえば︑縁組︑か他見養育を内容とするにいたり︑震に養子制度

どころではなく︑本書を讃む者は︑いたるところで教授特有の示

幅にこれを補充しているのと同様︑他見養育もまた家族法の枠内

の名に値するものとなった過程である)︒しかしこのことは︑つぎ

については︑もはや公式土化している一家のため﹁﹁親のため﹂︑

のような意味をもつのではなかろうか︒親族関係創設の一形式で

唆的な見解に接し︑将来への豊富な課題を汲みとることでおろ

﹁子のため﹂の公式がその黙を示しているといえるかも知れない︒

ある縁組は︑本来それ自慢になんらの目的をももたぬわけであり︑
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ぅ︒なるほど︑それらの示唆的な批判的意鬼が一つにまとまった

ぬところ多かったかを棋れ︑この賭で教授の御寛容を闘うととも

びしなければならない︒あるいは筆の到らぬところ︑理解の及ば

きわめて﹁粗雑﹂な紹介を応えて行ったことは︑著者に深くお詫

に︑筆者の意闘を未熟な筆の間から少しでも扱みE って戴けるな

にちかいものかも知れない︒しかし︑完成した書物の平板な羅列

ら幸甚である︒

形で調者に示されていないという黙では︑たしかに本書は未完成

未完成の審物からうけるような刺載を輿えてはくれない︒とのよ

的説明は︑将来への護展的課題を含まないだけに︑右の意味での
うな意味での未完成の本書に︑紙幅の閲係︑書評の未熱のために
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