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日韓民事法の課題
＊

── とくに不法行為法の諸問題 ──

吉

田

邦 彦

＊本稿
 は、二〇一一年一〇月一〇日一九時三〇分～二二時に、韓国大法院において行った報告及びその後の質疑討論で
ある。質疑は、参考資料として付した「指定討論文」に基づき、密度の高い形で展開された。私の論じたことはとも

かくとして、韓国司法の中枢を担う方々の問題意識を示すものとして、日韓民事司法比較、また日韓司法実務交流の

北法62（6・1）1317

説
論

ためにも、興味深い資料かと思い、掲載させていただく次第である。

一．自己紹介──近時行ってきたこと

本日は、韓国の大法院で、「韓国司法の頭脳」とも言える大勢の皆様の前でお話することとなり、恐縮しています。

このような機会を作って下さった、梁彰洙大法院判事、そして裁判官からソウル大に移られた貴重な学友の権英俊副教

授には、はじめにお礼を申し上げます。ただ、梁先生からは、「何も準備せずに、自然体で来て好きに話して下さい。」

というお誘いでしたので、ごく少人数のインフォーマルな会合とばかり思っていましたので、
いささか当惑しています。

最初に自己紹介を兼ねて、これまでどのようなことをやってきたのかをごく簡単に申しますと、私の専門は、民法学

（１）

なのですが、分野的には、不法行為法、契約法、所有法という順で進めてきて、同時に、何度かのアメリカ留学を経て、

法学とはいかなるものかという方法論の問題にも関心を持ち、批判法学についてもかなり勉強してきました。
（２）

最初の論文のテーマに不法行為法学を選んだのは、学生時代の講義で接した平井宜雄先生の不法行為法学との出会い

が衝撃的であったということとも無縁ではないでしょうし、それはまさしく、その後共鳴した批判法学の実演的な授業

でもありました。そして最初の研究が、取引的不法行為の中心の「第三者の債権侵害（契約侵害）
」であったことから、

関心は、契約法理論、特に関係契約理論に向かい、アメリカでの最初の留学（二〇年ほど前）の恩師のマクニール先生

から、民事法を広く捉えるという「民法理論研究」の構想上、決定的な刺激を受けました。

そして、関係理論にも繋がる所有法のレイディン先生からも大きな刺激を受けて、同先生の下でのスタンフォードで

北法62（6・2）1318

日韓民事法の課題

の一九九〇年代半ば以降に、私の学問関心は、所有法に移り、この一五年余りは、
（川島博士の所有論に対するアンチ・

テーゼとして）所有法の各分野の研究を、身体所有（人工生殖）、環境、情報、住宅・都市の居住問題という具合に進
めてきました。

特に最後の居住分野の研究は、長年の懸案であったところで、近時は、これを「居住福祉法学」と称して、この一〇

年くらい夢中にやってきたところです。具体的には、従来から議論が多い（しかし一面的な）賃貸借以外にも、ホーム

レス問題、震災復興、中山間地、マンション（韓国用語ではアパーツ）という区分所有問題、都市問題、障害者の居住、

外国人に対する居住差別などを横断的に扱っていますが、その分析の理論視角は、日本の問題状況として、住宅政策が

先進国の中でも突出して、市場主義的であり（これは医療保障の問題への平等主義的対応と対蹠的である）
、弱者（低
所得者）の居住保障という視角が弱いというところにあります。

これが従来の民法学との関係でどうか関わるかを申しますと、後にも触れるように、マクニール先生の関係理論も含

めての批判理論で、リアリズム法学とは違って、民法学研究において、市場と国家との関係などという社会編成原理を

考えるという視角が前面に出ました。そしてそれとの関係で、川島所有理論を考えますと、いわゆる近代法モデルから、

商品交換の所有法ということで、市場主義的な所有法という性格が強い。換言しますと、国家は、市場に介入せずに、

（３）

自己責任に委ねるという立場に立つということで、それが住宅法の領域で最も如実に出ており、その問題状況も一番深

刻だと考え、それに対する批判モデルとして出したのが、「居住福祉法学の構想」なのです。

因みに、この点で、韓国における住宅政策は、近い隣国でも相当違っており、中・低所得者のための公共住宅政策は、

かねて日本よりも充実しており、例えば、①低所得者（生活保護受給者、高齢年金受給者など）向けの永久賃貸（一九

八九年～）、②中低所得者支援の公共賃貸（一九九三年～）、国民賃貸（一九九八年～）、③（李政権になってから打ち
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出され、後退したとされるものの）ポグムジャリ住宅（二〇〇九年～。この前駆としては、二〇〇七年以降のソウル市

ベースでなされる中所得者支援の長期賃貸の伝貰の低廉化をはかる「シフト住宅」がある）というミックス住宅等は、

実際に見て回ったこともありますが、日本とは異なるもので、この相違がどこに由来するのかを考えるのも、興味深い
ことです。

ところで、本日重点的に話そうと思っております、不法行為法は、これらの「所有問題の裏」の問題ということが言

えましょう。また、日韓の不法行為法学について、どのように話すかが問題となります。この点で、両者は大差ないと

いうことも聞くのですが（例えば、京都大学に長く留学しておられた、この分野が専門の東亜大学・金敏圭教授の言）、

同じ日本でも東大系と京大系の関西とは、かなり様相が違い、少なくとも私が受け止めている不法行為法学は、恩師の

世代から既にアメリカ法学の影響が濃厚で、これは韓国民法の状況とは、かなり違うと思われます（韓国民法が、日本
（４）

（５）

における「（ドイツ）学説継受」批判が始まる直前の一九五八年に制定されたこともあり、今日の日本民法学以上に、

ドイツ法学の影響力は強く、韓国の民事法（とくに民法）におけるアメリカ法の影響は、ごく最近のことと思われる）

ので、こうした日韓の相違点に留意するという意味で、次に私の総論的な（そしてそれはアメリカ法的な）問題意識を
お話することから始めたいと思います。
＊以下、文体を「ですます」体から、「である」体に便宜上切り替えます。

（１）これまでに刊行した拙著（論文集）として、
吉田邦彦・債権侵害論再考（有斐閣、
一九九一）、また留学後のものとして、
同・

民法解釈と揺れ動く所有論
（民法理論研究一巻）（有斐閣、
二〇〇〇）
、
同・契約法・医事法の関係的展開
（民法理論研究二巻）（有

斐閣、二〇〇三）
、同・多文化時代と所有・居住福祉・補償問題（民法理論研究三巻）（有斐閣、二〇〇六）、同・都市居住・
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災害復興・戦争補償と批判的「法の支配」
（民法理論研究四巻）
（有斐閣、二〇一一）参照。

公表した講義録は、同・家族法（親族法・相続法）講義録（信山社、二〇〇七）、同・所有法（物権法）
・担保物権法講義録（信

（２）それについては、吉田邦彦・不法行為等講義録（信山社、二〇〇八）「はしがき」ⅳ頁にも触れた。なお私のこれまでに
山社、二〇一〇）である。

武川正吾ほか編・居住福祉学（有斐閣、二〇一一）の吉田執筆箇所など参照（さらに、吉田邦彦・前掲書（注１）民法理

（３）私の居住福祉法学の概観は、
例えば、
吉田邦彦・居住福祉法学の構想（居住福祉ブックレット）（東信堂、
二〇〇六）
、
また、

論研究三巻、四巻の関連論文も参照）
。最近のものとして、同「住宅政策の貧困と居住福祉法学の諸課題」賃金と社会保障

さらに、
私が編集したものとして、
早川和男ほか編・居住福祉学の構築（居住福祉研究叢書一巻）
（信山社、二〇〇六）、
ホー

一五五〇号（二〇一一）も、一般的に論じてみたものである。

ムレス・強制立退きと居住福祉（居住福祉研究叢書二巻）
（信山社、
二〇〇七）、
中山間地の居住福祉（居住福祉研究叢書三巻）

（信山社、二〇〇八）
、災害復興と居住福祉（居住福祉研究叢書五巻）
（信山社、二〇一二）
（近刊）がある。
国民法典の比較法的研究（創文社、一九八九）を参照。

（４）韓国民法の比較法的位置づけ（日本民法よりもドイツ法的特色を持つことなど）については、さしあたり、鄭鐘休・韓

（５）例えば、ソウル大学の民法の尹眞秀教授なども共同執筆されている『法経済学──理論と運用』（図書出版、二〇一一）

民法理論的研究

問題関心

が、ごく最近に編まれていること、そしてドイツにおける法と経済学研究の影響を受けていることも、興味深い。

二
二 一

－

そこで、以下では、私の民法学研究の軸とも言える総論的視角を幾つか述べることにするが、その第一は、理論的研
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究である。この点で、民法学研究の大多数は、わが国でも従来伝統的には、殆どは、法教義学、つまり、法律論（法解

釈論）を論ずるという風であり（もっとも、わが国の優れた民法学者は既に学際的な民法研究を例外的ながら志向して
（６）

いたことは興味深い〔例えば、我妻博士におけるヒルファーディングの金融経済学などのマルクス経済学研究、また川

島法学の後期におけるパーソンズなどのアメリカ社会学研究〕。しかし、いずれも、他分野の研究になってしまって、

法学内在的な研究であったかどうか疑わしい）、これが比較法的に本格的になされるようになったのは、アメリカ法学

であって、今でも同国の法学でこの種の研究は、最も盛んと言ってよいであろう。私が、
数回の同国での在外研究を経て、

「民法理論研究」というタイトルを銘打って拙著を出そうとしているのも、
こうした潮流に着目したいからに他ならない。

そして分野的には、アメリカ法学では、①まず、不法行為法で、最初にこのタイプの議論が出たのであり、それは「法

と経済学」の潮流であった。もっとも、これも、（近代）経済学分析そのものであり、
法学外在的分析（他分野の学問分析）

ということもできるかもしれないが、それは法学の世界に、広汎に影響力を与えた（例えば、思考様式として効率性分
（７）

析など）という意味で、法学と経済学の交錯という面で意義は小さくない。なおこうした潮流は、一九六〇年代から生
（８）

じ、わが国では、主に七〇年代から平井教授による紹介・分析などにより、今ではかなり普及したとも言えよう（他方
で、不法行為法それ自体は、賠償額制限などの不法行為改革で保守化した）。

②次に注目されたのは、契約法研究であり、それに関する「法と経済学」のみならず、批判法学、
「法と社会」、関係
（９）

理論、
フェミニズム法学など分析手法は多様化した（一九七〇～八〇年代。しかし八〇年代終わりあたりから保守化し、
経済学的研究による席捲現象がある）（内田前教授等が注目する）。

③しかし、一九九〇年代から顕著になってきたのは、所有法研究であり、知的所有権分野も含めて、目下理論研究が

最も盛んな分野であり、私も、九〇年代半ばのスタンフォード体験でこの分野に注目して、諸種の分野でささやかな研
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（

法解釈方法論への関心

（

ないという卑近な理由もあるのではないか。
－

二 二

（

（一）
（従来のアメリカ・リアリズム法学との関わり）

（

（（

（ （

その際には、かねてアメリカのリアリズム法学の影響が強く（例えば、末弘・川島・来栖・加藤の各博士〔我妻博士

下しているかに見えるが、従来はこういう方法論的関心が強かった（とくに東大系の研究者）。

の逆戻り（引き籠り）という現象が、論争者の「意図せざる結果」として生じてきており、法解釈方法論への関心も低

近時の日本民法学は、一九九〇年頃の平井教授による利益考量論批判（第二次法解釈論争）以降、伝統的法教義学へ

（

は、留学時にまずは接する契約法と不法行為法の研究に追われてしまい、その後に習う所有法学までなかなか手が回ら

背景として考えられることは、アメリカに留学する日本の民法研究者の多くは、複数回長期留学する機会もなく、大方

領域になだれ込む形で、活性化がはかられており、民法（物権法）と知的所有法との風通しは良いからである）。その

比較法研究が進んでいるのもアメリカの実情を考えると異様である。向こうでは、伝統的所有法学者が、知的所有法の

（

色蒼然とした物権法を講じているのも不思議である（他方で、日本では、知的所有法の領域ばかりで蛸壺式に、日米の

ところが、未だにこうした分野への着目度は、わが国では大きくなく、アメリカ所有法の魅力が伝わらず、多くが古

造などにも繋がり、カバーする対象も広いために、視野が大きい人が多く、魅力は尽きない。

究を行ってきたことは既に述べたとおりである。特に、契約法学に比べて、所有法論学者の理論分析は、社会の基本構

（（

（（

も、リアリズム法学の前駆の社会学的法律学の影響を受けている〕。さらにそれを継承する星野教授、平井教授、米倉
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教授など）。そしてそこでの関心事は、生ける法への関心であり、また、判例研究方法論や司法コントロール論等多く

の議論が蓄積されている。ところで、日本民法における「生ける法研究」ないし「法と社会」研究の歴史は古く、回帰
的にそういう主張が出てきていることに留意されなければならない。

すなわち、第一に、既に一九二〇年代初頭に、初めてアメリカロースクールのケースメソッドの講義を受けられた末

弘博士（因みに同博士とて、それまではドイツ法学の影響は濃厚で、ドイツ留学を目指したが、第一次世界大戦でかな

わず、方向転換を余儀なくされた）は、「ドイツ学説継受」による概念法学の非現実性を痛烈批判して、判例研究の重

要性を強調されたし、第二に、強いリアリズム法学の影響の下に、川島博士が、日本の法意識の近代化等という実践的

動機はあるものの、戦後法社会学の構築に傾注されたのも、同様の動きと言える。そして今われわれは、第三の危機と

でもいうべきものに直面している。学界の方では、前述の如く、法教義学への引き籠り現象があり、他方で法学教育に

おいては、（アメリカとは異なる）日本版ロースクールの導入により、法学教育の予備校化・マニュアル化・平易化教

育の進行により、振り子は再度「法と社会」の乖離に振れている。私が今世紀に入り、意識的に研究にフィールドワー

クを採り入れ（例えば、住宅問題やアスベスト調査などの不法行為問題）
、非法律家との意見交換を重視して、居住福

祉法学など、これまでの伝統的民法学体系の脱構築に取り組むのも、自分自身としては、「生ける法研究」の一環のつ
もりである。

（二）
（平井教授の利益考量批判の評価及び近時の批判法学の発展的展開）

linguistic

ところで、私自身の方法論的関心は、こうした先達の議論の延長線上にある。平井教授の利益考量論批判との関係で

は、同教授が、法解釈学方法論の中に「議論」の側面を採り入れ、また、いわゆる「言語論的・解釈的転回（
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）
」を踏まえて、法規範の認識論（
）を洗練化させたことの功績は大であるが、法律論の重視はある
turn
epistemology
意味当然のことであり（むしろ同教授の関心は、どのような法命題を定立するかという点にあり、
いわゆる「ルール型」

法命題志向があることも、興味深い）、それにより利益考量論を否定し尽くすということには難があると考える。むしろ、

私としては、アメリカ法学の影響の下に日本に定着した日本版リアリズム法学としての利益考量論の良き遺産を継承さ

（

（

せ、現代社会の問題に照らしつつ、新たに展開していかなければいけないと思う（その意味で、リアリズム法学の現代

（ （

契約論に始まり、人格的所有論、関係修復・修復的正義論などに及んでいて、より具体的には、コミュニティーの意義、

そして、私自身の理論軸として注目するのは、「関係的視角」（マクニール教授からの刺激）であり、それは、関係的

ているのであり、先に述べた私の所有論研究などもこの実践であることは改めて言うまでもないであろう。

公共との関係を批判的に問題にし、法解釈者の政策的・社会編成上の原理的立場を意識的に自覚するという方向で向かっ

法論的に自覚的な展開である）。それはすなわち、市場主義（個人主義）の批判であり、それを通じて、市場と国家・

の批判モデルの原理的展開の貢献は大きい（日本では、我妻博士の指導原理論などもあったが、それよりもはるかに方

ることであり、「法と経済学」の市場主義モデルの提示以降、それへのアンチ・テーゼとして、とりわけ批判法学から

なお、従来の日本のリアリズム法学との関係で、方法論的に注目しなければいけないのは、法原理論の展開が見られ

版の発展形態としての批判法学に私は注目しているし、平井教授の「議論の民法解釈学」は、
それに適合的だと考える）。

（（

団体の意義に注目し、契約に対する介入、付随義務論等重視するわけである。そしてこうした問題関心は、一九二〇～

法政策的視点

三〇年代のアメリカ本国のリアリズム法学にも、日本の解釈方法論議（利益考量論）にもあまりなかったことと言えよう。
－
二 三
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（（

ところで、日韓不法行為を見る際に抜きにできない視角として、法政策的な視点がある。これは言うまでもなく、
（

（

（ （

平 井 教 授 が、 ア メ リ カ で の「 法 と 経 済 学 」 研 究 及 び 公 共 訴 訟 の 議 論 に 接 さ れ て、
「政策志向型訴訟」の重要性に注目
（（

（ （

日本では、法科大学院とともに、各大学で公共政策大学院もできて、私も、法政策学は具体的に実践可能でなければ

され、さらにその論議を法政策学の枠組に一般化された一連の理論的動きを指している。

（（

＊

＊

二］
（一九七七）
〔平井著作集Ⅰ（有

－

四巻）参照。

（９）例えば、内田貴・契約の再生（弘文堂、一九九〇）
。私のものとしては、吉田邦彦・前掲書（注１）（民法理論研究二巻、

（８）これについては、例えば、石原治・不法行為改革（勁草書房、一九九六）。

害賠償の経済分析（東大出版会、一九七七）などは、嚆矢的なものである。

斐閣、二〇一〇）に所収〕
、同「法律学と経済学──その連続と不連続」季刊現代経済二四号（一九七六）、浜田宏一・損

（７）例えば、
平井宜雄「アメリカにおける『法と経済学』研究の動向」アメリカ法［一九七六

島武宜著作集二巻（岩波書店、一九八二）
（初出、一九五六）など参照。

（６）例えば、我妻栄・近代法における債権の優越的地位（有斐閣、一九五三）、川島武宜「社会科学における人間の地位」川

韓国民事法学のこのあたりの議論状況はどうなのであろうか。ご教示賜ればと考える。

以上に、不法行為法学を中心として、日韓の民事法学を見る際の、総論的な視角を思いつくままに、述べてみたが、

＊

という問題意識に繋がる。

そして、こうした問題意識は、本稿でも最後に述べるが、「立法との関係での司法の役割」論の問題を自覚的に論ずる

いけないとの問題意識から、同大学院での講義では、具体的な民法問題との関連で、横断的に法政策論を論じている。

（（
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（ ）吉田邦彦・前掲書（注１）
（民法理論研究第一巻、三巻、四巻）参照。

（ ）例えば、北大法学研究科二一世紀ＣＯＥプログラムが出している、
『知的財産法政策学研究』（二〇〇四～）。

（ ）平井宜雄・法律学基礎論覚書（有斐閣、一九八九）
、同・続・法律学基礎論覚書（有斐閣、一九九一）〔平井著作集一巻（有
斐閣、二〇一〇）に所収〕
。

（ ）例えば、末弘厳太郎・法学入門（末弘著作集Ⅰ）
（日本評論社、一九五二）（初出一九三四）、川島武宜・科学としての法

律学（弘文堂、一九六四）
、加藤一郎・民法における論理と利益衡量（有斐閣、一九七四）。また我妻博士については、我

妻栄「私法の方法論に関する一考察」法協四四巻六号、七号、一〇号（一九二六）
〔同・前掲書（注６）に所収〕参照。詳
しくは、吉田邦彦・前掲書（注１）
（民法理論研究一巻）第一章を参照。

（ ）この点の詳細は、さしあたり、吉田邦彦・前掲書（注１）
（民法理論研究一巻）第二章を参照。

）平井宜雄・法政策学（有斐閣、初版一九八七、第二版一九九五）
。

二〇一一）所収。特にその一五五頁以下〕
。

二〇一〇）所収。特にその一八頁以下〕
、同・現代不法行為理論の一展望（一粒社、一九八〇）〔平井著作集Ⅱ（有斐閣、

）平井宜雄「現代法律学の課題」同編・社会科学への招待（法律学）
（日本評論社、一九七九）
〔平井著作集Ⅰ（有斐閣、

（ ）これについては、吉田邦彦・前掲書（注１）
（民法理論研究四巻）第九章参照。
（

（
（

報告対象──附：最近の日本の民法改正（債権法改正）の論議瞥見

）吉田邦彦・民法と具体的法政策──二一世紀の生ける民法学（未公表）
（二〇一一）
。

三

本稿では、とくに不法行為法（ないし所有法）を中心に論ずるので、近時日本で急増している改正論議に直接は関係

せず、素通りして済ますこともできるが、梁裁判官からは、この問題についての私なりの見方も示すようにとのことな
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（

を得ず、一般的に立法不信のようなものがあり、その分司法への期待も大きいということを教えられたが、日本もこう

クリッジ教授のもの）を聞く機会があり、アメリカでは、立法には様々な障害因子があり、
「妥協の産物」にならざる

かつて、一九九〇年代半ばのスタンフォード滞在時に、立法学の授業（当時イェール大から客員教授で来ていたエス

くなってきた）ということである。

正圧力が強くなり、原案がそのまま通るとは限らない（ないしは、原案を作る段階でも、学者の意見がそのまま通らな

省）提案のものでも、いわゆる「立法過程の民主化」により、原案に対して企業関連の実務家などの保守勢力からの修

の立法過程の変容があるということで、かつての「法制審議会」一本主義は崩壊し、議員立法が増え、また内閣（法務

に、政策的立場についても、意識的に意見の分岐が見られるようになったことである。また第二は、日本における近時

第一は、日本における民法研究者・実務家の立場には従来とは違う変化が見られ、意見の分布状況が多様化し、とく

うと考えており、そのような慎重な立場を私が採る理由は以下のとおりである。

る。しかしそれ以上に、あまり欲張らない方がよい。やるのならば、改正目的をはっきりさせて行うのが、鉄則であろ

私のこうした議論に対する立場を述べるならば、時代錯誤的な規定の改廃〔オーバーホール的な改正〕には賛成であ

国でも同様の改正の動きが近時（再度）始まったようで、その射程は民法の財産法全体に及んでいるとのことである）。

抗案の論議も進んだ）は、主として契約法領域が対象とされている（加藤案の射程はそれより広い。なおこの点で、韓

され、同審議会での議論も始まった。この間、加藤雅信を中心とする民法改正研究会も、二〇〇五年に立ちあがり、対

法）改正検討委員会〕を母体に、二〇〇六年七月から本格的論議が始まり、二〇〇九年三月に法制審議会への諮問がな

すなわち、日本における近時の民法改正（債権法改正）の議論（これは、内田貴前教授の私的な研究会〔民法（債権

ので、簡単ながら述べておきたい。

（（

日韓民事法の課題

したアメリカ的状況に近づいていると言えるわけである。立法の際には、保守的傾向（市場主義的傾向）が出るように

なったのが、近時の顕著な現象（例えば、区分所有法改正、借地借家法改正、担保法改正など）であり、転機は九〇年

代半ばで、従来式にまずまずで進んだのは、製造物責任法くらいまでではなないかと思われる。我々の恩師の頃のリベ

ラルな立場でのコンセンサスの下での立法、また我妻博士や星野教授が法制審の座長の頃の法案の通り方は許さない状
況になっており、良い意味でのエリート型立法の制度基盤が失われたと言えよう。

こうした事態に対して、近時の改正論者は、どう臨むのかという見通しが十分示されておらず、下手をすれば、現状

よりも保守的な立法になりかねない（政策的立法にしようとすれば、益々そうであり、この点、かつて内田前教授は、

政策問題には今回の改正では立ち入らないとしていたが、その基本スタンスに動揺がなくもない。そして現に、
例えば、

消費者保護法を一般民法化するという進歩的な改正案の箇所については、即座に企業側弁護士から反対する保守的論議

が濃厚に見られているのも、不安材料である。しかしこれも当然予期されたことである）
。この点で、韓国での立法（民
（

（

法改正）は、日本のかつてのようなエリート集団的立法（それは進歩的、研究者の良心的改正がそのまま認められる立
法という意味である）を許す状況なのであろうか。

また第三に、今回の日本での債権法改正論議での一つの大きな発条になっているのは、国際取引の契約法等をカバー

するウィーン条約などの国際的統一法化の影響であり、そこでの契約法モデルは、新古典派であり、意思理論が前面に

出ており、関係契約理論（マクニール理論）が提起される以前の状況である。研究者による先端的議論を踏まえた改正

という意味合いもあったはずなのに（そのために、日本での改正論議では、原案作りは研究者だけでなされ、実務家は
（

（

加わっていない）、改正論議以前にこれだけ日本でも数多く議論された関係契約理論ないし継続的契約の議論が、改正
（（

論に十分反映されていないのも不可解だ、という点も、併せて指摘しておきたい。
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（（

さらに第四は、方法論的根拠との関係での問題である。私は、来栖博士の「法」と「法律」に関する研究、また平井

教授の「議論による法律学」等の先達の遺産の上に、法解釈学（法律学）方法の捉え方として、法解釈の多様性の許容

があるべきで、あまり「特定の解釈論」を、権威的に、トップダウンで振りかざさない方がよいと考える。ところが、

今回の債権法改正論議では、従来の改正とは異質で、時代錯誤的な規定のオーバーホールを超えて、
「法解釈的立法」

という性格も色濃く、それが、内田案と加藤（雅）案との屹立という、本来解釈論でなされる論議が、民法改正論で対

立するという混乱状態に立ち至っている。この混乱は、本来民法改正とはどういうものであるべきか、その際の立法と
（ （

法解釈論との役割分担などの方法論的議論がなされないままに、従来とは異質の改正論議に突入してしまったことによ

（ ）詳しくは、吉田邦彦・前掲書（注１）
（民法理論研究四巻）第一〇章参照。

るところが大きく、再度謙虚な反省が求められると考える。

（（

）日韓の民法研究者の分布状況が異なることについては、吉田邦彦「近時の『民法改正』論議における方法論的・理論的

問題点」ジュリスト一三六八号（二〇〇八）一〇七頁、同頁注五にも論じた。

なお、韓国では、既に、一九九九年二月に「民法（財産法）改正特別委員会」が構成され、二〇〇一年一一月に同委員

会による「民法改正試案」が発表され、二〇〇四年一〇月に「民法改正案」が提出されたが、二〇〇八年五月に廃案となっ

ていることについては、梁彰洙「最近の韓国民法典改正作業」民商一二七巻四＝五合併号（二〇〇三）、同「韓国の二〇〇

四年民法改正案──その後の経過と評価」ジュリスト一三六二号（二〇〇六）
、鄭鐘休「韓国民法の現代化（一）（二・完）
」
民商一二六巻二号、三号（二〇〇二）など参照。
（ ）この点については、注

論文、とくに三九一頁以下参照。

（ ）この点は、吉田邦彦・前掲書（注１）
（民法理論研究四巻）第九章三節参照。

（
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四

不法行為法の具体的課題

次に不法行為法の各論的論点に入るが、詳細に立ち入る余裕もなく、ごく簡単に日本の状況を述べて、日韓の比較法
議論の素材を提供したい。
（一）交通事故

第一に、交通事故領域では、日本では、一九七〇年頃をピークに、交通事故数は、横ばいないし下降し、交通事故訴

訟は、それ以上に減少し、ＡＤＲに流れた。こうした現象について、平井教授は、オベアの紛争類型（
「利益紛争（ conflict

）」と「価値紛争（ conflict of values
）」）を用いて分析された（交通事故紛争は、概して利益紛争で、裁判に
of interest
（ （
よらなくとも、二者間の交渉モデルに乗りやすいとされる）。韓国でも、日本と類似の自動車損害賠償保障法（一九六

三年制定。一九九九年全面改正）を基本法律として、法的処理がなされているが、紛争解決形態として、日本と同様の
推移を辿っているのであろうか。

（二）医療過誤

第二に、後にも触れるが、医療過誤訴訟は、近時急増し、最高裁のスタンスも民事では例外的な積極司法の立場とし

て目立っていて、多くの破棄判決が存在している（しかし、最近はやや方向転換もある）（後述参照）。また他方で、厚
（

（

労省で、医療無過失補償制度創設の議論が、最近ようやく開始された（二〇一一年八月～）
（民主党は、二〇〇九年の

のだろうか（同医師は、医師・患者間の対立構造を促進させ、必ずしも、医療システムの問題の改善に繋がらない医事
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（（

衆議院選挙で、同制度を公約に掲げていた）が、これは、医師の側からの医療崩壊の議論（小松医師ら）の影響もある

（（

（

（

紛争（医療過誤訴訟）には問題があり、しかし他方で、被害者救済の必要はあるので、スウェーデン式に無過失補償制

（ （

第三に、製造物責任領域では、日本では一九九〇年代半ばに製造物責任法が制定された（一九九四年）
。ただ、それ

（三）製造物責任

度が望ましいとする）。日本よりも訴訟社会であるとされる韓国でも同様の現象は見られるのであろうか。

（（

（ （

をしたことがある。日本では、アスベストに関して、救済立法が早々に作られ（二〇〇六年アスベスト新法〔石綿健康

調査をし、韓国でもソウルの地下鉄駅や釜山の第一化学界隈の被害（さらに同社の東南アジアの公害輸出など）の調査

時の放射能汚染等、蓄積型損害は、大きな課題であろう（アスベストに関しては、日本では、尼崎のクボタ周辺の近隣

さらに、第四に、公害・環境型の不法行為と言っても、両国ともに、膨大であろうが、塵肺、アスベスト、そして近

（四）公害・環境

や複数の加害者の連帯規定（五条）、その免責特約の無効規定（六条））が、現実の運用上の相違はどうなのであろうか。

日本のそれをモデルとされたと言われ、同時に若干強化されたとも指摘される（例えば、
販売業者の責任規定（三条二項）

大きく、立法は判例法の実定化の性格が強い。他方で、韓国の製造物責任法（二〇〇〇年）
（二〇〇二年七月施行）は、

により飛躍的に法理が躍進したということはなく、カネミ油症事件、スモン事件などの判例法の蓄積の意義は日本では

（（

なお、韓国の環境政策基本法（一九九〇年）には、「環境権」の規定がある点で、異なるが（もともと、韓国憲法の

あろうか。

被害救済法〕）、その補償の不十分さなど批判もあるが、韓国での同様の立法（二〇一一年一月に施行）ではどうなので

（（

説
論

北法62（6・16）1332

日韓民事法の課題

一九八〇年改正で、「清潔な環境で生活する権利」（三三条）、「国民には、健康かつ快適な環境で生活する権利があり、

国家・国民は、環境保全のための努力する」（三五条）の明示）、実質的被害者保護の状況は、日韓の環境法においては、
どう違うのであろうか。

（五）災害問題

第五に、災害問題は、二〇一一年三月の東日本大震災により、急浮上した感があるが、震災列島の日本においては、
（

（

かねての懸案事項である。しかしそれにもかかわらず、災害救済に従来の民法学が冷淡であり、それが私の災害復興法

学の問題提起にも繋がっている。ともかく、今回の大災害は震災・津波・原発被害が複合する超弩級の大災害で、先進

諸国中で最も災害救済に冷淡だと指摘される問題状況は、大きく前面化することであろう。

民法学の側で再考が求められるのは、災害問題は「不可抗力」として、責任論の射程外としてよいか。救済拒否でよ

いのかという大問題があり、この点は、東日本大震災で、福島の原発被害（放射能汚染）に対する損害賠償と宮城・岩
手の津波損害の救済拒否とのギャップをどう考えるかという問題にも関わる。

なお、日本の原子力損害賠償保障法（一九六一年）では、無過失責任とされるが（三条）、今回の地震・津波のよう

な天災との関連については、第一に、天災なので、責任保険契約（八条）ではなく「政府補償契約」（一工場、一事業

所当たり一二〇〇億円）（一〇条、一六条）により、第二に、しかし「異常に巨大な天災地変又は社会的動乱による場

合には」、電力会社は免責されて（三条一項但し書）、この場合には、政府は被災者救助・損害の拡大防止のために、「必
要措置」を講ずるとされる（一七条）。

福島の放射能被害問題の塡補は、責任法の枠内で収まる如くで、原子力損害賠償法の紛争審査会は、交通事故実務を
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（（

参考に緩やかな基準をたてているとのことであるが、第一に、賠償範囲がそれだけ膨大となれば、東京電力だけの問題

ではなく、国の支援などの性格が強まり、津波被害との格差問題は、益々顕著になるだろう。また第二に、ヨリ放射能

被害の特性に即した措置がなされるべきで、塡補にしても、蓄積型損害（将来発癌で死亡するという損害）にどう対処

するかに向き合うべきで、この点で交通事故先例は無力であるし、こういう不可逆的損害には、事前の避難措置が決定

的に重要だが、日本政府の措置は遅く、今後国家賠償問題も生じかねない。さらに第三に、避難措置が遅れて、放射能

汚染を余儀なくしたために、除染に巨額費用を生じようとしているが、少なくとも、自主避難により安全性確保を図ろ
うとする被災者への支援がもっと厚くなされるべきであろう。

このように、日本の災害復興問題は、課題が山積みの状況である。韓国は震災問題という点では別天地であるが、災
害対応の点で、日本と類似しているのであろうか。

（六）補償問題

最後に補償問題で、具体的には、強制連行・労働、慰安婦問題、中国での民間人虐殺、爆撃・細菌戦などのいわゆる

戦後補償問題、また北海道などでは、先住民族のアイヌ民族の所有権侵奪なども関係する。実態的にも、最も深刻な集

団的不法行為問題であり、東アジアの国際関係の重要課題であるのに、従来、民法研究者の視野に入ってこなかったこ
（

（

とは不思議ですらある。この点で、アメリカ法学では、既に民事法学者による多くの議論があり、私自身多くの示唆を

家無答責、増額評価、条約による責任放棄の可否など）、さらに、根本的な不法行為制度論などとも関係し（これにつ

この問題は、法理的分析としては、国際法（国際人権法）とも交錯し、検討すべきことは多く（時効・除斥期間、国

得た。

（（
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（

（

の文献〔平井著作集Ⅰ七頁以下、平井著作集Ⅱ一三一頁以下〕参照。

いては、若干次述する）、二一世紀の不法行為法の大きな未開拓領域である。ただ詳細は、ソウル大学での英語講演に

（ ）この点も、平井教授の注

譲り、ここでは省略したい。

（（

（ ）例えば、東京地判昭和五三（一九七八）年八月三日判例時報八九九号四八頁（東京スモン訴訟）、福岡地判昭和五三（一

二五二頁以下。

（ ）例えば、
小松秀樹・医療崩壊──「立ち去り型サボタージュ」とは何か（朝日新聞出版、二〇〇六）二三八頁以下、
二四七頁、

（ ）朝日新聞二〇一一年八月二六日五面参照。

16

九七八）年一一月一四日判例時報九一〇号三三頁（福岡スモン訴訟）
、金沢地判昭和五三（一九七八）年三月一日判例時報

八七九号二六頁（金沢スモン訴訟）
。またカネミ訴訟として、福岡地判昭和五二（一九七七）年一〇月五日判例時報八六六

号二一頁、福岡地裁小倉支部判昭和五三（一九七八）年三月一〇日判例時報八六一号一七頁（カネミ第一陣訴訟）、福岡高

判昭和五九（一九八四）年三月一六判例時報一一〇九号二七頁、福岡地裁小倉支部判昭和六〇（一九八五）年二月一三日
判例時報一一四四号一八頁（第三陣訴訟）など参照。

（ ）これについては、吉田邦彦・前掲書（注１）
（民法理論研究三巻）第九章第二節。とくに六二〇頁以下参照。
（

）東日本大震災前のものとして、吉田邦彦・前掲書（注１）
（民法理論研究三巻）第四章第二節、同・前掲書（注１）
（民

法理論研究四巻）第四章参照。また大震災以降のものとして、同「居住福祉法学から見た『釜石災害復興の希望』の道筋

と諸課題」復興釜石新聞二七号（二〇一一）五面、早川和男ほか編・前掲書（注３）（災害復興と居住福祉）「解題」（吉田
執筆）がある。

またソウルの慶煕大学での原発問題に関する法と政策に関する国際シンポ（二〇一〇年一一月）で、日本側を代表して

報告した私が、既に日本の原発の推進状況の（震災との関連での）危険性を指摘していたものとして、 Kunihiko Yoshida,
がある。
A Critical Appraisal of Current Nuclear Energy Law & Policy, 45 (4) Kyung Hee Journal 617 (2010)
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25 24 23

26

28 27

）詳しくは、吉田邦彦・前掲書（注１）
（民法理論研究三巻）第六章～八章。同・前掲書（注１）
（民法理論研究四巻）第

五章～八章参照。

（

原理的・理論的課 題

（（

（ （

（（

戒＝予防原則（ precautionary principle
）」なるものが求められるに至っている。しかしこの点で、韓国の環境不法行為
（ （
の差止めにおける受忍限度要件（日本も同様である）は、十分に上記原則を理解しているとは思われない。
（（

行為」は、近代的体系との間に齟齬がある。生態系加害の不法行為は、
加害の予測、
予見、
計算が難しい。それゆえに、「警

そして、これらの現代型の不法行為類型に、うまく対応できているかが、最初の課題である。例えば、「環境的不法

であり、最後のものは、「財産的不法行為」と対比的に用いている。

ロンティア不法行為」（例えば、経済的不法行為・不正競争、コンピューター関連（ cyber torts
）
、付随義務論、密室型
不法行為（学校、家庭内等）など）、そして第三は、「人格的不法行為（名誉棄損など）、さらには、環境的不法行為」

「現代的不法行為」とは、例えば第一に、
「政策型不法行為」（例えば、公害、医事紛争、補償問題など）、第二に、
「フ

（一）
「現代型不法行為」に、うまく対応できているか？

五

（

（ ）ソウル大での英文講演（二〇一一年一〇月一一日）は、
Kunihiko
Yoshida,
Reparations
and
Reconciliation
in East Asia
というもので、
as a Hot Issue of Tort Law in the 21st Century: Case Studies, Legal Issues, and Theoretical Framework
）に公表予定である。
同大学の紀要（ Journal of Korean Law vol.11 n.1 (2012)

（
29
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（二）
「総合救済システム」の必要性
（

（

「総合救済システム」とは、不法行為法の枠組みを再考するものとして、加藤雅信教授が、一九八〇年代後半に提供

した枠組みであるが、その後立ち消えの状況である。しかし、以下の如く、その必要性は高まっているように、私には
思われる。

第一に、交通事故領域、公健法（公害健康被害補償法）などでは、救済が制度化されている。また第二に、医療過誤

でも、無過失救済制度の必要性が説かれている（前述）。そして第三に、災害補償の領域では、以下のような見地から、

の文献参照）。

責任法を脱構築する必要があるのであり、これはすなわち、居住福祉法学の視角の「災害復興」領域における表れであ
ると考える（注

この点を敷衍すると、一つには、近時の震災は、
「中山間地」を直撃している。そして、被災する前から、中山間地は、
（ （

都市化の隅に追いやられていた（平成市町村合併の問題）。しかし、中山間地の保護は、環境保全、防災、食料供給、

三つめに、「放射能汚染」は、今まで経験したことがない問題である。そうした蓄積的損害（不可逆的損害）は、で

道路工事、砂防工事等）。

公共工事的なことに「災害復興」と称して、土建国家的用途に、巨額が使われている（例えば、神戸空港、港湾整備、

〇七年改正の後でもそうである）。それと併せて、「生業補償」も必要であるが、
あまりなされていない。しかし他方で、

共的保護としての「住宅補償」が手薄である（被災者生活再建支援法（一九九八年）による保護も限定的である。二〇

二つめには、従来日本では、比較法的にも、先進国の中では突出して、住居ないし居住に対する配慮が低く、その公

リクリエーション（保養）などのためにも、有用であり、公共的保護の必要性は高い。

（（

きれば被らないような事前的措置が必要だが（その意味で、まさに「警戒＝予防原則（ precautionary principle
）
」の対

北法62（6・21）1337

（（

28

象である）、福島問題として、広汎な放射能被害（蓄積型損害）が生じてしまった以上、その救済のあり方をその特性

に即して考える必要がある。（しかし、原子力損害賠償紛争審査会では、交通事故賠償という類型という異なるものを
先例としており、被害の本質を捉えていない憾みがあることは前述のとおりである。）

なおこの点で、《除染》は重要だろうが、正確な見通しの下に、《集団移転（他地域移転）
》の道も探ることも、──

大きなディレンマだが──「功利主義的政策考慮」として、抜きにできないであろう。限られた災害復興予算の効果的

な使い方として、できる限りこれまで手薄だった居住福祉型災害復興予算に用いることを旨とすべきであり、一方で、

住宅補償・産業補償の強化・充実を強く打ち出すべきこと、他方で、除染は重要にしても、費用便益的に不確定要素が

大きく、従来の日本の復興予算の土建予算型偏りからは、シフトしやすい除染にのみ野放図に予算を費消するのではな
（ （

く、
代替的に移転による居住福祉の充実の選択肢の方途も探ることの検討も求めたい。その際に、法政策学（平井教授）

（ （

すでに、資源管理、コモンズ保全のための「協調行動」、そのための諸規範の必要性、そうした制度作りへの関心は、

国際連携は不可避であり、東アジアの広域的な環境保護に努めることが、二一世紀の課題である。

福島の放射能対策にしても、③原発、代替エネルギーなどのエネルギー開発、④近隣海洋資源管理にしても、近隣国の

さらには、東アジアの広域的な不法行為問題を考えると、例えば、①中国の砂漠化（緑地化の必要性）にしても、②

（三）国際的連携の必要性──とくに、環境領域

における効率性基準は、正義性基準と並んで、考量枠組の一翼をなすことを想起しなければいけないであろう。

（（

法行為の制度的課題であり、その意味で、これは、前記関係的視角からの考慮である。どうして、二一世紀の不法行為

新制度派経済学の側からの関心は高い（オストロム教授等）。こうした協調関係をどう作り出すかが、大きな広域的不

（（
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課題として、補償問題を取り上げるかとも関係する。例えば、尖閣列島や竹島（独島）を巡る、日中韓のナショナリズ

ム的緊張関係を高めて、不信・対立の連鎖を増幅させても、資源問題解決のためには、百害あって一利なしなのである。

（四）不法行為制度の根拠論──とくに、補償問題での問題提起

従来、法律家、伝統的民法学者は、「損害賠償中心主義」に囚われる（不法行為の目的論として説かれるのは、
「損害

塡補」以外には、せいぜい、「加害予防」や「制裁論」ぐらいである）
。しかし、補償問題において、被害者は、こうし

た対応には、満足しないことがしばしばである（法律家は満足しても）
。例えば、アジア女性基金（国民基金）の提供

に対して慰安婦ハルモニは拒否したし、花岡和解（五億円）（二〇〇〇年）に対する原告リーダーは、金銭提供の裏腹

の企業の不誠実さ（歴史責任の否定）に、病床に伏すほどに、ショックをうけて、激怒した。

その行動様式を、補償理論として位置づける作業をしなければいけない。これすなわち、関係修復のための補償（不

法行為制度）のプロセスにおける「償い」（加害者の良心的変革）の側面に注目するということである。補償問題は、

平井教授の枠組を借りると、オベア類型論における「価値紛争」的色彩が強い。それを踏まえた「和解交渉」における
規範論・道徳論の重要性ということになる。

（
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なお、この点で、オベア＝平井モデルでは、「利益紛争＝二者解決（交渉）」
「価値紛争＝三者解決（裁判）
」とされる
（

が、そう簡単ではない。価値紛争たる補償問題における和解交渉モデルを、利益紛争の取引交渉とは違うものとして、
模索していかなければいけない。

（（

（ ）以下は、
日中比較のコンテクストで、
論じた問題であり
（これについては、吉田邦彦「二一世紀の日中不法行為法の諸課題」

（ ）吉田邦彦・前掲書（注１）
（民法理論研究一巻）第八章。とくに四五四頁以下。同・前掲書（注１）（民法理論研究四巻）

みである。

北大法学論集六一巻六号（二〇一一）一九〇八頁以下）
、ここでは、日韓比較不法行為法の文脈で応用してみようとする試

31

（ ）これについては、さしあたり、李相敦＝李昌桓「韓国における環境救済法の争点」尹龍澤他編・現代の韓国法（有信堂、

第九章第四節。とくに三七五頁以下も参照。

32

Commons: The Evolutions

of

Institutions

）初版九九頁以下、第二版七〇頁以下参照。
the

for

Collective Action (Cambridge

）この点は、吉田邦彦・前掲書（注３）
（居住福祉ブックレット）第六章、早川和男ほか編・前掲書（注３）（中山間地の

居住福祉）参照。
（ ）この点は、平井宜雄・前掲書（注
See, e.g., Elinor Ostrom, Governing

U.P., 1990) 14-, 29-; do., Understanding Institutional Diversity (Princeton U.P., 2005) 8-, 99-.
（ ）この点は、注 の文献の内、とくに、吉田邦彦・前掲書（注１）
（民法理論研究四巻）二五六頁以下参照。

（ ）

17

（

（ ）例えば、加藤雅信・損害賠償から社会保障へ──人身被害の救済のために（三省堂、一九八九）。

二〇〇四）二五一頁参照。

33

35 34

37 36

29

（

（（

（

（（

〇〇〇年代半ば以降〕変化の兆しもある）、②過払い金訴訟（利息制限法違反、また、グレーゾーン〔利息制限法（強

（

において、日本は、一般的に、消極司法的色彩が濃厚であり、例外は、第一に、医療過誤の領域であり（しかし最近〔二

（

「韓国司法の頭脳」の裁判官の皆様の前での報告の最後として、民事司法の役割について述べておきたい。民事司法

六．司法の役割

38
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（

（

行規定）に反するが、処罰規定には反しない場面〕における貸金業法の有効弁済（同法四三条）の厳格解釈）の領域で

ある（なおこの動きは、二〇〇六年の貸し金に関する規制法の改正（グレーゾーンの廃止、また利息制限法違反の支払

いの返還請求はできないとする規定（利息制限法旧一条二項、四条二項）の廃止）と、歩調を合わせていることも留意
すべきである）。

これらを評すると、個別的に見れば弱者保護に努めていて、それ自体は消費者保護上、慶賀すべきことなのかもしれ
（

（

ないが、かつての利益考量論者（例えば、星野教授）が行っていた当該契約を超えた金融市場全体への影響を考慮しつつ、

40

司法からの法政策的発信は、現代社会の要請にも添うものであって、どんどん促進されるべきものである。従って、日

やはり、法政策的思考（それは、利益考量論と連続的なはずである）の減退は、望ましくないと思われ、その意味で、

照）のは、この点で興味深いことである。

の立場についても、同様のことが指摘できようが、近時より広い見地から医師責任を考慮する動きが出てきた（注 参

星野＝平井論争（第二次法解釈論争）の「意図せざる帰結」なのかどうかはわからない。医療過誤に関する近時の判例

の交錯に関して、視野狭窄的とも言えるのである（司法実務者の法教義学への引き籠り現象か）
。これも、
利益考量を巡る、

考量に繋がるはずであるが、そうした姿勢は希薄で、近時の判例法においては、逆説的なことだが、
「法（司法）と政策」

機関から借りられない消費者の金融の余地はあるかとか、これは逆にヤミ金融を暗躍させないかとかの幅広い法政策的

ならば、グレーゾーンを廃するという厳格な解釈をして、中小企業金融にどのような影響を与えるかとか、通常の金融

解釈論に臨むという姿勢（それはある種の法政策考慮と言ってもよいであろう）は窺えない。つまり、同様に考量する

（（

（

（

本やアメリカにおける消極司法の一般的趨勢における、立法と司法との安易な役割分担的発想（例えば、人工生殖関連
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（（

の判例で、こうした傾向が顕著である）は、疑問であると思われる。

（（

（

（

この点で、韓国における民事司法の動向は、どのようなものであろうか。日本の状況と違うこととして、韓国におい

かは、固唾をのんで見守りたいところである。

た最近でも、慰安婦問題放置に関する違憲判断が出されたことが（二〇一一年八月）、今後にどのように展開していく

う相互的関係が見られる）ことには、注目される。例えば、その違憲決定による家族法の数次の改正がそうであり、ま

ては、憲法裁判所の違憲決定がしばしば出される（そしてしばしばそうした司法判断が、立法的改正を促しているとい

（（

（ ）例えば、最判昭和六〇（一九八五）年三月二六日民集三九巻二号一二四頁（転医義務肯定）、同平成七（一九九五）年六

（

）転機となる裁判例として、例えば、最判平成一七（二〇〇五）年一二月八日裁判集民事二一八号一〇七五頁（拘置所に

〇〇一）年一一月二七日民集五五巻六号一一五四頁（乳癌患者に対する乳房温存療法の説明義務違反肯定）など。

整脈による死亡。医療水準にかなう医療ならば、
「その死亡時に生存の相当程度の可能性がある」とする）、同平成一三（二

同平成一二（二〇〇〇）年九月二二日民集五四巻七号二五七四頁（狭心症患者への急性膵炎用の薬の点滴による致命的不

頁（肝癌の事例で、
その早期発見義務違反（アルファーフェトプロテイン検査不実施）と「その時の死」との因果関係肯定）、

粒球減少症の因果関係の肯定（疾病発生機序が複雑でも）
）
、同平成一一（一九九九）年二月二五日民集五三巻二号二三五

書きどおりの頻回の血圧測定肯定）
、同平成九（一九九七）年二月二五民集五一巻二号五〇二頁（抗生物質などの投与と顆

九六）年一月二三日民集五〇巻一号一頁（虫垂炎の手術での麻酔薬による重篤な後遺症事例。医療慣行になっていない能

月九日民集四九巻六号一四九九頁（医療水準論を状況に応じて厳格化する）（以上は未熟児網膜症事例）
、同平成八（一九

39

為否定）も参照。これらの事情については、吉田邦彦・判例評論六三二号（判例時報二一二〇号）（二〇一一）二九頁以下

〇八号四五頁（脛骨高原骨折による下肢深部静脈血栓症という事例で、適切な医療行為を受ける期待権侵害による不法行

適切不充分は、社会生活上許容の範囲内だとする）があり、さらに、同平成二三（二〇一一）年二月二五日判例時報二一

勾留者の脳梗塞での後遺症事例。転送義務違反による責任否定。医師・医療機関の現実的諸制約を踏まえ、ある程度の不

40
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参照。

（ ）例えば、第一に、貸金業法の有効弁済規定（四三条）の厳格解釈事例として、一つに、契約書面（一七条書面）、受け取

（

り証書（一八条書面）の交付要件に関する事例として、例えば、最判平成一一（一九九九）年一月二一日民集五三巻一号

九八頁（貸金業者の口座への払い込みの場合でも、受け取り証書の交付を要求して、字句どおりの解釈で、消費者保護を

図る）
、同平成一六（二〇〇四）年二月二〇日民集五八巻二号四七五頁（弁済から二〇日余り後に、次回支払いを求める書

面で、弁済充当関係の記載をしたことで、一八条の受け取り証書の書面になるかどうかが問題となった。原審では、当た

るとしたが、本判決では、一八条書面には、ならないとした）など。また二つ目に、「弁済の任意性」に関する厳格解釈を

するものとして、同判決（当時の規制金利（年四〇．〇〇四％）に近い実質年率による利息天引きの事例）及び同平成一

八（二〇〇六）年一月一三日民集六〇巻一号一頁（年二九％の利息で三〇〇万円貸付し、元金・利息支払いを遅滞したと

きには、期限の利益喪失との特約があった事例）が、法四三条の「自己の自由な意思により支払ったものと言うことがで

きない」との解釈を示した（これは、同平成二（一九九〇）年一月二二日民集四四巻一号三三二頁とは、四三条の任意性

また第二に、
利息制限法に関する元本充当的解釈は、
既に一九六〇年代の判例法理の展開として、
夙に著名だが（それは、

に関する異なる解釈態度である）
。

返還請求を否定する利息制限法旧一条二項等を空文化する判例を形成した）（最大判昭和四三（一九六八）年一一月一三日

民集二二巻一二号二五二六頁、最判昭和四四（一九六九）年一一月二五日民集二三巻一一号二一三七頁など）が、近時は、

さらに複数の貸付契約をまたいで充当が認められるかということが問題とされている。意思主義的アプローチが採られて

いて、やや窮屈な印象を受けるが（例えば、最判平成一九（二〇〇七）年六月七日民集六一巻四号一五三七頁、同平成一

九（二〇〇七）年七月一九日民集六一巻五号二一七五頁は充当を肯定するのに対して、同平成一九（二〇〇七）年二月一

三日民集六一巻一号一八二頁は否定する）
、その後はより柔軟になっているようである（例えば、同平成二〇（二〇〇八）

）例えば、星野教授は、利息制限法旧一条二項を空文化する判例の動きを積極的に解する前提として、そのような法解釈

年一月一八日民集六二巻一号二八頁参照）
。

をしても、
「庶民金融の梗塞の危険はない」という政策的見通しが決め手だとされていた（星野評釈・法協八七巻一一＝一
－

二合併号（一九七〇）一一一四 一一一五頁、同「サラ金規制法の検討」私法四三号（一九八一）六七頁）。
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41

42

（ ）例えば、
死者凍結保存精子による体外受精子に関する、
最判平成一八（二〇〇六）年九月四日民集六〇巻七号二五六三頁、

＊

＊

（

（（

に、前述の判例の推移ということが関係しているかもしれません。しかしだからと言って、こうした責任法で救われな

二条類似の責任を追及するという可能性はなくはないのですが、実際にそうなっていないのは、東北人の我慢強さ以外

ですから、東北（東日本）大震災の津波被害につきましても、堤防の設置・管理に瑕疵があったとして、国家賠償法

るとして、同法二条の責任の限定が付されて、その後この分野の同条の運用状況が変わってきました。

責任）が問われたものが、沢山あったのですが、一九八〇年代の最高裁判決で、財政上、技術上、社会的制約を考慮す

（

日本でもかつては、河川決壊や土砂崩れなどに関して、国家賠償法二条の営造物責任（国・地方公共団体の不法行為

るようですが、もっと慎重に国家賠償の可能性を探ることはできると思います。

いうことですね。本件は、国家賠償法の問題として責任追及されていますね。鑑定意見ではあっさりと天災とされてい

見ると、災害復興の問題は、日本だけの問題ではないことがわかりますが、これをどのように法的に処理すべきか、と

第一の質問は、過般（二〇一一年七月）のソウル市牛眠山における集中豪雨の土砂崩れ被害（一八名死亡）の事例を

① （尹 綱 悦 大法院研究裁判官）

ユンカンヨル

（討論）

＊

（ ）これについては、例えば、高翔龍・韓国法（信山社、二〇〇七）七五頁以下、特に八九頁以下参照。

の個別的判断を積極的に出し、そのような法実践を蓄積させていく方が議論を活性化させるものと思われる。

が窺える。しかしこの領域で、ボールを立法に投げ返したからと言って、立法の議論が進むとは言えず、むしろ、司法で

代理母事例に関する、最決平成一九（二〇〇七）年三月二三日民集六一巻二号六一九頁では、司法消極的な法解釈の姿勢

43
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ければ、もう被災者の災害復興に救済の手を差し伸べられないかというと、そうではないと思います。しかし、これは

民法なり、国家賠償法の域を超えていますので、適宜立法を行っていくということになると思います。実際にも、近時

高台移転への国の支援の強化などという形の行政措置で進みつつあるのも、実際上の補償の一部かと思いますが、まだ
まだ居住福祉的補償額は、ごく限られていると思われます。

第二は、居住福祉法学に関する質問ないしご意見で、住居問題の公共性に同意して下さったのは何よりですが、日本

ではこうした主張すら関心を示す人はまだ民法領域では僅かで、日韓の相違を感じます。そこで近年進められたポグム

ジャリ住宅（ミックス住宅としての公共住宅）の低所得者庶民にわたる供給数が少ないとのことですが、これは、李政
権の住宅政策の後退ということで、批判的意見を出しうるのではないでしょうか。

そこで、民間住宅の方に波及効果が及び、民間住宅取引を萎縮させ、伝貰金を上昇させるとの御指摘でした。しかし、

私は、
韓国の借家市場と後退する公営住宅政策の関係という問題については、
事情に通じていないので即答しかねます。

色々な分析ができると思いますが、一つは、ソウルのシフト住宅〔所有（売買）から賃貸へ、そして伝貰金の低廉化を

狙う、長期賃貸制度〕をベースにしたポグムジャリ住宅による住宅売買市場の停滞（他方で、伝貰市場における公共的

役割の増大）ということがあるでしょうし、そしてもう一つは、低所得者向きに月貰賃貸が増えると、他方で、家主の

金融的な要請から民間の伝貰金を上げざるを得ないというメカニズムなのでしょうか。むしろ、この点は、韓国の裁判
官の方に説明してもらいたいところですが・・・。
パクヤンジュン

② （朴 亮 俊 大法院研究裁判官）

朴裁判官からは、戦後補償問題について、多面的に的を射た質問を戴き有難うございます。私が日頃補償問題につい
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て考えていることにつき、かくも立ち入った真剣な質問を受けたことは、日本でもあまりなく、さすが韓国の大法院の

皆様ならではと、感心しています（もっとも、こうしたことが、従来韓国の民法学として、常時議論されていたかとい
う点には、私は疑問を持っているのですが・・・）。

順に見ていきますと、第一に、戦後補償訴訟における実際上の問題ですが、ご指摘のように、消滅時効（除斥期間）、
（ （

国家無答責、企業の同一性など様々な障害があります。しかし、かつて詳論したように、それを克服する法解釈は可能

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ます。集団的不法行為だから団体的処理は不可避ですが、だからと言って、個人の権利の側からの検討再試の必要はあ

0

研究者の間で、民法分野と国際法分野とで、本当に詰めた議論がなされているかというとまだまだではないかと思い

かの常識からして、理解できないところがあるのです。

いところで基本的人権蹂躙に関わる請求権が事前に放棄されてしまっているというのは、「公序」とか「約款規制」と

できて、多くがそれに乗ってしまっているという状況かと思います。しかし民法的論理としては、被害者個人の知らな

という問題が出てくるのです。だからこの請求権放棄の抗弁は、従来型の国際法の前提から出されたものということが

民法との交錯が問題になり、従来ラフに国家が処理してしまったものをもう一度、民法的に再検討したらどうなるのか

て有力になってきているという国際法の動揺が、背後にあるわけです。個別的に考えようとする国際人権法になると、

個人の人権が段々クローズアップされてもう一度個人の権利の側から再検討するという方向性が、「国際人権法」とし

来の国際法は、国単位のもので、個人に代わって国家が集団的に処理するというものだったわけですね。それに対して、

判決は大体この抗弁を受け入れています。これは、国際法のイメージにも関わると私は思うのです。言うまでもなく従

しかし比較的近時出されるようになった、最も強力な障害は、日韓条約による請求権放棄という点で、近時の上級審

ですし、そのような立場をとった下級審判決もかつてはございました。

（（
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るわけで、日本政府ないし外務省はなかなか譲らないでしょうが、もしあまりに乱暴な条約内容ならば、やり直さなけ

ればいけないという可能性もあります。況や慰安婦問題は、一九九〇年頃から明らかになったことですから、六〇年代

半ばの条約で解決済みとするのは、牽強付会でしょう。因みに外務省実務でも、今のような全面放棄論で全く一致して

いたかというとそういうわけでもなく、例えば、シベリア抑留との関連で、かつて柳井条約局長などは、国家間の請求

の問題と個人の請求権は別だと言っていたこともあるのです（今の外務省の役人は、全て放棄で一貫している等と言う
のですが・・・）。

なお、この点で、朴裁判官が最初に出された、植民地支配自体による補償問題はどうなるのかという疑問は出るので

す。確かに仰る通りで、強制連行や慰安婦よりも核心的な問題として、韓半島の当時の所有権制圧、財産侵奪、韓国人

民の経済的搾取などに対する補償問題はどうなるかということですね。しかしこの問題となると、補償問題はきりがな

くて、塡補し尽くせるものではなく、他方で、当時の日本人も多くの財産を放棄しているから「おあいこ」ではないか

という議論もあり、しかしそうした財産も韓国人の搾取によるものではないかということを考えると、よくわからなく
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なります。従来式の国際法学者は、「だからこそ、国家単位で決着をつけることにしたのだ。
」と言われます。わからな

くはないのですが、やはり個人的、個別的出発点からの再検討の必要は残されていると思いますね。例えば、最近の朝

鮮王朝の儀軌返還の問題なども、個別的に考えて、韓国の宝物を日本側が取得しているのはおかしいという個別的考量
の再試から来るものでしょう。

第二は、法学者の捉え方と裁判官の論理との異同ですが、従来の法学者及び弁護士、さらには、運動家なども含めて

従来根強かったのは、「法的主張一本主義」というか、しかもその際の「損害賠償中心主義」というものですね（日本

の不法行為法には、金銭賠償主義の規定もあります。民法七二二条一項）
。そしてその反面で、道義的責任は、単に法
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（

的責任の否定として、消極的に捉え、閑却ないし無視していたのですね。

（

（

（

向型訴訟として、この種の事例をどう扱うのかについて、あまり明示的に論じておられない（逆に判断回避を目指すよ

の交渉とは異なるものです。このように、紛争理論的にも補償問題は、興味深い事例なのですが、平井教授は、政策志

つ「政策志向型訴訟」の典型例と言えるのです。それゆえに、和解交渉と言っても、自動車事故などの利益紛争的事例

第三に、紛争理論との関係でしたね。このように補償紛争は、（平井教授の言葉を借りれば）「価値紛争」であり、か

は法的責任でもあると言ってもよいでしょう。

道義的責任と法的責任は全く別のものではなく、道義的・政治的責任が、立法により補償責任が、定められれば、それ

責任よりも深いものということができて、被害者がしばしば求める謝罪とも適合的だとも言いうるのです。かといって、

考えようによっては、道義的責任の方が、良心の深いところから反省を求めるので、根本的かつ根底的であり、法的

員力とも言え（例えば、ホローコーストや、日系アメリカ人の収容所問題の場合）
、軽視することができません。

た）
。こうした発想は、既にアメリカでは議論があったところでしたが、このような道義的責任は、諸外国の補償の動

島安野発電所事件について、二〇〇九年一〇月の和解、新潟信濃川発電所の事件では、二〇一〇年四月に和解がなされ

自然債務として、関連企業に自主交渉を勧めて、その後西松建設との間ではいくつもの和解が成立したわけでした（広

でした。そこでは一方で、法的主張は、請求権放棄の論理で退けたのですが、他方で道義的責任レベルでは、肯定的に、

この点で、西松建設（中国人強制連行）に関する最高裁判決（二〇〇七年）の最高裁裁判官の論理は注目すべきもの

（（

そしてこの問題は、最後の方で扱った立法と司法との関係とか、司法消極主義の是非という問題とも関係します。日

対応ということに向き合わなければいけないと考えます。

うにも読める）点は、私は不満があります。平井先生の理論の延長線上として、当然のことながら、この種の事件への

（（
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（

（

本で補償訴訟の処理をした多くの裁判官が、国家無答責等時代錯誤的な法理にかこつけて、政策志向的判断を回避した

（

（

して従来補償問題の要諦を押さえた問題解決ができなかったことの理由として、第二に述べたことと関係して、近代法

で何故かくも重要なこの民法問題についての研究が欠落していたのかを気付かせるだけでも意味があると思います。そ

最後第四に、補償問題分析の成果ないし限界ということですが、非力はいつも感じています。ただ東アジアの民法学

に、裁判官は、立法にボールを投げ返して、司法府の責任回避をするような立場に立つべきではないと思います。

かの如くです。しかし、イェール大学の故カバー教授が、奴隷制訴訟などを素材に裁判官の責任問題を論じられたよう

（（

（

るならば、幸せに思います。本日は、このような場を与えてくださり、また出席者の方からは、詳細なご意見・ご質問

て下さっていることを最後に述べて、このような学問分野に、韓国の研究者、実務家の方が少しでも関心を持って下さ

民法学の側から東アジアの平和学にコミットしたいという私の企画には、星野先生ご夫妻ともども大変に関心を持っ

タディーのつもりなのです。

融合的考察」を軸とした見方を示されたのですが、私が行っているのは、補償問題に即した同様の視角からのケースス

（

に対して、私の恩師の星野英一先生は、フランスのリペール教授の議論などを基にして、民法各論的に「法と道徳との

モデルとして、法と道徳とを峻別する川島理論があり、その影響力がいかに大きかったかと気づかされるのです。これ

（（

を賜りまして誠に有難うございました。夜遅くまで三時間近く、申し分のない通訳をして下さった、成均館大学の権澈
教授にも厚くお礼を申し上げます。
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（（

（ ）最判昭和五九（一九八四）年一月二六日民集三八巻二号五三頁（大東水害訴訟）
。
45

（ ）この点は、詳しくは、吉田邦彦・前掲書（注１）
（民法理論研究三巻）第八章参照。
）例えば、平井宜雄・前掲（注

）
〔平井著作集Ⅱ二三五頁〕では、
「政策志向型」問題への解決を迫られる裁判官に関す

る叙述で、判断回避の手法を論じられる。

16

（ ） Robert Cover, Justice Accused: Antislavery and the Judicial Process (Yale U.P., 1975).
（ ）例えば、川島武宜・近代社会と法（岩波書店、一九五九）
。

（

（ ）最判平成一九（二〇〇七）年四月二七日民集六一巻三号一一八八頁参照。

48 47 46

─吉田教授は、去る二〇余年以上不法行為法の研究をされ、「第三者の債権侵害」（契約侵害に代表される経済的不法行

一．はじめに

第一：ユン・カンヨル大韓民国大法院研究裁判官の指定討論文

申し上げる。〔なお、以下の「研究裁判官」は、原語は、「裁判研究官」であり、日本における最高裁調査官に相当する。
〕

ところもある）、討論が進められた。当日の通訳は、権澈成均館大学助教授が務めて下さった。これらの方々にお礼

＊以下
 の指定討論文は、当日机上に手渡されたハングル語記載のもので（以下の日本語訳は、朴鐘碩氏（北大法学研究
科助教）の手になるものである）、時間の制約上、この文書を基に、適宜口頭で質問内容が要約されて（省略された

（参考資料──指定討論文）

しあたり、星野英一・人間・社会・法（創文社、二〇〇九）二九頁以下、同・法学入門（有斐閣、二〇一〇）六九頁以下参照。

（ ）例えば、自然債務に関して、星野英一・民法概論Ⅲ（債権総論）
（良書普及会・一九七八）三一頁。また一般的には、さ
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為法）から始まり、その後、人格的所有権理論を軸にする身体的自由、環境法、情報所有法などを研究して、その後続

研究として住宅災害問題、居住福祉法学などに関して、幅広く研究をなされたと聞いております。

─実務家にとって、不法行為訴訟に関しては、加害者の過失及び損害との因果関係、消滅時効などが先に浮び上がるよ

うになりますが、最近、先生の論文を読んで、不法行為法の領域がこんなに広いか、ということについて、今更ながら、
実感するようになりました。

─各論においても、吉田先生のご指摘のとおり、交通事故訴訟でのＡＤＲの重要性、保険加入の強制化、一般化による

保険実務の重要性などは、韓国の事情も日本と同じだろうと思います。韓国でも、最近、医療過誤訴訟が急増して、関

連判例もかなり蓄積され、その影響で、医師の過剰診療、危険診療の回避の問題が浮き彫りになっています。公害、環

境問題については、隣近住民が初期段階での禁止仮処分申請などで対応する場合が多くなりました。

二．質問（一）：自然災害による国家賠償訴訟での不可抗力の問題

─先生のご発表の中で特に関心を引く部分は、災害問題です。韓国のソウルで、今年夏、集中暴雨によって、大法院の

会議室の窓の外にまさに見えるウメン山で大規模の山崩れが発生し、隣近住民総一八人が犠牲になる惨事がありました。
（１）

韓国では、予測可能性及び回避可能性のない不可抗力的な災害は、その営造物の管理庁に損害賠償責任を問えない、と

いう大法院の判例（大法院二〇〇三年一〇月二三日宣告二〇〇一ダ四八〇五七判決）があります。すなわち、不可抗力

的な災害は、民法上の不法行為領域の外であり、国家賠償の問題ではなく、災害補償という側面から接近しなければな
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らない、ということです。問題は、司法の役目です。自然災害による生命と財産の侵害がある場合、被害者とその遺族

は、国家や地方自治体の管理不充分などを理由に、損害賠償請求訴訟を申し立てて、国家などは「不可抗力的災害」な

ので国家や地方自治体に過失がない、と抗弁するので、担当公務員の過失有無が、損害賠償訴訟の核心争点になる場合
が大部分です。

─日本でも、最近、不幸にも東日本大地震と福島原子力発電所の事故によって、おびただしい惨事が起こりました。こ

（２）

れと関連して、日本の東日本大地震と福島原子力発電所の事故による損害賠償または損失補償問題はどう進行されてい
るのか、という質問を申し上げたいです。

三．質問（二）：国家賠償責任における時効の問題

─吉田先生は、日本の戦時補償問題に関しても、多くの研究をなされたと聞いております。特に、金銭的損害賠償から

もっと進んで、対立・復讐のサイクルから脱した関係修復のプロセス、すなわち、加害行為の承認ないし不法行為責任
の承認、そして、お詫びと反省のプロセスが必要だ、という主張に深く共感しています。

─韓国でも、一九六〇年代から一九八〇年にわたって捜査機関によってスパイと捏造されて、裁判を受けて有罪判決の

宣告を受けた被害者たちが、再審を請求して、無罪または免訴判決を受けて、国家賠償を請求した事例が多数あります。

─この場合、国家はほとんど例外なしに消滅時効完成という抗弁をしていますが、判例は、消滅時効の完成を主張する

のが、信義誠実の原則に反し権利濫用であり、許容されない、と言って、国家の抗弁を排斥する場合がかなり多くあり
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（３）

ます。例えば、警察捜査官が、被害者「甲」を不法拘禁した状態で拷問して、スパイ疑いに対する虚偽自白を受ける、

などの方法で、証拠を捏造することで、「甲」が拘束・起訴され、有罪判決を受けて、その刑の執行を受けるようにさ

せたので、国家は、その所属公務員の不法行為によって、「甲」とその家族が被った一体の非財産的な損害に対して、

国家賠償法による慰謝料賠償責任があると認めながらも、国家の消滅時効という抗弁に対しては、「甲」が国家を相手

に慰謝料支給請求ができない客観的な障害事由があったし、被害者である甲を保護する必要性は深刻な一方、国家の移

行拒絶を認めることは著しく不当で不公平なので、国家の消滅時效完成という抗弁は、信義誠実の原則に反する権利濫
用であり、許容されない、という理論です。

最近、憲法裁判所は、原爆被害者が日本国に対して持つ賠償請求権が、
“大韓民国と日本国の間の財産及び請求権に

関する問題の解決と経済協力に関する協定”第二条第一項によって消滅したのかの可否に関する韓・日両国の間の解釈
（４）

上の紛争を、上の協定第三条が定める手続きによって解決していない大韓民国政府の不作為は違憲であることを確認す
る、という決定を宣告したりしました。

吉田先生は、“戦後補償”に関して深く研究して、関連論文もたくさん発表しましたが、今回に、従軍慰安婦、原爆

被害者問題などの法的責任問題、補償問題に対して、日本ではどのような論議があったのか、そしてこれに対して、先
生はどのような評価をしていらっしゃるかについて質問を申し上げたいです。

四．質問（三）：居住福祉法学の観点について

─吉田先生は、最近、“居住福祉法学”の観点からさまざまな問題を提起しています。具体的にマンション管理で生ず

るさまざまな問題（特に老朽住宅の再建築による利益を居住者に分配する問題）、地方都市空洞化と係わる問題、居住
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差別問題などを幅広く研究しています。これに対する解答で、住居問題の公共性に留意して、居住弱者に対する公共の

支援が必要だ、という意見を持っていらっしゃるようです。この点に対して、私も先生の主張に全面的に賛成します。

─韓国でも現在、政府が、無住宅庶民のための住居福祉政策の一環として、周辺の住宅価格よりすごく低い価格で「ね

ぐら住宅」（ポグムジャリ住宅）政策を推進していて、これによって、家賃が下向き安定の動きを見せるなど、相当な

成果をおさめていると評価されています。一方、このような公企業による低価格の住宅供給は、その数に限界があり、

供給物量が少ないはずで、その分、当籤選確率も低い一方、隣近地域の住宅価格を下落させて、民間建設業社による多

様な住宅供給を萎縮させ、住宅供給不足によって、賃貸料上昇の原因になる、という指摘もあります。上のように、住

居問題に関する公共の介入の必要性はあるが、それによる民間取り引きの萎縮などの副作用も少なくない、と考えられ

ます。この部分に関する先生の見解を聞きたいです。居住福祉法学的観点での問題意識は、主に行政の領域と関連性が

大きいようですが、これに関して、司法はどのような役目を遂行しなければならないか、に関する先生の見解を聞きた
いです。

（１）大法院二〇〇三年一〇月二三日宣告二〇〇一ダ四八〇五七判決

この事件の事故地点の堤防は、
一〇〇年発生頻度を基準に策定された、
計画洪水水位より三〇㎝程度もっと高かった事実、

この事件の事故当時の事故地点の上流地域の降雨量は、六〇〇年または一〇〇〇年発生頻度の降雨量なので、この事件の

事故地点の場合、計画洪水水位より一．六ｍ程度上回る水位の流水が流れたと推定される事実、及び、この事件の事故以

前には上の事故地点に河川が氾濫したことがなかった事実を認めることができるところ、上のような事実によれば、特別
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に計画洪水水位を決めた以後に、これを上方修正するに値する事情がない限り、計画洪水水位より高い堤防を備えている

上の事故地点を持って、その用途によって通常取り揃えなければならない安全性を取り揃えることができなかったという

瑕疵があると思うことができないし、上のように計画洪水水位をずっと上回る流水による氾濫は、予測可能性及び回避可

能性がない不可抗力的な災害と見て、その営造物の管理庁に責任を問うことができない、と言えるでしょう。
〇二年四月）など。

（２）
「在日外国人問題と時効法学・戦後補償、いわゆる『強制連行・労働』問題の民法的考察」ジュリスト一二二〇号（二〇
（３）大法院二〇一一年一月一三日宣告二〇〇九ダ一〇三九五〇判決

債務者の消滅時效に基づく抗弁権の行使も、我が民法の大法原則である信義誠実の原則と権力濫用禁止の原則の支配を

受けることなので、債務者が時效完成の前に債権者の権利行使や時效中断を不可能または著しく困らせたとか、そういう

措置が不必要だと信じるようにさせる行動をしたとか、客観的に債権者が権利を行使することができない障害事由があっ

たとか、または、一応、時效完成後に債務者が時效を援用しないような態度を見せて、権利者にそのように信頼するよう

にしたとか、債権者保護の必要性が大きくて、同じ条件の他の債権者が債務の弁済を受けるなどの事情があって、債務履

行の拒絶を認めることが著しく不当か不公平になるなどの特別な事情がある場合には、債務者が消滅時效の完成を主張す
るのが、信義誠実の原則に反して権利濫用であり、許容されることができない。
（４）憲法裁判所二〇一一年八月三〇日宣告二〇〇八ホンマ六四八決定

第二：パク・ヤンジュン大韓民国大法院研究裁判官の指定討論文──吉田教授の「韓日民法学の課題」主題発
表に対して

大法院裁判研究官として勤めているパク判事です。吉田先生の発表を興味深く伺いました。私は、先生が個人主義と
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市場主義、個別的取引関係、概念法学という狭小な枠を脱して、多様な関心分野で新しい紛争類型を積極的に認識して、

総合的な救済方法を見つけようと努力していらっしゃると理解しました。新しい法的現実と法学的方法論に近付くこと
ができる眼目を開くことができ、厚く感謝いたします。

私は、先生が紹介してくださった広範な理論をまともに理解できる能力を持っていません。ただ、今日の発表で言及

された内容の中で、大韓民国の国民の立場から重要な法学問題と言える戦後補償問題に関して、質問を申し上げようと
します。

先ず、私があらかじめ受けた先生の発表要旨に、戦後補償問題に関する部分があることを見つけて、非常に嬉しくて、
感謝する気持ちだったという点を伝えたいです。

日本で、大韓民国の国民が日本国と日本企業を相手に提起した戦後補償訴訟は、もうほとんど終局を迎えたと言えま
しょうが、被害者の立場から見る時、可視的な成果はほとんどなかったと見えます。

私が理解する限りでは、日本の裁判所が被害者の請求を排斥した法的論理は、大きく四つであるようです。

第一は、植民地支配自体に対する責任を問うことは、法令上の根拠のある具体的な権利義務関係を争う民事訴訟の守
備範囲を超えるので、法律上の争訟にあたらない、という論理です。

第二は、消滅時効が完成したか、提訴期間が経過して、権利が消滅したか、法的保護を受けることができなくなった、
という論理です。

第三は、韓日請求権協定によって、すべての個人請求権が包括的に消滅した、という論理です。

第四は、一部企業にだけあたることでしょうが、加害企業は、もう企業再建整備法など日本の戦後実定法によって解

散されたし、被告と目された企業らは、加害企業とある程度の関係はあるが、法的には同一性がない個別の人格体で、
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加害企業の債務を承継しなかった、という論理です。

日本の法学者の中で、このような日本裁判所の論理に対して批判的な見解を取る方々も少なくないし、先生もその中
の一人だと思っております。

先ず、日本の法学者と裁判官・弁護士は、このような日本裁判所の論理に対して、どのような立場を取っているのか、
全般的な流れを、感じるとおり紹介してくださればと思います。

次に、日本裁判所の論理に反対して批判する立場からの法的対応論理は、それぞれ、どのようなものだったのか、そ

して、多くの訴訟でそういう対応論理が下級審でも認容された部分があるのか、お聞きしたいです。

最後に、先生の発表文によれば、戦後補償訴訟は、利益紛争に対立する意味での価値紛争、または政策志向型不法行

為訴訟と分類されているようです。戦後補償訴訟の特殊性を説明する時、このような概念の有用な点は何か、法官の立

場で価値紛争、または政策志向型不法行為訴訟を審理して判断するにおいて、通常の訴訟に比べて特別に注意すべき点

は何か、先生の意見を聞きたいです。ちなみに、そういう側面で、日本での戦後補償訴訟の実際進行過程で現われた限
界と成果及び今後の課題が何だと思われるか、知りたいです。

私は、理解と眼目が不足で、討論者自らの見解を明らに提示することができないまま、礼儀にかなわないか、的を外

＊

＊

れた質問をしたのではないか、と憂慮していますが、先生が賢く判断して、適切で必要な答弁をしてくだされば幸いです。

＊

本年三月末で、民事法講座からは、高見進・吉田克己の両先生、政治学講座からは、中村研一先生が退職を迎えられて、あれ

（追記）

北法62（6・41）1357

説
論

だけ多かった北大の「団塊の世代」の先生方がこれで全て去られることになり、時代の推移とはいえ寂寥感は大である。これら

の三先生には、私の北大法学研究科の在職期間の全て（ないし殆ど全て）において、何かと身近にお世話・ご指導を賜った。と

くに中村先生には、専門の相違を超えて知的刺激をいただく度に、北大法の研究者サークルに所属することの至福を感ずること

も少なくなかった。拙い報告原稿ではあるが、三先生に捧げて、今後の益々のご健勝及び変わらぬご教示をお願い申し上げる。

本稿の研究成果発表においては、全国銀行学術研究振興財団から助成を受けた（課題名「補償問題の紛争解決と和解交渉」）
。

なお、本稿の韓国語版は、民事実務研究会・民事裁判의語問題二〇巻（二〇一一）三〇七頁以下に掲載されている。
記して同財団にも謝意を表する次第である。
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研究前提の見直しと本稿の課題

眞

── 江戸儒学界における正統の転位とその変遷 ──

徳川儒学思想における明清交替

目

明清鼎革の評価──「華夷変態」から「明清革命論」へ

はじめに

仁
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一
徳川吉宗のもとでの清朝政権評価

唐船情報の変化──「韃靼」から「大清」へ

Ⅰ 政治的正統性問題──康煕帝・雍正帝の治世
二

一

順治・康煕年間の学問移入──徂徠以後の宋詩・宋学鼓吹

徂徠学と明の学術

Ⅱ 学問的正統の転位──康煕・雍正・乾隆期の学術移入
二
（一）詩論における脱古文辞・反古文辞
（二）同時代観察──康煕年間の学問
（三）経書解釈──清初の宋学の正統性と異学の禁

明学の弊害を意識した考証学受容

「折衷」の態度──「程朱の忠臣」「争臣」

同時代的な乾隆期学術の本格受容（文化・文政期）──批判的摂取による「折衷」

（一）詩文論

三

「博渉」の推奨

（二）経史解釈・考証
明代半ばの校勘学から、乾隆期の考拠の文献批判学へ
「考証」学の位置づけ──性霊派と「考証」学

（三）清朝考拠学の批判的受容──解釈を左右する文庫・蔵書の存在

見聞情報・聞き書き

Ⅲ 学問受容と清朝中国評価──明清交替期の歴史的評価
一

清の資料に基づく評価（文化・文政期）
（一）清朝皇帝の個人的資質──個別の資料内容の評価

漢人唐商と黒竜江域の満人交易
二
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徳川儒学思想における明清交替

魏源『聖武記』

軍事史書
『皇朝経世文編』

史料校勘による史書編纂

アヘン戦争以降の経世論受容──道光期の学術移入

政府の歴史編纂書

（二）明清交替の基本史料と和刻本──諸史料に基づく批判
三

おわりに

はじめに

徳川幕府と政権の中枢に近い知識人たちが新王朝の政権に一定の政治的正統性を認める経緯と、清朝の諸学問に学問

的な正統性を認め、それらを受容する過程は、いかなるかたちで関連しているのか。およそ位相の異なるこの二つの正

統性は、ひとたび前者を追認する形で後者の受容が始まるが、つづく十九世紀前半の文化・文政期以降の清朝中国認識

のなかで、それらの評価は、受容したいかなる学問的手法によりながら、どのように変容しまた分岐していくのか。中

国の明清交替（一六四四年）を契機に朝鮮や日本においては「小中華」意識が生じたことが定説となっているが、
この「華

夷変態」を短絡的に日本でのナショナリズム運動と国学研究の勃興に結びつけるのではなく、中国古典の経書解釈に従

事し、漢詩文で自己表現する徳川中・後期の儒学者たち──在野の儒学者よりはむしろ、当時の漢籍移入で同時代の東

アジアの学術や外交情報受容で最先端に位置する知識人たち──の正統性認識の変容として検討することが、本稿の目
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的である。

明清鼎革の評価──「華夷変態」から「明清革命論」へ

漢民族の明が北方女真族 （女直）によって滅ぼされ、清

へと王朝が交替する一連の事件は、周知のように、東アジアの周辺諸国の対外政策と思想文化に多大な影響を与えた。

朱舜水 （一六〇〇─一六六八）や隠元 （一五九二─一六七年）らが日本に亡命し、彼ら明の遺臣が近世初期日本の儒学や仏

教にもたらした思想的影響はよく知られている。王朝変動期の唐船風説書集成を「華夷変態」と名付けて編纂した林家

の林春齋 （春勝、鵞峰、一六一八─一六八〇年）は、延宝二 （一六七四）年の序文で、
「頃間、呉 〔呉三桂〕
・鄭 〔鄭成功の子、

「もしそ
鄭経〕各省に檄し、恢復の挙あり、その勝敗知るべからず」と同時代の三藩の乱の覇権争いに触れたうえで、

（１）

れ夷の華に変ずるの態を為すこと有るときは則ち、たとひ方域を異にすともまた快らずや」と、夷狄である満州人が中

華となるような事態の招来を、異邦の傍観者の立場から愉快であると評した（「華夷変態序」、原漢文）
。しかし、「抗清復明」

こくせんや

運動が不成功に終わったのちも、満州人を「夷狄」として蔑視する観方が、
ながく徳川日本の知識人たちに支配的であっ

た。通俗軍談『明清闘記』
（寛文元（一六六一）年序、刊本）に基づいて創作された近松門左衛門の浄瑠璃「国性爺合戦」は、

正徳五 （一七一五）年の初演以後、繰り返し上演されており、日本人を母にもつ国姓爺鄭成功の活躍は、庶民のあいだ
でも明の遺臣が明復興にたちあがる義理として共感をもって受けとめられていた。

王朝交替から一世紀半後、儒者大田錦城 （一七六五─一八二五年）は、この「華夷変態」を「明清革命」と捉え、明朝

から清朝への王朝交替を、
「ただ有徳の者これを得て、無徳の者これを喪ふ」（唯有徳者得之、而無徳者喪之）として「徳」
の有無によって積極的に正統化した。

「清祖、夷狄に出るといへども、その功徳、漢祖・唐宗と異なることなく、その道を重んじ、徳を尊ぶは則ち過ぎ
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（２）

たること有り。これゆえに二百年の太平を開きて学問・文物の盛なる、前古を超ゆる有り。北魏もしくは金・元の
よく及ぶところあらざるなり」（「明清革命論」、原漢文）
かんてい

清朝が実現した長期間の「太平」の世、未曾有の「学問・文物」の隆盛は、清の皇帝が優れた「有徳」者であることを

証しする。むしろ「中古以来、乱逆を戡定し」て天下を治めたものが、
「中国、夷狄、かはるがはる」出現してきたこ

とは常態であり、「天命に常なく、王位に常家な」いである。それゆえ「満清」だけをを悪む必要はない、と。錦城に
よれば、明から清の王朝交替はまさに易姓革命だった。
ていかく

もちろん海禁政策のもと清朝政府との国交はなく、徳川幕府が満人政府の政治的正統性を正式に承認したことはない。

しかし、上記のような明清鼎革の評価が現れるに至るまで、清朝政府の政治的正統性と清朝の学問の正統性とは、徳川

日本でどのように論じられたのか。これらの評価をめぐり、当時つぎのような問いが争点になったことは想像に難くな

い。王朝交替後の、とりわけ康煕帝・雍正帝・乾隆帝の治世が現実にもらしている長期の太平の世、学問の隆盛、さら

に版図拡大の要因はどこにあるのか。清朝の歴代の皇帝の徳によるのか、彼らの優れた統治技術にあるのか。それとも

清朝は徳川日本と同様に文武を重んじる武家政権であり、そのすぐれた軍事力に因るのか。あるいはそもそも雍正・乾

隆期の統治は泰平といえるのか。他方で、漢民族の明朝が滅亡した理由はなにか。明代半ば以降の学問混乱に起因する

のか、また明朝政府の統治の問題なのか、それとも夷狄である満州人の暴挙にあるのか。もし明の滅亡が学派と朋党ご

（３）

明清交替が東アジア諸国にもたらした思想的影響の研究については、近年の伊東

との抗争を契機とするならば、学問はどうあるべきなのか。

研究前提の見直しと本稿の課題

貴之による研究史概観とそれに付された「主要参考文献」が包括的な整理をおこなっている。日本思想史研究の分野で
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（４）

は、伊東の研究文献リストに載る片岡龍のほかに、荻生茂博が徳川日本の儒学思想史を東アジアの同時代史的文脈のな

かで捉えようとしてきた。またこれらに加え、法制史や文学史、清朝史での研究蓄積が明らかにしてきたことを踏まえ

ると、私見によれば、明清交替期以降の徳川中期・後期の儒学思想史研究は、いくつかの前提の見直しを促されている。

第一に、一九七〇年代以降歴史学の分野で進んだ日本の「鎖国」状態の見直しにより、
「鎖国」体制を前提に徳川日

本では例外的に一国内だけで儒学学説が展開したという認識は成り立たなくなっている。しかし、唐船による書籍移入

と中国儒学の同時代的な受容を踏まえた近世日本の儒学思想研究という課題は、従来十分に究明されてきたとは言い難

い。その追究には、当然、高価な舶載漢籍を購入し、蒐集・蓄積し、閲覧利用を可能にする所蔵機関や個人蔵書の問題、

また読書界での受容をみる上では、校訂のうえ和刻本として出版し直された書籍を併行して検討しなければならないで
あろう。

第二に、清朝中国をみる視点も、中国王朝（中華王朝）
としての側面が強調され、その部分のみを取り出した清朝像になっ
（５）

てきた傾向がある。同時代の日本の対外観において「中国観」として括ってきた分析は、多くの場合、漢民族以外の異

民族王朝時代の政治的また学術的正統性評価の問題を不問に附してきた。アヘン戦争あるいは幕末の海外見聞を日本の

中国観転換の画期とする研究も、同様の問題を孕んでいる。明治初期の日本人の清人に対する卑視観の根底にさえ、徳
川期からの清夷狄観があるだろう。

第三に、中国哲学史を基準として徳川儒学思想史をみることもまた、見直されつつある。学問と文学の接触こそが江

戸中期文学史の特徴 （日野龍夫）と指摘されて久しいが、徂徠学以降の徳川中後期思想において明清思想の受け入れ基

盤となったのは、経典解釈などの儒学の哲学的側面のみならず、詩論・文学論でもあった。詩社や文会といった自発的

な文芸結社は、じっさい多くの儒者にとって日常的な学問の場であった。漢詩人と分類され、経学を前提とした儒学史
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で登場しない知識人を、いま一度学界の同じ土俵に引き入れ、儒者であり漢詩人でもあった彼らの相互の影響関係を考

える試みがなされてもよいだろう。そのなかで、順治・康煕年刊の書籍蒐集と文芸結社の活動を関連づける必要がある。

第四に、地域と知的ネットワークに力点を置く社会史研究の影響を受けて、学術コミュニティの社会的環境とその偏

差の側面に着目し、その拠点ごとの思想比較を行うことが求められる。とくに乾隆期学術が本格的に受容された一九世

紀前半においては、舶載書本所蔵の諸文庫や厖大な書籍を蒐集する蔵書家への接近度合いが清朝考拠学の受容とその評
価にどのように反映しているのかという課題がある。

0

0

0

0

0

0

0

本稿では、これらの諸点を念頭におきつつ、明清交替を軸に徳川中期・後期の儒学思想を捉え直し、その変化を段階

0

的に位置づけてみたい。まず第Ⅰ節では、康煕帝・雍正帝の安定した治世に接し、一八世紀前半に徳川幕府とその周辺

で康煕帝への評価が定まり、少数異民族の政権に一定の政治的正統性を認めるまでを扱う。つぎに第Ⅱ節で、明清交替

0

0

0

0

（６）

が東アジア周辺諸国で独自なナショナリズムを生む契機の一つになったとしても、清の康煕・雍正・乾隆期の学術の影

響は、なぜ、またどのように徳川日本の儒学界に浸透していったのかを検討する。一八世紀後半から清朝の学術が段階

を踏んで徐々に受容されていることにも意を払いたい。さらに第Ⅲ節では、
儒学者による同時代の清朝中国評価として、

移入された清朝の漢籍資料に基づいて行われるようになる明清交替の歴史的評価が、日本での清学術理解の深化に伴い

どのように変化するかを、一九世紀前半の歴史書編纂から幕末に至るまでの清朝経世論の選択的摂取に即して検討する。

蓄積されてきた問題関心の相違から、日本の儒者たちが清儒たちの意図とは異なる文脈で、アヘン戦争敗北後舶来した
経世論を読み取っていく様を確認して、結びにかえたい。

比較思想研究の反省から、文化圏ごとの思想比較と思想類型の対照に終わらせないために、ここでは接点となる作品

の受容とその理解に着目している。検討作品については、当時の諸文庫における蔵書収蔵状況、和刻本出版、
「書後」
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など清代の作品についての徳川日本の儒者の反響とその内容をそれぞれ検討して絞り込んだ。もとより一つの論文で扱

える主題ではないため試論的な素描にとどまらざるを得ないが、東アジア社会の文脈のなかで近世後期儒学思想を再検

唐船情報の変化──「韃靼」から「大清」へ

政治的正統性問題──康煕帝・雍正帝の治世

討するために、前述の四つの前提見直しの視点から問題提起を行いたい。

Ⅰ
一

かんはん

徳川儒学における明清交替を検討する上で、まず前提として確認しておきたいのは、徳川初期の宋学移入が朝鮮儒学

を経由してなされていることである。豊臣秀吉の朝鮮侵攻 （壬辰・丁酉倭乱）の際に日本に連行された儒者姜沆 （一五六

七─一六一八年）と藤原惺窩 （一五六一─一六一九年）の交流ばかりでなく、文物掠奪による朝鮮本が、たとえば徳川家康

（７）

の駿河文庫にも多く収蔵されていた。閲覧を許された林羅山 （一五八三─一六五七年）はこれらの朝鮮本、朝鮮開版の漢
（８）
きっし

0

0

0

籍を熟読したという。朝鮮経由で受容された明代までの儒学思想の前提のうえに、一七世紀中に、明清交替と「援明抗

清」の要請としての七度にわたる「日本乞師」が起こり、その過程で生じた朱舜水ら明遺臣たちの亡命による直接の明

学思想の受容がある。朝鮮朱子学が徳川儒学の基礎をつくり、明の亡命儒者の影響によって学問の発展を遂げたならば、

当然、朝鮮にも侵攻し明を滅亡へと追いやった北方の夷狄の政権は到底受け容れ難いであろう。
（９）

隣国での王朝交替は、徳川日本でも同時代的な重大関心事となり、明が滅ぶ正保元（一六四四）年から享保二（一七一七）

年までの唐船風説書は、林家によって「華夷変態」として編纂されていった。「華夷変態」の唐船情報を分析した川勝
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（

（

守によれば、しかし、清初の内乱が平定される一六八〇年代には、
「韃靼」という蔑称は風説書の文面上から消えて「大

（

（

清」という呼称に統一され、康煕帝のもとでの「大清静謐」「大清平治」の文言が繰り返し現れるようになった。漢人

（

（

このような風説書の内容は、無論、唐船の停泊地長崎の街中でも日常に談じられていた。宝永五 （一七〇八）年の「長

の唐商たちは、康煕帝が「儒道」を用いて政治を行っているがために、「官民は」ともに安泰であるとも伝えた。

（（

（ （

崎街談」として関東で筆写された史料によれば、台湾で捕縛され北京に送られた鄭成功の孫、奏舎は、本来誅殺される

（（

徳川吉宗のもとでの清朝政権評価

（

（

八四─一七五一年）の将軍就任の翌年までの唐船情報をもって、このタイトルでの編集を終了する。吉宗は、紀州藩主で

唐船風説書は引き続き作成されるものの、林家編纂の「華夷変態」は、享保二 （一七一七）年すなわち徳川吉宗 （一六

二

康煕帝が「仁政」を行い、清国に「静謐」をもたらし、人びとはその「徳」を称賛していることが窺えるというのである。

べきところ、その先祖を思う「孝心」ゆえに康煕帝の「慈愛」によって赦され一命を取り留めたという。この事例からも、

（（

（

（

おける荻生徂徠 （一六六六─一七二八年）
・荻生北溪 （一六七〇─一七五四年）らの蘐園学派では同時期「明律」研究が盛ん

して以降、享保五 （一七二〇）年頃に吉宗自身は『明律』から『大清会典』へと関心移行させるにも拘わらず、江戸に

あった時分から漢籍蒐集と中国研究に熱心であり、律や地方地誌を中心に蒐集していた。しかし、紀伊から江戸に入府

（（

荻生徂徠が吉宗の知己を得たのは、室鳩巣による順治帝の「六諭臥碑文」の和訳に満足しなかった吉宗が、唐口語に

に行なわれており、幕閣の中枢と一般の儒者の間には明清評価に隔たりがあった。

（（

も通じていた徂徠に加点を依頼したことに因る。『六諭衍義大意』は、その後、享保七 （一七二二）年六月に刊行され、
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（（

（ （

江戸の寺子屋師匠に手習本として頒布された。しかし、吉宗から寄合儒者荻生北溪に加点を命じられたのは
『明律』
であっ
（ （

たが、
他方で吉宗は深見右翁 （有隣、一六九一─一七七三年）に『大清会典』の翻訳を命じていた。満州語の言語研究も行っ

（（

（ （

の荻生北溪だった。北溪による、明清制度比較の「明朝清朝異同」、長崎の唐商朱佩章との問答和訳「清朝探事」（別名

ていたにせよ、徂徠の学問が基本的に明の学術を前提としていたのに対し、その後、清朝研究に着手していったのが弟

（（

（ （

吉宗のもとで行われたこれらの清朝研究を分析した先行研究により、吉宗とその周辺には、清朝支配の現実を直視し

寛政年間 （一七八九─一八〇〇年）より開始されている。

明朝の記録に依拠しており、日本での清朝記録に基づく清朝建国期の研究は、後述のようにそれよりもはるかにあとの

、清朝の勃興の由来を調査した「建州始末」などはその所産である。もっとも「建州始末」は多く
「大清朝野問答」など）

（（

（ （

清朝の創業我朝
の正保元年に当。

」とある。また康煕帝以後でも、同時代の

（（

ひろ

（

（

「又在職の間長崎に赴しとき、其頃の宿老徳見茂四郎、唐客の話とて語しりは、其頃の天子は乾隆帝なるが、聖主にして、

乾隆帝も「聖主」であり「慈仁」に富んでいることが、平戸藩主の松浦静山 （一七六〇─一八四一年）に伝えられている。

朝の二祖として、国政を善くし、今に至て一百年海内皆治を諷ふ。

神沢杜口 （一七一〇─一七九五年）による明和年間 （一七六四─一七七一年）の記録には、
「 康 凞 帝 は 元 北 狄 な り と 雖 も、 清

しかし、このような吉宗の清朝理解が、彼を取り巻く儒者以外の他の知識人に現れるまでにはかなりの年月を要する。

り、彼が推進した漢籍蒐集は、同時代の康煕帝から雍正帝への移行を把握するためでもあった。

ようとする態度が生まれていたことが確認されている。吉宗は康煕帝を聖天子とし、その政治を仁政として評価してお

（（

しかし、なぜ明の遺臣たち自身が、夷狄出身の満人皇帝を「聖主」として承認するのか。儒者松崎慊堂 （一七七一─

徳ゆえに明清交替を「革命」とする、冒頭で引いた大田錦城のような認識が現れるのであろう。

慈仁普く国に及べり」。このような長崎の唐商からの情報の延長に、有徳者君主としての歴代の満人皇帝評価と、その

（（

説
論
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こうせい

一八四四年）は、文化一〇 （一八一三）年の文章で、
「明国之君臣上下」の漢人遺臣たちが、満人の「夷狄之君」に「心

（ （

悦誠服し」て「曠世の有るに希れの主」とした過程を述べ、順治帝が釈奠に臨んで儒学の「礼」を示し、引き続き康煕

帝が釈奠の際に「三跪九叩之拝」を行い「礼」を示したことを挙げる。先の唐船風説書と同様に、康煕帝がもっぱら「儒

道を用ひ」「礼」を示したがために「官民共に泰」とは、漢人からすれば、賤しい夷狄を用いて中華の儒学文化が廃れ
るのを防いでいるとさえ捉えられるのである。

だが、後述のように、その「夷狄之君」への評価は、清朝の書籍移入とともに、唐商からの伝聞情報にもとづく単な

る印象論を超え、とくに文化・文政期 （一八〇四─一八二九年）以降、確実な史料的根拠が与えられて、一部では批判の

学問的正統の転位──康煕・雍正・乾隆期の学術移入

度を深めていく。

Ⅱ

前節で述べたように、唐船風説書での康煕帝の治世への評価から、徳川吉宗のもとで清朝の政治に一定の正統性を認

めるようになる。これに伴い、清初から康煕年間までの漢籍が移入して大きな反響をよび、清初の学問への正統性の承

認が、詩文論でも経書解釈でも、古文辞学や徂徠学批判の理論的背景となっていく。具体的には、順治・康煕年間の学

問移入に伴い、袁宏道「清新性霊」説や銭謙益『列朝詩集』（順治年刊）などが参照されることによって、古文辞学の主

唱者であり『唐詩選』の選者である李攀龍批判がなされ、盛唐詩を高く評価する荻生徂徠・服部南郭（一六八三─一七五九年）

の詩文論からの離反が始まり、脱古文辞・反古文辞と宋詩・宋学鼓吹が起こる。経書解釈においても、陸隴其などが引
照されて清初の宋学の正統性が承認され、いわゆる寛政異学の禁がもたらされる。

北法62（6・53）1369

（（

一

徂徠学と明の学術

（

（

荻生徂徠が四〇歳頃に李攀龍と王世貞の文集を偶然手にして、明古文辞学との邂逅を果たし、それ以後その論を、ま

（

（

『古文矩』、詩選としての『唐後詩』・『絶句解』・『絶句解拾遺』・『詩題苑』──を出版し、これらを文壇で普及させよう

潮を、
古学によって乗り越えることである。その際、李攀龍や王世貞ら前後七子の詩文選集──文選としての『四家雋』
・

うことにあった。文学面で徂徠が取り組んだのは、当時江戸の文壇で支配的だった欧陽脩や蘇軾ら宋代の文章尊崇の風

が書かれた当時の古代中国の人びとの発想を身につけることが、経書の精確な解釈と聖人の教えの理解を可能するとい

ず盛唐」を理想とした。徂徠自身の独創は、擬古主義の詩文作制に習熟し、古語の用法を研究することによって、六経

詩を尊崇した明の所謂前後七子のなかでも、特に後七子の李攀龍と王世貞の文学論を受容し、「文は必ず秦漢、詩は必

ずは文学面で、その後経書解釈に適用して古文辞学を展開したことはよく知られている。徂徠とその門人たちは、盛唐

（（

（

（（

徂徠学派への批判が始まる。

その直後から学界に清学の影響が窺える訳ではない。まずは明代の古文辞派以後の学問が再確認されることによって、

明代後半・明末儒学の評価が変化する側面もかなり大きいと考えられる。もっとも、吉宗とその周辺の関心変化に伴い、

徂徠以降の日本学術界に様々な動きが生れるのは、清朝評価と清初儒学の理解が広汎な知識人層に定着するに伴って、

に影響をもたらしたものはない。

（

が力を注いだ経世論よりも文学に傾倒するが、そのなかで南郭の和刻本『唐詩選』出版ほど、長期にわたって広く文壇

は李攀龍が編纂したとされる『唐詩選』を最善として、その国字解に従事した。太宰春台を除いて、徂徠一門は、徂徠

とした。明の学術を前提に徂徠が『明律』や『孫子』の日本語翻訳である国字解に取り組んだように、弟子の服部南郭

（（
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二

順治・康煕年間の学問移入──徂徠以後の宋詩・宋学鼓吹

（一）詩論における脱古文辞・反古文辞

東條琴臺 （一七九五─一八七八年）によれば、山本北山 （一七五二─一八一二年）が『作文志彀』（安永八（一七七九）年刊）
（ （

と『作詩志彀』（天明三（一七八三） 年刊）を出版して「大ひに李攀龍・王世貞等の修辞説を弁駁し、物 〔荻生〕徂徠・服 〔服

「江戸文学これが為に一変」したという。北山は、文章は唐の韓愈・柳宗元、
部〕南郭等之詩文を弾劾」したことにより、

詩は明の万暦年間に袁宏道（中郎、一五六八─一六一〇年）が唱えた「清新性霊」の説を推す。とりわけ李攀龍編纂という『唐

（ （

詩選』と徂徠・南郭を名指しで批判した『作詩志彀』の記述をめぐっては、徂徠学派の人びととの間で激しい論争になっ

（

（

江戸時代の詩風詩論をめぐって包括的な検討を加えた松下忠は、明和・安永・天明期には、唐・明詩を主流としつつ、

文明ノ化ニ浴センコトヲ」促したのである。

た。清初の詩集とそこでの評価の眼をもって、当時の徂徠学派と彼らが依拠する文学論を糾弾し、「有識ノ士ト共ニ、

そこで引かれた李王らの古文辞派批判であり、明詩において「剽竊ノ純賊ヲ斥」けた袁宏道の説であっ
六五二）年刻本）と、

に依拠したのは、銭謙益（牧齋、一五八二─一六六四年）が清朝のもとで編んだ明代詩の総集『列朝詩集』八一巻（順治九（一

た。北山は、徂徠とその学派が依拠した李攀龍を、「詩ヲ辞ニ求」め専ら「模擬剽竊」を努めたと批判する。彼が直接

（（

調派に対して袁宏道らが唱えた性霊説の流行であった。古典を規範とした浪漫的な唐・明詩に対して、日常の現実を自
分の眼でみつめ写実的かつ叙情的に詠む宋詩が好まれるようになっていく。

北法62（6・55）1371

（（

しだいに宋詩鼓吹に変化していくと指摘している。その契機となるのが、格調を重んじ極端な辞句の模倣にもとづく格

（（

（二）同時代観察──康煕年間の学問

詩文論のみならず、清初の学問の影響は、経史にも及びつつあった。那波魯堂 （一七二七─一七八九年）の同時代観察

によれば、たしかに江戸の徂徠学は、京都でも徂徠の没後一二・一三年のあいだ儒学界を席捲し、彼自身もその影響下
にあった。

「徂徠ノ説、享保 〔一七一六─一七三五年〕ノ中年以後ハ、信ニ一世ニ風靡スト云ヘシ。然レトモ京都ニテ至テ盛ン
ころ

（ （

ニ有シハ、徂徠没シテ後、元文ノ初年 〔一七三六年〕ヨリ、延享 〔一七四四─一七四七年〕
・寛延 〔一七四八─一七五〇年〕

（ （

題とされる。魯堂は、各学問の「源流」に遡及し、それに即して「仁齋父子 〔伊藤仁齋（一六二七─一七〇五年）・伊藤東涯

しかし、明代の文学論に着想を得ていた仁齋学も徂徠学も、清初の学術移入により、その「源流」の理論的背景から問

ノ比マテ、十二三年ノ間ヲ甚シトス。世ノ人其説ヲ喜ンテ習フコト信ニ狂スルカ如シト謂ヘシ」

（（
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其選タリ。清人ノ著書益アルコト多シ。昔此書ナキ時ハナキニシテ済タルモ、
今ニシテハ不読ハアルヘカラス」
（「学

3

程朱ノ真ヲ得ルヲ旨トシ、往往ニ元明諸儒ノ説ニ勝レル処アリ。陳廷敬・顧炎武・万斯大・徐乾学・朱彛尊ノ諸人

3

「清朝ノ学、博ク経史ヲ読ミ、駁雑ニ堕ズ、理屈ニ泥マス、各其事ニ就テ、諸書衆議ヲ考ヘ合セ是非ノ至当ヲ明シ、

拠するのは、「程朱」の学問であり、その学問の正統性を担保するのは、康煕年間の「清朝ノ学」であった。

0

（一六七〇─一七三六年）〕ノ学ハ、明ノ呉廷翰ノ見識ニ本ヅキ、却テ呉廷翰ノ学ヲ人ニ不説」と批判を加える。魯堂が依

（（

西学派で清代考証学を定礎したとされる顧炎武 （亭林、一六一三─一六八一年）
、浙東学派で史学に優れた万斯大 （跛翁、

ないという認識が、彼の学統派理解を支えていたのであろう。列挙される明末清初の、康煕期までの儒学者たちは、浙

「清人ノ著書」が移入され始めた現在、もはやこれらの「元明諸儒ノ説ニ勝」る最新の学術を理解しないでは済まされ

問源流」、安永五（一七七六）年頃）

（（

説
論
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一六三三─一六八三年）
、康煕一八 （一六七九）年に博学鴻詞科に選挙されて翰林院検討となり「明史」編纂に参加し、
「大

清 一 統 志 」 纂 修 官 を 務 め る 朱 彛 尊 （ 竹 坨、 一 六 二 九 ─ 一 七 〇 九 年 ）
、また同じく「一統志」
「会典」「明史」
「古文淵鑑」な

どの撰者となった徐乾学 （健庵、一六三一─一六九四年）
、そして陳廷敬 （説巖、一六三九─一七一二年）である。

のちに古賀精里 （一七五〇─一八一七年）は文化八 （一八一一）年の朝鮮通信使との筆談で異学の禁前後の日本の学問状

（ （

況について回顧し、清儒の「毛奇齢之徒」の著述が多く唐船によってもたらされたことも一因となって、仁齋や徂徠ら

の「異学」は宝暦年間（一七五一─一七六三年）には七・八割がなくなり、「朱学」に回帰したと説明していた。毛奇齡（西河、

一六二三─一七一六年）もまた、魯堂の引く「清朝ノ学」者たちと同様に、康煕一八年に博学鴻儒科に選挙され、翰林院

検討・
「明史」纂修官を歴任した康煕年間の儒者であった。
では、「清朝ノ学」が、魯堂のいうように「程朱ノ真ヲ得ル」のに役立つのは何故か。

（三）経書解釈──清初の宋学の正統性と異学の禁

漢人の明朝を打倒し中原を征服した満人の清朝が、少数民族による中華支配という国内統合の政治的正統性を確立す

るために苦慮したことはよく知られている。華夷思想が広く普及した社会で、政治的支配の正統性擁立を迫られた清朝

は、排清思想の統制を行ない、朋党厳禁の政策をとった。清朝における考証学が最盛期を迎えるのは、乾隆 （一七三五

・嘉慶 （一七九六─一八二〇年）期であるが、その前夜の清朝には王朝の政治的正統性をめぐる厳しい統制
─一七九五年）

が敷かれ、康煕帝は一七世紀末まであまり文人処分を行わなかったにしても、一八世紀末まで一世紀半にわたり文字の

（ （
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（（

獄や禁書が繰り返されていた。『古今図書集成』『四庫全書』などはその反清思想統制の副産物であり、明朝末期の思想

的混乱を否定し、結果的に学問内容における宋学を中心とする正統性を再定義することになった。

（（

（

（

他方、寛政九 （一七九七）年に幕府直轄として再編された昌平坂学問所で程朱学を講じた儒者たちは、
清初の陸隴其 （稼

（ （

八一五年）によれば、改革を主導した老中松平定信 （一七五九─一八二九年）の意図には当初中国の科挙が念頭におかれ、

以外の「講窮」を禁じたに過ぎない （寛政二年五月二四日）
。当時目付として学問吟味を担当した森山孝盛 （一七三八─一

な思想排除・統制ではない。単に学問吟味の際の標準解釈を定めることを前提に、林家の家塾において「朱学」
「宋学」

の理論的支柱ともなった。しかし、この寛政期の異学の禁は、前述の清朝の文字の獄のように、全国レベルでの強制的

ず」とし、没後「本朝理学儒臣第一」とさえ評された陸隴其の著作は、いわゆる寛政異学の禁 （寛政二（一七九〇）年）

書、一六三〇─一六九二年）らの経書注解を重用した。じっさい「朱子に宗するは正学たり、朱子に宗せざるは正学に非

（（

（ （

その一人、尾藤二洲は、明の中葉以降の学問が「天下の乱亡」したことを強く意識した上で、著書「素餐記」で清初儒

格調派を批判する片山北海 （一七二三─一七九〇年）の詩社「混沌社」での「講習討論」の結果、程朱学に帰着していた。

のちに学問所で教鞭をとる頼春水 （一七四六─一八一六年）
・尾藤二洲 （一七四五─一八三二年）
・古賀精里らは、古文辞

「中華の及第に準ぜられ、大御番頭の嫡子以下、小給の俊秀に至る迄、於聖堂試らるべし」と命じられていた。

（（

同時代的な乾隆期学術の本格受容（文化・文政期）──批判的摂取による「折衷」

れたものである。しかし、一九世紀前半の文化・文政期になると、より同時代に近い乾隆期の学問が受容され始める。

徠学を含む異学に対する宋学の再確立は、いずれも清初、康煕年間までに出版された舶載漢籍の移入によってもたらさ

寛政期までの、文壇における盛唐詩をとる古文辞学に対する性霊派と宋詩の流行と、経解・教育における仁齋学・徂

三

学の視点から明代の儒者を批評し、宋学を高く評価していた。

（（
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袁枚、趙翼、紀昀、また乾隆末年に刊行された顧炎武の著作などである。

ここに至って、徳川日本の詩文論と経書解釈は、新たな段階を迎えることになる。詩文論においては、江戸の山本北

山 （一七五二─一八一八年）
・市河寛齋 （一七四九─一八二〇年）
・菊池五山 （一七六九─一八四八年）らによって、明代半ばの

古文辞ではなく清代の袁枚 （性霊派）への評価が高まり、その影響下で大窪詩仏 （一七六七─一八三七年）は趙翼 （性霊派）

に依拠しつつ詩文論を展開する。都下の宋詩鼓吹の風潮に対しては、古賀侗庵（一七八八─一八四七年）の「古処堂詩文会」

では、その批判も現れるようになる。また、経書解釈や、顧炎武『日知録』、紀昀『四庫全書総目提要』
、趙翼『廿二史

剳記』
の読解を通して窺えるところでは、
程朱学を基調とする儒者のなかでも解釈の方法的態度の選択が求められていく。

（一）詩文論

ひさしく江戸湯島の聖堂儒者と林家の塾頭を兼ね務めた市河寛齋が、前述の異学の禁をうけて聖堂教授の職を辞した

のは、異学の禁の申達が発せられてからひと月後の、寛政二 （一七九〇）年六月二一日だった。すでに老中田沼意次が
（ （

失脚した後の天明七 （一七八七）年一〇月に聖堂啓事役を辞職し、「江湖詩社」を結成していた寛齋は、山本北山ととも
に「清新性霊」の詩を標榜して江戸詩壇に革新をもたらす。

彼らが新たに受け容れ依拠したのは、やはり性霊派の袁枚 （随園、一七一六─一七九七年）の詩論であった。神谷東渓

（

（

が編者となり、山本北山・大田錦城・佐藤一齋 （一七七一─一八五九年）
・大窪詩仏・柏木如亭 （一七六三─一八一九年）の

序文が掲げられた『随園詩話』一〇巻補遺二巻は、文化元 （一八〇四）年に和刻本が出版されている。この乾隆年間の

（（

（ （

詩論は、同時代の最新の論と受けとめられたようである。頼山陽 （一七八〇─一八三二年）は、宋代の嚴羽 （滄浪）以降

北法62（6・59）1375

（（

の詩論を顧みて、この随園の浩瀚な詩論の登場に驚嘆を示す。寛齋の門人菊池五山は、袁枚の影響をうけて、文化四年

（（

（

（

（

（ （

撰漢詩集『全唐詩』から漏れた唐詩をあつめて、『全唐詩逸』三巻 （文化元年）を編んでいる。しかし、そのいずれにも、

（（

（ （

「江左三大家」のひとり、趙翼（甌北、一七二七─一八一四年）を乾隆期の知識人として紹介し、
堤它山（一七八三─一八四九年）

こうさ

で反古文辞を唱導していたが （大窪詩仏「詩聖堂詩話」）
、同じく性霊を重んじ詩において袁枚・蒋士銓とならぶ乾隆中の

北山の「奚疑塾」に入門し、その後寛齋の「江湖詩社」に加わっていた大窪詩仏は、柏木如亭と結成した「二瘦詩社」

その編集は、林家や学問所に集う儒者たちの関心事にもなっていたであろう。

林述齋 （一七六八─一八四一年）あるいは佐藤一齋といった林家の関係者が序文をつけていることから、これらの詩論と

（（

（

（

しく批判する （頼山陽「書随園詩話後」、原漢文）
。

（ （

少年を眩惑して、之を諦視するに及ぶが如しという。其の醜、耐へざるなり」と、それが奔放になっていることを手厳

の毒、延て海外に及ぶ。甚だしいかな」「余則ち随園を評して、一黠妓の甚しき姿色無しと雖も、善く媚態百出を為し、

かつぎ

はない。たとえば、袁枚についても、頼山陽はその詩風を評して、「袁、乃ち軽薄不蕩を以て儳を鼓し、之を奪ふ。其

さん

もっとも相次いで紹介される乾隆期の詩論や詩風を、江戸の儒者たちが最新の流行を追いかけるように追随した訳で

とともに加点した和刻本『甌北詩話』一〇巻・
『甌北続詩話』二巻 （文政一一（一八二八）年刊）を出版した。

（（

北法62（6・60）1376

（

（ （

（（

「悪」んだためではなく、剽窃模倣により唐詩を「偽ハ」ることを批判したのだと解する。じっさい寛齋は、康熙帝勅

にく

を著し唐宋詩の真偽を論じ宋詩を主張するのに対して、寛齋は唐詩をも評価し、袁宏道が後七子を批判したのは唐詩を

ただ江戸詩壇の中心となった北山と寛齋では、唐詩への態度が異なる。北山が『孝経楼詩話』（文化四（一八〇七）年）

山房詩鈔』を入手して、その抄録を『随園詩抄』三巻 （文化一三（一八一六）年刊）として編んでいる。

以降、
『五山堂詩話』を出版し始め、また寛齋自身も、文化一〇年から翌年にかけて長崎に滞在した際に袁枚の『小倉

（（

江戸学問所儒者の古賀侗庵が盟主となった「古処堂詩文会」でも、都下の宋詩鼓吹の風潮に対しては批判的だった。

（（

（（

説
論

徳川儒学思想における明清交替

侗庵は、散文としては周・秦・漢代の古文復興をめざした唐の韓愈を理想とし、また詩論においても唐詩を積極的に鼓

吹したという。しかし、その詩論は剽窃模倣を行う古文辞派批判を前提としつつも、格調説・性霊説、また古典的な嚴

（ （

羽「滄浪詩話」のそれぞれから批判的に長所を摂取し、折衷する立場をとったとされる。かれ自身の自己理解では、自

（

近世後期の学問について、久米邦武 （一八三九─一九三一年）は回顧して次のように述べている。
「文

（ （

上梓したが、出版の後僅七年で是年長崎に舶来し、其の弁証で宋学の憶説や、王朱の論争に大打撃を加へ、漢学の思想

政 〔一八一八─一八二九年〕の頃、両廣総督阮元が康煕・乾隆の碩儒の著述した経学の説を博採して、皇清経解千余巻を

「博渉」の推奨

（二）経史解釈・考証

し、その後席巻し始める清朝の考拠学にむかう態度とも類似していた。

いう。このような詩論での批判的摂取による「折衷」という態度はまた、文化・文政期に圧倒的な勢いで儒学界に流入

（

ぐる、また唐詩と宋詩をめぐる議論が、宋詩からさらに折衷的な詩風へと新たな展開を見せる時期にあたっていたと

江戸期の詩論・詩風を包括的に分析した研究によれば、一九世紀前半の文化・文政期はまさに、格調派と性霊派をめ

らの感情や思想を「委曲」にまた痛切に表現することをもとめ、細かな形式にこだわらない詩作を行った。

（（

ていたが、清朝考証学は、清初の文教政策によって明末儒学の政治的側面を否定する形で継承され、清代中期の乾隆期

たしかに、明末には四書研究が進展し、宋以前の古註に遡って経書を解釈し直そうとする考証学的風潮がすでに起こっ

朝経解』一四〇〇巻三六二冊の移入が、日本の儒学界を変える一大転機になったというのである。

を一変する動機となった」。その後、「思潮は変化して歴史学、考証学の研究が世界的となって来た」。道光年刊の阮元編『皇

（（

以降、本格的に展開された。嘉慶期に最盛期をむかえた清朝考証学の書籍が日本に大量輸入され江戸儒学界で受容され

北法62（6・61）1377

（（

明学の弊害を意識した考証学受容

この乾隆期の学問、とくに清朝考証学の受容にあたって、日本の儒者たちのな

か特に意識されたのは、学派ごとの朋党が結局明朝の滅亡を招来させたということである。寛政の三博士のひとり、柴
（ （

野栗山 （一七三六─一八〇七年）は、明の「講学」や「古学」が、「朋を分かち党を結び、相攻撃し相雷同」し、結局は

ば

り

また頼春水の息子、頼山陽の眼には、同時代に移入し始めた清朝考証学の学問は、おおむね過去の学問、とりわけ「宋
ていかく

（

（

人」を「罵詈」して「己が門戸を張」り、「争弁に資し」て弊害の多いものに映った。たとえば、考証学の端緒をひら

と為」したが、それは「又古人を罵詈し、以て己が門戸を張るのみ」だった。毛奇齢は明末に生まれたため明に仕えず、

・李容諸人之意、蓋し皆然り」である。その結果、「毛奇齢以下一輩人に至るまで、考証を以て極大の事業
一六八四年）

「閻若璩 （一六三六─一七〇四年）
・萬斯同 （一六三八─一七〇二年）兄弟・黄宗羲 （一六一〇─一六九五年）
・傳山 （一六〇七─

の遺訓を守りて、誓て二姓に仕えず。其の学、特に考証に止まるはやむを得」なかった。明清交替期を生きた同時代人、

いた顧炎武の「志」は当初「経済に在」ったが、明清の「鼎革に遭ひ」それを実現することができなかった。炎武は「母

（（
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（ （

（

（（

が繰り返し強調され、寛政年間に林述齋から門人たちに出された「示諭」によれば、「博渉」が勧められていた。

（

異学の禁を経た一八世紀末以降の幕府の学問所でも、闇斎学風の程朱学の祖述と講釈中心の方法と一線を画すること

てよいだろう。

積の移入、学問所などにおける所蔵、それを前提とした「博渉」考拠による経史解釈という、新たな段階を迎えたといっ

その収蔵は幕府の紅葉山文庫や昌平坂学問所を筆頭に諸大名や機関に限られていた。唐船による厖大な経史解釈史の蓄

るのは、一九世紀前半の文化・文政年間になってからである。大部な叢書類を購入できる資力は個々の一儒者にはなく、

（（

実用を無視したために、満州人の暴挙に対応できなかったことを指摘する。

（（

説
論

徳川儒学思想における明清交替

節を失ったとは言えないし、顧炎武も当時書生に過ぎなかったが、明清二朝に仕えた銭謙益は節を失った。しかし、こ

のような明への態度に拘わりなく、考証学者の「罵を好む心術」が非常に邪であるのは同様であると批判する。考証学
（ （

は「杜撰」な学問を批判することを尊重するが、その考証による批判は「争辨に資し」、結局はかえって「杜撰に至る」

（ （

という弊害を招いてしまっていると、山陽は指摘する。このような認識のもとで、彼が「実益」ある研究として挙げる

寛政期以降、昌平坂学問所のみならず諸藩の藩校でも程朱学を基準と

（

（（

ほうげき

は、
「愛してその悪むこと知らざるもの」である。逆に、明の楊升庵、清の毛西河、荻生徂徠のように、強いて異説を

るを得ないという。宋の宋雙峰、明の蔡虚齋、清の陸稼書、日本の山崎闇斎のように集註を墨守して一字も犯さないの

拙堂は、移入した厖大な注釈書を前提に、「程朱之説」を補うという一念より諸説を「折衷」するという立場を取らざ

程朱之説を補はんと欲するのみ。以て一家を成さんと欲するにはあらず」（齋藤拙堂「与猪飼敬所論学術書」、原漢文）

（

「謙 〔拙堂〕既に程朱を以て宗と為し、猶ほ之を折衷せざるを得ず。然るに謙 〔拙堂〕の謂ふところの折衷は、以て

「然るに未だ自ら是とせず」としながら、次のように記す。

昌平坂学問所の古賀精里の門人で津藩の藩儒、齋藤拙堂 （一七九七─一八六五年）は、自らの「学術」の方法について、

のか。

と、相互に攻撃し合う分派や朋党を避けて、宋代の程朱学を生かすとするならば、それはいかなる方法によって可能な

する教育が行われていたが、これにつづく文化・文政期の大量の経史解釈書の到来と清朝考証学の不可避的な移入のも

「折衷」の態度──「程朱の忠臣」「争臣」

ことができたのは、わずかに数部、顧炎武『日知録』、朱彝尊『経義考』、趙翼『二十二史剳記』であった。

（（

立てて集註を掊撃して余力を残さないのは、「悪みてその善なるものを知ら」ない。程朱を信奉しても、敢えて付和雷
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（（

同しない宋の王金華や元の金秦山・呉艸廬、日本の貝原益軒 （一六三〇─一七一四年）のような態度こそ、
「程朱の忠臣」
というべきではないだろうかという。

拙堂の詩文論を支持し、昌平坂学問所で諸資料の「博渉」考拠による経書解釈を行っていた古賀侗庵の方法的態度は、
（ （

より明確に、「程朱の佞臣よりもむしろ争臣た」ろうとする。侗庵の著『大学問答』では、父古賀精里の解釈に反して、『大

さきに引用した、
近代の実証的な歴史学者久米邦武による、

正していく作業には、たとえば、徂徠門人たちの足利学校所蔵の経書古本にもとづく経書校正の作業がある。徂徠の命

続けたと考えられる。中国で逸われたが日本には残っている古文献を調査し、古い経書にもとづいて経書テクストを校

明代半ばまでの経書を歴史的に解釈しようとする校勘学や散逸した著作を蒐集し復元をめざす輯逸学の風潮が継承され

の学」の清朝考証学に対して、徳川日本の儒学界では、明末の政治混乱と清初の思想統制を経験していないがために、

けしか捉えていない。明清交替の影響で、清朝中国では、明代半ばの校勘学の継承と本格的展開に年月を要する「乾嘉

『皇朝経解』の移入が日本の儒学界の志向を歴史や考証学へと変えたという指摘は、徳川後期の儒学思想のある一面だ

明代半ばの校勘学から、乾隆期の考拠の文献批判学へ

せざるを得なかった問題への、ひとつの対応方法であっただろう。

趣旨を生かそうとする点で一致する。それは、程朱学の立場に身を置く者たちが、清朝考証学の本格移入に伴って直面

拙堂と侗庵の経書解釈の方法的な態度は、蓄積された解釈の批判的な「折衷」によって、
「 程 朱 之 説 を 補 」 い、 そ の

ることであって、字句通りの彼らの説を墨守することではない。

渉」考拠に基づき、その都度「争臣」のように批判する。彼がなによりも重視するのは「程朱之説」の「旨を発揮す」

学』のテクストには欠文はなく、朱熹が補った「格物補伝」は不要であると主張する。朱熹の誤謬にあえば、
諸説の「博

（（

説
論
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徳川儒学思想における明清交替

を受け、享保五 （一七二〇）年に足利学校で経書の校勘を行った山井崑崙「七経孟子考文」（荻生北溪が補遺を作る）と根
（

（

本武夷「論語義疏」は、太宰春台「古文孝経孔氏伝」とともにのちに清国へ輸出され、清朝の校勘学にも影響を与えて

いる。このような明代半ばからの校勘学や逸書蒐集の影響は、中国になく日本に遺っている書物の公刊を行った林述齋

（天瀑山人）編『佚存叢書』六〇冊 （寛政一一（一七九九）年─文化七（一八一〇）年）の一大事業、また林述齋が序文を寄

せた前述の市河寛齋の『全唐詩逸』などにも窺える。古文献が日本に遺るのは、中国と異なり王朝交替（
「易姓革命之
（

（

変」
「革命」）がなく「皇統一姓」
「百王一姓」のためであるとは、林述齋 （佐藤一齋代筆）
「佚存叢書序」や「全唐詩逸序」

（

（

この時期に顕著な経史解釈・考拠（文献批判研究）の方法は、根拠となる事実を示して、ひとつの結論へと深めていく

それ以前の校勘学が、古文献の後世の偽作や文献上の不完全さを取り除くという文献実証に関心を集中させるのに対し、

しかし、一九世紀前半に日本へ移入する乾隆期の文物に共有された特徴は、その個別考証を洗練させたものであった。

が強調するところでもあった。

（（

ここではそのことを、幕府の学問所文庫や厖大な個人蔵書を利用し得た学問所儒者古賀侗庵と、市井の儒者頼山陽に

蓄積と唐船舶載本所蔵の諸文庫の存在こそが、この「博渉」考拠の学問を可能にしていたことである。

衷」の積極的評価がみられるようになるが、異なる知的コミュニティの比較を通して明らかになるのは、経史解釈史の

一八世紀末から一九世紀前半にかけて、日本で次第に、明学の弊害を意識した「考証学」受容、学問成果をうけた「折

（三）清朝考拠学の批判的受容──解釈を左右する文庫・蔵書の存在

点にあると思われる。

（（

よる、清朝考証学の代表的な文献の読解比較をとおして確認してみよう。侗庵と山陽の読みと対比させるならば、前者
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（（

が清朝学者の諸説相互の比較や引用資料の検討をとおして「謬誤」を正し、清朝考証学の諸文献についても資料に基づ

き批判的に検討していることが窺える。
学問的に優れる清の学術研究を、
手放しで一方的に受容している訳ではなかった。

考証学の始祖の一人、顧炎武『日知録』は、のちに経書を扱った部分が官版として天保八 （一八三七）年に出版され
（

（

（ （

ている （顧炎武『日知録経部』天保七年官許、天保八年刊）
。山陽が「実益」ある考証学の研究書とした『日知録』に対して、
（（

（

（（

（

（（

たす

らんぜん

さらに文政期 （一八一八─一八二九年）に日本の読書界に紹介された趙翼 （甌北）は、史学において銭大昕・王鳴盛と

。
賀侗庵「読四庫全書提要」、文政八（一八二五）年）

（

いつか行わなければならない行為であり、敢えて「忠臣」として「提要の瑕類」を記録して批判を加えたと説明する （古

後に自分自身の案文を載せて批評を加えていく。このような態度を、『漢書』に対する顔師の古注を引き合いに出して、

かしながら、「巻帙浩大にして、間謬妄を免れ」ていないという。彼は、
『提要』所収の各書についての論を引き、その

まま

辨論淹通」し、「清代に在て群臣に命じ、諸大部書中を纂輯するところ、最も学を裨くるもの」であると評価する。し

えんつう

芸文の学問を収録したものとして高く評価する（頼山陽「読四庫全書提要」）
。他方の侗庵も、『提要』は「引証的確にして、

（

るに足る。覚羅一代の文を挙げ、その伝ふべきものを論ず。恐らく此の右に出るはなし」と、清朝になって以来の経史

一一二冊についても、頼山陽は紀昀の筆致を「経史を総核し、芸文を揚榷し、閑冗語無く、首尾爛然、前を光し後を垂

ようかく

また校勘学の大家、紀昀 （暁嵐）ほか、陸錫熊、孫士毅の三名が総纂官を務めた『欽定四庫全書総目提要』二〇〇巻

れは他の考証家の及ぶ所ではないという。

を考えるのに役立つ。この『日知録』には、現在を慨嘆して古を思う論が多く、世を善くしようとする意思があり、そ

の方が優れ、また趙翼の説が「的確」であると批判を加える。ただ韻学五書については、音韻を考えるのに詳しく文章

侗庵「讀日知録」（文政八（一八二五）年）は、史書の記述を中心に検討し、炎武の考証よりも毛奇齢や閻若璩『潜邱剳記』

（（

説
論
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（ （

（

（

（（

（

らば、これらの事例から窺えるように、清朝考証学は、同種の資料蓄積のある環境で受容した者には、その成果を同様

外情勢についてそれほど精通していないのは、当然かもしれない。ただし、最新の舶来漢籍の内容評価についていうな

の儒者に比して、このように清代の康熙年間以降の中国史書の解釈史、『四庫全書』収録の著作、そして世界地理や海

独自の視点からの日本史編纂作業に関心を集中させていく頼山陽が、輸入漢籍収蔵の最先端に位置する昌平坂学問所

趙翼も免れていないのだ、と。

と難じる。じっさい日本でも、以前に比べ「孔聖を遵信」する人が遙かに増加している。
「支那人」特有の井蛙の見を、

とができるという。しかし、侗庵は「此れを以て孔教を他教の広覃の如からずと断ず、
此れ特に支那人の井観之論のみ」

こうたん

よい場所においてのみ行われるのであり、「粗なる」教えは異なった習俗の地でも布教でき、これを勢力下に収めるこ

と断定したことには、厳しく批判を加える。趙翼の認識によれば、「孔教」のように「精なる」教えは中華の清らかで

区にして、始めて能く行習し、粗なる者は、則ち殊俗異性、皆得て之を範囲す、故に教への被る所もっとも遠きなり」

翼が「孔教」がなぜ仏教やキリスト教のように広い地域に波及しないかについて、
「蓋し精なる者は、惟だ中州 清 淑 の

せいしゅく

ではないか。それゆえに趙翼の論は「咸謬」である、と侗庵は自ら収集した世界情報に基づいて反論する。さらに、趙

みな

大洲」について「四大教」の実施を考えると、キリスト教が一六・一七、イスラム教が一三、儒教が一二、仏教が一一

仏教が最も広汎な地域で勢力をもっており、キリスト教、そして「孔教」とイスラム教が順に次ぐと記す。しかし、
「六

翼四大教説」（天保六（一八三五）年）を著していた。趙翼はこの項で、世界の「四大教」とその勢力分布の現状を分析し、

（

かし、侗庵は趙翼の著作についても批判的な検討を加え、その「天主教」（『廿二史剳記』巻三十四）をとりあげて「駁趙

ともに乾隆朝の三大史学者に数えられており、彼の『廿二史剳記』は頼山陽によっても絶大なる評価を受けていた。し

（（

の手法を用いて批判的に読解することを可能にした。しかし、資料蓄積の前提がなければ、その成果に圧倒されるだけ
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（（

宋明清学説史を、そして康熙以後の乾隆・嘉慶期に全盛期を迎え

であり、一方的に学習する以外に対応の術はなかったと思われる。

「考証」学の位置づけ──性霊派と「考証」学
（

（

るとされる清朝考証学を、天保期の古賀侗庵は学問潮流全体のなかでどのように位置づけていたのであろうか。
「新論」

（

（

性霊派の、文詩を重んじ、才情を尚くする学問により「考証之説」も衰えており、遠からずして廃れるだろうとする （「考

雲らによる批判で「良知之學」はやや衰え （「良知之學稍墳」）
、また袁枚・王文治 （一七三〇─一八〇二年）らのいわゆる

て興り、また清代では閻若璩・胡渭 （一六三三─一七一四年）
・毛奇齢の「考証之學」が興った。しかし、陸隴其・李岱

第一三一篇 （天保九年）によれば、宋代の「程朱之學」（洛閩之説）以後、明代に「良知之學」が王新建 （王陽明）によっ

（（

0

0

いて顕著な、形式にとらわれず生身の人間の心の真実を発露する「性霊」が自由にはたらく乾隆期の学問の大きな趨勢

0

古賀侗庵の認識が示唆するところに従えば、その態度を、考証をふまえた解釈における個性の自覚とみて、詩文論にお

から既存の諸説の「折衷」という形で自らの説を再構築する態度も生まれていた。今後のより細かな検討を要するが、

は一部には硬直した「程朱」墨守ではなく、個々の解釈者が自らの責任で「程朱」の意図を斟酌し、ある一貫した立場

達してもなお、ある説に盲従し、それを批判なく踏襲することも可能であろう。しかし、先述のように文化・文政期に

らが引く説を選択し、その典拠名を明記し、論拠をあげつつ自らの解釈を述べる方法を採らざるを得ない。その段階に

は、対象となる経書の従来の中国・朝鮮・日本の解釈を蒐集し、その厖大な解釈史を参照し諸説を比較したうえで、自

しれない。日本においてさえ、ひとたび康煕年間に興った清朝考証学の方法をくぐった者として、経書解釈を行う際に

にも奇異に映らざるを得ない。しかし、同時代の文脈で考えるならば、むしろ彼の認識の方こそを尊重すべきなのかも

）
。侗庵の認識は、儒学と詩文論を混合して捉えており、今日の学問分類からするとあまり
証 之 説 少 衰、 知 其 廃 替 不 在 遠 」

（（

説
論
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（

（

のなかで捉えることも可能かもしれない。

本稿で強調してきたように、乾隆期の趙翼の詩論・経史論が同時に流入して受容されたように、江戸中期以降の儒者

0

0

0

0

0

0

にとって儒学と詩文論との側面が両輪のようにしてあり、清朝の学術成果の受容も、またその成果の批判的摂取と「折

衷」も、時差を伴いながら段階を踏んでなされていることが窺えた。清学術理解の深化に伴う考拠学の文献批判の方法

受容と、それによる文献や史料の批判的読解は、次節で述べるように、一九世紀前半の歴史書編纂にみる清朝中国評価

学問受容と清朝中国評価──明清交替期の歴史的評価

にも現れていたと考えられる。

Ⅲ

清朝中国の情報や明清交替期の歴史書は、江戸の儒学者たちにいかに読まれたのか。化政期以降の大きな特徴は、唐

船風説書を含む、見聞や聞き書きに基づく記録のほかに、唐船によって舶来した清朝人の記した漢籍資料にもとづいて、

明清交替期の実態が研究されたことである。唐商のもたらす風説書などの断片的な海外情報が、清朝中国に対する印象

論のレベルにとどまっていたとするならば、舶載漢籍にもられた著述家の体系的記述は、清朝に対して資料に基づく比

較検討、あるいは批判的考察を可能としたのではないだろうか。この節では、これらの清朝漢籍受容の実態を探るため、

対象となる史料別に読者の反応を検討する。その際には、前節でみた清朝学問から影響をうけた経史解釈の方法が、ど

見聞情報・聞き書き

のようなかたちで見られるのかにも留意したい。

一
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（（

満人との直接交流があり、明清交替を目撃した日本人漂流民の眼には、満人 （韃靼人）は「御法度万事の作法、こと
（

（

の外明に正しく見へ申候、上下共に慈悲深く、正直にて候。偽申事一切無御座候。金銀取ちらし置候ても盗取様子無之

（ （

候。如何にも慇懃に御座候」と映った。彼らは明末北京の漢人よりもはるかに道徳的に優れていた。
「韃靼の王」ヌル

（（

（

（

せんせい

このような「慈悲深く」「正直」であるという満州人の評価は例外的であり、その後の多くの日本人には共有されてい

ハチの北京入りとその統治により、「人の心」は良くなっていくという満人の言葉を信じているかのようである。しかし、

（（

近藤重蔵 （正齋、一七七一─一八二九年）が南方の長崎に来航する唐商たちから清

（

（（

し

そうとう

せんせん

他方、文化六（一八〇九）年に黒竜江流域を探索した間宮林蔵と面談を行い、門生に命じて筆録させた古賀侗庵編の「窮

唐商からの聞き書きである『清俗紀聞』にもそれを「彷彿」させるものが載っている、
と積極的な意義を見いだしている。

として地を掃ふ」ような満人のそれとが異なるに注目し、「三呉の風俗」にはいまなお六朝以来の文化が遺っており、

四年）や中井蕉園 （一七六八─一八〇三年）の序文は、来日する福建・浙江の漢人の文化と、述齋が批判する「未だ蕩然

つも、長崎での貿易交渉に資することに、清俗をまとめる価値を見いだす。それに対して、黒沢雪堂 （一七五八─一八二

淪溺を極め、則ち彼の土風俗尚は、之を寘すに不問なるは可なり」と、敢えて満人の風俗を記録するに及ばないとしつ

りんでき

大 学 頭、 林 述 齋 が こ の 書 に 付 し た 序 文 は、「 今 や、 先 王 の 禮 文・ 冠 裳 の 風 は 悉 く 掃 蕩 に 就 き、 辮 髪 腥 膻 の 俗、 已 に

（

調査が、寛政期に至って開始されたことを意味しているだろう。

貿易を監督し、その実務を担う官吏の基礎資料を整備するために作成された資料である。幕府による清の風俗の本格的

の風俗を調査し、直接編集作業を担当した『清俗紀聞』一三巻六冊 （寛政一一（一七九九）年刊）は、長崎での唐商との

漢人唐商と黒竜江域の満人交易

ない。むしろ、満人は血なまぐさい「腥膻」の民であり、
「利心」を抱き「利欲のみ」を追究する野蛮な人々であった。

（（

説
論
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髪紀譚」一巻によれば、北方の満州辺塞の役人は、間宮林蔵の眼には、
「自分々々の利欲にのみ馳せ、属夷の種類まで

も其風を見ならひ、毫末の利も争ひ、義理のこゝろなどは少しもなく、風俗殊の外あしくなりける」と映った。満州人
じゅうてき

（ （

が「たゞ目前の利を貪」っているのは、彼らが本来夷狄の出身であり、すでに王朝交替から一六〇・一七〇年が経過し

たにもかかわらず、「 戎 狄 貪残の風」を免れることができないためである。満州の所領の管理を担う「七鎮の太守やう

のもの」は、北京への「貢物の獣皮」などを「一身の用の事」だけを考えて必要以上に土地の民や所領の異民族から「絞
りと」り、「恩恵を施し撫育する事など」全くない、と口述筆記された。

これら長崎の漢人唐商との対比で捉えられた満州人や黒竜江域の満州人に対する評価は、清初の学問的成果を日々受

容している林家や学問所の関係者たちが、聞き書き情報のレベルにおいても、清の満州人の風俗について、文字通り「夷

清の資料に基づく評価（文化・文政期）

狄」の先入観とイメージを抱いていることを示している。

二

（一）清朝皇帝の個人的資質──個別の資料内容の評価

以上のような見聞や聞き書きに基づく記録に加えて、化政期以降には、清朝人の著した漢籍資料にもとづいて、清朝
（

（

の為政者の各種の側面が研究されていく。「康煕・乾隆ハ三代後ノ明君ナリ。雍正ハ諸弟ヲ殺セリ。其嫌猜、明ノ嘉靖

満人一般ではなく、個々人の資質と治世を評価しようとする姿勢の現れでもある。享保期の『六諭衍義大意』の刊行に

続き、
天明年間（一七八一─一七八八年）には、民衆教化を目的とした康煕帝の『聖諭十六条』や雍正帝の勅語『聖諭廣訓』
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（（

帝ノ類ト察セラレタリ。嘉慶帝ハ晩年乱アリシヲ見レバ、柔闇ノ君ナルベシ」などと、皇帝各人の評価が異なるのは、

（（

が翻刻出版されていた。昌平坂学問所の儒者は、賢帝とされた康煕帝を継いだ雍正帝、また乾隆帝の撰著について読後
感を残している。

『大義覚迷記』は、清初の朱子学者、呂留良 （晩村、一六二九─一六八三年）の著作に私淑した曽静 （一六七九─一七三五年）
（ （

が、四川・陜西総督に岳鐘琪 （一六七六─一七五四年）に投じて反満の謀反を勧めて逮捕されたのち、雍正帝自らに尋問

かんたん

ただ じ ゅ し

た

（ （

すみや

之を天下に播く。家諭戸告を待たずして、薄海に悉く帝徳之大を照然す。術として亦た巧なり。然るに識に由る者

曩日、怨上憤時之人、頓に恭順忠赤之士と化す。啻だに飛鴞の好音を変るのみならず、 亟 かに刊して一書となし、

とみ

艾を痛め、若干の條を口供せしむ。以て帰仁に至るの説、滔々数千萬言、悔罪悛志、頌春貢諛之辞に非ざるは莫し。

戮さば、吾之過悪掩ふべからずして、秖豎子之名と成る。故に陰に有司に命じ、先づ生路を示し、之をして自ら怨

おほ

「世宗 〔雍正帝〕
、好名之主なり。彼の壱行に道なし。中心より愧悔すること無からず。たとひ逞志にして一罪人を

の悔悟の言葉は、すべて媚びへつらいに充ちている。

多くして、世宗 〔雍正帝〕甚だしとなす」と、そのような皇帝の仁徳に帰服したとする「帰仁」説を批判する。数千万

悛したとされるが、古賀侗庵は「書大義覚迷録後」（文政六（一八二三）年）で、
「何ぞ其れ仁なるや。清の世に不仁之主

をうけた記録であり、雍正帝はこの著作を思想善導のために全土に配布を命じていた。雍正帝の説得によって曽静は改

（（

こと草菅を刈るが如し。而して諸降王みな之を全して、殊に慮表を出す。蓋し古へより降王を殱徐し、以て訕笑者

こうおう

「歴朝に好名之君として明の太祖 〔朱元璋、一三二八─九八年〕に如かざるは莫し。太祖、殺を嗜み、臣民を殄戮する

結局は名誉を好むという功名心から発していると批判する。

このような雍正帝の巧妙なやり方は、明の太祖、朱元璋が明朝の初期に採った粛正とほぼ同様であり、それらの行為は、

の之を観る、明らかに泰鏡の肝膽を照らすが如し」（原漢文、以下同じ）

（（

説
論
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ひ ひ

（ （

びんべん

を取ること比々たり。明祖の意、之を矯し、以て大度之名を博めんと欲す。名の存するところ、黽勉して之を為し、
名の存せざるところ、恣行に忌憚なし。世宗之挙、正にこれに同じ」

明祖の記述は、たとえば趙翼『廿二史剳記』にも「明初文字之禍」があったことが述べられ （巻三二）
、侗庵の手沢本に

はこの記事に朱点がふられていた。侗庵によれば、雍正帝も朱元璋も、「好名之主」「好名之君」である。事実を粉飾し

ても、結局は「不仁之実」がそのまま現れており、その社会で最も根源的な「主徳」を増すものではない。それは、程
頤のいう「利心」からでているというべきだとする。

雍正帝を継いだ乾隆帝 （高宗）は、
『日知薈説』四巻四冊 （序、乾隆元（一七三六）年、清刊）を著すが、佐藤一齋はこ
せいかく

の著作を次のように評している。この書の内容は「其の経義を剖晣し、
諸史を討論し、古今を評品し、人物を擬議するは、

精覈確當にして、餘蘊を復すること無しと謂ふべし」と高く評価できる。
じっさい、それが現実に
「実行」
されたならば、「三

たい

ふ び

こうしょ

代之治」にも匹敵し、乾隆帝は「不世出之主」ともなるであろう。しかしそれに続いて、一齋は乾隆帝の言葉に疑義を
呈する。
ただ

しか

えんかん

「蓋し清初之人物、多く明季之頽を承く。浮靡風と成り、
苟且俗と為る。虚論いよいよ高くして、實行いよいよ薄し。

故に其間特に然く移を習はず。道義を淹貫し以て己を立つる者、指未だ一二屈せず。則ち未だ帝 〔乾隆帝〕の躬か

ら之を實に践むを知らず、果して如何。然りと雖も、帝之言に曰く、「太上は立徳、其の次に立功、又其の次に立
らくびん

言。立言は不朽中之また次なるもの也」〔『日知薈説』巻三、二六丁表〕
。 跡 こ こ に 之 を 観 る に、 帝 ま た 立 徳 を 無 意 と な
まさ

おい

なん

た

じゅうひゃく

さず。また況んや洛閩之訓をや。致知、固より力行之前に係る。而るに立言即ち致知の事なり。然らば則ち帝の如
（

（

北法62（6・73）1389

（（

きは、方に漢唐の季に之て、主に言と徳とを併せ、之を失ふ者なり。則ちその間奚ぞ翅だ 什 佰 千萬のみならんや」
（原漢文）

（（

乾隆帝が「立徳」や程朱の教えに価値を認めつつも、
「立言」を最も下位に置いたことに対して、一齋は「立言」は「致

（

（

知」と同義であり、それは「力行」という実行に先立つものであると反論する。彼が一節だけを切り取って読み込むと

〔ママ〕

（

（

・
「鄭成功伝」
・
「明李遺聞」
・
「東明聞見録」
・
「行在陽秋」
・
「粤游紀聞」
・
「他是録」
・
「求野録」）が、また「入室之書」には「東華録」

堂之書」として「明朝紀事本末」
・
「三朝実録採要」
・
「八家集」（「揚州十日記」
・
「嘉定屠城紀略」
・
「四王合伝」附録「武功紀盛」
・

学問所の古賀侗庵の読書指南書「定本 読書矩」（文化一二年自序、天保元年刪正）には、明清交替期の歴史書として、
「上

（二）明清交替の基本史料と和刻本──諸史料に基づく批判

とする江戸の儒学界では、明清交替期の歴史的評価はいかになされていたのか。

は、幕府儒者が門人に読書指南として示した書名をもとに知的世界を確認することが有効であろう。当時学問所を中心

らず、広く江戸儒学界に共有されたことを確認し、文化・文政期から天保期までに広まっていた清朝中国評価を窺うに

り、頒布していた時期とは隔世の感がある。このような清朝漢籍の流布と理解の深まりが、一部の学問所儒者にとどま

これらの清朝の皇帝の勅撰の文章への容赦ない批判は、民衆教化のために康煕帝・雍正帝の「聖諭」などを有難く承

ころによれば、「致知」＝「立言」をあとにすれば、「言と徳と」を共に失ってしまうのである。

（（

清朝人が書いた記録にもとづく清朝史研究は、清の建国と初期三代の皇帝の事蹟を記した『清

三朝実録』一六〇冊 （「太祖実録」五巻、「太宗実録」六七巻、「世祖実録」一四四巻）の舶来もうけて、寛政期になって本格

政府の歴史編纂書

を導き手として、当時学問所周辺に集った知識人の清朝評価を検討してみよう。

「万歴三 代 征考」が挙げられている。以下、特に和刻本となって江湖の読書界に広まった書籍に注目しつつ、この指南

（（

説
論
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徳川儒学思想における明清交替

（

（

（ （

的に着手された。永根 （北條）氷斎が中心になって編集を進めた『清三朝実録』の抄録本は、二種類刊行されている。

（（

（

しりぞ

（ （

えんぜん

春秋之明法なり。而して今皆廃せむか、然らば則ち周公の膺つところ、孔子の 斥 けるところ、皆其れ虚文にして、

う

上は漢唐の諸帝と同じく南面し、其れ以て天と為すや。果して人なるか。夏を内にし夷を外とするは、詩書之大訓、

「三世の為す所を夷考するに、簡径 捷 直 、沈毅雄断と云ふに過ぎざるのみ。何ぞ福祐之隆、
偃然として神州に拠り、

しょうちょく

〔順治帝〕
・太宗 〔 康 煕 帝 〕
・世宗 〔雍正帝〕なるもの」に対する批判的な「三朝実録採要序」が載る。

採要』一六巻八冊では省かれ、清人に代わり学問所儒者の柴野栗山による、三世すなわち「奴兒の一家、其の所謂太祖

（

称賛する長崎滞在の清人、程赤城の序文が付されているが、その後、文化四 （一八○七）年に出版された『清三朝実録

寛政一一 （一七九九）年刊行の『大清三朝事略』二巻一冊には、歴代の清皇帝の「君徳之臧、治術之隆、功業之偉」を

（（

（

（

きないだろう。栗山は、明清交替を悲嘆するとともに、明王朝が美物に恃んで賤物を捨てたことやその学問が実用を省

はできない。華と夷を区別することを想起しなければ、「微を慎しみ違を塞ぎて、未萌において折衝すること」などで

の歴代の皇帝たちとは異なる。孔子が尊周の立場から名分を明らかにした、『春秋』に載る華夷内外の弁をゆるがせに

清朝の三代皇帝の事蹟は、「簡径捷直、沈毅雄断」であるに過ぎない。彼ら「簡径沈毅の奴兒氏」は、漢や唐の漢民族

自大自私、以て人を嚇すものにして、太公の至正之道に非ずや」（原漢文、以下同じ）

（（

の簡略本と観が否めない。もっとも、明朝征服以前の清初の女直（女真族）の歴史については、清の刊本であるこれら『大

録』は万暦一一 （一五八三）年から雍正一三 （一七三五）年までを扱うが、一六〇冊の『清三朝実録』に比べると清朝史

学問所の官版としては、その後、蔣良騏『東華録』一六巻一六冊 （天保四（一八三三）年刊）が出版されている。『東華

みなかったことに批判を込めている。

（（

清三朝事略』『東華録』は満人の清朝に遠慮してその立場を擁護する記述が多いため、史実としての信憑性は低く、む

北法62（6・75）1391

（（

（

（

しろ明の茅瑞徵の『万暦三大征考』（天啓元（一六二一）年序）などの著作の方が「実説」ではないかという意見も、た

なる。

軍事史書
（

（

（ （

（（

（ （

この『紀事本末』との対比で書後を記すのが、『四王合伝』の附録の趙翼「武功紀盛」である。この『四王合伝』を含

（（

問所の儒者となる安積艮齋の校訂で、二本松蔵版として天保一四 （一八四三）年に和刻本が刊行されている。頼山陽が

清の谷應康編著『明朝紀事本末』八〇巻三〇冊 （谷の自序、順治戊戌（一六五八年））は、のちに昌平坂学

ような史書にもとづく清朝批判は、立場の異なる著者による軍事史を対比させながら読解することによってより顕著に

根拠が提供されている。しかも、その歴史記述に、清朝政権を正統化するための偏向があることまで指摘される。この

唐船によってもたらされた清初期の歴史書によって、清朝政府への理解が進むどころか、むしろ批判のための資料的

とえば安政年間の広瀬旭荘からでている。

（（

（

（

じゅうじつ

るところ、「大抵、沈勇英明、臨事善断、以て故に峻暴惨酷」であり、桀や紂を超えている。彼らが「成功」している

殺不仁」はこのようであり、その結果清朝は「富強盛大」だ。歴史を遡っても匹敵するものはない。清の「諸主」を観

この記事から、清の満人皇帝が、暴君の桀紂にも増して残忍であることを読み取っている。すなわち、いまの清の「嗜

清朝による平定の史実を扱い、その武力を称えたものである。古賀侗庵の「書武功紀盛後」（文化一〇（一八一三）年）は、

む『八家集』は、徳田萬壽が校訂した文政七 （一八二四）年刊行以降、和刻本として刊行されている。
「 武 功 紀 盛 」 は、

（（

清初の順治二 （一六四五）年の反満蜂起に対する清軍の揚州弾圧と嘉定攻略を記した、残虐行為の凄惨を極める記録で

趙翼とは対照的に、文政一三 （一八三〇）年に和刻本が出された王秀楚『揚州 十 日 記』と朱子素『嘉定屠城紀略』は、

のは決して偶然ではないと批評する。

（（

説
論
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徳川儒学思想における明清交替

（ （

ある。とくに揚州城内での虐殺を免れて生き延びた王秀楚が著した前者に付された、侗庵「揚州十日記序」（文政一二（一

（ （

したものである。清の「正史」でも「諱避して敢て録さず」、「野史」で伝わってきたものである。
「揚州十日記」の写本は、

き ひ

を掩博す」とあり、清国においても公刊されず密かに伝写されてきた史料で、紀州藩儒の齋藤南溟が返点を付して出版

えんぱく

土に在りて已に秘笈となす。清の舶齎以来、流伝未だ広らず。東武の芳賀子英、南紀の齋藤大海 〔南溟〕
、 胥 遽 に史

あいみなにわか

は、この記録を「世を論ずる者、当に熟閲すべきところなり」という。「死者八十余万」を出した弾圧記録は、「西
八二九）年）

（（

（ （

文化五 （一八〇八）年に昌平坂学問所に納本されたことが知られるが、この年以降に本格的な著作を始める侗庵の西土

（（

（

明清交替期の寛文二 （一六六二）年にすでに和刻本が刊行されていたにも拘わらず、『明

（ （

功伝』の和刻本が安永三 （一七七四）年に刊行されていたが、文政一一 （一八二八）年になって、水戸藩修史館総裁、川

（

李 遺 聞 』 は 文 化 元 （ 一 八 〇 四 ）年 に 至 り、 改 め て 修 訂 版 が 刊 行 さ れ た。 す で に 木 村 蒹 葭 堂 の 校 訂 に よ る 鄭 亦 鄒『 鄭 成

史料校勘による史書編纂

観には、明清交替期の清軍の残虐行為が深く刻みつけられている。

（（

（

（（

としての考拠学の方法論と重なる。またその史料蒐集は、述齋が監修した『佚存叢書』と同様に、中国で逸われたが日

史料の異同を研究した上で、詮議を重ねるという方法で編纂されたものである。その編纂方法は、乾隆期の文献批判学

（

種の歴史記録を蒐集して、選択して順序よく並びあげ、記述にあたっては典拠を明記し、内容に食い違いがあれば各種

を編纂するという意思が感じられる。林述齋が寄せた序文「臺灣鄭氏紀事序」によれば、明・清朝、また日本に残る各

方的に受け取るのではなく、自らの諸史料探索と校勘によって、政治的な歴史偏見から相対的に自由なこの時期の史書

口緑野 （長孺）編の『臺灣鄭氏紀事』三巻が編纂・出版された。ここには、清朝から発せられる明清交替期の情報を一

（（

本に残っているものを探索する熱意に発した、まさに前述の明代半ば以降の校勘学の延長にある。

北法62（6・77）1393

（（

る。

かんたく

は い ひ ようちゅう

こうきょう

アヘン戦争以降の経世論受容──道光期の学術移入

いつ

なら

こ

ていご

ますます

か。道光期の学術のなかでも、アヘン戦争後の経世論は、そのような関心から著されている。清人の著者と日本の読者

かで求められていた兵法の転換がなされていないからである。その反省に立って、その後いかなる対策を講じられるの

「富強盛大」な清朝の軍隊が、アヘン戦争に敗れたのは、清国の軍事力の不振ではなく、世界情勢に疎く、時代のな

三

唐船により大量に徳川日本に移入した海外情報・対外政策としての経世論の受容の仕方にも影響を与えていると思われ

主に天保期までに蓄積された皇帝以下清朝人の事蹟評価は、じつに、次にみるアヘン戦争 （一八四○─四二年）以降に

後者の「博証旁引」の記述の完璧さ強調していた （塩谷宕陰「書臺灣鄭氏紀事後」、文政一二（一八二九）年）
。

（（（

北法62（6・78）1394

つまび

くく

「彼の佚する所にして我の之を存し、彼の略する所にして我の之を 詳 らかなる、彼の謬妄にして我の真に焉れを伝
さいせき

ふる者また多し。是に於いて、彰考館総裁、川口長孺に命じ、彼此を錯綜し、以て其の事実を括らしむ。長孺乃ち
たがい

群藉を採摭し、衆説を揀択し、排比 鎔 鋳 、修するを以て文となし、事ごとに又其の出づる所を著し、彼此牴牾之
れいぜん

處に至れば則ち異同を辨析し、 遞 に相 考 鏡 し、以て註を下に詮す。体裁一に館の修史書之例に仿ふ。既成、之を
（ （

進め、凡そ三巻。是に於いてか鄭氏三世の事業、一旦犁然、人をして之を読み始めて其の詳悉を得さしめば、 益 以

（ （

南明政権の朱以海（一六一八─一六六二年）の記事を例に挙げて、
七年）も『鄭成功伝』と『臺灣鄭成功紀事』を対比させ、

この本文中には、林家編の「華夷変態」の記録も随所に引用されている。のちの幕府儒者、塩谷宕陰 （一八〇九─一八六

て感激已む無きなり」（林述齋「臺灣鄭氏紀事序」、原漢文）

（（

説
論

徳川儒学思想における明清交替

（ （

唐船による船載書籍を分析した大庭脩によれば、アヘン戦争後に日本の諸大名たちが競って買い

とでは、当然、執筆意図と受容の際の解釈をめぐって、異なる理解がなされていたであろう。

魏源『聖武記』

（ （

求めたのは、魏源 （黙深、一七九四─一八五六年）の著作だった。日本国内では、安政年間に至っても「魏源ガ聖武記、

（（（

（

（
ちょうひ

（

塩谷宕陰は「翻栞海国図志序」（嘉永七（一八五四）年）のなかで、『聖武記』について次のように述べ、豊臣秀吉の朝

（

（道光二二（一八四二）年）である。

なる文脈で、アヘン戦争敗北後舶来した経世論を読み取っている。それが端的に現れるのが、魏源の『聖武記』一二冊

み重ねられてきた問題関心とそのもとでの和刻本出版と読書経験の相異から、日本の儒者たちは清儒たちの意図とは異

林則徐 〔実質的な編者は魏源〕ガ海国図志ノ如キハ、有用ノ書ニテ、他ノ比ニ非ズ」という評を受けていた。しかし、積

（（（

（ （

鮮攻略を機に著された柳成龍 （一五四二─一六〇七年）の『懲毖録』に相当するものとして、アヘン戦争後にまとめられ

（（（

ちょうひ

アヘン

豊功偉烈を紀し、然る後に武事餘記に及ぶ。今能く祖宗を師とすれば、則ち後を善くするに於いてか何ぞ有らん、

世を 儆 めんと欲す。然れども敗事を挙ぐるは謗を揚ぐるに近く、頗る立言するに難きもの有り。故に首に祖宗の

いまし

の事と類す。而して黙深の忠慨義憤は、柳成龍に十倍せり。是に於いて、前に懲りて後を 毖 むの意を述べて以て

つつし

「予、嚮者魏黙深 〔魏源〕の聖武記を読み、以謂らく、此れ魏氏の懲毖録なりと。道光の鴉片の乱は、殆ど朝鮮壬辰

さきに

た魏源の『聖武記』を重ね合わせ、それに対して『海国図志』は「懲毖外篇」である位置づける。

（（（

と曰ふが若し。而して後を善くするの方は餘記に寓せり。体を立つるの宜しきを得る者と謂ふ可きなり。海国図志
（

（

北法62（6・79）1395

（（（

を読むに及び、則ちまた謂ふ、此れ懲毖外篇なり。記以て我を省み、図志以て彼を知る」（塩谷宕陰「翻栞海国図志序」、
。
原漢文）

（（（

阿片戦争敗北後に、長年収拾した資料をもとに執筆された『聖武記』は、清の建国から「外征の成功」を記した軍事

史書であり、清人の魏源は、清の歴代の皇帝たちの武功をまとめることで、イギリス軍に挫かれた清国の志気を鼓舞す

る目的があった。そのため、全一四巻中、巻一から巻一〇までに清朝の版図拡大を遂行し、
「天命〔一六一六─二六年〕

天聡 〔一六二七─三六年〕より嘉慶 〔一七九六─一八二〇年〕道光 〔一八二一─五〇年〕に至る大小の征戦一々これを縷述」
してあり、「祖宗の豊功偉烈」が顕彰されている。
（ （

しかし、日本で出版された数種の和刻本では、清国の建国以来のこれらの武功は多く省かれたりまたは収録されず、

（ （

英夷を防ぐの術火攻を除いては則ち手を措くべきなし。けだし時勢の変にして兵法の一定して論ずべからざるもの也」。

時勢とともに大きな転換が求められているということであった。「孫子 〔孫武〕は火攻を以て下策と為す。然れども方今

彼が注目したのは、兵書の『孫子』で「下策」とされた「火攻」以外には、イギリス軍に対抗する方法がなく、兵法も

採要』三巻三冊 （嘉永三（一八五〇）年刊）は、『聖武記』巻一四の「講武」篇のみを収録している。毅堂の自序によれば、

巻一一以降の「武事餘記」を中心としたものであった。鷲津毅堂 （一八二五─一八八二年）が校訂して編集した『聖武記

（（（

的な側面での受容になっていたのは、『聖武記』ばかりではなかった。

きには自由な抜粋集ともなって出版された。日本の対外的危機の局面に対応すべく、もっぱら現実の実践に向けた実利

とが容易に推測されよう。清朝の経世論は、執筆者の意図をこえて、読み手の側の解釈によって強調点を変えられ、と

り、
「桀紂」に勝るとも劣らない清軍の暴虐ぶりに驚き、清軍の「軍功」は日本では非難の対象としかならなかったこ

宗の豊功偉烈」を顕彰することが、主たる意図だった。しかし、和刻本として出版された明末清初の基本資料を読む限

さきにみた趙翼の『武功紀盛』と同様に、魏源の『聖武記』は、清の「聖武」による「軍功」の数々を数え上げ、
「祖

それゆえに、魏源が最も力点を置いたと考える「講武」篇を翻刻して、今日の実用的な兵学書としたいという。

（（（

説
論
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（

（

（ （

要なるもの」を抄録したが、他国を批判して自国を批判しないものは、文が優れていても採用しないという方針が採ら

に選集『経世文編抄』を編むにあたっては、
「能く空言を棄て、而して実用を求む」という観点から、そのもっとも「切

邪僻之論、游戯之作、一切載せず。唯だ其の世道人心に関し、社稷生民に係るものを採」っている。日本の読者のため

陽脩を望むことはできないが、
「世を経すべきもの」は少なくないという。
『皇朝経世文編』は、
「経世を以て名と為し、

（

時を救ひ道を行ふことの 希 ふべきを知」った。そのため、その文章に漢代の賈長沙や董膠西、唐の韓文公、宋代の欧

こいねが

きた。
「満清」が興るに及んでも「士習」は変わらなかったが、彼らは「頗る能く経に通じ古を学ぶことの 尚 ぶべく、

たつと

清朝の経世論は、なぜ優れているのか。拙堂の序文によれば、明末に至るまで「文之弊」は、王朝交替ごとに増して

心」した箇所を抄録していた。

儒学界で広い交友関係を築いており、この書籍が「舶来」したはじめに、
「江都に在りて、人に従い借読し」
、自ら「会

れている。拙堂は、藩主の侍読として文政一一 （一八二八）年から天保一二 （一八四一）年まで隔年江戸に出府し、江戸

和刻本『経世文編抄』七集各三巻二一冊 （嘉永元（一八四九）年─嘉永五（一八五二）年刊）として原書の抜粋版が出版さ

では、古賀精里門人の齋藤拙堂 （正謙）と土井聱牙 （士恭、一八一七─一八八○年）が編者となって、津藩藩校有造館より

ごうが

一二○巻 （道光五（一八二五）年）は、清初からの主要な経世論二二四一篇を収録した清朝の代表的な論集である。日本

『皇朝経世文編』 『聖武記』に先立つ魏源の編著であり、彼が実質的な編纂者となった賀長齢編『皇朝経世文編』

（（（

（ （

であった。『日知録』から引かれた「説経」（『経世文編抄』乙集、上）の評語は、顧炎武は「清人中に在て、経術を以て

（（（

経済を為」し、その経世論は、じっさいの施策にその説を生かすことができるものが少なくないと述べる。この畢生の
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（（（

編者の拙堂が、「その表表たるもの」として収録文のうち特に優れた論の筆頭にあげるのは、「顧亭林〔顧炎武〕之譚経」

れた。

（（（

ここ

（ （

「亭林 〔顧炎武〕
、経史を淹貫して、胸列宿を羅ね、一時の随筆と雖も、亦た古を考へ今を断ず。多く焉に施行すべし。

書は、彼の博く経史に通じて「古を考へ今を断」じるという性格をもっともよく反映している。

（

（

かんが

「枋政」すなわち権力を用いる為政者は、顧炎武の政策論において「 稽 ふること」あれば、必ず「吏治」に益がある、

へいせい

「制度を論じ」ては、「古今を綜核し」、状況に合致するものを明らかにしており、すべて実際に施行すべきである。

況んや其の一生之力を尽す、日知録理平書の如きものをや」（齋藤拙堂評語、顧炎武「雑論史事」藪中随筆、原漢文）

（（（

（

（（（

す。而して国家これを存して廃らず、亦た其れを以て愚民に益するもの有るなり」（齋藤拙堂評語、陸隴其「功行録序」、

も斯の世と斯の民に益する有らば、何ぞ其説の鄙俗を嫌はん乎。仏家の地獄天堂之説の如き、儒者極力これを排斥

と有り、亦た其れを以て世俗に補ふもの有るなり。夫れ君子は愛民を以て心と為し、救世を以て務めと為す。苟く

「陸稼書 〔陸隴其〕は道学名家、平生厳正を議論して、術に純粋を択ぶ。而るにいま感応篇・功過格等に於て取るこ

いることを陸隴其も奨めていると解される。

それは、君子が民を愛すること信条とする限り、「鄙俗」の説であっても「斯の世と斯の民に益する」ものがあれば用

こ

人君子」が敢えて「下位に居り、已むを得ずして世を救ふの作」としての方策があることを認めている。評語によれば、

は、
普段は議論の「厳格」と「純粋」な手段を用いるが、李蓀奇編『功行録廣義』に対する「功行録序」においては、「仁

それは「皆な真知実見より出で、其言甚だ人之家国を補ふもの」があると指摘する。清初の厳格な「道学」者、陸隴其

（

の禁の実施にあたって、理論的支柱となっていた陸隴其について、拙堂は彼の「治法」は分析が詳細で斟酌が当たり、

た、清初の陸隴其、乾隆期の袁枚、趙翼らの、経世論者としての側面にも光が当てられていたことが分かる。寛政異学

編者拙堂が抜粋した評語をつけて収録した文章からは、日本では朱子学者、性霊派の詩人などとしてよく知られてい

と。

（（（

説
論
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（

（

原漢文）

編者の拙堂は、日本の儒学者たちの先入観を打ち払うために敢えてこの論を選択し、清初の程朱学者の政策論が、じつ
は目的合理的に非常に柔軟な内容をもっていることを示したのかもしれない。

和刻本出版当時の嘉永年間 （一八四八─一八五三年）の日本の状況に対して、拙堂が『皇朝経世文編』収録の議論と重

ね合わせたのは、対外的な通商政策論であった。『文編』に収められた慕天顔「請開海禁疏」と管同「禁用洋貨議」の

議論は、正反対の主張を行なっている。一方は清朝の海禁政策の開放を、他方は西洋貨幣の使用禁止を唱える。拙堂の

評語は、後者を「是」としつつも、前者の議論も「無理」とはしない。「斟酌して之を行へば、則ち国家を利す」。現に
（

（

国が、
国内の「諸国之貿易」を禁止つつも、中国やオランダの商人との「通商」を拒否していないのは、「斟酌の宜を得」

（ （

るのである。じっさい「窮すれば変ず」を基調とする拙堂自身の当時の対外政策論は、彼が江戸で親しく接していた古

ているというべきではないかと述べる。「国家を利す」るために、「斟酌」して諸外国との通商を行う可能性を認めてい

（（（

代の清皇帝たちの対外的武功の軍事史を排除し、また中華意識を露わにした他国批判の経世論を除外して、もっぱら自

またそこに付す編者の評語においても、編者の問題関心と解釈とが明瞭に示される。清朝政権の正統性を裏打ちする歴

経世論集を用いながら、読者をある一定の解釈へと導くことも可能である。個々の経世論という素材の選択においても、

清朝で刊行されたもとの『皇朝経世文編』には編者による評がつかないため、和刻本の編者は、素材としての清朝の

ばよいという、条件付き開国主張の立場をとっていた。

限定で日本からの出交易を含めた対外貿易を行い、その結果をみて実利があれば継続し、なければ戦争覚悟で中止すれ

賀侗庵・謹堂父子の政策論とほぼ論点を重ね、ペリー来航時に上げた彼の「制慮事宜」（嘉永六年）によれば、まず五年

（（（

らの対面する問題を解くための編纂作業と翻刻作業になっているようにも映る。この経世論の選択的な読解からは、ま
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（（（

説
論

た、徳川儒学において独自な問題意識と展開が積み重ねられ、その先行する経験のもとで、思想受容が行われていると
いうことが窺われた。

0

おわりに
0

江戸の儒学という限定をつけた限られた対象をとおしての検証だが、
徳川儒学思想史における明清交替という主題は、

第一に、一国内にはとどまらない、複数の国の政治的正統と学問的な正統の転位とその関連、その展開の動態的把握を

行う試みとなり、またこれをとおして第二に、唐船による書籍移入（中国における「文字の獄」
・禁書）と日本での購入・

閲覧（幕府・学問所・文庫）という二重の制約を経た上での、清朝漢籍の受容と読者の反応、すなわち制約下での徳川
儒学における学問受容とその選択的摂取という問題を浮かびあがらせる。

明清交替の評価を伴う、清政府の政治的正統性と清の学術の学的正統性は、前者が徳川政権内でひとたび一定の承認

を得ることなしには、大量の清朝漢籍の輸入とそれに伴う、儒学界への後者の浸透は開始されなかったはずである。清

朝における高度に安定した政治的秩序の実現、それを承認することで、その太平のもとで開花している学問の受容が始

まった。しかし元来別次元である両者は、その後、大田錦城のように明清交替を「革命」として正統化する見解が現れ

る一方で、風説書の断片的な情報から体系的記述の漢籍へと、清朝中国評価の根拠づけが変化したことに伴い、その政

治的正統性への疑念は深まって、かえって明清交替時の残虐な政権奪取と平定の行為と清朝中国への反発となって現れ
た。

書物受容と読者の反応をみる限り、一八世紀後半から一九世紀前半にかけて、日本には清朝の学術が段階を踏んで受
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容されていた。乾隆期の詩論と経史論とが日本でほぼ同時に受容されたように、清朝の学術成果の受容は、儒学と詩文

論の両側面から行われ、またそれらの成果の批判的摂取と「折衷」も、時差を伴いながら各年代ごとの書籍移入の展開

に従って行われていた。一九世紀前半の歴史書編纂にみる清朝中国評価にまで影響を与えていたのは、清学術理解の深
化に伴う考拠学の文献批判の方法受容と、それによる文献や史料の批判的読解だった。

昌平坂学問所編纂の官版を含む学術書出版の隆盛、考証に必要な厖大な書籍を収蔵した文庫や蔵書家の登場は、詩論

や経書解釈における諸説の「折衷」においても、単に諸説を総和的に統合するという意味ではなく、受け手の側の自覚

的な批判的摂取を含んだ「折衷」を生んだ。そもそも校勘や考拠の学問は、厖大な書籍の収蔵と出版などに伴って発達

するものであって、その前提なしには成立しえないものであろう。博く渉猟するだけでなく、
根拠となる事実を示して、

一つの結論に高める考拠学の要素を含んだ乾隆・嘉慶期の考証学の方法論は、日本で受容されるや、舶来した清朝書籍

の内容批判や歴史記述批判にまで適用され、清政府の政治的正統性を支える建国期評価への印象論には済まない厳しい

批判を生んだ。経世論受容においては、この清朝の対外侵攻の歴史記事や事大の中華意識も除かれて、読み手が対面す
る問題を解くために、またある方向に導くための選択的摂取が行われていたのである。

本稿の冒頭で、明清交替期以降の徳川中期・後期の儒学思想史研究を、四つの前提の問い直しから捉えるという課題

を提示した。第一に、徳川儒学思想展開を一国思想史で捉えることへの反省は、各国ごとの思想比較から受容史の問題

へという視点をひらいた。第Ⅱ節や第Ⅲ節で確認したように、それは具体的には、
舶載漢籍と同時代的な中国儒学の受容、

輸入書籍の所蔵機関・個人蔵書、また和刻本出版の検討へと導くものであった。第二に、清朝を少数民族王朝とみる視

点を欠いた「中国観」への見直しとしての、明清交替の政治的また学術的正統性評価は、とくに第Ⅰ節一や第Ⅲ節では

王朝交代期をめぐる日本での歴史的評価とその変化として検討できた。さらに第三に、中国哲学史を基準として徳川儒
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学思想史をみるのではなく、学問と文学の接触、文芸結社の役割を踏まえて徳川中期以降の思想史をとらえる視点は、

とりわけ第Ⅱ節二・三での学問的正統の転位の分析には欠かすことができず、また儒者を漢詩人かつ経世家として、受

容史としては経史のみならず詩論と経世論をも享受した存在として総合的に問うことを可能にさせた。日本の儒者だけ

でなく、清朝中国でもたとえば、漢人でかつ清朝の進士である趙翼は、性霊派の詩論『甌北詩話』、考証学的史書の高峰『廿

二史剳記』、軍事史として『武功紀盛』、これらすべての著者でもあったのである。江戸の儒者たちは、そのような同時

代の知識人の著作として、これらを受容したに相違ない。そして第四に、学術コミュニティという社会的環境の偏差を

視野に入れた結果、第Ⅱ節三でみたように、知を集積する拠点としての諸文庫の存在とその利用が、日本の儒者にとっ
ての清朝学術の批判的受容の不可欠の前提であったことが確認できた。

これらの検討をとおして導かれる一つの知見は、徳川中期・後期において、儒学者たちの眼前に広がっていた知的世

界は、今日体系化された中国哲学史とそのもとでの「清朝考証学」とは、かなり趣を異にするものであったという認識

である。徳川日本では、その歴史的経緯と音韻学への希薄な関心から、現在体系化して知られる「清朝考証学」と異な
（ （

る清朝学問の思想地図が描かれていたはずであるし、中国思想史での思想家の登場順序や評価はそのまま、徳川日本の

（

（

受容しつつ、しかも独自なかたちで展開した徳川儒学思想史を描くという課題に対して、本稿はいまだ試論にとどまら

儒者の知的世界での配置や評価と合致するわけではない。東アジアの同時代的思潮のなかで、その漢籍を通じて学術を

（（（

（１）林春齋「華夷変態序」甲寅（一六七四年）六月八日（
『鵞峰林学士文集』巻九十）一丁裏。「頃間、呉・鄭檄各省、有恢復之挙、

ざるを得ない。

（（（

説
論
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其勝敗不可知焉、若夫有為夷変於華之態、則縦異方域、不亦快乎」
。

而其重道尊徳、則有過焉、是故開二百年之太平、而学問文物之盛、有超干前古、非北魏若金元之所能及也」
。

（２）大田錦城「明清革命論」
（
『錦城文禄』安政五（一八五八）年刊）二五丁裏。「清祖宗、
雖出夷狄、
其功徳與漢祖唐宗無異、

五四頁。本稿では伊東氏の概論を前提に論を進め、重要なものを除き重複する研究への言及は省略する。

（３）伊東貴之「明清交替と王権論──東アジアの視角から」
（
『武蔵大学人文学会雑誌』第三九巻第三号、二〇〇八年）一─

代・アジア・陽明学』
（ぺりかん社、二〇〇八年）
。前者の片岡論文は、荻生徂徠が王世貞らの古文辞派の文学説を選択し

（４）片岡龍「十七世紀の学術思潮と荻生徂徠」
（
『中国──社会と文化』第一六号、
二〇〇一年）一四三─一七八頁、荻生茂博『近

た要因として、袁宏道ら公安派や伊藤仁齋にもみられる一七世紀の「東アジア学術界に蔓延していた相対主義的思考を包

み込み、止揚する意図」があったと推察する。後者の荻生は一八世紀末から一九世紀にかけて江戸後期の儒学思想が中国

の明・清の思想文化の影響を深く受けていること、
とりわけ寛政期の朱子「正学」派と清初の陸隴其の「儒学イデオロギー」

との関わりを指摘した（荻生「古賀精里──異学の禁体制における『大学』解釈」「幕末・明治の陽明学と明清思想史」、
前掲書）一四九─一七一、三三五─三八七頁。

会『日中歴史共同研究：第一期報告書：日中原文』二○一○年）二一七─二三八頁、松本三之介『近代日本の中国認識─

（５）たとえば、近世・近代日本の中国認識を総括する最近の研究として、小島康敬「江戸期の中国認識」（日中歴史共同委員
─徳川期儒学から東亜協同体論まで』以文社、二○一一年）を参照。

る。山鹿素行（一六二二─一六八五年）
、
伊藤仁齋（一六二七─一七〇五年）
、闇斎学派、西川如見（一六四八─一七二四年）

（６）すでに多くの論者によって検討された、同時代の思想家たちの明清交替を受けての「華夷の弁」認識については省略す

らについては、伊東貴之（前掲論文、二〇〇八年）一九─二〇頁およびその注で挙げられた研究を参照のこと。
民の思想──江戸の治者意識』平凡社、二〇〇八年）一五八─二〇三頁を参照。

（７）近年の研究では、
小川和也「朝鮮本の影響──近世日本の政治文化・密陽本と『吏民秘要諺解』
『民間備荒録』」
（小川『牧

（８）数少ない研究として、石原道博『明末清初日本乞師の研究』
（冨山房、一九四五年）がある。

含む唐船風説書をめぐる近年の研究としては、松浦章『海外情報からみる東アジア──唐船風説書の世界』
（清文堂、二○

（９）戦後日本で活字翻刻され、
『華夷変態』全三冊（東洋文庫、一九五八年）として出版されている。なお、「華夷変態」を
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○九年）がある。

（ ）川勝守「韃靼国順治大王から大清康煕大帝へ」
（初出一九九三年）
（川勝『日本近世と東アジア世界』
（吉川弘文館、二〇
（
（
（

（

（

（

〇〇年）二二九─二五八頁。
カウキテイ

ただしく ご ざ そ う ろ う て

もつぱら

これあり

）
「 八 拾 八 番 泉 州 船 之 唐 人 共 申 口 」 貞 享 三（ 一 六 八 六 ） 年 七 月 一 七 日『 華 夷 変 態 』 巻 十 一（ 前 掲 書、 上 巻 ） 六 二 四 頁。

）鄭成功の長子鄭経
（一六四二─一六八一年）
の息子、
鄭克塽（一六七〇─一七一七年）のことと思われる。
克塽は康煕二二
（一

「康煕帝も政事正敷御座候而、専儒道を用ひ候得ば、官民共に泰に有之」。

六八三）年に清朝に投降した。林田芳雄『鄭氏台湾史──鄭成功三代の興亡実紀』
（汲古書院、二〇〇三年）参照。

）神沢杜口「長崎街談清朝初の事」
『翁草』巻一九一（
『日本随筆大成』第三期第二四巻、吉川弘文館、一九七八年）三七

六頁。
「実に孝心の人を感せしむる事、古今如此、清主〔康煕帝〕即位して、今我宝永五年に至り既に四十七年、京省静謐

にして、
万民其徳を称せり。奏舎〔鄭成功の孫〕は一方大敵の子孫なれば、
やがて誅せらるべきを、助け置るゝのみならず、
かくまで慈愛を施されてしも、仁政の余沢なりけり」
。

）吉宗のもと紀州で進められていた漢籍研究については、松下忠「大明律研究──榊原篁洲と高瀬学山」（松下『紀州の藩

）日本における明清交替と清朝評価の定着については、前注のほか川勝守「徳川吉宗御用漢籍の研究─近世日本における

学』鳳出版、一九七四年）一一九─一六六頁も参照。

明清史研究の出発」
（初出一九八七年）
（川勝、前掲書）二五九─三三〇頁、またそのほかに、川勝研究が前提としている

大庭脩の一連の研究のうち、「徳川吉宗と漢籍の輸入」
（大庭『江戸時代における中国文化受容の研究』同朋舎、
一九八四年）

二二七─三一四頁、大庭脩『徳川吉宗と康煕帝─鎖国下での日中交流（あじあブックス一九）
』（大修館書店、一九九九年）
を参照。

（ ）大庭脩
「徳川吉宗と大清會典──享保時代における日清交渉の一斑」（
『法制史研究』
二一、
一九七一年）
六一─九五頁を参照。

（

10

11
12
13
14
15

）伊東（前掲論文、二〇〇八年）の文献表に載る研究以外では、法政史や清朝史の分野の研究文献として、大庭脩編『荻

意図で執筆された。

）たとえば、徂徠晩年の『鈐録』も、明代の軍法をもとに、秀吉の朝鮮出兵の際に日本軍を破った明軍勝利の要因を探る

17 16

生北溪集（享保時代の日中関係資料三）
』
（関西大学出版部、一九九五年）
、高塩博「荻生北溪と「唐律疏義訂正上書」
」
（『國

18

説
論
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學院雑誌』第八六巻第四号、一九八五年）五四─七八頁、同「江戸時代享保期の明律研究とその影響」（『法律制度（日中

文化交流史叢書第二巻）
』大修館書店、
一九九七年）一八〇─二一七頁。楠本賢道「『清朝探事』の満州語語彙と『大清会典』

考究和訳作業」
（
『日本史学集録』第七号、一九八八年）三四─四二頁。同「江戸時代から近代にかける清初史研究の潮流

──荻生北渓著・荻生徂徠増補訂正『建州始末記』をめぐって」
（
『清朝と東アジア──神田信夫先生古稀記念論集』山川

出版社、一九九二年）七一─八四頁、同「江戸時代知識人が理解した清朝」（
『清朝とは何か（別冊環一六）
』藤原書店、二
〇〇九年）二四〇─二四三頁などがある。
（ ）川勝（前掲書、二〇〇〇年）二三〇、三二七頁。
（

）神沢杜口「台湾朱一貴の乱及び清朝」
『翁草』巻一〇（
『日本随筆大成』第三期第一九巻、吉川弘文館、一九七八年）一

九三─一九四頁。なお、川勝（前掲書、二〇〇〇年）二五六頁は、文化五（一八〇八）年の執筆と推定されている上田秋

成「膽大小心録」の一節を、確認できる最もはやい庶民へ浸透した認識として紹介している。

（ ）松浦静山「乾隆帝南巡北巡」
（
「甲子夜話」巻九六」
『甲子夜話』六、平凡社、一九七八年）三〇四─三〇五頁。

）徳川日本における明前後七子の受容と古文辞派の成立については、特に松下忠『江戸時代の詩風詩論──明・清の詩論

虞舜佐之下、一転移之力也哉、鼓之以礼、舞之以仁、其向大化也、蓋亦然、而因陋護朽」。

彼明国之君臣上下、蓋嘗以冠裳夷狄、為其徳之広、彼今則変為辨髪腥膻之俗、彼且楽而為之、而況堂堂大国、唐堯在上、

元禄中（彼之康煕中）改用三跪九叩之拝、是礼也、彼臣民見偽王礼也、於是向之所名為虜者、心悦誠服、以為曠世希有之主、

而明国之君臣上下、
所名以為虜也、
然而其臨学釈奠也、
慶安中
（彼順治八年）
、用二跪六叩之拝、
、是礼也、
彼臣庶之見偽王礼也、

（ ）松崎慊堂「擬請興学疏」文化一〇年（
『慊堂全集』巻六、崇文院）四丁表─裏。
「近時奴兒干主、入明国、彼固夷狄之君、

（

とその摂取』
（初版一九六九年）
（第三版、明治書院、一九八二年）
、日野龍夫『徂徠学派──儒学から文学へ』（筑摩書房、

一九七五年）
、
また片岡龍（前掲論文、
二〇〇一年）
、
藍弘岳「徳川前期における明代古文辞派の受容と荻生徂徠の古文辞学」
（『日本漢文学研究』第三号、二〇〇七年）四七─八二頁を参照。
（ ）藍弘岳（前掲論文、二〇〇七年）五六─五八頁。
（初出一九六六年）
（船津『明清文学論』汲古書院、一九九三年）六四─八四頁。

（ ）これ以降の
『唐詩選』
の出版については、
船津富彦
「古文辞派の影響──近世日本の唐詩選ブームを追って（唐詩選版本考）
」
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20 19

22 21

23
25 24

（ ）東條琴臺『先哲叢談年表』二一丁裏。
北山が基礎としている『列朝詩集』との対応関係が示されている。

）松下忠（前掲書、一九八二年）一一頁。明和・安永期の六如や混沌社、天明期の山本北山、寛政期の江湖社から、幕末

までの漢詩文を論じた富士川英郎『江戸後期の詩人たち（東洋文庫八一六）』
（初刊一九六六年）
（平凡社、二○一二年）に

おいても、同様の指摘がなされている。とりわけ北山の性霊説は「詩における個性主義、写実主義」の提唱であり、当時

の「儒学の趨勢」とも呼応して、
「天明以後の一般社会の実証主義的・写実主義的傾向を背景として、そのなかから生まれ
でたものである」という（富士川、前掲書）一二─一四、七○─七一頁。

）那波魯堂「學問源流」安永五（一七七六）年頃（岸本操編『少年必讀日本文庫』第六編、博文館、一八九一年）二四頁。

）那波「學問源流」
（前掲書）一七頁。

）那波「學問源流」
（前掲書）四五頁。

眞壁仁『徳川後期の学問と政治――昌平坂学問所儒者と幕末外交変容』（名古屋大学出版会、二〇〇七年）一七六─二〇九
頁を参照。

）日本での近年の研究としては、岡本さえ『清代禁書の研究』
（東京大学出版会、一九九六年）、岡本さえ「第三部 華夷の

逆転」
（岡本『近世中国の比較思想──異文化との邂逅』東京大学出版会、二〇〇〇年）三六一─四七一頁などを参照。

（ ）荻生茂博（前掲書、二〇〇八年）では、尾藤二洲・古賀精里と大塩中齋・佐藤一齋らが、彼らの理論的背景とした明儒・

（

（ ）
「對禮餘藻」六月二一日客館筆語（
「精里全書」巻二四）
。古賀精里が加わった対馬での朝鮮通信使の聘礼受容については、

（

（

（

（

（ ）山本北山「作詩志彀」
（
『近世文学論集（日本古典文学大系九四）
』岩波書店、一九六六年）に付された中村幸彦の校注は、

27 26

28
32 31 30 29

33

（ ）森山孝盛「蜑の焼藻の記」巻之下、
寛政一〇（一七九八）年（
『日本随筆大成〈第二期〉二二』吉川弘文館、
一九七四年）

清儒の学説を踏まえて分析されている。

34

（

（ ）尾藤二洲「素餐記」第二六〇条。
「明人之学、中葉以前、猶不失正、中葉以後、虚誕無寔之説盛行、其流或為雅尚風流、

二三五頁。

35

（寛齋・米庵顕彰会、一九九二年）
（初出一九三九─一九四一年）
）市河寛齋については、市河三陽『復刻 市河寛齋先生』

或為放蕩不軌、誤許多人才、終至干致天下乱亡、後世其可不監乎」
。また眞壁（前掲書、二〇〇七年）六五頁以下を参照。

36

37
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が詳しい。
（ ）
『和刻本漢籍随筆集』第二〇集（汲古書院、一九七八年）所収。

）
『五山堂詩話』をめぐる研究として、揖斐高『江戸詩壇ジャーナリズム――『五山堂詩話』の世界』
（角川学芸出版、二

不過数十條、宋諸家話詩、微言清語、毎恨易尽、至明人、乃求其備、無復余味、然未有如随園之累巻堆帙可厭也」。

（ ）頼山陽「書随園詩話後」
（
『頼山陽全書』文集、「書後併題跋」
（以下『書後併題跋』と略す））一一七頁。
「嚴滄浪定唐詩之論、
（
〇〇一年）を参照。

（ ）市河寛齋『談唐詩選』廿九条、総論一則、文化八（一八一一）年刊。「近頃明ノ袁中郎ガ嘉靖七子ヲ誹議セシ説ヲ借リ、

享保元文閒ノ詩人ヲ擯棄シ、甚シキハ唐詩モ取ラズナド云フ人アルヲ聞ク、コレ天下古今ノ公論ニアラズ、中郎ノ七子ヲ
譏レルハ、唐詩ヲ偽ハルヲ取ラザルノミ、唐詩ヲ悪シト云フニハアラズ」
。

（ ）
『全唐詩逸』の出版については、杉仁「在村文化のアジア交流と書物出版活動」（
『近世の在村文化と書物出版』吉川弘文
館、二〇〇九年）一〇三─一五九頁を参照。

（ ）佐藤一齋「孝経楼詩話叙」文化二（一八〇五）年（
『愛日楼全集』巻六）
、林述齋「全唐詩逸序」（『蕉窓文集』巻一）
。
（

）
『和刻本漢籍随筆集』第二〇集（汲古書院、一九七八年）所収。大窪詩仏については、鈴木碧堂『大窪詩佛』（珂北郷土

研究会、
一九三七年）のほか、
揖斐高「大窪詩仏年譜稿――化政期詩人の交友考証」（
『江戸詩歌論』汲古書院、
一九九八年）
五九九─七二一頁を参照。

（ ）頼山陽
「書随園詩話後」（前掲書）
一一七─一一八頁。
「袁乃以軽薄不蕩、鼓儳而奪之、其毒延及海外、甚哉」
。
「余則表評随園、
（

如一黠妓雖無甚姿色、善為媚態百出、眩惑少年、及諦視之、不耐其醜也」
。

）松下忠は「侗庵は詩文の変遷期において、宋詩排斥唐詩鼓吹の一方の雄であった」と位置づける。松下「古賀侗菴の唐

詩鼓吹」
（日本大学人文科学研究所『研究紀要』第一九号、一九七七年）一〇七頁。なお漢詩文の分析については、浩瀚な

一連の松下の研究を参照。松下忠『江戸時代の詩風詩論──明・清の詩論とその摂取』
（初版一九六九年）（前掲）、同「古

賀精里の中国詩文論」
（
『漢学研究』第二〇号、一九八四年）一〇五─一一九頁、同「古賀侗庵の詩文論と中国詩文論」
（『東

方学』第五四輯、一九七七年）一一四─一二九頁、同「古賀侗庵の中国散文論」（
『日本中国学会報』第二九集、一九七七
年二三七─二五〇頁。
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39 38

40
41

42

44 43

45

46

（ ）
「書篁園集唐後」文化一一年（
『侗庵初集』巻十）
。
「予〔侗庵〕詩主於委曲周匝、痛快的切、能道達人情、不汲々於故常、

（

）松下（前掲書、一九八二年）一三九頁は「恰もこの時期〔第三期詩壇即ち家治・家齊時代の八十年間〕は近世日本の経

不区々於矩矱、雖其詩浮浅粗豪、不足観己、其持論則断々若此」
。

学思想の面から論じても、亦折衷学の時代であり、儒学と詩学に於てかかる一致を示している事は興味深いことと謂わね

ばならない」とするが、松下（同）一一頁では、さらに細分して、①明和・安永・天明期：唐・明詩を主流としつつ、漸

次宋詩鼓吹に変化、②寛政・享和期：宋詩鼓吹を主流としつつ、唐・宋両派の争衡期、③文化・文政期：各派各々宗とす

るところがありながら、他の長所・美点を認める折衷とする。宋詩と宋学は、前者が個々人の感性を大切にし叙情性が豊

かなのに対して、後者は程朱の解釈に則るというものであり、方向性が異なる。③の化政期の方法論における「折衷」の
みが、詩学と経史学で時期的にも共通するように思われる。
（ ）久米邦武『久米博士九十年回顧録』上巻（早稲田大学出版部、一九三四年）一二三頁。

（

47

48

0

0

0

0

0

年、文政九（一八二六）年に昌平坂学問所の文庫に入庫された。

の戴震『孟子字義疏證』を含む『戴氏叢書』と段玉裁『古文尚書撰異』を含む『段氏叢書』は、
それぞれ文政五（一八二二）

れ宝暦九（一七五九）年、享和三（一八○三）年、にいち早く唐船によって日本に輸入された記録が残る。また乾隆年間

究を参照する限り、康熙年間の考証学における二大業績である顧炎武『音学五書』と閻若據『尚書古文疏證』は、それぞ

三─一四六頁に詳しい。清朝考証学の代表的な著作がいつ日本に移入されたのかを特定するのは難しいが、大庭の書誌研

示したことは、水上雅晴「近藤重藏と清朝乾嘉期の校讐學」
（
『北海道大学文学研究科紀要』第一一七号、二○○五年）九

書総目』の漢籍分類に影響を受け、同時期の清朝の最新の学術情報を入手し、さらに書誌学上でも新たな手法で自説を提

文化五年─文政二年まで書物奉行として紅葉山文庫を管理した近藤正齋が、乾嘉期の考証学の成果の一つである『四庫全

た漢籍を整理し、江戸儒学界で乾隆・嘉慶期の清朝考証学の実質的な受容が始まる時期を、文化・文政年間と推定した。

0

期にいかなる書籍が輸入されたかを知る資料は少ない。本稿では、複数の学問所儒者の著作内容から判断して、輸入され

一九八四年）三三○─三三二頁を参照。ただし、大庭（同）三四八頁によれば、唐船持渡書への関心が高まっていた化政

と、その書籍選択に柴野栗山や尾藤二洲ら昌平坂学問所の儒者や林述齋が関与していたであろうことは、大庭脩（前掲書、

）寛政・享和期に唐船による漢籍輸入に関して幕府の御文庫・学問所御用書の注文が「すさまじいばかり」に増加したこ
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（ ）眞壁（前掲書、二〇〇七年）一一一頁以下。

相雷同者、要皆遊談無根、枝葉蔓衍、無当実用、欲以此当簡径沈毅之奴兒氏、有明諸賢之於備預、其策為得乎否乎」。

（ ）柴野栗山「三朝実録採要序」文化四年（
『栗山文集』巻二、下）五五丁表。
「其所謂講学、所謂古文、分朋結党、相攻撃、
（ ）頼山陽「書日知録後」
（頼山陽『書後併題跋』
）四五頁。
撰、是其弊也」
。

（ ）頼山陽「読西河合集」
（頼山陽『書後併題跋』
）四四頁。
「夫所貴於考璩、以其不杜撰、然必於考璩、用資争辨、勢反至杜
（ ）頼山陽「跋廿二史剳記後」文政九（一八二六）年（
『書後併題跋』
）四六─四七頁。

所謂折衷者、
欲以補程朱之説而已、
非欲以為一家也」
。なお齋藤拙堂については、齋藤正和『齋藤拙堂傅』（三重県良書出版会、

（ ）齋藤拙堂「与猪飼敬所論学術書」
（
『拙堂文集』巻之二）二五丁表。
「謙〔拙堂〕既以程朱為宗、猶不得不折衷之、然謙〔拙堂〕
一九九三年）が詳しい。

（ ）古賀侗庵『大学問答』巻三、五丁表。眞壁（前掲書、二〇〇七年）二四三頁以下の議論も参照。
（

）山井崑崙「七経孟子考文」については、山本巖「七経孟子考文補遺西渡考」（
『宇都宮大学教育学部紀要』第一部、第四

〇巻第一号一九九〇年）三一─四三頁。末木恭彦「
『七経孟子考文』凡例の考察」上・下（『東海大学紀要文学部』第五五号、
一九九一年）一―一一頁、
（同、第五六号、一九九一年）一─一六頁を参照。

（ ）林述齋（佐藤一齋代筆）
「佚存叢書序」寛政一一（一七九九）年（
『愛日楼全集』巻五）
、林述齋「全唐詩逸序」
（『蕉窓文
集』巻一）二四丁裏─二五丁表。

（ ）一般に考証学とは、音韻・訓古・金石などの言語、礼学、歴史、経書研究など多様な学問領域を含んでいる。本稿では、

根拠を明示し論証していく広義の考証学とは別に、より狭義に分類する際に、とくに明代半ばよりすでに発達していた校

勘学や輯逸学と、清朝の乾隆期に進展した考拠学とを区別する。清朝考証学の二大要素として今日一般的に捉えられてい

（音韻学）と「文献批判研究」のうち、前者を当時の日本人はどれほど理解できたのかという問題は残されて
る「古音学」

いる。日本における清朝考拠学の受容は、なお多くの検討を重ねなければ整理できない問題であり、他日を期したい。

）がのこる。
200-8

（ ）古賀侗庵「讀日知録」文政八年（
『侗庵三集』巻五）のほか、『劉子』巻二六にも収録されている。古賀本には、顧炎武「日
知録」三二巻、餘四巻、乾隆六〇（一七九五）年版、二〇冊（宮内庁書陵部
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58 57

59

60

61

（ ）
『日知録』のうち、巻七「有婦人焉」
・
「去兵去食」
、巻一六「試文格式」
、巻二三「氏族相伝之訛」
・
「以姓取名」・「字同其

（ ）頼山陽「読四庫全書提要」
（
『書後併題跋』
）九八頁。
「総核経史、
揚榷芸文、
無閑冗語、首尾爛然、足光前垂後、挙覚羅一代文、

名」
、巻二五「丁外人」
、巻二七「左伝注」
・
「史記注」が検討されている。

62

（ ）古賀侗庵「読四庫全書提要」文政八年（
『侗庵三集』巻五）
。
「予所識厶病提要多誤謬、勧予著一書以砭之、予謝以才不逮

論其可伝者、恐無出此右已」
。

63

（ ）齋藤拙堂「翻刻二十二史剳記序」
（中内惇編『拙堂文集』巻之三、一八八一年）三三丁裏─三四丁裏。

書忠臣、予之摘提要瑕類而詳辨之者、無以斯書必行於久遠也、果其書無可取、則棄而附之不問耳、何暇汲々是正其失哉」
。

力不暇、而懐不能已已、故漫挙所記挙所記、而正之如此、昔顔師古注漢書極詳確、即漢書之謬誤者、弾駁不顧、人目為漢

64

（

（

（

（ ）古賀侗庵「駁趙翼四大教説」天保六年（
『侗庵五集』巻三）
。
「蓋精者、惟中州清淑之区、始能行習、粗者、則殊俗異性、

極難得者、雖曰史学千古、一人可也」
。

非若近世考証家向、故紙堆中攟摝、遺事侈談、創獲以鬻諸人者之類也、世人往々貴耳、賤目若甌北〔趙翼〕者措諸古人中

独服剳記之貫穿浹洽、思人之所未思、論人之所未論、遇一事而側及数十百事、擿一弊而刮腸抉髄、鑿々中窾毫、無遺漏、

（ ）頼山陽「跋廿二史剳記後」文政九（一八二六）年。なお『書後併題跋』四六─四七頁ではこの箇所は欠落している。
「余

66 65

）古賀侗庵「論西土學術文風、百年内外、必覃被於我、邦人一染之後不軽變、非如西土易遷、祇見風習之美、當移用斯心

皆得而範囲之、故教之所被尤遠也」
（廿二史剳記）
。
「以此断孔教不如他教之広覃、此特支那人井観之論耳」。

67

）古賀侗庵「四書訓蒙輯疏序」天保一五年五月（
『侗庵六集』巻七）なども参照。

於文學正軌可也」
（
「新論」第一三一篇、天保九年）
。

68

にたいする純粋な精神による共感」の獲得とし、
経学を「自己の存在そのものと不可分に関わる主体的な営為」と捉えた。

彼は、
乾隆期の袁枚に由来する「性霊」概念を批判的に摂取して自覚的に経学の解釈に適用し、経書解釈を「聖人の「性霊」

の態度を批判し、注解対象の個々の事情に応じてけっして一説には固執せず、対象ごとの経書解釈を行っていた。その際、

ある。濱口富士雄によれば、焦循は、一部の清朝考拠学にみられた漢儒の伝注への過度の依存と、それらの無批判の受容

的な考拠の陥穽を批判し、その方法に「性霊」概念を用いながら反省を加えた焦循（一七六三─一八二○年）は示唆的で

）この点において、江戸の儒者たちとの直接的な接点は確認できないが、清朝乾嘉期の考拠学者でありながら、実証主義

70 69
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（

しかも、焦循にこのような批判を可能にさせたのは、易経の変通の理にもとづく貫通の考えだった。濱口は、乾隆期の時

代精神として「人間の個別存在の価値を積極的に認める立場から個性を尊重する趨勢が醸成され」、このように詩論と経学

の双方に表出していたことを指摘している。濱口富士雄「焦循とその「考拠」批判」（
『清代考拠学の思想史的研究』国書

）国田兵右衛門・宇野与三郎口述「韃靼漂流記」
（園田一亀『韃靼漂流記（東洋文庫五三九）
』 平 凡 社、 一 九 九 一 年 ） 二 三

刊行会、一九九四年）四九八─五三○頁を参照。
─二四頁。

（ ）
「一、北京人の心は、韃靼人とは違ひ、盗人も御座候、偽も申候、慈悲も無之かと見へ申候。去ながら、唯今は韃靼の王、

（

）たとえば、清朝政府の国内統治が優れていることを認めつつも、その人物と風俗が「陋し」く、古くからの中国の伝統

いや

北京へ御入御座候に付、韃靼人も多く居申候、御法度万事韃靼の如くに仰付候て人の心は能成候はんと韃靼人申候」（国田
兵右衛門・宇野与三郎口述「韃靼漂流記」前掲書）三〇頁。

が失われているとする認識がみられた。
「清朝元と北狄より出ると雖も、国政の正敷事近世歴朝に勝りて、
海内よく治まる。

但し人物の陋しき事は、歴朝に斯る風俗を聞かず、往古の金元、各蒙古の類ひより出たれ共、中国に入ては中国の風に俲

どうどう

て聞えし、惟清朝のみ毛髪を剃り、韃服を着して、古へよりの中国の風を損せり、是順治帝の失ならんか」
（神沢杜口「支

那近世の事」
『翁草』巻一六七『日本随筆大成』第三期第二四巻、吉川弘文館、一九七八年）一七頁。
せんせん

し ん こ りんかん

ここ

こ

（林述齋「台湾鄭氏紀事序」
冠裳之国、倐ち変じて辮髪腥膻の俗と為り、振古淪陥之禍、斯に焉れより甚しきとなるは莫し」

たちま

（ ）林述齋「清俗紀聞序」寛政一一年（
『蕉窓文集』巻一）
。述齋は、同様の認識を他所でも繰り返す。
「嗚呼、堂堂たる礼楽・
文政一一年、原漢文）
。
みぐるしき

（ ）
「一、デレンにて交易を司る満州の役人、たゞ利欲をのみあらそひて、廉潔の風たえてなく、我邦の重役の人は元より、
じゅうてき

下々の軽き役人などにもなき卑劣なる事のみ多く、甚々見苦敷事どもなりとぞ。満州の支那を一統せし事、既に百六、七

髪紀譚後」文政九年）
（洞富雄・谷澤尚一編『東韃靼地方紀行他（東洋文庫四八四）
』平凡社、一九八八年）一七〇頁。

拾年におよびしかども、戎狄貪残の風は今に免がれざるにやといふ」（間宮林蔵述・古賀侗庵編「窮髪紀譚」（侗庵「書窮

（ ）広瀬旭荘「九桂草堂随筆」巻之二（
『続日本随筆大成二』吉川弘文館、一九七九年）一五七頁。

（ ）
『大義覚迷録』の内容は、伊東貴之（前掲論文、二〇〇八年）三─一〇頁が分析を加えている。
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（ ）古賀侗庵「書大義覚迷録後」文政六年（
『侗庵三集』巻二）
。
「世宗、好名之主。彼壱行無道。中心不無愧悔。縦令逞志戮

（ ）古賀侗庵「書大義覚迷録後」
（前掲）
。
「歴朝好名之君莫如明太祖、太祖嗜殺、殄戮臣民如刈草菅。而諸降王咸全之、殊出

不待家諭戸告、而薄海照然悉帝徳之大。為術亦巧矣。然由識者観之、明如泰鏡照肝膽耳」。

千萬言、莫非悔罪悛志・頌春貢諛之辞。曩日、怨上憤時之人、不啻頓化恭順忠赤之士、飛鴞変好音。亟刊為一書、播之天下。

一罪人、吾之過悪不可掩思、而秖豎子之成名。故陰命有司、先示生路、使之痛自怨艾、口供若干條。以至帰仁説、滔々数

78

（ ）佐藤一齋
「読日知薈説」（
『愛日楼全集』
巻四十）
。
「蓋清初之人物、
多承明季之頽。浮靡成風、苟且為俗。虚論愈高、實行愈薄。

世宗之挙正與之同」
。

慮表。蓋自古殱徐降王、以取訕笑者比々。明祖意欲矯之以博大度之名。名之所存、黽勉為之、名之所不存、恣行無忌憚。

79

（ ）もっとも、引用された『日知薈説』の一節に続けて、乾隆帝は、
「然るに必ず其の徳と功、時因に施すを見ず。而して道

致知之事。然則如帝、方之干漢唐季主併言與徳失之者。則其間奚翅什佰而千萬也」
。

又其次立言。立言不朽中之又次者也。跡是観之、帝亦不為無意於立徳也。又況洛閩之訓。致知、固係力行之前。而立言即

故其間特然不習移。而淹貫道義以立己者、指未一二屈矣。則未知帝躬践之實果如何。雖然帝之言曰、太上立徳、其次立功、

80

（ ）眞壁（前掲書、二〇〇七年）六四二─六四三頁を参照。

の言葉を植え付けて人間の核を確立し、そののちに六経語孟を与えよと説いている。

教之言を扶樹し以て人の極を立つと為し、然るのち聖賢之書〔ここでは六経語孟をいう〕を与ふべし」と述べ、道の教え

81

（ ）村山芝塢・北條氷斎編『大清三朝事略』寛政一一年刊、二巻一冊。

集』第七巻、筑摩書房、一九六九年）三二二─三二五頁。

（ ）内藤湖南（虎次郎）
「昔の満州研究」
（前掲論文）二五八頁、内藤「清朝開国期の史料」
（初出一九一二年）（
『内藤湖南全

83 82

（ ）なお、明滅亡の理由としては、学問の混乱、実用への盲目などのほかに、幕末になると皇帝たちが「下情」に通じなかっ

然則周公所膺、孔子所斥、皆其虚文、自大自私、以嚇人者、而非太公至正之道耶」
。

何福祐之隆、
偃然拠神州、
上與漢唐諸帝同南面、
其以為天耶果人耶。内夏而外夷者、詩書之大訓、春秋之明法也。而今皆廃矣乎、

（ ）柴野栗山「三朝実録採要序」文化四年（
『栗山文集』巻二、
下）五四丁表。
「夷考三世所為、
不過簡径捷直、沈毅雄断云而已。

（ ）村山芝塢・永根（北條）氷斎編同編『清三朝実録採要』文化四年刊、一六巻八冊。

86 85 84
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（

（
（
（
（

たことや多額の戦費供出なども指摘されている。
「明ノ諸帝、下情ニ通ゼザルヲ以テ、天下ヲ失ヘリ。清ハコレヲ以テ殷鑑

トナシ、順治・康煕等、皆人情ヲ主トシテ事ヲ行ヘリ」
「明ハ、哱氏、楊応龍、朝鮮ノ三乱ト、清トノ戦ニ、襍費多クシテ、

終ニ滅ビタリ。我邦ノ鑑トスベキハ、明ナリ」
（広瀬旭荘「九桂草堂随筆」巻之二、
『続日本随筆大成二』吉川弘文館、一

）
「清初ノ事、三朝事略、東華録等、回護ノ筆多ク、信ズベカラズ。唯茅瑞徵ガ東夷考〔略〕ハ、実説ト見ヘタリ」「茅瑞

九七九年）一五四、一五六頁。

徵ガ万暦三大征考〔一六二一年序〕
、東夷考〔略〕ハ、巻数少ナシト雖ドモ、有用ノ書ナリ」
（ 広 瀬 旭 荘「 九 桂 草 堂 随 筆 」
巻之二、前掲書）一五八頁。

）頼山陽「書武功紀盛後」
（
『書後併題跋』
）六二─六三頁。山陽は、趙翼が単独で史実を「細大遺さず」叙述するには無理

があり、
「論賛も亦た矯然として『本末』の比に非ず」と記す。

）
『四王合伝』文政一三（一八三〇）年刊（長澤編『和刻本明清資料集』第一集、汲古書院、一九七四年）に収録。

）長澤規矩也「和刻本明清資料集解題」
（
『和刻本明清資料集』第一集、前掲書）五頁。

）古賀侗庵「書武功紀盛後」文化一〇年（
『侗庵初集』巻九）
。
「今清の嗜殺不仁、此の如くして、富強盛大なり。古へに亘
たぐ

す

りて匹ひなし。豈に勝敗失得、惟だ人に由りて天に関せざらんや。将に澆季之世にして、人心悪に薄く、天道亦た垂盭失

常なり。然りと雖も、予、清諸主を観るに、大抵沈勇英明、臨事善断、以て故に峻暴惨酷、即ち桀と紂を浮く。其の成功

卓れて観るべきもの有り、固より偶然に非ずして致すなり」
。原文は以下のとおり。
「今清嗜殺不仁如此、而富強盛大。亘

古靡匹。豈勝敗失得、惟由人而不関天歟。将澆季之世、人心薄悪、天道亦随而垂盭失常也。雖然、予観清諸主、大抵沈勇
英明、臨事善断、以故峻暴惨酷、即浮桀與紂。其成功卓有可観、固非偶然而致也」
。

（ ）古賀侗庵「揚州十日記序」文政一二年（
『侗庵四集』巻三）
。
『和刻本明清資料集』第一集、前掲書）に収録。翻訳には松

枝茂夫訳『蜀碧・嘉定屠城紀略・揚州十日記（東洋文庫三六）
』
（平凡社、一九六五年）がある。
（ ）松村茂夫「解説」
（前掲書、一九六五年）二三七頁。

（ ）古賀侗庵の「西土」観については、前田勉「古賀侗庵の世界認識」
（前田『近世日本の儒学と兵学』ぺりかん社、一九九

六年）三九六─四二五頁。眞壁（前掲書、二〇〇七年）二四八頁以下では、侗庵の「西土」観が形成される過程も触れた。

なお、古賀家所蔵の『八家集』五冊（写本）は、遅くとも文化一四年までには檥舟齋蔵書となっている。
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（ ）
「鄭成功伝」安永三年刊（
『和刻本明清資料集』第一集、前掲書）
。なお、本稿で言及した徳川期の儒者がその後著した鄭

）なお、日中の学術比較として押さえておくべきは、明・清の史料を博渉し、校勘と考拠の史学によって明清交替期を研

年に収蔵された。この本でも、巻頭に引用書目が列挙されており、明・清を含む史料渉猟のうえで叙述したことが窺える。

究する学問は、同時代の清朝中国でもまだ行われていなかったことであろう。これについては、京都大学で教鞭をとった

内藤湖南が、大正年間の講義で行った「清朝の史学」をめぐる指摘が興味深い。「ただ清末より民国にかかて、
〔銭大昕以

来の考証派の史学とは〕別に一派の史学が起こり、明清交替の際の歴史の研究が始まつた。元来この研究は、清朝の圧迫

のために十分の材料が出なかつたのが、清末に朝廷の衰運と共に、明末の材料が多く現はれ、清朝が滅びてからは一層こ

れが盛になり、珍しい材料が発見せられるに至つた。しかしその中にはいかがはしいものもある。これはまだ纏まつた研

）林述齋「臺灣鄭氏紀事序」
（
『蕉窓文集』巻一）
。
「彼之所佚而我存之、彼之所略而我詳之、彼謬妄而我真伝焉者亦多。於

究も出来てゐない」
（内藤湖南「支那史学史」
『内藤湖南全集』第一一巻、筑摩書房、一九六九年）四一六頁。

是命彰考館総裁川口長孺、錯綜彼此、以括其事実。長孺乃採摭群藉、揀択衆説、排比鎔鋳、修以為文、毎事又著其所出、

至於彼此牴牾之處、則辨析異同、遞相考鏡、以詮註下。体裁一仿館修史書之例。既成進之、凡三巻。於是乎鄭氏三世事業、
一旦犁然、使人読之始得其詳悉、益以感激無已」
。

）塩谷宕陰「書臺灣鄭氏紀事後」文政一二年（
『宕陰賸稿』巻二）五一丁表。
「伝〔『鄭成功伝』〕は既に簡にして悉なり。

ますます

独り魯王〔朱以海〕の死を以て、成功の為すところより出ると為す。紀事〔『臺灣鄭成功紀事』
〕 乃 ち 博 証 旁 引 し て、 以 て

其の非を明かす。是に於てか成功の志、昭昭として日月を掲げて行ふなり。成功伝に従ふ、瑜瑕を蔽はず、必ず紀事の説

を有す、然るのち全璧にして瑕無きなり」
。原文は以下のとおり。
「伝既簡而悉矣。独以魯王之死、為出成功之所為。紀事

乃博証旁引、以明其非。於是乎成功之志、昭昭乎掲日月而行矣。従成功伝、瑜不蔽瑕、必有紀事之説、然後全璧而無瑕矣」
。
（ ）大庭脩（前掲書、一九六七年）一八七─一九七頁を参照。

（

（

（

（ ）この三巻本出版に先立ち、
川口緑野は「臺灣割拠志」一冊（写本）を編んでいる。昌平坂学問所には、文政五（一八二二）

た齋藤拙堂『海外異傳』一冊（嘉永三（一八五○）年刊）がある。

朝川善庵「鄭将軍成功傳碑」
（
『善庵随筆附録』
、嘉永三（一八五〇）年刊）や、山田長政・濱田彌兵衛とともに成功を論じ

成功伝には、平戸藩主だった松浦乾斎から依頼され、成功を「勇と義とを併せて而して之を有す」ものとして再評価する
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）広瀬旭荘「九桂草堂随筆」巻之二（
『続日本随筆大成二』吉川弘文館、一九七九年）一六一頁。

『宕陰存稿』巻四）一一丁表・裏。
（ ）塩谷宕陰「翻栞海国図志序」嘉永七年（

（

』
（平凡社、一九七九年）を参照。
（ ）日本語への翻訳としては朴鐘鳴訳『懲毖録（東洋文庫三五七）

）塩谷宕陰「翻栞海国図志序」
（
『宕陰存稿』巻四）
。
「予嚮者読魏黙深聖武記、以謂此魏氏之懲毖録也。道光鴉片之乱、殆

四八六─七頁を参照。

（ ）塩谷宕陰に翻刻を命じた川路聖謨自身の実利的な『海国図志』の利用については、眞壁（前掲書、二〇〇七年）四六六、
（

（

（

（
（

與朝鮮壬辰之事類。而黙深之忠慨義憤、
十倍柳成龍。於是欲述懲前毖後之意以儆世。然挙敗事近於揚謗、頗有難於立言者焉。

故首紀祖宗之豊功偉烈、
然後及武事餘記。若日今能師祖宗、
則於善後乎何有。而善後之方、
寓乎餘記。可謂立体之得宜者矣。

）
「武事餘記」のみを収録するのは、後述の『聖武記採要』以外では、『聖武記附録』四巻四冊（内容は巻一一─巻一四の

及読海国図志、則又謂此懲毖外篇也。記以省我、図志以知彼」
。

武事餘記）
、
『聖武記附録武事餘記補遺』一冊、烏有陳人（校編）である。『他山之石』五冊（刊本の巻之一・二に魏源「聖

武記摘録」を収録）や『聖武記抜萃』四巻四冊、山中信古校、安政三（一八五六）年刊では、『聖武記』巻三・五・六の「外

）鷲津毅堂「聖武記採要序」嘉永三年（
『聖武記採要』巻一）一丁表、二丁表─三丁表。
「孫子以火攻為下策、然方今防英

藩」
、巻八の「海寇民変兵変」からの抜粋も翻刻されている。

夷之術、除火攻則無可措手乎、盖時勢之変、而兵法之不可一定而論也」。
「而講武一篇、最作者之所注意、盖道光壬寅〔一

八四二年〕鴉片之変、魏源身遭遇其際、清国軍政之得失、英夷侵入之情状得之乎耳目之所及焉、是以能詳其機宜、悉其形勢、

然則海防之策、莫善於是篇也、予乃抄而付之乎梓、題日聖武記採要、以問乎世、任邊疆之責者、能熟読是篇以斟酌而用之、

則其實用或倍乎孫呉〔兵書『孫子』
『呉子』
〕矣」
。なお鷲津毅堂の自序の読み下し文は、永井荷風『下谷叢話』（岩波文庫、

）清朝中国で、
その後も編者を変えて出版され続けた『皇朝経世文編』の全体像を俯瞰するには、
近代中国研究委員会編『皇

二〇〇〇年）一一九─一二一頁に再録されている。
朝経世文編総目録』
（文海出版社有限公司、一九七二年）が有用である。

）齋藤拙堂「経世文編抄序」嘉永元年（
『拙堂文集』巻之三）九丁裏。「迄至明末、文之弊毎変愈下、当時無有豪傑之士出

力振之者、遂致潰裂四出国愈祚亦従而終矣、及満清之興、士習不変、頗能知通経学古之可尚、救時行道之可希、故其文雖
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（

）齋藤拙堂「経世文編抄序」
（前掲書）一○丁表・裏。
「此編既以経世為名、邪僻之論、游戯之作、一切不載、唯採其関於

不能賈・董・韓・欧、而亦可経世者不尠」
。
世道人心、係於社稷生民者」
。
「抄其尤切要者。但其切彼邦、而不切我邦者、文雖工不録」
。

）齋藤拙堂評語、
顧炎武「説経」日知録（
『経世文編抄』乙集、
上）一八丁裏。「亭林在清人中、以経術為経済、
其説可施用者、

不尠」
。

『経世文編抄』乙集、上）九丁表。
「亭林淹貫経史、胸羅列宿、雖一時随筆、
（ ）齋藤拙堂評語、顧炎武「雑論史事」藪中随筆（

（

111
112

（
『経世文編抄』丁集、上）一八丁表。「亭林論制度、綜核古今、親切著明、皆
（ ）齋藤拙堂評語、顧炎武「刺史守相得召見」

亦考古断今、多可施行者焉、況其尽一生之力如日知録理平書者乎」
。

113

（
『経世文編抄』丙集、上）四丁表。
「稼書論治法、分晰甚精、斟酌甚当、皆出於真知実
（ ）齋藤拙堂評語、陸隴其「治法論」

可施行、前後二條、使枋政者有稽於此、其必益於吏治矣」
。

114

（
『経世文編抄』甲集、中）一五丁表・裏。「陸稼書道学名家、平生議論厳正、択術純粋、
（ ）齋藤拙堂評語、陸隴其「功行録序」

見、其言甚有補於人之家国」
。

115

・管同「禁用洋貨議」
（
『経世文編抄』異之文集、戊集、中）二四丁裏─二五丁表。
（ ）齋藤拙堂評語、慕天顔「請開海禁疏」

如仏家地獄天堂之説、儒者極力排斥之、而国家存之弗廃、亦以其有益於愚民也」。

而今有取於感応篇功過格等、亦以其有補於世俗也、夫君子以愛民為心、以救世為務、苟有益於斯世斯民、何嫌其説鄙俗乎、

116

（

『拙堂会報』第二輯、一九三一年）一一─一五頁。なお、名古屋市蓬左文庫所蔵のこの
（ ）齋藤拙堂「制慮事宜」嘉永六年（

家、国家禁諸国之貿易、而不拒漢蘭之通商、可謂斟酌得宜歟」
。

「慕氏以開海禁為便、管氏以禁用洋貨為便、其説正相反、而管氏之説為是、然慕氏之言、亦不為無理、斟酌行之、則利於国

117

）たとえば、顧炎武と並ぶ清初三大儒の黄宗羲（梨洲、一六一〇─九五年）や王夫之（船山、一六一九─九二年）など反

六―三九八頁。

九八八年）八六頁参照。古賀侗庵・謹堂父子の対外政策については、眞壁（前掲書、二〇〇七年）三〇一―三〇八、三八

時務論の写本には、
「無名氏識す」とある。直井文子「齋藤拙堂年譜稿」（
『お茶の水女子大学人文科学紀要』第四一巻、一

118

満抗清を貫いた漢民族主義の思想家の著作については、黄宗羲「明儒学案」などを除けば、江戸期の日本での受容はほぼ
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（

）この主題にたいして、今後にむけた課題は山積している。とりわけ徂徠学以降の思想展開において清朝学術がいかに受

顧炎武に集中している。

容されたかは、より精密な検討が必要である。本稿では、主に林家の家塾や昌平坂学問所の関係する「程朱学派」儒者を

取り上げて、江戸の儒学を対象としたが、従来「折衷学派」や「考証学派」に分類された儒者についても、
「清朝考証学」

の書籍のどの側面を、いかに受容しているのかを明らかにすることが求められるであろう。とりわけ日本の「考証学派」

として括られてきた、皆川淇園、吉田篁墩、大田錦城、市野迷庵、近藤正齋、松崎慊堂、狩谷棭齋、東條一堂、海保漁村

こま

らの分析は不可欠である。また、乾隆・嘉慶期の清朝の学術についても、木下鉄矢『「清朝考証学」とその時代――清代の

思想』
（創文社、一九九六年）が夙に主張するように、文献実証一辺倒ではなく、その背後に「考察の濃やかさ」があり、
0

0

その「自由溌剌たる生身の心で、古の生身の聖人の心に共振」する、洗練された言語感覚と鋭敏な文学的直感が彼らの学

問を推進していたとするならば、その学術を受容した日本の儒者たちにとっても、この時期の漢詩文の性霊派と経史の考

一六二〇）

本論中の中国と日本の主要人物生没年表
国〉

一五六七、万暦年間一五七三

本〉

－－－－－－－－

－

林 春齋（春勝、鵞峰、一六一八 一六八〇）
荻生徂徠（一六六六 一七二八）
高瀬学山（一六六八 一七四九）
荻生北溪（一六七〇 一七五四）
太宰春台（一六八〇 一七四七）
服部南郭（一六八三 一七五九）
徳川吉宗（一六八四 一七五一）
山井崑崙（一六九〇 一七二八）
根本武夷（一六九九 一七六四）

〈日

証学のあいだに、共有された感性や美意識があったのかどうかが問われなければならない。

〈中
明
（嘉靖年間一五二二

－

－

呉廷翰（蘇原、一四九〇 一五五九）
李攀龍（于鱗、滄溟、一五一四 一五七〇）
王世貞（元美、弇州山人、一五二六 一五九〇）
郝敬（京山、楚望、一五五八 一六三九）
袁宏道（中郎、石公、一五六八 一六一〇）
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銭謙益（牧齋、一五八二
清

－

一六六四）

－

－－

－

－

－

－

－－

－－－－－－－－－

－

－－－－－－－－

－

－－－

－

一八五六）

－－－－

（順治年間一六四四 六一、康煕年間一六六二 一七二二、
雍正年間一七二三 三五、乾隆年間一七三六 九五、
嘉慶年間一七九六 一八二○、道光年間一八二一 五○）
顧炎武（亭林、一六一三 一六八二）
毛奇齢（西河、一六二三 一七一六）
鄭成功（一六二四 一六六二）
朱彛尊（竹坨、一六二九 一七〇九）
陸隴其（稼書、一六三〇 一六九二）
徐乾学（健庵、一六三一 一六九四）
万斯大（跛翁、一六三三 一六八三）
閻若璩（潜邱、一六三六 一七〇四）
陳廷敬（説巌、一六三九 一七一二）
康煕帝（聖祖、一六五四 一七二二）
雍正帝（世宗、一六七八 一七三五）
乾隆帝（高宗、一七一一 一七九九）
袁枚（随園、一七一六 一七九七）
紀昀（暁嵐、一七二四 一八〇五）
趙翼（甌北、一七二七 一八一四）
魏源（黙深、一七九四

神沢杜口（一七一〇 一七九五）
片山北海（一七二三 一七九〇）
那波魯堂（一七二七 一七八九）
井上金峨（一七三二 一七八四）
木村蒹葭堂（一七三六 一八〇二）
柴野栗山（一七三六 一八〇七）
尾藤二洲（一七四五 一八三二）
市河寛齋（一七四九 一八二〇）
古賀精里（一七五〇 一八一七）
山本北山（一七五二 一八一二）
黒沢雪堂（一七五八 一八二四）
松浦静山（一七六〇 一八四一）
大田錦城（一七六五 一八二五）
永根（北條）氷斎（一七六五 一八三八）
大窪詩仏（一七六七 一八三七）
林 述齋（一七六八 一八四一）
中井蕉園（一七六八 一八〇三）
松崎慊堂（一七七一 一八四四）
近藤正齋（一七七一 一八二九）
佐藤一齋（一七七二 一八五九）
川口緑野（一七七三 一八三五）
頼 山陽（一七八〇 一八三二）
間宮林蔵（一七八〇 一八四四）
朝川善庵（一七八一 一八四九）
篠崎小竹（一七八一 一八五一）
古賀侗庵（一七八八 一八四七）
齋藤拙堂（一七九七 一八六五）
広瀬旭荘（一八〇七 一八六三）
塩谷宕陰（一八〇九 一八六七）
鷲津毅堂（一八二五 一八八二）
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── 中世後期ドイツの継続的紛争 ──

田

口

フリードベルク城対フリードベルク市（二・完）

はじめに
一．フリードベルク城とフリードベルク市
二．国王による決定（一三世紀後半から一四世紀初め）
三．仲裁による解決の試み（一三三〇年代から一三六〇年代） 

正 樹

（以上六二巻五号）
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四．仲裁における項目訴訟手続（一三七〇年代から一三九〇年代）


五．ローマ法源の利用（一五世紀初め）
おわりに

四．仲裁における項目訴訟手続（一三七〇年代から一三九〇年代）

、ヨハン・フォン・ハイン
Deutschmeister

（以上本号）

による仲裁に服
Johann von Hain

フリードベルクのブルクマン団体と市民団体の対立は、一三七〇年代になって更に先鋭化した。
これに対して皇帝カー
ル 四 世 は、 ド イ ツ 騎 士 団 の ド イ ツ 地 区 長
するよう、両者に指示したらしい。
（１）

一 三 七 六 年 九 月 七 日 付 で、 両 者 が そ れ ぞ れ の 主 張 を 記 し て 仲 裁 人 に 提 出 し た 文 書 が 伝 わ っ て い る。 城 側 の 訴 え は

一九の箇条に分けて書かれている。それに対する市側の応答もやはり箇条に分かれており、相手方主張の各条に応答

している。城側の訴えは、文書の欠落で最初の四条が不明であるが、市側の応答から再構成すると、①市は都市参事

会に入った六人のブルクマン抜きで新たな法と命令を定めた。②市は、そのようにして定めた法を根拠に、ブルクマ

ンとその従者から穀物税
を 徴 収 し た。 ③ 市 は 六 人 抜 き で 刑 罰 や 贖 罪 金 を 定 め た。 ④ 市 は、 流 通 税 や 荷 車 税
Mahlgeld
のために城の支配下の Gärtner
［いわゆる Garten
地区の住人］を差押えた。⑤市は城の特権に反して、ゼー
Wegegeld

門 Seherpforten
前の土地［城と市の西部。ゼー門は市の北西隅で城に近接する門］を、ブルクレーンである（したがっ
てライヒとブルクマンに属する）にもかかわらず、差押えた。⑥市は、城に害になる垣と堀を建設した。これは先の

一三四九年の和解および同年のカール四世の証書に反する。⑦市は、城への通路を塞いだ。これは有事の際には市民も
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城に避難するのであるから、市民にとっても有害である。そしてこれも先の一三四九年の和解に反している。⑧市は、
e

の所に門［市の西側の門］を一つ設けたがこれも城にとって有害である。大水の時に水が城の方へ入っ
Armen Ruhe
てくる。市がこれを取り壊さないのも一三四九年の国王証書に反する。⑨市は、市の城壁と堀の外側における建築に

ついても、それを根拠づける証書を示すと約束したにもかかわらず、示していない。⑩市は、城の従属民を市民とし

て受け入れた。市の抗弁にもかかわらず、これは他の都市も行っていないような不法である。⑪市は、ある家を壊す

際に、裁判所の dipstok
も一緒に壊してしまった。しかもブルクグラーフ、アムトマン、都市参事会に入った六人のブ
ルクマンの同意なしにそれを行った。これは一三〇六年のアルブレヒト一世の文書に違反する。⑫市は、不正な人々

を、古来そうであるように裁判にかけることをしなかった。⑬市は、市民を城へ送り込んだが、それ
ungerechte lude
を引き受けることで城に損害が生じた。⑭市は、参審人を補充せず、そのため裁判が滞った。また裁判をブルクグラー

フ抜きで行ったが、これは古来の慣行と一三〇六年のアルブレヒト一世の文書に反する。⑮市はまた、ブルクグラーフ

への上訴を妨げた。⑯市は、城が有責判決した有害な人間たち schadegehaftigen luden
に安全通行権 geleide
を与えた。
しかもブルクグラーフの同意なしにそれを行った。これは古来の慣行に反する。⑰市は、先の六人の同意なしに、荷車

税と穀物税を徴収した。これは城の特権と証書に反する。⑱市側は、城側を、皇帝カール四世に訴えたが、それに対し

て城側はフランクフルトで皇帝の前へ出頭した。そこで皇帝は、両者とも、ファルケンシュタイン、ハーナウおよびフ

ランクルト市のもとを訪れて和解に努めるよう命じた。そして和解に達しない場合は、両者とも根拠となる特権状等を

持ってニュルンベルクで皇帝のもとへ出頭するよう命じ、そこで皇帝が諸侯の助言を得て決定を下すこととされた。そ

こで城側は、それに従い、前述の貴族などのもとで和解期日を持つこととし、実際城側と市側はフランクフルトに赴い

て交渉を持った。そこでは次にフリードベルクで和解期日が開かれることとなり、市側もそれを受け入れた。ところが
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市側は、皇帝のもとへ使者を送り、皇帝から文書を獲得し、皇帝の命令を得た。それによって城側は大きな損害を被っ

（２）

た。⑲市は、城内にいる城の従属民や手工業者について新しい定めをしたが、これは古来の慣行に反し城の自由を侵害
するものである。アルブレヒト一世の証書にも反する。

これに対して同日付で、市側の応答を記した文書が伝わる。同日付だが、城側の訴えの方が先に書かれて、仲裁人だ

けでなく市側にも渡されたのであろう。市側はそれに対して次のように応答するのである。①これについては、市側は

城側の非難を否定する。六人をまじえて決定したものである。これは一三〇六年の決定にも、一三四九年の和解にも反

しない。市側はその根拠として、市の諸特権、諸特権状を引いている。②市は、穀物税についても城側の非難を否定する。

これは一三五三年のカール四世の特権状により市に認められた権利であり、城側には何の権利もない。③この点でも市

は城でなく
befang

側は、やはり城側の非難をしりぞける。古来の慣行に反したことはしていない。④市側はこれも否認する。これは古来

の慣行に反するものでない。むしろ城側の主張は市の特権を害するものである。⑤問題のいわゆる
o

市に属する。このことは市の租税台帳 bedebuch
で証明できる。⑥壊れた城壁の代わりとして、ライヒのために都市を
守るべく設けたものであり、城に害となるものではない。堀も旧来のものを復元しただけで、市が先に行った誓約や市

が関係した文書に反するものでない。⑦問題の通路は、良き人々によって、城へでなく市へ向けられたのである。道の

防ぎは城に害をなすためでなく、ライヒの都市と市民の身体・財産を守るために設けたのである。これは和解文書に反

しない。⑧同門を市は古くから維持してきた。それは新市街区 vorstad
とそこの人々を守るためである。門は城を害す
るものでなく、また城に対して開放する必要もない。城側も大水に備えて橋をかければよい。これらは市の古くからの

慣習と自由に反しない。⑨証書の提示について特に期限は定めなかった。⑩正当になしうる以外の形で、ライヒのため

に都市内に市民を受け入れたことはない。⑪裁判所にも都市にも益にならなかった家を取り壊したものである。そのこ

北法62（6・106）1422

フリードベルク城対フリードベルク市（２・完）

とで裁判所にも市にも害はない。この件について、ブルクグラーフなどの同意は必要でなかった。⑫今までもこれからも、

不正な人々に対しては正当にそうしうることしかしていない。⑬これについては、市側要求文書の第一項で市の要求を

記した。城の主張はライヒの都市を害する。⑭むしろ参審人の方に不正がある。また参審人は事案を裁判所から市庁舎
o

huへ
s 持って行って決定することができる。その際、誰かアムトマンが出席することは必要でない。これは古来の慣行
と市の自由に合致する。⑮市は裁判所をライヒから得た恩恵と自由に沿って保持する。市の行動がブルクグラーフ等に

反しないことを希望する。⑯市は正当に行為した。安全通行権を与えるのは市の権利である。それによって有害な人々

を助けたわけではない。⑰荷車税、穀物税については、とりわけカール四世の特権状にもとづいて徴収しており、また

やはりカール四世の証書によれば、それについて城は何ら権利を持たない。⑱皇帝が両者に和解を命じた。皇帝は、フ

ランクフルトへ両者出頭して、そこで、ファルケンシュタイン、ハーナウ、そしてフランクフルト市の前で和解するよ

うにと命令したのであった。しかしそこで和解に達することはなかった。両者は更に二名ずつを指名して、彼らが和解

交渉を行う。両者とも、和解のために使者を皇帝のもとに送ることを約束した。諸侯にもその旨知らせたところである。

ブルクグラーフもこのことは知っていたはずである。⑲この点は何を非難されているのかわからない。

両者のやりとりの第一八項にあるように、既にこの前に、皇帝の命令による和解の試みが行われていたが、解決に達

していなかった。市側文書の第一三項にある、市側がみずからの主張を記して仲裁人と城側に渡したと思しき文書は、
その過程で作成されたものだったのであろう。

城と市の対立は、立法、課税、建築、裁判など非常に広い分野にわたっているが、両者の主張は箇条に分けてまとめ
（３）

られた。箇条に分けられた訴えとそれに対するこれも箇条ごとの応答は、ローマ・カノン法学識法訴訟手続の特徴の一

つであって、いわゆる項目訴訟（訴答）手続と呼ばれるものである。この方式は、正規の訴訟においてだけでなく、仲
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裁手続において両当事者が請求を表明し、主張をやりとりする際にも用いられた。ドイツの中ライン地方でも一四世紀
（４）

前半までには、両当事者ないし一方当事者が聖職者の場合に、教会裁判所や仲裁において、当事者が主張を箇条に分け

て表明する例が見られた。これが今や両者の紛争においても、仲裁判決の前にやりとりされているのである。仲裁とい

う方式自体、前述のように教会分野に由来する学識法的技術であったが、そこにおける行動様式も学識法化してきたわ
けである。

（６）

こ れ に 対 し て、 ヨ ハ ン・ フ ォ ン・ ハ イ ン に よ る 仲 裁 判 決 の 方 は、 約 一 年 後 の 一 三 七 七 年 八 月 付 の 証 書 で 伝 わ っ て
（５）

いる。発行地はフランクフルトである。それによれば、皇帝カール四世が両者の争いを仲裁するようヨハンに命じた。
（７）

しかし、両者合意のうえでの解決には至らなかった。それゆえ、両者の訴え、応答、両者が持ってきた証書を参照し、

諸侯、伯以下の意見も聞いて、ヨハンが決定したのであるとされている。まず、アルブレヒト一世の定めが遵守される

べきである。両者とも印章を付してその遵守を約束し、また皇帝カール四世および国王ヴェンツェルもその定めを確認
（８）

したからである。両者が以前に取り決めた一三四九年の和解も遵守されるべきである。この和解とアルブレヒト一世の

定め以後は、両者とも何ら新しい証書や自由を得ていないものと見なす。アルブレヒト一世の定めの第二項のように、

両者とも互いの裁判籍を尊重するべきである。この判決は諸侯、伯以下のもとでも意見を徴して出されたものである。

更にヨハンは両者に対して、フリードベルクにおいて三回の期日を指定している。紛争の細部はそこで解決がはかられ

るということである。以上のように、この仲裁判決は、従来の取り決めが効力を持つことを確認し、具体的な対立点に

ついては、解決を先送りするものであった。もっとも、仲裁判決が、一三〇六年の国王裁定と一三四九年の和解のみを

有効と認め、市側がその後皇帝から得ていた一三五三年や一三六六年の文書の効力を否定したことは重要である。市側

は上述のように一三五三年の文書を主張の根拠の一つとしていたのであって、この決定は、以後の争いを城側有利にす
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るものであった。

（９）

とヨハン・フォン・ミュンツェンベル
Heinrich von Dillenburg

引き続き九月から一〇月に開かれた、この三回の期日における交渉の様子を伝える公証人文書が残っている。ともに
聖職者である、ハインリヒ・フォン・ディレンブルク

ク Johann von Münzenberg
という二人の公証人が、市側の委託により、交渉内容を記録したものである。第一の期日
では、両者ともアルブレヒト一世の定めを守ることを約束したものの、定めの解釈では一致しなかった。第二の期日で

も同様であった。第三の期日でも、同様の争いに加えて、この間に新たに作られた建築物について両者の間で争われた。

これらすべてについて、市側が公証人に公証人文書の作成を要請した。以下、三回の期日に出席した証人が列挙されて
（ （

が出席しており、第三の期日にはウルリヒ四世・フォン・ハーナウ
Philipp von Falkenstein

Ulrich

いる。第一と第三の期日には、ヴェッテラウのラントフォークトというタイトルを持った、フィリップ・フォン・ファ
ルケンシュタイン

（

（

親子も出席している。あとの証人はだいたい聖職者たちであり、最後に二人の公証人が署名している。フィ
von Hanau
（ （
リップ・フォン・ファルケンシュタインと、やはりこの頃カール四世の命で紛争解決にあたっていたウルリヒ四世・フォ

（（

に、城と市の間にはなお係争点が残っていた。
（ （

二人のバウマイスター、そして名を挙げられた四人のブルクマンの合計七人が指定され、
彼らの権限などが定められた。

一三七八年二月には、城のブルクマンたちが、市との交渉のための代表者を指定している。すなわち、
ブルクグラーフ、

（（

活用するという一四世紀前半までの王権の態度が、まだ残っているのが見られる。しかし、交渉期日の結果が示すよう

解の仲介者として登場していたことから、理解できるであろう。ラントフォークト職などにあるヴェッテラウの貴族を

ン・ハーナウが出席していることは、城側および市側の文書の第一八項にあったように、この二人の貴族が以前から和

（（

この間、カール四世は、一三七八年三月にライン宮中伯ループレヒト一世をヴェッテラウのラントフォークトに任命

Ⅳ

.
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（

（

（

たのかもしれない。
（ （

このループレヒトによって一三七八年六月に仲裁判決が下されるのであるが、その前に、城と市がそれぞれ作成して

側の訴えを聞いた。全体は、やはり箇条に分かれた訴えとなっている。①六人のブルクマンが都市参事会に入り、アル

ブレヒト一世の定めにあるように、租税・債務関係以外の事項については、彼ら抜きでは決定できないことになってい

るはずである。しかし市は、彼ら抜きで新たな法、命令、刑罰、禁令を定め、また市民の出の者たちを市内の教会のポ

ストに就けた。これらすべてはアルブレヒト一世の定めに反する。②市は穀物税と荷車税をブルクマンとその従者から

と同じであり、城はそれからは特権状により免除されている。③市は［城の西部に隣接する］いわ
Ungeld

も要求したが、それは前述の六人のブルクマンの同意を得たものではない。六人の同意を得ているとしても、これらの
税は消費税

ゆる Garten
地区に住み、城に従属する Gärtner
から流通税と荷車税を要求し、そのために Gärtner
に対して差し押さ
えを行ったが、それも六人の同意を得ておらず、またそれはアルブレヒト一世の定めの第六項に反する。④市は、シュ

ルトハイスは城の裁判所で訴えを起こせないこととした。また市はシュルトハイスは参審人になれないものとしたが、

これは古来の慣行に反する。これらすべては六人の同意なしに行われた。⑤市は、シュルトハイスに裁判を強制した。

⑥クルマン・アルハイマー Kulman Alheymer
が、都市の裁判所で判決を得られなかった。⑦市は、参審人を補充せず、
裁判を都市参事会のもとへ持ち込み、ライヒのアムトマンの関与なしに裁判した。これについても六人の同意はない。

アルブレヒト一世の定めにあるとおり、六人の同意が必要なはずであり、その侵害に対しては罰金 pene
が支払われる
はずである。⑧市は、ライヒのアムトマンの関与なしに高額の贖罪金を取り、しかもそれをアムトマンに送らなかっ
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（

（（

し、
市に服従を命令した。皇帝は同年五月にも、再度市にループレヒトに従うよう命令している。市側からの抵抗があっ

（（

相手とループレヒトに渡した文書が伝わっている。城側の文書によれば、ループレヒトは、オッペンハイムにおいて城

（（

説
論
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た。これは慣行に反する。⑨市は、ブルクグラーフの同意なく、街道強盗に安全通行権を与えた。城が有罪判決した者

に安全通行権を与えることは、城を害するものである。⑩市は、六人の同意なしに、城の証書、特権、自由を侵害した。

これはアルブレヒト一世の定めに反する。⑪市は不正な人々を裁判にかけなかった。⑫市は、ゼー門前のブルクレーン

を差し押さえた。⑬古来より、城に不利になるような建物は建ててはならないことになっている。したがって聖カタリ

ナ教会の塔は取り壊されるべきである。皇帝ルートヴィヒ四世の一三三二年の証書にもあるように。⑭更に市は、新し

く囲い blanken
を建てたがこれも取り壊されるべきである。建築について、市は、以前［一三四九年］に城と和解を結
び、証書を渡した。そこで市は、アルブレヒト一世の定めを守り、城に害となる建物は建てないことを約束した。これ

についてはカール四世も証書を出した［一三四九年］
。にもかかわらず市は再び建築をしたので、城は古来の慣行と上

述の証書により取り壊しを求める。⑮取り壊されるべき建築物としては、 Armen Ruwe
近 く の 門、 お よ び シ ュ ピ タ ー

ル橋 spitalbruecken
近くの門と囲い blanken
がある。これらは城に害がある。特に大水の際に危険である。⑯更に、い
くつかの、城に害となる建造物が撤去されるべきである。⑰また市は、古来の慣行および皇帝ルートヴィヒ四世の証書

［一三三二年の決定］に従ったやり方で参審人を選んでいない。⑱市は、城に住む城の従者の権利を侵害している。こ
れは、アルブレヒト一世の定めの第八項およびカール四世の特権状に反する。
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城側は、やはり立法、租税、建築、裁判などの幅広い分野で市側の不法を指摘しているが、内容は先の一三七六年の
（ （

訴えと重なるところが多く、ヨハン・フォン・ハインによる仲裁判決が問題の解決にならなかったことがわかる。

人抜きで、ラントフリーデや都市同盟の締結などさまざまな問題を扱ってきた。市側も、その行動について、アルブレ

れはただ六人が都市参事会に入るべしと言っているだけである。彼らの同意が決定に必要とは言っていない。今まで六

これに対する市側の応答は、一部だけしか伝存しない。①アルブレヒト一世の定めはそのようには解釈できない。そ

（（

ヒト一世の定めを根拠にしうるのである。②市はライヒの許可なく穀物税や荷車税を徴収したことはない。これは古来

の慣行と皇帝・国王の特権に合致している。しかもこれらの特権によれば穀物税と荷車税は市のみに属する。これも古

来よりの慣行である。これらの金額なしには都市の債務が償却できず、城壁、建物、橋、道路などが維持できない。③

から古来の慣行以外の流通税や荷車税を徴収してはいない。城の主張は市の特権に反する。⑧については、市は、
Gärtner
古来の慣行以上の新しい贖罪金を取ってはいない。⑩については、ライヒから市にさまざまな特権が与えられており、

それらはアルブレヒト一世の定めに反しない。市側の応答の文書は、ここで中断しており、以下は残っていない。市側

（ （

は、城側の主張のうち、少なくとも④から⑦、および⑨については、反論しなかったようである。

（

（

彼の決定に服従することを約束した。ループレヒトは両者の主張を聞き、出された証書を見て、結局両者の同意を得

皇帝カール四世がループレヒトに、両者の言い分を聞き決定するよう命じた。両当事者とも争いをループレヒトに預け、

こうした主張を受けて、一三七八年六月、ライン宮中伯ループレヒト一世が仲裁判決を下した。
①両者の争いについて、

（（

約 を な す べ き で あ る。 ⑦ 裁 判 所 役 人

とその従者は、税と奉仕から免除される。⑧ブルクグラーフと参審人が一
gebutel

⑤ゼー門のかんぬきをかける者も、同様に誓約すべきである。⑥市に新たに居住する者は、それまでの市民と同様の誓

果実については穀物税を支払うべきである。③外ウーザー門 ussersten Userporten
［市の北東隅の城に近接した門］の
門番は、自由に通行させることを城と市に誓約すべきである。④市は、新市街区の防備のために城壁と門を建設してよい。

地区にある資産の果実については穀物税を免除されるが、彼らが市内と新市街区
Garten

であれ都市にあるものであれ、その資産の果実について穀物税を払う必要はない。ブルクマンの従者と Gärtner
も城と
に有する資産からの
Vorstadt

て、以下のように決定した。つまり最終的には、 recht
による（＝両当事者の同意を得ない）決定ではなく minne
によ
る（＝両当事者の同意を得たうえでの）決定になったわけである。②穀物税については、ブルクマンは、城にあるもの

（（

説
論
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人の裁判所書記を任命する。書記は裁判所で扱われた事柄を台帳に記録する。台帳は二つの鍵で管理され、一つはブル

クグラーフないしその代理たるシュルトハイスが、もう一つは参審人の一人が持つ。今後二年はこの体制を続ける。そ

の後はブルクグラーフと参審人で良いように定めることとする。⑨荷車税については、ブルクマンはこれを払わなくて

よい。ブルクマンの従者と Gärtner
も同様である。ただし彼らが報酬を得て、または購買した商人財を運ぶ場合は、荷
車税を支払うべきである。⑩市民の受け入れについては、ブルクマンは今後三年は市民を城に受け入れないこととする。

⑪いわゆる Bifang
については、カッツェンエルンボーゲン伯ヴィルヘルムが実地を調査して、
ループレヒトに報告する。
それにもとづいてループレヒトが決定する。⑫六人のブルクマンは都市参事会に入り、市は、租税・債務に関する事項

を除いては、何事も彼ら抜きで決めてはならない。本来アルブレヒト一世の証書にあったように。しかし市は緊急の場合、

と呼ばれる流通税
halpgelt

彼らの関与なしに、諸侯などに使者を送ったりしてもよい。また書記・従者・門番などの任命、
都市の定期金などの設定、

封の授与、病院の設置、戦争、城に害にならない建築などを六人抜きでやってもよい。⑬

の四分の一は城に、四分の一は市に帰属する。残る二分の一はフォン・カルベン Von Karben
の取り分である。⑭ブル
クマンが納税義務のある家を市内で購入した場合は、やはり市への納税義務がある。⑮両当事者は、すべての争点につ

いて和解した。⑯両者とも、アルブレヒト一世の定めを守るべきである。⑰ヨハン・フォン・ハインの成立させた和解

も遵守されるべきである。⑱最後に、両当事者も以上の内容が両者同意によるものであることを宣
sune und richtunge
言する。

以上のように、このときの決定は、市による課税の範囲、建築、市内の参審人裁判所の体制、都市参事会に入る六人

のブルクマンの同意と市側の行動の自由との関係などについて、この時点で両当事者が折り合える内容をまとめたもの

となっている。しかし、両者が合意できなかった争点は、未解決のまま次の国王ヴェンツェルの治世にも残ることになっ
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姿を現さない。一方、この頃、マインツ大司教アードルフは、国王ヴェンツェルと良好な関係にあった。

（

で、ナッサウ伯ループレヒトがヴェッテラウのラントフォークトの職にあったが、彼はこの時期の両者の紛争解決には

（

決するよう委任した。国王は、大司教アードルフにも同様に書き送った、と述べている。一三八一年から一三九〇年ま

（

一世に対して、マインツ大司教アードルフとともに、または単独で、城側と市側の両者を呼んで主張を聞き、紛争を解

国王ヴェンツェルは、一三八五年一一月、ベーメン（ボヘミア）のカールシュタインからライン宮中伯ループレヒト

（（

（（

は、フリードベルクにおける最高の役職であり裁判官であるブルクグラーフの権限を侵害した。③市側は、やはり六人

市参事会は、裁判上の決定に際して、六人のブルクマンの意見も、ブルクグラーフの意見も聞かなかった。都市参事会

側はこうした経過を改めて知らせるものである。②市側は、城の裁判所で得られた判決を一年以上実現しなかった。都

守されるべきことが定められた。ここで城側はまた、一三七八年六月のループレヒトの決定の第一二項を繰り返す。城

ル四世の意を受けた決定により、ヨハン・フォン・ハインの決定が効力を保つべきこと、および一三〇六年の決定が遵

の決定により一三〇六年の決定の遵守が改めて定められたことを述べる。更にライン宮中伯ループレヒトの、皇帝カー

会に入る六人のブルクマンについての条項を引用し、その後この点について争いがあったが、ヨハン・フォン・ハイン

［一三四九年五月の和解証書］でその遵守を約束したところである。ここで城側は一三〇六年の決定のうち、都市参事

市の関係については、アルブレヒト一世が定めて証書化した和解 sune
があり、それはその後の皇帝・国王たちによっ
ても確認され、城が得た証書と特権状でもその効力がうたわれており、市側もフランクフルト市も印章を付した文書

中伯ループレヒト一世の二人にあてられている。やはり二〇数項目にわたって、城側の要求が展開されている。①城と

一三八六年七月一四日の日付で、城側の主張が伝わっている。文書は、上述のマインツ大司教アードルフとライン宮

（（

説
論
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のブルクマンの同意なしに、都市同盟に加わった。④市側は、やはり六人の同意なく、罰金と贖罪金を徴収したが、こ

れは城、ブルクグラーフ、そのシュルトハイスの権利を侵害するものである。⑤市側は、六人の同意なく、ある市外の

者を捕らえ、拷問し gemartelt
、贖罪金を取ったが、これはやはりブルクグラーフの権利を害するものである。⑥市側
はまた、裁判でフリードベルクから追放された者たちを、六人やアムトマンの同意なく、また裁判によるのでもなく、

の関与なしに、市内で人々を逮捕した。⑨市側はまた、捕らえた人々
gerichtes knechte

再び市内に受け入れた。⑦市側はまた、六人やブルクグラーフの同意なく、また裁判によるのでもなく、人々を追放し
た。⑧市側はまた、裁判所廷吏

を拷問したうえで marteln und foltern
また釈放したが、それらをフリードベルクにおける最高の裁判官であるブルク
グラーフにも知らせず、裁判所廷吏をも関与させずに、行った。⑩市側はまた、拘束した人々から、裁判によらずに債

務を取り立てた。⑪市側はまた、市民に対する訴えにおいてマインツ大司教の教会裁判所で応訴しないという誓約をさ

せたが、やはりそれを六人の関知しないところで行った。⑫市側はまた、非行を働いたユダヤ人と市民を、六人とブル

クグラーフの関与なく、逮捕し、拷問し、後にユダヤ人を釈放した。ブルクグラーフはユダヤ人に対しても権限を有す

るにもかかわらず、そのようにしたのである。⑬市側は、カール四世の証書によって免除されているはずであるのに、

ブルクマンの一部から、穀物税、荷車税、流通税を徴収した。⑭市側はまた、ブルクマンの従者を裁判なしに市内で捕

らえ、市庁舎 rathus
に拘留していまだに釈放しない。⑮市側はまた、城に属するはずの水流を断ち切った。⑯市側は
また、裁判なしに、ゼー門とそこの堤防の前で差し押さえを行ったが、その付近はライヒのアイゲンとブルクレーンと

で建築し堀を掘った。これは城にとって有害であり、城側は撤去を要求し
Armen Ruwe

して城に属するはずである。⑰市民たちはまた、 Garten
にある彼らの財産について、城への奉仕を行わなかった。こ
こで城側は一三〇六年の決定の第六項を繰り返している。これに反しており不法であるというのである。⑱市側はまた、
ライヒと城のアイゲンである
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たが、市側は文書で定めたにもかかわらず、それを実行しなかった。その文書［一三四九年五月の和解文書］にはフラ

ンクフルト市も印章を付しており、この件について城側はまたカール四世の文書［一三四九年六月の国王証書］も持っ

ている。⑲市側はまた、ブルクマンが市外に持つ従属民をいわゆる市外市民として受け入れ、彼らの裁判籍を都市に置

こうとした。⑳市側はまた、ブルクグラーフとその裁判に服従しようとしない市民を市に受け入れた。これはループレ

ヒトの決定文書［一三七八年六月の文書］に反する。市側はまた、ゼー門を閉じ、それによって城の Gärtner
や馬の
往来を妨げた。市側はまた、皇帝カール四世の証書によればブルクグラーフに属するはずの安全通行権を侵奪した。

市側はまた、非行事案について、裁判所廷吏を関与させようとしなかった。特に、市側は、ライヒの裁判所に、裁

判役人 budele
を任命したが、裁判所にシュルトハイスや裁判所廷吏を任命するのはブルクグラーフの権限である。こ
の件について市側は城を都市同盟に訴え、都市同盟は、添付した写しを城に送ってきた。それに対して城側も、［一三〇六

年の］国王アルブレヒトの文書にあるように、六人のブルクマンは不法を国王に報告すべきはずである、と反論した。

また、城は都市同盟のもとで聴取されるべきでなく、城も市もライヒの前で聴取されるべきである、とも反論した。城
側はこの不法を知らせるものである。

以上のように、城側の主張は、裁判権の行使にかかわる問題を中心に多岐にわたっているが、都市参事会に入る六人

のブルクマンの関与の程度、都市による課税、都市による建築と門の開閉など一三七〇年代にも争われていた問題分野

について、なお対立が続いていたことがうかがわれる。城側は、一三〇六年の国王アルブレヒト一世の決定を初めとす

る従来の経過を詳しく述べ、それらを記した証書等に単に言及するだけでなく、一部はそのまま引用して論拠として用

いている。この時点で城側は、過去の文書の文言をより直接的に利用するようになってきているのである。また、城側

が、市が都市同盟に加入したことや、市が城を都市同盟に訴えたことをも非難している点は、この時期の、シュヴァー
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（ （

（

（

ベンおよびラインの都市同盟と諸侯・貴族との間の緊張の高まりを反映するものと言えよう。

（（

（ （

かがわれる。しかし両当事者は、この問題に関して一致しなかった。それに対してループレヒトは、両者が一致しない

側の要求のうちの裁判所役人 gebutel
についての一箇条のために出頭した、と述べた。市側は、城側の訴えに全面的に
応答することは避けたわけである。上述の城側の主張文書からしても、この問題が当時とりわけ争われていたことはう

日に出席しなかった。ループレヒトの証書は簡単に手続の進行を描いているが、両当事者が出頭した際に、市側は、城

レヒトとアードルフは、七月一七日、ハイデルベルクに期日を設定して両当事者を召喚した。ただしアードルフは、期

この後の対立の展開であるが、同年七月一九日付のループレヒト一世の証書によれば、国王の委任を受けて、ループ

（（

（

（

ので決定を下すことができないと述べて、決着を断念している。前述の一三七八年六月の決定と同様に、両者合意のう
えでの解決がここでもめざされているのである。

（ （

人（両者とも二人ずつ指定し、かつそれぞれ同じ二人を指名するが、この最後の二人は合わせて一人と見なされるので、

翌一三八七年五月には、両者の争いについて更に決定が下された。市側が出した証書の第一項によれば、両者は仲裁

（（

支払われるべき手数料の額についての詳しい定め。また、市外から販売するための物資を運び入れた際に、支払われる

月の決定文書］にあるように、裁判所役人とその従者は税と奉仕から免れる。④差押等の際に裁判所役人とその従者に

拷問の際にはブルクグラーフかシュルトハイスが立ち会い、裁判所役人も助ける。ループレヒトの文書［一三七八年六

は大略以下のとおりである。②裁判所役人 Budel
の任命方法。ブルクグラーフ、参審人、六人のブルクマンなどがそれ
ぞれいかに関与すべきか。また任命された裁判所役人がなすべき誓約。③処刑人を呼んだときの費用は市側が負担する。

数としては五人による決定ということになる）を指定し、彼らが両者の同意のもとに決定したのであった。決定の内容

（（

べき税についての詳しい定め。⑤都市の参審人裁判所には書記が一人置かれることとされ、彼が裁判所における決定を
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（（

記録する。その記録簿は二つの鍵で閉じられ、ブルクグラーフないしシュルトハイスが一つ、参審人がもう一つの鍵を

持つ。書記に支払われるべき手数料についての定め。⑥書記の決定について。ブルクグラーフと参審人一人が誰が書記

になるかを決める。一致しない場合は、ブルクグラーフがもう一人参審人を選び、参審人側も都市参事会に入っている

、最も多くの目
werffin mit dryn worfeln

meistin

六人のブルクマンの中から一人を選び、この四人（ブルクグラーフ、ブルクマン一人、参審人二人）が決定する。彼ら
の多数が一致できない場合は、彼らがそれぞれ三個のサイコロを振り

を出した者が決する。⑦都市の参審人裁判所における結審と判決言い渡しの方法について。非行の裁判について
augen
は、ブルクグラーフまたはシュルトハイスの出席が必要である。⑧ブルクマンと市民が互いを敵としてフェーデ行為を

始めた場合には、ブルクグラーフと市長が停止を命じ、当事者は命令に従うべきこと。⑨市も城も、互いの敵に安全通
行権や保護を与えてはならない。

このように、決定は、都市内の参審人裁判所の構成とそこでの裁判権行使の態様について、両者の合意の結果を詳細

に記すものとなっている。前述の城側の要求と市側の対応からは、当時、裁判の問題がとりわけ激しく争われていたと
思われるが、この点について、とりあえず折り合いが付けられたのであった。

（ （

か ら、 ブ ル ク マ ン と そ の 従 属 民 お よ び 城 の
Beraun

しかし、他の争点は未解決であったから、対立はその後も続いた。
一 三 八 八 年 一 〇 月、 国 王 ヴ ェ ン ツ ェ ル は ベ ー メ ン の ベ ラ ウ ン

（

（

が、従来同様の諸権利と諸自由を享受するべきことを確認し、特に市側に対してその侵害を禁止した。ヴェン
Gärtner
ツェルはまた、同日付の文書で、マインツ大司教アードルフに、期日を設定して、城と市の両者の訴えと応答等を聴取

（（

（

（

し、両当事者の同意を得て、あるいは同意なしに、争いを決定するよう命令した。大司教アードルフ自身、当時国王宮

（（

廷に滞在しており、おそらく国王は大司教とも協議したうえで、彼を仲裁裁判官として指定したものと思われる。当時、

（（

説
論
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（

（

ライン宮中伯ループレヒト一世が、はっきりと諸侯・貴族の同盟の側に立っていたのに対して、大司教アードルフは中

（

（

（

わる。文書は、国王ヴェンツェルが城と市の争いに関してマインツ大司教アードルフを仲裁裁判官として指定したこと

（

これを受けて、一三八八年一一月六日付で、城側から市に対する訴えの箇条を、マインツ大司教に知らせた文書が伝

と思われる。

立的な立場を維持していた。今回の仲裁人指定がアードルフのみであることは、このような状況とも関係していたもの

（（

（

（（

（

（

（

（ （

の応答が伝わる。城側の応答は明示的にマインツ大司教アードルフにあてられており、城側はエルトヴィルで大司教の

（

主張を行っている。更に、一月二八日付で、先の城側の訴えに対する市側の応答、および先の市側の訴えに対する城側

（

の定めや一三七八年のライン宮中伯ループレヒトの仲裁を引照し、また非行を犯したブルクマンの名前を個別に挙げて

わたって、城側の略奪・暴行・市民の不当逮捕、いわゆる Bifang
地区の帰属、市による課税に対する城側の不当な抵抗、
市からの逃亡者の城への受け入れ、などについて要求を展開しているが、その際、一三〇六年の国王アルブレヒト一世

ルがマインツ大司教アードルフに命令を出した時点での、市側の要求を記したものとされている。市側は、二五項目に

それに対して、一三八九年一月一四日付で市側から城に対しての訴えを記した文書が伝わる。文書は、
国王ヴェンツェ

（（

れまでの特権状や和解文書を逐一引用しつつ、主張を展開している。

する部分が多く、課税、建築、門の開閉など幅広い問題が、この間未解決であったことがわかる。城側は、やはり、こ

を冒頭で確認したうえで、二九項目にわたって、城側の訴えを列挙する。内容は、一三八六年七月の城側の主張と重複

（（

（

（

論を展開しており、項目訴訟的なやりとりはここで更に深化している。しかし、この後、一三九〇年二月に大司教アー
（（

ドルフが死去し、仲裁の手続は停止したものと思われる。
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（（

前で文書の通り陳述したとされている。これらの文書では、城も市も互いに相手の要求箇条に対して逐条的に詳しく反

（（

（（

（ （

そこで国王ヴェンツェルは、一三九一年一月に、城に対して、ライン宮中伯ループレヒト二世に決定権をゆだねたこ

（ （

関する箇所をループレヒトに書き換えた小片が付された写しが伝わっている。

（

（

側は、ループレヒトに対して、先の一三八九年一月一四日の訴えを繰り返したらしい。先の文書の大司教アードルフに

とを知らせ、ループレヒトが設定する期日に市側とともに出頭して、彼の判決に服するよう命令している。この後、市

（（

（

（

（

一三九二年三月には、再び市側から城に対する六項目の訴えを記した文書が出されており、同じ頃、城側から市側

（（

（（

（

、ヘルマン・フォン・カルベン
Johann von Linden

に対する六項目の訴えを記した文書も伝わる。これ以前に両者は、フリードリヒ・フォン・リスベルク
Friedrich
von
の三人
Hermann von Karben
、ヨハン・フォン・リンデン
Lissberg

（（

（ （

どについて城側を非難した。一方城側は、六人のブルクマンの権限、穀物税・荷車税の課税、安全通行権、市の参審人

を仲裁人とすることで合意したようである。市側は、 Bifang
や税の問題につき前述の一三八九年一月の要求をくり返
した他、課税案件に関する六人のブルクマンの権限、市民としての誓約、市民の城への受け入れ、城の裁判所の管轄な

（（

（

（

裁判所の運営などについて、市側を非難した。更に、城側の訴えに対する市側の応答、および市側の訴えに対する城側

（（

（ （

（（

（

（

（（

（

（

一三九五年六月には、上記のリスベルク、リンデン、カルベンの三人の仲裁人により、仲裁判決が下された。上の

（（

な紛争停止を目的とした内容の和解だったのではないかと思われる。

ルン Bettlern
で、両者が八年の期間で結んだ和解を確認した。和解は文書化されたようであるが、伝わっていない。
（ （
ただし、この八年の間に、国王が和解を撤回・破棄する権利が留保されている。八年の期限付きということは、暫定的

（（

この後、両者の間では、いったん合意が成立したらしい。一三九四年五月、国王ヴェンツェルはベーメンのベットレ

反駁している。

の応答が伝わる。いずれも、先の三人による仲裁の枠内で出されたものであり、やはり相手方の主張に対して逐条的に

（（

説
論
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一三九二年の両者の訴えと応答が、この三人による仲裁の枠内で提出されたものであったことを考えると、かなり長く

時間がかかってようやく仲裁判決に至ったものである。判決は、この間の両者の応答や文書提出などの経過を述べた後、
市側の訴え項目の順序に従って、その決定を述べている。
（ （

両者の間では更に歩み寄りが見られた。この後一三九五年七月三〇日、城は市に対して、年四〇〇グルデンの支払い

（

（

側が一定の譲歩を行ったことになる。一方、同日付の証書で、市は、両者の争いの解決を今後一〇年、一四〇五年九月

と引き替えに、一〇年間ワインとビールから税を徴収することを認めている。争われ続けていた課税問題について、城

（（

（

、ヴァルター・シュヴァルツェンベルガー
Fribel Engel

Walter

という二人の市民が武装して城に侵入した件について、城と市の間で争いとなり、両者がそれぞれ
Schwarzenberger
（ （
主張を国王に伝えた。国王は、ブルクグラーフとこの二人の市民を宮廷に召喚したが、出頭は実現しなかった。そこで

を出している。それによると、フリーベル・エンゲル

（

城と市の間では、なおも争いが絶えなかった。一三九九年五月、国王ヴェンツェルはプラハで、市側にあてて文書

いうかなり長期の期間がとられていることを考えると、先延ばしの感が強い決定である。

する税の問題についてのみ妥協して、あとは時間をかけて交渉しようということであろうと思われる。しかし一〇年と

までの間に達成することに同意している。まず今年、三回の期日を設けることが予定されている。とりあえず、急を要

（（

（

（

国王は、シュヴァルツブルク伯ギュンターをこの件についての仲裁裁判官として指定し、彼の決定に従うよう市に命令

（（

した。この時期、市側は都市の書記を国王宮廷に送っており、おそらく市側が働きかけて、この仲裁裁判官指定を国王
（ （

（（

（

（

フリードベルク市の質入れが、この時期もなお継続しているからであろう。しかし、シュヴァルツブルク伯がどのよう
（（

な決定を下したかは不明である。一三九九年八月にも、国王ヴェンツェルはプラハで、市と城に、マインツ大司教ヨハ
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（（

から得たものと思われる。シュヴァルツブルク伯が仲裁裁判官として指定されているのは、シュヴァルツブルク伯への

（（

（

（

（

（

裁判決についても、何も知られていない。

（（

よって、シュヴァルツブルク伯やマインツ大司教による仲裁も中断したのであろうと思われる。
（

（

（ （

この後、新しい国王ループレヒトみずからによる仲裁が試みられることになる。ベーメンの貴族反対派の存在などの
（ （

ために、ベーメンから外へ出て来られないことが多かったヴェンツェルに対して、彼を廃位して国王に選ばれたループ

（（

（

（

（（

（

（（

まず、一四〇三年一二月一一日付で、市から城への訴えが伝わる。訴えは二三項目にわたっているが、第二三項によ

五．ローマ法源の利用（一五世紀初め）
（ （

況において、国王自身による紛争解決が試みられることとなったのである。

であるシュヴァルツブルク伯に税を支払うのを禁止し、国王在世中は彼に税を支払うよう、命じている。このような状

（

デンシュタイン Hermann von Rodenstein
が、かなり活発に活動していることが知られる。国王自身、一四〇〇年一〇
（ （
月にフリードベルクに滞在し、市と城のために諸特権を確認しており、加えて一四〇四年には、市に対して、質受け主
（（

れる。彼の治世の特に前半には、ヴェッテラウのラントフォークトとして任命された、彼の腹心のヘルマン・フォン・ロー

レヒトは、一般に紛争解決の分野などでより積極的な統治を試みた。ヴェッテラウに関しても、そのような姿勢が見ら

（（

（（
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（ （

ンが争いを決定するまで平和を保つよう、命令している。このときには争いは、建築その他についてのものと形容され

（（

ている。証書によれば、国王は、紛争を仲裁人として minne
または recht
により決定するよう、ヨハンに全権を与えた。
（ （
ただし、以前に、シュヴァルツブルク伯ギュンターに解決委任していた部分は除くとしている。大司教ヨハンによる仲

（（

しかしこの後、帝国内では、一四〇〇年八月に国王ヴェンツェルの廃位という大きな事件が起きる。おそらくそれに

（（

（（

説
論
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れば、既に一四〇二年八月一一日に、ハイデルベルクの国王ループレヒトの前で期日が設定され、そこで城側の代理人

（ （

二人が市側を非難していた。今回の市からの訴えの大半は、一三九〇年代から一四〇二年までのブルクマンの個別具体
的な非行に対する非難で占められている。

これに対して、一二月二一日付で、城から市への訴えを記した文書が残る。国王ループレヒトに提出されたものであ

る。①まず一三四九年の和解と一三四九年の両者の合意（城に害となる建築物の撤去）を宣言したカール四世の証書を

全文引用する。②更に一三七七年のヨハン・フォン・ハインの仲裁判決の第四項（一三四九年の和解の効力を確認）、

一三七八年のライン宮中伯ループレヒトの仲裁判決第一七項（ヨハン・フォン・ハインの仲裁判決の効力を確認）、同

じくループレヒトの仲裁判決第三、四、五、一二項（門の自由通行、門の建設、六人と都市参事会の関係）を引用する。

③これらすべてが国王ループレヒトにより確認されている、として前述の一四〇〇年の国王証書を引用する。④以上の

証書からして、市が建設した教会の二つの塔は違法である。市は教皇とマインツ大司教の許可を受けたと言っているが

認められない。⑤同様に市内の別の塔も取り壊されるべきである。⑥同様に、
これまでの証書によれば、
市が
［市の南の］

マインツ門 Mainzer Tor
前に設けた城壁と塔は取り壊されるべきである。⑦新市街区 Vorstadt
の城壁も取り壊される
べきである。これまで、城一つ、市一つであった。⑧城側は本来、市内への自由な通行路を持っていたはずであるが、

今や市側によって妨げられている。⑨市側は、都市同盟に加入して、ライヒに属する選挙侯であるライン宮中伯ループ

レヒトに敵対したが、それを都市参事会にいる六人のブルクマンの同意なしに行った。⑩市は以上のような行動をやめ

ていない。⑪市側は上述の証書や和解に反する行為を続けている。⑫城と市の争いについては既に故皇帝カール
〔四世〕

を持ち出すのであれば、それを理解できない城側はそれを望まない。
keiserlichen rechten

のもとで和解が成立したところであるが、その文書によれば市によるそうした建築は城に害となるものとされている。
⑬それに対して市側が皇帝法
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（（

（

（

むしろ皇帝の和解証書が有効であるべきである。⑭更に、根拠文書として、一三七六年六月に皇帝カール四世が城側に

（

（

を得ずに人々を逮捕し、尋問し、拷問しているが、これは和解証書の条項に違反している（一三八七年五月の和解文書

いない。城側が既に国王ヴェンツェルのもとでも訴えたとおり、市側の建築は不法な拡張である。⑯市側は城側の了解

従来の諸特権を確認した特権状の一部を引く。⑮市側は建築を古来のものと主張するが、従来の特権状でも認められて

（（

（ （

来者にとってもむしろ害になっているが、にもかかわらず市側は荷車税を徴収しようとしている。⑳市側は夜間に武装

判所に訴えた。⑱市側が市内および市外に設けた道路についても、城側は請求する。⑲これら道路は、城にとっても外

が引用される）。⑰市側は、市民に債務を負った城の従属民を、本来の裁判官であるブルクグラーフではなく、別の裁

（（

中心に、市側への非難が、展開されている。
（ （

その損害についてもやはり市側に請求する。前述のように、既にヴェンツェル治世末期に争点化していた建築の問題を

は既に国王ヴェンツェルのもとでもなしたところであるが、何ら解決しなかった。それによって城側は損害を被ったが、

証書によれば六人のブルクマンは万事について立ち会うことになっているのだから、これは不当である。以上の要求

に入っている六人のブルクマンも、参審人が就任にあたってする宣誓について関知していないが、国王アルブレヒトの

が、その後も実行されていない。市内の参審人による裁判が十分に行われていない。ブルクグラーフも都市参事会

して城の橋を襲撃したが、これは引用された国王アルブレヒトの証書に反する。城側は証書を遵守するよう申し入れた

（（

側はこれらの文書をずっと持ち出してこなかった。四六年以上の間持ち出さなかった。そうした沈黙により、これらの

側はローマ法を論拠として持ち出す姿勢を見せていたようであるが、ここでそれが全面展開されているのである。①城

を記している点で興味深い。前述の城側の主張の第一三項にあるように、今回の争いでは既にこの時点よりも前に、市

一四〇四年一月一七日付で、これに対する市の応答が伝わる。この文書は、大量にローマ法源を引きつつ、市の反論

（（

説
論

北法62（6・124）1440

フリードベルク城対フリードベルク市（２・完）

（

（ （

（ （

（

け入れるつもりであったが、しかし城側が仲裁に同意しなかった。教会は、教皇、国王、マインツ大司教の保護のもと

国王の前で城側と交渉する用意があった。その後、マインツ大司教ヨハンによる仲裁の試みがあった。市側はこれを受

るものでない。これに対して、城側は、一三九九年に至るまで異を唱えなかった。その当時、市側としては、この件で

である。④市はずっと昔から教区教会を建設してきた。そして二〇年以上前に二つの塔を建設した。これは城の害とな

（

しろ城側がそれらに違反していることは、市が既に主張したとおりである。③市の諸特権は侵害されてはならないはず

負わないものと考える。国王アルブレヒトの定めおよびライン宮中伯ループレヒトの定めを、市側は遵守している。む

がヨハン・フォン・ハインのもとでの和解を遵守していないと主張しているが、これに対しては市としては応答の責を

である皇帝を根拠として呼び出しうる。つまりそれは、書かれた皇帝法から明らかなところである。②まず、城側は市

（

らの文書を根拠に、城に害になる建物は建てられないと主張しているが、その判断には従えない。むしろ最高の裁判官

証書は効力を失ったことになる。そのことは書かれた皇帝法（＝ローマ法）によっても証明できる。また城側は、これ

（（

（（

（

（

に違反することでもない。この点については、皇帝カール四世の文書にもかかわらず、書かれた皇帝法を根拠とするこ

で六〇年以上にわたって既に行われてきた。これに対して城側は何ら異議を唱えてこなかった。またそれは和解文書等

である。⑥マインツ門の前の部分を市が城壁を築いて囲んできたことは、正当になされたところであり、一四〇二年ま

⑤これについても市としては関知しないところである。もし城側が実力で塔を破壊し撤去したのであれば、それは違法

にある。これを侵害するような証書は、教会法と皇帝法に照らして無効である。また市による塔の建設も違法ではない。

（（

（

（（

る義務はない。この点、やはり根拠法文をあげうる。⑦塔の建設は理由のあることである。交易などにとって有益なの

（

とができる。また城側は、建築が城にとって有害であると主張するかもしれないが、市としてはそうした主張を認容す

（（

である。ブルクマンも城壁や門を行き来できる。これらは城に有害ではない。従来の和解や約束にも反しない。書かれ
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（（

（

（

（

（（

（

（

このことは教会法からも言える。城側は本来、市に対して自由な入口を持っていなかった。◯また、市側は、助言にし

（（

（

（

なるものではないし、この件で市側は和解文書に反することもしていない。城側は一二年以上、反論もせずにきたので

たがって塔を建て替えたものである。また塔は城と市の間ではなく、市の別の側に立っているのである。塔は城に害と

7a

（

（

ある。塔の建築が合法であることは書かれた皇帝法によって証明できる。この件に関する城側の認識は法的効力を持た

（（

（

（

（ （

（

（

皇帝法が認めているように、市内外における建築が認められるべきである。市の防御施設や城壁の建設は、何か特権に

（（

（

（

（

（

（（

（（

8a

（ （

（ （

（（

（

（ （

があったが、その後市側は城と市の間に堀を備えた新しい建築を行った。しかしそれによって市が城に対して市への自

現在も国王に対して従順である。それに反する中傷には耳を貸さないでほしい。⑪市と城の間では五〇年以上前に争い

わなかった。⑩市は従来から皇帝・国王・ライヒに対して、ライヒの都市がそうであるように忠誠を尽くしてきたし、

なかったため、他に仕方がなかった。また同盟がライン宮中伯ループレヒトと対立することになるとは、加入時には思

た皇帝法にあるとおりである。⑨同盟加入に関しては、フェーデを仕掛けられて、しかもライヒからの援助を受けられ

（

書は法的効力を持たないし、ブルクグラーフやバウマイスターは自身の事項に関して裁判することはできない。書かれ

上に建築を建ててそれに対する異議が出されなかった場合、建物がその後に撤去されることはない。⑫城側があげる文

（（

を害すると主張するが、不当である。皇帝法の定める三〇年ないし四〇年の時効もある。また別の皇帝法によれば、路

（（

よって妨げられることはない。また、市が新市街区を城壁で囲むことも認められるべきである。◯城側は市の建築が城

（（

（（

由な通行を妨げた事実はない。⑬都市の持つ諸特権が尊重されるべきである。⑭城側は特権確認を有するというが、市

（（
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（ （

（

た皇帝法にもあるように、これら建造物は適法に存続できる。既存の物を保護するのと新たに建設するのとでは、大き

（（

な違いがあるからである。また、禁止しうるにもかかわらず明示的に禁止しなかった者は、それを認めたことになる。

（（

ない。⑧市側が城側に対して市内への自由な通行を妨げたことはない。建築に関しての城側の要求はすべて不当である。

（（

説
論
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（ （

としては関知しない。市側としては、皇帝カール四世の特権状を得ているところである。続いて市は一三四九年六月に

（

（ （

ここで前述の一三八七年五月の和解文書を引用する。参審人は適切に補充されているが、彼らの宣誓にブルクグラー

（

じなかったのである。参審人による裁判は適切に行われており、彼らは適法に参事会に事案をもたらしている。市は

したうえで、また市内へ戻ったのである。その後、市側は、城側に対して和解による解決を求めたが、城側がそれに応

内で騒擾を起こして城へ逃げ込んだので、市民たちは静穏に城の橋まで赴き、騒擾を起こしたのが誰であったかを確認

ら要望が伝えられたところであり、市としてはそのとおりにするつもりである。⑳むしろブルクマンたちの方がまず市

そのために荷車税も徴収するが、それは市がライヒから得ている特権にもとづくものである。⑲これについては城側か

るわけではない。⑰これも古来の慣習にもとづくものである。⑱市としては道路を良好な状態に保ちたいと考えており、

はり書かれた皇帝法でもって主張することができる。⑯これは従来から行われてきたことであり、市が不法を行ってい

カール四世が市の諸特権を確認した証書の一部を引用する。⑮この点も、これらの建築は城を害するものではない。や

（（

かは不明である。この前後の市側の文書には、こうした学識法援用は見られないので、市自体に学識法の知識のある人

て対抗しようとした。証書の効力を「書かれた皇帝法」で破ることが試みられているのである。この文書を誰が書いた

市側はここで、主に従来積み重なってきたもろもろの証書にもとづいた城側の主張に対して、ローマ法源を根拠とし

しても対立を解消する用意がある。

により問題は解決しないままであった。城側が市側に命令したり市民を処罰したりしようとしないのであれば、市側と

交渉をしてこなかった。その後故マインツ大司教アードルフによる解決の試みがなされたところであるが、大司教の死

フや六人のブルクマンが立ち会わないのは、古来よりの慣習である。問題の建築に関して、城側は長く解決のための

（（

物がいたというよりは、市が誰か外部の人間に依頼したという方が可能性が高いように思われる。

北法62（6・127）1443

（（

フリードベルク市は、一四〇六年以後何度かフランクフルト市に対して、フランクフルトと法的助言等の契約を結ん

でいたハインリヒ・ヴェルダー Heinrich Welder
を仲裁期日のために派遣してくれるよう要請しており、一四〇六年よ
（ （
り前にも同様の要請をしていたようである。あるいは、彼が関与していたのかもしれない。

（ （

こうした仲裁人サイドへのアピールをねらったのかもしれない。

（ （

を計算したうえでのことであるとも考えられる。彼の宮廷は、書記局を中心に、ヨブ・フェーナー Job Vener
をはじ
（ （
めとして、かなり多くの学識法曹をかかえており、また宮廷外の学識法曹の知識を利用しうる状況にあった。市側は、

また、対立のこの局面でローマ法源が根拠として持ち出されているのは、仲裁人である国王ループレヒトの側の状況

（（（

（（（

（

（

は、建築その他についてのものとされているが、両者はすべての争いをループレヒトによる仲裁にゆだねたことを宣言

一四〇四年八月一九日、両者は国王ループレヒトによる仲裁判決に服することを改めて約束している。ここでも争い

（（（

（（（

（ （

（

（（（

（ （

また人をやって調査させた結果、この城壁は維持されるべきと決した。ただし、市は今後、城の同意なしにこれを増築

レヒト一世の決定書など、従来の証書は遵守されるべきである。③新市街区の城壁について、国王がみずから視察し、

保したうえで、決定がなされたのである。仲裁決定の内容としては、①両者に決定内容の遵守を命じる。②国王アルブ

よび王の顧問の助言を得て、しかも両当事者合意の上で成立したものとされている。やはり結局、両当事者の同意を確

（

この後一四一〇年一月二二日に、ようやく国王ループレヒトによる仲裁決定が出された。決定は、諸侯以下の貴族お

（（（

（（（

他の世俗・教会の裁判所などへ訴えたりしないことも約束されている。
（ （

一四〇九年五月二八日、城側は、国王ループレヒトによる仲裁に服することを、再度約束した。仲裁判決に対して、

（（（

る解決も仲裁判決も伝わっていない。

し、彼の決定を受け入れることを誓約している。この後、手続は進められていたようであるが、しばらくは、合意によ

（（（

説
論
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してはならない。④ブルクマンは新市街区で旧市におけると同様の権利を持つ。しかし、新市街区の住民は、参事会に

選ばれる権利を持たない。⑤マインツ門の近くの塔の門は、城および市のために開放されるべきである。市が現在の門

を取り壊す場合には、やはり城および市のために、新しい門が開かれるべきである。門番も、ブルクマンおよび市民に

自由な通行を認めることを誓うべきである。⑥ byrbaeume
の 後 ろ の 門 に つ い て も、 市 は こ れ を 開 放 す る べ き で あ る 。
⑦市が建てた教会の二つの塔に関しては、高さが制限され、また建設は都市参事会の六人のブルクマンの同意を得てな

される。⑧市側による逮捕等に関しては、市は逮捕と身柄の確保はできるが、尋問と弁護はブルクグラーフないしその

代理のもとでなされねばならない。⑨市民に債務を負った城の従属民に対する裁判に関しては、市側は彼らをブルクグ

ラーフ以外の裁判官のもとへ訴えることができない。⑩荷車税に関しては、市はこれを徴収することができる。⑪城と

市の間での騒擾に関しては、今後、国王アルブレヒト一世の決定書にもとづいて解決されるべきである。⑫参審人の宣
（

（

誓については、古来のやり方で行われるべきである。⑬ブルクマンと市民の間の紛争に関しては、今後も、国王アルブ
（ （

レヒト一世の決定の条項に従って解決されるべきである。ただし、当事者が死亡した場合には、もはやそれ以上争われ

されていた、ブルクマンと市の争いに関しては、今後両者とも争いをやめるべきである。⑱ブルクマンの一部が、ブル

後、使者をフリードベルクへ派遣して検分させ、その結果にもとづいて判断する。⑰一四〇二年に国王のもとへもたら

らないときには、ブルクマンたちは彼らだけで協議するべきである。⑯市側が建設した新しい門に関しては、国王は今

るべきである。⑮市民は万般にわたって、都市参事会に入っている六人のブルクマンと合意するべきである。合意に至

後も、従来からの市に対する負担は維持されるべきであるが、従来負担を負っていなかったのであれば、そのままであ

るべきではない。⑭ライン宮中伯ループレヒトの証書で定められた、ブルクマンによる家屋等の購入については、購入

（（（

クマンの資格を放棄した後に、市と戦った件に関しては、城側には責任がない。⑲両者ともこの決定を遵守して、以後
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（（（

争いをやめるべきである。また、特に国王アルブレヒト一世の決定書とライン宮中伯ループレヒトの決定書は有効であ
るべきである。

この仲裁判決では、⑩の荷車税に関する決定のように、市側の主張が認められている部分もあるが、全体に、城側に

有利な内容となっている。とりわけ、城側に有利な決定であった、アルブレヒト一世の決定の効力が改めて確認され、

⑮のように、市側は都市参事会でもブルクマンの同意を必要とした。城側に有利に推移していた従来の関係を大きく変

えるような決定ではなかった、と言える。市側は、前述のようにローマ法源を根拠として持ち出して、事態の打開をは

かったのであったが、この国王ループレヒトによる仲裁判決では、特にローマ法源への言及はなく、ローマ法の内容に

沿った決定も見られない。学識法の議論を持ち込んで退勢を挽回しようとした市側の試みは、
結果としては不発に終わっ
たと言える。
（

（ （

（ （

なお、国王ループレヒトは同日付の証書で、ワインへの課税と城内でのワイン販売をめぐる両者の争いを決定して
（

（（（

（（（

はなかった。裁判、税、建築といった同じような分野について、古くからの、あるいはまた新しい争点が浮上して、何

一五世紀初めまで、フリードベルクの城と市の間で、紛争解決がさまざまに試みられたのであるが、紛争が絶えること

以上のように我々は、中世後期ドイツにおける継続的紛争の一例をかなり詳しくたどってきた。一三世紀後半から

おわりに

ても史料が伝わっている。

おり、更にその後、マインツ門新市街区の城壁をめぐる城と市の交渉、および都市教会の塔をめぐる両者の交渉につい

（（（

説
論
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度も争われたのである。その意味では、そのときどきの「解決」は暫定的なものであり、ブルクマンと市民は紛争とと
もに生きたのであった。

この間、両者の紛争の解決には、常に王権が何らかの形で関与した。関与の仕方は、その時々の王権の性格、特にフ

リードベルクが位置していた中ライン・ヴェッテラウ地方との関係によって差があったが、それでも王権抜きで解決が

なされることは基本的にはなかった。これは、フリードベルクの城と市が、国王領の一部として王権の直接支配下に服

していたことと対応している。そうした直接支配の中で発生する紛争への対処は、中世後期の王権の司法的活動の重要

な部分を占めていたが、フリードベルクにおける継続的紛争はその一例を示すものでもある。

それらの解決の試みの中で、訴えの提起、弁論、判決質問、判決、という伝統的な裁判は一度も行われなかった。そ

の意味では、本論文で取り上げたのはすべて裁判外の紛争解決であった。しかし、等しく裁判外の紛争解決といっても、

他方でそれらはバラエティに富んでいたのであり、しかも紛争解決の方式は時代によって変化していったのであった。

一四世紀初めまでは、城と市の領主である国王が、みずから決定を下すという面が比較的強く前面に出ていた。それ

に対して、一四世紀の三〇年代からは、教会法に由来する仲裁という方式が実践され始める。更に一四世紀七〇年代か

らは、その仲裁の手続の中で、項目訴訟の方法が使われる。仲裁という解決枠組みが用いられるだけでなく、そこでの
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主張と応答の方法が学識法訴訟の手続様式に沿ってなされるようになる。これにより、当事者の主張方法と応答方法は、

（ （

個別化された論点への分割とそれぞれについての論拠提示、それに対するやはり個別化された応答とその論拠提示、と

ないが、それでもこれは、近世の、伝統的法源とローマ法という問題状況を予感させる新しい事態であった。ローマ法

そして一五世紀初めには、ローマ法源が論拠として指示される。そこでの主張がその後の決定に反映されたわけでは

いう具合に構造化される。このような形で、法学的思考・行動様式の深化が進んでいくのである。

（（（

が論拠として持ち出されるということは、これまで国王・仲裁人・当事者が具体的・歴史的に決定を積み上げてきたの

に対して、それとは別の次元を開くことであった。それは確かに「書かれた皇帝法」ではあったが、そうした具体的・

歴史的積み上げの外にあるものであった。当事者は学識による指示と解釈という形で、それを持ち出すのである。

このようなフリードベルクで見られた解決方式の変化は、同じ当事者の間の紛争にかかわるものだけに、中世後期の
（ （

間にドイツにおける紛争解決がたどった歴史的変遷をよく示す事例であると思われる。裁判による解決と裁判外での解

（

（

めて印象づける一事例であるとも言えるであろう。
（ （

見たフリードベルクのケースは、近世に至るまでドイツにおける紛争解決を貫いていた、当事者の意思の重要性を、改

を大きな例外として、ほぼすべての決定は結局両当事者の同意を得たうえで下されている。この点からすると、我々が

を向ける必要があると考えられる。とはいえ、以上に見てきた経過の中で、一三〇六年のアルブレヒト一世による決定

といってもさまざまな方式があり、そこにおいて歴史的変化と法学的思考・行動様式の浸透が見られたことにも、注意

決を対置して、中世社会における後者の重要性を強調するのは、確かに重要な論点ではあるが、一口に裁判外での解決

（（（

（ （

このように展開してきた、城と市の間の継続的紛争は、一四一一年以後も、更に続いた。その展開と、そこでの紛争

（（（

（（（

る分節化が「発達」を遂げていった姿と、ドイツそして西洋の法文化の一つの側面が、そこには示されているのである。

たような、項目訴訟的手続で使われた文書そのものではないが、それでも、中世後期の項目訴訟的な行為形式に見られ

史料的根拠によって区分された一〇数点から三〇〇点以上に分けられて提示され、論述された。この書物は、本稿で見

弾し、みずからの主張を展開した。その際に、市は、みずからの立場を一五項目に分かって展開したが、各項目は更に、

一言触れておこう。最初に述べたように、一六一〇年に公にされたこの書物で、フリードベルク市は、城側の不法を指

解決方式を詳しくたどることは、別の課題であるが、最後に、本稿冒頭に掲げた一七世紀初めの史料に戻って、それに

（（（
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（１）

（以下、 UB Friedberg, と
Max Foltz (bearb.), Urkundenbuch der Stadt Friedberg, Bd.1: 1216-1410, Marburg 1904
1 略す） ,
Nr.595.

（２） UB Friedberg, 1, Nr.596.
（３）こ の 手 続 と ド イ ツ に お け る そ の 展 開 に つ い て は、 Gerhard Buchda, Art. Artikelprozess, in: Adalbert Erler und

Ekkehard Kaufmann (hg.), Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, 1.Aufl., Bd.1, Berlin 1971, Sp.233ff., Peter

Oestmann, Art. Artikelprozess, in: Albrecht Cordes u.a. (hg.), Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, 2.Aufl.,
ドイツの教会裁判所における事例については、 Hans Jörg Budischin, Der gelehrte Zivilprozess
Bd.1, Berlin 2008, Sp.313f.

中世学
in der Praxis geistlicher Gerichte des 13. und 14. Jahrhunderts im deutschen Raum, Bonn 1974, S.94-99, 169-176.
識法学（中世ローマ法学・教会法学）の理論、特にこの手続における証明をめぐる理論については、 Wolfgang Wiegand,

また、近世以降の展開と西洋法史上の意
Studien zur Rechtsanwendungslehre der Rezeptionszeit, Ebelsbach 1977, S.45-74.
義をも含めて、小菅芳太郎「措問手続（項目手続）覚書」
『北大法学論集』三八巻四号（一九八八年）一 四〇頁も参照。

－

（４） 例 え ば、
Ernst
V
ogt (bearb.), Regesten der Erzbischöfe von Mainz von 1289-1396, 1.Abteilung 1289-1353, Bd.1. 1289（一三一四年、
の修道院長および
の Propst
とマイン
Bursfeld
Lippoldsberg
1328, Leipzig 1913, (ND Berlin 1970), Nr.1646
、 Thilo von Bola
が、マインツ大司教のもとで争い、事案が仲裁に付される）
。また、 Ebenda, Nr.1791,
ツ大司教の Offiziat

Johann Friedrich Böhmer und Johannes Lau (bearb.), Urkundenbuch der Reichsstadt Frankfurt, Bd.2 1314-1340, Frankfurt

（一三一五年から一三一六年、フランクフルトのバルトロメウス教会とそこの教区司
a.M. 1905, Nr.30,33,34,35,36,37,40,50
祭ジークフリートの争いが、仲裁に付される。項目毎の証言聴取も行われる）
。 Heinrich Reimer (hg.), Urkundenbuch der

Herren von Hanau und der ehemaligen Provinz Hanau, Bd.2: 1301-1349, (Hessisches Urkundenbuch, 2.Abteilung), Leipzig

（一三二七年、ルター・フォン・イーゼンブルクと Simon Weise
の教会保護権 Patronatsrecht
をめぐる紛争
1892, Nr.317
において、教会裁判官のもとで、項目に分けられた応答がなされる。
）ずっと遅く、一四八四年に、フランクフルト市で、

UB Friedberg, 1, Nr.600.

Frankfurt am Main. Ein Beitrag zur Rezeptionsgeschichte, Frankfurt a.M., 1939, S.106.

仲裁において項目に分けられた文書が使われている事例として、 Helmut Coing, Die Rezeption des römischen Rechts in
（５）
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“

（６） UB Friedberg, 1, Nr.600, Art.1, ... daz uns der allerdurchluchtigeste furste und herre her Karl, von gots gnadin

”

Ebenda, Art.2, „Dy fruntschaff wir czuschin den beydin partyen myd erme wißin flißeclichin myd truwen dicke han

o

had ernstlichin, dy vorgenante czweyunge und myssehelle czu scheidin myt fruntschaff odir myt rechte.

o

Romischir keysir, czu allen cziden merrer des reichs und konig czu Beheym, unsir gnedigir herre, befalin und gebadin
（７）

o

virsucht, als kuntlich ist, und inkundin dy nyd finden. Sind wir sy nu myd fruntschaff nyd gescheidin mogen, so han wir

uffe beydir partyen schuldegunge, antworte und bryfe, dy sy uns beschreibin gebin hand und vor uns kommen sind, eyns

rechten erfaren an fursten, an graven, an herrin, an rittirn, an knechten und an vyl gudin ludin und sprechin ouch selbir
（８）

“

czu rechte: .
“

Ebenda, Art.5, Vorbaz me sprechin wir czu rechte: ist es, daz dirre vorgenanten partye keyne, es sy burgman odir
o

burgir, keynirley bryfe odir fryheid erkabird habin nach der vorgenanten sune und scheidunge, als sy Romisch konig
”

に詳しい。
S.69-101
） Ebenda, Art.6, ... der edelherre herre Philippus von Falkensteyn, herre zu Mynczenberg und lantfoid dez heilgen

にも浸透していったことについては、 Winfried Trusen, Anfänge des gelehrten Rechts in Deutschland, Wiesbaden 1962,

を参照。アルプス以北のライヒでは、一三
Notariats der europäischen Traditionen, Baden-Baden 2009, S.203-239, S.203ff.
世紀後半から公証人が史料に登場する。イタリアで広く見られた公証人が、当初はやはり教会分野を通じて次第にドイツ

Notariats und Notariatsrechts in Deutschland, in : Mathias Schmoeckel und Ders., (hg.), Handbuch zur Geschichte des

Albrecht gesunet und inscheidin had, ... .
（ ９） UB Friedberg, 1, Nr.601.ド イ ツ に お け る 公 証 人 の 歴 史 に つ い て は、 さ し あ た り、 Werner Schubert, Geschichte des

（

“

”

ティーン家のマイセン辺境伯たちに与え、辺境伯たちは一三七六年にそれを更にフィリップに与えていた。
Marburg 1972, S.162ff.

Die Landvogtei in der Wetterau. Studien zu Herrschaft und Politik der staufischen und spätmittelalterlichen Könige,

Fred Schwind,

Romischin richis in der Wedirheybe, ... , Art.8.
（ ）皇帝カール四世はヴェッテラウのラントフォークト職を、マイン ツ大司 教 位への 利 害関心 か ら、 一 三七三 年 にヴェッ

10
11
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（ ） F.Schwind, Landvogtei
（注 ） , S.165.
） UB Friedberg, 1, Nr.604.
やはりマインツ大司教位に関係した、ループレヒト任命の背景と、それと結びついた、ラン

Röhrenbeck, Karl IV. und die Pfalzgrafen bei Rhein, in: Blätter für deutsche Landesgeschichte 114 (1978), S.613-643,

は、
Joachim
S
piegel, Urkundenwesen, Kanzlei, Rat und Regierungssystem des Pfalzgrafen bei Rhein und Herzogs von
彼とカール四世の関係については、 Hubert
Bayern Ruprechts I. (1309-1390), 2 Bde., Neustadt an der Weinstrasse 1996.

11

（ ）
（ ）
（ ）
（ ）

Burg Friedberg in der Wetterau, Darmstadt 1857, S.107ff.
UB Friedberg, 1, Nr.608.
UB Friedberg, 1, Nr.609.
UB Friedberg, 1, Nr.610.

Philipp Dieffenbach, Geschichte der Stadt und

“

UB Friedberg, 1, Nr.610, Art.1, umbe soliche zweiunge und missehel, ..., die uns der allerdurchluchtigste furste und

herre, her Karl, Romischer keyser, zu allen ziiten merer des richs und kunig zu Beheim, unsir liebir gnediger herre,

truwen globt hant stede und feste zu halden, wie wir sie darumbe entscheiden: des han wir sie bedersiite verhorit und

bevolen hat zu verhoren und zu entscheiden, und auch dieselben partyen des bedersiite an uns bliben sint und in guden

auch ire briefe, die sie von Romschen keisern und kunigen hant, und han sie gutlichen mit ir beider partien wißen und
”

willen entscheiden, als hernach geschriben stet: .
（ ）ヴェンツェルについて、一般的には、さしあたり、 Martin Kintzinger, Wenzel (1376-1400,

（ ）

UB Friedberg, 1, Nr.605.
カール四世治世末年の両者の紛争については、
UB Friedberg, 1, Nr.606.

Meinrad Schaab, Geschichte der Kurpfalz, Bd.1: Mittelalter, Stuttgart 1988, S.98ff.
（ ）

（

（注 ） , S.166ff.,
そ
トフォークト職とヴェッテラウにおける国王支配の再強化の意図については、 F.Schwind, Landvogtei
の 長 い 統 治 期 間 の 間、 特 に 領 邦 支 配 の 拡 大 と 安 定 化 に 大 き な 業 績 を 残 し た、 ラ イ ン 宮 中 伯 ル ー プ レ ヒ ト 一 世 に つ い て

11

†

1419), in: Bernd Schneidmüller

und Stefan Weinfurter (hg.), Die deutschen Herrscher des Mittelalters. Historische Portraits von Heinrich I. bis

Maximilian I. (919-1519), München 2003, S.433-445, Peter Moraw, Von offener Verfassung zu gestalteter Verdichtung,
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15 14
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20

Berlin 1985, S.256-259, Heinz Thomas, Deutsche Geschichte des Spätmittelalters 1250-1500, Stuttgart 1983, S.309-340を
参照。彼の国王支配については、 František Graus, Das Scheitern von Königen: Karl VI., Richard II., Wenzel IV., in: Reinhard

Schneider (hg.), Das spätmittelalterliche Königtum im europäischen Vergleich (Vorträge und Forschungen Bd.32),

Sigmaringen 1987, S.17-39, Ivan Hlaváček, Wenzel IV., sein Hof und seine Königsherrschaft vornehmlich über Böhmen,
、彼の宮廷については、 Ivan Hlaváček, Hof und Hofführung König Wenzels IV., in: Peter Moraw (hg.),
in: Ebenda, S.201-232

Deutscher Königshof, Hoftag und Reichstag im späteren Mittelalter (Vorträge und Forschungen, Bd.48), Stuttgart 2002,
を参照。
S.105-136

“ “

”

Adolfs I. von Mainz unter König Wenzel (1379-1390), (Diss.phil., Giessen), Darmstadt 1924.

15

） , S.25f.

（ ）
UR11,
Nr.353,
UB
Friedberg,
1,
Nr.663.
（ ）一三七〇年代後半以後のヴェッテラウにおける都市同盟の展開と活動については、 F.Schwind, Landvogtei
（注 ） , S.237都市同盟と諸侯・貴族の間の緊張とそれに続く、一三八八 八九年のいわゆる第一次都市戦争については、 H.Thomas,
250.
（注 ） , S.324ff.
a.a.O.

（注
F. Grünewald, a.a.O.

） F.Schwind, Landvogtei
（注 ） , S.176.
なお、一三八一年まではライン宮中伯ループレヒト一世が引き続きラントフォー
クト職を保持していたものと思われる。 F.Schwind, Landvogtei, S.175f.

（ ）

11

22

（

（注 ） , S.112ff.
verrichtet.ヴェンツェル治世下の両者の紛争については、 Ph.Dieffenbach, a.a.O.
（ ） Ebenda, ..., dem wir auch darumb sunderliche schriben,...マ
. インツ大司教へ送られた文書については、 UR11, Nr.332.
マインツ大司教アードルフと国王ヴェンツェルとの関係については、 Friedrich Grünewald, Die Reichspolitik Erzbischof

（

）
Ekkehart
R
otter (bearb.), Die Zeit Wenzels 1376-1387, (Urkundenregesten zur Tätigkeit des deutschen Königs- und
（以下では UR11
と略す） ,  Nr.331, UB Firedberg, 1, Nr.659, „..., empfelhen wir
Hofgerichts bis 1451, Bd.11), Köln u.a. 2001

und brife eigentliche verhoret und sie umb soliche tzweytracht uns und dem riche zu eren und yn zu nucz genczeliche

zu Mentz, ..., die egnante parthie beide uff einen nemlichen tag fur uch verbotet und ir beider bewisunge, kuntschafft

dinr liebe und geben dir auch volkomen und gancz macht, also daz du mitsampt dem erwidrigen Adolff ertzbischoff

21
22

23
26 25 24

20
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（ ） UR11, Nr.354, UB Friedberg, 1, Nr.664.
） UB Friedberg, 1, Nr.664, Und do wir horten, daz beide partien nit eyndrechtig waren, do mochten wir sie nit
（
”

“

UB Friedberg, 1, Nr.668, Art.1, ... des wir beidersiit czu unsern frunden gangen sin,..., die uns herumbe mit unser

beider partye willen und wißen gutlichen han gerichtit, geslichtit und gesunet in alle wiis, als hernach folgit und stet

）

UB Friedberg, 1, Nr.668.

von unsers herren des kuniges befelheniße wegen.

entrichten nach unsers herren des koniges briff sage; anders wir hetten gern darinne getan, waz darzu gut wer gewest,

“

（ ）
（

（

）
Ekkehart
R
otter (bearb.), Die Zeit Wenzels 1388-1392, (Urkundenregesten zur Tätigkeit des deutschen Königs- und
（以下では UR12
と略す） , Nr.54, UB Friedberg, 1, Nr.684.
Hofgerichts bis 1451, Bd.12), Köln u.a. 2008

geschrebin: .

”

（
“

）
,
S.31.
） , S.28ff.
ライン宮中伯ループレヒト一世と都市同盟との関係については、 M.Schaab, a.a.O.
（注

） UR12, Nr.55, Thomas Schilp (bearb.), Die Reichsburg Friedberg im Mittelalter. Regesten der Urkunden 1216-1410,
（以下では Regesten
と略する） , Nr.547, „... mit der mynne oder
(Urkundenbuch der Stadt Friedberg, Bd.2), Marburg 1987

mit dem rechten .
（ ）
（注
F.Grünewald, a.a.O.
（注
F.Grünewald, a.a.O.

も 参 照。 一 三 八 八 年 一 一 月 六 日 に、 ル ー プ レ ヒ ト に 率 い ら れ た 諸 侯・ 貴 族 軍 は、 ヴ ォ ル ム ス 近 傍 で、 都 市
） , S.100f.
同 盟 軍 を 撃 破 し た。 こ の 間 の 動 き と 国 王 ヴ ェ ン ツ ェ ル と の 関 係 に つ い て は、 ま た、 Eberhard Holtz, Reichsstädte und

（ ）

（
（

22 22

も参照。
Zentralgewalt unter König Wenzel 1376-1400, Warendorf 1993, S.83-128

） UR12, Nr.63, UB Friedberg, 1, Nr.686.
） UB Friedberg, 1, Nr.686, Als der allirdurchluchtigste furste, unser libir gnediger herre, herre Wenczlauo , von gots
“

o

o

o

gebin, uns den burggraven und burgmann zu Frideberg und di burgere und stat daselbis zu berichtene um alle bruche,

o

gnaden Romscher konig, zu allin ziiten merer des richs und konig zu Beheym, uwir wirde befolin hait und volmacht

”

zweyunge und stoße zuschen uns mit der mynne odir mit dem rechtin und nach lude desselbin bevelbriffes: .
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36 35

（

） UR12, Nr.84, UB Friedberg, 1, Nr.688. Art.10
について、 Friedrich Battenberg und August Eckhardt, Der Richter in

eigener Sache, dargestellt anhand spätmittelalterlicher Quellen, insbesondere des Burggerichts Friedberg/Hessen und

des Reichshofgerichts, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung 95 (1978), S.79114, S.92.

o

furste und herre, herre Adolph, erczbischoff zu Mencze, ..., auch mit der ansprache in denselben worten, als wir daz

37

o

“

UR12, Nr.282, UB Friedberg, 1, Nr.704, „... wir haben geschriben dem hochgebornen Ruprechten dem eltern,

22

furkomet und euch aller sachen zu disem male genczlichen richten lazet und sinem usspruche und richtigunge

hulden, das ir uff sulchen tage, den euch der egenante unser oheime bescheiden wirdet, mit den burgern zu Freddeberg

sol, richten und hinlegen solle. Dovon so gebieten wir euch ernstlich und vestenchlichen bey unsern und des reichs

getrewen, uncz her verlöffen haben, von unsern wegen zu disem male uff einen benanten tag, den er euch bescheiden

alle und ygliche czweytrachte, die sich czwischen euch und den burgern zu Freddeberg, unsern und des reichs lieben

pfalczgraven bey Rin, ... , unserm lieben öhem und fursten, und haben im ouch gancze und volle macht gegeben, das er

）

taden lesen vor uwir wirde zu Eltevil, und bitden flehelich, daz ir uns herumbe entscheidet, als ez uch ist befalen. .
（ ） F.Grünewald, a.a.O.
（注 ） , S.35.
（

（ ）
UR12,
Nr.88,
UB
Friedberg,
1,
Nr.691.
（ ） UR12, Nr.89, UB Friedberg, 1, Nr.692. Art.10
について、 F.Battenberg u. A.Eckhardt, a.a.O.
（注 ） , S.92.
） UB Friedberg, 1, Nr.692, Art.26, „Und geben des dise unser antworte uwern gnaden, gnediger erwirdigiste in gote
（

37
40 39 38

42 41

“

） , S.176f.
の前注を参照。
UB Friedberg, 1, Nr.704

11

UR12, Nr.391, UB Friedberg, 1, Nr.710.

UR12, Nr.367, UB Friedberg, 1, Nr.709.

（注
Landvogtei

genczlichen gefolgig seyt, als ir unser und des reichs swer ungnad vormeiden wollet.な
. お、一三九〇年にナッサウ伯ルー
プレヒトが死んだ後、
ヴェンツェル治世中は、
ヴェッテラウのラントフォークトは任命されなかったようである。 F.Schwind,
（ ）
（ ）

（ ）
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（

）

o

o

UR Friedberg, 1, Nr.709, Art.7, „..., als wir davon gescheiden sin, die furbaz zu gebin und zu antwurten dem eteln
o

unserm liebin herren herren Fryderich herre zu Lysperg und den strengen rittern hern Johan von Lynden und hern
o

o

“

UR12, Nr.403, UB Friedberg, 1, Nr.713.
UB Friedberg, 1, Nr.730.
“

Ebenda, ... durch fride und besserunge willen beyde landes und der stat doselbist sich zusammen vereinet haben, bey

o

Hermanne von Karben, uns der und dan uzezuberychten und zu entscheiden, als wir daz an sine edelkeid und ir
strengen vestekeit gestalt han und zu yn sin gegangen. .
（ ） UR12, Nr.402, UB Friedberg, 1, Nr.712.
（ ）
（ ）
（ ）

einander zu beleiben und sich czu schuczen und schirmen acht jare noch einander zu czelen, als das alles in demselben
（ ）

”

eynungbrife lewterlichen begriffen ist, ... .
“

） , S.92f.

Ebenda, ... ydoch so mogen wir oder unsere nachkomen an dem reiche in denselben acht jaren oder dernach, wenn
”

UB Friedberg, 1, Nr.747.

UB Friedberg, 1, Nr.746.

uns das gefellet, dieselben eynung widerruffen, abetun und vernichten.
（ ） UB Friedberg, 1, Nr.745. Art.に6ついて、 F.Battenberg u. A.Eckhardt, a.a.O.
（注
（ ）
（ ）
（

（ ）

）
Ute
R
ödel (bearb.), Die Zeit Wenzels 1397-1400, (Urkundenregesten zur Tätigkeit des deutschen Königs- und
（以下では UR14
と略す） , Nr.314, UB Friedberg, 1, Nr.759
（ただしフリードベ
Hofgerichts bis 1451, Bd.14), Köln u.a. 2004
ルク市証書集の日付は誤り） .

37

UB Friedberg, 1, Nr.759, ..., und doch dieselben Fribil und Walther redlichen geboten haben mit dem burggrafen zu

“

（ ）

”

Fridberg, der sachen zu kumen zu einem ußtrage und zu irkentnusse vor uns in unsern hoff, des nicht sein mochte. .
“

Ebenda, So haben wir die sache von sulches frevels wegen, der do von beiden seiten solle gescheen sein, gnediclichen

bevolhen und daruber zu einem richter gesaczt und seczen mit kraft dicz brifes den edlen Gunthern grafen von

Swarczpurg, hern Arnstede und Sunderhusen, unsern und des reichs liben getrewen, und dem von unsir und des reichs
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46
50 49 48 47

51

55 54 53 52

56

57

（ ）

wegen gancze volle macht und craft gegeben und geben im die mit craft dicz brifes, euch beyderseyt vor sich zu

und die von unsern und des reichs wegen zu richten nach fruntschatt oder mit dem rechten. Und gebieten ewern

vorschreiben und zu vorboden in seinen hoff oder anderswo, do im das ebin und beqwemlich ist, die sache zu vorhoren

trewen von Romischer kuniclicher mechte und wollen ernstlichen, das ir im fruntschaft oder des rechten gehorsam

sein sollet und doczwischen keines eintraget, die sache ensey dann vor vor dem obgenanten grafen Gunthern fruntlich,
”

Wilhelm Fertsch, Der Rat der Reichsstadt Friedberg i.d.W. im 16. Jahrhundert, (Diss., jur., Giessen), Giessen 1913, S.11,

rechtlich und redlich usgetragen.

kleiner Reichsstadt, Darmstadt und Marburg 1992, S.166.
（ ） UR14, Nr.314, Anm.3.

Reimer Stobbe, Die Stadt Friedberg im Spätmittelalter. Sozialstruktur, Wirtschaftsleben und politisches Umfeld einer

58

“

macht gegeben, sulche gebrechen und czweyunge von unsern und des reichs wegen mit der mynne, beyder partey

vorrichten sal, usgenomen doch sulche sache, die wir dem edeln Gunthern grafen zu Swarczburg, unserm und des reichs

wissen oder sust mit dem rechten nach kuntschaft, underweisunge, rede, brife und antwurt beyder teile hinlegen und
“

liben getrewen, vormals zwischen euch zu vorrichten bevolhen haben. .
（ ） UR14, Nr.337, Anm.3.
）ヴェンツェルの廃位については、 Alois Gerlich, Pfalzgraf Ruprechts III. Weg zum Königtum, in: Volker Rödel (red.),
（

（

（ ）市への命令、 , Nr.337, UB Friedberg, 1, Nr.767.
城への命令、 UR14, Nr.338.
（ ） UB Friedberg, 1, Nr.767, „... mit namen von gebeude und anderer sache wegen ... .
） Ebenda, „... haben wir dem erwirdigen Johansen erczbischoff zu Meintz, ..., bevolhen und im ouch gancze und volle

62 61 60 59

廃位前後のフリードベルク城の動向については、 Regesten, Nr.660, 667, 668, 670-673.
S.362-420.
（ ）ヴェンツェルに対するベーメン貴族の反抗については、 Winfried Eberhard, Gewalt gegen König im spätmittelalterlichen

Schubert, Königsabsetzung im deutschen Mittelalter. Eine Studie zum Werden der Reichsverfassung, Göttigen 2005,

Mittelalter. Der Griff nach der Krone. Die Pfalzgrafschaft bei Rhein im Mittelalter, Regensburg 2000, S.37-52, Ernst

64 63

65

説
論

北法62（6・140）1456

フリードベルク城対フリードベルク市（２・完）

Böhmen. Adeliger Widerstand und der Ausbau der Herrschaftspartizipation, in: Martin Kintzinger und Jörg Rogge (hg.),
－

Königliche Gewalt Gewalt gegen Könige. Macht und Mord im spätmittelalterlichen Europa (Zeitschrift für Historische

Forschung, Beiheft 33), Berlin 2004, S.101-118.
（ ） 国 王 ル ー プ レ ヒ ト に つ い て、 一 般 的 に は、 さ し あ た り、 Oliver Auge und Karl-Heinz Spiess, Ruprecht (1400-1410), in:
） , S.446-461, P.Moraw, a.a.O.
（注 ） , S.355-357, Ders., Ruprecht von der
（注
B.Schneidmüller u. S.Weinfurter (hg.), a.a.O.

20

（注
Pfalz. Ein König aus Heidelberg, in: Zeitschrift für die Geschichte Oberrheins 149 (2001), S.97-110, H.Thomas, a.a.O.
（ 注 ） , S.123-144
を 参 照。 彼 の 国 王 支 配 に つ い て は、 Ernst Schubert, Probleme der
） , S.341-376, M.Schaab, a.a.O.

（ ）
（ ）
（ ）

（注 ）
F.Schwind, Landvogtei
,
S.177ff.
（注
UB Friedberg, 1, Nr.777,778,779, R.Stobbe, a.a.O.
（注 ） , S.216.
R.Stobbe, a.a.O.

） , S.216.

Königsherrschaft im spätmittelalterlichen Reich. Das Beispiel Ruprechts von der Pfalz (1400-1410), in: R.Schneider (hg.),
（注 ） , S.135-184
を参照。
a.a.O.

13

11

（ ）
（ ）
（ ）

UR15, Nr.435, UB Friedberg, 1, Nr.792.

UB Friedberg, 1, Nr.162, Art.4.

UB Friedberg, 1, Nr.668, Art.3, Z.9-11.

UB Friedberg, 1, Nr.581, Art.8, Z.1-15, Art.8a, Z.1-3.

15

）全体に権利の不行使とその効果にかかわる法文が指示されている。具体的な根拠法文としては、以下のものがあげられ

37

（

58

）
Ute
R
ödel (bearb.), Die Zeit Ruprechts 1400-1403, (Urkundenregesten zur Tätigkeit des deutschen Königs- und
（以下では UR15
と略す） , Nr.432, UB Friedberg, 1, Nr.791.
ループレヒト治世の
Hofgerichts bis 1451, Bd.15), Köln u.a. 2009
（注 ） , S.121ff.
両者の紛争については、 Ph.Dieffenbach, a.a.O.

58

20

）
自己の事件については裁判官になれない、という原則との関係で、この文書に触れるのは、
UB
Friedberg,
1,
Nr.794.
（注 ） , S.97f.
しかし、それ以外に、これまでこの文書について詳しい検討がなされて
F.Battenberg u. A.Eckhardt, a.a.O.
きたわけではない。

（ ）
（

（
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20

66

20
70 69 68 67

75 74 73 72 71

76

（

（

ている。

および
C.7.39.3

三〇年と四〇年の消滅時効。
4=

不使用による役権
C.3.34.13=

の消滅。
servitus

水につい
C.3.34.10=

雨水をある土地に落とす権利を持つ者が、他人がその土地に建物を建てることを認めるならば、
ての役権の消滅。 D.8.6.8=
その権利を失う。ある土地の通行権を持つ者が、他人がその土地にものを建てることを認めるならば、その権利を失う。

共有物分割の訴えについての法文。共有者の一人が他の共有者の意思に反して行為することはできない。他の
D.10.3.28=
共有者には禁止権がある。しかし他の共有者が禁止権の行使をしなかった場合、建物を建てた共有者はその撤去を強制さ

自分のために他人が介入するのを禁止しなかった者は、委任を行ったものと見なされる。なお、
れることはない。 D.50.17.60=
ローマ法文のテクストは、 Corpus iuris civilis, Vol.1, Institutiones, Digesta, (Paulus Krueger, Theodorus Mommsen), Vol.2,

、 教 会 法 源 の テ ク ス ト は、 Corpus iuris canonici, P.2, Decretalium
Codex Iustinianus, (Paulus Krueger), ND Berlin 1954
を参照。
collectiones, (Aemilius Friedberg), ND Graz 1959

売
）全体に、不適切な判断は受け入れられないことを示す法文が指示されている。具体的な根拠法文としては、 D.18.1.7=
買契約の法文。売り主の判断にしたがって値段が決まるような条件付きの売買契約は無効である。誠実な第三者 boni viri

）根拠法文としてあげられているのは、

ない、などである。

および
C.7.39.3

前出（注
4=

）
、

自発的な後見による負担は特権を減じ
C.5.62.12=

前出（注 ）
、 D.17.2.76=
前出（注 ）
、 D.2.8.9=
前出（注 ）など。
（ ） D.38.1.30=
通行権の原状回復、 D.43.11.1.2=
公道の原状回復。
（ ）根拠法文は、 D.43.19.3.15=

76

および 3, C.1.22.6
）が指示されている。
（ ）公の利益が害されるべきでないことを示す法文（ =C.1.19.2
教会の諸特権は尊重されるべきであり、また教会法に反する定めは無効である、 D.2.14.38=
（ ）ここでは根拠として、
C.1.2.12=
公の法は私人の約定によっては変更されえない。 Inst.2.1.7=
神聖なる物は何びとのものにもならない、といったローマ法
源が指示される。

組合契約者の持分の決定に関する法文。誠実な第三者による決定がなされるべきである（おかしな人間の判断
D.17.2.76=
裁判官の判断が不正なものであれば、当事者は異議申立ができる。
なら従わなくてよい）
。 D.2.8.9=

の 判 断 に よ る。
賃 約 の 法 文。 所 有 者（ 請 負 の 注 文 主 ） の 判 断 に よ っ て 仕 事 の 完 成 が 決 せ ら れ る よ う な 契 約 は
D.19.2.24=
および 27
および 44=
解放奴隷の仕事に関する法文。
無効である。誠実な第三者の判断で行われるべきである。 D.38.1.30

77
79 78

80
82 81

77

77

77

説
論

北法62（6・142）1458

フリードベルク城対フリードベルク市（２・完）

（

）

および
D.7.1.44

用益権者は壁に新たな上張りをしてはならない。受け取った物を維持することと新たな物を作るこ
61=

新たな役務の通知につい
ととは違うからである。また、用益権者は壁に新たな雨樋を取り付けてはならない。 D.39.1.1.13=
ユダヤ人のシナゴーグの新築は認められないが、既存の建物の補修は許す。
て。 C.1.9.19=

）
、

前出（注 ）
。
（ ） D.50.17.60=
＝聖職者の非行に関する章、 X.5.1.2
＝前もって警告されても改めなかった司教
（ ）教会法源からあげられているのは、 X.5.31
＝相手方から要求を受けて訴訟関係文書を開示・伝達する。他にローマ法源として、 D.2.12.1
＝出
が告発される、 X.2.23.5
＝黙している者は、
廷を強制されない時期でも、
当事者が自発的に出廷した場合は、
下された判決は有効である。
D.50.17.142
＝前出（注 ）
。
D.10.3.28
＝訴訟代理人に関する法文。
C.2.12.17

82

76

）
、 D.38.1.45=
解放奴隷の事務について、 D.17.2.76=
前出（注

77

自認したわけではないが、否認したわけでもない。

前出（注 ）
前出（注 ）
。
（ ）
D.43.19.3.15=
,
D.43.11.1.2=
前出（注 ）
、 D.19.2.24=
前出（注
（ ）根拠法文は、 D.18.1.7=

77

（

、 D.2.8.10
＝裁判官が選んだ保証人について異議を申し立てることも可能である。
D.2.8.＝9前出（注 ）
帝国内各地における建築の許可。
（ ）
C.8.10.10=
＝門、水道、城壁の補修と建設が確実になされるべきこと。および C.1.2.7
＝道路と橋の 建設に関
）根拠法文は C.8.11 (12).7

77

76

82

する法文。

＝開始された工事が完成した後でなければ、新たな公共工事を始めてはならない。
（ ）根拠法文は
C.8.11
(12).22
前出（注 ）
、 D.2.14.38=
前出（注 ）、 Inst.2.1.7=
前出（注 ）。
（ ）根拠としてあげられるのは、 C.1.2.12=

77

79

79

前出（注 ）
。
（ ）
C.7.39.4=
＝公共の場所や道路における建築物に関する法文。
（ ） D.43.8.2.17
）市の文書では、この場所に、城側の主張の第一二項に対する市側の反論が登場している。

（
（

79

自由に関する争いについては、仲裁裁判官は判決を出すことを強制されることはなく、事案はむしろより上位
） D.4.8.7=

76

一方の訴訟当事者が裁判官を単独相続人ないし共同相続人に指定した
の裁判官のもとで決定されるべきである。
D.5.1.17=
＝
場合、別の裁判官が指名されるべきである。何人も自身の事項の裁判官となることはできないからである。更に C.1.19.7
裁判官は法に反して出された勅答に対して反論しなければならない。
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83
85 84

87 86

89 88

95 94 93 92 91 90

（ ）根拠法文として、

（ ）

＝都市や属州などに認められた法の一般法に対する効力、 C.1.14.9
＝不確かな内容の法について
C.1.14.3

と関係があるものと思われる。 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, Repertorien Burg Friedberg, F3, Convolut 1-2.
） 国 王 ル ー プ レ ヒ ト の 宮 廷 と 学 識 法 曹 の 関 係 に つ い て は、 Peter Moraw, Beamtentum und Rat König Ruprechts, in:

（注４） , S.153ff.
学位保有は確認できないが、学識法の知識は備えていたものと考えられる。彼については、 H.Coing, a.a.O.
参照。また、一四〇二年ごろの、学識法曹の手になると思われる鑑定意見も伝わっており、一四〇四年一月の市側の文書

Ⅰ

（

76

Die Vener von Gmünd und Strassburg 1162-1447. Studien und Texte zur Geschichte einer Familie sowie des gelehrten

Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 116 (1968), S.59-126, S110-124, Ders., Kanzlei und Kanzleipersonal König
Ruprechts, in: Archiv für Diplomatik 15 (1969), S.428-531, S.453ff., 476ff.ヨブ・フェーナーについては、 Hermann Heimpel,

Beamtentums in der Zeit der abendländischen Kirchenspaltung und der Konzilien von Pisa, Konstanz und Basel, Bd.1,

） , S.97f.
ループレヒトのもとにおける国王宮廷裁判所の

Friedrich Battenberg, Gerichtsschreiberamt und Kanzlei am Reichshofgericht 1235-1451, Köln-

Göttingen 1982, S.159-621.
）同様の推測として、 F.Battenberg u. A.Eckhardt, a.a.O.
（注

－

一五七頁、一四〇頁以下、および拙稿「一五世紀初頭ドイツ国王宮廷裁判所の手続（史料紹介）」
『北大法学論集』四四巻

また拙稿「中世後期
DERS., Beiträge zur höchsten Gerichtsbarkeit im Reich im 15. Jahrhundert, Köln-Wien 1981, S.21-81.
ドイツの国王裁判所――最近の研究によるその再評価について――」
『北大法学論集』四四巻四号（一九九三年）一三五

Von der Hofgerichtsordnung König Ruprechts von 1409 zur Kammergerichtsordnung Kaiser Friedrichs III., von 1471, in:

Wien 1974, S.229f., Ders., Das Hofgerichtssiegel der deutschen Kaiser und Könige 1235-1451, Köln-Wien 1979, S.50ff., Ders.,

制度的発展については、

37

（

（ ）ここでもやはり三〇年ないし四〇年の時効に関するローマ法源に言及がなされる。 C.7.39.3
および ＝
。
4前出（注 ）
ハインリヒ・ヴェルダーは、下級聖職者であったと思われるが、一三九
（ ） UB Friedberg, , Nr.823, 828, Regesten, Nr.803.
九年以後、フランクフルト市と契約を結び、教会裁判所での訴訟代理、法的助言、外交活動などを行うことになっていた。

UB Friedberg, 1, Nr.668, Art.7.

＝遺産占有において法の不知は助けにならない、など。
の法文、 D.37.1.10
（ ） UB Friedberg, 1, Nr.396, Z.25-29.

96
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六号（一九九四年）四八九

五〇〇頁も参照。

“

Ebenda, ..., wir aller und iglicher spenne, yruche und zweyunge zuschen uns, es sii von buwes oder ander sache

siiten gehalten zu werden, daz wir das yeweder siite genzlichen, stete und veste halten, tun und follenfuren sollen und

dis briefs, also wie er uns darumb entscheidet und seczet und auch ordent und begriffet, furbas von und von beiden

lieben gnedigen herren, genzlichen gestalt haben zu mynne und zu rechte, und stellen daz auch allez also an yn in craft

hochgebornen fursten und herren Ruprecht von gots gnaden Romischen kunig, zu allen ziten merer des richs, unsern

wegen, wie sich die verhandelt habent bis of datum dis briefs, nichts usgenomen, an den allerdurchluchtigesten

）

－

（ ） UB Friedberg, 1, Nr.800.

（

（

wollen ane allerley intrag, widerstand, hindernis und geverde. .
） UB Friedberg, 1, Nr.832, „.., das wir die mit gutem fryen willen und rechter wißen an den allerdurchluchtigisten

”

（

fursten und herren hern Ruprechten von gots gnaden Romischen kunig, zu allen ziten merer des richs, unsern

allergnedigsten herren, zu der gutlichkeit und dem rechten gestalt und gesaczt haben, stellen und seczen auch mit

diesem briefe. .
） Ebenda, „...und das wir auch nit wollen oder sollen dawider reden oder tun oder schaffen getan werden weder mit

“

（

gerichte oder ane gerichte, geistlichen oder werntlichen, heimlichen oder offenlichen oder in dheine ander wise, ane allez

） UB Friedberg, 1, Nr.840.
） Ebenda, Art.2, ... und haben sie beidersiit mit rade unser fursten, edeln und getruwen und auch unser rete, geistlicher

geverde. .

“

（

） UB Friedberg, 1, Nr.162, Art.2.
） UB Friedberg, 1, Nr.610, Art.14.

”

und weltlicher in der gutlicheid entscheiden ... .

“

（
（
（
（

） UB Friedberg, 1, Nr.841.
） UB Friedberg, 1, Nr.842.
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104 103

105
106
108 107
112 111 110 109

（

（

東大出版会）一八九

二
- 二九頁、二

日本における法学的論証と結果志向」グンター・トイブナー［編］

利益衡量と法律家的論証』（二〇一一年

論証の論証

） UB Friedberg, 1, Nr.843.
）項目訴訟的手法が法史上および現在に至るまで、法学的思考の根本を支える要素であることについては、小菅、前掲論

文（注３）
、七頁、および小川浩三「分析

二〇、二二八頁。

村上淳一・小川浩三訳『結果志向の法思考

）特に中世初期に見られた、こうした性格が、その後も根強く存続したことについて、西川洋一「初期中世ヨーロッパの

（注 ） , S.162-209
を参照。一四五五年にフリードベルク市の質権を城が獲得したことで、
1982, S.200-212, R.Stobbe, a.a.O.
城への服従宣誓を行わねばならなくなった市側はますます劣勢となった。市側は、一四八〇年代に、領邦君主として勢力

Mittelalter. Untersuchungen zu ihrer Verfassung, Verwaltung und Politik (=Wetterauer Geschichtsblätter 31), Friedberg

Thomas Schilp, Die Reichsburg Friedberg im

法の性格に関する覚え書」
『北大法学論集』四一巻五・六号（一九九一年）二九 一
- 二一頁、一〇七頁以下。

（ ） 一 四 一 一 年 以 後、 一 五 世 紀 末 ま で の 城 と 市 の 間 の 紛 争 に つ い て は、

（

（ ）本稿（一）注４で挙げた服部良久氏の研究の基礎にある問題関心である。

（

114 113
116 115

117

Klaus-Dieter Rack, Die Burg Friedberg im Alten Reich.

1988, S.94ff.
） Heinrich von Rosenthall, Johannes Goeddaeus, Gründlicher Bericht der heyligen Reichs Statt Friedberg Standt,

Studien zu ihrer Verfassungs- und Sozialgeschichte zwischen dem 15. und 19. Jahrhundert, Darmstadt und Marburg

が確立した。その後の近世における城と都市の争いについては、

を 増 し て き た ヘ ッ セ ン の ラ ン ト グ ラ ー フ の 保 護 下 に 入 る こ と に よ っ て 事 態 を 打 開 し よ う と 試 み た が 成 功 せ ず、 城 側 の 優 位

58

Newerungen und erwagte Strittigkeiten, o.O. 1610.

ohnmittelbare Superioritet. und des heyligen Roemischen Reichs Interesse wider der Burg daselbsten angemaste

Regalien, Privilegien, Rechten und Gerechtigkeiten und der Röm. Keys. Mayest. Unsers Allergnedigsten Herrn
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輔

防手段としても未決拘禁を位置づけた（三号）。この要件は明

治刑事訴訟法でも維持されたが（七二条）
、
大正刑訴法八七条は、

現行刑訴法の勾留と同様の要件を設け、予防拘禁的な色彩を持

つ明治刑訴法七二条三号を削除した。これは、行政執行法（明

治三三年制定）で行政検束（一条）が設けられたことが影響し

現行刑訴法制定前、行政検束等は、「人権蹂躙」問題で廃止さ

住居不定・罪証隠滅の虞・逃亡の虞を設けた（六〇条）。なお、

そして、現行刑訴法は、勾留要件として、犯罪の嫌疑とともに

ているのだろう。ここに、犯罪予防は行政法領域で、犯罪発生

大

二〇一一年一〇月二七日（木）午後三時より

緑

後の処分は刑事法領域で規律するという役割分担を見出せる。

報告者

勾留要件の意義と制度設計



れた。そのため、明治刑訴法のように、予防拘禁的な要件を設

き」も勾引または勾留できる旨が提案された。しかし、第三次

刑事手続における勾留要件の正当性について、近時、わが国

案以降は否定された（なお、第三次案で「罪証隠滅の虞」も削

けようとする動きが生じた。第一次案・第二次案では、
「死刑

を与えていた（治罪法一二一条）
。起訴後に公判準備のために

除された。出頭確保のみを目的とする場合は、住居不定・逃亡

で議論がある。未決拘禁が許容される場合、どのような理由で

勾引の権限を与え、勾引後に四八時間以内に訊問し、勾留の要

の虞のみが要件になる可能性を示唆する）
。以上の制定過程か

又は無期若しくは短期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪

否を判断するという形をとった
（一二二条二項）
。治罪法では、

ら、
住居不定・逃亡の虞は異論なく要件として認められてきた。

を犯したことを疑ふに足るとき」と「再び罪を犯す虞があると

住居不定・罪証隠滅・逃亡のおそれが既に確認できる（一二一

（一）治罪法は、予審判事に身体を拘束する強制処分の権限

条一号・二号）
。また、これに加えて、
「被告人未遂罪又ハ脅迫

罪証隠滅要件も、ほぼ認められてきたといえる。

あれば身体の拘束まで処分として正当化できるのか。

罪ヲ犯シ仍ホ其目的ヲ遂ケントスル恐アル時」を挙げ、犯罪予
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るという論理がありうる。もっとも、そのことが人身の自由の

方的に公判廷への出廷を放棄できず、身体拘束の必要性が生じ

法廷への出頭を求め、公正な裁判を実現するために被告人は一

り、刑事訴訟は公共の問題を扱っているため、特に訴訟主体に

被告人を位置づける以上は採りえない。また、民事訴訟と異な

である。少なくとも刑法は、被告人以外の者に対して証拠隠滅

への侵害を正当化しうるだけの価値を有するのか、という問題

示唆する。これは結局のところ、証拠保全が訴訟当事者の尊厳

事裁判では当事者主義が証拠保全に劣後する場合があることを

るために一方当事者の身体拘束を行っている。このことは、刑

保全によっている。他方で、刑事訴訟法では罪証隠滅を予防す

よる罪証隠滅の虞があるとしても、身体拘束はなされず、証拠

禁上の処遇を行うことは否定される。その反面、未決拘禁段階

犠牲まで強いることまで正当化しきれるのか、疑いの余地も残

罪が設置され（一〇四条）、人身の自由を奪う刑罰が適用される。

（二）それでは、住居不定・逃亡のおそれ・罪証隠滅のおそれ

る。また、パターナリズムによる説明もありうる。ミルが奴隷

ここでは、過去の証拠隠滅行為について、証拠保全の価値の下

から被処分者が望む社会的援助を与えることは、慫慂されこそ

契約を自己決定の対象から除外したように、
「自らの生命や人

で人身の自由の制約が正当化される。他方、
被告人に対しては、

の各要件はどのように正当化されるか。住居不定要件について

身の自由を放棄する自由」は個人にはない。他方で、刑事訴訟

刑法上は期待可能性がないことが明文に取り込まれ、証拠隠滅

すれ、否定すべき理由はない。

では、刑罰によって人身の自由や生命の喪失など「自己決定で

罪の適用がないとされる。この理解は、被告人の証拠隠滅行為

は、証拠保全の一環として
「被告人自身が証拠資料であるため、

きる地位」を喪失するリスクを背負う。罰金刑も、労役場留置

に違法性は存する旨を示唆する。以上を前提とするならば、被

（三）次に、罪証隠滅のおそれはどのように正当化されるか。

のリスクを負う。つまり、公判への出頭は、被告人が「自己決

告人以外の者に対して証拠保全のために人身の自由が制約され

公判への出頭確保が必要だ」という論理がありうる。被告人質

定できる地位」を守るための権利であり義務でもある。以上の

当事者主義を採用している民事訴訟においては、一方当事者に

考え方は、未決拘禁が被告人に裁判で争わせるためのものだと

うるところ（証拠隠滅罪）、被告人にはその制約から完全に免

問等の制度が、この理解を支えうる。しかし、訴訟主体として

いう説明を与える。そのため、被告人に対して制裁的に未決拘
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るから証拠保全のための人身の自由への制約が全面的に禁止さ

罰で人身の自由が制約されうる。そうだとすれば、当事者であ

て証拠隠滅罪の適用対象であり、証拠保全を実現するために刑

れる理由はない。また、法制度上は一方当事者である検察官と

八四三頁）
、本来は入管法とのかかわりを明文規定により定め

たものがあるが（最決平成一九年一二月一三日刑集六一巻九号

て、犯罪の嫌疑は通常の勾留以上に高い嫌疑を要すると判断し

は問題になる。最高裁判例で、第一審無罪判決後の勾留につい

に国家側の都合による退去強制を含めて解釈することの妥当性

大正刑訴法が行政執行法と刑事訴訟法とで役割分担を志向した

れるという理屈を成り立たせることは難しい。

点は留意されるべきだろう。法執行機関の活動の目的に応じた

るのが妥当だろう。

益がなくなるため、判決の効力の確保を拘禁の理由として挙げ

法の役割分担を超えて、逮捕・勾留については特に予防拘禁的

（ 四 ） ま た、 外 国 人 た る 被 告 人 が 退 去 強 制 さ れ る こ と を 理 由

ることは考えられる。実際、
民事訴訟では民事保全制度がある。

な条項を許容するべきではない。第二に、現行刑訴法の制定過

（五）最後に、犯罪予防目的の拘禁は、刑訴法上の勾留要件と

しかし、
刑事訴訟で刑の執行確保のために人身の自由を
「保全」

程において、行政検束が廃止された背景にはその濫用が存在し

に、本来ならば無罪判決後に勾留から解かれるにもかかわらず

することは、侵害の程度が大きすぎるとの理解がありうる。他

して、
立法論上も許容されるか。二つの観点から許容できない。

方で、身体は一身専属性が高いがゆえに、刑事裁判ではより一

た。種々の犯罪の予防目的での拘束を許容することは、過度に

第一に、行政法と刑訴法の領域区分の問題である。ここでは、

層「保全」の必要性が高くなると解する余地もある。少なくと

対象者の権利・利益を制約するおそれがある。そのため、安易

るか。裁判を行う以上、判決を執行できなければ裁判を行う実

も現行法では「刑の執行の確保の必要性」を勾留理由としては

に勾留要件を拡張する立法をすべきではない。

（三四五条）
、刑の執行確保を目的として勾留することは許され

定めておらず、それのみを理由とする勾留は強制処分法定主義
に反する。現行法でありうるとすれば、無罪判決を経てもなお
犯罪の嫌疑と逃亡の虞等が認定できるときに、身体の拘束がで
きるという理解である。しかし、もともと「逃亡」という概念
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一．経歴

高見進教授は、平成二四年三月三一日をもって、北海道大学
大学院法学研究科の定年を迎えられる。
高見教授は昭和四六年に東京大学法学部を卒業され、東京大

町 村

泰 貴

務専攻（法科大学院）の専任教員を兼ねられている。

この間、北海道大学法学部・法学研究科および全学の各種委

員を務められ、その運営に力を尽くされた。特に法科大学院の

教育・運営に当たっては、入学者選抜の方法や学生指導の面で

手に採用され、昭和五〇年四月に北海道大学法学部に助教授と

司法試験に合格された後、昭和四八年四月に東京大学法学部助

究会では、大学院生の指導にとどまらず、同僚間の議論におい

度専門教育に力を注がれた。大学院教育の場でもある民事法研

講義および演習を担当され、研究者の育成や社会人に対する高

当され、法学部の学生を指導された。法学研究科においても、

法学部の教育では、民事訴訟法Ⅰ・Ⅱの講義および演習を担

ご尽力いただいたところである。

して赴任された。その後、昭和六〇年七月には北海道大学法学

ても重要な指摘をされ、学問水準の向上に寄与されてきた。

学大学院法学政治学研究科修士課程に進学され、昭和四七年に

部教授に昇任され、平成一二年四月には北海道大学の組織替え

法科大学院開設後は、法学未修者を対象とする民事訴訟法Ⅰ・

に伴い北海道大学大学院法学研究科教授となられた。また、平
成一六年四月の法科大学院制度発足に伴い、法学研究科法律実
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執行法Ａ・Ｂを担当され、法科大学院生の指導に当たられた。

Ⅳを担当されたほか、先端・発展プログラムとして現代倒産・

Ⅱの講義および法学既修者等を対象とする民事法事例問題研究

判所に作られた倒産法研究会についても、その創設時から関与

られた。近時の倒産法改正をきっかけとして同じく札幌地方裁

員を平成二年二月から現在に至るまで続けられているほか、北

社会活動としては、札幌簡易裁判所の調停委員および司法委

され、実務家との研究交流を推進された。

この他、法学部・法学研究科の学生指導の一環として、フッ
トサルなどの課外活動・リクレーションも積極的に支援され、

米法学会に所属され、日本民事訴訟法学会では昭和六二年の研

学会活動では、日本民事訴訟法学会および日本私法学会、日

から平成一八年まで）札幌地方裁判所裁判所委員会委員（平成

ら平成四年まで）、札幌弁護士会懲戒委員会委員（平成一〇年

験考査委員）、札幌弁護士会懲戒委員会予備委員（平成二年か

平成二〇年まで、このうち平成一九年および二〇年は新司法試

海道建築紛争審査会特別委員（平成一〇年から平成一六年）
、

究大会において「証拠保全についての若干の考察」と題する研

一六年から平成一九年まで）
、財団法人日弁連法務研究財団に

また教員の間でもテニスを始めとするスポーツに積極的に関わ

究報告を行った。また学会における個別報告やシンポジウムの

おける法科大学院認証評価事業評価員（平成一七年から平成二

北海道建築紛争審査会委員（平成一六年から現在まで）
、司法

場でも積極的に発言・質問をされ、議論の水準を高めることに

られ、小樽商科大学や北海学園大学、裁判所・弁護士会などと

寄与された。日本民事訴訟法学会の運営面でも、昭和五二年五

一年まで）
、文部科学省大学設置・学校法人審議会（大学設置

試験第二次試験考査委員（民事訴訟法担当）
（平成一一年から

月から昭和五五年五月まで、昭和六一年五月から平成元年五月

分科会）専門委員（平成一八年から平成二〇年まで）を歴任さ

の交流戦にも参加されてきた。

まで、平成一〇年五月から平成一三年五月まで、そして平成一

れ、活躍されてきた。

研究面の特徴を記す。

こうしたご経歴の中、研究業績も膨大に残されている。次に

六年五月から平成二二年五月まで、それぞれ理事を務められ、

学外でも、札幌地方裁判所における民事実務研究会では、長

同学会の発展に尽くされた。

年大学側の世話役を務められ、研究活動の取りまとめ役を務め
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実効性や広がりにあるものと思われる。時系列的には次に取り

効性に対する問題関心が、判決手続の分野では、判決効の主観

二．研究業績

高見教授の研究活動は、東京大学大学院法学政治学研究科に

的範囲についての研究や差止めに関する研究につながって来た

上げる執行保全分野における研究が先行しており、そこでの実

おける修士論文「登記請求権保全の仮処分の効力」に始まる。

のであろう。

証拠法分野では、昭和五八年の『講座民事訴訟第五巻』に書

の抗弁と判決効の問題などに研究を広げておられる。

人格なき団体が当事者となった場合の判決効のあり方や、相殺

そこからさらに、判決効をめぐるさまざまな問題、例えば法

同論文は法学協会雑誌九三巻九号および九四巻三号に掲載され
た。
その後、今日に至るまで、民事訴訟法学の多岐に渡る研究を
発表されておられる。その研究スタイルは、比較法研究や沿革

かれた「証拠保全の機能」が注目される。ここでは、母法たる

に遡る研究を基礎としながら法解釈論を展開されるオーソドッ
クスなスタイルのものが多いが、証拠保全について行われたよ

ドイツ法の沿革と日本法の沿革を踏まえた上で、札幌地裁本庁

いる。それによれば、診療録が三一件と比較多数を占めるが、

六件を調査され、証拠保全の機能について実証的に論じられて

の昭和四五年から五五年までの一〇年間に申し立てられた一〇

うに、実証データに基づいての研究も行われる。
その主要な内容をまとめるとするならば、以下のようになろ
う。

判決手続に関する高見教授の主たる業績は、判決効、特にそ

について論じられ、改ざんのおそれを保全事由とする証拠保全

る。この調査結果を踏まえ、証拠保全の証拠開示機能のあり方

異なる実態が明らかにされており、貴重な調査結果となってい

必ずしも本訴提起にはつながっていないなど、従来の知見とは

の実効性や主観的範囲の拡張を論じるもの、証拠保全や推定に

決定では改ざんのおそれが具体的に疎明されたとき以外、決定

（１）判決手続

関する証拠法の研究、そして同時審判申出訴訟に関する一連の

の告知と証拠調べの実施時期とに相当な期間をおくべきこと

研究が挙げられる。
高見教授の問題関心の一つは、民事訴訟を通じた紛争解決の
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を、実務運用にならって提言され、逆に開示的運用が必ずしも

セン法にも遡って学説判例を丹念に研究したものである。

事保全も重要なファクターであるところ、高見教授の「保全処

裁判による権利実現の実効性という文脈に広げるならば、民

この研究が、その後の昭和六一年度民事訴訟法学会大会にお

分の『流用』の可否についての一考察」と題する論文では、保

不当な結果を招くものではないことを論証されている。

ける学会報告「証拠保全についての若干の考察」に発展し、同

れ、訴えの変更に準じて従前の被保全権利と請求の基礎が同一

全処分がなされた後の被保全権利の変更可能性について考察さ

証拠法分野における高見教授の研究は、さらに「アメリカ法

の範囲内にある被保全権利で、かつ保全処分当時に既に発生し

名の学会報告要旨にまとめられている。

における推定についての一考察」にも結実している。そこでは

ていたものについては変更可能であると論じられている。

執行法分野での問題意識は、その後の高見教授の業績にも現

アメリカ法上の推定についての先行研究を踏まえつつ、
「推定
の抵触」についてのアメリカ法の取り扱いを紹介されている。

れており、特に平成三年の「民事訴訟の課題と将来」と題する

保全・執行分野では、修士論文としてまとめられた前掲論文

合の執行の実効性を手当てすべきこと、執行対象財産の確保が

るべき諸利益との調整の中でも、少額訴訟が将来整備された場

行法を軸に検討されている。そこでは強制執行過程で尊重され

ジュリスト特集号では、給付判決の実効性確保について民事執

に引き続き、アメリカ法の研究も含め、保全処分の流用の可能

（２）保全・執行

性を論じられた論文、そして新民事訴訟法の制定に際して仮執

大きな課題であり、そのために財産開示制度を導入すべきこと

高見教授の倒産法分野における業績は、担保法に関するもの

（３）倒産と担保

高見教授の問題意識の先進性を示すものである。

など、
現在の立法動向を先取りした的確な指摘がなされている。

行宣言と執行停止についての論文が出されている。
その最初の論文である「登記請求権保全の仮処分の効力」で
は、登記請求権保全のために利用される処分禁止の仮処分を検
討対象とし、解釈上争いがある効力や本案の権利の実現方法、
処分禁止の仮処分に反して移転登記がなされた場合の処理につ
いての問題意識から、ドイツ法を比較研究の対象とし、プロイ
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が比較的多く見られる。例えば最判昭和六一年四月一一日民集
平成一〇年五月

日本民事訴訟法学会理事（平成一三年五月ま

北海道大学大学院法学研究科教授

で）
平成一二年四月

北海道大学大学院法学研究科法律実務専攻専

四〇巻三号五八四頁を手がかりとして本誌に書かれた仮登記担
保法に関する論文、質権の直接取立てと執行行為の否認との関

平成一六年四月

任教員兼務

係を論じられた研究、根抵当や根保証の倒産法上の扱いを取り
上げられた論文などが挙げられる。

日本民事訴訟法学会理事（平成二二年五月ま

昭和二三年四月 兵庫県伊丹に生まれる。

【学歴・研究歴】

平成

平成

二年六月

二年二月

二年二月

【社会活動】

札幌弁護士会懲戒委員会予備委員（平成四年

札幌簡易裁判所司法委員（現在に至る）

札幌簡易裁判所調停委員（現在に至る）

平成一六年五月

昭和四六年六月 東京大学法学部卒業

平成

で）

司法試験合格

高見 進 教 授 の 経 歴

昭和四七年

平成一〇年

は新司法試験考査委員）

当 ）（ 平 成 二 〇 年 ま で。 平 成 一 九 年、 二 〇 年

司法試験第二次試験考査委員（民事訴訟法担

月まで）

札幌弁護士会懲戒委員会委員（平成一八年五

一月まで）

北海道建築紛争審査会特別委員（平成一六年

五月まで）

東京 大 学 大 学 院 法 学 政 治 学 研 究 科 修 士 課 程
（民刑事法専攻）修了
東京大学法学部助手

平成一一年

平成一〇年四月

昭和四八年三月

同年四月

昭和五〇年四月 北海道大学法学部助教授
昭和五二年五月 日本民事訴訟法学会理事（昭和五五年五月ま
で）
昭和六〇年七月一六日 北海道大学法学部教授
昭和六一年五月 日本民事訴訟法学会理事
（平成元年五月まで）
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札幌地方裁判所裁判所委員会委員（平成一九

「登記請求権保全の仮処分の効力（一）」法学協会雑誌九三巻

一九七六（昭和五一）年

【学術論文】

年まで）

平成一六年一月 北海道建築紛争審査会委員（現在に至る）
平成一六年

一九七七（昭和五二）年

九号

文部科学省大学設置・学校法人審議会（大学

「登記請求権保全の仮処分の効力（二）」法学協会雑誌九四巻

平成一七年六月 （財
 ）日弁連法務研究財団法科大学院認証評
価事業における評価員（平成二一年まで）
平成一八年
設置分科会）専門委員（平成二〇年まで）

三号

「訴訟承継主義の限界」
『 民 事 訴 訟 法 の 争 点（ ジ ュ リ ス ト 増 刊

高見 進 教 授 の 業 績
【編著書】

／法律学の争点シリーズ５）
』

一九七九（昭和五四）年

二〇〇一（平成一三）年

一九八〇（昭和五五）年

『新堂幸司先生古稀祝賀・民事訴訟法理論の新たな構築（上・
下）』（青山善充、伊藤眞、高橋宏志、高田裕成、長谷部由起子

「訴訟代理人の補助者の過失と上訴の追完」
『 小 室 直 人・ 小 山

Law School二五号

「 主 債 務 者 勝 訴 判 決 の 保 証 人 に 対 す る 効 力〈 争 点 の 現 況 〉」

昇先生還暦記念・裁判と上訴（上）』有斐閣

の各氏との共編）有斐閣

二〇〇五（平成一七）年
『民事法２・担保物権・債権総論』
（瀬川信久、加藤幸雄各氏
との共編）
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一九八一（昭和五六）年
「判決効の承継人に対する拡張―建物収去土地明渡請求訴訟の

第五巻』弘文堂

場合―」北大法学論集三一巻三・四号上

一九八三（昭和五八）年
「証拠保全の機能」
『講座民事訴訟

一九八七（昭和六二）年

ト増刊／法律学の争点シリーズ５）』

一九九〇（平成二）年

「不服申立て全体の相互関係・審級関係」ジュリスト臨時増刊
九六九号

「判決の実効性確保」ジュリスト九七一号

第一巻』

「地裁審理に判事補の参与を認める規則制定（一九七二）
」法
学教室一二一号

「第四五、四六、五八条の注釈」『注釈民事訴訟法

「証拠保全についての若干の考察」民事訴訟雑誌三三号

一九八八（昭和六三）年

有斐閣

一九九一（平成三）年

「保全処分の『流用』の可否についての一考察―保全処分後に

記念・紛争処理と正義』信山社出版

「アメリカ法における推定についての一考察」『三ケ月章先生

新たな被保全権利が生じた場合を中心に」
『竜嵜喜助先生還暦

「仮登記担保法における通知の意義―最二小判昭六一年四月一

「民事訴訟法改正のゆくえ―国民に利用しやすく、分かりやす

一九九二（平成四）年

古稀祝賀・民事手続法学の革新（中）
』有斐閣

新版（ジュリス

一日民集四〇巻三号五八四頁を手掛りに―」北大法学論集三八
巻五・六号下

「証拠保全制度の機能」
『民事訴訟法の争点
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い民事訴訟を」法学セミナー四五二号

一九九三（平成五）年
「訴え提起の柔軟化」ジュリスト一〇二八号

一九九四（平成六）年
「破産財団をめぐる法律関係の整理」判例タイムズ八三〇号臨
時増刊

一九九八（平成一〇）年

第八巻』有

第三版

新民事訴訟法３』弘文堂

三七六条の注釈」『注釈民事訴訟法

「当事者能力・適格」月刊法学教室二〇八号

「第三七二
斐閣

「仮執行宣言と執行停止」『講座

「法人でない団体の当事者能力」
『民事訴訟法の争点

一九九九（平成一一）年

（ジュリスト増刊／法律学の争点シリーズ５）』

一九九六（平成八）年

経済法令研究会

否認権・相殺権の諸問題』増刊金融・商事判例増刊一〇六〇号

「質権の直接 取 立てと 執 行行為 の 否認」『 倒産手 続 と担保 権・

北海道大学図書刊行会

る視点から」『私法学の再構築（北大法学部ライブラリー２）』

「法人格のない団体の訴訟と判決の効力：団体の性格を考慮す

「根抵当権及び根保証契約」判例タイムズ八三〇号臨時増刊

－

「同時審判の申出がある共同訴訟」ジュリスト一〇九八号

一九九七（平成九）年
「推定則を判示する破棄判決の拘束力について―小樽種痘禍損

二四二条の注釈」
『基本法コンメンタール新民事

害賠償請求事件を手掛りに」民事訴訟雑誌四三号

「第二三四

訴訟法２』日本評論社

－
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二〇〇一（平成一三）年
「同時審判の申出がある共同訴訟の取扱い」
『新堂幸司先生古
稀祝賀・民事訴訟法理論の新たな構築（上）
』有斐閣

「 流 動 化・ 証 券 化 の 法 律 問 題（ ２） 倒 産 法 」
（シンポジウム

新民事訴訟法２ 』日本評論社

二〇〇四（平成一六）年

「具体的な裁判例を素材にして、基礎原理を深く掘り下げて理

解する〈指導教員と学生が共同研究する“実践応用演習”／民

二〇〇五（平成一七）年

事訴訟法〉
」ロースクール研究一号

「損害賠償額の算定基準時」
『民事法２：担保物権・債権総論』

資料編一七号

二〇〇二（平成一四）年

資産流動化・証券化の実態と法理）金融法研究

「 流 動 化・ 証 券 化 の 法 律 問 題（ ２） 倒 産 法 」
（シンポジウム
資産流動化・証券化の実態と法理）金融法研究一八号

「複雑な訴訟」
（角森正雄氏との共著）『新現代民事訴訟法入門
「倒産処理における再建型手続きの展開についての日米比較― （現代法双書）』 法律文化社

二〇〇六（平成一八）年

「手続間移行」
『講座倒産の法システム第４巻：倒産手続にお

ける新たな問題・特殊倒産手続』
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金融のあり方の視点から」調査季報六一号

「訴訟継承と同時審判」民事訴訟雑誌四八号

二〇〇三（平成一五）年
二〇〇七（平成一九）年

「第二三四 二四二条の注釈」『基本法コンメンタール［第三版］
二四二条の注釈」『基本法コンメンタール
［第二版］ 新民事訴訟法２』日本評論社

－

「第五四条の注釈」
『条解民事再生法』弘文堂

「第二三四

－

『条解民事再生法（第二版）
』弘文堂

二〇〇八（平成二〇）年
「金融機関の所持する文書に対する文書提出命令［含
答］
」金融法研究二四号

二〇〇九（平成二一）年

質疑応

「同時審判の申出がある共同訴訟」
『民事訴訟法の争点』
（ジュ
リスト増刊／新・法律学の争点シリーズ４）

「一部の債権による相殺の抗弁と判決の効力」
『青山善充先生
古稀祝賀論文集・民事手続法学の新たな地平』有斐閣

二〇一〇（平成二三）年

「仮差押解放金は仮差押の目的物に代わるものとして民法三〇

四条の適用を受けるか（東京高決昭和四四・六・二五）
」ジュ
リスト五一一号

一九七三（昭和四八）年

「登録意匠についてのいわゆる権利範囲確認の訴の適否（最判

昭和四七・七・二〇）」法学協会雑誌九〇巻一一号

一九七四（昭和四九）年

―債権者
「 Sniadach v. Family Finace Corp.,395U.S.337(1969)

と priorhearing
を与え
の 申 立 て の み に よ り、 債 務 者 に notice
まで賃金が凍結されるウイスコン州
trial
ることなく、 本訴の

（債権仮差押手続）は、合衆国憲法第 修正の
の garnishment
に反する」アメリカ法一九七四年二号
due process clause

「更生計画変更決定に対する即時抗告手続への補助参加申立を

「複合的契約の濫用と強制執行上の問題：第三者異議の訴えと
法人格否認に関する近時の最高裁判決を手掛かりに」北大法学

一九七五（昭和五〇）年

リスト五六〇号

許さなかった事例（広島高岡山支決昭和四六・四・二六）
」ジュ

一九七二（昭和四七）年

【判例研究】

論集六〇巻六号

14
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「小切手判決に対する再審の訴において、再審事由の審理に証

ト七六号〔民事訴訟法判例百選

「引受承継の可否（最判昭和四一・三・二二）」別冊ジュリス

第二版〕

拠制限を否定した事例（名古屋地判昭和四七・五・六）
」ジュ

「不法に抹消された強制競売申立の登記の回復登記と登記上利

その適用には一定の限界があり、本件はその限界を超えるとし

場合には民訴法二一条の併合請求の裁判籍の適用を受けるが、

リスト五八九号

害の関係を有する第三者の承諾義務
（最判昭和三九・七・一〇）
」

た事例（名古屋地決昭和五五・一〇・一八）
」判例時報一○三

「同一手形に基づく振出人・裏書人に対し手形金の請求をする

法学協会雑誌九二巻八号

亡し訴訟手続が中断した場合に、相手方当事者の受継の申立に

「白地手形による手形金請求を棄却する判決の既判力（最判昭

一九八三（昭和五八）年

七号

基づいて受継決定があったときは、新当事者とされた者は、終

和五七・三・三〇）
」判例時報一〇六一号

「控訴審の終局判決言渡後判決正本の送達前に訴訟当事者が死

局判決に対する上告により受継決定のみの破棄を求めうる（最

「管轄の合意にもかかわらず別訴の請求異議訴訟の係属を理由

に民訴法三一条の移送を認めた事例（東京高決昭和五八・四・

判昭和四八・三・二三）
」法学協会雑誌九二巻九号

一九七七（昭和五二）年

二七）
」判例時報一〇九一号

立てが認容された事例（広島地決昭和六一・一一・二一）
」判

「診療録などにつき改ざんのおそれがあるとして証拠保全の申

一九八八（昭和六三）年

「公示催告中の約束手形金債権に対する仮差押の執行方法（最
判昭和五一・四・八）
」ジュリスト臨時増刊六四二号〔昭和五
一年度重要判例解説〕

一九八二（昭和五七）年
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例タイムズ六六〇号

一九九〇（平成二）年
「相殺の可否（１）──条件付債務の条件成就（最判昭和四七・
七・一三）
」別冊ジュリスト一〇六号〔新倒産判例百選〕

一九九六（平成八）年

「境界の全部に接続する土地部分の時効取得と境界確定の訴え

の当事者適格（最判平成七・三・七）
」判例時報一五五八号

「特別受益財産であることの確認の訴えの利益（最判平成七・

「
（一）所有権確認判決前の相続による共有持分権取得と既判

一九九八（平成一〇）年

三・七）
」法律時報別冊私法判例リマークス一三号

「信義則（３）――当事者の確定――（最判昭和四八・一〇・

一九九二（平成四）年

二六）」別冊ジュリスト一一四号〔民事訴訟法判例百選Ⅰ〕

「（一）訴状の有効な送達のないままされた判決が確定した場

一九九三（平成五）年

リスト一一五号〔民事訴訟法判例百選Ⅱ〕

「口頭弁論終結後の承継人（最判昭和四八・六・二一）
」別冊ジュ

法対応補正版）
〕

二六）
」別冊ジュリスト一四五号〔民事訴訟法判例百選Ⅰ（新

「信義則（３）――当事者の確定――（最判昭和四八・一〇・

律時報別冊私法判例リマークス一六号

る場合の遺産確認の訴えの適否（最判平成九・三・一四）
」法

力の遮断効、（二）一部の共同相続人間に所有権確認判決があ

合と民訴法四二〇条一項三号の再審事由、
（二）判決正本が有

一項ただし書の適用がない場合（最判平成四・九・一〇）
」民

リスト一四六号〔民事訴訟法判例百選Ⅱ（新法対応補正版）
〕

「口頭弁論終結後の承継人（最判昭和四八・六・二一）」別冊ジュ

効に送達され右判決に対する控訴がされなくても民訴四二〇条

商法雑誌一〇九巻二号
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二〇〇〇（平成一二）年
クス二二号

の適否（最判平成一二・二・二四）
」法律時報別冊私法判例リマー

第三版〕

「相殺の可否（１）──条件付債務の条件成就（最判昭和四七・

別冊ジュリスト一六三号〔倒産判例百選

「破産管財人の第三者性（１）──建物保護法一条の第三者」

二〇〇二（平成一四）年

「再抗弁に対する判断の遺脱が上告理由としての理由不備に当
たらないとされた事例（最判平成一一・六・二九）
」判例時報
一七〇九号

二〇〇一（平成一三）年

七・一三）
」別冊ジュリスト一六三号〔倒産判例百選

「（一）民訴法二二〇条三号後段の文書には、文書の所持者が
専ら自己使用のために作成した内部文書は含まれない、
（二）

第三版〕

教科用図書検定調査審議会作成の、検定申請のあった教科用図

二〇〇三（平成一五）年

書の判定内容を記載した書面及び文部大臣に対する報告書は民
訴法二二〇条三号後段の文書に当たらない（最決平成一二・三・

第三版〕

「信義則による後訴の遮断（最判昭和五一・九・三〇）」別冊ジュ

リスト一六九号〔民事訴訟法判例百選

一〇）」判例時報一七三四号

「西淀川大気汚染公害訴訟（第二〜四次）と抽象的差止請求の
二〇〇四（平成一六）年

「ゴルフクラブと権利能力のない社団」金融・商事判例別冊［ゴ

京高判平成一四・一一・一九）」判例時報一八六四号

対象とはならないが、故意否認の対象となるとされた事例（東

適否（大阪地判平成七・七・五）
」判例タイムズ一〇六二号

ルフ法判例七二］

二〇〇五（平成一七）年

「手形不渡等を停止条件とする債権譲渡契約が対抗要件否認の

「いわゆる具体的相続分の価額または割合の確認を求める訴え
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「不執行の合意（最判平成五・一一・一一）
」別冊ジュリスト

「転換期の民法学

方法と課題（シンポジウム）
」私法六〇号

「学説と実務における紛争解決の観念（シンポジウム）
」民事

二〇〇〇（平成一二）年
二〇〇六（平成一八）年

訴訟雑誌四六号

一七七号〔民事執行・保全判例百選〕

「災害調査復命書と文書提出義務
（最決平成一七・一〇・一四）
」

「権利自白の拘束力（最判昭和四二・一一・一六）
」ジュリス

とその相互関係（シンポジウム）
」民事訴訟雑誌五〇号

「現代の民事訴訟における裁判官および弁護士の多重的な役割

ジュリスト臨時増刊一三一三号〔平成一七年度重要判例解説〕

ト増刊［判例から学ぶ］民事事実認定

二〇〇五（平成一七）年

二〇〇四（平成一六）年

「破産管財人の第三者性（１）
：建物保護法一条の第三者（最

「民事訴訟の当事者（シンポジウム）
」民事訴訟雑誌五一号

二〇〇八（平成二〇）年

「上訴の理論的再検討（シンポジウム）」民事訴訟雑誌五三号

二〇〇七（平成一九）年

六号

「鈴木民法学の六〇年（シンポジウム）」北大法学論集五五巻

判昭和四八・二・一六）
」別冊ジュリスト一八四号〔倒産判例
百選 第四版〕

二〇一〇（平成二二）年

第四版〕

「証言拒絶事由
（１） ―公務秘密
（最判平成一七・一〇・一四）
」
別冊ジュリスト二〇一号〔民事訴訟法判例百選

【シンポジウム記録】
一九九八（平成一〇）年
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訴訟雑誌五四号

「民事裁判における情報の開示・保護（シンポジウム）
」民事
号る。

（書評）井上治典著『多数当事者の訴訟』ジュリスト一〇二三

二〇一〇（平成二二）年
「倒産法と契約（シンポジウム）
」民事訴訟雑誌五六号

【書評その他】
一九八一（昭和五六）年
「小山昇教授の経歴と業績」北大法学論集三一巻三・四号下

Raymond T.Nimmer,Executory Contracts in

一九八五（昭和六〇）年
（ 紹介）「

― Protecting the Fundamental Terms of the
Bankruptcy
」アメリカ法一九八五年二号
Bargain(54 Colo L.Rev.,1983)
（ブック・レビュー）
「民事訴訟法改正研究会著『改正民事訴
訟法研究１』
」 判例タイムズ臨時増刊八七二号

（書評）福永有利・井上治典著『民事の訴訟――ある事件の発
生から解決まで』法学教室八五号
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遠 藤

乾

中村研一教授の研究上の魅力を伝えるのはそう簡単なことで

部助教授に採用された。爾来三五年にわたり、一貫して国際政

を卒業後、同法学部助手となり、一九七七年に北海道大学法学

退職される。一九七二年に東京大学理学部、七四年に同法学部

中村研一教授は、二〇一二年三月三一日をもって本学を定年

究上のふくらみを意識しつつ、出発点となった帝国主義研究、

出版されたものをベースにする他あるまい。ここでは、その研

だけでは中村政治学の射程を伝えきれない。しかし、それでも

から文学的なユートピアにいたるまで、刊行されたものの解説

思うが、本丸の国際政治論はいうまでもなく、鋭利な現状分析

はじめに

治や平和研究などを講じられる一方、法学部長、理事・副学長、

平和研究、地球的問題群、ユートピアと現状分析、市民向けの

はない。その言説や人柄にじかに触れた者にはわかるようにも

公共政策大学院院長などを歴任され、研究、教育、行政など多

出版の五つの柱に巻きつける形で、業績を紹介したい。

帝国主義研究―グローバルな視座の出発点

中村研一教授の研究は、一面では、国際政治を帝国主義の理

１

方面で多大なご貢献を積み上げてこられた。以下、順に振り返
りたい。

一 研究業績
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論・歴史的観点から再構成する試みと位置付けられよう。正確

を戦うアメリカがあったろうし、その帝国的権力が日本を含め

う。その視線の先には、冷戦のさなかにあってヴェトナム戦争

外政を貫くグローバルな世界政治であったということもできよ

0

には、いわゆる国際政治なるものが主権平等の下の国家間政治

0

なのかどうか、世界大の中心＝周辺構造を常に再生産しつづけ

た他国にどのように浸透しているのかを見極める作業とも重

なっていたに違いない。ただし、中村教授の分析は、ある種迂

る帝国的な視点から問い直すものである。
未公刊の助手論文「海外進出とフロンティアの構造」
（一九

関係の論文（一九八五ａｂ、一九九〇ｂ、一九九四ｃ、二〇〇

刊され、おそらくは問題意識も微妙に変化したのちの帝国主義

二年、八一頁）を課題としていたという。その内容は、後日公

モデルをつくること」
（北大法学部研究年報、第一号、一九八

的事実をできるだけ斉合的に位置付けられるような政治学的な

論争を学び、論争の中で光をあてられはじめてきた新しい歴史

国の支配様式を余すことなく描き出そうという試みである。ど

どんな限界を伴ったかを歴史的に検討することで、イギリス帝

義の統治リーダーシップがどのような精神構造の下で行われ、

大きな歴史論文（一九八五ａｂ）を仕上げた。これは、帝国主

ポイ大反乱時のインド総督チャールズ・キャニングに関して、

帝国主義論を構想していた中村教授はまず、一九世紀半ばのセ

当初、助手論文に沿って、歴史篇と理論篇の二部にまたがる

回し、その前の世紀の世界権力、すなわちイギリス帝国に向け

三ａ）から推察するしかないが、イギリスの帝国史研究とＪ・

ことなく中村教授が師事した坂本義和東京大学名誉教授の傑

七七年）は、
「一九六〇年以降に欧米（とくに英国）で行われ

Ａ・ホブソンの理論枠組を下敷きに、国内労働者への価値分配

作、メッテルニヒ論（「ウィーン体制の精神構造―メッテルニ

られる。

の希薄さと（ときに「うわの空」で非自覚的に行われる）国際

ヒの思想的特質」
『政治思想における西洋と日本（上）
』東京大

た一九世紀的帝国主義と植民統治とに対する歴史解釈をめぐる

金融資本による植民地進出とがセットで進行するさまを描いた

学出版会、一九六一年、一二九―一六八頁）を彷彿させるが、

と も あ れ 中 村 教 授 の 構 想 さ れ た 歴 史 篇 は、 こ の 反 乱 時 の 統 治

0

その意味で、中村教授の保持していた講座が国際政治であっ

リーダーシップと、同時期に飢餓に直面した現地植民統治組織

0

ものと思われる。

ても、その研究対象は端から国家間関係に限定されず、逆に内
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境に、徐々に理論に重点を移して行ったように見受けられる。

の実態の双方を分析するものであったと思われる。この論文を

日 本 に お け る 平 和 論 の 系 譜 を た ど り（ 一 九 七 八 ａ、 英 語 論 文

筆 し た の を 皮 切 り に（ 一 九 七 六 ）
、 北 大 に 赴 任 し て か ら は、

権力的浸透過程を見据え、それと一国民主主義との間に生ずる

時に練られたこの大論文は、一方で、
「帝国」という世界大の

きは、この早い段階から研究動向紹介という形で、グローバル

八三ａ、一九八四ｄ、一九八六ａ）。後年との関係で付言すべ

を担う市民の役割、平和と人権の関係を問い直している（一九

）
、 国 際 平 和 研 究 学 会 の 研 究 動 向 を 紹 介・ 考 察 し な が ら
その理論的検討の最もシャープな表現は、「帝国と民主主義」
1979ab
、非武装中立論の現代的意味、平和
（一九九四ｃ）であろう。二度目のオックスフォード長期滞在 （一九八〇、一九八二ｃｄ）

乖離を問題として可視化し、世界大の民主主義を仮構するきわ

な視座を打ち出していることだろう（一九八二ｃ）。

）
」 と 喝 破 し た。 こ れ に よ り、 中 心 ＝ 周 辺 構 造 が 再 生 産
power
されるメカニズムを、
指示するための諸資源
（軍事力・経済力）
、

ナンバーワン』が刊行された）。いずれも、平和研究の問題と

ころでもある（七九年にはＥ・ボーゲルの『ジャパン・アズ・

り、また同時に日本の大国としての台頭が明らかになっていた

一九八〇年代前半のこの時期は、一九七九年のソ連によるア

めてユートピア的な論考である。他方それは、グラムシのヘゲ

回路（広義のメディア・交通体系）
、内容（モデルとなるよう

して意識されたのは間違いないことである。

は一九八六年だった。それに対し中村教授は――非常に特徴的

閣（一九八二―八七年）が軍事費のＧＮＰ一％枠を撤廃するの

八〇年代初頭の鈴木善幸内閣の頃であり、のちに中曽根康弘内

米安保体制が明示的に「同盟」として意識され始めたのは一九

の足音が大きくなっていた。シーレーン防衛が争点となり、日

当時の日本では、いわゆるソ連脅威論が幅を利かせ、軍拡へ

フガニスタン侵攻を経て米ソ新冷戦が激化していた時期であ

な市場・自由・民主主義）の観点から体系的に把握し、同時に

モニー論を援用し、
帝国の本質的特徴を「指示的権力（ indicative

一九世紀以降の英米世界権力を通史的に語る道具立てを獲得し
たのである。

２ 平和は可能か
この帝国主義研究と並行し、早くから行われたのが平和研究
であり、またその視座に依拠した論壇活動である。
中 村 研 一 教 授 は、 助 手 時 代 に 平 和 研 究 の 方 法 論 に つ い て 執
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華する。それが、
宇沢弘文東京大学教授が主導した岩波講座『転

これらの平和研究の試みは、いわば原論としての平和論に昇

中村教授の初めての編著となった（一九八八ａ）。

となるソ連の軍事力が極東において低下してきている傾向を実

なことだが――言説のもととなる事実を直視し、脅威論のもと

証的に指摘した上で、
日本における「ソ連嫌い」のイデオロギー

八九ａ。二〇一〇に再録）
。これは、国家、南北問題、差別（ア

世界史的文脈、かつ（再び）内外政を貫く視点から把握しよう

国、東南アジア諸国、イランなどにも適用可能な、従ってより

チアップに伴う開発独裁ないし権威主義体制との関わりで、韓

ている（一九八九ｃ、一九九〇ａ、一九九二、一九九六）
。

の制御を回収するための民主主義の深化を示唆するものとなっ

内外にまたがる国家の暴力性を問い、社会が国家から世界政治

パルトヘイト）、
ＮＧＯを論じたいくつかの関連論考とともに、

換期における人間』所収の論考「平和は可能か」である（一九

）
。
を分析した（一九八五ｃｄ、 1983
並行してなされたのが、日本の軍事化を、先進国へのキャッ

）
。しか
とした学術的な試みである（一九八二ａｂ、 1981, 1986
し、やや外在的なその試みが長続きしたとはいえない。むしろ、

３

地球共和政賛歌―認識と変革

それまでの帝国研究を踏まえ、日本の大国化が、軍事的含意を

こうして、中村研一教授のまなざしは、しだいに世界政治の

る一方なのに、その共同性や制度枠は欠如したまま。それどこ

もつものの第一義的には非軍事的手段である経済浸透の形をと

ろか、世界的なヘゲモニーは、人類的な共感や道議の育成を妨

構造的な矛盾、乖離、裂け目、空洞に向かっていった。グロー

また中村教授は、赴任地として北海道が新冷戦の最前線であ

げる。この構造的な矛盾は、南北問題と括られてきた中心＝周

バル化は不可避で、地球全体を包む相互作用や因果関係は深ま

ることを見逃さなかった。憲法学における平和研究の権威であ

辺のあいだの乖離と重なる。のみならず、国内においては立法・

り、無自覚的に「うわの空」で進行する傾向を指摘した論文が

る深瀬忠一北海道大学法学部（現名誉）教授と経済学部の森杲

正統性メカニズムと政策・行政過程とが、また国際的には重層

目を引く（一九八六ｂ）
。

冷戦を分析し、発展の形を見直し、アイヌの位置づけを問うこ

的な政策決定と主権の国家独占とが裂けゆく。

（現名誉）教授を担ぐ形で組織されたシンポジウムは、その新

とで、北海道から総合的に平和を構築する道筋をつけようする
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ルな地球政治のダイナミズムを本格的に扱ったのが、主著『地

て萌芽的に現れているが、そうした裂け目から吹き出すリベラ

「ヨーロッパは政治共同体たりうるのか」
（一九九四ｂ）におい

この様な視座は既にヨーロッパ統合を体系的に論じた論文

帝国主義研究の現場検証でカルカッタの飢餓を検討して以来、

る。一九七〇年代にエネルギー問題を取り上げ（一九八四ｂ）、

飢餓・貧困、資源枯渇、環境破壊、移民・難民、そして核であ

とを重視する。取り上げられているのは、感染症、人口増加、

げるように分析してきたものである。かねてから温めてきたマ

これらの地球的問題のほとんどは、中村教授が一つ一つ積み上

このいわば地球政治の原論は、解決し発明する人間像を基底

ルサス論も、ここで初めて登場している。これらは、最現代で

球的問題の政治学』
（二〇一〇ａ）である。

にもつ。具体的には、
地球的問題解決に向けて、
共感を醸成し、

制度化されておらず、逆に国家は強力で、個人や市民は直接に

市民と地球は無媒介には接続されえない。
「地球」は膨大で、

わ っ て い る と す る（ 三 四 二 頁 以 下 ）
。 た だ し、 そ う し た 個 人・

ている。

あり、その認識そのものが個人と地球とをつなぐよう設計され

家間政治の視座に委ねても解決はおろか認識すら難しい問題で

活量の大きさを示すものであろう。同時にそれらはすべて、国

協力する回路の発明に参加する市民的徳が人間には本来的に備 「国際政治」という学問分野を語る際に要請される、いわば肺

地球の構成員とみなされてこなかったからである（三一九頁以

う行為が「変える／変革する」ことと表裏一体となる。こうし

がその両者をつなぐのである。ここでは、
「知る／識る」とい

そこで、問題を認識し、解決に向け一歩を踏み出すことこそ

あるとする（三五一頁以下）。その主権は終わっても、次に来

る国家の共同救出）を本質的な特徴としているゆえに、強靭で

メカニズムを通じて支えられており、③領域外の枠組み（によ

して国家主権は、①その要件が伸縮自在であり、②相互承認の

の認識パラダイムの変換が試みられる。全体的イデオロギーと

第Ⅱ部は、主体や方法が検討され、国際政治から地球政治へ

た中村教授の認識・変革論は、本書にさかのぼること二〇年、

たるものが不明な現況を中村教授は「ポスト主権状況」と呼び、

下）。

ホブソン・レーニンの政治認識分析の中に鮮明に現われている

①不可避なグローバル化、②地球的問題の危険認識、③モダニ

（一九九〇ｂ）
。
したがって、本書はまず第Ｉ部で、問題を「知る／識る」こ
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す る（ 三 六 九 頁 以 下 ）
。その上で、経済統合が安全保障につな

脱領域化と無定形政治共同体構造の模索といった特質をもつと

化と一国民主主義の迂回、⑥国家の自明な正統性消失、⑦国家

ズムの再検討、④地球政治主体の増大・拡散、⑤決定の脱領域

ｂｃ）
、あるいは二〇〇一年の九・一一事件を経て公刊された

を機に執筆したサダム・フセイン論や中東平和論（一九九一ａ

の強靭さを分析したものから（一九八九ｃ）、湾岸危機・戦争

現代政治分析が数多くみられる。それは、アパルトヘイト体制

じっさい、中村研一教授の業績リストには、内外にまたがる

テロリズム論（二〇〇七）といった時の外政に関わるものや、

がるとするＥ・Ｈ・カーを下敷きに、欧州連合（ＥＵ）
、世界
銀行、ＮＧＯといった非ナショナルな主体を検討し、地球市民

横路道政や野党論から昭和天皇崩御の際の現代日本社会論にい

たるまで内政に関する論考もあり、書評の形を取った北朝鮮論

社会の可能性をつむぎだすのである。
問題を認識したとたん、
地球における「政治（的なるもの）
」

〇一一ｂ）を含めると、対象は驚くほど多岐にわたる。

（レス・プブリカ）に引き込まれるつくりをもった本書は、いっ （一九九九ａｂｃ）や三・一一を経て書かれた地震災害論（二
てみれば地球共和政賛歌なのである（三三八頁）
。

留意したいのは、そうした最現代の現状を分析する際、多く

描く営みと括ることができよう。そう考えると、上記のような

ユートピアとは、現状の鋭い認識をばねにして、そのネガを

ナリズム（唯名論）などとともに、ユートピアのようである。

入門』（北海道大学出版会）においても、ひとつの柱は、ノミ

である。公刊が待たれる政治学の教科書『ことばと暴力―政治

以上のような試みを貫くひとつの視座は、ユートピア的思考

九七八ｂ、二〇〇九ｂ、二〇一〇ｂ）
。また、テロリズムを考

本的伝統を坂野潤治東京大学名誉教授から学び取っている（一

うと（一九八四ｃ）
、明治期からの「戦前デモクラシー」の日

頂期において早くから連合政治の可能性について論じたかと思

数理モデルを駆使し、ヨーロッパとの比較の上、一党支配の絶

であろう。例えば、日本のデモクラシーを語る際、中村教授は

画に学びながら、きわめて豊富な道具立てを準備していること

の場合古典的な論考に拠り、思想、歴史、比較政治、文学、絵

ユートピア的思考の束に、現状分析の業績が伴っていても不思

察する際に依拠したのは、コンラッドの記念碑的な文学作品
『密

４ ユートピアと現状分析―密教と顕教のあいだ

議ではない。
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偵』であった（二〇〇九ａ）
。
ふだんの中村研一教授の会話に理想主義的な言説は少ない。
むしろ、現状を見極める際の透徹した現実主義（リアリズム）
に驚かされることのほうが多い。鋭利な現状分析と現状変革の
構想。あるいは現実主義と理想主義。この二つを結ぶのは、羊
が人を食い殺す現状をばねに
「どこにもない世界
（ユートピア）
」

群に注がれたという事実は、中村教授の学問が市民に向けられ

教育業績

ていたことを物語る。

二

中村研一教授は、着任以来、北海道大学法学部における講義

際的研究」においては、二単位一五コマ中三回を他のスタッフ

また、一九八〇年代に創設された全学教育総合科目「平和の学

独特の講義スタイルとも相まって、大変な人気講座であった。

を描いたＴ・モアのユートピア的思考なのである。その意味で、 「国際政治」（四単位）をほぼ一貫して担当した。この講義は、
中村教授は卓抜したユートピア論者であった。

５ 市民・若者向けの教科書・事項解説・論説

年にわたり、教職課程教科教育法「公民科教育法」（二単位）

他にも特筆すべきなのが、
市民や若者向けの出版活動である。 と分担し、本学における平和教育の一端を担われた。なお、数
中村教授は、早くから高校教科書『現代政治経済』作りに力を

の一五コマ中五コマを担当した。

加えて、後年、新入生向けの「政治学入門一」を数年間担当

入れ、のちには中学生向けの『新中学校公民』を監修している

された。この間、相当政治学のあり方、伝え方を再考されたよ

（以下の業績欄７）
。また、
『平凡社大百科事典』
『岩波社会思想
事典』『朝日キーワード別冊・国際』などで鍵となる国際政治

二〇〇五年の公共政策大学院の設立後は、「国際公共政策」（二

うで、その講義録は北海道大学出版会から後日出版予定となっ

単位）を毎年開講してこられた。この講義録は、おもに研究業

用語を解説したほか、一九九〇年から二〇〇七年まで、
『朝日

授と共同で執筆している（業績８）さらに、多くの論説記事を

ている。

新聞・雑誌等に寄稿し、学内のみならず広く社会に向けて発信

績３（右記）で述べた『地球的問題の政治学』
（二〇一〇）の

現代用語集 知恵蔵』の国際政治欄を坂本義和東京大学名誉教

を続けた（業績９）
。相当な時間とエネルギーがこれらの作品
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授は、それまでの広報誌のあり方に満足せず、ファカルティや

学生の声を集めたアンソロジー『北大法学部を読む』を編み、

第一部となって公刊されている。
また、学部や大学院演習では、原書を輪読する古典的なもの

世に投げかけた。一九八七年三月三一日付の『朝日新聞』
「大

大法学部を見る』というプロモーション・ビデオも制作された。

から、実務家を招聘する実験的なものまで、
幅広く担当された。

二度目の英国留学から帰国されたのち、教務委員をはじめ多

学案内を作ってみて」は、中村教授が北大法学部広報委員とし

中村教授は教育熱心で知られ、直接間接を問わず薫陶を受け

くの重責を担われた。そして（思いがけず）四九才の若さで、

外書講読においては、英語だけで進めたり、英作文を取り入れ

た研究者は数多い。ご自身が指導された博士論文は、韓国朴正

一九九六年に法学部長に選出された。
「民主主義は恐ろしい」

て執筆し、北大法学部長名で公表したものである。その後、
『北

煕時代の開発独裁と民主化、陸羯南の政治思想、日露戦争時の

るなど、多くの試みを実践されている。

諜報戦、戦間期ポーランドの政治家ドモフスキー、経団連と日

が本人の弁である。

全学の執行部への誘いを、三度目の英国滞在で断ち切ったの

総合指揮を執ったことであろう。

た。もうひとつは、
『北大法学部ライブラリー』全六巻刊行の

コースが分けられ、附属高等法政教育研究センターが設立され

に重点が移り、専門的職業人を育てる専修コースと研究者養成

多くはこの時つくられた。具体的には、法学部から法学研究科

した。現在は当たり前のようになっている様々な制度的前提の

東京大学法学部から始まったこの潮流は、ポストと予算に直結

少なくとも二つある。一つは、いわゆる大学院重点化である。

法学部長として取り組まれたことの中で、特筆すべきことが

中経済関係、現代北朝鮮の経済改革にいたるまで幅広いトピッ
クを扱っており、教え子の国籍は、日本はもとより、韓国、台
湾、米国、中国など多くの国にまたがっている。
他にも、実に多くの大学で非常勤講師を務められた。詳しく
は、第五節の経歴欄を参照されたい。

三 学内外の行政上の業績

多くの人が認めることだろうが、中村研一教授の行政能力は
抜きん出ていた。それに周りは頼り切ってしまうほど、
である。
北海道大学法学部で広報委員を務められた中村（当時助）教
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の時間差はあったものの、二〇〇三年から北大理事・副学長に

選出する際に事実上選挙対策責任者を務め、総長選出から若干

も束の間、法学研究科所属の中村睦男教授を北海道大学総長に

〇一一年に設置にいたった、北海道電力の「プルサーマル公開

一一の東日本大震災を受け、原発に対する関心が高まる中で二

る。そして、もう一つは、厳密には民間のものであるが、三・

経歴

シンポジウム等に関する第三者委員会」の委員職である。

四

国家公務員採用上級甲種試験（行政）合格

東京大学理学部物理学科卒（原子核理論、情

神奈川県藤沢市生まれ

就任された。二〇〇五年までの任期中、企画、広報、国際関係、
留学生センターを一手に掌り、法人化の指揮を執った。また、
全国初の文理融合型の専門職大学院である公共政策大学院の立
ち上げを主導され、離任後はそこで研究教育に携われた。

一九七二年三月

一九四八年一一月三日

立ち上げのときには想像しておられなかったかもしれない。退

報理論）

その公共政策大学院で院長をすることになろうとは、大学院

職直前の二〇〇九年から一一年はその院長職にあり、ご自身曰

一九七三年九月

く「三度目の赤紙」召集に応じられた。

東京大学法学部助手（国際

東京大学法学部政治コース卒業（政治学）

政治）

国際文化会館新渡戸フェロー、英国オク

北海道大学法学部助教授（国際政治）

一九七四年四月～一九七七年八月

他方、
学外の行政とは距離を置いておられたように思われる。 一九七四年三月
東京大学法学部時代にすでに国家公務員採用上級甲種試験に合

一九七七年九月

格し、当該年の通商産業省入省予定者の行政職トップに位置し、
一度は資源エネルギー庁長官を夢見たはずの中村研一教授は、

一九七八年～八〇年

スフォード大学セントアントニーズ・カレジ研究員（この間

いったん研究人生に入り、ある種オポジション側で学問に従事
するようになると、政府や霞が関との接触を極力避けるように

究 セ ン タ ー 上 級 研 究 員、 一 九 八 〇 年 六 月 ～ 八 月 米 国 ス タ ン

および後、一九七九年一二月～八〇年二月インド社会発展研

それでも、
例外はある。一九九六年に設置された環境庁の
「水

フォード大学フーバー研究所客員研究員、一九八〇年八月メ

なったようである。

環境に係る有害物質懇談会」の検討員を務めたのがそれに当た
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英国オクスフォード大学セントアント

北海道大学教授（国際政治）

キシコ国立自治大学客員研究員）
一九九〇年三月
一九九〇年～九二年
ニーズ・カレジ上級研究員
北海道大学法学部長

同生涯メンバー）

英国ケンブリッジ大学クレア・ホー

一九九六年一二月～一九九八年一二月
一九九九年～二〇〇〇年
ル客員フェロー（二〇〇〇年～現在

北海道大学副学長・理事

北海道大学公共政策大学院

（企画、国際、広報、評価担当）
・留学生センター長

二〇〇三年一〇月～二〇〇五年五月

二〇〇五年四月～二〇一一年三月
教授（国際公共政策）

北海道大学公共政策大学院

北海道大学大学院法学研究科教授（国

二〇〇九年四月～二〇一一年三月
長
二〇一一年四月～現在
際政治）

○非常勤講師（カッコ内は年度・単位数）
東京都立大学大学院法学研究科（一九八〇・二単位）
、北海
道教育大学釧路分校（一九八三・二単位、
一九九三・二単位）
、
北海道教育大岩見沢分校（一九八三・二単位、一九八七・二

単位）
、信州大学経済学部（一九八五・二単位）、北星学園大

学経済学部（一九八六・四単位）、
成蹊大学法学部（一九八七・

二単位、四名で分担）、北海道教育大学札幌分校（一九八八・

四単位）、山形大学人文学部（一九八八・二単位）、札幌学院

大学法学部（一九九〇・三単位）、
東北大学法学部（一九九三・

四単位）
、藤女子大学（一九九三・四単位、一九九四・四単

位）
、岩手大学大学院教育学研究科（一九九六・二単位）
、千

葉大学法経学部（一九九五・四単位、一九九六・四単位）

業績一覧

単著書

五

１

編著・共著書

二〇一〇ａ 『地球的問題の政治学』岩波書店（五一一頁）

２

一九八四ａ 『国際政治―人類社会の現在と未来』（大西仁、高
橋進と共著）、東研出版

北海道大学図書刊行会

一九八八ａ 『北海道で平和を考える』（深瀬忠一・森杲と共編）
、

一 九 九 四 ａ 『 ヨ ー ロ ッ パ 統 合 の 脱 神 話 化 』（ 佐 々 木 隆 生 と 共
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３
「方法論シンポジウムにおける争点の諸形態」
（関

編）、ミネルヴァ書房

論説等

一九七六
寛治と共著）
『平和研究』一号、三月、五二―七七頁
一九七八ａ 「戦後日本の平和論」
（高橋進と共著）
『世界』六
月号、二〇二―二二五頁
「世界軍事秩序の研究動向―イプラ第三回総会報

和保障』五月、一八八―一九六頁

一九八四ｂ 「エネルギー問題を考える」
『国際政治―人類社会

の現在と未来』
（大西仁、高橋進と共著）
、東研出版、四七―
八八頁

一九八四ｃ 「連合の安定と変動―数理モデルによる考察―」

篠原一編『連合政治Ⅱ―デモクラシーの安定を求めて―』岩

波現代選書、三三三―四一三頁

一九八五ａ 「帝国主義の統治理性―チャールズ・キャニング

―八三頁

一九八四ｄ 「非武装中立論の真の課題」
『世界』一月号、七六

一九八二ａ 「日本の軍事化」
（大西仁・高橋進・鈴木祐司との

とインド大反乱Ⅰ」
『北大法学論集』三六巻一 二
･ 合併号、

告」『平和研究』五号、九月、一六二―一六五頁

一九八〇

共著）
、坂本義和編『暴力と平和』朝日選書、一五五―二一

二八七―三一三頁

七三頁

一九八五ｃ 「ソ連脅威論からの脱却」
『世界』四月号、五六―

一三一頁

とインド大反乱Ⅱ」
『北大法学論集』三六巻三号、一〇一―

一九八五ｂ 「帝国主義の統治理性―チャールズ・キャニング

一頁

月二五日、一〇―一六頁

一九八二ｂ 「軍事化を許容する政治構造」
『エコノミスト』一

一九八二ｃ 「グローバルな視座とパラダイム転換―ＩＰＲＡ
の平和研究の動向から」
『平和研究』第七号、五月、一三一
―一三九頁

一九八五ｄ 「ソ連・好きと嫌いの向こう側」『広告批評』七／
八月号、五二―五九頁

一九八二ｄ 「ポスト軍縮総会の課題」
『世界』八月号、四二―

一 九 八 六 ａ 「 転 換 期 の 人 権 と 平 和 」 日 本 平 和 学 会 編『 講 座 平

五三頁
憲法と平

一九八三ａ 「民衆による平和」
『法学セミナー増刊
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和学Ⅳ 新国際秩序と平和』早稲田大学出版部、九三―一二
九頁
一九八六ｂ 「国家の変容―日本の大国化」
『法学セミナー増刊
国際政治 戦略と平和』二月、七三―八二頁
一九八七 「北海道の課題と横路道政の課題」（荒井信雄と共著）
『地方自治通信』二一一号、六月、一五―二一頁
一九八八ｂ 「はじめに」
『北海道で平和を考える』
（深瀬忠一・
森杲と共編著）
、北海道大学図書刊行会、ｉ―ⅸ頁

国家とは』岩

一九八九ａ 「平和は可能か」宇沢弘文・河合隼雄・藤沢令夫・
渡辺慧編『岩波講座・転換期における人間５
波書店、二九七―三四一頁
一九八九ｂ 「社会の鏡としての天皇」
『世界』三月号、四四―
五四頁
一九八九ｃ 「白人〝要塞〟政権の強さの秘密」
『朝日ジャーナ

六合併号下巻、一〇五三―一〇九〇頁

一九九〇ｃ 「抵抗政党から対抗政党への処方箋」『朝日ジャー

ナル』七月二〇日号、二二―二四頁

一九九一ａ 「サダム・フセイン政権の戦争観」
『世界』四月号、
一二三―一三九頁

一九九一ｂ 「新しい「安全」観の共有を」『朝日ジャーナル』
四月一九日、二一―二三頁

「ＮＧＯの可能性―国家主権を超える―」『世界』

一―二五七頁

一九九一ｃ 「中東における平和の条件」
『世界』六月号、二四

一九九二

八月号、一三〇―一四二頁

一 九 九 四 ｂ 「 ヨ ー ロ ッ パ は 政 治 共 同 体 た り う る の か 」『 ヨ ー

ロッパ統合の脱神話化』
（佐々木隆生と共編）、ミネルヴァ書
房、三三―九五頁

「世界政治と市民」『平和研究』二〇号、六月、六

世界秩序』岩波書店、一八三―二四三頁

一九九四ｃ 「帝国と民主主義」坂本義和編『世界政治の構造
変動１

ル』九月二二日号、九〇―九四頁
一九九〇ａ 「国家と暴力―権力国家観からの脱却」田中浩編

一九九六

「南北問題の解決のために―ＮＧＯ台頭の政治的

文脈」深瀬忠一・杉原泰雄・樋口陽一・浦田賢治編『恒久世

一九九八

―二一頁

『現代世界と国民国家の将来』御茶の水書房、一一九〇―一
二〇七頁
一九九〇ｂ 「政治認識としての帝国主義論―ホブソン、レー
ニンの帝国主義論の再検討（一）
」
『北大法学論集』四〇巻五・
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界平和のために―日本国憲法からの提言』勁草書房、三九二

治学のエッセンシャルズ―視点と争点』北海道大学出版会、

平
特集）
･ 和」

連
･帯

国
･ 際秩序」

坂野潤治『明治・思想の実像』」『創文』

解説・書評（新聞書評欄を除く）

八・九月号、二二二―二三二頁

二〇一一ｂ 「リスボン地震と神の退場」『文学』（岩波書店）
、

守る』風行社、七〇―一〇一頁

二〇一一ａ 「主権のゆらぎ」杉田敦責任編集『政治の発見７

特集）号、四月、二八―五一頁

偵』の表象戦略」
『思想』一〇二〇（
「暴力

「テロリズムのアイロニー──コンラッド『密

八三―九七頁

複数の近代』北海

「領域国家の終焉―グローバル化ポスト主権状況」 二〇〇九ａ

―四二一頁
二〇〇〇
小川浩三編『北大法学部ライブラリー６

戦
･争

「帝国主義政治理論の誕生―ホブスンの戦争批

道大学図書刊行会、二八三―三三七頁
二〇〇三ａ
判と自由主義批判」
、『思想』
九四五
（
「帝国

「ポスト軍事主権の平和構想―Ｅ・Ｈ・カー安全

号、一月、二七―四六頁
二〇〇四

保障論の再検討」日本平和学会編『グローバル時代の平和学
４

一九八二ｅ

「書評

ジョナサン・シェル『地球の運命』
（朝

三月号、一八―二二頁

「帝国を抱きしめて―世界権力と民主主義の将来」 一九七八ｂ 「書評

２ 戦争廃絶への道』法律文化社、二四四―二六九頁
二〇〇五

ア、田中秀征、ゲーリー・ガーストル、遠藤乾と共著）
、北

『帝国／グローバル化時代のデモクラシー』
（ロナルド・ドー

日新聞社、
一九八二年）
」
『朝日ジャーナル』一〇月一五日号、

毎日新聞社軍縮取材班『軍縮―平和

海道大学外学院法学研究科附属高等法政教育研究センター、

一九八三ｂ 「総合書評

六四―六五頁

「テロリズムの定義と行動様式」日本比較政治学

七六―八九頁
二〇〇七

黄長火華『黄長火華回顧

とは何か』築地書館、一九八三年等九冊の総合書評」『平和

書評

研究』第八号、一四八―一五一頁
一九九九ａ 「理想的な悪夢

会編『テロは政治をいかに変えたか』早稲田大学出版部、一

「暴力と権力」辻康夫、松浦正孝、宮本太郎編『政

三一―一五二頁
二〇〇八
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録・金正日への宣戦布告』
」
『しゃりばり』六月号、五八―五

in Japan 1977-78 (Tokyo, The Japan Peace Research Group),

和 田 春 樹『 北 朝 鮮・

pp. 45-51.
書評

九頁
一九九九ｂ 「遊撃隊国家の終焉

Japan Peace Research Group), pp. 7-34.

Takahashi), Peace Research in Japan 1978-79 (Tokyo, The

1979a Peace Research in Postwar Japan (with Susumu

”

高沢

”

Sheffield, pp. 160-171.

Studies, Vol. IV, Centre for Japanese Studies, University of

The Proceedings of the British Association for Japanese

1979b Peace Studies in Postwar Japan , Gordon Daniels ed.,

“

宮坂

船橋洋一
『同盟漂流』
」

書評

“

書評

遊撃隊国家の現在』
」
『しゃりばり』七月号、五〇―五一頁
一九九九ｃ 「夢の残骸―金日成のあやつり人形

書評

白告司
『宿命―
「よど号」
亡命者たちの秘密工作」『しゃりばり』
八月号、四六―四七頁
一九九九ｄ 「今、
安保とは何か
『しゃりばり』九月号、五六―五七頁
二〇〇三ｂ 「いかなるテロ対策が望ましいのか

”

‘
“

’

Soviet Threat Theory : Pseudo-image and Real
”

pp. 1-4.

Problems, Peace Studies Association Newsletter, September,

1983

Proposal, Vol. 13, No. 1, pp. 31-37.

1981 Militarization of Post-War Japan , Bulletin of Peace

“

直 史『 国 際 テ ロ リ ズ ム 論 』
」
、
『平和研究』二八号、早稲田大

坂野潤治『日本憲政史』―戦前デモ

学出版部、一一月、一七九―一八一頁
二〇〇九ｂ 「総合書評

クラシーにおける憲政の構造―」『北大法学論集』
五九巻五号、
二九一―三一七頁

”

Books, 1989, pp. 81-100.

ed., Asia: Militarization and Regional Conflicts, London: Zed

1986 Militarization of Post-War Japan , Yoshikazu Sakamoto

“

二〇一〇ｂ 「解説」坂野潤治『日本政治「失敗」の研究』講
談社学術文庫、二六六―二七八頁

５ 英語公刊論文

”

Studies, No.5, 2011, Hokkaido University, pp. 163-188.

2011 Energy Crisis as Global Problem , Annals, Public Policy

“

“

”

1978 The North-South Problem in East Asia , Peace Research
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６ 翻訳・構成
シルビア・ブルカン「ルーマニアと世界平和」
『読売新聞』一
九七五年一〇月一四日
アロンゾ・Ｌ・ハンビー「二〇世紀アメリカの戦争と社会」小
川晃一・石垣博美編『戦争とアメリカ社会』木鐸社、一九八

ジェイソン・バーク「九・一一事件にいたる道」『論座』二〇

解題と資料」川崎修・杉田敦編『西洋政

〇八年四月号、三八―四一頁

教科書

治思想資料集』（法政大学出版局、二〇一二年近刊）

「Ｊ・Ａ・ホブスン

７

『現代政治経済』（文部科学省検定高等学校教科書、吉川洋他

五年、二五―六〇頁
リチャード・フォーク「西欧国家システムの再検討」坂本義和

際政治と日本」（単著））

体監修、
序章・第三編第二章（共著）および第一編第六章「国

計一二名による共著）
、清水書院、一九八四―二〇一一年度
（全

１

世界秩序』岩波書店、一九九

編『現代世界政治の構造
四年）
、六三―一〇八頁

チャドウィック・アルジャー「地域の国際化」
『地域・自治体

８

事典・用語集

体監修および第三編「国際政治を生きる」（共著）
）

〇名による共著）
、清水書院、二〇〇〇―二〇一一年度（全

国際化の可能性』『地方自治職員研修』
一九八八年臨時増刊号、 『新中学校公民』（文部科学省検定中学教科書、岡崎哲二他一
三九―四九頁

九八八年九月号、一六二―一七一頁

Ｊ・マツィーラ「黒人たちの忍耐は限界を超えた」
『世界』一

ジョゼフ・ロートブラット「なぜ私はマンハッタン計画を離脱

大百科事典』（平凡社、
一九八五年）
「帝国主義」

知恵蔵一九九〇』～『同二〇〇八』朝

ンを坂本義和と共著。なお、一九九一年版以降、一九七六年

日新聞社、一九八九年～二〇〇七年、
「国際政治」のセクショ

Ｂ 『朝日現代用語集

「植民地」
「植民地主義」「国際海峡問題」

したか」『世界』
一九九〇年九月～一二月号
（大西仁、
高原孝生、 Ａ 『平凡社
藤原修と共訳）

り通す―ＯＸＦＡＭ代表に聞く」
『世界』一九九二年八月号、

デビッド・ブライヤー「リスクを冒して賭け、信じて委ね、や

一一六―一二九頁
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ト」「世界問題／地球的問題群」
「世界政治・地球政治」
「世

「単独行動主義」
「ミサイル防衛」
「環境外交」
「ジェノバサミッ

以降の「世界主要紛争」一覧を作成・分類。

同盟国首脳会議」「新国際経済秩序
（ＮＩＥＯ）」「新世界秩序」

極システム・二極システム」
「多極化」
「第三世界」
「非同盟」
「非

主化運動」
「文明の衝突」「文明の和解」「平和研究」
「地球市

「中堅国家／ミドル・パワー」
「ポスト冷戦」
「平和の配当」
「民

界システム」
「世界システム論」
「グローバル化」
「グローバ

主権国家システム」
「ウェストファリア体制」
「権力政治（パ

ナブル・ディベロプメント）
」
「民際外交」
「国家システム／

国際摩擦」
「メディア・パワー」
「持続可能な開発（サステイ

互依存」
「政策協調」
「トランスナショナルな関係」
「摩擦／

ズ委員会」
「地域主義（リージョナリズム）
」
「相互浸透」
「相

型武器規制」「ワッセナー協約」
「包括的核実験禁止条約（Ｃ

関連技術輸出規制（ＭＴＣＲ）
」
「国連通常兵器登録制度」
「小

不拡散条約再検討会議」
「検証・査察・保障措置」「ミサイル

防止条約

戦争」
「警戒態勢解除」「兵器拡散」「核不拡散条約（核拡散

止」
「相互確証破壊」
「先制不使用」「信頼醸成措置」「偶発核

連軍縮特別総会」
「国連軍縮委員会」「国連軍縮会議」「核抑

民」
「軍縮」
「軍備管理」
「軍縮会議／ジュネーブ軍縮会議」
「国

ワー・ポリティックス）
」
「安全保障」
「集団安全保障」
「国連

ＴＢＴ）」
「未臨界核実験（臨界前核実験）」「部分的核実験禁

リズム」
「グローバル・ガバナンス」
「グローバル・ガバナン

の介入」
「人道的介入」
「同盟の再定義」
「エンゲージメント

止条約（ＰＴＢＴ）
」「兵器用核分裂物質生産停止条約（カッ

グループ」
「ナショナリズム」
「テロリズム」
「反テロ・サミッ

合」
「民族紛争」
「民族浄化（民族純化）
」
「民族／エスニック・

ム）」
「連邦」
「国家連合」
「国際統合」
「不戦共同体、地域統

廃絶運動）
」「原水爆禁止日本協議会（原水協）」「核兵器禁止

「対人地雷全面禁止条約」「反核・平和運動（核軍縮運動・核

学兵器禁止条約」
「遺棄化学兵器」
「生物・毒素兵器禁止条約」

減条約（ＳＴＡＲＴ）
」
「中距離核戦力条約（ＩＮＦ条約）」
「化

トオフ条約）」
「ＡＢＭ条約（ＡＢＭ制限条約）」「戦略兵器削

ＮＰＴ）」
「消極的安全保障・積極的安全保障」「核

辺のなかの周辺」
「ヘゲモニー／覇権」
「国際レジーム（レジー

（関与政策）
」
「中心／周辺」
「準周辺、周辺のなかの中心、周

ト」「国家テロリズム」
「ならず者国家」
「低水準戦争」
「構造

平和建設国民会議（核禁会議）
」
「原水爆禁止日本国民会議（原

的暴力」
「ガルトゥング」
「解体国家」
「軍事化」
「軍国主義」
「軍
産複合体」
「軍事援助」
「核時代」
「冷戦」
「ブロック・圏」
、「両
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水禁）
」
「日本原水爆被害者団体協議会（被団協）
」
「ＣＮＤ」

「平和」
「民族自決」
「連邦主義」

９

「ハーグ平和アピール」
「ラッセル・アインシュタン宣言」
「核
戦争防止国際医師会議」
「非核地帯（非核兵器地帯）
」
「非核

「国際平和研究学会に参加して」『朝日新聞』一九八一年七月

「軍拡と軍縮

二つの「常識」
」
『朝日新聞』（道内）一九八二

「未来構想の重視を」『北海タイムス』
一九八一年一二月九日
（夕）

「民衆脅かす軍事技術」『北海道新聞』
一九八一年八月二六日
（夕）

一年八月一六日

「台頭した〝核戦争を戦う〟戦略」
『毎日新聞』（道内）一九八

一〇日（夕）

その他の論説・書評

地位」
「非核自治体」
「神戸方式（非核神戸方式）
」
「高知非核
条例案」
「新アジェンダ連合」
Ｃ 『国際協力事典』
アルク出版、
一九九〇年。
「戦後世界秩序」
「平和研究」
「パルメ委員会」
「ストックホルム平和研究所」
「日
本平和学会」
Ｄ 『朝日キーワード別冊・国際』朝日新聞社、
一九九六年。
「国
際政治」欄三〇―五一頁、
「サミット」
「民族紛争」
「ポスト

年八月一五日

「植民地の現状」『月刊百科』一九八二年八月号、四―六頁

冷戦」
「新世界秩序」
「安全保障」
「集団安全保障」
「集団的自
衛権」
「よいガバナンス」
「ＡＰＥＣ／アジア太平洋経済協力

「書評

「問われる知事の政治哲学」
『北海道新聞』一九八五年二月一

三年八月一六日（夕）

「世界に広げよう「非核三原則」の輪」『北海道新聞』一九八

「広がる憲法の再発見」
『北海道新聞』一九八三年五月三日

「市民の手で軍拡を阻止」『朝日新聞』一九八三年一月四日

一九八二年一〇月四日

『秋田さきがけ新聞』一九八二年一〇月三日、『信濃毎日新聞』

坂野正高『イメジの万華鏡』筑摩書房、一九八二年」

会議」
以下六一項目を坂本義和と共著。（それ以外の項目は
『朝
日現代用語集 知恵蔵一九九六』と同様。
）
Ｅ 『朝日キーワード別冊・国際・新版』
朝日新聞社、
一九九九年）
「国際政治」欄三二～五五頁、Ｄの改訂。
Ｆ 『国際政治事典』
弘文堂、
二〇〇五年。
「自由貿易帝国主義」
「新帝国主義」
Ｇ 『岩波社会思想事典』岩波書店、
二〇〇八年。
「愛国心」
「エ
スニシティ」
「戦争」
「地域統合」
「帝国」
「ナショナリズム」
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七日

道民との接触手段欠く」
『毎日新聞』
（道

して」
『朝日新聞』一九八五年四月二五日（夕）

「アジア・太平洋地域非核化への道―国際シンポジウムに参加

「横路道政この二年
内）一九八五年五月一二日
「臨教審と大学問題」
（法学会記事）
『北大法学論集』三六巻四
号、二四二―二四四頁

二日

「政策づくり参加の時代」
『毎日新聞』
（道内）一九八六年六月

「市民の選択 問われる日」
『朝日新聞』
（道内）一九八六年七
月六日

アジア諸国に脅威」
『北海道新聞』一九八七年

「若返り遅れた社会党」
『毎日新聞』
（道内）一九八六年七月八
日
「一％枠突破
二月一七日
「統一地方選の意義は」
『毎日新聞』
（道内）一九八七年三月二
四日

大法学部広報委員として執筆、北大法学部長名で公表）

「大学案内を作ってみて」『朝日新聞』
一九八七年三月三一日
（北

「「放置」か「変革」か―問われる有権者の意識」
『毎日新聞』

（道内）一九八九年五月三一日

長洲一二・坂本義和編『自治体の国際交流』学陽書房」

「民主主義建て直す絶好機」『北海道新聞』一九八九年六月六
日
「書評

『神戸新聞』『京都新聞』一九八九年一二月一九日

「山は本当に動いたか」
『道新ＴＯＤＡＹ』一九九〇年五月号、
二五―二七頁

われわれに向けられていた―本島市長銃撃に思う」『北

海道新聞』一九九〇年一月二二日

「銃口

「安保条約の質的転換を図れ―意味失いつつある日米軍事同

盟」
『朝日新聞』一九九〇年六月二五日

「首長選の相乗りをやめよ」『北海道新聞』一九九〇年一〇月
一三日

「犠牲強いられるイラクの民」
『北海道新聞』一九九一年一 月
二一日（夕）

「偽りの挑戦者サダム・フセイン」
『北海道新聞』一九九一年
三月四日（夕）

六月一四日

「軍事主義傾斜の〝貢献〟は逆効果」『朝日新聞』一九九一年

「スーパーマン症候群」『北海道新聞』
一九九一年六月二四日
（夕）
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「統合の長期過程始まる―サミットに新たな課題」
『北海道新
聞』一九九一年七月一八日（夕）
「なぜ、
まず
「軍事」
―国連の機能改革こそ先決―」『北海道新聞』
一九九一年九月二五日
「外国ボケの効用」
『朝日新聞』一九九一年九月三〇日（夕）
「政治家の回顧録」
『朝日新聞』一九九一年一〇月一日（夕）
「湾岸とハリウッド」
『朝日新聞』一九九一年一〇月二日（夕）
「逆さの国の政変」
『朝日新聞』一九九一年一〇月三日（夕）
「ユートピア殺し」
『朝日新聞』一九九一年一〇月七日（夕）

「書評

スーザン・ジョージ『債務ブーメラン』朝日新聞社、

一九九五年」
『北海道新聞』『西日本新聞』一九九五年一二月
二四日

世界臨時増刊』一九九

「危険が「風」を押し止めた」『北海道新聞』一九九六年一〇
月二二日、

「核の時代」『世界を読むキーワード
七年四月、二四―二七頁

四日

「いま、なぜ軍事安保なのか」『北海道新聞』一九九七年九月

「世界の主要紛争」
、 中 村 研 一「 冷 戦 が 去 っ た の も 束 の 間 世 界

中で地域紛争が続発」
『週刊二〇世紀一九九九』二〇〇〇年

「オクスファム」
『朝日新聞』一九九一年一〇月八日（夕）
「ストーリーさん」
『朝日新聞』一九九一年一〇月九日（夕）

一二月一〇日、朝日新聞社、六―八、三八―三九頁

社会［学習］
』朝日新聞社、

三―一三五頁

〇二年九月、二二―二三頁

「難民問題」『ＡＥＲＡＭＯＯＫ ８３

「テロの権力政治と世界的対立」
、『しゃりばり』二〇〇二年九

平和学がわかる』二〇

用語集知恵蔵二〇〇二』朝日新聞社、二〇〇二年一月、一三

「同時多発テロ」「グローバルから反グローバルへ」
『朝日現代

日（夕）

「米同時多発テロと日本」
『北海道新聞』二〇〇一年一〇月二

「国際貢献は国民の共感が必要」
『朝日新聞』一九九二年七月
二日
「豊かさを分け持つ仕組みを―英国で考えた日本の富の生かし
方」『婦人の友』一九九三年二月号、六〇―六三頁
「エドワード・ヒースとイギリス保守政治の転換」『北海道新聞』
一九九四年六月一〇日

ア朝日年鑑一九九五・一九九六

「おとなが起こす戦争―いちばんの犠牲者は子ども」
『ジュニ

一九九五年、七七―七九頁

北法62（6・185）1501

月号、四四―四八頁

知恵蔵二〇〇四』

知恵蔵二〇〇三』
（坂本義

和と共著）
、二〇〇三年一月、一五二頁

「テロとの戦争」
『朝日現代用語集

「終わらないイラク戦争」『朝日現代用語集
（坂本義和と共著）
、二〇〇四年一月、一三六頁
「書評『主役交代』
（北海道新聞社、
二〇〇四年）
」
『北海道新聞』
二〇〇四年六月
知恵蔵二〇

〇五』
（坂本義和と共著）
、二〇〇五年一月、一二一頁

「世界を引き裂くイラク戦争」
『朝日現代用語集

「根深さ増すテロリズム」
、
「誤算重ねるイラク戦争」
『朝日現
代用語集知恵蔵 二〇〇六』
（坂本義和と共著）
、二〇〇六年
一月、一二〇、一二六頁
書評は「偏見」を見比べる機会」
『論座』二〇

新興国を引き込めるか」
『北海道新

〇八年四月号、三六―三七頁

「理想の書評

「洞爺湖サミットで問う

ナマズの浮世絵」
『北海道新聞』二〇一

聞』二〇〇八年六月一三日（夕）
「風刺に復興の祈り

一年五月一〇日（夕）
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池

田

清 治

れ、その後、二四年間にわたって本学部・本研究科において民

まれで、いわゆる「団塊の世代」に属するが、今日に至るまで

大学院法学研究科を定年退職される。先生は一九四九年のお生

吉田克己教授は、二〇一二年三月三一日をもって北海道大学

一月）
〔業績Ⅰ３〕に結実して、東京大学から学位を授与され

（一九九七年
成 ―― 住宅をめぐる国家・契約・所有権 ―― 』

ス留学をご経験になり、その成果が大著『フランス住宅法の形

年間、北海道大学に赴任されてから一年間、計四年間のフラン

はじめに

極めてエネルギッシュな研究活動を続けてこられた。その膨大

ている。

法の研究・教育にあたられてきた。この間、新潟大学時代に三

で、浩瀚な研究業績は後に紹介するとおりであるが、後進をし

直ちに東京大学社会科学研究所助手として採用され、七八年に

先生は、一九七二年に東京大学法学部をご卒業の後、同年、

所では家事調停委員を、交通事故紛争処理センターでは審査員

学研究科長という要職にあり、加えて学外でも、札幌家庭裁判

なっているほか、大学でも法科大学院設置時には法学部長・法

ま た そ の お 人 柄 と 人 望 か ら、 学 会 で 多 く の 理 事 を お 務 め に

新潟大学法文学部助教授、八六年には同大学法学部教授に昇任

を、さらに北海道建設工事紛争審査会では委員及び会長を長く

て圧倒せしめるところがある。

された。そして、八八年に北海道大学法学部教授として着任さ

北法62（6・187）1503

お務めになっている。
このような先生のご活躍はまさに驚嘆に値するし、そのすべ

会科学研究二八巻三号（一九七六年一一月）〔業績Ⅱ７〕を経

て、助手論文「フランスにおける商事賃貸借法制の形成と展開

完」社会科学研究三〇巻一号（一九七八年一一月）
〔業績Ⅱ８、

」社会科学研究二九巻六号（一九七八年三月）、
「同（２）
てをフォローすることは到底かなうものではない。そこで、以 （１）
下では、研究業績を中心に、先生のご活動の一端を紹介するこ

９〕に結実している（業績Ⅱ

はこの要約である）。

とにしたい。

先生によれば、東京大学社会科学研究所の助手に応募した際

に提出した論文のテーマが「借地法昭和四一年改正」の分析で

けることができる。そこで、先生ご自身の位置づけやご感想も

機ないし中心とする個別的な解釈問題、という三つの系列に分

代社会の変容に伴う民法学の理論的課題、
（３）判例研究を契

先生のご研究は、
（１）不動産法・土地法・住宅法、
（２）現

に」―― すなわち、賃借権物権化論等の理論仮説をあらかじめ

法 制 の 展 開 過 程 を、 議 会 議 事 録 を 主 た る 資 料 に し て「 実 証 的

し、その後、助手論文において、フランスでの商事賃貸借特別

代日本の現実の法現象を分析するには不十分であることを指摘

る賃借権の物権化論を批判的に検討したうえ、この理論では現

あったとのことである。この助手応募論文にあっては、いわゆ

あり、右の研究はその問題意識の延長上で選択されたテーマで

交えつつ、それぞれの分野における先生のご業績を振り返って

的対抗軸が何であるかを析出することであり、結局、その基本

は、商事賃貸借という一つの特別法制の展開過程における基本

に徹する中で理論仮説を抽出するという方法を自覚的に採用し

先 生 の 研 究 活 動 は、 フ ラ ン ス 不 動 産 賃 貸 借 法、 と り わ け 商

１ 不動産法・土地法・住宅法の研究

事賃貸借法の研究からはじまった。このご研究は、
「現代不動

的対抗軸が、法制度の面では更新権のあり方にあり、その背景

て ―― 分析検討を進められた。そして、そこで目指されたの

産賃貸借法制分析への一視角 ―― フランスを素材として」社

（１）研究の出発点

立ててそれを検証するという方法ではなく、ひたすら「実証」

みよう。

Ⅰ 研究上の業績

11
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には、既存の小商業と後発の大規模商業との都心部の位置の利
益に関する競争があることを明らかにされ、それを見事な筆致
で描き出すことに成功された。

績Ⅱ

〕である。

他方、日本法については、九〇年代の定期借地権立法、定期

借家権立法にさいし、―― 立法論を含めた ―― 議論に批判的

、

39

、 、

な見地から参加され、また成立した立法に対しては、解釈論的

、

な検討もされている（業績Ⅱ

、

究にはじまる。先生は「近代」をステレオタイプ化することな

など）
。さらに、このようなご研究を踏まえたうえ、不動産賃

、

く、その全容を「実証的に」解明し、その真価を学び取ろうと

貸借法の基礎理論にも歩を進めていらっしゃる（業績Ⅱ

29

45

）。

79

パリ第２大学留学時において最も中心的に取り組まれたのも

先 生 の ラ イ フ ワ ー ク と な っ た。 八 〇 年 代 半 ば の 三 年 に わ た る

についても、かなりの数の実態的な調査をされ（業績Ⅴ参照）
、

にも関心を寄せられていたとのことである。また農地（日本）

けでなく、土地所有権に関わる都市の土地利用規制法や計画法

など）
。そして、その集大成として位

、 ）。

―― フランス居住用建物賃貸借をはじめとする ―― フランス

、

10

13

16

でに限って見ても、対象は日本（業績Ⅱ１、

、

、

、

、 、

、

、

24 33

など）の双方に及んでおり、さらにいずれについて

な ど ） と フ ラ ン ス（ 業 績 Ⅱ ２、 ４、 ５、 ６、
、

15 32
Ⅱ

〔フランス〕
、

〔日本〕）
。そして、フランス法研究の一

も、土地所有権論に特化したご論稿を発表なさっている（業績

、

12 30

ところで、先生の都市法に関するご研究は、九〇年代半ばま

、

その成果をおまとめになっている（業績Ⅱ３、

先生によれば、かなり初期の段階から、不動産賃貸借法制だ

、

なさったのであり、この姿勢は今日に至るまでの先生のご研究

（２）トータルな不動産法・土地法へ

28

住宅法の歴史的展開過程の「実証的」研究である（ただし、こ

ところで、不動産賃貸借法制のあり方は、その後も一貫した

の通奏低音ともいえるものである。

21

先生の「近代」との格闘は、この「足腰を使った」実証的研

115

つの到達点と位置づけられるのが『現代の都市法 ―― ドイツ、

北法62（6・189）1505

56

83

35

14

のご研究は、
不動産賃貸借法制の枠を大きく超えるものなので、

、

41

後述（３）で独立したものとして取り上げる）
。さらに、フラ

、

36

40

ンスの不動産賃貸借法制については、その後も継続的に制度内

、

34

容を考察され、特別法制の改正を紹介検討されている（業績Ⅱ
、

26

置づけられるのが、
「賃貸借契約」北村一郎編『フランス民法

23

典の二〇〇年』三九九頁～四三七頁（二〇〇六年一〇月）
〔業

53

18

27 38

31

17

績Ⅰ２〕であり、この作品は日本不動産学会著作賞を受賞して

者：原田純孝、広渡清吾、吉田克己、戒能通厚、渡辺俊一）
〔業

フランス、イギリス、アメリカ』
（共編著、一九九三年二月）
（編

る」というものである。

市法）の構造の特徴はその構成要素のあり方において把握され

論的枠組みは「ある法システム（ここで具体的にはフランス都

方が析出されている。先生によれば、その前提になっている理

である。

大著『フランス住宅法の形成』〔業績Ⅰ３〕に結実していくの

（１）
（２）を通じて育まれたこのような問題関心と認識とが、

いる。
以上の作品のうち、日本に関する総括的論文が「土地基本法

〕である。そこでは、土地問題

体制論 ―― 土地をめぐる企業・市民・国家」法の科学一九号
（一九九一年一〇月）
〔業績Ⅱ

対置がされたうえ、
「市民的公共性」を前面に押し出した土地

れ、企業にとっての土地問題と市民にとっての土地問題という

住宅をめぐる関連法制、とりわけ社会住宅法制を検討するのが

マにしたいというお考えであった。ところが、そのためには、

としたが、当初はフランス居住用賃貸借法制（借家法制）をテー

先生によれば、助手論文ではフランス商事賃貸借法制を対象

（３）集大成としての『フランス住宅法の形成』と関連論文

法論構築という方向性が示されている（
「市民的公共性」とい

不可欠であることを「痛感」され、この時期にフランス居住用

他方、この時期のフランスを対象とする総括的論文として挙

本格的に再開されたのは、一九八二年から八五年にわたる第一

この年来のご研究、すなわち、フランス住宅法の歴史研究を

建物賃貸借法制を採り上げることは断念なさっている。

げられるのが、
「
（フランス）総論 ―― 都市法の論理と歴史的

回目のフランス留学においてである。先生によれば、この間の

公共団体による土地制御、開発利益の社会還元、社会住宅など

である。ここでは、都市法の構成要素として、計画法、事業法、

様々な業務に忙殺され、結局、実際に執筆できるようになった

料をほぼ収集し、分析枠組みもほとんど確定したが、帰国後、

研究の相当の部分はこの作業に充てられ、研究完成のための資

40

の複雑多岐にわたる諸領域を想定し、それらの相互連関のあり

展開」（前掲『現代の都市法』
〔業績Ⅰ２〕所収）
〔業績Ⅱ

〕

にすえられるものである）
。

うこの問題関心は、九〇年代半ば以降の先生の研究活動の中心

問題であるかが重要な分析基軸であるとの問題意識が提示さ

について、土地問題一般を語るのではなく、誰にとっての土地

38
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形成』〔業績Ⅰ３〕と ―― 分量の関係でこの著書に収録するこ

このような艱難辛苦の末に完成したのが『フランス住宅法の

の言は、
助手論文以来の宿願をまさに「実証」という方法によっ

成させた論文であり、最も愛着のあるものである」という先生

「私としては、最も長い時間と最も多くの手間暇をかけて完

のは、九四年から九五年にかけての第２回目の留学時であった。 とへの「戒め」ともなっている。

とができなかった ―― 二編の論文「一九世紀末期フランスに

て果たされたことの証でもあろう。

〕と「フランスにおける非衛生住

２ 現代社会の変容に伴う民法学の理論的課題及び民法の一般
理論の研究

おける住宅問題と公的介入の試み」北大法学論集四七巻一号
（一九九六年五月）
〔業績Ⅱ

〕

宅立法の展開 ―― 一九〇二年『公衆衛生法』の成立とその意
義」北大法学論集四七巻二号（一九九六年七月）
〔業績Ⅱ

「一九九〇年代に入る頃から、私の問題関心は、変容する現

めぐって

これらの作品群では、フランス住宅法の「総体的把握」が目

代社会が提示する諸課題に民法学はどのように対応すべきかと

「複数の住宅問題」という視角も重要視された。これらは、こ

それらの相互連関構造を探るという方法が採られている。また

ポストモダン的民法学の潮流に対する批判的検討であった。先

あり方を切り分ける広中契約法学の検討（業績Ⅵ２も参照）や、

このような展開の契機となったのは、市場と共同体とで法の

0

れまで紹介してきた、先生の土地法制の分析においても採用さ

0

生の研究活動の中期は、ここからはじまる。

、

、

、

、
73

74

75

76

、

、

59

、

60

、

61

、

62

、 、

64

67

）。それは先生の第二の単著

80 58

そして、あの一九九六年から九八年にかけての法律時報にお

、

72

ける連載が開始された（業績Ⅱ
、

70

な表現を用いるなら、まさに泥んこになりながら ――「実証」

、

69

究を貫くものである。そして、膨大な資料と格闘し、―― 卑近

れた理論枠組みと視角であり、この時期の土地・住宅法制の研

法規整、
社会住宅立法の３つを住宅法の構成要素として析出し、 いう問題の検討にも向かうようになった。」

標とされ、そのために、非衛生住宅立法、建物賃貸借に関する

の「はしがき」に記されている）
。

である（この間の事情は、
『フランス住宅法の形成』
〔業績Ⅰ３〕 （１）問題関心の展開と深化 ――『現代市民社会と民法学』を

57

を極めようとするその姿は、後進にとって安易な研究に走るこ
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55

して、「近代」民法に体現される「個人の自律・主体性」とい

れている。ここでは、現代民法学が依拠する基本的な立脚点と

で あ る『 現 代 市 民 社 会 と 民 法 学 』
〔業績Ⅰ５〕としてまとめら

という問題関心は、その後、次に紹介する各論的な展開を遂げ、

された。そして、「現代社会の変容に伴う民法学の理論的課題」

この作品は、周知のとおり、実に多く参照され、また引用も

0

一層の深化をみることになる。「本書は、私の中期の研究活動

の後も豊かな業績を上げ続けた先生をして、はじめて言いうる

0

う価値が選び取られたうえ、
「近代」民法を生み出した近代社

の到達点というよりは、その出発点であった」との述懐は、そ

うにすれば実現可能なのかという ―― 近代、そして、現代を

ものであろう。

0

会とは遠く隔たる現代社会において、そのような価値はどのよ

めぐる ―― 根源的な問いが基本的モチーフとなっている。「近

（２）公私の協働に関する研究

「近代社会の構造とは大きく異なる構造を持つ現代社会にお

の方途を探り当てようとなさったのである。

利益秩序が析出され、それらは古典的民法パラダイムが適合し

論に依拠しつつ、市民社会の外郭秩序として、競争秩序と生活

究である。
『現代市民社会と民法学』
〔業績Ⅰ５〕では、広中理

さて、その各論的な展開の一つが「民法学と公私協働」の研

代」の真髄を見極めるとともに、その限界を自覚し、しかしそ

いて、近代社会の《個人―国家》の二項対立モデルをそのまま

ない「法のフロンティア」と位置づけられた。そして、先生は、

のようななかにあってもなお、
「近代」の真価を実現するため

振りかざすだけでは、近代民法が提示する価値を実現すること

て現代民法学の法的戦略を構想するという考え方が生まれたの

現している。このようにして、現代社会の各種の「場」に応じ

の作品に対する位置づけは、先生の「近代」に対する想いを表

いてみる。これが、この著作で追究したことである」というこ

《個人―社会―国家》の相互連関構造に関する理論モデルを描

協働が要請される」という認識を導かれるのである。

る、とされる。そして、ここから「外郭秩序においては、公私

を持つ以上、ここでの法的アクターとして認められるべきであ

い場合には、個々の市民も、これらの領域の安全等に利害関係

的には担当すべきであるが、それが必ずしも実効的に機能しな

であるとされ、すると、この領域の法的規律は行政法が第一義

は期待できないであろう。そこで、現代社会の構造を踏まえて、 そこを不特定多数の市民が接近しうるという意味で「公共圏」

である。
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体的な研究対象とされたのは、競争秩序と環境秩序である。こ

このような公私協働が要請される外郭秩序として、先生が具

場との相剋が課題意識とされている。具体的には、憲法と民法、

の研究を公表された。そこでは、多くの場合、人格的価値と市

ように擁護しうるか」という深められた問題関心のもと、一連

、

、

、

など）
、プ

、 、

の２つの課題のそれぞれについて、先生は共同研究に取り組ま

、

94

104

、

、

）、消

）
、九〇年代の日本法の変容を人格的価値と市場との相

、

135

136

131

剋 と い う 視 角 か ら 分 析 す る 論 稿（ 業 績 Ⅱ

91

、

また民法による平等原則の実現に関する論稿（業績Ⅱ

、

89

129

れた。いずれも科学研究費基盤研究Ａに基づく研究プロジェク

、
119

トであり、研究代表者をお務めになった先生は、ここでも多く
の業績を上げ（業績Ⅱ
116

、

）などがそれである。

128

重な「修練」の場となった。さらにその研究成果の一部は、二

した後進にとって、この共同研究は先生のご指導をいただく貴

績Ⅰ８〕としてまとめられているが、このプロジェクトに参加

る。すなわち、消費者法においては、まず、消費者が生身の人

じて提示された先生の「人間像」はこのことを如実に示してい

してはありえないものだが、消費者法と労働法の基礎理論を通

として現れる。しかし、それだけではなく、消費者は、市場秩

に行動するアクター、つまり、「主体」であるべきであり、こ

序に対する違反行為がある場合には、その是正のために積極的

『現代市民社会と民法学』
〔業績Ⅰ５〕では、現代民法学が取

自己決定権それ自体に関する研究（業績Ⅱ

）はもとより、自

り、その意味では確かに「客体」ともいいうる。しかしそれだ

ることから、生命・健康等の人格的利益を保護される必要があ

序のほか ―― 自己決定権が挙げられている。そこで、先生は、 もこの基本的な構造は同じであり、労働者は、生身の人間であ

こでは「市民としての消費者」が登場する。労働者法において

22

り組むべき課題のうち、領域横断的な問題として、―― 外郭秩

（３）自己決定権に関する研究

学界全体に還元されている。

〇〇七年の私法学会シンポジウムを通じて（業績Ⅸ

間であることから、消費者は、市場秩序による保護の「客体」

「自己決定権」という問題のとらえ方自体、「近代」を抜きに

127
参照）
、

績Ⅰ７〕
、
『環境秩序と公私協働』
（編著、二〇一一年二月）
〔業

費者法と労働法の基礎理論を人格的価値と市場との相剋という

111

ロジェクト全体をまさに名実ともに牽引された。この共同研究

110

視角から分析する論稿（業績Ⅱ

109

の成果は、
『競争秩序と公私協働』
（編著、二〇一一年二月）
〔業

108

85

己決定権を含み込みつつ、より広く「人格的価値を民法がどの

北法62（6・193）1509

107

けではなく、労働者は、積極的に自己の生活関係、さらには社
会関係を形成していく「主体」として扱われるべきであり、強
く「自律した」存在でもある（このような発想は、既に業績Ⅱ
に見られる）
。

がある）
。

ては業績Ⅱ が、土地所有権論に関連しては業績Ⅱ
、

が、家族

大学）との交流を中心とするもので（一般利益を扱うメキ

て、「近代」の有する価値（個人が「主体」であるべきこと、

分散型統御を目指してフランスと対話する』（共編著、二〇一

この理論交流からは『効率性と法・損害概念の変容 ―― 多元

教授の博士論文を紹介検討したものとして、業績Ⅱ

がある）
、

つまり、自律し、自己決定によって自らを治める存在であるべ

〇年三月）（編者：吉田克己、ムスタファ・メキ）〔業績Ⅰ６〕

第

ていることを特記しておきたい。ムスタファ・メキ教授（パリ

また、この研究テーマについては、活発な日仏交流をなさっ

に関してはⅡ

97

きこと）を維持し、深化させるために導き出された考え方であ

このような二重の規定性をもった人間像は、現代社会におい

99

110

95

ろう。

13

84

げ ら れ た「 損 害 概 念 の 変 容 」 と い う テ ー マ 自 体、 前 述 の「 不

、

な

〕と直接関連するものである。

として公刊された。

、

123

、

、

）。近代法が前提とする公私

も不可欠であるとのお考えから、この問題に関する論稿も発表

さらに「公私の再構成」にとっては、ジェンダーという視点

、

法行為法における被侵害利益の公共化と公私の協働」〔業績Ⅱ

以上の研究は、第三の単著『市場・人格と民法学』
〔業績Ⅰ９〕 をはじめとする諸成果が生み出されている。この作品で取り上

130

（４）一般理論の研究と日仏交流
先生は、近時、民法の一般理論に関する研究にも着手されて

、

いる。「民法学と公私の再構成」という ――（２）と（３）を
さらに発展させた ―― 研究である。業績Ⅱ

110

なさっている（業績Ⅱ

123

どがそれであり、この問題を最も包括的に論じた「民法学と公

120

区分、すなわち、市民社会と家族という公的領域と私的領域と

106

118

「不法行為法における被侵害利
私の再構成」
〔業績Ⅱ 〕では、

102

101

と連携」
、
「家族における公私の再定位」という諸領域が扱われ

益の公共化と公私の協働」
、
「土地所有権論における公私の緊張

しつつも、その批判にある程度の距離を置くスタンスを採って

ある。ここで先生は、ジェンダーの視点からの批判に理解を示

の区分が、ジェンダーの観点から厳しく批判されているためで

112

ている（この基礎となった個別の論稿として、不法行為につい

123
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一 例 が「 高 齢 化 社 会 に お け る 扶 養 と 相 続 」 と い う テ ー マ で あ

先生の研究領域は、上記１と２に尽きるものではない。その

（１）高齢化社会における扶養と相続

以上のほかにも、民法の一般理論に関連するものとして、民

いらっしゃる。

法学の方法論に関する研究や具体的な民法学者の方法論等につ

（共編
り、
『高齢者介護と家族 ―― 民法と社会保障法の接点』

著、一九九七年四月）
（編者：石川恒夫、吉田克己、江口隆裕）

いても、成果を公表なさっている。すなわち、
まず、民法学の方法論を一般的に扱うものとしては、業績Ⅱ

ご論稿（業績Ⅱ

、

）のほかにも、業績Ⅱ

、

、

などを

49
きか」という問題を扱う業績Ⅱ

も、これと関連するものであ

これらの研究においては、相続法上の制度として寄与分が採

値を擁護する機能を果たしうるものとして、現代における法教

また、民法学者の方法論等については、末弘民法学（業績Ⅱ
、 ）
、ボワソナード・梅謙次郎（業績Ⅱ

）などの研究に勤しまれ、とり

取り巻く諸制度との関連において初めて十分に把握しうる」と

）
、川島法学（業績Ⅱ

わけ末弘・鳩山論においては、時代の転換期にあった民法学者

いう認識に基づくものであり、土地・住宅法政研究における問

担当なさっていたことは、誰もが知っていることであろう。こ

組まれた。判例タイムズ誌上の「民法判例レビュー」を長らく

先生は、著書や論文だけでなく、数多くの判例研究にも取り

がいかなる対応をしたのかという視点から分析がされている。

うとする真摯な学問的姿勢の現れでもある。

題意識と相通じるところがある。

制 度 に も 取 り 組 ま れ て い る。
「民法上の制度の意義は、それを

り上げられているが、これにとどまることなく、社会保障上の

る。

公表なさっている。「家族による介護は無償サービスであるべ

46

があり、民法学解釈論の他者関係的な性格と、それがゆえに、 〔業績Ⅰ４〕がその代表例である。またこの作品に収録された

他者関係的な説得力が求められることが指摘されている。さら
においては、帰結主義的発想を相対化し、人格的価

42

）
、鳩山民法学（業

義学の意義が再評価されている。

に業績Ⅱ

66

それは「現代」という時代の転換期に直面している先生ご自身

績Ⅱ

86

（２）判例研究とその周辺

132

の苦闘を、先人に投影し、そして、そこから何事かを学び取ろ

96

96

３ 広汎な研究領域 ―― 特に判例研究を中心に ――
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68

139

65

77
82

では、サブリースに関する

全体的考察をなさっている。サブリース契約の法性決定から問

のような判例研究からも、
実り豊かな作品群が数多く生まれた。 に取り組まれた。そして、業績Ⅱ
しかも、それらの多くは、一連の研究として、一つのまとまり

、

、

21

、

22

、

28

など）
。

53

されており（借地借家法三二条論アプローチ）、オリジナルな

三二条の強行法規としての性質を考究することから問題に接近

当時の理論的状況のなか、先生は、これと異なり、借地借家法

題に接近する見解（法性決定論アプローチ）が一般的であった

92

を持つものである。すなわち、

、
13

第一は、囲繞地通行権を初めとする通行権にかかわる判例研
究である（業績Ⅳ４、
10

第二は、借地借家法や民法上の賃貸借に関わる規定、さらに

16

、

17

、

18

、

19

、

20

、

27

、

、

46

、

50

出されたが、業績Ⅱ では、その意義について検討を深められ
105
、

ように適用すべきかという問題も提起されているが、これにつ

さらに、サブリース契約をめぐっては、正当事由制度をどの

など）。

（４）
「相続させる」旨の遺言

収録されている。

以上の論稿の一部は、『市場・人格と民法学』〔業績Ⅰ９〕に

とのことである（業績Ⅹ

いても、実際の事件に対する意見書のなかで考察を加えられた

、

）
。

、

、

、

）。

関する最高裁判決が公表されたことから、これらの判例法理を

テーマは、何といっても、次の二つである。

、

第三は、利用権と抵当権との調整（短期賃貸借の保護）に関

） や 景 観 利 益 に 関 わ る 判 例 研 究（ 業 績 Ⅳ

26

先生は、サブリース契約を中心とする賃料減額請求権の問題

（３）サブリースに関する研究

らっしゃる（業績Ⅳ

全体としてどのように理解すべきかについても考察を進めてい

わる研究であり、これについては、判例研究（業績Ⅳ
、 ）のほか、論文も公表なさっている（業績Ⅱ

、

さらに、過払利息の返還請求に関わる判例解説（業績Ⅳ
、

32

しかし、判例（研究）を端緒として、集中的に取り組まれた

）も、ここで挙げられるべきものであろう。

52

38

15

81

25

98

42 33

37

45

34

、

また、通常の借地ケース等についても、賃料の減額請求権に

38

ている（業績Ⅹ８もこれに関わるものである）。

、

45 34

、 ）も執筆なさっ

、

37 31

より広く不動産の利用関係に関わるものである（業績Ⅳ５、
６、 見解を提示されている。その後、この点に関する最高裁判決が
15

など）
。ここでは、条文の注釈（業績Ⅱ

７、 、 、 、
11

ている。

56
36
51 39
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判例（研究）に端を発する、もう一つのテーマとして、
「相

を

続させる」旨の遺言に関する研究を挙げることができる。先生
は「法性決定」の観点からこの問題に挑まれ、まず業績Ⅱ
）
。また、

回日仏物権法セミナーにおいて綱領的なご報告（業績Ⅷ

）を

）、第２回セミナーに

）と合わせて、２回のセミナーにお

広く「相続させる」旨の遺言の遺産分割効果を認める判例（い

以下では、先生ご自身の位置づけに基づきつつ、この報告と今

ものであるが、この報告では、現代社会における財の多様化現

先生のご報告のテーマは、「財の多様化と帰属関係」という

後のご研究の方向性について簡単に紹介しておこう。

件を絞る方向で類型的に考察すべきことを提唱されている。こ

象を確認したうえ、この多様化に対応して帰属関係についても

多様な態様が現れる（現れるべき）ことが強調された。①既存

の財については、財の属性の変容（債権等のように財の流動性

い る 先 生 で あ る が、 研 究 意 欲、 研 究 精 神 は ま す ま す 盛 ん で あ

研究論文だけで、既に一〇〇編を優に超える作品を物されて

②新たな財（情報や環境利益等）については、帰属関係自体、

一方、
帰属関係については根本的な変容が見られないのに対し、

化抑制と人格化を志向する方向の両面がある）が見受けられる

の増大を志向する方向と、人体派生物や動物のように財の商品

り、現在、
「財の多様化と『財の法』の再構築」というチャレ

ができない。これがご報告の要点である。

従来の枠組みでは ―― 少なくとも十分には ―― 把握すること

このように、ここでも、
「近代」が妥当する場と妥当の仕方、

ンジングなテーマに取り組まれつつある。財の多様化に関連し

４ これからのテーマ ―― 財の多様化と「財の法」の再構築

ている。

れらの論稿も、
『市場・人格と民法学』
〔業績Ⅰ９〕に収められ

との比較法的考察をも踏まえ、判例法理はやや広きに失し、要

わゆる香川判決が最重要の判決である）に対して、フランス法

検討を加えていらっしゃる（業績Ⅱ

ける日仏の諸報告をまとめた著作がフランスで出版される予定

おける総括報告（業績Ⅷ

紹介しか公表されていないが（業績Ⅲ

なさっている。この報告については、現時点では、ごく簡単な

26

遺言による財産処分というより一般的な問題の一環としても、

公にされた後、さらに研究を深められた（業績Ⅱ

51

であり、先生のご報告もここに収録されることになっている。

27

103

）
。ここでは、きわめて

124

）
、二〇一〇年にパリで開催された第１
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121

て、先生には ―― 民法学者には珍しく ―― 著作権に関する論
稿もあるが（業績Ⅱ

118

は、「近代」的発想を維持することが可能であるが、財の商品

帰属関係について根本的な変容が迫られていないという意味で

チーフとされている。すなわち、
たとえば既存の財については、

そして、その変容が迫られている様相の分析検討が基本的なモ

の真価を再認識するとともに、社会環境の異なる現代社会にお

を、その社会実態にまで遡った実証的研究によって究明し、そ

揚 す る こ と で も な い。「 近 代 」 な る も の を 成 立 せ し め た 背 景

た。しかし、それは単に「近代」を否定することでも、単純に

探る。この意味で、先生はまさに「近代」と格闘されてこられ

いてその妥当性を検証し、そして、その価値を実現する方途を

いる。そして、このような「現実」は、ステレオタイプ化され

たように思われる。そして、そのさいには、所与の ―― 安易

化抑制と人格化を志向する方向性は「近代」と様相を異にして

た「近代 対 現代」という単純な図式では、もはや事態を十分

た。先生が理論的枠組みを提示されるとき、そこには膨大な実

な ―― 理論的枠組みを排され、実証研究の価値を重んじられ

そこで、先生は、一方で、権利、利益、帰属などの基本的観

的確に把握することができないことを示しているのである。

に即した具体的で個別的な検討を進めることがこれからの課題

る。判例研究はもちろんのこと、学外で務められた各種の委員

代」を語るときも、観念的ではなく、地に足のついたものであ

念について考察を深めるとともに、
他方で、
さまざまな財
（広義） 証的な研究の裏づけがあることを忘れてはならない。また「現

であるとされる。そして、消費者法における集合利益を扱った

も、
「現代」の実際を体感するためのアンテナとしての役割を

（あるい
「近代」との ――「対決」というよりも ――「格闘」

果たしていたように思われる。

学会でのコメント（業績Ⅸ ）や、ジェンダー論、自己決定権

Ⅷ ）は、その「試掘」であり、多様な財の帰属関係を各論的

論との関係で精子・卵子の法的地位を考察した学会報告（業績

31

先
   生のご業績を一瞥するとき、そこには常に「近代」が見え
隠れする。その意味で、先生は「近代」と常に対決してこられ

５ まとめ ――「近代」との対決
Ⅱ

教育上の業績

いえよう。

）、これこそ先生のご研究を一貫してつらぬくものと
に考察するという一貫した問題意識に裏打ちされたものである。 は「苦闘」

28
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民法全般にわたる講義と演習を担当されたほか、外書講読など

先生は、着任以来、学部、研究大学院、法科大学院において

大学院生を指導され、実務家として世に送り出した。そこでは

目的とする専修コースを設けていたが、先生はそこでも多くの

まず学部においては、毎年、講義や演習を担当なさり、分か

している若手研究者の指導にもあたられた。前述の科学研究費

加えて、先生は共同研究を主催なさることで、既に独り立ち

の法科大学院における授業のプロトタイプを構築なさっている。

の授業にあたられた。また公共政策大学院においても、授業を 「民法の重要問題」という事例演習型の授業も担当され、現在

りやすい一方で、奥の深い内容は多くの学生を魅了し、感銘を

に基づく共同研究はもとより、二一世紀ＣＯＥに続くグローバ

担当された。

与えた。特に判例を詳しく紹介されるなどして、学部生の関心

ルＣＯＥにあっては、法政策学班の責任者を務められ、この研

もとより、大学院生にも研究者のなすべき研究の何たるかをお

また研究大学院にあっては、
演習や外書講読を毎年開講され、 究プロジェクトを実のあるものにすると同時に、若手研究者は

を引きつけ、知的好奇心を大いに喚起された。

ご自身が指導教員を務めた大学院生はもちろんのこと、民法、

紙幅の関係上、多くを語ることはできないが、圧倒的で、実

示しになった。

寧な指導をなさり、研究者養成のレベルアップに貢献された。

り豊かな先生の研究業績が後進にとって「無言の教え」となっ

民事法だけでなく、他の分野を専攻する大学院生に対しても丁

特に学内の研究会（民事法研究会）には、研究科長職にあり、

学部・研究科運営上の業績

本学の法科大学院と公共政策大学院は、先生が学部長、研究

Ⅲ

を輩出された。

多忙を極めた時期にあってさえ、
時間の許す限り必ず出席され、 たことも論を待たない。先生は、多くの、そして、優れた学生
大学院生を暖かく指導された。その甲斐あって、全国レベルの
研究者が数多く巣立っている。加えて、多くの留学生も指導さ
れた。

学生による授業アンケートでも、常に好評を博した。また本学

科長をお務めになっているときに創設された。この一事をもっ

さらに法科大学院にあっても、熱心に指導に取り組まれた。

では、法科大学院を設置する以前、研究大学院に実務家養成を

北法62（6・199）1515

て、先生の学部運営に対する貢献、そして、ご苦労は容易に知

なければ、切り出すことの難しい ―― 提言をなさったのも先

法科大学院に関する検討は、一九九九年にはじまった。ここ

生ご自身であった。

先生は、本学に赴任された直後から、法学部、法学研究科、

れるであろう。

期にあり、学部としても制度改革に取り組まねばならない状況

も、全学的に従前の教養部態勢から学部一貫教育に移行する時

である公共政策大学院の設置に取り組まれていた。同大学院の

大学院の開設を迎えたとき、既に先生は二番目に専門職大学院

してこの難題に取り組まれた。そして、二〇〇四年四月に法科

の双肩にかかっていた。二〇〇二年一二月からは、研究科長と

でも先生がチームの責任者でいらした。学内はもとより、弁護

にあった。しかし、教員の教育に対する理念や理想は多様であ

そして、全学の各種委員を数多く務められたが、なかでも教務

り、議論は時として激論に及び、四分五裂した。このような状

開設は二〇〇五年四月だが、実質的には先生の研究科長在任中

士会との協議会など、対外的な関係においても、すべては先生

況のもと、先生は学部教育改革ワーキング・グループの責任者

に成ったものである。さらに同時期に開設された経済学研究科

委 員 と し て 活 躍 さ れ、 学 部 教 育 の 改 革 に 取 り 組 ま れ た。 折 し

として、粘り強く議論と説得にあたられた。その結果、ようや

を 主 体 と す る 会 計 専 門 職 大 学 院 に つ い て も、 協 力 を 惜 し ま な

語られることがなかった」という事実である。良き制度は決し

究の全国的な拠点にする、との思いからである。また大学予算

二一世紀ＣＯＥの獲得にも全力で取り組まれた。北大を法学研

以上のような組織運営上の貢献のほか、研究科長在任中は、

かった。

くにして新たな学部教育態勢が構築された。
特筆すべきは、こうして完成した学部教育態勢が、法科大学

て語られることがない（＝議論の俎上にのぼらない）
。先生の

が縮小するなか、研究基盤の確立にも尽力され、大学が置かれ

院の設置に伴い、必然的に見直しを迫られるまでの間、
「全く

構築なさった教育態勢がいかに事態適合的であったかを示すエ

愛着もあるであろう ―― 学部の教育態勢について、「法科大学

こ と は ほ と ん ど な い。 し か し、 こ の た め に 先 生 は 膨 大 な 時 間

この「行政職」がいかに激務であったかを、先生が語られる

ピソードの一つである。そして、この ―― 先生がご苦労をし、 ている現状を常に研究科全体に発信された。

院を設置する以上、見直さなければならない」と ―― 先生で
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科大学院の教育からも解放された時期に本格的に開始されてい

の ―― 前記の日仏研究交流がこの「行政職」を終えられ、法

た。 こ の こ と は、―― 先 生 で あ れ ば、 そ れ ま で も で き た は ず

を 費 や さ れ た。 よ り 端 的 に い え ば、 多 く の 研 究 時 間 を 失 わ れ

このような先生がご退職をお迎えになることは、一方では残念

気取らないお人柄から、学生からも同僚からも慕われている。

日の研究科の基礎を築かれた。さらに学問的に信頼され、また

あたられてきた。のみならず、管理運営上の貢献も絶大で、今

謝と敬意以外に見出しうるものはない。これまでのお導きに心

至極である。しかし、先生のご業績とご貢献を顧みるとき、感

このように、ご自身の「使命」
、そして、
「職責」を重んじら

より御礼申し上げるとともに、今後ともますますのご活躍とご

ることからも窺うことができる。

れた先生は、当然のごとく、学会の理事や多くの学外委員も務

健勝をお祈り申し上げる次第である。

一九七二年

四月

三月

新潟大学法文学部助教授

東京大学社会科学研究所助手

【学歴・職歴等】

一九七二年

七月

卒業

一九七八年

パリ第２大学留学（博士課程登録）
（～

東京大学法学部第一類（私法コース）

吉田克己教授の経歴

められた。この点については、後に示すご経歴を参照していた
だくこととして、ここではそこに記されていない事柄を指摘し
ておこう。
先生は、研究科内での人事案件につき、民法はもとより、他
の分野に関するものにあっても、審査委員として数多く選出さ
れた。これは、先生の学問的威信と、同僚が先生に対して抱い
ている畏敬の念を示すエピソードの一つである。採用人事のほ
か、多くの博士論文の審査に携われたことは言うまでもない。

一九八二年一〇月

一九八六年

四月

六月

北海道大学法学部教授

新潟大学法学部教授

むすび

先生は、北海道大学に赴任された以来、二四年間の長きにわ

一九八八年

一九八五年八月）

たり、膨大な研究成果をあげられ、また熱心かつ丁寧に教育に
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一九九五年三月）

パリ第２大学留学（客員研究員）
（～

ポワチエ大学法学部招聘教授

・日本法社会学会理事（一九九九年～現在）

・日本土地法学会理事（一九九七年～二〇〇七年）

・日本農業法学会理事（一九九六年～現在）

・民科法律部会理事（一九九六年～現在）

一九九四年 三月

博士（法学）
（論文）東京大学

・日本私法学会理事（二〇〇二年～二〇〇六年）

月）

・日本消費者法学会理事（二〇〇八年～現在）

・ジェンダー法学会理事（二〇〇八年～現在）

六月

一九九八年 二月
北海道大学評議員（～二〇〇四年一二

ポワチエ大学法学部招聘教授

一九九四年

一九九八年一二月

二〇〇〇年 二月

【学外委員など】

北海道大学大学院法学研究科教授（大
学院重点化に伴う配置換え）

二〇〇〇年 四月

・日本学術会議社会法学研究連絡委員会委員（一九九四年一〇

グルノーブル大学法学部招聘教授

大学招聘教授

この間、新潟大学法学部非常勤講師、東京大学法学部非
常勤講師、東京大学社会科学研究所非常勤講師、同客員教
授、名古屋大学法学研究科非常勤講師を歴任。

【学会理事】
・日仏法学会理事（一九九五年～現在）

～現在）

・国土交通省・社会資本整備審議会専門委員（二〇〇九年七月

～二〇〇九年七月）

・国土交通省・都市計画法制検討委員会委員（二〇〇八年九月

月～一九九八年八月）

・総理府・臨時大深度地下利用調査会専門委員（一九九四年八

・日本学術会議会員（二〇一一年一〇月～現在）

・日本学術会議連携会員（二〇〇五年一〇月～二〇一一年九月）

月～一九九七年一〇月）

北海道大学大学院法学研究科長、法学

パリ第

二〇〇二年一二月

二〇一〇年 九月

パリ第

部長（～二〇〇四年一二月）

二〇一一年 二月

大学招聘教授

二〇一二年 二月

13 13
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・文部科学省・科学技術・学術審議会専門委員（学術分科会科
学研究費補助金審査部会人文・社会系委員会）
（二〇〇七年
二月～二〇〇九年一月）
・文部科学省・私立大学研究高度化推進委員会委員（二〇〇八
年三月～二〇〇九年二月）

・公認会計士第二次試験試験委員（二〇〇二年一一月～二〇〇
五年一一月）

・日本学術振興会特別研究員等審査会専門委員（二〇〇四年八
月～二〇〇六年七月）
・独立行政法人大学評価学位授与機構・法科大学院認証評価委
員会専門委員（二〇〇六年五月～現在）

・最高裁判所下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員（二〇〇三
年五月～二〇〇九年四月）
・札幌家庭裁判所家庭裁判所委員（二〇〇一年一二月～二〇〇
三年一二月）
・札幌地方裁判所地方裁判所委員（二〇〇七年九月～二〇一一
年九月）

・札幌家庭裁判所家事調停委員（一九九〇年四月～二〇〇四年
三月）

・札幌家庭裁判所参与員（一九九三年一月～二〇〇二年三月）

・北海道建設工事紛争審査会委員

二月）

一月～二〇〇二年一二月）

（二〇〇四年一二月～二〇〇六年

特別委員（二〇〇〇年
委員

（二〇〇六年

二月～二〇一一年一二月）

会長

～現在）

・交通事故紛争処理センター札幌支部審査員（二〇〇六年四月

八月～現在）

八月～二〇〇七年

八月）

・北海道大学北大図書刊行会（現在は「北海道大学出版会」
）

（二〇〇七年

常任理事（一九九七年
理事長

〈受賞〉
・日本不動産学会著作賞

＊後記『現代の都市法』〔業績Ⅰ２〕について。
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Ⅰ 著書・編著
（共編、
１ 『人権宣言と日本 ―― フランス革命二〇〇年記念』

７ 『競争秩序と公私協働』
（編著、北海道大学出版会、二〇一
一年二月）全二八四頁

８ 『環境秩序と公私協働』
（編著、北海道大学出版会、二〇一
一年二月）全二四九頁

１ 「
『日本列島改造論』の法的問題点」
（利谷信義・原田純孝

Ⅱ

二年二月）全四七二頁

勁草書房、一九九〇年一二月）
（編者：深瀬忠一、樋口陽一、 ９ 『市場・人格と民法学』
（単著、北海道大学出版会、二〇一
吉田克己）全二八一頁

孝、広渡清吾、吉田克己、戒能通厚、渡辺俊一）全五二二頁

（共編著、東京大学出版会、一九九三年二月）
（編者：原田純

と共著）
法と民主主義七三号一〇～一四頁
（一九七二年一二月）

２ 『現代の都市法 ―― ドイツ、フランス、イギリス、アメリカ』

３ 『フランス住宅法の形成 ―― 住宅をめぐる国家・契約・所

２ 「フランスの政策基本法」（稲本洋之助・原田純孝と共著）

農地改革』一

制度と長期整備区域（ＺＡＤ）制度の展開」法律時報四七巻

５ 「フランス土地法制の一側面 ―― 優先市街化区域（ＺＵＰ）

三号四二～五〇頁（一九七五年三月）

地利用の方向づけの法律』を中心にして」不動産鑑定一二巻

４ 「フランスにおける計画法制の新展開 ―― 一九六七年『土

三七～一八〇頁（東京大学出版会、一九七五年二月）

て」東京大学社会科学研究所編『戦後改革６

３ 「農地改革法の立法過程 ―― 農業経営規模問題を中心とし

法律時報四五巻七号九〇～九八頁（一九七三年六月）

論説

有権』
（単著、東京大学出版会、一九九七年一月）全四四二
頁

著、信山社、一九九七年四月）
（編者：石川恒夫、吉田克己、

４ 『高齢者介護と家族 ―― 民法と社会保障法の接点』（共編

江口隆裕）全四七一頁
５ 『現代市民社会と民法学』
（単著、日本評論社、一九九九年
一〇月）全三〇三頁

してフランスと対話する』
（共編著、有斐閣、二〇一〇年三

６ 『効率性と法・損害概念の変容 ―― 多元分散型統御を目指

月）（編者：吉田克己、ムスタファ・メキ）全四四七頁
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七号七五～八二頁（一九七五年六月）

号九四～一〇二頁（一九七六年四月）

６ 「フランスの『土地法案』について」不動産鑑定一三巻四

７ 「現代不動産賃貸借法制分析への一視角 ―― フランスを素
材として」社会科学研究二八巻三号九一～一三七頁（一九七
六年一一月）
８ 「フランスにおける商事賃貸借法制の形成と展開（１）
」社
会科学研究二九巻六号一～七四頁（一九七八年三月）
９ 「フランスにおける商事賃貸借法制の形成と展開（２）完」
社会科学研究三〇巻一号一～九四頁（一九七八年一一月）

「土地区画整理と住民運動」渡辺洋三・稲本洋之助編『現

代土地法の研究（上）
』二三五～二六七頁（岩波書店、一九
八二年一二月）

「 都 市 に お け る 土 地 取 引 規 制 ―― 先 買 権 制 度 を 中 心 と し

て」渡辺洋三・稲本洋之助編『現代土地法の研究（下）』九

三～一二〇頁（岩波書店、一九八三年四月）

「有益費償還請求権の法律構成」農業法研究一八号四五～

「フランスにおける住宅・土地政策と土地利用権」法律時

五八頁（一九八三年五月）

報五六巻一二号四一～四七頁（一九八四年一一月）

「 フ ラ ン ス の 借 地・ 借 家 制 度 」 ジ ュ リ ス ト 八 五 一 号 四 六 ～
五〇頁（一九八五年一二月）

「未墾地賃貸借をめぐる諸問題 ―― 調査結果のまとめと法

律的側面からの検討」
『昭和五四年度未墾地賃貸借事例調査

「借地・借家法改正の前提問題 ―― 保護法益と適用対象」

法律時報五八巻五号四四～四九頁（一九八六年四月）

「一九世紀フランスにおける住宅問題と法（１）」法政理論

一九巻二号一～四五頁（一九八六年一〇月）

「住宅政策から見た借地・借家法改正」法と民主主義二二

「フランスにおける近時の土地問題と土地法の動向」法律

〇号二一～二六頁（一九八七年九月）

時報五九巻一一号五八～六二頁（一九八七年一〇月）

「未墾地賃貸借と入会権」社会科学研究三三巻五号一一九

八頁（一九八一年一〇月）

「フランスの区分所有法」法律時報五三巻一一号四二～四

私法四三号二三八～二四三頁（一九八一年九月）

「フランス商事賃貸借法制 ――『営業所有権』とその動揺」

九八〇年三月）

報告書』
（社団法人全国農地保有合理化協会）一～二八頁（一

18

19

20

21

～一五〇頁（一九八一年一二月）
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14
15

16

17

10
11
12
13

22

「フランスにおける『住宅への権利』要求について」土地

「フランスにおける『土地投機に対する闘い』と都市政策」

住宅問題一六〇号四一～四七頁（一九八七年一二月）

文化評論三二三号八三～九一頁（一九八八年二月）
「一九世紀フランスにおける住宅問題と法（２）
」法政理論

二〇巻四号四三～一〇一頁（一九八八年三月）
「フランスにおける住居賃貸借法制の新展開 ―― 一九八六

年一二月二三日の法律第一二九〇号」日仏法学一五号一八～
六八頁（一九八八年三月）
「フランスの都市再開発の動向と特徴 ―― わが国の状況と

の比較の観点から」法律時報六一巻一号二〇～二五頁（一九
八九年一月）
「借家法改正の問題点」法律時報六一巻七号四七～五一頁

（一九八九年六月）
「借地関係終了に伴う利害調整」ジュリスト九三九号一〇

〇～一〇五頁（一九八九年八月）
「国家機能の変化と土地・開発・住宅法制」法の科学一七

「フランス民法典第五四四条と『絶対的所有権』
」乾昭三編

号六六～七七頁（一九八九年九月）

『土地法の理論的展開』一九二～二一九頁（法律文化社、一

九九〇年三月）

「現行法のパラダイムと土地基本法」本間義人・五十嵐敬

「土地政策と土地税制 ―― 現下の土地税制見直し論議の動

七月）

問題のゆくえ』三七～七〇頁（日本経済評論社、一九九〇年

喜・原田純孝編『土地基本法を読む ―― 都市・土地・住宅

32

「借地・借家法と商事賃貸借」
（稲本洋之助、岩城謙二、藤

七月）

向と問題点」法律時報六二巻八号三八～四四頁（一九九〇年

33

「借家法改正は住宅問題を解決できるのか」法学セミナー

二〇三頁（一九九〇年七月）

井俊二、佐藤一雄と共著）社会科学研究四二巻一号一七九～

34

「借地・借家制度（２）―― フランス」住宅金融月報四七

四四〇号三四～三七頁（一九九一年八月）

35

「民法五九三条～六〇〇条（使用貸借）注釈」「民法六〇五

五号二六～三三頁（一九九一年八月）

36

契約３』六〇一～七二七頁、一〇〇一～一一四三頁、

二七〇一～二八四二頁（ぎょうせい、一九九一年九月）

巻

地権の対抗力）注釈」川井健ほか編『民法コンメンタール第

条（不動産賃借権の対抗力）注釈」
「建物保護法一条～二条（借

37

13

23
24
25
26
27
28
29
30
31
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「土地基本法体制論 ―― 土地をめぐる企業・市民・国家」

住宅総合センター編『住宅問題事典』三七六～三八九頁（東

洋経済新報社、一九九三年九月）

新版注釈民法（

）別冊』八六五～

「借地借家法第二二条～第二五条（定期借地権等）注釈」
「第

法の科学一九号四八～六三頁（一九九一年一〇月）

一一条、第三二条（地代・家賃増減額請求権）注釈」広中俊
雄編『注釈借地借家法

「フランスにおける高齢者福祉政策と家族」老人介護と相

八七二頁、九〇二～九二七頁（有斐閣、一九九三年一〇月）

15

「定期借地権」ジュリスト一〇〇六号五二～六三頁（一九

九二年八月）
「（フランス）総論 ―― 都市法の論理と歴史的展開」原田

純孝、広渡清吾、吉田克己、戒能通厚、渡辺俊一編『現代の
都市法 ―― ドイツ、フランス、イギリス、アメリカ』一六

「開発利益と受益者負担の諸手法」原田純孝、広渡清吾、

五～一九一頁（東京大学出版会、
一九九三年二月）
〔業績Ⅰ２〕

吉田克己、戒能通厚、渡辺俊一編『現代の都市法 ―― ドイ
ツ、フランス、イギリス、アメリカ』二五七～二七五頁（一
九九三年二月）
〔業績Ⅰ２〕
「高齢者介護と寄与分法理」老人介護と相続法理研究会『老

人介護と相続法理に関する研究報告書』六四～一二一頁（一
九九三年三月）
「フランス社会住宅立法の源流 ―― 企業による労働者住宅

供給の試みと労働者の道徳化」利谷信義・吉井蒼生夫・水林
彪編『法における近代と現代』四九一～五二五頁（日本評論

「暮らしから見た企業社会」
渡邉洋三ほか編『日本社会と法』

七六～一六七頁（長寿社会開発センター、一九九四年三月）

続法理研究会『老人介護と相続法理に関する研究報告書Ⅱ』

46

「民間賃貸住宅に対する公的支援制度の現況および問題点」

三一～六二頁（岩波新書、一九九四年五月）

47

「フランスにおける高齢者介護の費用負担 ―― 近時の議論

一四七頁（一九九五年四月）

日本住宅総合センター『フランスの民間賃貸住宅』一一〇～

48

「一九世紀フランスにおける建物賃貸借とオスマンのパリ

動向」けんぽれん海外情報三四号一～七頁（一九九五年七月）

49

「一九世紀フランスにおける建物賃貸借とオスマンのパリ

九九五年九月）

改造事業（１）」北大法学論集四六巻三号四三～一〇〇頁（一

50

51

社、一九九三年七月）
「フランスの住宅事情と住宅政策」住宅問題研究会・日本
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45

38
39
40
41
42
43
44

改造事業（２）
」北大法学論集四六巻四号五七～一一三頁（一

「現代市民社会の構造と民法学の課題（２）
」法律時報六八

「現代市民社会の構造と民法学の課題（３）
」法律時報六九

巻一二号四四～五〇頁（一九九六年一一月）

巻一号一〇九～一一六頁（一九九七年一月）

「日本型の土地所有権？ ―― 比較法的観点から見た特質と

近時の展開」北大法学論集四六巻六号二二八～二四三頁（一
九九六年三月）

「現代市民社会の構造と民法学の課題（４）
」法律時報六九

60

「現代市民社会の構造と民法学の課題（５）
」法律時報六九

巻二号四一～四八頁（一九九七年二月）

61

63

三月）

「現代市民社会の構造と民法学の課題（６）
」法律時報六九

「高齢者介護と相続法理 ―― 寄与分制度を中心として」石

川恒夫・吉田克己・江口隆裕編『高齢者介護と家族 ―― 民

『公衆衛生法』の成立とその意義」北大法学論集四七巻二号

「現代市民社会の構造と民法学の課題（１）
」法律時報六八

一～六七頁（一九九六年七月）

巻一一号三七～四三頁（一九九六年一〇月）

「フランスにおける高齢者福祉政策と家族」（江口隆裕との

九七年四月）
〔業績Ⅰ４〕

法と社会保障法との接点』一〇九～一七〇頁（信山社、一九

65

族 ―― 民法と社会保障法との接点』二五三～三五三頁（信

共 著 ） 石 川 恒 夫・ 吉 田 克 己・ 江 口 隆 裕 編『 高 齢 者 介 護 と 家

66

「フランスにおける非衛生住宅立法の展開 ―― 一九〇二年

頁（一九九六年七月）

「競争原理と借地借家法改正」法の科学二四号八一～八四

ビス』の間」法社会学四九号二〇八～二一二頁（一九九七年

  "Le régime des biens en droit japonais", Himeji Internatinal
（一九九
Forum of Law and Politics, No. 2, 1995, p. 283-300.
六年五月）

巻四号六〇～六七頁（一九九七年四月）

64

「一九世紀末期フランスにおける住宅問題と公的介入の試

み」
北大法学論集四七巻一号五三～一二三頁
（一九九六年五月）

「フランス社会住宅立法の形成 ――『博愛』と『公共サー

巻三号七二～七七頁（一九九七年三月）

62

頁（一九九六年一月）

改造事業（３・完）
」北大法学論集四六巻五号七九～一四三

「一九世紀フランスにおける建物賃貸借とオスマンのパリ

九九五年一一月）

59

52
53
54
55
56
57
58
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山社、一九九七年四月）
〔業績Ⅰ４〕
「現代市民社会の構造と民法学の課題（７）
」法律時報六九

巻六号七一～七八頁（一九九七年五月）
「介護と家族 ―― 家族による介護は無償サービスであるべ

きか」日本学術会議社会法学研究連絡委員会編『高齢社会と
介護システム』五五～八四頁（尚学社、一九九七年五月）

巻九号六二～六九頁（一九九七年八月）
「現代市民社会の構造と民法学の課題（

巻一〇号七一～八〇頁（一九九七年九月）

）
」法律時報六九

）
」法律時報六九

）
」法律時報六九

「現代市民社会の構造と民法学の課題（

巻一号九二～九七頁（一九九八年一月）

）」法律時報七〇

「民法学の方法・覚書」ジュリスト一一二六号二五四～二

六〇頁（一九九八年一月）

「日本における建築契約」北大法学論集四八巻五号二二二

～二四〇頁（一九九八年一月）

「定期借家権を考える」法律時報七〇巻二号一七～二六頁

「末弘民法学とその継承・発展」法律時報七〇巻一二号二

九八年一〇月）

「 借 地 借 家 法 制 の 経 済 社 会 的 分 析 」 稲 葉 威 雄 ほ か 編『 新 借

〇～二六頁（一九九八年一一月）

82

地借家法講座１（総論・借地編１）
』四五～六五頁（日本評

「近代から現代へ ―― 民法における『人間像』の転換」法

論社、一九九八年一二月）

学セミナー五二九号三四～三九頁（一九九九年一月）

「現代市民社会の構造と民法学の課題（

巻一一号七四～八一頁（一九九七年一〇月）

「現代市民社会の構造と民法学の課題（

）
」法律時報六九

81
13

83

10

11

12

「現代市民社会の構造と民法学の課題（

英一編『民法典の百年Ⅱ』六九一～七四三頁（有斐閣、一九

「民法三九五条（抵当権と賃借権の関係）」広中俊雄・星野

15

一三〇～一三七頁（一九九七年七月）

「民主主義・自己決定権・市民的公共性」法の科学二六号

・完）
」法律時報

（一九九八年二月）

79

「現代市民社会の構造と民法学の課題（

巻七号五〇～五七頁（一九九七年六月）

七〇巻三号八一～八八頁（一九九八年三月）

80

「現代市民社会の構造と民法学の課題（９）
」法律時報六九

巻八号六八～七四頁（一九九七年七月）

「現代市民社会の構造と民法学の課題（８）
」法律時報六九

14

69
巻一二号五六～六四頁（一九九七年一一月）
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76
77
78

67
68
70
71
72
73
74
75

84

「自己決定権と公序 ―― 家族・成年後見・脳死」北大法学

部 周年記念ライブラリー（瀬川信久編）
『私法学の再構築』

「二人の自然法学者 ―― ボワソナードと梅謙次郎」法律時

二四七～二八九頁（北大図書刊行会、一九九九年二月）

50

報七一巻三号七四～八二頁（一九九九年三月）
「現代『市民社会』論の課題」法の科学二八号八～二一頁

（一九九九年七月）
"Une notion à la japonaise de la propriété foncière", Revue

（一
internationale de droit comparé, 1999, No3, pp. 435-447.
九 九 九 年 九 月 ） ; Centre francais de droit comparé, Études
de droit japonais, vol. 2, Société de législation comparée,
（一九九九年一〇月）
1999, pp. 101-113.
「経済危機と日本法 ―― 一九九〇年代」北大法学論集五〇

巻六号一四八二～一五一三頁（二〇〇〇年三月）
Juris-Classeur, Droit comparé, Fascule Japon, 32 pages,

二三～三五四頁（日本評論社、二〇〇〇年一二月）

「土地所有権の日本的特質」原田純孝編『日本の都市法Ⅰ

構造と展開』三六五～三九四頁（東京大学出版会、二〇〇一
年四月）

「民事法制の変動と憲法」法律時報七三巻六号二九～三六
頁（二〇〇一年五月）

「家族における〈公私〉の再編」日本法哲学会編『〈公私〉

の再構成（法哲学年報二〇〇〇）
』 四 五 ～ 六 一 頁（ 二 〇 〇 一
年一〇月）

「社会変動期の日本民法学 ―― 鳩山秀夫と末弘嚴太郎」北

大法学論集五二巻五号二六一～三〇〇頁（二〇〇二年一月）

「民法二三四条と接境建築」國井和郎先生還暦記念論文集

頁（日本評論社、二〇〇二年三月）

（潮見佳男編集代表）『民法学の軌跡と展望』二六一～二八九

「短期賃貸借保護制度改正の方向」ジュリスト一二二三号

一九～二八頁（二〇〇二年六月）

「
〈家族と法〉を考える」西谷敏＝笹倉秀夫編『新現代法学

求」『市民法学の課題と展望（清水誠先生古稀記念論集）
』三

中国語訳）私法（北京大学出版社）第二輯第一巻一三〇～一

「自己決定権与公序」
（「自己決定権と公序」〔業績Ⅱ 〕の

入門』四〇～五九頁（法律文化社、二〇〇二年六月）

99

「サブリース契約と借地借家法三二条に基づく賃料減額請

（二〇〇〇年八月）

（二〇〇〇年八月）
avec Dominique T.-C. Wang
「九〇年代日本法の変容」法律時報七二巻九号五～一五頁

93
94

95

96

97

98

85
86
87
88
89
90
91
92

100

85
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六二頁（二〇〇二年一一月）
「民法学と『公共性』の再構成」創文四四四号一～五頁（二

〇〇二年七月）
「家族法改正問題とジェンダー」ジュリスト一二三七号一

二六～一三六頁（二〇〇三年一月）
「『相続させる』旨の遺言 ―― 遺産分割不要の原則の検証」

法律時報七五巻一二号八三～八八頁（二〇〇三年一一月）

六二九号四～

「憲法と民法 ―― 問題の位相と構造」法律時報七六巻二号

五〇～五八頁（二〇〇四年二月）
「サブリース契約と衡平の原則」銀行法務

九頁（二〇〇四年三月）
「近代市民法とジェンダー秩序」三成美保編『ジェンダー

の比較法史学 ―― 近代法秩序の再検討』（平成一四年度～平
成一五年度科学研究費補助基盤研究（Ｃ）研究成果報告書）
七五～八八頁（二〇〇四年三月）

（ 質 疑 を 含 む ） 慶 應 法 学 三 号 七 九 ～ 一 一 七 頁（ 二 〇 〇 五 年 六

「 現 代 不 法 行 為 法 学 の 課 題 ―― 被 侵 害 利 益 の 公 共 化 を め

月）

ぐって」法の科学三五号一四三～一四九頁（二〇〇五年八月）

「環境秩序と民法」北大法学論集五六巻四号二三四～二五
八頁（二〇〇五年一一月）

「近代市民法とジェンダー秩序」三成美保編『ジェンダー

の比較法史学』一〇五～一三三頁（大阪大学出版会、二〇〇
六年二月）

「法科大学院教育と新司法試験・新司法修習制度」（池田清

治との共著）
法律時報七八巻二号六～一五頁
（二〇〇六年二月）

   "Legal education reforms in Japan - Their background,

rationale and the goals to be achieved" Wisconsin

International Law Journal, Vol. 24, Number 1, Winter 2006,

（二〇〇六年九月）
pp. 207-222.
「賃貸借契約」北村一郎編『フランス民法典の二〇〇年』

「

世紀不法行為法学の課題と展望」楜澤能生編『法の基

三九九～四三七頁（有斐閣、二〇〇六年一〇月）

三頁（二〇〇五年五月）

学

と Kritik
』一一一～一四一頁（早稲田大
本概念の explicatio
世紀ＣＯＥ《企業法制と法創造》総合研究所「基本的法

21

21

「競争秩序と民法」北大法学論集五六巻一号二四九～二六

先生古稀記念論集）三一～五五頁（信山社、
二〇〇五年二月）

「競争秩序と民法」
『競争法の現代的諸相（上）
』
（厚谷襄兒

110
111

116

115

「景観利益の法的保護 ――《民法と公共性》をめぐって」
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21

112

113

114

101
102
103
104
105
106
107
108
109

概念のクリティーク」研究会、二〇〇七年三月）
年三月）

「民法学から見た《私と公》
」学術の動向二〇〇七年八月号

三五～三九頁（二〇〇七年八月）
「 総 論・ 競 争 秩 序 と 民 法 」 Ｎ Ｂ Ｌ 八 六 三 号 三 九 ～ 四 七 頁

（二〇〇七年八月）
「公共の福祉・権利濫用・公序良俗」内田貴・大村敦志編

『民法の争点』
（ジュリスト増刊、有斐閣）四八～五一頁（二
〇〇七年九月）
「遺言による財産処分の諸方法・諸態様と遺産分割」岡部

喜代子・伊藤昌司編『現代家族法実務体系Ⅳ 相続２（遺言・
遺留分・渉外）
』二一二～二四八頁（新日本法規出版、二〇
〇八年二月）
「著作権の『間接侵害』と差止請求」田村善之編著『新世

代知的財産法政策学の創成』二五三～三〇八頁（有斐閣、二
〇〇八年二月）

二〇〇八年六月）

「戦後民事法学の展開と法律時報」法律時報八〇巻一〇号

七八～八二頁（二〇〇八年九月）

「典型契約の見直しは必要か」椿寿夫・新美育文・平野裕

之・河野玄逸編『民法改正を考える』
（法律時報増刊、日本

評論社）二九一～二九四頁（二〇〇八年九月）

「市場秩序と民法・消費者」現代消費者法一号六七～七八
頁（二〇〇八年一〇月）

「労働契約と人格的価値 ―― 労働契約法に寄せて」法律時

「民法と平等原則 ―― 日本の状況の概観」北大法学論集五

報八〇巻一二号二九～三七頁（二〇〇八年一一月）

九巻五号二五一四～二五二七頁（二〇〇九年一月）

「紹介：ムスタファ・メキ『一般利益と契約』
」新世代法政

策学研究一号九一～一二三頁（二〇〇九年三月）

「私人による差別の撤廃と民法学 ―― 外国人差別問題と女

性差別問題」国際人権二〇号三八～四三頁（二〇〇九年一〇
月）

131

信』四一六～四五九頁（早稲田大学比較法研究所、二〇〇八

較の歴史のなかの日本法学 ―― 比較法学への日本からの発

「民法学と公私の再構成」早稲田大学比較法研究所編『比

「
『 相 続 さ せ る 』 旨 の 遺 言・ 再 考 」 野 村 豊 弘・ 床 谷 文 雄 編

『遺言自由の原則と遺言の解釈』三二～五八頁（商事法務、

124
125

126

127

128

129

130

「著作権の『間接侵害』と差止請求」知的財産法政策学研

究一四号一四三～一九〇頁（二〇〇七年三月）

117
118
119
120
121
122
123
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「川島市民社会論を改めて学ぶ」法律時報八二巻三号六七

―― 婚姻・親子関係を中心に』三一九～三三二頁（有斐閣、
二〇一〇年一二月）

「都市法の近時の改正と公共性の再構成」法律時報八四巻

一年三月）

「法教義学の性格とその現代的意義 ―― フランス・モデル

～七四頁（二〇一〇年三月）

を念頭に置いて」法律時報八三巻三号八六～九一頁（二〇一

「多元分散型統御に向けての日仏の視線の交錯」吉田克己

／ ム ス タ フ ァ・ メ キ 編『 効 率 性 と 法、 損 害 概 念 の 変 容 ――
多元分散型統御を目指してフランスと対話する』二四三～二
七三頁（有斐閣、二〇一〇年三月）
   "Les sanctions en cas d'attentes à la concurrence : cas

二号六三～六八頁（二〇一二年二月）

140

４ 「小説を通じての勉強」法紀七号五～六頁（新潟大学法学

典』八二九〜八四〇頁（大月書店、一九七九年六月）

３ 「 開 発・ 都 市 化 と 農 業・ 農 民 」『 労 働 運 動 市 民 運 動 法 律 事

月）

二九～三五頁、四八～五〇頁、七九～八五頁（一九七八年六

など７項目執筆、稲本洋之助・真砂泰輔編『土地法の基礎』

２ 「土地所有権の変動は、どのような原因によって生じるか」

七六年三月）

一頁（稲本洋之助、フランス民法典研究会との共著）
（一九

japonais" (Rapport national pour le Congrès 2006 de
l'association d'Henri Capitant tenu au Maroc) (corédactoion Ⅲ 解説・小論・その他
avec Toshifumi Hiénuki )in Travaux de l'Association Henri １ 「フランスの新離婚法 ―― 一九七五年七月一一日の法律第
六一七号および第六一八号」法律時報四八巻三号九六～一一
Capitain, La concurrence, Société de législation comparé, pp.

（二〇一〇年四月）
401-413.
「家族法改正で問われるべきもの」ジェンダーと法七号四

～一六頁（二〇一〇年八月）
「民法改正と民法の基本原理 ―― 民法（債権法）改正検討

委員会『債権法改正の基本方針』をめぐって」法律時報八二
巻一〇号六～一四頁（二〇一〇年九月）
「相続の効力」床谷文雄・犬伏由子編『現代相続法』六二

～一一六頁（有斐閣、二〇一〇年一〇月）
「 家 族 法 改 正 へ の 若 干 の 視 点 」 中 田 裕 康 編『 家 族 法 改 正
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139

132
133
134
135
136
137
138

ゼミナール協議会、一九七九年）
５ 「民法一部改正の要点 ―― 民法法人・準禁治産制度等の改
正」不動産受験新報七七号二〇～二四頁（一九八〇年四月）
６ 「仮登記担保契約法の基本的考え方」別冊不動産受験新報
九三～九九頁（一九八〇年五月）
７ 「民法（相続関係）改正のポイント」不動産受験新報八二
号一四～一九頁（一九八〇年九月）
物権法・担保物

権法』一三七～一五二頁（青林書院新社、一九八二年一月）

８ 「用益物権」篠塚昭治・川井健編『講義

９ 「市街地土地組合」
「保留地」
「土地活動プログラム」
「土地
取引規制と先買権」
「長期整備区域ＺＡＤ」
「土地取引介入区
域ＺＩＦ」
「一時的利用権設定」
「土地税制の構造」
「土地保
有税」稲本洋之助・戒能通厚・田山輝明・原田純孝編著『ヨー
ロッパの土地法制』四七～四九頁、七一～七五頁、九〇～九
九頁、一〇三～一〇六頁、一五五～一五八頁、一六三～一六
五頁（東京大学出版会、一九八三年二月）
「日本とフランスの番地表示」法紀一二＝一三号五～七頁

「民法判例レビュー・不動産：裁判例の概観」判例タイム

（新潟大学法学ゼミナール協議会、一九八五年）

ズ六一九号五一～五五頁（一九八六年一二月）

「民法判例レビュー・不動産：裁判例の概観」判例タイム

高度利用・立退料・正当事由」法律時報

「民法判例レビュー・不動産：裁判例の概観」判例タイム

（一九八九年三月）

六一巻四号（臨時増刊・判例回顧と展望一九八八）一四二頁

「私の判例回顧

ズ六四九号五九～六九頁（一九八七年一二月）

12
13

「フランス革命・人権宣言二〇〇年記念日仏国際シンポジ

ズ七〇七号六一～六三頁（一九八九年一一月）

14

「パリの都市再開発」区画・再開発通信二四〇号一頁（一

ウム」ジュリスト九四六号五四～五六頁（一九八九年一二月）

15

「フランス法（一九九〇年学界回顧）」（岡田信弘と共著）

九八九年一二月）

16

「民法判例レビュー・不動産：今期の主な裁判例」判例タ

法律時報六二巻一三号一七六～一八一頁（一九九〇年一二月）

17

「居住賃貸借（メェニュリィ法律改正）―― 賃貸借関係の

イムズ七四三号四二～四五頁（一九九一年二月）

18

「私的自治の原則」法学セミナー四三八号三五頁（一九九

法学一七号一四三～一四七頁（一九九一年三月）

の改正を定める一九八九年七月六日の法律第四六二号」日仏

改善を目指し、一九八六年一二月二三日の法律第一二九〇号

19

20

10
11
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一年六月）

地借家法の基礎知識（上）
』 一 ～ 一 七 頁（ 青 林 書 院、 一 九 九

建物

五年一一月）

「法学部自主講座・民科法律学校」法の科学二五号（記念

四九七号四〇～四三頁（一九九六年四月）

が壊れてもそこでまた暮らすことができるか」法学セミナー

「民法をはじめよう ―― 震災・「オウム」を素材に

「家事調停における『法的判断』と人間関係調整」家事調

停協会さっぽろ一五号三頁（一九九一年七月）
「フランス法（一九九一年学界回顧）
」
（岡田信弘と共著）

法律時報六三巻一三号一八六～一九二頁
（一九九一年一二月）
「民法判例レビュー・不動産：今期の主な裁判例」判例タ

増刊号）
『 民 科 法 律 部 会 の 五 〇 年 』 一 二 六 ～ 一 二 八 頁（ 一 九

「民法判例レビュー・不動産：今期の主な裁判例」判例タ

九六年一〇月）

イムズ七七八号三八～四一頁（一九九二年五月）

法律時報六四巻一三号二〇〇～二〇七頁
（一九九二年一二月）
「民法判例レビュー・不動産：今期の主な裁判例」判例タ

イムズ八一七号五七～五九頁（一九九三年八月）
「民法判例レビュー・不動産：今期の主な裁判例」判例タ

「借地借家法は、借地借家関係のどのような問題点につい

イムズ八八五号六〇～六三頁（一九九五年一一月）

てどのように規定しているのか」
「借地借家法は、旧借地法・
借家法をどのように承継し、どのような点について変更した
のか」
「借地借家法では、借地借家関係に係る紛争を解決す
るために、どのような手段が準備されているのか」
「借地借
家法は、施行前に締結された借地借家関係に、どのような範

「ここが疑問だ、定期借家権」法学セミナー五二一号一二

イムズ九四九号五七～六〇頁（一九九七年一一月）

30

「北海道大学における大学院改革の現状と展望」（池田清治

～一六頁（一九九八年五月）

31

「転貸料債権に対する物上代位（早慶合同ゼミナール）
」
（鎌

二月）

と共著）ジュリスト一一六八号四五～四七頁（一九九九年一

32

「あの先生の名授業を受けよう！ ―― 民法」『別冊法学セ

頁（二〇〇〇年四月）

田薫・池田真朗との共著）法学教室二三五号一二三～一二五

33

ミナー 法学入門２０００』七八～七九頁（二〇〇〇年四月）

34

「フランス法（一九九二年学界回顧）
」
（岡田信弘と共著）

29

囲で適用されるのか」篠塚昭次・吉永順作・永田眞三郎編『借
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28

21
22
23
24
25
26
27

「二一世紀の法学教育と法曹養成制度の構築 ―― 北海道大

学法学研究科の取り組みと構想」
（池田清治との共著）
『法律
時報増刊 シリーズ司法改革Ⅰ』三四五～三四六頁（二〇〇
〇年四月）
「民法判例レビュー・不動産：裁判例の概観」判例タイム

ズ一〇二四号六八～七一頁（二〇〇〇年五月）

一七四頁（日本評論社、二〇〇五年四月）

「民法判例レビュー・不動産：今期の主な裁判例」判例タ

「民法学へのいざない」「民法学の世界へ・市民社会はなに

イムズ一一七三号八九～九二頁（二〇〇五年五月）

（インタビュ
を 求 め る の か ―― サ ブ リ ー ス を め ぐ る 話 題 」

ー）法学セミナー六二八号二二～二九頁（二〇〇七年四月）

をめぐる問題」法学セミナー六二九号二四～三三頁（二〇〇

「問題の解答例と解説 ―― 賃貸借契約上の特約と借地借家法

」
「民法学の問題 ―― サブリースの問題（インタビュー）

「大学が法曹養成にかかわる意味と今後の法学教育」
『法律

46

時報増刊 シリーズ司法改革Ⅱ』五九～六七頁（二〇〇一年
一月）
「民法の基本的考え方と大原則」法学セミナー五五六号二

「民法判例レビュー・不動産：今期の主な裁判例」判例タ

～五頁（二〇〇一年四月）

イムズ一〇七六号六九～七二頁（二〇〇二年二月）
「民法判例レビュー・不動産：今期の主な裁判例」判例タ

イムズ一一二〇号五七～五九頁（二〇〇三年八月）

債権各論』一六五～

「民法判例レビュー・不動産：今期の主な裁判例」判例タ

「請負における所有権の帰趨」千葉恵美子・潮見佳男・片

イムズ一二三四号二四～二八頁（二〇〇七年五月）

47

   Féminisation de la justice au Japon, in Mustapha Mekki

民法Ⅱ』（商事法務）一一三～一一
山直也編『 Law Practice
八頁（二〇〇九年九月）

48

）」法律時報八三巻
「財の多様化（ Diversification des biens
八号八九～九一頁（二〇一一年七月）

(sous la direction de), La féminisation des métiers de la
（二〇一一年五月）
justice, Economia, mai 2011, p. 73-75.

49

50

「法科大学院時代の法学部生へ」法学セミナー五九二号扉

（二〇〇四年四月）
「転貸借」鎌田薫ほか編『民事法Ⅲ

七年五月）

八一～八二頁（二〇〇〇年七月）

「法学教育アンケート・北海道大学」法律時報七二巻八号

44
45

35
36
37
38
39
40
41
42
43
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「第１回日仏物権法セミナーを終えて ―― ひとつの総括」

法律時報八三巻八号九八～九九頁（二〇一一年七月）
「現代法の総体的把握と国際的理論交流」法の科学四二号

四～七頁（二〇一一年九月）

ムズ六一九号五五～六〇頁（一九八六年一二月）

５ 「他人の土地の上に無権原で建築された建物の所有権の帰

属（ 東 京 高 判 昭 和 六 一 年 一 二 月 二 四 日 判 時 一 二 二 四 号 一 九

頁）
」
判例タイムズ六四九号六九～七五頁
（一九八七年一二月）

浜地判昭和六一年一〇月二九日判タ六三四号一五六頁）
」判

６ 「共同賃借人がいる場合の更新拒絶の意思表示の相手方
（横
Ⅳ

例タイムズ六四九号七五～八一頁（一九八七年一二月）

判例研究・判例解説

１ 「母の死亡による相続について、共同相続人である子の存

全部の使用と新所有者に対するその対抗（東京高判昭和六三

７ 「持分権の有償使用契約に基づく一人の共有者の共有建物

年八月三〇日判時一二九二号九四頁）
」判例タイムズ七〇七

在が遺産の分割その他の処分後に明らかになったとしても、

とされた事例（最二判昭和五四年三月二三日民集三三巻二号

号六三～六八頁（一九八九年一一月）

民法七八四条但書、九一〇条を類推適用することはできない

二九四頁）
」法政理論一三巻二号一〇五～一二二頁（一九八

判平成二年二月一四日判時一三四九号九七頁、東京地判平成

８ 「登記簿の抜き取り改竄と登記官の閲覧監視義務（横浜地

二年四月一七日判時一三四九号七六頁）」判例タイムズ七四

〇年一二月）

第２部一九七九年七月一一日判決）
」判例タイムズ四七一号

２ 「破綻離婚における『事実上の別居』の意義（破毀院民事

９ 「 共 用 設 備 の あ る 倉 庫 と 専 有 部 分 性（ 最 二 判 昭 和 六 一 年 四

三号四五～五〇頁（一九九一年二月）

３ 「フランス新借家法上の『住居への権利』の意義（破毀院

月二五日判時一一九〇号六七頁）
」加藤一郎・森島昭夫編『不

七八～八一頁（一九八二年九月）

民事第３部一九八三年一一月二九日判決）
」判例タイムズ六

動産取引判例百選（第２版）
』（有斐閣、別冊ジュリスト一一

二号）二〇四～二〇五頁（一九九一年七月）

〇〇号四六～四九頁（一九八六年七月）

「袋地の所有者が、民法二〇九条、二一一条、二二〇条お
10

４ 「建築基準法四三条一項の規制と囲繞地通行権（高知地判
昭和六〇年三月二六日判時一一七八号一三五頁）
」判例タイ
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51
52

よび下水道法一一条の趣旨に基づき、他人の土地に排水設備
を設置しその土地を使用することができるとされた事例（福
岡高判平成三年一月三〇日判時一三九九号五七頁）
」判例時
報一四一二号（判例評論三九九号）一六二～一六七頁（一九
九二年五月）
「解約申入後の立退料提供・増額と正当事由の判断（最二

号六三～六七頁（一九九五年一一月）

「民法三九五条の適用のある期間の定めのない建物賃貸借

と借家法一条の二（最二判昭和四三年九月二七日民集二二巻

九号二〇七四頁）」星野英一・平井宜雄編『民法判例百選Ⅰ

総則・物権（第４版）』
（有斐閣、別冊ジュリスト一三六号）

一九二～一九三頁（一九九六年二月）

「民法六〇二条の期間を超える土地賃貸借と民法三九五条

野 英 一・ 平 井 宜 雄 編『 民 法 判 例 百 選 Ⅰ

（最三判昭和三八年九月一七日民集一七巻八号九五五頁）」星

（一九九六年二月）

版）
』
（有斐閣、別冊ジュリスト一三六号）一九四～一九五頁

タイムズ八一七号五九～六四頁（一九九三年八月）

』
（ 法 学 教 室 一 八 六 号 別 冊 付 録 ） 二 三 頁（ 一 九
'95

「賃料増額請求と借地法一二条二項にいう『相当』賃料の

九六年三月）

例セレクト

「借地法四条一項の正当事由と立退料提供・増額の時期（最

三判平成六年一〇月二五日民集四八巻七号一三〇三頁）
」
『判

に通行地役権を設定する趣旨が含まれていたとされた事例
（東京高判平成四年一二月一〇日判時一四五〇号八一頁）
」判
例時報一四七三号（判例評論四一九号）一九〇～一九五頁（一
九九四年一月）
「高級な居住環境を売り物とする賃貸マンションと工事騒

音・カビ発生等を理由とする賃料減額請求（東京地判平成六
年八月二二日判時一五二一号八六頁）
」判例タイムズ八八五

「賃借人の債務不履行による賃貸借の解除と賃貸人の承諾

頁）
」法学教室一九八号一〇六～一〇七頁（一九九七年三月）

意 義（ 最 二 判 平 成 八 年 七 月 一 二 日 民 集 五 〇 巻 七 号 一 八 七 六

18

ある転貸借の帰趨（最三判平成九年二月二五日民集五一巻二

19

「共有地を互いの通路として利用する旨の共有者間の合意

に、将来分割時に各人に帰属する部分につき、いわば潜在的

17

（神戸地判平成四年二月二八日判タ七九九号一九四頁）
」判例

総 則・ 物 権（ 第 ４

「国土利用計画法に基づく届出義務と土地売買契約の成立

イムズ七七八号四一～四七頁（一九九二年五月）

小判平成三年三月二二日民集四五巻三号二九三頁）
」判例タ

15
16

11
12
13
14
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号三九八頁）
」判例タイムズ九四九号六〇～六五頁（一九九
七年一一月）

一二年二月二九日民集五四巻二号五八二頁）」『判例セレクト

』
（法学教室二四六号別冊付録）二二頁（二〇〇一年三月）

「民法六〇二条の期間をこえる土地賃貸借と民法三九五条

（最三判昭和三八年九月一七日民集一七巻八号九五五頁）」星

「内縁夫婦による共有不動産の共同使用と一方死亡後の利

用関係（最一判平成一〇年二月二六日民集五二巻一号二五五

野英一・平井宜雄・能見善久編『民法判例百選Ⅰ

「民法三九五条但書の解除の要件（最二判平成八年九月一

一九七頁（二〇〇一年九月）

権（第５版）』
（有斐閣、別冊ジュリスト一五九号）一九六～

総則・物

頁）」ジュリスト一一五七号（臨時増刊平成一〇年度重要判

「いわゆる位置指定道路の通行妨害と妨害排除請求権（最

一判平成九年一二月一八日民集五一巻一〇号四二四一頁）
」
民商法雑誌一二〇巻六号一〇五〇～一〇七〇頁（一九九九年
九月）
「建築基準法上の接道要件と囲繞地通行権（最三判平成一

一年七月一三日判時一六八七号七五頁）
」判例タイムズ一〇

「共同相続人相互の間で一部の者が他の者を共同相続人で

二四号七一～七五頁（二〇〇〇年五月）

ないものとしてその相続権を侵害している場合に相続回復請
求権の消滅時効を援用しようとする者が立証すべき事項（最
一判平成一一年七月一九日民集五三巻六号一一三八頁）
」判
例時報一七一二号（判例評論四九八号）二〇九～二一五頁（二
〇〇〇年八月）

総則・物権（第５版）
』
（有斐閣、

「宅地並み課税と小作料増額請求（最大判平成一三年三月

別冊ジュリスト一五九号）
一九八～一九九頁
（二〇〇一年九月）

見善久編『民法判例百選Ⅰ

三日民集五〇巻八号二三七四頁）
」星野英一・平井宜雄・能

26

「所有権の内容 ―― 美術著作物（最二判昭和五九年一月二

七二～七七頁（二〇〇二年二月）

二八日民集五五巻二号六一一頁）
」判例タイムズ一〇七六号

27

の成立（最三判平成二年一一月二〇日民集四四巻八号一〇三

四八三頁）」「囲繞地通行権 ―― 土地の分割譲渡による袋地

権の対抗要件（最二判昭和四七年四月一四日民集二六巻三号

和三七年三月一五日民集一六巻三号五五六頁）」「囲繞地通行

〇日民集三八巻一号一頁）」
「囲繞地通行権の成立（最一判昭

28

例解説）八六～八七頁（一九九九年六月）

25

「宗教上の信念に基づく輸血拒否と無断輸血（最三判平成
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'00

20
21
22
23
24

七頁）
」
「境界線付近の建築の制限（最三判平成元年九月一九

民法Ⅰ ―― 総則・物権』一五四～一五九

日民集四三巻八号九五五頁）
」奥田昌道・安永正昭・池田真
朗 編『 判 例 講 義
頁（悠々社、二〇〇二年四月）
「非嫡出子の相続分規定は合憲か（最大決平成七年七月五

日民集四九巻七号一七八九頁）
」久貴忠彦・米倉明・水野紀
子編『家族法判例百選（第６版）
』
（有斐閣、別冊ジュリスト

「特別区が設置した保養所において高齢者が客室内の四五

一六二号）一一四～一一五頁（二〇〇二年五月）

七三頁（二〇〇三年八月）

「判例クローズアップ／最二判平成一五年七月一八日民集

五七巻七号八九五頁、同最一判平成一五年九月一一日裁時一

三四七号六頁および最三判平成一五年九月一六日裁時一三四

七号九頁・商工ローンにおける信用保証料のみなし利息性と

過払金の元本充当」法学教室二八二号四二～四八頁（二〇〇
四年三月）

「地代等自動改定特約と借地借家法一一条一項（最一判平

』
（法学教室二八二号別冊付録）一九頁（二〇〇四年三月）

成一五年六月一二日民集五七巻六号五九五頁）」『判例セレク
ト

「 法 律 行 為 の 公 序 良 俗 違 反 を 判 断 す る 基 準 時（ 最 二 判 平 成

'03

一五年四月一八日民集五七巻四号三六六頁）」私法判例リマー

「民法六〇二条の期間を超える土地賃貸借と民法旧三九五

クス二九号（二〇〇四年〈下〉
）六～九頁（二〇〇四年七月）

総則・

条
（最三判昭和三八年九月一七日民集一七巻八号九五五頁）
」

星野英一・平井宜雄・能見善久編『民法判例百選Ⅰ

物権（第５版・新法対応補正版）
』（有斐閣、別冊ジュリスト

一三日民集五〇巻八号二三七四頁）
」 星 野 英 一・ 平 井 宜 雄・

「 民 法 旧 三 九 五 条 但 書 の 解 除 の 要 件（ 最 二 判 平 成 八 年 九 月

一七五号）一九六～一九七頁（二〇〇五年四月）

日判時一八二九号三六頁）
」判例タイムズ一一二〇号六七～

「『景観利益』の法的保護（東京地判平成一四年一二月一八

33
34

35

センチメートルの段差を踏み外して転落した事故につき、客
室の設置、管理の瑕疵が肯定された事例（東京地判平成一三
年五月一七日判例時報一七六五号八〇頁）
」判例時報一七九
四号（判例評論五二五号）二〇七～二一〇頁（二〇〇二年一
一月）
「事業用ビル賃貸借契約の賃借人の更新拒絶による終了と

賃貸人がその終了を再転借人に対抗することの可否（最一判
平成一四年三月二八日民集五六巻三号六六二頁）
」
『判例セレ
クト （
』法学教室二七〇号別冊付録）
二四頁
（二〇〇三年三月）
'02

36

29
30
31
32

37

北法62（6・220）1536

吉田克己教授の経歴と業績

応補正版）
』
（有斐閣、別冊ジュリスト一七五号）一九八～一

能見善久編『民法判例百選Ⅰ

刊一三三二号『平成一八年度重要判例解説』八三～八四頁（二

年三月三〇日民集六〇巻三号九四八頁）」ジュリスト臨時増

総則・物権（第５版・新法対

九九頁（二〇〇五年四月）

〇〇七年四月）

「入会部落の慣習に基づく入会集団の会則のうち入会権者

判例タイムズ一二三四号四九～五四頁（二〇〇七年五月）

「不実登記への信頼と民法九四条二項、一一〇条の類推適

用（最一判平成一八年二月二三日民集六〇巻二号五四六頁）
」

頁）」判例タイムズ一一七三号一〇九～一一五頁（二〇〇五
年五月）
「制限超過利息と貸金業規制法四三条一項の適用・最二判

平成一六年二月二〇日民集五八巻二号三八〇頁、最二判平成
一六年二月二〇日民集五八巻二号四七五頁」ジュリスト臨時
増刊一二九一号『平成一六年度重要判例解説』七二～七四頁
（二〇〇五年六月）
「婚姻外の男女関係の一方的解消と不法行為責任（最一判

平成一六年一一月一八日判時一八八一号八三頁）
」民商法雑
誌一三四巻三号四七六～四八五頁（二〇〇六年六月）
「『相続させる』
旨の遺言と民法九〇三条一項の類推適用
（広

島高裁岡山支決平成一七年四月一一日家裁月報五七巻一〇号
八六頁）
」民商法雑誌一三五巻二号四五五～四六三頁（二〇
〇六年一一月）

「反復継続する貸付けにおける制限超過利息の過払金と後

二号）一九二～一九八頁（二〇〇七年八月）

六〇巻三号七七三頁）」判例時報一九六八号（判例評論五八

無効とされた事例その他（最二判平成一八年三月一七日民集

権者の資格を認めないとする部分が民法九〇条の規定により

の男性と婚姻した女子孫は離婚して旧姓に復しない限り入会

の資格を原則として男子孫に限定し同入会部落の部落民以外

44

「不動産の譲渡と賃借人に対する賃料請求・解除（最三判

〈下〉
）三六～三九頁（二〇〇八年七月）

五号二一七五頁）
」 私 法 判 例 リ マ ー ク ス 三 七 号（ 二 〇 〇 八 年

巻四号一五三七頁、最一判平成一九年七月一九日民集六一巻

の借入金債務への充当（最一判平成一九年六月七日民集六一

45

昭和四九年三月一九日民集二八巻二号三二五頁）
」安永正昭・

46

「賃料不減額特約と借地借家法一一条一項に基づく賃料減

額 請 求（ 最 三 判 平 成 一 六 年 六 月 二 九 日 判 時 一 八 六 八 号 五 二

43

「景観利益の侵害による不法行為の成否（最一判平成一八
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38
39
40
41
42

斐閣、別冊ジュリスト一九二号）九八～九九頁（二〇〇八年

鎌田薫・山野目章夫編『不動産取引判例百選（第３版）
』
（有

一五六～一五七頁（二〇〇九年四月）

百選Ⅱ

九四八頁）
」中田裕康・潮見佳男・道垣内弘人編『民法判例

山野目章夫編『不動産取引判例百選（第３版）
』
（有斐閣、別
冊ジュリスト一九二号）一九〇～一九一頁（二〇〇八年七月）

「 期 限 の 利 益 喪 失 特 約 と 利 息 支 払 い の 任 意 性（ 最 二 判 平 成

貞之・清水恵介編『金融・消費者取引判例の分析と展開』
（金

融・商事判例増刊一三三六号）五八～六一頁（二〇一〇年三月）

「 公 道 に 至 る た め の 他 の 土 地 の 通 行 権（ 囲 繞 地 通 行 権 ）

―― 自動車による通行（最一判平成一八年三月一六日民集六

ト一九三号）一一八～一一九頁（二〇〇八年一〇月）
「複数の貸付における利息制限法の制限超過利息過払金の

元本充当（最二判平成二〇年一月一八日民集六二巻一号二八
頁）」ジュリスト増刊一三七六号『平成二〇年度重要判例解
説』七九～八〇頁（二〇〇九年四月）
「信頼関係破壊の法理（最二判平成八年一〇月一四日民集

債権（第６版）
』
（有斐閣、別冊ジュリ

五〇巻九号二四三一頁）
」中田裕康・潮見佳男・道垣内弘人
編『民法判例百選Ⅱ

スト一九六号）一一八～一一九頁（二〇〇九年四月）
「景観利益（最一判平成一八年三月三〇日民集六〇巻三号

「景表法違反と事業者団体による損害賠償請求〔高山茶筌

々社、二〇一〇年三月）

例講義 民法Ⅰ 総則・物権〔補訂版〕追補判例集』二四頁（悠

〇巻三号七三五頁）
」奥田昌道・安永正昭・池田真朗編『判

53

「宗教団体による違法な勧誘行為 ――「法の華三法行」事

七頁（二〇一〇年四月）

決百選』
（有斐閣、別冊ジュリスト一九九号）二三六～二三

二頁）
」舟田正之・金井貴嗣・泉水文雄編『経済法判例・審

事件〕
（東京高判平成一九年三月三〇日審決集五三巻一〇七

54

三一号一四八頁）」廣瀬久和・河上正二編『消費者法判例百

件（民事責任）（名古屋地判平成一二年六月二七日判タ一一

55

充見編『家族法判例百選（第７版）
』
（有斐閣、別冊ジュリス

日民集四九巻七号一七八九頁）
」水野紀子・大村敦志・窪田

「非嫡出子の相続分規定は合憲か（最大決平成七年七月五

債権（第６版）
』
（有斐閣、別冊ジュリスト一九六号）

七月）

一八年一月一三日民集六〇巻一号一頁）」潮見佳男・長谷川

52

「専有部分の意義 ―― 共用設備のある倉庫（最二判昭和六

一年四月二五日判時一一九九号六七頁）
」安永正昭・鎌田薫・

47
48
49
50
51
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合理化協会『昭和五三年度未墾地賃貸借事例調査報告書』一

４ 「未墾地賃貸借事例調査 ―― 石川県珠洲市」全国農地保有

二九～一五四頁（一九七九年七月）

選』
（有斐閣、
別冊ジュリスト二〇〇号）二四六～二四七頁（二

「定期建物賃貸借契約の終了に当たり、賃貸人が契約期間

〇一〇年六月）

の日から六か月を経過した後は契約の終了を賃借人に対抗で

満了後に借地借家法三八条四項の通知をした場合でも、通知

至郡穴水町」全国農地保有合理化協会『昭和五四年度未墾地

５ 「国営農地開発事業に係る未墾地賃貸借問題 ―― 石川県鳳

三月）

白根市東萱場、下茨、戸石新田地区』全四六頁（一九八〇年

北陸農政局『昭和五四年度構造改善基礎調査 ―― 新潟県

賃貸借事例調査報告書』二九～七〇頁（一九八〇年三月）
６

きるとされた事例（東京地判平成二一年三月一九日判時二〇
五四号九八頁）
」判例時報二〇七五号（判例評論六一七号）
一七九～一八三頁（二〇一〇年七月）

調査報告等

７ 「 長 期 整 備 区 域 Z. A. 」
D 日 本 不 動 産 研 究 所『 昭 和 五 五 年
度国土庁土地局委託調査・フランスの土地利用制度と運用の

Ⅴ

１ 「大明見部落の入会」
『昭和四七年度北富士入会調査・入会

実態 ―― 土地利用調整のための規制誘導手法』七～六六頁

８ 「入会原野の草地改良事業に係る未墾地賃貸借問題 ―― 大

調査報告書第２分冊 ―― 富士吉田市大明見部落（１）』一～

２ 全国農地保有合理化協会『昭和四九年度農林省委託調査研

分県久住飯田地区」全国農地保有合理化協会『昭和五五年度

（一九八一年二月）

究・ＳＡＦＥＲの研究 ―― 先買権制度を中心として』（稲本

未墾地賃貸借事例調査報告書』二九～八二頁（一九八一年三

六二頁（一九七三年一一月）

洋之助・津守英夫・鎌田薫・池田恒男との共著）全一五五頁

月）

の実態Ⅱ ―― 市街地の開発・整備と都市計画法制』一四三

９ 「市街地土地組合

A. F. 」
U日本不動産研究所『昭和五六
年度国土庁土地局委託調査・フランスの土地利用制度と運用

（一九七五年三月）

辺治・古城誠・三木義一との共著）農政調査委員会『農家相

３ 「農家相続と相続税・課題へのアプローチ」
（利谷信義・渡

続と相続税』一～一二七頁（一九七六年三月）

北法62（6・223）1539

56

～一九四頁（一九八二年三月）
北陸農政局『昭和五六年度構造改善基礎調査 ―― 新潟県

西蒲原黒埼町』全六〇頁（一九八二年三月）
「フランスの市街地再開発」
（稲本洋之助との共著）日本不

動産研究所『昭和五九年度国土庁土地局委託調査・フランス・
西ドイツの都市再開発制度の実態』四九～八六頁（一九八五
年三月）
「フランスの借地・借家制度」
（稲本洋之助名義の調査報告

の一部を分担執筆）日本住宅総合センター『欧米諸国の借地・
借家制度 調査報告編』九～六四頁（一九八五年一二月）

合センター『借地・借家関係における紛争処理方式に関する

「開拓未処分地実態調査報告・北海道岩見沢市西向原地区」

調査研究』
（一九八八年三月）

「同根室市別当賀地区」全国開拓振興協会『昭和六二年度開

拓未処分地実態調査報告書』九～二六頁、二七～四四頁（一
九八八年三月）

「開拓未処分地実態調査報告・北海道空知郡南富良野町落

合地区」「同十勝郡浦幌街ウツナイ地区」全国開拓振興協会

『平成元年度開拓未処分地実態調査報告書』九～二四頁、二

五～三八頁（一九八九年三月）

「ヨーロッパにおける土地利用調整に関する諸手法」三菱

総合研究所『平成三年度国土庁土地局委託調査・適切な土地

「同小樽市伍助沢地区」全国開拓振興協会『昭和六一年度開
拓未処分地実態調査報告書』
（一九八七年三月）
「フランスにおける市街地縁辺部の土地利用調整の問題と

手法」三菱総合研究所『昭和六一年度国土庁土地局委託調査・

～一〇九頁（一九九二年三月）

農林水産省構造改善局農政部農政課『平成四年度農業構造

改善基礎調査報告書 ―― 北海道北村』全五〇頁（一九九三

Ⅵ

年三月）

関する調査報告書』八六～一二九頁（一九八七年三月）

１ 「石井啓雄『西ヨーロッパの村と街で ―― 土地と農業構造

書評

「借地借家精通者意向調査新潟地域中間報告」日本住宅総

諸外国における市街地縁辺部の土地利用調整の問題と手法に

利用の調整等を通じた地域活性化に関する調査報告書』六〇

19

20

「開拓未処分地実態調査報告・北海道千歳市アウサリ地区」

下新川郡入善町笹原地区』全四三頁（一九八七年三月）

北陸農政局『昭和六一年度構造改善基礎調査 ―― 富山県

17
18

10
11
12
13
14
15
16
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問題をめぐって』
」農政調査時報三九〇号四二頁（一九八九
年三月）
２ 「広中俊雄『契約とその法的保護』
『契約法の研究』
」加藤
雅信ほか編『民法学説百年史』四二六～四三〇頁（三省堂、
一九九九年一二月）
３ 「法教 Bookshelf内田貴『契約の時代 ―― 日本社会と契
約法』
」法学教室二四八号八頁（二〇〇一年五月）
４ 「司法改革を視野に収めた日本法システム変容の分析

民法総則』
」書斎の

―― 田中成明『転換期の日本法』
（岩波書店）」法学セミナー
五五九号一一八頁（二〇〇一年七月）
５ 「私の書評・加藤雅信『新民法大系Ⅰ

窓五二一号四九～五二頁（二〇〇三年二月）

界から実証的法意識論へ」法律時報七六巻三号九三～九六頁

６ 「河合隼雄＝加藤雅信編『人間の心と法』―― 印象論の世

（二〇〇四年三月）
７ 「岩井宜子編『ファミリー・バイオレンス』
（尚学社、二〇
〇八年）
」ジェンダーと法六号一二八～一二九頁（二〇〇九
年七月）
８ 「大村敦志『学術としての民法 Ⅰ 二〇世紀フランス民法
」ジュリスト一三九四号
学から、Ⅱ 新しい日本の民法学へ』

六〇頁（二〇一〇年二月）

翻訳

（二〇一一年三月）

９ 「常松淳『責任と社会』
」法社会学七四号二一一～二一六頁

Ⅶ

１ 農林省構造改善局農政部農政課『サフェル S. A. F. E.（Rフ
ランス農地関係資料）』
（稲本洋之助・鎌田薫との共訳）全五

locataire au Japon", Le Bulletin CERCOL, 1985 No.3, 9/1985.
ミシェル・モロー「消費者保護とフランス契約法」ジュリ

"Textes législatif relatifs aux relations entre bailleurs et

12/1984.

bâtis" (avec Nino Tomasini), Le Bulletin CERCOL, 1984 No.4,

portant fixation des loyers des immeubles bâtis et non

"Ordonnance japonaise no.443 du 22 septembre 1946

五頁（一九七五年三月）
２

３

４

ミ シ ェ ル・ モ ロ ー「 フ ラ ン ス 法 に お け る 土 地 所 有 権 ――

スト一〇三四号八九～九三頁（一九九三年一一月）
５

近時の動向」北大法学論集四六巻六号二一五～二二七頁（一

ユーグ・ペリネ＝マルケ「フランスにおける建築契約」北

九九六年三月）
６

北法62（6・225）1541

７

８

大法学論集四八巻五号二〇三～二一九頁（一九九八年一月）

―― 多 元 分 散 型 統 御 を 目 指 し て フ ラ ン ス と 対 話 す る 』 五 ～

田克己／ムスタファ・メキ編『効率性と法、損害概念の変容

マチルド・ブトネ「環境に対して引き起こされた損害の賠

一一三頁（有斐閣、二〇一〇年三月）〔業績Ⅰ６〕

ジャン＝ルイ・スリウー「日本民法典草案に対するボワソ

］

ムスタファ・メキ「民事責任法における損害の位置」吉田

三二七～三六八頁（有斐閣、二〇一〇年三月）
〔業績Ⅰ６〕

の変容 ―― 多元分散型統御を目指してフランスと対話する』

償」吉田克己／ムスタファ・メキ編『効率性と法、損害概念

14

ナードの影響」法律時報七一巻二号四〇～四七頁（一九九九
年二月）
フィリップ・レミィ「ベル・エポック期のフランス民法学
―― プ ラ ニ オ ル 」 北 大 法 学 論 集 五 二 巻 五 号 二 二 〇 ～ 二 五 五

ランス法からの考察」北大法学論集五八巻五号［１］
～
［

ミュリエル・シャニィ「競争秩序における債務法 ―― フ

頁（二〇〇二年一月）
９

頁（二〇〇八年一月）

］頁（二〇〇八年一月）

ミュリエル・シャニィ「競争法と損害賠償訴権」北大法学

論五八巻五号［ ］
～
［

ムスタファ・メキ「契約の諸機能と一般利益 ―― 契約化

現象に関する若干の考察」
（齋藤由起との共訳）新世代法政
策学研究一号一五七～二〇六頁（二〇〇九年三月）
「財産に関する民法典第２編の改正準備草案（翻訳）
」
「民

法典第２編の改正準備草案（条文訳）
」
（吉田克己、小柳春一
郎、金山直樹、平野裕之、片山直也、吉井啓子）民商法雑誌
一四一巻一号一四三～一七五頁（二〇〇九年一〇月）

克 己 ／ ム ス タ フ ァ・ メ キ 編『 効 率 性 と 法、 損 害 概 念 の 変 容

―― 多 元 分 散 型 統 御 を 目 指 し て フ ラ ン ス と 対 話 す る 』 四 〇

学会報告等

五～四四九頁（有斐閣、二〇一〇年三月）〔業績Ⅰ６〕

Ⅷ

１ 「フランス商事賃貸借法制 ――『営業所有権』とその動揺」

日本私法学会個別報告（一九八〇年一〇月）〔→ 業績Ⅱ 〕

〕

〕

３ 「フランスの土地・住宅政策の最近の動向」日仏法学会定

績Ⅱ

「農地賃貸借と有益費問題」報告（一九八二年五月）〔→ 業

２ 「有益費償還請求権の法律構成」農業法学会シンポジウム

11

34

15

例総会報告（一九八七年一一月）〔→ 業績Ⅱ

26

50

ムスタファ・メキ「効率性と法 ―― 一般理論の試み」吉

16

35

10
11
12
13
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４ 「国家機能の変化と法 ―― 土地・開発・住宅」民科法律部

〕

会学術総会シンポジウム「国家機能の変化と法」報告（一九
八八年一〇月）
〔→ 業績Ⅱ
５ 「土地基本法体制論 ―― 土地をめぐる企業・市民・国家」
民 科 法 律 部 会 学 術 総 会 シ ン ポ ジ ウ ム「 現 代 日 本 法 の 位 相

〕

―― 現 代 日 本 の 構 造 的 特 質 と 法・ 法 学 の 役 割 」 報 告（ 一 九
九〇年一〇月）
〔→ 業績Ⅱ

きか」学術会議主催シンポジウム「高齢化社会と介護システ
〕

（一九九七
Journées franco-japonaises, "L'immeuble", Paris.
年一〇月）
〔→ 業績Ⅱ 〕

〕

「現代『市民社会』論の射程」民科法律部会学術総会シン

ポジウム報告（一九九八年一〇月）〔→ 業績Ⅱ

「総論・九〇年代日本法の変容」日本法社学会ミニシンポ

〕

ジウム「九〇年代日本法の変容」報告（二〇〇〇年五月）
〔→
業績Ⅱ

「家族における〈公私〉の再編」日本法哲学会学術大会シ

91
〕

ンポジウム「〈公私〉の再構成」報告（二〇〇〇年一一月）
〔→
業績Ⅱ

「近代市民法とジェンダー秩序」法制史学会シンポジウム

95

６ 「介護と家族 ―― 家族による介護は無償サービスであるべ

ム」報告（一九九五年一一月）
〔→ 業績Ⅱ

87

11
12

〕

「ジェンダーの法史学 ―― 近代法の再定位・再考」報告（二

、Ⅱ

「 現 代 不 法 行 為 法 学 の 課 題 ―― 被 侵 害 利 益 の 公 共 化 を め

〇〇三年四月）
〔→ 業績Ⅱ

112

７ 「フランス社会住宅立法の形成 ――『博愛』と『公共サー

〕

106

ビス』の間」日本法社会学会学術総会個別報告（一九九六年
五月）
〔→ 業績Ⅱ

８ 「民主主義・自己決定・市民的公共性」民科法律部会五〇

〕

周年記念シンポジウム「日本社会と民主主義」報告（一九九
六年一〇月）
〔→ 業績Ⅱ

９ 「 現 代 社 会 の 構 造 変 容 と 民 法 学 の 課 題 ―― 民 法 学 と 社 会
像」日本私法学会シンポジウム報告（私法六〇号一六～二三

"Une notion à la japonaise de la propriété foncière", 5e

ぐって」民科法律部会ミニシンポジウム「現代不法行為法学

〕

の課題 ―― 被侵害利益の公共化をめぐって」報告（二〇〇
四年一一月）
〔→ 業績Ⅱ

"Legal education reforms in Japan - Their background,

rationale and the goals to be achieved" The International

Conference on Legal Education Reform: Reflections and
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88

110

68

13

14

30
38

71

15

16

63

頁）（一九九七年一〇月）
10

「規範的社会理論としての市民社会論」日本法社会学会ミ

月）

〕

「総論・競争秩序と民法」日本私法学会シンポジウム「競

争秩序と民法」報告（二〇〇七年一〇月）〔→ 業績Ⅱ

「私人による差別の撤廃と民法学」国際人権法学会シンポ

119

22

〕

「 市 場 秩 序 と 民 法・ 消 費 者 」 消 費 者 法 学 会 創 立 大 会 シ ン ポ

業績Ⅱ

よ る 差 別 の 撤 廃 を め ぐ っ て 」 報 告（ 二 〇 〇 八 年 一 一 月 ）
〔→

ジウム「国際人権法の国内実施の現在 ―― 私人・私企業に

23

（二〇〇五年
Perspectives, at National Taiwan University.
九月）
〔→ 業績Ⅱ 〕

ニシンポジウム「市民法学・市民法論の現在」報告（二〇〇
六年五月）
〔→ 清水誠・篠原敏雄「市民法学・市民法論の現
在」法律時報七九巻一三号三六七～三六九頁（二〇〇七年一
二月）に概要の紹介がある。
〕

〕

「民法学における公私の再構成」早稲田大学比較法研究所

主催連続講演会講演（二〇〇六年七月）
〔→ 業績Ⅱ

"Les sanctions en cas d'attentes à la concurrence :

131

〕

ジウム「消費者法のアイデンティティ」報告（二〇〇八年一
一月）
〔→ 業績Ⅱ

「家族法改正で問われるべきもの」ジェンダー法学会シン

〕

ポジウム「家族法改正 ―― 憲法、条約、ジェンダーの視点

から」報告（二〇〇九年一二月）
〔→ 業績Ⅱ

日仏物権法セミナー（札幌）における報告（二
droit des biens"
〇一一年九月）

synthèse du deuxième séminaire franco-japonais sur le

"Vers un droit des biens de vingt-et-unième siècle - une

日仏物
Séminaire franco-japonais de droit des biens, Paris.
権法セミナー（パリ）における報告（二〇一〇年九月）

"La diversification des biens et la relation d'appartenance",

135

cas japonais" (Rapport national pour le Congrès 2006 de

〕

）アンリカピ
l'Association d'Henri Capitant tenu au Maroc
タン協会年次大会（モロッコ・フェズ）報告（二〇〇六年九
月）〔→ 業績Ⅱ

「『相続させる』旨の遺言・再考」日本私法学会シンポジウ

〕

ム「 遺 言 自 由 の 原 則 と 遺 言 の 解 釈 」 報 告（ 二 〇 〇 六 年 一 〇
月）〔→ 業績Ⅱ

世紀ＣＯＥ合同研究会

「現代不法行為法学の課題と展望 ―― 被侵害利益の変容を

中心として」神戸大学・早稲田大学

127

123

24

25

26

114

134
124

「民事責任理論の課題と展望」における報告（二〇〇七年九

21

27

17
18
19
20
21
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「第三者による精子・卵子の提供と市場・自己決定権」ジェ

ンダー法学会シンポジウム「自己決定権とジェンダー」報告
（二〇一一年一二月）

農業法学会シンポジウム「農地賃貸借と有益費問題」
（報

Ⅸ 座談会・シンポジウム参加等
１
告に基づく討論への参加）
農業法研究一八号五九～八〇頁
（一
九八三年五月）

６

７

８

正」
（一九九五年一〇月）
〔→ 業績Ⅱ

〕

座談会「定期借家権をめぐって」（阿部泰隆、岩田規久男、

瀬川信久、野村豊弘〔司会〕
、吉田克己）ジュリスト一一二

四号四～四〇頁（一九九七年一二月）

日 本 私 法 学 会 シ ン ポ ジ ウ ム「 転 換 期 の 民 法 学 」
（報告に基

づく討論への参加）私法六〇号四八～一〇五頁（一九九八年
四月）

座談会「不動産所有権の現代的諸問題 ―― 第５回日仏法

学共同研究集会」
（大村敦志、鎌田薫、北村一郎〔司会〕
、久

保茂樹、瀬川信久、滝沢正、原田純孝、樋口陽一、星野栄一、

座談会「末弘法学と現代 ―― 二一世紀の法学を展望する」

日本私法学会シンポジウム「民法一〇〇年と債権法改正の

法律時報七〇巻一二号三三～五九頁（一九九八年一一月）

（戒能通厚〔司会〕
、石田眞、吉田克己、広渡清吾、水林彪）

９

（一九九八年六月）

集会」
（コメント）土地住宅問題一四二号一一～四三頁（一

日本土地法学会シンポジウム
「四全総を北海道から考える」

法律時報六二巻九号八〇～八二頁（一九九〇年八月）

都市的土地利用研究会シンポジウム「定期借地権」
（総括）

月）に再録。

山野目章夫、吉田克己）ジュリスト一一三四号五八～八三頁

２ 不動産学会研究集会「借地・借家法改正問題に関する研究

56

九八六年六月）
、同一六五号七六～一〇〇頁（一九八八年六

３

４

（司会と討論への参加）日本土地法学会『土地利用計画の変
更・ 抵 当 制 度 の 再 検 討・ 四 全 総 の 検 討 』 二 〇 一 ～ 二 二 七 頁

日弁連シンポジウム「審議会の『基本的考え方』と各大学

九年四月）

課題と方向」（コメント） 私法六一号五二～五六頁（一九九

10

の構想」日弁連編『日本型ロースクールをどう創るのか ――

11

（有斐閣、一九九三年七月）
５ 民科法律部会学術総会シンポジウム「日本的企業社会・国
家の再編と法的改革」
（コメント「競争原理と借地借家法改
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28

公平性・開放性・多様性を確立するために』
（パネリストと

日本学術会議第二部基礎法学研究連絡委員会主催シンポジ

して討論に参加）九～四九頁（現代人文社、
二〇〇一年一月）

それに基づく討論への参加）都市住宅学四八号五九～六七頁

律 ―― 都市・建築計画学、法と経済学を踏まえて」（報告と

（二〇〇五年一月）
科 研 基 盤 Ａ シ ン ポ ジ ウ ム「 競 争 秩 序 へ の 多 元 的 ア プ ロ ー

チ ―― 実定法学のクロスロード」（趣旨説明、報告および討
論への参加）北大法学論集五六巻一号一九九～二〇〇頁、二
四九～二六三頁（二〇〇五年五月）
、北大法学論集五六巻三
号一三五八～一三八〇頁（二〇〇五年九月）
科 研 基 盤 Ａ シ ン ポ ジ ウ ム「 環 境 秩 序 へ の 多 元 的 ア プ ロ ー

チ ―― 実定法学のクロスロード」（趣旨説明、報告および討
論への参加）
北大法学論集五六巻三号一二七五～一二七六頁、
一三一〇～一三二一頁（二〇〇五年九月）
、北大法学論集五
六巻四号一七八六～一八一〇頁、一八一五～一八四七頁（二

〇〇五年一一月）

日本私法学会シンポジウム「契約観・訴訟観・法意識の国

科研基盤Ａシンポジウム「消費者法における公私の協働」

頁（二〇〇六年一二月）

リスト一三二四号四六～七八頁、一二三五号一四八～一七九

裕康〔司会〕
、水野紀子、山本敬三、吉田克己〔ゲスト〕）ジュ

18

北海道大学大学院法学研究科附属高等法政教育研究セン

巻六号二六七〇～二六九二頁（二〇〇七年三月）

二二六～二二四五頁（二〇〇七年一月）、北大法学論集五七

七巻五号二一六三～二一六四頁、二二一五～二二二五頁、二

（趣旨説明、コメントおよび討論への参加）北大法学論集五

19

Academia Juris Booklet

2006 No. ）
21全七〇頁（二〇〇七年三月）
日本私法学会シンポジウム
「遺言自由の原則と遺言の解釈」

科附属高等法政教育研究センター、

吉田克己・亘理格・長谷川晃）
（北海道大学大学院法学研究

タ ー 公 開 シ ン ポ ジ ウ ム『 景 観 権 と そ の 公 共 性 』（ 淡 路 剛 久・

20

21

都 市・ 建 築 計 画 学 会 ワ ー ク シ ョ ッ プ「 景 観 利 益 の 法 的 規

村敦志、角紀代恵、窪田充見、高田裕成、道垣内弘人、中田

座談会「家族法の改正に向けて（上）（下）」
（内田貴、大

年四月）

際比較」（コメント）私法六八号九九～一〇二頁（二〇〇六

17

メント）私法六五号一五五～一五七頁（二〇〇三年四月）

私法学会拡大ワークショップ「短期賃貸借制度の改革」
（コ

ウム「法曹養成と基礎法学」
（コメント）
（二〇〇二年二月）

12
13
14
15
16
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（報告に基づく討論への参加）私法六九号五八～九三頁（二

学グローバルＣＯＥ《企業法制と法創造》総合研究所）第六

〇一〇年三月）

北海道大学ＧＣＯＥシンポジウム「損害概念の変容 ―― 競

"Les transformations de

巻三号一三八～一四四頁、
一五二～一五四頁
（二〇一〇年二月）

ンテレ・ジェネラル）
」（大村敦志〔司会〕
、金山直樹、木村
琢麿、辻村みよ子、中田裕康、樋口陽一、星野栄一、山元一、
亘理格、吉田克己〔誌上参加〕
）ジュリスト一三五三号六四
～九三頁（二〇〇八年四月）
科研基盤Ａシンポジウム「都市環境における公私協働」
（趣

旨説明および討論への参加）北大法学論集五九巻六号三〇六
一～三〇六四頁、三一五五～三一八四頁（二〇〇九年三月）

争法と環境法と素材として」
（趣旨説明、
司会および討論への

参加）吉田克己／ムスタファ・メキ編『効率性と法、損害概

念の変容 ―― 多元分散型統御を目指してフランスと対話す

る』三七二～四〇四頁（有斐閣、二〇一〇年三月）〔→ 業績
Ⅰ６〕

北海道大学ＧＣＯＥシンポジウム「東アジアにおける環境

問題に対する法的対応」
（企画趣旨説明）新世代法政策学研

究六号二五～二七頁（二〇一〇年四月）

日本消費者法学会シンポジウム「集団的消費者利益の実現

意見書

１ 「札幌地裁宛・平成六年（行ウ）第五号不動産登記申請却

Ⅹ

と実体法の役割」（コメント）（二〇一一年一一月）

早稲田大学ＧＣＯＥ研究会「市民社会論の法律学的射程」

（二〇〇九年一〇月）

（報告に基づく討論への参加）消費者法第一号三三～五六頁

消費者法学会シンポジウム
「消費者法のアイデンティティ」

九年七月）

（司会）新世代法政策学研究二号一一九～一四〇頁（二〇〇

北海道大学ＧＣＯＥシンポジウム
「消費者法の課題と展望」

北海道大学ＧＣＯＥシンポジウム

〇〇七年四月）

座談会「憲法・行政法・民法における一般利益＝公益（ア

日本私法学会シンポジウム「競争秩序と民法」
（報告に基

づく討論への参加）私法七〇号三～六〇頁（二〇〇八年四月）

la notion de préjudice", Parole d'ouverture et interventions,
新世代法政策学研究五号三一～三五頁、一一七～一五〇頁
（二

28
29

30

31

（コメントと討論への参加）季刊・企業と法創造（早稲田大
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22
23
24
25
26
27

下処分無効確認請求事件（ますがた訴訟）意見書（北方領土
における土地の登記能力）
」
（村松法律事務所からの依頼）
（一
九九六年五月）
２ 「最高裁宛・平成一二年（受）第五七四号、同（オ）第六
七九号サブリース訴訟（センチュリータワー事件）意見書」
（東京永和法律事務所からの依頼）
（二〇〇〇年九月）
〔→ 升
永英俊『サブリース訴訟・増補版』
（千倉書房）三九七～四
三七頁（二〇〇三年二月）に収録。
〕
３ 「札幌高裁宛・平成一三年（ネ）第一二〇号債務不存在確
認等請求控訴事件（供花訴訟）意見書」
（山田学法律事務所

務所からの依頼）（二〇〇二年四月）

分移転登録手続等請求事件（中村修二特許権訴訟）意見書」

６ 「東京地裁宛・平成一三年（ワ）第一七七七二号特許権持

（東京永和法律事務所からの依頼）
（二〇〇二年四月）

７ 「最高裁、東京高裁、東京地裁宛・平成一三年（受）第一

六四二号（特許権侵害訴訟）第２意見書」（東京永和法律事

務所からの依頼）（二〇〇二年九月）

ス訴訟（千倉書房事件）意見書」（東京永和法律事務所から

８ 「東京地裁宛・平成一五年（ワ）第一四二六九号サブリー

の依頼）（二〇〇四年五月）

書（中間的合意の法的拘束力）」
（東京永和法律事務所からの

友信託銀行 対 ユーエフジェイホールディングス）への意見

９ 「東京地裁宛・平成一六年（ワ）第二二八六四号事件（住

４ 「最高裁宛・平成一三年（受）第一六四二号（特許権侵害

依頼）
（二〇〇五年一月）

からの依頼）
（二〇〇一年九月）

訴訟）第一意見書」
（東京永和法律事務所からの依頼）
（二〇

「最高裁宛・平成一七年（ネ受）第二七号事件および平成

〇二年一月）
〔→「パテント・プールの独禁法上の違法性と
その効力 ―― アルゼ株式会社対日本電動式遊技機特許株式
会 社・ 特 許 実 施 料 返 還 請 求 事 件 へ の 鑑 定 意 見 書 」
『知的財産
法政策学研究』創刊号九三～一三一頁（二〇〇四年三月）と
して公表。
〕
５ 「札幌高裁宛・平成一三年（ネ）第一二〇号債務不存在確
認等請求控訴事件（供花訴訟）補充意見書」
（山田学法律事

「東京地裁宛・平成一六年（ワ）第二二八六四号事件（住

律事務所からの依頼）（二〇〇五年五月）

一七年（ネオ）第二二号事（南証券事件）意見書」（村松法

10

間的合意違反の場合の損害賠償）
」（東京永和法律事務所から

友信託銀行 対 ユーエフジェイホールディングス）意見書
（中

11

北法62（6・232）1548

吉田克己教授の経歴と業績

の依頼）
（二〇〇五年五月）
「日本商事仲裁協会宛意見書（独占販売代理店契約の更新

拒絶の有効性）
」
（東京永和法律事務所からの依頼）
（二〇〇
五年六月）
「東京地裁宛・平成一七年（ワ）第八一七二号建築工事差

止請求事件（玉川学園景観訴訟）意見書」
（原告からの依頼）
（二〇〇七年一月）
「札幌高裁宛・平成二〇年（ネ）第三四四号賃料請求控訴

事件意見書（賃料自動増額特約の効力）
」
（村松法律事務所か
らの依頼）
（二〇〇九年二月）
「札幌高裁宛・平成二一年（ネ）第二一七号賃貸借契約終

了確認等請求控訴事件意見書（サブリース契約と正当事由）
」

「最高裁宛・平成二一年（ネオ）第五六号賃貸借契約終了

（村松法律事務所からの依頼）
（二〇〇九年九月）

確認等請求上告事件、平成二一年（ネ受）第六〇号賃貸借契
約終了確認等請求上告受理申立事件意見書（サブリース契約
と正当事由）
」（村松法律事務所からの依頼）（二〇一〇年一月）
「東京高裁宛・平成二二年（ネ）第四八一号損害賠償請求

控訴事件（みずほ証券誤発注事件）第一意見書」
（西村あさ
ひ法律事務所からの依頼）
（二〇一〇年五月）

「東京高裁宛・平成二二年（ネ）第四八一号損害賠償請求

控訴事件（みずほ証券誤注文事件）第二意見書）
」（西村あさ

「東京地裁宛・平成二二年（ワ）第一八一七一号建物明渡

ひ法律事務所からの依頼）（二〇一〇年一一月）

請求事件意見書（サブリース契約と正当事由）」（あずさ総合

法律事務所からの依頼）
（二〇一一年一月）

「東京高裁宛・平成二二年（ネ）第四八一号損害賠償請求

控訴事件（みずほ証券誤注文事件）第三意見書（過失相殺）」

（西村あさひ法律事務所からの依頼）
（二〇一一年二月）
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The Ming-Qing transition in Tokugawa Confucian thought (1644-1850s)：
Changing evaluations of Qing China

Jin Makabe＊

【Abstract】
This article examines the relationship between the reception of late
imperial Chinese learning, and attitudes to the Ming and Qing Chinese states
in late Tokugawa period Japan. Reception of scholarship from the first period
of the Qing dynasty (1644-1722) led to rejection of the anti-Neo Confucian
theories of Ogyū Sorai, which had been formulated under the influence of
early Ming ideas on poetry and the classics. This led to a higher valuation
being placed upon Song poetry and scholarship among Japanese Confucians,
and the diffusion of a favorable attitude towards the Qing government. The
Edo shogunal academy’s promulgation of the so-called “Kansei Prohibition on
Heterodoxy” (1790) needs to be understood in terms of this historical context.
In the first half of the nineteenth century, however, Qing scholarship
associated with the late 18th century reign of the Qianlong Emperor had an
overwhelmingly strong influence in Japan. This led to a new wave of eclectic
scholarship which took a critical attitude to the accumulated commentary
traditions. It was during this period that major history books edited during
the early Qing period also arrived in Japan. The unintended effect of the
＊

Associate Professor of Political Thought, Graduate School of Public Policy,
Hokkaido University
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reception of these books was to establish an image of early Qing rule as
particularly cruel and brutal. Japanese respect for Qing scholarship came to
be problematized in relation to the Qing state’s historical reliance on military
power for legitimacy. The Opium Wars further shook the political and
intellectual legitimacy of the Qing. Japanese scholars and politicians thereafter
increasingly looked for models of political and intellectual legitimacy based on
pluralist models derived from a variety of international examples. This paper
analyzed this historical process, thereby attempting to present a new
framework through which to consider the history of late Tokugawa political
thought.
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Burg Friedberg versus Stadt Friedberg:
Ein Dauerkonflikt im deutschen Spätmittelalter（2）

Masaki Taguchi＊

Es gab im deutschen Spätmittelalter Dauerkonflikte, in denen dieselbe
Parteien jahrzehnte-oder sogar jahrhundertelang miteinander stritten. Bei
diesen Fällen ist der Wandel der Methoden zur Konfliktbeilegung und der
Verhalten der Parteien deutlicher zu erkennen. Dieser Aufsatz greift die
langjährige Auseinandersetzung zwischen Burg Friedberg und Stadt
Friedberg als ein Beispiel solcher Dauerkonflikte auf. Der Autor versucht
damit, die Variationen und die zeitliche Veränderung der Konfliktbeilegung
im deutschen Spätmittelalter herauszustellen. Der vorliegende zweite Teil
behandelt den Zeitraum von den 1370er Jahren bis 1410. Seit den 1370er
Jahren sind die Burg und die Stadt im Rahmen des Schiedsgerichts mit der
Methode des Artikelprozesses vorgegangen. Die Streitigkeiten wurden damit
immer detailierter und zergliederten sich zu vielen einzelnen Punkten. In
dieser Situation hat die Stadt am Anfang des 15. Jahrhunderts versucht, ihre
Ansprüche mit den römisch-rechtlichen Quellen zu begründen. Dieser
Versuch scheint aber kaum Erfolg erzielt zu haben. Aus der Untersuchung in
den beiden Teilen ergibt es sich, dass fast alle Entscheidungen bei diesen
Dauerkonflikt mit der Zustimmung der streitenden Parteien getroffen
wurden. Die Methode für die Konfliktbeilegung war auch durchaus
aussergerichtlich, aber sie zeigte die Variationen von der königlichen
Entscheidung über das Schiedsgericht bis zum artikelprozessartigen
Vorgehen mit den eventuellen römisch-rechtlichen Argumenten. Diese
Variationen spiegeln die Entwicklung der Konfliktbeilegung im deutschen
Spätmittelalter wider.
＊

Professor of School of Law, Hokkaido University
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第１章

序論

中国新会社法
（2005年10月27日改正、
2006年１月１日より施行。以下、
「会社法」
という）
第20条第３項は、
次のとおり規定している。すなわち、
「会社の株主が会社法人の独立的地位及び株主の有限責任を濫用して、
債務を逃れ、会社の債権者の利益を著しく損なった場合は、会社の債務
に対して連帯して責任を負わなければならない」1。この規定は、制定法
の中で、もっとも明確に会社法人格否認の法理を規定した立法例だと言
われている2。
会社法人格否認の法理は、中国において、その施行から５年余りを経
過したが、本稿の第３章に述べるとおり、裁判上に問題が出つつある。
例えば、会社法第20条第３項を適用する場合、その要件である「法人格
の濫用」を認定する際に明確な基準がないため、会社法の基本原則に反
して株主に責任を課した事例が挙げられる3。その結果として、法の安定
1

森・濱田松本法律事務所訳。

2

王保樹 = 崔勤之『中国公司法原理』
（社会科学文献出版社、2006年）48頁。

3

第３章の【判例37】
【判例38】を見よ。
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性が害された。
しかし、この状況の中で中国においては、法人格否認法理の適用がま
すます拡大していく傾向が見える4。第４章に述べるとおり、学説におい
ても当該法理の適用の要件に対する認識が明確でないことは否めないよ
うである。この５年間の裁判実務及び学説を見る限り、現在の中国にお
ける法人格否認法理には、その要件である有限責任の「濫用」を解明し
なければ、同法理の適用が混乱に陥ることを免れないであろう5。
第１節

本論文の問題の設定

第１款

法人格否認の法理をめぐる中国における議論の問題点

会社法第20条第３項は、
「会社の株主が会社法人の独立的地位及び株
4

蒋大興『公司法的観念与解釈Ⅱ』
（法律出版社、2009年）331頁以下。また、

近年、中国の公表された裁判例から見てもこの傾向が見える。すなわち、人民
法院の下した判例数の推移から見ると、2006年に３件、2007年に６件、2008年
に８件、2009年に14件（2010年10月まで７件であるが、今後も増えると予想で
きよう）である。この判例数の推移から、
人民法院は、
同法理を適用する際に、
最初の慎重からだんだん適用を拡大していく傾向が見えてくる。この傾向を憂
慮して、学説では法人格否認の法理を、他の法律構成と区別しつつ、同法理の
適用を反省しようとする指摘がある。具体例としては、会社設立の際に、出資
の仮装払込みをした株主への責任追及は、性質上、法人格否認の法理とは異な
るため、出資に関する株主の責任規定を適用すべきであるという指摘がある。
しかし、中国法には、会社の設立無効・取消に関する規定がないため、出資の
仮装払込みをした株主の会社債権者に対する責任は、裁判実務上で法人格否認
の適用事例として捉えている。人民法院のこの立場は、裁判実務上で混乱に導
く一つの原因であると主張する学説がある。蒋大興・前掲書331頁以下。
5

第３章で考察したとおり、形骸化は有限責任濫用の目的を含まないにも拘ら

ず、人民法院は形骸化を会社法第20条第３項の適用に入れた。その結果、株主
による債務逃れの目的の存否を離れる恐れがある。一方、株主による有限責任
濫用の目的は多種多様なので、その濫用目的を列挙することは不可能である。
他方、人民法院は濫用の目的を認定したとしても、株主の当該行為は必ずしも
債務逃れの目的の存在を導くことができない。このように、法人格否認の法理
の要件が不明確であるため、当法理の適用には混乱があった。
［3］
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主の有限責任を濫用して、債務を逃れ、会社の債権者の利益を著しく損
なった場合は、会社の債務に対して連帯して責任を負わなければならな
い」と規定している。この条文の文言から分かるように、株主に会社の
債務について連帯責任を負わせるために、会社の株主は、会社法人の独
立的地位及び株主の有限責任を「濫用」することが要件となる。
学説では会社法第20条第３項の適用について議論が集中している。中
国の学説は、特に同条の要件の明確化を目指している。しかし、現在の
中国において、学説上では濫用の要件に対する認識が十分ではないので
はないかと思う。以下、法人格否認の法理の要件について、中国におけ
る代表的学説を概観しよう。なお、現在の中国において、学説では法人
格否認の法理に対し大多数が好意的であることを指摘しておこう。
一

「第一説」という）
法人格「濫用」目的必要説6（以下、
第一説によると、会社法第20条第３項の適用は、二つの場合に分けら

れている。すなわち、
①会社の法人格が濫用される場合と、②形骸化（原
文は「公司法人格徒具形式」
（会社の法人格が形にすぎない）という）
の場合である。①の場合として、株主が過度に会社を支配すること、会
社資本金が著しく不足すること、不法の目的のために会社を設立するこ
と、会社の法人格を利用して債権者を詐欺することなどが挙げられてい
る。②の場合として、株主・会社の間に財産・業務・会計帳簿等におけ
る継続的な混同、法の強行的規定および会社内部手続きの不遵守などの
状況が挙げられている。
第一説は、この二つの場合について、会社の株主が有限責任を濫用す
る目的（原文は「故意」－筆者注）が必要であると説いている。
第一説の主張者は、日本法を参考して次のように法人格否認の法理を

6

この説を主張する代表者は、朱慈蘊教授と崔勤之教授である。特に朱慈蘊教

授は、博士論文をもって中国ではじめて会社法先進諸国の法人格否認の法理を
体系的に紹介した。朱慈蘊『公司法人格否認法理研究』
（法律出版社、
1998年）
。
朱教授のこの著書は、中国において諸外国の法人格否認の法理を研究する際に
よく参照されていた本だといえる。
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理解しているようである7。すなわち、会社の法人格が濫用される場合お
よび形骸化の場合において、会社の株主が債権者を詐害するなどの不法
の目的があってはじめて、法人格否認の法理が適用される。
しかし、第一説の主張者は、日本法における法人格否認の法理への理
解を間違えたようである。本稿第５章で考察するように、日本法におい
て、法人格否認の法理の適用範囲は、法人格がまったくの形骸に過ぎな
い場合と、法人格が法律の適用を回避するために濫用される場合という
二つの場合があると、最高裁のリーディング・ケース（最高判昭和44年
２月27日）は述べている。有力学説も法人格否認の法理をこの二つの場
合に限定すべきであると主張している8。
会社の法人格が濫用される場合に該当するためには、その要件が二つ
必要である。すなわち、①支配要件と②目的要件である。①支配要件に
当たる事実としては、会社の背後に在る者は会社を自己の意のまま「道
具」として用いることができる支配的地位になければならない。②目的
要件に当たる事実としては、支配株主が会社形態を利用するにつき、違
法または不当な目的を有していたとの事実が必要である9。
これに対して、形骸化の場合は、支配要件の他、次のような事実が常
に挙げられる。即ち、①株主が会社の営業を離れ個人目的のために会社
財産を使用し、あるいは個人財産を随時会社営業の目的のために使用す
るなど、個人財産と会社財産の混同のあること、②会社の業務を個人の
経済活動から区別せず両者の混同を反覆継続していること、③会社の営
業から生ずる収支について明確な記録をもたず、その結果個人の収支と
7

法人格否認の法理の要件について、第一説の紹介によれば、日本法における

法人格否認の法理には、
その適用に二つの要件即ち「支配要件」と「目的要件」
が必要であると説いている。すなわち、
「日本の会社法人格否認の実践のなか
で一般的に二つの基本的要件が強調されている。一つは支配要件である。すな
わち、会社の法人格がその背後にある支配者にコントロールされている。もう
一つは目的要件である。すなわち、会社の法人格が違法又は不当の目的で利用
されている」である。朱慈蘊・前掲書120頁。
8

奥山恒朗「いわゆる法人格否認の法理と実際」鈴木忠 = 三ヶ月章監修『実務

民事訴訟講座（5）会社訴訟・特許訴訟』
（日本評論社、1969年）165 ～ 166頁。
9

奥山・前掲書169 ～ 170頁。

［5］
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会社の収支とを区別しがたい状態が続いていること、④株主総会や取締
役会を全く開催せずその他の法の要求する会社意思決定、業務執行に関
する方法を全く無視していることなどである。
要するに、日本法上の法人格否認の法理には、その適用範囲は「法人
格が濫用される」場合と、
「法人格がまったくの形骸に過ぎない」場合
とに分けられている。法人格が濫用される場合は、株主による違法又は
不当の目的という「目的要件」が必要である。一方、形骸化の場合は、
株主による違法又は不当の目的の存在が要求されていない。
二

「第二説」という）
法人格「濫用」目的不要説10（以下、

第二説によれば、会社法第20条第３項の濫用要件を認定する際に、そ
の要件の不明確性を解消するために、会社の株主による主観的濫用の目
的のいかんを問わず、濫用の事実を示せばよいという11。濫用の事実と
しては主に、１

会社の自己資本が著しく不足していることと、２

株

主・会社間における法人格の高度的混同という二つの判断基準が挙げら
れている。
１

会社の自己資本が著しく不足していることとは、①株主の払い込ん

だ出資金が最低資本金額に下回っていることと、②株主の払い込んだ出
資金が最低資本金額に上回っているにもかかわらず、著しく会社の業種・
経営規模・従業員雇用規模及び負債規模に相応しい金額を下回っている
ことを指す12。第二説は、①②の場合、会社法第20条第３項を適用して
直ちに会社の株主に会社債務に対して連帯責任を負わせるべきだと説い
ている。
しかし、なぜ、株主の払い込んだ出資金が法定最低資本金額に達する
ことは、当該株主が有限責任を享受する必要条件であるか。現行会社法
10

この説の代表者は劉俊海教授である。劉俊海『新公司法的制度創新：立法

争点和解釈難点』
（法律出版社、2006年）90頁以下。
11

劉俊海・前掲書90頁以下。

12

②について、
主張者は例として以下の例を挙げていた。すなわち、
資本金1,000

万元の会社は、銀行から10億元の融資を受けた。この場合、当該会社の自己資
本と貸付資本の比率は１：100であるので、著しく自己資本不足といえる。劉
俊海・前掲書91頁。
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から根拠が見当たらないようである。また、過少資本会社の株主に過少
資本のみを理由に、会社の債務に対して連帯責任を負わせることについ
て、第二説の主張者はその理由を特に述べていない。さらに、過少資本
の設定基準について、第二説の主張者は明確な基準を示していない。
２

株主・会社間における法人格の高度的混同とは、会社・株主との間

に財産・財務・業務・機構の混同、役員の兼任及び親会社からの直接の
指示等の状況を指す。第二説は、この場合、総合的に株主・会社間にお
ける法人格の高度的混同を認定したうえで、会社の株主に会社債務に対
して連帯責任を負わせるべきであると説いている。
しかし、形骸化とは、株主・会社間における財産区別が不明確な状態
を指すだけで、会社の株主による主観的濫用目的を必要としない。会社
法第20条第３項の文言から分かるように、株主に責任を課するために、
株主の債務逃れの意思が必要である。したがって、形骸化を会社法第20
条第３項の枠内に入れるならば、同条の適用を拡大する一方、法の安定
性をも害するであろう。
三

問題点の整理
第１節冒頭の部分で述べたように、
中国における法人格否認の法理（会

社法第20条第３項）を理解するために、株主による「法人格の濫用」と
いう要件の内容を解明することが必要である。中国の学説も会社法第20
条第３項の要件の解明に努めている。しかし、二つの代表的学説を見る
限り、いずれも欠点があると言えよう。
第一説は、株主による有限責任濫用の主観的目的の存在を必要とする
と主張しているが、濫用の事実と形骸化事実を区別せずに、形骸化事実
を主観的濫用の目的の下に置いている。しかし、形骸化は、株主による
主観的目的を必要としない。会社法第20条第３項の適用を、株主による
債務を逃れる主観的目的が必要であると解する以上、株主による債務逃
れの目的を必要としない形骸化徴表は、
「濫用」の範囲内に入れること
はできるか。要するに、第一説は、会社法第20条第３項の文言に適合し
ないようである。
第二説は、行為者の主観的濫用の意思を不要とすると主張している。
［7］
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しかし、行為者の主観的濫用の意思を問わないなら、
「濫用」を判断す
る基準がなくなるのではないであろうか。すなわち、単に会社・株主間
に財産・財務・業務・機構の混同、役員の兼任及び親会社からの直接の
指示、株主の出資額が法定最低資本金額に下回っていること、会社の資
本が会社の規模・業種等と比して過少であることなどを理由に、当該株
主に会社の債務に対して連帯責任を負わせることは法的根拠がないよう
である。
この問題については、会社法第20条第３項の裁判上の運用を考察する
必要がある。また、法人格否認の法理を導入する際に理論上主に参考し
た日本法をも考察する必要があろう。
第２款
一

本論文の課題の設定

会社法第20条第３項の要件の明確化
法人格否認の法理は、外国から導入されたものであるため、現在、中

国において、この法理への理解が未熟であることを否めない。特に、中
国では会社法第20条第３項という一つの条文の形で同法理を規定したか
ら、同条を適用する際に株主による有限責任の「濫用」を解明しなけれ
ばならない。言い換えれば会社法第20条第３項を理解するために、株主
による有限責任の濫用とは何かを解明することが必要ではないかと考え
る。
本稿は、中国における会社法第20条第３項の要件を解明するために、
人民法院が同条を援用して下した裁判例を中心に考察したい。考察の方
法は、人民法院が会社法第20条第３項を根拠として下した判例を、事案
の主な事実関係を基準に各事案を整序し、株主による有限責任の濫用と
は何かを見出すものである。この考察の目的は、法律適用の立場で中国
における法人格否認の法理を理解することを試みるものである。
二

形骸化の位置づけ
日本の最高裁判所の昭和44年２月27日判決（民集23巻２号511頁）は、

形骸化について次のとおり述べている。すなわち、
「…株式会社は準則
主義によって容易に設立され得、かつ、いわゆる一人会社すら可能であ
北法62（6・551）1867
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るため、株式会社形態がいわば単なるわら人形に過ぎず、会社即個人、
個人即会社であって、その実質が全く個人企業と認められるが如き場合
を生じるのであって、…このような場合、会社という法的形態の背後に
存在する実体たる個人に迫る必要を生じるときは、会社名義でなされた
取引であっても、相手方は会社という法人格を否認して、恰も法人格の
ないと同様、その取引をば背後者たる個人の行為であると認めて、その
責任を追及することを得、
そして、
個人名義でなされた行為であっても、
相手方は敢えて商法504条を俟つまでもなく、直ちにその行為を会社の
行為であると認め得るのである…」
。
言い換えれば形骸化とは、会社とその社員との間が実質的に一体であ
る以上、その一方が負っている（取引上の）債務を他方にも負わせると
いうことである。しかし、いかなる事実が整えれば形骸化に該当するか
について、日本の判例上からはっきり見えないようである。
日本の判例は、形骸化を法人格否認の場合の一つとして認めている。
学説も形骸化の存在を認めている。しかし、中国の場合、会社法第20条
第３項の枠内で形骸化の存在を認めうるのか、認めるならばいかに解釈
するのかが問題である。そこで、この問題について、会社法第20条第３
項に関する判例の中に形骸化に関連する判例を検討する必要がある。ま
た、形骸化という概念自体を導入した中国にとっては、導入先の日本法
の考察も必要であろう。
三

中国における法人格否認の法理の理論上の構築
現在の中国において、学説は法人格否認の法理の導入に対しほとんど

が好意的である。一方、法人格否認の法理の導入について批判的な態度
を示した少数の見解もある。すなわち、法人格否認の法理は、元々判例
法で成立した法理論であり、その理論自体にさまざまな不明点がある。
それゆえ、当該法理は、債権者救済の唯一の手段ではなく、そして、今
後、取引法に代替される傾向があるという。結論として、現段階の中国
の実情（経済発展途上、法運用水準の低下など）に照らして、法人格否
13
認法理の導入を慎むべきであるという指摘であった 。

13

趙信忠「対我国適用公司法人格否認法理的質疑」河北法学1999年第４期105
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本論文の主たる目的は、会社法第20条第３項の要件の明確化を試みる
ことである。そのため、第３章では会社法第20条第３項の判例を考察し
た。しかし、株主による有限責任濫用の目的は多種多様なので、その濫
用目的を列挙することは不可能である。他方、人民法院は濫用の目的を
認定したとしても、株主の当該行為が必ずしも債務逃れの目的の存在を
導くことができない事例は多く見られる。
濫用の目的自体は、容易に把握するものではないので、主観的濫用の
目的というアプローチから会社法第20条第３項の内容を解明することは
難しい。そこで、濫用の目的を探求するために、代わりの基準が必要で
あろうと考える。すなわち、いかなる事実があれば濫用の目的が認定で
きるかについて、
法人格否認の法理に対して更なる考察が必要であろう。
第５章で考察するとおり、日本において法人格否認の法理についてそ
の理論的構築を試みる学説がある。すなわち、会社法の基本原則である
会社財産の維持充実を建前に出して、この基本原則に違反する株主は、
連帯して会社の債務を負うことになる。この説は、法人格否認の法理の
適用を財産混同、会社搾取と過少資本に限定して、それ以外を一般私法
の法理に委ねる14。中国の法人格否認の判例は、すべて取引法の範疇に
属している。したがって、中国においても会社法第20条第３項を適用し
た事例を、既存の一般私法の法理に委ねることができるかについて、中
国法の独自の検討が必要である。この一連の検討を通して、中国におけ
る法人格否認の法理の理論的構築を試みたい。
第２節

考察の順序

第２章では、会社法第20条第３項の立法史に遡って考察を行い、その
考察の中心は、会社法第20条第３項の成立理由である。会社法第20条第
３項の立法をめぐる史的考察の目的には、主に二点ある。第一点は、会
社法第20条第３項成立前における中国社会の背景及び法の対応を把握す
頁以下。
14

代表的な論者は、森本滋教授と江頭憲治郎教授である。第５章において両

教授の説を詳細に紹介する。
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ることである。第二点は、同条を導入する際の起草者の認識を明らかに
することである。第２章の考察を通して、中国における法人格否認の法
理は、中国法上に存在する意味を明らかにしたい。
第３章では会社法第20条第３項に関する中国の判例を考察する。第３
章で扱った法人格否認法理に関する裁判例は、すべて、中国で公表され
た、人民法院が株主に責任を課す際に、法律上の根拠として会社法第20
条第３項を援用して下した判決である。判例収集の時期は、2006年１月
から2010年10月にかけてのほぼ５年間である。
判例の分析手法は、各事案の事実関係に応じて扱った裁判例を類型化
する作業である。すなわち、扱った事案を債権者詐害事例、株主による
会社資金の流用事例、
株主義務不履行事例、
会社法強行法規定違反事例、
財産混同・法人格混同事例、契約の解釈による解決事例及びその他の事
例に分類する。第３章の考察の中心は、人民法院が株主に責任を課する
際に、その要件である「濫用」とは具体的に何であるかを見出すことで
ある。第３章の考察を通して、会社法第20条第３項の要件である有限責
任の「濫用」を解明することを試みることにする。
第４章では法人格否認法理に関する学説を紹介する。第４章の考察の
目的は、学説がこの条文に対していかなる態度を示しているかを明らか
にすることである。現在の学説のほとんどは、会社法第20条第３項に対
して好意的である。しかし、
代表的学説は、
当該条文の適用要件に対し、
認識が必ずしも十分とはいえないようである。この代表的学説の理論上
の混乱を指摘して、中国法人格否認法理の要件につき私見を示すことに
する。
第５章では日本法の考察を行う。考察の中心は二つある。一つは、日
本法における法人格否認の法理の要件である。もう一つは、形骸化につ
いての判例の立場・学説の批判である。また、法人格否認法理の再構成
の観点から、森本・江頭両教授の学説を紹介し検討する。日本法の検討
を通して、中国法上の法人格否認の法理の要件に示唆を与えたい。
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第６章では中国会社法第20条第３項に代替可能な法規範を検討する。
日本の学説は、会社法の基本原則である資本維持原則に反する行為を法
人格否認の適用に限定し、それ以外を一般私法の法理に委ねると主張し
た者がいる。では、中国の場合、今まで会社法第20条第３項に属する事
例を、既存の一般私法の法理に委ねることができるか。この問題意識に
基づいて、中国法上にある契約・法規範自体の解釈、詐害行為取消権（中
国契約法第74条）
、債権者代位権（中国契約法第73条）などを、その裁
判上の運用及び学説の議論を考察する。
ここで結論だけを述べておこう。すなわち、中国において今まで法人
格否認の法理を適用した事例は、一般私法の法理によって解決すること
が可能である。理論上会社法第20条第３項の適用に属する事例は、会社
搾取と過少資本事例に限定すべきである。ただ、どのような条件の下に
会社搾取と過少資本が株主に責任を課する根拠となるかについては、今
後の中国の判例の発展を注目しながら研究を続けるであろう。
第７章では、本稿の結論を提示すると同時に、本研究に残された課題
即ち、①会社搾取・過少資本による株主の責任、既判力の拡張の可否な
どと、②破産法上の否認権（中国倒産法第31条、第33条、第36条）といっ
た問題を、中国における法人格否認法理との関連などを指摘して本稿の
検討を終えることにする。

第２章 中国における法人格否認の法理（会社法第20条第３
項）の立法史15
第１章で言及したとおり、法人格否認の法理（会社法第20条第３項）
15

中国会社法（新会社法）の立法史を考察する手段には、二つがある。一つ

は、立法者の公的説明であり、もう一つは、会社法改正の重要な問題として、
立法機関の委託を受けてなされた研究である。前者は、会社法草案の起草者の
一人として国務院法制弁公室のメンバー姜天波が書いた会社法の立法説明であ
る。姜天波「公司法修改的若干理論与実践問題（一）～（八）
」工商行政管理、
2006年第１期～ 12期。後者は、中国最高人民法院の裁判官が書いた研究報告
である。張勇健 = 金剣鋒『新公司法修訂研究報告』
（下冊）中国法制出版社、
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の導入について、学説のほとんどが好意を示した。しかし、新会社法が
改正してから５年間の裁判実務を見る限り、現在の中国における法人格
否認法理には、その適用基準が不明確であることも事実である。なぜ、
学説の好意と現実との間にギャップが出たのか。
法人格否認の法理（会社法第20条第３項）の導入について、立法担当
者は、いかに当該法理を理解し、さらに中国法の現状を認識しているの
かを中心に、同法理の導入に関する立法史を考察する。
第１節

会社法第20条第３項成立前の中国社会

第１款

社会の情勢

中国においては、改革開放の初めのころ、会社に関する立法が遅れて
「会社」の法人格を濫用す
いたため、ペーパーカンパニー 16が盛んで、
る現象が顕著であった17。1993年中国初の会社法の制定により、会社制
度が確立されたとはいえ、
会社法人格の濫用がますます増えてきていた。
例えば、会社の株主が会社を利用して法律又は契約上の義務を逃れて不
１頁以下。法人格否認の法理に関する限り、前者は、建前上の理由しか言及し
ていなかった。すなわち、
「会社の株主特に大株主が、会社に対する支配をもっ
て会社法に許さない取引を行い、取引市場をコントロールすることによって、
会社の独立地位を脅かしているということが存在している。会社株主のこのよ
うな行為は、会社債権者の利益を害する同時に、有限責任原則制度をも脅かし
ている。そこで、会社法の中で、会社の独立責任制度を維持するために、会社
法人格否認（原文は「掲開公司面紗」
）の内容を規定することが必要となって
くる」とあるにすぎない。したがって、参考する意義が乏しい。これに対して
後者は、中国の裁判実務に立脚して研究を行っているので、参照する価値があ
ると考える。そこで、以下における中国法人格否認法理の立法史については、
その考察の資料は主に後者に依拠することにした。
16

当時のペーパーカンパニーとは、形式上、会社の設立登記を行ったが、会

社の固定資産・流動資金、事務所等の実体がほとんどなく、会社設立の目的は、
契約を結ぶことによる相手側の貨物・契約代金への詐欺である会社をいう。張
勇健 = 金剣鋒・前掲書18頁。
17

張勇健 = 金剣鋒・前掲書14頁以下。
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法な利益を獲得すること、
仮装払込又は出資の払戻（筆者注。原文は「公
司資本不実」）によって資本金がゼロに近い会社を運営すること、複数
の会社を設立して相互間で資金を移転することによって債務を逃れるこ
となどが挙げられる18。
第２款

国務院・最高人民法院の対応

このような問題に対処するため、1980年代末より、国務院と最高人民
法院が相次いで一連の行政法規と司法解釈を公布した。
一

国務院の対応
1990年12月12日に、国務院は、
「会社整理活動中に、解散され又は合

（以
併された会社の債権・債務の処理に関する通知」19（国発〔1990〕68号）
下、
「通知」という）を発した。通知第４条は、
「
（解散又は合併された）
会社が、工商行政管理機関により登記・登録されたとしても、実際上、
自有の資金がなく、あるいは自有の資金が登録された資本金額と一致し
ない場合（国が別途規定を設ける場合を除く）
、直接に会社の設立を認
18

張勇健 = 金剣鋒『新公司法修訂研究報告』
（上冊）中国法制出版社、225頁。

19

1980年代から、共産党・政府機関（労働組合、各種の協会などの社団・財団

法人を含む）及びその幹部は、所属組織の財政資金不足を改善するために、行
政上の資金又は職務権限上の利便を利用し、
「会社」を設立して収益を上げよ
うとしたことが中国全国において実験的に行われた。その結果、官僚腐敗及び
経済競争秩序の混乱などの悪影響を招いた。これらの弊害を除去するために、
中央政府は、共産党・政府機関等を前述設立された会社との関係から徹底的に
離脱させるために、
「通知」を含めて一連の行政法規を作った。これらの行政
法規の趣旨は、共産党・政府機関を設立された企業の債権・債務関係から免れ
させる同時に、企業の債権者に対する責任額を当初、企業に拠出された金額に
限定することであると思われる。これら一連の行政法規としては、
中共中央（中
国共産党中央委員会）
・国務院「党・政府機関及び党の幹部に商売・起業を厳
禁するについての規定」
（中発〔1984〕27号）
、中共中央・国務院「さらに会社
（共産党・政府機関が設立された企業）を整理するについての決定」
（1989年８
月17日公布）などが挙げられる。上述の「通知」及び「決定」は、いずれも現
在有効である。
北法62（6・545）1861

［14］

論

説

許した主管部門又は申請部門もしくは投資部門（主管部門・申請部門・
投資部門はいずれも国の機関である－筆者注）は、登録した資本金の範
囲内で会社の債務に対して責任を負う」ものとする。
通知第５条の後半は、
「…会社の主管部門又は投資部門は、資金払戻
し又は移転もしくは債務逃れの行為がある場合、その資金を全額戻して
会社債務の弁済に充てる。債務弁済後、剰余分があれば、党と政府機関
が会社を設立した場合、すべて国有資産として、直接の投資者機関に返
還される。集団企業が会社を設立する場合、剰余分を当該集団企業に戻
すべき」であると規定する。
二

最高人民法院の対応

（1）1987年８月29日最高人民法院「行政機関又は企業（国有企業―筆
者注）が設立した企業は倒産後に当該企業の債務が如何に負担するかの
問題への回答（批復）
」
（法（研）複〔1987〕33号）第２条の後半は、
「…
行政機関（党と政府機関及びそれに所属される事業部門又は幹部を含め
る）が設立した企業は営業停止後、…その負担している債務は、企業自
身の財産をもって弁済に充てる。
企業自身の財産が弁済に足りない場合、
当該企業の設立を直接に認許した業務上の管理部門又は当該企業の設立
を申請した部門に弁済をなさせるべき」であると規定する。
（2）1994年３月30日に、最高人民法院は、
「企業が設立した企業につい
て、取り消され又は休眠後、当該企業の民事責任負担問題への回答」（法
復〔1994〕４号）
（以下、
「回答」という）を公布した。回答によれば、
企業の実際上有する資金が登録資本金と一致しないとしても、法定の最
低金額に達し、企業法人としてのその他の条件を満たした場合、法人資
格を具備すると認定できる。当該企業が取り消され又は休眠後、その財
産が債務の弁済に足りない場合、設立企業が登録資本金と実際上有する
資金との差額の範囲内において、
責任を負担すべきであるとされている。
また、設立された企業は「企業法人営業許可」を取得したが、実際に資
金を投入せず、又は投入した資金が法定最低金額に達していない及び企
業法人としてのその他の条件を具備しない場合、法人格を有しないと認
定すべきである。その民事責任は、当該企業を設立した企業によって負
担すべきであるとされている。
［15］
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三

まとめ
国務院の「通知」は、会社整理にともなう解散・合併の場合における

債権・債務の処理について、当該会社の設立を認許した国の主管部門等
の責任を規定した。
「通知」は、会社の主管部門等に資本金払戻し又は
移転もしくは債務逃れの行為がある場合について、逃れられた資金を
もって会社債務を弁済させると規定し、逃れられた資金が会社債務弁済
に足りないときにどう扱うかについて、言及していなかった。
最高人民法院の「回答」は、企業倒産後にその設立機関としての国の
行政機関又は国有企業の会社債務についての責任を規定した。
「回答」
によると、企業の債務については、まず、企業自身の財産で弁済し、企
業自身の財産が弁済に足りないときは、当該企業の設立を直接認許した
国の主管部門に弁済をさせるものとされている。
また、最高人民法院は、1994年３月30日の「回答」の中で、取り消さ
れた又は休眠された企業の債務弁済について、最低資本金額という基準
を設け、取消又は休眠会社を設立した国の行政機関又は国有企業が負う
責任を規定した。すなわち、取消・休眠企業の登録資本金が法定最低資
本金額に達した場合、当該企業の設立機関は、登録資本金と実際上有す
る資金との差額の範囲内において責任を負う。これに対して、最低資本
金額に達していない場合、設立機関は当該企業の債務全額を弁済する。
前述の「通知」と「回答」は、中国の特定の時期に国の行政機関・国
有企業がその設立した企業の債務について規定したものである。した
がって、「通知」と「回答」は、直接に法人格否認問題を規定するもの
ではない。しかし、裁判実務上では、最高人民法院の「回答」特に1994
年３月30の「回答」を参照して判決を下す裁判例が多くみられる。例え
ば、会社の株主（社員）が出資（増資）の仮装払込又は払戻を行った場
合、人民法院が、当該会社の株主に会社の債権者に対して責任を課する
際に、1994年３月30の「回答」を参照して、当該株主に仮装払込又は払
い戻した金額の範囲内で責任を負わせるとした事例が数多く出られ
20
た 。

20

1994年３月30の
「回答」
を参照した又は参照したと思われる裁判例としては、

福建省厦門市中級人民法院（2002）厦経終字第194号、上海市第二中級人民法
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法人格否認法理の導入についての立法者の説明

第１款

立法担当者21による解説

説

立法担当者は、まず、会社法の有限責任原則の確立を肯定した。担当
者は、
同時に株主の間接有限責任制度がもたらした弊害も指摘している。
すなわち、「会社の株主特に大株主が、会社に対する支配をもって会社
法に許されない取引を行い、取引市場をコントロールする（原文は「操
縦市場」－筆者注）ことによって、会社の独立的地位を脅かしていると
いうことが存在している。会社の株主のこのような行為は、会社債権者
の利益を害すると同時に、有限責任原則制度をも脅かしている」という
指摘である22。
その上で、
立法担当者は、
法人格否認法理の立法の必要性を肯定した。
すなわち、
「会社法の中で、会社の独立責任制度を維持するために、会
社法人格否認（原文は「掲開公司面紗」
）の内容を規定することが必要
となってくる」と説明している23。
第２款
一

委託研究課題の結論

委託研究課題の由来

院（2002）滬二中民三（商）終字第340号、上海市第二中級人民法院（2002）
滬二中民三（商）終字第341号、上海市高級人民法院（2002）滬高民二（商）
終字第110号、重慶市第一中級人民法院（2004）渝一中民初字第471号、徐州市
中級人民法院（2005）徐民二終字第251号、江西省宜春市中級人民法院（2005）
宜中破字第1-25-12号などが挙げられる。
21

中国新会社法改定の際に会社法草案の起草者の一人として国務院法制弁公

室のメンバーである姜天波氏が会社法の立法背景・理由について公的説明を
行った。姜天波
「公司法修改的若干理論与実践問題
（一）
～
（八）
」
工商行政管理、
2006年第１期～ 12期。
22

姜天波「公司法修改的若干理論与実践問題（二）
」工商行政管理、2006年第

２期72頁。
23

姜天波・前掲書72 ～ 73頁。
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中国新会社法草案の起草は、国務院法制弁公室（以下、
「法制弁公室」
という）が担当した。法制弁公室は、直ちに会社法改定に関連する各部
門に連絡をし、指導グループ、作業グループ、専門家グループを設置し
た。指導グループと作業グループは、共同で全人代の代表及び全国政協
委員の意見・提案を分析すると同時に、研究会や書面による意見募集を
通じて、国務院の関連部門、地方政府、企業、専門家などに幅広く意見
と提案を徴求した。さらに、重要な問題については、専門課題として研
究機関に委託して研究させた24。法人格否認の法理は、その委託研究課
題の一つである。研究課題の受託者（以下、
「受託者」という）は、最
高人民法院の裁判官である張勇健氏と金剣鋒氏である25。
二

受託者が起草した研究報告の概要
研究報告は、おおむね３つの部分から構成されている。すなわち、第

１部分は、法人格否認の法理についての理論状況の紹介である。紹介さ
れた国の法（判例法も含む）としては、アメリカ法、イギリス法、ドイ
ツ法及び日本法である。そして、まとめの部分において、受託者は、法
人格否認の法理を適用する主な場面は、
以下のとおりであると要約した。
すなわち、①会社の自己資本の不足、②会社法人格を濫用して法の義務
を逃れること、③会社法人格を濫用して契約義務を逃れること、④会社
法人格を濫用して会社債権者を詐害すること、⑤法人格の混同・形骸化
などである26。
第２部分は、中国における法人格否認法理の司法実践の紹介である。
本節第１款で紹介したように、1980年代末よりペーパーカンパニーをは
じめとする法人格を濫用する問題が深刻な社会問題となった。これに対
し、国務院及び最高人民法院は、一連の政策・司法解釈を公布したとい
う状況が紹介されている。受託者は、これらの政策・司法解釈がある程
度法人格否認の法理と関連していることを認めるが、法人格否認制度の
確立ではないと判断した。この上で受託者は、立法上、法人格否認の法
24

『新公司法修訂研究報告』
（下冊）中国法制出版社、379頁以下。

25

張勇健 = 金剣鋒『新公司法修訂研究報告』
（下冊）中国法制出版社、
１頁以下。

26

張勇健 = 金剣鋒・前掲書１～ 13頁。
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理の導入を提言した27。
第３部分では、法人格否認法理制度についての立法提言をし、その説
明を行った28。
三

法人格否認制度の立法理由
受託者は、以上の考察に基づいて、次のような認識を主張した。すな

わち、1990年国務院の「通知」と1994年最高人民法院の「司法解釈」の
規整の対象は、
ペーパーカンパニー及び仮装払込・出資の払戻（原文は、
「虚仮出資」
）である。また、
改革開放（1980年代より）のはじめのころ、
会社の問題は、主にペーパーカンパニーに集中していたが、現在（新会
社法草案起草前―筆者注）
、
会社の問題は、
主に会社法人格の濫用にある。
会社法人格の濫用としては、①会社の（自己）資本が足りないにもか
かわらず運営していること、②株主が複数の会社を設立して相互間で資
金を移転することによって債務を逃れること、③株主が会社を利用し、
契約を通じて不法の利益を獲得することなどが挙げられている29。
そこで、受託者は、以下の結論を導いていた。すなわち、「これらの
会社法人格濫用問題に対し、中国現有の会社法枠組みでは有効に解決す
ることができない30。そこで、一種の司法ルールとして、会社法先進国
において活用されていた法人格否認の法理を参考し、中国の現行会社法
制度を補充し改善することによって、上述の問題を解決することができ
る」と31。
四

受託者の立法提言
受託者は、前述の認識に立った上で法人格否認の法理について20箇所の

条文の立法提言を行った。
その中に、
特に注目に値するのは次に箇所である。

27

張勇健 = 金剣鋒・前掲書13 ～ 18頁。

28

張勇健 = 金剣鋒・前掲書18頁以下。

29

張勇健 = 金剣鋒・前掲書18頁。

30

ただし、法人格否認法理の導入必要性について、受託者は、具体的な判例

の検討を行っていなかった。
31

張勇健 = 金剣鋒・前掲書19頁。
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１

会社法人格否認の要件
立法提言第３条は次のように書いている。すなわち、
「既に法人格（原

文は『法人資格』
）を取得した会社は、その支配株主が法人格を濫用す
る行為を実施し、会社債権者の利益又は社会公共利益を害したとき、債
権者が法人格濫用行為と債権者又は社会公共利益の損害との間にある因
果関係を証明することができる場合、当該株主は会社債権者の損失に対
し責任を負わなければならない」
。
立法提言第３条は、法人格否認の法理に関する一般的な叙述にすぎな
い。そのなかに、
「支配株主が法人格を濫用する行為を実施し」について、
受託者は、法人格濫用の行為特に株主による有限責任の濫用の目的の要
否について説明していなかった。
２

形骸化規定

（1）財産混同
立法提言第13条は、次のとおり規定している。すなわち、「会社と株
主の財産が全体的かつ継続的に混同し、会社の営利が株主のそれと区分
を加えない結果、双方の財務帳簿を明確に区分できないに至る場合、会
社の営業場所・事務所が株主のそれと完全に同一している場合、会社の
資金が株主のそれと混同しており、且つ継続に同一口座を使用している
場合、株主が会社の債務につき連帯責任を負う」。
（2）業務混同
立法提言第14条は次のとおり規定している。すなわち、「会社と株主
又は親子会社の間に業務が継続的に混同し、具体的取引行為・方式・価
格が同一の支配株主に直接に支配する場合、支配株主が会社の債務に対
して連帯責任を負う」
。
立法提言第13条、第14条は、形骸化の状況である財産混同と業務混同
を規定した。しかし、
株主による有限責任の濫用の目的の要否について、
32
受託者は特に言及していなかった 。

32

これに対して、立法提言第10条（会社法人格を利用して法の義務を回避す

る）
、第11条（会社法人格を利用して契約義務を回避する）
、第12条（会社法人
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中国における法人格否認の法理（会社法第20条第３項）は、1980年代
から出てきたペーパーカンパニーをはじめとする法人格濫用問題に遡
る。当時、過少資本による会社の運営、複数の会社間における資金の移
転による債務逃れ、株主による債権者詐害などといった例33があり、会
社の社会的評価も低下していた。これらの問題に直接対応するのではな
いが、国務院・最高人民法院は、企業の倒産にともなう債権・債務処理
をめぐって、一連の政策・司法解釈を公布した。
しかし、この一連の政策・司法解釈は、主に中国における特定の時期
に国の行政機関・国有企業がその設立した企業の債務について規定した
ものである。また、その適用範囲が主に企業の倒産にともなう債権・債
務処理に限定されている。結果として、前述の「回答」「通知」は、そ
の適用範囲が狭いため、有限責任を濫用した株主にその責任を追及する
際に、現実に出ているさまざまな法人格濫用問題を十分対応することが
できなかった。そこで、会社法先進国に存在している法人格否認の法理
を会社法に導入することによって、上述法人格濫用の問題を一括解決で
きないかと、立法担当者は考えたわけである。
法人格否認の法理を制定法の形で中国に導入する理由について、委託
研究課題の受託者は、以下のように説いている。すなわち、「これらの
会社法人格濫用問題に対し、中国現有の会社法枠組みでは有効に解決す
ることができない」という34。
受託者は、このような認識に立った上で、法人格否認の法理について
格を利用して債権者を詐害する）は、条文上及び受託者の説明によって、株主
による有限責任の濫用の目的が必要であることが分かる。
33

張勇健 = 金剣鋒・前掲書１～ 13頁を参照。

34

受託者は、法人格否認の法理の導入に関する自らの認識・主張について、

さらなる判例の考察・検討を行っていなかったかにみえる。詳言すれば、実際
の裁判例の中に出た法人格濫用問題に対し、法人格否認の法理に拠らないと妥
当な解決が得られない判例があるかどうか、法人格否認の法理以外に、既存の
実定法規定・一般私法の法理による解決が可能であるかどうかを、受託者は検
討していないようである。
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立法提言を行った。そのなかに特に注目に値するのは、形骸化の法人格
否認の法理における位置づけである。受託者は、財産混同・業務混同で
ある形骸化の状況を、法人格否認の法理の適用枠組みに入れていた。す
なわち、受託者は、形骸化事例には、会社法第20条第３項の適用がある
と考えていた。
会社法に法人格否認の法理を導入すべきであるという立法担当者の意
思に対し、学説のほとんどは、好意的であり、慎重な態度を示す者は極
めて少ない。ただし、法人格否認の法理の導入に慎重な態度を示す意見
のなかに、以下のような有力の指摘があった。すなわち、法人格否認の
法理は、元々判例法で成立した法理論であり、その理論自体にさまざま
な不明点がある。それゆえ、当該法理は、債権者救済の唯一の手段では
なく、そして、今後、取引法に代替される傾向がある。結論として、現
段階の中国の実情（経済発展途上、
法運用水準の低下など）に照らして、
法人格否認法理の導入を慎むべきであるという35。
一つの制度を導入する前に実務・学説における十分な検討が、必要で
あることはいうまでもない。この意味においては、中国会社法に法人格
否認の法理を導入する際に、裁判実務・学説上に十分な検討が行われて
いたとは言えないようである。そのため、新会社法施行後、法の運用上
に問題が出てきて、混乱が生じるに至った。このことは、以下の判例の
検討からも明らかであろう。

第３章 法人格否認の法理（会社法第20条第３項）に関する
判例
会社法第20条第３項は、
「会社の株主が会社法人の独立的地位及び株
主の有限責任を濫用して、債務を逃れ、会社の債権者の利益を著しく損
なった場合は、会社の債務に対して連帯して責任を負わなければならな
い」と規定している。この条文の文言から見れば分かるように、株主に
会社の債務について連帯責任を負わせるために、会社の株主が、会社法
35

趙信忠「対我国適用公司法人格否認法理的質疑」河北法学1999年第４期105

頁以下。
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人の独立的地位及び株主の有限責任を「濫用」することが、当該株主に
責任を課する際にもっとも重要な要件となる。
しかし、現在の中国において、学説上では濫用の要件に対する認識が
十分ではないのではないかと思う。例えば、第４章で考察したとおり、
学説では、「濫用」の目的と「形骸化」とをはっきり区別していないよ
うである。そこで、本章以下では、法人格否認の法理に関する中国の判
例を考察し、裁判運用上における会社法第20条第３項の要件である「濫
用」の内容を解明したい。
第１節

判例の整理

本章で扱った法人格否認の法理に関する裁判例は、すべて、人民法院
が株主に責任を課す際に、根拠として会社法第20条第３項を援用した判
決である。判例収集の時期は、2006年から2010年10月にかけてのほぼ５
年間である。扱った裁判例は、2010年10月までの時点で収集した公表さ
れたものに限るので、実際の裁判にある法人格否認法理の運用全体では
ないと予め説明しておく。
中国における法人格否認法理に関する裁判例は、その実質的法律関係
が多種多様である。これらの裁判例を一定の基準によって類型化する必
要がある。そこで、本章では、人民法院が株主に責任を課する際に基づ
く主要事実を基準として、事案を分類することにする。具体的には、以
下の第１款～第７款の事例である。
なお、人民法院が下した判例数の推移から見ると、中国において、法
人格否認法理の適用がますます増える傾向が見える。すなわち、2006年
に３件、2007年に６件、2008年に８件、2009年に14件（2010年10月まで
７件であるが、今後も増えると予想できよう）である。この判例数の推
移からは、人民法院が同法理を適用する際に、ますますその適用を拡大
していく傾向が見えてくることに注意が必要である。
第１款

債権者詐害事例

この事例は、以下の【判例１】～【判例８】の８件の事例である。
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【判例１】広東省佛山市中級人民法院2006年９月１日判決（2006）佛中
法民一終字第611号
【事実の概要】
2004年９月15日、訴外 A 会社は、訴外 B 会社（株主：Y3、Y4、Y5）
と「建築物外壁洗浄契約」を締結した。この契約により、A は、ある
ビルの建築物外壁の洗浄工事を B に請け負わせた。その後、B が Y2（被
告、被控訴人、個人）に下請けさせ、さらに、Y2が Y1（被告、被控訴人、
個人）に下請けさせた。
Y1が X（原告、控訴人）を雇用して洗浄作業を行う途中、X が五階
の建物から転落し、重大な人身事故となった。X が訴えを提起した。理
由は、Y1が安全配慮義務を怠ったこと、Y2は、Y1に作業に必要な資格・
設備が備わっていないことを知りながら、工事を Y1に下請けさせたこ
と、訴外 B 会社は、Y1に相応の資格と設備が備わっていないことを知
りながら工事を Y2に下請けさせたことである。X は、Y1、Y2及び B の
株主 Y3、Y4、Y5に対し、連帯して治療費・慰謝料など併せて621,077元
の賠償を支払うように請求した。
原審は、Y1、Y2に対し連帯賠償責任36を命じたが、Y3、Y4、Y5の連帯
賠償責任について、以下の理由で請求を棄却した。つまり、B は2005年
２月25日に抹消登記を行った。B は有限会社であるから、社員37は有限

36

人民法院が判決を下した根拠は、以下の規定にある。最高人民法院「人身

損害賠償事件を審理する際に法律適用に関する若干問題への解釈」
（2003年12
月４日最高人民法院審判委員会第1299回会議により可決）
（以下、
「人身損害賠
償解釈」という）第11条第２項は、
「雇用中、生産事故により被用者に生じた
人身損害につき、注文者もしくは元請人は請負人もしくは下請人がその業務に
従事する資格または安全生産条件を欠いてことを知っているまたは知るべきで
あった場合、
使用者と連帯して賠償責任を負わなければならない」と規定する。
37

中国会社法には、会社の持ち主としての社員を、有限会社と株式会社とを

区別せずに一律に「株主」という表現を用いている。中国会社法第３条第２項：
有限責任会社（有限会社―筆者注）の株主（原文は「股東」
）は、その引き受
けた出資額を限度として会社に対して責任を負う。株式会社の株主は、その引
き受けた株式を限度として会社に対して責任を負う。以下では、
「社員」と「株
主」を区別しない。
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責任を負う。したがって、B の株主である Y3、Y4、Y5は、清算により
Y2と連帯責任を負うと判断した。
配分された金額の範囲内において、
Y1、
X は控訴。理由は、Y3、Y4、Y5が事故発生後、賠償責任を免れるた
めに、
会社経営に異常がないにもかかわらず、
会社の抹消登記を行った。
これは会社法人の独立地位と株主の有限責任を濫用して債務を逃れる行
為であるということにある。
【判旨】控訴棄却
「
〔中華人民共和国会社法〕第３条によると、会社は企業法人であり、
独立の財産がある。会社はその全部の財産をもって会社の債務に対して
責任を負う。有限会社の株主はその引き受けた出資金を限度として会社
に責任を負う。控訴人がその主張した事実即ち、Y3、Y4、Y5に会社法
第20条第３項に規定している法人格濫用行為の存在に何らの証拠も提供
できなかった。したがって、本件において、会社の負担している債務を
株主にまで及ぶのは法の根拠がないため、支持することができない。」
【判例２】広東省広州市中級人民法院2008年７月22日判決（2008）穂中
法民二終字第305号
【事実の概要】
訴外 B 会社は、訴外 A 会社のパソコン周辺機器を購入しようとした
が、会社の資金面の信用が低いため、A に拒絶された。そこで、B の代
表者は、私的関係を利用して、X 会社（原告、被控訴人）の業務担当者
、買主を X とする虚偽の
と通謀して、売主を Y2会社（被告、控訴人）
パソコン売買契約書を作成した。売買代金の支払のため、X は、金額
410万元の為替手形を Y2に振り出した。Y2はさらにこの手形を A に裏
書譲渡した。
X は、本件契約書が虚偽のものであると発見した。そこで、X は、本
件契約の締結目的が金員の騙取にあるから、当該契約が無効38であると

38

中華人民共和国契約法第52条第３項は、以下のとおり規定する。すなわち、

「下記に挙げる事由のいずれかに該当する場合、契約は無効とする。…（3）合
法的な形で非合法的な目的を覆い隠した場合」
。
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主張するとともに、自己が既に支払った手形代金の返還39を主張して、
Y2に訴えを提起した。
なお、Y1は、Y2の株主（持株割合が20％）であり、A の支配株主（持
株割合が79％）でもある。X は、Y1が Y2の株主の地位を利用して、Y2
を X と契約を結ぶよう指示を出し、譲り受けた手形を A に交付したこ
とを理由に、Y1が会社の法人格を濫用したと主張して、Y1の連帯責任
を追及した。
【原審判決】
「Y1は、Y2の株主として、その権利を濫用して、Y2をして X と虚偽の
契約を結ぶよう指示を出した。さらに、X から受け取った410万元を彼
の実際上経営している A に移転した。
・・・Y1及び Y2の行為は、著し
く X の利益を害した。したがって、Y1は Y2の債務につき、連帯責任を
負うべき」である。
Y1は、自分が株主としての権利を濫用していないこと及び、Y2での
持株割合が20％しか占めていないことを理由に控訴。
【判旨】控訴認容
「Y1は、ただ Y2の20％の持分を保有するだけであり、Y2の支配株主で
はない。しかも、
Y1が Y2の実際上の支配者又は経営者である証拠もない。
原審法院の認定即ち、Y1は X から受け取った410万元を彼の実際上経営
している A に移転したことについて、証拠が足りないため、支持でき
ない。
」
【判例３】青島市中級人民法院2008年11月17日判決（2008）青民四終字
第446号
【事実の概要】

39

中華人民共和国契約法第58条は、以下のとおり規定する。すなわち、
「契約

が無効、又は取り消された後、当該契約によって取得した財産を返還しなけれ
ばならない。返還できない物、又は返還する必要のない物については、金額に
換算して補償しなければならない。過失のある側は、相手側にもたらした損失
を賠償しなければならない。両方に過失があった場合は、各自が相応の責任を
おわなければならない」
。
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1999年に Y1会社（被告、被控訴人）は、A 銀行との間に、金額20万
元の金銭消費貸借契約を締結し、X 会社（原告、控訴人）は、連帯保証
人として A 銀行と保証契約を締結した。後に Y1が代金の一部５万元の
み返還し、残りの分を弁済しないため、A 銀行は保証人たる X に訴え
を提起し、強制執行を経て残りの分の弁済を得た。X は、保証責任を履
行した後に、Y1にその弁済した分を追及して本件の訴えを提起した。
Y1は、1998年９月に設立された有限会社であり、登録資本金50万元
のうち、株主 Y2が48万元の出資を引き受けた。Y1は、2004年９月22日
にその営業許可書が取り消されたが、会社の清算がなされていない。X
は、株主である Y2が法定の清算手続きを行わないため、債権者として
の自己の利益を損なったことを理由に、Y2に Y1の本件債務に対する連
帯責任を追求した。
【一審法院の判断】
一審法院は、X が Y2の清算義務不履行により著しく債権者としての
利益が害されたことについて、証明できなかったため、X の請求を棄却
した。X は控訴。
【判旨】控訴棄却
「中国会社法の規定によれば、
清算は、
株主の一種の権利だけではなく、
一種の重要な義務でもある。清算主体は、当該義務を履行しない又は履
行を怠り、
債権者に損害を与えた場合、
これについて過失責任が課され、
債権者に対して不法行為による賠償責任を負わなければならない。」
「…上述司法解釈（会社法司法解釈（2）第18条40）によれば、債権者が、
清算義務者に会社債務について責任を負わせる条件は次のとおりであ
る。即ち、
（1）有限会社の株主、株式会社の取締役又は支配株主は、法
定期限内に清算委員会を成立させ清算を開始しない。
（2）清算義務者は、

40

会社法司法解釈
（2）
第18条は、
以下のとおりに規定する。すなわち、
（１項）
「有

限会社の株主、株式会社の取締役及び支配株主が法定期間内に清算委員会を組
織せず、会社財産に値下がり、流失、毀損又は滅失に至った場合、債権者が前
述の者にその行為によってもたらした損失の範囲内で会社債務に対して賠償責
任を主張する場合、人民法院は法に従って支持しなければならない」
。
［27］

北法62（6・532）1848

要件の視角から見た中国法人格否認の法理（１）

即時清算義務を履行せずに、会社財産が値下がり、流失、毀損及び滅失
に至った。…X は、上述（1）の条件につき証拠を挙げたが、
（2）の条
件については証拠を挙げていなかった。したがって、X の主張について
支持しえない。
」
【判例４】寧波市鄞州区人民法院2009年４月22日判決（2009）甬鄞商初
字第917号
【事実の概要】
2007年３月20日に、X（原告）
・Y1会社（被告）間に工具売買契約が
締結された。その後、X は契約どおりに Y1に工具を提供したが、Y1は
一部の代金を支払った後に、残りの代金16,000元を支払わなかった。Y1
は2008年７月16日に合法の清算手続きを経ずに登録を抹消した。X は、
、Y3（被告）が合法の清算手続きを経ずに会社を解
Y1の株主 Y2（被告）
散することによって、債権者としての X の利益を損なったことを理由
に、Y2、Y3に Y1の本件債務について連帯責任を負うよう訴えを提起した。
【判旨】請求認容
「…Y2、Y3が清算義務を履行しなかったことは認定できる。Y1は有限
会社であるので、会社法第184条41の規定によれば、有限会社はその解
散事由が生じたとき、株主は即時清算手続きを開始させ会社を清算する
義務がある。さらに、会社法第189条42の規定により、清算終了後、清

41

会社法第184条は、以下のとおりに規定する。すなわち、
「会社は、本法第

181条第
（1）号、第
（2）号、第
（4）号、第
（5）号の規定により解散する場合、解散
事由が生じた日から15日以内に清算委員会を成立させ、採算を開始しなければ
ならない。有限会社の清算委員会は株主により構成され、株式会社の清算委員
会は取締役又は株主総会で確定した人員により構成される。期限内に清算委員
会を成立させて清算を行わない場合、債権者は、人民法院に対し、関連人員を
指定して清算委員会を設置し、清算を行わせるよう申請することができる。人
民法院は、かかる申請を受理し、かつ遅滞なく清算委員会を組織し、清算を行
わせなければならない」
。
42

会社法第190条第３項は、以下のとおりに規定する。すなわち、
「清算委員会

の構成員は、故意又は重大な過失により会社又は債権者に損害を与える場合、
賠償の責任を負わなければならない」
。
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算委員会は、清算報告書を作成し、会社登記機関に提出して始めて会社
登記の抹消ができる。会社法第190条第３項43の規定及び会社法司法解
釈（2）第20条第１項44の規定によると、会社が清算を経ずに抹消登録
をなし、会社の清算をすることができないことに至った場合、有限会社
の株主は、会社の債務に対して弁済責任を負わなければならない。」
「本件においては、Y2、Y3は、Y1の株主として合法の清算手続きを経
ずに Y1を解散した。Y2、Y3の当該行為は、X に法定の清算手続きで Y1
に債権を請求できなくなる結果に至った。Y2、Y3の当該行為は、X の
利益を損なった。よって、会社法第20条第３項の規定に基づいて、Y2、
Y3は、Y1の本件債務に対して連帯責任を負うべきで」ある。
【判例５】河南省駐馬店市中級人民法院2009年４月28日判決（2009）駐
民一終字第81号
【事実の概要】
2004年７月24日に、X 会社（原告、被控訴人）と Y1会社（被告）と
の間に建設設計・施工契約が締結された。2006年７月に、経営が困難に
その設備を X が知らないうちに全部他所に移転したため、
陥った Y1は、
X の進行中の工事が停止されるに至った。Y1は現在、その営業許可書
が取り消されている。X は、その施工代金債権を回収するために Y1に
支払を請求したが、Y1は応じなかった。
Y1の株主は、Y2（被告、控訴人）と Y3（被告、控訴人）である。X は、
Y2、Y3が Y1の株主として、Y1の経営が困難に陥った場合において、Y1
の設備・資産を移転し、その X に負っている債務を逃れ、X の利益を
43

会社法第190条第３項は、以下のとおりに規定する。すなわち、
「清算委員会

の構成員は、故意又は重大な過失により会社又は債権者に損害を与える場合、
賠償の責任を負わなければならない」
。
44

会社法司法解釈
（2）
第20条１項は、以下のとおりに規定する。すなわち、
「会

社の解散は、法に従って清算を終了した後に抹消登録を申請しなければならな
い。会社は、清算を経ずに抹消登録を行い、会社が清算することができなくな
るに至った場合、債権者は、有限会社の株主、株式会社の取締役又は支配株主、
及び会社の実質的支配者に会社の債務に対して弁済責任を負わせることを請求
する場合、人民法院は法に従って支持しなければならない。
」
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損なったことを理由に、Y2、Y3に Y1の本件債務に対して連帯責任を負
うよう訴えを提起した。
【一審法院の判断】
一審法院は、X の主張した事実を認め、会社法第20条第３項を援用し
て、Y2、Y3に連帯責任を命じた。
Y2、Y3は控訴。
【判旨】控訴棄却
「Y1は清算がなされていない。Y2、Y3は Y1の株主として、会社の資産
を移転し、会社の経営を停止した。現在、Y1の営業許可書が取り消さ
れているため、
X に対する債務弁済が不能になってしまう。法の規定（会
社法第20条第３項）に基づいて、Y2、Y3は Y1の債務に対して連帯責任
を負担させるのが適切で」ある。
【判例６】西峡県人民法院2009年11月23日判決（2008）西民商初字第
274号
【事実の概要】
2008年５月20日に、X 会社（原告）と A 会社との間に、X の経営す
るクラブのセントラルエアコン工事を A に依頼する契約が締結された。
X は契約どおりに契約代金を支払ったが、A は、契約期限満了にもか
かわらず工事を完了できなかった。その後、双方の協議により、上述工
事期間を延長したが、A は工事を続けることなく、X からの工事施工
請求にも応じなかった。
A は2007年10月15日に設立された有限会社であり、登録資本金60万
元の中に、株主 Y1、Y2は、各自30万元の出資を引き受けた。2008年９
月に、A は経営困難を理由に、会社解散を申請して清算を経て、会社
の抹消登録を行った。X は、A の解散により蒙った損失合計17万元を
A の株主 Y1、Y2に請求した。
【判旨】請求認容
「…A は、X に違約責任を負わなければならない。A は、その債務（X
に負っている本件債務）の清算が終わっていないうちに会社登録を抹消
したため、A の負担する債務も Y1、Y2にその出資額の範囲内で連帯弁
済責任を負わせるのが適切で」ある。
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【判例７】河南省鄭州市中級人民法院2010年４月29日判決（2010）鄭民
一終字第482号
【事実の概要】
2006年５月16日に Y1会社（被告、被控訴人）と A 会社との間に、分
譲住宅の売買に関する契約を締結した。契約では、A が Y1のために Y1
の有する分譲住宅を売り出すことを約束した。2006年７月３日に、X（原
告、控訴人）は A との間に、分譲住宅の販売に関する予約を結んだ。
同日、X は内装費用として A に２万元を渡した。その後、予約住宅の
販売価格につき、双方が一致しなかったため、本契約を結ばなかった。
X は既に支払った２万元の返還を A 及び Y1に請求した。
A の株主は Y2（被告、被控訴人）～ Y5（被告、被控訴人、以下、Y2
らという）である。A は、2007年11月20日に会社の抹消登録を行った。
しかし、A の清算報告書の中に、債権者 X からの債権申告を記載しな
かった。X はこれを理由に、Y2らに A の債務に対して連帯弁済責任を
負うよう訴えを提起した。
【一審法院の判断】
一審法院は、A が X から受け取った２万元について判断を下した。
すなわち、A が X から内装費用を受け取ることは、A・Y1間の代理契
約の内容に含まれず、しかも、A はこの２万元を Y1に渡していない。
したがって、
A は X に対してその受け取った２万元を返還すべきである。
現在、A が既に抹消登録を行った。A の清算中、株主 Y2らは X に負っ
ている上述債務を隠蔽して、著しく債権者 X の利益を損なったから、
会社法第20条第３項の規定に基づいて、A の株主 Y2らは、A の債務に
対して連帯責任を負わなければならない。
株主 Y2らは当該一審法院の判断につき、異議を示さなかった。
【判例８】浙江省高級人民法院2010年５月21日判決（2010）浙商外終字
第14号
【事実の概要】
・X2（原告、被控訴人）は、
2007年12月21日、X1（原告、被控訴人）
A 会社との間に金銭消費貸借契約を締結した。X1・X2は契約どおりに
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総額150万元の金員を A に交付した。2009年３月20日、A の株主会45が
会社清算委員会による清算報告書を可決し、
同日、会社の抹消登録を行っ
た。X1・X2は、A の株主としての Y1（被告、控訴人）、Y2（被告、控訴
人）が債務を逃れる目的で会社を解散したことを理由に、本件消費貸借
契約に関わる A の債務150万元について弁済責任を負うよう訴えを提起
した。
【一審法院の判断】
「中国会社法の関わる規定（会社法第184条、会社法解釈（二）第11
条46、第19条47）により、有限会社が株主会による決議解散の場合、会社
の株主によって清算委員会を組織して清算を行わなければならない。清
算委員会は、会社の財産を整理し、貸借対照表と財産リストを作成しな
45

有限会社の最高権力機関は「株主会」
（原文は、
「股東会」
）である。中国会

社法第37条は、以下のとおり規定する。すなわち、
「有限会社の株主会は全株
主によって構成される。株主会は会社の権力機構であり、本法により権限を行
使する。株式会社の最高権力機関は「株主総会」
（原文は、
「股東大会」
）であ
る」
。中国会社法第99条は、以下のとおりに規定する。
「株式会社の株主総会は
全株主によって構成される。株主総会は会社の権力機関であり、本法により権
限を行使する」
。
46

会社法解釈（二）第11条は、以下のとおりに規定する。すなわち、
（１項）

「会社清算のとき、清算委員会が会社法第186条の規定に従って会社解散・清算
の事項を書面で全体債権者に通知し、且つ会社の規模と営業地域の範囲に従っ
て、全国又は会社登記登録地の省クラスに影響のある新聞紙に公告しなければ
ならない」
。
（２項）
「清算委員会が前項の規定に従って通知又は告知義務を履行せず、こ
の行為によって債権者に即時債権を申告できず、その結果、債権が弁済を受け
得ないに至る場合、債権者が清算委員会の構成員に対し、前述行為によっても
たらした損失に対して賠償責任を主張した場合、人民法院は法に従って支持し
なければならない」
。
47

会社法解釈（二）第19条は、以下のとおりに規定する。すなわち、
「有限会

社の株主、株式会社の取締役又は支配株主、及び会社の実質的支配者が会社解
散後に悪意で会社財産を処分して債権者に損失を与えた場合、又は法に従わず
に清算を行い、虚偽の清算報告書を用いて会社登記機関の法人抹消登録を騙取
する場合、債権者は、上述の者に会社の債務に対して相応の賠償責任を負わせ
ることを主張する場合、人民法院は法に従って支持しなければならない」
。
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ければならない。その後、会社清算に関する事項を書面によって既知の
全体債権者に通知し、新聞紙で清算の公告を行わなければならない。こ
れらの清算手続きが法に従ってなされた後にはじめて、会社の抹消登録
を行うことができる。
」
「本件においては、Y1、Y2は、法に従って清算を行わず、虚偽の清算
報告をもって会社登記機関による抹消登録を騙取したため、会社債務に
対して相応の賠償責任を負うべきである。また、Y1、Y2の負う責任に
ついて、一審法院は、会社法第20条第３項を援用して、Y1、Y2に A の
48
本件債務に対して連帯責任を課した。すなわち、会社法第20条（第１項）

によると、会社の株主は会社法人の独立地位と株主の有限責任を濫用し
て、会社債権者の利益を侵害してはならない。株主は、法に従って清算
手続きを済ませ、債権者の利益を損なわないという前提の下にしか、有
限責任の特権を享受できない。本件中、Y1、Y2は法に従って清算手続
きをせず、債務を逃れるために会社を抹消したため、A の債務につき
連帯賠償の責任を負わなければならない。
」
Y1、Y2は控訴。
二審人民法院は、一審法院の判決を全面認容した。
第２款

株主による会社資金の流用事例

この事例は、以下の【判例９】～【判例14】の６件の事例である。
【判例９】四川省内江市中級人民法院2007年５月16日判決（2007）内民
初字第00015号
【事実の概要】
2004年３月～９月の間、Y1会社（被告）と X 銀行（原告）の間に総

48

中国会社法第20条第１項は、以下のとおりに規定する。すなわち、
「会社の

株主は、法律、行政法規及び会社定款を遵守し、法に従って株主の権利を行使
しなければならず、株主の権利を濫用して会社又はその他の株主の利益を損
なってはならず、会社法人の独立的地位及び株主の有限責任を濫用して会社の
債権者の利益を損なってはならない」
。
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金額が1,652万元、期限が一年間の金銭消費貸借契約が締結された。A
会社と B 会社は当該貸借契約のために各自 X 銀行と連帯保証契約を結
んだ。X 銀行は期限どおり契約を履行した。弁済期到来後、X 銀行は債
務者 Y1及び保証人である A・B に弁済の請求をしたが、上述の者はい
ずれも請求に応じなかった。
Y4（被告）、Y5（被告）は夫婦であり、各自の名義で2002年に Y2会社
（被告）を設立し、2003年に Y3会社（被告）を設立した。2004年２月６
日に Y2は Y1の60％の持分を買った（残り40％は Y4の娘が法定代表者を
Y2、
Y3が関連会社49であり、また、
勤める会社 Z に購入された）
。X は Y1、
Y4、Y5は実際上、上述の三会社の経営を支配することを通じて Y1を財
産皆無（倒産手続きに入っていない）に至ることによって、債権者とし
ての X 銀行の利益を害したことを理由に、Y1の債務につき、Y2 ～ Y5に
連帯責任を負えと訴えを提起した。
【判旨】請求認容
「Y4、Y5はともに Y2、Y3の株主であり、Y4は同時に Y1、Y2、Y3の法
定代表者である。Y1 ～ Y3の経営が Y4、Y5にコントロールされ、実際の
営業中、三会社の資金・財産が勝手に株主 Y4、Y5及び三会社間で互い
に使われる事情があった。また、Y4、Y5は Y1、Y2の資金を Y3に引き出
して、Y3及び Y4名義をもって成都で大量の不動産を購入した。」
「Y4、Y5は三会社の関連関係を利用して、資金を三会社間で移動させ、
結局、Y1を資産皆無の会社にさせた。Y1、Y2、Y3は名義上会社と称す
るが、実質上、有限会社としての独立的人格を失ったから、事実上は個
人だと言える。中華人民共和国会社法第20条第３項によると、会社の株
主は会社法人としての独立的地位と株主としての有限責任を濫用して、
債務を逃れ、著しく会社債権者の利益を損なった場合、会社の債務につ

49

中国会社法上の関連会社の規定について、
「会社法」217条１項４号は、以下

のとおりに規定する。すなわち、
「関連関係とは、会社の支配株主、実際上の
支配者、董事、監事、高級管理職とその直接又は間接的に支配する企業との間
の関係、及び会社の利益移転をもたらす可能性のあるその他の関係を指す。但
し、国が持分を支配する企業間では、国に支配を受けているということのみに
より関連関係があるとはみなさない」
。
北法62（6・525）1841

［34］

論

説

き、連帯責任を負うべきである。したがって、Y4、Y5は Y1、Y2、Y3の
債務につき連帯責任を負うべきで」ある。
【判例10】浙江省高級人民法院2008年７月22日判決（2008）浙民三終字
第181号
【事実の概要】
2002年１月15日に、X 会社（原告、被控訴人）と Y1会社（被告、控
訴人）の間に糖尿病の治療薬の開発に関する技術開発委託契約が締結さ
れた。契約によると、Y1は技術開発を行い、開発完成の際、必要な資
料を X に一式交付する。X は委託開発に必要な資料と材料を Y1に提供
し、契約通りに代金を支払う。契約締結後、X は契約通りに一回目の契
約代金230万元を Y1に交付したが、Y1は委託開発の資料を X に提供し
なかった。X は当該事実に基づいて、委託契約の解除を主張するととも
に、既に支払った230万元代金の返還を求めて訴えを提起した。
Y1は Y2（被告）と Y3（被告、Y2の妻であるが、2002年に Y2と離婚）
により2000年５月18日に設立された会社であり、登録資本金が30万元の
うち、Y2が24万元、Y3が６万元を各自出資した。Y2は代表取締役を就
任した。2002年５月に、Y2と Y3は Y1から100万元を引き出して A 会社
を設立した。2002年11月に、Y2は A から80万元を引き出して、自分の
ために不動産を購入した。2002年６月～ 11月に、Y2は Y1から32万元、
11.36万元を引き出して、自分のために各自自動車とダイヤモンドなど
の宝石類アクセサリーを購入した。これらの金員はいずれも X から支
払われた230万元の契約代金から引き出したものであった。X は上述の
理由に基づいて、Y2、Y3に230万元の返還につき、連帯責任を負えと請
求した。
【一審判決】
Y1に債務不履行と認定して、契約の解除を認容した。また、X の既
Y3の責任について、
「本件においては、
払代金を返還するよう命じた。Y2、
認定された事実からみると、Y2、Y3は所定の手続きを経ずして、勝手
に Y1に属する資金をもって、他の会社を設立し又は個人名義で不動産・
車両その他のものを購入した。Y2、Y3の行為によって、Y1の資産を著
しく減らせ、同時に Y1の資産を Y2、Y3の個人資産と混同をさせた。そ
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の行為は会社法人の独立地位と株主の有限責任の濫用に該当する。した
がって、Y1の債権者としての X の損害に対して、Y2、Y3は連帯責任を
負うべき」である。
【二審判決】
一審判決を全面認容
【判例11】北京市宣武区人民法院2008年12月15日（2008）宣民初字第
07717号
【事実の概要】
X 出版社（原告）は、Y1図書出版会社（被告）と図書販売に関する
委託契約を結んだ。契約により、X は、Y1にその指定種類の図書の発
行を委託した。報酬について、Y1が最初の品物を X から受け取った後
６ヶ月後に、販売総額の40％を３ヶ月ごとに計算して、Y1の報酬とす
る約束をした。X は20種類以上の図書を Y1に交付した。2006年８月28
日に、X・Y1間で図書販売代金を確認したところにより、当日まで Y1は、
X に図書販売代金を送金していなかった。
また、X は、Y2（被告、Y1の株主兼法定代表者）に連帯責任を追及
した。理由は、Y2が Y1の法定代表者として、Y1の当該図書販売代金の
一部を個人で受け取ったことにある。
【判旨】請求棄却
Y1の違約責任を是認した。Y2の連帯責任について「…現在、Y1は正
会社の販売代金の一部を受け取ったとしても、
常に運営している。Y2は、
その行為は直ちに、会社法人としての地位を濫用して債務を逃れる行為
とは認定できない。また、X は、Y1に債務超過のような債権者の利益
を損なうことを証明できなかったため、
X のこの主張を支持できない。」
【判例12】上海市第一中級人民法院2009年９月22日判決（2009）滬一中
民二（民）終字第2729号
【事実の概要】
2002年10月28日に、X 会社（原告、被控訴人）は、Y1会社（被告）
と賃貸借契約を締結した。契約により、
X は Y1の有する工場を賃借した。
2006年に Y1の工場が上海市政府による集団用地遷移範囲に含まれるた
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め、2006年12月７日に、Y1・X 間に本件賃貸借契約が合意解除された。
Y1は、本件契約解除の補償金として、15万元を小切手で X に支払うこ
とを X と約束したが、Y1の口座に残高がないため、X は Y1からの支払
を得ていなかった。そこで、
X は Y1に対してこの金員の支払を請求した。
Y1は有限会社であり、登録資本金402.5万元のうち、株主 Y2（被告、
控訴人）は62.1％の持分を有する。X は、Y2が Y1の財産をもって自己の
債務（560万元）を弁済したことによって、Y1の債権者の債権が実現で
きなくなったことを理由に、Y2に Y1の債務について連帯責任を負うよ
う訴えを提起した。
【一審法院の判断】
一審法院は、Y2の責任を認めた。すなわち、Y2は、Y1の財産をもっ
て自己の債務を弁済した後に、Y1がまだ債務弁済能力があることにつ
いて、その証拠を提供できなかったため、Y1の債務に対して連帯責任
を負うべきである。
Y2は控訴。
【判旨】控訴棄却
「Y2は Y1の株主として、Y1の財産をもって自己の債務を弁済すること
によって、Y1の債務弁済能力を失わせるに至った。債権者の利益を保
護するために、一審法院が下した、Y2に連帯責任を負わせる判決は、
不当ではない」
。
【判例13】洛陽市澗西区人民法院2010年３月２日判決（2009）澗民二初
字第840号
【事実の概要】
X（原告）
・Y1（被告）間に商品売買契約が存している。2007年10月
26日に、X・Y1間で既存の債権・債務を確認したところ、Y1は X に1,656,913
元の売買代金債務を負っていることが分かった。X・Y1間に当該売買代
金債務の履行につき償還の計画を立てたが、Y1は約定どおりに履行し
なかった。
X は、現在、Y1が休眠状態にありながら、清算を行わなかったこと、
、Y3（被告）のそれと混同してい
及び Y1の財産がその株主 Y2（被告）
ることを理由に、Y2、Y3に Y1の債務に対して連帯責任を負うよう請求
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した。
【判旨】請求認容
「Y2、Y3は、Y1の株主として、Y1が登録された住所から他所に移転さ
れた際に、
会社住所の変更など、
積極的に株主としての義務を履行せず、
しかも、Y1を経営する期間に、個人名義で会社の経営資金を受け取り、
これらの資金を会社の口座に入金しない。Y2、Y3の行為は、会社債務
を逃れる行為であり、債権者 X の合法的権利を侵害した。したがって、
法（会社法第20条第３項）に基づいて、Y2、Y3は Y1の債務につき連帯
責任を負うべきで」ある。
【判例14】河南省洛陽市中級人民法院2010年５月14日判決（2010）洛民
終字第980号
【事実の概要】
Y1会社（被告）は X 会社（原告、被控訴人）に94,950元の買掛金債務
、
を負っている。Y1会社は、2004年４月15日に株主 Y2（被告、控訴人）
控訴人）
によって設立された資本金200万元の有限会社である。
Y（被告、
3
Y2は法定代表者を務めていた。2005年10月17日に Y2は、その有する Y1
会社の持分150万元を Y4（被告、控訴人）
、Y5（被告、控訴人）に譲渡
した。
X は以下の理由に基づいて、Y1の株主である Y2 ～ Y5に、Y1の X に
対して負担している債務94,950元につき連帯弁済責任を追求した。① Y2
は、その成立一ヶ月余り後すなわち2004年５月31日に従業員の給料の名
義で会社から11万元の金員を引き出した。この行為は会社の資金の払戻
である。そこで、当時会社の株主兼法定代表者としての Y2に会社資金
の引き出しに関する責任を負うべきである。② Y3 ～ Y5は、Y1から金
184万元を借りたが、
上述の金員が未だ会社に返還されていない。結局、
Y3 ～ Y5が不法に Y1の資金を占有・処分したため、Y1の債務弁済能力を
著しく害され、債権者 X の利益を損なうに至った。
【一審法院の判断】
一審法院は、X の主張①②を認め、会社法第20条第３項によって、
Y2 ～ Y5に Y1の債務に対して連帯弁済責任を命じた。
Y2 ～ Y5は控訴。
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【判旨】一部認容
「2004年５月31日に Y2が Y1から11万元の金員を引き出したことは、
会社の正常な財務活動であると認定し、会社の資金を引き出すこととは
認定しない。また、Y2は2005年10月17日にその有する Y1会社の持分150
万元を Y4、Y5に譲渡したため、その後の会社の債務につき責任を負わ
ない。
」
「Y3 ～ Y5は、Y1の株主として、2007年２月～７月にわたり、Y1の多
額の資金を自己又は他人に貸した。Y3 ～ Y5の当該行為によって、Y1の
債務弁済に供する責任財産が減少するに至った。その結果、著しく会社
の経営及び債務弁済能力を損なった。したがって、Y3 ～ Y5の当該行為は、
会社法人の独立地位と株主有限責任の濫用に該当するので、Y1の債務
につき連帯責任を負うべきで」ある。
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はじめに
１

問題の所在

（１）環境損害の類型と民事法の領域における環境損害への対処の必要
性
環境損害には、２つの類型があることが指摘されている。すなわち、
①環境への侵害を介して発生した損害一般（広義の環境損害）と②環境
に対する侵害から環境自体に生じた損害（狭義の環境損害）とである1。
①に含まれる損害のうち、環境に対する侵害を介して、特定の人の生
命・身体・財産等に対して生じた損害は、民事責任法の古典的な保護法
益について発生した損害である。したがって、このような損害が不法行
為法において賠償の対象とされるべきことについては疑いがない。公害
や近隣妨害が、この類型の典型である。確かに、環境への侵害が介在す
ることで、過失や因果関係の証明の困難さや、被害者の多数性などの特
殊な問題が発生しうるので2、この場合も環境損害というカテゴリを設け
ることの意味は存する。しかし、この類型においては、被侵害利益につ
いては、保護の必要性が当然に肯定され、環境損害であることによって
独自の問題が生じるわけではない。
これに対し、②については、環境自体は、特定の法主体に帰属する利
益として把握しがたいために、特定の法主体に帰属する利益の保護を目
的としてきた伝統的な民事責任法において、このような損害の救済をは
かることが可能かどうかが問題となる3。
もっとも、環境への侵害について、特に人に対する直接的影響が発生
する以前の段階、つまり環境損害が②の範疇にある場合には、環境の公
1

大塚直「環境に対する責任」ジュリ1372号（2009）42頁、吉村良一『環境法

の現代的課題 公私協働の視点から』有斐閣（2011）
。
2

例えば、大塚直『環境法 第３版』有斐閣（2010）663頁以下を参照。

3

このような問題を端的に提起するものとして、吉田克己「現代不法行為法学

の課題―被侵害利益の公共化をめぐって」法科35号（2005）144頁。拙稿「フ
ランス民事責任法における純粋環境損害（préjudice écologique pur）の概念に
ついて」
松久三四彦他編
『藤岡康宏先生古稀記念 民法学における古典と革新』
成文堂（2011）462頁も参照。
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共性にかんがみ、立法に基づく行政的・警察的対処が第一義的に要請さ
れるべきである4。実際にも、既に、この分野においては行政法上の規制
や刑罰規定が整備されてきている5。しかし、このような立法府や行政府
がイニシアティブをもつ制度については、その実効性に関して不十分さ
が指摘されており6、それらの制度を補完するものとして、私人がイニシ
アティブを発揮することができる制度、特に民事訴訟によるこれらの損
害の救済が要請される7。環境損害はひとたび発生すると回復が困難なこ
とが多いため、特に、特定の人に対して損害が発生する以前の段階にお
いて、つまり、②の損害が発生した時点において、直ちに侵害行為に対
処できる方策が求められるのである8。

4

吉村・前掲注（１）３頁。

5

阿部泰隆＝淡路剛久編『環境法［第４版］
』有斐閣（2011）第Ⅳ章から第Ⅵ章（163

頁以下）
、
大塚・前掲注（２）第Ⅲ編（233頁以下）
、
北村喜宣『環境法』弘文堂（2011）
第２部（263頁以下）などを参照。
6

たとえば、大塚・前掲注（１）52頁は、財政難等を原因とする地方自治体の

環境に対する監視力低下という現代日本の状況に照らして、私人による監視の
重要性を指摘する。
7

①の環境損害についても、立法や行政の対処が遅れた公害事件に関し民事訴

訟が大きな役割を果たしたことが、しばしば指摘される。環境保護における立
法・行政・私人の役割分担については、拙稿「フランス民事責任法における環
境自体に生じた損害（純粋環境損害）の救済手段について」早誌60巻２号208
頁以下、同・前掲注（３）及びそこで引用した文献を参照。
8

本稿が参照するフランス法においても、特に2008年８月１日の法律第757号

による2004年４月21日の環境損害の予防と回復に関する環境責任についての
EU 指令第35号の国内法化により、行政的手法による本文中の②の意味におけ
る環境損害の賠償にについて整備されている（詳細は、淡路剛久「環境損害
の回復とその責任―フランス法を中心に」ジュリ1372号（2009）72頁以下、
M.Boutonnet, «La réparation du préjudice à l’environnement», 新世代法政策学
研究（2010）pp.76 et s.（邦訳は、マチルド・ブトネ（吉田克己訳）
「環境に
対して引き起こされた損害の賠償」吉田克己＝ムスタファ・メキ編『効率性
と法

損害概念の変容』有斐閣（2010）336頁以下。以下、翻訳の頁について

は、原文の引用の後ろに括弧書きで示す）を参照）
。ところで、国内法化以前
の段階において、フランスの民事責任法の学説は、上記 EU 指令を、純粋環境
損害の賠償を正当化する一つの証左として挙げていた。つまり、上記 EU 指
［43］
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（２）純粋環境損害に関する日本とフランスの民事責任法の対応
この問題について、日本法の学説においては、1970年代から、私法上
の環境権を嚆矢として多くの見解が提示されてきている。しかし、いず
れの見解もこの問題の抜本的な解決策にはなりえていない。たとえば、
私法上の環境権は、未だ判例の認めるところとはなっていない。その理
由として、学説は、このような環境利益の外延の不明確さ、権利の帰属
主体を観念しがたいことを指摘している9。
これに対し、フランス法は、②の損害（フランスでは、純粋環境損害
とよばれる10）の民事責任法による救済について、学説の議論の蓄積あ
る。さらに、フランスでは、環境犯罪に関し環境保護団体等に民事訴権
を授与するという形で、環境訴訟制度が1970年代から整備されており、
この制度が、純粋環境損害の賠償に寄与しているといわれる11。もっと
令は、このような損害に対する対処の重要性を示すもとして参照されていた
のである（Ex.,G.Viney et P.Jourdain, Traité de droit civil, Les condition de la
。また、フランスの学説は、同司令
responsabilité, 3eéd., LGDJ, 2006, no269-2 ）
の国内法化後も、私法の領域において環境損害に対処することの必要性はな
くならないと主張している。なぜなら、EU 指令に基づく環境損害の回復のた
めの制度は、2007年４月30日より前の事件には及ばず、また、この制度による
保護の対象は限定されており（保護されている自然区域等に生じた損害や水・
土壌などの悪化等）
、さらに、一定程度以上の重大性が要求されているから
である（L.Neyret, «La réparation des atteintes à l’environnement par le juge
judiciaire», D., 2008, p.170）
。ただし、
萩野奈緒「元老院調査報告書五五八号（二
〇〇八‐二〇〇九）の概要―フランス民事責任法の現代的課題―」同法62巻２
号224頁以下によると、上記国内法化によって、民法典の中に環境損害の賠償
を目的として集団的損害の賠償に関する規定を置く必要はなくなったとする主
張も見られるようである。
9
10

大塚・前掲注（２）57頁。
V., ex., G.J.Martin, «Réflexion sur la définition du dommage à l’environnement :

Le dommage écologique “pur”», in Droit et environnement, PUAM, 1995, pp.115
et s.
11

フランスの環境保護団体（非営利社団）による環境訴訟については、山本

和彦「環境団体訴訟の可能性―フランス法の議論を手がかりとして―」
『福永
有利先生古稀記念

企業紛争と民事手続法理論』商事法務（2005）185頁、伊

藤浩「フランスの環境団体訴権」愛媛32巻３・４号123頁、拙稿・
「環境に対す
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も、フランスにおいても、かつては、裁判所は、純粋環境損害の賠償に
消極的であるといわれていたのであるが、最近は、好意的な態度を示し
てきている12。さらに、このような訴権は、一定の要件を満たし認可を
受けた環境保護団体（非営利社団）だけではなく、環境に関わる一定の
公法人（国立公園等）にも認められており、さらに2008年には、同様の
訴権の行使主体が、地方公共団体等に拡張された13。

る侵害から生じる損害に関するフランス司法裁判所の判例について―エリカ号
事件をきっかけとして―」早誌61巻１号（2010）91頁以下を参照。
12

純粋環境損害の賠償に好意的なフランス司法裁判所の判例については、拙

稿・前掲注（11）96頁以下を参照。
13

非営利社団については、環境法典 L.142-2条、一定の公法人については同

法典 L.132-1条、地方公共団体等については、同法典 L.142-4条が規定してい
る。なお、これらの法文は、刑事における民事の当事者（私訴原告人、partie
civile）に認められる権利の行使を認めるという形式をとっている。つまり、
これらの法文により、一定の団体・機関は、環境犯罪に関する刑事事件におい
て民事訴権（私訴権、action civile）を行使することができるのである。
フランスの民事訴権については、制度全体を概観するものとして、G. ステ
ファニ・G. ルヴァスール・B. ブーロック（澤登佳人・澤登俊雄・新倉修（訳）
）
『フランス刑事法〔刑事訴訟法〕
』成文堂（1982）63頁以下及び123頁以下、エ
マニュエル・ジュラン（加藤雅之（訳）
）
「フランスにおける私訴（附帯私訴）
」
慶應法学10号（2008）329頁以下、制度の概略と被害者保護という観点から見
たこの制度の意義について、白取祐司「フランスの刑事手続における犯罪被害
者の保護」刑法29巻２号（1988）316頁以下、同「私訴権と被害者」寺崎嘉博・
白取祐司編『激動期の刑事法学―能勢弘之先生追悼論集―』信山社（2003）73
頁以下、
小木曽綾「犯罪被害者と刑事手続―フランスの附帯私訴―」新報98巻３・
４号217頁以下、制度の歴史的考察として、水谷規男「フランス刑事訴訟法に
おける公訴権と私訴権の史的展開（一）
（二・完）
」一法12巻１号（1987）145
頁以下、同３号（1987）61頁以下、団体訴訟と民事訴権の関係について、同「検
察官の不起訴裁量と集団的利害―フランスの団体私訴（action collective）の発
達を素材として―」一論101巻１号（1989）80頁以下、同「フランスの私訴制
度の現代的展開と訴追理念の変容」一論103巻１号（1990）100頁以下、民法研
究者によるものとして、
樫見由美子「
『付帯私訴』について」金沢45巻２号（2003）
136頁以下がある。V.aussi, Ph. Bonfils, L’action civile, préface de S.Cimamonti,
PUAM, 2000;B.Bouloc, Procedure pénal, 22eéd., Dalloz, 2010, nos225 et s.
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北法62（6・514）1830

人に帰属しない利益の侵害と民事責任（１）

（３）純粋環境損害に関するフランスの学説の一般的理解
フランスの学説によると、純粋環境損害を民事責任の枠組みの中で扱
う た め の 第 一 の 問 題 は、 純 粋 環 境 損 害 が、 属 人 的 性 格（caractère
）という、損害が賠
personnel）
（単に属人性
（personnalité）ともいう14。
償の対象となるための要件を充足するかどうかという点である15。この
点について、純粋環境損害の賠償に好意的な学説の多くは、純粋環境損
害を集団的損害と性質決定することによって、属人的損害の要請という
障害を克服することができると主張している16。
そのように主張する学説は、たとえば、次のように説明する。すなわ
ち、環境は、人々に集団的に帰属する集団的利益であり、集団的利益で
ある環境に対する侵害から生じる損害である純粋環境損害の性質は、集
14

損害の性格としての personnel は、本稿において後にみるように、フランス

民事責任法において、
「個人的な」
、
「本人の」
、
「法主体の」など複数の意義で
用いられている。そして、この personnel の多義性は、本稿の問題意識の重要
な部分を占めている。そこで、本稿では personnel 及びその派生語について、
原則として、具体的な文脈各々における意味とは中立的に、属人的等の訳語を
用いる。
15

Ex.,G.J.Martin, op.cit. (supra note10), pp.121 et s.;P.Jourdain, «Le dommage

écologique et sa réparation», in Les responsabilités environnementales dans
l’espace europèen, (dir.) de G.Viney et B.Dubuisson, Bruylant-LGDJ, 2006, no14;  
L.Neyret, Atteintes au vivant et responsabilité civile, préface de Catherine
Thibierge, LGDJ, 2006, no37.
16

Ex.,C.Larroumet, «La responsabilité civile en matière d’environnement. Le

projet de convention du Conseil de l’Europe et le livre vert de la Commission
des Communautés européennes», D. chr., 1994, p.104; L.Cadiet, «Les
métamorphoses du préjudice», in Les métamorphoses de la responsabilité,
Sixiémes Journées René Savatier, PUF, 1997, p.43; G.Viney, «Le préjudice
écologique», Resp.civ. et assur., 1998, spéc., p.8; P.Jourdain, op.cit. (supra note15),
no21; Ph.Brun, Responsabilité civile extracontractuelle, 2eéd, Litec, 2009, no197;
Ph.le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, 8eéd., Dalloz, 2010,
no8632；N.Coudoing, «Le dommage écologique pur et l’article 31 du NCPC»,
RJE, 2009, p.172;M.Boutonnet, op.cit. (supra note8), p.72, pp.90 et s.（332頁、350
頁以下）;J.Flour, J.-L. Aubert et É.Savaux, Droit civil Les obligations 2. Le fait
juridique, 14eéd., Sirey, 2011, no136.
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団的損害である。そして、現在、フランスでは、特に立法措置によって、
集団的損害も広く民事責任によって救済の対象とされている。純粋環境
損害も集団的損害であり、環境法典 L.142-2条等の立法措置もあるので、
民事責任法上救済の対象と認められるというのである17。
このような説明に際しては、環境は「国民の共同財産（patrimoine
commun de la nation）
」の一部をなすとする環境法典 L.110-1条18や、誰
にも帰属せずその利用がすべての者に共通である「共同物（choses
communes, res communis）
」の概念（民法典714条19）が参照されること
がある。しかし、純粋環境損害を集団的損害と性質決定する考え方の背
後には、何よりも、上述の環境訴訟制度20に関する立法が存在している
と考えられる。環境法典 L.142-2条は、以下のように、一定の資格を備
えた環境保護を目的とする非営利社団に対し、その社団が擁護している
「集団的利益」に対する侵害について訴権（刑事訴訟における民事訴権）
を付与すると規定しているからである。
フランス環境法典 L.142-2条
「L.141-2条に記載されている認可を受けた非営利社団は、その社団が
保護の対象としている集団的利益に対して直接的又は間接的に損害をも
たらし、かつ、自然と環境の保護、生活環境の改善、水、空気、土壌、
景勝・景観の保護、都市計画と関わりのある、もしくは汚染及びニュー
サンス、原子力の安全及び放射線防護、商業活動及び広告が環境に関す

17

Ex., C.Larroumet, op.cit. (supra note16), p.107; G.Viney, op.cit. (supra note16),

p.8; P.Jourdain, op.cit. (supra note15), nos21 et s.;v.aussi, G.J.Martin, op.cit. (supra
note10), pp.126 et s.
18

フランス環境法典 L.110-1条Ⅰ「空間、自然資源と自然環境、景勝と景観、

空気の質、動植物の生息区域、多様性、及びそれらが関わっている生物的均衡
は、国民の共通財産である。
」
19

「何人にも帰属せず、
その利用がすべての者に共同的であるのは、
物（choses）

である。
警察に関する諸法律が、その享受の仕方について規定する。
」
20

本稿では、フランスにおける集団訴権（action collective）に基づく集団的

利益（intérêts collectifs）の擁護を目的とする訴訟を集団訴訟と表記する。
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る表示を含む場合における欺瞞的もしくは錯誤をもたらす可能性のある
それら商業活動及び広告に対処することを目的とする法律の規定並びに
それらの適用のために用いられる法文への違反を構成する行為に関し
て、民事の当事者に認められた権利を行使することができる。
この権利は、同じ要件で、行為の日付から少なくとも５年前から正式
に届出をしており、かつ、その定款において、水に関する規定への違反
を構成する行為について L.211-1条に規定された利益又は指定施設に関
する規定への違反を構成する行為について L.511-1条に規定されている
利益の、一部もしくは全部の保護を掲げている非営利社団にも、同様に
認められる。
」
２ 問題意識
（１）損害の属人性の意義について
フランスの民事責任法においては、ある損害が賠償の対象となるため
には、属人的性格を備えなければならないといわれる。この要件は、あ
る学説によると「原則として、損害の賠償を請求できるのは、損害を生
じさせる所為によって損害を被った人―そして、その者だけ―である21」
ということを意味する。そして、
この属人性要件の下では、具体的には、
間接被害者による損害賠償と、集団ないし法人による損害賠償（特に集
団・法人自体に生じた損害ではなく、当該法人の構成員に生じた損害や
その集団・法人が擁護することを目的としている利益について生じた損
害―集団的損害（préjudice collectif）―に関する法人（団体）による損
害賠償請求の可否）が問題とされる。
上で述べたように、本稿が検討の対象とする純粋環境損害について、
この損害の賠償に積極的な学説の多くは、純粋環境損害は、属人的性格
の充足について疑義が生じるが、集団的損害という性質決定によって、
損害の属人性の要請という障害を克服し、民事責任法上賠償の対象とな
る損害として認められうるという。しかし、最近になって、フランスで
は従来の学説・判例における損害の属人性という要請の意義が、そもそ
も明確ではないという指摘が現れた。この要件が、実体法上の請求の正
21

G.Viney et P.Jourdain (supra note8), no288.
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当性に関わるのか、それとも手続法上の訴訟の受理性の要件なのかにつ
いてさえ、民事責任法の学説の理解には混乱がみられるというのであ
る22。
さらに、集団的損害と属人性要件の充足の論理的関係についても、フ
ランスの学説の理解の仕方は明確ではない。純粋環境損害を集団的損害
と性質決定することによって、賠償の対象となる損害は属人的性格を備
えていなければならないという要件を充足できるとしても、その説明に
は、少なくとも、二通りの仕方が考えられる。
一つ目の理解は、属人性要件は、損害が、賠償請求の主体に、個別的
あるいは集団的に帰属していれば充足される、と考えることである。も
う一つは、属人的か、集団的か、どちらかに性質決定されるならば、損
害は賠償の対象となるという考え方である。つまり、属人的損害とは、
個別的損害のことであり、集団的損害は、属人性要件を満たさない。け
れども、この要件は、適用除外を一切認めないものではなく、集団的損
害も、個別的損害と同様に、民事責任法上の賠償の対象となる損害であ
る、という説明の仕方である。しかし、損害の属人性に関して純粋環境
損害が有する障害を、純粋環境損害は集団的利益であると性質決定する
ことで克服しようとしている学説が、どちらの考え方をとっているのか
については、必ずしも明らかではない23。
（２）集団的損害、集団的利益という概念の曖昧さ
フランスの学説が、純粋環境損害を集団的損害と性質決定する背後に
は、既に述べたように、非営利社団による環境訴訟に関する環境法典
L.142-2条の規定が存在すると考えられる。フランス民事責任法では、
損害とは、利益に対する侵害であるとされるため、この集団的利益に対
する侵害が、集団的損害であるとされる。すなわち、集団的損害の意義
は、
集団的利益の意義に依存しているのである。しかし、環境法典 L.142-2
条は、環境保護団体が擁護している集団的利益に対する侵害に関して、
当該非営利社団に訴権を付与しているのみで、そこで請求可能な損害に
22

L.Neyret, op.cit. (supra note15), nos472 et s.

23

V.ex, P.Jourdain, op.cit. (supra note15), nos21 et s.
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ついて具体的には規定していない。フランス法において、集団的利益の
侵害について非営利社団等に訴権を付与する立法は環境保護の場面に限
らず数多く存在する。けれども、集団的利益に関しては、法律上の定義
は存在しておらず、判例上もその定義が明確でないといわれる24。
この集団的利益とは、一般的な説明によると、集団構成員の個別的利
益からも、
一般利益からも区別される利益であるといわれる25。しかし、
この説明もまた、個別的利益や一般利益の意義に依存しており、集団的
利益の性格をただちに明らかにするものとはいえない26。この定義は、
集団的利益について積極的に定義するものではなく、消極的に、個別的
利益・一般利益との区別を要請しているにすぎないからである。しかも
伝統的には、一般利益とは、検察官によって擁護される利益であると説
明27されるけれども、一般利益の意味・定義については未だ多く議論の
あるところである28。また、個別的利益と集団的利益の区別は容易であ

24

L.Boré, La défense des intérêts collectifs par les associations devant les

juridictions administratives et judiciaires, préface de G.Viney, LGDJ 1997, no5. V.
aussi, C.Deveau, «Réflexions sur le préjudice collectif», RTD.civ., 2011, pp.250 et
s. 消費者団体訴訟に関する文献であるが、後藤巻則「消費者団体と損害賠償請
求」早法84巻３号（2009）51頁。
25

V.ex., L.Boré, op.cit. (supra note24), no12;Ph.Brun, op.cit. (supra note16), no198 ;

v.aussi, C.Deveau, op.cit. (supra note24), p.251. 学説による集団的利益の定義の
試みについては、v. L.Boré, op.cit. (supra note24), nos4 et s. 集団的利益と個別的
利益、一般利益との区別については、v., ibid., nos8 et s.
26

V.C.Deveau, op.cit. (supra note24), p.251.

27

Ex.,v. F.Terré, Ph.Shimler et Y.Lequette, Droit civil, les obligations, 10eéd.,

Dalloz, 2009, no886.
28

フランス法における一般利益については、大村敦志他（座談会）
「憲法・行

政法・民法における一般歴 = 公益（アンテレ・ジェネラル） 第７回日仏法学
共同研究集会」ジュリ1353号（2008）64頁以下（特に、民法については、66頁
以下）
、
「シンポジュウム

現代社会における一般利益の諸相」新世代法政策

学研究創刊号（2009）89頁以下に所収の諸論考、特にムスタファ・メキ（齋藤
哲志訳）
「フランス法における一般利益に関する序論的考察」同125頁以下な
どがある。Aussi, v.B.Fauvarque-Cosson et al., L’intérêt général au Japon et en
France, Dalloz, 2008.
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るようにもみえるが、この場合にも複数の個別的利益の和と集団的利益
の関係が問題となりうる29。さらに、一人の被害者に対する侵害も集団
的利益となりうる場合があるという指摘も存する30。このように、集団
的利益概念の輪郭には曖昧さがみられるのである31。
また、犯罪を構成する環境侵害については、環境保護団体による集団
訴訟と並んで、環境保護に関わる一定の公法人や地方公共団体にも、民
事訴権が付与されているが、この場合、条文に集団的利益に対する侵害
という文言はない32。学説は、この場合も集団的損害としての純粋環境
損害の問題ととらえているようであるが33、このような公的な主体によ
る損害賠償の場合を含めて、集団的損害という性質決定によって、純粋
環境損害について損害の属人性要件の充足可能性を説明できるのかどう
かも問題となる。
（３）集団的損害の多様性と純粋環境損害の特異性
以上に加え、フランス法において集団的利益の侵害＝集団的損害が問
題とされる場面は多岐にわたっており34、必ずしも環境のような社会に
集団的に帰属する利益の侵害の場合に限られないことにも注意しなけれ
ばならない。環境以外の集団的利益と呼ばれる利益が問題となる局面に
は、利益の帰属を観念しがたい、あるいは、利益の帰属主体の外延が極
めて不明確な場面（たとえば、消費者の利益あるいは社会的害悪との闘
い）から、帰属主体の外延がやや不明確な場面（たとえば、ある職業の
利益、社会における少数者の利益）
、さらには、利益の帰属主体の外延
29

L.Boré, op.cit. (supra note24), nos8 et s.

30

後藤・前掲注（24）51頁。

31

集団的利益について、集団訴訟においてその保護が図られているという側

面から理解することも考えられるが、しかし、例外的にではあるが、個人によっ
て集団的利益の擁護が図られる場合もあるといわれる（L.Cadiet et E.Jeuland,
。
Droit judiciaire privé, 6eéd., Litec, 2009, no382）
32

環境法典 L.132-1条１項・３項、L.142-4条。

33

P.Jourdain, op.cit. (supra note15), no22.

34

集団的損害の賠償が認められる場面の拡大と、集団的損害として賠償され

る損害の不均質さを指摘するものとして、
C.Deveau, op.cit. (supra note24), p.250.
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が明確な場面（たとえば、会社の株主、倒産手続きにおける債権者35、
区分所有者等の利益36）までが含められているのである37。
このように、集団的利益と呼ばれる利益の中には、国民の共通財産あ
るいは共同物の考え方を媒介とした、社会に集団的に帰属する利益とは
明らかに性質が異なるものも存する。したがって、上述のような、環境
は、社会に集団的に帰属する利益であるから、環境に対する侵害、すな
わち純粋環境損害は集団的損害である。そして現在フランスでは立法措
置によって、一定の環境保護団体には、その集団的利益の侵害の場合に
訴権の行使が認められている。したがって、純粋環境損害は、フランス
の民事責任法において賠償の対象となる損害と認められる、という説明
は、一見すると明快であるが、フランス法の文脈に照らし合わせてみる
と、そこには、やや論理の飛躍があるといわざるをえないように思われ
る。
３

叙述の順序
以下、本稿では、上述の問題意識に基づき、まず、損害の属人性に関

するフランス法の状況を、特に集団的損害との関係において概観・分析
する。そこでは、属人性という言葉が、フランス民事責任法において、
必ずしも一義的に用いられてはいないこと、特に、実体法上の損害が賠
償の対象となるための要件あるいは訴訟の受理性の要件として次元の異
なる二つの場面において用いられていることが明らかにされるであろう
（第１章）
。次いで、最近のフランスの学説を手がかりに、環境のような
特定の人に対する帰属を観念しがたい利益の民事責任法への組込みがど
のようにして理論的に正当化されるのかについて、検討を行う（第２章）。
ところで、日本においても、特定の人の利益に侵害が及ぶ以前の段階に
ある環境侵害の民事法救済については、
議論が積み重ねられてきている。

35

Ex., G.-A. Lilillimba, «Le préjudice individuel et /ou collectif en droit des

groupements», RTD.com., 2009, p.1.
36

Ex., C.Larroumet, «L’intérêt collectif et les droits individuels des

copropriétaires dans la copropriété des immeubles batis», JCP G,Ⅰ., 1976, 2812.
37

V. G.Viney et P.Jourdain, op.cit. (supra note8), nos289 et s.
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しかしながら、
フランスでは、
純粋環境損害の賠償が徐々に裁判所によっ
ても受け入れられてきているのに対し、日本においては、この問題につ
いて今日まで実務に受け入れられうる理論が確立されていない。このよ
うな違いは、どこからもたらされるのか、最後に、日本法との比較にお
いて、フランスの民事責任法の純粋環境損害に関する議論の意義を探る
ことにしよう（第３章）
。

第１章 損害の属人的性格の要請と集団的損害に関するフラ
ンス法の検討
はじめに
フランス民法典1382条は、
「いかなるものであれすべての他人に損害
を生じさせる人の行為は、フォートによってそれをもたらした者に、そ
れを賠償する義務を負わせる」と規定し、損害の存在を民事責任成立の
要件としている。しかし、民法典は、どのような損害が賠償の対象とさ
れるのかについては、特に規定していない。もっとも、フランスの判例・
学説は、一定の要件を満たした損害のみが賠償の対象となると理解して
いる。そして、その要件の一つとして、賠償の対象となる損害は、属人
的性格を備えていなければならないとされる38。この損害の属人性とい
う要件については、一般的に、集団的損害と間接被害者の損害に関して
充足可能性が論じられる。しかし、以下では、本稿の問題意識にかんが
み、特に集団的損害との関係において、損害の属人性について検討する
ことにする。
本章では、まず、損害の属人性要件と集団的損害との関係について、
特に、純粋環境損害のような人に対する帰属を観念しがたい利益の侵害
から生じる集団的損害に着目して民事責任法の学説を分析する。
（第１
節）。次に、民事訴訟法の学説が、民事責任法の学説が集団的損害につ
いて議論しているのと同一の場面について、訴えの受理性の要件に関し
て、属人的な訴えの利益と集団的利益の問題として論じていることを確
認する（第２節）
。ところで、フランスの裁判所は、一般論としては、
38

拙稿・前掲注（３）464頁。
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訴えの受理性と請求の実体法上の正当性は区別されなければならないと
いう見解に立っているといわれる。しかしながら、学説からは、特に環
境侵害に関する判例においては、民事責任の成立の要件としての損害の
属人性の問題と訴えの受理性の問題とがはっきりと区別されておらず、
損害の属人性要件と集団的損害ないし集団的利益との関係も不明確であ
るという指摘がなされている。民事責任法の学説の見解が区々に分かれ
ているのは、
このような判例を反映しているともいわれる。したがって、
最後に、純粋環境損害に関する判例における損害の属人性と集団的利益
について検討することにしよう（第３節）
。
第１節

損害の属人的性格と集団的損害に関する民事責任法の学説

本節では、主に現代のフランスの代表的な体系書・教科書の叙述の検
討を通じて、損害の属人性と集団的損害の関係について分析することを
目標とする。ここで、現代の学説を主な検討の対象とするのは、人に帰
属しない利益の侵害と民事責任の関係、特に純粋環境損害の賠償は、極
めて現代的な主題であり、古い時代の学説においては、このような問題
は、ほとんど念頭に置おかれていないからである。もっとも、現代の学
説を理解するためには、その前提として、集団的利益の侵害に関する判
例と立法の発展の経緯（１）
、そして、それらの判例・立法を受けて展
開された純粋環境損害の議論が台頭する以前における集団的損害と損害
の属人性に関する民事責任法の学説の状況についても、概略を把握して
おくことが適切であろう（２）
。
次に、純粋環境損害に関する議論が民事責任法の領域で活発になって
きた時期以後の学説を検討することになる。損害の属人性と集団的損害
に関する現代の民事責任法の学説は、大きくは、損害が賠償の対象とな
るための要件として属人的性格を要請するか否かによって、二分するこ
とができる。損害の属人性を要請する学説は、さらに、これを損害の要
件としてのみ把握する考え方と、実体法と手続法の二つの側面から検討
する見解に分かれている。以上に対し、損害が賠償の対象となるための
要件としては属人性を要請しない学説は、訴訟の場面の問題として、被
害者あるいは訴えの利益という側面から集団的損害や集団的利益につい
て検討している。この問題をもっぱら訴えの利益の問題として扱う見解
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［54］

論

説

の中には、後に第２節で検討する民事訴訟法の学説と同様に、集団的損
害ではなく、
集団的利益という表現のみを用いているものも存する（３）。
１

集団的利益の侵害に関する損害賠償の発展の経緯
前述のように、フランスの学説上、一般的には、純粋環境損害の法的

性質は、集団的利益の侵害から生じた損害、すなわち集団的損害である
といわれる。フランス民事責任法上、損害とは、利益に対する侵害とさ
れるので39、集団的損害もまた、このように、集団的利益に対する侵害
として定義されることになる。
この集団的利益という概念は、職業の利益に対する侵害に関する損害
賠償の可否をめぐる一連の判例から生まれ、職業組合や非営利社団の集
団訴権に関する各種立法を経て発展してきたとされる。もっとも、本稿
は、集団的利益自体に関する研究を目的とするものではなく、また、フ
ランスにおける集団的利益の擁護を目的とする集団訴訟の発展の歴史的
経緯については、既に日本においても詳細な研究がなされている40。し
たがって、ここで、改めてフランスにおける集団的利益概念の生成過程
について検討を行うことはしない。本稿における分析の前提として必要
な限度において、集団的利益に関する伝統的な判例法理（１）と集団的
利益の擁護のための訴権に関する立法（３）について、簡単に説明する
にとどめる。２以下でみることになる損害の属人性と集団的損害に関す
る学説は、これらの判例・立法の参照によって形成されてきたものだか
らである。なお、先行研究公表後の判例の新たな動きについても、瞥見
39

V. G.Viney et P.Jourdain, op.cit. (supra note8), no249. フランス民事責任法に

おける損害の意義については、拙稿・前掲注（３）463頁以下を参照。
40

フランスにおける集団的利益の生成と発展の経緯について、詳しくは、杉

原丈史「フランスにおける集団的利益のための団体訴訟」早法72巻２号（1997）
93頁、荻村慎一郎「フランスにおける団体訴訟と訴訟要件―民事・刑事交錯領
域での発展と法律上の授権による統御のメカニスム―」法協121巻６号（2004）
81頁を参照。その他、これに言及するものとして、大村敦志『フランスの社交
と法』有斐閣（2002）199頁以下、同『20世紀フランス民法学から』東京大学
出版会（2009）138頁以下、高村学人『アソシアシオンへの自由〈共和国〉の
論理』勁草書房（2007）311頁以下、後藤・前掲注（24）43頁以下などがある。
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しておこう（２）
。
（１）伝統的な判例法理
集団的利益の侵害に関する損害賠償に関して、破毀院の判例は、職業
組合については、破毀院連合部1913年４月５日判決において、このよう
な訴えを承認したとされる。しかしながら、非営利社団については、反
対に、破毀院連合部1923年６月15日判決が原則としてこれを否定した。
破毀院連合部1913年４月５日判決41
事案：ワインに水を混ぜて販売した者に対する刑事事件において、ワイ
ン用ブドウ栽培者の全国的な職業組合が民事の当事者として損害賠償を
請求した。
判旨
「一方において、
ブドウ栽培業者の防御のための全国職業組合によっ
て行使された民事訴権は、その構成員の一または複数の個別的利益を満
足させることではなく、むしろ当該職業全体において問題とされ、職業
組合によって代表されるその職業の集団的利益の保護を確実なものとす
ることを目的としていた。
〔そして〕この職業組合の法的人格は、それ
を構成している者各々の人格からは区別される。他方において、……損
害の二つの原因は、経済的、商業的又は農業的利益を直接的に侵害しう
るものである。1884年３月21日の法律の文言により、このような利益の
防御は、職業組合の法律上の使命に、重要なものとして含まれる。」
破毀院連合部1923年６月15日判決42
事案：公立小学校の教師に対する枢機卿による非難に対し、教師からな
る二つの非営利社団が損害賠償を請求した事件である。
判旨「一方において、職業組合とは異なり、非営利社団は、自らが属し
ている職業を法律上当然には代表しない。他方において、官吏によって

41

Ch.Réun., 5 avr.1913, D.P.1914, Ⅰ, pp.65 et s. 詳しくは、杉原・前掲注（40）

99頁以下、荻村・前掲注（40）797頁以下。
42

Ch. Réun. 15 juin 1923, S.1924. Ⅰ.p.49; D. 1924. Ⅰ.153. 詳細は、杉原・前掲注

（40）114頁以下、荻村・前掲注（40）805頁以下。
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構成される非営利社団は、公務の執行でしかない職業に関する敬意を擁
護するために有効に裁判所に出廷することはできないが、〔それは、〕こ
の敬意の擁護が、
公務それ自体の擁護と必然的に一体化するからである。
……実際、公の職務は国にしか帰属せず、それについて、第三者からの
防御を確保するのは、国の役割でしかない。この非営利社団は、その擁
護が国の排他的権限に属する一般利益に対して生ぜしめられた損害の賠
償を請求する資格を有してはいなかったのである。」
つまり、個別の立法によって、特定の利益を擁護する非営利社団に、
一定の要件の下でその団体が擁護している集団的利益の侵害関する訴権
が付与されている場合は別として、原則として、非営利社団による集団
的利益に関する訴えは認められないのである43。このような伝統的な判
例の考え方が、後にみる学説の基底をなしている。
（２）最近の判例の展開
（１）でみたように、伝統的には、判例は、職業組合による集団的利
益擁護のための訴えには寛容であるが、非営利社団による同様の訴えに
は消極的な立場をとってきた。このような判例の態度の違いは、職業組
合については、集団的利益を擁護する訴えに関して法律が一般的に訴権
を付与しているのに対し、非営利社団については、個別的な訴権付与が
あるにすぎないことを背景としている（後述（３））。もっとも、ごく最
近の判例は、非営利社団による集団的利益擁護のための訴えについて寛
容な態度を示してきているといわれる44。たとえば、破毀院刑事部2006
年９月12判決は、認可（都市計画法典上の集団訴権を行使の要件）を受
けていないが、刑事訴訟法典２条１項（民事訴権の要件に関する一般規

43

ただし、例外的には、非営利社団による集団的利益の擁護を認める判例も存

。V.
在していたとされる
（V.G.Viney et P.Jourdain, op.cit. (supra note8), no303-4）
ex., Crim., 14 janv.1971, D.1971, pp.101 et s. この判決及び裁判実務における非営
利社団による集団的利益の擁護に関する訴訟に好意的な傾向については荻村・
前掲注（40）812頁以下を参照。
44

C.Dreveau, op.cit. (supra note24), p.250.
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定、本節２（１）
（カルボニエの見解）を参照）の要件を充足している
営利社団について、民事訴権の行使を認めた45。また、環境法典 L.142-2
条による非営利社団に対する訴権付与は、文言上は刑事の裁判所におけ
る民事訴権の行使に関するものと考えられるにもかかわらず46、破毀院
第３民事部2007年９月26日判決は、都市計画違反に関して、環境保護団
体が民事の裁判所において集団的利益の侵害を理由として行った損害賠
破毀院第１民事部2008年９月18日判決は、
償請求を認容した47。さらに、
45

Crim., 12 septembre 2006, Dr.Pén., 2006, comm.141.

事案：建築許可の要件（古い瓦の使用）に対する違反について、認可を受けて
いない環境保護非営利社団が、刑事裁判において民事の当事者として損害賠償
を請求した。
判旨「控訴院は、
目的とその使命の対象の特殊性を理由として非営利社団が被っ
た、直接的かつ属人的で、当該社団の構成員の損害からは区別される損害の存
在という特徴を指摘したが、これは正当であった。……都市計画法典 L.480-1
条５項によって認可を受けた環境保護非営利社団に開かれている、当該社団が
擁護することを目的としている集団的利益に直接的又は間接的に損害をもたら
す建築許可に関する犯罪に関わる場合における民事の当事者の権利の行使の可
能性は、
当該行為について、
刑事訴訟法典２条に規定されている要件を満たす、
認可を受けていない非営利社団について、その権利を排斥するものではない。
」
46

刑罰法規違反の場合の民事訴権（action civile）は、刑事・民事両裁判所で

行使可能であるが（ただし、刑事裁判所と民事裁判所では手続きに差異がみら
、民事訴権
れる。v.,ex.B.Bouloc, op.cit. (supra note 13), nos296 et s., nos312 et s.）
を行使する主体が partie civile とよばれるのは、民事訴権が刑事裁判所におい
て行使される場合である（中村紘一他（監訳）
『フランス法律用語辞典』三省
堂（2004）228頁）
。したがって、
集団的利益の侵害について非営利社団に「partie
civile に認められた権利の行使を認める」と規定している環境法典 L.142-2条に
基づく訴えは、
文理上は行使が刑事裁判所に限定されると考えられるのである。
47

Civ.3e, 26 sept. 2007, Bull., civ.Ⅲ, no155.

事案：環境保護を定款上の目的として認可を受けた非営利社団である、生活と
自然の保護を目的とする県連合（UDVN）が、居住用家屋とプールの建設許可
を得た不動産民事会社（SCI）に対して、土地占用計画上建設可能ではない区
域において建築が行われたことを理由として、その取り壊しと原状回復を請求
した。
判旨「非営利社団が集団的利益の名において裁判上訴えを提起できるのは、そ
の集団的利益がその団体の目的に含まれるからである。行政裁判所が、法律に
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非営利社団は、当該社団の目的に含まれる集団的利益について、立法に
よる訴権の付与がなくとも裁判上訴えを提起できるとした48。
（３）集団的利益の擁護のための訴権に関する立法
集団的利益侵害の賠償に関する立法についてみると、職業組合につい
ては、1920年３月12日の法律が労働組合に集団的利益擁護のための一般
的な訴権を付与した49。現在は、労働法典 L.2132-3条が職業組合の集団的
利益擁護のための訴権について規定している50。非営利社団については、
今日まで一般的な訴権付与はなされていないが、個別の規定による訴権
付与は多い。環境保護団体に関しては、
1976年７月10日の法律40条以来、
次第に訴権を付与される範囲が拡大してきたが、それらの立法は、1995
年２月２日の法律（通称バルニエ法）によって統一化され、今日の環境

反する建築許可を宣言し、そこでは、行政裁判所が、その環境の質について保
護された建築不可区域において建築を許可したことを確認していたのであるか
ら、控訴院は、その場所の建築不可能性に関する SCI による違反が、その団
体の目的とその認可に合致した、県レヴェルにおける使命と活動を侵害し、非
営利社団に、都市計画の規則の違反との関係において属人的で直接的損害を生
じさせたことを確認することができた。
」
48

Civ., 1er , 18 sept.2008, JCP G, 2008, Ⅱ, 10200, note N.Dupont.

事案：筋障害との闘いを目的とする非営利社団が、筋障害患者の受け入れ施設
に対し、深刻な機能不全によって住人に損害を及ぼしたことを理由として、損
害賠償金を請求する訴えを提起した。
判旨「民事訴訟法典31条、1901年７月１日の法律１条にかんがみるに……立法
による資格付与の範囲にない場合であっても、そして、裁判上の手段をとるこ
とについて定款上明示の規定が欠如していたとしても、非営利社団は、集団的
利益が、その団体の目的に入る場合には、集団的利益の名において、裁判上訴
えを提起することができる。
」
49

杉 原・ 前 掲 注（40）100頁 以 下、 荻 村・ 前 掲 注（40）798頁。V.ex., Ph.Le

Tourneau, op.cit. (supra note16), no1471.
50

労働法典 L.2132-3条「職業組合は、裁判上訴えを提起する権利を有する。
職業組合は、すべての裁判機関において、当該職業組合が代表している集団

的利益に直接的であれ間接的であれ損害をもたらす行為に関して、民事の当事
者に割当てられたすべての権利を行使することができる。
」
［59］

北法62（6・500）1816

人に帰属しない利益の侵害と民事責任（１）

法典 L.142-2条に至っている51。その他の領域においても、たとえば、消
費法典 L.421-1条52や刑事訴訟法典2-1条以下53が、集団的利益の擁護のた
めの訴権を非営利社団に付与している54。
２

純粋環境損害の登場以前の学説の状況
集団的利益に対する侵害、すなわち集団的損害に関して、純粋環境損

害が問題とされるようになったのは、
ごく最近のことである。そのため、
比較的古い年代の体系書等には、この問題について特別の言及は見られ
ない。しかし、現代の学説を理解するためには、前提として、民事責任
法に関する学説が、集団的利益に関する判例や立法から、集団的損害と
いう概念を引き出し、民事責任法の中に位置づけてきた過程についてみ
ておくことが適切であろう。したがって、ここで純粋環境損害の賠償が
民事責任法の領域で活発に議論され始める時期55以前の学説を概観して
おこう。
管見の限り、損害の属人的性格の要請よりも集団的損害の方が早い時

51

環境保護の領域における集団的利益の擁護に関する立法の過程については、

拙稿・前掲注（11）91頁以下。
52

消費法典 L.421-1条「適法に届出られた非営利社団で、消費者の利益の擁護

を定款上明示的な目的とするものは、その目的において認可された場合には、
消費者の集団的利益に直接的であれ間接的であれ損害をもたらす行為に関し、
民事の当事者に認められた権利を行使することができる。
」
53

非営利社団に対する民事訴権付与に関する刑事訴訟法典2-1条から同2-16条

の規定については、
荻村・前掲注（38）861頁に、
一覧表としてまとめられている。
ただし、同論文公刊後、現在までの間に、同法典には、2-17条から2-21条まで
が新設されている。
54

非営利社団に対する集団訴権付与の経緯については、杉原・前掲注（40）

126頁以下、
荻村・前掲注（40）819頁以下が詳しい。V.aussi, L.Boré, op.cit. (supra
note16), nos44 et s.
55

民事責任法における純粋環境損害に関する研究の萌芽は、1970年代の学説

にも見出されるが（G.J.Martin, De la responsabilité civile pour fait de pollution
、集団的利益の問題と
au drout à l’environnement, thèse Nice, 1976, nos30 et s.）
して活発に議論されるようになったのは、おおむね1990年代以後とみられる。
前掲注（16）に引用の各文献の公表年を参照。
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期に民事責任法の体系書に登場しているようである。民事責任法の学説
は、１でみた集団的利益の擁護に関する一連の判例や立法から集団的損
害という概念を引出し、民事責任の成立要件である損害の一つの範疇と
した（
（１）
）
。しかし、この学説を損害ではなく、訴権の行使の場面に
おいて扱う学説も現れた（
（２）
）
。また、この集団的損害について、損
害が賠償の対象となるために備えるべき要件としての損害の属人的性格
との関連において論じる見解も登場する（
（３）
）。
（１）民事責任法の学説における集団的損害概念の登場
以下では、損害の属人性の要請と集団的損害について、純粋環境損害
の賠償という主題が登場する以前の民事責任法の議論状況をみることに
する。まず、民事責任法の学説において、集団的「損害」という命名を
行ったのはドゥモーグであり、サヴァティエがそれに続いたといわれ
る56。もっとも、ドゥモーグやサヴァティエは、損害が賠償の対象とな
るための要件として、損害の属人性を積極的にとりあげていない。彼ら
の学説において、集団的損害は、賠償の対象となる損害の一つのカテゴ
リとして位置づけられている。
ドゥモーグの見解
損害の存在は、民事責任に基づく賠償の要件であるが、いかなる損害
であっても賠償の対象となるわけではない。そこでドゥモーグは、損害
の現実性・確実性、精神的（無形）損害や集団的損害という観点から損
害の賠償可能性について論じている57。
56

L.Cadiet, op.cit. (supra note16), p.42, Ph.Le Tourneau, op.cit. (supra note16),

no1470. フランスの他の研究でも、集団的利益の定義についてはドゥモーグ
やプラニオル＝リペールの学説から始められている（v.L.Boré, op.cit. (supra
。ただし、ドゥモーグの体系書以前から判例評釈などにおいて、
note24), no6）
集団的利益や集団訴権に関する研究は既に始められていた。これについては、
v.
R.Demogue, Traité des obligations en général, t. Ⅳ, Librairie Arthur Rousseau,
1924, nos445 et s.
57

民法典1382条の文言から、損害が賠償の要件であることは疑いないとして

も、
損害の要請という「この原則の適用は、
非常にデリケートである。損害が、
［61］

北法62（6・498）1814

人に帰属しない利益の侵害と民事責任（１）

19世紀前半から20世紀前半にわたる集団的利益の賠償に関する判例の
分析から、ドゥモーグは、判例において認められている職業組合や法人
の訴えには２つの類型があると指摘する。すなわち、①財産や評判など
の侵害によって、集団たる（法的）人（personne collective）に個別的
損害が生じた場合と②集団構成員の利益の総和ではない集団的利益（厳
密な意味での集団的利益）
が侵害された場合である。もっとも、ドゥモー
グによると、いくつかの判決においては、個別的利益と集団的利益とが
明白に対置されているが、しかしながら、このような集団的利益につい
て、判例は定義を与えていないという58。
そこで、ドゥモーグが判例の分析から引出した集団的利益の定義によ
ると、「集団的損害が存在するのは、現時点においてある職業に従事し
ているあるいはある特定の立場にある複数の個人の大部分もしくは各々
が侵害されているときだけではない。将来において特定の立場にありう
るすべてのものが明白に侵害されているときもそうである59」。つまり、
集団的損害においては、侵害された者の数は限定されない。現在の損害
のみならず、
被害者が特定されない将来の損害も対象とされる。そして、
ドゥモーグによると、集団的利益擁護のための集団訴権の目的は、侵害
された一般利益を保護することである60。
集団的利益の定義から明らかなように、ドゥモーグの叙述において主
に念頭に置かれているのは、職業組合による職業の利益の擁護である。
しかし、非営利社団（職業に関する非営利社団やなんらかの理想（ポル
ノグラフィや喫煙に対する反対など）を目的に掲げた非営利社団など）
や法人格を持たないグループによる集団的損害の賠償請求の可能性につ
いても言及がなされている61。特に、特定の理想に関する集団的利益に
ついては、検察官との役割の重複が問題となる。けれども、ドゥモーグ
現に存在し、確実でなければならないか、精神的（無形的）
、直接的又は間接
的でありうるか、
集団的でありうるかについて問われなければならない」
（idbd.,
。
no 383.）
58

Ibid., no433.

59

Ibid., no433.

60

Ibid., no439.

61

Ibid., nos440 et s.
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は、「集団的利益は、個別的利益の発展を表すものでしかない」のであ
るから、このような訴えは認められていくであろうとしつつ、むしろ問
題は、このような訴訟が、グループ構成員の誰かについての損害賠償請
求という形式で行われることにあると指摘している。ドゥモーグによる
と、非営利社団によるこのような訴えは、損害賠償ではなく、侵害行為
の禁止を目的とすべきなのである62。
サヴァティエの見解
サヴァティエにおいては、職業組合による職業の利益の擁護の場面の
みならず、より広く、種々の目的によって設立された非営利社団や公法
人等各種の団体による集団的擁護の可否が一般的に視野に入れられ、各
類型ごとに検討されている63。
サヴァティエによると、次のような場合には、集団による損害賠償の
訴えが問題なく認められる。まず、法人格を有する集団が被った、集団
自体の財産あるいは無形の権利の賠償を請求する場合である。次に、あ
るグループの構成員各々が確実性を有する損害を被った場合である。こ
の場合、構成員らは、集団的に訴えを提起することができるし、また当
該グループが法人格を有しかつ定款において構成員の損害について訴え
を提起することができる旨を定めている場合には、そのグループは、構
成員が被った損害の全体について損害賠償の訴えを提起することができ
る。反対に、
グループによる損害賠償の訴えが認められないのは、グルー
プの構成員が被った物的損害が、損害を被った構成員各自との関係にお
いて損害賠償の訴えの要件を備えていない場合である64。
問題となるのは、非営利社団の目的の侵害から生じる精神的（無形）
損害の賠償である。このような損害が存在することは観念できるが、判
例は、非営利社団についてそのような訴えを認めることに嫌悪感を示し
ているからである65。また、集団による訴えと被害者たる構成員各自の

62

Ibid., no441.

63

R.Savatier, Traité de la responsabilité civile, t. Ⅱ, LGDJ, 1939, nos562 et s.

64

Ibid., no562.

65

Ibid.
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権利（特に損害賠償請求権）の関係も問題となりうる66。
サヴァティエは、以上の総論的説明に続いて、集団的損害の賠償につ
いて、職業組合及びその他の法律の規定に基づいて組織された職業団
体67、認可を受けた非営利社団68、その他の法人（会社、公法人（国、地
69
の場合に分けて、判例の分析を中心に検討を行っ
方公共団体）など）

ている。
（２）訴権の行使の場面における集団的損害
集団的損害については、プラニオル＝リペールのように、損害ではな
く訴権の行使の場面に関して、訴えの主体が団体の場合の問題として扱
う見解も存する。
プラニオル＝リペールの見解
プラニオル＝リペールによると、集団的損害とは、
「集団が被る損害
であり、そして、集団の構成員がこのようなものとしてかつ間接的にし
か被ることのない損害」である。このような損害は、構成員が誰一人と
して賠償に関する訴権を属人的には有しない場合でも存在しうる。もっ
とも、当該団体は、法人格を有していなければ、このような損害につい
て裁判上訴えを提起することができない70。
なお、
プラニオル＝リペールも、
ドゥモーグやサヴァティエと同様に、
損害の要件として属人性を取上げてはいない。訴権に関して、自然人た
る被害者が死亡した場合について、属人的（＝本人の）損害の相続人に
対する譲渡可能性が問題とされているが、集団的損害は、属人的損害で

66

Ibid., no563.

67

Ibid., nos564 et s.

68

Ibid., nos569 et s.

69

Ibid., nos573 et s. なお、犯罪者に対し、公法人が集団的利益に基づき損害賠

償を請求することについては、
二重処罰の観点から消極的に解されている（ibid.
。
no574）
70

M.Planiol et G.Ripert, Traité pratique de droit civil français, t.Ⅵ, Obligations,

LGDJ, 1930, nos661 et s.
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はなく、個別的損害と対置されている71。
（３）損害の属人性要件の下におかれた集団的損害
マゾー（アンリ＝レオン）の見解
以上の学説とは異なり、マゾー（アンリ＝レオン）の体系書では、極
めて簡単にではあるが、損害の属人性に関する記述がみられる。そこで
は、
間接被害者と集団が被った損害について言及されている。もっとも、
この見解は、損害の属人性は「利益なければ訴えなし」という原則の単
純な適用にすぎないとし、結局のところ、プラニオル＝リペールと同様
に、属人的損害と集団的損害を賠償に関する訴権の問題として扱う72。
マゾー（アンリ＝レオン）によると、属人的損害と集団的損害の問題
が生じるのは、原告、つまり侵害を受けた主体73が団体の場合である。
たとえば、労働法典によって労働組合がその擁護のために訴えを提起で

71

Ibid., nos661 et s.

72

H. et L.Mazeaud, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile

délictuelle et contactuelle, préface de H.Capitant, t.1, Recueil Sirey, 1931, nos 272
et s., v. aussi, H. et L.Mazeaud et A.Tunc, Traité théorique et pratique de la
responsabilité civile délictuelle et contractuelle, préface de H.Capitant, t.1, 5eéd.,
Éditions Montchrestien, 1957, nos272 et s.
73

誰が損害賠償について訴権を行使できる
（つまり、
原告となることができる）

かについては、
「訴えなければ訴権なし」という一般原則の適用から、
「民事責
任訴権は、フォートによって損害を被った者だけに与えられる。しかし、侵害
されたすべての者に与えられる」という解決が導かれる。これは、常識であっ
て、いつの時代も認められてきた（例えば、共和暦４年ブリュメール３日の犯
罪と刑罰に関する法典６条、治罪法典１条２項、刑事訴訟法典２条１項。民
事では、明文の規定はないが、民法典1382条は、損害を生じさせた者に「それ
（＝損害）を賠償すること」を義務づけることで、賠償を与えられなければな
らないのは被害者であることを示している）という。H. et L.Mazeaud, Traité
théorique et pratique de la responsabilité et contractuelle, préface de H.Capitant,
t.2, Recueil Sirey, 1931, no1866, v.aussi, H. et L.Mazeaud et J.Mazeaud, refondu
par A.Tunc, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle
et contractuelle, préface de H.Capitant, t.2, 6eéd., Éditions Montchrestien, 1970,
no1866.
［65］

北法62（6・494）1810

人に帰属しない利益の侵害と民事責任（１）

きるとされている、職業の集団的利益に対する直接的または間接的損害
は、職業に関する損害であって、その職業組合が代表している職業の集
団的利益を侵害するものでなければならない。ここで、職業の集団的利
益とは、
「職業組合の結成に親しむ諸個人全体に共通の利益」を意味する。
ここでいう集団的利益には、労働組合の属人的利益（労働組合自体の利
益）は含まれない74。つまり、集団的損害は、属人的損害の要請を満た
すものではないが、賠償の対象となるのである。
これに対し、非営利社団については、労働法典の規定のような訴権の
付与がないのであるから、民事責任に関する一般法の通り、その非営利
社団の属人的損害が存在する場合しか、民事責任に基づく訴えを行使で
きないのが原則である。非営利社団には、社会の一般利益を擁護する権
利は与えられておらず、
その役割は検察官に与えられているからである。
しかし、一般利益の検察官による独占は現代においては妥当しないので
あって、実際、非営利社団も、立法による個別の訴権付与がある場合に
は、その団体全体が被った損害の賠償に関する訴えが認められる75。
以上に対し、同じく法人とはいっても、公法人（国、県、市町村など）
は、その性質上、労働組合や非営利社団とは事情を異にしている。それ
らの法人は、その中に含まれる集団を必然的に代表するため、当該法人
に属人的な損害とは別に、当該集団の集団的損害を観念することができ
ない76。
結局のところ、この見解によると、民事責任に関する訴権は、侵害さ
れたすべての人に帰属するのであるが、その行使は法的人格を有するも
のに限られる。法人格を有するグループは、団体自体が被った損害また
はグループの構成員各自が構成員としての資格において被った損害につ
いて賠償を請求することができる。さらに、職業組合は、「職業全体か
らなる集団が被った損害全部の賠償」について訴権を行使することがで
きる。これに対し、法人格を有しないグループの場合は、特別の法律が
存在しない限り、
グループは集団的損害の賠償について訴権を有しない。
74

Ibid., no1881.

75

Ibid., nos1891 et s.

76

Ibid., no1895.
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したがって、当該グループの集団的利益が侵害された場合も構成員自身
が、自らの属人的損害として賠償請求できるにとどまる77。
マルティ＝レイノーの見解
マルティ＝レイノーは、損害の要件に関する叙述の中で属人的損害を
独立の項目とし、属人的損害と対置されるものとして、間接損害と集団
的損害とを扱う78。マルティ＝レイノーによると、個別化され、特定さ
れた被害者の損害とは異なり、一般性と拡散的な性格のために、個別的
な損害として位置づけることのできない損害、つまり集団的損害が存在
することは疑いがない。ただし、この拡散的な性格のため、このような
損害について主張する資格を持つものがいるのか、いるとすれば誰なの
かが問題となる79。
マルティ＝レイノーは、職業組合と非営利社団による集団的損害の賠
償について、破毀院刑事部の判例と立法を紹介しつつも、刑事裁判所に
おける民事訴権の行使という観点を離れて、集団的損害の賠償という問
題を解決する必要があることを指摘する。さらに、マルティ＝レイノー
は、集団的損害の概念を明確化するためには、個別的な訴権の集団的行
使と集団的損害の賠償を区別しなければならないと主張する。非営利社
団がその構成員の権利を行使する場合にも、そこで問題とされている損
害が個別的損害であることに変わりはない。集団的損害とは、
「数を特
定することのできない複数の個人を、その帰属（appartenances）また
は信条（croyances）を理由として侵害する」損害であって、特定の誰
かが侵害されたということができないものをいう。
このように定義される集団的損害は、非常に拡散的であるため、個人
について訴権を認めることは難しい。そこで、非営利社団による訴えの
可能性が検討されることになる。しかし、このような訴えが認められる
のは、
判例または立法によって、
「一定の一般利益に関する代表的性格が、

77

Ibid., nos1899, nos1895-2 et s.

78

Marty et Raynaud, Droit civil, Les obligations, t.2, vol.1, Sirey, 1962, nos384 et

385.
79

Ibid., no385.
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ある非営利社団ないし団体に認められる場合」だけであって、そのよう
な代表的性格を、すべての非営利社団に対して無制限に付与することは
困難であるとする80。
以上が、民事責任法の領域で純粋環境損害の賠償が問題とされるよう
になる時期以前における、損害の属人性と集団的損害に関する学説の状
況の概観である。
簡単にまとめると、次のようにいうことができるであろう。まず、集
団的損害という損害のカテゴリは、職業の利益に関する一連の判例から
学説が導きだしたものである（ドゥモーグ）
。そしてドゥモーグにおい
ては、集団的損害は、民事責任の成立要件としての損害に関する叙述の
中で、賠償の対象となりうる損害のカテゴリの一つ扱われていた（後の
サヴァティエも同様）
。
これに対し、
集団的損害という言葉を用いつつも、
それを損害ではなく、被害者の訴権に関する叙述において扱う学説も見
られる（プラニオル＝リペール）
。しかし、この段階では、損害の要件
として、属人性が積極的に取上げられていない。
その後の学説においては、集団的損害は、間接損害ないし間接被害者
の問題と共に損害の属人性に関する項目の下で扱われるようになる。し
かし、その位置づけには二通りある。すなわち、一方は、損害の属人性
を損害の要件として位置づける見解（マルティ＝レイノー）であり、他
方は、
損害の属人性を訴権に関わる要請と解する学説である（マゾー（ア
ンリ＝レオン）
）
。
以上のように、損害の属人性と集団的損害の関係についての理解は、
損害の要件として属人性に関して集団的損害について論じる見解と、訴
えに関して、特に被害者が個人ではなく集団である問題として扱う立場
に二分される。このような学説の二つの流れは、以下でみることになる
現代の学説にも引き継がれている。
ところで、各学説は、それぞれ判例の分析を通じて集団的損害の定義
を試みているが、その定義自体が学説によって異なることに注意しなけ
ればならない。集団的損害に関しては、集団自体が被った損害、集団の
80

Ibid.
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構成員の損害、集団が擁護を目的としている利益に関わる一定のカテゴ
リに含まれる集団の損害が問題とされているが、最後の類型のみを集団
的損害とよぶべきであると特に主張する見解もある（ドゥモーグ、マル
ティ＝レイノーなど）
。もっとも、各学説に共通の傾向として、集団の
とらえ方にも関して、次の二点を指摘することができるであろう。一方
において、訴えの当事者としての集団は、職業組合や非営利社団などの
法人と理解されており、法人格のない団体が集団的利益の侵害について
訴えを提起することに対して学説は消極的である。他方において、損害
を被る主体としての集団については、具体的な人の集団（あるグループ
の構成員）だけではなく、あるカテゴリ（たとえば特定の職業）に含ま
れる人全体というような抽象的な集団が想定されている。後者のみを集
団的損害の主体ととらえている学説も存在する（たとえばマルティ =
レイノー）
。
３

損害の属人性と集団的損害に関する現代の民事責任法の学説の状況
集団的損害と損害の属人的性格の関係については、現代の民事責任法

の体系書等の見解も、大きくは、１（３）でみたような、属人性を民法
典1382条の損害の要件とし、損害の属人性要件との関係で集団的損害の
賠償可能性を問うとする学説と、被害者の訴権行使という面から検討す
る立場とに分かれる。しかし、現代の学説には、集団的損害の定義づけ
よりも集団的損害とよばれる損害の類型化・分節化に向かう傾向がみら
れる。また損害の属人性という要件を手続法の次元と実体法の次元の両
面から検討する学説も現れて始めているなどかつての学説とは異なる傾
向も見受けられる。
（１）損害が賠償の対象となるための要件として損害の属人性を要求す
る学説
既に述べたように、フランス法において、民事責任が成立するために
は、賠償の対象となるための要件を具備した損害が存在しなくてはなら
ない。損害が賠償の対象となるための要件として、属人性を要求する学
説としては、カルボニエ、ヴィネイ＝ジュルダン（ボレ）、フルール＝
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オベール＝サヴォーを挙げることができる81。
カルボニエの見解
カルボニエによると、損害の属人性とは、損害が「誰かに帰属してい
る」ということである。この要件は、刑事訴訟法典２条１項から導かれ
る。すなわち、刑事訴訟法典２条１項は、次のように規定している。
刑事訴訟法典２条１項
「重罪、
軽罪又は違警罪によって生じた損害の賠償に関する民事訴権は、
犯罪によって直接的に生じた損害を、属人的に（personnellement）被っ
たすべての者に与えられる。
」
この要件に関しては、集団的損害は属人的といえるかどうかが問題と
なりうるが、カルボニエは、集団的損害も、当該集団が体現している利
益に生じた損害であって、損害の属人性という要件の例外をなすもので
はないとする82。
ヴィネイ＝ジュルダン（ボレ）の見解
ヴィネイ＝ジュルダン（ボレ）83によると、損害は、賠償の対象とな
るためには、属人的でなければならないという原則は、「原則として、
損害の賠償を請求できるのは、損害を生じさせる所為によって損害を

81

ル・トゥルノーも損害の要件として属人性を要求しているが、実質的には、

この要件を手続的に理解しているので、
（３）において検討する。
82

J.Carbonnier, Droit civil, les biens, les obligations, PUF, 2004 (les obligations,

texte de la 22eéd., 2000), no1121.
83

G.Viney et P.Jourdain, op.cit. (supra note8), nos288 et s. 第２版（G.Viney et

P.Jourdain, Les conditions de la responsabilité, 2eéd., LGDJ 1998）以降、この項
目は、
非営利社団による集団的利益の擁護に関するテーズ（L.Boré, op.cit. (supra
note24)）の著者であるボレが担当している。同書の序文及び集団的利益に関
する叙述の脚注冒頭（第３版では118頁）を参照。ボレのテーズについては、
大村・前掲注（40）
『20世紀のフランス民法学から』138頁以下に簡潔な紹介が
ある。荻村・前掲注（40）も参照。
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被った人―そして、その者だけ―である84」ということを意味する。つ
まり、「民事責任法は、人に対する影響を通じてしか、現在のところ、
有害な現象を把握していない85」のである。
もっとも、この見解によると、
「人」の保護ということは、民事責任
法が、個人に対して生じた損害の賠償に限定されることを意味するもの
ではない。損害の属人性という要件については、今日柔軟に解釈されて
おり、集団的損害や間接損害の賠償も妨げるものではなくなっている。
集団的利益の保護が要請される場面は、職業や近隣共同体、ある製品や
ある種のサービスの利用者等の利益、
あるいはより広く生産者、消費者、
環境の利益、さまざまな社会的害悪に対する対処等、多岐にわたってお
り、集団的利益の保護は、現代社会が抱える問題の一つということがで
きる。たとえば、その証左の一つが、カタラ草案が集団的利益の侵害の
場合の賠償を明示的に認めていることであるという86。したがって、ヴィ
ネイ＝ジュルダン（ボレ）は、集団的利益の侵害の場合に、民事責任法
によって果たされるべき役割が存することは、おのずから明白であると
いう87。
とはいえ、彼らによると、個人によって集団的利益の侵害を主張する
ことには、裁判所の負担増大、賠償によって加害者の財産を瞬く間に枯
渇させることの無益さと不正義、あるいは被害者の範囲が広く、かつ個
人の次元では損害が希薄化している場合には、損害の確実性に疑義が持

84

G.Viney et P.Jourdain, op.cit. (supra note8), no288.

85

Ibid., no288. もっとも、この定義は、純粋環境損害との関係で、検討を要す

るものであるという（idid., n.2）
。
86

カタラ草案1343条「財産上であれ非財産上であれ、個別的であれ集団的

であれ、合法的利益
（intérêt licite）の侵害を構成する確実な損害は、すべ
て、 賠 償 さ れ う る。
」
（P.Catala (dir.), Avant-projet de réforme du droit des
obligations (Articles 2234 à 1386 du Code civil) et du droit de la prescription
(Articles 2234 à 2281 du Code civil) Rapport à Monsieur Pascal Clément
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, 22 Septembre 2005, "http://www.
ladocumentationfrancaise.fr/rapport-publics/054000622/index.shtml, p.173.）
87

G.Viney et P.Jourdain, op.cit. (supra note8), no289.
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たれるなど、多くの問題が生じることになるのである88。
上記のような総論的説明に続き、集団的利益に対する侵害が問題とな
る各々の場面について、各論的検討が行われている。損害の属人性に関
するヴィネイ＝ジュルダン（ボレ）の叙述は、他の体系書等に比して特
に詳細であるので、以下にその構成を示す。
「集団的利益に対する侵害
§ １侵害された集団の構成員の賠償に対する権利89
Ⅰ . 個別的損害の要請90
Ａ．侵害された集団的利益が非常に多数の個人にかかわる場合91
Ｂ．侵害された集団的利益が法人格を与えられた集団の団体としての
目的に組み込まれている場合92
Ⅱ法人の機関の懈怠93
Ａ．
「個別的に」行使される会社に関する訴権94
Ｂ．法人の機関に対する個別的訴権95
§２利益を侵害された集団を代表する法人の賠償に対する権利96
Ⅰ他人の利益を擁護する法人の賠償に対する権利97
88

Ibid., no289.

89

Ibid., nos290 et s.

90

Ibid., nos291 et s.

91

Ibid., nos292. 具体的に挙げられているのは、納税者の利益、テレビ視聴者の

利益、宗教の信仰に関わる利益。
92

Ibid., nos293. ここで問題とされているのは、例えば、集団的手続における債

権者のグループや会社の社員（assosié）
、区分所有権者等の利益。
93

Ibid., nos294 et s.

94

Ibid., nos295 et no295-1.

95

Ibid., no296.

96

Ibid., nos297 et s.

97

Ibid., nos298 et s. 法人格を有しない団体（不分割（indivision）や集団的手続

における債権者）
、区分所有権者組合、職業組合、著作者民事会社（sociétés
civiles d’auteurs）
、非営利社団による、グループ構成員に生じた損害の賠償に
ついて叙述されている。消費者、有価証券投資者及び環境保護の分野で認めら
れている共同代理訴権、あるいはグループ訴権（クラス・アクション）に関す
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Ⅱ利他的利益を擁護する法人の賠償に対する権利98」
上記の各論的検討の中で、個人への帰属を観念しがたい利益の侵害に
関係があるのは、§２Ⅱ「利他的利益を擁護する法人の賠償に対する権
利」の部分である99。この項目では、古典的な主観的権利ではない、あ
る主義（une cause）に対する侵害が賠償の対象となる損害を構成する
かどうかが問題とされている100。そして、この問題について、具体的に、
職業組合、専門職同業団体、非営利社団、公法人の例を挙げて、さまざ
まな法主体（法人）の訴えについて分析している101。
ヴィネイ＝ジュルダン（ボレ）の損害の属人性に関する叙述は、この
ように各論的分析を中心とし、かつ、その検討の対象範囲が、非常に多
岐にわたる。しかし、民事責任の成立要件としての損害に関する叙述で
あるにもかかわらず、各論部分における具体的な説明においては「受理
性を有するか否か」という観点からの分析が髄所にみられ、各論的検討
と上述の属人性の定義との関係があまり明確ではない。もっとも、上述

る議論も含まれる。
98

Ibid., nos303 et s.

99

V., Ibid., no303-3.

100

Ibid., no303.

101

なお、この箇所では、環境保護団体等による純粋環境損害の賠償請求に対

する直接的な言及は見られないが、賠償の対象となる精神的（無形）損害に関
する説明の中に、次のような記述がみられる。すなわち、
「人または財に対す
る即時的かつ直接的影響を有しない環境に対する侵害は、
『属人的』損害とい
う性格を示していない。そして、したがって、訴えを提起する資格を有する原
告を欠くために、訴権は行使され得ないように思われる。…しかしながら…責
任を負う者に対して裁判上訴えを提起する資格を、環境の擁護のために設立さ
れた非営利社団、及び、場合によっては、
『自然または環境の守護者』として
の職務に従事する資格を特別に与えられた公的機関に認めることは、当然に
。この部分の叙述は、ヴィネイ = ジュ
検討されうる」
、という（ibid., no269-2）
ルダンによる。ここでも純粋環境損害が集団的損害であると明言していない
が、ヴィネイ、ジュルダンはともに純粋環境損害を集団的損害と性質決定する
ことによって、属人性の要請を克服する見解に立つ。V. G.Viney, op.cit. (supra
note16), p.8 ; P.Jourdain, op.cit. (supra note15), no 21 et s.
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のように、ヴィネイ＝ジュルダン（ボレ）は、損害の属人的性格の要請
を実体法上の損害に関するものとして定義しており、また、この学説は、
損害の要件としての属人性と訴えの受理性はきちんと区別されるべきも
のであると述べている102。
ヴィネイ＝ジュルダン（ボレ）の見解の理解のためには、以上に加え、
共著者のそれぞれが、単著の論文等で述べている見解、特に当該個所の
執筆者であるボレのテーズを参照することが必要であろう。また、参考
として、ヴィネイの民事責任法の概説書における損害の属人性に関する
叙述にもここで触れておこう。
テーズにおけるボレの見解
非営利社団による集団的利益の擁護に関するボレのテーズにおいて
は、集団的損害ではなく、集団的利益が、個別的利益、一般利益との対
比において扱われている103。もっとも、ボレは、訴えの受理性の要件と
しての訴えの利益と請求の正当性の要件としての損害との区別、特に属
人的損害と訴えの属人的利益との関係についても解明を試みている。し
かし、ボレは、結局のところ、実務上は、刑事の裁判所では損害の属人
性は民事訴権の受理性の要件とされ、民事の裁判所では、訴えの利益と
損害の概念が結びついているという結論に達している104

105

。

102

G.Viney et P.Jourdain, op.cit. (supra note8), no303-6.

103

L.Boré, op.cit. (supra note24) nos8 et s.

104

Ibid., nos15 et s., notamment, no26.

105

ボレは、本文中で説明した部分とは別の箇所でも属人的利益について言及

しているが、その内容は、上で紹介した民事責任の要件に関する体系書におけ
る属人的損害に関する叙述とは視点を異にするものである。すなわち、ある主
義を擁護するために非営利社団が訴えを提起することができるかどうか、とい
う問題の前提として、利益の利己性・利他性という側面から intérêt pesonnel
の意義を論じているのである。ボレによると
「革命後のフランスは、
ようするに、
二つの領域に分けられてきた。すなわち、国の領域である利他主義の領域と、
。そして、司法裁判所
個人の領域である利己主義の領域である」
（ibid., no126）
の判例においては、現在においても、属人的利益と利他主義とは二律背反的に
、ボレは、この考え方に反論
とらえられていると指摘した上で（ibid., no127）
する。彼によると、
pesonnel とは、
「人に帰属する」
ということである。そして、
北法62（6・485）1801

［74］

論

説

民事責任法の概説書におけるヴィネイの見解
ヴィネイは、その民事責任法の概説書において、民事責任における損
害が賠償の対象となるための要件としての属人性と、刑事における民事
訴権の受理性の要件としての損害の属人性とは性質を異にすると指摘し
ている106

107

。この点で、ヴィネイは、損害の属人性を刑事訴訟法典２条

１項と結び付けるカルボニエとは立場を異にする。
ヴィネイによると、民事の裁判所においては、損害の属人性は、請求
の実体法上の正当性について判断するための要件であるが、刑事裁判所
においては、この要件を刑事裁判所における民事訴権の受理性を評価す
るために用いられているのである。確かに、刑事裁判官は、受理性を認
める際、たいてい、実体（fond）についても積極的に意見を述べるけれ
ども、常にそうであるとは限らないし、予審裁判所における民事訴権の
申立ての受理性の判断に際しては、犯罪から直接的に生じた属人的損害
の実在について証明することは要請されないとヴィネイは指摘する108。
ヴィネイによると、この民事訴権の独自性は、刑事裁判機関が民事訴

「人は、
利他的であることができる。したがって、
利他主義は、
人に帰属しうる」
のであり、フランス法においては、精神的な（無形の）利益という観念が認め
られているのであるから、
利他的な精神的（無形）利益の侵害に関する訴えは、
。
受理性を認められることになる、という（ibid., no128）
106

G.Viney, Introduction à la responsabilité, 3eéd., 2008, LGDJ, no83. ヴィネイは、

民事責任法上の損害の属人性については、G.Viney et P.Jourdain, op.cit. (supra
note8), nos288 et s. にゆだねている。
107

ただし、他のいくつかの論稿において、ヴィネイは、民事責任における損

害の属人性を、訴えを提起する資格、訴えの受理性の問題としており、曖昧さ
がみられる。V.G.Viney, «Les principaux aspects de la responsabilité civile des
entreprises pour atteinte à l’environnement en droit français», JCP G., 1996,
3900; G.Viney, «L’action d’intérêt collectif et le droit de l’environnement», in
Les responsabilités environnementales dans l’espace européen, (dir.) G.Viney et
B.Dubuisson, Bruylant-LGDJ, 2006, nos9 et s. なお、ジュルダンも、環境損害に
関する論文中で、損害の属人性について「訴えの利益に関する手続的要請か
らもたらされる」要件であると述べている（P.Jourdain, op.cit. (supra note15),
。
no15）
108

G.Viney, op.cit. (supra note106), no83.
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権の受理性を否定した場合においても、民事裁判所において行使された
民事責任に基づく訴権を容認するか否かは、民事裁判所の自由な判断に
ゆだねられている点において明らかである。そして、このことからは、
刑事の裁判官が「犯罪から直接的に生じる属人的損害」という要件を、
民事訴権を制限するために政策的に利用することに躊躇しなかったこと
の説明がつく。民事訴権を排斥することは、被害者から損害賠償請求権
を奪うことではなく、紛争を民事にゆだね、公訴に被害者が介入するこ
とを回避する手段だからである109。
以上のボレ、
ヴィネイの見解を踏まえて再度ヴィネイ＝ジュルダン（ボ
レ）の体系書の叙述を再度みてみよう。彼らが、実体法上の損害の要件
として属人性をとらえていることは明らかである。しかし、同時に、こ
の要件に手続的な要素が含まれていることも否定してはいないとみられ
る。結局のところ、彼らは、損害の属人性と訴えの受理性について、理
論的、抽象的な次元では区別しつつも、実際の裁判においては、損害と
訴えの利益、つまり訴えの受理性と請求の正当性の判断の間の区別があ
いまいであることを認めていると考えられる。それゆえ、集団的損害が
問題となる類型ごとの具体的な説明の場面においては、両者をあえて明
確に区別することはしていないとみられる。
フルール＝オベール＝サヴォーの見解
フルール＝オベール＝サヴォーの体系書は、かつては損害の要件とし
て属人性に言及していなかった110。損害ではなく、訴権の行使に関して、
被害者が法人である場合の問題として集団的利益擁護のための集団訴訟
について説明していたのである111。しかし、最近の改訂によって、物的
損害が賠償の対象となるための要件に、属人性が追加された。
フルール＝オベール＝サヴォーによると、損害の属人性とは、
「損害

109

Ibid., no83.

110

J. Flour, J.-L.Aubert et É.Savaux, Les obligations, 2. Le fait juridique, 12e

éd., Sirey, 2007, no136.
111

Ibid., no366.
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を被った者だけが、それについて賠償を請求することができる」という
ことを意味する。そして、この要件は、直接損害と間接損害の区別、お
よび集団的利益の侵害の場合に特定の団体が損害賠償のために訴えを提
起できるかどうかについて問題となるとする112。
しかしながら、フルール＝オベール＝サヴォーは、ここでそれ以上間
接被害者や集団的利益の問題について言及はしていない。それらについ
ては、以前と同様に訴権の行使に関する叙述において扱っている113。損
害の属人性について、彼らが言及しているのは、パリ大審裁判所、パリ
控訴院による純粋環境損害の承認である114。もっとも、これらの判決は、
損害の属人性という要件を緩和したものであるが、しかしながら、集団
的利益の擁護のための訴権付与においてみられる要件の緩和と同じ次元
にとどまるものであるという。なぜなら、これらの判決は、法律によっ
て環境に関して特別の権限を与えられている地方公共団体と集団的利益
擁護のための訴権を付与されている環境保護団体にしか賠償を認めてい

112

J. Flour, J.-L.Aubert et É.Savaux, op.cit. (supra note16), no136.

113

Ibid., no366. ここでは、原告が法人の場合の問題として集団訴訟制度の一般

的説明がなされている。
114

いわゆるエリカ号事件。TC Paris, JCP G 2008 Act.no 88, note K.Le Couviour, et

JCP G 2008Ⅰ.126 note K.Le Couviour et JCP G 2008Ⅱ. 10053, note B. Parance;
AJDA 2008 , pp.934 et s., note Van Lang.;D.,2008, AJ. P351; RJE 2/2008, pp.205
et s., note T. Dumont et N.Huten; L.Neyret, «Naufrage de l’Erika: vers un
droit commun de la réparation des atteintes à l’ environnement», D.,2008,
pp.2681 et s.; M.Boutonnet, «La reconnaissance du préjudice environnemental»,
Environnement no2, févr. 2008, étude2; Ch. Huglo, «À propos de l’affaire
de l’Erika et des précédents existants sur la question du dommage
écologique», Environnement no2, févr. 2008, repère2; Ph.Billet, «Qualification
et disqualification du pétrole échappé de l’Erika et application du proncipe
pollueur», Environnement no, nov. 2008, comm.154;CA Paris, 30 mars 2010,
D.2010, p.967; L.Neyret, «L’affaire Erika:moteur d’evolution des responsabilité
civile et penal», D., 2010, pp.2238 et s.;K.Le Couviour, «Erika:decryptage d’un
arrêt peu conventionnel, À propos de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30
mars 2010», JCPG, 2010, pp.432 et s. エリカ号事件第１審判決については、
拙稿・
前掲注（11）107頁以下を参照。
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ないからである。
（２）損害の属人性を実体法と手続法の両面から把握する学説
（１）で紹介した学説と同様に、損害が賠償の対象となるための要件
として属人性を要求するが、属人性は、民事責任法上の損害の要件とし
てのみならず、手続の側面からも検討されなければならないと主張する
学説として、ブランの見解がある。
ブランの見解
ブランは、損害の属人性と集団的損害の関係について、民事責任成立
の要件と民事責任発動の要件の両面から分析している。先に結論を述べ
るならば、ブランは、民事責任法（実体法）上の損害の属人性の適用除
外としての集団的損害の賠償は、何らかの法主体に対する手続法上の資
格付与を条件として可能となるとする115。
①実体法上の観点について
まず、民事責任の要件に関して、伝統的な考え方は、賠償の対象とな
る損害＝その主張をする者に属人的な損害と理解しているが、このこと
は、少なくとも手続の外では、自明の理である。これに対し、手続的次
元においては、自分自身のものではない利益の擁護のために訴えを提起
することが認められうるという116。
自分自身のものではない利益の擁護のための訴えの例としては、法人
の名の下に、複数の個人の利益に関する請求が行われる場合と、法人に
原則として個人の利益の総和には帰せられない集団的利益の擁護のため
の訴権が認められている場合とがある。後者は、民事責任法の観点にお
いて、
集団的損害という概念を承認することを前提としている。そして、
現行の実定法においては、既に損害の属人性という要請の実体法上の相
対化が導かれているが、このような進展には、環境法の分野における純

115

同様の分析を行う学説として、民事責任法の体系書の記述ではないが、

M.Boutonnet, op.cit. (supra note8), pp.89 et s.;L.Neyret, op.cit. (supra note15),
上記マルティ＝レイノーの見解も参照。
nos470 et s. このような視点については、
116

Ph.Brun, op.cit. (supra note16), no197.
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粋環境損害の台頭がつけ加えられなければならない117。
そしてブランは、集団的損害（集団的利益に対する侵害）のカバーす
る領域は、一般利益からも個別的利益からも区別されなければならない
とする。ただしブランは、一般利益は普遍性を有し個別的利益の総和に
還元されるものではないとしつつも、集団的利益と一般利益との著しい
接近、つまり集団的利益が一般利益の抽象性を借用するようになってい
ることも指摘している118。
以上のように、ブランにおいては、集団的損害は、集団の構成員各々
の利益からは独立の、個人からなる集団それ自体の利益に対する侵害を
前提とするものである。このような集団的損害の賠償は、職業組合と一
定の非営利社団に対する訴権付与という形で立法によっても承認されて
いる。そしてこの非営利社団等による集団的利益の擁護の役割は、
「大
義（grandes causes）
」を防御するために検察官の役割を補助（代替で
はない）するものと位置づけられる119。
そのうえで、ブランは、純粋環境損害の承認について、次のように分
析する。すなわち、純粋環境損害の承認は、損害は人の専有物ではない
という革新的な考え方を前提とする。しかし、その射程を誇張すること
はできない。つまり純粋環境損害は、被害者なき損害を認めることや生
態系に法主体としての資格を付与することによってではなく、伝統的に
集団訴訟において労働組合や非営利社団が請求してきたような集団的損
害に連なるものとして理解されるべきである。それゆえ、そのような利
益を擁護する団体への訴えの資格付与がなければ、環境に対する侵害か
ら生じた損害は、賠償の対象とはなりえないのである。つまりブランに
よると、純粋環境損害も、通常の集団的損害の場合と同じく、訴権に関
する資格授与によって賠償が可能とされる属人的損害要件の適用除外で

117

Ibid., no197.

118

Ibid., no198.

119

Ibid., no199. ブランによると、このような集団的損害は、集団的損害の評価

において問題を生じさせる抽象的な性格を有する。純粋環境損害の評価に関す
るフランスの判例・学説の試みについては、
拙稿・前掲注（７）222頁以下を参照。
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ある120。
②手続法の観点に関して
次に、ブランは、集団的損害に関する訴えの資格授与について、通常
の民事訴訟の場合と犯罪から生じる損害の賠償（刑事裁判所における民
事訴権の行使）とに分けて論じる。
まず、通常の民事訴訟において、民事訴訟法典31条から導かれる訴訟
当事者となりうる者は、訴えを提起する「利益」を有する者とイ . 訴え
を提起する「資格」を有する者である。資格と利益の関係は、常にはっ
きりと区別されないとしても、ある者が、自分自身のものではない利益
について、裁判上擁護する資格を認められる場合（特に集団的利益侵害
について資格を与えられたグループが主張する場合）には、利益と資格
は区別されることになる121。
この訴えを提起する資格については、自らの利益ではない利益を裁判
上擁護する資格の付与が問題となりうる。つまり、職業組合や非営利社
団等のグループに（ア）他人の個別的利益を擁護する資格あるいは（イ）
集団的利益（分割され、細分化された一般利益）の侵害を主張する資格
を付与することに関する問題である。ブランは、環境法典や消費法典に
よ っ て 認 め ら れ て い る 共 同 代 理 訴 権（action en repésentation
conjointe）を集団的利益ではなく、個別的利益の擁護に関する資格付与
としてとらえる122。したがって、集団的利益は、個別的利益の総和には
還元できない「抽象的に考察された個人からなる集団（collectivité）の
利益」に限定される123。
さらに、刑事裁判所における民事訴権行使による損害賠償の場面にお
いても、間接被害者と集団的利益の擁護のためのグループによる民事訴
権の行使について、
民事訴権の要件としての属人性が問題とされうる（刑

120

Ibid., no200.

121

Ibid., no528.

122

Ibid., no532. このことは、実体法の次元でも指摘されている（ibid., no 199）
。

123

Ibid., no533.
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事訴訟法典２条１項）124。
集団的利益の擁護のためのグループによる民事訴権について、少なく
ともそのグループが法律による訴権の付与を主張できる場合には、属人
性要件は、民事訴権の妨げとはならない。集団的利益について、損害の
属人性という要件は、今日においては、民事訴権を排除する理由として
ほとんど機能しておらず、実体は大幅に空洞化している。そして、ブラ
ンは、これを、一部の学説によって後押しされた司法政策の歩みとみ
る125。
（３）損害が賠償されるための要件に関し属人性に言及しない学説
①損害の要件として属人性を要求せず、集団的損害（利益）について訴
権ないし被害者の問題として理解する学説
セリオー、マロリー＝エイネス＝ストッフェルマンクは、（２）でみ
た学説とは異なり、損害の要件に関して属人性に言及しない。ただし、
これらの学説は、民事責任に基づく「訴え」に関する叙述の中で、原告
（損害賠償の請求主体）＝被害者の問題として、集団的損害あるいは集
団的利益を扱っている。
セリオーの見解
セリオーの債務法の体系書は、損害について独立の項目を設けていな
い126。セリオーは、損害を、被害者の訴権の問題として扱う。
セリオーによると、被害者の訴権には、ア . 個別訴権127とイ . 集団訴
権128の２類型がある。ア . は、第一次的被害者による訴えと間接被害者
による訴えとを含む（個別的損害の賠償）
。これに対し、イ . は、（ア）
グループの構成員だけの利益に対する侵害の賠償を目的とする類型（同
124

Ibid., no561.

125

Ibid., no562.

126

セリオーは、1382条が定めている不法行為責任の要件について、損害では

なく、損害を生じさせる行為という側面から検討している。A. Sériaux, Droit
des obligations, 2eéd., PUF 1998, nos102 et s.
127

Ibid., no128.

128

Ibid., no129.
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一の侵害行為から損害を被った一定の範囲の者全体が、集団で賠償を請
求する場合）129と（イ）当該グループの構成員の利益を越える利益の侵害
の賠償を目的とする類型とを含む。セリオーの体系書は、純粋環境損害
には直接言及していないが、生活環境、自然環境の保護に関する非営利
社団の訴えは、イ .（イ）に属するという130。
セリオーによると、イ .（イ）の場合には、集団訴権を行使するグルー
プが、侵害された利益を有する多数の人々にとって検察官のような役割
を果たすことになる。したがって、この場合には（少なくとも刑事の裁
判所における民事訴権行使の場面では）
、検察官との役割の競合が問題
となりうる。しかし、現実には、このような訴訟は、職業組合による職
業の利益の保護や、生活環境や自然環境の保護等、一定の場合に、立法
によって認められている131。
そして、集団訴権の原型たる職業組合の団体訴権に関して、セリオー
は、このような集団的訴えにおいて問題とされる損害においては、なお
社会性よりも個別性が大きいとしても、このような集団的訴えと、古典
的な民事責任に関する訴えとの結びつきは、非常に部分的でしかないと
する。このような訴えは、社会的なトラブルの原因者に対する公訴権―
原則的には検察官に留保されている訴権―としての性質を帯びるのであ
る。つまり、このような訴えは、合法性（légalité）を目的とするので
あり、
「準公訴」と名付けられる。このような性格は、非営利社団によ
る集団訴訟においても同様に認められる。さらに、セリオーによると、
刑事訴訟法典2-1条以下の規定は、一定の犯罪に関して、いかなる特定
の損害の証明も前提としない集団訴訟のカテゴリを定めているものであ
るという132。
ところで、損害について独自の項目を立てないセリオーは、損害が賠
償の対象となるための要件としての属人性についても、特に独立の項目
を立てて検討してはいないが、被害者に関する叙述の中に、属人的損害

129

Ibid.
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Ibid.
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Ibid.
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Ibid.
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という表現自体は存在する。
上記イ . の場合において、属人的損害とは、「誰か人が被った個別的
損害からも社会全体の秩序に対する妨害から生じる一般的損害からも区
別される〔グループの〕属人的損害」である133。グループの属人的損害
を認めていること、またそれが個別的損害から区別されるものとしてい
ることから、セリオーは、個別的損害と属人的損害は別概念ととらえて
いると考えられる。したがって、ここでは、属人性は、個別性よりも法
主体への帰属性の意味で理解されているとみられる。なお、セリオーは、
上記損害の区別は刑事裁判所でも民事裁判所でも妥当するという立場を
とっているが、主に念頭におかれているのは、刑事裁判所における民事
訴権行使の場面のようである134。刑事裁判所における民事訴権の行使や
集団的利益擁護のための訴えと検察官の役割の衝突に対する言及がみら
れることからすると、セリオーにおいては、明示的な言及はないが、損
害の属人性の根拠は、刑事訴訟法典２条１項と理解されているのではな
いかと推測される。
マロリー＝エイネス＝ストッフェルマンクの見解
マロリー＝エイネス＝ストッフェルマンクによると、損害の属人性は、
損害が賠償されるための要件ではない。彼らは、この要件については、
被告の訴えの利益の段階で審査されるとする135。その上で、民事責任に
基づく訴えの被害者が法人の場合の問題として集団的損害について論じ

133

Ibid.

134

なお、セリオーによると、①の場合の属人的損害は、間接被害者の損害と

の対比における第一次的被害者の損害（被害者が自ら被った損害）を意味する
、ここでも根拠として刑事訴訟法典の規定が挙げられている。
が（Ibid., no128.）
被害者が不法行為によって死亡し、間接被害者の損害が問題となる場合には、
侵害行為が刑法犯（殺人・過失致死）にも該当することが一般的であるからで
はないかと考えられる。
135

Ph.Malaurie, L.Aynès et Ph.Stoffel-Munck, Les obligations, 5eéd., Defrénois,

この学説は、
損害が賠償の対象となるための要件について、
2011, no241. ただし、
物的損害と精神的（無形）損害とに分けて論じており、
「直接的で、属人的か
つ確実な」
損害という要件の要否については、
物的損害に関するものとしている。
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ている136。
この見解によると、民事責任に基づく法人の訴権には、集団自体の訴
権（action d’une collectivité pour son compte）、グループ訴権（action
groupée）及び集団訴権（action collective）という三つの類型が存する。
集団自体の訴権とは、個別的な法的「人」としての法人自体に生じた損
害に関するものである。グループ訴権とは、当該法人の構成員が各々財
産上の損害を被った場合に、法人が訴えを提起する場合に関する。ただ
し、マロリー＝エイネス＝ストッフェルマンクは、グループ訴権で問題
となる構成員の個別的損害は、物的損害に限られ、精神的（無形）損害
については、集団訴権において扱われるとする。これに対し、集団訴権
とは、法人と関係のあるグループ全体の利益の擁護を目的とする訴権で
ある。集団訴権が認められるのは、典型的には、職業組合であり、職団
にも同様の訴権が認められる。したがって、それ以外の法人は、原則と
して、民事責任に基づく集団訴権を行使できない137。
しかし、実際には、多くの団体が、何らかの特殊な観点からみた一般
利益の擁護のために集団訴権を認められている。このような訴権は、多
くの場合、刑事手続における民事訴権行使という形で認められる。した
がって、しばしば、そこでは、社会全体の利益、刑事の法律が問題とさ
れることになる138。
このような特定の観点から一般利益を擁護するための非営利社団の集
団訴権には、二つの障害が存する。一つは、政治的な観点から、このよ
うな訴えが刑事における民事訴権の行使として行われることに関して生
じる問題である。つまり、その代表性が不明確であるにもかかわらず、
訴権を与えられた非営利社団は、検察官の協力者として、過度の復讐を
行うおそれがある。二つ目の障害は、技術的な問題である。「集団的利
益に対する侵害は、
（精神的（無形）損害を除き）非営利社団に対し属
人的かつ直接的損害を生じさせない」
、ということである。しかし、法
律による立法措置や判例は、非営利社団に定款の目的と一致する一般利
136

Ibid., no225.

137

Ibid., no225.
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Ibid., no226.
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益の擁護を目的とする訴えを認めているのである139。
つまり、マロリー＝エイネス＝ストッフェルマンクによると、集団訴
権によって擁護される集団的利益が、特定の観点から見た一般利益に相
当する場合があり、その場合、集団的利益の侵害は、精神的（無形）損
害を除き、訴権を行使する非営利社団に対して属人的損害を生じさせな
い140。しかし、立法や判例は、属人的損害の欠如にもかかわらず、この
ような訴えを認めている、というのである。
②損害の属人性と集団的損害の両方に言及しない学説
テレ＝シムレ＝ルケットやファーブル - マニャンは、①でみた学説と
同様に、損害の要件として属人性を要求しない。集団的利益に関する団
体の訴えについては言及がみられるが、しかし、①の学説とは異なり、
集団的損害という言葉を用いない。損害に関して属人的性格の具備を要
請しつつも、この要件を訴えの利益に関する要件としてもっぱら手続的
に理解するル・トゥルノーも、この範疇に属するとみることができるで
あろう。
テレ＝シムレ＝ルケットの見解
テレ＝シムレ＝ルケットの債務法に関する体系書は、損害の要件とし
ては属人性に言及しない141。賠償の方法に関する叙述の中で、被害者に
関して、団体の訴えと集団的利益について触れている。
当然のことながら、法人格を与えられている法人は、自らの利益を擁
護するために訴えを提起できる。しかし、職業組合や非営利社団のよう
な非営利の団体が、その団体の属人的利益ではなく、自らが代表してい
る（または、代表していると主張する）集団的利益を侵害する損害につ

139

Ibid., no226.

140

反対から見れば、マロリー＝エイネス＝ストッフェルマンクは、集団的利

益の侵害が、当該非営利社団に属人的な精神的（無形）損害を生じさせる可能
性があることを否定していない、ということでもある。
141

F.Terré, Ph.Shimler et Y.Lequette, op.cit. (supra note27), nos697 et s.
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いて賠償を求める場合には、デリケートな問題が生じる142。
まず、職業組合については、表現に技術的な問題を含む法文ではある
が、労働法典 L.2131-1条が一般的に集団的利益に関する訴権について規
定している。これに対して、非営利社団については、労働法典 L.2131-1
条にあたる立法措置がない。そのため、ある利益の擁護を自らの「存在
理由」としている非営利社団は、公的有用性を認められたとしても、当
然には、その利益を代表する者とはされない。しかしながら、労働法典
と同様の文言で、一定の非営利社団に集団的利益擁護のための訴えの権
限を認める立法が繰り返されている。さらに、立法による資格付与のな
い場合にも、集団的利益の名の下に、一般利益の擁護のための非営利社
団の集団訴権を認める強力な動きが存する143。
ここで、テレ＝シムレ＝ルケットの関心は、健訟的傾向を促進するこ
とへの懸念、集団的利益と公益ないし一般利益との関係、あるいは集団
的利益に関する訴権の行使と検察官の役割との競合に払われている。
もっとも、
「集団的利益に対する侵害の賠償144」という表現からは、集団
的利益を実体法的に理解しているようにみえる。しかし、叙述は、集団
的利益の内容ではなく、集団的利益擁護のために訴えを提起する権利な
いし権限を中心に展開されている。
ファーブル - マニャン見解
ファーブル - マニャンは、損害の要件としては、損害の属人性を要請
しない145。その上で、訴権の行使に関して、個別的利益に関する訴権と
集団的利益に関する訴権とを対置する。もっとも叙述は集団的利益に基
づく訴えに関する法律と判例の説明を中心としており、集団的利益概念
142

Ibid., no886.

143

Ibid., no886.

144

Ibid., no886.

145

M.Fabre-Magnan, Droit des obligations, 2-Responsabilité civile et quasi-

contras, 2eéd., PUF, 2010, pp.109 et s. なお、同書の賠償の対象となる損害に関
する項目には、環境損害について、細字で１頁の叙述があるが、内容は判例と
文献の紹介にとどめられており、環境損害の性質について、独自の見解は述べ
られていない。Ibid., p.151.
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自体については、
特別の言及はみられない。ただ破毀院の判例において、
非営利社団に団体の目的に合致する一般利益に基づく訴えが認められる
ようになってきており集団的利益概念の拡大がみられること、このよう
な傾向はその行き過ぎが懸念される一方で、環境のような個人的利益を
越える利益の侵害の場面には適していることを指摘している146。なお、
テレ = シムレ＝ルケットや後にみるセリオーの見解が、被害者の訴権
の問題として集団的損害について論じているのとは異なり、ファーブル
- マニャンは、被害者の問題と訴権の問題を別の箇所で扱っている。す
なわち、ファーブル - マニャンは、損害に関する項目において被害者の
類型について叙述しているけれども、被害者に関する問題としては、直
接被害者と間接被害者について取り上げるのみで、集団（法人）が被害
者である場合については触れていない147。
このように、ファーブル - マニャンにおいては、手続の次元における
訴えの利益の問題として集団的「損害」ではなく、集団的「利益」が論
じられているのである。
ル・トゥルノーの見解
ル・トゥルノーは、属人性を、損害の要件として取上げつつも、実質
的には、訴えの利益の属人的性格、すなわち訴えの受理性の要件として位
置づける。そして、この要件を、集団・グループによる訴訟に対する意味
での個別的な訴訟の要件として扱う。集団的利益擁護のための団体訴訟
は、そのような意味における属人的損害要件の適用除外と理解される148。
このような理解を前提として、ル・トゥルノーは、損害（préjudice）
は、賠償の対象となるためには、属人的性格を備えなければならず149、
そして、この要件に関しては、自然人については、間接損害の賠償が、

146

Ibid., pp.385 et s.

147

Ibid., pp.129 et s.

148

Ph.Le Tourneau, op.cit. (supra note16), nos1450 et s.

149

ル・トゥルノーは、
dommage と préjudice とを区別して用いる。彼によると、

dommage とは、被った侵害（lésion subie）であり、préjudice とは、その侵
害の結果（conséquance de la lésion）である。Ibid., no1305.
［87］

北法62（6・472）1788

人に帰属しない利益の侵害と民事責任（１）

また、法人については、法人の精神的（無形）損害と集団的利益の侵
害150が問題となるとしている。
集団的利益の侵害に関するル・トゥルノーの説明によると、団体
（groupement）は、それ自体の財産について擁護できるのみならず、
「真
に集団的な利益」の擁護を「結晶化」することができる。その場合にお
いて、法人は①その集団の構成員に属人的な損害、さらに、②集団
（collectivité）ないしそのグループが体現している社会的カテゴリの高
次の利益（intérêt supérieur）について擁護することもできる。ル・トゥ
ルノーが挙げている例によると、①は、拡張が予定されている空港の周
辺住民を非営利社団が擁護するような場合であり、②については、全国
的な消費者の非営利社団が、フランスの市場に危険な製品が流入するこ
とに対処するような場合を想定することができる151。
このような集団的利益の擁護について、ル・トゥルノーは、上述のよ
うに属人的利益の要請の適用除外が認められる場合であると理解する。
この適用除外が認められる範囲は、訴えの主体が職業組合であるか非営
利社団であるかによって異なるが、それは、集団的利益の侵害の場合の
法律による訴権の付与が一般的（職業組合）か、そうでない（非営利社
団）かによる152。
このように、ル・トゥルノーは、属人性を損害の要件として挙げつつも、
実質的には、この要件を訴えの利益に関するものとして手続的に理解し
ている153。
なお、ル・トゥルノーは、特に、純粋環境損害に関して、「侵害され
150

これに対し、法人の属人的利益は、集団的利益の範囲に含まれない。会社

や非営利社団、
組合あるいはその他の法人格を有する集団は、
自然人と同様に、
法的人格に対する財産的・非財産的侵害に対して訴えの属人的利益を有する。
このような法人の属人的利益を集団的利益と呼ぶことは、ル・トゥルノーによ
ると誤りであるとされる。
151

Ibid., nos1470.

152

Ibid., nos1471 et s.

153

このような考え方は、かつてル・トゥルノーの体系書の共著者であったカ

ディエの見解と共通している。カディエの見解は、民事訴訟法の学説として後
に検討する。
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た利益が集団的かつ客観的である場合には、訴えの属人的利益の要請に
ついて困難〔が生じる〕
。すなわち、自然は、訴えを提起する属人的利
益を有する法主体ではないのである。ただし、その賠償について訴えを
提起する任務が、特別の法人（
〔自然〕保存機関、財団、非営利社団）
に与えられる場合は別である。しかしながら、フランスの実定法は、次
第に広くこれを認めている」
と述べている154。つまり、ル・トゥルノーは、
純粋環境損害の賠償についても、損害の属人性、つまり訴えの属人的利
益の要請の適用除外として、一定の法主体への法律による訴権の付与に
よって、
訴えが認められる場合があると理解しているのである。ただし、
上記引用部分冒頭の「侵害された利益が集団的かつ客観的」という部分
における「利益」という表現は、侵害の対象となった利益のことである
から、損害とは侵害された利益である、という場合の利益、つまり実体
法上の意味における利益に相当するように思われる。
第１節のまとめ
フランス民事責任法の学説は、以上においてみたように、集団的利益
の擁護に関する判例・立法をうけて集団的損害と損害の属人性に関する
議論を発展させてきた。ここでは、本節の本来の目的である現代のフラ
ンス民事責任法における集団的損害と損害の属人性の関係に焦点をし
ぼって、本節の内容を簡単にまとめることにする。
１

損害の属人性の意義について
フランスの民事責任法の学説における損害の属人性の定義は、あまり

明確ではない155。しかし、以上の分析からは、フランスの民事責任法の
学説の理解において、損害の要件としての属人性には、次のような意味
が含意されていると考えられる。まず、損害の属人性に関して間接被害
者の損害が扱われている以上、ア .「被害者自身の」という意義がある
ことは明らかである。また、集団的損害との関係でいえば、「集団的」
に対置されるイ .「個別的」の意義を有することになる。もっとも、集
154

Ibid., no8632.

155

V.J. Flour, J.-L.Aubert et É.Savaux, op.cit. (supra note16), no136, p.162, n.1.
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団構成員の個別的損害について、集団が、本人に代わって賠償請求する
場面における集団的損害との関係では、
損害の属人性は、
「個別的」と「被
害者自身の」との両者を含意するとみるべきであろう。さらに、ヴィネ
イ＝ジュルダン（ボレ）の、
「民事責任法は、人に対する影響を通じて
しか、現在のところ、有害な現象を把握していない156」というという表
現からは、属人性がウ .「人＝法主体への帰属」という意味をもつこと
が示されている。以上のように、本節の検討からは、損害の「属人性」
には、少なくとも上記３つの意味があることが認められる157。これらの
中で、ウ . の意味は、純粋環境損害のような特定の法主体に対する帰属
を観念しがたい利益に対する侵害の場面において特に重要である。
さらに、損害の属人性は、学説によって、実体法的に、あるいは手続
法的に、さらには実体法と手続法の二つの側面から理解されていること
が確認された。有力な立場とみられるのは、純粋環境損害の登場以前の
学説を含めて、損害の属人性を手続的に理解する見解である。確かに、
法人自体に帰属する損害について、その法人が賠償請求する場合や、団
体を構成するメンバーに個別的に帰属する利益について団体が賠償請求
する場合には、損害の実体法上の帰属主体が存在するため、損害の属人
性をもっぱら手続的に解することも可能であるように思われる。
しかし、純粋環境損害のように損害の本来的な帰属主体が観念できな
い場合には、手続的側面から訴権の担い手について考慮するだけではな
く、そのような損害が民事責任法上賠償の対象となる損害といえるのか
どうか、実体法の側面からの検討が必要になると考えられる。このこと
は、いくつかの現代の民事責任法の学説が、主に純粋環境損害の賠償の
場面を想定して、損害の属人性を実体法上の損害の要件としても検討し
ていることによって裏付けられているといえよう。たとえば、上で引用
した、ヴィネイ＝ジュルダン（ボレ）における損害の属人性に関する理

156

G.Viney et P.Jourdain, op.cit. (supra note8), no288.

157

属人的損害は、
「法的な意味における人が被った損害」と「賠償を請求する

者自身が被った損害」の二つの意味を有するとする見解として、訴訟法の観
点から純粋環境損害の検討を行う論文であるが、v. N.Coudoing, op.cit. (supra
note16), p169.
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解、つまり現在の民事責任法は、人に対する影響を通じてのみ有害な現
象を把握しているという定義は、純粋環境損害との関係で述べられたも
のである158。また、かつては、損害の要件として属人性を要請していな
かったフルール＝オベール＝サヴォーが、最近になって、損害の要件と
して属人性に言及するようになり、かつそこで純粋環境損害について触
れていることやブランが損害の属人性の実体法的側面に関して、純粋環
境損害の台頭に言及していることもそのことを伺わせる。さらに、損害
の属人性をもっぱら手続的に理解し、訴えの利益の属人性に関して集団
的損害の問題を扱うル・トゥルノーの叙述においても、純粋環境損害の
属人性に関しては、
「侵害された利益」
の集団性に対する言及がみられる。
損害の属人性が要求される根拠についても、学説の理解は概して明確
ではない。実体法上、つまり民事責任の要件としての損害の属人性の根
拠として、
刑事訴訟法典２条１項を挙げる見解（カルボニエ）もあるが、
根拠を特に示さないことが一般的である
（ヴィネイ＝ジュルダン（ボレ）、
ブラン、フルール = オベール＝サヴォー）
。しかし、おそらく、これら
の見解においては、損害の属人性の要請は、民法典1382条の「損害」の
解釈の問題として理解されていると推察される。そして、その直接的な
根拠は、民事責任の成立について属人的損害の存在を要求する判例（後
述、本章第３節）であろう。
損害の属人性を被害者（原告）の訴権に関わる手続的要請とらえる立
場においては、
次節でみる民事訴訟法の学説と同様に、損害の属人性は、
（新）民事訴訟法典31条に関する要件として理解されていると考えられ
る。同条は、訴権の受理性の要件として訴えの利益ないし資格の存在を
必要としているが、この訴えの利益に関して、民事訴訟法の学説は属人
159
的性格の具備を要求しているからである 。ただし、集団的利益の擁護

に関する法律の規定は、刑事裁判所における民事訴権の付与という形式
をとることが一般的であるため160、属人性要件の根拠を刑事訴訟法典２
条１項と考えている見解もあるのではないかと思われる。なお、ブラン
158

G.Viney et P.Jourdain, op.cit. (supra note8), no288, n.2.

159

民事訴訟法典31条については、次節において検討する。

160

環境法典 L.142-2条、消費法典 L.421-1条、刑事訴訟法典2-1条以下等。
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は、民事訴訟では民事訴訟法典31条、刑事における民事訴権行使の場面
では刑事訴訟法典２条１項が、手続的次元における属人性の要請の根拠
であるとはっきりと述べている。
２

集団的損害の意義について
定義の曖昧さと多重性は、損害の属人性だけではなく、集団的損害に

ついても同様に認められる。まず、損害の属人性の要請の位置づけとも
関わることであるが、損害の属人性を実体法的にとらえるか、手続的に
とらえるかによって、集団的損害（集団的利益）の法的性格も、実体法
的あるは手続法的に理解されることになる。
また、学説が集団的損害とよぶ損害には、多様な類型が含まれている
ことが確認された。集団自体の損害、
集団の構成員の個別的利益の総和、
特定の集団が損害を被った個人に代わって損害賠償を請求する場合のそ
の損害、集団構成員の個別的損害の総和には還元できない抽象的な「集
団」
の損害などである。ただし、
学説の中には集団自体の損害については、
集団的損害ではなく、
集団の属人的損害であると指摘するものも存する。
それらの集団的損害について、そこで問題とされている「集団」の性
格という観点からみると、集団訴訟の担い手としての集団については、
現代の学説においても、
前にみた比較的古い学説と同様に、一般的には、
法人格を有する団体（法人）であると理解されている。しかし、侵害さ
れた利益＝損害の帰属主体としての集団についてみると、かつての学説
では、一定のカテゴリに属する人全体として抽象的な集団を中心に集団
的損害を理解する傾向が比較的強かったのに対し、現代の学説において
は、団体たる集団の具体的な構成員の一部ないし全員あるいは構成員以
外の個人に生じた個別的損害についても、請求主体が集団である場合に
は集団的損害として扱うのが一般的である。したがって、現代の学説に
おいては、侵害された利益＝損害の帰属主体に関して、複数の「集団」
概念が併存しているということができよう。
３

損害の属人的性格と集団的損害の関係について
損害の属人性という要請と集団的損害の関係について、学説は、集団

的損害は集団に属人的に帰属する損害であるとして、属人的損害の要請
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に反しないとするもの（カルボニエ）と集団的損害の賠償を属人的損害
の要請の適用除外とみるもの（たとえば、ブラン、ル・トゥルノー）と
に分かれる。集団的損害の賠償を損害の属人性という要件の緩和とみる
見解（たとえば、フルール＝オベール＝サヴォー）もあるが、これは、
後者に属するとみられる。しかし、両者の関係について、明言しない学
説も多く、フランスの民事責任法において、どちらが支配的見解である
かについては、にわかには判断しがたい。
第２節

民事訴訟法の学説

民事訴訟法の学説は、訴えの受理性の要件を定めている（新）民事訴
訟法典31条の規定に関して、訴えの利益の属人性の存否を問題とする。
そして、この要件については、集団的利益に関する訴えが具体的な検討
の対象の１つとされている（１）
。民事訴訟法の学説には、訴えの属人
的利益と集団的利益の関係について、集団的利益に基づく訴えは、訴え
の属人的性格を欠くので、原則として受理性を有しないが、法律による
訴えの「資格」授与によって、
訴権の行使が認められる、とする立場（訴
えの資格構成）
（２）と個別的利益に加え、集団的利益によっても、訴
えの属人的利益の存在という要件が満たされる、と考える立場（訴えの
利益構成）とがある（３）
。以下では、現代の民事訴訟法の代表的な体系
書の中から、前者について、カディエ＝ジュランの見解を、後者につい
ては、クーシェ＝ラガルドの主張を取上げてみていくことにしよう161。
１

訴えの受理性の要件―訴えの利益の属人的性格
民事訴訟法の学説は、訴えを提起する権利（droit d’agir）と、実体法

上のないし基礎となる権利（droit substantiel ou fondamental）、すなわ
ち請求・防御とは区別されなければならないとしている162。つまり、訴

161

民事訴訟法における学説の発展の経緯、特に訴えの利益と資格による訴権

の構成については、荻村・前掲注（40）836頁以下が詳細な検討を行っている。
162

その理由としては、たとえば、訴えを提起する権利は、実体法上の権利が

存在しない場合にも存在しうることが挙げられる（ある請求が、手続法上は
受理性を有するけれども実体法上は正当性を有しない場合）
。また、実際に訴
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えが裁判所に受理されるためには、実体法上の請求の正当性とは別に、
訴えの受理性の要件が充足されなければならない。そして、訴えの受理
性が認められるための要件については、
（新）民事訴訟法典31条が、「訴
えの利益」または「資格」の存在を要求している。
（新）民事訴訟法典31条163
「訴権は、法律が、申立てを行いもしくは〔それについて〕争うため、
または特定の利益を擁護するために資格を与えられた者のみに訴えを提
起する権利を付与している場合を除き、申立ての成功又は排斥に対して
正統な利益を有するすべての者に開かれている。」
以下でみるように、この（新）民事訴訟法典31条の解釈に関して、民
事訴訟法の学説は、訴えが受理性を認められるための要件として、訴え
の利益が属人的性格を備えていることを要求している。そしてこの要件
については、職業組合や各種非営利社団による集団的利益に関する訴え
が、
この訴えの属人的利益という要件を充足するかどうかが問題となる。
２

集団的利益に関する訴えの「資格」構成

カディエ＝ジュランの見解
「訴えが、原告に
カディエ＝ジュラン164によると、訴えの利益とは、

訟を提起するかどうかは任意であるから、手続き上の行為（請求や防御）が
行われない場合にも訴えを提起する権利は存在する（G.Couchez et X.Lagarde,
。もっとも、民事訴訟法の学説にお
Procédure civile, 16eéd., Sirey, 2011, no149）
いても、損害（利益に対する侵害）と訴えの利益の関係とが密接に関連し、
実体法と手続法の「真の混同」にまで達しているとの指摘が存する（Soraya
Amrani-Mekki, «Le droit processuel de la responsabilité civile», in Études
offetes à Geneviéve Viney, LGDJ, 2008, p.15.）
。さらに、
「民事責任においては、
訴えの利益は、
損害の中に存する」という学説もある（N.Coudoing, op.cit. (supra
note15), p. 177, v. aussi, p.169.）
。V.aussi, L.Boré, op.cit. (supra note), no26.
163

新民事訴訟法典31条（旧法）と民事訴訟法典31条（現行法）は、文言が同

一である。
164

V.S. Guinchard et F.Ferrand, Procédure civile, Droit interne et droit
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もたらしうる利得（profit）
、効用（utilité）または利点（avantage）」で
ある165。訴えが、受理性を有するためには、訴えの利益が存在するだけ
ではなく166、訴えを提起する利益が、正統性と属人性という性格を備え
ていなければならない167。
そして、この見解によると、訴えの利益が属人的であるというのは、
自然人と法人の各々について、以下のような意義を有する。まず、①自
然人に関して、属人的利益の要請とは、
「人は、法に対する違反がその
固有の利益においてその者を侵害し、かつ、訴えの結果が、その者に、
属人的に利益をもたらすであろう範囲内においてしか、裁判上訴えを提
起することができない」
、ということである。このことは、人（自然人）
は、検察官が擁護するとされている一般利益や、他人の利益については
訴えを提起できない、ということを意味する168。
これに対し、②法人の場合、人の団体（groupement）は、ア . その「固
有の利益」について、
イ . その団体の「構成員の属人的利益」について（そ
れらの利益の総和は、集団的利益を構成する）あるいはウ .「その団体
が代表しようとするカテゴリの上位の利益（l’intérêt supérieur）」につ
いて、訴えの属人的利益をもちうるかどうかが問題となる。カディエ＝
ジュランによると、この問題について、属人的利益の要請から導かれる
帰結は、「人の団体は、それが訴えの成功について固有の利益を有する
場合しか、
訴えを提起することができない」
、
ということである。つまり、
法人に訴えの利益が認められるのは、上記ア . の場合に限られることに
なる。もっとも、カディエ＝ジュランによると、訴えの利益が存しない
場合であっても、法律によって付与された、訴えを提起する「資格」に

communautaire, 28eéd., Dalloz, 2006, nos139 et s., notamment, no155 et no156;
N.Coudoing, op.cit. (supra note16), pp.174 et s.
165

L.Cadiet et E.Jeuland, op.cit. (supra note31), no352.

166

Ibid., nos353 et s.

167

Ibid., nos357 et s.

168

Ibid., no361. なお、この見解によると、この自然人に関する訴えの属人的利

益に関しては、フランス法へのクラスアクションの導入の可否が問題となりう
る。
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基づき、
訴えを提起することができる場合が存する169。したがって、上記、
イ . とウ . の場合については、訴えの資格という観点から訴えの可否に
ついて検討されることになる170。
カディエ＝ジュランによると、訴えの資格とは、
「訴えを提起する権
利を与える法的資格、すなわち、裁判官に、申立ての正当性（bien-fondé
d’une prétention）を審査することを願い出る権利」である171。このよう
な訴えの資格が問題となる場面は、原告の属人的利益を目的とする場
合172と、原告の属人的利益を目的としない場合の二つに大別され、後者
にはさらに、一般利益の擁護を目的とする場合、集団的利益の擁護を目
的とする場合、他人の利益の擁護を目的とする場合に区分される。集団
的利益の擁護に関する訴えの資格は、職業組合には一般的に、非営利社
団には法律による特別の資格付与に基づき限定的に認められる。例外的
に自然人が集団的利益について訴えを提起できる場合も存する173。
ここでさらに、民事責任の現代的変容に関するカディエの論稿の叙述
も参照しておこう174。そこでは、損害の属人性との関係における現代に
おける損害概念の変容の一つの例として、純粋環境損害に言及されてい
るからである。
カディエによると、損害の要件は、主観的要件としての正統性、属人
性と客観的要件としての直接性・確実性である。ただし、カディエは、
主観的要件は、損害の属性というよりも、訴えを提起する権利の要件で
あると位置づけている。損害の属人性に関していうならば、伝統的に、
損害の属人性という要請によって、賠償を請求する権利は、損害を生じ
させる所為によって侵害された人だけに割当てられ、つまり、訴えを提
起する属人的な利益が必要とされてきたのである。
こ の 論 文 に お い て カ デ ィ エ は、 損 害（ 法 的 次 元 に お け る 損 害：
169

Ibid., no362.

170

Ibid., nos376 et s.

171

Ibid., no363. ただし、資格という要件は、利益、能力、権限等とはっきり区

別しがたい場合があり、また定義の仕方が学説によって異なるという。
172

Ibid., nos364 et s.

173

Ibid., nos367 et s.

174

L.Cadiet, op.cit. (supra note16), pp.41 et s.

北法62（6・463）1779

［96］

論

説

préjudice）の属人性に関する現代的変容は、ア . 間接被害者が被った損
害の賠償と、イ . 人の集団が、その集団に属人的とはいえない侵害に対
する賠償の訴えを提起する可能性について生じていると指摘している。
ただし、以下では、本稿の主題から、後者のみを取り上げる。
カディエによると、イ . 集団によるその集団に属人的とはいえない侵
害に対する賠償の訴えは、さらに（ア）他人の個別的利益に対してもた
らされた侵害の賠償に関する場合と（イ）一般利益と同視されず、集団
に固有の利益にもその集団の構成員全体に共通の利益にも還元されな
い、集団的利益の擁護のために行使される訴権に関する場合に分けて考
えなければならない175。
ここで、より根源的な性質を有するのは、
（イ）の場合における属人
的損害の要請の適用除外である。このような集団的利益の擁護に関する
訴訟は、特に非営利社団について著しい発展を遂げており、刑事裁判所
でも民事裁判所でも広く承認されてきていることが認められる。しかし
ながら、上で分析したカディエ＝ジュランの体系書においても指摘して
いたように、カディエは、このような訴権は、原則として、特別な資格
付与を必要とするものである、という176。
カディエによると、このような集団的利益の擁護を目的とする訴訟で
は、損害は団体化され、そしてこの団体化によって、損害は抽象化され
ることになる。そして、環境保護団体（非営利社団）の訴訟を通じて純
粋環境損害が出現してきたことは、
「人に対する影響を超えて、有害な
現象について配慮するという、民事責任法の使命」を例証するものであ
るという。つまり、純粋環境損害は、
「人またはその財に対する侵害の
結果からは独立にそれ自体として賠償に親しむ」のである177。そして、
カディエは、このことに、
「単なる手続上の意味を超えた、損害の属人
性という要請の衰退の団体的ないし団体とのかかわりにおける意味」を
見いだしている178。

175

Ibid., p.42.

176

Ibid., pp.42 et s.

177

Ibid., p.43.

178

Ibid.
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３

集団的利益に関する訴えの「利益」構成

クーシェ＝ラガルドの見解
クーシェ＝ラガルドにおいても、
訴えを提起する権利の一般的要件は、
訴えの利益または資格の存在である。前者の訴えの権利の要件としての
「利益」
に関しては、
伝統的に正統性、
既に発生しかつ現存していること、
属人的かつ直接的性格が要請される。当事者が集団であっても、グルー
プ、法人が、その所有する財産を侵害されたような場合、属人的かつ直
接的利益の証明は容易である。これに対し、一般利益、集団的利益の擁
護を使命とするグループが、当該利益の侵害について訴えを提起しよう
とする場合には、属人的かつ直接的利益が問題となる。つまり、この場
合に属人的かつ直接的利益を正当化し、訴えを提起する権利をグループ
に対し認めることができるかが問われることになる179。
これについては、グループが職業組合である場合と非営利社団である
場合に分けて検討する必要がある。まず、①職業組合について、その組
合が代表する職業の集団的利益に直接的または間接的に損害を及ぼす行
為について訴えを提起することについて、判例・立法は、非常に寛容な
態度をとっている。ただし判例によると、職業組合によって主張される
利益は、検察官によって擁護される一般利益とも、組合の構成員の個別
的利益からも区別される集団的利益でなければならない180。
これに対し、②非営利社団については、個別的な立法による訴権付与
があり、その数も増加しているが、一般的に訴権を付与する法文は存在
しない。立法上の手当てがない場合、判例は非営利社団による訴えをし
ばしば排斥している。これは、
「非営利社団によって主張された〈集団
的利益を性格づけることに存する困難さ〉
」の帰結である。非営利社団
の目的は、しばしば非常に外延が不明確で、終局的には一般利益とつな
がってしまう。しかし、この場合にも、集団による訴訟181において考慮

179

G.Couchez et X.Lagarde, op.cit. (supra note162), no154.

180

Ibid., no155.

181

アメリカのクラスアクションをモデルとした、大量損害（préjudice de

masse）に関する訴訟は、グループ訴権（action de groupe）の問題として区
。
別される（ibid., no155bis.）
北法62（6・461）1777

［98］

論

説

されるのは集団的利益のみであって、これはグループの構成員の個別的
利益と一般利益から区別されなければならない182。
集団的利益に関する訴えが受理性を有するかどうかについて、クー
シェ＝ラガルドが、資格ではなく利益の問題として論じるのは、訴えの
「資格」の定義のあいまいさを理由としている。クーシェ＝ラガルドに
よると、訴えの資格とは、
「
『法的な名義（titre juridique）』であって、
ある者に、そのサンクションを請求する権利を裁判上援用することを認
める」ものであるが、これは、曖昧で、権限（pouvoir）などの他の観
念と同視される傾向がある。また、大多数の場合には、資格と利益は分
離しがたいという183。
訴えの資格という問題が顕在するのは、団体とりわけ非営利社団によ
る訴えについて属人的で直接的な訴えの利益の充足が問われる場合であ
る。しかし、訴えの資格は、訴えの利益と密接に結びついており、一定
の性格を備えた訴えの利益の存在が正当化されれば、資格の存在を認め
るのに十分なのである。したがって、集団訴権についても、属人的で直
接的な訴えの利益の存否について考慮すれば足りるのであって、利益と
は別に資格の問題を論じる必要は認められないのである184。
第２節のまとめ
民事訴訟法の学説は、
（新）民事訴訟法典31条に関して、訴訟の受理
性の要件として訴えの利益の存在を要求しており、この訴えの利益は、
属人的性格という要請を満たすものでなければならないとされる。これ
については、訴えの利益と実体法における損害（利益に対する侵害）と
182

Ibid., no155.

183

Ibid., no156.

184

Ibid., no157. なお、クーシェ＝ラガルドによると、訴えの資格によってしか

説明できないのは、次のような場合である。一つは、離婚あるいは相対無効を
理由とする法律行為の取消のように、法律が、訴えを提起することができる者
を、訴えの利益を有する者の中の一定の者に限定している場合である。もう一
つは、法律によって、ある者が、他人の権利・訴権を、自らの資格において行
使することが認められている場合である。たとえば、債権者代位訴権を行使す
る債権者がこれにあたる。
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の間に混同がみられるという指摘もみられるが185、いずれにせよ、民事
訴訟法の学説は、民事責任法に基づく損害賠償の訴えに関し、実体法上
賠償の対象となる損害が存在するか否か、つまり実体法上請求の正当性
が認められるか否かとは別に、手続法上、訴えの要件として、訴えの属
人的利益を問題としている。
民事訴訟法の学説によると、集団的利益が問題となる訴訟類型におい
ては、手続法の次元において、訴えの受理性に関して訴えの属人的利益
の充足可能性が問われる。そして、
この要件の充足が認められなければ、
原則として、請求が正当性を有するか否かの判断の前に、手続上の要件
が具備されていないことを理由として、訴えは排斥される。この原則の
例外は、法律が、一定の者に対し、その者が訴えの属人的利益を有さな
い事項について、
訴えを提起する資格を授与している場合に認められる。
しかしながら、非営利社団による集団訴訟については、属人的利益の
要件を満たさない、つまり訴えの利益の存在が認められないが、法律に
よる訴えの資格授与があれば、訴えが受理性を備えると考える立場と、
集団的な訴えの利益の存在によっても属人性の要件を充足できるという
立場に分かれる186。つまり、民事訴訟法の学説においても、集団的利益
が問題となる場面が、訴えの属人的利益という要請の適用除外にあたる
のか、集団的な訴えの利益によっても属人性という要件が満たされるの
かについては、見解が分かれている。
［付記］
本稿は、平成23年度学術研究助成基金助成金（若手研究（B）
：課題
番号23730079）の助成を受けた研究成果の一部である。

185

前掲・注（162）
。

186

集団的利益のための訴えの受理性に関する利益構成と資格構成については、

荻村・前掲注（40）836頁以下を参照。
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第１節
１

司法解釈による法形成の仕組
規範レベルからみる司法解釈の形成過程

司法解釈の法的根拠

前述の通り、最高人民法院と最高人民検察院に司法解釈を制定する権
限を付与した法的根拠は1981年解釈決議２条である。また、1979年の人
民法院組織法33条も「最高人民法院は裁判過程における法律と法令の具
体的な適用に関する問題に対して、解釈を行う」と規定していて、1983
年と2006年の二回の法改正を経ても、この条文はなお維持されている
（2006年の法院組織法では32条となっている）
。それに対して、人民検察
院組織法には同様の規定が置かれていない。まとめると、最高法院が司
法解釈を制定する法的根拠は1981年解釈決議２条と法院組織法32条であ
り、最高検察院が司法解釈を制定する法的根拠は「決議」２条だけであ
る。
ところが、一部の学者が立法法（2000年３月15日採択、同７月１日施
行）の規定を根拠に、
「決議」がもはや効力を失ったと主張している。
立法法の42条から47条は法律解釈に関する規定であり、42条１項の規定
によると「法律解釈権は全国人民代表大会常務委員会に属する」
。その
反対解釈として、
最高法院と最高検察院には法律解釈権がないと解され、
それに反する「決議」は旧法として、当然効力を失うとされる1。そうす
ると、立法法の施行後に出された司法解釈は全部違法解釈になる。
しかし、このような理解は通説として受け入れられているわけではな
1

王菁「対司法解釈立法化的思考」法制与社会2008年26期８頁、鄭顕華＝肖徳

芳＝李照彬「防控中国司法解釈権拡大化的立法建議」宜賓学院学報2006年２期
55頁参照。
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い2。まず、最高法院の司法解釈を制定する権限に関しては、法院組織法
の32条がある限り、
「決議」の効力の有無に影響されない3。また、両最
高司法機関が司法解釈を制定し続けていることは、
「決議」が効力を持っ
ている証拠だと一般的に理解されている4。そして、2005年12月に全人大
常務委員会が「司法解釈報告・登録・審査業務手続」［司法解釈備案審
査工作程序］5を制定し、最高法院と最高検察院が制定する司法解釈の全
人大常務委員会への報告・登録や、内容の審査などに関する具体的な手
続を規定した。それは、全人大常務委員会が両最高司法機関の司法解釈
を制定する権限を再確認した証拠だと言えよう。
また、立法法42条２項の規定によると、全人大常務委員会が法律を解
釈するのは以下の二つの場合に限られる。つまり、
「法律の規定がさら
にその具体的な意味を明らかにする必要がある場合」
、および「法律の
制定後に新たな状況が発生し、法律の適用の根拠を明らかにする必要が
ある場合」である。これは「決議」１条における「条文の限界を明らか

2

紀誠『最高人民法院司法解釈・一個初歩的考察』
（中国政法律大学出版社、

2007年）78 ～ 81頁参照。全人大法制工作委員会のメンバーである張春生は立
法法における「法律解釈」は「立法解釈」であり、法院による法律の適用問題
に関する解釈ではないと解説している。張春生『中華人民共和国立法法釈義』
（法律出版社、2000年）139 ～ 140頁参照。
3

李暁霞「論最高人民法院司法解釈的合法性」河北工程大学学報（社会科学版）

2008年３期42頁参照。
4

柳硯涛＝王秀慧「関於司法解釈界限的理性思考」中共長春市委党校学報2006

年２期70頁、汪全勝「司法解釈正当性的困境及出路」国家検察官学院学報2009
年３期91頁参照。
5

筆者未見、報道によると、当該手続規定は「最高法院・最高検察院が制定し

た司法解釈は、公布から30日以内に全人大常務委員会に報告・登録しなければ
ならない。国務院などの国家機関や社会団体、企業・事業組織および一般市民
は司法解釈が憲法や法律に抵触すると思う場合、書面にて全人大常務委員会に
審査の要求または審査の建議を提出することができる」と規定している。ま
た、司法解釈の報告・登録や審査業務の分担、受動審査と自主審査、憲法や法
律に抵触する司法解釈の改正などの手続に関する具体的な規定もある。http://
news.xinhuanet.com/legal/2005-12/19/content_3941558.htm「最高立法機関建
立健全法規和司法解釈備案審査制度」
（最終訪問日2011年11月30日）参照。
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にすること」と「補充的な規則を設けること」にそれぞれ対応している
とも理解できるため、立法法の規定はただ「決議」１条の規定を再確認
「決議」の規定はなお
したにすぎないと主張する学者もいる6。つまり、
有効であり、最高法院も最高検察院もそれを根拠に司法解釈を制定でき
るわけである。
２

司法解釈に関する内部規定

司法解釈の制定根拠は以上の法律であるが、これらの法律は司法解釈
の効力や制定手続について、詳しく規定しているわけではない。それら
を規定しているのは最高法院と最高検察院の司法文書である。
最高検察院は1996年12月に「最高人民検察院司法解釈業務暫定規定」
（高検発研字［1996］７号）を制定し、
司法解釈の効力や形式、制定手続、
改正・廃止などについて、
詳しく規定した。最高法院も1997年６月に「最
高人民法院司法解釈業務に関する若干規定」
（法発［1997］15号）を制
定し、似たような規定を置いた。その後、最高検察院と最高法院はそれ
ぞれ2006年５月と2007年３月に、
「最高人民検察院司法解釈業務規定」
と「最高人民法院司法解釈業務に関する規定」を公布し、旧規定に取っ
て代って、より詳細に司法解釈の効力と制定手続を規定した。最高検察
院と最高法院の規定はよく似ているため、以下は最高検察院の規定に触
れつつ、最高法院の規定を中心に検討を行う。
表3.1は1997年の「最高人民法院司法解釈業務に関する若干規定」と
2007年の「最高人民法院司法解釈業務に関する規定」の内容を簡潔にま
とめたものである。
①司法解釈の効力に関する規定を見てみよう。最高法院の両規定とも
司法解釈の効力は「法律効力」であると規定している。最高検察院1996
年規定の２条と2006年規定の５条も同じく「法律効力」だと規定してい
る。しかし、
「法律効力」の中身は必ずしも自明なものではなく、むし
7

ろ議論の対象となっている 。
6

斉霞「司法解釈引発的法学思考」長春大学学報2006年４期89頁参照。

7

そもそも最高法院には自分で司法解釈の効力を決める権限がないと批判する

学者もいる。司法解釈を裁判規範としつつも、その効力が「法律効力」だと宣
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司法解釈に関する最高法院の規定

司法解釈業務に関する若干規定
効力

説

法律効力（４条）

司法解釈業務に関する規定
法律効力（５条）

判決書における 裁判の根拠とする場合に引用可 裁判の根拠とする場合に引用可
引用の可否
（14条１項）
（27条１項）
形式

解釈、規定、批復（９条１項） 解釈、規定、批復、決定（６条
１項）

発案主体

①最高法院各裁判業務廷・室（５ ①最高法院裁判委員会
条１項）
②最高法院各裁判業務部門
（５条２項） ③各高級法院・軍事法院
②最高法院裁判委員会
④全人大・全国政治協商会議代表
⑤国家機関、社会団体・その他
の組織、一般市民
⑥最高法院が認めるその他の場合
（10条１項）

作成担当部署

最高法院各裁判業務廷・室
（６条） 最高法院研究室（８条）／実際
の起草作業は最高法院各裁判業
務部門が担当（16条１項）

審議・採択機関

最高法院裁判委員会（３条）

公表手段

人民法院報（11条）

報告・登録義務

規定なし

改正・廃止

最高法院各裁判業務廷・室に 最高法院裁判委員会によって決
よって発案（13条）、同裁判委 定、手続は制定手続に関する規
員会によって決定（16条）
定を参照（30条）

最高法院裁判委員会（４条）
最高人民法院公報／人民法院報
（25条２項）
公布の30日以内に全人大常務委
員会に報告・登録［備案］しな
ければならない（26条１項）

1997年規定が制定される前に、司法解釈の効力については、最高法院
研究室が編集した『司法解釈全集』の代序において、以下のような記述
がある。「司法解釈は普遍的な司法効力を有する。つまり、司法解釈が
言するのは立法権に対する侵害だと主張する。趙鋼「我国司法解釈規則的新
発展及其再完善――『07規定』与『97規定』的比較分析」現代法学2008年４期
184頁参照、張三保「最高人民法院司法解釈的法律効力問題――論法発［2007］
12号第五条的合法性」信陽農業高等専科学校学報2007年３期37 ～ 38頁も同旨。
また、珍しい例ではあるが、司法解釈は何ら拘束力もなく、参考価値しかない
と主張する論者もいる。王軍「質疑司法解釈的権威」湖州師範学院学報2006年
６期93頁以下参照。
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一旦制定・公布されると、法律に次ぐ効力を有し、各級国家司法機関は
事件の審理においてそれを遵守・執行しなければならない」、と8。また、
2007年規定に関する最高法院研究室の裁判官による評釈にも、「司法解
釈が公表され発効すると、最高人民法院を含む各級司法機関はそれを遵
守しなければならない」と書かれている9。それらを見る限り、司法解釈
は裁判規範であり、
その効力は
「各級国家司法機関」
に及ぶとされている。
一方、司法解釈を裁判規範としながらも、
「法院体系に対して直接的
な拘束力を有する」と、その効力は各級法院に限定されると主張する論
者もいる10。そうすると、最高法院の司法解釈は各級法院を、最高検察
院の司法解釈は各級検察院を拘束することになるが、同じ問題に関して、
両最高司法機関がそれぞれ異なる司法解釈を出すこともある。その場合、
最高法院の司法解釈が優先的に適用されると言われている。つまり、
「…
司法実践において、最高人民法院の司法解釈の効力は明らかに最高人民
検察院の司法解釈より高い。基層人民法院は事案の審理過程において、
最高人民法院の司法解釈だけを依拠する。最高人民検察院による司法解
釈は、一般的に立案だけに関連し、罪の認定と量刑に係わらないため、
往々にして適用されない」
、と11。最高検察院もそれを認識していると思
われる。第２節で改めて検討するが、両最高司法機関の司法解釈が相互
に抵触する場合、全人大常務委員会に対して、立法解釈の制定を申請す
るのはいつも最高検察院である。
以上をまとめると、最高法院の司法解釈は裁判規範であり、裁判にお

8

周道鸞「新中国司法解釈工作的回顧与完善司法解釈工作的思考（代序）
」最

高人民法院研究室編『中華人民共和国最高人民法院司法解釈全集』
（人民法院
出版社、1994年）代序１頁。
9

呉兆祥「
『関於司法解釈工作的規定』的理解与適用」人民司法・応用2007年

５期29頁。
10

謝宝紅「走向正義――中国司法解釈的実践路径」最高人民法院編『人民法

院改革開放三十年論文集』
（人民法院出版社、2008年）502頁。
11

陳濤「司法解釈在司法実践中存在的問題及対策」安徽科技学院学報2006年５

期87頁。林維「刑事司法解釈主体二元化研究」国家検察官学院学報2006年４期
91頁、馬進保＝朱婧「司法解釈所面臨的挑戦与機制重構――以『刑事訴訟法』
的修改為平台」政治与法律2008年３期115 ～ 116頁も同旨。
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いて各級法院を拘束し、かつ最高検察院の司法解釈よりも優先的に適用
される。なお、司法解釈は「法律効力」を有するが、それが立法解釈の
ように、「法律と同等の効力」を有するという意味ではない。その他の
法規範の効力との優劣関係について、
最高法院
「裁判文書における法律、
法規などの規範性法律文書の引用に関する規定」
（法釈［2009］14号、
2009年10月26日公布、同11月４日施行）２条からヒントが得られる。す
なわち、裁判文書において、複数の規範性法律文書を引用する場合、そ
の順序は法律と法律解釈（立法解釈）
、行政法規、地方性法規、自治条
例または単行条例、司法解釈となっている。立法解釈は法律と同等の効
力を有するため、行政法規に優先するが、司法解釈は法律効力を有しな
がらも、引用できる順番が最後となっている12。そういう意味では、司
法解釈は一番下位の裁判規範である13。
②司法解釈の形式は「解釈」
、
「規定」
、
「批復」、「決定」の四種類に分
かれる（６条１項）
。
「解釈」は裁判業務において、ある法律の具体的な
適用問題、またはある種の事件や問題における法律の具体的な適用問題
12

なお、当該司法解釈５条は行政裁判文書において、国務院または国務院が授

権した部門による行政法規の解釈と行政規則も引用できると規定しているが、
司法解釈との優劣関係を示していない。司法解釈は最後に引用すべきだと解釈
するならば、行政法規の解釈と行政規則も司法解釈に優先することになる。
13

ちなみに、中国の学者は司法解釈の効力を説明するときに、
「できるだけ解

釈と法律を等号で結ぶのを避ける」と指摘されている（董皥『司法解釈論』
（中
国政法大学出版社、1999年）20 ～ 21頁）
。実際に最高法院研究室と政治部の裁
判官にインタビューしたところ、
「法律効力」というのは、裁判機関だけを拘
束する効力だという説明がなされて、裁判以外の機関や一般人に効力が及ばな
いと強調された（インタビューの日時、2009年３月26日10時～ 12時半。イン
タビューの対象、最高法院研究室の李主任・政治部の劉裁判官）
。そこには、
司法解釈が法律と同等の拘束力を有するという現実を否定できず、同時にそれ
を法律と区別する必要性も認めなければならないという葛藤が存在している。
しかし、司法解釈は引用できる法規範であって、裁判の当事者を拘束し、それ
以外の人々にも大きな影響力を持っていることは誰も否定できない。
「普遍的
な司法効力」や「法律効力」などの表現にとらわれないで、現状認識として、
司法解釈は法であることを認めてもいいと思われる。
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に関する司法解釈の形式である（２項）
。
「規定」は裁判業務において、
立法の精神に基づいて、
規範や意見を形成する場合に用いる形式である。
「批復」は高級人民法院および軍事法院による法律の具体的な適用問題
に関する問い合わせに対して、回答として制定される司法解釈の形式で
ある。
「決定」
は司法解釈を改正または廃止する場合に用いる形式である。
最高法院の1997年規定と比べてみると、2007年規定には「決定」とい
う形式が追加された。しかし、これは新しい司法解釈の形式を作り出し
たわけではない。実務においては、2006年の年末に公布された１件の司
法解釈がすでに「決定」という形式を採用していた14。2007年規定はた
だ規則上それを追認したに過ぎない。ただし、司法解釈の廃止に関して
は、2007年規定以前は「目録」という形式を採用した例もあるが15、2007
年規定以後、
全部「決定」に統一された。1997年の規定に規定されなかっ
たが、その後の実務において運用されてきた司法解釈の形式がもう一種
類ある。内地と特別行政区である香港やマカオとの間の司法手続に関す
る司法解釈はほとんど「安排」という形式で公布されている16。しかし、

14

「死刑事件審査許可権を統一的に行使することに関連する問題に関する決

定」
（
［関於統一行使死刑案件核準有関問題的決定］
（法釈（2006）12号）2006
年12月28日公布、2007年１月１日施行）
15

例えば、
「最高人民法院によって廃止される2000年年末までに公布した関連

する司法解釈の目録（第六回）
」
（
［最高人民法院予以廃止的2000年底以前発布
的有関司法解釈目録（第六批）
（法釈（2002）13号）2002年５月23日公布）の
ように、大量の司法解釈を１件の新しい司法解釈によって廃止する場合は、
「目
録」という形式が使われてきた。
16

2007年規定以前の例として、
「内地と香港特別行政区の法院の間における民

商事司法文書の委託送達に関する安排」
（
［関於内地与香港特別行政区法院相互
委託送達民商事司法文書的安排］
（法釈（1999）９号）1999年３月30日公布・
施行）
、2007年規定以降の例として、
「内地と香港特別行政区の法院の間におけ
る当事者による管轄協定のある民商事事件の判決の相互認定と執行に関する安
排」
（
［関於内地与香港特別行政区法院相互認可和執行当事者協議管轄的民商事
事件判決的安排］
（法釈（2008）９号）2008年７月３日公布、同８月１日施行）
などがある。ただし、
「香港とマカオに関連する民商事事件の司法文書の送付
問題に関する若干規定」
（
「関於渉港澳民商案件司法文書送達問題若干規定」
（法
釈（2009）２号）2009年３月９日公布、同16日施行）のような例外もある。
北法62（6・451）1767

［108］

論

説

「安排」は「決定」や「目録」と違って、別の形式に統一されることも
なく、2007年の規定に追認されることもないまま、今も規定外の司法解
釈の形式として存続している。
最高検察院の2006年規定には５種類の司法解釈の形式が規定されてい
るが17、最高法院の2007年規定と違って、その中身に関する説明がなく、
また司法文書に振られる番号で最高検察院の司法解釈を識別する確固た
る方法もないため、最高検察院の司法解釈における形式と内容との対応
関係は不明である。
③現行2007年規定によると、発案から公布までの流れは以下の通りで
ある。（最高検察院2006年規定は基本的に最高法院2007年規定と類似す
るが、注意すべき相違点があれば、以下で併記する。）
イ．最高法院の裁判委員会や各裁判業務部門などの発案主体が司法解
釈の制定を発案する。その中、最高法院裁判委員会による発案は決定事
項であり、最高法院の研究室は直ちに立案しなければならないが、その
他の主体による発案については、最高法院の研究室の審査を経て、立案
するかどうかを決定する（11条）
。
最高法院の研究室は毎年の年末までに来年度の立案建議と立案計画を
提出し、裁判委員会の審査を経て、その承認を得なければならない（12
条１項、２項）。やむを得ず計画を変更する場合は常務副院長あるいは
院長の許可を得る必要があるし（12条３項）
、計画が達成できない場合
は改めて裁判委員会の審査に付す必要がある（15条）。
1997年規定と比べてみると、発案主体の範囲は著しく拡大した。ここ
でとくに注目に値するのは社会団体や一般市民も発案主体として、司法
解釈の制定を提案できるようになったことである。これは国民による司
18
法参加における進歩だと評価されているが 、実際に市民による提案で

司法解釈が制定された例はごく稀である19。今後の運用状況を見て、そ

17

それぞれ、
「解釈」
、
「規定」
、
「規則」
、
「意見」
、
「批復」である。

18

呉兆祥・前掲注（９）31頁参照。
（作者は最高人民法院研究室に所属する裁

判官であり、2007年規定の作成にも参加した。
）
19

筆者が知る限り、市民による司法解釈の制定の提案が最高法院の年度計画
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の意義を改めて検討する必要があると思われる20。また、最高検察院の
2006年の規定においても、発案主体の範囲が大きく拡大されたが、社会
団体や一般市民の発案に関する規定がない（６条）。
ロ．司法解釈の起草は最高法院の各裁判業務部門が担当する（16条１
項）。複数の業務部門に係わる司法解釈の起草は最高法院研究室が自ら
担当するか、該当する業務部門を組織して共同で行う（16条２項）。人
民大衆の利益に係わる問題や特に重大で難しい問題に関しては、社会に
草案を公表して意見を求めることができる（17条２項）。また、全人大
の関連委員会や全人大常務委員会の関連業務部門に草案に関する意見を
求めなければならない（18条）
。裁判委員会の審議の前に、研究室はま
ず草案を具体的に審査し、審査意見を提出しなければならない（19条、
20条）。最終的には、起草部門が草案を最高法院の担当幹部、または常
務副院長に提出し、その承認を得て、裁判委員会の審議に付す（22条）。
社会に草案を公表して意見を求める条項が追加されたことは注目すべ
き改正である。この規定は人民法院が人民大衆の利益の保護を重視して
いることを意味し、
「今後、重大な司法解釈が公布される前に、公開的
に社会の意見を求めることは、司法解釈の制定作業における重要な手続
「これは人民群衆が司法解釈の制定に
となる」21と言われている。また、
に入った例は２件ある。それぞれ、北京市新啓蒙公民参与立法研究所の熊偉に
よる「村民委員会の委員を違法に免職、停職、配置転換することなどについて
行政訴訟を提起できるかどうかに関して司法解釈を作成する建議」と河北省民
主建国会会員趙英良による「
『契約時に拇印しか押していないことをどう認定
すべきか』に関する司法解釈の制定を提案する建議書」である。王闘闘「最高
法首次統一制定司法解釈立項計画」
法制日報2007年８月16日１面参照。そして、
実際に市民の提案によって司法解釈が制定されたのは後者だけである。それに
対応する司法解釈は最高法院「中華人民共和国契約法の適用の若干問題に関す
る解釈（二）
」
（法釈（2009）５号、2009年４月24日公布、同５月13日施行）５
条である（拇印はサインや印鑑と同じ効力を持つとされる）
。
20

一部の学者はこれが市民による司法参加であり、司法における民主化の体

現であると評価している。沈巋「司法解釈の『民主化』和最高法院的政治功能」
中国社会科学2008年１期100 ～ 102頁、魏麗娟「我国民事司法体制改革的現状、
困境与出路」福建法学2008年３期44頁参照。
21

呉兆祥・前掲注（９）31頁。
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参加することを可能にし、司法解釈の制定過程における民主化の色彩を
はっきりと体現している」22と評価する学者もいる。
ハ．
裁判委員会は草案が提出されてから３カ月以内にそれを審議し（23
条）、採択した場合は司法解釈として院長か常務副院長によって発令さ
れる（24条１項）
。
裁判委員会（最高検察院の場合は検察委員会）の審議を経て採択され
ることは司法解釈の成立要件である。つまり、「最高人民法院が公布し
た司法文書は、裁判委員会によって審議・採択されなければ、司法解釈
に属さず、法律効力を有しない」23。
ニ．以上の手続きをふまえて成立した司法解釈は「最高人民法院公告」
の形で『最高人民法院公報』と『人民法院報』で公布される（25条１項、
２項）。また、公布後の30日以内にそれを全人大常務委員会に報告・登
録［備案］しなければならない（26条１項）
。
全人大常務委員会への報告・登録は新設条項である。前述の「司法解
釈報告・登録・審査業務規定」の制定と「各級人民代表大会常務委員会
監督法」
（2006年８月27日公布、
2007年１月１日施行、以下監督法と略す）
「第二次五ヶ年改革綱要」14条の改革目標である「最
の施行24を受けて、
高人民法院による司法解釈を全国人民代表大会常務委員会に報告し、登
録する制度の規範化」を実現するために導入したものだと思われる。
ホ．司法解釈の改正と廃止は裁判委員会によって決定され、制定手続
に関する規定を参照して行われる（30条）
。
第２節
１

現実における司法解釈の役割と問題点
法規定からみる司法解釈の機能

「1981年解釈決議」２条と人民法院組織法32条の規定を見る限り、司
・・ ・・・・ ・・
法解釈の対象は「法律と法令」であり、その範囲は「裁判（検察）活動

22

趙鋼・前掲注（７）183頁。

23

呉兆祥・前掲注（９）30頁。

24

同法31条によると、
「最高人民法院と最高人民検察院が作成した裁判と検察

業務における具体的な法律適用問題に関する解釈は、公布後の30日以内に全国
人民代表大会常務委員会に報告・登録しなければならない」
。
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・・・・・・・・・・・・
における具体的な適用問題」に限られる。
1978年憲法（1978年３月５日制定・公布）25条３号の規定によると、
全人大常務委員会は憲法と法律を解釈する権限、および法令を制定する
権限を有する。しかしながら、現行1982年憲法が制定されると、全人大
常務委員会の権限が大幅に拡大・強化され、憲法・法律を解釈する権限
（67条１号、４号）のほか、全人大が制定するとされる基本的法律以外
の法律を制定する権限（67条２号）も与えられた25。それと引き換えに、
法令の制定に関する規定は削除され、法令という文言自体が憲法から消
えた。1981年解釈決議と1979年人民法院組織法は現行憲法が施行される
前に制定されたものであるため、
「法令」という表現を使っているが、
現行憲法における全人大常務委員会の権限に照らして考えれば、司法解
釈の対象は法律となる。
なお、決議４条の規定をみれば、地方性法規が司法解釈の対象ではな
いことは明らかであり、行政法規や少数民族自治地方の立法も決議に規
定されていないから、司法解釈の対象ではないと解される26。
そして、「裁判（検察）活動における具体的な適用問題」をどう理解
するかについて、
「決議」１条によると、
「法律、法令の条文の限界を明
確にすることや補充的な規定を設けることは、全国人民代表大会常務委
員会の解釈または法令によって規定される」
。同３条によると、「裁判と
検察の業務に属さないその他の法律、法令をいかに具体的に適用すべき
かに関する問題については、
国務院と主管部門が解釈を行う」。つまり、
条文の限界の明確化と補充的な規定の設置は「法律と法令の具体的な適
用問題」に該当しない。また、裁判（検察）活動に係わらない「法律と
法令の具体的な適用問題」も最高法院（検察院）の司法解釈の対象では
ない。学説上、全人大常務委員会が行う法律の条文の限界の明確化と補

25

木間正道＝鈴木賢＝高見澤磨＝宇田川幸則『現代中国法入門（第５版）
』
（有

斐閣、2009年）81頁参照
26

張志銘「当代中国的法律解釈問題研究」梁治平『法律解釈問題』
（法律出版社、

1998年）213 ～ 214頁参照。また、少数民族自治地方の立法が決議における地
方性法規に含まれると主張する学者もいる。蔡定剣＝劉星紅「論立法解釈」中
国法学1993年６期参照。
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充的な規定の設置を立法解釈と呼ぶのに対して、最高法院（検察院）
、
国務院と主管部門が行う法律の具体的な適用問題に関する解釈を応用解
以上の整理を表にまとめると、
表3.2の通りである。
釈と呼ぶことがある27。
表3.2

1981年解釈決議における各解釈主体の役割分担

解釈の主体
全人大常務委員会

解釈の対象
法律

最高法院（検察院）

解釈の内容
立法解釈 限界の明確・補充的な規定の設置
応用解釈 裁判（検察）の具体的な適用問題

国務院と主管部門
地方人大常務委員会

裁判（検察）以外の具体的な適用問題
地方性法規

地方政府の主管部門

立法解釈

限界の明確・補充的な規定の設置

応用解釈

具体的な適用問題

つまり、司法解釈の対象は法律であり、裁判（検察）活動に係わる具
体的な適用問題について解釈を行うことがその機能である。逆に言うと、
法の解釈からかけ離れた、抽象的・一般的なルールを形成することは法
に定められた司法解釈の機能ではない。さらに、一部の学者は「具体的
な適用問題」という表現を厳格に解釈し、具体的な事案から離れて、法
を解釈するのも本来なら許されないことだと主張している28。
２

司法解釈の実際の役割

司法解釈が実際に果たしている役割は、法に定められた範囲を遙かに
超えている。なぜかと言うと、多くの司法解釈が法解釈の枠組みから離
れて、
抽象的なルールを形成し、
または法律を修正しているからである。
そこで、
その内容によって、
司法解釈を２種類に分けることができる。
一つは法の規定が抽象的で、その中身が明確でない場合に、それを具体
化し、中身をはっきりと示すことで適用の問題を解決するものである。
本来の機能を果たしていることから、それを「解釈型」の司法解釈と称
する29。もう一つは、法に規定がなく、あるいは法規定が現状に合致し

27

張春生・前掲注（２）139 ～ 140頁参照。

28

柳硯涛＝王秀慧・前掲注（４）72頁参照。

29

この場合、立法解釈に属する「法律の限界を明確にすること」の領域と重

複することも考えられる。しかしながら、法を適用するために、抽象的なルー
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ないと思われる場合に、新しいルールを形成し、または法規定を実質的
に修正するものである。本来の機能の限界を超えた、いわば、「ルール
形成型」の司法解釈である。
「解釈型」は司法解釈の本来あるべき姿で
あり、「ルール形成型」はいわゆる立法（あるいは立法解釈）の固有領
域を侵害した司法解釈だと言えよう30。
上記の２種類の司法解釈はそれぞれの特徴に対応する役割を果たして
いる。
「解釈型」は法の明確化・具体化、
「ルール形成型」は新しい法の
形成という基本的な役割を果たしている。そして、両者はさらに法適用
の統一や裁判官の自由裁量の制限といった役割をも果たしていて、後の
制定法の発展に実践上の根拠と経験を提供している。以下はこれらの役
割を順に見てみよう。
なお、この２種類の司法解釈のほかに、裁判業務に関する制度や手続
を規定するものもある。例えば、最高法院「法院送達の形で民事訴訟文
書を郵送することに関する若干規定」
（法釈［2004］13号、2004年９月
17日公布、2005年１月１日施行）は、民事訴訟文書を直接当事者に送達
することが困難な場合に、郵送で当事者に届けることに関する手続を規
定した31。また、最高法院「裁判文書における法律、法規などの規範性
法律文書の引用に関する規定」は各種裁判文書に引用できる規範性法律
文書の種類と引用の順序を規定した。この種の司法解釈は法律条文に基
づく解釈でもなければ、新しい法を形成するものでもない。それらがカ

ルの具体化は必要不可欠の作業であり、それがまさに法の適用における解釈だ
と言えよう。逆に、法律の限界を明確にするのは、具体的な適用においてしか
為し得ないことだとして、それが立法解釈の専属領域ではないと主張する学者
もいる。張志銘「中国的法律解釈体制」梁治平『法律解釈問題』
（法律出版社、
1998年）187 ～ 188参照。
30

ここでいう立法解釈は特に「補充的な規定の設置」を念頭に置いている。
「補

充的な規定の設置」はそもそも立法の機能であり、立法で解決すればいいと主
張する学者がいる。張志銘・前掲注（29）187頁参照、筆者も同感である。
31

その根拠となる条文は民事訴訟法80条である。それによると、
「訴訟文書を

直接送達するのが困難である場合、他の人民法院に委託して代わって送達して
もらうか、または郵送で送達することができる」
（80条前段）
。
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バーする領域は日本の最高裁判所規則に相当すると考えられる32。各級
法院はそれに従わなければならないが、その効力は一般的に社会や裁判
以外の人間には及ばないとされる33。そういう意味で、ほかの司法解釈
と一線を画すこの種の司法解釈は「司法行政文書」に分類されることも
ある34。以下の検討はこの種の司法解釈を対象としない。
①法規定の明確化・具体化
法の規定が抽象的で原理原則を中心とする場合、司法解釈はそれを明
確化・具体化にする。従来、中国では、法律の制定理念として［宜粗不
宜細］（法律は粗く抽象的に制定することが適宜であり、細かく具体的
に制定することが適宜ではない）が提唱されてきたため、抽象的な規定
が多く存在していた。1981年解釈決議の条文の前に書かれた、「第５回
全国人民代表大会第２次会議が幾つかの法律を採択して以来、各地、各
部門が絶えず法律に関する問題を提出して解釈を求めている。同時に、
実際の業務において、一部の法律の条文に関する理解が不一致であるた
め、法律の正確な実施に影響を与えた。社会主義法制を健全にするため
に、立法と法律解釈の活動を強化しなければならない」という文言から
も、それが窺える。今はある程度改善されたが、抽象的で理解しがたい
法律条文がまだたくさん残っている35。その限界を明らかにし、適用条
件を細かく規定するために、司法解釈が使われる場面が多い。憲法以外
の各法分野においては、ほぼすべての基本法を対象にその規定を具体化
する司法解釈が存在する。
32

ここで挙げた例を見てみると、前者は日本国憲法77条１項に規定された「訴

訟に関する手続」に相当するが、後者は「裁判所の内部規律及び司法事務処理
に関する事項」に相当すると考えられる。
33

曹士兵「最高人民法院裁判、司法解釈的法律地位」中国法学2006年３期176

頁参照。
34

紀誠・前掲注（２）７頁参照。

35

80年代初頭の状況と違って、今は法律の数も質もかなり向上したため、法

律の解釈を必要とする場面はまだあるが、それを司法に委ねる必要がもはやな
いと主張している学者もいる。汪全勝「司法解釈正当性的困境及出路」国家検
察官学院学報2009年３期91頁参照。
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民法通則に関して言えば、
「
『中華人民共和国民法通則』の貫徹執行の
若干問題に関する意見（試行）
」
（法（辦）発［1988］６号、1988年４月
２日公布・施行）がそれに対応する司法解釈である。婚姻法に関して言
えば、
「
『中華人民共和国婚姻法』の適用の若干問題に関する解釈（一）、
（二）
、
（三）
」
（それぞれ、法釈［2001］30号、2001年12月25日公布・施行、
法釈
［2003］
19号、
2003年12月25日公布、
2004年４月１日施行、法釈［2011］
18号、2011年８月９日公布、同13日施行）がそれに対応する司法解釈で
ある。刑法に関して言えば、刑法全体に対応するまとまった一件の司法
解釈はないものの、各犯罪類型に対応して、分けて出された司法解釈は
数十件にも及ぶ。このように、新しい法律が公布されるたびに、その規
定を具体化する司法解釈が制定される。
具体的な条文を見てみると、例えば、民法通則20条１項は失踪の宣告
の条件を規定していて、
「公民が行方不明になった時から満二年になれ
ば、利害関係者は人民法院に失踪の宣告をなすよう申請できる」とされ
るが、
「利害関係者」の具体的な中身を示していない。そこで、上述司
法解釈の24条は、
「失踪の宣告を申請できる利害関係者は、宣告が申請
される失踪者の配偶者、父母、子女、兄弟姉妹、祖父母、外祖父母、孫、
外孫およびその他の被申請者と民事権利義務関係を有する者を含む」と
規定し、
「利害関係者」の中身を具体的に示した。その上、同26条は「行
方不明」
の定義について、
「行方不明は公民が最後の居住地から離れた後、
音信不通になったことを指す」
と、
実に細かく規定している。その結果、
一部の司法解釈の条文数は、その対象となる法律のそれよりも多い。民
法通則は156ヶ条であるのに対して、その解釈は199ヶ条である。婚姻法
は51ヶ条であるのに対して、それに対応する解釈（一）は34ヶ条で、解
釈（二）は29ヶ条で、解釈（三）は19ヶ条である。いずれも、司法解釈
の方が元の法律の条文数を上回っている。
②新しい法の形成
法に規定がない場合、司法解釈は新しいルールを形成し、事実上の法
規範としての役割を果たす。この種の司法解釈はさらに大きく分けて２
種類がある。政策を解釈して、または裁判の経験をまとめて法にない新
しいルールを形成する場合と、
社会の発展に実定法の制定が追いつかず、
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あるいは法律自体に欠陥があって、司法解釈が法を実質的に修正し、そ
れを補完する場合である。
政策に依拠する解釈は1980年代以降減少傾向にあるが、最近になって
も、まだ完全に消えたわけではない。先述（第２章第１節）した2006年
の最高法院「未成年者刑事事件の審理における法律の具体的な適用の若
干問題に関する解釈」はそれを明示した典型例である（ただし、解釈の
対象である政策は未成年者保護法38条に書かれていることを考えれば、
この司法解釈も外観上は法の解釈であることは否定できないと思われ
る）。そのほか、司法解釈の本文には書かれていないが、制定過程で国
家政策を重要な要素として考慮していると言われる例もある。最高法院
「企業離職・退職者の養老保険積立金を破産財産配分案に入れるべきと
いう問題に関する批復」
（法釈［2002］12号、2002年４月18日公布、同
24日施行）がそれに当たるとされる36。当該司法解釈は企業離職・退職
者の養老保険（年金保険）積立金が「破産法（試行）」（1986年12月２日
公布、
2007年６月１日失効）37条２項１号37と改正前の民事訴訟法（1991
年４月９日公布、
2007年10月28日改正）
204条１項１号の「労働保険費用」
に当たるとして、破産財産の配分対象と認めた。当該司法解釈が制定時
に考慮したのは「職員・労働者の債権を優先的に保護する」という国家
政策だと思われる38。
そして、最高法院「預金証書紛争事件の審理に関する若干規定」
（法
釈［1997］８号、1997年12月11日公布、同13日施行）は前文において、
「裁判の経験をまとめて、本規定を制定する」と書いていて、裁判経験
をまとめて新しいルールを形成することを明示的に示した典型例だと言
える。この種の司法解釈は「依拠できる成文の法律と法令がないため、
『裁判経験の総括』のように見える」39。当該司法解釈は「預金証書紛争

36

紀誠・前掲注（２）186頁参照。

37

現行破産法（2006年８月27日公布、2007年６月１日施行）113条１項１号に

はそれと同旨の規定がある。
38

劉樹権主編『最高人民法院司法観点集成』
（人民法院出版社、2009年）

1096、1131頁参照。
39

曹士兵・前掲注（33）177頁。
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事件」を定義し、
４種類の預金証書紛争事件に関する「認定基準」や「処
理方法」などを規定していて、まさに裁判経験の総括であり、新しい訴
訟類型に関するルールを確立したのである40。
法律を実質的に修正する例としてよく取り上げられるのは刑法関連の
司法解釈である。刑法の規定を修正するのは、罪刑法定主義との関係で
問題になるからである。代表的な例として、1998年に最高法院が出した
「公金横領事件の審理における具体的な法適用の若干問題に関する解釈」
（法釈［1998］９号、1998年５月９日公布・施行）１条２項は、「公金を
横領して、私営会社や私営企業の使用に供することは、公金を横領して
私人の使用に供することに当たる」と規定している。これは刑法384条
に対する解釈であるが、刑法の規定では公金横領罪の成立には「私人の
使用に供すること」が要件であるのに対して、当該司法解釈は「私営会
社や私営企業」も「私人」に当たると拡張解釈し、刑法の規定を実質的
に修正した41。このような拡張解釈は刑法解釈の枠を超えているため、
許されないことだと指摘されている42。
また、最高法院が出した「外貨の詐取、違法外貨売買刑事事件の審理
における具体的な法適用の若干問題に関する解釈」
（法釈［1998］20号、
1998年８月28日公布、同９月１日施行）は刑法に規定されていなかった
外貨の詐取、違法売買行為について、刑法の規定を適用して処罰するよ
う指示した。特に司法解釈３条と４条は外貨の詐取は「不法経営罪」に
当たるとして刑法225条３号を類推解釈したと指摘されていて、罪刑法

40

曹仕斌「対『関於審理存単糾紛案件的若干規定』的理解与適用」人民司法

1998年２期８～ 10頁参照。
41

このような拡張解釈に最高検察院が反発し、全人大常務委員会による立法

解釈を申請したが、2002年の立法解釈「中華人民共和国刑法384条１項に関す
る解釈」は、
「私人の使用に供する」ことを司法解釈と似たような意味で解釈
した。つまり、
「①公金を本人、親族、その他の自然人の使用に供すること、
②個人の名義で公金をほかの単位（事業体）の使用に供すること、③個人の決
定で単位の名義で公金をほかの単位の使用に供し、個人の利益を図ったこと」
を「私人の使用に供する」に当たるとしたのである。
42

周其華「刑法司法解釈応遵循的原則研究」中国社会科学院研究生院学報2004

年６期34頁参照。
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定主義に反する司法解釈の典型例としてよく挙げられる43。この司法解
釈が施行されて４ヶ月も経たないうちに、全人大常務委員会が「外貨の
詐取、不法移転と違法売買の犯罪を処罰することに関する決定」（1998
年12月29日公布・施行）を公布し、刑法の補充と改正を行った44。当該
決定１条は外貨詐取罪を、４条は不法経営罪をそれぞれ違う犯罪として
規定した。しかも、４条の不法経営罪は刑法225条を適用するが、１条
の外貨詐取罪については既存の刑法条文の適用がなく、新しい規定を設
けることにした。全人大常務委員会も最高法院の司法解釈の問題点を認
識しており、迅速に法改正を行うことで、それに対処したと思われる。
全人大常務委員会が立法解釈ではなく法改正を行ったことを見れば分か
るように、当該司法解釈は「解釈」ではなく、実質的な法改正にほかな
らない。
民事法における司法解釈による法の実質的な修正は刑法領域ほど注目
されていないが、逆に自由に法の枠を突破することができると言われて
『中華人民共和国担保法』の適用の若干問題
いる45。例えば、最高法院「
に関する解釈」
（法釈［2000］44号、2000年12月８日公布、同13日施行）
76条は「二人以上の債権者のために同一の動産に抵当権を設定し、当事
者が抵当物の登記を行わなかった場合、抵当権を行使するときに、各抵
当権者は債権の割合に応じて配当を受ける」と規定している。それに対
して、担保法（1995年６月30日公布、同10月１日施行）54条２号後段は
「
（抵当物が）未登記の場合、
（抵当）契約の発効時間の先後順番に応じ
て配当する、順番が同じである場合、債権の割合に応じて配当する」と
規定している。司法解釈は動産について、明らかに契約法の「契約発効
の順番に応じて配当する」という部分を消した。学者たちはこの点を積
極的に評価しているが、司法解釈によって担保法が修正されたことは否
43

王瑞君「刑法司法解釈合理性評析――以罪刑法定原則為基点」山東社会科

学2003年５期47頁以下、周其華・前掲注（42）34頁参照。
44

刑法は基本的法律であり、その制定と改正は全人大の職権であるが（憲法

62条３項）
、全人大の閉会中に、当該法律の基本原則と抵触しない限り、全人
大常務委員会もそれについて部分的に補充や改正を行うことができる（憲法67
条３項）
。
45

紀誠・前掲注（２）201頁参照。
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定できない46。なお、物権法が施行された後、担保法は物権法と抵触す
る部分については失効するため（物権法178条参照）、54条の規定も物権
法199条によって取って代わられた。物権法199条も司法解釈と同じ立場
であるが、その適用範囲は不動産にも及ぶ47。
③法適用の統一と裁判官の自由裁量の制限
この役割は司法解釈の制度設計に関連している。つまり、司法解釈の
制定権が最高法院に集中すれば、下級司法機関や裁判官による恣意的な
解釈を防げるし、法制の統一も維持できるという理念が司法解釈の制度
設計に含まれている。
「法律と政策を統一的に解釈する必要に基づいて
48
、
…同時に最高法院が全国の法院システムを管理しやすくするために」

司法解釈が生まれたのである。
こういう制度設計は当然ながら裁判官の自由裁量を制限する役割をも
果たしている。なぜかというと、
「少数の高レベルの立法機関と法律実
施機関が法律解釈権を独占しているため、法律の実施が法律の機械的な
「詳細かつ完備で、
適用過程であることを最大限に保証している」49し、
内容的に随時増加する可能性のある『副法』体系の下で、立法者と最高
司法機関による権力に対するコントロール、および裁判官の自由裁量権
50
からである。つまり、最高法院
に対する制限は最大限に実現できる」

が法を解釈してそれを明確化・具体化にする過程は裁判官に具体的な規
範を提供すると同時に、その自由裁量の余地を狭めている。
司法解釈の条文数が解釈の対象を上回ることや、規定の内容の細かさ
などの現象の背後にはこのような理由がある。その結果、司法解釈の規
定が詳細であればであるほど、
裁判官がそれに頼るようになる。そして、
46

張馳「関於動産担保制度的思考」法学2003年４期67 ～ 68頁、張鵬翺「物権

法上的権利衝突規則――中国法律経験的総結和評析」政治与法律2007年５期
109頁参照。
47

物権法199条３号は「抵当権が未登記の場合、
債権の割合に応じて配当する」

と規定している。
48

紀誠・前掲注（２）41頁。

49

張志銘・前掲注（29）177頁。

50

鄧修明「論我国司法解釈模式的重塑」社会科学研究2007年１期89頁。
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裁判官が法を自分で理解するよりも司法解釈に頼れば頼るほど、より具
体的な司法解釈を求める。それがなければ、問い合わせ制度を利用して
上級法院に回答を求める。このような循環構造はときに行き過ぎた司法
解釈を生み出す。
例えば、最高法院「婦女拐取売買案件の審理における法律適用の関連
問題に関する解釈」
（法釈［2000］１号、2000年１月３日公布、同25日
施行）１条前段は「刑法240条に規定されている婦女拐取売買罪におけ
る『婦女』とは、中国国籍を有する婦女を含むし、外国国籍の婦女や無
国籍の婦女をも含む」
と規定している。これは親切丁寧な説明であるが、
「婦女」をこのように解釈することは一般の裁判官なら誰でもできるこ
とだと思われる。学者は皮肉をもって、
「一部の司法解釈は明らかに裁
判官の刑法を解釈する能力を過小評価している」とコメントしている51。
そのほか、最高法院「刑事二審判決は一審判決が認定した罪名を変えた
後、
付加刑を加重することができるかどうかに関する批復」
（法釈［2008］
８号、2008年６月６日公布、同12日施行）は刑事訴訟法190条１項を引
用して、
「第二審人民法院は被告人またはその法定代理人、弁護人、近
親族の上訴案件を審理する場合、被告人の刑罰を加重してはならない」
とし、それが付加刑にも適用すると規定した。当該司法解釈は高級法院
の問い合わせに対する回答であるが、刑訴法190条における「刑罰」に
は主刑のほかに付加刑も含まれることは当然の解釈であり、高級法院の
裁判官がそれを理解できないとはとうてい考えられない。それにもかか
わらず、最高法院に問い合わせを行ったことを見ると、裁判官がいかに
司法解釈に頼っているかが窺えよう。
ところが、司法解釈のこのような特徴は理論上裁判官による法解釈を
無くし、自由裁量を大きく制限するが、事実上裁判官に法の理解と適用
における大きな自由空間を残していると指摘されている52。まず、事実
上すべての法律に関する詳細な司法解釈を作成することは不可能であ
り、司法解釈自身がさらに解釈を必要とする場合もあって、最高法院の
51

呉情樹＝施琦「許霆案：刑法司法解釈過度化分析的一個視角」中国刑事法

雑誌2008年７号16頁。
52

鄧修明・前掲注（50）91頁参照。
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司法解釈は裁判実務の需要を満たすのにまだ程遠いであると言われてい
る53。裁判官による法解釈は個別の事件における法適用の前提として欠
かせない作業である以上54、それを規制し正しい方向へと誘導する制度
も必要である。しかしながら、裁判官による法解釈を認めず、司法解釈
が果たせる役割を過信しているため、そのような制度が形成されなかっ
た。その結果、裁判実務においては、
「裁判官による法解釈の禁止は、
55
という怪現象
裁判官による法解釈を事実上制限されないものにした」

が起きている。その上、法解釈と違って、裁判官は事実認定をかなり自
由に行うことができるとされている。事実認定の違いは法適用の違いに
つながる可能性があるため、司法解釈による法解釈の統一は必ずしも法
適用の統一を保証できるとは限らない56。
以上の分析を見れば、司法解釈による法適用の統一と裁判官の自由裁
量の制限に限界があることは明白である。なお、1981年解釈決議が行政
法規と地方性法規の解釈権は最高司法機関に帰属しないと規定している
以上、司法解釈による法解釈の統一をもって法制の統一を図るのに制度
的な限界があることも指摘しておきたい57。
④制定法の発展に繋がる実践上の根拠と経験の提供
司法解釈は後の制定法の発展に実践上の根拠と経験を提供する。実験

53

張榕「司法能動性何以実現？以最高人民法院司法解釈為分析基礎」法律科

学2007年５期43頁参照。
54

制度的には司法領域における解釈は最高司法機関の専属権限とされている

が、事実上裁判における裁判官による法解釈は避けられないものである。この
点はすでに中国学界における共通認識となっていると思われる。劉青峰『審判
解釈引論』
（法律出版社、2004年）28 ～ 35頁参照。董皥・前掲注（13）206 ～
208頁も同旨。
55

陳興良『中国刑事司法解釈検討――以姦淫幼女司法解釈為視角』
（中国検察

出版社、2003年）120頁。
56

鄧修明・前掲注（50）90 ～ 91頁参照

57

孫耀霖「司法解釈和其他法律解釈的関係」河南教育学院学報1999年４期74頁

以下、蒋徳海「司法解釈和行政法規的法律効力応規範化」社会科学2003年４期
54頁以下参照。
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的な法規則を作って司法実務に導入し、試行錯誤を経て、法律の制定や
改善または廃立に素材を蓄積することが司法解釈の大きな役割の一つだ
と言われている58。それは過去に制定法体系が整っていなかったため、司
法解釈を実定法の代替物として、一時期を凌いできたことにも関連して
今でも、
司法解釈の成果を後の法律に盛り込むことがよくある。
いるが59、
例えば、先述の「企業離職・退職者の養老保険積立金を破産財産配分
案に入れるべきという問題に関する批復」の規定は後に破産法（113条
１項１号）に導入されたし、
「
『中華人民共和国担保法』の適用の若干問
題に関する解釈」76条による担保法に対する修正も物権法199条によっ
て追認された。そのほか、最高法院「労働紛争案件における法律適用の
若干問題に関する解釈」
（法釈［2001］14号、2001年４月16日公布、同
30日施行）15条１項は労働者が雇主に帰責する事由によって労働契約を
解除した場合、雇主は労働者に労働報酬と経済補償を支払わなければな
らず、賠償金を支払うこともできると規定している。同１号は具体的な
帰責事由の一つを規定している。それは「暴力、脅迫または人身の自由
を違法な手段で制限し、
労働を強制した場合」
である。この点について、
労働法（1994年７月５日公布、
1995年１月１日施行）96条１号は行政罰、
犯罪を構成する場合の刑事責任の追及を規定しているが、損害賠償に関
する規定がない。後の労働契約法（2007年６月29日公布、2008年１月１
日採択）88条は司法解釈を継承し、行政罰、犯罪を構成する場合の刑事
責任の追及とともに、損害賠償についても規定した。
以上のように、司法解釈の細かい規定が後の立法に吸収され、法律と
なる現象はまだまだ見られる。しかしながら、立法技術や法体系の整備
が進むのに連れて、周道鸞が言ったような「我が国立法機関が制定また
は改正した現行刑法、民法通則、相続法、婚姻法、経済契約法、商標法、

58

周道鸞・前掲注（８）代序10 ～ 12頁参照。

59

王（王允）
「中国司法解釈発展之回顧」人民司法1998年３期19頁参照、また

周道鸞は司法解釈が「立法の発展に有利な条件を提供した…多くの重要法律の
一部の主要条文が長期にわたる司法実務の経験のまとめであり、司法解釈の結
晶である」としている。周道鸞「論新中国的司法解釈工作」法律適用1994年５
期10頁
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海商法および三大訴訟法（刑事訴訟法、民事訴訟法、行政訴訟法）など
たくさんの重要法律の一部の主要条項は、すべて司法実践経験の科学的
60
という状況は、もはや現れな
な総括と大量の司法解釈の結晶である」

いのであろう。ただし、司法解釈を通じて実験的な法規則を形成し、司
法実践においてその効果を検証してから、法改正に反映するという手法
はこれからも継続されると思われる。
３

現行司法解釈（制度）の問題点

現行司法解釈（制度）の問題点は形式面と内容面の両方から分析する
ことができる。形式面では最高法院と最高検察院の両方が司法解釈の制
定主体として意見が対立する可能性がある。最高検察院の司法解釈制定
権を保留すべきかどうかは大きな争点の一つである。また、最高検察院
による司法解釈の公開の問題や形式の不統一の問題も挙げられる。内容
面では、全人大の立法権や全人大常務委員会の立法権と立法解釈権の侵
害とされる司法解釈の「立法化」の問題が一番議論されている。以下で
は順に検討する。
なお、
下級法院の問い合わせに対する答えとして出される司法解釈「批
復」は、
司法の独立に反するものとして、
よく問題視されるが61、先述（第
１章第３節）
の通り、
この種の司法解釈は法院内部の問い合せ制度に則っ
て形成されたものであり、当該制度を利用して出された最高法院の回答
の極一部である。この種の司法解釈が司法の独立を害するのは、問い合
せ制度自体が司法の独立に反するという問題点を抱えているからであ
る。問い合わせ制度と司法による法形成の関係について、第４章第３節
で改めて検討するため、
ここで「批復」と司法の独立との関係について、
立ち入った検討を行わない。

60

周道鸞・前掲注（８）代序10頁、また、刑法、民事訴訟法、行政訴訟法に

吸収された司法解釈の代表例を挙げている。
61

紀誠・前掲注（２）142 ～ 143頁、董皥・前掲注（13）24 ～ 25頁参照。羅書

平「中国司法解釈的現状与法律思考」中国律師2000年７期６頁、汪世栄「司法
解釈批復四題」法律科学2004年４期27 ～ 28頁なども同旨。
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①制定主体に関する論争
司法解釈の各問題点の中、まず注目すべきなのは司法解釈を制定する
主体の問題である62。先述のように、法律の規定に従って司法解釈を出
すことが許されているのは、最高人民法院と最高人民検察院の二つの最
高司法機関である。しかし、最高検察院に司法解釈を出す権限を与える
ことに根強い反対の意見がある。
批判の第１のポイントは、刑事訴訟では一方当事者として訴訟に参加
する検察院が、司法解釈権をもつということに対する原理的な疑問であ
る。すなわち、検察院が発する司法解釈にも法律効力があり、それが法
院の裁判をも拘束するとなると、法院は訴訟の一方当事者が作成した
ルールに従って裁判することを余儀なくされるという事態に陥る可能性
がある63。それによって裁判の公正さが失われることは大いに危惧され
ているわけである。
62

司法解釈を出す主体の問題に関して、よく取り上げられるのは、司法解釈を

出す権限のない行政機関が最高司法機関と一緒に司法解釈を出す問題である。
例えば、姜濤「我国刑法司法解釈体制的審視与重構」内蒙古社会科学2005年26
巻第６期34頁以下、
鄭顕華＝肖徳芳＝李照彬「司法解釈権拡大化的表現及成因」
宜賓学院学報2006年１期１頁以下、劉崢「論司法体制改革与司法解釈体制重構
――関於我国司法解釈規範化的思考」法律適用2000年１期16頁、張玖利「論我
国司法解釈権的帰属」山東社会科学2002年１期138頁以下参照。しかし、これ
らの論文の中で、例としてあげられたのは全部本稿でいう厳格な意味での「司
法解釈」ではない。
「法釈［○○○○（年）
］××号」という文書番号が付いて
いないからある。最高検察院の司法解釈に関しては、後述のように司法解釈に
関連する文書番号が統一されていないため、以上のような検証方法で調べるこ
とはできないが、ホームページを検索したところ、司法解釈に分類される司法
文書の中に、別の行政機関と合同で出したものがない。つまり、厳格の意味で
の「司法解釈」を見る限り、司法解釈を出す権限のない機関が最高司法機関と
合同で司法解釈を出すことはない。しかしながら、これらの論文の中で取り上
げられた例は実際のところ、拘束力のある司法解釈性文書であり、司法解釈と
の間に大差がない。その性質および効力に関しては、第３節参照。
63

馬冬梅＝刑栄允「論我国司法解釈的主体」河北大学学報（哲学社会科学版）

2004年１期90頁以下、李潔「中国有権刑法司法解釈模式評判」当代法学2004年
１月第18巻１期81頁以下、董皥「我国司法解釈体制及其改革芻見」法商研究―
中南財経政法大学学報2001年５期23頁参照。
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第 ２ に、 検 察 院は法律監督機関と位置づけ ら れ て い て（ 憲 法129
64

、その監督権が法院の裁判にもおよぶとされていることに起因す
条 ）
る問題がある65。一般的に法院が法適用を間違えれば、検察院からのプ
ロテストを受け、再審が開始されるが、そこに最高検察院が発した司法
解釈の適用問題が含まれるとしたら、法院は検察院の言いなりになる恐
れがある。
実際に、最高法院と最高検察院の間に［国家工作人員］
（公務員）の
範囲に関する意見の違いが司法解釈に現われて、裁判で大きな問題を引
き起こした有名な例がある。1995年、全人大常務委員会が出した「会社
法違反の犯罪処罰に関する決定」に対して、両最高司法機関がそれぞれ
［国家工作人員］の範囲、
司法解釈を出した66。二つの司法解釈の間で、
罪名の表記、刑罰に値する違法行為の認定基準まで違っていた67。実際
の裁判になると、下級法院は最高法院の司法解釈にしたがって、被告が
［国家工作人員］に該当しないので横領罪にあたるとした事案で、下級
検察院は最高検察院の司法解釈にしたがって、被告を［国家工作人員］
と解し、汚職罪を強く主張した。敗訴した検察側は、裁判監督権にもと
づいて、繰り返しプロテストを行い、最終的には、最高検察院が最高法
「裁判官は
院に対してプロテストを行うのに至ったのである68。つまり、
64

憲法129条：中華人民共和国人民検察院は国の法律監督機関である。

65

「法律監督」と「裁判監督」に関しては、木間＝鈴木＝高見澤＝宇田川・前

掲注（25）318 ～ 319頁参照。
66

最高法院の司法解釈は「会社法に違反する収賄、横領、流用などの刑事案

件における法律適用の若干問題に関する解釈」
（法発［1995］23号、1995年12
月25日公布・施行）であり、最高検察院の司法解釈は「会社・企業の人員によ
る収賄や会社・企業の資金の横領、流用などの犯罪案件における法律適用の幾
つかの問題に関する通知」
（高検発研字［1995］９号、1995年11月７日公布・
施行）である。
67

張兆松「司法解釈的衝突及解決途径」人民検察1996年８期７頁以下、姜濤・

前掲注（62）38頁参照。
68

陳根芳＝傅国雲「論最高人民検察院的刑事司法解釈権」浙江省政法管理幹

部学院学報1999年４期３頁以下、何沢宏「刑法中国家工作人員之立法与司法解
釈評析」現代法学2003年２月１期95頁以下参照。また、このような意見の違い
は1997年刑法の改正をきっかけに一応解決されたが、
「国家工作人員」はまだ
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検察機関が公訴を提起した事件に対して、検察機関による法に対する解
釈にしたがって裁判をしなければならない。さもないと、検察機関は裁
判官の判決が「法律」の規定に違反していることを理由に法律監督（権）
を行使する…これは、もはや理論上の問題ではなく、実際に我が国の司
69
。
法実務において今起きている問題である」

第３に、二つの最高司法機関がそれぞれ司法解釈権を持つことで、両
者が同じ法律に対して異なる司法解釈を出す可能性があるため、法解釈
と適用の統一の見解からも、司法解釈の主体を最高人民法院に絞った方
が望ましいと考えられる。
「我が国司法解釈の主体が二元化している状
況は、違う国家機関が同一の法律に対して異なる解釈と理解を示す可能
70
。例
性をもたらしている…これは法律の実施に混乱を招いたのである」

えば、1997年に刑法が改正された際に、両最高司法機関がそれぞれ司法
解釈71を発したところ、４つの犯罪類型について異なる罪名を用いたと
いう問題が生じた。例えば、刑法399条１項の規定について、最高法院
が設定した罪名は「私利枉法罪」
［徇私枉法罪］であるが、最高検察院
が設定した罪名は
［枉法追訴裁判罪］
である。同条２項の規定について、
最高法院が設定した罪名は［枉法裁判罪］であるが、最高検察院が設定
した罪名は［民事行政枉法裁判罪］である72。この問題は結局のところ、
2002年に両機関による合同司法解釈「
『中華人民共和国刑法』の執行に
おける罪名の確定に関する補充規定」
（法釈［2002］７号、2002年３月

様々な場面での争点の一つである。木間＝鈴木＝高見澤＝宇田川・前掲注（25）
270 ～ 271頁参照。
69

姚仁安＝陳翀
「取消最高人民検察院司法解釈権管見」
中国律師2000年７期14頁。

70

杜超「司法解釈中的検察院、法院和法官――浅析司法解釈主体」法制与社

会2006年６期20頁。
71

最高法院の司法解釈は「
『中華人民共和国刑法』の執行における罪名の確定

に関する規定」
（法釈［1997］９号、
1997年12月11日公布、
同16日施行）であり、
最高検察院の司法解釈は
「刑法各則が規定する犯罪の罪名の適用に関する意見」
（高検発釈字［1997］４号、1997年12月25日公布・施行）である。
72

龔本源「
『両高』対刑法分則規定的犯罪罪名的司法解釈不応存異」湖北公安

高等専科学校学報1998年３期40頁以下参照。
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15日公布、同26日施行）の公布によってようやく解消された73。司法解
釈に制定法の解釈の統一という機能を期待するのであれば、最高検察院
の司法解釈権を廃し、解釈主体を統一すべきだと主張されている74。
他方で、
法的には最高検察院にも司法解釈の制定権が与えられていて、
しかも、検察業務に関する制度や手続を規定する司法解釈を制定する必
要がある以上、現行司法解釈の二元主体体制を維持すべきだという論調
も根強く存在する75。ところが、こうした主張はほとんど検察機関内部
の者やその関係者によるものであって、学者が一般的に提唱している廃止
論と比べて、あまり有力的ではないと思われる。また、前述の通り、実際
の裁判において、最高検察院による司法解釈は軽視される傾向がある76。
ところで、制定主体に関する議論は司法解釈に関する問題の焦点の一
つであるためか、最高法院と最高検察院それぞれの解釈による対立を解
決できる制度は用意されていることがよく見落とされる。1981年解釈決
議２条後段の規定に従って、両者の間に食い違いが生じれば、全人大常
務委員会に報告し、その決定または解釈を伺えばいい。そして、監督法
32条によると、国務院、中央軍事委員会、各省、自治区、直轄市の人大
常務委員会および最高法院、最高検察院は司法解釈が法律に抵触すると
思われるとき、
書面にて全人大常務委員会に審査の要求を提出できる（１
項）。それ以外の国家機関や社会団体、企業・事業体、一般市民も審査
の建議を提出することができる（２項）
。
これらの制度を活用すれば、司法解釈の制定主体の二元性による対立

73

先に挙げた例に関して、前者は最高法院が設定した罪名に、後者は最高検

察院が設定した罪名に、
それぞれ統一したのである。一種の折衷だと言えよう。
74

石徳和「我国刑事司法解釈的功能、缺陥及其完善」安徽警官職業学院学報

2004年２期２～３頁参照。
75

丁慕英＝陸徳山「也論我国刑法司法解釈権的帰属問題――与遊偉、趙剣峰

同志商榷」当代法学1994年２期25頁以下、敬大力「最高人民検察院司法解釈工
作近年発展、存在問題及其発展」検察実践1999年２期24頁、陳国慶「最高人民
検察院司法解釈権応当保留」中国律師2000年７期10頁以下、
張玉梅＝韓耀元「解
読『最高人民検察院司法解釈工作規定』
」人民検察2006年７期（上）44 ～ 45頁
陳根芳＝傅国雲・前掲注（68）５～６頁参照。
76

陳濤・前掲注（11）86 ～ 87頁。
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は解決できると思われるが、問題はこれらの制度が上手く作動している
かどうかである。1999年から2008年までの10年間の間に、全人大常務委
「香港特別行
員会が公布した立法解釈は全部で12件しかない77。そして、
政区基本法」に関する３件の立法解釈を除いて、残りの９件は全部刑法
に関する解釈である。これらの立法解釈の中、両最高司法機関による意
見の不一致を解決するために制定されたのは、
「
『中華人民共和国刑法』
384条１項に関する解釈」と「
『中華人民共和国刑法』294条１項に関す
る解釈」
（両方とも2002年４月28日公布）の２件だけである78。なお、残
りの７件も司法実践における意見の対立を解決するために制定されたも
のであって、その内の２件は最高法院と最高検察院による共同提案で作
成されたのである。しかし、具体的にどのレベルで意見の対立があるの
かは不明であり、当該立法解釈に先行する司法解釈もないため、少なく
ともこれらの立法解釈は司法解釈における意見の不一致を解決するため
に制定されたものではないと推測できる79。

77

『中華人民共和国全国人民代表大会常務委員会公報』による統計である。ち

なみに、全人大常務委員会による最初の立法解釈は、
「
『中華人民共和国香港特
別行政区基本法』
22条４項と24条２項３号に関する解釈」
（1999年６月26日公布・
施行）である。それ以前に立法解釈を制定した記録がない。
78

最高法院は刑法384条１項と294条１項について、それぞれ「公金を横領して

個人の使用に供することを如何に認定するかの関連問題に関する解釈」
（法釈
［2001］29号、2001年10月17日公布、同26日施行）と「黒社会性質組織犯罪の
案件の審理における法律の具体的な適用の若干問題に関する解釈」
（法釈
［2000］
42号、2000年12月５日公布、同10日施行）という司法解釈を制定したが、最高
人民検察院はそれに異議を唱え、全人大常務委員会に立法解釈を制定するよう
申請したのである。全人大常務委員会による立法解釈の制定に関する説明につ
いて、全国人民代表大会常務委員会公報2002年３期195 ～ 199頁参照。
79

全人大常務委員会による立法解釈の制定に関する説明を見る限り、立法解

釈の提案者は最高法院と最高検察院のほか、
「司法機関」と「関連部門」がある。
しかし、
それが具体的にいかなる機関や部門を指しているのかは明確ではない。
最高検察院が最高法院の司法解釈に対して異を唱え、立法解釈の制定を提案す
る例とは対照的である。両最高司法機関の意見の不一致を明確に示していない
ことから、これらの立法解釈は両最高司法機関の意見の対立を解決するために
制定されたものではないと思われる。しかしながら、
「司法機関」や「関連部門」
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両最高司法機関の意見の対立を解決するために制定された立法解釈の
数が少ないため、一般的に全人大常務委員会は積極的に立法解釈で司法
解釈の統一を図ろうとしていないと批判されている80。そういう意味で
は、司法解釈の制定主体の二元性による対立を解決する制度は上手く作
動していないと言える。ただし、最近では司法解釈の制定に当たって、
両最高司法機関が意見の対立を生じさせないよう、事前に内部で調整を
行っていて、立法解釈による事後解決の必要性がほとんど残っていない
という可能性も否定できない。2006年の最高検察院司法解釈規定21条１
項は「検察業務と裁判業務の両方にかかわる法律適用の具体的な問題に
ついて、最高人民検察院は最高人民法院に対して、合同で司法解釈を制
定することを要請すべきである」と規定していて、それはまさに両最高
司法機関による司法解釈における意見の不一致を解決するためだと言わ
れている81。2003年以降、最高検察院が単独で公布した司法解釈の数は
減っており、
最高法院の司法解釈と衝突する例も見当たらない。その上、
両最高司法機関の意見の対立を解決するために制定された立法解釈も現
れていない。これらの状況を考えると、制度が上手く作動していないと
いうより、作動する必要性がなくなったと言えよう。そして、両最高司
法機関の司法解釈が対立しない限り、司法解釈の制定主体の二元性を批
判する多くの理由は成り立たなくなると思われる。ただし、これからも
司法解釈の制定主体の二元性による対立が生じないかどうかについて、
なお見守る必要がる。
②手続規定による規範化の到達点
司法解釈の形式に関しては、両最高司法機関がそれぞれの司法解釈に
関する手続規定において、幾つかの形式を規定し、統一した文書番号を

などの表現は曖昧であるがゆえに、これらの立法解釈の背後に両最高司法機関
の意見の対立が存在するという可能性も、完全に否定することができない。
80

鄭顕華＝肖徳芳＝李照彬・前掲注（１）54 ～ 55頁参照、前掲注（62）４頁

も同旨。
81

張玉梅＝韓耀元「解読『最高人民検察院司法解釈工作規定』
」人民検察2006

年７期（上）46頁参照（作者は最高検察院法律政策研究室のメンバーである）
。
北法62（6・429）1745

［130］

論

説

与えることでその規範化を実現しようとした。しかしながら、現状とし
ては、最高法院は司法解釈の文書番号に対して厳格な統制を行っている
が、形式については手続規定を厳格に守っていないことは前述の通りで
ある。2007年規定の施行後も、
［安排］という規定外の形式は残されて
いる。幸い、最高法院公報に「司法解釈」という専門のコラムが設けら
れており、
それを見れば、
どんな司法解釈が公表されたかは確認できる。
ところが、最高検察院の司法解釈の場合、どの文書番号に統一されて
いるかははっきりとしない。
『司法業務文選』に掲載されている最高検
察院の司法解釈を見る限り、
「高検発釈字［〇〇〇〇（年）］××号」と
いう番号を持つものだけが最高検察院の司法解釈だと思われる82。しか
しながら、最高検察院司法解釈の正式な公表媒体である最高検察院公報
には「司法解釈」というコラムがなく、上述の文書番号を持つ司法解釈
がそれ以外の司法文書と同時に掲載されることもよくある。それらも司
法解釈ではないかと疑問を感じざるを得ない。また、最高検察院のホー
ムページで公表されている司法解釈の中に、明らかに「高検発釈字
［〇〇〇〇（年）
］××号」と異なる番号が振られている文書もある。形
式の面から見ても、手続規定に列挙された「解釈」、
「規定」、
「規則」、
「意
見」
、
「批復」以外の司法解釈もある83。例えば、最高検察院「『人民検察
院信訪業務規定』の下達に関する通知」
（2007年３月26日公布・施行）
はホームページに司法解釈として掲載されているが、
「通知」は手続規
定に示された形式に合致しない。たとえ「人民検察院信訪業務規定」そ
のものを司法解釈と考えても、その文書番号は「高検発控字［2007］１
号」であり、『司法業務文選』に掲載されながら、司法解釈に分類され
ていない84。結局のところ、最高検察院公報だけを見ても、何が司法解
82

『司法業務文選』は前年度に採択された法律（立法解釈があれば立法解釈）
、

行政規則と司法解釈の一覧を毎年掲載している。最高法院による司法解釈は全
部掲載されているから、それを根拠に推測すると、最高検察院の司法解釈も全
部掲載されていると思われる。
83

最高検察院のホームページが司法解釈の正式な公表媒体に当たるかどうか

に関しては、議論の余地がある。
84

『司法業務文選』2007年26期39 ～ 48頁に掲載されたが、2008年10期47 ～ 48

頁の「前年度に採択された司法解釈」の一覧には入っていない。
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釈であるのかは判然としないため、
『司法業務文選』の一覧と最高検察
院のホームページのどちらかを信頼するかの問題に帰結する。本稿は『司
法業務文選』の一覧を基準とする。
司法解釈の手続規定に関して、程度の差こそあれ、それを厳格に守っ
ていない点においては、最高法院も最高検察院も同じである。しかしな
がら、司法解釈に関する規定が制定されて以降、新たに制定されたすべ
ての司法解釈が最高法院公報・最高検察院公報によって公表されている
ことは確かである。その点は評価すべきだと思われる。少なくとも、今
でも司法解釈が完全公開ではないと批判する学者の指摘は的外れになる
だろう85。
なお、昔からよくある批判の一つとして、司法解釈の制定過程が非公
開であって、制定にかかる手続規定があるものの、草案作成と審議の過
程が公開されない上、解釈の理由を示すこともほとんどないため、その
ように制定された司法解釈が立法の目的や意図に適っているかどうかに
ついて判断のしようがないという指摘がある86。しかし、この点に関し
ても、2004年の10期人大２次会議において、肖揚院長が最高法院活動報
告で述べたように、
「最高人民法院は司法解釈を制定する過程において、
立法機関や専門家・学者の意見を求めることをとても重視していて、重
要な司法解釈に関しては、メディアを通じて公開的に社会各界の意見を
求めて、
司法解釈をできるだけ立法本意を体現し、民意を反映するよう、
努力している」
。また、司法解釈の制定背景や理由についても、『××司
法解釈理解与適用』や『解読最高人民法院司法解釈（××年巻）』など、
司法解釈のコンメンタールが出版されて、それを垣間見ることができる
ようになった。そういう意味では、司法解釈の制定に関する情報公開は
かなり進んでいると評価できる。
③司法解釈の立法化

85

実際にそれを主張する学者の数は少ない。例えば、郭紅敏「我国司法解釈

権拡大化成因分析」法制与社会2008年34期143頁、鄭顕華＝肖徳芳＝李照彬・
前掲注（62）４頁参照。
86

袁明聖「司法解釈立法化現象探微」法商研究2003年２期６頁参照。
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司法解釈の内容に関して、問題視されているのは、司法解釈の「立法
化」とも言える現象である。つまり、最高司法機関が法解釈の限界を超
えて、全人大と全人大常務委員会の立法権を侵害するような司法解釈を
出す問題である。特に下級法院の問い合わせと関係なく、能動的に出さ
れた司法解釈は、その能動性がゆえに法解釈の限界を超える場合が多
い87。能動的に司法解釈を制定するというのは、往々にして具体的な事
案から離れて、抽象的な法規則を形成することを意味する。それが法解
釈というより、むしろ立法に近い作業である。
能動性のほかに、
「立法化」問題に係る司法解釈にはとりわけ「規範
創設性」という大きな特徴がある88。それは司法解釈の内容が解釈され
る法律条文の固有の範囲や限界を超えること（法の実質的な修正）や、
元来存在しない新しいルールを作り出すことを指す。司法解釈を制定す
るときには原則として、
「法律規定に違反してはならない。また、法律
に規定されていない規則を司法解釈を通じて創設してはならない」はず
実際のところ、
このような現象がよく見られる。先述の通り、
であるが89、
司法解釈が果たしている役割の一角を担っているのは、まさに新しい
ルールの形成と法規定の実質的な修正である。
問題は新しい法を形成するのは本来なら立法機関である人大の固有の
機能であり、最高法院が司法解釈を介してその領域に立ち入ると、自然
と批判される。「司法解釈の内容が近年一番非難されているところであ
り、その焦点は司法解釈が司法権を超えて立法権を侵害する問題に当て
90
という指摘の通り、立法化が司法解釈の最大の問題点の
られている」

一つとして取り上げられるのは、法の形成は立法権を持つ人大の不可侵

87

孫笑侠＝夏立安『法理学導論』
（高等教育出版社、
2004年）204 ～ 205頁参照。

88

以下の記述は主に袁明聖・前掲注（86）５～６頁参照。また、司法解釈の

立法化問題に関して、
「170件司法解釈発揮『準立法』作用」瞭望新聞週刊2003
年７期46 ～ 47頁、竹懐軍「論我国刑法司法解釈的不足与完善」学術交流2004
年７期25頁以下、陳霞明「越権司法解釈芻議」当代法学2002年８期103頁以下
も参照されたい。
89

張玉梅＝韓耀元・前掲注（81）45頁。

90

董皥・前掲注（13）228頁。
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の領域と見なされているからだと思われる91。最高法院研究室の責任者
を務めていた周道鸞も、
「司法解釈は職権の範囲を超えて、法律の条文
を修正・変更し、
『越権解釈』を行って、立法権または行政権を侵害し
てはならない。ましてや法律の規定から離れて、新しい法律規範を創造
してはならない」
、と鮮明な態度を示している92。
それでは、なぜ司法解釈の立法化という問題が生じるのだろうか。そ
もそも、法律に規定がない、あるいは制定法の規定が不適切で、現実に
合致しないといった問題が一番大きな要因だと言われている93。その上、
全人大とその常務委員会が積極的に立法で法の不備を解消しようとして
いないことや、
全人大常務委員会があまり立法解釈を行わないことなど、
・・・・
立法機関の不作為も相まって、司法解釈は仕方なく、人大に代わって実
「法律に不足があって、立法
質的な立法を行うようになった94。つまり、
機関が適時に規則を制定することができない場合、どうすればいいのだ
ろうか。裁判官が自分で規則を創造するしか道がないのではないだろう
か」95、と言われるように、法制度上適切であるかどうかはさておき、一
般的に司法解釈の内容の立法化には合理的な理由があると理解されてい
る96。また、このような現象は理論的には非難されているが、実際には
91

９期人大３次会議で立法法を審議するとき、西南政法大学の教授である趙学

清という人大代表は「司法解釈は立法を取って代ってはならない。目下、一部
の司法解釈は法律の不足を見出してそれを補い、立法を補充している。これは
すでにその権限を超えている」
、と司法解釈の立法化を批判した。立法法の審
議における以上の発言は、法形成は人大の専属権能だという認識をはっきりと
示したと思われる。
「中国立法邁入科学規範化時代」http://news.sina.com.cn/
comment/2000-3-22/74370.html（最終訪問日、2011年12月31日）参照。当該記
事は2000年３月22日の『北京晩報』という新聞に掲載されたものだが、新聞記
事の原文は筆者未見である。
92

周道鸞「論司法解釈及其規範化」中国法学1994年１期94頁。

93

袁明聖・前掲注（86）６～７頁、陳明「対司法解釈『立法化』問題的思考」

淮陰工学院学報2005年６期11頁参照、楊娜「司法解釈『立法化』剖析」法制与
社会2007年６期532頁も同旨。
94

袁明聖・前掲注（86）７頁、陳明・前掲注（93）11頁参照。

95

梁慧星『裁判的方法』
（法律出版社、2003年）47頁。

96

現状では、司法解釈による実質的な立法は不可避の現象だと言われている。
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立法部門によって黙認されているとの指摘もある97。全人大常務委員会
が終局的な法解釈権を持っているため、
「越権司法解釈に対する『否決権』
を持つことで、
このような現象に対しても、
見て見ぬふりができる…（そ
れが）全人大常務委員会が立法解釈の領域での不作為を維持しつつ、司
法解釈権の拡大による現実の成果を享受するための後顧の憂いを断っ
た」98、と言われている。それこそが立法部門による黙認の理由だと考え
られる。
しかしながら、最高法院による事実上の立法は立法機関による立法と
違って、「最高司法機関は人民が選挙した代表によって構成されている
わけではなく、民意を代表する機関ではない。したがって、それによる
立法は必然的に立法機関による立法ほど民意を体現できない。また、立
法のように特殊で厳格な手続規定によってその質が保障されているわけ
ではないため、司法解釈の制定手続も必然的に立法ほど厳格ではない。
その質も当然法律ほどよくない」
、という批判はいまだに主張されてい
るし99、逆に最近の司法解釈の制定手続に関する改革を見て、形式的に
も司法解釈の形成の「立法化」が進んでいると批判する学者もいる100。
そして、もっとも根本的な批判として、中立的であるべき終局的な判断
者としての最高法院が、個別の事案から離れて一般的・抽象的なルール
を形成し、事実上の立法を行うのは、公平に反するという指摘がある101。
呉英姿『法官角色与司法行為』
（中国大百科全書出版社、2008年）357頁参照。
ちょっと極端な意見として、法に規定がない場合、そもそも立法権が発動され
ていないため、司法解釈による法に対する補充は立法権の侵害に当たらないと
主張する論者もいる。紀誠・前掲注（２）157頁参照。
97

肖仕衛「最高法院司法解釈的邏輯及影響――兼論司法解釈的功能与合法性

問題」左衛民『最高法院研究』
（法律出版社、2004年）344頁参照。
98

郭紅敏・前掲注（85）142頁。

99

李文麗「刑法司法解釈的功過評析和出路」科技信息（学術研究）2007年13期

109頁
100

紀誠・前掲注（２）28 ～ 30頁参照、一般市民が司法解釈の制定に関する建

議を提出できるようになったことは、
「最高法院が昔以上に自分で『司法』と
しての性格を剥離し、自分自身を立法機関よりも立法機関に似つかわしいもの
にした」と指摘されている。沈巋・前掲注（20）101頁参照。
101

王菁・前掲注（１）８頁、紀誠・前掲注（２）156 ～ 157頁参照。
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司法による法形成は立法と区別されなければ、立法権侵害という批判
をかわすことができない。そういう意味では、立法の不備や、立法機関
の不作為と黙認などを理由に、
「司法解釈の立法化」を正当化すること
はできないと思われる。これは中国の学者が司法解釈の立法化には合理
的な理由があると理解を示しつつも、なお解釈の枠を超えた越権解釈を
否定する所以であろう102。
なお、刑法の司法解釈に関しては、法解釈の枠を超えれば、罪刑法定
主義に反することになるため、刑法の司法解釈の立法化は許されないと
「犯罪と刑罰」
解されている103。また、この点に関して、立法法８条は、
（４号）、「公民の政治的権力の剥奪、人身の自由を制限する強制措置と
処罰」（５号）は法律によって規定されなければならないと規定してい
るため、司法解釈によるこれらのことに関する刑法の実質的な修正も新
しいルールの形成も、法律違反になる可能性がある。
それにもかかわらず、立法法が施行されてからも、最高法院は従来通
りに司法解釈を制定し、刑法の規定を修正している。代表例として、最
高法院「郵便切手変造・同転売行為に如何に法律を適用するかの問題に
関する解釈」
（法釈［2000］41号、2000年12月５日公布、同９日施行）
が挙げられる。当該司法解釈は郵便切手変造・同転売行為に刑法227条
・・
１項を適用するよう規定しているが、刑法227条１項は郵便切手偽造・
同転売行為に関する規定であって、刑法が「偽造」と「変造」を区別し
ている以上104、当該司法解釈は刑法の規定を修正した類推解釈に他なら
ない105。
また、「未成年者刑事事件の審理における法律の具体的な適用の若干
問題に関する解釈」６条も「教育を主とし、懲罰を補とする」という原
102

張志銘・前掲注（26）216 ～ 217頁、鄭顕華＝肖徳芳＝李照彬・前掲注（62）

４頁参照。
103

陳興良＝周光権「刑法司法解釈的限度――兼論司法法之存在及其合理性」

法学1997年３期28 ～ 30頁参照。
104

例えば、刑法170条は通貨偽造罪、同173条は通貨変造罪について、それぞ

れ異なる規定を置いてある。
105

王瑞君「刑法司法解釈合理性評析――以罪刑法定原則為基点」山東社会科

学2003年５期48頁参照。
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則を貫徹するために、刑法を実質的に修正したと言われている。すなわ
ち、６条の規定によると、
「14歳以上16歳未満の者がたまに幼女と性行
為を行い、情状が軽微で、重大な結果をもたらしていない場合、犯罪と
認定しない」106。しかしながら、刑法17条２項は「14歳以上16歳未満の者
が故意殺人、故意重障害もしくは傷害致死、強姦、強盗、麻薬販売、放
火、爆発、毒物投与の罪を犯した場合、刑事責任を負わなければならな
い」と、236条２項は「14歳未満の幼女を姦淫したときは、強姦罪とし、
処罰をより重くする」と規定している。つまり、14歳以上16歳未満の者
が14歳未満の幼女と性行為を行うと、
強姦罪になる。刑法17条３項は「14
歳以上18歳未満の者が罪を犯した場合は、処罰をより軽くにし、または
減軽しなければならない」と規定していて、14歳以上16歳未満の者の処
罰を軽くすることはできるが、
「犯罪と認定しない」とまでは認めてい
ない。したがって、当該司法解釈は未成年者の権益を考慮して、明らか
に刑法に反する規定を作ったと指摘されている107。

106

最高法院「未成年者刑事案件における法律適用の若干問題に関する解釈」
（失

効、法発［1995］９号、1995年５月２日公布・施行）２条１項２号３はそれに
類似する規定である。ただし、
「犯罪と認定しないことができる」という表現
を使っている。また、最高法院「強姦案件の審理の関連問題に関する解釈」
（法
釈［2000］４号、2000年２月16日公布、同24日施行）にも同旨の規定がある。
本解釈はこれらの司法解釈を踏襲したものと思われる。
107

褚玉竜＝梁亜維「司法解釈無権修改法律――評最高法［2006］１号司法解

釈第６条」人大研究2006年４期36 ～ 38頁、超林虎「刑事司法解釈何以為刑法
的淵源」法制与社会2007年12期40頁参照。なお、最高法院の裁判官は、司法解
釈６条は刑法17条を修正するものではなく、刑法13条但書に対する解釈である
と主張している。刑法13条は犯罪と非犯罪の基準を規定していて、その但書に
よると、
「情状が著しく軽く、危害が大きくない場合、犯罪と認定しない」
。つ
まり、司法解釈６条は「情状が著しく軽く、危害が大きくない」に対する解釈
とされている。また、それは「司法の能動性および『教育を主とし、懲罰を補
とする』という理念を体現している」
。胡雲騰＝劉暁虎「対未成年人刑事司法
解釈若干争議条款的理解」人民司法2006年６期16 ～ 17頁参照。しかしながら、
司法解釈６条における「情状が軽微で、重大な結果をもたらしていない」とい
う規定はただ刑法13条但書を違う表現で繰り返したにすぎない。そういう意味
では、司法解釈６条は刑法13条但書に対する解釈とはとうてい言えないし、こ
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以上の例を見れば分かるように、刑法の司法解釈に限って言えば、実
質的な立法は立法権侵害のほかに、罪刑法定主義や立法法８条との関係
においても、その正当性に関する疑問が大きい。したがって、刑法に関
する司法解釈は、量刑にかかわる金額や情状などの抽象的な刑法概念に
対する解釈に限定すべきだと主張されている108。
第３節

その他の司法解釈性文書

司法解釈性文書は最高法院によるものと下級法院（特に各地の高級法
院）によるものの二種類に分けることができる。司法解釈に関する手続
規定が制定される前は、最高法院による司法解釈と司法解釈性文書は
はっきりと区別されていなかったが、手続規定が制定されて以降、司法
解釈の範囲が確定されたため、司法解釈の特徴をもつそれ以外の司法文
書が最高法院による司法解釈性文書となる。後者は、最高法院「地方各
級人民法院が司法解釈性文書を制定すべきではないことに関する批復」
（［1987］民他字第10号、1987年３月31日公布・施行、以下1987年批復と
略す）という司法解釈によって原則的に禁止されているが109、実際のと
ころ、地方各級法院が当該司法解釈を無視して司法解釈性文書を出し続
けているのは現状である。なお、最近になって、高級法院が「裁判業務
文書」を制定することで、下級法院を指導することが正式に認められた
のは、先述（第１章第１節）の通りである。
内容を見る限り司法解釈ときわめて類似しているが、司法解釈と違っ
て、司法解釈性文書の効力・手続に関する規定がない。また、形式の面
からみると、
「意見」
、
「会議紀要」
、
「通知」
、
「復函」
、
「答復」など、実
に多岐にわたる形式が採用されている。司法解釈の規範化が進んでいる
のと対照的に、昔司法解釈について指摘されてきた問題点は現在そのま
のような理解で学者による批判をかわすこともできないと思われる。
108

劉麗君＝黎大有「我国司法解釈領域存在的問題芻議」湖北函授大学学報

2006年２期36頁、何方「
『両高』司法解釈的権力博弈」中国社会導刊2007年２
期31頁参照。
109

最高法院は2001年に通知を発して、地方各級法院が司法解釈性文書を制定

するのを改めて禁止したと言われている。それがいかなる司法文書であり、そ
れに何が書かれているのかは不明である。呉兆祥・前掲注（９）29頁参照。
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ま司法解釈性文書に当てはまると思われる。つまり、制定手続が不明確
であり、その公開も不十分である。また、司法解釈と違って、全人大常
務委員会に報告・登録する義務がなく、いかなる監督を受けているかも
不明である。それと同時に、司法解釈の立法化といった問題点は司法解
釈性文書にも現れている。このような問題があるにもかかわらず、
「こ
れらの司法解釈性文書は司法実践において、時々正式な司法解釈と全く
区別ができない」と言われるように110、実務では、司法解釈性文書は司
法解釈に劣らない役割を果たしていると考えられる111。また、実際にそ
う証言している裁判官もいる112。以下では、最高法院の司法解釈性文書
と地方法院の司法解釈性文書を分けて、
両者それぞれの役割を検討する。
１

最高法院による司法解釈性文書

最高法院による司法解釈性文書は全部公開されているわけではない
が、公開されているものを見る限り、内容・体裁によって、①政策の解
釈、②司法行政に関する規定、③法の解釈、④新しい法の形成、⑤司法

110

紀誠・前掲注（２）96頁。また、司法解釈性文書は「実質上司法解釈の表

現形式を拡張した。各級の裁判官は実際にそれらを裁判に適用しているため、
司法解釈との間にはもはや本質的な区別がない」と主張する論者もいる。劉麗
君＝黎大有・前掲注（108）35頁。
111

蒋集躍＝楊永華「司法解釈的缺陥及其補救――兼談中国式判例制度的建構」

法学2003年10期16頁参照。
112

上海市静安区人民法院、上海市高級人民法院、吉林省長春市中級人民法院

の裁判官に司法解釈性文書の実際の役割についてインタビューしたところ、下
級裁判所の裁判官にとって、司法解釈性文書は司法解釈と同じく従わなければ
ならない規範的文書であり、ただ裁判の根拠として引用できないだけだという
共通の解答を得た。最高法院の裁判官も司法解釈性文書が事実上司法解釈と大
して変わらないことを認めている。上海市静安区法院について、インタビュー
の日時は2008年12月25日13時～ 14時半、対象は研究室の邱主任と政治部の張
裁判官である。上海市高級法院について、インタビューの日時は2008年12月26
日10時～ 12時、インタビューの対象は研究室の呉副主任と民一庭の孟裁判官
である。吉林省長春市中級法院について、インタビューの日時は2009年３月23
日15時～ 17時半、インタビューの対象は刑一庭の盧裁判官補佐である。最高
法院について、前掲注（13）参照。
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解釈の解釈・修正の５種類に分けることができる。②、③、④に関して
は、
司法解釈が果たしている役割と重複しているため、ここでは立ち入っ
た検討を省略する。この３種類に属する司法解釈性文書は司法解釈の制
定手続を踏まず、
司法解釈として公表されなかった実質的な「司法解釈」
であると理解できよう。問題は①と⑤である。
まず①に関して、政策解釈は司法解釈の規範化が図られる前に、特に
法整備があまり進んでいなかった時期においては、司法解釈の大部分を
占めていたのは先述の通りである。しかし、現在の司法解釈は少なくと
も外観的には法に対する解釈でなければならない。そういう意味では、
司法解釈はかつて担っていた政策解釈という役割を果たせなくなった。
そこで、司法解釈に代わって政策解釈の任務を担わされたのは厳格な制
定手続を踏まえる必要もなければ、公開されて裁判の根拠として引用さ
れる必要もない司法解釈性文書である113。
その代表例として、知的財産権に関する幾つかの司法解釈性文書が挙
げられる。最高法院「知的財産権裁判業務を全面的に強化し、創造型国
家の建設に司法保障を提供することに関する意見」
（法発［2007］１号、
2007年１月11日公布）
、
「国家の知的財産戦略の貫徹実施の若干問題に関
する意見」
（法発［2009］16号、2009年３月30日公布）、「目下の経済情
勢における知的財産権裁判が大局のために奉仕することの若干問題に関
する意見」
（法発［2009］23号、2009年４月21日）などがそれである。
これらの司法解釈性文書は全部法律に基づくものではなく、法律条文は
おろか、法律名も引用されていない。逆に、国家の政策はしばしば引用
113

党と国家の政策の実現は今でも法院の最重要任務である。1998年12月１日

に開かれた全国高級法院院長会議において、
肖揚（当時の最高法院院長）は「法
律を厳格に執行することと、政策をまじめに執行することを有機的に統一しな
ければならない。今の情勢はすごい勢いで発展していて、社会の経済体制が転
換しており、法制もまだ完備していない状況下において、国家は常に政策で経
済関係と社会関係を調整しなければならないため、政策は往々にして司法業務
の根拠となる。法律の執行と政策の執行の統一を堅持しなければ、裁判業務に
おいて大きなミスをしないことを保障できない」と指摘し、政策が司法業務の
根拠であるため、それをまじめに執行しなければならないことを強調した。孟
天「春風又起――記全国高級法院院長会議」人民司法1999年１期５頁。
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されていて、
題名にも表れている。
１番目の司法解釈性文書の根拠となっ
た国家政策は中共中央「社会主義和諧社会の構築の若干重大問題に関す
る決定」と、中共中央国務院「科学技術企画綱要を実施し、自主創造能
力を強化する決定」に提唱された「創造型国家の構築」というものであ
り、２番目と３番目の司法解釈性文書の根拠は党の17期大会で提唱され
た「国家知的財産権戦略の実施」と、国務院が2008年に公表した「国家
知的財産権戦略綱要」である。この３つの司法解釈性文書は抽象的な国
家政策や国家戦略を具体化し、さらにその一部の条文において、裁判に
おける具体的なルールを形成した。
具体的に見てみると、例えば、１件目の司法解釈性文書の12条は「知
的財産権に関する民事訴訟は原則的に中級以上の人民法院が第一審を担
当する」と規定している。民事訴訟法19条３号は最高法院が指定する事
件について、中級法院が第一審を担当すると規定しているから、司法解
釈性文書12条の規定はまさに知的財産権の管轄についてルールを設定し
たと言えよう。また、３件目の司法解釈性文書10条は「企業名称」を解
釈し、
「市場において一定の知名度を有し、
関連する大衆がそれを熟知し、
実質的に商号の役割を果たしている企業名称における屋号、企業または
企業名称の略語」を企業名称と見なし、不正競争防止法（1993年９月２
日公布、同12月１日施行）の保護対象とした。さらに13条は知的財産権
侵害不存在の確認訴訟の提起の要件を、14条は知的財産権訴訟における
事前差し止めの要件などを示している。これらの条項は断片的なルール
・・・・・・
しか形成していないが、それでも法院はそれらを貫徹して執行しなけれ
114
ばならないとされている 。

そして、⑤に関しては、先行する司法解釈自体が法律と同様、抽象的
で、さらなる明確化・具体化を必要とするとき、最高法院は時々司法解
釈性文書を使って、司法解釈を再解釈するという手法を採用する。
例えば、最高人民法院が2005年に出した司法解釈性文書「強盗、強奪
事件の審理における法律適用の若干問題に関する意見」（法発［2005］
114

これらの司法解釈性文書を下達する通知の冒頭部分にはそれぞれ「まじめ

に執行せよ」
、
「まじめに貫徹して執行せよ」
、
「貫徹して執行せよ」という指示
が書かれている。
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８号、2005年６月８日公布）は、最高法院「強盗事件の審理における法
律の具体的な適用の若干問題に関する解釈」
（法釈［2000］35号、2000
年11月22日公布、同28日施行、以下「強盗解釈」と略す）と「強奪事件
の審理における法律の具体的な適用の若干問題に関する解釈」（法釈
［2002］18号、2002年７月16日公布、同20日施行）の施行後の新しい状
況と問題に対応すべく、
「法を正確かつ統一に適用するために」と明言
した上で、この二つの司法解釈に対する再解釈を行った。
具体的に見てみると、
「強盗解釈」１条は刑法263条１号の「住居に侵
入して強盗を行った場合」について、
「閉鎖した庭、遊牧民のテント、
漁師が家庭生活の場所とする漁船、生活のために借りた家屋」が住居に
当たると解釈した。それに対して、
司法解釈性文書は列挙にとどまらず、
「住居は住所のことを指す。その特徴は家庭生活に供することと外界と
相対的に隔離されていることとの二点に現れている」とし、住居の認定
基準を示した。さらに、
「集団宿舎、旅館・ホテル、建設労働者のため
の仮設小屋は、
一般的に住居と認定できないが、
特定な状況下において、
確かに以上の二つの特徴を具備する場合、
住居と認定することもできる」
と実例を挙げて、具体的に説明した。なお、この司法解釈性文書は全部
で11カ条によって構成されており、先行する司法解釈を再解釈する条文
は３カ条（１、２、４条）であって、残りの８カ条は全部刑法規定に関
する解釈である。そこからも、司法解釈性文書と司法解釈との類似性が
見られる。
一部の司法解釈性文書はその題名を見れば、司法解釈に対する再解釈
であることが一目瞭然である。例えば、最高法院「『民事訴訟証拠に関
する若干問題』における挙証期限に関する規定の適用に関する通知」
（法
発［2008］42号、2008年12月11日公布）は明らかに『民事訴訟証拠に関
する若干問題』
（法釈［2001］33号、2001年12月21日公布、2002年４月
１日施行）の規定に対する再解釈である。
そのほか、最高法院と最高検察院が合同で司法解釈性文書を制定し、
先行する司法解釈を再解釈する例もある。最高法院・最高検察院「カル
ト組織を組織・利用する犯罪事件の処理における法律の具体的な適用の
若干問題に関する解答」
（法発［2002］７号、2002年５月20日公布）と
いう司法解釈性文書の全28カ条の内、
21カ条は最高法院・最高検察院「カ
北法62（6・417）1733
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ルト組織を組織・利用する犯罪事件の処理における法律の具体的な適用
の若干問題に関する解釈（二）
」
（法釈［2001］19号、2001年６月４日公
布、同11日施行）という司法解釈に対する再解釈である（残りの７カ条
は刑法規定に関する解釈である）
。
司法解釈性文書が司法解釈を再解釈しなければならないのは、能動的
に制定された司法解釈自体が具体的な事案から離れた抽象的な規定であ
るためである。形式と内容の両面から立法に近づいている以上、司法解
釈は常に法律と同様に解釈を受ける必要性を秘めていると言えよう。
２

地方法院による司法解釈性文書

地方法院は原則的に司法解釈性文書の制定を禁止されているが、例外
もある。つまり、最高法院が司法解釈または司法解釈性文書で地方法院
に司法解釈性文書の制定を許可する場合もある。そのほとんどは刑法規
定に関する司法解釈（司法解釈性文書）において、量刑の基準となる抽
象的な用語に対して、具体的な数値を設定することを各地の高級法院に
授権することである。
例えば、最高法院「窃盗事件の審理における具体的な法適用の若干問
題に関する解釈」
（法釈［1998］４号、
1998年３月10日公布、同17日施行）
３条は、刑法264条の用語に対す解釈として、
「比較的多額」、
「巨額」、
「特
に巨額」について、具体的な金額を示している。つまり、人民元500元
から2,000元以上は「比較的多額」
、5,000元から20,000元以上は「巨額」、
30,000元から100,000元以上は「特に巨額」に当たる（１項）
。そして、
各地の高級法院は当該地域の経済発展の状況に依拠し、社会治安の状況
を考慮して、１項が規定した金額の範囲内で、当該地域における「比較
的多額」
「巨額」と「特に巨額」の基準を決めることができる（２項）。
、
それに従って、各地の高級法院はそれぞれ司法解釈性文書を制定し、
各地の実情に合った基準を決めている。例えば、市民が比較的に裕福で
あ る 上 海 市 は2,000元 以 上 を 比 較 的 多 額 と、20,000元 以 上 を 巨 額 と、
115
100,000元以上を特に巨額とする 。つまり、司法解釈が規定した金額の

115

上海市高級法院・検察院・警察局・司法局「本市における窃盗犯罪事件の

処理に関する意見」
（1998年７月９日公布・施行）１条。
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上限を取って、認定の基準とした。上海と比べて比較的に貧困である安
徽省はそれぞれ1,000元以上、10,000元以上、50,000元以上を基準とし
た116。
そのほか、
民事訴訟（主に知的財産権に関する訴訟）の管轄について、
最高法院は各地の高級法院に必要に応じて管轄法院を規定する権限を与
えている。例えば、最高法院「著作権民事紛争事件における法律適用の
若干問題に関する解釈」
（法釈［2002］31号、2002年10月12日公布、同
15日施行）２条は「著作権民事紛争事件は、中級以上の人民法院が管轄
する」
（１項）としつつ、
「各高級人民法院は本管轄区の実際の状況に応
じて、第一審著作権民事紛争事件の管轄について若干の基層人民法院を
指定することができる」
（２項）と規定している117。
このように制定された各地高級法院による司法解釈性文書は、最高法
院の授権を得ているためか、あまり批判にさらされることがない118。各
地の実情を考慮して柔軟な対応が必要だと考えられているかもしれな
い119。
他方、最高法院による授権がないにもかかわらず、各地の高級法院が
1987年批復に反して司法解釈性文書を制定する例も多数見受けられる。
なお、これらの司法解釈性文書は一般的に公開されているわけではない
ため、２次的な資料でその存在を確認しなければならない場合が多い。
116

安徽省高級法院・検察院・警察庁「窃盗罪金額認定基準に関する規定」
（1998

年５月12日公布・施行）
。
117

例えば、山東省高級法院は済南市歴下区人民法院と青島市市南区人民法院

を、管轄区域内に起きた訴訟請求50,000元以下の著作権民事紛争事件の第一審
管轄法院と指定した。山東省高級法院「知的財産権紛争事件の地域管轄と級別
管轄に関する規定」
（2004年３月18日公布・施行）１条５項、２条１項参照。
118

刑法規定に関する司法解釈における授権規定は違法であり、公平原則や罪

刑法定主義に反しているのだと批判する議論として、李建華「刑事司法解釈授
権規定質疑」人民検察2000年11期46 ～ 47頁参照。
119

国土面積の広さと各地経済発展の格差を考慮して、各地の状況に応じて量

刑の基準を設定する必要があるとされている。劉艶紅「再論刑法司法解釈的主
体」人民検察2007年５期39 ～ 40頁参照。また、地域格差を反映しているこれ
らの司法解釈性文書は法制の多元性に繋がるとも言われている。紀誠・前掲注
（２）151頁参照。
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例えば、人身損害賠償事件における賠償額の算定に関して、各地の法
院はそれぞれ異なる基準を設定することがある。北京市高級法院「人身
損害賠償事件の審理における若干問題に関する処理意見」（2000年７月
11日公布）14条によると、被害者の介護費用の算定に当たって、「介護
期間は被害者が自立して生活する能力を回復するまでとする。被害者が
障害により自立して生活する能力を回復できない場合、その生存可能年
限で介護期間を定めることができる（生存可能年限は、わが市の平均希
望寿命から被害者の年齢を引いた年数とし、最低５年とする）」120。それ
に対して、天津市高級法院「人身、精神損害賠償額算定基準の調整に関
する幾つかの意見」
（1998年10月28日）の規定によると、「被害者の入院
期間中の介護費用を考慮することができる。退院後の介護費用はわが市
の平均生活費で計算し、退院の月から20年間を限度に支払う。ただし、
年齢が20歳未満である場合、年齢が１歳減るごとに給付期間を１年間増
121
。
やすとする」

そして、実際の事件において122、当時13歳の被害者は北京市高級法院
の「処理意見」によれば、60年分（処理意見公布当時の北京市の平均希
望寿命は73歳であった）
の介護費用を受領することができるのに対して、
たまたま天津市の法院が管轄法院であったがために、27年分の介護費用
しかもらえないという結果になった。つまり、現実問題として、法的根
拠がないにもかかわらず、各地の法院が勝手に司法解釈性文書を制定し
てしまえば、裁判の当事者が思わぬ不利益を被ることがある。
その後、最高人民法院が「人身損害賠償事件における法律適用の若干
問題に関する解釈」
（法釈［2003］20号、2003年12月26日公布、2004年
５月１日施行）を制定して、介護費用の受領期限の上限を20年とし（21
条３項）
、各地の法院の異なる規定を統一した。しかし、「人身損害賠償
事件」に関する地方法院の司法解釈性文書はそれでなくなったわけでは

120

http://china.findlaw.cn/fagui/ms/23/32924.html（ 最 終 訪 問 日、2011年12月

31日）参照。
121

郭秀梅「対我国司法解釈相関法律問題的探究」天津市政法管理幹部学院学

報2004年２期26頁による。当該「意見」の原文は筆者未見である。
122

郭秀梅・前掲注（121）26頁参照。
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ない。例えば、安徽省高級法院は2006年に上記司法解釈を踏まえて、
「人
身損害賠償事件の審理における若干問題に関する指導意見」（皖高法
［2006］56号、2006年２月22日公布・施行）を制定し、司法解釈に対す
る更なる具体化を行った123。
以上のように、地方法院は司法解釈がなければ、自分で司法解釈性文
書を制定し、各地の状況に対応する具体的な規定を設ける一方、司法解
釈があっても、各地の状況に応じて、司法解釈に対する再解釈・具体化
を図るために、なお司法解釈性文書を制定する124。問題は、これらの司
法解釈性文書は制定法院およびそれより下級の法院の裁判官を拘束する
にもかかわらず125、正式に公表されていない上に、人大の監督も受けて
いないことにある。
各地法院による司法解釈性文書の拘束力を確保しているのは、上級法
院が持つ下級法院に対する監督権である126。法院内部の問い合わせ制度
や誤判責任制［錯案責任追究制］などの裁判統制システムの働きによっ
下級法院は実質的に上級法院の指揮に服しなければならない128。そ
て127、

123

http://www.m-lawyers.net/Article_Show.asp?ArticleID=5843（最終訪問日、

2011年12月31日）参照。
124

このような現状を法院における現地調査の結果として示した例として、呉

英姿・前掲注（96）358頁参照。
125

上記地方法院の司法解釈性文書に即して言えば、北京市高級法院による司

法解釈性文書は北京市の中級法院、基層法院を拘束するし、安徽省高級法院に
よる司法解釈性文書は安徽省の中級法院、基層法院を拘束する。
126

憲法127条２項によると、
「最高人民法院は、地方各級人民法院および専門

人民法院の裁判活動を監督し、上級人民法院は、下級人民法院の裁判活動を監
督する」
。
127

誤判責任制［錯案責任追究制］とは、裁判にかかる法律や法規に反して判

決を下した場合に、
違法行為をした責任者の責任を追及するための制度である。
裁判統制システムが司法による法形成に対して、いかなる影響を与えるかにつ
いては、第４章第３節で改めて検討するが、裁判統制システムの仕組みに関し
ては、坂口一成『現代中国刑事裁判論裁判をめぐる政治と法』
（北海道大学出
版会、2009年）245頁以下参照。
128

このような中国の裁判の行政的な性格について、坂口一成・前掲注（127）

のほか、小口彦太『現代中国の裁判と法』
（成文堂、2003年）参照。
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れによって、各地法院の司法解釈性文書の実効性が保障されていて、最
高人民法院による司法解釈性文書も例外ではない。そして、各地の下級
法院の裁判官にとって、最高法院の司法解釈や司法解釈性文書よりも、
当地の実情に即していて、しかも直属の「上司」に当たる各地高級法院
によって公布される司法解釈性文書の方がより重要だと考えられる場合
もある129。この点も各地の法院が1987年批復に反してまで、司法解釈性
文書を制定し続ける理由の一つだと思われる。
司法解釈性文書が下級法院の裁判官を拘束し、時折司法解釈よりも重
要視されることを考えると、それがもはや法だと言うべきであろう。た
だし、一般的に公開されておらず、裁判の根拠になっても、判決書で引
用することができない「隠れた法」である130。最高法院の裁判官は、司
法解釈性文書の性質および効力についての規定がないため、たとえそれ
を司法解釈と区別する実益が乏しいとしても、両者を同一視することは
できないとし、司法の統一や法の安定性を考えて、このような司法解釈
性文書が大量に制定されて、司法解釈と同じ役割を果たす事態は決して

129

董開星「対司法解釈的法理思考」河南司法警官職業学院学報2006年４期53

頁参照。また、上海市静安区法院、長春市中級法院の裁判官に対するインタ
ビュー（前掲注（112）
）においても、現場の裁判官は、司法解釈よりも詳細で、
地方の現状に合致する司法解釈性文書に従って裁判を行っていると言われた。
上海市高級法院の研究室に所属する呉副主任に至っては、司法解釈性文書を制
定するのは1987年批復に反することだと認識しながら、裁判官にとって、地方
の実情を考慮した司法解釈性文書の方が使いやすいのを理由に、その制定を日
常業務の重要な一環と位置づけている。
130

司法解釈性文書は法院の内部文書であるが、一部の関係者に公開されるこ

ともある。上海市高級法院におけるインタビューによると（前掲注（112）
）
、
上海市高級法院の場合、
一部の司法解釈性文書を掲載している『審判業務資料』
という内部発行の雑誌を上海市内の弁護士事務所に配布している。しかしなが
ら、一般市民や他の地方の弁護士などに配られることはないため、公開されて
いるとは言い難い。北京市の弁護士も、北京市高級法院による司法解釈性文書
を把握しているようである。何方・前掲注（108）31頁参照。また、判決理由
の中で司法解釈性文書に触れる裁判例はあるが、根拠条文としてそれを引用す
ることはできない。先述最高法院「裁判文書における法律、法規などの規範性
法律文書の引用に関する規定」２条参照。
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望ましくないと主張している131。そのほか、人大による監督を受けてい
ない以上、司法解釈性文書は司法解釈以上に立法権を侵害する恐れがあ
り、法を迂回して政策を実現するための道具として運用される可能性も
否定できない（実際に最高法院による司法解釈性文書にはそういう特徴
がみられるのは前述の通りである）
。
それに対して、法の表面的な統一よりも、地域格差を考慮して多様な
法を認める方がいいという立場に基づいて、一般的に地方法院に司法解
釈性文書を制定する権限を与えるべきだと主張する論者もいる132。ただ
し、制定手続の適正化や制定後の公表、内容面の立法化などの問題をま
ず解決しなければならないとされている。この立場は、1987年批復と衝
突するが、むしろ現場の裁判官の考えに近い。最高法院が実際に進んで
下級法院による司法解釈性文書を取り締まっていないことを鑑みると、
最高法院もその実際の役割を否定しているわけではない。むしろ、高級
法院による「裁判業務文書」の制定を認めたことから、最高法院の態度
が軟化したようにも見える。手続と内容の両面の問題を解決できれば、
司法解釈性文書が司法による法形成の正規ルートの一つになる可能性も
あると思われる。
［付記］本稿は、北海道大学審査博士（法学）学位論文「現代中国にお
ける訴訟と裁判規範のダイナミックス──司法解釈と指導性案例を中心
に──」（2010年６月30日学位授与）を加除・修正したものである。本
稿に先行して公表した拙稿「現代中国における司法解釈と案例」
（社会
体制と法11号33 ～ 48頁）は、博士論文の作成中に得られた知見も取り
入れているため、本稿と一部重複する内容を有する。なお、加除・修正
にあたって、研究活動スタート支援（2010年度・2011年度）の援助を受
けている。

131

王（王允）
「従司法権之特性看司法解釈工作存在的問題」人民司法1998年４

期51頁参照。
132

紀誠・前掲注（２）149 ～ 152頁参照。
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「法律上の婚姻」とは何か（３）
―― 日仏法の比較研究 ――

大
目

島

沙

次

序論

（以上、62巻１号）

第１部

法律上の婚姻＝正統な結合

第１章

国家が承認したという正統性

第１節

フランス：承認主体としての教会と国家

第２節

日本：承認主体としての国家と社会？



（以上、62巻３号）
第１款

婚姻の管轄

第１項

国家による管轄

１

役所への届出

２

裁判所による有効性判断と解消への介入

第２項

国家による管轄の不完全性：社会による管轄

１

婚姻の儀式

２

婚姻の成立・解消への国家介入の弱さ

第２款

婚姻の定義

第１項

明治民法による定義

１

一方が他方の家に入ること

２

家の後継者確保のための結合？

第２項

現行民法による定義：法による定義の不完全性

１

一方が他方の家族になること？

２

子の養育のための結合？

第２節小括

日本における「国家が承認した結合」の意義

第１章総括
第２章
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他とは違うという正統性
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第２部

法律上の婚姻＝法的な結合

結論

第２節

日本：承認主体としての国家と社会？

前節のようなフランスの状況を参照することにより、日本においても
また、国家が婚姻の正統性の承認主体であるというのは普遍的なことで
はないということが喚起される。日本においても、国家が婚姻の承認主
体となるためには、従来、村などの共同体や親族らが承認主体となって
行われていた婚姻を、国家が中央集権的に把握するための努力が必要で
あった。この結果として作り出されたのが、国家に届け出られた「法律
上の婚姻」である。従来の承認主体に替わって国家が承認主体になろう
とした点だけを見れば、日仏は共通している。だが他方で、日本の「法
律上の婚姻」の構造には、フランスの「民事上の婚姻」にはない独自の
特徴がある。それは、言うまでもなく、カトリック教会という一大権力
による婚姻管轄の歴史が、
日本には存在しなかったという点に由来する。
確かに、日本でも明治期に、国家が婚姻を民法によって規律するよう
になった。この点だけを見れば、日本にも「民事上の婚姻」が存在する
ように思われる。しかしながら、日本では、
（西欧や日本の慣習を参照
・・・・・
・・・・
しつつ）新たに婚姻法を作り出した（婚姻を法化した）のであって、フ
・・・・・
ランスのように、既に存在した「カノン法上の婚姻」を世俗化したので
はない。むしろ、当時の日本の「国家」は、それ自体が（当時の政府は
否定していたものの）
宗教的な存在でもあったことを忘れてはならない。
明治時代に「天皇教」とでも呼びうる「宗教」をつくり出し、国民への
1

「布教」を主導したのは、国家であった 。したがって、戦前の日本には、
・・・
そもそも「世俗化された婚姻」という意味での「民事上の婚姻」は生じ

1

この点を指摘するものとして、差し当たり、村上重良「天皇制と国家神道」

戸頃重基編『天皇制と日本宗教』
（伝統と現代社、1973年）177頁。また、
『明
治以降宗教制度百年史』
（文化庁、1970年）は、明治政府の宗教政策の詳細を
伝える。
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えないことになる2。では、戦後はどうか。
「国家神道」が廃止され、天
皇が「人間宣言」をし、信教の自由と政教分離が憲法上の原則となった
のであるから、戦後の日本国は「世俗化された」とも考えられる。しか
しながら、天皇は、依然として「国家」の「象徴」である（日本国憲法
第１条）。天皇が宗教的権威であることを肯定したうえで、国家と分離
・・・
したわけではない。反対に、
その宗教的権威性を形式上否定したうえで、
・・・・
国家の「象徴」に据えている。だが現実には、天皇は、今日でも、（私
的行為としてではあるが）宮中での祭祀を欠かさず行っており、国の側
も、天皇の公務の日程調整にあたって、祭祀の日程と重ならないように
「国家」の象徴たる天皇が「宗教」的存在で
しているという3。つまり、
もあることは暗黙の了解となっている。この点だけを見ても、日本の今
日の国家が宗教的権威から完全に分離された世俗権力といえるかには、
多分に疑問が残るのである。少なくとも、フランス国家元首とローマ教
皇の２者に象徴されるように、
「国家」と「宗教（教会）」の分離が可視
的であるフランスと比べた場合、
「国家」と「宗教」との分離が曖昧と
いえるのは確かであろう。このことは、婚姻の「正統性」を与える主体
（国家）がもつ性質として、踏まえておくべき前提である。
では、日本において、
「国家」が承認する「婚姻」にはどのような特
徴が見られるだろうか。明らかなのは、日本では、フランスのような、
「カノン法上の婚姻」との並立状態は生じず、
「国家が承認した婚姻」の
みが「法で定められたもの」として存在するということである。この点
だけを見れば、
「正統な婚姻」としては、
「国家が承認した結合」たる「法
2

市原靖久「
『自然法―実定法』ダイコトミーの成立と『法の世俗化』―ヨーロッ

パ中世盛期における宗教と法―」法哲学年報2002年25-26頁もこの点を指摘す
る。すなわち、
「
『法の世俗化』の直接の前提となるのは、聖俗両権の分離であ
る。
」
、
「・・・ヨーロッパでは、教会の世俗支配や、国家の教会支配または皇
帝／国王の神聖化という傾向が継起的に現れはしたが、決して両権は融合・合
体することなく、基本的には『二元主義』を維持し、その枠組の中で対立と協
調を繰り返すことになる。聖俗両権の分離は、以上のような歴史状況において
可能となった特殊ヨーロッパ的現象であり、この特殊ヨーロッパ的現象を前提
にして、
『法の世俗化』が可能になったことを確認しておかなければならない」
。
3

山本雅人『天皇陛下の全仕事』
（講談社、2009年）106頁以下、344頁。
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律上の婚姻」が独占しているように思われる。
しかしながら、日本における国家による婚姻支配は、フランスとは別
の意味において、完全ではない。依然として、親族や社会（職場、地域
など）が果たす役割が大きいからである。この点を、前節で見たフラン
スの状況と対比させるため、
婚姻の管轄（第１款）、および婚姻の定義（第
２款）の観点から考察してみよう。
第１款

婚姻の管轄

日本では、明治時代以前、庶民層においては、婚姻は特に「管轄」さ
れていなかった。強いて言うならば、当事者が属する親族集団や地域社
会が管轄していたということになろう。村での婚姻における若者組や娘
組の役割の大きさは、よく指摘されるところである4。他方、武士層の場
合は、婚姻（厳密には婚約）をする際に、幕府の許可を得ることが必要
であった5。この意味では、支配層の婚姻は、幕府という中央集権的な世
俗権力に管轄されていたといえる。こういった婚姻管轄が、身分にかか
わらず、すべての人々に及ぶようになったのは、明治時代以降である。
明治政府は、維新後、国民の統一的な把握のため、早い段階から身分
登録制度の整備に努めた6。江戸時代においては、婚姻を含む身分変動事
項は、幕府の命令のもとに、寺院に置かれた「人別帳」等に記録されて
いた7が、明治政府はこれを国家が統一的に管理することを目指したの

4

柳田國男『婚姻の話』
（岩波書店、1948年）184頁等、熊谷開作『婚姻法成立

史序説』
（酒井書店、1970年）86頁以下を、差しあたり挙げておく。
5

熊谷・前注（４）77頁、高嶋めぐみ『わが国における婚姻の実態的変遷』
（高

文堂、1997年）128頁。
6

身分登録の前提として、国民の「名前」のあり方を統一・一定させる必要が

ある。このため、明治政府は、戸籍編成と並行して「名前」のあり方に大きく
介入し、封建的な含意のある呼称等を廃止して、全国民に一苗字一名主義を徹
底させ、また原則として変更できないものとした。その詳細については、高梨
公之『日本婚姻法史論』
（有斐閣、1976年）257頁以下。
7

これは、江戸幕府がキリスト教の信仰を禁止したことに伴い、各人を寺に登

録させることによって信仰を調査・統制する趣旨のものであった。
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である。明治２年から戸籍編成の検討が開始され、最終的に、明治４年
４月４日（1871年５月）に、いわゆる「壬申戸籍」
、すなわち太政官第
170布告「府藩県一般戸籍法」が公布されるに至った（翌明治５年２月
8
。ここでは、武士や町民といった身分の別なく、住
〔1872年３月〕施行）

所に基づいて戸籍を編成することにより、完全に人民すべてを把握する
ことが意図されていた。そして、警察、軍備（徴兵）、財政（徴税）、刑
事行政目的で活用された9。
ただ、周知の通り、その編成方法は家単位であって、（教区簿冊の編
成方法に由来する）フランスの身分登録簿（état civil）のような、個人
単位での登録とはまったく異なるものである。婚姻の事実は、家単位で
国民を把握しようとする明治政府にとって、家の構成員に変動をもたら
すものとして、考慮する必要があったにすぎない。家の内部での身分変
動事項（出生・婚姻・養子縁組・死亡等）は、家の代表者たる戸主が届
け出る義務を負うものとされた。国家による婚姻管轄の、１つのあり方
といえる。
しかしながら、戸主による届出という手法は十分に機能しなかったた
め、著名な明治８年太政官第209号達により、届出があった場合にのみ
夫婦として扱うということが行われるようになった10。届出をしないこ
とに対するサンクションを与えることにより、婚姻の届出を促進し、国
家による国民の把握を盤石のものにしようとしたと考えられる11。

8

坂本慶一『民法編纂と明治維新』
（悠々社、2004年）
。

9

谷口知平『戸籍法 法律学全集25』
（有斐閣、1957年）８頁、10頁。

10

とはいえ、裁判においてこれが貫徹されたわけではないことは、沼正也『財

産法の原理と家族法の原理（新版）
』
（三和書房、1980年）215頁等により明ら
かになっている。
11

よって、当事者にとって不利な法的効果は、届出をしていない場合にも適

用しなければ、届出をかえって控えさせてしまうことになる。
「事実婚主義」
を採用したとして著名な明治10年司法省丁第46号達は、
「妻」による「夫」ま
はた「夫」の祖父母らに対する殺人などの罪を、
「凡人」とすることによって
軽くしてしまうことに対する疑義をきっかけに出されたものであった（村上・
後注〔13〕４頁）
。
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このようにして戸籍が整備される一方で、民法典の起草が目指され、
その中で、「婚姻」を国家法が規定することが検討されるようになる。
ただ、これもフランスと異なり、西欧諸国との不平等条約改正、および
「富国強兵」
のための国内の近代化
（近代的法治国家の実現）が目的であっ
た12。このため、単に、従来の日本の各地の慣習を明文化して法典にす
ればいいというのものではなく、
「西欧風」
「近代風」なものにしなけれ
ばならなかった。これにより、起草過程において、日本の慣習と西欧近
代法との相克という、フランスが経験しなかった問題が生じる。その相
「カノン
克はとりわけ、「婚姻」をめぐって顕著であった13。日本には、
法上の婚姻」の考え方が（知識人等の例外を除いて）まったく根付いて
いなかったからである。このため、
「西欧風」
「近代風」なものを取り入
れた（明治）民法に基づく、国家による婚姻管轄（第１項）は、完全な
ものではありえず、
「社会」
にも一定の役割が残ることになった（第２項）。
この構造自体は、戦後の改正を経た今日においても残存している。
第１項

国家による管轄

国家による婚姻管轄は、まず、国家へ届け出たものでなければ（国家
法上）婚姻として扱わないという手法によって行われた（１）。ただ、
届け出られたものがすべて有効な婚姻とされたわけではなく、
（フラン
スのように、
）裁判所によって無効とする余地が残された（２）。
１

役所への届出
フランスと比較した場合、日本の国家による婚姻管轄の手法として特

徴的であるのは、国家が挙式には関与せず、ただ届出のみによって把握
する点である。民法起草過程では、当初、フランスを参考にしつつ、役

12

星野通『明治民法編纂史研究』
（ダイヤモンド社、1943年）86頁。

13

婚姻法の起草過程については、熊谷・前注（４）35頁以下、石井良助『日

本婚姻法史』
（創文社、
1977年）
、
村上一博『日本近代婚姻法史論』
（法律文化社、
2003年）参照。
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所での挙式14が検討されたが、日本の習俗に合わない・手続きが煩雑す
ぎるとして、紆余曲折を経た結果、届出に落ち着いたのである15。教会
での挙式から役所での挙式へという発想で導入できたフランスとは異な
り、教会での挙式という慣習をもたなかった日本において、役所での挙
式が導入しえなかったのは、無理もないことである。家で婚礼を行うこ
とが習慣であった日本人にとって、国家の機関に出向いて挙式をするこ
とには、拒否感が強かったであろう。他方、国家の側から見た場合、日
本中の役場に式場を設け、
国民のすべての婚礼をそこで執り行うことは、
予算面、人手の面で、実現可能性の低いものであっただろう。
そこで、挙式の代わりに日本が導入したのが、届出方式である。立法
者意思によれば、この届出は、当事者が必ず役所に出向いて行うもので
・・・・・・・・
あった。明治民法は、婚姻の届出には当事者双方の出頭又は書面への署
16
。立法者はその趣旨を、代理人によっ
名が必要としている（775条１項）

て届出がなされることを防ぐことによって「当事者双方ヲシテ真ニ婚姻
17
ためであると説明し、「婚姻の届出
ヲ為スノ意思アルヲ表示セシムル」

と云うものは、本人自身に出頭して届出るか、然らずんば、書面に自身
の名前を書いて出さなければならぬ」
、
「其の本人の欲せざるものを無理
に合わせると云うことの弊のないようにした積りでございます」と発言
している（梅謙次郎、衆議院委員会での審議、冒頭の説明、明治31年５
14

いわゆる「第一草案」が採用した婚姻の形式的要件は、婚姻の公告、必要

書類の提出、婚姻の挙式（当時の用語では「公式」
）の３つであった（熊野敏
三ほか『民法草案人事編理由書 上巻』49頁）
。
15

西村信雄「わが民法の届出婚主義に対する批判（二）
」立命館法学45号（1962

年）745頁。
16

壬申戸籍において、戸主が婚姻の届出義務者であったことと異なる。この

明治民法制定に伴い、
戸籍制度も明治31年
（1898年）
の戸籍法によって刷新され、
もっぱら民法上の身分、身分行為を表示し公証するためのものとして位置づけ
られた（谷口・前注〔９〕10頁）
。よって、戸籍事務は（行政的監督ではなく）
司法的監督に服するものとなった。また、戸籍簿と併用するものとして日本で
も身分登記簿が採用され、出生、嫡出子否認、私生子認知、養子縁組、婚姻、
離婚、後見、隠居、失踪、死亡、家督相続などの身分事項が、個人単位で登記
されることとなった。
17

『民法中修正案参考書 第四篇第五篇』第三章21頁。
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月27日）
。要するに、立法者は、当事者の真の婚姻意思の確保に配慮し
て形式的要件を定めたことがうかがえる。戸主や親ではなく、両当事者
の意思を婚姻の要素と据えている点で、当事者の婚姻に対する同意を婚
姻成立の要素とするフランスと類似している。
しかしながら、挙式の代わりの届出方式でさえ、簡単には国民一般に
根付かなかった。ここに、日本における国家による婚姻管轄の弱さが表
れている。届出を根付かせるためには、届出の必要性を国民に周知徹底
する一方で、届出の方式をできるだけ容易にしなければならなかった。
立法者が否定していた代理人による届出や郵送による届出も可能となっ
ていった。このようにしてようやく国家による婚姻管轄が国民に浸透す
るようになった一方で、立法者が注意を向けていた当事者意思の確保は
おろそかになったといえよう。
戦後、新憲法にもとづく民法の改正は、婚姻の形式的成立要件を再考
できるまたとない機会であった。実際、司法省民事局が作成した幹事案
の中で、婚姻の成立について４つの案が用意されたが、その中に、挙式
自体を国家が執り行うという案は含まれていなかった18。最終的には、
婚姻成立時期を形式的におさえる必要があること、届出が国民に浸透し
てきたこと、（家制度に由来する）届出しえない理由がなくなったこと
などを理由に、
旧法どおり、
届出による成立が維持されることになった。
ここで改めて、今日の日本における婚姻の成立の手続を確認しておこ
う。届出の方法には口頭によるものも用意されているが、主流であるの
は届書による方法である。届書には、
「夫婦が称する氏」（戸籍法74条）、
届出事件、届出年月日、届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示を
記載し、届出人がこれに署名し、印をおさなければならない（戸籍法29
条）。また、証人も、届書に出生の年月日、住所及び本籍を記載して署
名し、押印する必要がある（戸籍法33条）
。このように、当事者の自署・
捺印が戸籍法の定めるところであるが、戸籍法施行規則62条１項は、届
出人が印を有しないときは署名だけで足り、署名することができないと
18

西村信雄「わが民法の届出婚主義に対する批判（一）
」立命館法学37号（1961

年）30頁。
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きは、氏名を代書させ、印を押すだけで足りると規定する。さらに、署
名ができず印も持たない場合は、氏名を代書させ、拇印するだけで足り
るとされている（同項）
。なお、これらの場合、届書にその事由を記載
しなければならない（同条２項）
。当事者が未成年者である場合は、届
書に父母の同意を証明する書面を添付することが必要であるが、通常、
父母が届書にその旨を付記、署名、押印をすることで足りるとされてい
る（戸籍法38条１項）
。つまり、複数人が関与するという体裁ではある
ものの、実質的には、複数の筆跡や印を用いるなどして、１人で届書を
作成することも可能なものとなっている。
婚姻届書の届出を行う場所は、
「届出事件の本人の本籍地又は届出人
の所在地」
（戸籍法25条１項）である19。婚姻の届書は、２箇所以上の市
役所又は町村役場で戸籍の記載をすべき場合には、それらの数と同数の
届書を提出しなければならず、本籍地外で届出をするときは、さらに１
通の届書を提出しなければならない（36条２項３項）。だが、届書の謄
本を作り、これを届書に代えることが市町村長に認められている（36条
３項）。したがって、現実には、届書の提出は１通でよいことになって
いるようである（婚姻届書「記入の注意」欄参照）。
この他、市町村長は、届出の受理に際し、戸籍の記載又は調査のため
必要があるときは、戸籍謄本又は抄本その他の書類の提出を求めること
ができるとされている（戸籍法施行規則63条）
。このため、多くの場合、
届書を持参した人の本人確認書類（運転免許証やパスポートなど）や戸
籍謄本の提出が求められるようである。また、届書に添付する書類に外
国語によって作成されたものがある場合は、それについて翻訳者を明ら
かにした訳文を添付しなければならないことになっている（戸籍法施行

19

管轄違いの場所に届け出られた婚姻届の効力について、旧法時代の判例で

あるが、大判昭和11年12月４日民集15巻2138頁は、
「
『・・・戸籍吏カ其ノ地ニ
於テ右届出ヲ受理シタル以上』民法第775条（現739条）第１項ニヨル届出アリ
タルモノト解ス可ク之ニヨリ婚姻ハ有効ニ成立スルモノトス（戸籍吏ナラサル
者ノ受理シタル場合並戸籍吏カ其ノ管轄区域外ニ於テ受理シタル場合ハ固ヨリ
爾ラス）
」と判示する。
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規則63条の２）
。だが、これらは、両当事者の婚姻意思を確認する手段
としては心許ない。
届書の提出は、必ずしも当事者双方が市役所又は町村役場に出向く必
要はなく20、郵送による届出も認められている。届出人が生存中に発送
した届書であれば、当該届出人が死亡した後であっても、受理され（戸
籍法47条１項）、この届出は届出人の死亡時になされたものとみなされ
る（同条２項）。よって、当事者の与り知らないところで届書が提出さ
れてしまう可能性がある。
婚姻の届出は、当該婚姻が婚姻障害（婚姻の実体的要件）に違反して
おらず、手続上の必要事項も記載され、要件が具備されていることが確
認された場合、市町村長に受理され（民法740条）、この受理によって初
めて効力が発生する21。
今日では、届出をしなければ国家法上婚姻と扱われないということは
常識となっている。むしろ、届出（いわゆる「入籍」）をしなければそ
もそも婚姻ではありえないという認識まで生まれつつある。役所で挙式
をしなければ婚姻は成立しないというフランスの常識と、この点では近
接したように見える。かつての状況と比べれば、国家による婚姻管轄が
強固なものになったのは確かであるといえそうである。しかし、当事者
に婚姻意思がなくても婚姻を成立させてしまえる日本の仕組みは、本当
に婚姻を「管轄」しているといえるのだろうか。

20

富山地判昭和40年３月31日は、
「婚姻届自体は、夫婦たるべき双方が直接こ

れを為す必要はなく、一方が他方の意を受けて、単独で、あるいは第三者が当
事者双方の依頼によって、いずれも有効に届出をなしうる」とする。
21

松江家審昭和34年１月16日家月11巻４号127頁。いわく、
「届出の受理は単に

届出受領の事実に過ぎない届出の受附（到達）とは区別すべきであって、婚姻
の届出が形式において法定の要件を具備したものとして、いわゆる戸籍吏によ
りその受領が認容されてはじめて届出の受理があるといえるのである。換言す
れば届出がなされてもこの認容の処分がない限り婚姻はその効力を生じないも
のといわねばならない。そして受理の処分をしたときは、法律により、届書そ
の他の書類及び戸籍に届出受附の年月日を記載せしめ、以て婚姻の効力を生じ
た時期を明確にしているのである」
。
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裁判所による有効性判断と解消への介入
届け出られた婚姻の当事者に真の婚姻意思がなかった場合には、事後

的に裁判所がそれを無効とすることができるのであるから、国家による
婚姻管轄はなされているといえるかもしれない。
フランス民法典が婚姻の絶対的無効と相対的無効を用意しているのに
対し、日本民法は、婚姻の無効と取消という手段を規定している。当初
の区別によれば、日本における無効とは、法律行為の初めから効力がな
いものであるのに対し、取消とは、一旦成立して効力を生じた後に初め
から成立していなかったようにすることである22。そのうえで、婚姻無
効原因は、当事者の婚姻意思の欠缺（
「人違其他ノ事由ニ因リ当事者間
ニ婚姻ヲ為ス意思ナキトキ」
（明治民法778条１号）、「当事者カ婚姻ノ届
出ヲ為ササルトキ」
（同条２号）
）に限られ、婚姻取消原因は、婚姻障害
違反と、詐欺・強迫（婚姻意思の瑕疵）に限られる。とりわけ、婚姻取
消に関する規定は、取消の請求権者や期間などを細かく定めている（後
述）
。これらは、戦後改正民法にも基本的に受け継がれている。
加えて、明治民法は、ナポレオン民法典などの西欧民法にならい、従
来、夫の自由であった婚姻解消（離婚）に対して、国家が介入する仕組
みを導入している。これも、国家による婚姻管轄といえるだろう。
協議離婚については、夫婦双方が離婚に合意したうえで、その旨を届
け出なければ、離婚は成立しない。他方、夫婦の一方が離別に同意しな
い場合は、裁判所が介入する（民法770条１項）
。後者について確認して
おこう。
離婚を求める当事者は、まず原則として23家庭裁判所に離婚調停24を

22

『民法中修正案参考書 第四篇第五篇』第三章23-24頁。

23

民法770条１項３号（生死不明）および４号（強度の精神病）にあたる事件は、

調停を行うことができないため、この限りでない。
24

調停は、家事審判官（裁判官、家事審判法２条）１名と家事調停委員（一

般市民、
家事審判法22条の２第２項）２名以上とから成る調停委員会が行う（家
事審判法３条２項、22条）
。
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申し立てる必要がある（家事審判法17条、18条１項）
。調停申立をせず
に直接離婚訴訟を提起しても、職権で家庭裁判所の調停へ回される（家
事審判法18条２項）
。裁判所に離婚を求めた夫婦のうち９割は、この調
停の段階で離婚の合意が成立している。つまり、家裁による柔軟な解決
が試みられており、夫婦が平和に関係終了するようにケアするという面
で、近年のフランスの動向と似ているようにも見える。
調停で解決しなかった場合、家庭裁判所が相当と認めたならば、その
職権で離婚の審判がなされる（家事審判法24条）。審判に対し、２週間
以内に異議申立てがあれば、審判は効力を失い（同法25条）、離婚訴訟
へと進み、人事訴訟法によって判決がされることになる（人事訴訟法２
条１号）
。
離婚訴訟になると、離婚事由に該当する場合でなければ離婚が認めら
れない。民法の定める離婚事由とは、
配偶者に不貞な行為があったとき、
配偶者から悪意で遺棄されたとき、配偶者の生死が３年以上明らかでな
いとき、配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき、そ
の他婚姻を継続し難い重大な事由があるときの５つである。だが、この
ような事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して裁判所が婚姻
の継続を相当と認めるときは、離婚請求は棄却されうる（民法770条２
項）。裁判離婚の場合も、子の監護者や、その他監護について必要な事
項を、当事者の協議で定めることになっているが、その協議が調わなけ
れば、
家庭裁判所がこれらを定めることになっている（民法766条１項、
771条）
。
裁判上の離婚および審判による離婚は、判決または審判の確定、ある
いは離婚調停の成立によって効力を生ずるとされている（家事審判法21
条、25条３項）
。だが、報告的なものとして、離婚の裁判が確定したと
きは、訴を提起した者は、裁判が確定した日から10日以内に、裁判の謄
本を添付して、その旨を届け出なければならないと規定されている（戸
籍法77条１項）
。届書記載事項は、
協議離婚の場合とほぼ同じであるが、
「調停による離婚、審判による離婚、和解による離婚、請求の認諾によ
る離婚、又は判決による離婚の別」を記載する点が異なる（戸籍法施行
規則57条２項）
。
以上を見ると、裁判所を通す場合の離婚手続に限れば、日仏は近似し
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てきているように思われる。ただ、協議離婚の手続はもちろん、実質的
な離婚判断
（とりわけ破綻離婚）
に関して、
相違が残っているといえよう。
第２項

国家による管轄の不完全性：社会による管轄

前項での検討だけを見れば、日仏では手法に違いがあるものの、基本
的な方向性は同じであり、大枠としては同じ国家管轄の仕組みを有して
いるように思われる。しかしながら、国家による婚姻管轄は、フランス
と比較した場合、
（それが良いか悪いかという評価は別として）徹底し
ておらず、これが日本の特色となっている。まず、挙式について、国家
が介入せず、民法も挙式に関する規定をまったく置いていないことが挙
げられる（１）。加えて、婚姻の有効・無効や解消に介入するとは言っ
ても、その程度は、フランスと比較すると緩やかなものである（２）。
１

婚姻の儀式
前項で確認した通り、日本の民法は、婚姻の成立に挙式を要求せず、

届出をもって足りるとしている。では、日本では婚姻時に何の儀式も行
われないのかというと、一般的にはそうではない。単に、「フランスの
ような」儀式が行われてこなかった（よって役所での挙式は日本にはそ
ぐわないと考えられた）だけであって、日本でも、儀式は行われてきた
のである。
「カノン法上の婚姻」における挙式と、日本における伝統的な婚姻の
儀式との一番の違いは、教会といった宗教施設で行われるのではなく、
一方当事者の自宅で行われるものであったことであろう。儀式を主宰す
るのは、その家の長であった。また、儀式の形式は、各地や各家の慣習
に基づくものであった25。
これはかつての日本の話であって、現代の日本には妥当しないとの批
25

日本の伝統的な婚姻の儀式については、柳田國男『婚姻の話』
（岩波書店、

1948年）
、高群逸枝『日本婚姻史』
（至文堂、1963年）
、瀬川清子『婚姻覚書』
（講
談社、2006年）などを参照。
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判があるかもしれない。現代の日本の一般的な婚姻の儀式は、当事者の
家ではなく、
「結婚式場」で行われ、その儀式が「神前式」か「キリス
ト教式」か「仏前式」かによって、それぞれ、神主、司祭・牧師、僧侶
という宗教者が主宰しているからである26。しかし、今日においても、
日本の婚姻の儀式は、フランスと比較した場合、宗教的な性格が弱く、
家族的な性格が強いといえる。
たとえば、いわゆる「キリスト教式」結婚式が行われたとしても、多
くの場合、
それは「カノン法上の婚姻」とはいえない。日本における「キ
リスト教式」結婚式の多くが、洗礼を受けていない者が当事者であり、
・・
・・
教会風の建物で、神父（牧師）風の者によって行われるにすぎないもの
「神前式」や「仏前式」についても、
「宗教
であるからである27。また、
上の婚姻」といえるのか疑問が残る。神道や仏教には、もともと婚姻に
関する独自の教えがなく、その結婚式には、
「キリスト教式」の影響、
あるいは婚礼ビジネスの影響が見られるからである28。それでも宗教風
の形式をとるようになった点で、婚姻に何らかの「神性」が求められて
いることは確かに認められるが、それは、
「カノン法上の婚姻」に見ら
れるような具体的かつ強固な教義や信仰に基づくものとは評価しがたい。
これと関連して、
「結婚式場」
の性格も、
宗教施設であるというよりは、
自宅の代替施設にすぎない場合が多いといえそうである。今日の日本の
「結婚式場」の多くは、当事者が自由に選んだ結果としてのホテル内の

26

現代の日本における婚姻の儀式については、石井研士『結婚式

幸せを創

る儀式』
（日本放送出版協会、2005年）
、斎藤美奈子『冠婚葬祭のひみつ』
（岩
波書店、2006年）を参照。なお、本稿の検討の対象は、いわゆる「披露宴」で
はなく、
「結婚式」の方である。
27

もちろん、日本にも、洗礼を受けたカトリック信徒同士が教会において締

結する「カノン法上の婚姻」は存在するが、その割合は限られている（石井・
前注〔25〕
）
。
28

「神前式」の結婚式は、1900年（明治33年）
、後の大正天皇の婚礼時に初めて

挙行されたと言われている（小倉慈司・山口輝臣『天皇の歴史09 天皇と宗教』
〔講談社、2011年〕259-260頁［山口］
）
。その後、庶民に広まった要因として、
結納品業界やホテル業界のビジネスの動向があったようである
（斎藤・前注
〔25〕
６頁以下）
。
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施設や「チャペル」
（教会風の建物）であり、そこには招待された友人・
同僚・親族らしか出席できないというのが一般的である。結婚式場の入
口での表示や、花嫁の移動などでたまたま第三者が結婚式の事実を知る
ことはあるが、それは意識的になされたものではない。「閉じられた」、
「私的」なものとなっている29（これに対し、フランスの挙式が公開を原
則とするパブリックなものであることは、前号で述べた通りである）。
では、民法上何の規定もないにもかかわらず、日本社会において行わ
れている婚姻の儀式には、一体どのような意味があるのだろうか。そこ
にはやはり、
当事者をよく知る人々・関わり合いになる人々への「周知」
とその人々からの「承認」という意味があるだろう。フランスと比較し
た場合に、その承認主体や周知の範囲という点で違いがあるとしても、
儀式が、
婚姻の正統性を担保するもの、
周りから承認されるためのもの、
として機能している点は同じといえよう。
（フランスからすれば）表面
的であるとしても宗教性を帯びた儀式が近年好まれるようになっている
のは、家族・地域社会による承認から得られる正統性が弱くなってきた
代わりに、神性をもった正統性を得たいと考えられるようになった証と
も考えられる。一方で、宗教性をもたない「人前式」の結婚式も行われ
るようになってきたが、これを選ぶのは、神性をもった正統性よりも、
「自分たちらしい」関係性の周知と、親しい人たちからのその承認を重
視するためであろう。
いずれにせよ、
婚姻を「正統な結合」として位置づけたいのであれば、
儀式は重要な要素であるといえる。にもかかわらず、日本の国家はこの
点に一切介入しないこととした。儀式のあり方は社会に任せられている
といえる。ここから、挙式をしたにもかかわらず「婚姻」ではない結合
であるとか、挙式をしていないにもかかわらず「婚姻」である結合が生
じることになり、
「婚姻の正統性」という観点から見た場合に混乱が生
じることになる。

29

かつての「自宅結婚式」の場合は、一方当事者の家から他方当事者の家に

向けて花嫁行列を組むものであったため、第三者に対する周知という機能も果
していたが、
「結婚式場」に集合して行われるようになった今日の結婚式では、
この機能が失われたといえる。
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２

婚姻の成立・解消への国家介入の弱さ
挙式への国家の不介入以外にも、国家による婚姻管轄に関してフラン

スと比較した場合、日本には３つの特徴が見られる。
第１に、婚姻障害のある婚姻の届出が誤って受理された場合でも婚姻
は有効に成立するということが挙げられる。婚姻の要件を欠く届出で
あっても、誤りに気付かないなどの事情で受理された場合は、当該婚姻
は有効に成立する30。この場合、各当事者、その親族又は検察官が、当
該婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる（民法744条１項）
という構造になっている31。とはいえ、検察官は、当事者の一方が死亡
した後は、取消しの請求をすることができない（民法744条１項但書）。
また、判決前に当事者が離婚した場合も、
「既ニ不法婚姻ハ解消セラレ
最早善良ノ風俗ヲ害スルモノ無」ことを理由に、検察官の取消権は消滅
30

大判大正６年４月７日刑録23輯282頁。いわく、
「民法第七百七十二条ニ違

反スル婚姻届ト雖モ苟モ戸籍吏ニ於テ之ヲ受理シタル以上ハ其故意ニ出テタル
ト過失ニ出テタルトヲ問ハス同第七百七十五条ニ依リ婚姻ハ其効力ヲ生シ同第
七百八十三条ニ依リ其取消アル迄ハ有効ニ成立スル」
。現実に、婚姻障害が存
在するのに婚姻届が受理され、取消請求がなされる事案というものは起こりに
くいように思われるかもしれないが、決して多くはないものの一定数の裁判例・
審判例が存在する。中でも最も多いのは、重婚を理由とする取消請求であり、
前婚の離婚の効力が後から無効とされた場合などに後婚の取消が請求される事
案である。
31

無効ではなく取消になっている点で、既にそのサンクションはそれほど強

くない。これに対し、フランスでは、婚姻障害のある婚姻は絶対的無効原因と
され（民法典第184条以下）
、婚姻時に遡及して婚姻の効果は否定される（ただ
し、婚姻障害があることを当事者が知らなかった場合には、当該婚姻は将来に
向かってのみ効力を失う〔民法典第201条、202条〕
）
。再婚禁止期間に反する婚
姻については、前婚の解消もしくは取消しの日から６ヶ月を経過した場合、又
は、当該女性が再婚後に懐胎した場合は、その取消しを請求することができな
い（民法746条）
。婚姻最低年齢を定める民法731条に反する婚姻は、不適齢者
が適齢に達したときは、相手方当事者、親族、検察官から、その取消しを請求
することができなくなる（民法745条１項）が、不適齢者自身は、適齢に達し
た後３ヶ月間は、その婚姻の取消しを請求することができる（同条２項）
。た
だし、適齢に達した後に追認したときは、取消請求権を失う（同項但書）
。
北法62（6・395）1711

［164］

論

説

するとした判例がある
（大判明治33年11月17日民録６輯10巻82頁）。他方、
当事者の親族の取消請求権は、当事者の一方が死亡し、また当該婚姻が
長期間にわたるものであったとしても否定されないとの事例がある（東
京高判平成３年４月16日判時1392号85頁）
。戸籍管掌者の権限も、検察
官の権限も、それほど強いものではない一方で、親族の権限の強さが際
立つ。
フランスではそもそも、婚姻障害のある婚姻が誤って成立することの
ないよう、挙式前に婚姻公告をすることを義務づけており、婚姻障害が
ある場合には、検察官らが「異議申立」
（opposition）をすることが可能
である（フランス民法典第172条以下）
。要件に違反した婚姻を成立させ
た場合の身分吏に対する刑事制裁も用意されており、たとえば、重婚の
場合には当事者と同様、身分吏にも重婚罪の規定が適用される（フラン
ス刑法典第433-20条）という徹底ぶりである。それだけ、婚姻障害のあ
る婚姻の成立を認めないという強い意志が感じられ、逆に言えば、この
姿勢が婚姻の「正統性」を担保しているといえる。
これと比べれば、日本の場合は、婚姻障害のある婚姻への民事上のサ
ンクションとしては、将来に向かって効力が否定される「取消」のみで
あり、刑事上のサンクションとしては、当事者への重婚罪（刑法184条）
の適用がありうる32にすぎないのであるから、実質的要件を欠く婚姻に
してはサンクションが緩いという特徴がある。総じて、日本法は、婚姻
障害のある婚姻成立の予防、つまり婚姻の「正統性」の担保に対してフ
ランスより鈍感であるといえよう。あるいは、婚姻障害の存在は、日本
の文脈では、婚姻の「正統性」をそれほど脅かすものではないのかもし
れない。
第２の特徴は、婚姻無効原因が存在しても、すなわち当事者に真の婚

32

例えば、配偶者との協議離婚届を偽造して提出し、戸籍簿原本にその旨の

不実の記載をなさしめた上、他の者との婚姻届を提出、その旨戸籍簿原本に記
載させたときは、重婚罪が成立するとの判断がなされている（名古屋高判昭和
36年11月８日高刑集14巻８号563頁）
。だが、重婚罪が実際に科される例は極め
て少ないようである。
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姻意思がなかったとしても、当事者・利害関係者が無効を主張しなけれ
ば、当該婚姻は有効なものとして存在し続けることができるということ
にある。当事者の真の婚姻意思の審査は、届出受理時に行うことはでき
ない。届出を受理する際の戸籍管掌者の審査は、実際に当事者に婚姻の
意思や資格があるかを調査する具体的審査ではなく、届書や戸籍の記載
事項についての形式的審査にとどまるとされているからである33。当事
者の婚姻意思に疑義があるとしても、フランスのように、聴聞を行うと
いったことは不可能であるということになる。また、
（取消請求権とは
異なり）検察官に無効請求権があるとは民法に規定されていないため、
事後的に国が介入することも難しい。当事者以外で無効請求の可能性が
あるのは、親族などの利害関係者ということになる。
以上の仕組みは、何が婚姻かを判断する権限を、当事者・親族に委ね
ているものといえる。当事者の自由に任せていると言えば聞こえがいい
かもしれないが、何らかの特定の利害のために婚姻させられた当事者を
救うことができないし、偽装婚姻を摘発できないという問題がある。こ
れらは、フランスの目から見れば、婚姻の「正統性」を脅かすものに映
るであろう。
第３点は、協議離婚の場合、裁判所を通さなくても離婚届だけで離婚
が可能だということである。
周知の通り、日本では、裁判所を通さずに協議離婚が可能であり、こ

33

東京地決明治44年７月12日法律新聞745号22頁は、
「戸籍吏が・・・婚姻の

届出ありたる際其受理すべきものなるや否やを決するが為め職責上調査すべき
事項は其届出が形式上戸籍法及民法其他の法令に違反せざるや否やの点に止ま
り更に進んで其実質の真偽を審査すべき義務なきもの」とする。また、福岡高
決昭和36年10月４日家月14巻３号114頁も、
「戸籍吏は婚姻届が提出せられた場
合その婚姻の事実の有無、或は既に戸籍に登載された記載事項が客観的に真実
なりや否や等の実質的審査権を有しないのであるから」
、婚姻届が提出された
際に戸籍吏が当事者の前婚の効力につき訴訟中であることを知っていたとして
も、戸籍から前婚が無効であるとして消除されている以上、戸籍吏はその消除
が適法になされたものなりや否や等を調査する権利もなければ義務もないとし
ている。
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れは婚姻管轄という観点からフランスと比較した場合の大きな特徴と
なっている。離婚の届出は、当事者双方と成人の２名以上の証人が署名
した書面で、
又はこれらの者から口頭で、
しなければならず（民法763条・
34
、これが受理されなければ離婚の法的効果が得られないという
764条）

点では、国家のコントロールは及んでいる。とりわけ、子どもがいる夫
婦の離婚の場合、親権者がどちらか一方に決められていることを確認し
た後でなければ、離婚届が受理されない（民法765条１項）というのは
その他監護について必要な事項について、
重要である35。子の監護者や、
当事者の協議が調わなければ、家庭裁判所がこれらを定めるとなってい
る（民法766条１項）
。また、錯誤・強迫により協議離婚をした者は、そ
の取消を求めて訴えることができる（764条）
。以上によれば、協議離婚
の場合であっても一定のコントロールが及んでいると見ることもできる。
しかしながら、この日本法のシステムでは、両当事者が離婚に真に同
意していたのか、離婚の条件が一方当事者や子どもに著しく不利なもの
ではないか、財産関係の清算が適切に行われたかといったことを国家が
（事前に）確認することはできない。良くも悪くも当事者任せとなって
いる。もちろん、これらの点について当事者が不満を抱いた場合は、事
後的に裁判所に救済を求めることは可能である。そういった事例におい
て、判例は、当事者の意思に基づかない離婚届が受理されたことによる
協議離婚は、
その無効を確認する審判又は判決の確定を待つまでもなく、
当然無効であるとした（最判昭和53年３月９日家月31巻３号79頁）
。こ
れは、国家による婚姻管轄にとって面倒な問題を引き起こす。離婚の届
出が受理されて戸籍上は離婚が成立しているように見えるにもかかわら
ず、当事者の離婚意思がなかった場合には当然無効となるからである。
離婚が成立したと信じた当事者が新たに婚姻をした場合には、重婚の問
題が生じることになる。技術的側面だけを見ても、国家による婚姻管轄

34

この要件を欠く場合、すなわち他人代書・当事者関知型の事例において、

最高裁は、記載に不備があったとしても、受理された以上、離婚は有効である
としている（最判昭和44年１月31日家月21巻７号67頁）
。
35

ただ、それに反して受理されたときであっても、離婚の効力は妨げられな

い（民法765条２項）
。
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は不十分なものとなっていることが分かる。
以上の３点に代表されるような、婚姻の成立・解消への国家介入の弱
さに鑑みれば、
日本においては、
国家や国家法が守るべき「正統な婚姻」
というものが、フランスほどには定まっていないのではないかという仮
説が導かれる。そこで、日本法における「婚姻」の定義について、第２
款で検討する。
第２款

婚姻の定義

日本における「婚姻」の定義としては、様々なものがありうるだろう
が、ここでの関心は「国家」がどのようなものを「婚姻」と認めている
かにある。よって、参照すべきは、国家が婚姻について定めた法、すな
わち民法ということになろう。日本の場合、明治期に制定された明治民
法と、戦後に改正された現行民法とでは、そこに表れている婚姻概念が
大きく異なるということを看過しえない。そこで、両民法に示されてい
る婚姻の定義をフランスと比較しながら検討することによって、今日の
日本法上の「婚姻」の特徴を探求することにしたい。
第１項

明治民法による定義

明治民法においては、婚姻の定義は、比較的明瞭なものであった。す
なわち、
明治民法における「婚姻」とは、
夫婦の一方（原則として妻〔明
治民法788条１項〕
）が、他方の家に入ることを意味するものである。こ
・・・・・
のことは、明治民法が、婚姻の効果の第１番目に、一方配偶者が他方配
偶者の「家ニ入ル」ことを挙げていること（788条）
、明治民法739条、
741条等に見られる「婚姻又ハ養子縁組ニ因リテ他家ニ入リタル者」と
いう文言から、明らかである。立法者もまた、一方配偶者が他方配偶者
の「家ニ入ル」ことを、
「家族制度ヲ維持スルニ必要ナル事項」36と位置
・・・・・・・・・・・・・・・・
づけ、「婚姻ノ効力中最モ重要視スヘキモノナルヲ以テ之ヲ本節ノ首条
36

『民法中修正案参考書 第四篇第五篇』第三章第二節１頁。
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ニ置キシナリ」37（傍点引用者）と述べている。この点だけを見れば、フ
ランスの「婚姻」とは全く異なるものであるように思われる。
しかしながら、他方で、明治民法の立法者、梅謙次郎は、ナポレオン
民法典における「婚姻」とほぼ同じ「婚姻」観を述べていることもある。
・・・・・
38
とし、「婚姻ハ素ト当事者ノ契
例えば、梅は、婚姻を「一ノ法律行為」
・
39
（傍点引用者）と述べている40。ただ、それは通常の契約と同
約ニ成ル」
41
42
、
「身分上重大ナル事項」
であるから、単
じではなく、
「身分上ノ行為」

なる契約とは異なる特別の規定に服するとする。しかも、
「夫婦ハ愛情
「当事者及ヒ其
ヲ以テ成ル」43ものであり、婚姻は「神聖ナル行為」44で、
45
間ニ挙ケタル子ノ為メニ身分上又ハ財産上ノ関係ヲ生セシムルモノ」

であるとまで述べている。これらはいずれも、ポルタリスが述べた婚姻
観を彷彿とさせる。
つまり、明治民法の「婚姻」には、フランス民法典には見られない日
本独自の点がある一方で、ナポレオン民法典の影響が及んでいる部分も
ある。この点に注意を払いながら、
「明治民法上の婚姻」の意義（１）
と機能（２）を考察する。
37

同上２頁。

38

『民法中修正案参考書 第四篇第五篇』第三章19頁。

39

梅謙次郎『民法要義 巻之四 親族編』
（私立法政大学・中外出版社・有斐

閣書房、1899年〔初版発行〕
）198頁。
40

婚姻を契約として捉える立場は、既に明治初期の日本において、当時の日本

で一般的であった両親主導による婚姻に対抗するためのものとして、ヨーロッ
パ大陸やアメリカに学んだ
「啓蒙思想家」
によって唱えられていた。すなわち、
人は神より授けられた平等の権利義務を有する独立不覊のものであるという思
想を基礎とし、このような人間個々の結びつきは、契約によるものでなければ
ならず、したがって男女の結びつきも、平等の権利を有する男女の契約による
ものでなければならないとの主張がされていた。玉城肇「婚姻思想の展開 日
本」青山道夫ほか編『講座家族 ３．婚姻の成立』
（弘文堂、1973年）156頁。
41

梅・前注（39）104頁。

42

同上118頁。

43

『民法中修正案参考書 第四篇第五篇』第三章第四節９頁。

44

梅・前注（39）133頁。

45

同上139頁。

［169］

北法62（6・390）1706

「法律上の婚姻」とは何か（３）

１

一方が他方の家に入ること
一方が他方の「家ニ入ル」ということの意味を、明治民法の規定から

抽出してみよう。
第１に、
「家ニ入ル」者の氏が変わることが挙げられる。なぜならば、
同じ家に属するすべての者はその家の「氏」を称することとされたから
である（746条）
。第２に、
「家ニ入ル」者にとって、戸主が変わる（732
46
47
、または自らが戸主になる（736条）
。戸主とは、
条１項、736条但書）

それぞれの家に１人だけ存在する、いわば家の長であり、家の構成員た
る家族員に対して戸主権をもつ48。婚姻とは、家と家の間の人の移動で
あるから、戸主について変動が生じるのは当然のことになる。第３に、
明文規定があるわけではないが、祖先祭祀の対象が変更されることが念
頭に置かれているものと思われる。戸主は、系譜、祭具、墳墓の所有権
を持つ唯一の者である（987条）ことから、祭祀主宰者の役割を担うこ
とがその前提に置かれているためである。第４に、その入った先の家に
在る配偶者の直系尊属（舅姑ら）との間に、扶養義務が発生する。一方
配偶者と他方配偶者の直系尊属であってその家に在る者との間には、扶
養義務が発生するとの規定があるためである（954条２項）。その扶養義
務は、直系尊属に対する扶養義務、直系卑属に対する扶養義務、配偶者
に対する扶養義務に次いで、第四次に位置づけられている（957条）。

46

①家族員が他家の家族員と婚姻する場合、②当事者が入夫婚姻の際、妻を

戸主とする意思を表示した場合、
③戸主が婚姻によって「他家ニ入ル」場合（754
条２項により隠居したものとみなされ、家督相続が開始する〔964条１号〕
）が
これにあたる。
47

夫が（妻を戸主とする旨を表示せずに）戸主である妻の家に入る場合がこ

れにあたる。
48

戸主は、家族員に対して、居所指定権（749条１項）
、養子縁組に対する同意

権（750条１項）をもつ。また、家族員が自己の名において得た財産以外の帰
属不分明財産については、戸主の財産と推定される（748条）
。他方で、戸主は、
家族員に対して、扶養義務を負う（747条）
。前戸主の全財産を戸主一人が相続
した結果、家族員には資産がないのが常であるから、戸主に家族員を扶養する
義務が生じるというわけである（梅・前注〔39〕44頁）
。
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このように見てみると、
「家ニ入ル」者にとって、実家との縁が完全
に切れて、不可逆的に婚家の一員になるように思われるが、実家との縁
は完全に切れるわけではない。また、婚姻を解消（離婚）して実家に戻
ることも可能となっている。こういった家に関する効果が生じる点は、
明治民法の独自の点である（ａ）
。しかしながら、家と家の関係だけで
はなく、当然のことながら、当事者である夫と妻の間にも一定の法的関
係が発生する。この夫婦関係については、ナポレオン民法典と類似する
部分が多い（ｂ）
。それぞれの点を確認しよう。
ａ）家と家の結合
明治民法によれば、婚姻により、配偶者との間に「親族関係」が発生
49
。配偶者の３親等内の血族との間にも「親族関係」
（姻
する（725条２号）

族関係）が発生する（725条３号）
。明治民法が特徴的であるのは、この
「親族関係」が発生する範囲が広いことである。たとえば、姻族関係は、
配偶者が死亡した後であっても、生存配偶者がその家にいる間は継続す
50
。配偶者の子どもとの間にも「親族関係」が発生する。
る（729条２項）

すなわち、すでに子どもをもつ者と婚姻した場合、自己の子どもではな
くとも、配偶者の子どもとの間に継親子関係が発生する。これは、親子
関係と同一の親族関係である（728条）
。他方、婚姻後に、夫が他の女性
との間に子どもをもうけて認知した場合、妻にとって自己の子どもでは
なくとも、その子どもとの間に嫡母庶子関係が発生し、これも親子関係
と同一の親族関係とされる（728条）
。
では、「親族」にはどのような法的効果が付与されるのか。明治民法
に特徴的なものとして、第１に、家帰属ルールに関する法的効果が発生
49

この「親族」という言葉の使い方は日本独特である。立法者は、日本の慣

習では、
「親族」とは必ずしも血統のみを指すものではないとして、血族及び
姻族を通して「親族」という文字を使用することにしたと説明している（
『民
法中修正案参考書 第四篇第五篇』第一章３頁）
。
50

ただし、生存配偶者が、本家相続、分家、廃絶家再興をした場合には、生

存配偶者はもはやその家にいるとはみなされず、
姻族関係が終了する（731条）
。
これに対し、旧民法「第一草案」では、死別の場合は姻族関係は終了しないと
定められていた。
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することが挙げられる。原則として、戸主の親族で、かつその家に在る
者は、当該戸主の権力に服する家族員となる（732条）。だが、戸主と親
族関係があれば、他の家に在る場合であっても、戸主の同意を得て（他
家の家族員であった場合はその他家の戸主の同意を得て）その家の家族
員になることができる（737条）
。つまり、戸主の同意があれば、親族間
で、所属家を変更しうるということである。配偶者の親族を、婚家の家
族員とすることも可能である。ただ、
この場合は、戸主の同意に加えて、
その配偶者の同意を得ることが必要となる（738条１項）。戸主の同意が
あれば、親族の家を再興することもできる（743条）。
第２に、親族の一定の行為について、取消請求権が与えられる。例え
ば、親族が婚姻や養子縁組をした際、その婚姻・養子縁組に違反がある
場合には、その取消を裁判所に請求しうる（780条１項、854条）
。親族
関係にある者の父又は母が親権を濫用したり著しく不行跡である場合、
その親権喪失の宣告を裁判所に請求しうる（896条）等々である。
第３に、親族会の会員となって、法令で定められた事項につき、親族
会として同意を与えるなどの諸行為をすることができる（945条１項等）。
以上のような諸効果をもつ「親族」関係が、
「婚姻」によって、夫婦
間および他方配偶者の血族との間に生じるのであるから、明治民法の「婚
姻」概念は、一方当事者（原則として妻）が実家との縁を完全に切断し
て婚家に接合されるというよりは、実家と婚家の間に、相互に一定の法
的効果が発生することを想定しているといえる。その意味では、家と家
の間をつなげるものが「婚姻」であると考えられているといえよう。
このように「婚姻」を位置づけるならば、当事家の戸主（または家族
51
員）が婚姻の成立に利害をもつのもまた当然である 。このため、婚姻

にあたっては、
戸主および家に在る父母に婚姻同意権が付与されている。
たとえば、
家族員が婚姻する場合には、
その家族員の年齢にかかわらず、

51

「婚姻 ･･･ ニ因リテハ或ハ家族カ他家ニ入リ或ハ新ニ其家ニ家族ヲ入ルヘキ

モノナルカ故ニ家ノ監督ヲ掌ル戸主ニ於テ之ヲ許否スヘキハ固ヨリ当然ナル所
ナリ」
（梅・前注〔39〕50頁）
。
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戸主の同意を得ることが必要となる（750条１項）52。戸主の同意を得ず
に婚姻した場合、その婚姻の日から１年以内に、戸主から離籍（家族員
がその配偶者を自家に入れた場合）され、又は復籍を拒まれる（家族員
が他家に入った場合）可能性がある（750条２項）53。戸主から離籍又は
復籍拒否されるというのは、すなわち、家督相続権や遺産相続権、およ
び戸主に対する扶養請求権を失うことを意味する。当事者だけで婚姻が
うまくいけば問題ないかもしれないが、家産保持者である戸主の協力が
得られなければ、婚姻生活が経済的に困難になる可能性があるというこ
とになる。
他方で、戸主ではなく「家ニ在ル父母」にも婚姻同意権がある。戸主
であるか家族員であるかに関わりなく、男子30歳・女子25歳までは、婚
姻について「其家ニ在ル父母」の同意を得ることが必要とされているの
「其家ニ在ル父母」の同意であるから、そ
である（772条１項）54。なお、
れは実の父母とは限らない。例えば、
父母が離婚して子が母の家に入り、
その後、母が再婚したために子が継父の家に入った場合には、その子が

52

ただし、戸主の同意が得られない場合であっても、776条により、
「戸籍吏が

注意を為したるに拘はらず当事者が其届出を為さんと欲するときは」届出が受
理されるため、
婚姻は成立しうる。この点は、
旧民法と大きく異なる点である。
旧民法は、戸主を婚姻届出の主体とし、家族員（婚姻当事者）の同意・不同意
は、法律上問題としないものと規定していた。したがって戸主の同意がなけれ
ば家族員は婚姻をなすことはできず、かえって戸主が指定した相手との婚姻を
強制されうる構造であった。明治民法は、法典論争延期派の主張に反して、こ
れを
「家族ヲ束縛スルコト甚シク各人ノ発達ヲ力ムヘキ今日ノ時勢ニ伴ハサル」
ものとして廃したのである。
53

離籍された場合、又は他家に入った後復籍を拒まれた者が離婚によって其

家を去った場合、その家族員は新たに家を創立する（742条）
。
54

父母の同意なくなされた婚姻は、同意権者によって、裁判所に取消を請求

することができる（783条前段）
。詐欺又は強迫によって同意を与えた同意権者
も婚姻取消請求権をもつ（同条後段）
。ただし、①同意権者が婚姻の事実を知っ
た後、又は詐欺を発見しもしくは強迫を免れた後６ヶ月を経過したとき、②同
意権者が追認したとき、③婚姻届出の日から２年55が経過したときは、取消権
は消滅する（784条）
。
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同意を得る必要があるのは、継父と母である55。
梅謙次郎によれば、家にある父母の婚姻同意権が愛情の推定（子の未
成熟）に基づいているのに対し、戸主の婚姻同意権は家政的（扶養など
の経済的）観点に基づいて設定されている。父母の婚姻同意権の方が婚
姻の成否に対する効果が強いが、男子30歳・女子25歳までの婚姻にとど
まっている。これに対し、戸主の同意権は、婚姻の成否にはかかわらな
い（離籍による制裁をしうるのみ）が、何歳の家族員にも及ぶ。
ｂ）夫婦の一体性？
以上に対し、夫婦関係に関しては、ナポレオン民法典と明治民法の共
通点は多いように見える。
第１に、明治民法によれば、
「婚姻」によって戸主権とは別個に、夫
権が発生する。これは、一方が他方の家に入るということからだけでは
説明しえないものであり、夫婦の間では、家での地位にかかわらず、妻
が夫に服するという関係になっている。たとえば、妻は夫と同居する義
務を負う（789条１項）一方、夫は妻を同居させる義務を負う（789条２
項）。夫が他家に入ったり、一家を創立した場合、妻は夫に従ってその
家に入る（745条）
。立法者梅謙次郎は、
「夫婦ハ殆ト一体ヲ成ス者ナル
カ故ニ」夫婦は同居義務を負い、家を同じくする義務を負うと説明す
る56。
「夫婦の一体性」は、先に検討した通り、カノン法が強調する婚姻観
であるが、カノン法では、夫婦が一体になるということから、必然的に、
・・・・
非解消性（および夫婦双方の父母との断絶）が帰結されていた。ところ
が、明治民法では、家から家へ移る場合には夫婦が一体となって移動し
なければならないという帰結が導かれており、非解消性（や父母との断

55

とはいえ、継父母・嫡母に関しては、773条が特別規定を置いており、
「継父

母又ハ嫡母カ子ノ婚姻ニ同意セサルトキハ子ハ親族会ノ同意ヲ得テ婚姻ヲ為ス
コトヲ得」
。立法者によれば、本条の趣旨は、
「血族ノ関係ナキ嫡母又ハ継父母
ニアリテハ往々其不当ナルヲ知リナカラ子ノ婚姻ニ承諾ヲ与エサル」ことがあ
りうることに置かれている
（
『民法中修正案参考書 第四篇第五篇』
第三章19頁）
。
56

梅・前注（39）42頁。
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絶）は含意されていない。例えば、夫婦がそろって誰かの養子になった
にもかかわらず、妻が養子縁組解消により養家を去ることになったとき
は、夫は自己と養親との養子縁組についても離縁して妻とともに養家を
去るか、妻と離婚して１人で養家に残るかを選択しなければならない
（876条）
。夫婦で家を同じくする義務はこれほどまでに徹底されている。
この義務は夫婦の一体性を重視しているように見えるが、同じ家に帰属
できない事情があるときは離婚するという選択肢を肯定している点で、
夫婦の絆よりも家への帰属を重視していることに注意が必要である。
第２に、婚姻障害にもナポレオン民法典との共通点が多い。家を重視
するのであれば、必ずしも一夫一婦制である必要はないなど、婚姻障害
にそれほど厳格でなくてよいとも考えられる。しかし、明治民法は、ナ
ポレオン民法典と同様、重婚禁止規定をおき（766条）、不貞の相手方と
の再婚を禁止する。これは、家の観点だけからは説明が難しい。フラン
スのような一夫一婦制を採る欧米の価値観に合わせて、
「文明国」らし
い形式が必要だったからといえよう。また、男子17歳・女子15歳以上で
なければ婚姻しえないものとする（765条）が、
ナポレオン民法典では、
男子18歳・女子15歳であり（ナポレオン民法典144条）、ほぼ同じと言っ
てよかろう。明治民法立法者によれば、婚姻適齢を定めたのは、早婚の
弊害を取り除くためであり、男子17歳・女子15歳という年齢は、医師の
57
見解によるものであるという 。従来の日本の慣習には、このような確

定的な年齢制限は存在しなかったのであるから、この点は「西欧」の影
響といえよう。さらに、近親婚としては、直系血族間・３親等内の傍系
血族間（769条本文）58・直系姻族間（770条）の婚姻を禁止する。なお、
同性間の婚姻禁止に関して、明治民法上に明文規定はないが、梅謙次郎
は、「婚姻トハ男女間ノ関係ヲ定ムルモノナルカ故ニ男子間又ハ女子間
57

『民法中修正案参考書 第四篇第五篇』第三章３頁。

58

第11回帝国議会に提出された「民法中修正案」では、
「①直系ノ血族間ニ於

テハ婚姻ヲ為スコトヲ得ス②傍系ノ三親等内亦同シ但養子ト養親ノ親族トノ間
ハ此限ニ在ラス」だった。ちなみに、
「第一草案」では、大叔伯父母（祖父母
の兄弟姉妹）と小甥姪との間（つまり四親等）の婚姻禁止があったが、
「民法
中修正案」では三親等までの禁止となっている。また、養子と養方の傍系血族
との間は婚姻可能という点は、
「第一草案」では不明確だった。
［175］
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ニ於テ婚姻ナルモノアルヘカラサルハ言ハスシテ明カナリ故ニ我民法ニ
59
と述べている。いずれも、ナポレオン民法
於テハ之カ規定ヲ設ケス」

典と大差ないものとなっている。
これに対し、明治民法独自の婚姻障害としては、法定推定家督相続人
に関する婚姻障害がある。すなわち、未来の戸主たる法定推定家督相続
人は、本家相続の必要がある場合を除き、婚姻によって他家に入ること
ができない（744条１項）ことから、婚姻しようとする男女が双方とも
各家の法定推定家督相続人である場合、原則として両者は婚姻しえない
とされていたわけである。当事者の婚姻意思の尊重が不徹底で、婚姻の
自由もなかったといえよう。
以上のように、明治民法においては、
「婚姻」とは、一方が他方の家
に入ることであり、その意味するところは、親族関係の発生を媒介にし
た家と家の結合、および夫婦間については、妻の夫との一体化（夫への
服従）であった。一夫一婦制のようなフランスなどの西欧の影響を受け
ている面もあるが、家を前提とする明治民法独自の婚姻観が基礎となっ
てはいる。では、このような意味での「婚姻」は、何のために存在する
ものと位置づけられていたのであろうか。
２

家の後継者確保のための結合？
明治民法は、家の後継者の確保、すなわち家の継承を重視する姿勢を

見せている。例えば、戸主でない家族員には、廃絶した本家、分家、親
族の家を再興する可能性を認め、家の廃絶をできるだけ防ごうとする
（743条）一方で、法定の推定家督相続人が他家に入ったり、一家を創立
したりすることを禁止することによって、その家を絶やすことがないよ
うに配慮している（744条）
。
「家ヲ重スルノ風俗ヨリシテ」法定家督相
60
続人はこれを廃したり、辞することができないのである 。

このように明治民法が重視する家の継承にとって、家に子どもが生ま
59

梅・前注（39）118頁。

60

『民法中修正案参考書 第四篇第五篇』第二章７頁。
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れることは非常に重要なことである。しかしながら、それは必ずしも、
「婚姻」から生まれる必然性はない。家に（何らかの手段により）後継
者たる子どもが帰属することが最も重要なのである。
「婚姻」は、子の
家帰属ルール（ａ）や、家督相続人決定ルール（ｂ）において、一定の
役割を果たすにすぎない。
ａ）子の家帰属ルールにおける「婚姻」の位置づけ
原則として、子どもは「父ノ家ニ入ル」
（733条１項）、すなわち父の
家の家族員となり、その家の戸主に服する。よって、第１に、生まれた
子どもの父が誰かが確定されなければならない。
①

父確定ルールにおいて、母が婚姻していたか否かは、（フランス

および現行民法と同様）１つの大きな基準である。すなわち、明治民法
においても、妻が婚姻中に懐胎し生まれた子の父は、その夫であると推
定された（820条）61のに対し、母が婚姻外で懐胎し出生した子は、明治
民法の言葉で言えば「私生子」となる。しかしながら、その子を認知し
た男性がいれば、当該男性がその子の父となり、当該子は「庶子」と呼
ばれる（827条２項）
。よって、父を確定する場面で、母の「婚姻」は、
絶対的な基準ではないものの、第一に参照される基準としての役割を果
たしている。
②

61

上記ルールにより子の父が定まれば、出生子はその父の家に入る

妻が婚姻中に懐胎したものの、生まれる前に離婚や離縁によって夫のみが

その家を離れた場合、出生子は、離婚・離縁後の父の家ではなく、母の家（父
の婚姻当時の家）に入ることとされた（734条１項）
。これは、跡継ぎを得るた
めに夫を迎えた（入夫婚姻をした）家や、養子を迎えた家に配慮したものであ
り、
「家ノ系統タルヘキ子カ出テテ他家ニ入ルコト」を防ごうとしたものであ
るという（梅・前注〔39〕17 ～ 18頁）
。つまり、父母に養育されることよりも、
家の存続を重視していることが分かる。こういった配慮は、734条２項但書に
も表れている。子どもが生まれる前に、夫婦（の一方）が養親と結んでいた養
子縁組が解消され、かつ、夫婦が離婚して母だけが養家に復籍した場合、また
は母が夫と死別して実家に復籍した場合には、子は母の懐胎時の父の家、すな
わち父母の養家に帰属するのである。したがって、子は、父だけでなく母とも
別の家に帰属する可能性があるということになる。
［177］

北法62（6・382）1698

「法律上の婚姻」とは何か（３）

ことになる62のだが、その際、婚姻夫婦から生まれた子どもについては、
戸主の同意を得る必要がないのに対し、
「庶子」の場合は、戸主の同意
を得なければならない（735条１項）
。家族員が婚姻をして配偶者を迎え
入れ、子どもをもうけることは「人倫ノ常」であるから、「戸主タル者
之ヲ自家ノ家族ト為スコトヲ拒ムノ権ナシ」と立法者はその趣旨を説明
「倫
する63。これに対し、婚姻していない家族員が子を生むというのは、
理ニ悖レルモノ」であるという64。よって、戸主には、その子を「自家
ノ家族トシテ扶養、教育スルノ義務」がない65。にもかかわらず、その
子を家に入れようとするのであれば、戸主の同意が必要だということに
なる。戸主の同意が得られなかった場合、当該「庶子」は、母の家に入
る（735条２項）
（この場合も、母が家族員であるなら、母家の戸主の同
意が得られなければ、
その家に入ることができない（735条１項））。なお、
以上の帰結について不満を有する家族員たる父又は母は、その家から出
ることによって、
子どもを自己の家に帰属させる可能性がなくはないが、
父又は母がその家から出ることについて、戸主の同意を得なければなら
ない（737条１項、741条、743条等）点に困難がある。
婚外子の場合、父から認知されたうえで、父の家の戸主から同意を得
た場合に限って父の家に帰属するという点では、
「婚姻」が「尊重」さ
れているように見える。しかしながら、父と戸主が同意をすれば、婚姻
外から生まれた子であっても、その家の子にすることができるというの
は、
フランス法には見られない、
明治民法の特徴といえよう。「婚姻」は、
62

母のみから認知され、父の知れざる子（明治民法にいう「私生子」
）は、そ

の母が家族員である場合、
母の家の戸主の同意が得られれば、
母の家に入る（733
条２項、735条１項）
。私生子が（戸主の同意が得られず）母の家に入ることが
できないときは、新たに家を創立することになる（735条３項）
。父だけでなく
母からも認知されなかった子（父母共に知れざる子）は、新たに家を創立する
（733条３項）
。
「国家ノ秩序ノ上ニ於テ無籍者ヲ認ムルハ最モ不可ナルカ故」の
措置であるという（梅・前注〔39〕16頁）
。
63

『民法中修正案参考書 第四篇第五篇』第二章３頁。
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同上。

65

同上。
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子どもの家帰属にとっての１つの重要な基準ではあるものの、それが決
定的基準となっているわけではない。嫡出子については、出生時の父母
の家帰属状況が嫡出子の家帰属に影響を与えている。また、婚外子につ
いては、父母の認知の有無、および戸主の同意の有無が家帰属にとって
決定的となっている。いずれも、家の存続を重視するがゆえの法制であ
るといえよう。嫡出子の家帰属ルールについては、その子を得るために
他家から男性（子にとっての父）を迎えた家に配慮したものであり、婚
外子の家帰属ルールについては、婚外子を家に入れることを父母や戸主
の意向に委せることによって、その家の存続を図ることを可能にしてい
るからである。
ｂ）家の後継者決定ルールにおける「婚姻」の位置
家の後継者候補（推定家督相続人）は、先の戸主の死亡・隠居・入夫
婚姻の解消等々により開始される家督相続によって、新戸主（家の後継
者）となる。その家督相続人の決定にあたって、
「婚姻」はどのような
役割を果していたのであろうか。
家督相続しうるのは、法定のルールによれば、被相続人（前戸主）と
家を同じくしていた直系卑属である66。それらの者の中で、明治民法が
定める家督相続人順位は、①親等が（被相続人と）最も近い者、②親等
が同じ者の中で男子と女子がいる場合は男子、③親等が同じ男子又は女
子の間で嫡出子と庶子・私生子がいる場合は嫡出子、④親等が同じ嫡出
子、庶子及び私生子の間では嫡出子及び庶子は女子であっても私生子よ
り優先する、⑤前四号ニ掲ケタル事項ニ付キ相同シキ者ノ間ニ在リテハ
年長者ヲ先ニス（明治民法970条１項）となっている67。同順位の嫡出子・
66

法定家督相続人である直系卑属は、遺留分として被相続人の財産の半分に

権利をもつ（1130条１項）
。
67

このルールによって定まる法定推定家督相続人について、被相続人が裁判

所に廃除を請求することが可能である（975条）
。廃除しうるのは、推定家督相
続人が、①被相続人に対して虐待をなし又は重大な侮辱を加えた場合、②疾病
その他身体又は精神の状況により家政を執るに堪えない場合、③家名に汚辱を
及ぼすような罪に因って刑に処せられた場合、④浪費者として準禁治産の宣告
を受け改悛の望みがない場合、である（975条１項）
。その他の正当な事由があ
［179］
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庶子と私生子がいる場合は、女子であっても、嫡出子・庶子が（男子の）
私生子に優先する点に、婚姻の優遇と私生子の劣位性が見られると言え
るかもしれない。しかし、嫡出子の女子と庶子の男子がいる場合には、
庶子の男子が優先するのであるから、この場合、婚姻結合から生まれた
か否かということよりも、父（及びその戸主）から自己の子どもとして
承認されている男子であるか否かが重視されていることになる。とはい
え、男子の中では嫡出の長子が優先されるという限りで、婚姻結合は優
位に置かれているといえよう68。
ところで、法定の推定家督相続人がおらず、被相続人による指定69も
なかった場合、被相続人の、①その家にいる配偶者、②兄弟、③姉妹、
④他の家にいる配偶者、⑤兄弟姉妹の直系尊属、の順で、家族員の中か
70
。つまり、
戸主とその配偶者にまっ
ら家督相続人が選定される（982条）

たく子どもがいなかった場合（で指定もなかった場合）には、戸主の配
偶者が家督相続人になるものと定められているということである。
「婚
姻」は家を同じくするものであるから、子どもがいなかった場合、家を
継ぐにふさわしいのは戸主の配偶者と位置づけられるのも不思議なこと
ではない。近年になるまで配偶者に相続権がなかったフランスと比較し
た場合、日本の「婚姻」の特徴がここに現れているといえる。
るときも、被相続人は、親族会の同意を得て、その廃除を請求することができ
る（975条２項）
。廃除は、遺言によってなすことも可能である（976条、その
場合、遺言執行者は、当該遺言が効力を生じた後、遅滞なく裁判所に廃除の請
求をしなければならない。廃除は被相続人の死亡時に遡って効力を生じる）
。
これに対し、廃除の原因が消滅した場合、相続開始前であれば、被相続人又は
推定家督相続人は、廃除の取消を裁判所に請求することができる（977条）
。
68

早川紀代
『近代天皇制と国民国家 両性関係を軸として』
（青木書店、
2005年）
。

69

法定推定家督相続人がいない場合は、被相続人が、戸籍吏に届け出ること

によって（980条）
、もしくは遺言によって（981条）
、自由に家督相続人を指定
し（979条１項）
、又はその指定を取消す（同条２項）ことができた。これらの
規定は、死亡又は隠居による家督相続の場合にのみ適用される（979条３項）
。
70

選定する権利をもつのは、その家にいる被相続人の父、父がいない／意思

表示できないときは母、父母がともにいない／意思表示できないときは親族会
である。
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以上は、家督相続（戸主の承継）に関してであったが、戸主以外の者
（家族員）
が死亡した場合は、
家督相続ではなく、
遺産相続が開始する（992
条）。相続の対象となるのは、相続開始時に被相続人（家族員）の財産
に属していた（一身専属のものを除いた）一切の権利義務であり（1001
条）
、
一般に、
家督相続よりもその価値・額は少ない。法定遺産相続人は、
被相続人の直系卑属であり、①親等が異なる者の間においては親等が近
い者が優先し、
②親等が同じ者は同順位において遺産相続人となる（994
条）。卑属として遺産相続する次元では、男女による差がない点で、家
督相続とは異なる。遺産相続人が数人いる場合は、相続財産はその共有
となり（1002条）
、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する
（1003条）
。同順位の相続人間では、原則として、その法定相続分は均分
となる（1004条）が、庶子・私生子の相続分は、嫡出子の相続分の２分
の１となる（1004条但書）
。
つまり、戸主の承継に関しては、
「婚姻」から生まれた子か否かとい
う区別よりも、父・戸主によって承認された子か否か、それが男子か否
かが重要であるのに対し、家族員の財産の承継に関しては、
「婚姻」か
ら生まれたか否かが重要な基準となっている。
結局、明治民法上の婚姻は、必ずしも後継者確保のためのもの、生殖
のためのものとはいえない。後継者はいざとなれば外部からも調達可能
であったからである。生殖以外の、配偶者でなければ果たせない役割、
すなわち家の一員としての「妻」
「嫁」
「婿」役割の方が、より本質的で
あったといえよう。
第２項

現行民法による定義：法による定義の不完全性

明治民法やフランス民法典と比較した場合、現行民法のみから婚姻の
定義を抽出するのは非常に困難である。
婚姻とはどのようなもので（１）、
何のためにあるのか（２）
、いずれも判然としない。手がかりとして、
明治民法と現行民法の相違点、およびフランスとの相違点に焦点を当て
ながら、現行民法における婚姻の特徴にアプローチしてみることとしよ
う。
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１

一方が他方の家族になること？
戦後民法は、もはや、婚姻の効果の中に、一方が他方の「家ニ入ル」

との規定を置いていない。新憲法に基づき、家を廃止したのであるから
当然と言える。家族員の婚姻の場合の、戸主の婚姻同意権もない。父母
の婚姻同意権については、明治民法が男子30歳・女子25歳まで「其家ニ
在ル父母」の同意が必要であるとしていたのに対し、戦後民法は、同意
権者を単なる「父母」としたうえで、
その同意は、未成年者（20歳未満）
の場合にのみ必要で、父母の一方の同意でもよいとした（737条１項２
項）
。他方、離婚の場合の父母の同意権も、削除された。つまり、夫婦
の協議で離別する際、当事者が未成年や25歳以下であっても、父母の同
意を必要としない。
このように、戦後民法では、婚姻に対する親族らの介入を否定し、父
母の介入についても最小限のものにしていることが分かる。婚姻は、も
はや家と家の結合ではなく、夫婦となる当事者（夫と妻）によって形成
されるものであるという点が強調されている。戸籍の編成方法が改めら
れ71、婚姻によって新しい戸籍が作られるというのも、この点を表すも
のといえよう。
加えて、婚姻の当事者たる夫と妻が平等であるという点も、戦後民法
が強調する点である。たとえば、752条は、
「夫婦は同居し、互いに協力
し扶助しなければならない」と規定し、妻の夫への服従ではなく、夫婦
相互の同居・協力・扶助義務を定めている。婚姻費用については、夫が
負担するのではなく、夫婦が分担するものになった（760条）
。民法761
条は、「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたとき
は、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責に
任ずる」と夫婦中立的に規定する。
「夫婦のいずれに属するか明らかで
ない財産は、その共有に属するものと推定する」（762条２項）と規定す
るのも、夫または女戸主に帰属すると推定していた明治民法と異なる点
である。また、家督相続のシステムが廃止され、妻も常に相続人となる
71

戦後の戸籍法改正の詳細については、岡田弘・伊井秀雄・岩佐節郎『新旧

対照 改正戸籍法の解説』
（日本経済新聞社、1948年）
。
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ことができるようになったのも、
大きな変化である（民法890条）。また、
配偶者との婚姻中に懐胎し生まれた子の相続分は、配偶者が婚姻外でも
うけた子の相続分の２倍となる
（民法900条４号）。庶子制度は廃止され、
夫が婚姻外でもうけて認知した子を擬制的に妻の子とすることもなく
なった。死別ではなく離別の場合も、民法768条１項は、「協議上の離婚
をした者の一方は、
相手方に対して財産の分与を請求することができる」
と定めている（この規定は、裁判上の離婚の場合にも準用される（民法
771条）
）。いずれも、夫婦を平等に扱うものといえよう。明治民法の婚
姻観からは決別しているように思われる。
しかしながら、他方で、明治民法の影響を残している部分がある。現
行民法は、婚姻の効果として、夫婦の一方の氏が他方の氏と同一になる
・・・・・・・・
（民法750条）ことを定めており、この効果は、婚姻の効力の冒頭に掲げ
られている。ちなみに、明治民法では、氏が変わることは、家に入るこ
とによる具体的効果の１つであったというのは既に述べた通りである。
このことを踏まえるならば、一方の氏が他方の氏と同一になるというの
は、「明治民法上の婚姻」と同じであるように思われるということにな
る72。
夫婦間の氏の選択は、戸籍の編成に影響をもたらす。婚姻の届出によ
り、夫婦について新戸籍が編製され（戸籍法16条１項）、夫婦の氏とし
て選択された氏を婚姻前からもつ者が新戸籍の筆頭者となる（戸籍法14
条１項）。夫婦の氏として選択された氏を婚姻前からもつ者が、既に戸
籍筆頭者である場合（再婚者である場合や、分籍をしていた者である場
合がこれに該当する）
、夫の氏を称する妻は夫の戸籍に入り、妻の氏を
称する夫は妻の戸籍に入る（戸籍法16条１項但書、２項）ことになる。
いずれも、「一方が他方の家に入る」という明治民法の婚姻の効果を彷
彿とさせるものである73。

72

同様の指摘は既に多くなされている。

73

家と家の結合という婚姻観の名残は、他にも見られる。たとえば、婚姻を

すると、明治民法と同様、配偶者の「親族」になる（民法725条２号）
。民法上、
同居している親族間には「互いに扶け合」う義務が課される（民法730条）
。
「親
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この裏返しの帰結として、離婚する場合は、婚姻によって氏を改めた
側の当事者は、婚姻前の氏に復する（民法767条１項、771条）。これは、
「婚姻の効力」の節で第２番目に掲げられた効力である。離婚により、
戸籍も別戸籍となる（戸籍法19条１項）
。だが、離婚の日から３ヶ月以
内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称
していた氏を称することも可能である（民法767条２項、771条、戸籍法
95条）
。この場合も、戸籍は別戸籍である（戸籍法19条３項）。他方、一
方配偶者が死亡しても、他方配偶者の氏は影響を受けない。ただし、生
存配偶者が婚姻の際に氏を改めた者である場合、婚姻前の氏に復するこ
とが選択でき（民法751条１項）
、その場合は死亡配偶者と別戸籍となる
（戸籍法19条２項）
。なお、離婚の場合でも死別の場合でも、祭祀承継を
する者が復氏をする配偶者に定められていた場合には、改めて祭祀承継
者を取り決めなければならない（民法769条、751条２項）
。氏と戸籍と
祭祀承継の関連が、ここに現れている。
氏と戸籍のあり方は、今日に至っても日本婚姻法の一大争点となって

族」から発生する効果は、これだけではない。例えば、刑事法上、親族には一
定の配慮がなされる。具体的には、犯人蔵匿罪・証拠隠滅罪について、犯人又
は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除
することができるとされたり（刑法105条）
、親族がその保護責任をもつ者を遺
棄した場合、責任が加重されたり（刑法218条）
、脅迫罪において、親族の生命、
身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者が考
慮されたりする（刑法222条２項）といった規定がある。その他にも、法的根
拠があるわけではないが、生体間臓器移植のガイドラインに、臓器提供ができ
る者として患者の「親族」が挙げられたり、民間会社の各種「家族割引」サー
ビスにおいて「親族」概念が参照されたりするなど、民法上の「親族」概念か
ら派生する効果は大きい。
ただ、
姻族関係は、
離婚によって終了する
（民法728条１項）
ことになったのは、
明治民法と異なる点である。死別の場合は、生存配偶者が姻族関係を終了させ
る意思を表示し、その旨を届け出た場合、姻族関係が終了する（同条２項、戸
籍法96条）
。姻族関係が終了すれば、上記の扶助義務・扶養義務や、その他「親
族」から派生する法的効果は消滅する。しかし、姻族関係が終了した後であっ
ても、直系姻族であった者同士は婚姻をすることができないという婚姻障害は
残る（民法735条後段）
。
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いる。夫婦別姓の導入をめぐって賛成派と反対派の激しい衝突が起こっ
ているのは、「一方が他方の家に入る」あるいはもう少し現代風に言う
ならば「一方が他方の家族の一員になる」というのが、日本の従来の「婚
姻」概念の本質であるからなのであろう。
以上を考え合わせるならば、
「現行民法上の婚姻」とは、当事者の自
由な意思によって、一方が他方の家族になることであり、その結果とし
て、
夫と妻が平等な地位にたつ夫婦になるものだということになろう74。
では、このような「現行民法上の婚姻」は、何のためのものとして位置
づけられたのであろうか。
２

子の養育のための結合？
現行民法では、明治民法の基礎であった家制度が廃止されており、家

督相続の制度も存在しない。他方で、フランスのように、子の養育とい
う機能が全面に出ているわけでもない。日本の現行民法は、夫婦は協力
して子どもを養育する義務を有するといった、フランスのような規定を
有していない。もちろん、嫡出推定規定や親権に関する規定、子の扶養
義務などに関する規定はあるが、カノン法やフランス民法のように婚姻
の目的を明示する規定をもつ場合と比較すると、それが婚姻の目的であ
るとは断定し難い。
結局、婚姻が何のための結合かは現行日本民法の規定だけからは分か
らない。そこで、いわゆる「仮装的婚姻」の事例75などにおいて、問題
74

なお、このような「現行民法上の婚姻」は、法に書かれた見かけにすぎな

いのであって、実際には、戦後・高度成長期の性別役割分業による夫婦の不平
等が温存されてきたことは、多くの論者が指摘するところである（たとえば、
上野千鶴子『近代家族の成立と終焉』
〔岩波書店、1994年〕75-76頁）
。しかし
ながら、婚姻実態に関する社会学的研究ではなく、
「法律上の婚姻」に関する
法学的研究である本稿の関心は、まさにこの「見かけ」にある。とはいえ、こ
の見かけと実態との乖離によって生じてくる問題を無視することはできない。
この点は、第２部で検討する。
75

子に嫡出性を付与するためや、強制徴用を免れるためだけに婚姻の届出を
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となった婚姻目的が妥当なものなのかが争われることになる。裁判例の
・・・・・
多くは、婚姻無効の判断にあたって、
「社会観念上夫婦であると認めら
76
。つまり、
れる関係」
を欲していたか否かを基準としている
（傍点筆者）

民法ではなく「社会」を判断基準として参照している77。このような「社
会」を基準とする裁判所の解釈方法は、婚姻無効の事例にとどまらず、
婚姻に関する多くの事例で見られる。
「婚姻」
を定義するにあたっての「社
会」の役割の大きさを示しているといえるが、
「社会」に名を借りた裁
判所（
「国家」
）による実定法上の根拠のない恣意的解釈になっていない
か、常に注意を向ける必要があろう。
＊
本款では、日本における「婚姻」の定義が、民法をたどるだけでも、
大きく変化したことを確認した。
従来の「明治民法上の婚姻」は、家制度を前提としたうえで、一方が
他方の家に入ることにより、家と家が結合するものと位置づけられてい
た。また、婚姻当事者たる夫婦関係については、一夫一婦制など、西欧
の影響が見られたが、それもすべては家制度の下に置かれていたことに
より、フランスとは異なる婚姻概念を生じさせている。この「明治民法
上の婚姻」は、家の後継者を確保するための第一次的なものとして機能
したが、後継者確保のための絶対的な手段であるわけではなく、むしろ
家の一員（
「嫁」
「婿」など）としての役割を果たすことの方が婚姻の本
質的な機能であった。

為したような場合、当該婚姻の有効性、すなわち、当事者の婚姻意思の有無が
問題となる。
76

例えば、
「少くとも被控訴人勝には、同金との間に真に社会観念上夫婦であ

ると認められる関係の設定を欲する効果意思はなかつた」
（東京高判昭和60年
２月27日家月37巻11号46頁）
、
「婚姻の成立には、婚姻の意思があること、すな
わち、社会観念上夫婦関係と評価できるような精神的・肉体的つながりと同居
生活が必要である上に、右意思は即時かつ無条件に夫婦関係を成立させるもの
でなければならない」
（福岡地判決平成８年３月12日判タ940号250頁）などの
裁判例がある。
77

その結果、具体的には、当事者間での共同生活（同居・同棲）の事実の有

無が重視されている。
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「明治民法上の婚姻」は、家制度を廃止した戦後改正により、そのま
までは維持しえないものとなった。現行民法では、
「婚姻」は、家と家
が結合するものではなく、当事者によるものとなった。妻と夫の関係は
対等とされている。ただ、それは一方が他方の氏を名乗ることによって
成立するものであって、
「明治民法上の婚姻」の名残を残している。家
が消滅したことにより、
「婚姻」の機能は、夫婦が子を生むことによっ
て家族を形成するという、フランス流に近づいたようにも思われる一方
で、そのための規定がフランスのようには存在していない。よって、何
が「婚姻」かをめぐって、
裁判所は「社会」にその判断基準を求めている。
第２節総括
表２：日本における婚姻
法の世界
婚姻管轄主体

事実の世界
国家

社会

統治機構（世俗＋宗教性？）

家族・同僚・友人など

婚姻意思？

当事者の婚姻意思？

婚姻成立方法

役所での届出受理

結納・結婚式・披露宴など

婚姻の性質

契約？身分変動？

？

婚姻の機能

？

共同生活・生殖・子育てなど

婚姻の解消

解消可能

解消可能？

婚姻管轄主体の性質
婚姻成立の本質

婚姻の正統性

この２つを呼び分け

戸籍（国家）に登録された結合

家族・社会に承認された結合

相続法上の正統性

共同生活・生殖・子育てしうる結合

↓

↓

法律上の婚姻

婚姻（結婚）

るために・・・

この表は、婚姻の管轄主体という観点から、本節で検討した内容をま
とめたものである。フランスについて同じ観点からまとめた表１78と比
較しながら、
その特徴を挙げてみよう。最大の特徴は、
「婚姻」について、
78

本稿（２）
・北大法学論集62巻３号607頁。
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事実の世界にも一定の役割があるという点にある。国家法が、婚姻のす
べてに介入しているわけではない。日本には、カトリックという国家に
対抗する宗教権力がなかったため、国家は、カノン法という（婚姻に関
する）成文の教義の体系に対抗して、緻密に理論を作り上げ、成文化す
る必要がなかった。介入しなければカトリック教会に管轄を奪われてし
まうフランスと比べ、国家による介入を徹底する必要がなかったといえ
よう。よって、事実の世界での婚姻慣行・婚姻観が、法解釈に影響を及
ぼす一方で、民法のあり方が事実の世界の婚姻観に影響を及ぼすという
構造になっているため、両者を切り分けることは難しい。結果、国家が
管轄の対象にしている範囲の境界線や婚姻概念の内実が分かりにくいも
のとなっている。
第１章総括

国家が承認した正統な結合とは

本章では、
「国家が承認した」から「正統な結合」であるところの「法
律上の婚姻」
という考え方について、
フランスと比較しながら検討を行っ
・・
た。その結果、なぜ国家が承認をすると「正統な結合」になるのか、な
ぜその必要があるのか、なぜそれを「法律上の婚姻」と呼ぶのか、とい
う諸点について、答えが見えてきたように思われる。
まず、第一の点であるが、トートロジーのようではあるが、国家が国
家法において「婚姻」を「正統な結合」として位置づけているからこそ、
国家が承認をすると「正統な結合」だということになる。ただ、そこで
の「正統性」がもつ意味について、フランスでは、国家法が管轄対象と
する範囲に限られる。たとえば、フランスの場合、神が結び合わせた結
合としての「正統性」を承認しうるのは、教会のみであって、国家では
ない。反対に、家族財産法上の「正統性」を承認しうるのは、国家のみ
であって、教会ではない。これに対し、日本では、教会のような国家に
対抗しうる権力が存在しないため、フランスのような区別が意識されに
くい。とりわけ、明治民法の体制では、国家自体が国家神道という宗教
性を帯びていた。戦後に世俗化されたとはいえ、その世俗化の成果はフ
ランスほど可視的ではない。
どこまでが日本の国家法の管轄対象なのか、
曖昧である。簡略化して言うならば、婚姻をめぐる「お金」の問題も、
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「道徳」や「正しさ」の問題も、国家が扱っている。このため、国家が
承認する「正統性」の意味合いに、当事者によっては一種の神性（道徳
的・倫理的正しさ）を見いだしうるものとなっている。他方で、あくま
でも民法上のものと割り切ってその「正統性」を理解する当事者もいる
だろう。
第２の点、なぜ国家が「正統な結合」を承認する必要があるのかにつ
いては、フランスと日本で当初の理由は異なっていた。すなわち、フラ
ンスでは、封建勢力の１つである聖職者の介入を封じるためには、従来
教会が行っていたことを市民の側で行う、すなわち市民の側で婚姻を管
轄する必要があった。これに対し、日本の場合は、西欧諸国に対抗でき
るような強い近代国家を確立するために、家による全国民の統治を目指
す中で、婚姻を管轄する必要が生じたにすぎない。もしくは、不平等条
約改正を実現するために、西欧的な婚姻観を採り入れた民法を提示する
必要があったにすぎない。よって、日仏では国家による婚姻管轄の手法
や介入の度合いに大きな違いが見られる。換言すれば、国家による「承
認」の手法や意味合いは、両国で異なっていると考えられる。フランス
では、民法典が示す婚姻観に当てはまる結合だけを承認しようとするの
に対し、日本では、それほどこの点に関心が向けられていない。
最後の点、なぜ国家が承認をした婚姻を「法律上の婚姻」と呼ぶのか
といえば、日本においては、
「婚姻」に関する法律を定めたのは国家の
みであり、そこに表明された婚姻観は従来の日本の婚姻観と異なるもの
だったからであるといえよう。一般感覚からいう「婚姻」とは区別され
るものとして「法律上の婚姻」という言葉が使われるようになったので
あろう。これに対し、フランスにおいては、
「婚姻」はわざわざ言うま
でもなく法律上のものであり、カトリック教会が承認する婚姻でさえ、
・
カノン法上のものである。よって、
「法律上の」というよりも、「カノン
法上の」ものか、
「民事（法）上の」ものかを区別することが重要となり、
フランスでは国家が承認した婚姻を「民事上の婚姻」と呼んでいること
になる。
本章では、「婚姻」とその承認主体に着目しながら、その「正統性」
がもつ意味について検討し、一定の成果が得られた。しかしながら、
「婚
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姻」がもつ「正統性」を分析するには、
「婚姻以外の結合」と比較する
作業が不可欠である。
（未完）
［付記］本稿は、北海道大学審査博士（法学）学位論文「フランス法に
おける婚姻概念の系譜的考察」
（2010年３月25日学位授与）に加筆・修
正したものである。執筆にあたって、特別研究員奨励費（2007年度・
2008年度）
、松下国際財団研究助成（2009年10月－2010年９月）の支援
を得た。また、加筆・修正にあたって、研究活動スタート支援（2010年
度・2011年度）の援助を受けている。
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Towards a Transnational Intimate Sphere?
── 'Care Deficit' and Global Householding in East Asia ──

Ken Endo
Summary:
This paper deals with an acute problem in many of aging societies: the
growing population of elderly is not proportionally matched by the increasing
number of care takers, causing the so-called ‘care deficit’. Intriguingly, a
relatively weak welfare regime tends to open up its labour market in care
sector, resulting in the increase of foreign care workers, mostly female, which
in turn leads to a significant social transformation of ‘household’. Here,
globalization stops being the sole property of finance or environment, well
penetrating into the most intimate sphere. Based on the cases in East Asia,
this paper analyzes the backgrounds, the present state, and problems
associated with this phenomenon coined as ‘global householding’.
Key words:
Household, globalization, aging, care, immigration

1. Introduction: The global householding
One may perhaps have heard news recently about an elderly person who
died quietly, all alone, without anyone knowing about it. In the background is
a phenomenon that is occurring for the first time in history. The number of
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single-member households in Japan has recently exceeded one in four. As we
shall later see, a variety of factors are involved, including the low birthrate,
an aging population, late marriages and urbanization.
This phenomenon is not unique to Japan. South Korea, Taiwan, Hong
Kong and the (coastal) areas of China are all showing the same trend.
Alongside the process of globalization, investment－and people with it－is
converging on (coastal) urban regions, and soon, in more or less identical
housing units, households consisting of childless professionals (the so-called
DINKS, Double Income No Kids) or families with one child are being
reproduced on a large scale. I do not mean this is some “unhealthy” future
trend that a government minister might lecture about. It is right in front of
us, the result of a series of processes. Inexorably stealing up on us is an aging
society in which the balance among the generations has collapsed and a
population structure in the form of an inverse pyramid is being created.
Attention immediately tends to turn to the pension system, but what is
interesting here is that, hand in hand with these processes, care in the broad
sense of the word, nursing, child-rearing and housekeeping, is beginning to
cross borders and be provided globally.
This paper will focus on the household in a global age. The concept of
household is far broader than that of blood-related families and reflects a new
dynamic in the private sphere; its range encompasses maids, nurses, nannies,
and “au pair” (students who serve as household help) from overseas, as well
as international adoptions and international marriages. When we turn our
attention to this area, globalization ceases to be merely a matter of money or
technology. As globalization penetrates an intimate sphere like the household,
though mediated by the market and close to it, it entails different problems
than finance and technology in that it involves the actual movement of people.
In what follows, I will examine global householding, which at first glance
seems remote from globalization but which is proceeding inseparably with it.
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2. Who will look after the elderly?
(1) The ongoing baby bust and demographic aging
As is well known, the workforce population in Japan began to decline in 1995
and the population as a whole in 2005. In 2050 it is estimated that 42 percent
of the population will be 65 or over, and one in three will be 80 or over. The
situation is similar in other industrialized parts of East Asia. In South Korea,
33 percent of the population will be 65 or over by 2050. The forecast for
Taiwan is more or less the same.
The rapid rise of populations with many old people and few children will
force the governments and societies of these countries to confront many
problems. Will the pension system survive? What should be done about the
birth rate? How will the labor force be maintained? Yet, above all, the
question of who will provide care for the elderly, and in what way, is likely to
become an increasingly serious issue as the population engaged in productive
labor shrinks.
(2) Gender or nation?
One answer would be to put an end to sexual inequality and have men and
women share the burden of housework and other “shadow work,” including
the care of the elderly. According to a survey on cleaning conducted by the
University of Maryland, since the feminist revolution (1965-1995), men’s share
of the housework increased 240 percent, but men spend a mere 1.7 hours or
so a week at it, whereas, even though women’s share has gone down seven
percent, they still spend 6.7 hours per week, and thus an imbalance remains
(Ehrenreich 2003, p. 89). There is no doubt that it will be important to bring
shadow work out into the open, recognize its existence, and bear it, and the
increasingly heavy burden of elder care, equally. Doing so will not only have
a positive impact on the participation of women in the labor market and on
career formation but will also contribute to the dignity of women and the
elderly (and the liberation of men).
The above discussion is predicated on the premise that looking after the
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elderly belongs to the private sphere, namely the household. Yet there may
well be another orientation, in which public agencies such as the government
should mobilize national resources and assume responsibility for the care of
the nation’s old people. In this case, typically, the state would pay back the
contribution they made to their country by investing money in and providing
assistance to the elderly such as building facilities for them to live in, etc.,
and/or giving preferential tax and other treatment to businesses, groups or
individuals involved in their care.
Needless to say, the first solution approaches the problem from the
perspective of gender, the second from the nation state. In fact, though, it
may be doubted whether either solution will work. If we look at neighboring
countries in East Asia, trends there seem to be pointing toward a completely
different direction, namely global householding. As globalization facilitates the
movement of people, women are crossing borders to act as maids and care
providers, and this is dramatically changing the landscape of the household.
Let us examine this scenario.

3. The global household: Actual conditions in East Asia
(1) The global movement of people and the feminization of migration
According to statistics, as of the year 2000 more than 175 million people were
living in countries other than their place of birth (twice the number 30 years
ago and 1.5 times that of ten years ago); by 2050 this figure is forecast to rise
to 230 million (e.g. United Nations Population Division 2002; Martin and
Widgden 2002).
What is behind this phenomenon, needless to say, is globalization.
Globalization has generally made it easy for people to cross borders by
reducing the cost of moving. But that is not all. Globalization and its sister
phenomenon, internal urbanization, have concentrated economic activity on
(coastal) urban areas and induced people to move there. People who once
flocked to urban areas will readily cross national borders in search of better
opportunities. In that sense, it is a mistake both theoretically and empirically
北法62（6・365）1681
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Chart 1
The global movement of people

(source: Douglass 2006a)

to distinguish between internal and international migration (e.g. Sassen 1991,
Morita 1994).
A global trend that has attracted attention recently is the so-called
“feminization of migration.” In the past, a migrant in most cases meant a male
manual laborer. Yet in recent years women are becoming the main agent of
migration. Take France, for example. In 1946 women born in Algeria or
Morocco made up less than three percent of the immigrants residing in
France; by 1990 they accounted for more than 40 percent. Eighty-four
percent of all Sri Lankan emigrants to the Middle East are women
(Ehrenreich and Hochschild 2003, pp. 5-6). Behind this trend is the rise in
demand for domestic help and care services in the industrialized world and
in rapidly developing economies.
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(2) The internationalization and feminization of care services in East Asia
This trend is particularly noticeable in East Asia. According to Asato Wako
(2005 [1], pp. 132-133), who has done considerable empirical research in this
area, at present some 530,000 foreign domestic helpers and care providers
are employed in the newly industrializing economies (NIES) of Asia: 150,000
in Singapore, 240,000 in Hong Kong, 130,000 in Taiwan and 10,000 in South
Korean (according to Mike Douglass (2006), there are another 240,000 in
Malaysia). Almost all of these workers are women engaged in housework and
care services including nursing. This type of migrant workers has soared
since the late 1980s, keeping pace with the economic development of the
Asian NIES.
One thing that needs to be stated clearly about this phenomenon is that
the governments of the host countries played a leading role in promoting the
Chart 2
Changes in the number of foreign domestic helpers and care providers in the Asian NIES
South Korea / Singapore / Taiwan / Hong Kong

Note: legal residents only; compiled from government documents in the countries cited
(source: Asato 2005 [1], p. 133)
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introduction of these women migrants. Beginning with Hong Kong in 1974,
Singapore in 1979, Taiwan in 1992, and South Korea in 2002, one after the
other, have done an about-face, signed bilateral agreements with sending
countries and started accepting women from the developing world. Behind
this policy change is the fact that the high growth rate has made maintaining
a work force a serious problem. In order to make efficient use of the local
female population, it is thought necessary to bring in women from developing
countries, readily employed as domestic helpers and care providers at
relatively low cost, thereby reducing the physical and emotional burdens of
housework, child-rearing and care services in the households of their
employers. In view of the need, as Asato has pointed out, this is a
“government-made market” for domestic helpers and care providers.
As a result, one in seven households in Singapore has a foreign female
live-in worker, and two-thirds of them regard this sort of domestic help as
something they could not do without (Lam, Yeoh and Huang 2006). In Taiwan,
half of the 260,000 people certified as critically requiring care services are
accompanied by foreign care providers (Asato 2005 [2]). In these countries
foreign women migrant workers form part of the landscape in households
and institutional settings, and this picture has not changed after the region
experienced an economic slow down or were buffeted by the Asian financial
crisis. As the participation of women in society has become taken for granted
and the population has aged, foreign domestic help can be said to be here to stay.
(3) International marriages
Women from less developed countries cross borders not only as workers but
as brides with the expectation that they will assume the burden of housework
and care services. In Taiwan two out of seven newly married couples are the
result of international marriages. In particular, the number of international
marriages involving Vietnamese has been on the rise recently (in the past
three years 80,000 Vietnamese women have married Taiwanese men). As a
result, one in seven or eight babies in Taiwan have a foreign-born mother. In
South Korea, too, as of 2005, 13.6 percent of all marriages are international
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and, most notably, in parts of the country where there is a dearth of
marriageable women, nearly 40 percent are international arranged marriages.
It is estimated that two million children of mixed origin will be born in Korea
by 2020. It might be recalled in passing that also in Japan, Philippine brides
(the so-called Japayuki-san) in farming villages in Yamagata Prefecture and
other parts of the Tohoku made the news in the 1980s; since then there has
been a slow but steady increase in international marriages primarily in urban
areas; by 2002 they added up to 30,000 couples and accounted for five percent
of the total number of marriages. (Although it is beyond the scope of this
paper, Debora Spar (2006) discusses the global market for international
adoptions.) It will probably be necessary to consider carefully the long-term
impact such marriages will have (Douglass 2006a and 2006b).
(4) Internal conditions in the sending countries
Let us turn our attention to the countries sending care providers. Those cited
as the main sending countries are the Philippines, Indonesia, Vietnam, China
and Sri Lanka.
The largest of these is the Philippines. In fact, migrant workers from
that country amount to around five million people, the equivalent of one tenth
of the entire working population. Two-thirds of these are women, almost all
of whom are employed as domestic helpers or caregivers. Remittances sent
back from the countries where these migrant workers reside are said to
support 34 to 54 percent of the entire population (Parreñas 2003, p. 39). This
money is equal to about ten percent of the Philippines’ GDP.
In Indonesia as well, in the five years from 1989, 650,000 people went
abroad to work; in the five years from 1995, that figure was 1.46 million. The
most recent country to promote the sending of its workers abroad is
Vietnam. Its government planned to send a million of its citizens overseas by
2010. And in fact, the numbers of the Vietnamese workers who have gone to
Taiwan alone during the three-year period between 2001 and 2004 are rising
rapidly from nearly 5,000 to 72,000 (Asato 2006 [3]).
The reason governments make it a national policy to promote the export
北法62（6・361）1677
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of workers should be that, from the government’s perspective, doing so is a
quick and effective way to hold down unemployment at home and acquire
foreign currency. In fact, the remittance of Filipinos living abroad does more
than make up for the Philippines’ trade deficit. Not surprisingly, sending
countries are competing with one another. One thing not to be overlooked is
that, faced with competition, the government of a sending country may not
necessarily be diligent about protecting its own workers. This is a serious
matter since domestic help and care providers in the closed environment of a
household or care facility are in a vulnerable position (Asato 2005 [1]). Also,
the probability is high that the government of a host country may take
advantage of the sending country in diplomatic discussions or foreign trade
talks by hinting that it might switch to workers from another country. In
fact, Taiwan has played just this sort of card and negotiated conditions
favorable to itself with the Philippines in regard to opening up and increasing
air routes and with Thailand in regard to the visit of prominent political
figures (see Akashi 2006).
From the migrant worker’s perspective, on the other hand, global
householding is a means of survival and an opportunity for upward social
mobility. As we shall discuss shortly, remittances have become the most
stable source of income for their families back home. In many cases, the
money is used to invest in the next generation, in the form of education, etc.
(5) Remittances and the North-South gap
The underlying cause of these migrant workers is, of course, the economic
disparity between the North and the South (see chart 3). At the personal
level, the salary of a Filipina employed as a live-in caregiver in Hong Kong,
for example, is fifteen times higher than what she would earn as an
elementary school teacher in the Philippines (Ehrenreich and Hochschild 2003,
p. 8). At the national level, as we have already said, international migration is
being prescribed to deal with a wide range of problems from improving the
balance of payments to controlling unemployment.
From a slightly different perspective, remittances may be regarded as
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Chart 3
International income disparities

(source: Douglass 2006a)

working to moderate disparities between the North and the South (Kapur
and McHale 2005, ch. 8). As is well known, official development assistance
(ODA) has been drifting downward since the 1990s, and there is to be no
dramatic improvement. In addition, since the 1997 Asian financial crisis, there
has been an increasing awareness of the fragility of foreign direct investment
(FDI), which for a while had been made so much of. As of 2004 remittances
amounted to $125.8 billion worldwide, far exceeding the $78.6 billion in ODA
from the 22 richest donor countries (see also chart 4). As discussed above, at
the country level, remittances account for ten percent of the GDP in the
Philippines and other developing countries. Considering that these
remittances get to people living in developing countries more securely in
times of crisis and more directly (in the sense that they do not go through a
middleman), then, for the family and the country on the receiving end,
remittances can be said to the major factor contributing to their sustained
development.
This does not mean, of course, that migrant remittances are a panacea
北法62（6・359）1675
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Chart 4
Migrant Remittances

(source: Kapur and McHale 2005, p. 136)

for the North-South gap. On the one hand, they may not be directed to
production and investment in the developing countries; on the other, the
economy in those countries may get into the habit of relying too heavily on
them. In an age of economic crisis and ODA fatigue, however, remittances to
the sending country from migrant workers in host countries serve as “private
development aid (PDA)” , constituting an important factor in development.

4. Mid- and long-term problems facing the globalization of households
What sort of mid- and long-term problems are facing the global householding
that is evolving in this way? In what follows I will try to set forth a few
problem areas for both the sending and receiving countries.
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(1) Care Drain
The biggest problem for the sending countries is the so-called care drain
(Hochschild 2003, p. 27). The feminization of migration in the domestic help
and care services, in many cases, actually involves mothers in the sending
countries leaving home to work elsewhere. It must not be forgotten that
while women are providing care to children and older persons in households
in the rich countries, this is producing large numbers of children unable to
receive their own mother’s care in the developing world.
As to what impact this has on children whose mother is absent, so much
research exists that it is difficult to summarize it (for an useful example, see
Parreñas 2001, ch. 5). The impact varies greatly, depending on economic
circumstances and the nature of the extended family, especially care by a
grandmother and the role of the father. According to Parreñas, who studied
cases in the Philippines, out of 30 families whose mothers were working
overseas, only four had stay-at-home fathers (Parreñas 2003, p. 49). It is not
hard to imagine that children not cared for by other relatives would face
many problems.
There has subsequently been no lack of politicians loudly critical of the
care drain. President Ramos of the Philippines (1992-98) vigorously promoted
sending care providers abroad but tried to limit them to unmarried women.
And yet, when it comes to the question of whether mothers should be
prohibited altogether from going abroad to work for that reason, both pros
and cons have to be considered. The positive effect of remittances has
already been mentioned; if, for example, these monies were to dry up, the
likelihood is high that school expenses for girls would be the first to cut
(Kapur and McHale 2005, p. 148). More attention may instead need to be
given to the fact that many fathers make no contribution either to household
finances or to their children’s care.
In other areas as well, one may well be concerned that the care drain
leads to a breakdown in nursing and care giving services in the sending
country (see, for example, Ishi 2007). To be sure, the drain of nurses and
other care providers is serious in parts of sub-Saharan Africa, where it has
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led to a significant breakdown in the health system. This cannot be said
unequivocally of all places, however, as it depends on the country or the
region. In the case of countries like the Philippines and Vietnam that make it
a national policy to train and send care workers abroad, no such systemic
breakdown has occurred. What can be concluded from the above is that,
although the care drain is a serious problem for sending countries, it is rash
to focus on that issue alone when debating the pros and cons of sending
mothers abroad.
(2) How do we combat discrimination?
There is no denying that a central part of global householding is the
commodification of housework and care giving through the medium of the
marketplace as well as the feminization and internationalization of domestic
help and care providers. Yet it cannot be said that there is no warmth in the
multinational households formed in this way; rather, by many accounts, there
are documented cases in which care in the true sense of the word is being
provided.
Nevertheless, this does not mean that we can close our eyes to the fact
that the feminization and internationalization of household help and care
providers cause the entrenchment of a gender-based division of labor or the
consolidation of defined job categories for foreigners (in particular, the ones
that natives do not want to do). These may well lead to the reproduction of
gender and racial discrimination, posing problems hard to deel with in the
host countries.
No one has a magic remedy for the problem of dual discrimination. At,
the very least, though, the first step must entail the recognition of the
importance of housework and care giving and the respect for the persons
doing them. The main reason for bringing in women from other countries in
the first place is to fill the local deficit for care and household help. Doing so
is also apt to lead to an easing in the battle between both sexes in rich
countries. (The change in the gender division of labor in the United states in
regard to cleaning between the 1960s and the 1990s, mentioned in the first
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section of this paper, is said to have leveled off in the mid 1980s. Towards the
same time, the substantial number of women from developing countries were
brought in to do housework and take care of children.) If this was indeed the
case, it must probably be even more necessary to respect the women from
developing countries being brought in.
This will prove very difficult, to say the least. At the same time as
progress in gender equality, including the participation of women is society,
is incomplete in the home country, any progress in this area is accompanied
by ─ if not presupposes ─ bringing in women from developing countries and
raises a new form of discrimination to be tackled, not least between women.
Thus, if women from developing countries are brought in to do housework
and provide care services, government policy must pursue gender equality
and the social acceptance of foreign women simultaneously. This will require
considerable determination.
(3) What sort of people are needed and where?－gender imbalance in China and
East Asian migrations
Finally, the problem of a different nature may well be posed. Discussion in
Japan has often tended to raise the narrow question of how to control the
entry of foreigners as the demand for care services steadily rises. If we look
at the present situation (or future prospects) in East Asia, however, quite a
different question is apt to arise.
According to well-known statistics of the 2005 Chinese national census,
there are 120 boys below the age of five in China for every 100 girls. Though
no such a dramatic difference, this abnormal sex ratio in the birth data has
continued for the past 20 years and has surely to do with the government’s
one-child policy and a gender ideology that gives priority to boys. This is no
doubt a tragedy in itself, but it is necessary to bear in mind that it is taking
place in the largest country, with nearly one quarter of the world’s
population. To put it more concretely, there is a likelihood that China will one
day find itself in a situation in which 23-30 million marriageable aged men
may have trouble finding brides in the same age cohort (Gu 2007).
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If this scale of deficit cannot be made up for by women in adjacent
cohorts or by the migration of women from inland areas, it is likely to put
increasing pressure on population migration in East Asia. In view of this
possibility, marriage to foreign women has already been suggested as a
potential ‘solution’ (Attane 2006). If it is assumed that the present gender
discrimination and division of labor between the sexes will continue, coupled
with the declining birth rate and the rapidly aging population in China’s
coastal region, it is also likely to lead to the introduction of foreign care
workers, i.e. women from developing countries. The globalization of
households seems likely to continue in this way.
This scenario is built on a number of premises, admittedly, and it is
altogether possible that it may not turn out as predicted. To begin with, even
at the level of collecting the data on which these assumptions are made, it is
likely that, under the influence of the one-child policy, the births of girls have
been hidden (there are also reports that many girls are adopted and taken
abroad to the United States and elsewhere). Or we may end up with a
different result, if the traditional view of marriage and the family in China
changes. If even a part of China’s coastal areas is however to opt for the
Hong Kong and Taiwan model and move in the direction of global
householding, care providers in East Asia are apt to become the object of
competition among host countries vying to acquire them. This is undoubtedly
structurally different from the labor-dumping competition among sending
countries, as referred to earlier. Likewise, the debate in Japan over limiting
the admission of care providers may also be forced to undergo considerable
modification. The issue may well change from how to keep migrant workers
out to how to obtain them. In any event, we will probably have to keep an
eye on trends in East Asia and the world as a whole and pay close attention
to what sort of people will be needed and where.
＃ This paper is based on my article (chap. 5) in Ken Endo ed., The Fronties
of Global Governance: Between the Present and the Past (Toshindo, 2008)（遠
藤乾編『グローバル ･ ガバナンスの最前線』東信堂、2008年）
．
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名誉毀損罪とプライヴァシー
日本刑法におけるプライヴァシー

第２章では、フランス出版自由法の枠組で保護されるプライヴァシーについ
て検討を進めてきた。フランス出版自由法では、公的な事実については一定の
条件の下で批評の自由を認める一方で、私的な事実に対しては一切批評するこ
とを認めていない。このことは、日本刑法230条が「公共の利害」に関わらな
い事実について真実性の証明を認めない一方で、230条の２では「公共の利害
に関する事実」については証明が認められていることと類似していると思われ
る。そして日本法も、犯罪としての名誉毀損の事実証明について公私を分ける
というイギリスとフランスの原則を採用してきたが、日本法の枠組みにおいて
「私行」及び「プライヴァシー」はどのように理解されてきたのだろうか。こ
の点についての確認を前提として、第２章で得たフランス出版自由法について
の知見に基づき、日本刑法230条で保護され得る「プライヴァシー」の定義と
範囲について検討する。
名誉毀損罪の沿革について第１章で述べた通り、現行刑法230条の原型となっ
た旧刑法358条の誹毀罪が設けられるまでの議論と、それが明治40年の刑法に
受け継がれるまでの議論には、プライヴァシー保護という見地は見られない。
その一方で、明治20年の出版条例と新聞紙条例には「私行」を除いて事実証明
を認めるという規定が設けられていたが、大審院は、弁護士が悪辣な手段を用
いて株主総会の招集を請求したことによって会社を苦しめ、不正な利益を得た
旨の記事を新聞紙上に掲載した行為について、新聞紙法45条の「私行」を「人
の私生活関係に於ける行動を汎称」するものと解しているにもかかわらず、
「官
吏公吏其の他の公務員又は公共団体その他公の施設に関する職員又は委員とし
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ての行動」に含まれないものと判断した（大判大正12年12月14日刑集２巻976
頁など）。この考え方には、被害者が公務員であっても職務とは無関係な行為
に対する事実証明を排除するという点に意義があるが、大審院が「私行＝公務
員以外の私人の行為」という単純な判断枠組を採用していたことにより、以下
のような場合も「私行」とされ、事実証明が認められなかった。
まず、弁護士がある損害賠償事件について、原告の訴訟代理人となることを
引き受けたにもかかわらず、被告側との交渉の結果多大な利益を得たことから
原告の訴訟代理人となることを拒絶したという内容の記事を新聞紙上に掲載し
た行為（大判大正12年12月27日刑集２巻1037頁）の他、ある百万長者の後見人
（私人）が家族を連れて突然行方不明となったが、被後見人が成年に達したの
で家財の引継に対し後見人との関係が円満でなくなったことがその原因である
と見られていることと、後見人が家の所蔵の骨董等を持ち出したとされ、家の
監督人である弁護士が調査をしている途中であることという、それぞれ背任罪
と横領罪に該当する事実を新聞紙上に掲載した行為（大判昭和９年３月８日刑
集13巻243頁）について、摘示した事実が「私行」であると判断された。
次に、医師が患者に対して診療を行う際に、注射の不注意により患者を「苦
悶重態」に陥らせたが、
「自己の不謹慎不注意を悔悟し相当の処置に出づべき」
であったにも関わらず「傲然として更に誠意を披歴せず」「酒気を帯びて患家
に乱入し暴行を加え」たということから、この医師は普段から「世人に指弾せ
いとま

や ひ ろうれつ

られ」「失態を演ぜし例は枚挙に 遑 あらず人格の野卑陋劣は患家間にも同業者
の間にも通り者になって居る」ということの他、前述の患者に対して「酷い高
価の注射料を取」ったという旨の新聞記事を発行した行為が名誉毀損に問われ
た事例がある。これに対し大審院は、「私行とは官吏公吏其の他公務に関興す
る職員としての行動に対する名称にして人の私生活関係に於ける行動を意味す
るもの」と解する前述の大判大正12年12月14日を参照しつつ、
「医師が公法的
権利関係の下に特定の行為を為したる場合に於ては之を目して私行なりと謂う
を得ざれども医師が患者の需に因り診察治療に従事したるが如きは其の知識技
術の如何を問わず総て私行なりと謂わざるべからず」と判示した（大判大正13
年７月19日刑集３巻583頁）。
そして、公益に対する影響と私行の関係について、判例は「私行」か否かに
ついて前述の基準に従った上で「仮令公衆の利害に影響を及ぼすべき場合あり
と雖猶私行たることを失わざるものとす」と判断している（大判大正12年12月
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14日刑集２巻976頁。）
この点につき、前述の医師の業務についての大正13年判決は、
「
（医師の）業
務上の知識の深浅技術の巧拙等は直接に患者に対して重大の影響を及ぼすのみ
ならず延て公衆の利害関係に影響を及ぼすことなきに非ず」ということを認め
ているが、
「之が為に医師の業務上の行為は総て新聞紙法第45条に所謂私行に
該当するものに非ずと謂うを得ず」と判断し、大判昭和６年12月７日刑集10巻
710頁も同様の判断をしている。
このように、人の私生活に関わる行動について公表を禁じるという考え方は
新聞紙法（条例）の時代から存在したが、「私生活（私行）
」の定義は不明確な
ものであったことがわかる。戦後になって刑法の一部を改正する法律案が作成
され、その過程で230条の２に「公共の利害に関する事実」という要件が設け
られたが、法律案作成の過程でどのような議論が行われたのかということは不
明である。しかし、第１章第４節で述べたように、公共の利害に関わる医師や
弁護士の行為が「私行」となることを問題視する発言が法案審議においてなさ
れたことから、新聞紙法時代の判例が公衆に影響を及ぼす事実であるか否かを
考慮しないと判断していたことへの批判が、230条の２の「公共の利害に関す
る事実」という要件に結び付いたものと考えられる。
新聞紙法と出版法の「私行」が戦後の法改正により「公共の利害に関する事
実」と改められたことになるが、230条の２が新設されたことにより「私行」
または「プライヴァシー」はどのように考えられるようになったのだろうか。
以下では、名誉毀損罪とプライヴァシーに関する裁判例を挙げつつ、この点に
ついて見ていくこととする。
まず、東京地判昭和32年７月13日判時119号１頁は「幹事長と女秘書」と題
する小説が元自由党幹事長の佐藤栄作をモデルとしており、その名誉を毀損す
るものであるとして230条１項によって処罰された事件である。問題となった
この小説では、佐藤栄作は「後藤大作」と名前を変えられているが、文章その
他の事情から、後藤が実在の佐藤栄作であることが容易に推察されるように
なっており、作中には後藤と赤坂の芸者との関係の他、芸者との間に娘がいる
との記述があった。これは「プライヴァシー」に属する事実のように思われる
が、東京地裁は「佐藤栄作が赤坂の芸者との間に十九才になる娘があるという
点についても、同人が当時公務員であったのであるから、公務員の私行に関す
る事実ではあるが、なお公務員の品性、資質に関する事項と解せられる。従っ
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てその事実を摘示しても、それが真実であることの証明がある場合には、その
事実を摘示した行為者は処罰されないものと認むべきであるが、右の事実が真
実であることについても積極的な証明がない」と判示した。公務員という立場
の性質上、私行に関する事実でも事実証明を認めるが、公務員以外の者の私行
は暴かれてはならないという趣旨であるように思われる。
続いて、刑事の名誉毀損罪で初めて「プライバシー」という言葉が用いられ
たものとして東京地判昭和39年５月29日高刑集20巻４号445頁（
「般若苑マダム
物語」事件）が挙げられる。この事件は、後述する「宴のあと」事件の原告で
ある元外務大臣の有田八郎の夫人である有田輝井の生い立ちや男性遍歴などを
記述した「元外務大臣有田八郎氏夫人・般若苑マダム物語」と題する小冊子を
頒布・市販したというものであり、有田八郎が昭和34年４月施行の東京都知事
選候補者であったことから、公職選挙法225条２号所定の選挙の自由妨害罪が
成立するか否かが争われた。その一方で、東京地裁は輝井に対する名誉毀損罪
について「料亭の女将に過ぎない有田輝井の前記のような私的事実が公表され
ることは明らかに同女のプライバシーの侵害であり、これを公表することが公
共を利する性質（公共性）をもっているとは、とうてい考えられない」と判断
しており、この判断は「公共性」を持たない事実を公表する行為は刑法で処罰
され得るということを明言している（第２審と最高裁では、名誉毀損罪の成否
について争われていない）。また、230条の２との関係はここでは問題とされな
かったが、230条の２の「公共の利害に関する事実」に該当しない事実はプラ
イヴァシーと解され、それを公表することが230条１項で処罰されるという枠
組みを提示していると考えられる。
次に、民事事件ではあるが、初めてプライヴァシー権を認めたものとされる
『宴のあと』事件（東京地判昭和39年９月28日判時385号12頁）が挙げられる。
三島由紀夫の小説『宴のあと』は、元外務大臣である有田八郎が東京都知事選
に落選し、有田の妻で料亭「般若苑」を経営していた輝井は夫の選挙に尽力し
ていたが、落選後に離婚したということから着想を得て書かれたものである。
作中において原告の有田と輝井はそれぞれ「野口雄賢」
「福沢かづ」
「般若苑」
、
は「雪後庵」へと名前を変えられていたが、原告がモデルであることを読者に
意識させながら、夫婦喧嘩や妻への暴力等の私生活を暴露するような描かれ方
をされていたことから、原告は三島由紀夫と小説を出版した新潮社を相手取り、
プライヴァシーの侵害であるとして損害賠償と謝罪広告を請求した。東京地裁
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はプライヴァシーの権利を「私生活をみだりに公開されないという法的保障な
いし権利」であるとした上で、プライヴァシー権侵害の成立要件として、①私
生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られるおそれのある事柄であ
ること、②一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合公開を欲
しないであろうと認められる事柄であること、③一般の人々に未だ知られてい
ない事柄であることを挙げている。プライヴァシー権の「侵害」であるため、
公開された場合に不利になるような事柄であることが必要とされていると思わ
れる。
このことに加え、東京地裁は言論・表現の自由とプライヴァシーの関係につ
いて「公人ないし公職の候補者については、その公的な存在、活動に附随した
範囲および公的な存在、活動に対する評価を下すに必要または有益と認められ
る範囲では、その私生活を報道、論評することも正当とされなければならない」
「たとえ報道の対象が公人、公職の候補者であっても、無差別、無制限に私生
活を公開することが許されるわけではない」と判示している1。刑法230条の２
第３項については、改正法案の審議の段階から、公務員であればどのような私
事であっても事実証明を認めると解するべきかという問題があったが、この判
断が参考になると思われる。
元来「プライヴァシー」という考え方は欧米から取り入れられたものであり、
出版条例・新聞紙条例の「私行に渉るものを除く」という要件もフランス法の
原則に影響を受けたものであるとされる。しかし、新聞紙法時代の問題点を克
服するという意識のもとで230条の２が新設され、その後もいくつかの裁判例
を通して日本法の枠組みにおけるプライヴァシーが模索されているので、日本
の刑法の解釈として「プライヴァシー」を考慮に入れることは突飛なことでは
ないと考えられる。よって、次節では第２章で得たフランス出版自由法に関す
る知見をもとに、名誉毀損罪の枠組みで保護され得るプライヴァシーと名誉に
ついて検討する。

1

本件では、
「都知事選から一年前後も経過し、原告がすでに公職の候補者でな

くなり、公職の候補者となる意思もなくなっているときに、公職の候補者の適
格性を云々する目的ではなく、もっぱら芸術的な創作意慾によって他人のプラ
イバシーを公開しようとするのであれば、それが違法にわたらないとして容認
される範囲はおのずから先の例よりも狭くならざるを得ない」とされた。
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第２節

社会的評価からの自由としてのプライヴァシー

フランス出版自由法における「私生活」に属する事実は、職務に無関係な個
人的なこと、家族に関することとされており、これらの事実については事実証
明を禁止することによって、一切の批評・論評が認められていない。その一方
で、
「私生活」以外の事実については公表に必要とされる「慎重さ」
「用心深さ」
「客観性」といった要件を満たせば「悪意」が消滅し、犯罪不成立となること
と併せて、法に定められた手続に則り、正確性の高い証拠を提出することによっ
て「真実性の証明」が行われ、犯罪不成立という結論に至る。このことは、
「公
共の利害に関する事実」については事実証明を認めるが、「公共の利害」に関
わらない事実について証明を禁止する日本刑法と類似している。
この点に加え、
日本の名誉毀損罪と事実証明規定はフランスの影響を受けていることから、日
本刑法230条は「公共の利害」に関わらない事実の証明を禁止することによっ
てプライヴァシーを保護しているといえないだろうか。
230条の趣旨をそのように解すれば、230条の２は批判の対象となるべき事実
を公表した場合に関する規定であり、「プライヴァシー」は「社会的評価から
2
の自由」
であると定義され得る。プライヴァシー権を「自己情報コントロール

権」であるとする学説3も有力に主張されているが、個人情報と言われるもの
によって当該個人を評価することが可能となるため、それが公表されれば個人
は社会的評価にさらされることになる。また、この説は、個人に関する知識・
情報はコントロールできない性質を有し、他者によって知覚され得るものであ
る4ので、この立場によれば一度他者の知るところとなった情報は保護されな
いことになる。そのように解すれば、プライヴァシー侵害に対して不法行為に
よる損害賠償を請求することも、盗撮や住居侵入等の、プライヴァシーの侵害
となり得る行為を犯罪として処罰することも不可能となる。以上のことから、
2

佐伯仁志「プライヴァシーと名誉の保護（４・完）
」法学協会雑誌101巻11号（1984

年）79頁、阪本昌成『プライヴァシー権論』
（日本評論社・1986年）192頁以下、
樋口陽一『憲法［第３版］
』
（創文社・2007年）293頁。
3

芦部信喜（高橋和之補訂）
『憲法［第５版］
』
（岩波書店・2011年）122頁、松

井茂記『日本国憲法［第３版］
』
（有斐閣・2007年）510頁以下、佐藤幸治『憲
法［第３版］
』
（青林書院・1995年）454頁、
戸波江二『憲法［新版］
』
（ぎょうせい・
1998年）181頁。
4

阪本・前掲（注２）８頁。
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「自己情報コントロール権」という考え方は正確性を欠くと考えられる。
したがって、個人的な事実を公表すれば無条件に230条の名誉毀損罪が成立
するのではなく、個人的な事柄であってもそれを公表されることによってその
人への評価が変わり得る事実である必要があり、230条が「毀損」という文言
によって規定されていることから、
「公共の利害」に関わらない事実であって、
公表することによって評価が下がり得る事実を公表した場合にはプライヴァ
シーの侵害が構成され、230条の名誉毀損罪が成立すると考えられる。そのよ
うに解すれば、病気や障害、出自などを理由に差別的な事実を公表する場合は
230条１項で捕捉されることとなる。
本論文は、刑法におけるプライヴァシーの保護を名誉毀損罪によって捕捉す
ることを試みるものであり、私見では230条１項の保護法益の一つとしてプラ
イヴァシーを挙げている。特定の事実の公表によるプライヴァシーの侵害を刑
法で処罰することにはどのような意義があるだろうか。
具体例を挙げると、昨今の犯罪報道の過熱化により、被害者や被疑者などの
事件関係者のプライヴァシー侵害が発生していると考えられる。特に凶悪犯罪
と呼ばれるケースでは、犯罪そのものを離れ、犯人とされる人物（被疑者）の
家庭環境や経歴、学校・職場・友人からの評判などを細かく報道することによっ
て、「凶悪な犯人像」を流布しているのが現状である。230条の２第２項は「公
訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関
する事実とみなす」と規定しているが、冤罪の可能性や、当該被疑者が有罪と
なった後の社会復帰を考慮すれば、「犯罪行為に関する事実」は公訴が提起さ
れた場合に考えられる罪名・罰条・法解釈・行為態様といった、犯罪行為その
ものに関する事実であると解釈すべきである。犯罪行為そのものを離れて被疑
者の経歴などを報道することは、被疑者に対して回復困難な損害を与えるもの
であり、プライヴァシーの重大な侵害にあたると考えられる。また、凶悪な刑
事事件の場合には被疑者本人のみならず被害者家族や加害者家族について、好
奇心を煽るような情報が過度に公表されることが少なくなく、特に加害者家族
に関する報道はバッシングを含んだものになり易い。加害者家族については被
疑者との共犯関係がない場合でも「犯罪者を生み出した家族」という観点から
報道がなされることが多く、過度の人格攻撃が行われる傾向にある。犯罪報道
が損害を与えるのは被疑者本人だけではなく、被害者家族または加害者家族の
生活や将来を脅かす危険性がある。
北法62（6・343）1659
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このように、重大なプライヴァシー侵害は損害賠償によって補填することが
困難であることから、刑罰による威嚇が必要であると考えられる。報道によっ
て個人が重大な損害を被る危険性がある現状に鑑みれば、プライヴァシーを
230条１項の保護法益の一つとして解する意義は十分にあるといえる。
第３節

名誉について

第２節では、社会的評価からの自由としてのプライヴァシーが名誉毀損罪で
保護されるということを述べた。230条１項は、上述の意味におけるプライヴァ
シーを侵害した場合に適用されるが、その一方、「公共の利害に関する事実」
について「公益を図る目的」ではなく全くの私益から公表した場合の他、事実
の公共性と公益目的は肯定されたが真実性の証明に失敗した場合には230条の
２の要件を欠き、230条１項で処罰されることとなる。このように、
「公共の利
害に関する事実」を公表していながら230条の２に規定されている要件を欠く
場合に処罰される根拠が問題となる。
フランス出版自由法29条前段では、日本の事実的名誉説のように「社会的評
価を下げる行為が名誉毀損である」とされているが、行為を正当化し得る客観
的な事情により「悪意の推定」が消滅した場合には名誉毀損罪の構成要素を欠
き、「真実性の証明」が存在する場合には法定要素である「名誉毀損」が否定
されると解していることから、「名誉を毀損する行為」とは、公的な事実に関
して「慎重さ」「客観性」または正確性の高い証拠なしに公表する行為を指し
ていると考えられる。このことを参考にすると、日本刑法においても「名誉」
を抽象的に「実際の社会的評価である」と解する必要はなく、公的な事実につ
いて公益目的を持たずに公表されることからの自由、加えて、事実の公共性と
公益目的を満たしていたとしても、事実の真実性を証明することが可能となる
程度の確実な資料・根拠を有していない軽率な言論からの自由を保護法益とし
ての「名誉」と解することが可能ではないだろうか。このような考え方は「名
誉」という言葉が有する自然な意味から離れているという批判が予想されるが、
そもそも名誉に対する罪は憲法13条を根拠とする個人の尊厳に対する罪とさ
れ5、この「個人の尊厳」は個人として尊重されることをいうのであるから、
「名
誉」を前述のように解したとしても矛盾は生じないと考えられる。
5

平川宗信『名誉毀損罪と表現の自由』
（有斐閣・1983年）１頁。
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なお、公共の利害に関する事実について公益目的を有していても正確性の高
い資料・根拠を持たずに公表する行為が名誉侵害になるという点については第
４章とも大いに関係するので、第４章において再度「名誉」について述べるこ
ととする。
第４節

小括

本章では、日本刑法230条１項の枠組で保護され得る名誉とプライヴァシー
について扱った。第１節では、日本法において「私行」「プライヴァシー」が
どのように理解されてきたのかということについての検討を通して、もともと
欧米から取り入れたものであった「プライヴァシー」という考え方が230条の
２の新設とその後の判例によって深められてきたことを述べた。第２節では、
フランス出版自由法が「私生活」に関する事実については批判を認めていない
ことから、日本刑法の枠組において保護され得る「プライヴァシー」は社会的
評価からの自由であることを論じた。第３節では、①フランス出版自由法が
「悪
意」の推定を覆すために慎重さや客観性などの事情を要求していることと、②
フランス出版自由法55条に従いつつ正確性の高い証拠を提出することが「正当
化事由」となり、
「名誉毀損」を否定することを参考にしつつ、日本刑法にお
ける「名誉」を、①公的な事実について公益目的を持たずに公表されることか
らの自由、②事実の公共性と目的の公益性があったとしても、確実な資料、根
拠を有さない軽率な言論からの自由と解することが妥当であることを論じ、名
誉毀損罪の保護法益の再構成を試みた。
以上、本章では名誉毀損罪によってプライヴァシーを保護する意義があるこ
とと、刑法230条の保護法益としての名誉とプライヴァシーについて詳述してき
た。続いて第４章では、特別規定である刑法230条の２の法的性格と、
「真実性
の誤信」の際の「確実な資料、根拠に照らし相当の理由」という基準の意義と、
行為者がその基準を満たしている場合に免責される法的根拠について検討する。
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第４章「真実性の誤信」について
第１節

従来の研究と問題の所在

前章では、フランス出版自由法の知見を参照しつつ、230条の枠組みで保護
され得る名誉とプライヴァシーについて検討してきた。本章では、230条の２
の法的性格と「真実性の誤信」の問題について扱う。
まず、230条の２では真実性の証明があれば「これを罰しない」ことを定め
ているが、「これを罰しない」という規定の法的性格について争いがある。こ
の問題について、①構成要件該当性阻却説6、②違法性阻却説7、③処罰阻却説8が
主張されている。
①説は、230条の２が訴訟法的規定であることに着目しつつ、事実がその真
実性を証明することを可能とする程度に真実であった場合には、定型的に違法
性がないと解されるため、構成要件該当性が阻却されるとする見解である。こ
の見解に従えば、後述する「真実性の誤信」の場合、つまり証明可能な程度の
資料・根拠をもって事実を真実と誤信した場合には故意を欠くものとなる。
②説は、真実を述べることは表現の自由の正当な行使であるから、真実性に
よって違法性が阻却されると解するものである。これに対して、③説の主な根
拠として（１）違法性阻却事由について被告人が挙証責任を負うことは「疑わ
しきは被告人の利益に」の原則に抵触する9ということと、（２）裁判で証明さ
6

団藤重光『刑法綱要 各論［初版］
』
（創文社・1964年）421 ～ 422頁、
中義勝「行

為の社会相当性と構成要件該当性」関西大学法学論集13巻１号（1963年）11 ～
12頁。
7

団藤重光『刑法綱要各論［第３版］
』
（創文社・1990年）522 ～ 523頁、
福田平『全

訂刑法各論［第３版増補］
』
（有斐閣・2002年）192 ～ 193頁、大塚仁『刑法概
説 各論［第３版増補版］
』
（有斐閣・2005年）144頁、
大谷實『刑法講義各論［新
版第３版］
』
（成文堂・2009年）165頁、曽根威彦『刑法各論［第４版］
』
（弘文堂・
2008年）92 ～ 93頁、西田典之『刑法各論［第５版］
』
（弘文堂・2010年）117頁、
平川宗信『刑法各論』
（有斐閣・1995年）230頁など。
8

内田文昭『刑法各論［第３版］
』
（青林書院・1996年）217頁、中森喜彦『刑法

各論［第２版］
』
（有斐閣・1996年）94 ～ 95頁、
植松正『刑法学各論』
（勁草書房・
1952年）339 ～ 341頁、
林幹人『刑法各論［第２版］
』
（東京大学出版会・2007年）
123 ～ 124頁など。
9

丸山雅夫「名誉毀損罪における『真実性の誤信』の扱い」
『誤判救済と刑事司
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れたことが行為時に遡って違法性を阻却するのは妥当ではない10ということが
挙げられる。確かに、事実の真実性が証明されるという事後的な事情が行為時
に遡って違法性を阻却すると解するのは妥当ではないことから、従来主張され
てきた違法性阻却事由説に賛同することはできないが、真実に基づく発言であ
るにもかかわらず犯罪が成立し、処罰のみが阻却されると解することも妥当で
はないと考えられる。
続いて「真実性の誤信」の問題は、
「行為者がその事実を真実であると誤信し、
その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるとき
は、犯罪の故意がなく、名誉毀損の罪は成立しない」と判示した最判昭和44年
６月25日刑集23巻７号975頁の理論的根拠に関するものである。通説は「真実
性の誤信」があった場合は被害者の事実的名誉を毀損しているといえるが、そ
れをどのような理論で正当化するかという問題意識に立っているように思われ
る。
多くの学説は、
「行為者が事実を真実であると誤信して公表した」という状
況を出発点とした上で、免責のための理論的根拠の段階で「錯誤論アプロー
チ」11
「過失論アプローチ」12
「違法論アプローチ」13の３つに分かれて争っている。
「錯誤論アプローチ」には、真実性の誤信を事実の錯誤として解すれば、軽率
に誤信した場合にも故意が阻却されることになるという問題がある14。次に、
真実性の誤信を違法性の錯誤として扱う見解の中で、厳格責任説の論者は真実
性の誤信が避けられなかった場合にのみ責任を阻却すると解し15、制限故意説
の論者は、裁判で証明可能な程度の資料・根拠をもって事実を真実と誤信した
場合にのみ故意を阻却すると解する16。これらの見解に対して「真実性の錯誤

法の課題』
（日本評論社・2000年）516頁。
10

井田良『刑法各論［新・論点講義シリーズ２］
』
（弘文堂・2007年）78頁。

11

福田・前掲（注７）194頁、
大塚・前掲（注７）147頁、
曽根・前掲（注７）94頁。

12

西田・前掲（注７）117 ～ 118頁、
山口厚『刑法各論［第２版］
』
（有斐閣・2010年）

146 ～ 147頁。
13

大谷・前掲（注７）167 ～ 168頁など。
「憲法的名誉毀損法論」に基づくもの

として平川宗信
「報道の自由と名誉毀損罪」
法律のひろば46巻12号
（1993年）
38頁。
14

丸山・前掲（注９）509頁など。

15

福田・前掲（注７）194頁。

16

大塚・前掲（注７）146 ～ 147頁、同旨のものとして曽根・前掲（注７）94
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には、事実に対する認識を誤った場合（事実の錯誤）のあることを否定できな
17
い」
という批判があり、証明可能な程度の資料・根拠をもって誤信した場合

に限り故意を阻却する見解には、証明可能な資料や根拠の存否という客観的事
実が故意の存否を左右するのは妥当ではないという批判がある18。
「過失論アプローチ」は真実性の誤信に過失があった場合には過失名誉毀損
罪として処罰し得るとするものである。「過失論アプローチ」
の論拠として、
「公
共の利害に関する事実」については規範的名誉が保護されており、事実の虚偽
性を認識しなかったことに過失がある場合にも処罰されるべきであり、その意
味で230条の２が38条１項ただし書きの「特別の規定」にあたるというものが
ある19。一方で、この見解には刑法が故意の名誉毀損罪と同じ法定刑の過失名
誉毀損罪を定めているとは考えにくいという批判がある20。
「違法論アプローチ」は表現行為が確実な資料・根拠に基づいて行われたも
のであれば刑法35条によって正当な行為とされると解するものであるが、この
見解に対しては、真実ではない言論に違法性はないとはいえないとする批判が
ある21。
このように、「真実性の誤信」については学説が錯綜している。ここで注意
しなければならないのは、230条の２が「事実が真実であるときは、これを罰
しない」という文言ではなく、「事実の真否を（筆者注：裁判所が）判断し、
真実であることの証明があったときは、これを罰しない」という文言を用いて
いることである。このことからわかるように、230条の２は被告人に対して真
実性の証明についての責任を課しているのである。よって、「真実性の誤信」
の問題は刑法における「方法の錯誤」または「客体の錯誤」等といった、行為
時における行為者の錯誤が犯罪不成立を直接的に導くという性格のものではな
く、事実の真実性を行為者が証明できなかった場合に、行為者はどのようなリ
スクを負うのかという問題であると考えられる。
～ 95頁。
17

丸山・前掲（注９）508頁。

18

中森・前掲（注８）96頁以下。

19

西田・前掲（注７）117 ～ 118頁、
佐伯仁志「名誉とプライヴァシーに対する罪」

芝原邦爾ほか（編）
『刑法理論の現代的展開 各論』
（日本評論社・1996年）85頁。
20

松宮孝明『刑法各論講義［第２版］
』
（成文堂・2008年）154 ～ 155頁など。

21

西田・前掲（注７）116頁。
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先行研究は、この問題を「誤信」と捉えている故の矛盾を有している。大多
数の学説に共通することは、軽率な言論を保護する必要はなく、結果的に当該
事実が真実ではないことが判明したとしても、確実な資料根拠に基づいた言論
のみを保護すべきであるとの問題意識を有していることである。しかし、この
問題を真実性の「誤信」と考えるのであれば、たとえ行為者が軽率に当該事実
を真実であると誤信した場合であっても、事実の錯誤は故意を阻却するという
通説的理解に従えば、誤信の程度や理由の如何を問わず故意を阻却し、犯罪成
立を阻却すべきこととなる。
以上のことから、最高裁昭和44年判決による「誤信したことについて、確実
な資料、根拠に照らして相当の理由のあるとき」という判示は、犯罪不成立と
いう結論を導くために認められる誤信の条件を定めたものではなく、被告人が
真実性の証明のために負う挙証責任の程度を定めたものではないかと考えら
れ、本章ではその点につき詳述する。
第２節 「確実な資料、根拠に照らし相当の理由」の基準について
従来の学説も真実性の証明の程度について論じている22ものの、証明に失敗
した場合を「真実性の誤信」として捉えているので、「誤信」があった場合の
処理の問題とは別個の論点として扱っている。しかし、230条の２は被告人に
挙証責任を転換させることについて定めた条文であり、従来の学説のように論
点を分散させることは適切ではない。従来の学説がそれぞれ別個のものとして
論じてきた「230条の２の法的性格」「証明の程度・内容」
「真実性の誤信」と
いう論点は同一線上にあることから、本節では、最高裁昭和44年判決の「確実
な資料、根拠に照らし相当の理由」という基準の内容を検討し、それに基づい
て真実性の証明に失敗した場合の妥当な法的処理の方法を明らかにする。
第２章で述べたように、フランス出版自由法55条においては、真実性証明の
方法が明確に定められている。証明のための証拠は決められた期間内に提出し

22

「厳格な証明」による、合理的な疑いを容れない程度のものでなければなら

ないとする見解として、大塚・前掲（注７）141頁、東京地判昭和49年11月５
日判時785号116頁。検察官に比して証拠収集能力に乏しい被告人にそのような
証明を要求するのは酷であることから「証拠の優越」で足りるとする見解とし
て、山口・前掲（注12）143頁、曽根・前掲（注７）91頁など。
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なければならず、裁判開始以降に新たな証拠を提出することは認められない。
真実性の証明を望む場合、55条所定の手続に従うことが正当化事由である（法
定要素である「名誉毀損」が否定される）と考えられるが、免責を受けるため
には証拠が議論の余地のない明白なもの、高度な確実性を有するものではなら
ないとされる。この点は最高裁昭和44年判決の基準と類似していると思われる
が、日本の従来の学説は昭和44年判決の結論を妥当としながらも、何をもって
「確実な資料、根拠」と解するのかという基準については見解の一致を見てい
ない。
一方で、判例には「確実な資料、根拠に照らし相当の理由」があったといえ
るための基準について判断したものがいくつかある。
最決昭和46年10月22日刑集25巻７号838頁は、松川事件の第１審において関
係被告人20名全員に有罪判決を下し、そのうちの５名に死刑を言い渡した裁判
官を非難するビラを配布したという行為が230条１項の名誉毀損罪に問われた
ものである。最高裁は、事実が真実であると誤信したとしても「これらの資料
が現に係属中の刑事事件の一方の当事者の主張ないし要求または抗議に偏する
など断片的で客観性のないものと認められるときは、これらの資料に基づく右
誤信には相当の理由があるものとはいえない」と判示した。この事例の被告人
が依拠した資料は、松川事件弁護団から事件捜査本部に宛てた書面の他は、労
働組合や日本共産党などによる冊子であり、松川事件第１審判決に不満を抱く
立場からの主張であったことから、判示の通り、被告人の用いた資料は偏った
ものであり、事実が真実であると解するには不十分であったといえよう23。

23

この最高裁昭和46年決定と類似するものとして、最決平成22年３月15日刑集

64巻２号１頁が挙げられる。これはインターネット上で名誉毀損的な書き込み
を行った場合は最高裁昭和44年判決の基準を緩和すべきか否かが争われた事例
である。最高裁は「被告人は、商業登記簿謄本、市販の雑誌記事、インターネッ
ト上の書き込み、加盟店の店長であった者から受信したメール等の資料に基づ
いて、摘示した事実を真実であると誤信して本件表現行為を行ったものである
が、このような資料の中には一方的立場から作成されたにすぎないものもある
こと、フランチャイズシステムについて記載された資料に対する被告人の理解
が不正確であったこと、被告人が乙株式会社の関係者に事実関係を確認するこ
とも一切なかったことなどの事情が認められるというのである。以上の事実関
係の下においては、被告人が摘示した事実を真実であると誤信したことについ
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この最高裁決定の他に、下級審でも「確実な資料、
根拠に照らし相当の理由」
の基準について判断したものがある。東京地判昭和47年５月15日判タ279号292
頁は、産経社団法人倶楽部の事務員であった被告人が、倶楽部会員に郵送配布
する印刷物上で摘示した３つの事実について名誉毀損罪の成否が争われた事件
であり、東京地裁は２つの事実については「不確実な状況証拠のみから飛躍的
に推論し、摘示事実の存在を早計に確信した」として相当性を認めなかったが、
残りの事実については「『確実な資料・根拠』とは、誤信の原因となったそれ
を指称するのであるから、その資料・根拠が摘示事実の存在を証明するため一
般に確実な手段として用いられる性質を具備しているかどうかを意味するとと
もに、その範囲も、職務上の権限を持ち、それを豊富な専門的知識と経験に基
づいて駆使し得る捜査機関が獲得できる資料・根拠であるかどうかを標準とす
るのは相当ではなく、常識ある一般人にとって、真実であると確信するのが無
理もないと認められる程度の資料・根拠であるかどうかをもって判断の基準と
するのが相当である」24と判断した上で相当性を認めた。
「確実な資料、根拠に照らして相当の理由」という基準について、学説も前
述の昭和47年東京地裁の判断に賛同するものが多く、「社会一般の常識に照ら
して、摘示する事実の存在を信ずるのが、無理もないと考えられる客観的状
25
況」
等の基準が挙げられている。前述の通り、証明の方法と程度については
「証

拠の優越」で足りるのか、もしくは「厳格な証明」による合理的な疑いを容れ
て、確実な資料、根拠に照らして相当の理由があるとはいえない」として、イ
ンターネット上の名誉毀損的行為に対しても従来の基準を適用すべき旨を判示
し、第２審の判断を維持する形となった。偏った資料に依拠して名誉毀損的行
為に出た場合には「相当の理由」に該当しないという考え方は前述の昭和46年
決定から貫かれているものであるといえる。なお、平成22年決定の第２審の評
釈として、前田雅英・警察学論集63巻６号（2010年）144頁以下、緒方あゆみ・
同志社法学61巻６号（2010年）153頁以下、
嘉門優『速報判例解説』
（日本評論社・
2010年）６号183頁以下、佐藤結美・北大法学論集61巻１号（2010年）218頁以
下などがある。
24

東京地判昭和49年11月５日判時785号116頁も、刑法230条の２について「確

実な資料・根拠とは、誤信の原因が社会一般人の常識に照らしてみて、真実で
あると信じるのが無理もないと認められる程度の資料・根拠をいう」と判断し
ている。
25

野村稔「名誉の保護と報道」刑法雑誌28巻１号（1987年）111頁。
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ない程度のものであるのかが争われており、前者の説の論者は、強力な証拠取
集手段を持たない者に対して合理的な疑いを容れない程度の証明を要求するの
は酷であるという考え方を前提とする。しかし、被告人にどの程度の証明を要
求するかという問題は「確実な資料、根拠に照らして相当の理由」の基準をど
のように解するかという問題と重なることを前述の判例が示しているといえな
いだろうか。また、ここで被告人が負うのが、事実の真実性を証明することに
関する責任であることに鑑みれば、最高裁昭和44年判決が示した
「確実な資料、
根拠に基づき相当の理由」という基準が挙証責任の内容を示しているのではな
いかという前述の着想は妥当な方向性を有するものと考えられる。
したがって、
「証拠の優越」で足りるのか否かという抽象的な議論をするよりも、昭和44年
の基準の内容を検討することに一本化するという方法を採るのが望ましいと考
えられる。
それでは、昭和44年判決の基準をどのように解するべきか。フランス出版自
由法において、①真実性の証明を望む被告人が「議論の余地のない明白な」証
拠、
「完全な証拠」を要求されていることと、②名誉毀損罪の構成要素である「悪
意」が事実の公表に際し被告人が慎重で用心深かったことや客観性を持ってい
たことによって消滅することを参考とすれば、前述の日本の判例が示すように、
やはり資料が特定の立場に偏っていないこと、そのような資料を論理の飛躍を
することなく正しく理解していること等が求められると考えられる。
また、フランスでは裁判開始以降に新しく証拠を提出することが判例上認め
られていないからか、日本のように「裁判で証明されたことにより、行為時に
遡って名誉毀損的行為の違法性が阻却されるのは妥当ではない」という議論は
されていないようである。日本ではフランスにみられるような証拠提出の際の
制約はないと思われるが、そのことが却って「遡って違法性を阻却する」とい
う問題点を生み出しているといえる。この問題を克服するためには、「確実な

・・・

資料、根拠に照らして相当の理由」が行為時の被告人にあったのかということ
が裁判の場で検討されることが求められる。
第３節

230条の２の法的性格

第２節では、「確実な資料、根拠に照らして相当の理由」の基準の内容につ
いて検討を進めてきた。そして、230条の２には挙証責任の転換という訴訟法
的性格以外にも、実体法的性格を有しているかということについても検討の余
［225］
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地があると思われる。
第２章でも述べたが、フランス出版自由法では表現行為の際の慎重さや客観
性などの事情によって「悪意」の推定が消滅し、55条所定の真実性の証明を行
うことが「正当化事由」とされる。「悪意」はフランスの犯罪論体系において
は「心理的要素」とされるが、「悪意」の推定を覆すためには行為を正当化す
るような客観的な事情が求められ、善意（bonne foi）の証明が正当化事由と
しての地位を有している。また、フランス刑法では日独刑法とは異なり構成要
件該当性と違法性を区別せず、正当化事由のあることが認められれば「名誉毀
損」などの法定要素の存在が否定される。
この考え方に一部類似する日本の学説として、事実がその真実性を証明する
ことを可能とする程度に真実であった場合には、定型的に違法性がないと解さ
れるため、構成要件該当性が阻却されるとする見解がある。この見解に従えば、
「真実性の誤信」の場合、つまり証明可能な程度の資料・根拠をもって事実を
真実と誤信した場合には、構成要件該当性阻却事由の錯誤があり、故意を欠く
ものとなる26。この見解も、真実性の証明に失敗した場合を「誤信」と捉えて
いることから、「証明可能な程度の資料・根拠」といった客観的な事情によっ
て故意が阻却されると解するのは妥当ではないという批判がある27。また、真
実性を証明することが可能である程度に真実であったことが構成要件該当性を
阻却するのであれば、証明に失敗したとしても「確実な資料、根拠」があるこ
と自体が名誉の「毀損」という構成要件該当性を阻却するのであり、故意を阻
却するという結論にはなり得ないのではないだろうか。
この見解は、証明可能な程度の真実性が構成要件該当性を阻却させるとして
いる点でフランス出版自由法の考え方と類似しているが、この見解も他の通説
と同様に、名誉毀損罪の保護法益を「事実的名誉」であると抽象的に解してい
る点が問題となる。一方、フランス出版自由法においても「名誉毀損」は人の
社会的評価を下げることであると解されているが、
「私生活」等に該当しない
事実には真実性の証明が認められ、確実性の高い証拠を所定の手続に従って提
出することによって「名誉毀損」が否定される。そして「悪意の推定」も「私
生活」等に該当しない事実を公表した場合であれば「慎重さ」「客観性」など
26

団藤・前掲（注６）421頁以下。

27

中森・前掲（注８）96頁以下。
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の事情によって覆される。フランスの犯罪論体系上、「悪意」は心理的要素で
あるが、名誉毀損罪では「悪意」は推定され、単なる主観を超えた客観的な事
情がなければこの推定を覆すことは出来ない。これらのことから、フランス出
版自由法における「名誉毀損」は、実質的には公共性を有する事実について「慎
重さ」
「客観性」または正確性の高い証拠なしに公表する行為を指していると
考えられる。
日本の構成要件該当性阻却説が有する問題点と、フランス出版自由法の前述
の理解を参考にしつつ検討すると、第３章第３節で述べたように日本刑法にお
いても「名誉」を抽象的に「実際の社会的評価である」と解する必要はない。
公的な事実について公益目的を持たずに公表されることからの自由、加えて、
事実の公共性と公益目的を満たしていたとしても、事実の真実性を証明するこ
とが可能となる程度の確実な資料・根拠を有していない軽率な言論からの自由
を保護法益としての「名誉」と解することが可能であると考えられる。
そのように解すれば、230条の２に規定される「事実の公共性」
「目的の公益
性」「真実性の証明（この要件は事実が真実であることではなく、真実性を証
明する確実な資料・根拠が行為時にあること）」という３つの要件が揃ってい
る場合には法益としての名誉の侵害がなく、構成要件該当性も否定されるとい
うことがいえると考えられる28。
以上より、230条の２は被告人に挙証責任を転換するという訴訟法的規定で
あると同時に、「公共の利害に関する」事実について確実な資料・根拠と公益
目的を備えている場合には「名誉毀損」という構成要件が阻却されるという法
的性格を有するので、結果的に真実性の証明に失敗したとしてもこれらの要件
を備えていれば構成要件該当性を満たさないということになるだろう。

28

230条の２の要件のひとつである「目的の公益性」について、中野次雄『逐

条改正刑法の研究』
（良書普及会・1948年）178頁等の通説は、公益を図ること
が「主たる動機」であったのであれば足りるとしている。その理由として、団
藤重光責任編集『注釈刑法（５）各則（３）
』
（有斐閣・1965年）365頁〔福田平〕
では、
「人間の心理作用が複雑であり、唯一の動機のみによって行動するとい
うことを人間に期待することが実際上の問題としてはなはだしく困難である」
ということが挙げられている。筆者もこの見解に賛同し、
「公益目的」を厳格
に解することは妥当ではないと考える。
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第４節

小括

本章では、名誉毀損罪における「真実性の誤信」の問題について扱った。第
１節では、従来の学説が真実性の証明に失敗した場合を「誤信」と解している
ことの問題点について述べ、最高裁昭和44年判決の「確実な資料、根拠に照ら
し相当の理由」という基準は、被告人の挙証責任の内容と程度を表していると
の仮説を立てた。第２節では、日本の判例とフランス出版自由法の知見から、
「確実な資料、根拠」の基準は、資料が特定の立場に偏っていないことと、論
理の飛躍をすることなく資料を正確に理解していることを求めるものであるこ
とを論じた。第３節では、第１節と第２節の議論を前提としつつ、230条の２
の法的性格について扱い、第３章第３節で述べた「名誉」の理解を前提としつ
つ「事実の公共性」「公益目的」「真実性の証明のための確実な資料、根拠が行
為時にあること」という３つの要件が揃っている時には名誉の侵害が否定され
ることから、230条の２は被告人に挙証責任を負わせるという訴訟法的規定で
あると同時に、230条の２の要件が揃っている場合には構成要件該当性も阻却
される趣旨を有していることを論じた。
本章までは、フランス出版自由法の知見を参考にしつつ、日本刑法の「名誉
に対する罪」の基本形態ともいえる生者に対する名誉毀損罪について検討を進
めてきた。続いて、第５章では従来から学説において問題となっている死者の
名誉毀損罪と侮辱罪の保護法益について考察する。

第５章

死者の名誉毀損罪と侮辱罪

前章までは、230条１項と230条の２の枠組みで保護される名誉とプライヴァ
シーについての検討を進めてきた。筆者は、名誉は「公共の利害に関する」事
実についての軽率な言論からの自由であり、プライヴァシーは事実の公共性に
関わらず、事実が公表されることによって社会的な評価の対象となることから
の自由であると論じてきた。そこで、名誉とプライヴァシーをこのように解し
た場合、230条２項に規定されている死者の名誉毀損罪と、231条の侮辱罪との
関係が問題となるため、本章ではこれらの犯罪の保護法益について検討する29。
29

本章では以下のように古い議論を見ていくが、文献中の片仮名は平仮名に、

旧漢字は新漢字に、歴史的仮名遣いは現代仮名遣いに変換した。
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第１節

死者の名誉毀損罪の保護法益について

旧刑法359条は、「死者を誹毀したる者は誣罔に出たるに非ざれば前条（筆者
注：358条所定の、生存者に対する誹毀罪）の例に照して処断する事を得ず」
と規定し、361条は「此節に記載したる誹毀の罪は被害者又は死者の親属の告
訴を待て其罪を論ず」と規定している。
旧刑法の原案となったボアソナードの確定稿では、第３編「人に対する罪」
の第12節「人の名誉に関する重罪及び軽罪」の400条において「死者に対し讒
毀を為したる者は其事故さらに誣罔に出たる時に非ざれば讒毀の刑を科せず」
と規定されている。確定稿が成立する過程における議論の中で、死者に対する
讒毀を全て処罰すれば、歴史に関する記述をすることが不可能となるため、不
都合ではないかという質問が日本人の編纂委員代表である鶴田皓からなされ
た30。これに対してボアソナードは「死人に対するとも之を讒毀する時は其子
孫の名誉を害すべき訳に付歴史等に載する外死人又は其子孫の名誉を害する悪
意に出でたる時は之を罪と為さざるを得ず」31として、「誣罔に出たる」場合に
32
限定して死者の誹毀罪を処罰する日本法の考え方を「至極良法なり」
と評価

している。
旧刑法の施行後、刑法改正の必要性が主張されたことにより、明治18年にボ
アソナードは刑法改正案を作成した。この草案の400条において「死者に対す
る誹毀は第三百九十八条（筆者注：生存者に対する通常の誹毀罪）に従い之を
罰す但し其生存する家族の尊敬を害せんとの意思又は誣告の性質を以て誹毀し
たるときに限る可し」という、フランス刑法359条と1881年フランス出版自由
法の34条に倣った規定が置かれているが33、その後の政府によって作成された
明治23年草案では死者に対する誹毀罪の条文は削除されている34。この草案の
説明書において、
「若し死者を保護せんが為め死者を誹毀したる者を罪とし処
30

早稲田大学図書館資料叢刊１『日本刑法草案会議筆記（第Ⅲ分冊）
』
（早稲田

大学出版部・1977年）2120 ～ 2121頁。
31

前掲（注30）2121頁。

32

前掲（注30）2122頁。

33

内田文昭・山火正則・吉井蒼生夫（編著）日本立法資料全集20－２『刑法（１）

－Ⅱ［明治40年］
』
（信山社・2009年）138頁。
34

内田文昭・山火正則・吉井蒼生夫（編著）日本立法資料全集20－３『刑法（１）

－Ⅲ［明治40年］
』
（信山社・2009年）190頁。
［229］

北法62（6・330）1646

名誉毀損罪の再構成（２・完）

罰するときは終に世間に真正の歴史なからしむるに至る可し然りと雖も死者の
事実行為を摘発したるが為に其相続人の名誉を毀損することありとせんが即ち
其相続人を直接に誹毀したるに外なければ誹毀罪の本条に依り処罰するを当然
35
なりとす故に改正法は此規定を削除したり」
と説明されている。つまり、死

者の名誉を毀損することによって歴史的な記述をすることが不可能となり、死
者の名誉毀損によって間接的に相続人等の名誉も毀損されるのであれば、死者
についての条文を別個に設ける必要はないという趣旨である。
第１章第２節で述べた通り、この草案は名誉に対する罪についての議論の前
に審議未了となったため、死者の誹毀罪を削除したことについてどのような議
論が行われたのかは不明である。明治23年草案の後に出された明治28年草案
286条後段は、死者の名誉毀損について「誣罔に出るに非ざれば」処罰しない
ことを定め36、この姿勢はその後の明治30年草案290条後段37、明治34年改正草案
270条後段38、そして現行刑法230条２項に貫かれている。
以上、死者の名誉毀損罪の沿革を見てきたが、230条２項は他の条項とは異
なり、他国の法の影響を強く受けているとはいえないと思われる。西洋法の例
として、フランス出版自由法においては前述の通り、生存者の名誉を毀損する
性質のものに限り死者の名誉毀損を処罰すると規定しており、イギリスでは死
者に対する文書誹謗は、遺族を侮辱するようなものでなければ刑事訴追の対象
とならない39。また、1871年のドイツ刑法189条は「死者が生存していたならば
その者を軽蔑しまたは一般的見解において死者を誹謗するに摘するような虚偽
の事実を、熟知に反して主張若しくは流布することにより、死者への追憶を誹
毀したる者は」処罰されると規定しており、熟知した上で「虚偽の事実」を公
表するという点で日本法と類似しているが、ドイツ法には「死者への追憶」と
いう日本刑法の条文にはない要件がある。このように、死者の名誉毀損罪の保
護法益に関しては日本独自の展開がされてきたといえるだろう。
35

前掲（注34）218頁。

36

内田文昭・山火正則・吉井蒼生夫（編著）日本立法資料全集21『刑法［明治

40年］
（２）
』
（信山社・1993年）177頁。
37

前掲（注36）177頁。

38

松尾浩也増補解題；倉富勇三郎、平沼騏一郎、花井卓蔵監修；高橋治俊、小

谷二郎共編『増補刑法沿革総覧』
（信山社・1990年）200頁。
39

日髙義博「死者の名誉毀損」専修法学論集第31号（1980年）111頁。
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死者の名誉毀損罪の保護法益についても争いがあり、①死者の名誉を保護法
益とする説40、②遺族の名誉を保護法益とする説41、③死者に対する遺族の感情
を保護法益とする説42、④死者の名誉という公共的法益が保護されているとす
る説43の４つに大別される。①説には、「死者の名誉」を死者の生前の名誉で
あると解した上で、生前の名誉が死後も保護される趣旨であるとする考え方44
と、「人の名誉は死後においても不当に侵害されてはならないという利益は、
各人が有しており、そのようなものは（規範的名誉の範囲で）保護に値する」
と解する考え方がある45。その一方で、死者を法益の主体とみなすのは妥当で
はない46という批判が、主に②説と③説からなされている。
②説は、「死者は名誉を有するが名誉権を有しない。したがって刑法上死者
に対する名誉毀損が罪となるのは結局遺族の名誉権を害するが故である」と解
しているが、死亡した者に関する名誉毀損的な発言をすることによって遺族の
名誉を毀損することが可能であり、そのような場合は230条１項で処罰される
ので２項が別に設けられた理由が説明できないという批判がある47。また、③
説に対しては、遺族のいない死者には本罪が成立しなくなり、妥当ではないと
いう批判48がある。④説は、死者が生前有していた社会的評価は、死後におい
ても社会一般の追憶という形で存在するものであり、その社会の共有材として
尊重されるべきであると解している。しかし、この見解には本罪が親告罪とさ
40

福田・前掲（注７）190頁、香川達夫『刑法講義［各論］
』
（成文堂・1996年）

470頁、内田・前掲（注８）208 ～ 209頁、大谷・前掲（注７）169頁、平川・
前掲（注７）227頁、曽根・前掲（注７）95頁、山口・前掲（注12）148頁など。
41

宮本英脩『刑法大綱』
（弘文堂・1935年）313 ～ 314頁。

42

中森・前掲（注８）97頁、
前田雅英『刑法各論講義［第４版］
』
（東京大学出版会・

2007年）154頁。
43

中野次雄「名誉に対する罪」刑事法講座４巻（有斐閣・1963年）820頁。

44

曽根・前掲（注７）95頁、大谷・前掲（注７）169頁。

45

山口・前掲（注12）148頁。

46

中森・前掲（注８）97頁など。

47

曽根・前掲（注７）95頁、大塚・前掲（注７）148頁。

48

大谷・前掲（注７）169頁。また、大塚・前掲（注７）148頁は、遺族のない

死者もありうるから遺族感情説のみによることはできず、死者自身を名誉の主
体と認め、生前の社会的名誉が死後も保護されると解するとともに、遺族の感
情も保護すると解するのが妥当であると述べている。
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れていることと、個人的法益犯罪とされていることと適合しないという批判が
ある49。
このように、死者の名誉毀損罪の保護法益をめぐる議論は錯綜しており、少
なくとも②③④説には前述の明白な問題点があると考えられる。また、①説に
対する批判の背景には死者に法益や名誉権を認めることへの違和感があると思
われるが、死者自身に法益を認めることは可能だろうか。
死者自身の名誉を保護法益であるとする見解は、法律上の地位であり法律上
の資格がなければ認められない「権利」と、法律上の資格にかかわらず社会生
活上の利益である「法益」とを区別した上で、死者が「権利の主体」でないと
しても「法益の主体」となり得ると主張する50。この見解には、
「われわれは、
死後も自らの名を汚されたくないと感じる存在である」51ことのほか、「一旦死
52
んだら『何をいわれてもやむをえない』ということでは困る」
といった意識

があり、このような利益が保護に値すると解しているようである。筆者も、死
者を「法益の主体」換言すれば「利益の主体」と解することには賛同するが、
従来の①説にも疑問がある。まず、この説の多くは230条１項の保護法益を事
実的名誉であると解した上で、生前に得た名誉が死後も保護されると解してい
るが、２項も１項と同様「事実の有無を問わず」名誉毀損的行為を処罰するこ
とを規定していなければこのような理解をすることはできないだろう。次に、
死後は規範的名誉の範囲で保護されるという見解は、２項の条文の文言とは整
合しているが、人が死亡することによって保護の範囲が「事実的名誉」から「規
範的名誉」へと縮小されることの説明が不十分である。
では、230条２項によって死者のどのような利益が保護されるのだろうか。
230条２項は230条の２とは異なり、被告人に挙証責任を課しておらず、
「虚偽
の事実を摘示する」という要件は事実が虚偽であることを確定的に認識しなが
ら摘示することである53。よって、本当は虚偽の事実であるにもかかわらず真

49

曽根・前掲（注７）95頁、杉山博亮「死者の名誉毀損」現代刑事法６巻４号

（2004年）20頁。
50

杉山・前掲（注49）22頁。

51

杉山・前掲（注49）23頁。

52

山口・前掲（注12）148頁。

53

大谷・前掲（注７）170頁など多数。
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実であると誤信した場合は（230条の２の「真実性の誤信」と異なり、この場
合は「誤信」と称することに全く差し支えはない）軽率に誤信したとしても事
実の錯誤に該当するので、犯罪は成立しない。このことに鑑みれば、「死者の
名誉を保護する」とはいっても実際には虚偽であることを確定的に認識して事
実を摘示した場合しか処罰されないのであるから、従来の学説がいう「事実的
名誉」も「規範的名誉」も保護することができないといえるだろう。以上より、
筆者は死者の名誉毀損罪の保護法益は、虚偽の事実を意図的に公表されること
からの自由と解する。私見は死者を権利の主体と解するものではないが、被害
者の「自分の死後も虚偽の事実を意図的に公表されたくない」という意思が死
後も尊重されるという趣旨であると解する。第３章で述べた通り、230条１項
の保護法益は名誉とプライヴァシーであるが、230条２項は１項とは異なり、
事実の内容を「公共の利害」に関わるか否かによって区別していないため、事
実の内容を問わず確定的に虚偽を述べた場合に限り処罰される。また、歴史的
人物に対する論評は刑法35条でも正当化され得ると考えられるが、この点につ
いては今後の研究に委ねることとする。
第２節

侮辱罪の保護法益について

本節では、侮辱罪の保護法益について扱う。具体的な事実を公表するか、そ
れとも否定的な価値判断を公表するかということによって名誉毀損と侮辱を区
別するという考え方は旧刑法の段階で導入されており、それがフランス出版自
由法の影響であることは第１章の第１節で述べた。旧刑法から現行刑法への改
正過程において、「明治23年草案」「明治28年草案」「明治30年案」
「明治34年改
正案」などの草案が作成され、
「明治23年草案」では第４編「違警罪」第４章「身
体、財産に関する罪」の407条において「公然人を罵詈嘲弄したる者」が処罰
されることが規定されている54。第１章の第２節で述べたように、この法案は
名誉に対する罪に関する議論が行われる前に審議未了となり、その後に「明治
28年草案」が作成されることとなった。28年の草案では、第２編「罪名」第13
章「名誉に対する罪」の287条において「悪事醜行を摘示せずと雖も公然人を
侮辱したる者は拘留又は科料に処す」と規定されている55。ここで「罵詈嘲弄」
54

前掲（注25）137頁。

55

前掲（注36）177頁。
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から「侮辱」という言葉への変更があり、これが明治30年案の291条56と明治
34年改正案の271条57と、現行法に受け継がれている。
現行刑法の侮辱罪は「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者」を処
罰するとしていることにつき、「摘示しなくても」という文言を「事実を摘示
してもしなくても」いずれの場合でも侮辱罪が成立すると解する学説がある58。
明治28年草案以降の草案では「罵詈嘲弄」という文言が「悪事醜行を摘示せず
と雖も」という文言に変えられたが、第１章の第２節で述べた通り、名誉に対
する罪についての議論の記録が現存しないので、この犯罪についてどのような
議論が行われたのかは不明である。しかし、侮辱罪が事実を述べる場合も含む
と解するのであれば、具体的事実を公表した行為者は名誉毀損罪と侮辱罪のど
ちらでも処罰され得るという結論になり、妥当ではない。よって、「事実を摘
示しなくても」の要件は、事実を摘示すると名誉毀損罪が成立し得るが、事実
を摘示しなかったとしても処罰されないというわけではないということを表現
していると解するのが自然であろう59。
また、侮辱罪は否定的な価値判断を述べることによって犯罪が成立するとい
う性格を貫きつつ、現行刑法に至っていることから、侮辱罪は旧刑法時代にお
けるフランスの影響を残していると考えられる。よって、侮辱罪に関する検討
も、フランス出版自由法との比較で行うのが妥当と思われる。
フランス出版自由法では、29条後段において「侮辱的な表現、つまり事実に
基づく非難を全く含まない軽蔑の言葉や罵りは、侮辱である」と規定されてい
る。条文に規定されている通り、フランス出版自由法における侮辱罪の特徴は、
名誉毀損罪とは異なり、明確な事実の主張や非難を全く含まないことである60。
事実を含んでいるか否かということは、その証明が可能であるか否かによって
区別され、証明が不可能であるとき、その言葉は事実を含んでおらず、名誉毀
損罪ではなく侮辱罪を構成し得る61。例えば、誰かが「前科者」ではないこと
56

前掲（注36）177頁。

57

前掲（注25）200頁。

58

小野清一郎『刑法に於ける名譽の保護』
（有斐閣・1970年）314頁など。

59

小名木明宏「侮辱罪の問題点」現代刑事法６巻４号（2004年）16頁。

60

Michel Véron, op.cit., p180, Philippe Solal et Jean-Claude Gatineau, op.cit.,

p146, Jean Pradel, Michel Danti-Juan, op.cit., p330.
61

Philippe Solal et Jean-Claude Gatineau, op.cit., p146.
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は証明することが可能であるが、誰かが「愚か者」または「卑劣な人物」では
ないことを証明することはできない62。また、侮辱罪も名誉毀損罪と同様に人
や団体の名誉または名声を傷つける行為とされている63。
このように、フランス出版自由法における名誉毀損罪と侮辱罪は、法益では
なく事実を公表するか否かによって区別されている点で日本の通説と類似して
いるが、日本刑法の侮辱罪の保護法益はどのように考えるのが妥当であるか。
日本刑法の名誉毀損罪の保護法益を事実的名誉と解し、侮辱罪の保護法益を名
誉感情であるとする学説は、名誉毀損罪と侮辱罪の法定刑に著しい差があるこ
とを根拠とする。日本の名誉毀損罪では「３年以下の懲役若しくは禁錮又は50
万円以下の罰金」と規定されているのに対し、侮辱罪は「拘留又は科料」であ
り、侮辱罪の方が明らかに軽微である。一方、フランス出版自由法では名誉毀
損と侮辱の対象等によって法定刑が異なり、私人に対する名誉毀損罪が「12000
ユーロの罰金」
（32条）であるのに対し、私人に対する侮辱罪は「侮辱が挑発
から発生したものでなければ12000ユーロの罰金」（33条）とされている。30条
と31条では裁判所、軍、両院議員、公務員といった公的機関または公的な人物
に対する名誉毀損が「45000ユーロの罰金」となる一方で、このような人物や
団体に対する侮辱は「12000ユーロの罰金」となる。フランス出版自由法にお
いても、名誉毀損罪は侮辱罪よりも法定刑が重く規定されているが（私人に対
する侮辱罪が私人に対する名誉毀損罪とは異なり、挑発が先行している場合は
処罰しないことを明記しており、名誉毀損罪の方が処罰範囲の広いことに鑑み
ると侮辱罪の方が軽いといえるだろう）、日本刑法ほどの差はない。フランス
では犯罪は重罪、軽罪、違警罪の３つに分類されており、名誉毀損罪と侮辱罪
は同じ軽罪であり、共に人間の尊厳に対する攻撃であると考えられている64こ
とから、フランス法においてこの２つの行為が同じく名誉または名声を侵害す
るものと考えられているのであろう。
一方、日本の旧刑法において侮辱罪が違警罪として規定されていたが、現行
刑法では名誉毀損罪と共に規定されている。日本刑法における名誉に対する罪

62

Philippe Solal et Jean-Claude Gatineau, op.cit., p146.

63

Philippe Solal et Jean-Claude Gatineau, op.cit., p146, Jean Pradel, Michel

Danti-Juan, op.cit., p329.
64

Jean Pradel, Michel Danti-Juan, op.cit., p254, Michel Véron, op.cit., p139.
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が、歴史的に見てフランス出版自由法の影響を受けていることと、侮辱罪が軽
犯罪法ではなく刑法典に規定されていることに鑑みれば、名誉毀損罪と侮辱罪
は明確な事実を公表するか否かによって大別され、共に「個人の尊厳」「人格
的利益」に対する犯罪として分類されるだろう65。侮辱罪の保護法益を名誉感
情とする学説に対しては、人によって異なる名誉感情を法で保護するのは妥当
ではないという伝統的な批判があり、侮辱罪の保護法益をこのように主観的な
ものとして捉えているという点で、この説の論者は名誉毀損罪と侮辱罪を異質
なものと解しているのであろう。しかし、フランス出版自由法の考え方を参考
にすれば、名誉毀損罪も侮辱罪も同様に、人格的利益といえるものに対する攻
撃であると解され、その保護法益は単なる感情ではなく、より客観的なものと
考えるべきである。
第３章と第４章で述べた通り、筆者は名誉毀損罪の保護法益を①社会的評価
からの自由としてのプライヴァシーの他、②公共性のある事実に関する軽率な
言論からの自由としての名誉であると解する。私見は、名誉毀損罪が、公表す
る内容を公共の利害に関する事実とそうではない事実によって分け、前者に限
り事実証明を認めていることに基づく。一方、侮辱罪は事実を公共の利害に関
するものか否かに分けることなく、事実証明も認めていないが、名誉毀損罪に
ついて230条の２が適用された場合の侮辱罪の成否の問題から侮辱罪の保護法
益について検討することが可能であると思われる。
名誉毀損罪と侮辱罪の保護法益を「事実的名誉」とする通説に従えば、230
条の２が適用される場合には侮辱罪の成立を否定する一方、侮辱罪の保護法益
を名誉感情とする見解は、名誉毀損罪による処罰が否定されるとしても侮辱罪
の成立は可能だということになる。名誉感情を保護法益とすることの問題点は
前述の通りであるが、それに加えて、この見解を採ることによって230条の２
の存在意義が否定されるという問題点がある66。名誉感情を侮辱罪で保護する
ことになれば、事実が真実であったとしても、確実な根拠があったとしても、

65

平川・前掲（注５）１頁では「名誉に対する罪が個人の人格的価値に対する

罪であり、個人の尊厳に対する罪であることは疑問の余地がない」と述べられ
ており、山口・前掲（注12）と松宮・前掲（注20）は名誉毀損罪と侮辱罪、信
書開封罪と秘密漏示罪を「人格的法益に対する罪」に分類している。
66

平野龍一『刑法概説』
（東京大学出版会・1977年）191 ～ 192頁。
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その事実の公表が被害者にとって不愉快なものであれば処罰するということに
なり、妥当ではないだろう（むしろ、事実が真実である場合や、正確性の高い
根拠のある事実を公表した場合の方が被害者の感情を害すると思われる）。ま
た、侮辱罪は名誉毀損罪とは異なり明確な事実を摘示せず、否定的な価値判断
を述べるにとどまるのであるから、そのような行為には通説が述べるところの
「事実的名誉」を低下させるほどの危険性はないと考えられる。
このように、
「事実的名誉説」と「名誉感情説」にはそれぞれ問題があるが、
表現の不当性を侮辱罪で処罰すること67、揶揄と嘲笑を交えた不必要な罵詈雑
言を侮辱罪で処罰すること68が可能と思われる。実際に、公共の利害に関する
事実について公益目的と確実な資料、根拠をもって公表した場合であっても、
発言の中に度が過ぎた罵詈雑言が含まれていることは十分あり得る。このよう
に解すれば、侮辱罪の保護法益は不当で不必要な人格攻撃からの自由というこ
とになると考えられる。何をもって「不当で不必要」というかは事例判断とな
らざるを得ないが、侮辱行為に対しては民事的解決が可能である69ことも考慮

67

佐伯・前掲（注２）74 ～ 75頁。

68

植松正『再訂 刑法概論Ⅱ各論』
（勁草書房・1975年）345頁。

69

東京高判昭和56年８月25日判時1019号81頁では、
「民法上、侮辱が不法行為

として成立するかどうかは、行為者がなした表示の内容、手段ないし方法及び
右表示がなされた時期、場所並びに関係当事者、ことに被害者の職業、年令、
社会的地位等諸般の具体的事情を総合的に考察して、当該表示が被害者の人格
的価値に対する社会的評価を低下させるかどうかを判断して、これを決定すべ
きものであり、侮辱が公然となされたことは、右判断に当たり斟酌すべき一つ
の事情ではあるが、不法行為成立の必須の要件をなすものではないと解するの
が相当である。それ故、侮辱が公然となされたものではないという一事により
不法行為責任を否定することは許されないというべきである」と判示され、侮
辱行為に対して不法行為責任が発生し得ることが明言されている。
また、民事では名誉感情の侵害も709条の要件を満たせば名誉毀損とは別に
不法行為になり得るとされ、大阪高判昭和54年11月27日判時961号83頁では、
タクシーの乗客が運転手に対し「今は運転手と呼ばれているが昔は駕籠かきや
ないか」等の侮辱的発言を20分余りにわたって執拗に続けた行為に対し「通常
の醜行の指摘と異なりタクシー運転手としての控訴人の社会的評価信用を害う
ものでないとしても、その内容が極めて不当でしかも相当時間繰返され、公然
非公然を問わず控訴人の名誉心を著しく傷つけこれに精神的苦痛を与えるもの
［237］
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すれば、処罰範囲が拡大しないように留意しなければならないだろう。
また、名誉毀損罪では、「公共の利害」に関わらない事実を公表することを
無条件で禁止することによってプライヴァシーが保護されているが、侮辱罪に
おいても「公共の利害」に関わらない事柄について否定的な価値判断を述べる
ことによって、当該個人のプライヴァシーが侵害されると言えるだろうか。名
誉毀損罪は明確な事実を摘示する犯罪であるので、そこで公表された具体的な
事実を通して当該個人が「公共の利害」に関わらない領域について評価された
り想像されたりする程度も、事実が真実であると認識される程度も高くなるこ
とによって、他人からの評価も具体的なものとなり得る。一方、侮辱罪は具体
的な事実を摘示せずに成立する犯罪であるので、公表した内容が
「公共の利害」
に関わらない私事であったとしても、名誉毀損罪と比較するとその内容が抽象
的であることから、その影響力は弱いと考えられる。例えば、公然と女性に対
して「売春婦」と言った場合であってもそれを聞いた人は単なる悪口の類のも
のと解する可能性があり、その女性が本当に売春をしているのか否かというこ
とについて評価したり想像したりする段階まで達しない場合があり得る。しか
し、被害者は公然とそのようなことを言われるに値する人物であると評価され
てしまうおそれも否定できないので、名誉毀損罪と比較すれば軽微であるが、
侮辱罪においてもプライヴァシーに対する抽象的なレベルでの危険は認められ
ると考えられる。
第３節

小括

本章では、230条２項に規定されている死者の名誉毀損罪と、231条に規定さ
れている侮辱罪について扱った。第１節では死者の名誉毀損罪について検討し
た。生者に対する名誉毀損罪はフランス法の影響を受けているが、死者の名誉
毀損については日本独自の展開がなされていることを前提として、従来の日本
の学説を整理することから検討を始めた。日本において通説とされているのは、
死者の名誉そのものを保護法益とする見解であるが、これに対しては「死者に
権利を認めるのは妥当ではない」という批判がなされている。しかし、死者を
権利主体と見ることと法益の主体と見ることは同義ではなく、生前の名誉が死
といわねばならず、単なる酔客の道義的マナーの問題あるいは社会生活上の受
忍限度を超えた違法なもの」であるとして慰謝料の請求を認めた。
北法62（6・321）1637
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後も保護されると解することが可能であることから、230条２項の保護法益を
死者の名誉と解することに問題はない。私見では、事実が虚偽であることを確
定的に認識している場合にのみ230条２項の犯罪が成立することに鑑み、230条
２項では、虚偽の事実を死後になって意図的に公表されたくないという生前の
意思が死後も保護されるものと解する。
第２節では、侮辱罪の保護法益について扱った。名誉毀損罪と同様に侮辱罪
もフランス出版自由法の影響を受けて立法されたことから、これらの犯罪は具
体的な事実を摘示するか否かによって区別されるものであると解する。フラン
ス出版自由法において、名誉毀損罪と侮辱罪は共に「人間の尊厳を侵害する犯
罪」とされ、日本刑法でもこの２つの犯罪は「人格的利益に対する犯罪」とさ
れていることから、侮辱罪の保護法益は単なる感情ではなく、不当で不必要な
人格攻撃からの自由であると解する。
以上、第１章から第４章までは名誉毀損罪とプライヴァシーについて扱い、
第５章では死者の名誉毀損罪と侮辱罪について扱ってきた。名誉毀損罪をプラ
イヴァシー保護の観点から再構成することが本稿の射程であるが、刑法には名
誉毀損罪以外にもプライヴァシーとの関係から論じられる犯罪類型がある。そ
こで、第６章ではプライヴァシーとの関係が問題となり得る他の犯罪について
扱うことによって、名誉毀損罪がプライヴァシーの刑事法的保護というテーマ
においてどのような位置づけを有しているのかということについて検討する。

第６章 プライヴァシーの刑事法的保護における名誉毀損罪の
位置づけ
第１章から第５章までは、名誉に対する罪について扱ってきた。230条１項
所定の、生者に対する名誉毀損罪はプライヴァシーを侵害する犯罪であると解
するが、名誉毀損罪以外にも刑法にはプライヴァシーを保護しているように見
える犯罪類型がある。よって、ここでは①住居侵入罪、②信書開封罪、③秘密
漏示罪によってプライヴァシーがどのように保護されているかということを確
認する70。
70

平川・前掲（注７）は「プライバシーの刑法的保護」という節の中に住居侵

入罪・不退去罪・信書開封罪・秘密漏示罪を分類している。西原春夫『犯罪各
［239］

北法62（6・320）1636

名誉毀損罪の再構成（２・完）

刑法130条の住居侵入罪は、正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の
看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわら
ずこれらの場所から退去しないことによって成立する犯罪である。住居侵入罪
について、
「事実上の住居の平穏」を保護法益とする説（平穏説）71と「住居に
72
立ち入りを認めるか否かの自由」を保護法益とする説（新住居権説）
が対立

しているが、「平穏」という概念が曖昧であり、前者の説では住居への平穏な
立ち入りには住居侵入罪が成立しないということになってしまう73ため、後者
の説が妥当である。
新住居権説を前提にすると、「住居への立ち入りを認めるか否かの自由」が
プライヴァシーといえるか否かが問題となる。住居侵入罪で保護される客体に
は、
「人の住居若しくは人の看取する邸宅」という個人的なもののみならず、
「建
造物若しくは艦船」も含まれていることから、後者の客体の場合は個人のプラ
イヴァシーが保護されているということは出来ないと思われる。一方、個人の
住居は個人（家族）の私生活の場であるため、誰の立ち入りを許すかというこ
とは私生活に対する介入への選択権ということになる。個人の住居などといっ
た私的な空間に立ち入ることによって、侵入者がそこで認識した事実・情報に
基づいて当該個人への評価を変えるということがあり得るため、「社会的評価
からの自由」としてのプライヴァシーが侵害されると考えられる。
また、住居侵入罪は生活の（平穏ではなく）安全も保護しているように思わ
れるため、私人の住居に侵入した場合はプライヴァシーが侵害されるのみなら
ず、生活の安全も危殆化されると考えられる。
刑法133条の信書開封罪は「封をしてある信書」を「正当な理由」なく開け
た場合に成立する犯罪である。「信書」とは、特定人から特定人に対して宛て
論［第２版］
』
（筑摩書房・1983年）では「プライヴァシーその他の私生活の平
穏を害する犯罪」の中に住居侵入罪・不退去罪・信書開封罪を分類しつつ、秘
密漏示罪もプライヴァシーを侵害する罪であるとしながらも表現の自由との関
係を強調することにより、名誉毀損罪・侮辱罪・猥褻文書頒布罪と共に「表現
の自由に関する犯罪」に分類している。
71

団藤・前掲（注７）501頁、
大塚・前掲（注７）111頁、
福田・前掲（注７）203頁。

72

西田・前掲（注７）95 ～ 96頁、林・前掲（注７）98頁、大谷・前掲（注７）

126頁など。
73

西田・前掲（注７）95 ～ 96頁など。
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た文書をいう。本罪を個人的法益犯罪であると解する見地から、国・地方公共
団体相互間の文書は含まれないとする学説74がみられるが、これに対しては、
信書の内容を秘匿する利益は自然人のみならず、法人その他の団体、国・地方
公共団体も当然に享受するものであるとする批判がある75。いずれの説を採る
としても、信書の内容に私人に関することが含まれていれば、信書を開封する
行為は私事について探知する行為となる（私人間の信書は、その最たるもので
ある）
。そのように探知された私事が個人に対する社会的評価の材料となり得
るため、そこで得た情報に基づいて当該個人への評価を変えるということがあ
り得る。したがって、探知した内容を公表しなくても、探知すること自体がプ
ライヴァシーの侵害になるだろう。
刑法134条の秘密漏示罪は、医師や薬剤師等が業務を通して知り得た秘密を、
正当な理由なく漏らすことによって成立する犯罪である。
ここで保護される
「人
の秘密」が私生活上の事項に限定されるべきか、公生活上の秘密をも含むべき
か、あるいは、国家・公共団体の秘密を含むか否かという点について問題となっ
ている。「秘密」を私生活上のものに限ると解すれば、
法人や団体に「私生活」
はあり得ないので、秘密の主体は自然人に限られる76。これに対して、弁護士
が業務において取り扱ったことについて知り得た企業秘密も保護の対象に含ま
れると解し、
「人の秘密」の「人」には自然人、法人、団体が広く含まれると
する見解77もある。いずれの説を採るとしても、少なくとも人の私生活上の秘
密を漏らすことによって当該個人の社会的評価が変わり得ると考えられるの
で、このような行為によってプライヴァシーが侵害される。
このように、上記３つの犯罪は名誉毀損罪と同様、プライヴァシーを侵害す
る犯罪である（あるいはプライヴァシーの侵害という性格も有する）ものと考
えられ、これらはプライヴァシーの侵害の形態によって区別されると思われる。
住居侵入罪は私生活への介入という方法によって、信書開封罪は私事の探知と
いう方法によって、当該個人に関する情報を得ることから、社会的評価からの
自由としてのプライヴァシーを侵害する。名誉毀損罪は私事を公表することに

74

西田・前掲（注７）103頁、大谷・前掲（注７）148頁。

75

山口・前掲（注12）130頁。

76

松宮・前掲（注20）138 ～ 139頁、西田・前掲（注７）105頁。

77

山口・前掲（注12）132 ～ 133頁。
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よって個人を社会的評価にさらすという方法によってプライヴァシーを侵害す
るものであるが、秘密漏示罪も「漏示」の相手方が不特定多数になる場合に、
そして「秘密」が個人の評価が変わり得るような性質のものである場合に、
230条の名誉毀損罪と重なる部分が生じると思われるが、詳細については今後
の検討に委ねることとしたい。現段階では、私事を公表することはプライヴァ
シーの侵害の必要条件ではないということと、当該個人の単なる精神的な静穏・
平穏を侵害することがプライヴァシーの侵害ではないといえる。
精神的な静穏とプライヴァシーの関係について、大阪市地下鉄車内の商業宣
伝放送が「乗客として走行中の列車内に拘束された状態にあることを利用して、
原告に対し、聴取する義務のない商業宣伝放送を聴取することを一方的に強制
するもので、原告の元来保持しうべき静穏な状態そのものを毀損し、原告の思
考または感覚等の精神的活動領域の自律性（人格的自律）を阻害して放送主体
の意図する方向（特定企業の営利目的）に規制」するものであるとして、聞き
たくない音を聞かせるような放送の違法性が争われた最判昭和63年12月20日判
時1302号94頁がある。この判決では、伊藤正己裁判官は「我々は法律の規定を
まつまでもなく、日常生活において見たくない物を見ない、聞きたくない音を
聞かないといった類の自由を本来有している」とする原判決の説示を受け、補
足意見として「個人が他者から自己の欲しない刺戟によって心の静穏を乱され
ない利益を有しており、これを広い意味でのプライバシーと呼ぶことができる
と考えており、聞きたくない音を聞かされることは、このような心の静穏を侵
害する」と述べている78が、聞きたくない音を聞かない自由、聞きたくない音
を聞かないことによって得られる平穏・静穏を法的な利益として認めるとして
も、このようなものをプライヴァシーと呼ぶことは疑問である。私見では、プ
ライヴァシーとは社会的な評価からの自由であり、名誉毀損罪・住居侵入罪・
信書開封罪・秘密漏示罪においては個人が他人からの評価にさらされる危険性
78

伊藤裁判官は、静穏のプライヴァシーについて述べているが、
「プライバシー

は公共の場所においてはその保護が希薄とならざるをえず、受忍すべき範囲が
広くなることを免れない。個人の居宅における音による侵害に対しては、プラ
イバシーの保護の程度が高いとしても、人が公共の場所にいる限りは、プライ
バシーの利益は、
全く失われるわけではないがきわめて制約されるものになる。
したがって、一般の公共の場所にあっては、本件のような放送はプライバシー
の侵害の問題を生ずるものとは考えられない」と判断した。
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のあることが問題となっており、私事を公表されることや住居に侵入されるこ
と、私事が書かれた信書を開封されること等によって当該個人が不安に思った
り不愉快になったりすることが問題となっているのではないからである。この
商業宣伝放送の事例は民事事件であるが、刑法の学説でも、公然わいせつ罪と
わいせつ物頒布等罪の保護法益を「自己の意思と無関係に性欲を刺激され興奮
させられない自由」、つまり性的な物や行為を見たくない者の「見ない自由」
とする見解79が主張されている。この見解には「わいせつ罪の現実の解釈・運
用からはあまりに距離がある」とする批判80もあるが、見たくないものを見な
い自由という、個人の平穏に資する利益をプライヴァシーとは別個の利益と解
するのが妥当であることの現れではないだろうか。また、個人の平穏や静穏の
利益を直接的・間接的に保護し得る規定は刑法にも複数見られるが、このよう
な利益をプライヴァシーと解することは刑法によって保護される法益をプライ
ヴァシーという形に抽象化することにつながり、妥当ではないだろう。
以上より、プライヴァシーは単なる平穏・静穏といった感情的なものを含む
利益とは区別され、あくまでもプライヴァシーは社会的評価にさらされること
からの自由と解すべきである。

おわりに
本研究は、刑法230条の２が「公共の利害に関する事実」について「公益目的」
をもって公表し、事実についての「真実性の証明」があった場合について定め
ている一方で、230条１項が「公共の利害」に関わらない事実を公表した場合と、
230条の２の要件を満たせなかった場合について規定しているという違いがあ
るにもかかわらず、従来の学説が「名誉とは何か」という抽象的な議論をして
いることへの疑問から、公表する事実の内容によって侵害される法益の内容も
異なるという問題意識を前提とするものである。
この問題意識をもとに、第１章では日本刑法の「名誉に対する罪」がフラン
ス出版自由法の影響を受けているということを歴史的観点から考察し、第２章

79

芝原邦爾・堀内捷三・町野朔・西田典之（編）
『刑法理論の現代的展開』
（日

本評論社・1996年）林美月子「性的自由・性表現に関する罪」60頁。
80

山口・前掲（注12）503頁。
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ではフランス出版自由法の判例と学説を通して、フランスの名誉毀損罪の成立
要素と事実証明の条件の他、事実証明と「私生活」の関係についての知見を得
た。第１章と第２章を前提として、第３章では230条１項を社会的評価からの
自由としてのプライヴァシーと、「公共の利害に関する事実」についての軽率
な言論からの自由としての名誉を保護法益とする犯罪として再構成することを
試みた。230条１項のこのような理解に立脚すれば、230条の２は社会的評価が
なされ得る領域に関する正当な批評の範囲について定めたものであり、230条
の２が規定する要件を満たすことによって法益の「侵害」という構成要件が否
定されると考えられる。従来の学説が主張してきた「実際の社会的評価」や「あ
るべき社会的評価」という抽象的なものは保護法益たり得ないということを、
ここで改めて強調しておきたい。
続いて、第４章では「真実性の誤信」について考察した。この問題について、
従来の見解は真実性の証明に失敗したことを「誤信」と解しているが、
「誤信」
という言葉からは行為者による事実の錯誤という主観の問題が連想される。学
説でもその根拠が問題となっている「確実な資料、根拠に照らし相当の理由」
は、そのような資料や根拠があるか否かという客観的な問題であるので、証明
の失敗を「誤信」と捉える従来の見解には誤りがある。そこで筆者はフランス
出版自由法の議論を参照しつつ、「確実な資料、根拠」を提出することが行為
者に課せられた挙証責任の内容であると同時に、名誉の「侵害」という構成要
件の存在を否定するための要件であると解した。このように解することによっ
て、行為者の主観の問題と客観の問題を混同して論じることによる矛盾を克服
することが可能となると思われる。
また、本論文では230条１項の保護法益についてこのように解した上で、第
５章では死者の名誉毀損罪について定めた230条２項の保護法益と、231条の侮
辱罪の保護法益についても検討を加えた。230条２項に関して、通説は「死者
の名誉」そのものが保護法益であると解している。しかし、保護法益について
検討する際に、どのような内容の事実を公表するか、どのような場合に処罰さ
れるのかということを考慮せずに抽象的な議論に終始しているという点では、
従来の見解には生者に対する名誉毀損罪に関する議論と同じ問題点がある。従
来の見解は条文の文言に沿って「死者の名誉」が規範的名誉の範囲で保護され
ると解しているが、生者についてはいわゆる「事実的名誉」の保護が認められ
るにもかかわらず、死亡によって「規範的名誉」の範囲でしか保護されなくな
北法62（6・315）1631
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る根拠が不明であり、230条２項が事実の虚偽性を確定的に認識していた場合
に限って処罰されることに鑑み、230条２項の保護法益を「死後になって虚偽
の事実を意図的に公表されることからの自由」として再構成した。従来の通説
は、死者の名誉毀損罪の保護法益は何かという問題について、それは死者の名
誉であると答えている点でトートロジーに陥っていると考えられる。
そして第６章では、プライヴァシー保護の側面のある名誉毀損罪以外の犯罪
類型として、住居侵入罪・信書開封罪・秘密漏示罪について扱った。住居侵入
罪は私人の住居に立ち入ることによって、信書開封罪は私人に関する内容を探
知することによって、秘密漏示罪は人の秘密を漏らすことによって社会的評価
からの自由としてのプライヴァシーを侵害するものであり、秘密漏示罪は情報
を他人に知らせるという点で名誉毀損罪と共通している。ここで得られた知見
は、プライヴァシーの侵害は社会的評価からの自由を脅かすことであり、単に
精神的な静穏・平穏が侵害されただけではプライヴァシーの侵害があったとは
いえないということである。
以上より、本論文は名誉に対する罪の保護法益と「真実性の誤信」に関する
問題について新たな判断の枠組みを提供するものであり、従来の見解の問題点
を明らかにするものである。一方で、本論文には課題も残されている。名誉毀
損行為は犯罪として処罰され得るが、不法行為として損害賠償が課される対象
ともなり得る。このように、名誉毀損罪は刑法と民法の両方が交錯する問題で
あり、犯罪として処罰される場合と不法行為として処理される場合の区別が必
要となる。プライヴァシー侵害が刑法で処罰され得る意義については第３章第
２節で述べたが、不法行為としての名誉毀損との関係については、今後の研究
で明らかにしたい。
また、本稿では名誉毀損罪を含めて、プライヴァシー保護の側面があるとさ
れる犯罪類型について検討したが、刑事法が保護し得るプライヴァシーの全て
の範囲を扱うことはできなかった。今後の研究では、刑事法がどこまでプライ
ヴァシーを保護し得るかということについて検討を進めることとしたい。
［付記］本稿は修士論文（2011年１月21日提出）に加筆したものである。
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嶋

拓

哉

準拠法の不変更主義と時際法、親子関係の成立・相続・不当利得の準拠法等
東京地判昭和22年11月29日判例集未搭載
（平成17年（ワ）26847号・平成18年（ワ）22894号）
［参照条文］法例11条、法の適用に関する通則法（以下、
「通則法」という）
13条、同14条、同24条、同28条、同29条、同30条、同36条、民
法704条、同732条、同744条、同789条、同900条
Ⅰ．事実
本訴訟は、中華人民共和国国籍を有し日本において死亡した男性 A の不動
産の相続を巡り、A と日本人女性亡 E との間に出生した女性亡 B の子である
原告 X1、X2（以下、「X1等」という）と、A と中華人民共和国国籍を有する
女性亡 C との間の子である被告 Y との間で生じた各相続分の確認を請求する
訴訟である。A は生前、東京都日本橋に土地と建物を、駒沢に土地と建物を、
それぞれ保有しており（以下、これら土地および建物を総称して「本件不動産」
という。また日本橋に所在する建物を「日本橋建物」という）、このうち日本
橋建物については、A が開業し後に株式会社に組織替えされた中華料理店運
営会社（以下、「本件会社」という）に賃貸していた。
X1等は、その母である B が A の嫡出子であるのに対して、Y の母親である
C は A の配偶者でなく、Y は A の非嫡出子に止まるとして、X1等および Y
の本件不動産にかかる相続分が各３分の１であることの確認を求めた。
これに対して、Y は X1等に対して反訴を行い、その中で、自身が A の嫡出
子であるのに対して、B は A の子ではなく、仮に子であったとしても非嫡出
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子であるから、A の相続財産のうち A が保有していた本件会社の株式（2,000
株）の相続割合につき、自身は３分の２、X1等は６分の１であることの確認
を求めたほか、本件会社が支払う日本橋建物の賃料（以下、
「本件賃料」という）
のうち自身が受取るべき割合（３分の２）について、X1等が法律上の原因な
く受領しているとして、Y が負担すべき固定資産税等を控除したうえで、日本
民法704条等に基づいて不当利得の返還を求めた。
Ⅱ．判旨（本訴請求および反訴請求を一部認容）
１．
「渉外的な法律関係において、ある一つの法律問題（本問題）を解決する
ためにまず決めなければならない不可欠の前提問題があり、その前提問題が国
際私法上本問題とは別個の法律関係を構成している場合、その前提問題は、本
問題の準拠法によるのでも、本問題の準拠法が所属する国の国際私法が指定す
る準拠法によるのでもなく、法廷地である我が国の国際私法により定まる準拠
法によって解決すべきである。」
２．
「婚姻の成立については、各当事者につきその本国法によるが（通則法24
条１項。附則２条により、同法施行前の事実についても適用される。
）
、Y が亡
A と亡 C が婚姻したと主張する昭和２年（1927年）12月12日における各人の
国籍は中華民国であった。」「この点、我が国の承認していない中華民国の法を
適用することができるかが問題となるが、本来、承認は外交的・政治的な意味
を持つに過ぎない国際法上の問題であり、ある社会に一定の法が行われている
事実を否定する根拠にはならず、準拠法として指定しうるのは一定の地域に現
実に行われている法であれば足りるものと解されるのであるから、未承認国家
である中華民国の法を適用することも許される。」「次に、亡 A 及び亡 C はそ
の後中華人民共和国の国籍を取得しているので、不変更主義に従って、中華民
国法を適用すべきか、それとも、中華人民共和国法を適用すべきかが問題とな
る。不変更主義の趣旨は、当該単位法律関係と最も密接な関連性を有するのは、
当該単位法律関係が形成された当時の当事者の国籍国法であるため、その後の
当事者の国籍変動によって、準拠法である本国法が変動されないようにする点
にある。とすれば、これは、当該単位法律関係が形成された当時の当事者の国
籍国という国家そのものが変動することによる国籍の変更を、本国法の変動と
して想定しているものとは解されず、新国家の分離独立や併合により一定の人
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民に国籍の変更が生じる場合には、当該単位法律関係が形成された当時の当事
者の国籍国法が、新国家に連続性をもって受け継がれている限りにおいて、新
国家の法が準拠法となるものと解すべきである。」「中華人民共和国法において
は、昭和24年（1949年）９月30日以前の婚姻については、当時の中華民国民法
の定める儀式婚を有効と認めており、昭和２年（1927年）12月12日当時の亡
A 及び亡 C の国籍国法が、新国家である中華人民共和国に連続性をもって受
け継がれていると解されるのであるから、亡 A と亡 C との婚姻をめぐる各人
の本国法は、中華人民共和国と解するのが相当である。なお、中華人民共和国
法において、中華人民共和国国籍保有者間の婚姻については、中華人民共和国
法を適用するとされており、反致は生じない。」「婚姻の方式については、婚姻
挙行地の法によるところ（通則法24条２項。附則２条により、同法施行前の事
実についても適用される。）、被告が亡 A と亡 C が婚姻したと主張する婚姻挙
行地は中華人民共和国（当時は中華民国）である。」
３．「親子関係の成立という法律関係のうち嫡出性取得の問題を一個の独立し
た法律関係として規定している通則法28条、29条、30条の構造上、親子関係の
成立が問題になる場合には、まず嫡出親子関係の成立についての準拠法により
嫡出親子関係が成立するかどうかを見た上、そこで嫡出親子関係が否定された
場合には、同嫡出とされなかった子について嫡出以外の親子関係の成立の準拠
法を別途見いだし、その準拠法を適用して親子関係の成立を判断すべきであ
る。
」
「嫡出性については、『夫婦の一方の本国法で子の出生の当時におけるも
のにより子が嫡出となるべきときは、その子は、嫡出である子とする』と規定
されているところ（通則法28条１項。附則２条により、同法施行前の事実につ
いても適用される。）、Y が出生した当時である昭和14年（1939年）○月○日に
おける亡 A の国籍は中華民国であるが、前記２．のとおり、不変更主義を貫
くのは妥当ではなく、後記のとおり、中華人民共和国法は、昭和24年（1949年）
９月30日以前に嫡出子たる身分を取得した者については、そのまま嫡出子と認
めるのであり、親子関係について、昭和14年（1939年）○月○日当時の亡 A
の国籍国法が、新国家である中華人民共和国に連続性を持って受け継がれてい
ると解されるのであるから、親子関係をめぐる亡 A の本国法は、中華人民共
和国法と解すべきである。」
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４．
「通則法28条１項によれば、出生当時の夫婦の一方の本国法により嫡出性
が認められれば、その子は嫡出子と認められる。亡 B が出生した昭和10年
（1935
年）○月○日の時点における亡 E の国籍は日本であった。また亡 A の当時の
国籍は中華民国であるが、前記２．のとおり、不変更主義を貫くのは妥当では
なく、前記３．のとおり、親子関係をめぐる亡 A の本国法は、中華人民共和
国法と解すべきである。」
「婚姻の方式については、亡 E が当時日本国籍を有し、
婚姻挙行地が日本であるため、日本法が適用される（通則法24条２項、３項た
だし書き）。」
「通則法29条１項前段（附則２条により、同法施行前の事実についても適用さ
れる。）は、『嫡出でない子の親子関係の成立は、父との間の親子関係について
は子の出生当時における父の本国法によ（中略）る』と規定する。亡 B が出
生した昭和10年（1935年）○月○日当時の亡 A の国籍は中華民国であったが、
前記２．のとおり中華人民共和国法によるべきである。
」
「通則法30条１項（附則２条により、同法施行前の事実についても適用される。
）
は、『子は、準正の要件である事実が完成した当時における父若しくは母又は
子の本国法により準正が成立するときは、嫡出子の身分を取得する。』と規定
する。準正の要件である事実として主張されている亡 A と亡 E の婚姻は、婚
姻届を提出した昭和21年（1946年）７月２日である。亡 E は、同日、亡 A と
婚姻したことにより中華民国国籍を取得し、日本国籍を喪失したのだから、婚
姻が完成した時点では日本国籍であり、亡 B も、亡 E と亡 A の婚姻が完成し
た時点では日本国籍であった。また、亡 A の国籍は中華民国であることが認
められる。」
５．「亡 A の不動産に関する相続については、通則法36条（附則２条により通
則法施行前についても適用される。）により、『被相続人の本国法』である亡
A の本国法（中華人民共和国法）が適用されるが、中華人民共和国継承法36
条１項は、同法施行前に開始し、施行時に未処理であった本件相続（昭和43年
（1968年）３月２日）にも適用される結果、本件不動産所在国法である日本法
に反致される（通則法41条）。」
「昭和55年法律第51号による改正前民法（中略）
900条１号は『子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分は、３分の２
とし、配偶者の相続分は、３分の１とする。』としており、同規定は、昭和55
年法律第51号附則２条により、亡 A の相続について適用される。
」
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「亡 A 死亡時において、亡 C は亡 A の配偶者であり、Y 及び亡 B は亡 A の
嫡出子であるから、亡 C、亡 B 及び Y が本件相続不動産の相続分を各３分の
１の割合で取得し、亡 C の死亡により唯一の相続人である Y が亡 C の相続分
を取得する。」
「亡 B は、死亡時である昭和63年（1988年）７月２日における国籍は中華人
民共和国であったから、その相続については通則法36条により、中華人民共和
国法が適用されるが、中華人民共和国継承法36条１項により本件相続不動産に
ついては所在地法である日本法に反致され、亡 B が亡 A から相続した分を、
配偶者である亡 D が２分の１、子である X1等が各４分の１の割合で相続する
（民法900条１号）。」「亡 D の死亡時である平成15年（2003年）２月17日におけ
る同人の国籍は中華人民共和国であったから、その相続については通則法36条
により、中華人民共和国法が適用されるが、中華人民共和国継承法36条１項に
より本件相続不動産については所在地法である日本法に反致され、子である
X1等が各２分の１の割合で相続する（民法900条１号）
。
」
「したがって、本件
相続不動産について、被告が３分の２、原告らが各６分の１の割合で相続分を
取得する。」
６．
「亡 A の死亡時である昭和43年（1968年）３月２日における国籍は中華人
民共和国であったから、その相続については通則法36条により、中華人民共和
国法が適用され、前記のとおり、中華人民共和国継承法が適用される。
」
「中華
人民共和国継承法は、動産の相続については、被相続人の住所地法を適用する
としているところ、亡 A の住所地は日本であるため、株式が動産であるとさ
れると日本法に反致され、債権については特段の規定がないので（中華人民共
和国継承法第５章参照）、中華人民共和国法が適用され、反致は生じない。
」
「そこで、株式が動産と債権のいずれと解されるかが問題となるが、中華人民
共和国法上、株券は債権と並んで相続の対象となる有価証券として扱われてお
り（中華人民共和国相続法の執行を貫徹する若干の問題に関する最高人民法院
の意見３条『公民が相続できるその他の合法的財産には、有価証券及び履行の
目的物が財物である債権等を含む。』）、債権と同様に反致は生じないものと解
される。」
７．「本件賃料の受領による不当利得については、平成19年（2007年）１月１
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日の通則法施行後の分は、通則法14条（附則３条４項）により、原因となる事
実が発生した地である日本法が適用され、同法施行前の分は、法例11条１項に
より、同じく原因となる事実が発生した地である日本法が適用される。
」
「先決問題たる、本件賃料の帰属は、共同相続に係る不動産から生ずる法定果
実の帰属の問題すなわち物権の効力の問題であり、相続の問題ではない。した
がって、通則法13条１項（附則２条により同法施行前の事実にも適用される。
）
により、本件日本橋建物の所在地法たる日本法が適用され、相続分にしたがっ
て、分割取得されることになる。」
８．「本件相続不動産の固定資産税等に関する必要費償還請求権については、
共有者である相続人間の内部的な問題であり、物権に関する通則法13条１項
（附
則２条により同法施行前の事実にも適用される。）により、所在地法である日
本法が適用され、必要費である固定資産税等を支払った相続人は、他の相続人
に対し、相続分に応じ、必要費償還請求権を取得する（民法253条）
。
」
Ⅲ．評釈
結論には概ね賛成するが、本件会社の株式の相続準拠法（判旨６）について
は賛否を留保する。また、理由付けに一部疑問がある。
１．先決問題の準拠法（判旨１）
先決問題の準拠法については、従来より、法廷地の国際私法に拠るべきとす
る法廷地法説（折茂豊『国際私法〔各論・新版〕』（有斐閣、1972年）428頁、
久保岩太郎「國際私法上に於ける先決問題 （２・完 ）」國際法外交雑誌35巻７
号81頁（1936年）、溜池良夫『国際私法講義〔第３版〕
』
（有斐閣、2005年）232
頁、櫻田嘉章『国際私法〔第５版〕』（有斐閣、2006年）132頁、澤木敬郎＝道
垣内正人『国際私法入門〔第６版〕』（有斐閣、2006年）26頁、出口耕自『基本
論点国際私法〔第２版〕』（法学書院、2001年）212-213頁等）を通説的見解と
位置付けつつも、本問題の準拠法所属国の国際私法に拠るべきとする準拠法説
（江川英文「親子間の法律關係を定むる國際私法規定の適用に關する若干の問
題 （２・完 ）」國際法外交雑誌36巻７号20-31頁（1937年）
、桑田三郎「先決問
題の準拠法」『国際私法研究』（文久書林、1966年）129-130頁等）
、および具体
的な問題の性質に応じて法廷地国際私法か準拠法所属国国際私法のいずれかに
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拠るべきとする折衷説（池原季雄『国際私法〔総論〕
』
（有斐閣、
1973年）278頁、
山田鐐一『国際私法〔第３版〕』（有斐閣、2004年）163頁、木棚照一＝松岡博
＝渡辺惺之『国際私法概論〔第５版〕』
（有斐閣、2007年）82頁［木棚照一執筆］
、
松岡博『現代国際私法講義』
（法律文化社、2008年）72-73頁等）等が提唱され、
これに対立してきた。
裁判実務を見ても、一部で準拠法説を採る判決が示されている（東京高判昭
和43年２月27日下民集19巻１・２号115頁、東京高判昭和54年７月３日判時939
号37頁、大阪地判平成２年12月６日判タ760号246頁等）ものの、最高裁は韓国
人を被相続人とする相続の先決問題としての親子関係の成立について法廷地た
るわが国の国際私法により準拠法を決定し、この問題について法廷地法説を採
用することを明らかにした（最判平成12年１月27日民集54巻１号１頁）
。多数
の下級審判決でも法廷地法説が採用されているのが現状である（東京家審昭和
40年11月26日家月18巻５号94頁、東京地判昭和41年１月13日家月19巻１号43頁、
東京家審昭和42年４月17日家月19巻11号127頁、大阪家審昭和47年10月５日家
月25巻７号73頁、東京地判昭和48年４月26日判時721号66頁、福岡家審平成元
年５月15日家月42巻１号116頁、神戸家審平成６年７月27日家月47巻５号60頁、
東京高決平成18年10月30日判時1965号70頁、大阪高判平成19年９月13日家月60
巻３号38頁等）。
本判決は、先決問題の準拠法について、通説的見解および判例が拠って立つ
法廷地法説を踏襲し採用したものと位置付けることができる。本事案における
本問題は、生前 A が所有していた本件不動産の相続と本件会社の株式の相続
であるが、このうち、前者については、中華人民共和国継承法36条１項により
所在地法である日本法に反致されることから、本問題の準拠法は日本法となり、
先決問題の準拠法決定について法廷地法説、準拠法説のいずれによるかを議論
しても、実益がなかった事案である。他方、後者については、本判決では本問
題の準拠法は中華人民共和国法であるとされていることから、先決問題の準拠
法決定のあり方につき議論する実益はあると言える。しかしながら、仮令近時
有力とされる折衷説に依拠したとしても、① AE の婚姻関係をはじめ先決問題
に含まれる事実関係が法廷地たるわが国との牽連性を有するものであること、
および②本件不動産の相続と本件会社の株式の相続という２つの本問題毎に先
決問題の準拠法が異なることになれば、本問題毎に先決問題の結論が異なりか
ねず、延いては国内における統一的な解決が達成できない惧れがあること等を
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考慮すると、本問題の別を問わず、法廷地国際私法により先決問題の準拠法を
決するのが適切な事案であったと考えられる。
２．国家体制の変動と準拠法の不変更主義（判旨２、３および４）
本判決では、AC 間の婚姻時における A および C の国籍（判旨２）、Y の出
生時における A の国籍（判旨３）、B の出生時における A の国籍（判旨４）
をいずれも中華民国と認定しつつも、その後、中国大陸が中華人民共和国によっ
て実効的に統治されたことに伴い、A および C が中華人民共和国の国籍を取
得したことを踏まえて、「単位法律関係が形成された当時の当事者の国籍国と
いう国家そのものが変動することによる国籍の変更を、本国法の変動として想
定しているものとは解されず、新国家の分離独立や併合により一定の人民に国
籍の変更が生じる場合には、当該単位法律関係が形成された当時の当事者の国
籍国法が、新国家に連続性をもって受け継がれている限りにおいて、新国家の
法が準拠法となる」と論じたうえで、結論として、中華人民共和国法を A お
よび C の本国法とした。
これと同様の見解は既に従前の裁判例においても見受けられる。例えば、大
阪地判昭和37年１月22日判タ126号67頁は、平和条約発効前に日本人夫婦間で
離婚原因が生じていたが、平和条約が発効したことに伴い、
当該夫婦が朝鮮（韓
国）国籍を取得した後、妻が夫に対して離婚訴訟を提起した事案である。訴訟
において、離婚準拠法として夫の本国法がいずれであるかが問題とされた（当
時の法例16条では、離婚はその原因たる事実の発生した時における夫の本国法
による旨を規定していた）。この点、大阪地裁は、「原告および被告は、離婚原
因が発生したと主張される昭和25年末当時においてはいずれも日本国籍を有し
たところ、昭和27年４月28日の日本国との平和条約の発効にともなって日本国
籍を失い、朝鮮の国籍を持つにいたったものと解され、離婚原因発生後夫たる
被告の国籍に変動をきたしているものといわなければならない。
しかしながら、
右国籍の変動は、被告がみずからの行為により自分の国籍を変更したからでは
なく、わが国が平和条約において朝鮮の独立を承認し、朝鮮に属すべき領土に
対する主権を放棄し、ひいては朝鮮に属すべき人に対する主権を放棄した結果
にほかならず、しかも、朝鮮は、日韓併合条約により日本の領域とされたのち
においても、日本国の統治機構上一個の異法地域とされ、それが右平和条約の
発効にともない再びそのまま本国から分離して独立したものであって、この間
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被告は、朝鮮に属す者として、朝鮮独自の身分法の適用をうけていたのであり、
ことに現在被告が所属する韓国においては、独立後も、従来日本が朝鮮で実施
していた諸法令に原則として法源たるの効力をみとめ、これを自国における法
規範として引継いでいることが認められのである。このようなばあい、前記法
例第16条の立法趣旨によりすれば、離婚原因発生当時夫たる被告の国籍が日本
であったこと、ないしその後それが変更したことに固執するのは妥当でなく、
たとえ韓国が独立後、従来日本が朝鮮で実施していた身分法に法源としての効
力を認めることを拒否し、あるいはその具体的内容を変更したばあいであって
も、夫たる被告の離婚原因発生当時の本国法、すなわち当時被告に対し属人的
に適用されていた全体としての身分法秩序と、現在の被告の本国法、すなわち
現在被告が所属する韓国が自国において実施している全体としての身分法秩序
との間には、むしろ同一性があるものとみなし、現行の韓国法令（時際法を含
む）こそが本件離婚の準拠法である、と解するのが相当である」と判示してい
る（他に同旨を展開した判決例としては、新潟地判昭和62年９月２日判タ658
号205頁がある）。
国際私法の任務がある法律関係を規律すべき法域の特定に求められるとすれ
ば、法域の一貫性が十分に尊重されるべきであり、中国大陸については、中華
民国から中華人民共和国に体制が移行したことにより、本件事案では A およ
び C の国籍に変動が生じてはいるものの、それは A および C が属すべき法域
変更を迫る国籍変動とはなっていない。これを当事者による国籍の任意変更に
代表される、法域変更を伴う国籍変動と同列に論じるべきではなく、本判決の
結論は妥当と評価することができる（平和条約発効前後の朝鮮について同旨を
展開するものとして、池原季雄＝早田芳郎編『渉外判例百選〔第３版〕
』
（有斐
閣、1995年）119頁［青木清執筆］）。すなわち、国際私法は場所的な法律の抵
触を解決するための法規範であり、通則法24条１項を例に採れば、A が国籍
を主体的に変更し婚姻時とその後で国籍が異なる場合に、婚姻時の本国法と変
更後の本国法のいずれに拠るべきかという問題こそが国際私法の取扱うべき問
題である。通則法24条１項では、この点に関して、婚姻時に A が国籍を有し
ていた国を準拠法所属国として指定することを要求しているが、これが準拠法
の不変更主義と言われるものである。これに対して、婚姻時に A が国籍を有
していた国が準拠法所属国として指定された場合であっても、その後当該国に
おいて体制変動や法律改正等が生じたときには、当該国における新旧いずれの
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法律を適用すべきかという問題が生ずることになる。こうした問題は当該国の
実質法上の問題として、時際法によって解決されることになるが、その規定内
容如何によっては、婚姻時における当該国の実質法が固定的に適用されるとは
限らない。本判旨が正当に論じているように、準拠法の不変更主義という抵触
法上の問題と時際法という準拠実質法上の問題とを混同してはならないと言う
べきである（同旨を明確に述べたものとして、前掲・溜池『国際私法講義〔第
３版〕』37頁、前掲・澤木＝道垣内『国際私法入門〔第６版〕
』34頁を参照）
。
なお、時際法については、国際私法と同じ理論によって律せられるべき間接
規範であるとの立場も表明されている（澤木敬郎＝秌場準一編『国際私法の争
点〔新版〕』（有斐閣、1996年）10-11頁［三井哲夫執筆］
、石黒一憲『国際私法
〔第２版〕』（新世社、2007年）152頁等）が、こうした見解は少数説に止まって
いる。既に説明したとおり、通説的見解では国際私法は一定の法域を指定し得
るに止まり、時際法の問題は準拠実質法上の問題として位置付けられている
（江
川英文『国際私法〔改訂増補〕』（有斐閣、1970年）７頁、前掲・山田『国際私
法〔第３版〕』94-95頁、前掲・溜池『国際私法講義〔第３版〕
』37頁、前掲・
櫻田『国際私法〔第５版〕』30頁、前掲・澤木＝道垣内『国際私法入門〔第６版〕
』
34頁、道垣内正人『ポイント国際私法総論〔第２版〕
』
（有斐閣、2007年）18頁
以下等）。
３．未承認国法の準拠法指定の可否（判旨２．３および４）
本判決では、A および C の本国法の検討過程において、未承認国法である
中華民国法を準拠法として指定し得るか否かにつき、肯定的な見地から判旨を
展開している。
従前の判決例および学説の中には、未承認国法を準拠法として指定すること
に消極的な見解が示されたものも存在はする（東京地判昭和28年２月18日下民
集４巻２号218頁、神戸家審昭和32年10月１日家月９巻11号110頁、福岡地小倉
支判昭和37年６月６日下民集13巻６号1170頁、山形家鶴岡支審昭和41年９月29
日家月19巻５号115頁等、桑田三郎「外国法の正統性について」民商34巻３号
29頁以下（1956年））。しかしながら、多数の判決例および学説は、国際法上の
承認は、政治的・外交的意味を有するにすぎず、国際私法は渉外的私法（私生
活）関係を規律するのに最も適した法律を選定することを目的とするのである
から、未承認国家・政府の法律であっても、それが当該地域において現に実効
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的に施行・実施されている限り、準拠法として適用される資格を失うものでは
ないとし、未承認の国家又は政府の法令も準拠法として指定し得るとする見解
に拠っている（最判昭和59年７月６日家月37巻５号53頁、最判平成６年３月８
日民集48巻３号835頁、京都地判昭和31年７月７日下民集７巻７号1784頁、東
京地判昭和37年10月25日下民集13巻10号2146頁、札幌地判昭和43年８月20日家
月21巻６号81頁、名古屋地判昭和49年４月16日判時749号92頁、新潟家十日町
出張所審昭和53年９月19日家月31巻12号91頁、東京家審昭和55年９月22日家月
35巻６号120頁、札幌家審昭和60年９月13日家月38巻６号39頁、大阪地判昭和
63年４月14日家月42巻３号101頁、京都地判平成４年12月９日判タ831号122頁、
東京地判平成12年２月23日家月53巻５号180頁、東京地判平成19年12月14日
LEX/DB28140156等。前掲・江川『国際私法〔改訂増補〕
』
73頁、前掲・池原『国
際私法〔総論〕』190頁、前掲・山田『国際私法〔第３版〕
』76頁、前掲・溜池『国
際私法講義〔第３版〕』185頁以下、前掲・櫻田『国際私法〔第５版〕
』
97頁以下、
前掲・澤木＝道垣内『国際私法入門〔第６版〕』54頁、松岡博編『国際関係私
法入門〔第２版〕
』（有斐閣、2009年）39頁［多田望執筆］
、神前禎＝早川吉尚
＝元永和彦『国際私法〔第２版〕』
（有斐閣、2006年）78頁［元永和彦執筆］等）
。
従って、本判決で展開された判旨自体は、従前からの支配的な見解に沿ったも
のであると位置付けられる。
しかしながら、本件で準拠法と指定されているのは飽く迄中華人民共和国法
であり、同国実質法における時際規定に基づいて、当時中国大陸を実効的に支
配していた中華民国法の適用が問題となるに過ぎない。加えて、わが国が中華
人民共和国を国家承認し中華民国との国交を断絶したのは、
昭和47年
（1972年）
のことであり、それまでは、わが国は中華民国を中国本土における正統な政府・
国家として承認してきた歴史がある。本事案で A および C の本国法の適用が
問題となっている時点は、AC の婚姻時（昭和２年（1927年）
）
、Y の出生時（昭
和14年（1939年））、B の出生時（昭和10年（1935年）
）であり、いずれの時点
においても、わが国は中華民国を政府・国家として承認していたのであって、
本事案において、果たして中華民国を未承認国家と位置付けたうえで、その法
を準拠法とすることの可否を敢えて論じる必要があったかは疑問である。飽く
迄国際私法の目的は法域の指定に止まるのであって、過去のある一時期にある
地域を実効的に支配していた政府・国家の法を準拠法として指定する機能を有
しているわけではない。従って、中国との関係で言えば、現在中華民国政府が
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実効的支配を続けている台湾の法を準拠法として指定する場合にのみ未承認国
法の準拠法適格性の問題が議論されるべきである。
４．通則法28条と同29条の適用関係
本判決では、X1等の母親である B および Y について、それぞれ A との間に
親子関係が成立しているか、成立しているとして、その親子関係は嫡出親子関
係もしくは非嫡出親子関係のいずれであるかを検討している。結論として、Y
については、通則法28条１項に基づき、A の本国法たる中華人民共和国法を
準拠法とし、その嫡出親子関係の成立を肯定している。また B については、
通則法28条１項に基づき、A の本国法たる中華人民共和国法および E の本国
法たる日本法がともに嫡出親子関係の準拠法となるが、これらの準拠法上は、
B はその出生により直ちに A の嫡出子たる身分を取得し得ないものの、通則
法29条１項により非嫡出親子関係の準拠法として A の本国法たる中華人民共
和国法が指定され、A との間に非嫡出親子関係が成立するとしたうえで、通
則法30条１項により準正の準拠法として E の本国法たる日本法が適用され、
婚姻準正が成立すると判断した。
こうした検討の過程で、通則法28条と同29条の適用関係について、
本判決は、
「親子関係の成立が問題になる場合には、まず嫡出親子関係の成立についての
準拠法により嫡出親子関係が成立するかどうかを見た上、そこで嫡出親子関係
が否定された場合には、同嫡出とされなかった子について嫡出以外の親子関係
の成立の準拠法を別途見いだし、その準拠法を適用して親子関係の成立を判断
すべきである」との見解を提示し、渉外的親子関係の成立を判断するに当たっ
ては、通則法28条を優先的に適用し、その結果、嫡出親子関係が成立しない場
合にのみ同29条を適用するという、段階的適用論を展開している。
こうした立場は、最判平成12年１月27日民集54巻１号１頁（以下、「平成12
年最高裁判決」という）において、平成元年改正前の法例（以下、「旧法例」
という）17条と18条を巡り既に表明されており、本判決の意義は、通則法の下
でも同様の解釈が妥当することを確認したことにある。平成12年最高裁判決が
示されるまでは、①旧法例17条が定める嫡出親子関係成立の準拠法と、同18条
等が定める非嫡出親子関係成立の準拠法を同時に適用すべきとする見解（池原
季雄編『渉外判例百選〔増補版〕』
（有斐閣、1976年）114-115頁［溜池良夫執筆］
、
東京家審昭和44年５月28日家月21巻12号175頁等）、②旧法例17条、18条および
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22条の趣旨を考慮して、条理により当事者双方の本国法を累積的に適用すべき
とする見解（山田鐐一『現代法学全集国際私法』（有斐閣、1982年）408頁、神
戸地判昭和60年５月10日家月38巻４号111頁等）、③旧法例17条により嫡出親子
関係の準拠法を適用し、次に同18条により非嫡出親子関係の準拠法を適用すべ
きとする見解（国際法学会編『国際私法講座第2巻』
（有斐閣、
1955年）596頁［久
保岩太郎執筆］、中川善之助先生追悼現代家族法体系編集委員会編『現代家族
法体系 （3）』（有斐閣、1979年）132頁［西賢執筆］、東京家審昭和38年10月22
日判タ155号222頁等）が対立していたが、平成12年最高裁判決は、最後の見解
（③）に拠って立つことを明確に示すに至った（平成12年最高裁判決の評釈では、
当該判決に対して概ね肯定的な評価が示されている。松岡博「判批」私法判例
リマークス2001（ 上 ）138頁、大村芳昭「判批」ジュリスト1179号［平成11年度
重要判例解説］297頁、河田充規「判批」判タ1065号198頁等を参照）。また、
旧法例17条と18条の後継規定である通則法28条と29条の適用関係を巡っても、
学説では、国際私法上の概念としての嫡出子と非嫡出子の関係を見ると、非嫡
出子か否かは嫡出子については問題とならないことから、通則法28条が同29条
よりも優先的に適用されるとして、平成12年最高裁判決を踏襲する見解が主張
されている（前掲・道垣内『ポイント国際私法総論〔第２版〕
』98頁、櫻田嘉
章＝道垣内正人編『国際私法判例百選〔新法対応補正版〕
』
（有斐閣、2007年）
119頁［青木清執筆］、野村美明編著『ケースで学ぶ国際私法』
（法律文化社、
2008年）58-60頁［長田真里執筆］、前掲・松岡編『国際関係私法入門〔第２版〕
』
206頁［岡野祐子執筆］等）。本判決は当然のことながら、こうした学説とも同
じ立場に拠っている。
５．中華人民共和国継承法36条１項による部分反致の成立（判旨５および６）
本判決では、A の相続準拠法は、通則法36条に基づき、その本国法たる中
華人民共和国法となるが、中華人民共和国継承法36条１項によれば、不動産の
相続についてはその所在地法が適用されるため通則法41条の反致が成立する一
方、有価証券の相続については反致が成立しない（後段の有価証券の相続にか
かる反致の不成立に疑問があることについては、後述６．を参照）ことから、
A の相続準拠法につき部分反致が成立する旨の判断が示されている。
通則法36条では、相続を統一的に扱い本国法を適用する相続統一主義を採用
しているが、本国国際私法において、相続のうち単位法律関係を複数に分けて
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それぞれ異なる取扱いをする相続分割主義を採用している場合には、わが国国
際私法により本国法に送致した問題のうち、本国国際私法によれば日本法に送
致されるべき部分についてのみ日本法を適用するほかなく、結果として、わが
国が採用した相続統一主義を貫徹し得ない事態が生ずるが、止むを得ないとす
る見解が大勢を占めている（実方正雄『国際私法概論〔再訂版〕
』
（有斐閣、
1952年）355頁、久保岩太郎『国際私法』（有信堂、1954年）252頁、山田鐐一
＝澤木敬郎編『国際私法演習』（有斐閣、1973年）182頁［早田芳郎執筆］
、
前掲・
江川『国際私法〔改訂増補〕』295頁、前掲・折茂『国際私法〔各論・新版〕』
423頁、前掲・澤木＝道垣内『国際私法入門〔第６版〕
』51頁、前掲・木棚＝松
岡＝渡辺『国際私法概論〔第５版〕』264頁［木棚照一執筆］
、前掲・松岡編『国
際関係私法入門〔第２版〕』242-243頁［北坂尚洋執筆］
、前掲・野村編著『ケー
スで学ぶ国際私法』105頁［黄軔霆執筆］等。なお山田鐐一先生は当初反致の
成立を相続統一主義に抵触しない範囲で肯定する見解を採用していた［山田鐐
一『国際私法』（有斐閣、1982年）459頁］が、後にこれを改説している［前掲・
同『国際私法〔第３版〕』570頁］）。また、過去の判決例においても、部分反致
の成立を肯定している（中華人民共和国継承法36条１項に基づき不動産相続に
ついて部分反致を肯定した事案として、最判平成６年３月８日家月46巻８号59
頁がある［但し、この事案では、被相続人の財産のうちわが国に所在する不動
産の相続のみが問題とされたため、結果的には、わが国国際私法が採用する相
続統一主義の原則は破られてはいない］。部分反致を認めたその他の事案とし
て、東京家審45年３月31日家月22巻10号101頁［英国法による反致］
、東京家審
昭和48年４月20日家月25巻10号113頁［英国法による反致］
、神戸家審昭和56年
９月21日家月34巻７号89頁［オーストラリア法による反致］
、神戸家審平成６
年７月27日家月47巻５号60頁［インド法による反致］、東京家審平成11年10月
15日家月52巻３号60頁［ニュージーランド法による反致］
、東京家審平成13年
９月17日家月54巻３号91頁［インド法による反致］等がある）
。
比較法的に見ても、相続を巡って統一主義と分割主義が各々存在する以上、
わが国国際私法と送致先である本国国際私法との間で相続を巡る単位法律関係
に差異が生じることは避けられず、いわゆる部分反致の成立を許容せざるを得
ない。また相続統一主義の貫徹の要請が判決の国際的調和の要請よりも重いと
いう価値判断を提示することは困難であり、こうした視点からも部分反致の成
立を否定する根拠はないと言わざるを得ない（前掲・櫻田＝道垣内編『国際私
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法判例百選〔新法対応補正版〕』13頁［北澤安紀執筆］も同旨）
。通説および従
前の判決例を踏まえて、本判決の結論に賛同したい。なお、本事案のように、
在日中国人がわが国内に不動産を所有し死亡した場合には、中華人民共和国継
承法36条１項により日本法への部分反致が生じるが、在日中国人の死亡時の常
居所または住所はわが国にあることが多いため、動産相続についても反致によ
り日本法が準拠法とされ、結果としてわが国国際私法が拠って立つ相続統一主
義が維持されるのが通常であろう（小西伸男「中華人民共和国法を本国法とす
る在日中国人の相続」市民と法13号52頁（2002年））
。
６．本件会社の株式の相続準拠法（判旨６）
本判決では、被相続人 A が本件会社の株式2,000株を保有していたとの事実
を認定したうえで、その相続準拠法についても検討を行っている。通則法36条
により A の本国法として中華人民共和国法が指定されるが、問題となるのは
通則法41条の反致の成否である。中華人民共和国継承法によれば、動産の相続
には被相続人の住所地法が適用されるため反致が成立する一方、債権の相続に
ついては特段の規定がなく反致は成立しないことになるが、果たして本件会社
の株式の相続が「動産の相続」もしくは「債権の相続」のいずれに性質決定さ
れるかが問題となる。
この点、本判決では、中華人民共和国相続法の執行を貫徹する若干の問題に
関する最高人民法院の意見（以下、
「最高人民法院意見」という）３条において、
株式が債権と並び相続の対象となる有価証券として扱われていることを根拠と
して、株式の相続について、債権の相続と同様に反致は生じないと結論付けて
いる。しかしながら、こうした本判決の論旨には疑問がある。すなわち、中華
人民共和国継承法３条では、「遺産は、公民が死亡の時に遺留された個人の合
法財産であり、以下のものを含む。（1）公民の収入、
（2）公民の家屋、貯蓄お
よび生活用品、（3）公民の樹木、家畜および家禽、（4）公民の文物および図書
資料、（5）法律で許された公民が所有する生活手段、
（6）公民の著作権、特許
権中の財産権、
（7）公民のその他合法的な財産。」と規定されている（朱曄「中
国相続法の現代的課題（1）」立命館法学283号184頁（2002年）
）が、最高人民
法院意見３条は中国社会の市場化の進展に伴い、投資取引および市場取引の安
全を確保する観点から、相続の対象となる「（7）公民のその他合法的な財産」
の内訳として、株式等の有価証券と債権を明示したに過ぎない。反致の成否を
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検討するに当たっては、中華人民共和国の国際私法上の性質決定論に基づき、
本件会社の株式の相続が動産、債権いずれの相続に包摂されるかを決すべきと
ころ、本判決が依拠する最高人民法院意見３条は、中華人民共和国における相
続対象財産のうち、「公民のその他の合法的な財産」の範囲を実質法の観点か
ら示したに過ぎないと考えられる。従って、最高人民法院意見３条を以って直
ちに、中華人民共和国の国際私法上、株式の相続を動産の相続ではなく、債権
の相続に準じて取扱うための正当化根拠とはなし得ないと考えられる（但し、
本判決当時の中華人民共和国の国際私法が株式の相続をどのように性質決定し
ていたかについて明らかでないため、本判旨に対する賛否については態度表明
を留保する）。
なお、2011年４月に施行された中華人民共和国渉外民事関係法律適用法31条
では、不動産の相続についてその所在地法を、それ以外の財産の相続について
被相続人の死亡時の常居所地法を、それぞれ適用する旨規定している（黄軔霆
「中国の新しい国際私法について」帝塚山法学22号93頁（2011年）
）
。本事案に
はこの新法の適用はないが、仮にこの新法に基づき反致の成否を判断すれば、
本件会社の株式の相続準拠法は A の死亡時の常居所地法たる日本法となるた
め、通則法41条に基づき反致が成立したであろうと考えられる。
７．本件賃料の不当利得をめぐる準拠法（判旨７および８）
本判決では、X1等が収受している本件賃料につき不当利得の成否を検討す
るに当たって、通則法施行後の収受分については通則法14条（附則３条４項）
により、同法施行前の収受分については法例11条１項により、ともに原因とな
る事実が発生した地の法である日本法が適用されると結論付けている。
学説は、
法例11条１項の「其原因タル事実ノ発生シタル地」を、「利得の直接の原因を
なす行為が行われまたは事実の発生した場所」と解してきた（前掲・折茂『国
際私法〔各論・新版〕』164頁、前掲・山田『国際私法〔第３版〕
』351頁、櫻田
嘉章『国際私法〔第４版〕』（有斐閣、2005年）219頁等）ほか、裁判例もこう
した解釈に拠ってきた（大阪地判昭和36年６月30日下民集12巻６号1552頁、広
島地判昭和49年５月27日判時761号101頁、東京地判平成３年９月24日判時1429
号80頁等）。加えて、こうした解釈論は通則法14条にも妥当すると考えられて
いる（小出邦夫編著『逐条解説・法の適用に関する通則法』
（商事法務、
2009年）
175頁）。本事案では賃料の授受がなされた地はわが国であり、不当利得準拠法
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を日本法とした本判決の結論、理由付けはともに首肯できる。
次に、本判決では、不当利得の先決問題である本件賃料の帰属について、共
同相続に係る不動産から生ずる法定果実の帰属問題、すなわち物権の効力の問
題であると性質決定し、通則法13条１項に基づき日本橋建物が所在する地の法
である日本法を準拠法として指定している。本判決では、こうした結論を導き
出す過程で、最判平成17年９月８日民集59巻７号1931頁に言及しているが、こ
の最高裁判決は、相続開始から遺産分割決定が確定するまでの間に相続対象た
る不動産から生じた賃料債権の帰属がわが国実質法上如何に決せられるべきか
という論点を取扱ったものであり、その結論および理由付けが直ちに、わが国
国際私法の解釈論拠になり得ない。本件賃料の帰属が A の相続の過程で争点
になっているとはいえ、X1等による本件賃料の収受が認められるか否かは日
本橋建物の所有権の帰属にその根源を有していると考えられるのであるから、
本件賃料の帰属を相続ではなく、物権の効力の問題として性質決定した本判決
の結論自体は正当と評価すべきである。しかしながら、わが国実質法上の解釈
を取扱った上記平成17年最高裁判決をその根拠として持ち出すのは不適当であ
り、果実の取得についても物権の効力の問題として通則法13条（法例10条）の
物権準拠法に拠らしめるべきとする見解（前掲・江川『国際私法〔改訂増補〕
』
195頁、前掲・山田『国際私法〔第３版〕』295頁等）が提唱されていること等
を根拠として、飽く迄わが国国際私法の解釈論として端的に論旨を展開すべき
であったように思われる。
そのうえで、X1等が本件不動産の固定資産税等を全額支払ってきた経緯が
あり、本件不動産の相続分および X1等からの本件賃料の不当利得返還額を確
定するに当たって、X1等が Y に対してこの固定資産税等に関する必要費償還
請求権を取得するか否かが問題とされた。本判決では、この固定資産税等に関
する必要費償還請求権の準拠法が通則法13条１項に基づき本件不動産の所在地
法たる日本法となる旨結論付けた。本事案で問題となっている法律関係は、い
わば所有物返還請求権に関連して生ずる費用償還請求権の問題であり、これは
物権関係から派生し同関係と密接不可分にあることから、所在地法の適用を受
けるとする見解が学説上唱えられてきた（前掲・江川『国際私法〔改訂増補〕
』
196頁、前掲・溜池『国際私法講義〔第３版〕』337頁）
。判旨からは明確ではな
いが、こうした学説に依拠すれば、必要費償還請求権の準拠法を通則法13条１
項に拠らしめた本判決の結論を肯定する余地もあろう。しかしながら、必要費
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償還請求権をはじめ物権関係から派生する各種請求権（その他では、代金償還
請求権、損害賠償請求権等が想定される）それ自身は飽く迄一つの債権であり、
当事者（本事案では X1等と Y）間の関係は、すでに物権関係を離れて債権関
係に移行しているのであるから、もはや物権準拠法に拠るべき法律関係とは言
えず、法定債権に準じて準拠法を指定すべきであるとする見解（前掲・折茂『国
際私法〔各論・新版〕』100頁、久保岩太郎『國際私法論』（三省堂、1935年）
532頁、山田鐐一＝澤木敬郎編『国際私法講義』（青林書院、1970年）122-123
頁［鳥居淳子執筆］）や、これら請求権の準拠法を一律に決すべきでなく、問
題となっている権利の性質に応じて判断すべきとの見解（川上太郎『判例国際
私法〔新版〕』（千倉書房、1970年）77頁、澤木敬郎『国際私法入門〔第３版〕
』
（有斐閣、1990年）209頁、前掲・澤木＝秌場編『国際私法の争点〔新版〕
』114
頁［櫻田嘉章執筆］）等が有力に主張されるに至っている。本事案では、X1等
が本件不動産維持のために、自身が支払うべき固定資産税等の額を超えて、本
来的には Y が支払うべき固定資産税等の額を支払っていたことが必要費償還
請求権の原因であり、もはや物権関係とは直接的な関連を有しない別の債権関
係として論じられるべき問題であると考えられる。従って、事務管理の問題と
性質決定して、通則法14条に基づき準拠法を決すべきであったと考えられる。
もっとも、通則法14条に拠ったとしても、「原因となる事実が発生した地」は
X1等が固定資産税等を支払った地であるから、通則法13条１項に拠った場合
と同様に、本件の必要費償還請求権の準拠法は日本法となり、本判決の結論自
体は変わらない。
（追記）
本稿は、平成22年度科学研究費補助金（基盤研究（C））「わが国抵触法体系
における絶対的強行法規の機能的・動態的分析（研究代表者：嶋拓哉）
」
、財団
法人全国銀行学術研究振興財団（2009年度学術研究助成）「金融経済活動のク
ロスボーダー化と国家的経済秩序との交錯（研究代表者：嶋拓哉）」および平
成21年度科学研究費補助金（基盤研究（B））「金融システムの変動と消費者・
投資者保護法制（研究代表者：瀨川信久教授）」の成果の一部である。紙幅を
お借りして、関係者の皆様に謝辞を申し上げる。
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〈北大立法過程研究会報告〉

イタリアの対等な二院制下での
立法過程をめぐる考察
芦

田

淳

はじめに
イタリア議会は、両院の権限が対等で、かつ、構成に大きな差異がないとい
う特色を持っている。本報告の目的は、そうした二院制の下での立法過程が、
両院間調整及び立法推進のためにいかなる制度的枠組を有し、
その運用により、
いかなる帰結がもたらされているかを検討することにある。なお、法律の７～
８割は政府提出法律であることから、立法過程における議会と政府の関係にも
留意する。あわせて、現行二院制の由来を簡単に確認し、近年議論されている
二院制改革案に対して評価を試みる。

Ⅰ
１

二院制の特色と両院間調整に係る措置
二院制設置の経緯と運用

上述のイタリア議会の特色は、憲法制定会議（1946年～ 1948年）における様々
な立場の相互対立の結果であり、半ば消去法によりもたらされたものである。
まず、左派の主張は、ジャコバン流の経済・社会変革の原動力としての一院制
を構想するものであった。彼らは少数派であったが、政治的正当性について両
院を完全に同質なものにすること、つまり、現行制度に見られるように両院を
「国民の代表」とすることに成功した。これに対して、新たに国を区分して設
［265］
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けられる「州」を公法上の団体として憲法的に確固とした存在にすべく、上院
を州（地域）の利益を反映させる場として機能させようとする考えがあった。
さらに、もう一つの考えは、カトリック社会主義に根差し、コーポラティズム
の民主主義的要素をあらためて求める、職業的利益や経済・生産部門の組織的
代表として上院を構想するものであった。なお、この考えは、「州レベルで組
織化された利益の代表」という面では、上院を地域代表とする考えと結び付く
ものであった。二番目の立場からは、「第二院は、州の院である」という提案
がなされ、最終的には、現行の「上院は、州を基礎として選ばれる」という表
現に落ち着いた。この「州を基礎とする」との表現をめぐっても、「選挙区」
を意味するか、将来的に政治的に自立した州の存在を意味しているかの議論が
交わされた。しかし、当時「州の実態がない」という主張が認められ、この文
言は上院議員の選挙区以上の意味を持たないとすることが多数派となった。州
支持派は、将来に異なる解釈をする可能性を残したことで満足するしかなかっ
た。現在でも、上院は地域を代表する院ではなく、「州を基礎として」という
文言がもたらすのは、①全国（選挙）区をとれないこと、②少なくとも州と同
数の選挙区を設ける必要があること、③選挙区は州を越えて分割できず、複数
の州からなる選挙区も認められないこと1、④多数派プレミアムを全国レベルで
とることに憲法上の疑義があることにすぎない。なお、「弱い政府」というイ
タリアで長く見られたあり方も、完全な勝利を得ることができる政治勢力がな
く、さりとて政府から排除されるものもないという状況の下、憲法制定会議で
望まれたものであった。
こうした主張を踏まえた議論の結果、戦前の貴族院型の要素は排除され、上
院議員選挙が州に基づいて行われること（選挙制度）のほか、任期2、選挙権・
被選挙権年齢3、終身上院議員の存在4、上院の最初の構成員5において、憲法上、
1

以上、Gastone Baschieri, Luigi Bianchi D'Espinosa, Carlo Giannattasio, La Costituzione

italiana: commento analitico, Firenze:Noccioli, 1949, pp.255-259.
2

下院の任期は５年、上院の任期は当初６年であった。

3

選挙権について、下院議員は18歳、上院議員は25歳、被選挙権について、下

院議員は25歳、上院議員は40歳である。
4

現在、大統領経験者２名と大統領の任命による４名の計６名である。

5

憲法の経過規定により、憲法制定会議の議員で、上院議員の法定要件を備え、

かつ次に該当する者は、大統領の命令をもって、上院議員に任命されるとして、
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下院との若干の差異が設けられるに至った。
しかし、こうした差異の主要な部分は、程なく無に帰した。一つは、1948年
の上院選挙法で（下院の比例代表制に対して）小選挙区制を導入したものの、
65％以上の得票という非常に高い条件を設けることで、実際には比例代表制と
同じにしたからである。この上院選挙法に基づいた手続を瞥見すると、次のよ
うになる。①各州にその人口に基づいて議席を配分し、議席数分の選挙区に州
を区分する。②選挙人は１名の候補者に投票し、投票の65％を獲得した候補者
は当選となる（小選挙区制）、③しかし、65％に達する候補者のいなかった議
席は、州を基礎として、かつ、比例代表制により決定される。もう一つは、
1963年の憲法改正により、任期つまり立法期の長さを同じ５年にしたことであ
る。それまでも下院の任期終了とともに上院は繰上げ解散され、事実上同一の
任期となっていたが、これらにより、制度上、類似した選挙制度で同一期日に
両院の選挙が行われることとなった。これは、本質的に構成に大きな差異が生
じないようにしたということで、実際の選挙結果もほぼ同様の政党構成となっ
た。その背景には、当時の諸政党が、次に述べるような両院制を踏まえ、両院
で異なる多数派の成立を許さなかったということでもある。いわば、形式的に
は二院制だが、本質的には一院制であったとも言える6。時代が下り、1993年両
院選挙法改正においても、国民投票により上院選挙制度が実際に小選挙区制中
心のものとなったが、国民投票の対象でなかった下院の選挙制度も同様のもの
に改められたことは、上院選挙制度に合わせたという事情がある7。こうして、
上院が下院とほぼ同じ構成・権限で、地域代表的要素を欠いていることは、50
年代からすでに批判されることとなった。
また、こうした構成の政治的同質性にかんがみ、上院が決定過程において下
院と本質的に異なる主張をなさないとすれば、二院制の存在理由は、両院が、
相互に、また、政府をはじめとする他の機関に対して、より慎重な立法及び政
府統制の機能を果たすという点に求めざるを得なくなる。これは、
与野党間や、
政治的勢力と社会的・経済的勢力の対立において、政治的・社会的主張を行い、

首相又は立法府の議長であった者等が列挙されていた。
6

Augusto Barbera, “Oltre il bicameralismo.” Democrazia e diritto, 1981/3, p.49.

7

高橋利安「イタリアの新選挙法―解説及び翻訳―（一）
」
『レファレンス』547

号（1996年８月）p.114.
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一致を探る場をより広いものとすることだとも言えよう。さらに、両院での審
議を通じ、立法を洗練させる機能も考えられる。
２

両院規則における差異
しかし、このように両院の同質性が高いとはいえ、憲法64条１項8に基づい

て各院が独自に定める議院規則には、両院の決定を異なるものにさせる要素が
含まれている。
第一に、表決において、両院で棄権者の算入方法が異なることが、それぞれ
の多数派形成に影響を及ぼす可能性がある。つまり、憲法64条３項9に対し、
上院では棄権者を投票者に含め、下院では定足数には含めるが投票者には含め
ないと規定されている。ここから、簡単に言えば、上院では、棄権は反対票と
同じ意味を持つこととなる。立法ではないが、こうした算入方法の差異による
影響の事例として、1976年、共産党、社会党、社会民主党、共和党、自由党の
消極的な支持によるキリスト教民主党の少数単独政権であった第３次アンドレ
オッティ政権に対し、下院では棄権が303票、その他302票のうち258票が信任
票で信任されたが、上院においてそのままでは不信任となるため、下院で棄権
した会派の一部はそもそも議決に参加しないという戦術が取られたことがあっ
た。
第二に、両院間で緊急法律命令10の転換法案に対する修正の許容度が異なっ
ている。つまり、対象となる緊急法律命令との関係を厳格に見るかにより、下
院で受理できないとされた修正が、上院では受理され可決されるといったこと
が生じている。
このほかにも、構成が会派比例ではなく与野党が同数の「立法小委員会」の
8

憲法64条１項「各院は、その議員の絶対多数で、規則を定める。
」

9

憲法64条３項「各院及び国会の議事は、その議員の過半数が出席し、かつ出

席議員の過半数により可決されるのでなければ有効でない。
」
10

緊急法律命令は、法律の効果を有する政府の決定で、事後的に議会の統制を

受ける。根拠として、憲法77条「緊急の必要がある非常の場合に、政府が、そ
の責任において、法律の効力を有する暫定措置をとったときは、政府はこれを
法律に転換するために、その日のうちに両院に提出しなければならない。両院
は、解散中であっても、特に召集され、５日以内に集会する。この命令は、そ
の公布後60日以内に法律に転換されなければ、はじめからその効力を失う。
」
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規定が下院にのみあること、信任問題の使用に係る制約11、クエスチョン・タ
イム及び議長選出方法について差異があることは、両院間で異なった結果をも
たらす要素と言える。
３

両院間調整に係る措置

（1） 憲法上の措置
このように、各議院規則にはそれぞれの決定を異なるものとさせる要素が含
まれるが、他方、憲法以下の法体系には、両院での審議を調整・合理化しよう
とする規定も見られる。法律に関しては、「立法権能は、両議院が共同して行
使する」
（憲法70条）という規定に基づき、上院及び下院により同一の条文が
可決されて初めて成立する。そのため、いずれかの院で修正が行われた場合、
必ずもう一方の院に審議のため法案が送付される。こうして両院間を法案が往
復すること（navette）に対して、いずれかの院をもう一方の院の決定に従わ
せる規定はないため、理論上、修正は永遠に続き得る12。また、時間的な制約も、
合同委員会の形成を介して両院の意見の相違を調停する仕組もない。
そのため、
局所的な利益を反映した「小立法（leggine）」を含む戦後議会の「活発な」立
法活動13は、navette による審議の遅滞をもたらした。
この完全に対等で差異のない二院制に対して、憲法で設けられているのは、
0

0

0

0

0

「合同会議」及び「両院合同委員会」という、あくまで立法以外の機能におけ
る若干の緩和措置である。合同会議は、両院の全議員で構成され、大統領を選
挙し（83条）
、最高司法会議の構成員及び憲法裁判所判事の一部の選出を行う
（104条、135条）。大統領は、就任に先立ち、合同会議において、共和国への忠
誠と憲法の遵守を宣誓する（91条）。また、大統領の叛逆又は憲法に対する侵
害について弾劾するのも合同会議の役割である（90条）。他方、両院合同委員
会は、議会における政党構成を反映するよう、上下院議員同数で構成され、諮
問・調査・監督の権能を持つ。両院合同委員会のうち、憲法で規定されている
のは、126条に規定のある「州問題に関する（両院合同）委員会」である。さ

11

下院規則は、上院規則に比して、信任問題の使用に詳細な制約を設けている。

12

例えば、Temistocle Martines et al., Diritto parlamentare, Milano:Giuffrè, 2005,

p.289.
13

1960年代末には、平均して月30本以上の法律が制定されている。
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らに、ラジオ・テレビ放送事業の一般方針策定及び監督のための両院合同委員
会はじめ、法律により、政治的・制度的に重要な任務を与えられた多くの両院
合同委員会が従来設けられてきた。これらの機関に与えられた役割に対し、法
律制定、法案に信任がかけられた場合の判断、政府に対する信任・不信任につ
いては、あくまで各院がそれぞれ権能を行使する。
（2） 議院規則上の措置
以上の憲法上の措置に対し、各議院規則には、両院での法案審議に関する若
干の制約が設けられている。これは、２で述べた各議院規則の規定が各院の自
律性を表すものであったのに対し、完全に対等な二院制の下、両院は誠実に協
働しなければならないとの憲法上の責務を具現化したものと言える。
まず、両院とも、法案の再審議の際には、もう一方の院において加えられた
修正に対してのみ議決すると定め、当該修正に直接関係する修正案、及びもう
一方の院で削除された部分を修復するための条文追加のみが認められる。最終
表決は行われるが、修正されていない条文についての議決は行われない14。つ
まり、再審議においては、法案のうち両院がすでに合意した箇所については審
議に付すことができず、相違点のみ、両院で受け入れられる案文を求めるため
に再審議されるということである。こうして、立法手続が引き延ばされる可能
性は、若干の制約を加えられている。ただし、両院が合意した規定は再審議し
ないとの原則には例外もある。一つは、立法手続が遅延し、支出のための基準
日を変える新予算が成立した場合、両院が承認したものであれ、財源に関する
規定の修正が認められる。もう一つは、立法手続中に、両院が合意した箇所に
対して大きな影響を与える憲法裁判決が出された場合にも、
修正が認められる。
次に、議長は、すでにもう一方の院に提出された法案と対象が同一か密接に
関連する法案が委員会の議事日程に記載された場合、
他方の院の議長に通知し、
14

以上の内容を規定したものとして、下院規則70条２項「先に下院が可決し、

上院から回付された法案は、下院により再審議される。下院は、最終表決の前
に、上院が加えた変更箇所及びそれに伴い提出される修正案のみについて議決
する。
」
、上院規則104条「上院が可決した法案が下院により修正されたときは、
上院は、最終表決を妨げることなく、下院の行った修正のみを審議及び議決す
る。新たな修正案は、下院が行った修正と直接関連するものに限り、これを審
議することができる。
」
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取決を結ぶよう求められている15。この取決は、類似法案について両院で並行
して手続が行われることを避けるためのもので、慣習による一般的な調整基準
によれば、先に審査開始した委員会が審査を続行することになる16。
第三に、議長は、各院の会派長会議における業務計画決定に先駆け、他方の
院の議長と適切な交渉をするよう義務付けられている。これは、他院への法案
送付のタイミングを知るためのものである17。
第四に、各議院規則は、両院の常任委員会合同での調査を認めている。一つ
は、各院の予算委員会が経済・財政計画文書を審査する際に、各院の議長の合
意を得て、合同で公聴会を開催することを定めたものである18。もう一つは、
各院の常任委員会が同一の事項について事実調査を行う場合、両院議長間の取
決に基づいて、両院から同数の議員が参加して、合同で実施可能とするもので
ある19。
15

下院規則78条「すでに上院に提出された法案と対象が同一又は密接に関連す

る法案が委員会の議事日程に記載されたときは、議長は取決を結ぶため、これ
を上院議長に通知する。
」
、上院規則51条３項「すでに下院に提出された法案と
対象が同一又は密接に関連する法案が委員会の議事日程に記載されたときは、
議長は取決を結ぶため、これを下院議長に通知する。
」
16

そのため、重要な問題については両院の委員会間で競争を生じさせ、ときに、

他院で審議中の法案の内容を、様々な内容を含み得る財政法案や緊急法律命令
修正案に取りこむことによって決着がつくこともある。
17

下院規則23条２項及び３項「本会議の業務計画は、２か月以上３か月までの

期間について、会派長会議で作成する。下院議長は、上院議長及び政府と適切
な交渉を行い、その代表者も参加する会派長会議を招集する。
（後略）
」
、上院
規則53条３項「業務計画は、２か月ごとに、上院議長により、下院議長、各常
任委員長及び特別委員長並びに政府と適切な交渉を行った後、作成され、上院
副議長及び政府代表者も参加する会派長会議の承認にかけられる。
（後略）
」
18

下院規則118条の２ ３項「経済・財政計画文書の審査開始前又は審査中に、

予算委員会は、上院の同様の常任委員会とも合同して、必要な情報を得るよう
手続を行う。この目的のために、委員会は、下院議長との合意に基づき、公聴
会の計画を決定する。
」
、上院規則125条の２ ３項「文書の審査を開始する前に、
第５常任委員会は、上院議長により、下院の対応する常任委員会とも合同して、
当該文書の計上の根拠に関する情報を得るための手続を認められる。この目的
のために、公聴会の計画は、上院議長に提出する。
」
19

下院規則144条５項「同一の事項に関する事実調査を上院も実施するときは、
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（3） 慣習上の措置
さらに、立法過程における両院間調整のための慣習上の措置として、情報収
集に係る手続の重複を避けるための両院の常任委員会の合同会議、審議調整の
ための両院の会派長会議の合同会議、通常手続か、特別手続かといった両院の
立法手続の一致のための両院議長間の協議が挙げられる20。実例として、2001
年には、ジェノヴァで開催された G8サミットでの事故を受け、調査実施のた
め両院の憲法問題委員会の合同会議が設けられている21。また、2001年憲法的
法律第３号に基づく州問題に関する委員会への州等の代表参加に係る各議院規
則改正のために設けられた両院同数の構成員からなる会議もこうした試みのひ
とつと言えよう。
（4） 小括
以上の議院規則と慣習に見られる措置の多くは、立法手続において、両院で
の審議の重複を避け、情報収集（調査）を可能な限り共同で実施すること等に
より、効率的な審議を実現しようとするものである。しかし、両院での決定自
体に対しては、その調整を図ろうとするものではない。この背景には、憲法が
あくまで立法機能のうち決定に関わる部分は各院が個別に行うことを要請して
いることが挙げられる22。それゆえ、以上の措置が議会としての意思形成に与
える影響は緩やかなものにとどまり、近年加えられた規則改正（Ⅱ１参照）も
両院関係に関しては影響を与えていないことから、現在でも、最終的に安定し
て立法を行うには、両院における多数派（それを構成する政党又は政党連合）
が一体であるしかないと考えられる。

議長は、両院の委員会が合同して活動できるよう、上院議長と適当な取決を結
ぶことができる。
」
、上院規則48条７項「同一の事項に関する事実調査を下院も
実施するときは、議長は、両院の委員会が合同して活動できるよう、下院議長
と適当な取決を結ぶことができる。
」
20

Vittorio Di Ciolo e Luigi Ciaurro, Il diritto parlamentare nella teoria e nella

pratica, quarta ed., Milano:Giuffrè, 2003, p.238.
21

Andrea Manzella, Il parlamento, terza ed., Bologna:Il Mulino, 2003, p.123.

22

根拠として、憲法72条１項「１議院に提出された法律案は、その議院規則の

0

0

0

0

定めに従い、委員会で、次いで本会議で審議される。本会議は法律案を逐条採
決し、最後に法律案全体の表決を行う。
」
（傍点筆者）
北法62（6・287）1603
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近年の立法過程とその帰結
立法過程の制度上の特色

それでは、こうした主に制度上の両院関係を念頭に置きながら、第13立法期
から現行第16立法期23までを対象に、イタリアの近年の立法過程の状況を確認
してみたい。この時期を取り上げる意味については、1993年の両院選挙法改
正24等を受け、第13立法期以降、それまでの多党制に対して２大政党連合のい
ずれかによる政権運営が行われるなど、戦後すぐの「第１共和制」から、「第
２共和制」への移行が指摘されていることがある。
なお、前提として、イタリア共和国憲法は突出した権限を有する機関のない
保障主義的な性格を有しているが、様々な解釈（運用）を可能にする素地も備
えている。立法過程に関して言えば、両院関係のほか、議会での政府法案審議
に関して政府に強い権限を与えてはいないが、多数派の状況次第では、従来か
ら迅速な法案審議が不可能なわけではなかった。実際に第１立法期（1948 ～
1953年）において、当時の首相デ・ガスペリの下、政府は多数派に対して強い
指導力を発揮し、ウェストミンスター型の議院内閣制を実現したと評されてい
る25。しかし、1971年の議院規則の全面改正をもってコンセンサス型の立法手
続がもたらされ、制度上、政府が法案審議を効率的に運営する可能性は低くなっ
た。その後、議会審議の機能不全を受け、立法過程における政府の立場は、80
年代から90年代後半の議院規則改正により、また徐々に強まっているが、それ
でもなお決定的なものとは言い難い26。

23

それぞれの期間は、第13立法期が1996年～ 2001年、第14立法期が2001年～

2006年、第15立法期が2006年～ 2008年、第16立法期が2008年～現在である。
24

1993年にそれまでの比例代表制に代えて小選挙区制中心の選挙制度が導入さ

れ、2005年には現行の多数派プレミアム付比例代表制が導入された。
25

Carlo Fusaro, “I limiti della legislazione elettorale vigente.” Roberto D’

Alimonte e Carlo Fusaro (a cura di), La legislazione elettorale italiana : come
migliorarla e perché, Bologna:Il Mulino, 2008, p.17.
26

80年代に比して、多数派の統制はある程度できるようになっている。拙稿

「イタリア議会の現状と課題」衆議院調査局編『主要各国議会の現状』2008年
pp.30-37. 参照。
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２

法律の制定状況
まず、第13立法期以降27の成立法律をいずれの院が先議したかについては、

表１のとおり、両院間で大きな差異は見られない。さらに、そのうち主要法
律28に絞っても、下院先議の比重がやや高まるものの、両院はほぼ対等と言え
る。このほか、慣習上も、予算法案が隔年で上院又は下院に提出される等、法
案先議について両院間で決定的な差があるとは言えない。
表１

第13立法期以降の成立法律の先議状況（単位：％）
第13立法期 第14立法期 第15立法期 第16立法期

全 法 律
主要法律

上院先議

55.2

48.6

52.7

43.0

下院先議

44.8

51.4

47.3

57.0

上院先議

50.0

49.1

45.5

42.7

下院先議

50.0

50.9

54.5

57.3

出典：イタリア議会サイト（http://www.parlamento.it/）のデータに基づき筆者作成

次に、法案可決までに、修正のため、どの程度両院を往復しているかについ
て、議決回数により区分すると、７～８割の法律が議会での修正なし又は先議
の院のみの修正にとどまっている（表２）。立法期ごとに幾分の差異はあるも
のの、総じて成立までに頻繁に両院を往復しているとは言えない。また、議員
提出法案より政府提出法案の方が修正の頻度は少なくなっている。ただし、後
者においても、審議に長時間を要し、両院で複数回の議決を経ている事例がな
いわけではない29。

27

第16立法期について、本報告では、原則として2008年の立法期冒頭から2011

年６月１日の法律第78号までの法律計230本を検討の対象とする。
28

ここでは、イタリア議会サイトの “Leggi maggiormente richieste（より多

く要望があった法律）
” http://www.parlamento.it/elenchileggi/43858/97144/
elencoleggi.htm を用いた。
29

例えば、第16立法期において、政府に労働関連の幅広い委任を認める2010

年法律第183号は、2008年10月に下院で１回目の可決後、計６回の議決を経て、
かつ、２年以上の審議期間をかけて成立している。
北法62（6・285）1601
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表２

第13立法期以降の成立法律の議決回数（単位：％）

第13立法期
２回
３回
４回
５回
６回

第14立法期

74.4
59.8

61.0

19.0

28.1

2.3

7.5

0.1

2.7

75.0

22.1

－

2.4

8.3

0.5

16.7

0.7

14.0

25.0

－

4.5

－

－

－

17.2
2.6
2.2
－

－
0.2

80.1
18.7

1.8

0.3
0.1

70.5

0.9

1.0

0.1

78.3
86.0

12.5

3.5

0.3
1.0

第16立法期

84.8
74.8

23.3

3.8
9.3

第15立法期

71.9
78.4

21.4
29.9

－

料

－
0.4

－

－

0.5

出典等：表１と同じ。なお、各立法期の各議決回数の上段が全法律、下段左が議員提
出法律、下段右が政府提出法律に対する数値である。

他方、法案可決に要する平均日数は、表３のとおりである。まず、ここで顕
著なのは、第15立法期と第16立法期の法案可決に要する期間の短さである。さ
らに、政府提出法案のうち、予算法案及び緊急法律命令の転換法案は、いずれ
の立法期においても、一定の短期間で成立しており、このうち前者は審議期間
に時間的制約のある特別の立法手続に拠っている30。また、その他の政府提出
法案の可決に要する期間は、これら２類型に比して長いものの、立法期を追う
ごとに短くなっている。なお、政府提出法律は、予算法律、緊急法律命令転換
法律に条約批准法律を加えた３者で、常にほぼ８割～９割を占められ、３者の
比率もほぼ一定している31。条約批准法案の所要期間については、政府提出法
案全体に比して若干長いものの、ほぼ同様の数値となっている。

30

後者（緊急法律命令の法律への転換手続）に関しては、３(1) を参照。

31

第13立法期は、予算法律2.7％・転換法律30.6％・批准法律42.5％・計75.9％、

第14立法期は、予算法律3.7％・転換法律37.1％・批准法律41.2％・計82.0％、第
15立法期は、予算法律8.1％・転換法律32.3％・批准法律41.4％・計81.8％、第16
立法期は、予算法律6.5％・転換法律37.1％・批准法律45.2％・計88.7％となって
いる。
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表３

法案可決までの平均所要期間（単位：日）
第13立法期 第14立法期 第15立法期 第16立法期

全法案

322

232

127

120

議員提出法案

500

503

183

290

政府提出法案

272

158

120

80

予算法案

63

73

79

56

緊急法律命令転換法案

41

41

35

40

予算法案及び転換法案
以外の政府提出法案

362

237

172

111

条約批准法案

289

199

182

80
出典：表１と同じ

しかし、こうした状況のみを捉え、立法が順調に行われているとは言い切れ
ない。第13立法期以降の１か月あたりの成立法律本数を見ると減少傾向にあり、
第15立法期及び第16立法期において、特に減少している（表４）
。一部は、委
任命令等の他の立法形式への移行ということも言えるが32、それでも法律の減
少は明らかである。
表４

成立法律本数の推移（単位：本）
第13立法期

第14立法期

第15立法期

第16立法期

成立法律本数

898

686

112

249

１か月あたり成立本数

14.8

11.63

4.67

6.22
出典：表１と同じ

政府提出法案33の成立率も、第15立法期は35.8％にとどまっており、立法期

32

第13立法期は、法律54.4％・委任命令22.7％・緊急法律命令12.2％・非法律化

規則10.7％、第14立法期は、法律51.9％・委任命令21.8％・緊急法律命令16.3％・
非法律化規則10.1％、第15立法期は、法律32.9％・委任命令33.5％・緊急法律
命令14.1％・非法律化規則19.4％、第16立法期（～ 2011年５月15日）は、法律
44.7％・委任命令28.3％・緊急法律命令14.8％・非法律化規則12.3％となっている。
33

法律全体に占める政府提出法律の比率は、第13立法期78.1％、第14立法期

78.6％、第15立法期88.4％、第16立法期80.9％と、８割程度を占めている。
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半ばで解散が行われたという事情はあるものの、第14立法期を同様の期間で区
切った場合の63％に比して非常に低い34。この背景としては、2005年選挙法の
初めての適用にあたり、与野党とも過剰とも言えるほど小政党を加えて政党連
合が幅広くなった結果、９党連立政権が誕生し、議院規則等においては政党連
合の凝集性を高める要素がなかったことから、多数派内部が不安定になったこ
とが指摘できる。第16立法期も、2011年４月時点で、政府提出法案の成立率は
32.8％と低くなっている。これも、発足当初「安定した多数派」が両院で形成
されたものの、議会運営等をめぐって首相と下院議長が対立し、下院議長支持
者が別会派を形成し、その後も首相の会派（政党）から、離脱者が続いている
といった与党の不安定な事情を反映していることが考えられる。
以上の状況を簡単にまとめれば、まず、制度に潜在的な両院の過度の法案修
正による審議停滞の問題は、あまり顕在化していない。むしろ、特に第15立法
期以降、法律の成立数の減少を伴った、主に政府提出法案に係る議会審議の「効
率化」が、近年の特徴と言える。そこで、こうした法案審議の効率化が、緊急
法律命令、信任問題及び最大修正案を介して、対等な二院間においてどのよう
に行われているかを次に確認したい。
３

法案審議の「効率化」

（1） 緊急法律命令
緊急法律命令は、第14立法期以降、広義の立法の15％程度を占め35、常態化
している。第13立法期に入るまでは、法律に転換されなかった場合、同様の内
容を持つ緊急法律命令を再び出すことで、実質的にそこに盛られた政策の実現
を継続的に図るという運用が見られた。しかし、この運用を違憲とした1996年
憲法裁判決第360号が出されて以降、むしろ、政府提出法案を優先的に審議さ
せる手段のない政府が、議会において緊急法律命令（及びその転換法案）に盛
34

Lorenzo Casini e Martina Conticelli, “L’attività normativa del governo nel

period giugno－novembre 2007.” Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2008/2,
p.586. なお、立法期を通しての政府提出法案成立率は、第13立法期が49.1％、第
14立法期が76.2％、第15立法期が35.8％となっている。第14立法期の数値は、同
立法期が近年において最も多数派が安定していたことをうかがわせる。
35

さらに、緊急法律命令の転換法律を合わせれば、広義の立法の約３分の１を

占めると言える。
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られた政策内容を、迅速に審議させるための手段という意味合いを強めている。
つまり、緊急かつ非常の場合の暫定措置というより、政府の重要政策をまず速
やかに実施する手段であり、議会の事後的な審議においても、憲法77条の規定
から、審議期間を実質上60日以内に制約し、迅速な審議終結を実現させている
（表３参照）。こうした運用は、緊急法律命令に、法律転換後に実施されるべき
規定が含まれていることからもうかがえる。また、Ⅰの２で触れた関係性の要
件はあるものの、緊急性の要件を必ずしも伴わない転換法律による修正ができ、
(2) で述べるように信任問題と組み合わせれば、迅速かつかなり確実に政府の
施策の実現を図ることが可能と言える。実際に、緊急法律命令の法律への転換
率は、かつての低かった時期36とは対照的に、今立法期で87.3％（第15立法期
でも72.9％）と高い。
緊急法律命令の法律転換に係る両院での審議状況を見れば、９割前後が修正
を伴って転換されている37。転換された命令を議決回数により区分すると、表
５のようになる。なお、議決回数３回以上の議決を経たものについて、下院の
議決を上院が修正するより、上院の議決を下院が修正する場合が多いのは、上
院規則にのみ「政府から上院に提出された転換法案は、いかなる場合でも、付
託から30日を超えずに最終表決がなされるよう、本会議の議事日程に登録され
る」
（78条５項）という規定があることによると考えられ、議院規則が実際の
審議に影響を及ぼしている。
表５

緊急法律命令の審議状況（単位：％）
第13立法期 第14立法期 第15立法期 第16立法期*

２回
３回以上

87.4

73

84.4

82

下院先議

1.7

5.5

3.1

4

上院先議

10.9

21.5

12.5

14

出典等：Camera dei Deputati, Rapporto sulla legislazione 各年版に基づき筆者作成。
なお、ここでの第16立法期は、2008年から2010年の間の数値である。

36

緊急法律命令が激増した第11立法期及び第12立法期における転換率は、20％

強であった。
37

2008年～ 2010年は50本中46本
（92％）
、
第15立法期は28本
（87.5％）
が修正を伴っ

て転換されている。
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（2） 信任問題
信任問題38は、原則として１条文の表決に政府の信任をかけるものである。
その際、当該条文は、優先的に表決に付され、分割及び修正はできない。信任
問題の立法期ごとの使用状況は、表６のようになっている。いずれの立法期で
も多用されており、特に第15立法期以降増加している。
表６

信任問題の使用状況（単位：回）

第13立法期

第14立法期

第15立法期

第16立法期

総数

29

46

27

39

１年あたりの平均値

5.7

9.4

13.5

12.6
出典：表１と同じ

さらに、この半数程度が、一定の内容を持った法文全体を１条に統合した修
正案（「最大修正案」）と併用されている。この併用は、後議の院で、先議の院
と同一の条文を可決させるのに有効であり、政府の政策実現のために両院調整
を図る強力な手段と言える。つまり、先議の院において、法案全体を最大修正
案として可決し、後議の院には、送付した当該案に対し、可決か否決かしか選
ばせないことが可能ということである。典型的な事例としては、2007年財政法
（2006年法律第296号）の立法過程が挙げられる。まず、同法案は下院で2006年
11月に可決され、上院に送付された。この時点では、18条970項からなる法文
であったが、上院の審議に際し、政府はその内容を見直すとともに１条1364
項39に統合する修正案を出し、同年12月、信任をかけて可決させた。続いて、

38

下院規則116条２項「政府が１条の維持に関し信任問題を提起するときは、

提出されているすべての修正案が説明された後、同条に関し表決を採る。議院
の採決が是であるときは、同条は可決され、すべての修正案は否決されたもの
とみなされる。
（中略）法案が１条のみから成るときは、政府は、同条に関し
信任問題を提起することができる。ただし、法案の最終表決は行うものとす
る。
」
、上院規則161条４項「上院規則修正案及び一般的に上院の内部運営に係
る事項についての修正案に関し、
政府は、
信任問題を提起することができない。
」
なお、1971年の規則改正以前は慣習として行われており、現在の運用も（特に
上院では）それに拠るところが大きい。
39

なお、第15立法期における下院の最大修正案は、１条平均320項からなるも
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同一条文を下院でも信任をかけることにより可決、成立させている。ただし、
現立法期の政府提出法案を見れば、犯罪捜査のための通信傍受をプライバシー
保護等を目的として現行より制限する下院提出法案第1415号40のように、両院
で信任問題を用いたにもかかわらず、未だ成立していない事例も、例外的では
あれ、あることから、現在の政府による統制も絶対的なものではなく、権限が
対等な二院制の立法過程における政府の力の限界も示されている。
また、信任問題の対象となる法律形式は、緊急法律命令の転換法案が多い41。
特に第13立法期は、1996年最高裁判決第360号により緊急法律命令の同一内容
による出し直しが禁じられたことを受け、1996年から1997年に使用が集中して
いる。その後も、第14立法期では信任問題により成立した27本中17本（63.0％）
、
同 様 に、 第15立 法 期 で は13本 中 ９ 本（69.2 ％）、 第16立 法 期 で は22本 中19本
（86.4％）と転換法案の比率が高まっている。
４

小括
以上をまとめれば、近年、その本来の性質上、効率的とは言えない通常の立

法過程に対し、安定を欠いた多数派（政府）は、その本質の合理化ではなく、
緊急法律命令、信任問題及び最大修正案といった幅広い
（制度から慣習に至る）
手段の過剰ともいえる使用によって、迅速な政策の実現を一定程度果たしてき
た。同時に、通常の法律は、その数及び内容の面で限定的なものとなり、審議
の短縮をもたらしている。特に直近２立法期の状況は、広義の立法における政
府の優位と、多数派を構成する政党連合の凝集性が弱いか、又は過半数の議席

のであった。
40

この法案は、2008年６月に下院に提出され、2009年６月にまず、下院で信任

問題と最大修正案を併用して可決された。続いて、上院でも2010年６月、信任
問題により可決されたが、それに先立ち政府は下院案の修正を行った。そのた
め、現在は、この修正後の法文の下院による議決待ちとなっている。なお、内
容については、スキャンダルの多いベルルスコーニ現首相を擁護するための法
案との批判もある。詳細は、拙稿「海外法律情報イタリア－通信傍受（盗聴）
法制の見直し」
『ジュリスト』1399号（2010年４月15日）p.53参照。
41

この主な理由としては、他の法案類型に比して、審議のための時間が限られ

ていることが考えられる。なお、転換法案は、通常、添付の修正を伴って法律
転換される旨や施行日等を定めた１条からなる法案である。
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を占め難い場合において、狭義の立法を充実させることの困難をあらためて示
したものではないか。そこでは、対等な二院制ゆえの制約も示されている。他
方、議会の立場からしても、その立法機能が十分に発揮されているとは言い難
い42。立法技術上、最大修正案等の使用に関しては、審議不足による法律内部
の整合性のなさを指摘する声もある。そして、広義の立法において政府が重要
性を増し、選挙法及び議院規則改正等により、以前に比べれば多数派に対し政
府の地位が強まって統制ができるようになったことを反映して、対等な「両院
間の」法案調整より、現在では、一定程度政府優位の「議会・政府間の」法案
調整が焦点になっていると考えられる。

Ⅲ
１

近年における二院制見直しの議論
組織と立法手続

さて、こうした立法過程の状況は、二院制及び上院の見直しの議論とも深く
結び付いている。憲法は、二院制を組織と手続の面から規定しており、後者は、
自律した権限を持つ両院により、立法手続が統合的に行われることを定めてい
る。
そこで、対等で差異のない二院制自体を見直すのであれば、憲法改正を介し
た、各院が扱う対象（分野）や機能（例えば、立法と統制）の差異化か、権限
の差異化（例えば、一院の優越）が必要となる。また、一院の優越と民主的正
当性の関係を考えれば、上院の位置付けを見直すことも考えられる。二院制自
体の見直しではなく、二院制内部の見直しということであれば、まさに従来、
Ⅰの３で述べたとおり、各院がその手続に従って自律的に決定を下すことを保
障しながら、調査や審査の局面において両院間の無駄な重複を省き、決定手続
の合理化を図ることが進められてきた。
戦後イタリアにおいても、二院制自体の見直しは長く議論されてきたが、そ

42

ただし、政府が提出した「裁判期間短縮法案」
（上院提出法案第1880号）の

ように、まさに首相の利害に直結する法案であっても、議会での審議により、
法案の通称にも使用されていた「裁判期間短縮」の内容がなくなり、前科のな
い被告について刑事事件の時効期間を短縮するものに修正されるというよう
に、審議の重要性を示す事例はもちろん多くある。
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の内容は、Ⅰの１で触れた憲法制定会議での議論と重なるものであった。大き
く分ければ、一院制を基礎にして州や経済団体・職業別団体の利益を代表する
ような諮問機関を設けて調整するもの、上院を州代表とするもののほか、上院
を専門家の院とするものもあった。逆に、1985年の制度改革両院合同委員会の
提案のように、両院の政治的正当性や構成には触れず、
機能の差異化を図る（立
法機能を下院に、政府統制機能を上院に与える）というのは新しいものと言え
る。そして、様々な上院改革案の中で、1970年の通常州設置と、1990年代後半
以降の連邦制的要素も含めた地方分権改革43を通して、州代表として上院を再
構成するという立場が、最も有力なものとなった。
２

第14立法期－2005年憲法改正案
こうした流れを受けて、2006年６月の国民投票で否決されたものの、2005年

11月に議会で可決された憲法改正案は、上院を「連邦上院」に改め、議会の組
織と立法手続に州を制度的に参加させようとするものであった。その上院改革
案を、まず、組織について見れば、連邦上院は、従来どおり、州を基礎として
普通・直接選挙で選ばれるが、その時期は各州議会選挙と同時とされていた。
また、議員定数を現行の315名から252名に減らす一方、各州に最低限配分され
る定数は、一部を除き、７名から６名へとほぼ維持されたことから、その人口
に比例しない定数の割合は41％から51.2％に増加することになっていた。上院
議員の選挙権及び被選挙権年齢についても下院と同一と改めており、終身上院
議員の規定を終身下院議員と改めることとあわせ、各院の権能の見直し（連邦
上院は、政府綱領の承認及び政府の信任に関われず、政府との信任関係がなく
なっている代わり、解散もない）とひとまず平仄が合っている。
立法手続に関しては、まず、いずれかの院に優越を与え、本質的には一院の
みの議決で成立する法案と、両院の議決で成立する法案とに区分している。前
者は、法案の可決について優越する院に対し、他方の院は、30日以内に修正を
提案することができるが、それを承認するかどうかは優越する院に委ねられて
いる。後者は、両院で意見の一致を見ない場合、両院議長により招集される両
院同数の議員（30名）からなる委員会に同意を探る手続が委ねられる。また、
43

具体的には、国家行政機能の大幅な州等への移譲、州知事の公選化、財政自

治権の拡大、州の立法権強化等が挙げられる。
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上院が優越する法案であっても、政府綱領の実施に修正が不可欠であると政府
が判断した場合には、下院議員の過半数による可決で修正することができる。
また、表決権はないものの、上院規則に定める方式により、州及び地方公共団
体の代表者は連邦上院の活動に参加することが認められている。
しかし、州議会選挙と同時という程度で「連邦」上院議員の選出方法として
十分であるか、ひいては、選出方法と、立法機能の分割、信任関係からの上院
の排除等の権能のあり方との間に整合性がとれているかには疑問が残る。これ
に対して、現在の国民の代表たる上院に州政府又は州議会の代表を一部加える
ことや、すでに存在する州知事会議、国家－州会議、州問題に関する委員会と
いった組織を強化することで立法過程に州の利害を取り入れることが、上院が
地域の利益を代表するより現実的な手法として指摘されている。憲法裁判所の
近年の判決でも、2001年憲法改正による国と州の間での立法権限分割の見直し
を踏まえ、州の権限に関わる事項について国家－州会議の事前同意を得る手続
を欠いているとして委任命令の一部を違憲としたものがある（2005年憲法裁判
決第285号）。
３

第15立法期－2007年ヴィオランテ案
2007年には、下院に提出された複数の関連法案を統合した憲法改正案（いわ

ゆる「ヴィオランテ案」44）が、下院憲法問題委員会で可決されている。同案は、
上院議員を、州及び地方公共団体の議会により、その構成員から、一部を除き
州の人口に比例して選出されるものとした45。また、首相への信任は下院のみ
が行使すると定め、上院は解散もない。
立法手続に関しては、理由書によれば navette の発生の制限も念頭において、
新たに４つの類型に区分している。第１類型においては、現在と同様、下院と
上院が共同して立法を行い、両院の権限は対等である。ただし、この手続が適

44

当時の下院憲法問題委員会委員長であったルチアーノ・ヴィオランテの名前

に因む。
45

その結果、2001年の国勢調査に基づいて計算すると、計180議席と大きく

減少する。Camera dei Deputati, Modificazione di articoli della Parte seconda
della Costituzione P.d.l. cost. 553 e abb.-A. Documentazione per l’Assemblea.
n.150/2. 2007.
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用されるのは、憲法改正法律、選挙関連法律、政府の組織に関する法律、地方
公共団体の基本的権能に関する法律等、一部の重要法律案に限定されている。
第２類型は、下院が先議し可決した法案に対して、上院は、30日以内に上院議
員の５分の１の要求により、修正を求めることができるが、当該修正の最終的
な承認は下院が行うという下院優位の手続である。第３類型は、第２類型にお
いて、上院の修正が憲法118条２項及び３項並びに119条３項、５項及び６項の
規定に関わるもの、つまり、州の利益に関わるものであった場合、その修正を
下院がさらに修正又は否決するには下院議員の過半数による賛成が必要とする
ものである。第４類型は、上院に先議権があるが、最終的に下院が議決するも
ので、憲法117条３項に規定する国と州の間の競合的立法事項に係る基本原則
を定めるための立法を想定している。具体的に対象となる法案は、両院議長の
同意によって決められ、まず上院に付託される。上院で修正も含め可決された
法案は、下院に送付され、最終的に議決される。ここでも修正は可能だが、下
院議員の過半数による賛成が必要とされている。このように、現状及び2005年
憲法改正案に比べれば、全般に下院の優越を認めるものだが、第１類型につい
ては、上院の権限は下院と対等となっている46。このほか、
「政府は、議院規則
に定められた期限及び方式に従い、法案が各院の審議日程に優先的に登録され、
所定の期日までに投票されるよう求めることができる。期限は、いかなる場合
でも、法案の適切な審議を可能にするものでなければならない」という条項を
加え、政府の立法手続における立場を強化しようとしていた。
４

第16立法期における動向
現行第16立法期においても、二院制の見直しを含む憲法改正は、当初から議

論されてきた47。与野党を問わず、審議の遅滞及び重複を避けるために対等な
二院制を見直して、両院の権限を異なったものとし、上院に地域代表の院とし
ての役割を付与することについては、一定の合意がなされていると言ってよい。

46

以上の類型の対象に関しては、地域代表たる上院との関係で必ずしも妥当で

ないとの指摘がある。Luca Castelli, Il Senato delle autonomie- ragioni, modelli,
vicende, Assago:CEDAM, 2010. p.278.
47

下院議長の就任演説や新政府の綱領において、対等な二院制の見直しに対す

る言及が見られる。
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ここには、州の権限強化という視点から、2001年の憲法改正で未完に終わって
いる州代表の国会への参加48を実現させるといった意味合いも含まれている。
両院の憲法問題委員会による調査49でも、navette の問題が取り上げられ、従来、
いくつかの法案が一種の両院協議会の設置といった解決方法を模索している旨
指摘されている。ただ、政府は、2011年４月、司法組織及び裁判に関する憲法
第２部第４章の改正案を提出したものの、二院制の見直し案については提出に
至っていない50。
これに対して、野党「中道連合」から提出され、2008年６月から上院の憲法
問題委員会で審査が開始されている二院制の見直し案（上院提出法案第24号）
は、その方向を一部異にしており、これまで述べた法案と違って立法手続の見
直しには触れていない。つまり、両院間の権限分割には触れず、両院ともに直
接選挙とすることで両院間の対等性は存続させようとしている。理由書におい
ても、イタリアの立法過程は長いものでなく、一院制諸国より良識ある立法を
保障しているとして、完全に対等な二院制を見直す必要はないとしているとこ
ろに特色がある。他方、上院議員の選出方法を見直して、地域代表の側面を強
調しようとしている。上院議員は、各州において州議会選挙と同時に、国法で
定める基本原則の枠内で、各州法の定めに基づき、普通・直接選挙により選出
される。これは、理由書によれば、ドイツ・オーストリア型の州政府又は州議
48
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2001年憲法的法律第３号11条は、国会について規定した憲法第２部第１章が
0

0

0

0

0

0

改正されるまで、各議院規則により、州問題に関する委員会への州等の代表の
参加を定めることができると規定している。
（傍点筆者）
49

「共和国の組織に関する憲法改正手続」に関するもので、2010年６月に開始

された。
50

報告後の2011年10月、政府は、国会議員の定数削減、連邦上院の設置、政府

（首相）の強化を柱とする憲法改正案を提出した。その内容で、本報告に関す
るものとしては、①上院議員定数及び各州に最低限配分される定数をそれぞれ、
250名、一部を除いて５名とする、②上院の選挙制度を大きく見直さず、上院
と政府の間に信任関係を残す、③州等の代表者が表決権を持って上院の活動に
参加する、④立法手続において、憲法改正案等については両院が対等な権限を
有し、若干の例外はあるものの国の専属立法事項に係る立法は下院が、国と州
の競合的立法事項等に係る立法は上院が優越する、⑤政府提出法案の審議に関
し、審議時間に上限を設け、政府の要望に基づいて審議順位が定められること
が挙げられる。
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会による間接選挙ではなく、スイス型の直接選挙を採用したと説明されている。
ただし、上院議員定数及び各州に最低限配分される定数は削減されており、前
者は240名、後者は、一部を除いて、５名とされている。また、連邦上院は、
政治及び国の立法に対する州の参加を促進するために、州を代表することとし
ている。そして、上院議員と州の結び付きを強めるべく、選挙制度を州法で定
めることに加え、発言権と報告義務を持って州議会に参加できると定めている
（表決権はなし）。
５

小括
以上の改正案を通じて見えてくる論点は、①地域代表の院という性格を上院

議員選出方法等により、あらためてどう担保するか、②当該選出方法に見合っ
た上院の機能・権限を下院との関係でどう整理するか、③とりわけ立法手続に
関して、現行制度をどのように評価し、上院の性格を踏まえて見直すか（上院
の権限を限定するか）という３点である。さらに、立法手続の評価は、Ⅱでも
確認したとおり、政府の権限見直しとも密接に関わってくる。この側面に関し
て、2005年憲法改正案やヴィオランテ案は、政府の権限強化もあわせて意図さ
れているが、これは議院規則改正等、イタリアの近年の大きな潮流に沿ったも
のと言えよう。なお、各改正案には提出者の立場が色濃く反映されている点も、
検討の際に考慮する必要があろう。

おわりに
立法手続上の両院関係をめぐるイタリアの現行制度・慣習は、両院間で決定
を直接調整しようとするものではなく、両院の調査・審議の重複を可能な限り
避けることで、効率性を高めようとするにとどまる。そのため、その制約は緩
やかであり、権限が対等な二院間で安定して立法を行うには、本来、両院にお
ける多数派が一体であるしかないと考えられる。実際にも、選挙制度等により
構成を同様にするための調整が行われてきた。しかし、それは両院での審議を
0

0

相似させることであっても、多数派内部の一体性を保障するものではなかった
から、多数派（政府）は、迅速な政策実現のために、近年、緊急法律命令、信
任問題、最大修正案等への依存を強めている。この選択は、議会審議の「効率
化」とともに、狭義の立法の数及び内容の面での後退をもたらした。ただし、
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各院の自律性・対等性は最終的に縛られておらず、実際の立法にも影響を及ぼ
している。そして、広義の立法における政府の重要性・地位の高まりから、立
法手続上、両院間調整より、議会・政府間調整が現在の焦点になっている。こ
うした状況の中、地方分権の潮流とともに、立法手続の見直しは、上院の地域
を代表する院への改組とともに、憲法改正の主要テーマとなっている。現行の
立法手続は、制度上（また元来の理念上）、合理的・効率的とは必ずしも言えず、
他方、本来審議を尽くすことが存在理由であるはずの現行二院制と現在の運用
を考え合わせれば、立法手続ひいては二院制自体の見直しは不可避であろう。
しかし、上院組織の見直し及び本質的な意味での効率向上を目指す立法手続の
見直しを、上院議員選出方法及び下院との機能・権限分割により、どう具体的
に整合性をもって実現するかは、議論の途上にあると言える。また、立法過程
における政府権限の弱さを立法の非効率性の一因として、その強化を議論する
ことも現状にかんがみれば一定の説得力を有している。
（なお、報告中意見にわたる部分は、筆者の私見である。
）
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＊ 本稿は、科学研究費補助金基盤研究 (A)「二院制の比較立法過程論的研究」
（課題番号21243003：研究代表者・岡田信弘）に基づき、2011年９月１日～
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〈北大刑事法研究会報告〉

韓国での社会変化にともなう刑事立法の
「予防指向性」の動向とその展望
── 刑法、刑事訴訟法、秩序違反法での
新しい制度の導入と展開を契機に ──

趙

炳

宣

Ｉ．序論
韓国社会はダイナミックに変動しており、それに伴って刑法もダイナミック
に変化している。刑事立法は刑法においてだけではなく、刑事訴訟法と秩序違
反法においても活発であり、それぞれの領域で新しく導入された諸法律につい
ての個別的な分析も必要であるが、刑事立法全体を一括して分析の対象とし
「刑
事立法政策」の動向を把握することによって将来刑事司法が進む道を展望する
多少巨視的な分析も必要な時期になったと考える。1そこで個別的な論点よりは
刑事立法の動向を巨視的に一括しながら、その社会的背景を土台に立法動向の
特徴を提示しようと思う。以下では刑事立法の動向を概略的に刑法、刑事訴訟
法、秩序違反法の分野別（但し、ここで言う「分野」とは明確な基準に従った

1

この論文では主に2000年代以後最近までの刑法、刑事訴訟法、その他特別法

の改正を扱う。２次大戦以後韓国が大韓民国政府を樹立した後2000年以前ま
での刑事立法に対しは筆者がすでに日本に紹介したことがある。趙炳宣（Cho,
Byung-Sun）
「韓国刑事法の生成と展開 - 韓国刑事司法制度入門 -」姫路法学（姫
路独協大学法学部）第27・28合併号（1999）
，89-120 参照。
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分類というよりは刑事立法の動向を簡単に眺望できる程度の多少恣意的なもの
にすぎない）に検討し、まず刑法の領域（II）で様々な新しい保安処分を導入
して保安処分の機能を強化する傾向（II の A）、次に刑事処罰を強化する重罰
化の傾向（II の B）、刑事訴訟法の領域（III）で2007年の全面改正と同じよう
に適正手続を強化する傾向（III の A）、国民参加裁判の導入（III の B）、新し
く設置された量刑委員会による量刑基準の導入（III の C）
、最近2010年12月立
法予告された司法協力者訴追免除、重要参考人出席義務制、司法妨害罪、被害
者参加制、映像録画の証拠能力（III の D）、両罰規定の違憲決定による改正（IV
の A）と非犯罪化の目的と軽微な違反行為に対する効率的な規制を企てるた
めに導入された秩序違反行為規制法（IV の B）に関して簡略に紹介する。そ
の後、そうした刑事立法に看て取れる刑事政策的特徴を筆者は「予防刑法の台
頭」と把握している。韓国では最近活発に多様な新しい刑事立法が行われ、刑
事政策においても立法がそれ自体で終わってはおらず、その立法背景となった
ダイナミックな社会変動と世論を土台に刑事司法実務全般にも「予防刑法的思
考方式」が拡散しているからである。このように立法と判例の傾向を網羅した
予防刑法的思考の拡散の前兆に対し、筆者は刑事司法の進む道を簡略ではある
が展望しつつ結論に代えようと思う（V）。

Ⅱ．刑法改正の動向：保安処分の強化および重罰化
Ａ．保安処分の強化
１．出発点：保護監護の廃止が予防刑法に及ぼした影響
刑法はそもそも犯罪予防に寄与するものであるが、狭い意味での予防刑法の
いわゆる「保安処分」は、1980年「（旧）社会保護法」によって導入された。2
特に保安監護処分は南北関係の特殊性により積極的に活用された。北朝鮮の共
産主義に従う未転向思想犯を社会から隔離するのに重要な役割を担ったが、当
時の独裁政権と関連して濫用の虞れが指摘されていた。このように常にその正
統性論議にまきこまれたことによって、1920年初期フランツ フォン リスト

2

韓国での保安処分の歴史に対し詳細には、趙炳宣（Cho, Byung-Sun）
「韓国刑

事法の生成と展開 - 韓国刑事司法制度入門 -」姫路法学（姫路独協大学法学部）
第27・28合併号（1999）
，98-100 参照。
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（Franz von Liszt）説に代表される「近代学派」の果実である保安処分は韓国
ではかなり否定的な印象を残すことになった。以来、ずっと廃止されるべき悪
法であるとの指摘がなされ続け、2005年８月にこの社会保護法が廃止となり、
新しい法律によって保安処分は保護観察などのみを残して韓国の刑事制裁の目
録から消えることになった。社会保護法廃止法（2005.８.４）は、社会保護法
が廃止されても経過規定を置いて、この法の廃止以前にすでに裁判所から保護
監護を宣告された者にはそのまま保護監護を執行するようにした。2010年３月
16日までの統計を見れば、まだ87人が保護監護執行中で、197人が刑期の未終
了で保護監護の執行を待っているところである。
しかし他方、思想犯を除いた重犯罪者に対し保護監護を通じて社会安全を維
持した経験があったために、社会安全に対する要求は不安感により増幅された。
かつて民主化を要求した市民社会が保護監護の廃止を要求した状況に類似し
て、犯罪の凶暴化に対する安全対策を要求する声が市民社会に大きくなること
になったのである。特に保守指向の政権になった後、予防刑法の合理的な刑事
政策だった保護監護がなくなった空席を政府は概して刑罰の強化や電子監視制
度を通じて満たそうと考えた。また刑罰の強化は伝統的な強力犯罪の分野だけ
で終わらず、国家の刑事的介入を連鎖的に経済分野やサイバー空間、生命倫理
分野などにおいても拡大させるという結果をもたらした。このような刑事立法
の動向には必ずしも否定的な側面しかないというわけではなく、かつて非民主
的に獲得された政権がその正統性論議のせいで時代的必要性にもかかわらずあ
えて介入することができなかった現代社会の新しい分野に適切な刑事政策を樹
立したという肯定的側面もある。しかし専門家もフォローすることが困難なほ
どの活発な刑法改正は十分な議論を経て時代的要請に対応したものになってい
るのか、特に保護されなければならない私的領域に行き過ぎた刑事的介入がな
されているのではないのか、という点について憂慮が表明されている。以下で
はそれぞれの分野別に検討しようと思う。
２．保護監護の再導入の論議および治療監護法の改正
最近、凶暴な連鎖殺人犯、性暴力殺人犯、児童性暴力犯に衝撃を受けた韓国
社会がそうした社会の敵に対して安全を要求する雰囲気を背景に保護監護を復
活させようとする動きが生じた。2007年前後に法務部傘下に刑法改正委員会が
発足して以来、法務部長官が報道機関とのインタビューで「検討する」という
［291］
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発言を繰り返すうちに法務部の保護監護案が具体化（
「保護収容」と名称変更）
され3、これに伴って、国立研究機関の韓国刑事政策研究院および学界における
議論も活発になっている。4この保護監護制度廃止後５年ぶりの再導入論議に
は、５年前とは異なる点がある。５年前当時には保護監護制度は累犯および常
習犯の加重という行為者刑法的要素と重複的に規定されていたが、最近再導入
が論議されている保護監護は責任原則をより徹底的に守るという意味で原則的
に累犯および常習犯の加重規定を廃止することを前提としていて、その要件だ
けではなく執行方法においても刑罰の執行とは差別化されることが要求されて
いる。かつて1920年代ドイツでも刑罰と保安監護とは執行上差がないので両者
の区別は「レッテル詐欺」にすぎないという批判があったという点5が韓国で
再び注目されているのである。なぜなら韓国でも以前から保護監護と刑罰には
執行上の差がないので一事不理の原則に反するという批判があったからであ
る。しかし韓国の憲法裁判所は保護監護制度の合憲性を認めている。憲法裁判
所は「保護監護処分は刑罰と似ているが、再犯の危険性があって特殊な教育改
善が必要だと認められる者に対し社会復帰を促進して社会を保護するための保
安処分であって、憲法第12条第１項に根拠を有し、その本質と目的および機能
において刑罰とは違った独自の意義を持った社会保護的処分であるから、刑と
保護監護を併科して宣告するからといって一事不再理原則に背くということは
できない」
（95헌바20等）として、一貫して合憲であると判示している。したがっ
3

2010年３月16日の法務部報道資料によれば刑法に保護監護を再導入する刑法

改正案は2010年10月12日まで国会に提出されることになっているが、この計画
は実現されることができなかった。しかし2010年10月いよいよ刑法改正案を外
部に公表したし、2011年１月には国会に提出すると発表されている。
4

강우예（Kang, U-Ye）/ 박학모（Pak, Hak-Mo）
『刑法改正研究（IV）
：保安

処分制度の整備方案』韓国刑事政策研究院、
2009；김성돈（Kim, Seong-Don）
「責
任刑法の危機と予防刑法の限界」刑事法研究 第22巻 第３号（2010）
，
12等など。
5

本来ドイツの1909年草案には保安監護代わりに累犯加重規定があったが、

1919年草案に保安監護が提示された。リストが保安処分よりは不定期刑によ
る「目的刑（Zweckstrafe）
」を擁護したし、コールラウシュ（Kohlrausch）も
保安監護をレッテル詐欺としつつ不定期刑を擁護した。また、ラートブルッフ
（Radbruch）も1919年草案では保安監護に賛成したが、このようなリスト学派
の影響で1922年草案では不定期刑に賛成した。詳細は、Kohlrausch, ZStW 44
(1924), 33 ff。
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て「社会保護法廃止法律」が廃止以前に裁判所からすでに保護監護を宣告され
た者に対し従来通り保護監護を執行するように規定したことに対しても一貫し
て合憲決定を下した。ただし、廃止された社会保護法第５条第１項に対しては、
「前科や監護処分を宣告された事実などがあれば再犯の危険性の有無にかかわ
らず、必ず保護監護を宣告するようにしていて違憲である」｛88헌가5,8,89헌가
44（併合）｝と判示した事例もあるが、憲法裁判所は保護監護制度それ自体は
合憲であることを前提にしている。法務部はこのような憲法裁判所の決定に自
信感を持って、2010年10月には保護収容（保護監護の名称変更）を累犯および
常習犯の加重規定を廃止するのを前提に導入する刑法改正案を公表し、2011年
１月にはいよいよ国会に提出する予定である。これに対し大韓弁護士協会
（Korean Bar Association）は、2010年12月26日法務部に反対意見書を公式に
提出した。大韓弁護士協会は、保護監護制は、刑期を満たした犯罪者を監護所
に再受容することになって二重処罰および違憲の可能性ためにすでに2005年に
廃止された制度であるとして、現在も状況が変わっていないと主張するなど論
争が続いている。
このような保護監護制度の正当性に対する激しい論難とは違って治療監護制
度はその正当性自体に対する疑念が提起されることはなかったし、現在も徐々
に拡大していきつつある。韓国で治療監護制度は2005年に保安処分の基本法で
あった社会保護法が廃止されることによりその根拠を失ったが、同法に換えて
別途、治療監護法6が制定された。心神障害者や麻薬中毒者、アルコール中毒者、
その他薬物中毒者に対する治療監護が規定されたが、2008年６月13日（法律第
9111号 ） と2010年 ４ 月15日（ 法 律 第10258号 ） の 改 正 を 経 て 精 神 性 的
（psychosexual）性犯罪者が追加された。2008年改正では小児性嗜好症、性的
加虐症など性的性癖がある精神性的障害者が追加されたが、2010年の改正では
その対象となる法律と各条条文に具体的に言及して、事実上刑法と特別刑法上
のほとんどすべての性犯罪者が追加された。治療監護法に初めて性犯罪者が追
加された2008年６月の改正以後2009年５月５日までの法務部の資料によれば、
すでに総数51名の性暴行犯罪者に対し精神鑑定が依頼されたし、これらの中の
５人が精神性的障害であることが判明して治療監護所の性暴行治療リハビリセ

6

法律 第7655号 2005.８.４. 制定。
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7
ンターで認知行動治療、薬品治療、職業能力リハビリ訓練などを受け始めた。

しかし、治療監護法は治療監護と刑が並科された場合、治療監護を先に執行し、
これを刑の執行期間に算入させるようにしていたので、刑の執行を終えて出所
する時点で万が一精神疾患が再発した場合には性犯罪の再犯を防止するという
治療監護の目的に反するという批判に基づいて、新たな改正案が2010年４月20
日国会に提出された。この改正案は治療監護と刑が並科された場合、性的性癖
がある者については刑が終了するか免除を受けた後に治療監護を執行するよう
にして治療効果を極大化させて性犯罪の再犯防止に万全を期するようにしてい
る。8この改正案はまだ論議中である。
３．遺伝子データバンク制度
予防刑法の機能を補完するための対策の一つとして2010年１月25日「DNA
身元確認情報の利用および保護に関する法律」が導入された。9この法律は再犯
の危険性が高い凶悪犯の身元確認情報を一時的でなく別に長期間データベース
化する方式で管理して資料として活用するように規定している。無罪推定の原
則との衝突を考慮して再犯の危険性が高い11個の類型の重大な犯罪だけを対象
にするが、犯罪者の個別事情を考慮せず、いわゆる「類型的危険性」だけを要
件に DNA ファイルを貯蔵するようにした点で批判を受けている。韓国の憲法
裁判所は、いわゆる「個人情報自己決定権」を憲法に明示されていない基本
権10であると認定しているから、「法律の留保」に該当する上、この法律は過
剰禁止に牴触するのではないかという点が十分に検討されていないという批判
を受けているのである。特に相当部分が大統領令による該当委員会への委任事
項となっているという点が批判の対象となる。この法律は最初に1996年「遺伝
子データバンク設立に関する法律案」の草案が用意されてから15年間の陣痛を
経て2010年に立法された。この法律の基礎になった「2006年の草案」に比べて

7

法務部 報道資料 2009.５.６. 参照。

8

これに関して詳細には、장규원（Chang, Gyu-Won）
「治療監護法改正議論に

対する考察」比較刑事法研究 第12巻 第１号（2010）
，203-212参照。
9

立法過程に対し詳細には、신양균（Shin, Yang-Gyun）
「遺伝子情報銀行制度

と人権」刑事法研究 第22巻 第３号（2010）
，62-64参照。
10

憲法裁判所 決定 2005.５.26, 99헌마513/2004헌마190（併合）
。
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現行法は一般に人権侵害の要素が相当部分除去されたと評価されているが11、
果たして、特定犯罪の予防と鎮圧のために遺伝子情報バンクという国家の監視
12
体系を設けることが許されるのかを巡る根本的論争は収まってはいない。
し

かし法務部は人権侵害の憂慮が大きいという批判に対して立法による期待効果
が大きいと反駁している。まず殺人、強姦等凶悪犯の早期検挙で更なる被害者
を量産するのを防止することができるし、DNA の優れた犯人識別力ために犯
人にとって更なる犯行を自制させることによって犯罪を予防する卓越した効果
があり、一方、誣告された捜査対象者を早期に排除でき、既存の受刑者ら誤っ
て有罪判決を受けた者の寃罪を晴らさせることができるので、かえって国民の
人権保護に大きく寄与する制度であると主張している。
４．特定犯罪者に対する電子装置の装着
性暴力犯罪者に対する電子装置の装着を規定した「特定性犯罪者に対する位
置追跡電子装置装着に関する法律」は、2007年４月27日制定されたが、直後の
2008年６月13日一部改正によって装着期間を５年から10年に延長した上、遵守
事項違反に対する刑事罰を導入して2008年９月１日から施行された。また2009
年５月８日の改正を通じて性犯罪者その他にも未成年者を対象にした誘拐犯で
その対象を拡大し（法律名も「特定犯罪者に対する位置追跡電子装置装着など
に関する法律」に変更された）、他の強力犯罪にも拡大することが議論され、
2010年４月15日殺人罪まで追加された。裁判所から装着命令を宣告された者は
同時に「保護観察などに関する法律」に伴う保護観察の適用を受けることにな
る。装着期間は法定刑の上限が死刑または無期懲役の特定犯罪の場合、10年以
上30年以下、法定刑中懲役刑の下限が３年以上の有期懲役の特定犯罪の場合に
は３年以上20年以下、法定刑中懲役刑の下限が３年未満の有期懲役の特定犯罪
の場合には１年以上10年以下となる。また、犯罪被害者が13才未満の場合には

11

신양균（Shin, Yang-Gyun）
「遺伝子情報銀行制度と人権」刑事法研究 第22巻

第３号（2010）
，81。
12

このような論争に対し김혜경（Kim, Hye-Gyeong）
「遺伝子情報収集の立法

目的の正当性」刑事法研究 第22巻 第３号（2010）
，253；이승환（Lee, SungHwan）
「犯罪者 DNA データベースの理論と国際現況」刑事法の新動向 第18号
（2009）
，157等参照。
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装着期間の下限が２倍に増える。特定犯罪については、経過規定を置いてこの
法律施行以前の犯罪者（対象件数約6,900件余り）に対しても遡及して適用す
るようにしたことにより（問題になった部分は法律施行以前に判決を受けて刑
が執行中であるか出所して３年にならない性暴力犯罪者に電子アンクレットを
装着させるようにした電子アンクレット法付則第２条第１項）遡及効禁止の原
則に抵触するという批判を受けたりもした。足首に電子感応装置を装着するこ
とを捉えて「電子アンクレット」とも呼ばれるこの制度は一般に保安処分の一
つと理解されているが13、刑罰と見ることができるとする見解14もある。刑罰と
見ることになれば遡及効禁止の原則に直接抵触するので違憲ではないかが問題
になるが15、2010年８月31日清州地方法院忠州地院刑事合議１部が憲法裁判所
に同法附則第２条第１項に対する違憲審査を申請し、2010年12月９日憲法裁判
所で初公開弁論があった。違憲性の有無に関する憲法裁判所の手続は現在進行
中である。
2010年２月、この制度を施行して以来初めて電子アンクレットを毀損して逃
走した事件が発生したが16、管轄保護観察所では毀損事実および余罪の存否を
確認した後、毀損事実に対して刑事告発を行い、仮釈放の取り消しを申請した。

13

詳細には、박혜진（Pak, Hye-Jin）
「いわゆる電子装置装着法に対する批判的

考察」刑事政策 第20巻 第２号（2008）
，235参照。
14

いわゆる「正義モデル（Justice Model）
」の観点で刑罰と見る。최정학（Choi,

Jeong-Hak）
「電子監視制度の導入に関する研究」
刑事政策 第19巻 第２号
（2007）
，
366；최인섭（Choi, In-Seop）/ 진수명（Chin, Su-Myeong）
『保護観察制度の成
人犯拡大実施のための予備研究』韓国刑事政策研究院（1997）
，36-38参照。
15

大法院は保安処分の場合には刑罰不遡及の原則が適用されないとした：
「大

法院 判決 1997.６.13. 宣告 97도703」は「... 保護観察は刑罰でなく保安処分の
性格を持つこととして、過去の不法に対する責任に基づく制裁ではなく将来の
危険性から行為者を保護して社会を防衛するための合目的的な措置なのであっ
て、それに関する規定が常に行為以前に規定されていなければならない訳では
なく、裁判時の規定によって保護観察を受けることを命じることができると見
なければならないことで ...（後略）
」としている。参考で憲法裁判所判例中でも
保安処分に対して刑罰不遡及の原則を適用するべきだと見た「憲法裁判所 決定
88헌가5，89헌가44」等の判例があるが、これはすでに廃止なった保護監護制
度に関する判決である。
16

法務部報道資料 2010.３.10. 参照。
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電子装置を傷つけた場合、７年以下の懲役または、２千万ウォン以下の罰金に
処される（同法第38条）。法務部が専門機関の「韓国リサーチ」に依頼して全
国の満19才以上成人男女1,000人を対象に2009年９月８日から２日間にかけて
行った世論調査によれば、性暴行犯に対する電子足輪については賛成95.6％、
反対2.8％で、殺人、強盗、放火等、高度に危険な強力犯に対する電子足輪拡
大の可否については賛成87.1％、反対11.3％であり、懲役刑で収容中の者に対
する刑期終了後の保護観察制の導入可否については賛成88.1％、反対9.6％で
17
あった。
法務部はこのような世論を土台に誘拐犯罪と殺人犯罪まで拡大した

が、殺人犯罪や誘拐犯罪以外の危険性が高い他の凶悪犯罪にも拡大するとして
いる。
５．性犯罪者身上公開制度
性犯罪者の身上を公開する制度は2000年２月３日に制定された「青少年の性
保護に関する法律」を通じて導入された。この法律によれば19才未満の青少年
を相手に性犯罪を犯した者の身上を公開するようにしている（同法第20条）。
ところで上で言及した電子アンクレット装着命令の法的性格と同じようにここ
でもその不明な法的性格が違憲性論争をもたらした。まず身上公開制度はその
目的や内容が刑事制裁に近い性格を持っているにもかかわらず、行政機関であ
る「国家青少年委員会」がその執行決定の権限を持つことによって憲法上の原
則の「裁判官による刑罰または保安処分の賦課」に抵触するという批判であ
18
る。
しかし憲法裁判所は2003年６月、同法第20条の身上公開に対し提起され
19
た違憲の訴に対し合憲決定を下して違憲論争は一段落した。
この合憲決定に

よれば、同法第20条第２項第１号が二重処罰禁止原則に違反するのかどうか、
過剰禁止原則に違反するのかどうか、平等原則に違反するのかどうか、裁判官
による裁判を受ける権利を侵害するのかどうか、適正手続原則に違反するのか
どうかについて全て理由がないとし、加えて身上公開の時期・期間・手続など

17

法務部 報道資料 2009.９.14. 参照。

18

このような主張は特に、박영규（Pak, Yeong-Gyu）
「青少年性保護法上身上

公開制度の問題点と改善法案」矯正研究 第22号（2004）
，7-38参照。
19

憲法裁判所 決定 2003.06.26，2002헌가14，憲法裁判所判例集 第15巻１集，

624以下参照。
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に関する事項を大統領令に委任した同法第20条第５項が包括委任立法禁止の原
20
則に違反するのかどうかについても合憲であると判断した。
これに伴い、国

家青少年委員会は2001年８月以後毎６ヶ月ごとにインターネット上のウェブサ
21
イトに着実に身上公開をしてきている。
すなわち、児童・青少年対象の性犯

罪者の居住情報は警察官署およびインターネット上の身分公開サイトを「わざ
わざ」訪問して初めて知ることができた。このような制度に対し、わざわざ情
報を探さなければ知ることが出来ないのは不便であって、青少年対象の性犯罪
者の身分公開の趣旨（近隣児童と青少年そして父母らに事前に警戒心を呼び覚
まして再犯発生を抑制する効果）に鑑みて「自動的に」その身上を知らせる制
度が必要であるという批判が提起された。これに伴い、2010年４月15日同法が
改正され22‘告知命令の判決’（同法第38条の２）が新設され、裁判所の告知命
令を女性家族部長官が執行（同法第38条の３）するようにした。2011年１月１
日からは判事の告知命令の宣告がある場合にはまず児童・青少年対象性犯罪者
の身上情報と転出入情報を性犯罪者が居住する邑面洞の地域住民に郵便で告知
することになる。郵便通知書には性犯罪者の性名、年齢、住所および実際居住
地、身体情報、写真、性犯罪の要旨、転出情報までが記載されている。まだ実
証的な研究を通じてその効果が立証されはしなかったが、一部犯罪学者の研究
は、韓国の身上公開制度の母胎になった米国の「性犯罪者の登録および公開に
関する法（Sex Offender Registration and Notification Law）
」23の実証的予防効
果に対する研究を韓国の場合と比較した上で、韓国でも約２年の時差を置いて

20

合憲理由について詳しくは、강태수（Kang, Tae-Su）
「性犯罪者身上公開制

度に関する憲法的考察」公法学研究 第７巻 第２号（2005）
，131-162 参照。
21

国家青少年委員会のウェブサイトには身上公開対象者の名簿と基本的な統計

資料が公開されている。 http://youth.go.kr/bb/bb03000.asp#section10 参照。
22

法律 第10261号 2010.４.15. 制定（2011.１.１. 施行）
。

23

これに関して、J. T. Walker, S. Maddan, B. E. Vasquez, A. C. Van Houten,

G. Ervin-McLarty, The Influence of Sex Offender Registration and Notification
Laws in the United States, Little Rock, AR: Arkansas Crime Information
Center, 2005 参照。米国では連邦政府の規則と連邦最高裁判所の決定を土台に
50州が多少定型化された「性犯罪者の登録および公開に関する法」を施行して
いる。
北法62（6・261）1577

［298］

資

料

24
性犯罪予防の効果が現れると予測している。
このようにその効果が肯定的に

評価されたことによって、法務部は2010年３月31日「性暴行犯罪の処罰に関す
る特例法」を改正して（第32条）2011年４月16日から19才以上を対象にした性
犯罪者の身上を10年間インターネットに公開することに拡大した。しかし立法
過程で、韓国の国家機関の国家人権委員会が性暴行犯罪者の身分公開に対し反
対意見を表明するなど論議の的になり、同法第40条に身分公開に対する「悪用
禁止」の条項が追加されることとなった。
６．凶悪犯罪に対する被疑者の顔の公開および言論報道
凶悪な犯罪に対する国民の関心が大きくなったことに伴って、その中心にあ
る被疑者に対する報道機関の取材と報道が積極的になってきている。特にその
間 TV に犯罪被疑者の顔が公開されないことに対する社会的批判が激しくな
ると、2010年４月15日「特定強力犯罪の処罰に関する特例法」が改正され、第
８条の２を新設して25犯罪被疑者の顔が公開されるようになった。26同条はその
前提条件としてまず、犯行手段が残忍で重大な被害が発生した特定強力犯罪事
件であること、次に、被疑者が自白したりその罪を犯したと信じるに足りる十
分な証拠があること、第三に、国民の知る権利の保障、被疑者の再犯防止およ
び犯罪予防等、もっぱら公共の利益のために必要であること、第四に、被疑者
が青少年保護法第２条第１号の青少年に該当しないことを規定している。しか
し人権団体などは、被疑者身分公開の犯罪抑止効果が立証されていない状況で
政策導入を強引に決めるのは被疑者と家族に人格的侮蔑感を与えるなど逆効果
をもたらす可能性があると批判した。これに対し法務部は、このような改正と
関連して、韓国には刑法に被疑事実公表罪があるから自然と捜査機関が被疑者
の公開に対し消極的にならざるをえないのに対して、米国、英国など大多数の
国家では韓国と同様の被疑事実公表罪がないから、公開基準について何ら法的
24

최응렬（Choi, Ung-Ryeol）/ 장현석（Chang, Hyeon-Seok）/ 이창배（Lee, Chang-

Bae）
「性犯罪者身上公開制度の効果性に関する研究」刑事政策 第19巻 第１号
（2007）
，359-384参照。
25

法律 第10258号 2010.４.15. 制定。

26

これに対する強力な批判は、강동욱（Kang, Tong-Uk）
「強力犯罪被疑者身上

公開の正当性の有無に関する法理的検討」刑事政策研究 第20巻 第２号（2009）
，
５参照。
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根拠がなくても凶悪犯の顔公開は世論により自然に成り立っているという点を
強調した。このような改正が議論された国会では一歩進んで第９の２を新設し
て刑事裁判の中継放送を許容する改正案まで議論されたが採択には至らなかっ
た。この時の提案理由書は「児童性暴行、連続殺人など特定強力犯罪を対象に
した場合、その裁判過程を放送を通じて公開し、犯罪の深刻性に対する警戒心
を呼び覚まし、司法の透明性と裁判処理の質を向上させて司法に対する社会的
監督を強化すると同時に国民の法律知識の普及に尽くそうとすること」を目的
27
とするとしている。
比較法的にはドイツで1998年に連邦憲法裁判所の手続を

ラジオ録音、TV・映画撮影することを許容した連邦憲法裁判所法（BVerGG）
28
第17a が賛成の根拠として提示されたりもした。

このような社会的雰囲気とともに捜査機関が行ういわゆる「中間捜査結果の
発表」や‘捜査に関する公式ブリーフィング’が犯罪予防の次元で反社会的犯
罪形態に対する情報共有としての‘知る権利’として認められている。しかし
他方、刑法は捜査機関の構成員が職務で知得した被疑事実を公判請求前に公表
してはならないと規定した「被疑事実公表罪」を置いている。被疑者の人権と
国民の知る権利が衝突する場合、両者の利益を較量する利益衡量原則により解
決するべきだとする見解が一般的であるが29、その境界線は非常に曖昧である
から30、特に2009年５月23日の盧武鉉（노무현）前大統領の自殺事件において、
31
再び注目をあびることになった。
検察の一方的な中間捜査発表が盧前大統領

27

この改正案の内容について詳しくは、강동욱（Kang, Dong-Uk）
「刑事裁判

に対する中継放送制度導入の問題点に関する考察」法と政策 第10集 第２号
（2010）
，613-615参照。
28

この点の紹介は、강동욱（Kang, Dong-Uk）
「刑事裁判に対する中継放送制度

導入の問題点に関する考察」法と政策 第10集 第２号（2010）
，617参照。
29

김상겸（Kim, Sang-Gyeom）
「被疑事実公表の許容範圍と限界」刑事法の新

動向 第27号（2010.８.）
，19-20参照。
30

被疑事実公表罪の限界に対し、이근우（Lee, Geun-U）
「中間捜査発表による

被疑事実公表罪適用のいくつかの争点」比較刑事法研究 第10巻 第１号（2008）
，
257；신정훈（Shin, Cheong-Hun）
「被疑事実公表罪の刑法的限界」比較刑事法
研究 第８巻 第２号（2006）
，179参照。
31

김창룡（Kim, Chang-Ryong）
これに対し、
「被疑事実公表罪何が問題なのか。

노무현（No, Mu-Hyeon）前大統領逝去に現れた検察と言論の慣行に対して」韓
国言論情報学会 2009年 学術大会資料集（2009.６.）
，25以下参照。
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の自殺の一つの原因になったという与党側の批判を意識して、検察は2009年６
月11日、社会各界の人らが参加する「捜査公報制度改善委員会」を急遽設置し
た。この委員会は、被疑者、参考人など事件関係人の人権保護の強化のための
制度改善を図ると宣言した。32
７．性犯罪量刑基準の改正および化学的去勢の導入
かなり以前から司法部の民主化の優先事項として量刑基準による量刑の合理
化の要求があり、司法制度改革推進委員会は長い間の論議の末に量刑委員会を
大法院に設置して量刑政策の審議と量刑基準を設定するようにした。これに伴
い、2007年１月裁判所組織法が改正されて量刑委員会が設置され（同法８第１
条の２第１項）、「裁判官は刑の種類を選択して刑量を定めるに際して量刑基準
を尊重しなければならない。量刑基準は法的拘束力を持たない。裁判所が量刑
基準を逸脱した判決をする場合には判決書に量刑の理由を記載しなければなら
ない」
（同法第81条の７第１項、第２項）とする規定が導入された。そして第
１期量刑委員会が発足した後、2009年４月になって初めて量刑基準が設定され
た。しかし、９才の女児に対する残忍な性暴力殺人事件で飲酒を理由として裁
判所の宣告刑量が一般人の予想を下回る軽いものになった際には、裁判所がこ
の事件の深刻性を悟れずにいるという非難が暴発した。これを契機として、法
務部は2010年４月15日「性暴力処罰等に関する特例法」を改正して同法第19条
に飲酒による性犯罪の場合刑法第10条第１項にともなう心神耗弱減軽をできな
いように規定した。量刑委員会もまた2010年６月29日の議決を通じて既存の性
犯罪量刑基準を修正して、2010年７月15日から施行するようにした。
16才未満の児童を相手とする性暴行犯罪者のうち、正常でない性的衝動や欲
求により自身の行為を自ら統制することができない19才以上の性倒錯症患者に
対し、法院は15年の範囲内で期間を定めて倒錯的な性機能を一定期間弱化また
は、正常化する「性衝動薬品治療命令」を宣告することができるようにする「性
暴行犯罪者の性衝動薬品治療に関する法律」が、2010年６月29日導入された。
2008年に提案された最初の法律案の「常習的児童性暴行犯の予防および治療に
関する法律案」は13才未満の児童を被害者とする場合を対象としたが、ここで
は16才未満の児童まで拡大され、「化学的去勢」という用語は治療方法の実質
32

法務部 報道資料 2009.６.11. 参照。
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と合わず、過度に刺激的で法律用語として不適切であるという指摘を反映して、
性ホルモン調節を通じて性機能を一時的に弱化させる治療の実質に符合する
「性衝動薬品治療」に用語の変更が行われ、対象を19才以上の性倒錯症患者と
して再犯の危険性がある者に限定した。刑または治療監護と治療命令が併科さ
れた場合、刑または治療監護を先に執行して、出所２ヶ月前から治療命令を執
行するようにした。出所以後も継続的に治療を受けるようにするいわゆる「社
会内保安処分」として治療命令制度を導入したのである。この場合、薬品投与
のための検査および薬品投与の効果または副作用など確認のために出所２ヶ月
前から治療を実施するようにした。法院が宣告した治療期間以後にも継続的治
療の必要性が認められる場合、または、治療に順応しなかった場合など事情変
更がある時には検事の請求により治療期間の延長が可能である。また、治療命
令執行期間の間は義務的に保護観察を受けるようにしている。その他にも性倒
錯症患者として治療監護執行中に仮終了となったり、保護監護執行中に仮出所
する者に対し保護観察期間（３年）の範囲内で治療命令を賦課することができ
るようにして、
「治療監護審議委員会」が仮終了・仮出所の可否を審議する際に、
精神科専門医の診断・鑑定の結果を必ず参酌して治療命令賦課の可否を決定し、
治療命令が賦課された者に対しては出所２ヶ月前から治療命令を執行するよう
にしている。
Ｂ．重罰化
１．刑法典における有期懲役の上限の引き上げ
保護監護がなくなった空席を埋める予防刑法の要請は2010年３月31日の刑法
改正33で明確にあらわれた。改正刑法は有期懲役刑の上限を15年から30年に引
き上げ、加重事由がある場合の上限を25年から50年に引き上げた。これに伴い
刑法各則の犯罪中で法定刑の下限が１年以上の場合、裁判官の裁量が認められ
る法定刑の幅は従来の１年から15年が１年から30年となり、ここに常習犯およ
び競合犯などの加重事由があれば、さらに１年から45年となり、累犯加重があ

33

法律 第10295号 2010.４.15 制定。刑法第９次一部改正の立法過程について詳

しくは、이인석（Lee, In-Seok）/ 임정엽（Im, Cheong-Yeop）
「改正刑法にお
ける有期懲役刑の上限調停に関する考察」刑事法硏究 第22巻 第３号（2010）
，
33-36参照。
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ると何と１年から50年になる。このように広範囲な法定刑の幅は事実上法定刑
の意味を大きく減じる。韓国が国際的には、まだ死刑が存在するが事実上執行
されない「モラトリアム（Moratorium）国家」に分類され、
死刑廃止国に近く，
今後死刑が再度執行されるようになる見込みがないという点も考慮されたと見
られる。学界も保護監護が廃止なった空白を一定部分有期懲役が担当するほか
はないという点を認めて25年/30年案を提示した。有期懲役刑の引き上げは事
実上1992年から議論されてきたものの、学界の反対の前に失敗に終わっていた
が、2009年９月８才の女児に対する性暴力殺人事件が、更に、2010年２月女子
中学生に対する性暴力殺人事件が報道されたことによって、国会に30年/50年
案、25年/50年案、20年/30年案が提案され、議論の末、30年/50年案で確定し
たのである。日本の場合、韓国におけると同様に、2004年奈良県で起こった女
児に対する性暴力殺人事件を契機として、15年/20年が20年/30年に引き上げら
34
れたのと同時に様々な法制度を整備した。
これと比較すると韓国の刑法改正

は国際的な比較において35大幅な引き上げである。
しかし韓国の実務においては、刑務所の過密化などの様々な問題に鑑みて、
無期懲役の場合にも15年から20年服役した後、仮釈放審査委員会の審査を経て
36
仮釈放となることが一般的である。
韓国で仮釈放の最小服役期間が刑期の1/3

であるためである（刑法第72条第１項）。法務部統計によれば、無期懲役の宣
告を受けた者の中で1999年から2005年までに仮釈放となった者は35名で、この
うち２名は13-14年の服役後に、28名が16-20年の服役後に出所し、20年以上服
役したのは５名に過ぎなかった。また、20年以上の刑を宣告されて満期出所し
た事例が一件もないが、これは20年以上の有期懲役を宣告された者が全て仮釈
放で仮出所したことを意味する。そして2004年１月から2009年８月までに仮釈
放を申請した者は56,600余名であり、その89.3％にあたる55,000余名が仮出所
34

この事件は韓国にも良く知られたし、その後の法制度の整備もよく紹介され

た。황태정（Hwang, Tae-Jeong）
「日本の性犯罪再犯防止政策」延世大学校 法
学研究 第18巻 第３号（2008）参照。
35

国際的な比較は、장규원（Chang, Gyu-Won）/ 강동욱（Kang, Dong-Uk）
『刑

法総則比較法資料集』韓国刑事政策研究院、2006，348参照。
36

신양균（Shin, Yang-Gyun）
「絶対的終身刑による死刑廃止」比較刑事法研究

第９巻 第２号（2007）
，630参照。この論文によれば、2004年無期受刑者の仮釈
放人員は２名で平均服役期間は20年、2005年の場合、５名で平均15年服役した。
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を許された。うち17.5％にあたる8,820人は殺人、強盗、性暴力を犯した凶悪犯
37
である。
裁判官は最高50年の懲役刑で量刑を選択する際には、実際に被告人

がどれくらい服役することになるのかを予想して宣告刑を決定しているので、
実質的には有期懲役刑の引き上げよりは仮釈放の実質的審査要件を立法化す
る、最小服役期間を1/3から2/3に引き上げる、刑執行に対する司法的統制を強
化するなどの措置38が必要である。これと共に法務部が専決できる刑執行に対
する司法的統制が必要であるという批判が強くなり、
2009年10月20日法務部は、
仮釈放審査委員会（外部委員５人と内部委員４人で総９人で成り立つというこ
と）を開催しながら、残忍な児童性暴行殺人事件を契機に触発された性暴行犯
罪など凶悪犯罪に対する国民の憂慮と厳格な刑執行を望む国民の法感情を勘案
して、以前仮釈放審査委員会で認めていた児童性暴行および反倫理的犯罪者に
39
対する仮釈放を全面排除する等強力な刑執行の意向を表明した。

２．組織暴力団の処罰強化
今までは組織暴力団か犯罪団体に加入またはこれを構成して活動しても、こ
れは、加入・構成行為と同時に犯罪が成立・完成されて公訴時効が進行する即
成犯であるから犯罪団体構成員として継続的に活動中であっても一度処罰を受
けたり公訴時効が完成された場合には処罰が不可能となる。そこで法務部では
40
2006年３月24日「暴力行為など処罰に関する法律」
を改正して犯罪団体組織

に加入・構成する行為自体だけでなくその構成員として活動する場合にも処罰
が可能となるように組織暴力団に対する処罰根拠を用意した。「暴力行為など
処罰に関する法律」の改正前は組織暴力団に対しては、犯罪団体構成・加入活
動罪での処罰が不可能である場合、暴行罪（２年以下懲役または、500万ウォ
ン以下罰金）
・脅迫罪（３年以下懲役または、500万ウォン以下罰金）
・傷害罪（７
年以下懲役または、1,000万ウォン以下罰金）
・恐喝罪（10年以下懲役または、
2,000
37

이인석（Lee, In-Seok）/ 임정엽（Im, Jeong-Yeop）
「改正刑法における有期

懲役刑の上限調停に関する考察」刑事法硏究 第22巻 第３号（2010）
，46参照。
38

これに対し、한영수（Han, Yeong-Su）
「現行仮釈放審査体系の問題点」刑事

政策 第15巻 第１号（2003）
，177；정승환（Cheong, Seung-Hwan）
「行刑裁判官
の導入に関する考察」刑事政策研究（2001・冬）
，57参照。
39

法務部 報道資料 2009.10.20. 参照。

40

法律 第7891号 2006.３.24. 制定（一部改正）
。
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万ウォン以下罰金）等によってのみ処罰していたが、改正法に基づいて犯罪団
体を構成し・これに加入した事実に対する処罰はもちろん活動した内容に対し
も処罰が可能になったことによって、首魁は死刑、無期または10年以上の懲役
に、幹部は無期または７年以上の懲役に、その他の者は２年以上の有期懲役に
処することができるようにした。
３．少年法の統制的機能の強化
少年法は、2007年12月21日、第２の制定と呼ばれるほど前例のない大規模な
41
改正を受け、2008年６月22日から施行された。
改正少年法は上限年齢を20才

未満から19才未満に引き下げた。19才の者の犯罪は少年法でなく刑法の適用を
受けることになる。また下限年齢も引き下げられ触法少年と虞犯少年の下限年
齢が12才から10才になった。したがって改正少年法は犯罪の低年齢化に対処す
るという目標を持っているということが分かる。改正少年法は従来、付加処分
であった社会奉仕命令と受講命令を独立した保護処分としてその命令期間を延
長し、１ヶ月以内の少年院送検処分、相談・教育命令、保護観察処分にともな
う夜間外出制限命令、保護者に対する特別教育命令を新設して、短期保護観察
期間を延長し、長期少年院送検処分の受け入れ上限期間を明文化した。このこ
とによって、保護処分の種類が従前の７種類から10種類に増えることになるな
ど統制手段を強化している。また、１ヶ月以内の短期少年院送検処分と長期の
保護観察処分を併合できるなど保護処分の併合範囲を広げている。検察官の決
定前調査制度と条件付き起訴猶予制度を新設して検察官が保護観察所と少年
院、少年分類審査員を利用することができるようになった。また、非行予防政
策という一章を新たに設けて、非行対策を樹立・施行して政府機関と社会団体
との協力体制を構築して運営するようにした。韓国で青少年人口の減少により
少年事件の数は減少しているにもかかわらず、少年犯の再犯率が30％台の高い
水準を維持している等の問題点を解決するために、既存の検察官選議制度をよ
42
り一層強化したと見ることができる。

41

法律 第8722号 2007.12.21. 制定（一部改正）
，2008.６.22. 施行。

42

これに対する批判は、최종식（Choi, Jong-Sik）
「第６次少年法改正の問題点

考察」刑事政策 第20巻 第１号（2008）
，351-374参照。
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Ⅲ．刑事訴訟法の改正 - 適正手続と訴追効率化の強化
Ａ．2007年の刑事訴訟法の全面改正
刑事訴訟法が1954年９月23日法律第341号により公布・施行されて以来43、半
世紀を越える歳月が経過した。その間15回にかけて一部条文に対する改正がな
されたが44、2007年６月１日に公布され2008年１月１日から施行される改正刑
事訴訟法は何と196個の条文が改正される全面改正であった。45改正された内容
を簡略に整理すれば、次のようなものである。
１．被疑者の防御権保障
弁護人の被疑者尋問参加（第243条の２）、被疑者陳述拒否権などの告知（第
244条の３）、捜査過程記録制度（第244条の４）を新設した。
２．人身拘束制度の改善
拘束理由を審査する時の犯罪の重大さ、再犯の危険性、被害者・重要参考人
などに対する危害の憂慮を明示的に規定した（第70条、第201条）
。裁判所が拘
引した被告人を引致する場合、24時間の範囲内で刑務所・拘置所・警察署の留
置場に誘致できる根拠規定を置いた（第71条の２）。緊急逮捕後に遅滞なしで
43

韓国の刑事訴訟法の誕生（日本の植民地法令と米軍政法令の影響）およびそ

の特徴（大陸法系と英米法系の混合の程度）に関して詳細には、趙炳宣（Cho,
Byung-Sun）
「韓国刑事法の生成と展開 - 韓国刑事司法制度入門 -」姫路法学（姫
路独協大学法学部）第27・28合併号（1999）
，107-109 参照。
44

その間に最も重要だった改正は1995年12月29日の第８次改正
（法律第5054号）

である。韓国で民主化が始まった1987年以後1988年の新憲法が導入された以後、
いわゆる「民主化の波」がそのまま反映された結実だった。約67の条文が改正
された大幅な改正として、
特に人身拘束制度の適正手続きが大きく改善された。
これに対し詳細には、趙炳宣（Cho, Byung-Sun）
「韓国刑事法の生成と展開 韓国刑事司法制度入門 -」
姫路法学
（姫路独協大学法学部）
第27・28合併号
（1999）
，
110-116 参照。
45

改正刑事訴訟法に関して学説上の論争が多いが、紙面上この論文では学説論

争と判例は省略した。 これの代わりをして、韓国の全面改正された刑事訴訟法
신동운（Shin, Dong-Un）/ 이동희（Lee,
を日本語で比較的詳細に紹介した論文、
Dong-Hi）
（訳）
「韓国における刑事司法の改革」刑法雑誌 48巻 ２号，
1-13 参照。
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48時間以内に拘束令状を請求しなければならなくて、緊急逮捕後被疑者を釈放
した場合には釈放理由などを裁判所に事後通知するようにして緊急逮捕制度を
改善した（第200条の４）。拘束期間の更新は、審級ごとに原則的に２回に限っ
て更新が可能であるが、上訴審においては、被告人・弁護人が申請した証拠調
査、上訴理由補充書面の提出などで追加審理が必要な場合に限って３回更新が
可能である（第92条）。現行の保証金制度以外に、誓約書の提出、保証金納入
約定書の提出、住居制限、出席保証書の提出、出国禁止、被害供託または、担
保提供、保証金の納入、その他の条件など多様な保釈条件を導入した
（第99条）
。
拘束前の被疑者尋問制度を改善し、現行の任意的尋問を必要的尋問に変更して、
また拘束前の審問調書を公判調書に準じて作成しなければならない（第201条
の２）。逮捕・拘束の適否審査制度を改善して、適否審査対象を全類型の逮捕・
拘束者に拡大し、逮捕・拘束の適否審査期間を現行の「遅滞なしに」から「48
時間以内」と具体化し、適否審査の場合にも拘束前の被疑者審問調書に準じて
調書を作成しなければならない（第214条の２）。緊急押収・捜索・検証制度を
改善して緊急押収・捜索・検証の要件に緊急性を追加し、緊急押収・捜索・検
証期間を緊急逮捕後48時間から24時間に縮小して、緊急押収・捜索・検証後も
押収を続ける必要がある場合、事後押収捜索令状を請求しなければならない
（第
217条）。
３．公判中心主義的法廷審理手続の確立
公判準備手続を導入して公判期日前に争点の整理、立証計画の樹立、または
公判準備期日の開催が可能となった（第266条の５）
。証拠開始制度を導入して
控訴提起後被告人または弁護人は検事に控訴提起された事件に関する書類など
の閲覧・謄写を申請することができ、検事も被告人または弁護人に関連書類な
どの閲覧・謄写を要求することができる（第266条の３，11）
。２日以上の審理
が必要な場合、やむをえない事情がない限り連日開廷と、弁論終結期日に判決
を宣告することが原則である（第267条の２，318条の４）
。口頭弁論主義を明
示した（第275条の３）。
４．証拠法体系の整備
証拠裁判主義を明らかにして（第307条）、違法に収集した証拠を排除する原
則を明文化した（第308条の２）。また、検事が作成した被疑者尋問調書の証拠
［307］
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能力の認定要件を改善して、調書の真正成立の認定は被告人の法廷陳述以外に
映像録画物などその他客観的な方法で証明するようにする証明体制に転換し
て、「特信状況」を証拠能力を付与する要件に追加した（第312条第１，
２項）
。
参考人陳述調書の証拠能力の認定要件を改善して、調書の真正成立が原供述者
（参考人）の陳述または、映像録画物その他客観的な方法で証明されて、被告
人の反対尋問の機会が保障され、特信状況が証明された場合に証拠能力を付与
する（第312条第４項）。原供述者の所在不明を伝聞法則の例外事由に追加した
（第314条）。被疑者を調査したり調査に参加した者の法廷証言を許容する制度
を新設した（第316条）。
５．映像録画制度の導入
被疑者に撮影を告知した後映像録画が可能であるが、調査の開始から終了ま
での全過程および客観的情況を録画しなければならず（第244条の２）
、参考人
の陳述も参考人の同意を得て映像録画をすることが可能である（第221条）
。し
かし映像録画物の証拠としての使用は、公判期日に被告人または、被告人でな
い者が陳述する際にその記憶が明白でない事項に関して記憶を喚起させる必要
があると認められた時に限る（第318条の２）。46
６．裁定申請の全面拡大
裁定申請の対象をすべての犯罪に拡大するものの、
告訴事件に制限し（ただ、
刑法第123条ないし第125条所定の罪の場合、現行のように告発事件も含む）
、
裁定申請のためには原則的に検察抗告の手順を踏まなければならないが、抗告
後３ヶ月以内に未決定の事件、公訴時効が差し迫った事件（１ヶ月）等は例外
にした。管轄法院を高等法院にし、決定期間は３ヶ月に限定して、裁定法院の
審理は非公開が原則で、事件の記録は原則的に閲覧・謄写を不可であり、裁判
46

これに伴い、改正刑事訴訟法上、映像録画物の独自の証拠能力を否定する見

解が有力であるが、肯定説もある。否定説としては、신동운（Shin, Dong-Un）
『新刑事訴訟法（2008）
』977；이재상（Lee, Jae-Sang）
、
『新刑事訴訟法（2008）
』
569。肯定説としては、백승민 / 정웅석（Baek Seung-Min/Jeong Ung-Seok）
、
『刑
事訴訟法（全訂２版，2008）
』474-475；이완규（Lee, Wan-Gyu）
『改正刑事訴訟
法の争点（2007）
』142-150；차동언（Cha Dong-Eon）
『刑事証拠法 Ｉ（2007）
』
276-281。
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所は裁定申請を棄却する際に、申請人に費用および被疑者の弁護士費用などを
負担することを命じることができ、裁定法院の公訴提起決定がある場合、検事
が公訴を提起して公訴取り消しは制限される（第260条ないし第262条、第262
条の２・３、第265条）。
７．犯罪被害者の保護
被害者を裁判所が証人として尋問したり、捜査機関が調査する場合、信頼関
係にある者を同席させることができ、13才未満または身体的・精神的障害によ
り意思決定能力などが微弱な被害者の場合、絶対的に同席しなければならない
（第163条の２、第221条）。児童など一定の範囲の被害者の場合、ビデオ中継方
式または遮蔽装置を通じて証人を尋問することができる（第165条の２）
。被害
者、法定代理人などの申請がある場合、公訴を提起するや否や、公判日時・場
所、裁判結果、拘禁関連事実を迅速に通知しなければならない（第259条の２）
、
法廷陳述権の主体を被害者の他に法定代理人、被害者死亡の場合は配偶者、直
系親族または、兄弟姉妹を含むように拡大して、「被害の程度と結果、被告人
の処罰に対する意見その他当該事件に関する意見」を述べる機会を付与した
（第
294条の２）。被害者の私生活の秘密保護または身辺保護のために非公開で審理
することができる（第294条の３）。
８．裁判記録の公開
裁判確定記録の閲覧・謄写が可能であり（第59条の２）
、被害者などの公判
記録の閲覧・謄写が可能である（第294条の４）。
Ｂ．国民参与裁判制度の導入
韓国では、「国民の刑事裁判参与に関する法律（法律第8495号）
」
（以下、
「参
与法」という）により、2008年から国民参与裁判制度が施行されている。国民
が参加する刑事裁判の名称を、「国民参与裁判」と称して、その刑事裁判に参
加するために選ばれた者を、「陪審員」と定めることを明らかにしている。国
民参与裁判の実行方式は、被告人の選択権と裁判部の排除決定権が並存する方
式である。まず国民参与裁判の実施の許否は、裁判を受ける被告人の意思によ
り決定される（選択制）。有罪・無罪判断を意味する評決は、事件により選定
された５～９名の陪審員が全員一致ですることが原則である。すなわち、陪審
［309］
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員は原則として法官の関与なしで有無・無罪に関して評議を行い、全員の意見
が一致する場合には、それに従って評決する（参与法46条２項本文）
。ただし、
判事の関与の可能性を設け、陪審員過半数の要請があれば、審理に関与した判
事の意見を聴くことができるものと規定された（同項但書）。検事・弁護人側
証拠提示と最終弁論が終れば、参与法においては、陪審員が正しい評決に達す
ることができるように陪審員を指導し、助力となる機能として、裁判長は、弁
論が終結した後、法廷において陪審員に対し、公訴事実の要旨と適用法条、被
告人と弁護人主張の要旨、証拠能力、その他の留意すべき事項に関して説明し
なければならず、この場合、事件の内容が複雑であるなど必要なときには、証
拠の要旨に関しても説明することができるとされている
（同46条１項）
。
その後、
陪審員は別途に用意された評議室に入る。評決するための討議過程の「評議」
を行うためである。外部の介入なしで陪審員団が内部討議を通じて独自の判断
を下せるように出入りは徹底的に統制される。討議過程で色々な人の意見がい
つも一致するとは限らないから、万一全員一致に至っていないときは、評決す
る前に審理に関与する判事の意見を聞いてみることになる。この場合、有罪・
無罪評決は多数決で決定することになる。陪審員が行った評決の効力につき、
国民参与裁判では、陪審員の評決は法院を拘束するものではなく、単に勧告的
効力のみを有するようにしている。評決が有罪の場合、陪審員らは判事ととも
に量刑に関して討論することになる。判事は法的知識が不足する陪審員に処罰
の範囲と量刑の条件等について詳細に説明する義務がある
（参与法46条４項）
。
陪審員の評決および判事とともに量刑に関し討議して行った意見陳述について
は、陪審員は単に意見を陳述するだけであり、量刑に関する評決が行われるこ
とはなく、陪審員の量刑に関する意見が法院を拘束することもない（同５項）
。
しかし参与法は、法院ができるだけ陪審員の判断を尊重するようにするために、
裁判長が判決宣告時に陪審員の評決結果と異なる判決を宣告するときは、被告
人にその理由を説明しなければならず（参与法48条４項）、判決書にもその理
由を記載しなければならないとして（同49条２項）、
一定の制限を設けている。
Ｃ．量刑委員会の量刑基準の導入
大陸法系の国家（あるいは混合型国家も含めて）の中では韓国は世界で初め
て、たとえ勧告的効力を持つに過ぎないとしても、英米法系の量刑基準制度を
導入した。2007年１月法院組織法が改正されて大法院に「量刑委員会」が設置
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されて（法院組織法81条の２第１項）、「法官は刑の種類を選択し刑量を決定す
る場合に量刑基準を尊重しなければならない。量刑基準は法的拘束力を持たな
い。法院が量刑基準の範囲を超えて判決をする場合には判決書に量刑の理由を
記載しなければならない。」（法院組織法第81条の７第１項、第２項）という規
定が導入された。そして第１期量刑委員会が発足して、2009年４月初めて量刑
基準を用意した。最近、量刑委員会は、児童性犯罪に対して宣告刑が低いとい
う非難を受けて、既存の性犯罪量刑基準を2010年６月29日の議決によって修正
し、2010年７月15日から施行するようにした。二元化された手続がない韓国の
場合、問題は量刑調査の方式にある。2009年７月20日大法院は量刑調査に関す
る刑事訴訟法改正の論議（いわゆる「量刑調査官制度」の立案：第８次司法改
革委員会の実務委員会の案［2005.11.14.］、国会議員이주영（イ・ジュヨン）
案［2009.２.２］など）47とは別に、従来の司法調査官制度の例により法院職員
21人を量刑調査官に選抜して全国７地方法院に分散・配置して量刑調査に臨む
ようにした。法務部は法院調査官による量刑調査は法的根拠がないと見て、量
刑調査官の被告人面接を制限するなど反対の立場を明確にしたが、大法院はま
た2010年４月29日「量刑の条件に関して規定する刑法51条の事項は広く刑の量
定に関する法院の裁量事項に属する」としながら、「法院所属調査官に量刑の
条件となる事項を収集・調査して提出するようにしてこれを参酌した原審には
法理誤解などの誤りがない」と断定し、「訴訟法上根拠なしに法院所属調査官
に量刑調査を実施してこれを土台に刑を宣告した」という検察の主張を退け
48
た。
私見では、量刑調査に関しては拡大された意味での刑執行手続まで含め

た機能的統合が世界的な大勢で、また刑事政策の発展に伴なう必須不可欠なこ
とであるから、現行の保護観察観制度を活用しながら、万一、組織上でも機能
上で問題があるなら改善・補完する次元の論議が望ましいであろう。
Ｄ．刑事司法制度の効率性の強化のための最近の改正案（2010.12.20）
法務部は2010年12月20日刑事司法制度の効率性を強化するための刑事訴訟法

47

ここでは紙幅上詳細な説明は省略する。これについての詳細は、조병선（趙

炳宣）
「韓国とドイツの量刑理論に関する比較法的研究」大検察庁独逸法研究
会主催2010年学術大会（2010.９.）
（出刊準備中）参照。
48

大法院 判決 2010.４.29. 宣告 2010도750。
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および刑法の改正法律案を立法を予告した。これに伴い、新しく導入される制
度は、①司法協力者訴追免除および刑罰減免制、②重要参考人の出席義務制、
③司法妨害罪、④被害者参加制、⑤映像録画物の証拠能力の認定である。その
立法背景を見れば、1980年代以来韓国が民主化されたことから、特に人権保護
が強調されて何度も法改正を通じて被疑者訊問時弁護人参与制など被疑者の人
権保護のための制度的装置が大きく拡充されたが、捜査の効率性の確保や被害
者の保護を強化する対策は相対的に疏忽して、腐敗犯罪や麻薬・組織犯罪等構
造的・知能的犯罪に適切に対処できなくなっているだけでなく被害者の保護に
も相当に不十分だという指摘があったことを考慮したものということができる。
１．司法協力者訴追免除および刑罰減免制
特に司法協力者訴追免除および刑罰減免制は司法協力者が犯罪の糾明に寄与
した程度により訴追を免除したり刑を減免するために法律効果として、公訴不
提起（訴追免除）と刑罰減免の二種類を置く。前者は腐敗犯罪、テロ犯罪、凶
悪犯罪、麻薬犯罪など特定の犯罪に限って、被疑者が犯罪の糾明に大きく寄与
した場合に公訴不提起の決定をすることである（刑事訴訟法の改正）。後者は
特定の犯罪に限定するのではなく刑法上のすべての犯罪を対象にしながら、被
疑者が犯罪の糾明または結果発生の防止、犯人の検挙などに寄与した場合、裁
判時に刑を任意的に減免する制度である（刑法の改正）。法務部は米国の連邦
法律第18章（Title 18 U.S.C.）第6001条ないし第6005条に規定された「免責条
49
件付条証言取得制」
、英国で2005年制定された「重大組織犯罪および警察法

（The Serious Organized Crime and Police Act）」第71条ないし第75条に規定
された「免責条件付条証言取得制」50、ドイツの2009年５月改正された刑事訴訟
法第46b 条に規定（2009年９月から発効）された「司法協助者刑罰減免制」51、
フランスで2004年３月９日新設された刑法第132-78条「司法協助者刑罰減免
49

証人に刑事処罰をしないという免責（Immunity）権を付与した後、証言に応

じない場合、法定侮辱罪で処罰している。
50

訴追免責（witness immunity、一定の犯罪事実に対して全面的または部分的

不起訴を書面で合意）と証拠使用免責（witness undertaking、情報・書類等証
拠を不利に使わないことを書面で合意）の二種類が存在する。
51

共犯が陳述を通じて犯罪の糾明に決定的に寄与した場合、法院は刑事処罰を

任意的に免除または減軽する。
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制」52、イタリアで1991年制定された「司法協助者に関する特別法（Collaboratori
53
Di Giustizia）
」に規定された「司法協助者刑罰減免制」
を参照して韓国に適合

した制度を作ったと説明している。また、法務部は2000年11月15日第55次 UN
総会で採択された「国際組織犯罪に対する UN 協約（UN Convention against
54
Transnational Organized Crime）」
および第３附属議定書第24条ないし第26条

は、条約加入国は義務的で国際組織犯罪の捜査に対ある司法協力者について訴
追免除および刑罰減免を規定するようになったという点を立法の理由で提示し
ている。
２．重要参考人の出席義務制
重要参考人の出席義務制は死刑、無期、長期５年以上に該当する犯罪を糾明
するのに重要な事実を知っている参考人が２回以上正当な理由なしに出席要求
に応じない場合、法官の令状を受けて拘引することである。法務部はこの制度
も米国とドイツの制度を参考にしたとしている。米国では一般的な押収捜索令
状とは異なり、相当な理由等の要件を要求しない「証人召喚令状（subpoena）
」
による出席および陳述強制が規定されている。また、ドイツの刑事訴訟法
（StPO）第161a 条第１項には証人・鑑定人の出席および陳述義務が規定され
ている。そこでは、証人や鑑定人の正当な理由のない不出席および証言拒否に
対する処分権限が検事に（検事は欠席証人に費用と罰金の秩序野原賦課可能）
与えられており、強制拘引制度が規定されている。つまり、参考人・証人等が
検事の召還に正当な理由なく応じない場合、検事は法官の令状がなくても強制
拘引することが可能である。
３．司法妨害罪
52

犯罪の実行に着手した者が犯罪の実現を防止したり他の共犯等の身元を確認

できるようにした場合、法院は必要的刑免除をして、犯罪を犯した者が犯罪被
害の発生を防止したり他の共犯等の身元を確認するようにした場合、裁判所が
必要的刑減軽をする。刑法第132-78条を一般的規定としながらそれぞれの構成
要件により司法協力者に対する刑の免除、減軽が具体化されている。
53

他人の犯行に対して陳述する者の刑を法院が必要的または任意的に減軽また

は刑執行上恵沢を付与する（ただ、免除は不可）
。
54

2000年12月韓国も同協約に署名したが、まだ批准されていない。
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新しく導入される司法妨害罪によれば、捜査機関に対する参考人の虚偽陳述
（虚偽陳述罪）、証人、参考人に対する暴行・脅迫・懐柔が処罰されて、これと
共に法廷で宣誓しないでする虚偽証言、宣誓後にする虚偽証言（この場合は加
重処罰）も処罰される。
４．被害者参加制
被害者参加制は殺人、強盗、強姦、傷害、交通事故等被害者に身体的に被害
を発生させる一定の犯罪を対象に被害者等（法定代理人、弁護人）が検事を通
じて裁判期日に参加を申請すれば、判事がその許可の当否を決定する。被害者
の参加が決定されれば、被害者等は検事の隣の席に着座して被告人に対して制
限なしに訊問ができ、証人に対しても犯罪の情状に関する事項を直接訊問する
ことができる。この制度は恐らく日本で2008年12月から施行された「被害者参
加制度導入のための特別法」に基づく被害者参加制度に大きな影響を受けたと
見られる。その間韓国ではドイツの「附帯訴訟制度（Nebenklage）
」と類似し
た制度を導入するべきか否かを巡る議論が活発に闘わされてきた。ドイツでは
かつて1986年刑事訴訟法を改正して一定の重罪の被害者および遺族が検事が公
訴を提起した訴訟の当事者として参加して、検事、被告人、弁護人とほぼ同等
の権利を行使することができるようになった。これに伴い、ドイツで参加人は
その代理人と共に検事のそばに着座して、被告人および証人に対する訊問権、
裁判官・鑑定人に対する忌避申請権、裁判官の訴訟指揮・質問に対する異議申
請権、証拠調査請求権、意見陳述権、弁護士選任権、上訴権等を持っていたの
で、韓国でも被害者の権利を重視しなければなければならないと主張する論者
らはドイツの制度を最も理想的な制度としてきた。
５．映像録画の証拠能力
映像録画はすでに2007年の改正刑事訴訟法に被疑者陳述の映像録画（同法第
244の２）、参考人陳述の映像録画（同法第318の２）の形で導入されたが、映
像録画の独自的証拠能力に関しては改正刑事訴訟法の論議の当時に削除され、
55
学説上その証拠能力を否定する学説が有力であった。
これに伴い、映像録画

55

これに対して詳細には、趙炳宣（Cho, Byung-Sun）
「韓国の国民参与裁判制

度の１年半の現況とその評価」関西大学 法学論集 第59巻 第５号（2010・2）
，
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の証拠能力の存否が不確実になった点を考慮して、法務部は映像録画の証拠能
力に関する規定を新設することになったのである。新しい規定は、捜査機関の
映像録画物に対して刑事訴訟法上調書に準じる証拠能力を付与した。したがっ
て検察の映像録画物についてはその成立の真正が認定された場合に、証拠能力
が認められ、警察の映像録画物については、その成立の真正および内容の真正
まで認定された時、証拠能力が認められる。そして被調査者の映像録画の要求
権も明文で規定した。

Ⅳ．親企業的規制緩和？ - 両罰規定の改正と秩序違反法の導入
最近2008年６月22日から施行された秩序違反行為規制法と2008年12月26日に
改正された69個の法律の新しい両罰規定が適用されることになった。報道機関
に提供された法務部の報道資料（2008.７.24）を見れば、題名が「両罰規定392
個法律改正、行政刑罰151個の過怠料への転換 - 前科者年間10万人減少予想」
として、両罰規定と過怠料転換は企業側寄り規制緩和の条件を用意するという
56
趣旨であることを明確にしている。
しかし必ず親企業的に解釈されることで

はないと考えられる。
Ａ．両罰規定の改正
１．両罰規定の違憲決定およびその改正
最近の憲法裁判所の両罰規定に関する違憲決定が両罰規定の改正作業を触発
させた。2007年11月29日憲法裁判所は「保健犯罪取締に関する特別措置法
（1990.12. ３法律第4293号で改正された）第６条」と関連して「個人の代理人・
使用人その他従業員が、その個人の業務に関して第５条の違反行為をした時に
は、行為者を罰する外に個人に対しも本條の例により処罰する。」と規定した
部分が刑事法の基本原理の責任主義に反するという理由で違憲決定を下し

118-119，特に脚註47参照。
56

この報道資料には、
「2008.７.24. 国家競争力強化委員会第５次会議で大統領様

に報告して、
今年年末まで推進する予定である」となっているため、
これに伴い、
結局改正・公布された69個の法律は、行政安全部（編）
，大韓民国 政府官報 第
16906号（2008.12.26.）に掲載された。
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た。57これに対して法務部と大検察庁は韓国刑事政策研究院に両罰規定の改正
案に関する諮問を与えて2008年４月韓国刑事政策研究院の研究用役報告書『両
58
罰規定の改善法案に関する研究』が完成された。
これを土台に法務部案が用

意された。このような法務部案に対する2008年６月の公聴会で筆者は検討意見
59
の発表者としてその代案を提示した。
その後法務部は「営業主が従業員の管

理・監督の注意義務を果たした場合には処罰を免じるようにする内容」を追加
した両罰規定改正案を確定して、すべての両罰規定の改正が推進され、2008年
12月26日資格基本法など69個の法律（法律第9190号から第9258号まで）が一次
60
に改正・公布された。
その後も国会の規制改革特委などで288個の両罰規定の

改正法律案を審査中であり、将来すべての両罰規定が改正される予定である。
新しい両罰規定の類型の「免責規定追加類型」はすでに一部の法律に存在した
が、その時ごとに表現は少しずつ異なった。しかし2008年12月に改正された69
個の法律には同じ表現の類型で立法された。現在審議中の288個の法律も同じ
表現で改正されるであろう。
２．両罰規定の解釈論
しかし例えば「オゾン層保護のための特定物質の製造規制などに関する法律」
では過失犯の注意義務の対象である「結果防止」は「第28条から第30条までの
違反行為」に相応する。ところでその違反行為は、第28条の例をあげれば、
「１．
第４条第１項本文に違反して許可または変更許可を受けず製造業を営なむまた
は虚偽その他の不正な方法で製造業の許可または変更許可を受けた者、２．第
９条第１項本文に違反して許可を受けず特定物質を製造した者、３．第10条第
１項に違反して許可を受けず許可製造数量を超過して特定物質を製造した者、
57

憲法裁判所 決定 2007.11.29, 2005헌가10（全員裁判部）
。

58

박미숙（Pak, Mi-Suk）
（研究責任者）/ 탁희성（Tak, Hi-Seong）/ 임정호（Im,

Jeong-HO）
（共同研究陣）
『両罰規定の改善法案に関する研究（2008.４.）
』韓国
刑事政策研究院、2008年度 大検察庁 研究用役報告書。
59

筆者の代案に対し詳細には、趙炳宣（Cho, Byung-Sun）
「両罰規定の構造と

行為者の特定」法務部（編）刑法改正および両罰規定改善公聴会（2008.６.20.）
資料集：両罰規定改善主題発表文，207-256参照。
60

改正・公布された69個法律は、行政安全部（編）
，大韓民国 政府官報 第

16906号（2008.12.26.）参照。
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４．第11条第１項に違反して許可または変更許可を受けず特定物質を輸入した
者」のようにいわゆる「抽象的危険犯」になるのが一般的である。すなわち違
反行為は抽象的危険犯の形態になるため、それ自体としては過失犯が成立せず、
実際に上の法律にも過失犯の処罰規定に罰則がない。
ところで韓国の判例が
「監
督責任の懈怠」を注意義務違反すなわち過失犯で把握した場合は「事故発生原
因に直接関与した具体的で直接的な注意義務違反」という基準がみたされた場
合に限定している。換言すれば「監督義務違反」が一般的な「注意義務違反」
と認められる場合は、重大な事故を惹起した「結果犯」をその前提として事故
発生原因に対する具体的で直接的な（因果関係上連結される）注意義務違反に
限定される。しかし先の「オゾン層保護のための特定物質の製造規制などに関
する法律」では「従業員の違反行為」が法益侵害に達する「結果犯」でなく「抽
象的危険犯」または「挙動犯」に過ぎない。したがって新しい両罰規定の法人
の過失（推定）責任はある結果を防止できないことに焦点があるのではなく従
業員の違反行為それ自体を防止できなかったことにある。従業員の違反行為そ
れ自体を防止できない（怠った）行為は「純粋な監督責任」に過ぎない。この
点を明確にするために純粋な監督責任でなく結果に原因を提供した「（過失）
正犯」としての営業主の刑事責任を把握する韓国の判例の接近方法を見ればこ
の点がより明確になるであろう。
「オゾン層保護のための特定物質の製造規制などに関する法律」第31条（両
罰規定）の「第28条から第30条までの違反行為」の本来の行為者 - 規範の受範
者 - は解釈上営業主の法人または個人である。それなら営業主の企業の刑事責
任は企業の「監督責任それ自体」である。これは「企業の犯罪的態度（criminal
corporation attitude）」を表示する「総体的な違反行為防止システムの欠如」
である。61両罰規定に表現された「従業員の違反行為を防止するための相当な
注意または監督を怠った場合」は「違反行為防止システム」がまともに稼動し
61

筆者の新しい理論構成に関して詳細には、趙炳宣（Cho, Byung-Sun）
「刑法

での行為者の特定：個人の責任と団体策である」ソウル大法学 第50巻 第２号
（2009）
，
591-614； 趙炳宣（Cho, Byung-Sun）
「改正両罰規定での企業の刑事責任：
過失推定説に対する反論」刑事政策 第21巻 第１号（2009）
，351-370； 趙炳宣
（Cho, Byung-Sun）
「環境法での企業責任 - 改正された両罰規定と秩序違反行為
規制法に基づいた新しい理論構成の試み」環境法研究 第31巻 第１号（2009）
，
305-330。
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なかったケースに該当するだけである。刑法の行為概念に照らしてみれば「過
失行為（作為）
」よりは「不作為」により近いが、上の「オゾン層保護のため
の特定物質の製造規制などに関する法律」の「第28条から第30条までの違反行
為」が大部分義務違反行為で構成された「抽象的危険犯」または「挙動犯」で
あるため刑法上「不作為犯」と見ることもできない。したがってこのような意
味で企業の「総体的な違反行為防止システムの欠如」は両罰規定によって処罰
62
される犯罪行為として一種の「団体責任」と見ることができる。
両罰規定は

改正された立法を通じて明らかに「総体的な違反行為防止システムの欠如」と
いう形態の団体責任が推定されると見ることが適切であろう。2008年６月22日
から施行された秩序違反行為規制法第11条は営業主の法人または個人に対しの
み過怠料を賦課して、法人の代表者、法人または個人の代理人、使用人その他
の従業員に対しは過怠料に課さないことにしている。過怠料については両罰規
定とは全く異なる規定を導入したのである。刑罰に比べて非難の程度が弱い過
怠料が個人の責任をあきらめて、団体責任として企業にだけ過怠料の責任を問
うのも、このような特殊な形態の責任─韓国の既存法体系になかった新しい団
体責任で理解するならば、その理由が説得力があるように提示されるはずであ
る。
Ｂ．秩序違反法の創設
１．罰金刑の過怠料への転換作業
2003年から過怠料に関する一般法の制定を推進した法務部は2005年１月24日
63
に法務部案（秩序違反行為規制法案）を立法予告した。
国会には2006年８月

62

団体責任に対する筆者の堅持に対し詳細には、趙炳宣（Cho, Byung-Sun）

「刑法での行為者の特定：個人の責任と団体責任」ソウル大学校 BK21法学研究
団 比較韓国法センター主体 2009年度 第一次学術大会 団体法の諸問題 資料集
（2009.２.20.）
，31-64 参照。
63

2003年初め罰金などを過怠料に転換させるという法務部長官の言及があった

後、2003年７月法務部に過怠料転換実務委員会が設置され、裁判所、検察、行
政各部署、警察の実務者と教授により構成された。 筆者はこの立法委員会の委
員長として参加して2004年末まで政府法案の基礎になった立法案を委員らと共
に作成し、法務部は2005年１月24日にこの案を土台に法務部案を立法予告した
ことがある。
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30日に政府案として法案を提出して、結局2007年12月21日に「秩序違反行為規
制法」が制定・公布された。秩序違反行為規制法はその付則により制定された
日から６ヶ月後の2008年６月22日から施行されている。64
このような秩序違反行為規制法が導入された契機を調べてみると、まず韓国
で1980年代に始まって一度中断されたが1990年初めから引き続き提起されまた
その一部が立法作業にも反映された「罰金刑の過怠料への転換」という実務推
進目標から始まる。15年近く議論されながら立法実務にも直接影響を及ぼした
このような「過怠料転換」という立法実務は事実上罰金刑だけでなく既存の実
定法上に多様な形態で存在する「過怠料と類似の制裁手段等」を統一的に整備
65
する次元で過怠料に切り替えるという意味で推進されてきた。
過怠料転換は

一方で肥大化された刑罰の非刑罰化とも平行して発展した。特に韓国で罰金刑
が個別法規の中に罰則という形態で広範囲に拡大されながら、刑罰の本来の趣
旨とは異なり、刑罰の逆機能が生成されるのでないかと長らく指摘されてきた。
したがって政府はかつて1980年代から不必要であると判断される罰金を過怠料
に転換させる立法ないし改正作業を試みてきたし、こういう長い間の立法作業
が2003年に再開し、結局、秩序違反行為規制法の制定を通じてその長い間の結
66
実を結ぶことになった。
また、今まで過怠料と非常に類似の制裁手段等が事

実上ほとんど同じ機能を持つのに他の名前で存在するのを統一したのであ
67
る。

64

法律 第8725号 2007.12.21. 制定，2008.６.22. 施行。

65

これに関して詳しくは、趙炳宣「刑罰と過怠料の機能とその限界 - 過怠料一

般法の必要性を中心に -」刑事法研究 第22号（2004年冬）特集号，385-405参
照。比較法的には、趙炳宣（Cho, Byung-Sun）
「行政刑法と行政刑法理論に関
すろ韓国と日本の比較法的考察」姫路法学（姫路独協大学法学部）11号（1992）
，
101-124; Cho, Byung-Sun, Administrative Penal Law and its Theory in Korean
and Japan from a Comparative Point of View, in: Tilburg Foreign Law Review
(Tilburg University) Vol.2 No.2 (1992), 261-277 参照。
66

1980年代からのこの作業に対し詳細には、趙炳宣（Cho, Byung-Sun）
『秩序

違反法』, 韓国刑事政策研究院（1991）
，239 以下 参照。
67

秩序違反行為規制法の意義に関して詳細には、趙炳宣（Cho, Byung-Sun）
「秩

序違反行為規制法に関する研究」清州大学校 学術論集 第９集（2007）
，
77 以下。
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２．秩序違反行為規制法の創設
特に罰金刑と過怠料の区別は非常に流動的な領域であるため68、どのような
刑法的規定が過剰刑罰として違憲なのかを判断すること69は簡単ではなかっ
た。したがって秩序違反行為規制法には具体的な個別構成要件を置かずにそれ
を個別の法律に委任した。秩序違反行為規制法は総則規定と手続規定のみを置
いている。秩序違反行為規制法は本文５章54条、付則３条で構成された。第１
章は総則（第１条 - 第５条）として目的、定義、適用範囲、他の法令との関係
が規定されている。第２章は秩序違反行為の成立要件など（第６条 -15条）を
規定しているが、過怠料賦課の対象行為の前提条件（秩序違反行為の成立要件）
、
法人処罰規定、共犯規定、過怠料の賦課基準、過怠料の時効の順に規定されて
いる。第３章は行政庁が賦課する過怠料賦課、徴収に関する内容と手続き（第
16条 - 第23条）が規定されている。第４章は司法手続きとして裁判所の秩序違
反行為に対する裁判およびその執行（第24条 - 第49条）が規定されている。個
別的には過怠料異議事件に対する裁判所の裁判手続き、その不服手続き、確定
した裁判の執行手続きおよび略式手続がここに規定されている。第５章は補則
として官許事業の制限、信用情報の提供、監置規定等（第50条 - 第54条）が規
定されている。付則にはこの法案の施行と関連して必要な規定の施行である一
般的経過規定、特別規定の経過措置（３条）がある。上のような構造を持つ秩
序違反行為規制法の特徴的な面を概略的に調べれば次の通りである。
まず秩序違反行為の定義を「法令上の義務に違反して過怠料を課す行為」と
しながら、名前は過怠料であるが性格が異なる訴訟法上の義務違反行為や懲戒
罰としての過怠料は除外する。秩序違反行為の成立要件として故意または過失
を原則的に要求し、過去の過怠料に関する判例70とは相反する立法をしている。
そして違法性の錯誤に関する規定を置いてその誤認に正当な理由がある時過怠
料を課さないとしてより責任主義に忠実にしようとしている。このような趣旨
68

これに関して詳しくは、趙炳宣（Cho, Byung-Sun）
「刑罰と過怠料の機能と

その限界 - 過怠料一般法の必要性を中心に -」刑事法研究 第22号（2004年・冬）
特集号，399-405 参照。
69

例えば刑法の違憲性の有無が議論される判例に関して、趙炳宣（Cho, Byung-

Sun）
「行政行為と刑法 - 特に行政刑法の危険判断基準および行政従属性を中心
に -」刑事判例研究 第４巻（1996）
，19-40 参照。
70

大法院 判決 1969.７.29. 宣告 69마400。
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で次には責任年齢と心神障害に関する規定を置いて秩序違反行為も刑法上責任
に相応する構造を持つようにした。一方、法人処罰規定の根拠を置き、多数行
為加担者と関連して単一正犯概念を導入して刑法に比べて過怠料賦課のための
単純化された構造を構築しようとした。また、企業責任と関連して秩序違反行
為規制法第11条は営業主の法人または個人に対しのみ過怠料を賦課して、法人
の代表者、法人または個人の代理人、使用人その他の従業員に対しは過怠料を
課さないとしている。過怠料については両罰規定とは全く異なる規定を導入し
たのである。
この法律において秩序違反行為の成立要件を刑法に相応する枠組みを持つよ
うに構築したのと同時に他方で統一的な過怠料賦課手続きを導入した意義は非
常に大きいといえる。まず行政賦課手続きを置き、それに対する不服手続きを
規定し、また司法府において秩序違反行為に対する裁判ができるようにして当
事者の裁判権を保障した。その手続きは、今まで過怠料事件に適用された非訟
事件手続法をこの法案にもそのまま適用するように準用規定を置いた。過怠料
執行は検事の命令で行い、執行の実効性を担保するために資料提出の規定、国
家が発注する事業（官許事業）の制限規定、信用情報の提供規定、滞納者に対
する監置規定を導入した。これまで過怠料の実効性が確保されず、担当行政部
署が過怠料への転換を敬遠して罰金を好むために導入された規定である。
この法律は秩序違反行為に関する通則の性格を持つ法典が必要であるという
出発点を始め、過怠料賦課の対象となる秩序違反行為に関する実体的・手続き
的要素を刑法、行政法、その他法規を総合的・比較法的に研究・検討して導き
出したのである。秩序違反行為規制法は、将来刑事法の過剰刑罰化を一挙に解
消できる基盤になっている。したがって秩序違反行為規制法は過怠料の法治国
家的純化および実効性の確保という本質的目的と共に副次的に罰金刑の過怠料
への転換を促進させて、1948年政府樹立以後韓国刑法でその最後手段性を本当
に確立させる「革命的転換」をもたらす画期的契機になった。

Ⅴ．結論：予防刑法的思考の拡散とその限界
以上に概観したような韓国での最近の新しい刑事立法ないし改正（非常に多
岐にわたるので、紙面の都合上、主要論点のみ略述した）について、本稿の序
論においてすでに、筆者は「予防刑事司法の台頭」とその特徴を表現したた。
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なぜなら韓国の急速な民主化によりその間あまりにも犯罪人の人権保護にのみ
重点が置かれたことの反動で、社会に衝撃を与えた凶悪な犯罪が発生するごと
に、そのような凶悪犯罪をどのようにすれば事前に予防できるのかにのみ努力
が傾注された結果が、正に今日の刑法改正と特別刑事法（刑事訴訟法を包含）
の立法だったたからである。ところでこのような傾向はただ韓国だけでなく日
本を含んで東アジア各国に普遍的な傾向でもある。韓国刑事法学会が2010年９
月10日開催した「東アジア各国の刑法改正の動向と争点」に関する国際学術大
会で発表された山口厚教授と井田良教授の論文71によれば、2000年代日本の刑
法改正の動向も韓国と同様に重罰主義の傾向を見せている。
この点は興味深い。
特に2001年には、危険運転致死傷罪が新設され、2004年には、凶悪犯罪に対処
するために有期懲役・禁錮の上限が20年、有期刑加重の上限が30年に引き上げ
られ、強制猥褻罪、強姦罪、強姦致死傷罪、殺人罪、傷害罪、傷害致死罪の法
定刑が加重され、加えて、集団強姦等罪が新設された。2006年にも業務上過失
致死傷罪の罰金刑の上限が引き上げられ、2007年には自動車による交通事故の
事案を過失致死傷罪から取り出して刑の上限を引上げた自動車運転過失致死傷
罪が新設され、加えて危険運転致死傷罪の規制対象に二輪車も含まれることと
なった。2010年には刑の時効が一部廃止ないし延長された。これに対して「刑
事政策的ポピュリズム」（山口厚）または「重罰化と法のパッチワーク化」
（井
田良）現象であるとの鋭い指摘がなされている。日本法をよく知らない筆者が
韓国と日本の刑事立法の動向を厳密に比較することは不可能だが、とりあえず
表面的には、類似した立法動向の中でも韓国の刑事立法がより積極的に重罰主
義の旗じるしの下、保安処分を積極的に活用しようとする傾向を見せていると
は言える。また、韓国はかつて独裁政権による刑事司法の乱用を経験したので、
例えば死刑を事実上執行しなかったり、2007年に行われた、刑事訴訟法の第２
の立法といわれるほどの大々的な、人権保障の方向での刑事手続の改正および
秩序違反行為規制法の導入に見られるように、刑事司法の乱用と人権侵害への
憂慮が非常に敏感に議論されながらも、他方で、ダイナミックに変化する韓国

71

山口厚「日本の刑法改正 - 過去と現状」韓国刑事法学会（編）東アジア各国

の刑法改正の動向と争点（2010.９.10.）
，3-25；井田良「最近の日本刑法改正の
社会的背景」韓国刑事法学会（編）東アジア各国の刑法改正の動向と争点（2010.
９.10.）
，109-156参照。
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社会の社会安全に対する時代的要請によりいわゆる「予防刑法」が膨張して、
責任主義刑法は危機に逢着することになった。筆者の目には、このような韓国
刑事司法の「予防指向性」の背後に裁判所や検察の実務においても既存の刑法
理論では説明しにくいほど実用的で比例的な思考の膨張があるように見える。
このような韓国刑事司法の「予防指向性」は、筆者の見る限り、裁判所や検察
の実務にも広がり、そこでも既存の刑法理論では説明しにくいほど実用的で比
例的な思考が膨張していると見られる。その内容を一貫して説明するのはかな
り困難であるほどにそれぞれの事例が断片的で‘パッチワーク化’されている
から、筆者は単に「予防刑法的思考」と表現した。このような思考は、立法実
務を越えて検察でも法院の実務にまでますます深く入り込んでいると考えられ
る。例をあげれば世界的な現代自動車企業の社主（정몽구）に対し、彼の有償
増資による業務上背任または横領の罪責と関連して最小8,400億ウォン規模の
個人財産での社会貢献計画を用意して施行するといった約束を第２審ソウル高
等法院は有利な量刑事由と判断しながら刑の執行猶予とともに社会奉仕命令と
72
連繋させた。
しかし大法院は、原審の社会奉仕命令は違法で許容できないと
73
見て破棄差し戻した。
韓国において社会奉仕命令は、本来1989年少年法の改

正を通じて少年保護事件に対する保護観察処分および受講命令制度とともに導
入されたが、その効果が肯定的に評価され、1997年からは成人犯にも拡大され
た制度である（刑法第62の２）。純粋理論的には社会奉仕命令制度をよく「修
復的司法」と表現される被害者に対する原状回復制度とともに議論する場合が
しばしばあるが、第２審判決文の表現のとおり「... 経済秩序の毀損など社会全
般に対し無形的損害を及ぼした点を反省して回復方案を提示する次元で ...」と
いう実用的思考が見られる。重罰主義は近代学派の目的刑主義や二元的刑事制
裁に連なるのではなく、かえってその反対だと言えるが、韓国の立法ないし実
務では特異にも刑罰の早期投入、重罰の威嚇効果の極大化という変容を通して、
保安処分が指向する予防指向性と連結されていると見られる。2006年から韓国
の検察は法的根拠はないがいわゆる「刑事調停制度」を大田（Tae-Jeon）地検

72

ソウル高等法院 第10刑事部 判決 2007.９.６. 宣告 2007노586。

73

大法院 判決 2008.４.11. 宣告 2007도8373。この判決にしたがって정몽구（鄭

夢九；Cheong, Mong-Gu）現代自動車グループ会長は2008年６月孤児等を受け
入れた社会福祉施設で幼い子供を世話して清掃をする社会奉仕命令を遂行した。
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からモデルとして実施し始め、現在では全国的に拡大したし、ソウル高等法院
は2007年９月にも株式会社の金銭を横領した経営者に、その横領罪の間接的な
被害者の商街被分譲者らの被害回復のための金銭出捐および民事上の義務履行
74
を命ずる内容の社会奉仕命令を宣告した。
しかし大法院はこのような傾向に
75
継続してブレーキをかけ、破棄差し戻し判決を下しているのが実情である。

刑法の予防指向性にはもちろん長所もあるが、深刻な問題点は予防指向性に不
可避的に内在する明確性の欠如にある。韓国の現状におけるように、刑法典以
外の特別刑法に分散された片鱗の中での個別的重罰主義は結局刑法全体の統一
性を喪失させ、個別的且つ断片的に法定刑の幅を広げて量刑での具体的な基準
を堀り崩す傾向を有する。責任主義は、それ自体が非常に曖昧な概念であるが、
功利主義や実用主義に基盤を置いた比例的思考も刑事立法の限界を提示できな
いのは同じことであろう。ここで責任主義は危機に直面していると同時に、こ
れを契機として更なる発展を目指すという新たな課題を与えられたことになる
であろう。
著者紹介
本論文は2011年２月12日に北大刑事法研究会で行われた韓国・清州大学校趙
炳宣教授の講演をまとめたものである。
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