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近松門左衛門『大経師昔暦』をめぐって（一）

序、
１、実説と関連文芸作品

一、
『大経師昔暦』の特徴──関連テクストとの比較を通して
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２、
『大経師昔暦』の梗概と特徴
１、改暦の必要性と国際関係上の意義

二、
『大経師昔暦』の背景──貞享改暦を切り口として
２、貞享改暦をめぐる朝幕関係
３、渋川春海の人脈と土御門家の事情
４、大経師浜岡家の孤立
５、浜岡家の断絶をめぐる疑い

１、支配権力と町人の関係

６、道頓堀における浄瑠璃競演と安井家 
三、
『大経師昔暦』に表れた近松の認識と抵抗

（１）町人のコミュニティーの性質とその変容

２、町人社会の構造と信用問題
（２）町人の経済活動と信用問題
３、近松の抵抗
（１）道順夫妻と玉の意義
（２）仏教による救済
結、

序、

（以上本号）

近世前期、すなわち十七世紀から十八世紀前期は、徳川幕府による支配体制の確立に伴い、政治、外交、経済、文化
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近松門左衛門『大経師昔暦』をめぐって（１）

のいずれの面でも大きな変化が見られる時代であり、これを象徴するかのように、貞享元年（一六八四）には、八百年
（１）

以上にわたって途絶えていた改暦という画期的事業が行われた。様々な史料がこの改暦前後の変化の一端を伝えている
（２）

が、その背後にある社会構造について全体的な見通しを与えるものは決して多くない。そうした中で、近松門左衛門の

世話浄瑠璃『大経師昔暦』は、暦の版行・販売権を握り巨利を得ていた京の大経師家において改暦直前の天和三年（一

六八三）に起きた密通事件を素材としつつ、事件の実態よりはむしろ当該時期の社会構造を、鋭く捉えて描き出したテ
クストであると思われる。

世話浄瑠璃は、世話狂言に比すれば速報性が劣るとはいえ、現実の事件からあまり時を経ないうちに作られることが

多いが、『大経師昔暦』は、事件により処刑された大経師の妻おさんと手代茂兵衛の三十三回忌の追善公演として企画
（３）

されたようであり、事件の発生からテクストの完成・上演までにかなりの年数を経ている点がやや特殊である。すなわ
（４）

ち、その初演は正徳五年（一七一五）の春と推定されており、特に評判になったことを示す記録はないが、それは必ず

しもこのテクストの拙さを物語るものではない。実際、その内容は、記録等から窺われる当該事件の実説やそれを基に

（５）

した先行文芸作品とは異なる点が多く、近松が時を掛けて練り上げたものと思われる。本稿は、こうした他のテクスト

（６）

との差異に留意しつつ、『大経師昔暦』のテクストにおいて近松が何をいかに描こうとしたか、その背景に何があったか、

ということを、主に改暦をめぐる問題を手掛りとして分析することによって、当時の社会構造に迫ることを目指す。

一、『大経師昔暦』の特徴──関連テクストとの比較を通して
１、実説と関連文芸作品

北法64（2・3）283

大経師家の密通事件に関しては、実事件の記録や各種の文芸など多様なテクストが残されており、各ジャンルの持つ

性質の相違により、テクスト間には有意な形式上の差異も見られる。しかし、
『大経師昔暦』が際立っているのは、特

（７）

にその内容の独自性においてであるため、ここでは主に内容面に絞って他のテクストとの比較を行いつつ、その特徴を
明らかにしておきたい。

（８）

まず、基になった事件の実説については、諏訪春雄氏の優れた論考が存在するが、これによっても、必ずしも当該事

件の一部始終が明らかになったわけではない。諏訪氏も引用する一九〇九年の春蘿生氏の論文によれば、当該事件と関
（９）

係者の処分については、「京都所司代の法令類を輯め役人の参考にした書籍」の中に、密通者処罰の判例として載って

（ （

いたようであるが、現在この史料は見当たらず、そもそも事件の詳細を明らかにしようとしても客観性の高い手掛りは

同

磔

同人下女密夫の肝煎

同人下人さん密夫

意俊女房

たま

茂兵衛

さん

右町中引廻しの上粟田口にて被行刑罪

獄門

は牢舎、たまは意俊へお預ケになる、同年九月二十二日終に所刑となる事次の通り

ケ茂兵衛は手鎖で三人共に茂兵衛の兄七兵衛方へ御預ケになり明十日罷出る様申し渡された、即翌十日にはさん茂兵衛

申合せて丹波国氷上郡山田村といふ処へ立退いて居たのが捕へられて、天和三亥年八月九日に僉議の上さんたまは町預

烏丸通四条下ル町人経師意俊（他の書には皆意春とある）の女房さん、同家の手代茂兵衛、同じく下女たまの三人が

乏しい。ただ、関係者の処罰に関してのみは、春氏が右の史料によって以下のように述べており、細部まで判明する。

（1

説
論
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近松門左衛門『大経師昔暦』をめぐって（１）

同

同

同

追放

宿仕候者

同

同

本人茂兵衛の兄弟

仁兵衛

七兵衛

武兵衛

利右衛門

右四人は丹波氷上郡並三小郡御放追

其他半助、長兵衛といふ者も丹波国中並に京都追放、奉公人請人治右衛門九郎兵衛は本人を尋ね出した功に因り御構
なく、縁者弥左衛門茂兵衛世話人も同様の訳で宥された。
（ （

処罰に関しては、より簡略な他の記録によっても裏付けられるものの、現在、事件全体について右の史料以上に詳細

な記録は見当たらない。しかし、当時、この事件が人々の注目を大いに集めたことは、文芸に盛んに取り上げられてい

ることから明らかであり、『大経師昔暦』以外にも、民間娯楽芸能の一種である歌祭文、
井原西鶴の浮世草子『好色五人女』
巻三の「中段に見る暦屋物語」などが、今日まで伝わっている。

このうち、歌祭文については、少なくとも二種類のヴァージョンが現存しており、それぞれ『大経師おさん茂兵衛』

と『大経師おさん歌祭文上下』というタイトルを持つ。その成立年代は正確には分からないが、特に後者は、正本の板
（

（

式などに鑑みると歌祭文としては比較的古いものと見られ、下限は遅くとも『曾根崎心中』の成立した元禄十六年（一

七〇三）頃と推測されている。一方、いずれのヴァージョンの末尾にも、
「姿は朽ちて名は残る。京でおさんと好色の。
（

（

（1

貞享三年（一六八六）二月に大坂で西鶴の『好色五人女』が刊行された後といえる。但し、一般に歌祭文は口頭で伝わ

北法64（2・5）285

（1

五人女の一の筆。世の口ずさみ一昔。」という一節が見られることから、上限は、少なくともこの部分に関する限り、

（1

るため途中で詞章が変化することもあり、特に冒頭や末尾に新しい章句を詠み込むのは容易であることから、中核部分
（

（

は事件直後に既に作られ歌われており、その後、『好色五人女』が人気を博したことを受けて、これに関する文言を加

（

（

師おさん歌祭文上下』の方が、より早く成立したと考えられるが、ヴァージョン間の語句の相違は僅かであり、筋書に

関する一連の文芸の中では相対的に早い時期に成立したものであるとはいえる。二種のヴァージョンの間では、
『大経

えたという可能性も否定しきれない。したがって、『好色五人女』との先後は確定できないが、歌祭文が、当該事件に

（1

元禄年間（一六八八～一七〇四）までの初期の歌祭文は、一般に宝永年間（一七〇四～一七一一）以降のものと違っ

さみとなったが、このような哀れは世にも稀である。

んは末代までの見せしめとして京の町を引き廻され、粟田口で処刑される。おさんは好色五人女にも書かれ、世の口ず

る。しかし、これを飛脚で知らされた江戸の以春が急遽馳せ戻り、大江山でおさん達を見つけ出して連れ帰った。おさ

になる。そのうちにおさんが懐妊して家にいられなくなり、茂兵衛と玉と共に愛宕参りに事寄せて家出し、丹波に隠れ

これを限りに出家して未来の罪を遁れようと言うが、おさんは一度過ちを犯せば同じことだと答え、逢瀬を重ねること

ては今日明日にも死ぬと言っている、と聞いて心を動かされ、一夜を共にすることを承知する。思いを遂げた茂兵衛は

戸にいて留守なので一夜ばかりの情けをかけてくれ、とあった。おさんは玉を一旦は咎めるものの、茂兵衛が返事によっ

これを開いてみると、茂兵衛のおさんに対する苦しい恋心が暦にまつわる語を交えながら綴られており、今は以春も江

おさんに思いを寄せる茂兵衛に仲立を頼まれた玉が、拾った文のふりをして茂兵衛の恋文をおさんに渡す。おさんが

関してはほとんど共通しているといってよい。それは以下の通りである。

（1
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（

（

（

（1

（ （

かであるが、恋文であるにもかかわらず、敢えて「八専」・「坎日」・「狼藉」・
「大禍」・
「凶会日」など凶日ばかりを重ね

ていることも、この点と関わっていると考えられる。この口調のよい手紙が、歌われた時の効果を狙っていることも確

哀れさが増している。さらに、暦にまつわる語を連ねて書かれた茂兵衛の恋文が、テクスト全体の三分の一近くを占め

付加することによって、不義に関し何ら責任のない子をも親と諸共に処刑する、
という酷な結果が生まれることになり、

おさんの懐妊という出来事は、歌祭文以外のいずれの関連テクストにも見られず、虚構である可能性が高いが、これを

追善の対象であるおさん達の哀れさを強調することに力点を置く、という特徴に繋がっているように思われる。例えば、

ことには留意すべきであり、そのことが、事件に至るまでの様々な経緯や関係者の性格等を事細かに描き出すよりも、

伝えたものと見なすことはできない。特に初期の歌祭文が、死者の追善回向という祭文本来の役割を色濃く残している

（

実説から大胆に離れて作り上げられたものではないと見られる。しかし、これらのテクストも、むろん事実をそのまま

て演劇的構成をとらず、事実を平板に説明・報告する要素が強いと言われており、おさん・茂兵衛に関する歌祭文も、

（1

ているために、聞き手に不吉な予感をさせ、歌祭文を初めから哀調を帯びたものとしているからである。同時に、暦関

連の語の多用は、歌祭文の作者や歌い手達が、この事件が通常の町人の家ではなく暦の版行・販売という特権を握る大
経師家で起きたものであることを、強く意識していたことも物語っている。
（ （

これに対し、歌祭文にも詠み込まれた西鶴のテクストは、同じ事件を素材としつつも、それが大経師の家で起きたと

西鶴は、これ以前に貞享改暦に因んで『暦』という浄瑠璃を書いており、改暦についても大経師家の社会的位置付けに

家であるということが生かされているわけではなく、暦にまつわる語が多用されているわけでもない。後述のごとく、

いうことにはあまり注意を払っていない。タイトルこそ「中段に見る暦屋物語」となっているものの、内容に大経師の

（1

ついても知識が乏しかったとは考え難いため、恐らく敢えて暦の問題を捨象したのではないかと思われる。その一方、
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（1

暦とは無関係で歌祭文にも見られない様々なエピソードが含まれ、全体としてはかなり長くなっており、以下のような
五段構成をとる。

第一段の「姿の関守」では、天和二年（一六八二）の春、安井の藤を見に来た帰途の美女達を京の男達が品定めして

おり、最後に登場したまだ十三、四の娘が抜群に美しいと評される。この「室町のさる息女、今小町」こそ、後に大経
師の女房となるおさんであり、「いたづらもの」であったとは後になって分かった。
（

（

第二段の「してやられた枕の夢」では、おさんを嫁に迎えた大経師が三年ほど経って江戸の方に行くことになり、留

第四段の「小判しらぬ休み茶屋」では、おさん達が丹波柏原にある茂右衛門の伯母の家へと逃れるが、逃避行の緊張

世に広がった。

れ入水したと思い込んだ供の者達が、嘆きながら二人を探すが見つからず、泣く泣く形見を持って京に戻り、その噂が

入水したと見せかけて落ち延び共に暮らそう、という茂右衛門の言葉にしたがって逃げることにする。この企みに欺か

第三段の「人をはめたる湖」では、おさんが茂右衛門と共に石山寺に参詣し、
琵琶湖に身投げしようと持ちかけるが、

死出の旅路の道連れとなろうと覚悟を決めると、茂右衛門もおさんを想い、夜毎に通い続ける。

右衛門がすり替わりに気づかぬまま契りを結ぶ。目が覚めたおさんは驚くが、こうなった以上は身を捨てて茂右衛門と

束した夜に、おさんがりんとすり替わって寝所に入る。ところが、おさんは思わず眠ってしまい、そこに忍び込んだ茂

やった。だが茂右衛門は失礼な返事でりんをからかったので、これを懲らしめようと、茂右衛門がりんと会うことを約

話が始まる。この茂右衛門に対して腰元のりんが想いを寄せるが、無筆で恋文も書けなかったため、おさんが代筆して

守を預かるおさんの助けとして、実家から（実説の茂兵衛に対応する）茂右衛門という人物が送り込まれたところから

（2
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感は乏しく、丹波の茶屋の亭主が小判が何かを知らなかったり、茂右衛門がおさんのことを宮仕えしていた妹で二百両

の蓄えもあると偽って伯母に紹介したところ、欲が出た伯母の計略でおさんがその悪名高い息子の嫁にされそうになっ

たりする、といった滑稽なエピソードが語られる。その後、柏原を逃れたおさんと茂右衛門は、文殊堂で助命と引替え
に出家を勧める霊夢を見るが、これも無視して道ならぬ関係を続ける。

第五段の「身の上の立聞き」では、都が懐かしくなった茂右衛門が京へ上ってみるが、人々が自分の噂をしているの

を聞き、さらに翌日には藤田狂言の場でおさんの夫の姿を見かけ、丹後に逃げ帰る。菊の節句の頃、丹波から毎年来る
（

（

栗商人が大経師を訪ね、丹後でおさんと茂右衛門に生き写しの人を見たと語る。大経師が人をやると本当に二人だった

ので、これを捕らえ、二人は不義の科を逃れられず、仲立をした玉という女も共に引き廻され、粟田口で命を落とし、
世の語り種となって名を残したという。

この内容を歌祭文と比較すると、まず、第一・三・四段に関しては、歌祭文に対応する箇所がほとんど存在せず、恐

らく西鶴が独自に創作した部分であると推測される。また、密通に至る経緯を記した第二段においても、歌祭文とは全

く異なり、腰元のりんの茂右衛門に対する恋、りんとおさんのすり替わり、錯誤によるおさんと茂右衛門の密通、とい

う一連の新しい趣向が凝らされている。この趣向は、後述するごとく、その意義をおよそ異なるものに変えながら、近
松の『大経師昔暦』に生かされることになる。

歌祭文とは異なるが『大経師昔暦』とは共通する点として、西鶴が、京と丹波、すなわち都市と在地社会との対比を

強調していることも注目される。この対比は、第四段における小判に関する話にとりわけよく表れている。丹波の者が

小判を知らないという点は、金貨である小判を使うのは主に江戸であり、上方では銀遣いが中心であったことを踏まえ
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（2

たものと考えられる。よって、このことをもって丹波では貨幣経済が浸透していなかったと直ちに言うことはできない

が、金銀の交換が日常的に見られる都市とは、経済のあり方や人々の認識が異なるということは、明らかに窺える。そ

して、後述のように、近松も、都市と在地社会の対比を、経済をめぐる意識の相違を中心に描き出している。この対比

を描く際に西鶴と近松が共に圧倒的な重点を置くのはあくまで都市の側、換言すれば上方町人の側であるが、そのいか

なる面に光を当てるか、という点において、西鶴は、歌祭文とも近松とも異なる態度をとる。歌祭文がおさん達の哀れ

さを前面に出しているのに対し、西鶴は、特に第三・四段を中心とする独自性の強い部分において、敢えておさんと茂

右衛門のしたたかな面を描き出し、むしろ笑話に接近する。特におさんは、
思いも寄らぬ密通であったにもかかわらず、

その後は悔いることもなく積極的に不義を重ね、これを咎める霊夢も気にしないなど、軽薄で享楽的だが逞しい。こう

した人物像も含め、西鶴のテクストには脚色も多いと推測されるものの、その名が歌祭文にも取り入れられるほどの評
（

（

判になったのは、それが事実を忠実に写す以上に鋭くかつ的確に、当時の上方町人の新たな意識の一端を示していたた

（

（2

（

（2

（ （

文と同様に複数のヴァージョンが存在するが、金川家の周辺で伝えられてきたヴァージョンの内容は、歌祭文や、西鶴、

川家が今も住んでいるという丹波にも、おさんと茂兵衛に関する説話が残っている。口頭で伝わってきたために、歌祭

（

の内部でのみ人々の関心を引いたわけではなかった。在地社会、具体的には茂兵衛の故郷でその親族の子孫にあたる金

この西鶴のテクストは、歌祭文とともに、主に上方の町人に享受されたと考えられるが、当該事件は、必ずしも都市

ようなおさん像に重ねて表そうとしたことは、疑いないと思われる。

（

に芽生えていた、既成の法や道徳などに囚われずに自らの思うままに生きようとする意識を肯定的に捉えた上で、右の

めであろう。西鶴のテクストについてここで詳細な分析を全面的に展開することはできないが、西鶴が、上方町人の間

（2

近松のテクストとは大きく異なっており、恐らくこれらとは独立に、事件後しばらくして成立したと推測される。この

（2
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説話が都市で成立した文芸との間に直接の影響関係を持っていないとしても、歌祭文や西鶴のテクストとは別の観点か

ら『大経師昔暦』の特徴を明らかにする有効な手掛りを与えるため、続いて概観しておきたい。その梗概は以下のとお
りである。
いいなずけ

おさんと茂兵衛は共に丹波氷上郡内の由緒ある家に生まれ、両者は 許 婚 であったという。船城の山田にあった茂

兵衛の実家の金川家には、虫干しに出すとどんな日照りの時にでも必ず雨が降るという貴重な刀が存在したが、これを

おさんの親である油良の殿様に乞われて貸したところ、油良の殿様が又貸しをして刀の所在が分からなくなってしまっ

た。そこで茂兵衛とおさんが刀を探すように命じられ、共に京の京師屋に奉公に出たが、おさんが当主に見込まれて京

師屋の嫁となった。しかしおさんと茂兵衛は互いを忘れられず、不義は御法度と知りつつ愛し合い、都を落ちて丹波ま

で逃げてくる。ところが柏原の沖田の森のお堂で一休みしている時に、おさんが咳をしてしまい、堂の縁で一服してい

た猿回しに怪しまれて、あの堂の中に人が隠れていると通報されてしまった。その結果、ほどなく二人は役人に捕らえ

られ、京に送られて粟田口で処刑されたという。お堂の近くの人々は、咳さえしなければ捕まらなかったものを、とお

さん達を哀れがり、そこに小さな祠をたてて冥福を祈った。その祠がいつしか咳の病気に効く神様として知られるよう

になり、多くの人が詣でるようになった。これが柏原町沖田にあるおさんの森であり、また山田にある金川家の裏山に
は茂兵衛の内緒墓があるという。

歌祭文や西鶴、近松のテクストと比較した場合、この説話は、おさんの出自やおさんと茂兵衛の関係、話の主たる舞

台、といった点において、いずれとも決定的に異なる。まず、おさんの嫁ぎ先である京の「京師屋」については、経師
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の長である大経師の家を指すと思われるものの、名前も示されず商売に関する話も皆無であるのに対し、おさんと茂兵

衛の実家については、双方とも由緒ある家と述べられ、「油良の殿様」
、「船城の山田」の「金川家」、と非常に具体的で

ある。近世において、丹波は狭い領地に分割されて多数の小領主により治められており、「油良の殿様」も「金川家」も、

こうした小領主ないしそれに準ずる層と考えられる。この両家の間で刀の貸借が行われるが、その刀は雨を降らすとい

う農事にとって重要な効用を持っており、両家の間の親密な関係に基づいて使用貸借され、金銭の話は一切出てこない。

これらのことは、この説話の関心が、明らかに京ではなく農村中心の丹波に向いており、そこでは長期的な人間関係を

前提とする様々な贈与交換が極めて大きな意義を持っていたことを窺わせる。おさんと茂兵衛が許婚であったという独

自の設定もこの点に関わる。そして、この設定ゆえに、両者の不義の意味が、他の関連文芸作品とはおよそ異なったも
（

（

のになる。形式上はおさん達の行為が不義にあたるとはいえ、許婚同士の仲を裂いておさんを強引に嫁にした
「京師屋」

という、使用貸借の前提となる高度な信頼関係を崩す行為が見られることは、そのことを示しているように見える。そ

んが必死で探し信頼を回復しようと試みたりする一方で、油良の殿様やその又貸しの相手には、刀を大事に管理しない

や基盤の脆弱さも同時に映し出している。金川家が家宝のごとき刀を無償で貸したり、それを親が紛失すると娘のおさ

れた関係が成り立つ可能性を見出す。しかし、これはあくまで可能性に過ぎず、説話は、そうした信頼関係の不安定さ

に存在する緊密な贈与交換関係に表される物的な紐帯に着目し、この上に、素朴ではあるが一見強い信義によって結ば

地側の視点に立っている。但し、在地社会といっても庶民よりは領主やそれに準ずる上層の人々に光を当て、彼らの間

要するに、この説話は、都市と在地社会という対立を、西鶴や近松のテクスト以上に強く意識した上で、一貫して在

見方が可能になるからである。

の当主の行動の方が非道であり、おさんと茂兵衛はこれに抗し、死罪になる危険も顧みず命懸けで愛し合った、という

（2
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して、この脆弱さは、都市側の問題と絡むことによって致命的なものになる。物的紐帯を表す刀を追い求めておさんと

茂兵衛が都市へと出てくることは、「京師屋」に代表される裕福な都市町人が権力や財力に物を言わせて在地社会に介

入し、刀を奪ったということを示唆する。さらにそれがきっかけとなり、在地社会から見れば、刀を追っていったおさ

ん自身をも都市町人に取り上げられてしまい、おさんと茂兵衛が体現する強い信義で結ばれた関係が破壊されることに
なるのである。

このような説話が作成され、主に口頭によって伝わり、祠や供養塔と共に、丹波、中でも柏原においては現在に至る

まで保存されてきたということは、当時、都市と在地社会、あるいは町人と小領主や農民との間に、意識の面における

深い亀裂が存在し、その影響が長く残存してきたことを物語っており、注目に値する。この説話は、財力に物を言わせ

て在地社会に介入しそこに成り立っている一見強い信頼関係を破壊する都市町人への反感と恐怖や、個別の事情を顧み

ない幕府の苛酷な法への批判を窺わせるが、それは、何よりも説話を語り継いできた柏原の人々の意識を掬い上げたも

（

（

のと思われる。柏原はおさん・茂兵衛の密通事件が起きた時点においては天領であったが、元禄八年（一六九五）以降

（ （

（

（

りわけ宝永元年（一七〇四）には幕府から大和川改修工事の賦役を命じられたために、藩主は伝来の宝刀六十余口を

に織田氏を領主とする柏原藩の領地となり、以後明治期に廃藩になるまで、その財政は始終困難を極めたという。と

（2

にも表されているように、この説話が、素材となった事件の本来の主要な舞台である都市側の背景については精密には

たおさん・茂兵衛の説話は、人々の心を捉えたに違いない。しかし、その一方で、都市町人の描き方が単純であること

はその極に達したとされる。そうした中で、裕福な「京師屋」や幕府の酷い仕打ちによって哀れな運命を辿るほかなかっ

売り、藩士の禄を廃し面扶持に替え、百姓等にも表高に応じて出資させて、何とか諸費を捻出したものの、上下の困憊

（2

把握できておらず、それゆえ社会構造全体を十分に見通すには至っていない、ということも確かである。これに対し、
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（2

歌祭文や西鶴のテクスト等の他の関連文芸作品は、いずれも都市町人の側に着目したが、その中でも、当該事件の背後

の社会構造全体を見通すことができたのは、以下の分析が示すごとく、『大経師昔暦』のみであったと思われる。

２、『大経師昔暦』の梗概と特徴

近松がおさんらの密通事件を文芸に仕立てようとするのは、西鶴のテクストが人気を博した後のことであり、しかも

直ちに『大経師昔暦』の執筆に取り掛かったのではなく、まずはこの事件をもとにした歌舞伎狂言の作成に取り組んだ
（ （

ようである。また、この歌舞伎は近松一人の作ではなく、京の万太夫座の役者兼作者であった金子吉左衛門、俳名一高
（ （

との合作であり、当該事件をもとにした歌舞伎「大経師」が大坂で上演されたことに触発されて作成したのではないか

（3

（ （

所在は分からず、『大経師昔暦』との相違を明らかにすることはできない。但し、日記の記述からは、近松よりも金子

よって、その後、万太夫座で、切狂言としてこの「おさん茂兵へ」が上演されたものと考えられるが、現在その正本の

へノ狂言ノ相談」をしており、同月二十六日には「切狂言ヲサン茂兵ヘノ稽」とあって、その稽古をしたと思われる。

と思われる。『金子一高日記』によれば、元禄十一年（一六九八）七月二十日に近松が金子のもとを訪れ、「おさん茂兵

（3

（ （

いて、それは珍しいことではなかったのだろうが、早くから浄瑠璃本や芝居の看板に作者として署名をし、その内容に

松の構想が十分に生かされたものではなかったと考えられる。歌舞伎や浄瑠璃における作者の立場が弱かった当時にお

古の中でその意見を取り入れて変更を加えることも少なくなかったことに鑑みると、歌舞伎狂言「おさん茂兵へ」は近

の方が作成の主導権を握っていたと推測される上、当時の歌舞伎役者と作者とでは、一般に役者の力が優位にあり、稽

（3

誇りを持つと同時に責任を負う態度を明確にしてきた近松にとって、作者の意向が重視されない舞台作りは、恐らく不

（3

説
論
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満の残るものであったろう。

（

それだけに、正徳五年（一七一五）の春、大坂の竹本座で上演された『大経師昔暦』は、近松が満を持して自らの構

想を心置きなく展開した作品であったと思われる。その梗概は、次のようなものであった。

（

まず上之巻において、舞台は実説と異なる貞享元年（一六八四）十一月朔日の大経師家と設定される。十一月朔日は、

来年の暦を初めて披露する日であり、大経師家にとっては一年中で最も喜ばしく、また忙しい一日である。祝いと称し

て訪れたおさんの母は、夫の道順が財政の苦しさから家を二重に質入れしてしまい、当月の三日までに利子二貫百目を

払わねば二重質入れが露顕してしまうが、あと一貫目が工面できず困っていることをおさんに語る。おさんは一貫目の

調達を手代の茂兵衛に頼むが、引き受けた茂兵衛は、主人の以春の判を無断で白紙に押しているところを重手代の助右

衛門に見られてしまい、以春に問い質される。茂兵衛に想いを寄せる中居の玉が、自分が金策を頼んだと訴えて庇うが、
玉に気がある以春はかえって憤り、茂兵衛を隣の空き家の二階に監禁する。

夜更けにおさんが玉の寝所に礼を述べに行くと、玉は以春が毎夜忍んで来て口説くことを告げ、おさんは以春に恥を

かかせようと、玉と部屋を取り替えて待つことにする。そこへ、玉の恋慕の情を知り、昼間の礼にこれを晴らさせよう

と思った茂兵衛が忍んで来るが、おさんは以春だと思って肌を合わせる。以春が戻り、迎えに出た助右衛門の行灯の光
で、おさんと茂兵衛は人違いに気づき驚く。

中之巻では、玉の伯父で請人でもある赤松梅竜の家が舞台となる。岡崎村で太平記講釈をしている梅竜のもとに、お

さんの間男の仲立をしたとして、助右衛門に縛り上げられた玉が連れて来られる。梅竜は、助右衛門を追い返すと、お

さんを主人と頼んだ以上、そのためには命を惜しむな、と玉に諭す。一方、二人で家を飛び出したものの、玉が心配に
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（3
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なったおさんと茂兵衛も梅竜の家の前までやって来る。二人は、自分達を気遣う玉の言葉を立聞きして涙に暮れるが、

そこへ道順夫妻が通りかかる。おさんを叱りつける道順の前で、茂兵衛は自分一人が咎を負うと言うが、おさんは聞き

入れず、二人で茂兵衛の在所である丹波の柏原に逃げることになる。道順はおさんの命を助けたい一心で、家質の利子

にあてるために黒谷の和尚より借りた銀一貫目を、落としたふりをして二人に与えて逃がす。

下之巻では、奥丹波柏原に場面が移る。落ち延びて茂兵衛と共に借家住まいをしていたおさんは、正月の万歳に見破

られて恐ろしくなり、茂兵衛も、駕籠舁きの噂話から、自分達の隠れ場所が知れて役人が探しに来ているらしいと知り、

逃げようと考える。しかし、道順からもらった銀一貫目の残りの八百目を家主の助作に預けていたため、これを返して

もらおうと待っている間に、捕手の役人が来て二人は捕まる。そこへ梅竜が玉の首を持って駆け付け、全ての罪を玉に

着せて二人の命乞いをするが認められず、先に来ていた助右衛門と揉み合うが止められ、役人は京都におさんと茂兵衛
を護送する。

この後に、道行の暦歌が挟まれ、粟田口刑場の場面へと転換する。自分達を身代わりにして二人を助けてくれ、と懇

願する道順夫妻が追い払われたところへ、黒谷の東岸和尚が駆け付けておさんと茂兵衛に衣を被せて助け、人々も道順
夫妻も喜びの声を上げる。

以上の梗概に表れている限りにおいても、実説や関連する文芸作品との相違、換言すれば本テクストの特徴は、多岐

にわたっているが、ここでは、その中でも殊に重要と思われる点を指摘することとしたい。

第一に、『大経師昔暦』は、西鶴のテクストや柏原に伝わる説話と異なり、密通事件が通常の町人の家ではなく暦の版行・

販売という大きな特権を握る大経師家で起きた、という事実を強調している。この点は、歌祭文とは共通しており、実
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（

（

（

（

微塵ほどもなけれども」（五六〇～五六一頁）というおさんの言葉は、そのことを端的に示しており、この設定は、廣

すなわち真の不義ではない、という設定になっていることが特徴的である。中之巻における「二人に不義のあやまりは．

第二に、『大経師昔暦』においては、いずれの関連作品とも違って、おさんと茂兵衛の間に終始一貫して恋愛感情がない、

わり、
事件の背後の社会構造全体に目を向けるという、このテクストの根本的なあり方と結び付いていると考えられる。

的位置付けについても強い関心を払い、その点をも明瞭に描き出している。このことは、以下に述べる他の特徴とも関

語の多用に止まるのに対し、『大経師昔暦』は、通常の町人とは桁違いの利益と待遇を得ていたという、大経師の社会

際、下之巻の暦歌には、歌祭文から取り入れたと思われる句が少なからず含まれている。但し、歌祭文が専ら暦関連の

（3

（

（3

（

（

方を設定した。その結果、おさんと茂兵衛は、事件当時の行動に過失が全くなかったとまでは言えないとしても、互い

（

門が事後的にはむしろ積極的に不義の関係にのめり込んで行く展開にしたのに対し、近松は敢えてそれと対極的なあり

よる姦通は、もともと西鶴の考案した趣向であり、近松はこれを受け継いでいるといえるが、西鶴が、おさんと茂右衛

末保氏によって「意志なき姦通」と称されて以来、多くの研究者の注目を集めてきた。意思によらない、つまり錯誤に

（3

（

竟お主の奉公」（五三九頁）、と快く引き受けることに表れているように、以前から両者は信頼関係で結ばれていたとい

と茂兵衛に依頼し、茂兵衛が「お前とてもお 主 、親の恥は娘の恥．舅の恥は婿の恥．二人のお主の恥をすゝぐは、畢

しゆう

もっとも、おさんと茂兵衛の間に恋愛感情はないが、おさんが実家のための金策を「頼むはそなたばかり」
（五三八頁）

とになる。

（

かかわらず、形式的に幕府の法に拠るならば、命をもって償わねばならないことになり、その処罰の残酷さが際立つこ

の間における密通の意思はおよそ持っていなかったばかりか、事後的にも不義の関係に入ることは決してなかったにも

（3

える。そして、その信頼関係の前提に存在した、主人の妻と使用人という距離のある上下関係の意識が、事件後の逃避
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（3

行を通じて変化し、より水平的で強い連帯の関係が生まれることも確かである。道順夫妻の面前で、夫妻がおさんの命
ながら

を助けてくれるなら自分一人が咎を受けて死にたい、と言う茂兵衛に対して、おさんは明確にこれを拒否し、「我一人
（ （

生き 存 へ、言訳が立つほどなれば．二人生きても同じこと」（五六三頁）と言い放つ。また、おさんと茂兵衛の互い

（ （

重視している。だが、彼は同時に、これをさらに凌ぐ非常に強固な絆を、おさんとその両親である岐阜屋道順夫妻との

恋愛関係とは異なる、この水平的で強い連帯は、『大経師昔暦』にのみ見られるものであり、近松は明らかにこれを

の呼び方に表れる敬意も変化を見せ、次第に対等になってゆく。

（4

ルを獲得しているのである。

らには密通事件に繋がってゆく伏線にもなっている。そのため、テクスト全体が、他の関連作品とは質的に異なるスケー

ており、それをも生かしながら両家の関係は周到に設定されていて、そのあり方が、おさんが以春に踏みにじられ、さ

てはまり、現実味があるといえる。さらに、両家がそれぞれに持っている人脈や債権債務関係なども丹念に書き込まれ

三七頁）だが、物入りが続いて身代が傾いている、と描写される岐阜屋も、後述するごとく当時の没落町人の典型に当

（五三七頁）に屋敷を持っていて、本来なら「婿を取つて．家を継がす」（五五九頁）ほどの格式ある「昔の株の家」（五

た関係が存在したか否かは分からない。だが、大経師家が突出した経済力を持っていたことは事実であり、
一方、「下立売」

師にいわば質にとられた関係になっている、と設定したためでもある。現実の大経師家とおさんの実家の間に、こうし

絡めて、裕福な大経師以春が身代の潰れそうな岐阜屋を助ける代わりにおさんがそのもとに嫁ぐ、つまりおさんが大経

切実なのは、近松が、先述のとおり大経師の特異な社会的地位と経済力に目をつけ、これと岐阜屋の経済状態を巧みに

道順夫妻の悲劇を極めて印象的に描き出すのであり、この点は、本テクストの第三の特徴といえる。道順夫妻の悲劇が

間に見出す。そして、おさんらの悲劇によって生じたもう一つの悲劇、
すなわち廣末保氏の言う「従属的悲劇」として、

（4

説
論

北法64（2・18）298

近松門左衛門『大経師昔暦』をめぐって（１）

第四に、道順夫妻の悲劇と同様に、従属的悲劇でありながらも非常に重要な意義を持つものとして、玉の悲劇を描き

出したことも、他の関連作品には見られない特徴である。実説や歌祭文、西鶴のテクストにおいても、玉という名やこ

れに対応する人物は現れるが、総じて軽い扱いをされている。これに対し、近松は、玉におさんや茂兵衛に匹敵するほ

どの役割を与えていると言える。玉が茂兵衛に想いを寄せているという設定は、西鶴のテクストに出てくる腰元のりん

から着想を得たものであろうが、玉に対する扱いは、西鶴のりんに対する場合とは全く異なるものになっている。すな

わち、西鶴のテクストにおいては、りんはおさんと茂右衛門の錯誤による密通のきっかけを作り出す存在に過ぎず、お

さんらはその後りんの想いなど少しも気にかけずに不義にのめり込み、りんの名がテクストに現れることはなくなる。

しかし、『大経師昔暦』においては、玉はおさんと元来親しく、さらに、茂兵衛の窮地を救おうとして結果的にはおさ

んを救った玉の行動と、おさんと玉の双方の心を踏みにじる以春の行動とを背景として、主人であるおさんとの間に、

「前の世の姉か妹か」（五四五頁）と言われるほどの水平的で強固な連帯を築き上げてゆく。そして、おさんが家を出て

別れ別れになった後も、おさんが茂兵衛に対して、「とてもわしらは今日あつて明日ない身．命を命と思はねども、い

としや玉はどうなりやつたと．案ずるはこればかり．」（五五六頁）、と述べれば、玉は伯父の前で自分の死は覚悟して

いると言いつつも、「茂兵衛殿はどうしてぞ．いとしいはおさん様、どこにどうしてござるやら．常がはかない正直な
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心を知つたわしなれば．何かに思ひやります」（五五八頁）、と泣くように、共に身を捨てて互いのことを思いやる。そ

ればかりか、おさんと茂兵衛の間に一貫して恋愛感情がないとし、丹波に逃れた後においても、
「さていとしいは幼馴
（ （

染の以春様．こなたもわしも微塵濁らぬこの心」（五七〇頁）、とおさんに言わせることで、もし以春が許せばおさんは

の想いを尊重するのである。結局そうした結末にはなっていないが、そのような解決の可能性があり得ると意識されて

以春のもとに戻り、茂兵衛とこれを慕う玉とが結ばれる、という西洋の喜劇のような結末の可能性さえ垣間見せて、玉

（4

いたことは、おさんを助けたい一心の道順の、
「たつた一つの頼みには、以春の方へ手を入れて．心を宥めみるばかり」

（五六三～五六四頁）、という言葉にも示唆されている。こうして近松は玉を極めて重んじた上で、
玉が唯一の肉親であっ

た伯父赤松梅竜の手によりおさんと茂兵衛の身代わりとして殺され、しかもその犠牲が二人を助けるためには全く役立

たない、という厳しい結末を敢えて突きつける。この過程と結末の落差のゆえに、玉の悲劇は受け手に強烈な印象を残
すのである。

近松は、このように玉の劇中での救済は避けたが、おさんと茂兵衛については、最後の場面で、道順夫妻の檀那寺の

僧と思われる黒谷の東岸和尚を唐突に出現させ命乞いをさせることによって、救済を行っている。この点は、先行文芸

作品には見られないものであり、年忌浄瑠璃であることを意識して構えられた独自の結末と考えられ、このテクストの

（ （

第五の特徴であるといえる。もっとも、この救済の意味については、解釈が基本的に二つに分かれており、二人の命が

（ （

容は助命でなくても構わないのであり、近松の他の年忌浄瑠璃には、ほぼ実説通りに明らかに主人公を死なせたものも

る。また、追善のために書かれている以上、何らかの救済を示して希望のある結末にすることは必要であるが、その内

之巻の暦歌の内容をはじめとするテクストの他の部分との整合性という点で勝っており、より適切であるように思われ

れも決定的な論拠には欠けるが、敢えて言えば後者の方が、二人の磔の予兆が見える中之巻の末尾（五六五頁）や下

助かったとみる説と、命は失うものの仏の力で極楽往生できるという意味において救済を得たとみる説が ある。いず

（4

るといえる。それがなぜであるかを探るためには、まずテクストの背景、換言すれば近松が素材とした事件を通して捉

以上の五点に特に示されているように、近松は、実説とも関連の文芸作品とも、敢えて大きく異なる描き方をしてい

きであろう。

ある。ここでは、救済の現実の効果よりも、救済をデウス・エクス・マキナとしての僧に託した、という点に着目すべ

（4
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えていたものを明らかにする必要がある。当該事件には種々の側面があるが、
第一の特徴として挙げたように、
近松は、

それが暦の版行・販売権を握る大経師家で起きたことに着目しており、現実にその直後に、貞享改暦という、国際関係

や朝幕関係から庶民の生活にまで関わる一大変動が起き、その中で大経師の家は取り潰しに遭っている。そこで、続い
てこの改暦をめぐる動きを中心に見てゆくこととしたい。

二、『大経師昔暦』の背景──貞享改暦を切り口として
１、改暦の必要性と国際関係上の意義

（

（

日本における暦の使用は、少なくとも六世紀後半まで遡ることができ、中国の太陰太陽暦を朝鮮半島経由で輸入して

いたことが判明している。その後九世紀までは、中国における新たな暦法の採用に倣って改暦が繰り返されてきたが、

貞観四年（八六二）に宣明暦が採用されてからは、八百年以上にわたり改暦が行われていなかった。

貞観期を最後に改暦が途絶えたことの一因は、日中関係の変化にあると考えられる。貞観期は中国文化輸入のピーク

にあたり、その後、特に十世紀後半のいわゆる摂関体制の確立以降、官人達から、儀礼・行政・法制度等について中国

（ （

から学ぶという姿勢が、急速に失われてゆくからである。その頃から官職が世襲化したこともこの傾向に拍車をかけ、

（

（

多くの官人達が自分の家を守ることに汲々とし、新しい技術の積極的な導入を図らなくなるが、暦道を含む陰陽道の家

（4

（4

（

（

の賀茂氏と安倍氏もその例外ではなかった。十一世紀後期以降は賀茂氏が暦道をほぼ独占するようになるが、戦国時代
（4

にはその血統が一時断絶したことなどもあり、日本は世界における暦法の進歩からますます取り残されることになった。
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（4

（

（

に、宣明暦による月食の予報が外れ、宣明暦の問題点はもはや誰の目にも明らかになった。将軍家綱の補佐役として幕
（

（

政を動かしていた会津藩主保科正之も暦学に対して関心の高かった一人であり、これを機に、正之の主導の下に、幕府
（ （

（

（5

暦は、少なくとも観念上の日中関係を大きく変える画期的意義を有していたといってよい。なぜなら、それまで暦の授

中国の暦法をそのまま採用するのではなく、日本で新たに作成した暦法を採用するのはこの時が初めてであり、貞享

「貞享暦」と名付けて翌年より施行することとなった。

に基づく大和暦の方が優れていると分かり、同年十月二十九日、改めて宣旨が出され、大統暦に代えてこちらを採用し、

通に仕えていた儒家谷三介らが大和暦に反対し、大統暦を強力に推したためのようであるが、結局、大統暦よりも実測

（

代わりに採用されることになったのは、大和暦でも授時暦でもなく、明の大統暦であった。これは、京都所司代稲葉正

自の暦法「大和暦」を編み出した。朝廷では、貞享元年（一六八四）三月、ついに宣明暦を廃止することを決めるが、

中心の授時暦を日本で用いると、北京と京都の経度の相違による誤差が生じることを発見して、これを修正した日本独

同三年の日食の予想を授時暦は外し、改暦の気運は低下してしまう。だが、春海はあきらめずに授時暦を見直し、北京

年（一六七三）、春海は、中国の暦法中で最も精密といわれた元代の授時暦の採用を願い上表するが、宣明暦が当てた

する遺言において、近年中に公武に奏して改暦を春海にやらせるように、と指示したとされる。これを受けて、延宝元

が、幕府の役人で碁打ちであった二代目保井算哲、すなわち後の渋川春海であった。正之は、老中稲葉美濃守正則に対

（5
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（ （

用いる宣明暦の問題点が議論されることはなかった。しかし、徳川幕府の下で社会が安定し始めると、和算家らによる

それでも日本国内においては、近世に入るまで、先例の集積を生かした朝廷の暦道の相対的な優位は変わらず、その

（4

暦算研究が流行し、現行の暦に対しても批判の目が向けられるようになってゆく。そうした中、寛文十二年（一六七二）

（5

内で改暦が検討され始める。正之自身はその年のうちに死去するが、彼が暦学に通じた人物として高く評価していたの

（5

説
論

近松門左衛門『大経師昔暦』をめぐって（１）

受は、中国を中心とする国際的な秩序を可視化する役割を果たしていたからである。すなわち、中国においては天を観

察して暦を公布するという「観象授時」は、天子たる皇帝の権限かつ責務であって、改暦は王朝交替にあたり天命を受
（

（

（ （

けたことを明示する受命改制の中心にあり、皇帝から暦を授与されることは皇帝に対して臣従の礼をなすことと見なさ
（5

（

（ （

した『日本長暦』に一層明確に表れている。『日本長暦』は、神武東征以来のおよそ二千三百五十余年間の暦日を推算・

自らの編み出した暦法と自国に対する彼の強い自負心を窺わせるが、こうした意識は、彼が貞享暦の作成と並行して著

しかも、春海は、貞享暦を作成した際、中国から多くを学んだにもかかわらず、敢えて
「大和」暦と名付けた。
そのことは、

考えられる。

（

中で新たに日本独自の暦法を採用することは、中国からの独立性をさらに強めるという意思表明としての意義を持つと

序に組み込まれつつも被冊封国とは異なる距離を保つという、その微妙な立場をよく示しているともいえる。そうした

九世紀を最後に中国の新しい暦法を取り入れることを放棄し、八百年以上も放置していたことは、中国中心の国際的秩

れていた。日本は、一時期を除いて中国の冊封体制には入らなかったが、自主的に中国の暦法を採用し続ける一方で、

（5

（

（

駆けといえる。その序において、春海は、冒頭に「伊弉諾尊」が「日之三天」を測ったという、師事していた山崎闇斎

考証の上再現し、日本で初めて長暦（過去長期間の暦日を表示したもの）の形にまとめたもので、日本の古暦研究の先

（5

（

（

の垂加神道の秘伝を記し、さらに「神武天皇」の時に正月を年始とした、とあたかもその時代から暦の観念が存在した

（5

る自らの立場の危うさを露呈するものでもあった。それは、暦法の採用と暦の公布が、まさに天皇がこの国を統治する

もっとも、歴代の天皇と暦法を結び付けて語る春海の言説は、対内的には、幕臣でありながら改暦に取り組もうとす

かのように述べて、神話の時代に始まる日本の暦の歴史を創出し、その系譜上に貞享暦を置こうとする。

（5

ことの象徴として、朝廷の管轄下で行われ続けてきたことをも示していたからである。幕臣が外から介入して改暦を進
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（5

めることは、この体制を揺るがすものであり、様々なレヴェルで軋轢を起こす可能性が生じたといえる。

２、貞享改暦をめぐる朝幕関係

改暦が問題になり始めた十七世紀において、暦の作成・販売については、天皇の命を受けて暦家が原案を作り、その

指示の下に大経師をはじめとする特定の暦屋がこれを印刷して頒布・販売するという体制が、少なくとも建前上は確立
（ （

していた。実際には、現存する当時の各地の暦本には暦日の相違が見られ、各地の暦師が勝手に暦を推算していたこと
（

（6

（

（

の一つである、三島大社が頒布していた三島暦を使っており、貞享改暦まではこれが幕府の公式の暦とされていたと考

があったといえる。一方で、徳川氏は、天正十八年（一五九〇）の関東入国以来、大経師の刷る京暦ではなく、地方暦

に任せることを確認した下知状が出されており、朝廷には依然として造暦・頒暦体制をコントロールしようとする意思

（

が窺えるが、明暦四年（一六五八）には、天皇の意を受けて、地方暦師による勝手な開版の取締りを大経師「権之助」

（6

ぼ確実となった天和四年（一六八四）以降、改暦は天下の重大事であるから公卿の合議たる「仗議」を開くべきである

れ、実際、幕府に言われるままのやり方で改暦を行うことを快く思わない者もいた。特に左大臣近衛基煕は、改暦がほ

朝幕の立場を逆転させかねない意味を持つ。したがって、これについては朝廷方からの反発があることが当然に予想さ

天皇の命による改暦という形式をとったとしても、幕府が実質的に作成する暦に朝廷を従わせることになるのであり、

しかし、幕府主導で改暦を進めるということは、ただ幕府が朝廷からの独立性を強めるというに止まらない。たとえ

が朝廷から一定の距離を保とうとしたためとみることもできよう。

えられている。朝廷との繋がりが強く販売暦数でも最大規模を誇る京暦ではなく、敢えて地方暦を採用したのは、幕府

（6

説
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近松門左衛門『大経師昔暦』をめぐって（１）

（

（

（ （

という考えを再三表明し、今度の改暦は「武家執奏」によるものであるから「仗議」等ではなく「穏便之儀」で行うべ

（

（6

（ （

に、左大臣であった基煕を飛び越す異例の形で関白に就任した兼輝や、近臣を重用して自らの思うままに朝廷を動かそ

し、右の記載は、あくまで自らの子孫やごく親しい者にしか見られることを想定していない日記中のものであり、そこ

たのは関白が幕府方の権威を借りて強いたためではないか、と日記に記して、幕府に対しても不満を露にしている。但

（

きであるとして簡略な手続で事を進めた関白一条兼輝を強く非難するとともに、霊元天皇が最終的に関白の考えに従っ

（6

（

（6

（

（6

（

（6

（ （

とが関係していると思われる。この安定は、主に時の将軍徳川綱吉が、朝廷復興を政策として掲げ、霊元天皇をはじめ

このように深刻な衝突を避けられたことには、そもそも当時の朝廷と幕府の関係が表向きは相対的に安定していたこ

たといえる。

に対しては、表立って強く抵抗し続けた形跡はなく、改暦をめぐって朝廷と幕府が激しく対立する事態には至らなかっ

（

の合議や先例を重んじないことに対してであったと見られ、実質上幕臣が作成した暦を新たに採用するということ自体

たとは必ずしも言えない。しかも、基煕をはじめ朝廷の一部の高官達が反発したのは、主に改暦の手続面において公卿

る朝廷統制策を容認し朝幕協調をはかろうとする立場をとっており、日記に示された考えの通りに表向きも行動してい

（

についての批判や鬱憤も率直に述べる傾向があるが、基本的には、朝廷復古を目指す霊元天皇とは対照的に、幕府によ

（

うとする霊元天皇に対する感情的な軋轢が、強く反映されていることは否めない。また、基煕は、日記においては幕府

（6

（ （

朝廷方が強く望んでいた儀式の再興に前向きな姿勢を示すとともに、幕府内への神道方の設置などを通じて朝廷由来の

（7

文化の移入を図り、朝廷を将軍家の権威の源泉として位置付けようとしたことによって齎された。もっとも、綱吉は、

（7

（

（

その一方で、公家の職務精励を命じる法令等の制定を朝廷方に促し、また自ら法令を発布することによって、朝廷統制
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（6

の引き締めも図っているが、それが可能であったのは、幕府が朝廷の多少の反発は抑え込める力を持つに至っていたか

（7

らでもあった。すなわち、こうした力を背景とした幕府の硬軟両様の朝廷対策が一定程度功を奏していたがゆえに、改
暦の提案も頑強な抵抗を受けることなく認められたと考えられる。

さらに、改暦が実質的には幕府主導で行われながら形式的には朝廷主導という外観がとられたことも、無用な軋轢を

避けることに繋がったと思われる。この点は、暦を実際に作成するレヴェルで生じる緊張関係、すなわち朝廷で暦の作

成を担当してきた暦家と新たな暦法を提案する幕府の役人との間で起こり得る対立とも関係している。宣明暦の欠点を

克服する新たな暦法を編み出したのは先述の通り渋川春海であり、実際、将軍綱吉や幕府の役人達が貞享改暦を幕府の
（

（

事業と認識していたことは、春海が改暦を成功させた功績によって貞享元年（一六八四）十二月に幕府天文方の職に就

（

（7

（

（7

（ （

こうした関係を背景として、天和三年（一六八三）十一月、泰福は宣明暦が天体の動きに合わなくなっていることを指

ての繋がりもあったことが窺える。したがって、泰福は、改暦に際し朝廷と幕府とを結び付けるには最適の人物であった。

頃に、春海と泰福が山崎闇斎に対して垂加神道の相伝に関する誓文を相次いで提出していることから、神道の同門とし

（

六七六）や同九年の記事には、春海を指す「保井算哲」の名が頻出し、天文や暦の話をしたことが記されており、同じ

ど固く結ばれた関係にあった一方、少なくとも改暦の数年前から渋川春海とも交際があった。『泰福卿記』
の延宝四年（一

（

土御門家の当主 泰 福は個人的に霊元天皇と親しく、後にはたとえ天皇が遠島に遷幸されても御供すると誓っているほ

やす とみ

中国と違い、卜筮や祈祷の方が重視されていた日本では、これに長じる後者の方が、前者よりもやや力があった。さらに、

引く土御門家があり、このうち、暦道を専門としていたのはむしろ前者であったが、卜筮よりも暦道の方が地位が高い

土御門家に先に話をつけたと推測される。当時、陰陽道の家としては、賀茂氏の系譜を引く幸徳井家と安倍氏の系譜を

いていることからも窺える。しかし、改暦を進める上で、春海や幕府の役人は独断で事を運ばず、朝廷で陰陽道を掌る

（7

摘すると共に、暦数に通達した渋川春海を改暦に従事させるよう推挙するが、改暦作業を進めるよう勅を受けたのはあ

（7

説
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近松門左衛門『大経師昔暦』をめぐって（１）

（ （

（

（

（7

（

（ （

（ （

（8

（ （

早くから将軍家綱や保科正之に知られる機会に恵まれ、また碁打ちを管轄していた寺社奉行との間にも交流があった。

（8

ているといえる。春海は軽輩ではあったが、碁打ちとしての役目上、将軍の前で囲碁を行う御城碁への出勤を通じて、

の提案が取り上げられたことには、彼の暦学の才能ばかりでなく、幕府を支える有力者達の支援があったことが関係し

あった。そもそも、暦数に通じ改暦の必要性を感じていた暦学者達は少なからず存在したにもかかわらず、春海の改暦

まず前者について言えば、これがなければ春海の主導による改暦は実現しなかったと思われるほど決定的な意味が

響を及ぼしたと思われる。

ていた人脈と、幕府と良好な関係を持ちたい土御門家の事情は、二人の交流のみならず、改暦のあり方にも直接的な影

ではなく、他のコンテクストによっても支えられていたことは無視しえない。中でも、春海が有力者との間に築き上げ

功させるために重要な役割を果たしたと思われる。但し、その交流が、学問的関心の共通性のみに基礎づけられたもの

右に述べたように、渋川春海と土御門泰福との間に密接な交流があったことは、朝廷と幕府の衝突を避けて改暦を成

３、渋川春海の人脈と土御門家の事情

あったと見られ、この認識のずれも朝幕双方に幸いしたと考えられる。

（

改暦を実質的に進めたのは土御門家で、幕府の役人たる春海はその補助員に過ぎない、という幕府方とは異なる認識が

くまで泰福本人で、改暦の宣下も春海ではなく「陰陽暦道博士」に対してなされた。そのため、
天皇や公家達の間には、

（7

（8

（

（

さらに、将軍家にも一目置かれていた水戸藩の徳川光圀とも親しかった上、譜代大名、京の有力町人などとも広く交際
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（7

していたと見られる。

（8

このように豊かな人脈の中でも、保科正之との交流は春海にとってとりわけ重要な意義を持った。暦学に加え、儒学

や神道にも関心が高かった正之のもとには、山崎闇斎や神道家の吉川惟足なども出入りしており、春海の神道に関する

知識や人脈を広げるきっかけにもなったと考えられるからである。そして、神道は、春海と土御門泰福をさらに強く結

び付けるために大きな役割を果たした。泰福は、自家に伝わる陰陽道から仏教色を取り除いた上、これを闇斎の垂加神
（ （

道と習合して安家神道と自称するようになったが、垂加神道を受け継ぎつつ自らの神道説を打ち立てようとした春海は、

（ （

しかしながら、両者が互いの神道説の内容を正確に理解し、思想上の関心を共有していたかは相当疑わしい。例えば、

若い泰福の門弟となって、この安家神道の伝授を受けているのである。

（8

（

（

から神道奥義を伝授されたのは改暦宣下の前年にあたる天和三年（一六八三）であり、その前後関係から推して不自然

的な賛辞は、かえって両者の関係が、思想や学問以外のコンテクストに左右されていることを疑わせる。春海が、泰福

しい本書の記述は信憑性が低く、またもし事実であったとすれば、互いの神道説の間の緊張関係を敢えて無視した盲目

土御門家の先祖「晴明社」、すなわち安倍晴明の「化身」であると絶賛した、とあるが、全般にわたって春海称賛の著

ているとは必ずしも言えない。『春海先生実記』には、泰福が春海のことを、垂加神道で崇められる「猿田彦神」や、

春海は陰陽道による運命観を否定し、占星術を採らないと明言しており、彼の神道説が安家神道の実質を充分に継承し

（8

その事情とは、主に陰陽道家同士の覇権争い、すなわち土御門家と幸徳井家との対立に関わる。陰陽道の家として総

化したい事情があったからである。

が利く春海と交流することには、非常なメリットがあったと思われる。当時、土御門家には、幕府との関係を早急に強

らの主導で改暦を実現するために大いに助けになることは言うまでもなく、一方で泰福にとっても、幕府の有力者に顔

なものを内蔵する、という指摘もある。実際、春海にとって、暦家の当主で朝廷の高官である泰福との結びつきが、自

（8
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体的に見た場合、土御門家は幸徳井家よりもやや有力であり、陰陽道の長としての陰陽頭の官職も担うことが多かった

ものの、十七世紀前期以降においては、陰陽頭を三代続けて幸徳井家の者が務めており、両家の力の差は小さく、また
（ （

その間に深刻な対立もなかった。しかし、十七世紀後半に入り、全国各地で祈祷や占いを行っている民間の陰陽師をど

（ （

昧な民間の祈祷師が、吉田家や、江戸初期以来組織化を進めていた修験道の本山派や当山派の支配下に取り込まれてし

期待が両家に出てきたためである。さらに、陰陽道家が積極的に全国の陰陽師支配に乗り出さなければ、性格付けの曖

全国の神職が吉田家の支配に入るのならば、陰陽師の支配は京の陰陽道家のどちらかに任されるのではないか、という

六五）
、幕府が諸社禰宜神主法度を発布し、全国の中小の神社の神職支配を吉田家に認めるようになったことであり、

う支配するかが問題になると、両家の間に亀裂が入り始める。この問題が持ち上がった直接の契機は、寛文五年（一六

（8

（ （

（

（

（

両家の間で熾烈な配下獲得競争が起き始め、同時に従来さほど重視されていなかった陰陽頭のポストをめぐる争いも激

ということを意味しており、全国の陰陽師を一手に支配することができれば莫大な利益が得られることになる。よって、

下におさめるということは、職札という一種の免状を与えて彼らの活動を保証する代わりに貢納金をとることができる、

との記述が残っており、近世前期においても相当な数に上っていたことは確かである。陰陽道家にとって、陰陽師を配

（

世紀前期の史料には、
「当時土御門家の配下なる陰陽師ども、三ヶ津は勿論の事、国々に散在せしその数、万人なるべし」

配するには至っていなかった。当時の全国の陰陽師の正確な数は分からないが、土御門家がその支配権を得た後の十九

幸徳井家も土御門家も、都やその周辺には、配下の陰陽師をそれぞれ抱えていたが、それを超えて全国の陰陽師を支

まうのではないかという不安も同時にあったものと思われる。

（8

（9

を得ることと、幕府方の支持を取り付けることが不可欠であったと考えられる。この二点のうち、前者については、霊
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（8

化する。こうした争いに勝ち全国の陰陽師の支配権を手に入れるには、当時朝廷内の人事を左右していた霊元天皇の寵

（9

（

（

元天皇と親しかった土御門泰福は有利であった。だが、霊元天皇とその寵臣である近習衆が関白や幕府の意向を軽視し

（ （

脩が徳川家康の推挙により復帰し、家康の側近く仕える昵懇衆となった、という経緯があり、それ以来土御門家は、将

もっとも、土御門家がそれまで幕府と縁が薄かったというわけでは必ずしもない。豊臣秀吉の勘気を被った土御門久

くしかねない面も持っていた。よって、土御門家にとっては、何よりも幕府との関係強化が急務であったと考えられる。

て政務を進めることに対し、幕府方からの警戒・統制の動きもあり、霊元天皇との近さは、幕府方との関係を逆に難し

（9

（ （

関白一条兼輝の日記によれば、諸国陰陽師の支配をめぐる両家の争いは、数年来決着がつかず、当初は土御門泰福が「非

陰陽道家同士の争いの決着に、霊元天皇および幕府方の意向は現実に大きな意味を持ったのではないかと考えられる。

川春海との交友関係を最大限活用して幕府の有力者と繋がろうとした可能性は高い。そして、
その後の経過を見る限り、

アピールすることが得策であった。泰福が、幕府主導で検討が進みつつあった改暦をそのための絶好の機会と捉え、渋

代え難い存在であったとまでは言えず、土御門家が幕府方の後押しを得るためには、自らの利用価値を、より積極的に

軍宣下の際の身固めや天曹地府祭を執り行い幕府儀礼の一角を支えてきていた。しかし、幕府にとって土御門家が他に

（9

（ （

二）の冬に陰陽頭を務めていた幸徳井家の当主友傅が死去すると、泰福が陰陽頭に就き、翌天和三年には、土御門家に

分」である、と評議で決定したが、近年になって子細があって「非分」ではないことになり、折しも天和二年（一六八

（9

てしまい、幸徳井家は暦の中・下段に日の吉凶等の暦注を書き加えるだけになってゆくため、その力は大幅に削がれる

することになった。但し、暦の作成といっても、翌年に決定する貞享改暦の後、暦の推算の部分は幕府天文方の手に渡っ

その結果、土御門家は、名実ともに陰陽道の長となり、以後、幸徳井家は、土御門家の監督の下で、暦の作成に専念

不自然な急展開を見せるからである。

よる諸国陰陽師の支配が霊元天皇の綸旨によって認められ、次いで将軍綱吉の朱印状によって保証される、というやや

（9
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（

（

ことになる。改暦後、幸徳井友親が貞享暦を学びに渋川春海のもとを訪ねているが、これについては、京の高官が江戸

（ （

たことが窺える。一方、土御門家の方は、暦の作成には元来あまり関わっておらず、暦道は家職ではないとの意識が

文方の下に位置付けられたこと、さらには暦をめぐる実権が朝廷から幕府へと完全に移ったことを象徴するものであっ

に学びに来るなど近頃全くないことである、という評も見られ、その出来事が、朝廷の暦家である幸徳井家が幕府天

（9

（

（

あり、その実権が幕府に移っても直接の影響は乏しかった上、貞享改暦後は、幕府天文方がみな土御門家に入門すると

（

（9

（

（

暦家のみならず、暦の版行・販売を特権的に許されてきた暦師にも動揺を与えた。暦師の筆頭にあったのがまさに大経

改暦の動きは、幕府が中心となって暦の作成・販売全般に関わる統制を強化することも意味しており、造暦にあたる

４、大経師浜岡家の孤立

ということができよう。

「取引」を行った、とも捉えられ、それは、幕府方のみならず土御門家にとっても大きな実質的利益を齎すものであった、

て見れば、土御門家がこの機会を巧みに利用し、全国の陰陽師支配権をかけて渋川春海をはじめとする幕府方との間で

七五四）の改暦に際しては土御門家が造暦の実権を取り戻そうとするに至る。しかし、貞享改暦前後の動きを総体とし

（

海と泰福との個人的な結び付きによって辛うじて保たれていたのであり、代が替わるとそれは崩れ始め、宝暦四年（一

天文方が握るという状況に、土御門家の者達がみな甘んじていたわけではない。幕府天文方と土御門家との均衡は、春

いう形がとられたため、少なくとも形式上は天文方の傘下に入ることにはならなかった。それでも、造暦の実権を幕府

（9

（10

師であり、十七世紀後半において、その暦の販売数は四〇～五〇万部、販売地域は京を中心としつつも西国一帯に及
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（9

（

（

んでいたという。慶長十八年（一六一三）以降は、院経師にも京での暦販売が認められていたが、その版行部数は貞享

（ （

暦当時の大経師意俊は俗名を浜岡権之助といったが、後に院経師が「板行暦ニおゐてハ、一向権之助心次第と相見へ

改暦の際に一万部に制限されており、販売地域も京のみであったことに比すると、大経師の勢力の大きさが窺える。改

（10

（ （

独自の地方暦が作成されており、特に十七世紀前期以降、「御師」と呼ばれる伊勢神宮の神職が土産として配って歩い

しかし、だからといって、大経師の地位が安泰であったわけではない。例えば、伊勢・奈良・三島等では、それぞれ

申候」と述べているのも、強ち不当ではないであろう。

（10

（

（

増やし頒布地域を拡大し続ける伊勢暦を脅威と感じ、これと張り合えるようにするためだったのではないかとも見られ

暦注を付加し、天和四年暦になるとさらに伊勢暦の内容・体裁に似たものに変わっているが、この改変は、版行部数を

た伊勢暦は、全国に広く普及し、大経師暦との縄張争いが起きていた。大経師暦は寛文十二年暦から伊勢暦に見られる

（10

（ （

ている。また、大経師は、経典の装丁や屏風の表具等を行う経師の元締でもあるが、暦の版行・販売を通じて他の経師

（10

（

（

の地位を取って代わられる可能性があった。実際、暦家とは違い、大経師の家系は中世から近世にかけて何度か代わっ

屋とは桁違いの利益が得られるだけに、朝廷や幕府の監視の目は厳しく、何かあれば改易を命じられ、他の経師屋にそ

（10

（

（

（ （

（10

詳細に記されており、該当部分の原文は諏訪春雄氏の著書に既に引用され、解説も加えられている。したがって、重複

（10

と映ったようである。院経師菊沢家の記録である『暦道一式』には、改暦に際して大経師や周囲の者達がとった行動が

大経師の既得権を危うくするきっかけになりかねない反面、院経師や地方暦師等のライヴァルを排除する好機にもなる

こうした状況に置かれていた大経師浜岡権之助にとって、改暦を機に暦に対する統制を強めようとする幕府の動きは、

ないのであり、利益は莫大な反面、四方にライヴァルを抱えて気の休まらない家業であったともいえる。

ている。つまり、大経師の側から見れば、経師屋仲間の中にも、自分の地位を虎視眈々と狙っている者がいるかも知れ

（10
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する部分もあるが、行論上必要であるため、ここでは、その中でも大経師に直接関わる箇所を抜粋して検討することと
したい。

（ママ）

扨貞享元年御改暦有之、其節諸司代稲葉丹後守殿へ大経師権之助被召出、是迄諸国之暦面々心次第ニ致板行候故、或ハ

暦の頭ニ下段の事 ニ 書、又下段ニ中段の事なと書顕シ、さまさま相違在之候、向後ハ諸国一板に致候様ニ申談候様ニ

被仰渡候を、権之助承違候哉、又は下心在候ヤ、権之助一人一板と承候而、幸徳井へも相届、向後私壱人ニ被仰付候旨

申参候由、右ニ付院経師始め勢州南都その外諸国の暦写本之儀、其年ハ幸徳井より一切不相渡候故、諸方共にその年の
こよみハ相やミ申候
（中略）

扨大経師権之助義は右の間ニ弥他の暦御とめ壱板ニ仕度旨御願数日ニ及候ニ付、諸司代丹後守殿御聞、左様ニ其方諸方

のこよみ指留メ候ハゝ又外より其方こよミを留メ可申旨、被仰出候ヘハ、私方暦ハ外より留メ申事ハ不罷成候、外の暦
ハ此方より留メ可申謂在之候旨、急度申上、則右之

倫旨下知状等之写差上候而相願候得共、いづ方の暦板行も伝来由緒等有之致来候事ニ候得は、中々被差留候事ハ難成旨

被仰渡何分御沙汰ニ不被及候、然処此間ニ土御門殿より伝 奏江書付被差出、大経師暦板行之義、往古ハ一板ニ候事正

敷事ニ候、其後諸国所々ニ暦板行出来致候事ニ候、当時所々より板行致候故、心まゝニ仕立候故、色々の板行出、暦面

奏より丹後守殿へ被遣候得は、土御門殿御願不得其意候、未新暦も出来不申事ニ候所、ケ様之義御吹挙不可然候間、

悉ク相違有之候、自今大経師権之助壱人へ板行被仰付候ハゝ、世上板行一面ニ相違無之可然旨、御願書被差出候ニ付、
則伝

御無用ニ可被成候、達て被仰立候てハ土御門殿御為不可然候旨、丹後守殿より申来り候御返書、則甘露寺家ニ有之候由、
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大経師義右之通丹後守殿江段々御願申上候ヘ共御取上ケ無之不被及御沙汰候ニ付、江戸表江密ニ手代共を差下シ、彼地

町御奉行所江右之趣御願申ニ付、江戸より其段被仰越候故、丹後守殿甚御立腹ニて、伝 奏江被仰越候は、大経師権之

奏

倫旨ハ被 召上、下知状ハ諸司代稲葉丹後守殿被取上、其上ニ而大経師義ハ改易ニ被 仰付候、尤

佐事、役所を相越江戸表江願出之義、甚不届ニ候、その外段々不行跡ノ儀被仰立、役儀不相応之条 倫旨等可被召上旨
申来、則於伝
大経師権之助義ハ、丹後守殿御にくしミ被存候様子ニ相見え申候

右の記述により浜岡家が改易に至る経緯をまとめると、以下のようになる。

貞享元年の改暦の折、京都所司代稲葉丹後守が、大経師浜岡権之助を呼び出し、諸国で版行されている暦の形式が様々

なので今後は版木を統一するように、と命じた。ところが、権之助は聞き違えたのか、あるいは下心があったのか、自

分一人が諸国の暦を統一した形式で版行するように任されたとして、暦家の幸徳井家に対しても、今後は権之助一人に

仰せ付けられるように、と届け出た。したがって、院経師および伊勢や奈良やその他の諸国の暦師は、その年は幸徳井
家から暦の写本を渡されず、これらの暦は発行されなかった。

大経師権之助は、この間に、所司代の稲葉に対し、他の暦の版行を差し止め、大経師のみに暦の版行を認めてほしい、

と自らの持つ綸旨や下知状等の写しを提出して願い続けたが、稲葉は、他の暦もそれぞれ由緒があるので差し止めはで

きない、として認めなかった。また、この間、土御門家から伝奏に対し、往古は大経師暦のみが版行されていたが、そ

の後諸国で暦が版行されて形式の相違が生じたのであり、今後、大経師浜岡権之助一人に版行を仰せ付ければ暦の統一

がなされるであろう、との願書が提出され、伝奏から稲葉に渡された。だが、稲葉は土御門家に対し、まだ新暦もでき

ていないうちから、このような推挙をするべきではなく、たって願い出ることは土御門家のためにもならない、と返答
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し、その稲葉の返書は当時の伝奏の甘露寺家にあるという。

大経師は、稲葉が願いを取り上げてくれないので、江戸へ密かに手代を遣わし、江戸の町奉行所に対しても同様の趣

旨の願い出をしたが、江戸からそのことを稲葉に知らせてよこしたので、稲葉は非常に立腹する。そして、伝奏に対し、

大経師権之助が管轄の役所を飛び越えて江戸に願い出たのは甚だ「不届」であり、その他にも様々な「不行跡」があっ

て「役儀不相応」である、と述べ、綸旨は伝奏に召し上げさせ、下知状は稲葉自ら取り上げた上で、大経師をついに「改

易」に処してしまった。もっとも、大経師権之助のことは、稲葉が特に憎んでいる様子に見えたという。

改暦前後の暦師や暦家の行動についてここまで詳細に記した史料は他に見当たらず、右の内容の真偽を他の史料と照
（

（

合して逐一検証することはできない。但し、『暦道一式』には、現実に起きた出来事自体については可能な限り精確に

記録しようとする姿勢が一貫して見て取れ、右の箇所についても、その信憑性はかなり高いと思われる。よって、例え

ば、土御門家の行動とそれに対する所司代稲葉の脅しとも見られる対応についても、恐らく事実と考えられる。稲葉の

返書が甘露寺家に残っているという記述も具体的で信憑性を増すが、大経師の働きかけを受けて願書を提出したと思わ

れる土御門家が、稲葉の返答があったとされる時期以降、大経師のために働いた形跡もない。すなわち、稲葉の返答を

（

（

機に、土御門家は、所司代、さらにはその背後の幕府との関係のためには、大経師の方は切り捨てるという決断をした
のであろうと思われる。

の直接の原因は、おさんらの密通事件ではなく、このように暦の版行をめぐる争いであり、この点を突き止めた諏訪春

ては貞享二年の暦をただ一度版行したのみで、即座にその地位を他の者に引き渡さねばならなくなったといえる。改易

大経師浜岡家の改易は貞享元年（一六八四）十二月中のことと見られており、浜岡家は、新しい暦法に基づく暦とし

（11

雄氏の功績は大きいが、密通事件は改易の前年の天和三年に起きているため、所司代が挙げたその他の「不行跡」の中
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（

（

稲葉は、所司代として公家の風儀の取締り強化や商家の取締りにも熱心だったようであるが、そうした彼の厳格すぎ

（ （

にそれが含まれることも疑いないと思われる。
（11

（ （

び越えて江戸町奉行所に訴え出た、という大経師の行為が、全てを失う改易に相当するほどの罪であるとは考えていな

り方を容認していたとは思われない。しかし、所司代に願い出ても埒が明かないことに業を煮やした結果、所司代を飛

イヴァルを排除し自己の利益を徹底的に追求しようとした大経師権之助の姿を容赦なく克明に記しており、大経師のや

の最大の原因を、大経師側の過失よりも稲葉の大経師に対する憎悪と捉えていることは興味深い。院経師は、強引にラ

る姿勢は多方面で不評を買ったようであり、この大経師家を改易にした処置に対しても、商売敵の院経師までもが、そ

（11

は暦家の土御門家や幸徳井家とは長年の付き合いがあるとはいえ、町人であるため対等の関係を結ぶことは叶わず、そ

いた幕臣の所司代に憎まれたことは、彼を極めて不利な立場に追い込んだ。一方、朝廷方との関係については、大経師

跡はなく、改暦に際して個人的に頼ることのできる有力な幕臣は誰もいなかったと推測される。その中で、最も近くに

官である土御門家とは決定的に異なっていた。幕府方との関係についていえば、権之助は、渋川春海と交流があった形

但し、大経師権之助は破格の財力を持つとはいえ一介の町人であり、その社会的地位と人脈の点において、朝廷の高

改暦を自己に有利な形で利用しようと奔走した点では、暦家の土御門家も同様であったとさえ言える。

てこの機会に一気に状況を転換し、家の安泰をはかりたい、という衝動が働くのは自然である。やり方は異なるにせよ、

クに常に晒されている大経師にとって、改暦によって既得権を失うかも知れないことへの恐れは非常に大きく、かえっ

と理解されたためであろう。特に町人として異例の格式と富を持つだけに、過失があればすぐに改易されるというリス

めにはいかなる手段をとることも許されるというわけではないが、手段を選ばず行動しがちになるのは不思議ではない、

いといえる。一般に、当時の町人にとって、「致富」を目的とし家業を守ることは何より重要と見られており、そのた

（11
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近松門左衛門『大経師昔暦』をめぐって（１）

（

（

こに強固な連帯は存在しなかったと考えられる。かといって、町人の中においては、他の暦師や経師屋仲間等から嫉ま

れる存在であり、彼らとの間の水平的な協力関係は望むべくもなかった。すなわち、大経師浜岡権之助は莫大な権益を

持ちながら必ずしも人脈には恵まれず孤立しており、その失脚を密かに願う者さえ少なくなかった可能性がある。そし

て、
そうした者達の観点からすれば、改暦を機に暦師の地位が揺らぐ恐れが出て来た状況下でのおさん達の密通事件は、

絶妙のタイミングで起きた好都合な不祥事ということになり、そこに多少の不自然さを感じざるを得ない。密通事件自

体は改暦の動きと直接の関係がなかったとしても、それが浜岡家内部の問題としておさまらず、一気に広く知れ渡った

のは、そのようにすべく画策した者がいたからではないか、という疑いを禁じ得ないのである。

５、浜岡家の断絶をめぐる疑い

右のような疑いを抱く一つの理由は、当該密通事件の発覚とその後の関係者に対する処分が、当時の裁判例や慣行と

大きく相違することにある。京都町奉行所が作成し、享保二年（一七一七）頃に一応の完成を見たとされる『京都御役
（ （

所向大概覚書』二─四十五「御仕置者軽重之事」には、「一、人之妻女を犯候もの之事、男女共磔ニ申付ル」とあり、

（ （

う当該事件に対する所司代の決定は、一見妥当であるように映る。しかし、延享二年（一七四五）に将軍徳川吉宗の質

これは十七世紀以降の京都の基準を示していると考えられるため、密通の当事者であるおさんと茂兵衛を磔に処すとい

（11

とや密通を見届けたといって吟味を願い出ることは稀であり、もし願い出があったとしても、まずは本夫・密夫双方の

問に対し御定掛りの寺社奉行大岡越前守らから提出された請書によると、密通の場合、夫が密夫を捕らえて訴え出るこ

（11

名主・家主・五人組が立ち会って内証で事を済ます、つまり内済を試みるようにしたという。密通は、
吟味物と呼ばれる、

北法64（2・37）317

（11

（ （

いわば刑事事件に分類されてはいたものの、実際上の扱いは民事事件に近く、妻の密通が明らかな場合でも本夫が内済

（

（

と茂兵衛の処刑後、その供養のために刑場の近くに建てられた碑の一つが、降屋内匠の菩提寺である寂光寺に運ばれ、

こととして、浜岡家の断絶後に大経師を継いだ降屋内匠の素姓や行動は注目に値する。中でも興味深い事実は、おさん

この点との関連をはっきり裏付ける確証はないが、少なくとも密通事件についての不自然さと呼応するように見える

師浜岡家にダメージを与えようとする動きがあったからではないか、と推測される。

立の玉は獄門、という極めて厳しい処分に繋がったのは、やはり特殊な要因、すなわちこれを敢えて表沙汰にして大経

にもかかわらず、浜岡家の事件が、おさん・茂兵衛・玉の三名について、町中引廻しの上、密通の当事者二人は磔、仲

事件を表沙汰にしたがるとは考えがたく、また密夫が同じ家中の手代であれば、
内済で解決するのも容易なはずである。

が茂兵衛やおさんに切りつけたという記述はない。莫大な権益を持つ分、何か問題があればすぐに改易される大経師が

た特殊な事情がある場合といえる。しかし、大経師浜岡家の事件については、関連史料のいずれにも、夫である権之助

なるというのは異例であり、『御仕置裁許帳』の事例を見る限り、その大半が、夫が密通した妻や密夫に切りつけたといっ

を認めれば有効であり、その場合は通常密夫から本夫に対して金銭での賠償がなされた。よって、密通事件が表沙汰に

（11

（ （

今も存在するということである。降屋内匠が大経師家を継いだ以上、ここに供養塔が運ばれるのは自然という見方もあ

（11

よれば、降屋内匠は、元は「室町通松本町御短冊所茂兵衛」という者で、大経師の家督相続を願い出て、降屋内匠と改

さらに、降屋内匠が、元来改暦の関係者と非常に近い間柄にあったと見られることも無視し得ない。
『暦道一式』に

見方の方が成り立ちやすいように思われる。

えず、むしろそこに降屋内匠が密通事件に一役買っていたがゆえの贖罪の意味が込められているのではないか、という

るが、大経師権之助の立場を継いだと考えるならば、家を揺るがせたおさんらの供養を積極的に行うことは当然とは言

（11
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近松門左衛門『大経師昔暦』をめぐって（１）

（

（

みうち

名した上、浜岡権之助の持っていた暦の版行の権利を受け継いでおり、
「安井三哲」すなわち渋川春海も「御内」であっ
（

（ （

一）には、本来受けるべき幸徳井家のチェックを受けずに写本暦を直接江戸に送るといった、手続を無視する点では浜

降屋家も、大経師を継いだ初代内匠が亡くなった後、次第に専横の振舞が目立つようになり、早くも享保六年（一七二

浜岡家は、京を管轄する所司代を差し置いて江戸町奉行所に願い出たために「不届」とされて取り潰しに遭ったが、

有無が、浜岡家と降屋家の命運を分けたように見える。

繋がりが作用したためではないかと思われる。さらに、その後の降屋家の行動と処遇に鑑みても、幕府方との繋がりの

多い中で、貞享改暦の直後に降屋内匠がその継承を認められたのは、やはりこの渋川春海との近さ、つまり幕府方との

し、降屋内匠に直接手紙を送っており、それ以前から個人的な交流があったことを窺わせる。大経師の地位を望む者は

（

たので「懇意」にしていた、とある。実際、渋川春海は、貞享三年（一六八六）八月に、貞享暦の頒布・販売範囲に関

（12

（

（

（12

（ （

と評されるまでになっていたようであり、ついに伝奏の中山家において、土御門家の雑掌と幸徳井家と降屋内匠の間で、

表渋川右門方より茂、近年大経師仕方不届緩怠之儀段々申来有之候」、すなわち内匠に近い幕府方の渋川家からも
「不届」

（

まゝニ打捨有之」要因になっていたのである。もっとも、降屋内匠の振舞は、この頃には、暦家ばかりでなく、
「江戸

門家を蔑ろにしている、と捉えられており、そのことが、土御門家当主が内匠の数々の「不届」を心外に思いつつも「其

とは注目される。少なくとも土御門家の側には、降屋内匠が「家筋」、具体的には江戸幕府との関係を笠に着て、土御

家筋之事ニ候故、江戸表江御願申上候而茂、申分ハ相立申候故、少も気遣ハ無之と申挨拶ニ相聞申候」と述べているこ

には土御門家の者がそのことを院経師にこぼしているが、その際、「たとへ当家より相咎メ候義有之候而茂、大経師ハ

（

岡家と同様の「不届」な行動が見られるようになっている。さらに、降屋家は土御門家の指示にも従わず、翌享保七年

（12

（12

（12

「写本暦之儀、幸徳井之外、自今土御門家よりも勿論大経師よりも差出義無用」との確認がなされ、内匠は手続を遵守

北法64（2・39）319

（12

説
論

（

（

するよう釘をさされた。しかし、浜岡家とは異なり、降屋家はそれ以上咎め立てされることはなく、明治まで改易され

ておきたい。

だ浄瑠璃の競演が、いちはやく大坂道頓堀で行われていることは見逃せない。よって、この競演についても簡単に触れ

は、改暦事業の進め方や、大経師家の密通事件を文芸に仕立てることに影響を及ぼした可能性が高く、特に改暦に因ん

民にとっても、それは大きな関心事であった。中でも文化的な先進地域にあって社会の変動に敏感な上方町人達の動向

明らかになった。このように八百余年ぶりの改暦は、暦にまつわる権益に直接関わる者達の運命を左右したが、一般庶

図った大経師浜岡家が孤立し、密通事件も口実の一つとして利用されつつ潰されていった、という現実があったことが

種々の権益とそれをめぐる人々の思惑とが複雑に絡まり始め、その見通しのきかない構造の中で、性急に私利の追求を

以上の検討の結果、
『大経師昔暦』の背景には、貞享改暦を機に、暦の制定から販売に至る様々なレヴェルにおいて、

弱さは、浜岡家にとって致命的に働いたと考えられよう。

の町人達や他の暦師達に対する牽制になる、という効果も期待できた。そうした状況下においては、幕府との繋がりの

を取り潰すことは、所司代から見れば、差し出た振舞は決して許さないという断固とした姿勢を示すことに繋がり、京

を入れていた所司代の稲葉にとっては、目障りに映ったのであろう。経済的・社会的に目立つ存在である大経師浜岡家

しかし、この機を利用して強引に私利を追求しようとする大経師権之助の行動は、幕府方、中でも京の町人の統制に力

がりがないからといって、暦の版行に長年携わってきた大経師権之助を積極的に排除するつもりはなかったと見られる。

貞享改暦に際し、所司代が一旦は暦の版木の統一を大経師浜岡権之助に命じたように、幕府方も、当初は、特別な繋

ずに存続するのである。

（12
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近松門左衛門『大経師昔暦』をめぐって（１）

６、道頓堀における浄瑠璃競演と安井家

（ （

大坂における芝居の中心地である道頓堀では、浄瑠璃興行も早くから盛んであったが、延宝年間（一六七三～八一）

（ （

（

事を利用しつつ、当時既に人気の高かった加賀掾と西鶴に新進の義太夫と近松とを対抗させることにより、義太夫を新

近松作の『賢女の手習並新暦』を持ち出し、暦をめぐる競演が成立したという。よって、この競演には、改暦という時

（

大坂に下り、矢数俳諧や浮世草子で注目を集めていた井原西鶴による新作『暦』を上演し、それを受けて義太夫の側も

師の宇治加賀掾が京で評判をとった近松門左衛門作の『世継曾我』で好評を博すが、これに刺戟された加賀掾が京から

しようとし、その後押しを受けて、貞享元年（一六八四）、竹本義太夫による竹本座の旗揚げが実現する。義太夫は、

の後期以降、名のある太夫の引退や死去が相次ぎ、急速に衰退の危機に陥った。道頓堀興行界はこの状況を何とか打開

（12

（12

たなスターとして売り出そうとする道頓堀興行界あげての企画、という一面もあったのである。

暦をタイトルに掲げた競演は、確かに人目を惹きつける効果はあったであろうが、両作品の内容を検討すると、実際

には暦の話は前置き程度に使っているに過ぎない。西鶴の作品では、元嘉暦・儀鳳暦が採用された持統朝に舞台が設定

され、天文博士の奏上を受けて三条前中納言兼政・大伴朝臣忠頼という二人の臣下が改暦を命じられることになってい

るが、暦の問題が語られるのはほぼ第一段の冒頭に限られる。続きは兼政とその失脚をはかる大伴一族の攻防や、兼政

と「あさがほの姫」の恋の話が中心で、第五段の末尾において、兼政の無実が証明され、年の始めと新しい暦の始めを

（ （

重ねて祝うとして、再び僅かに改暦に触れるのみである。近松の作品については、西鶴の『暦』に対抗するために旧作『賢

女手習鑑』を一部削り俄に新暦に関する一条を付け加えて打って出たもの、と推測されており、西鶴の作品以上に改暦

（13

との内容上の関連は薄い。こちらにおいては、時代設定は、改暦とは無関係であった長徳元年（九九五）であり、そこ
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（12

に「宣明暦を用ひて数百年」と上演時の現実が付会されているが、それ以外に暦に関することとしては、改暦準備のた

めに左中将藤原実方・三位別当安国という二人の臣下を勅使とすることが第一段で語られるのみである。以後この二人

をめぐって話が展開される点は、『暦』とよく似ており、実方を陥れる安国の計略とその後の両者の争いや、実方を慕
う瑠璃姫の出現など、登場人物間の構図も『暦』にかなり近い。

この競演においては、結局、義太夫・近松方が勝利を収めたとされているが、それは恐らく西鶴に比して近松のテク

ストの方が、戦いや恋愛などの見せ場がダイナミックに描かれており、文章も音楽的で、上演した際に優れた効果を上

げたためと考えられ、筋書の構成自体については優劣はあまり見られない。テクストの執筆の時期と貞享元年（一六八

四）十二月の大経師浜岡家取り潰しとの前後関係は微妙であるが、西鶴も近松も少なくとも大経師家の密通事件につい

ては知っていたはずであるにもかかわらず、そのことを匂わせる記述はいずれにも見られず、改暦に関しては表面的で
あり、かつ祝賀一色である。

両者が貞享改暦を明らかに意識しつつも、この時点でこれをめぐる様々な問題に一切踏み込まなかったのは、時期的

にまだ十分な見通しが立たなかったためや、新たに義太夫を売り出すという目的には深刻な批判を含む内容は相応しく

ないと考えられたためでもあろうが、理由は恐らくそれだけではない。この道頓堀興行界が、改暦を推し進めた安井算

哲、すなわち渋川春海と強い繋がりを持っていたことも影響を及ぼしているのではないかと思われる。道頓堀は近世初
（

（

期に町人らの手によって開発された地であり、開発者の一人で大坂南組の惣年寄を務めた初代安井九兵衛（道卜）は、

（ （

たのはこの安井九兵衛であり、芝居の各座は安井家のために桟敷一間をあけておくのが慣例で、これを「安井桟敷」と

春海の大伯父にあたる。道頓堀近辺の繁栄のために、寛永三年（一六二六）に許可を得て芝居と遊所をこの地に誘致し

（13

呼んでいたという。こうした道頓堀興行界に対する安井家の影響力の大きさに鑑みると、そもそも暦が競演の題材に選

（13
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（

（

ばれたのは、安井一族の春海が主導する改暦事業を「道頓堀あげての大祝事」として守り立てようとする動きを受けて

のものとも考えられ、改暦に絡んで起きた問題に敢えて触れてこれに水をさすようなことは、芝居の作者として身を立
てようとする者ができることではなかったのであろう。

しかし、その後、大経師家の密通事件を素材とする文芸が次々と現れ、また貞享暦も定着し、改暦事業やその関係者

に対する配慮の必要が薄れる一方で、改暦をめぐる構造的な問題は逆に見えやすくなってきたと考えられる。そして、

正徳五年（一七一五）、近松は、『大経師昔暦』において、密通事件を素材としつつ右の問題に深く切り込んで対決する
姿勢を表すことになる。

近松門左衛門集

（１）本稿では、
「社会構造」の語を分析概念として用いるのではなく、広く捉えた上で解明の対象に据えるが、その際、当該
社会の人々の精神構造をその中心に想定している。

②』
（小学館、
一九九八）所収のテクスト（大橋正叔校注・訳）を使用し、引用の際にはその頁数を明記する。引用中の「．」

（２）本稿では、山本九兵衛・山本九右衛門版の七行四十五丁本を底本とする『新編日本古典文学全集七五

は原本にあった句読点であり、
「、
」と「。
」は校注者が読みやすくするために新たに施したもので、そのまま採用した。一

方、本稿が引用する他の一次史料の句読点は基本的に筆者が施したものであり、引用中の〔 〕で括った部分は筆者による

補足である。次号掲載の論文末尾に引用文献一覧を付したため、一次史料の書誌情報については全てこれに譲り、二次文

献についても、詳細な情報を提示するのは初出の際のみとし、以後は〔著者の姓─刊行年〕の形で略記した。
徳五年の春の上演と推定されている。

（３）大橋正叔氏の頭注によると、末尾の「当年未の初暦、めでたく．開き初めける。
」の一節から、「乙未」の年にあたる正

（４）
『大経師昔暦』の上演後、すぐにその改作が大坂嵐三十郎座で切狂言「大経師」として上演されたようであり（諏訪春雄

北法64（2・43）323

（13

はあるが、少なくとも『曾根崎心中』のような大当たりを取ったわけでないことは確かである。但し、それは、テクスト

『近松世話浄瑠璃の研究』
、笠間書院、一九七四、二三頁）
、これを『大経師昔暦』が評判になった証と捉えることも可能で

の内容ゆえというよりも、一世竹本義太夫が前年の秋に死去したばかりで、後継者にまだあまり人気がなかったことに起
因すると思われる。

（上演的様相）を重視することは、
二十世紀後半以降の世界的動向であり、『大経師昔暦』
performative
のテクストの解釈に際しても、それが人形浄瑠璃という芸能として上演されるために書かれたものであることは当然意識

（５）演劇研究において

する必要がある。但し、近松の時代の人形浄瑠璃に関しては、太夫の語り口や芸風、三味線の曲節等は不明な点が多い上、

本稿の目的は、テクストの分析を通じて当時の社会構造を明らかにすることにあるため、こうした上演的様相については、
直接の検討対象とはしない。

（６）本稿は、二〇〇九年夏に北海道大学大学院法学研究科において木庭顕教授と共同で行った「法と文学」に関する集中講

義と、
翌年九月のある研究会における報告をもとにしており、
その際に受けた様々な知的刺戟が執筆の大きな助けとなった。
木庭教授と、集中講義と研究会に参加された方々に、心より御礼申し上げる。
附

堀川浪之皷の事実」
（
『趣味』四─三、一九〇九）
。

（７）
〔諏訪─一九七四〕第七章「大経師昔暦」
（初出は一九七三）
。
（８）春蘿生「おさん茂兵衛の事実に就いて

）
〔春─一九〇九〕三五～三六頁。

は既に滅失してしまった可能性が高いと思われる。

（９）
〔春─一九〇九〕以後の論文でこの史料を直接閲覧して引用しているものも見つけることができなかったため、当該史料
（
（

（

）
〔諏訪─一九七四〕四六頁。

られる。

獄門下女たま」と

とも記されている。春論文が依拠する所司代の記録と比較すると、処刑の場所や内容は同一であるが、時期には齟齬が見

の記載が見られ、
また天部村の者が刑の執行にあたり、
処刑後五日間の晒の期間中、天部村と六條村の者が昼夜番を務めた、

す丸四條下る大きやうし、さん、茂兵衛、下女、右三人、町中御引渡し、粟田口にて、磔さん茂兵衛

）京都町奉行の命で公役として行刑の任務を課されていた部落の記録である『諸式留帳』には、
「天和三年亥十一月、から

11 10
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近松門左衛門『大経師昔暦』をめぐって（１）

（

（

（

）この点については、歌祭文にいう「五人女」は西鶴の作を指していったものではないとみる説（野間光辰『刪補

西鶴

年譜考証』中央公論社、一九八三、刪補前の初版は一九五二、三一六～三一九頁）もあるが、〔諏訪─一九七四〕九六～九
八頁が反駁するとおり、やはり西鶴の作を指すと考えるのが妥当であると思われる。

）市川通雄「
『好色五人女』と歌祭文との関連について」
（
『文学研究』六三、一九八六）二六～二九頁は積極的にこの可能

性を主張し、
〔諏訪─一九七四〕は、より慎重に、
「現存の「大経師おさん歌祭文」が西鶴作「好色五人女」に先立つもの

）ヴァージョン間の相違は、冒頭と末尾の僅かな語句の相違と、玉がおさんと茂兵衛の逢引を手助けする描写の有無に、

かどうか、軽々しく判断することはできない」
（四六頁）
、とする。

ほぼ尽きている。どちらの相違も筋書にはあまり影響を及ぼしていないが、素材となった事件との距離のとり方や歌祭文

全体のトーンに関しては、顕著とは言えないまでも有意な差異が生じている。すなわち、『大経師おさん茂兵衛』の冒頭に

は「是は都の大経師。おさん茂兵衛の物語」と明示されているため、タイトルを聞いていない場合でも、聞き手がその内

容を大経師家の事件と即座に結びつけると思われるのに対し、
『大経師おさん歌祭文上下』の冒頭には「これは都の物語」

とあるのみなので、そうした連想が冒頭部を聞いただけでは働かない。また、後者には、逢引を助ける玉のやや滑稽な描

写があり、前者の「せつなき恋の仲立や」という句の代わりに「色と慾との二つなり」との句が挟まれているなど、前者

に比して全体に卑俗で笑話的要素が多いといえる。換言すれば、
後者の方が『好色五人女』との関連が強いと考えられる。
（ ）
〔諏訪─一九七四〕四六～五〇頁。
（ ）
〔諏訪─一九七四〕四九頁。

）東明雅氏の頭注によれば、
「中段に見る」とは、
『好色五人女』の中段（第三巻）と暦の中段とをかけたものであり、暦

「凶会日」に至っては、
「百事勿用之、尤凶也」といわれる大凶の日である。

（ ）暦家の賀茂在方が十五世紀前期に編纂した『暦林問答集』によれば、これらの日はいずれも行動を慎むべき凶日であり、
（

は上中下の三段に分かれていて中下段に吉凶を定める語を書き入れたことから、このようなタイトルにしたと考えられる。

（ ）
〔諏訪─一九七四〕一七四頁は、西鶴が茂兵衛の名を茂右衛門と改めたことについて、この作品が事件の年時に近い時期

に刊行されているため、恐らく大経師家の跡を継いだ降屋内匠の前の名である「茂兵衛」をはばかる意図があったのでは
ないか、と推測している。
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（
（

（

）西鶴のテクストでは、玉という名はここで初めて登場する。西鶴は初めに実説の「玉」に対応する人物を「りん」と名

付けたものの、最後の部分で現実の「玉」という名が紛れ込んでしまったのではないかと思われる。

）白倉一由「
『好色五人女』の主題」
（
『日本文芸論集』二一、
一九九〇）二頁も、実際の事件や人物は単なる題材にすぎず、

）この点に関しては、そこに「支配階級が自分たちの権力を護持するために設定した、非情なモラルや制度や刑法に抗議

物語の展開・人物像は西鶴の独自の構想により創造されたもので、彼の思想と現状の認識によって書かれている、とする。

する精神」を強く見て取る説（暉峻康隆『西鶴研究ノート』
、中央公論社、一九五三、四〇～四一頁）と、西鶴にとっては、

社会規範・封建制度等の外面的なものはあまり関心の対象にならず、現実の人間の追求・認識が中心的なものであったと

する説（
〔白倉─一九九〇〕九頁）が存在する。西鶴の描く人物像が、単なる事実の引き写しではなく彼自身の価値観を含

んだもので、結果として現実社会のモラルや制度に対する批判という意義も持つことは確かであるが、西鶴はそれを前面

に出してはおらず、前者はテクスト以上に論者の生きる時代の学問状況に大きく影響された解釈であると思われる。

近松門左衛門』
（新典社、一九八九）一八九～一九一頁、本庄柏声『ふるさとの民謡』
（私家版、

芦田確次編『丹波叢書第三集

かなり後の時代になってから、これらのテクストの内容も取り入れて作られたものと考えられる。

容のみならず言い回しにおいても西鶴や近松のテクストに類似する。よって、これは、
金川家周辺のヴァージョンとは違い、

志編纂委員会、一九五五）
「お三の森」
（五三一頁）などにも載っておらず、柏原の説話としてはやや特殊である一方、内

ており、
本文で述べたヴァージョンとは差異が目立つ。特に丹波路へと逃れるまでの前半部は、松井拳堂編『柏原町志』
（町

と逃れたが、追手を避けて隠れた柏原の森の中でおさんが咳をしてしまい、追手に見つかり捕らわれて処刑された、とし

の森」は、お玉に言い寄る以春に恥をかかせようとしたおさんが人違いで茂兵衛と密通し、共に大経師家を出て丹波路へ

由緒を尋ねて』
（丹波新聞社、一九五五）所収のおさん・茂兵衛に関する伝説「柏原おさん

）但し、柏原に伝わる説話の中にも、西鶴や近松のテクストと関係があると思われるヴァージョンも存在する。例えば、

上げる。

おさんの森」の項目（ http://kirinosato.fc2web.com/DENSETUkaibara1.htm
、二〇一三年一月一五日参照）にも記載があり、
編集者の笹倉氏から、参考文献や説話の伝播の状況、土地の様子等について多くの貴重な情報を頂いた。記して感謝申し

一九八七）一四三～一四六頁。なお、この説話に関しては、ホームページ『丹波霧の里』の「丹波の由緒／伝説・民話／

（ ）鳥越文蔵『虚実の慰み

（
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近松門左衛門『大経師昔暦』をめぐって（１）

（

）もっとも、この点については、茂兵衛とおさんは互いに許婚であることを知らぬまま刀を探すため別々に京に出たが、

茂兵衛が働くことになった大経師家に偶然おさんが嫁いでおり、同郷の出身で許婚であったことが判明して急速に通じ合

う よ う に な っ た、 と す る ヴ ァ ー ジ ョ ン（
『 丹 波 霧 の 里 』 http://kirinosato.fc2web.com/DENSETUkaibara1.htm
）も存在す
るようであり、これによれば、大経師にそうした非まではないということになる。

（ ）柏原藩の財政については、丹波史談会編『丹波氷上郡志』上（丹波史談会、一九二七）七〇六頁以下参照。

（ ）説話において重要な役割を果たす刀の貸借と紛失は、この史実から着想を得た可能性も高いと思われる。
（ ）家族の人数に応じて与えられた扶持米をいう。

但し、元禄十一年十一月に刊行された『三国役者舞台鏡』に、大坂の立役者音羽次郎三郎の評として、「実方一通りの名人

（ ）この歌舞伎「大経師」については〔諏訪─一九七四〕二三頁に既に指摘があるが、上演の年や内容の詳細は不明である。

かとおもへば、また大経師の手代茂兵衛にしてもにつこらしき人相、小兵なれ共きれいな若いもの」とあり、翌十二年六

月に刊行された『口三味線返答役者舌鞁』の同人の評にも、
「いわゞ外の実方のならぬ事が一筋ある、善導寺の仙左衛門、

大きやうじの茂兵へとう也」とあることから、恐らく元禄前期に上演されたのではないかと思われる。なお、京の大経師

家における事件が、
先に大坂で劇に仕立てられたことには、
恐らく「京都公辺の話題は、大阪なればこそ際物に脚色が可能、

という事情」
（内山美樹子『浄瑠璃史の十八世紀』
、勉誠出版、一九八九、六三頁）が関係していると考えられる。

解釈と教材の研究』三八─二、
一九九三）一〇一頁。

（ ）当時杉森信盛と名乗っていた近松門左衛門は、日記には「信盛」の名で登場する。

）貞享三年（一六八六）七月刊行の『佐々木大鑑』以降、近松門左衛門という署名が浄瑠璃本に見られるようになること

（ ）諏訪春雄
「
『金子一高日記』
にみる近松の創作の秘密は何か」（
『国文学
（

はよく知られているが、当時の浄瑠璃や歌舞伎の世界でそのような作者の署名が決して一般的でなかったことは、翌貞享
あまつさへ

四年に刊行された『野良立役舞台大鏡』において、
「よい事がましう上るり本ニ作者かくさへほめられぬ事じやニ、此比ハ

きやうげんまてニ作者を書、 剰 芝居のかんばん辻々の札ニも作者近松と書しるす、いかいじまんとみへたり」、と近松

の署名が非難されていることから窺える。但し、同書には、これに反対する立場からの意見として、作者近松と署名する

のは「芝居事でくちはつべき覚悟」の表れとの見方も示されており、近松の作者としての強い自意識がおよそ評価されて
いなかったわけではない。
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（

）これは、テクストの解説（六六四頁）が指摘するとおり、後述の貞享元年の大経師浜岡家の断絶を、前年の密通事件と

第二巻

（石井良助『第四江戸時代漫筆

近松序説』
（影書房、一九九八、初出は一九五七）一八四頁。

）この点に関しては、白方勝『近松浄瑠璃の研究』
（風間書房、一九九三）四九五～四九六頁に、天下の法に縛られて不自

なる、主人の妻であるおさんとの密通の意思は、全くなかったといえる。

がなされていたと考えられる。よって、茂兵衛には、その意味における玉との「密通」の意思はあったが、厳罰の対象と

うとした際、二人に対して以春が「さてはうぬらは密通か」
（五四三頁）と言っているように、日常的にもそうした使い方

人殺・密通』
、明石書店、一九九〇、初出は一九六四、一三七頁）
、また玉が茂兵衛を庇お

）江戸時代において、
「密通」とは、幕府法上、他人の妻または夫との姦通だけでなく、一般的に婚姻以外の和姦を意味し

り注目すべきであると思われる。

おさんが茂兵衛との密通を望んだことはなく、中之巻以降、一緒に逃げながらも決して不義の関係に陥らないことは、よ

は、上之巻の猫をめぐる玉との会話やそこで示唆されている女三の宮のイメージに照らしても妥当であるが、その一方で、

間的ないきいきした女」であるとする（一〇頁）
。
「おさんを優等生的な物堅い人妻と解釈すべきではない」（一〇頁）こと

通の意志はない」ものの「危険な罪の匂い＝重大な過失への可能性を身にまとう女」であり、「それゆえにまた、極めて人

）松崎仁「
「大経師昔暦」の再吟味」
（
『国語と国文学』四九─七、一九七二）はこの点を強調し、特におさんは「明確な姦

）廣末保『廣末保著作集

入れたものと考えられる。

七頁）
、
「強き置目にあは田口．蹴上の水に名を流す」
（五七八頁）などの句は、歌祭文の句に酷似しており、これから取り

）暦歌中の、
「あれ不義者と 危 日」
（五七六頁）
、
「思へば天一天上の．五衰八専間日もなし．ただ何事もかんにち」（五七

あやぶにち

合わせて仕組もうとしたためであろう。

34
35
37 36
38

が高まるほど、劇場の虚構の外にある「天下の法」の苛酷さが思い知らされる、と述べている（一〇～一二頁）。

悔恨の涙による浄化と周囲の人々の骨身を砕く努力」により、情に訴えて救済に対する観客の熱望をかき立て、その熱望

の可能性を身にまとうと強調する〔松崎―一九七二〕も、
〔白方─一九九三〕と重点は異にするものの、「おさん茂兵衛の

法の苛酷や矛盾を告発する意義が生まれてきた、との鋭い指摘がある。また、おさんは無垢・無罪ではなく重大な過失へ

然な駈落ちをせざるを得なかった二人の姿を描くことで、近松が積極的に意図したのではないにせよ、おのずから天下の

39
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論
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近松門左衛門『大経師昔暦』をめぐって（１）

（

（
（
（

（

（

（

）坂梨隆三「敬語の運用に注目して古典を解釈する──近松と西鶴──『好色五人女』と『大経師昔暦』」（
『国文学

解釈

と教材の研究』三九─一〇、一九九四）九八頁。例えば、おさんは茂兵衛に対して、上之巻・中之巻では敬意の低い「そ

なた」をよく使っていたが、下之巻になると、より敬意の高い「こなた」を使っており、反対に茂兵衛はおさんに対して、

上之巻では最も敬意の高い「お前」を使っているが、下之巻の刑場に連れて行かれる場面では「そなた」と呼んでいる。

）
〔廣末─一九九八〕一六九頁以下参照。廣末氏は、
『大経師昔暦』を、
「従属的な悲劇を、劇のかなり中心部にとりこんだ

作品」
（一七五頁）として位置付けている。
）ボーマルシェの『フィガロの結婚』は、その典型的な一例といえよう。

）助命説をとっていると見られるものとしては、
重友毅「大経師昔暦──附、いわゆる姦通曲について」
（『文学研究』二〇、

一九六四）
、
藤野義雄
「大経師昔暦」（
『近松名作事典』
、
桜楓社、
一九八八）等があり、
来世における救済説をとるものとしては、

村田穆「西鶴と近松──文学論以前のこと──」
（
『女子大国文』七、一九五七）
、福永静哉「大経師昔暦の幕切れと下品下

生往生」
（
『女子大国文』三七、一九六五）
、勝倉壽一「
「大経師昔暦」の問題」
（『福島大学教育学部論集』六〇、一九九六）

等が挙げられる。また、文意が明瞭ではなく助命と来世における救済のいずれとも解せるとする水谷弓彦「おさん茂兵衛

大経師昔暦解題」
（
『近松傑作全集』第四、早稲田大学出版部、一九一〇）や、道行の末尾で両人の処刑を表すが舞台上で

は蘇生させて助命を叶えるという矛盾による解決を示したものとする山根為雄「「おさん茂兵衛こよみ歌」の一齣」
（『芸能
史研究』一二六、一九九四）等の解釈もある。

）諏訪春雄「近世文学とアジール」
（
『近世の文学と信仰』
、毎日新聞社、一九八一）六～七頁によれば、年忌浄瑠璃として

上演されたとみられる近松の作品は『大経師昔暦』の他に、
『五十年忌歌念仏』
、『夕霧阿波鳴渡』
、『心中二枚絵草紙』、
『生

玉心中』の四作であるが、このうち「心中」を外題にうたう二作と『五十年忌歌念仏』は、ほぼ実説通りに主人公を死な
せている。

）
『日本書紀』巻第十九に、欽明天皇十五年（五五四）二月に百済から「暦博士」が来日したとの記述があり、二〇一一年

九月には、福岡市の元岡古墳群から、西暦五七〇年と見られる「庚寅」の干支と「正月六日」の日付が刻まれた鉄製大刀

）こうした官人の意識の変化を含む、九世紀から十世紀にかけての社会構造の大きな転換については、拙著『平安朝の漢

が見つかって、暦の使用が裏付けられた（朝日新聞二〇一一年九月二十一日夕刊、執筆岩本美帆、編集委員中村俊介）
。

北法64（2・49）329

40
41
43 42
44
45
46

（
（

（

（
（
（
（
（
（
（

詩と「法」 文人貴族の貴族制構想の成立と挫折』
（東京大学出版会、二〇〇五）第四章参照。

）山下克明「頒暦制度の崩壊と暦家賀茂氏」
（
『日本歴史』四五二、一九八六）二七～三〇頁。

）細井浩志「古代・中世における暦道の技術水準について──朝廷の暦制定権の前提──」
（『史淵』一三二、一九九五）

承を試みるが、月食や日食の予想を外すなど、なかなか内実が伴わなかった。

の後、正親町天皇から暦道の後継問題を託された土御門有春が、次男を賀茂家養子在高とし、自らが後見として暦道の継

揆』
、吉川弘文館、一九八五）によれば、賀茂家正流は永禄八年（一五六五）の勘解由小路在富の死去をもって断絶し、そ

）木場明志「暦道賀茂家断絶の事──永禄～文禄期宮廷陰陽道の動向──」（北西弘先生還暦記念会編『中世社会と一向一

48 47

）川和田晶子「元禄時代に於ける天文暦学伝授──渋川春海・谷秦山往復書簡の研究──」
（『科学史研究』第Ⅱ期三九（二

ることで向上を続けており、それが朝廷の暦の国内における優位性を確保したと考えられる。

によれば、日食的中率などから判断する限り、朝廷の暦道の暦算能力は、平安期以降、経験の集積による補正などを加え

49

）以下の改暦の経緯については、
渡邊敏夫『日本の暦』
（雄山閣、
一九九三）六～七頁、林淳『天文方と陰陽道』
（山川出版社、

一五号）
、二〇〇〇）一二九頁。

50

）年譜（
『明時館叢書』三所収）や『天文方代々記』によれば、先祖の苗字である渋川に改姓するのは元禄十五年（一七〇

二〇〇六）四一～四三頁参照。

51

壬癸録四」
に、「京所司稲葉丹後守、
陪臣儒士谷三介、其他往往一同、
執異朝暦可用。甲子三月三日、

）藪内清
『中国の天文暦法』（平凡社、
一九六九）
七～九頁、
岡田芳朗編
『日本の暦──旧暦と新暦がわかる本』（新人物往来社、

可被用大統暦由宣下。
」とある。

）
『秦山集』
三十六
「雑著

二）であるが、以下では時期にかかわらず渋川春海の名を用いる。

52
53

）五世紀の倭の五王と十五世紀以降の足利将軍の一部は冊封体制に参入したが、その時期でさえ、被冊封国としての義務

二〇〇九）三〇頁（岡田芳朗執筆）
。

54

）この観点から興味深いのが薩摩暦の存在である。貞享改暦においては、全国一律の新暦の採用が目指されたが、薩摩藩

を十全に果たしていたわけではなかった。

55

のみは、中央から地理的に遠く暦本の入手が容易でないことを主な理由として、改暦後も独自に推算・版行した薩摩暦を

56
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近松門左衛門『大経師昔暦』をめぐって（１）

（
（
（
（
（
（

（
（
（

（
（

使い続けることを許された。但し、
〔渡邊─一九九三〕三三九～三五三頁によれば、薩摩藩でも庶民は伊勢暦を用いたよう

であり、薩摩暦は幕府からの独立を保ちたい藩主らの政治姿勢の表れといえる。その一方で、薩摩暦は清の時憲暦の形式

に倣っているが、それは、清の影響下にあって時憲暦を用いていた琉球を通じて取り入れたものであり、清を意識せざる
第八巻

暦法の研究（下）
』
、思文閣出版、一九九〇、初出は一九八六）二六一頁。

を得なかった薩摩の立場が表れていると思われる。
）桃裕行「日本長暦」
（
『桃裕行著作集

）
〔桃―一九九〇〕二六二頁。山崎闇斎が暦法に強い関心を寄せていたことは、その著作『堯暦序』に表れている。闇斎の

暦学については、
〔川和田─二〇〇〇〕一三一～一三三頁参照。

）
「神武天皇建正、
始用三陽之月、
序歳時月日」
とある。この点についても、
山崎闇斎の『堯暦序』に見られる、「神武天皇以来、

用寅月、為歳首」という記述を継承したものと考えられる。
）
〔渡邊─一九九三〕一四九頁。

）
〔岡田─二〇〇九〕五〇頁（岡田芳朗執筆）
。但し、土御門泰重の日記である『泰重卿記』の元和三年（一六一七）六月

）明暦四年三月十六日の大経師権之助に対する下知状（
『明時館叢書』三所収）
。

一日条には、
「今日珍重也、雖然府中用三嶋之暦、今日朔五月晦日と町御城之由承及候、朔日不朔日、晦日也、予京之暦ヲ用、

朔日ニ用申候、江戸京之方流御用之由承及候也」とあり、この時点では、
「府中」
、すなわち駿府では依然として三島暦を使っ

ていたため京暦と暦日にずれがあったものの、江戸では既に、少なくとも日常的には京暦を採用していたと見られる。

）
『基煕公記』天和四年正月九日条、同月十二日条、貞享元年（一六八四）二月二十八日条。

）当時、兼輝は冬経という名であったが、本稿では時期にかかわらず兼輝を用いる。

）
『基煕公記』貞享元年二月二十八日条に、霊元天皇が最終的に関白の考えに従ったことについて、
「諸事関白被計申事等、

十ニ八九無御許容御気色、雖然終以被用関白之所存、不審千万、倩執筆間、廻愚案察之、日来借関東権威、掠天気歟」と
記されている。

）近衛基煕と霊元天皇およびその近臣との軋轢については、久保貴子『近世の朝廷運営──朝幕関係の展開──』（岩田書

）例えば、五代将軍徳川綱吉の死去を聞いた際には、皆が近年は将軍がその地位を譲ることをただ待っており、諸国の人

院、一九九八）第二章「霊元天皇の朝廷運営」
（初出は一九八八）参照。

北法64（2・51）331

58 57
59
62 61 60
65 64 63
66
67

（
（

（

（
（
（
（
（
（
（
（
（

民はこの凶事を聞いて内心喜んでいるのではないか（
「抑此将軍政務三十年間、歳々無吉事、諸氏愁憂日々増益、於近年者

元禄の社会と文化』、吉川弘文館、二〇〇三）六〇頁。

待其譲而己、於西丸者大旱望雲、定而諸国人民聞此凶事内心含悦者欤」
） と ま で 述 べ て い る（
『基煕公記』宝永六年正月十
三日条）
。
）高埜利彦「元禄の社会と文化」
（高埜利彦編『日本の時代史十五

）朝廷方が戦国時代に廃絶した儀式、
とりわけ天皇即位に不可欠とされた大嘗会の再興を切望し、
貞享四年
（一六八七）には、

和四年正月十日条）が送られている。

いるので、改暦自体は理由のあることである、との見方を示しており、平時量からはこれに同意する返信（
『基煕公記』天

手続で行われようとしていることには批判を述べつつも、宣明暦は長い間使っていて誤りが見られ、一方授時暦は優れて

）基煕は、天和四年（一六八四）正月九日に前中納言平時量に宛てた書簡（『基煕公記』同日条）において、改暦が簡略な

69 68

）
〔高埜―二〇〇三〕四七～七一頁、
〔林─二〇〇六〕三七～四九頁参照。

ついて」
（
『書陵部紀要』四、一九五四）参照。

儀制上の不備と廷臣の経済的負担を犠牲としてまでこれを成し遂げたことについては、武部敏夫「貞享度大嘗会の再興に

70
道大系論説編十二

）天和三年十一月晦日土御門泰福口状書（
『明時館叢書』三所収）
。

垂加神道（上）
』
「門人誓紙」所収）を提出している。

）春海は延宝五年五月八日付け、泰福は同八年十一月晦日付けで、それぞれ山崎闇斎に対し、神道相伝に関する誓文（
『神

たとひ遠島へ遷幸有とも、御供可仕之由、以一封之連判、申上ル」とある。

）
『泰福卿記』貞享四年正月三日条には、
花山院定誠、
醍醐冬基、
有栖川宮幸仁親王、
土御門泰福の四人について、「此四人ハ、

）
『天文方代々記』には、貞享元年十二月朔日に「碁方御免、天文職被仰付、新規御切米百俵被下置」とある。

）田中暁龍『近世前期朝幕関係の研究』
（吉川弘文館、二〇一一）第六・八・九章参照。

74 73 72 71
75

七日条において、一条兼輝は、改暦のための日影の計測を、陰陽頭である土御門泰福に命じ、その自邸で行うべきであるが、

）和田光俊・林淳「渋川春海年譜」
（
『神道宗教』一八四・一八五合併号、二〇〇二）五七頁。
『兼輝公記』貞享元年五月十

）貞享元年十月二十九日貞享改暦宣下（
『明時館叢書』三所収）
。

）
『春海先生実記』天和三年十二月二十七日条。

79 78 77 76
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近松門左衛門『大経師昔暦』をめぐって（１）
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（

ばよいと述べている。

「暦博士其外陰陽門生等不堪其術」という状況であるため、泰福とその兄弟が「所労故障」の時は代わりに「算哲」を召せ
）
〔和田・林─二〇〇二〕五七頁。

）
『明時館叢書』三には、寺社奉行の坂本内記重治が春海に送った貞享元年四月五日付の書簡が含まれており、また〔和田・

林─二〇〇二〕五七頁によれば、春海は改暦に際し京都に赴いた際、寺社奉行から激励の書状を受け取っている。

）
『春海先生実記』には、
「就中水戸黄門光圀卿、会津中将正之、愛先生〔＝春海〕尤篤也」とある。

）譜代大名家の家中が元禄期の世間話を聞き書きしたと考えられる『世間咄風聞集』には、碁打ちとしての安井家を継い

だ春海の義兄保井算知からの聞き書きが多く見られるが、その内容は、会津松平家や水戸家、譜代大名、院の御付衆、京

都町奉行、京都の有力町人に関するもの、と多岐にわたっている。初めは同じく碁打ちとして身を立て京と江戸を行き来
した春海の幅広い人脈は、基本的にここから窺える算知のそれを含むものと推測される。

）池田雪雄「垂加神道と正親町公通」
（
『神道研究』三─二、一九四二）五一～五六頁によれば、渋川春海は、垂加神道の

精神は諸家の説を通じて聞きこれを取り入れるところにあると考え、その精神を守ろうとしたため、闇斎の後継者に任じ

られた正親町公通の、新たな説の摂取を拒否して闇斎の説をそのままに保持しようとするあり方と、思想的に合わなかっ

たという。よって、春海が土御門泰福に近づき、安家神道を学んだことには、公通の継いだ垂加神道からの独立の動きの

一環という意味もあったと考えられる。なお、正親町公通は、近松門左衛門が若い頃に一時期仕えた相手の一人といわれ

ており（
〔鳥越―一九八九〕一六頁）
、その時点で公通と春海が対立関係にあったわけではないものの、公通との交流の経
験が近松の春海に対する見方に何らかの影響を及ぼした可能性もあり得る。
）西内雅『渋川春海の研究』
（至文堂、一九四〇）一〇一～一〇二頁。

）岩佐貫三「日本陰陽道の暦学への回帰──渋川春海思想にみる肯定と否定──」
（『東洋学研究』七、一九七三）一一頁。

岩佐氏は、春海は、安家神道の奥義が垂加神道の亜流と知りつつも、改暦のために土御門家との関係を良好に保つべく、
政策的に伝授を受けたと推測する。

）土御門家と幸徳井家の確執については、
遠藤克己「江戸期における陰陽道と暦道──土御門家と幸徳井家──」（『史叢』

三五、一九八五）参照。
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）実際、後述のごとく天和三年（一六八三）に諸国陰陽師支配を公認された土御門家は、神職や修験と比較して陰陽師の

編成時期が遅れたために、
吉田家や修験の本山派・当山派が編成しなかった雑多な宗教者を陰陽師として編成するとともに、

既成の修験、神職の勢力を切り崩して配下に取り込もうとし、しばしば争論を起こすことになった。こうした争論につい

陰陽道の事」
。なお、文化十三年（一八一六）の成立と見られるこの史料には、土御門家とその

ては、林淳『近世陰陽道の研究』
（吉川弘文館、二〇〇五）Ⅱ─四「修験と陰陽師の占考争論」参照。

配下の陰陽師の関係について、
「これら土御門家の門人配下など唱ふれども、かの家に出入りし事もなく、別して伝授を受

けし事なく、かの家より所々へ取締り所を立て置く所へ、年々運上を出だし、配符を得て渡世するなり。依つてかの家の

法式を知らず、面々思ひ〳〵に、或は周易を用ひ、或は暦法を用ひ、又は神道の祓ひをなし、又は密かに仏道の加持祈祷

の法を行ひ、或は狐狸などを遣ひて奇怪の事を告げて、人を誑かし金銭を奪ふなり。土御門家または白川家、吉田家の神

祇職においても、或は門人配下と唱へて国々在々まで配符を渡し置けれども、その者の貌もしらず、素生の善悪も知らず、

また何様の法を用ひるも知らず、只年々の貢を取るのみの事なり。双方利慾同志の渡世なり。」という批判的な記述も見ら

）元和四年（一六一八）には、後水尾天皇に重用されて多忙であった土御門泰重が、天皇の許しを得て、自ら陰陽頭の地

れ、陰陽道家の争いの主たる対象が配下からの経済的利益であったことを裏付ける。

位を幸徳井友景に譲っているが（
〔林─二〇〇五〕七五頁）
、土御門泰福の代になると、俄に幸徳井家からの陰陽頭の奪還
につとめるようになる。

（ ）当該時期の霊元天皇の朝廷運営については、〔田中─二〇一一〕二一～二三頁、〔久保─一九九八〕一一〇～一二八頁参照。

（

（ ）
『世事見聞録』
「四の巻

（
88
89

90

（

意図などによって土御門家に有利に事情が展開したのであろうか」
（二四一頁）と推測する。当時関白であった兼輝が敢え

国家権力と宗教』第九章「近世陰陽道の編成と組織」
（東京大学出版会、一九八九、初出は一九八四）は、「例えば幕府の

兼輝は、劣勢であった土御門家が形勢を逆転させた事情については記していない。この点につき、高埜利彦『近世日本の

福不非分旨有沙汰、然賀茂友傅朝臣旧冬卒去、今及此沙汰与先年時勢如反掌、此間儀不顕上非者依難述委細略了」とあり、

）
『兼輝公記』天和三年四月十四日条に、
「此相論儀数年未決定、先年過半泰福可為非分由、公私評儀決定、近年有子細泰

（ ）
〔林─二〇〇五〕五八～六一頁。

（ ）
〔田中─二〇一一〕第三・四章。

94 93 92 91
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近松門左衛門『大経師昔暦』をめぐって（１）

（

（
（

（
（
（

（

て委細を記さなかったのは、それより上位の権力が関わっているからと考えられるため、幕府と霊元天皇の意向が働いた
のではないかと思われる。

）
『兼輝公記』天和三年四月十四日条によれば、
ここ百年来、
諸国に触れることは「武家御教書」をもって行ってきたため、

これを「綸旨」によって行うことを認められたことは画期的であり、「旧貫」
（＝旧慣）に復したもので「朝廷再興」である、

という。しかし、天皇の綸旨のみでは現実にどれほどの効力があったかは疑わしく、将軍の朱印状による追認があったか
らこそ諸国陰陽師の実効的支配が可能になったものと考えられる。

）
『春海先生実記』元禄十四年条に「春三月、友親来於東武至於先生之邸滞留、別室伝授暦術学、学貞享法、頗得而冬十一

）
『泰重卿記』によれば、土御門泰重は、元和二年（一六一六）八月一日に日食の予想を外した際、
「蒙恥辱候也、雖然非

月帰京。於高家之官僚来於関東学習也、近代所不嘗有。
」とある。

家職候故、御とかめにハあつからす」と記しており、また、同年九月に暦道を賀茂氏の庶流である幸徳井家に伝授して自

らは手を引いた後の十二月には、
「於当家少も造暦之古今之例無之」
、さらに賀茂家正流の断絶によって実質的に暦道に携

わっていた一時期においてさえ、暦の「奥書ニ安家位署無之、賀家之作名をいたし候て、奥書ニのせ申候由、有春自筆か
きおき申候」と述べている（元和二年十二月十四日条）
。

）林淳「陰陽師の活動」
（林淳・小池淳一編著『陰陽道の講義』
、嵯峨野書院、二〇〇二）二九五頁。

）
『暦道一式』貞享三年（一六八六）十一月条に「大経師よりハ四五十万程出申由ニ御座候」とある。『暦道一式』は院経

）
〔林─二〇〇五〕一二七頁、広瀬秀雄「宝暦の改暦について」
（
『蘭学資料研究会研究報告』一二七、一九六三）参照。

師菊沢家の記録であり、菊沢家は慶長十八年（一六一三）以降改易を被ることなく明治期まで存続したため、記録が散逸

せずに伝わったものと思われる。なお、この史料の複写の利用が可能になったのは、原本所蔵者の桃文行氏の御厚意によ
るものであり、この場を借りて深く御礼申し上げる。

）
『暦道一式』正徳二年（一七一二）九月二十六日条。これによれば、院経師は一万部では利益が上がらないとして、版行

部数の制限の免除を願い出ており、
享保二十年（一七三五）にも、
版行部数を増やすための願い出をしているが（
『暦道一式』

同年七月朔日条）
、大経師との兼ね合いもあり、認められなかったようである。享保年間には、大経師が院経師に対して、

一万部という制限を超えて販売しているとの疑いをかけて何度か苦情を申し入れ（『暦道一式』享保七年十二月十五日条）、

北法64（2・55）335

95
96
97
100 99 98
101

（
（
（
（
（
（

（
（

（
（

ついには奉行にまで訴える事態に立ち至っていること（
『暦道一式』享保十三年十二月十一日条）からも、暦の販売数をめ
ぐり両者の間に長年にわたって緊張関係が存在したことが見て取れる。
）
『暦道一式』享保十四年閏九月二十二日条。

）
〔渡邊─一九九三〕一七五～一七九頁。

は同程度で数石から十数石と僅かであり、
大経師の莫大な収入の大半は暦の販売で得られる利益によるものと考えられる。

）
『京都御役所向大概覚書』六─六「諸職人之事」によれば、大経師降屋内匠や院経師菊沢藤蔵と他の経師達は、共に石高

）
〔渡邊─一九九三〕一九七～一九八頁。

）大経師と伊勢暦師の間の紛争については、
〔林─二〇〇五〕一二五～一二六頁参照。

105 104 103 102

）
〔諏訪─一九七四〕一七七～一七九頁。但し、原文と対照すると、ごく僅かな脱字も見られるため、本文ではこれを訂正

九七四〕一七五～一七七頁）
。

ることが分かり、甘露寺家の家臣寺田宮内の話を院経師が書きとめたものがこの記事となって残ったのである（〔諏訪─一

時の武家伝奏に問い合わせをしていた。その結果、貞享元年十二月十八日まで武家伝奏の職にあった甘露寺家に記録があ

をめぐって争いを続けており、貞享改暦に際して院経師の暦の販売部数が一万部と決められた事情を示す記録を求め、当

）
『暦道一式』享保十四年閏九月二十二日条。この頃院経師菊沢家は、浜岡家の後を継いだ大経師降屋家と、暦の販売部数

107 106

）但し、記録する出来事の選択やその評価については、著者の立場に基づくバイアスがかかっていることは否定できない。

した上、解釈を示すために新たに読点を付した。

108

）
〔諏訪─一九七四〕が、文書の保管場所や貞享二年の暦の発行者から、浜岡家断絶の時期をこのように推定しており（一

があり、浜岡家に取って代わった大経師降屋家に対しては特に批判的であるように見える。

『暦道一式』の記事の多少や内容から判断する限り、菊沢家は幸徳井家とかなり親しい一方、土御門家との間にはやや距離

109

）
〔田中─二〇一一〕一七五頁。
『兼輝公記』天和二年六月二十一日条によれば、前年に所司代として赴任した稲葉は、公

八一～一八二頁）
、妥当と思われる。

110

を示している。

家の風俗に不正が多く、中でも武家伝奏や天皇の近臣に対する誹謗がなされているとし、彼らを罰することも厭わぬ姿勢

111
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近松門左衛門『大経師昔暦』をめぐって（１）

（

（
（

（

（
（

）
『御当代記』貞享二年十二月十一日条によれば、稲葉正通が所司代であった時に、京都四条石垣町の茶屋が驕っていると

の噂を聞いてこれを穿鑿させたところ、あいにくその場に居合わせた桂昌院の甥の進藤新五郎が翌日書き置きをして切腹

すぐるほど

したということがあり、これが、稲葉が小田原から越後高田への所替えという配流同然の仕打ちを受ける遠因の一つとなっ
あしきほう

たという。また、
元禄初期の編纂と見られる
『土芥寇讐記』
は、
稲葉正通について、「生得才智利発 過 程 也。勿論文武ヲモ少々

学ブ。人使ヒハ 悪 方 也。是、仁愛ノ心ナキ故ト云リ。
」と記した上で、編者の評として、
「利発過程ト云ハ、不及ニ同。過

タル故ニ、上ノ御旨ニ不叶シテ、所司代職ヲ被召上タリ。
」
、と利発過ぎたことがかえって上の意に叶わず所司代職の罷免
にまで繋がったとの見方を示している。

）例えば、井原西鶴の『日本永代蔵』巻三─一「煎じやう常とはかはる問薬」において、長者になるための心得として「家

職」に励むことが最も重視されていることは、こうした町人の意識を端的に示すものと思われる。

）
『暦道一式』からは、院経師菊沢家が、暦家の幸徳井家とはかなり親しい関係を築き上げていたことが窺えるが、それで

もむろん完全に対等というわけではない。また、菊沢家と幸徳井家は、それぞれ降屋家と土御門家という圧倒的な力を持

つライヴァルに抑圧されている、よく似た境遇にあり、そのことが、両家の協力関係を特別に強める一因になったと考え

）江戸町奉行所所蔵の牢帳から裁判の先例とすべき事例を抜粋し編纂した書である『御仕置裁許帳』の「主人之女房并師

られる。

匠之妻と密通仕者之類」には、寛文四年（一六六四）から貞享五年（一六八八）の事例が載っているが、これを素材とす

る『元禄御法式』がまとめるごとく、基本的に「男女共ニ死罪」という結果となっており、
『京都御役所向大概覚書』より

は刑が軽い。また、
『科条類典』巻二十二「密通御仕置之事」によれば、寛保三年（一七四三）に「主人之妻と密通いたし

候もの」について、
「男ハ引廻之上獄門」
、
「女ハ死罪」と決められたことや、「従前々之例」として「主人之妻江密通之手

引いたし候もの」も「死罪」に処せられてきたことが窺えるが、それでも京都の規定よりは軽く、理由は判然としないも

御渡被成候御書付之儀ニ付請書」
（『科条類典』巻二十二「密通

のの、刑罰やその背後にある思想に江戸と京都で違いが見られたことが分かる。
）
「延享二丑年八月大岡越前守嶋長門守木下伊賀守差上候

御仕置之事」所収）
。これについては〔石井―一九九〇〕一六六～一六七頁も参照。

）
〔石井─一九九〇〕一六七～一七二頁。なお、密夫から本夫に対する内済金は、江戸では享保大判一枚の価値にあたる七
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）岡部長章「特に貞享甲子の改元改暦と元禄三大家の関連表現試論」（
『近世文芸』二一、一九七三）九～一〇頁。当該碑

両二分、大坂では五両二分が相場であり、後に江戸でも五両となったという。

）
〔岡部─一九七三〕一〇頁。なお、おさんと茂兵衛の供養塔や墓と伝わる場所は複数あり、例えば京都の日蓮宗の寺であ

を特定することはできなかった。その一方、
「降屋内匠」の名を刻んだ墓石は確認することができた。

は一九七三年当時において、既に題目が痕跡程度に磨滅していたようであり、二〇一一年三月に寂光寺を訪れたが、それ

118

）
『暦道一式』貞享二乙丑歳条。但し、
「尤安井三哲も御内故懇意ニ」に続く文章が史料の破損のために一部欠けているこ

墓がある。

る宝塔寺には、両者の法名と思われる「宗有」
・
「妙正」という名が並んで刻まれた、おさん・茂兵衛の夫婦塚といわれる

119

）この手紙は『明時館叢書』三に収められており、伊勢暦・南都暦・三島暦・会津暦・院経師暦等については、販売地域

ともあり、
「御内」が、より具体的にどのような間柄を指すのかは不明である。

120

）
『暦道一式』享保六年八月十四日条や同年九月十六日条には、幸徳井家が、降屋内匠のこうした手続を無視した振舞やそ

や部数等を限定する一方で、大経師暦については、いずれの国においても自由に売買してよいと述べている。

121
）
『暦道一式』享保七年七月二日条。

）
『暦道一式』享保七年七月三日条。

）
『暦道一式』享保七年十一月二十五日条。

）
〔渡邊─一九九三〕一九六頁。
とら

の三百年』
、
和泉書院、
一九九九）は競演の現実性も疑うが、
信多純一「大橋正叔氏「浄瑠璃史における貞享二年」批判」
（同

に行われたものと考えられる。大橋正叔「浄瑠璃史における貞享二年」（近松研究所十周年記念論文集編集委員会編『近松

の加賀掾正本と『賢女の手習並新暦』の義太夫正本が、共に貞享二年正月吉日の刊記を持っており、競演は貞享二年正月

）西沢一風の『今昔操年代記』によれば、
この競演は貞享三年と思われる「刁の年」に行われたことになっているが、『暦』

）阪口弘之「竹本義太夫──道頓堀興行界の戦略」
（
『国文学

解釈と教材の研究』四七─六、二〇〇二）一一八頁。

対応については、
〔渡邊─一九九三〕一八三～一八五頁も参照。

の他の多くの「不届」について院経師に語ったことが記されている。降屋内匠の一連の専横な所行とそれに対する暦家の

122
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近松門左衛門『大経師昔暦』をめぐって（１）

（
（
（
（
（

書所収）が指摘するように、大橋氏の根拠は薄弱であり、
『今昔操年代記』の記事は年代に誤りがあるものの、競演に関す

解説」
（
『大近松全集』第一巻、大近松全集刊行会、一九二六）四七七～四七八頁。

る内容自体は信頼してよいと思われる。
）
〔阪口─二〇〇二〕一一八頁。

）木谷蓬吟「賢女の手習並新暦

）
『安井家文書』所収の「安井氏系図」による。なお、道頓堀の開発・管理と安井家の関係についての詳細は、牧英正『道

頓堀裁判』
（岩波書店、一九八一）参照。

）
〔牧─一九八一〕二～四頁。但し、寛文五年（一六六五）以降、安井家が観覧しない場合には、安井桟敷も他の桟敷と同

様に売るようになった。

）
〔阪口─二〇〇二〕一一七頁。
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研究ノート

岡松参太郎のヨーロッパ留学

はじめに

田 口

正 樹

に新設の京都帝国大学法科大学の教授となり、主に民法の教育

上・中・下』

よび『無過失損害賠償責任論』
（ 一 九 一 六 年 ） な ど で、 日 本 の

（刊行は一八九七年）、晩年の『法律行為論』（一九一四年）お

研究にあたった。彼は、
留学前の
『注釈民法理由

英法科）
、三年間

一八九四年

－ －

大学で法学を学び（一八九一

一八九九年）の後、一八九九年

民法学史上、重要な仕事を遺したが、それにとどまらず、台湾

法学者、岡松参太郎は、一八七一年に生まれ、帝国大学法科

のヨーロッパ留学（一八九六
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私法』
（全一三冊）
（一九一〇 一九一一年）に結実した。また、

大教授のまま、あわせて第一部長に就任）
、その成果は、
『台湾

の第一部長として台湾旧慣調査を主導し（一九〇一年、京都帝

では、台湾民政長官後藤新平を会長とする臨時台湾旧慣調査会

および満州との関係でも注目すべき活動を展開した。台湾関係

蕃族旧慣調査に対する影響は顕著なものがあったという評価も

彼らの
『台湾私法』に対する影響は大きくなかったのに対して、

の関係では、ドイツの Ethnologische Jurisprudenz
を代表する
（３）
ポストおよびコーラーと岡松との関係が論じられており、また

う傾向が顕著になるとされる。一方、台湾における旧慣調査と

野で、日本民法をドイツの学説の図式によりつつ解釈するとい

－

て何を学び、何を独自に工夫したかは、なお研究する余地があ

－

るとも指摘されている。
『台湾私法』の成立に関する最近のモ

－

九一五

ノグラフでも、ドイツの法学者シュテンゲルの植民地法論やド

（２）

この調査会は、
台湾原住民の調査も行い（
『蕃族調査報告書』
（全

なされているが、岡松がこれらのドイツの法学者から方法とし

湾番族慣習研究』
（全八巻）
（一九二一年）として公刊した。更

イツの膠州湾統治に岡松参太郎が注意を払っていたことが述べ

（４）

二一年・
『番族慣習調査報告書』
（全九冊）一

八冊）一九一三

に、やはり後藤との関係から、岡松は一九〇七年に南満州鉄道

られるとともに、岡松および『台湾私法』とゲルマン法との関

（５）

株式会社（満鉄）理事をも兼任、満鉄調査部長として調査部の

連の究明が、更に検討されるべき課題とされている。岡松の台

二二年）
、岡松自身、後に台湾原住民の慣習研究を『台

基盤整備などにつとめた。このように、岡松参太郎は、一九二

湾・満州関係の活動を評価する際に、ドイツ法学受容がどのよ

（６）

一年に死去するまで、日本、台湾、満州にまたがって東アジア

うな影響を与えたのかを考えることは、今後なお必要な作業で

（１）

の近代史に足跡を印した法学者であった。
こうした岡松の広範な活動の学問的な基礎を考えるとき、彼

岡松参太郎のヨーロッパ留学について、従来の研究で知られ

あると思われる。しかし岡松は、そもそもヨーロッパで何をし、

ているところは、それほど多くはない。岡松は上述のように、

がヨーロッパ留学、特にドイツ留学において修得した知見は、

いて、岡松は、ドイツ法学受容の初期の好例として位置づけら

何を学んできたのであろうか。

れている。岡松の民法学説においては、留学前と留学後で大き

一八九六（明治二九）年から一八九九（明治三二）年までヨー

重要な意味を持ったと思われる。既に従来の民法学史研究にお

な違いが見られ、留学後には、債務不履行や損害賠償などの分
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ゼフ・コーラー Joseph Kohler
（一八四九 一九一九年）は、
当時のドイツでも最も活動的な法学者の一人であり、法哲学、

ては、ベルリン大学でコーラーに師事したと言われている。
ヨー

一八九九（明治三二）年八月に帰国した。留学中の岡松につい

ロッパへ留学し、ドイツ、イタリア、フランスに滞在した後、

例としても興味深いケースであり、そのような関心からも少し

松のヨーロッパ滞在は、明治・大正期の日本人法学者の留学事

査事業への関与を評価するための基礎を得ることを目的とす

し、岡松のその後の多彩な活動、とりわけ台湾における旧慣調

を主な史料として、岡松のヨーロッパ留学中の行動を明らかに

（７）

法制史、比較法、および特許法などの実定法諸分野に膨大な著

く詳細に紹介していきたい。

－

（ （

さて、岡松参太郎は、まずドイツのベルリン大学を目指して

一．ベルリン滞在

る。加えて、
「岡松参太郎文書」から細かな情報が得られる岡

作を残しているが、彼と岡松との師弟関係については、岡松自
（８）

身が、『台湾番族慣習研究』第一巻序文で、
「旧師コーラー」と
書いているのが根拠になっている。

変化があった。一九九九年に岡松の子孫が、伝えられていた岡

留学の途に就いた。後年やはり京都帝国大学法学部のスタッフ

ところで、岡松参太郎については、近年、史料状況に大きな

松の蔵書・遺品・遺稿などを早稲田大学図書館に寄贈し、それ

となる高根義人、井上密、織田萬とともに、船便でヨーロッパ

（

へ向かった。一行は一八九六年七月、マルセイユに上陸した。

（

（

が早稲田大学の浅古弘教授らによって整理されて、
「岡松参太
（９）

郎文書」として公開されたのである。この新史料に関しては、

岡松はその後、八月には、ベルリンに到着していたようで、一

（

八九六年八月という記載のあるドイツ語学習ノートと一八九六

（

既に共同研究が行われている他、それを利用した個別研究も公

年八月三一日という日付のドイツ語学習ノートが残っている。

（

表されつつある。
「岡松参太郎文書」は、岡松のヨーロッパ留

大学の学期が始まる前に、まずは語学学習にいそしんだのであ

（1

（

（1

（1

（

学についても情報を与えるものであるが、上記共同研究では、

ろう。これらのノートでは、
英語とドイツ語が併記されており、

（

ヨーゼフ・コーラーとの関係について、岡松がコーラーの講義
（

を聴いた形跡がなく、コーラーとの接点は不明とされている。

英法科出身の岡松が、英語から入ってドイツ語の練習をしてい
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（1

このような研究状況を承けて、本稿は、
「岡松参太郎文書」

（1

（1

（

（

（

岡松のベルリン大学における最初の学期については、勉学の
（

授 ク ロ ー メ（
） 氏 に 就 き、 フ ラ ン ス 民 法 典（ Code civil
Crome
） を、 ⑤ 教 授 カ ウ フ マ ン（ Kaufmann
） 氏 に 就 き、 国
français

（

（

況を記録した聴講記録帳 Anmeldebuch
と食い違っている。聴
講 記 録 帳 に よ れ ば、 岡 松 は、 ① カ ウ フ マ ン Kaufmann
の国際

私法
、②エルトマン
の
Internationales
Privatrecht
Oertmann
ガ イ ウ ス 法 学 入 門 Gaius Institutionen
、 ③ ク ロ ー メ Crome
の
④ヒューブラー

一 八 九 七（ 明 治 三 〇 ） 年 一 月 一 日 で、 一 八 九 六（ 明 治 二 九 ）
年八月から一八九七（明治三〇）年一月までの状況が報告され

フランス民法概論
、
Grundzüge
des
französischen
Civilrechts
の婚姻法 Eherecht
、⑤ゼッケル Seckel
Hübler

て い る。 そ れ に よ れ ば、 岡 松 は 明 治 二 九 年 一 〇 月 二 一 日 に ベ

のベルリン大学法学部の規則では学期開始から六週間以内に

三 〇 日 で あ る。 ③ と ④ は か な り 遅 く な っ て か ら で あ る。 当 時

一月九日、⑥が一一月一一日、④が一一月二六日、③は一一月

しかし、実際に聴講申請 anmelden
して、担当教官からサイン
をもらっているのは、①③④⑥のみであり、その日付は①が一

法典

のローマ家族法
、⑥エック Eck
の民
Römisches
Familienrecht
について聴講料を払っている。
Bürgerliches Gesetzbuch

ルリン大学に入学し、その後、今日まで、①教授デルンブルク
） を、 ② 同
Pandekten

氏および教授エック（
）氏に就き、
ドイツ民法典（ Bügerliches
Eck
）を、③エック氏、教授エ
Gesetzbuch für das Deutsche Reich
ル ト マ ン（
）
、 同 ゼ ッ ケ ル（
）
、同ペスニース
Oertmann
Seckel
（ Pernice
） 氏 に 就 き、 ロ ー マ 法（ Römisches Recht
） を、 ④ 教
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（

からスタートした。
一八九六年一〇月二一日、
岡松は、
高根義人、

際 私 法（ Internationales Privatrecht
） を 研 修 し た、 と あ る。
一八九六（明治二九）年一〇月二一日に、ベルリン大学に入学

（

井上密、松山陽太郎とともにベルリン大学に学籍登録した。岡

金（一八マルク）および授業料（一三〇マルク五〇プフェニヒ）

（

松ら三人は法学部、松山は医学部への登録であった。登録簿に

を支払ったことも、あわせて報告されている。

（

明書を取得しているが、一方高根と井上は退学証明書を取得す

（1

状 況 を 文 部 省 に 報 告 し た 申 報 書 の 写 し が 残 っ て い る。 日 付 は

（2

ところが、この報告は、岡松自身のベルリン大学での聴講状

ある父の職業の欄について、岡松は「教授 Professor
」と申告
（ （
している。このとき登録した四人のうち岡松と松山は、退学証

岡松のベルリン大学での勉学は、一八九六／九七年の冬学期

る様子がうかがわれる。

（1

ることなく大学を去っている。

（1

（2

（1

（ Dernburg
） 氏 に 就 き、 パ ン デ ク テ ン（
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た、聴講申請した四つの講義については、いずれも聴講終了申

で あ っ た か ら、 ③ と ④ は ぎ り ぎ り の タ イ ミ ン グ で あ っ た。 ま

聴 講 申 請 す る こ と に な っ て い る が、 学 生 登 録 が 一 〇 月 二 一 日

前を出したのであろうか。

た聴講はしなかったけれども、当時ベルリン大学の民法教授の

ルンブルクの講義を聴いたのであろうか。それとも、まとまっ

証明に無頓着であった岡松は、聴講申請等の手続をとらずにデ

（

学期に聴講した分も含めて、この聴講終了申請の手続を踏んで

聴講の記録が記載されないのであった。しかし岡松は、後続の

みになっていた。この手続を経ないと、退学証明書には、講義

らい、それによって学期を通じて聴講したことを証明する仕組

ラーの講義を聴くチャンスは、続く一八九七年夏学期および一

コーラーの講義に出席したのであろうか。岡松にとって、コー

数多くの講義を開講している。岡松は、やはり聴講申請せずに

ことである。コーラーも、この学期、
法哲学・比較法をはじめ、

ラーの名前が、申報書にも聴講記録帳にもまったく出てこない

従 来 の 研 究 と の 関 係 で 注 目 さ れ る の は、 い ず れ に せ よ コ ー

（

中心人物であり、日本にもよく知られていたデルンブルクの名

請 abmelden
がなされていない。規則では学期終了直前一四日
間のうちに聴講終了申請をして、やはり担当教官のサインをも

おらず、そのため実際に、岡松のベルリン大学からの退学証明

八九七／九八年冬学期にも存したのであり、後述の史料から考

（

書には、後述のように、滞在学期のみしか記載されていない。

えて、岡松とコーラーが個人的に知り合い、関係を持ったのは

（

岡松もこうした規則の存在は知っていたはずなので、ある講義

確実である。そうすると、やはり正式の聴講手続をとらずに講

（

を聴いたという公式の証明を得ることは、彼にとって重要でな

きな違いは、デルンブルクの名前の有無である。なぜ報告書の

ように、英語からドイツ語学習に入っていった岡松にとって、

松参太郎文書」の中に聴講ノートが一切残っていない。上述の

しかし、そもそもこのベルリン留学第一学期については、
「岡

（

方には真っ先に彼の名があがっているのであろうか。ベルリン
（

大学法学部の講義要項によれば、この学期、デルンブルクは確

じて、コーラーの講義のノート類はまったく残っていない。

（

かったのだろうと思われる。その点には無頓着な態度を示して
（

義を聴いたのであろうか。もっとも、岡松の留学の全期間を通

（

いるのである。

（2

講義を聴いてノートを作成するにはドイツ語の聴き取り能力が

申報書にある文部省への報告と聴講記録帳の記載との間の大

（2

（2

かにパンデクテン講義などを開講している。聴講事実の制度的
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その他、
この一八九七年夏学期およびそれに続く時期からは、

各種の語学練習ノートが伝わっている。イタリア語の練習ノー

まだ十分ではなかったのかもしれない。そうすると、コーラー

ト（一八九七年三月二日から七月五日まで）、文法の初歩から

（

との個人的な接触も、次の一八九七年夏学期以降のことであっ

（

たのかもしれない。

始めたラテン語の練習ノート（一八九七年四月二四日から八月
（

そこで、
ベルリン大学における第二学期
（一八九七年夏学期）

（

（

この学期もやはり聴講終了申請は行われていない。このように

法 Italienische Grammatik für Anfänger
のみが記されている。
聴講申請の日付は①が五月一八日、②が五月二一日であるが、

（一八九八年二月一一日から三月一八日まで）などである。昭

で）および週一回のペースで書き込まれたラテン語練習ノート

ノート（一八九七年一一月二二日から一八九八年三月一七日ま

一八九八年二月一〇日まで）
、英語からドイツ語への翻訳練習

聴講講義数はごく少ないのであるが、この二つの講義について

和初期に至るまで、日本人のヨーロッパ留学において外国語の

－

文部大臣名の通知で、一八九七（明治三〇）年三月一二日付で、

巡歴に関係する最も古い文書は、巡歴不許可を伝える蜂須賀
（

路として、注目されるべきであろう。残されたノート類から推

（

測すると、このベルリン滞在第二学期から、岡松の聴講が軌道

フランス、イギリスへの六〇日間の巡歴の願いを不許可として

ある。

早い時期から滞在地以外への巡歴を盛んに希望していたことで

さて、岡松参太郎のヨーロッパ留学を特徴付けるのは、彼が

（3

に乗り始めたように思われる。

のエルンスト・エック Ernst Eck
（一八三八 一九〇一年）の
講義を次の学期にも聴講している。岡松のドイツ法学習得の経

（ （

は、いずれも講義ノートが残っている。特に、エックのパンデ
（

修得は大きなウェートを占めていたが、岡松も、語学学習に精

（

励したことがうかがわれる。

（

二六日まで）、フランス語のノート（一八九七年九月二日から

（

（

の 聴 講 状 況 で あ る が、 こ れ に つ い て は 申 報 書 が 伝 わ っ て お ら
ず、 聴 講 記 録 帳 の み が 情 報 源 で あ る。 そ こ に は、 ① Eck
のパ
ンデクテン
の初心者向けイタリア語文
Hecker

二一日まで）、各所に Bravissimo
など評価の書き込みがあるイ
タリア語のノート（一八九七年七月一〇日から一八九八年二月

（2

クテン概論の講義ノートは、ほとんどドイツ語のみで書かれ、

（3

、②
Pandekten

（2

（3

分量も多く、
「岡松参太郎文書」に伝わる留学中の講義ノート
の中でも、最も詳細なものである。岡松は、後述のように、こ

（2

（3
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ていないが、本通知によれば、巡歴願いは一月一五日付で国際

治三〇）年五月一一日作成の、留学期間を一年延長する、蜂須

この間、
岡松の留学期間の延長が行われている。一八九七
（明

いう形で行われた。

私法の取り調べにかかるものであったとされている。ベルリン

賀文部大臣名の命令が伝わる。岡松の留学は、おそらく更にも

いる。これに先だって岡松が出した巡歴願い自体の案文は残っ

での最初の学期が終わって学期休みに入るのに合わせて、巡歴

う一度一年延長された後、後述のように最後に六ヶ月延長され、

（

を計画・出願したものと思われる。このように岡松は、既にベ

そしてその期間満了前に、帰国命令が出されることとなる。

しかしこの再度の巡歴願いも、
やはり却下されることになる。

（

ルリン留学を始めて半年ほどで巡歴を希望し、後述のように以
後も頻繁に巡歴を願い出ている。岡松の好奇心旺盛で活動的な

（

よれば、先般、国際私法のうち、外国人の権利およびそれに関

日付は一八九七（明治三〇）年五月五日となっている。それに

究願いを提出した。伝わっている文書自体は下書きのようで、

最初の願いがこのように却下された後、岡松は再度の巡歴研

から、本年度内に巡歴研究を行うことは必ずしも必要ではない

岡松はやはり五月に留学期間の一年延長を命じられているのだ

出であるけれども、現在学資増に充てうる予算は乏しい。また

およびイギリスへの巡歴の願いが出された。これは再度の願い

名の通知である。それによれば、
岡松から五月五日付でベルギー

の文部省の決定が伝わっている。文部省専門学務局長木下廣次

（

巡歴願いを却下する、一八九七（明治三〇）年六月二九日作成

する裁判の実際を取り調べるために巡歴願いを出したが、許可

（

されなかった。しかしこの件は、自分の研究事項のうちでも最

であろう。それゆえ巡歴の願いはこれを却下する、というもの

べる必要がある。
そこで改めて、
八月上旬以降の夏期休暇の一ヶ

状 況 を 文 部 省 に 報 告 す る 申 報 書 が 残 っ て い る。 こ れ は 日 付 お

三 学 期 目 に 入 る。 ベ ル リ ン 大 学 に お け る 三 度 目 の 学 期 の 勉 学

こ う し た や り と り を は さ み な が ら、 岡 松 の ベ ル リ ン 留 学 も

（

月間、「左ノ二地」での巡歴研究とそのための学資増額を認め

（

てもらいたい、と述べている。
「左ノ二地」がどこかは、明記

よ び 文 部 大 臣 の 宛 名 を 欠 い て お り、 正 式 な 報 告 書 の 下 書 き の

（

も重要なものであり、かつこの件に関しては条約その他の文書

であった。

性格をうかがわせるものと言えよう。

（3

と実際とは大いに違っているので、実際の慣例裁判等を取り調

（3

されていないが、正式の願い出は、ベルギー、イギリスへ、と
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よ う で あ る。 こ こ で 岡 松 は、 一 八 九 七（ 明 治 三 〇 ） 年 七 月 か

回 の 申 報 書 の 明 治 三 〇 年 四 月 一 五 日 以 降 と 同 様 に 研 修 し た、

日で、かなりそろっている。聴講終了申請は、やはりまったく

ン バ ッ ハ Dambach
の 国 際 法 Völkerrecht
で あ る。 聴 講 申 請 の
日付は、⑤一一月一一日、①②④一一月一五日、③一一月一八

訴訟
、④ギールケ
の一
Deutsches
Reichscivilprozess
Gierke
般・ドイツ国法 Allgemeines und deutsches Staatsrecht
、⑤ダ

と い う。「 岡 松 参 太 郎 文 書 」 中 に 史 料 は 残 っ て い な い が、 こ

なされていない。申報書と聴講記録帳を比較すると、やはりデ

ら 一 二 月 ま で の 状 況 を 報 告 し て い る。 そ れ に よ れ ば、 引 き 続

の 期 間 直 前 の 状 況（ つ ま り ベ ル リ ン 大 学 で の 二 学 期 目 の 初 め

ルンブルクの名が前者にはあり、後者には見られない。一方、

き ベ ル リ ン 大 学 に 在 学 し、 明 治 三 〇 年 八 月 一 五 日 ま で は、 前

ま で の 時 期 ） に つ い て も、 別 に 申 報 書 を 提 出 し た も の と 思 わ

ノートが残っていることから、少なくとも一部は実際に聴講し

たことが確実な、ギールケの国法学、クローメの民事訴訟、ダ

れ る。 そ し て、 明 治 三 〇 年 一 〇 月 一 五 日 か ら 現 在 に 至 る ま で

ンバッハの国際法が、申報書には登場しない。これは、岡松の

留学命令が、民法および国際私法研究のため、となっていたこ

聴講記録帳に出てくる①から⑤の講義については、分量には

とと関係しているのかもしれない。

差があるものの、すべて講義ノートが残っている。この時期の

は、 ① 教 授 デ ル ン ブ ル ヒ（ Prof. Dernburg
） 氏 に 就 き、 ド イ
ツ 民 法 典 総 則 お よ び 債 権 関 係 編 を（
Allgemeiner
Theil und
）氏に就き
Prof. Gierke
ド イ ツ 民 法 典 物 権 編 を、 ③ 同 エ ッ ク（ Prof. Eck
） 氏 に 就 き、
ドイツ民法典相続編、を学んだ、と報告している。しかしここ

）
、 ② 同 ギ ー ル ケ ー（
Schuldverhältnis

でも、岡松の報告と彼の聴講記録帳との間には食い違いが見ら

（

一九二一年）の

－

（

が、オットー・フォン・ギールケ（一八四一

講義ノートは日本語混じりで書かれたものがほとんどである

の 民 法 典（ 物 権 法・ 著 作 権 法・
Gierke

れる。聴講記録帳によれば、ベルリン大学三学期目における聴
講 状 況 は、 ① ギ ー ル ケ

（

（

物 権 法 の 講 義 ノ ー ト は、 序 論 か ら 始 ま っ て 講 義 の ほ ぼ 全 体 が

ノートされている。エックの相続法の講義ノートも、かなり分

（3

量の多いものである。カール・クローメ Carl Crome
（一八五
（ （
一九三一年）の民事訴訟法の講義ノートは、日本語の部分
九

（4

営業法）
Bürgerliches
Gesetzbuch:
Sachenrecht, Urheberrecht,
、 ② エ ッ ク Eck
の 現 代 ロ ー マ 相 続 法・ 民 法 典 の
Gewerbsrecht
相続法
Das
heutige
römische
Erbrecht
und
das
Erbrecht des
、③クローメ Crome
のドイツ民事
bürgerlichen Gesetzbuches

（3
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がやや少ないが、
やはり講義全体をカバーしているようである。

可され、実行された。岡松は、一八九八（明治三一）年四月三

在する計画になっている。そして、今回の巡歴は文部省にも許

（

〇日付で、文部省（西園寺公望）あてにハレ大学への転学を届

（

（

ギールケの国法の講義ノートは講義冒頭部を欠くものの、その
（

する巡歴許可に三月二三日に接したことを述べ、三月二六日に

後は最後まで筆記されている。ノート冊子の残りは、その後ハ
（

け出た際に、ハレ転学途中のオーストリア・ヴィーン等を経由

レで受講したレーニング
（

の国際私法講義の筆記に転
Loening

ベルリンを出立、各地を巡歴研究したうえで、四月二〇日にハ

（

用されている。ダンバッハ Dambach
の国際法講義ノートだけ
は、ドイツ語のみで書かれており、分量は少ない。これらの他

体は控えであろう。

（4

たこのノートはすぐに筆記が終わっており、比較的すみやかに

月一八日付）が残っている。ハレ大学への転学のために作成さ

ベルリン大学文書館には、岡松の退学証明書（一八九八年四
（

聴講しなくなったようである。このように、この時期から伝わ

れたものである。岡松はここで、東京生まれ、父は故教授と申

（

るノート類は、長短精粗さまざまであるが、一学期目、二学期

告している。ベルリン大学入学前の学校についての情報は、学

転学を準備し始めた。その際、彼は、ハレへの転学とドイツ、

更に遅くともこの一八九七／九八年冬学期中に、ハレ大学への

の講義を聴講した、ということが証明されるはずのところ、岡

法学部に在籍したとされている。ところが、通常は、かくかく

月二一日に学生登録し、一八九七／九八年冬学期の終わりまで

も 記 載 さ れ て お ら ず、 十 分 な 証 明（ Genügender Zeugnisse
）
にもとづき、学生登録した、と書かれている。一八九六年一〇

籍 登 録 時 と 同 様 こ こ で も 見 ら れ な い。 Abitur
などの情報も何

オーストリア＝ハンガリー各地の巡歴とを組み合わせる。この

松の場合は在籍学期のみが示され、講義についての記載を欠い

（

巡歴研究旅費を概算した文書が残っているが、それによると旅

（

程は、ベルリン、ヴィーン、ブダペスト、ミュンヘン、ハレと

このように、ベルリンでの留学生活にも慣れてきた岡松は、

（4

ている。他の学生の退学証明書の場合、具体的に講義の記載が

本格化してきていることがうかがわれる。

目と比較すると、岡松のベルリン大学での聴講が軌道に乗って

レに到着、二六日から就業したと述べている。この伝承文書自

（

に、ヒンシウス Hinschius
の家族法講義を一部聴講したようで、
（ （
講義ノートが残っている。ただし、ほぼドイツ語のみで書かれ

（4

（4

（4

なっており、ヴィーン、ブダペスト、ミュンヘンに六日ずつ滞
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続
をせずに大学を去った、とされている。「岡松参
Exmatrikel
（ （
太郎文書」
にはハレ大学の入学許可証も伝わっており、日付は、

あるものがほとんどである。岡松と同時に学生登録し、一八九

学籍登録と同じ一八九八年四月二八日である。

（

六／九七年の冬学期のみ在籍した松山陽太郎の退学証明書に

を守って聴講申請および聴講終了申請しなかった講義は、退学

講義の聴講終了申請を行わなかったからであり、規定通り期限

ケースは異例と言ってよい。これは、前述のように、岡松が、

年に帝国大学法科大学仏法科を卒業、更に大学院で刑法を専攻

一九三六年）は、明治から昭和初期の刑法学者で、一八九一

る。一人は医学部で学ぶことになる Otsuki Ukiti
なる人物であ
（ （
（ （
るが、もう一人は岡田朝太郎であった。岡田朝太郎（一八六八

さて、岡松と同じ日に、他に二人の日本人が学籍登録してい

（

も、 彼 が 登 録 し た 二 つ の 授 業 の 記 載 が あ る。 こ の 点、 岡 松 の

証明書には記載されないことになっていたのであった。
「岡松

し、一八九三年に法科大学講師、一八九四年には法科大学助教

（5

（5

かれて、法学教育、および法典編纂の助言にあたった。このよ

く、東アジアで活躍した法学者で、一九〇六年には、清国に招

（

このように、三学期間滞在したベルリンを後にして、岡松参

うな岡田朝太郎の経歴から明らかなように、岡松と岡田はとも

（

太郎は一八九八年四月にハレに入った。ハレ大学への学籍登録

にベルリンからハレへ転学したのであった。そしてその後岡田

（

は、一八九八年四月二八日に行われた。ハレ大学文書館に残る

の方は、一八九九年一月一一日にハレ大学を去っている。ハレ

（5

（

学籍登録簿に、岡松は自筆で必要事項を記載している。ここで

（ （

も、やはり父の身分は「教授」としている。そしてこの学籍登

を後にしたのも、岡松とほぼ同時期であったことになる。

一年に、法学博士となっている。岡松同様彼も、日本だけでな

んだ。帰国後一九〇〇年には、帝国大学法科大学教授、一九〇

ルリンとハレに滞在し、ハレでは後述の刑事法学者リストに学

刑法研究のため、ドイツ・フランスに留学する。ドイツではベ

－

（

参太郎文書」の中にもベルリン大学発行の退学証明書が残って
（

いるが、基本的にベルリン大学文書館に残る資料と同じで、在

授となった。そして岡田は、一八九七年から一九〇〇年まで、

（5

籍学期の記載があるのみで、聴講講義については記載されてい

（4

録簿によれば、岡松はその後一八九八年一二月六日に、退学手

二．ハレ滞在

ない。

（4

（5

（5
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（

（

岡松参太郎と岡田朝太郎のその後の関係を見ると、岡松は帰

（

、 ⑤ シ ュ タ ム ラ ー の ロ ー マ 法 釈義演習
I.Theil (Prof. Stammler)
、
Exegetische Übungen im römischen Recht (Prof. Stammler)

国へ渡る可能性があるかどうか、問い合わせている。岡田は、

中国の法典編査会で起草中の民法草案の改訂のため、岡松が中

二〇日で北京から東京へ送られたものである。
その中で岡田は、

トからすると、①②③④は、少なくとも一部は実際に受講され

がなされている。他方、「岡松参太郎文書」
に残っている講義ノー

である。これらのうち、聴講申請 anmelden
したの
(Dr.Wiese)
は、①⑦⑧で、①は五月一四日、⑦⑧は五月一三日に聴講申請

⑧ヴィーゼのペトラルカ講読

⑥リストの刑法実習
、
Strafrechtliches
Prakticum
(Prof.
Liszt)
⑦ヴィーゼのイタリア語演習 Italienische Übungen (Dr.Wiese)
、

関係者の依頼により、自分が代わって問い合わせる、と言って

Erklärung von Gedichten Petrarcas

いるが、ベルリンおよび特にハレにおける両者の関係を考えれ

た。
（

一九三六

－

（

すなわち、フリードリヒ・エンデマン（一八五七

年）のドイツ民法典講義ノートは、契約各論と不当利得部分の

（

講義で、ノート冒頭に一八九八年五月二日の日付がある。日本

（

八日の作成日付で、ハレ大学の聴講記録帳が残っており、ハレ

語部分がかなり多く、冒頭部を欠き、中間にいくつか抜けた部
（

（

分があるが、全体の分量は多い。レーニングの国際私法の講義

（

（

－

一九三八年）の民法実習のノートは、ほ

（

で書かれているが、
分量はごくわずかである。ルードルフ・シュ

い。エンデマンの法典化の歴史の講義ノートも、日本語混じり

（

はり日本語部分がかなり多いが、全体の分量はそれほどではな

ノートは、ノート冒頭に一八九八年五月九日の日付があり、や

（6

タムラー（一八五六

（6

、③エンデマンの民事
bürgerliches Gesetzbuch (Prof. Loening)
法 立 法 史 Geschichte der Codificationsbestrebungen auf dem

（6

、②レーニングの
Bürgerliches Recht Theil I (Prof. Endemann)
国際私法・ドイツ民法典 Internationales Privatrecht und Deutsches

における岡松の聴講状況を知ることができる。ここで、まず岡

（5

「岡松参太郎文書」には、学籍登録と同じ一八九八年四月二

ば、岡田がその任にあたったことは理解しやすいであろう。

られた書簡が伝わっている。日付は一九一四（大正三）年二月

（

また「岡松参太郎文書」には、はるか後年に岡田から岡松へ送

国後ほどなく、刑法改正問題について、岡田と論争している。

（5

松 が 聴 講 料 を 払 っ て い る の は、 ① エ ン デ マ ン の 民 法 第 一 部

（5

、④シュタ
Gebiet des bürgerlichen Rechts (Prof. Endemann)
ム ラ ー の 民 法 実 習 第 一 部 Practicum des bürgerlichen Rechts,
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とんどドイツ語で書かれており、分量としては少ないが、一八

ンにおけるコーラーと並んで、岡松がパーソナルな関係を持っ

岡松参太郎は、一九〇八（明治四一）年にヨーロッパを再訪

たドイツの法学者であった。このことは、岡松の後年の行動か

して、一一月三日に帰国するが、その際一九〇八年七月一三日

ら明らかになる。

岡松のハレ大学での聴講は、この一学期のみであったが、講

にベルリンで晩餐会を催した。この会に岡松は、コーラーと当

九八年七月三〇日の第一一回まで、岡松が授業に参加し続けた

義形式の授業だけでなく、実習や演習にも聴講料を払って参加

時ベルリン大学に転じていたリストを招待しているのである。

ことが記載からわかる。

しようという姿勢を岡松が見せていることは、彼がますますド

招 待 を 受 け た コ ー ラ ー か ら 岡 松 へ の 返 事 が 伝 わ る が、 そ こ で

（

イツの大学になじんできたことを示すものと言えるであろう。

コーラーは、自身は所用により出席できないが、代わりに息子

（

さて、ハレ滞在時代からの注目すべき史料として、
「岡松参

を出席させると伝え、近いうちにまた会えることを望んでいる

（

太郎文書」中には、ハレ大学の刑事学ゼミナール（リストが教

と書いている。岡松が特にコーラーを招待し、コーラーも息子

（

授）の書庫利用証が残っている。発行日付は四月二九日になっ

を代理出席させていることから、岡松とコーラーの近しい関係

（

ており、岡松は早くも学生登録の翌日に、刑事学ゼミナールへ

がうかがわれる。ここで出てくる息子とは、アルトゥール・コー

（

顔を出していたことになる。おそらく、岡田朝太郎とともに訪

ラーのことだが、彼は一九〇四年一一月に東京を訪問し、穂積
（

れたものと思われるが、上述のリストの刑法実習の聴講料支払

（

いと並んで、岡松自身の刑事法への関心をもうかがわせる事実
（

陳重をはじめとする東京帝国大学の教授たちや司法省高官の歓
（

であろう。岡松が「リストの研究室で学んだ」ことは、既に牧

（

迎を受けていた。それゆえ息子自身、日本と縁があったわけで

（

野英一が岡松追悼文で言及しており、生前の岡松がそのように

（

で所用があり、出席できない旨返事している。そして、昨日岡
（

松が訪問してくれたのに、既に大学へ出ていたために会えず、

（一八五一
Franz von Liszt

そして、
ドイツにおけるいわゆる新派刑法学の代表者であり、

リスト

刑事法の国際比較研究の推進者でもあったフランツ・フォン・

ある。また、リストから岡松への返書も伝わるが、彼も、大学

（6

（6

申し訳なかったとも書いている。岡松がリストに会いに行って

言っていたのであろう。

（6

（6

一九一九年）は、ベルリ

（6

（6

（6
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いるところからも、ハレ留学中に個人的知遇を得たことがうか

このように、確認できる限りではヨーゼフ・コーラーとフラ

る。更に、花環献呈を新聞紙上で公表する記事の草稿も同封し

松が花環を捧げる件で、花環の準備について岡松に知らせてい

フォン・プスタウ Von Pustau
か ら 岡 松 宛 の 一 九 二 一 年 の手紙
は、ベルリンのリストとハイデルベルクのコーラーの墓前に岡

コ ー ラ ー お よ び リ ス ト の 墓 前 に 花 を 捧 げ て い る。 岡 松 の 知 人

後）のヨーロッパ訪問に際しては、彼は既に故人となっていた

更 に、 一 九 二 一（ 大 正 一 〇 ） 年 の 岡 松 の 三 度 目（ そ し て 最

ているが、それによると八月上旬にハーグで開かれる国際私法

一八九八
（明治三一）
年五月一一日付の学資増給願の草稿が残っ

なハレ大学での学業のかたわら、
やはり巡歴が計画されている。

で進めてしまったが、ハレにおける岡松に戻ると、上述のよう

リストおよびコーラーとの関係を追って時間をずいぶん先ま

二人と岡松との関係は決して偶然ではなかったとも言えよう。

較法的関心において顕著な存在であったことを考えれば、この

で、コーラーとリストが、西洋世界の外まで含めた国際的・比

法学教授たちであった。そして、当時のドイツの法学者のうち

ンツ・フォン・リストが、岡松が個人的に知遇を得たドイツの

て送ると述べている。草稿では、現下のドイツの窮状に対する

協会大会に出席し、あわせてそこからの帰途、ハンブルクおよ

がわれる。

日本からの援助の一環として、岡松による花環献呈が紹介され

びブレーメンを巡歴し、国際私法上の外国商事会社の取り扱い

（

ている。その際、ドイツに留学した日本人法律家はおそらく例

に関する事項を研究するとして、そのために学資増給を願い出

（

（

外 な く、 リ ス ト と コ ー ラ ー の 講 義 を 聴 講 し た で あ ろ う、 と 述

ている。旅費滞在費概算によれば、ハーグに二週間、ハンブル

（

（

べ ら れ て い る。 更 に、 フ ォ ン・ プ ス タ ウ か ら 岡 松 へ の 別 の 手

クとブレーメンにそれぞれ一週間の滞在が計画されている。こ

（

紙（ 一 九 二 一 年 九 月 一 二 日 付 ） は、 岡 松 の 医 師 集 会 に お け る

らの返事が残っていないために不明で、草稿にとどまったかも

（

演 説 と（ リ ス ト お よ び コ ー ラ ー の 墓 前 へ の ） 花 環 献 呈 を 伝 え

のかもしれないが、そうだとしても、やはり岡松の活発な動き

の願いが実際に文部省にあてて出されたかどうかは、文部省か

を例証するものと言える。
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（7

（7

（7

（

る、
の二ページ分を同封して送
Ostasiatische
Rundschau
Nr.15
る、としている。また、
（記事を見た）リスト未亡人およびコー
（

ラー子息から電話があり、よろしくとのことであったと書いて
（

いる 。

（7

（7

研究ノート

パリへ、更に翌年四月からイタリア・ローマへの転学を願い出

国際私法および民法の研究のため、一〇月上旬からフランス・

された願いの控えか草稿と思われる文書である。
そこで岡松は、

が残っている。宛先は文部大臣尾崎行雄で、実際に大臣宛に出

になる。一八九八（明治三一）年七月一五日付の転学の願い出

そして更に岡松は、ドイツ以外の国への転学を企図するよう

で、更に旅費見込み書を提出するように、しかし（やはり来年

米巡歴は、来年度に属することでもあり、また旅程も不明なの

のは別紙のとおり、許可されたとする。しかし、帰朝途中の英

日付で願い出られた転学・巡歴の件のうち、今年度にかかるも

で、転学と滞在を許可する文部省の通知が出された。七月一五

治三一）年九月一二日付で、文部大臣官房秘書課長正木直彦名

学とブリュッセル巡歴は、文部省から許可された。一八九八
（明

これらの岡松の希望のうち、フランスおよびイタリアへの転

（

ている。ハレでの勉学は、一八九八年夏学期で切り上げて、一

度に）イタリアへ転学する際には更に願い出るには及ばない、

（

八九八／九九年冬学期からはフランスへ、更に一八九九年夏学

（

期にはイタリアへ転じようというのである。岡松の留学中の勉

と指示されている。とりあえず、ブリュッセル巡歴を経て、パ

ため、パリ転学の途中に、ベルギー・ブリュッセルを巡歴した

法のうち外国人の権利とそれに関する裁判の実際を取り調べる

れば、別にフランス・パリへの転学を願い出ているが、国際私

残っているが、これも控えか草稿であると思われる。それによ

する旅費その他の費用として金一〇〇円を、通常の学資に増給

ブリュッセルに滞在研究する件を許可し、転学および滞在に要

れた、
一〇月以降のフランス転学、
およびその途中でベルギー・

時に岡松のもとへ届いたのであろう。七月一五日付で願い出ら

行雄名の転学許可書も残っており、上の秘書課長名の文書と同

やはり一八九八（明治三一）年九月一二日付の文部大臣尾崎

れたわけである。

リへ転学するという部分、およびイタリア転学の希望は承認さ

（

学志向としては、ドイツ法学一辺倒というわけではなかったの
である。
（

い、また来年七月に留学期間が満了して帰国する際には、その

する、とされている。

（ （

途中イギリスおよびアメリカを巡歴研究したいと願い出てい

アメリカも含めて西洋世界を広く見て回ろうという勢いである。

る。ドイツ、イタリア、フランスだけでは足りず、イギリス、

（

同じく一八九八（明治三一）年七月一五日付の巡歴研究願も

（7

（7

（7

更に同日付、文部大臣名で、フランスおよびイタリアへの留

（7
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（

（

う。

－

東京で留学期間延長命令が出されたのと同じ頃、パリに到着

学の許可書が出されており、留学期間内に、フランスおよびイ

した岡松は、転学の届け出を行っている。日付は一八九八（明

（

タリアへも留学することを命じ、フランス留学中は年間金一八

治三一）年一一月一五日だが、「実は一一月二三日」という付

（

〇〇円、イタリア留学中は年間金一七四〇円を支給するものと
している。

記がある。これは草稿なので、一五日に草稿を書き、実際に文

部省に送った届けは二三日の日付で作成したものと思われる。

ブリュッセルへの滞在を願い出ていたところ、一〇月五日にハ

かねてフランス・パリへの転学とその途次におけるベルギー・

レで許可の命令に接した。そこで一〇月七日にハレを出立、途

（

さて、「岡松参太郎文書」には、ドイツからイタリアを経て
（

スイスに至る旅行クーポンが残っている。発行元は、ベルリン

ヴェネツィア

ライプ

－ －

ボローニャ

－

－

－

－

ミラノを経てスイ

フランス滞在中の岡松については、
「岡松参太郎文書」に残

る史料からうかがわれる限りでは、大学で法学の講義を聴講し

－

－

た形跡は見られない。この時期からは、フランス語の学習ノー

－

（

トが数冊残っている。一八九九年二月二二日から四月八日まで
（

一方この間、一八九八（明治三一）年一一月八日付で、文部

のフランス語ノートには、週間プランと思われる書込があり、

（

大臣犬養毅名の留学延長命令が出された。岡松の留学期間は一

語学学校へ通ったのかもしれない。それに続く一八九九年四月

（8

（

八九九（明治三二）
年七月に満期を迎えるべきところであるが、

一一日から五月四日までのフランス語ノートにも、やはり語学
（ （

（

それを同年一二月まで延長することを命じている。命令はハレ

学校へ通ったような形跡がある。他に、一八九九年五月一日の
（8

（

へ送られ、一二月二六日にハレに到着したが、このとき岡松は

ジェノヴァ

－

ヴィーン
ピサ

パリに到着し、就業するところとなった、と報告している。

中ベルギー・ブリュッセルに滞在研究した後、一一月一五日に

ドレスデン
ローマ

ハレ

の旅行代理店で、発券日付は一八九八年一〇月八日である。そ

三．ハレからフランスへ

（8

フランス語ノートもある。

スへ、というものであった。

フィレンツェ

ツィヒ

こからおおよその旅程を復元すれば、ベルリン

（8

既にハレを発った後であり、命令はパリへ転送されたのであろ
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（7

（8
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そうこうするうちに、一八九九（明治三二）年三月一三日作

時 期 と タ イ ト ル を 再 構 成 す る こ と が で き る。 ベ ル リ ン 滞 在

求 書 や 領 収 書 な ど が 残 っ て お り、 そ こ か ら お お よ そ の 購 入

例 え ば、 岡 松 が 留 学 中 に 購 入 し た 書 籍 や 専 門 雑 誌 の 代 金 請

（

成で、文部大臣樺山資紀名による帰朝命令が出された。本年七

（

月一四日を期限として、それまでに帰朝せよとの命令である。

の 第 二 お よ び 第 三 学 期 に あ た る 時 期 に は、 Brinz, Pandekten,

（ （

同封されていたと思われる、文部大臣官房秘書官樺山資英の送
（

（

4 Tle.; Leonard Jacobi, Akademische Praktika, I; Dernburg,

（

（

り状（同日付）によれば、明治三一年一一月七日付で、明治三

Pandekten, 3 Bd e . ; Jherings Jahrbuch, Bd.18; Archiv für

（

（

二年一二月まで五か月の留学延期が命じられていたが、来る九

bürgerliches Recht, 188 6; Regelsberger, Pandekten I; Berner,
（

（

月から京都帝国大学法科大学が開設されるため、その前に帰朝

Strafrech t; Gustav Pescatore, Die sogenannte alternative

（

するようにとの命令が出たのであった。命令と送り状は、パリ

（

の日本公使館にあてて送付されたが、そこから転送されて、当

Obligatio n; Franz Hofmann, Ueber das Periculum beim Kauf e
などが購入されている。また、これは図書ではないが、岡松は

部 省 へ の 申 報 書 に は、 デ ル ン ブ ル ク に 就 い て 学 ん だ と 書 き つ

つ、実際に継続的に講義を聴講した形跡を残していないのであ

るが、デルンブルクの教科書は入手しているわけである。
（

（

時ブリュッセルにいた岡松のもとへ四月一七日に到着した。結

一八九七年一二月一六日にベルリンで、サヴィニーのパンデク

（

果として、留学期間延長はなかったことになり、ほぼ延長前の

テン講義の学生筆記ノートを購入している。このように、最も

（

本 来 の 期 限 内 に 帰 朝 す る よ う 命 じ ら れ た こ と に な る。 こ れ に

早く購入されたタイトルの中に、デルンブルクのパンデクテン

（8

教科書が登場することは注目される。前述のように、岡松は文

（

よって、岡松の本格的なイタリア滞在は、実現せずに終わった
のであった。

四．留学生活

（9

8-11; Rudolf Stammler, Praktikum des bürgerlichen Rechts

Archiv für bürgerliches Recht, Bd.

ハ レ に 移 っ た 後 の 時 期 の 購 入 と し て は、 イ タ リ ア 語 学 習
（

（9

（8

に 関 係 し た 文 献 の 他、

（9

「岡松参太郎文書」中には、ベルリンおよびハレにおける岡
松について、既に述べた大学関係以外の留学生活の諸側面をう
かがわせる史料が残っている。

（9

（9

（9

（8

（8
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（

（

für Vorgerücktere zum akademischen Gebrauch und zum
Selbstudium; Levin Goldschmidt, System des Handelsrechts;

（

F.Meili, Geschichte und System des internationalen
（

Privatrechts im Grundriss; Theodor Niemeyer, Vorschläge und
Materialien zur Kodifikation des internationalen Privatrechts;
Otto von Gierke, Deutsches Privatrecht I; Theodor Niemeyer,
（

が大きかったが、しかし、その後一八九四年にフェリックス・

マ イ ヤ ー Felix Meyer
を中心に実際に協会が設立される際に
は、コーラー流の比較法学に限らず外国法への実務的関心にも

配慮した会となった。組織上のモデルは、リストの「国際犯罪

（

（

（

学協会 Internationale Kriminalistische Vereinigung
」であった。
協会は、ドイツ人会員に加えて外国人会員の獲得も図り、ベル

（

リンを本部にゆくゆくは各国支部を設けようとしていた。

ケルらがあがっているが、コーラーの名は見えない。日本人会

（

（

員としては、明治期の監獄行政に重要な足跡を残した小河滋次

一九二五年）の名が記載されている。小河は、

入 会 し た の で あ ろ う。 し か し 小 河 は、 一 八 九 六 年 五 月 に は ク

法等の講義を聴講した。このベルリン滞在中に「国際協会」に

け、更に一一月頃からベルリン大学で刑法、刑事訴訟法、行政

のモアビート監獄の典獄であったカール・クローネの指導を受

ルギーでの視察を経て、ベルリンに入り、八月以降、ベルリン

政府から派遣され、会議終了後もヨーロッパにとどまった。ベ

一八九五年六月にパリで開催された第五回国際監獄会議に日本

郎（一八六四

－

更に、ベルリン時代の岡松について注目される事柄として、

的である。

Internationale Vereinigung für

」
vergleichende Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre
の会員となったことがある。
後述の協会からの書簡からすると、

前の状態のものである。会員として、クローメ、リスト、ゼッ

「岡松参太郎文書」中には、「国際協会」の会則と会員名簿が

（

Das in Deutschland geltende internationale Privatrecht; Ernst

（ （

伝わっているが、名簿には岡松の名がないので、彼が入会する

（

bürgerliches Recht, Bd.14; Theodor Kipp, Quellenkunde des
（

Zitelmann, Irrtum und Rechtsgeschäft; A. v. Kirchenheim

（10

（9

(Hrsg.), Juristischer Literaturbericht, Heft 1,3,5,8; Archiv für

（9

遅くとも一八九七年の後半には入会したものと推測される。こ
（

（10

（9

などがある。この時期の購入は、国際私法、
römischen Rechts
商法、ドイツ私法などより多彩な分野にわたっているのが特徴

（10

の協会は、ドイツにおける比較法関係の学会の嚆矢となった団
（

（10

体である。この協会の設立に向けた動きには、コーラーの影響
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（10

（9

「 比 較 法・ 国 民 経 済 学 国 際 協 会
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ローネの勧めでボン大学に転学しており、岡松のベルリン滞在
（

（

と は 重 な ら な い。 お そ ら く、 両 者 の 間 に は、 留 学 中 接 点 は な

（

が見える。
Rechtsanwalt, Tokio
「国際協会」は会誌上に何度か会員名簿を掲載しているが、

であり、それゆえその年以降の会誌（すなわち三号以降）も受

岡松の主張にもかかわらず、岡松は一八九七／九八年以来会員

いる。日付は、一九〇六年一〇月一七日であるが、協会側は、
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（

五号（一九〇二年）掲載の会員名簿によれば、日本人会員とし

け取ったはずだ、としている。そのうえで、入会前の会誌一、

（

ては、穂積陳重、井上密、清浦圭吾、松波仁一郎、小河滋次郎、

二号も会員価格で購入可能であると伝えている。また、
「岡松

（

岡松参太郎、高根義人らの名が見える。岡松の他に、同時期に

参太郎文書」中には、「国際協会」の会員証が、一八九七／九

ク ナ ン バ ー 販 売 に つ い て の「 国 際 協 会 」 か ら の 通 知 が 残 っ て

ベルリンに留学した井上密と高根義人の名前もあるところから

八年分から一九〇五／〇六年分まで合計九枚残っている。筆跡

（

すると、彼らは同じタイミングで入会したのではないかと思わ

が同じなので、おそらく一時にまとめて作成され、送られてき

（

れる。同名簿には、在ベルリン日本人留学生の会員が何名か含

たのであろう。岡松の居所表示が
「京都」
となっていることも、

（

まれており、岡松たちのように現地ベルリンで協会を知って入

一 括 送 付 を 裏 づ け る も の で あ る。 岡 松 は 年 会 費 を 一 括 し て 支

払ったものと思われる。その後も、
一九〇七年二月一八日付で、

（

（11

（

岡松は一八九七年八月に、
「国際協会」から会誌の送付を受

（

「国際協会」から岡松宛に、一九〇六／〇七年分の会費の払い

（11

（

けている。同封の手紙によれば、会誌は既に会費（一八九七年

（

込みを求める葉書が、また一九〇八年二月一五日付で、一九〇

（

四月から一八九八年三月までの分）を支払った会員にはただち

七／〇八年分の会費の払い込みを求める葉書が届いている。一
（

に送付され、会費未払いの会員には、会費払い込みが確認され

（

九〇八年三月七日付で作成された「国際協会」の一九〇八年分

（10

次第送付される、とあるので、岡松は、この時点で既に会費を

（11

（10

の会員証もあり、先の請求に岡松が応じて会費を払い込んだ結

（

会する例はそう珍しくはなかったのであろう。ちなみに、この

のとして、「岡松参太郎文書」中には、会への所属と会誌バッ

日 本 へ 帰 国 し た 後 の 岡 松 と「 国 際 協 会 」 と の 関 係 を 示 す も

何度か郵便物が送付されている。

（10

時点の名簿にもやはりコーラーの名はない。

かったのであろう。その他の日本人会員として、 Taizo Oyagi,

（10

支払っていたことになる。更にその後
「国際協会」
から岡松へ、

（11

（10

岡松参太郎のヨーロッパ留学

果、会員証が送付されてきたのであろう。更に一九〇八年五月
（

（

（

八日付の「国際協会」からの葉書は、一九〇八／〇九年分の会

中には、
「国際協会」から外国会員にあてたアンケートが残っ

その後の「国際協会」との関係として、
「岡松参太郎文書」

いる。

費払い込みを請求し、
払い込みが確認され次第、
既に出来上がっ

に関する質問項目が記されている。更に、一九一三年一〇月一

（

ている会誌の 1908/09
号を送付する、と伝えている。
更に「国際協会」関係で注目されるのは、前述のように発足

日付で、フェリックス・マイヤーから岡松への書簡が残ってい

（11

（

”

”

伝えており、一か月前に岡松に手紙を送ったが、岡松はおそら

のである。それに対してマイヤーは、招待を受けて出席すると

述の一九〇八年七月の晩餐会に、岡松はマイヤーをも招待した

そして実際、岡松はベルリンでマイヤーと会うことになる。前

心人物であったマイヤーの岡松に対する関心をうかがわせる。

のヨーロッパ訪問を前にした通信であるが、「国際協会」の中

で岡松と会えるはずと聞いた、とも述べている。岡松の二度目

ありがたいと述べている。またマイヤーは、まもなくベルリン

これはベルリン到着後約一年を経過し、ハレへ転じる直前の時

八九七年一一月から一八九八年二月の期間に集中しているが、

いくつか残っている。日付の判明する切り抜きは、ほとんど一

しい。そこから（一部は確実に、他もおそらく）の切り抜きが

の購読申
「岡松参太郎文書」には、 Berliner Lokal-Anzeiger
（ （
込用紙があり、岡松はこのベルリンの地方紙を定期購読したら

ルリンとハレに滞在していた間の新聞の切り抜きが残っている。

その他、留学中の岡松の関心をうかがわせるものとして、ベ

のつながりを示すものである。

これも後年に至るまでの岡松と「国際協会」およびマイヤーと

そらく、アンケート調査への回答に対する礼状と思われるが、

（

ている。一九一二年一〇月三一日付で、法人概念と法人の国籍

（

以来の中心人物であったフェリックス・マイヤーとの交流であ
（

るが、そこでマイヤーは、岡松の情報送付に感謝し、岡松が再

（

る。一九〇八年六月のマイヤーから京都の岡松宛の葉書には、

度ベルリンを訪れることがあればうれしい、と書いている。お

書込があるが、そこでマイヤーは、

明治四一年八月二日に受け取った旨の（おそらく岡松による）

（

（11

（11

期にあたる。

Rechtsgewohnheiten der Eingeborenen in Formosaの刊行を
喜び、著書を送ってくれるか、ベルリンへ持ってきてくれると

Untersuchungen über die

（11

く（ 行 き 違 い に な っ て ） 受 け 取 っ て い な い で あ ろ う と 書 い て
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（

（12

（12

（

（

Saale-

からの切り抜きが残る。一八九九年一月一四日付で、
Zeitung
内容は、当時のドイツ国内政治（軍事法案についての帝国議会

破棄院でのドレフュス事件関連の証言聴取の経過など、フィリ

国外移民の減少、信書の秘密と政治との関係の歴史、フランス

での審議）
、ベイルートにおける宗派共通宗教教育、ドイツ人

更に、膠州について、膠州湾周辺の地勢などを紹介した簡単

ピン統治と保護関税をめぐるアメリカ合衆国内の論争、アフリ

（

な記事の切り抜きがあり、ドイツの東アジア進出に岡松が注意

（

を払っていたことがうかがわれる。当時はちょうど一八九七年

カの英領植民地における反租税反乱、等々である。ドレフュス

保 存 さ れ て い る。 そ の 一 つ、 Zweites sozialdemokratisches
は。 ハ レ と ザ ー レ・ ク ラ イ ス の 有 権 者 に、 一 八 九 八
Flugblatt

ま た ハ レ 滞 在 期 間 か ら は、 選 挙 関 係 の 宣 伝 文 書 が い く つ か

との関連であろうか。

一一月に、中国山東省でドイツ人宣教師二人が殺害される事件

（

きの中には、世界で最も美しいものは何か、三歳から一三歳ま
（

での男女の子どもに質問して得られた答えについての記事、ベ

（12
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（

（

ルリンの初雪、男女の産み分けが可能であると主張する、
ヴィー

（

切り抜きの中には、ローマ史・ローマ法学者テオドール・モ

ン大学教授シェンク Schenk
の説について、地球を回る第二の
（ （
月を発見したと主張するハンブルクの学者の話、イギリスのメ

（

（13

（

（

ムゼンについて、八〇歳の直前にベルリンのモムゼン邸を訪問

（

した記者による記事があり、
またモムゼン八〇歳祝賀の模様
（一
（

アリ・ウルストンクラフトなどを取り上げた女性に対する賞賛
（

八九七年一一月）が、
ベルリン大学文学部の祝辞、
エックによっ

（

（13

（12

期間ベッドにいる病人のために発明された特殊なピアノ、の記

（

と非難、キスに対するニューヨークの税関職員たちの戦い、長

（

て起草された法学部の祝賀碑文、学生団体主催のモムゼン祝宴
（

事があり、岡松の多方面に旺盛な好奇心が透けて見える。

（

な ど の 描 写 に よ っ て 紹 介 さ れ て い る。 岡
Mommsen-Kommers
松の学者らしい関心がうかがわれる。また、エミール・ゾラに
（

ハ レ 関 係 の 切 り 抜 き と し て は、 ハ レ の 地 方 紙 で あ る

（12

ついての切り抜き（一八九八年二月）もあり、当時まさにドレ

ゾラの質素で規則正しい日常生活を伝えるフランス特派員の報

フュス事件の渦中にあった
（
「告発する」
が公表されたのが一月）

（12

事件との関係で岡松の注意を惹いたのか、それとも海外植民地

告が記されている。

（13

（12

（12

が発生し、これを機にドイツはただちに膠州湾を占領していた
（ （

（12

しかしこういった学問・政治に関わる話題以外にも、切り抜

のであ った 。

（12

岡松参太郎のヨーロッパ留学

年六月一六日の帝国議会選挙について、選挙権の意義を解説す

いた民法および国際私法の授業以外にも、公法や刑法など幅広

ランスへ移った。またドイツでも、留学目的としてあげられて

い分野に興味を示した。こうした軌跡は、岡松の活動的で好奇

（社会
Fritz Kunnert

（

心旺盛な性格を彷彿とさせるもののように思われる。後藤新平

（

る体裁をとっているが、実際は、編集者
民主党）の選挙宣伝である。 Hallesche Blätter
の特別版は、上
記帝国議会選挙の決選投票（六月二四日実施予定）において、

が、台湾における旧慣調査という開拓者的事業に岡松をスカウ

トしたのは、（学問的な点だけでなく）この点でも、適材を射

止めたものと言えるかもしれない。また、こうした岡松の動静

は、既に研究によって指摘されているような、広範な法比較と

（

（

りわけフランス法への顧慮を欠かさない彼の学風や、実際性を

重んじる彼の姿勢と、よく対応するものと考えられる。

岡松の当時のドイツ法学とのかかわりについては、我々は、

部における個別の講義の聴講状況や、法学関係の書籍・雑誌の

岡松参太郎のヨーロッパ留学を細かくたどってきた。大学法学

我 々 は、
「岡松参太郎文書」中に伝わった史料によりつつ、

りで相対化する必要があると思われる。それに対して、一九世

た。例えば、岡松がコーラーに師事したという評価は、その限

に長期にわたって参加した形跡がないこともまた明らかになっ

知遇を得たことを改めて確認したが、他方で岡松が彼らの授業

岡松がヨーゼフ・コーラーおよびフランツ・フォン・リストの

購入状況、更には学会への入会まで判明する岡松のケースは、

紀末ドイツのパンデクテン法学から、岡松は聴講および読書を

や著書を通じて、いわゆるゲルマニストの法学にも接触した。

通じて多くを学び取る機会を持った。また彼はギールケの講義

岡松はヨーロッパ滞在中、主にドイツで勉学したが、繰り返

このような、ドイツ民法典発効前夜のドイツ法学との取り組み

あろう。

明治期日本人法学者の留学を伝えるものとして、貴重な事例で

おわりに

いたわけである。

り、この Blätter
は Kunnert
と社会民主党への激しい攻撃を含
（ （
んでいる。岡松の関心はドイツ国内政治と選挙へも向けられて

であ
Fritz Kunnert

候補者 Paul Dugend
（国民自由党）への投票を呼びかける内容
の も の で、 対 立 候 補 は 上 述 の 社 会 民 主 党 の

（13

し他の国への巡歴を申請し、滞欧後期にはイタリアを経て、フ
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一三一巻四・五号（二〇〇五年）五二五

－

三〇頁以下および北川善太郎「日本民法学の歴史と理論

五六〇頁、五

が、岡松の後年の台湾・満州関係の活動にいかなる意義を有し

日本評論社）一

ゲルハルド・リース教授退官記

――一研究者の視点から」新井誠・山本敬三編『ドイツ

たのか、今後更に検討することが必要であろう。

法の継受と現代日本法

－

三三頁、三

頁以下も参照。その他、岡松参太郎を日本におけるドイ

念論文集』
（二〇〇九年
（１）岡松参太郎の経歴については、春山明哲『近代日本と

ツ法学受容の最初期に位置づける理解として、奥田昌道

－

三一五頁、和仁陽「岡松参太郎

一四）（一九六六年

岩波書店）二一八

－

－

日本評論社）四五

四四頁、三八頁以下。また、『日本の法学

二五

－

四六頁の末川博の発

－

－

一七二頁。な

お、呉豪人「フォルモサにおける日・独・蘭法学者の邂

較法史研究』八号（一九九九年）一三六

（３）呉豪人「ドイツ人種的法学と『臺湾私法』の成立」
『比

言も参照。

（一九五〇年

回顧と展望』

（民法講義総論八）
『法学教室』八号（一九八一年）三七

六頁、二二九頁以下、
および星野英一
「日本民法学史
（一）
」

現代法

－

九）
『法学教室』一

三一八、

「ドイツ法」伊藤正己編『外国法と日本法』
（岩波講座

台湾――霧社事件・植民地統治政策の研究』
（二〇〇八
年 藤原書店）三〇〇
―」
（日本民法学者のプロフィール

七九頁、浅古弘（研

一八七一～一九二一――法比較と学理との未完の綜合―
八三号（一九九五年一二月）七八

究代表）
『岡松参太郎の学問と政策提言に関する研究』
（科研費研究成果報告書）（二〇〇三年）
三〇九

三二四頁の著作目録および年譜を参照。なお、岡松の日

－

八七頁も参照。

二一）『法律時報』

本民法学史上の意義については、清水誠「市民法学者・
岡松参太郎のこと」（続・市民法の目
七三巻二号（二〇〇一年）八四

逅」
『植民地文化研究』三号（二〇〇四年）一八四

－

一

九四頁は、コーラーと岡松の関係と親近性を論じ、イン

民法学を中心と

ドネシアのアダット法を研究したオランダ人法学者ファ

（２）北川善太郎『日本法学の歴史と理論
して』
（一九六八年

ン・フォーレンホーフェンを彼らと対置している。

日本評論社）一三四頁。瑕疵担保

において、
岡松が、
自己の旧説に何ら言及することなく、
－

四頁。また、北川善太郎「日

と民族における結婚と家族

江守五夫先生古稀記念論文

（４）中生勝美「ドイツ比較法学派と台湾旧慣調査」
『歴史

いわゆる「特定物のドグマ」をドイツ法学から受容した
ことについて、同一一三

本民法とドイツ法――比較法の視点から」『民商法雑誌』
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岡松参太郎のヨーロッパ留学

集』
（二〇〇〇年

第一書房）三七三

－

四〇〇頁。

〇〇三年四月）で行われたミニ・シンポジウム「岡松参

太郎の学問と政策提言」については、『法制史研究』五

－

二八一頁の要旨を参照。同

－

明石書店）三二七

－

三

）藤野奈津子「岡松参太郎とローマ法研究――『岡松参

四六頁、三三四頁の言及を参照。

（台湾研究叢書四）
（二〇一〇年

意義」西川潤・蕭新煌編『東アジア新時代の日本と台湾』

法政策」については、春山明哲「台湾旧慣調査の歴史的

会第三分科会「法学博士・岡松参太郎と台湾総督府の立

子・春山明哲）が報告した、日本台湾学会第五回学術大

四号（二〇〇四年）二七八

九州大学出版会）三二

テキストの層位学

較法学の課題と展望

大木雅夫先生古稀記念』
（二〇〇

（５）石部雅亮「穂積陳重と比較法学」滝沢正編集代表『比

（

様に共同研究のメンバー（岡松暁子・浅古弘・岡本真希

－

七一頁、六九頁も参照。

（

二年 信山社）一〇七―一三五頁、一三三頁。
的分析を中心に』
（二〇〇九年

（６）西英昭『
「臺湾私法」の成立過程
三四頁、一六二頁。
（７）春山明哲、
前掲書（注１）三〇四頁。また、
鈴木一郎「後
藤新平と岡松参太郎による旧慣調査
（一）
―台湾の場合」
『東北学院大学法学政治学研究所紀要』
八号
（二〇〇〇年）
四一

（８）岡松参太郎『台湾番族慣習研究』第一巻（一九二一年）
叙言八頁「…明治四十一年予再ヒ独逸ニ遊ヒ伯林ニ舊師

太郎文書』の手稿からみえてくるもの――」『千葉商大

八四頁、岡本真

六三法体制をめぐる相剋」『社会科学』（同志社大）

－

一二三頁、関口浩「「蕃族

調査報告書」の成立――岡松参太郎文書を参照して」
『成

八 六 号（ 二 〇 一 〇 年 ） 九 一

活動

希子「植民地統治初期台湾における内地人の政治・言論

論叢』四八巻二号（二〇一一年）五七

－

教授ヲ訪ヒ談偶々予カ臺灣舊慣調査ノ業ニ及フ
Kohler
ヤ教授ハ予ニ番族慣習ノ調査ヲ慫慂シ且其漢俗ノ調査ニ
比シ却テ歐洲學界ヲ稗益スルノ大ナルヘキヲ告ケラル、
…」
。

六三頁、一七二巻三号（二〇

－

－

九六頁。

）浅古弘、前掲（注１）および浅古弘「解説」、早稲田

一二年）六七

一号（二〇一二年）三九

書の分析を中心に─（一）
・（二）」
『法学論叢』一七二巻

陳宛妤「植民地台湾における担保法と社会─日治法院文

蹊大学一般研究報告』四六号（二〇一二年）一 四〇頁、

－

－

一〇頁を参照。

）浅古弘（研究代表）前掲（注１）
。また共同研究のメ

〇〇一年）六

旧蔵図書・文書資料のこと」
『書斎の窓』五〇五号（二

（９）寄贈された図書・資料の概観として、浅古弘「岡松家

（

ンバーを報告者（浅古弘・岡松暁子・浦川道太郎・岡本
真希子・小林英夫）として法制史学会第五五回総会（二
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（

雄

費用がまとめて請求されたようである。「岡松参太郎文

求書が残っている。宛先は井上密になっており、一行の

岡松参太郎文書目録』
（二〇〇八年

K57.
） な お、 ベ ル リ ン で の 最 初 の 住 所 は、 Winterfeldstr.24,

R-69 (0001-0069/0658): K56, R-69 (0070-0096/0658):

大学図書館・早稲田大学東アジア法研究所編『早稲田大

－

（

－

－

（

）

学図書館所蔵

一〇八頁、一〇六

一〇三頁、

（

書」 R-56 (0499/0892): J1, 4-66.
以下、
「岡松参太郎文書」
中の史料の引用は、リール番号等のみで行う。

一〇〇頁も参照。

－

一八八一年）について、同書、二二

－

二五九頁。なお、幕末以降の近代留学史一般につい

（

松堂）
、 xii
頁。また、浅古弘「穂積・岡松論に寄せて―
石部報告へのコメント」早稲田大学比較法研究所編『日
本法の国際的文脈―西欧・アジアとの連鎖―』
（早稲田
大学比較法研究所叢書三二）一〇四
一〇七頁。岡松とコーラーについては、石部雅亮「明
治期の日本法学の国際的ネットワーク―穂積陳重・岡松
参太郎とヨーゼフ・コーラー」同書、九一
九九

）明治・大正期の日本人法学者の留学事例としてよく知

られているのは、穂積陳重のイギリスおよびドイツへの
岩波書店）
。特に岡松

渡航である。穂積重行『明治一法学者の出発――穂積陳
重をめぐって――』
（一九八八年

との比較という点で興味深い、ベルリン大学における留
学生活（一八八〇
五

上・

ては、石附實『近代日本の海外留学史』
（一九七二年
－

文部省留学生の派遣実態について』

七八年

講談社）
、辻直人『近代日本海

ミネルヴァ書房）
、渡辺實『近代日本海外留学生史
下』
（一九七七

外留学の目的変容

（二〇一〇年 東信堂）を参照。
）一八九六年七月一〇日付で、マルセイユのホテルの請

方 で あ っ た と 思 わ れ る。 後 掲 の 申 報 書 よ り 知
Leitner
ら れ る（ 一 八 九 七 年 一 月 時 点 で の 住 所 ）。 ま た、 R-56

Universitätsarchiv der Humboldt Universität.

にもベルリンにおける住所として
(0621/0892): J1, 5-11
と記入さ
bei Frau Direktor Leitner, Winterfeldstr.24 III
れている。

）

Matrikel der Friedrich-Wilhelms-Universität, Nr. 79,

（ 高 根 ） , 535
Oktober 1896 (Matrikelnr. 1-1420), Nr. 534
（岡松） , 536
（井上） , 537
（松山）．なお、織田萬は当初パ
リに留学したため、一行とはフランスで別れたものと思

われる。松山陽太郎は、内科学研究のためドイツへ私費

留学、シュトラースブルク大学で博士号を取得して一九

）
、
下、

〇〇（明治三三）年に帰国した後、東京慈恵医院医学専

」
、 井 上 は「 官 吏
Lehrer

」
、松
Beamter

門学校教授などをつとめた。渡辺實、前掲書（注
七一三頁。
）高 根 は「 教 員

13

－

（

15
16

17
18

13
14
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（

（
（

（

山 は「 医 師

」 と 申 告。 四 人 と も 出 身 は「 日 本
Arzt

」とする。ベルリン大学の前の学校については、
Japan
四人とも申告していない。
）退学の日付は、高根＝一八九八年一二月二日、岡松＝

bis zum 20. Jahrhundert, München 1995, S. 168f. (Klaus

Luig); Handwörterbuch für deutsche Rechtsgeschichte,

いた。ハインリヒ・デルンブルヒ（副島義一他訳）
『独

2. Aufl., Bd. 1, Berlin 2006, Sp. 954f. (Martin Avenarius).
デルンブルクのパンデクテン教科書は日本語訳もされて

逸民法論』全四巻（一八九九年

岩波書店）

序」『穂積陳重遺文集

－

一二九頁。

回顧と展望』四一

穂積陳重、 前掲、四二三頁、石部雅亮、 前掲（注５）
、

らず、やはりデルンブルクの講筵に侍したと述べている。

して、正式の聴講ではなかったと推測されるにもかかわ

くベルリンに留学した穂積陳重は、前掲序文の中で回想

ものであろうと推測している。なお、岡松より先に同じ

かった富井のデルンブルク引用は、前掲邦訳に依拠した

頁の牧野英一の発言を参照。牧野は、ドイツ語が読めな

いたことについては、『日本の法学

四二四頁、四二〇頁以下。東京帝国大学での講

第二冊』（一九三二年

） R-56 (0575-0581/0892): J1, 5-1.これは大学事務局でな
く学生によって保管される記録であるが、岡松の場合、

四一八

論の最上のものと見なしている。穂積陳重「独逸民法論

「岡松参太郎文書」中に保存されて伝わったのである。

義に際して富井政章がデルンブルクをしばしば引用して

請まで行っていたようである。穂積重行、
前掲書
（注
二三五頁以下。

Universität zu Berlin, Wintersemester 1896/97.
）後期パンデクテン法学を代表する学者の一人であっ

） Verzeichnis der Vorlesungen der Friedrich-Wilhelms-

）
、

）なお、岡松の師である穂積陳重の場合は、聴講終了申

シャイトを超えて現代ドイツにおける「パンデクテン」

この翻訳に寄せた序文で穂積陳重は、同書を、ヴィント

東京専門学校出版部）
。

一八九八年四月一八日、井上＝一八九八年四月二五日、
） R-56 (0271/0892): J1, 3-23. 申 報 書 の 記 載 要 領 が、
に含まれている。
R-56 (0314/0892): J1, 4-12

松山＝一八九七年三月二四日。

（

－

（
（

た ハ イ ン リ ヒ・ デ ル ン ブ ル ク Heinrich Dernburg
（一
一 九 〇 七 年 ） に つ い て は、 さ し あ た り、
八二九

Gerd K leinheyer / Jan S chröder (Hrsg.), Deutsche
und Europäische Juristen aus neun Jahrhunderten, 4.

）コーラーについては、さしあたり、
G.
K
leinheyer/ J.
） , S. 490; M.Stolleis, a. a.（
O.注 ） ,
注
Schröder, a. a.（O.

24

Aufl., Heidelberg 1996, S. 473; Michael Stolleis (Hrsg.),

24

25

13

Juristen. Ein biographisches Lexikon. Von der Antike
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（

（
（
（

）

R-56 (0229-0231/0892): J1, 3-5.

ギールケについては、さ
R-67 (0001-0337/0834): K40.

R-56 (0276/0892): J1, 3-27.

しあたり、
（注 ） , S.
G.
K
leinheyer/J. Schröder, a. a. O.
146ff.; M. S tolleis , a. a.（
O.注 ） , S. 232ff. (Gerhard

）

）

38 37 36

－

）

(Heinrich Hubmannを
) 参照。

R-66 (0482-/0777): K39.
を欠くが、
1. Buch Einleitung

）

R-68 (0345-0372/0786): K48.

Staatsrecht, 3. Buch Das deutsche Reichsstaatsrecht, 4.
を含む。
Buch Landesstaatsrecht

）

）

2. Buch Das allgemeine

Neue Dentsche Biographie, Bd. 3, Berlin 1957, S. 421f.

） R-67 (0338-0570/0834): K41.フ ラ ン ス 民 法 の 研 究
な ど で 知 ら れ る ク ロ ー メ に つ い て は、 さ し あ た り、

R-67 (0571-0815/0834): K42.

国際書院）
。

Dilcher日
). 本 に お け る 最 近 の 研 究 と し て、 遠 藤 泰 弘
『オットー・フォン・ギールケの政治思想』
（二〇〇七年

24

S. 351f. (K.L uig ); Handwörterbuch für deutsche

六六頁、五十嵐清『比較法学の歴史と理
四〇頁、石部雅亮、
（

（

（
（

（

24

Rechtsgeschichte, 1. Aufl., Bd. 2, Berlin 1978, Sp. 925ff.
(Adalbert Erler); 2. Aufl., Bd. 2, Berlin 2012, Sp. 1936

(Sérgio Fernandes Fortunatoコ
). ー ラ ー の 比 較 法 学 に
ついては、千葉正士『現代・法人類学』
（一九六九年
一粒社）三二

（

） .

東京大学に教師として招聘する計画が一八八六年以降存
（注
Verzeichnis

R-69 (0181-0214/0658): K60.

R-69 (0140-0180/0658): K59.

R-69 (0097-0139/0658): K58.

R-66 (0001-0481/0777): K38.

）前掲

）

）

）

）

） R-69 (0215-0257/0658): K61.
） R-69 (0215-0257/0658): K62, R-69 (0288-0303/0658):

他 に 日 付 の な い ド イ ツ 語、 ラ テ ン 語、 イ タ リ ア 語
K63.
の学習ノートがいくつか伝わる。

（

したことについては、
石部雅亮、
前掲（注５）
、
一一七頁。

前掲（注５）
、一一八頁以下を参照。また、コーラーを

論』
（一九七七年

北望社）六二

－

（
（
（
（
（
（

（

） R-56 (0278/0892): J1, 3-29.
これの草稿と思われるもの、
R-56 (0272/0892): J1, 3-24.

） R-68 (0324-0344): K47.
教会法学者で政治家としても活
動したパウル・ヒンシウス（一八三五 一八九八年）に

G. Kleinheyer/J. Schröder, a. a.

（O.
注 ） , S. 187ff.
） R-56 (0258/0892): J1, 3-19.
この計算に用いたと思われ

ついては、さしあたり、

－

R-56 (0279/0892): J1, 3-30.

R-56 (0273/0892): J1, 3-25.

）

（ ）
（

24

23

40 39

42 41
44 43

45

32 31 30 29 28 27 26
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る、外国旅費規則、
R-56 (0259/0892): J1, 3-20.

） R-56 (0257/0892): J1, 3-18. こ の と き の 巡 歴 で 使 用 さ
れたものと思われる鉄道切符綴りも残っており、一八九

八年六月四日まで六〇日間有効（つまり四月初めに作成
Salzburg

－

－

－

Berlin Dresden Wien
となってい
Halle

München

された）で、旅程は、おおよそ
Linz

－

－

－

る。 R-56 (0342/0892): J1, 4-20.
なお、岡松は、別に学資
増給も願い出たようであるが、一八九八（明治三一）年
四月一二日付の文部省通知は、
これを不許可としている。

R-56 (0252/0892): J1, 3-16.
） Universitätsarchiv der Humboldt Universität.

Universitäts-Registrator Littr.A, No. 6, Vol. 1184, Acta
der Königl. Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin,
betreffend: Abgangs-Zeugnisse vom 18. April 1898 bis
21. April 1898, enthaltend No. 1-73, Fortsezt.Vol. 1166,
No. 10.
） Universitätsarchiv der Humboldt Universität.

（

（

（
（
（
（

（

（

）ハレにおける住所は、 Sophienstr.17
であったらしい。
一八九八年一一月および一八九九年一月消印の「国際協

会」
（後述）から岡松宛郵便の宛先によって知られる。

）
Jägerstr.61a

な
R-56 (0530/0892): J1, 4-70, R-56 (0534/0892): J1, 4-72.
お、一八九八年一〇月消印で「国際協会」から岡松に宛

て ら れ た 郵 便 の 宛 先 は ベ ル リ ン の 住 所（

R-56 (0532/0892): J1, 4-71.

Universitätsarchiv der Universität Halle-Wittenberg,

になっている。
）

Album der Universität Halle-Wittenberg pro 1896-1898,

R-56 (0618-0620/0892): J1, 5-10.
注 ） , No. 346.
A. a.（O.

1898, No. 344.
）

）

） A. a.（O.
注 ） , No. 345.
）岡田朝太郎については、さしあたり、小林好信「岡田

日本評論社）一七七

朝太郎の刑法理論」吉川経夫他編著『刑法理論史の総合
的研究』（一九九四年

二一三頁

）岡田朝太郎「刑法非改正論を評す」『法律新聞』二〇

を参照。

－

Universitäts-Registrator Littr.A, No.6, Vol. 1141, Acta
der Königl. Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin,

号
（一九〇一年）一

四頁、
岡松参太郎
「刑法改正反対論」

五頁、岡田朝太郎
「岡松君に」『法律新聞』二一号（一

－

五頁、岡松参太郎「再ひ刑法改正の順序

－

この書簡については、浅古弘代表、前掲（注
R-7:B69.

三頁。

－

）

に就きて」
『法律新聞』二二号（一九〇一年）二

九〇一年）四

同四

－

betreffend: Abgangs-Zeugnisse vom 24. März 1897 bis
25. März 1897, t-g, enthaltend No. 1-75, Fortsez. Vol.
R-56 (0582-0584/0892): J1, 5-2.

1123, No. 24.

）

51 51

（

（

（

（
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（

１）
、三二九頁、西英昭「岡田朝太郎について」
『法史学
研究会会報』一五号（二〇一〇年）一五一

一六九頁、
（
（

一六〇頁も参照。
）
（

－

） R-5 (0118/0663): B3, 17.
晩餐会については、
浅古弘「解

（

（

（

（

（

） R-68 (0046-0297/0786): K45.
ドイツ民法典編纂後に刊
行された民法教科書などで知られるエンデマンについて

R-66 (0482- /0777): K39.

1959, S. 491 (Hermann Nolte).

）

）

一二八頁、一二六頁。

） リ ス ト に つ い て は、 さ し あ た り、

二号（一九二二年）一二一

）
,
S.
381f.
(R.
H
arzer).
）浅古弘代表、前掲（注１）
、三二四頁。

1984, Sp. 11ff. (Wolfgang Naucke); G. Kleinheyer/ J.
注 ） , S. 248ff., M. Stolleis, a. a.（O.
注
Schröder, a. a.（O.

für deutsche Rechtsgeschichte, 1. Aufl., Bd. 3, Berlin

Handwörterbuch

G.

は、さしあたり、 Neue Dentsche Biographie, Bd. 4, Berlin

R-56 (0585-0593/0892): J1, 5-3.

－

（

（
R-67 (0816-0834/0834): K43.

） , S. 386ff.

） R-68 (0001-0045/0786): K44.
法哲学・法学方法論の仕
事で知られるシュタムラーについては、さしあたり、

注
Kleinheyer/ J. Schröder, a. a.（O.

）
R-56
(0615/0892):
J1,
5-8.
）牧野英一「故岡松博士の憶ひ出」
『法学志林』二四巻

24

（
（

（
（
（

（
（

24

説」
（注

）

頁、 お よ び 同「 コ メ ン ト 」（ 注
xii

R-56 (0683/0892): J2, 9-2.

R-56 (0684/0892): J2, 9-3.

R-5 (0124/0663): B3, 19.

）石部雅亮、前掲（注５）
、一一六頁以下。

七頁も参照。

12

）一〇

12

）

）

Ostasiatische

R-56 (0850/0892):

R-56 (0855/0892): J3,も8参照。

二年間、ドイツの諸大学でもっぱら民法の研究に従事し

ものとして、 R-56 (0243/0892): J1, 3-12
。そこでは、民
法及び国際私法研究のため、ドイツ留学を命じられて、

R-56 (0232-0235/0892): J1, 3-6.
この願いの付記と思われる
R-56 (0242/0892): J1, 3-11.

二一年九月九日付）

とを約束するフォン・プスタウから岡松への手紙（一九

花環献呈がわずかな Blätter
でしか報じられていない現
状を詫び、更に広く報道されるよう可能な限り努めるこ

J3, お
6 よび、岡松の（リストおよびコーラー墓前への）

への手紙（一九二一年八月二四日付）

けるつもりである、と伝えるフォン・プスタウから岡松

と二三の Blätter
でしか取りあげられていな
Rundschau
いが、ドイツのプレスでより広く報道されるよう働きか

の）花環献呈について、今までのところ、

R-56 (0846/0892): J3, 3.
） そ の 他、 岡 松 の（ リ ス ト お よ び コ ー ラ ー の 墓 前 へ

）

）

）

）

73 72 71 70 69 68
75 74

59 58
62 61 60
64 63
65
24

67 66

北法64（2・88）368

岡松参太郎のヨーロッパ留学

（

てきた。しかし、国際私法は事情が異なる。ドイツの二
五の大学のうち、国際私法の課程を設けているのは五、

（

） R-56 (0465-0482/0892): J1, 4-54.残った鉄道切符の半
券から知られる経路は、

－

Dresden Altstadt

－ －

Bodenbach-

Berlin Anh. Bhf. Halle a./S.

－

Tetschen. Wien - Mestre - Venezia - Bologna - Firenze

Leipzig (Magdbg. Bhf.)

－

六に過ぎず、特に正課として講義を設けているのは、ベ
ルリン、ハレなど一、二の大学に過ぎない。従来、ドイ
ツで民法を学んできたが、ドイツの法学は国際私法に関

－

－

Roma Pisa Centr. Genova P.P. Milano Centr.
（以下は不確か）
Milano Chiasso Luzern
Genève

－

しては、甚だ振るわず、講義も浅薄、学者もまた著書そ

－

－

－

－

－

）

）

）

）

R-56 (0225-0227/0892): J1, 3-3.

R-56 (0268/0892): J1, 3-21.

R-69 (0304-0356/0658): K64.

R-69 (0357-0391/0658): K65.

R-69 (0392-0459/0658): K66.

） R-56 (0221-0224/0892): J1, 3-2.
）この点については、前述の文部大臣犬養毅名の留学延

長命令も参照。 R-56 (0225-0227/0892): J1, 3-3.
） 一 八 九 七 年 四 月 二 二 日 の 領 収 書 R-56 (0191/0892): J1,

－ －

）

たのである。

と な る。 ベ ル リ
Lausanne Romont Freiburg Bern
ンを出発し、
北・中部イタリアを経て、
スイス各地を巡っ

－

の他の教材も寥寥たる有様であって、ドイツでは国際私
法研究の目的は達成しがたい。そこで、残余の期間は、
（

近時公法研究の発達著しいフランス、
イタリアに転学し、
公法を研究し、かつ国際私法研究も行い、更にフランス

（

（

（

（

（

（

（

語・イタリア語の修業もしたい、という。 更に、巡歴
願とも併せた草稿と思われるもの、

R-56 (0244/0892): J1,

3-13.
） R-56 (0240/0892): J1, 3-9.
この願いの付記と思われる

も の、 R-56 (0241/0892): J1, 3-10. こ こ で も 国 際 私 法 研
究の必要性が強調されているようである。
）

R-56 (0280/0892): J1, 3-31.
R-56 (0281/0892): J1, 3-32.

－

（
）

（
（

R-56 (0185/0892): J1,

2-13.
）一八九七年五月一二日の請求書

R-56 (0179/0892):
J1, 2-3.

2-7.
）一八九七年一二月一六日の領収書

89

（
（

） R-56 (0282/0892): J1, 3-33. 上 述 の 転 学 許 可 を 受 け て
作成された、最終帰国旅程途中のイギリス・アメリカ巡

歴の申込書の草稿も伝わっている。 R-56 (0248-250/0892):
J1, 3-14.その旅費計算に用いたと思われる文部省旅費
計算方、 R-56 (0251/0892): J1, 3-15.
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（

（
（
（
（

（

（

（

） 一 八 九 八 年 一 月 一 日 の 請 求 書。 こ れ に よ る と

Regelsberger, Pandekten は
I 、一八九七年五月一七日
に、 Berner, Strafrecht
は一八九七年七月一〇日に購入

R-56 (0337/0892): J1,

されている。 R-56 (0192/0892): J1, 2-14.
） 一 八 九 八 年 三 月 三 一 日 の 領 収 書 R-56 (0188/0892): J1,

2-10.
）一八九八年四月七日の請求書

4-18.

）

）

R-70 (0001-0422/0897): K75, K76, K77.
Alessandro Manzoni, I promessi sposi 一
. 八九八年

五 月 六 日 の 領 収 書 R-56 (0180/0892): J1, 2-4. Petrarca,
一八九八年五月一二日の勘定書 R-56 (0201/0892):
Rime.
J1, 2-21.
） 一 八 九 八 年 五 月 一 四 日 の 勘 定 書（ ベ ル リ ン の 書 店

） R-56 (0204/0892): J1, 2-23.
岡松はちょう
Paul Lehmann
ど同時期に、ハレ大学でシュタムラーの民法実習を履修
しており、おそらく授業の教材として購入されたもので
あろう。
）一八九八年五月二〇日の請求書（ライプツィヒの書店

からハレの岡松へ）

R-56 (0206/0892): J1, 2-25. Niemeyer

R-56 (0205/0892): J1, 2-24. こ こ に 欠

の Privatrecht
は引き続き送る、という。
）一八九八年六月一日の請求書（ライプツィヒの書店か

らハレの岡松へ）

（

（

（

けているタイトルは在庫がなく、新たに取り寄せる必要

があると書かれており、岡松はこれ以外にも発注したよ
うである。

） 一 八 九 八 年 六 月 一 八 日 の 勘 定 書（ ベ ル リ ン の 書 店

R-56 (0207/0892): J1,

2-26.
） 一 八 九 八 年 七 月 九 日 の 勘 定 書（ ラ イ プ ツ ィ ヒ の 書 店

からハレの岡松へ）
Paul Lehmann

99

Seufferts Archiv für Entscheidungen der obersten

（一八九九年六月二日付の請求書） .
J1, 4-14
）この協会の歴史については、 Elmar Wadle, Einhundert

フランス語文献を何冊か購入している。 R-56 (0331/0892):

知らせている。 R-56 (0186/08929): J1, 2-8.
な お、 日 本 へ
の帰国時期が決定した後、岡松は民法・国際私法関係の

Gerichte in den deutschen Staaten; Jherings Jahrbücher
）の古書バックナンバーについて
des römischen Rechts

誌（

ベ ル リ ン の 岡 松 へ の 手 紙 は、 岡 松 が 購 入 を 希 望 し た 雑

か ら ハ レ の 岡 松 へ ） R-56 (0200/0892): J1, 2-20. こ の
他、一八九八年一二月二一日のライプツィヒの書店から

100

vergleichende Rechtswisenschaft und Volkswirtschafts-

Rechtsvergleichung: Die Internationale Vereinigung für

163), Baden-Baden 1994, S. 32ff.; Ders., Wegbereiter der

Deutschland, (Arbeiten zur Rechtsvergleichung, Bd.

Jahre Rechtsvergleichende Gesellschaften in

101
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（

lehre, in: Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte 17
ま た、 石 部 雅 亮、 前 掲（ 注 ５）
、一一七
(1995), S.50-59.
一一八頁。
）

）

R-56 (0285-0287/0892): J1, 4-1.
R-56 (0564-0572/0892): J1, 4-84.

（
（
（
（
（
（
（

“

”

（

Shigesiro Ogava, Gefängnisdirektor, Yokohama, z.Zt.

Berlin, Luisenstr.63 .
）小河滋次郎の欧州滞在については、姫嶋瑞穂『明治監

（

（

－

一九五頁、

（

成文堂）
一八〇

小野修三『監獄行政官僚と明治日本

（

小河滋次郎研究』

（二〇一二年 慶應義塾大学出版会）八頁。

（

Jahrbuch der internationalen Vereinigung für
vergleichende Rechtswissenschaft und
Volkswirtschaftslehre zu Berlin 5 (1902), S. 1338-1364,
また、石部雅亮、前掲（注５）
、一一八頁。
1365-1374.

） R-56 (0295-0297/0892): J1, 4-7.
） 消 印 日 付 は、 一 八 九 八 年 一 〇 月 八 日

（
（

（
（
（

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

R-57 (0199/0695): J7, 7.

R-45 (0543-0551/0808): F16, 32-7.

R-57 (0196-0198/0695): J7, 6.

R-57 (0048-0049): J6, 39.

R-57 (0057-0058/0695): J6, 45.

R-57 (0032-0033/0695): J6, 27.

R-57 (0050-0051/0695): J6, 40.

R-5 (0131/0663): B3, 21.

R-5 (0234/0663): B4, 24.

R-5 (0203/0663): B4, 14.

R-56 (0298/0892): J1, 4-8.

R-56 (0374-0375/0892): J1, 4-33.

R-56 (0360-0361/0892): J1, 4-28.

R-56 (0544-0547/0892): J1, 4-75.

経済的自由主義と植民地社

） R-56 (0358-0359/0892): J1, 4-27.
）ドイツによる膠州湾占領と植民地化については、浅田

東京大学出版会）三一

進史『ドイツ統治下の青島
会秩序』（二〇一一年

R-56 (0366-0367/0892): J1, 4-30.

を参照。
）

R-56 (0611-0614): J1, 5-7.

六二頁

） R-56 (0354-0355/0892): J1, 4-25, R-56 (0356-0357/0892):
この件について
J1, 4-26, R-56 (0362-0365/0892): J1, 4-29.

）

－

R-56 (0532R-56 (0530R-56 (0534-

（

）アルファベット順名簿と国別名簿が掲載されている。

めぐって――』（二〇一一年

獄法成立史の研究――欧州監獄制度の導入と条約改正を

）

－

（
（
（

（

（
（

、一八九八年一一月八日
0533/0892): J1, 4-71
、一八九九年一月一七日
0531/0892): J1, 4-70

で、いずれもベルリンからハレに宛
0535/0892): J1, 4-72
てて送付されている。
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（
（
（
（
（
（

Berliner Lokal-

は三点の切り抜きが残っており、かなり強い関心を持っ

R-56 (0557-0558/0892): J1, 4-80.
なお、
R-56 (0338-0341/0892): J1, 4-19.

R-56 (0306-0313/0892): J1, 4-11.

R-56 (0548-0549/0892): J1, 4-76.

R-56 (0550-0551/0892): J1, 4-77.

R-56 (0370-0373/0892): J1, 4-32.

R-56 (0368-0369/0892): J1, 4-31.

ていたらしい。
）

）

）

）

）

）

）

の一八九八年八月二九日夕刊の切り抜きもあ
Anzeiger
るが、この時期、岡松は既にハレに移っていたはずであ

る。しかし、ハレ・ベルリン間は近く、岡松はときどき
ベルリンに来ていたようである。記事で大きく扱われて
いるのは、ロシア皇帝ニコライ二世による平和と軍縮の
ための国際会議の提唱とそれに対するドイツ、
イギリス、
フランスなど各国の反応である。 R-56 (0522-0529/0892):
J1, 4-69.
）和仁陽、前掲（注１）
、七九頁の評価を参照。そこに

も引かれているように、岡松は、帰国直後に東京専門学

校で行った講演で、ドイツの大学教育の実際的性格を強
）
、

調している。岡松参太郎「獨逸に於ける法律教育」一一
頁以下。この講演については、浅古弘「解説」
（注

頁、および同「コメント」
（注 12
）
、一〇五頁も参照。
xiv

12

（

（

134 133 132 131 130 129 128
135

本稿は、科学研究費（挑戦的萌芽研究

課題番号二三六五二

一五二）の助成を得て行った研究の成果の一部である。
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SUMMARY OF CONTENTS

A Reading of Chikamatsu's “Daikyoji Mukashigoyomi
(The Old Almanac)”:
Japanese Social Structures around the time
of the Jokyo Calendar Reform

Asako Kuwahara＊

In the first half of the early-modern era, Japan experienced great
changes following the establishment of the Tokugawa shogunate system. As
if to symbolize these changes, a major reform in the calendar took place in
the first year of Jokyo (1684), a reform of such scale being the first in over
eight hundred years. This treatise aims to clarify the social structures and
their changes around that time, by analyzing Chikamatsu Monzaemon (16531724)'s Joruri (traditional puppet theatre script) titled “Daikyoji Mukashigoyomi
(The Old Almanac)”, which is based on an actual incident of adultery that
happened in the household of a publisher of almanacs in the year before the
Jokyo calendar reform.
The first chapter begins by describing the outline of the text, and goes
on to highlight its distinctive features through comparison with the historical
records and other literary works based on the same incident.

As it becomes

clear that Chikamatsu depicted the incident and its circumstances quite
differently from other texts, the second chapter conducts a thorough
＊

Associate Professor, School of Law, Hokkaido University

Ⅰ

北法64（2・430）710
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The Hokkaido Law Review

examination of the incident's background, especially the issues concerning the
Jokyo calendar reform. The third chapter then reconstructs Chikamatsu's
perception of these actual events and issues surrounding them, and how his
attitude toward them is reflected in the text.
Through these analyses, it is made clear that Chikamatsu radically
changed the factual details in his text, and that this refusal to merely describe
the actual incident involved an attempt to represent what he saw as
important issues in the social structures of the time. Far from being a neutral
representation of these social structures, the joruri represents Chikamatsu's
strong resistance against a system which could allow an individual to be
destroyed through the exercise of impenetrable and complicated
governmental power on the pretext of trivial faults.
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現代中国における訴訟と
裁判規範のダイナミックス（４）
── 司法解釈と指導性案例を中心に ──

徐
目

行

次

序章
（一）問題意識および課題
（二）本稿の構成
（三）先行研究の整理
（四）本稿の意義
第１章

概念と用語の整理

第１節

法の解釈に関して

第２節

案例に関連する用語

第３節

司法による法形成の担い手

第２章

司法による法形成の発展史

第１節

司法解釈の発展史

第２節

案例の発展史

第３章
第１節

規範レベルからみる司法解釈の形成過程

第２節

現実における司法解釈の役割と問題点

第３節

その他の司法解釈性文書

第４章

（以上、62巻６号）

案例を取り巻く現状

第１節

司法における案例の位置づけ

第２節

現実における案例の役割

第３節

案例による法形成の未確立の原因

１
［1］

（以上、62巻４号）

司法解釈による法形成の仕組

（以上、63巻６号）

制度上の要因
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現代中国における訴訟と裁判規範のダイナミックス（４）

２

法意識の影響

第５章

司法による法形成の制度転換を目指す改革の試み

第１節

改革に関する議論

１

判例制度に関して

２

案例指導制度への議論の移行

第２節

案例指導制度の導入をめぐる試み

１

最高法院の試み

２

地方法院の実践

第３節

（以上、本号）

改革の到達点

終章

第４章
第３節

案例を取り巻く現状
案例による法形成の未確立の原因

第４章第２節のところで、日本との比較を通じて、中国にも判例を生
成する制度的な土壌があることを検討した。そして、案例による法形成
の実例を見れば分かるように、その土壌から判例の萌芽がすでに現れて
いる。一方、先例たる指導性案例に反する案例もあれば、訴訟から形成
された裁判規範を回避するための裁判官の戦術もある。指導性案例が一
貫して裁判官に対して拘束力を発揮しているわけではない。
また、これらの実例は、裁判官が実質的な合理性から指導性案例の適
用を選好する傾向があることをも示している。それは新しい制度設計で
指導性案例に強い拘束力を与えなければ、最高法院または高級法院が意
図した法形成が下級法院の裁判に浸透せず、逆に裁判官の対策によって
回避される可能性が大きいことを示唆している。だからこそ、最高法院
が打ち出した案例指導制度の構想に関する議論の多くは、裁判統制シス
テム（主に誤判責任制）によって指導性案例の拘束力を確保すべきだ、
と提案しているのであろう（第５章第２節参照）
。また、それを踏まえ
た現状認識として、案例による法形成は安定して機能しておらず、制度
として未確立だと言わざるを得ない。以下は、その原因を探る。
１

制度上の要因
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指導性案例が先例として拘束力を発揮するのに有利だと考えられる制
度的な条件は検討しましたが、もちろん、それを制約してしまう制度も
ある。その中には、単に経済発展が遅れている地域に位置しているがた
めに、法院の予算が不足し、案例集もろくに買えず、ネットに接続でき
るパソコンも配備されていないような状況1を作った予算制度のよう
に2、事実上指導性案例が機能するための基盤を構築する上での重要な要
素であるのにもかかわらず、法院や裁判官の努力で改善できる可能性が
なく、しかも当分の間で変わる見通しもないものもあれば、判決書の質
や判例評釈の未発達といったような、個々の裁判官や学者の努力で、十
分改善できる余地があるものも存在する。以下では、それらを分析し、
最後に裁判統制システムにおける案例の位置づけを検証して、案例によ
る法形成が未だに確立されていない制度面の問題を浮き彫りにする。
Ⅰ．裁判官の資質3
従来、指導性案例がうまく機能するためには高い能力を有する裁判官
が必要不可欠だとされてきた4。確かに、一定の能力がなければ、裁判官
1

最高法院の裁判官に対するインタビューで聞いた話によると、青海省の法院

で未だに活版印刷を使って、裁判文書を印刷しているところがあるという。そ
れは極端な例だと思われるが、各地各級の法院の経費が対応する各地政府の財
政から支出される以上、地方の財政状況によって極端な格差が生まれることは
避けられないだろう。
（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）なお、法
院の財政状況を紹介したものとして、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）317 ～ 320頁参照。また、一般論
として、法院の経費の状況やその問題点、それを改善する方法などについて、
靳羽「処在十字路口的法院経費保証体制：困境加劇抑或曙光乍現」法治研究
2008年10期34頁以下参照。
2

「人民法院第三次五ヵ年改革綱要」22条～ 24条は法院の経費保障について３

つの改革の目標を提出した。財政難の問題は未だに解決されていないことを示
していると思われる。
3

裁判官の人事制度に関する紹介として、鈴木賢「
〔補論〕中国の法曹制度」

広渡清吾『法曹の比較法社会学』
（東京大学出版会、
2003年）355 ～ 362頁参照。
4

徐景和『中国判例制度』
（中国検察出版社、2006年）82 ～ 83頁参照。
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による法解釈・法形成はもちろんのこと、先例からルールを発見し、後
続事例にそれを適用することすらできないかもしれない。そうなると、
いくら指導性案例に拘束力を持たせようとしても、その実効性が疑わし
くなる。
しかしながら、第４章第２節で検証した実例から見ると、現状はそれ
ほど悲観的なものではないかもしれない。少なくとも、これらの指導性
案例において、編集者が裁判官に代わってルールを抽出し、
「裁判要旨」
の形でそれを示していないにもかかわらず、後続事例の裁判官は先例の
ルールをちゃんと理解しているように思われる。それでも、裁判官の資
質に疑念を抱いている論者は、
「…裁判官の法律知識水準の差異、裁判
官の思考方式と司法経験を統合する司法制度の欠如は、裁判官の間で司
法水準と司法能力の著しいアンバランスをもたらした」5と指摘する。こ
の指摘が当たっているなら、先例に従って、判断を下している裁判官は
裁判官集団の中ですぐれた司法能力を有している者に限られているかも
しれない。
ただし、2001年に改正された裁判官法は裁判官任用の要件を引き上げ
た。それに合わせて、新規任用された裁判官の資質の向上が期待できる
と思われる6。特に、
「基層法院裁判官の専攻、知識構造が大きく変化し、
法律水準と業務水準が明らかに進歩しており、司法隊列の全体の資質は
大幅に向上している」7と評されるほど、基層法院の裁判官の能力の向上
が著しいようである。
なお、最高法院公報を含む一部の指導性案例の公表媒体は、ここ数年
から「裁判要旨」を掲載するようになった（具体的な検討は第５章第２
節に譲るが）
。
「裁判要旨」があれば、指導性案例の適用の難易度が低く
なり、その際、要求される裁判官の能力も比較的に低くて済むだろう。
5

鄧修明『刑事判例機制研究』
（法律出版社、2007年）271頁。

6

「人民法院第三次五ヵ年改革綱要」14条～ 21条は人民法院の隊列の建設を強

化するための８つの措置を規定しており、少なくとも、裁判官の資質の向上は
まだ当面の課題の一つだと認識されていると言えよう。
7

中国社会科学院法学所法理室調研組「中国案例指導制度調研報告」最高人民

法院研究室編
『審判前沿問題研究──最高人民法院重点調研課題報告集
（上冊）
』
（人民法院出版社、2007年）414頁。
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もっとも、
指導性案例の従来の位置づけからすると、裁判官に創意を持っ
て裁判に取り組み、指導性案例の形成に参与させるというような意味合
いは込められていないため、一般の裁判官がそれを楽に援用できれば、
それだけで指導性案例がうまく機能していると評価できよう。その意味
では、裁判官全体の能力の向上と指導性案例自体の適用難度の低下によ
り、従来指導性案例運用の難点の一つとされてきた裁判官の能力・資質
の問題は、解消されつつある。それによって、問い合わせ制度の利用が
減少することも期待されている8。
そして、指導性案例を公布する権限を持っているのは最高法院と各地
の高級法院であるため、案例による法形成を観念する場合、最終的な決
定者は判決を書いた裁判官本人ではなく、最高法院と高級法院の案例編
集者である。「法院系統に属する大部分の博士と修士は、みんな最高人
民法院および条件が比較的に良い高級人民法院と中級人民法院に集中し
ている」9という指摘から、最高法院と高級法院の裁判官の資質は相対的
に高いであることが窺える。最高法院に限定すれば、
「最高人民法院の
裁判官の中、修士、博士学位を取得した者の比率は47％に達している」10
ため、かなり高い学歴水準の裁判官集団が形成されているわけである。
実際の法形成過程で、ルールを発見し、案例の公布を通じてそれを確立
する担い手はまさにこれらの資質の高い裁判官であることを考えると、
指導性案例の法形成作用という側面の担い手の資質も大した問題にはな
らないだろう。
Ⅱ．法学教育11
8

最高法院公報に掲載されている「裁判要旨」付きの指導性案例はもっとも「批

復」形式の司法解釈を代替できるものとされている。侯猛「最高人民法院判決
的比較優勢」北京大学学報2008年６期24頁。
9
10

鄧修明・前掲注（５）270頁。
中国社会科学院法学所法理室調研組・前掲注（７）414頁。
「特に最高人民法

院は相当な数の理論的と実践的経験を有する法律専門家を集めた」とも言われ
ている。劉永志＝陳玉宏「関於建立我国案例指導制度的思考」沈徳咏『中国特
色案例指導制度研究』
（人民法院出版社、2009年）183 ～ 184頁参照。
11

中国における法学教育の概要について、木間正道＝鈴木賢＝高見澤磨＝宇
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ここでは法学教育の一般的な状況を説明するのではなく、先例を尊重
する意識の形成や、
案例からルールを発見する能力の養成などについて、
従来の法学教育がほとんど貢献しておらず、後に法曹となる学生の意識
に積極的な影響を与えてこなかったことを指摘しておきたい。
「教育の
内容も具体的な裁判例や立法過程に言及することはまれで、抽象的な『理
論』と法規定の紹介がほとんどである。法技術・概念の具体的な事例へ
の適用を修得させるという視点は弱く、個々の制定法の内容を覚えさせ
12
ることに力点がおかれていた」
という指摘は、まさに従来の法学教育

の様相を示している。
従来の法学教育が学生の意識にどういう影響を与えているかについ
て、以下のような指摘がある。
「…法学教育は学生に法律の機械的な適
用という理念を与える。すなわち、成文法の規定が明晰かつ明確である
場合、裁判官は演繹思考のロジックで、成文法を大前提とし、案件事実
を小前提とし、三段論式の推理を行って、判決を下せる。成文法の規定
が明確でなく、または不足がある場合、法律解釈制度を利用して、それ
を明確にし、
また演繹思考のロジックで判決を下す。今の法学教育には、
案例の役割、価値と適用技術に関する教育と訓練が欠けているため、学
生の頭脳の中に案例に関する意識が薄弱で、もしくは欠ける現状をもた
らした」
、と13。
実例も見てみましょう14。2007年中国で国家優良科目［国家精品課程］
に選ばれた法学類の８科目のうちの１つ、煙台大学の民法学のシラバス
から授業の内容を探ってみよう。まず内容については、
「民法教育は民
法基礎理論に関する紹介と説明に重点を置き、現行民法規範の解釈と説
明にも及ぶ」
。授業プランに関しては、
「民法（上）と民法（下）の二大
部分に分かれて、計126時間の授業。民法（上）は54時間で、50時間は

田川幸則『現代中国法入門（第６版）
』
（有斐閣、2012年）356頁以下参照。
12

木間正道＝鈴木賢＝高見澤磨＝宇田川幸則・前掲注（11）362頁。

13

房文翠＝丁海湖「法学教育改革新導向：案例指導制度」法律適用2008年６期

81頁。
14

徐顕明『中国法学教育情況（2007）
』
（中国政法大学出版社、2009年）81 ～

82頁参照。
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講義、２時間は案例の議論、２時間は指導。民法（下）は72時間で、68
時間は講義、２時間は案例の議論、２時間は指導」となっている。授業
時間以外は「コミュニティにおける法律サービス、社会調査、模擬法廷、
法律コンサルティング」などの活動も設けるが、授業内容はあくまで講
義中心で、しかも民法の基礎理論の紹介・説明に重点を置いている。案
例の議論はあるものの、全授業時間の30分の１未満しか占めていない。
民法学に関する国家優良科目はこの１科目しかない。その授業内容と時
間配分を見れば分かるように、従来の法学教育と比べると、実践的な内
容が増えているものの、
まだ抜本的な改革がなされていないと言えよう。
この点に関しては、日本の場合、司法修習所、法科大学院、法学部の
授業に至って、実践的な内容が導入されていて、中野次雄裁判官が指摘
した通り、「今日では、大学の講義でも、教科書でも、判例に言及して
15
いないものはない」
ほど、判例が日本の法学教育に浸透している。日

中間のこの差が受講生（＝将来の裁判官）の意識に与える影響は決して
無視できないのであろう。
なお、法学教育との関連で、もう一つ指摘しておきたいのは、最高法
院が司法解釈の［法制統一］の機能を実現させるために、裁判官の職業
訓練を展開していることである。つまり、
「一部の『解釈』、『規定』類
の司法解釈に関して、
最高法院の関連する裁判業務廷は専門書を編集し、
若干の訓練クラスを組織し、最高法院の裁判官によって下級法院の裁判
官に対して、司法解釈の理解と適用について、訓練を行う。各種の専門
業務会議においても、新しい司法解釈の精神、原則と具体的な適用につ
いて、さらに強調する」という形で、
「下級法院が司法解釈を正確に適
用し、同類事件の判決を最高法院の意見と一致させ、法制の統一を実現
する」わけである16。これは如何なる指導性案例に関しても見られない
現象である。最高法院のこういう行動も、少なからず、下級法院の裁判
官に見られる司法解釈を重視し、案例を軽視する意識の形成に影響を与
えたと思われる。
15

中野次雄『判例とその読み方（三訂版）
』
（有斐閣、2009年）10頁。

16

楊咏梅「最高法院対下級法院：個案審判之外的影響」左衛民『最高法院研究』

（法律出版社、2004年）384頁。
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Ⅲ．判決書の質
指導性案例の形成及び運用との関係で、最大の問題点とされているの
は、判決書の中に判決理由と法的推論が示されないことである。判決書
における判決理由と法的推論から、
法命題を抽出し、ルールを見出して、
後に起こる同種の事件に適用するというのは通常の流れであるが、それ
らが欠如していると、当然ながら判決からルールを発見することはでき
なくなる。指導性案例よる法形成を想定すれば、必然的に高い質の判決
書を必要とする17。しかしながら、指導性案例の形成過程を見ると、候
補となる案例は基本的に推薦によるものか、投稿によるものか、あるい
は編集者が調査研究で発見したものかの３種類しかない。また、以上で
検討した実例からも、質の高い判決書の存在が窺える。この２点を合わ
せて推察すると、質の高い判決書をさしおいて、わざわざ判決理由と法
的推論も書かれていない判決書を推薦・投稿する者はいないだろう。ま
た、決定権をもつ編集者がそのような判決書を選ぶとも考えられない。
そういう意味では、質の高い判決書が存在する以上、質の低い判決書が
同時に存在するとしても、
指導性案例の形成には影響しないのであろう。
しかし、だからと言って、判決書の質を高める必要がないわけではな
い。実際、最高法院も判決書に判決理由を盛り込むことを司法改革の目
標の一つとしてきた。
「人民法院五ヵ年改革綱要」13条は、「裁判文書改
革のペースを速め、裁判文書の質を高める。改革の重点は証拠調べにお
いて意見が分かれる証拠の分析と認証を強化し、判決の理由づけを強め
ることである。裁判文書を通じて、ただ裁判の過程を記録するのではな
く、裁判の理由をも公開し、裁判文書を社会大衆に向けて司法の公正の
イメージを示す媒介とし、法制教育の鮮やかな素材とする」ことを目標
としている。それでも判決書の質が十分に高められていないとして、改
革論者は判決書を公開し、一般大衆の監督下に置くことや、判決書の質
に応じて、賞罰を決めて、必ず判決理由を書くように、裁判官にインセ
ンティブを与えることなどを盛り込んだ改革案を提言している18。
17

呉美来＝眭欧麗
「我国
『有限判例制度』
的構建」
法律適用2004年５期17頁参照。

18

魏偉「判決書写作模式再思考──以理論重構和制度保障為視角」東方法学

2008年４期150 ～ 152頁、馬明利「完善説理性判決的制度保障」陜西広播電視
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一方、最高法院と高級法院の裁判官による判決書の質が、基層法院の
裁判官によるものと大きく異なるのは、両者がそれぞれ違う目的を持っ
て作成されているためだと説明する学者もいる。４か月間同じ基層法院
に滞在し、フィールドワークを行ってきた呉英姿は以下のように述べて
いる。
前者の場合、下級法院の裁判官に参照されるのを想定して、判決書を
書いていて、新しい類型の事件に関する判決書は後に従われて、先例拘
束性を有する指導性案例として機能し、最終的に司法解釈の原型となる
可能性もある。つまり、最高法院と高級法院の裁判官はルール形成のた
めに判決書を作成するため、判決理由を説得的なものにする責任を感じ
る。それに対して、基層法院の裁判官にとって、彼らの判決書が想定し
ている読者は２審の裁判官である。基層法院の裁判官は自分の判決が後
続判決の範例となることを期待しておらず、専門家や学者による評価の
プレッシャーに晒されることもなければ、それを通じて大衆に自分の才
覚を示す欲望もない。彼らにとって、唯一の心配は上級法院によって自
分の判決書の中の錯誤と瑕疵が見つけ出されることである。したがって、
基層法院の裁判官はいつも標準的な判決書の書式を使用し、標準的な様
式で法的推理や判決理由を書く。その方が効率もよく、リスクも少ない。
結論として、裁判文書の単純化は裁判官の資質や能力の問題ではない。
重要なのは誰のために裁判文書を書いているかである19。
以上の記述は少なくとも２点において、指導性案例と関係がある。１
つは、基層法院の裁判官には、指導性案例の候補となりうる高品質な判
決書を作成し、案例による法形成に参加するインセンティブがないこと
である。もう１つは、判決書は当事者を説得するための材料ではないこ
とである。そういう意味では、指導性案例も当事者を説得するための材
料になり得ない。ただし、この２点はいずれもフィールドワークで得ら
れた経験に基づくものであるため、どれだけ普遍的であるかは評価が難
しい。第４章第２節で検討した実例を見る限り、基層法院による指導性
大学学報2009年２期77頁参照。
19

以上の記述について、
呉英姿
『法官角色与司法行為』
（中国大百科全書出版社、

2008年）259 ～ 263頁参照。
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案例も存在するため、すべての基層法院の裁判官が質のいい判決書を書
く意欲がないわけではないだろう。しかし、常に上位者の指示に従わな
ければならないとする裁判統制システムに置かれている最下級法院の裁
判官は、高級法院や最高法院の同僚に比べて、保身のために判決書の作
成において保守的になるという考え方には共感できる。また、最高法院
と高級法院が指導性案例を公布できるし、下級法院に対する強い影響力
も持っているため、所属裁判官がより積極的に指導性案例の（候補の）
作成に取り組むという主張も頷ける。
判決書との関連で、判例評釈の情況についても説明しておく必要があ
る。案例を公表するための出版物ならいざ知らず、少なくとも、中国に
おける判例批評（評釈）の文献の数は、日本のそれと比べて、ないに等
しいのである。それを問題視する学者もすでに現れている。判例（案例）
評釈によって、先例によって形成された法規則がさらに明確かつ具体的
なものになると考えられる20。それにもかかわらず、中国の法学研究は
ずっと司法実践から離れていて、
判例評釈を積極的に行ってこなかった。
それを修正するためには、
「学者は重大・難解の事件の司法裁判に注目し、
タイムリーに評釈し、判決の瑕疵ないし錯誤を指摘する。それが過ぎた
案件を改善できないものの、後続事例に先例の問題を気付かせることが
できる。…評釈は自分の法的感想を発表するだけでなく、学界で明晰的
で、権威的で、司法実践を指導できる学術意見（いわゆる『通説』─作
21
者）
の形成に尽力しなければならない」
。この指摘を逆説的に捉えると、

判例評釈の基本的な目的や作法について、今まで意識してきた学者がほ
とんどいなかったと考えられる。
判例評釈の未発達も指導性案例の先例拘束性や法形成機能の発揮に悪
い影響を与えていると思われる。つまり、先例のルールを釈明する作業
は後の事例におけるその適用を容易にする。そういう意味では、裁判要
旨と似たような役割を果たせる。そして、裁判要旨と違って、判例評釈
は流動的であるため、先例のルールを発展させることもできる。それに
20

孔丁英「関於借鑑判例制度的思考」経済与社会発展2003年12期120頁。

21

黄卉「関於判例形成的観察和法律分析──以我国失実新聞侵害公衆人物名

誉権案為切入点」華東政法大学学報2009年１期120頁。
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よって司法実践を指導できる通説が形成されれば、法律案の起草のほか
に、法形成に参加する新たなルートが開かれることになる。その点にお
いても、判例評釈の可能性は評価できよう。前述した案例６が公布され
た当時、案例７と同じように議論が展開されていたら、当該指導性案例
はすでに廃止され、または別の案例によって取って代られていたかもし
れない。案例７もここまで物議を醸すことなく、静かに解決されたかも
しれない。
Ⅳ．審級制度による障害
まず、審級制度は、日本の判例が事実上の法源として機能する制度上
の大きな要因の一つとされている。その理由は「下級裁判所の裁判官が
上級裁判所、とくに最高裁判所の判例に違反する判決をした場合、当然
のことながら敗訴者は上訴して控訴審裁判所に再考を求めることにな
る。おそらく、多くの場合、控訴審では最高裁の先例に従った判決をす
ることになろう。控訴審も最高裁の先例と異なる判断をした場合には、
当事者はさらに上告するので、ほとんどすべての事件は最終的には最高
裁判所の見解を仰ぐことになる。…大部分の場合、最高裁は、判例違反
の原審判決を破棄し、裁判のやり直しをさせるが、…せっかく下級裁判
所の裁判官が先例に反する新たな見解を打ち出そうとしても、上級裁判
所へいけば覆されるおそれが多いので、よほどの確信がないかぎり、先
例に従った判決をすることになる」というわけである22。
それに対して、
中国の審級制度は四級二審制である。下から基層法院、
中級法院、高級法院と最高法院の４つの審級があり、第２審で終審とな
る。そうすると、大部分の事件の１審は基層人民法院か中級人民法院で
行われるため、終審は中級人民法院か高級人民法院になる。つまり、
「ほ
とんどすべての事件は最終的には最高裁判所の見解を仰ぐことになる」
どころか、ほとんどの事件は最終的には最高法院の見解を仰ぐことがな
い。事件が最終的に単一の最高裁判所に移されることによって、裁判の
統一がなされるという原理は中国の審級制度には当てはまらないわけで
ある。最高法院はほとんどの場合、裁判を通じて法解釈と法適用の統一
22

五十嵐清『法学入門（第３版）
』
（悠々社、2007年）70 ～ 71頁。

［11］

北法64（2・418）698

現代中国における訴訟と裁判規範のダイナミックス（４）

を行うことができない。その対策として、司法解釈や司法解釈性文書を
公布し、司法の統一を図ろうとするのである23。
司法の統一も指導性案例の役割の一つと考えれば（案例指導制度を導
入する主な目的はそれである）
、
「少なくとも最高人民法院に理論上いか
なる案件に対しても終審権を持たなければならない。そうすると、各級
24
の人民法院に対して有効な監督と制約が行われる」
。したがって、後述

する判例制度の導入に関する議論においては、一部の論者が、その前提
条件として、
審級制度の改革で三審制を導入すべきだと主張している25。
あるいは、最高法院が下した判決（指導性案例）にだけ拘束力を与える
という意見もある26。しかし、下級法院が裁判において行われた大量の
法解釈に対して、数的には圧倒的に少ない最高法院の裁判例をもってそ
の統一を行うことはとうてい不可能であろう。なお、最高法院が認定・
公布したすべての指導性案例に司法解釈と同等の効力を与えれば、おそ
らく司法解釈と同様、ひいてはその柔軟性から司法解釈以上の役割を果
27
たせると思われる。この種の制度設計はいわゆる［判例解釈］
または［案

例式司法解釈］28（従来の司法解釈の形式を廃止し、案例を通じてルール
形成を行い、それに従来の司法解釈と同等の効力を与える案）に相当す
23

個別事件の審理で直接下級法院に影響力を及ぼすことが困難であるため、最

高法院は司法解釈などの司法文書と最高法院公報や人民法院報などの機関誌・
紙で影響力を発揮するほか、
会議を開くことや、
裁判官の業務訓練を行うこと、
表彰・懲戒を行うこと、下級法院の幹部人事に関する提言・調整などを通して、
大きな影響力を発揮できると言われている。楊咏梅・前掲注（16）379 ～ 384
頁参照。
24

呉美来＝眭欧麗・前掲注（17）16頁。

25

袁明聖「我国建立判例法制度的条件分析」江西財経大学学報2001年１期48

～ 49頁、王霽霞「行政判例制度研究」行政法学研究2002年４期51頁、呉美来
＝眭欧麗・前掲注（17）16 ～ 17頁参照。
26

王利明「論中国判例制度的創建」武樹臣『判例制度研究（上）
』
（人民法院

出版社、2004年）561 ～ 563頁参照。
27

董皞『中国判例解釈構建之路』
（中国政法大学出版社、2009年）導論、３章、

４章、５章２節、６章参照。
28

紀誠
『最高人民法院司法解釈一個初歩的考察』
（中国政法大学出版社、
2007年）

99 ～ 134頁参照。
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る。ただし、後述（第５章第１節）のように、このような構想が現段階
で承認される可能性はゼロに等しい。また、三審制の導入も不可能だと
思われるため、審級制度は依然として、指導性案例の実効性を減殺する
要因の一つである。
Ⅴ．裁判統制システムによる不利な影響
裁判統制システムは全体として複雑な構造となっており、裁判所内部
の指示伝達を保障するための制度もあれば、外部からの指示を受けるた
めのパイプも整備されている。ここでは先行研究の枠組みを借りて、指
導性案例の先例拘束性とその法形成作用に不利な影響を与える可能性を
示す。
裁判統制システムの全体像について、
まず、
裁判官は判決を下す前に、
往々にして上位者（指導者）によるチェックを受けなければならない。
しかも、それは法院内部に限られたものではない。法院が所在する地方
の党委員会（政法委員会）も法院内にその影響力を及ぼしている。言う
ならば、
「ここでの『裁判』は、究極的には、より上位にある者（党委
員会、同政法委員会、上級裁判所、裁判委員会、所長）の指示を遂行す
29
る作用にすぎない」
のである。そして、裁判官の人事権は共産党委員

会によって掌握されており、序列化された裁判官は出世のために上を向
いて裁判する。誤判責任制と問い合わせ制度もここで登場する。つまり、
誤判責任制にかけられるリスクを回避するために、問い合わせ制度を利
用して、上級法院の指示を伺う。あるいは、裁判所内部の上位者の指示
を伺うという選択肢もある30。
誤判責任制には指導性案例の先例拘束性を保障できる可能性があるも
のの、裁判官の案例による法形成活動への参加の意欲を抑制する効果も
ある。上位者によるチェックを受ける可能性があり、かつ法院の院長（副
院長）がそれを積極的に行う動機があるとすると、裁判官としては必ず
しも自分で判断を行う必要がないということになる。自分で判断する場
合、逆にリスクを負う可能性があるとなると、なおさらである。そうな
29

坂口一成・前掲注（１）286頁。

30

以上の記述は、坂口一成・前掲注（１）320 ～ 321頁参照。
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ると、裁判官はもはや創意を持って裁判に取り組もうとしないだろう。
また、問い合わせ制度の存在は誤判責任制と合力を形成し、裁判官の法
形成への参加のインセンティブをさらに奪い取っていく。裁判官として、
新しい類型の事件や難解の事件に遭遇すると（新しいルール形成の可能
性が想定される）
、自分で判断する場合、誤判と認定されて処罰を受け
る可能性がある。逆に、
問い合わせ制度があるから、それを利用すれば、
絶対に誤判と認定される可能性のない「正解」が戻ってくる。裁判官に
とって、どちらが有利かは言うまでもないだろう。
なお、裁判所内部のこれらの裁判統制システムは裁判官の創造性・能
動性をはく奪することがあっても、指導性案例の先例拘束性に影響する
可能性が低いと思われる。指導性案例がなければいざ知らず、それがあ
るのにもかかわらず、わざわざそれに反する判決を下す必要はないだろ
う。しかし、法院外部からの指示は、指導性案例の拘束力に影響する可
能性がある。
日本の場合、
「とくに最高裁でくりかえし確認された判例は、
慣習法に高められない場合でも、法源性はきわめて高く、法律実務家だ
けではなく、一般の取引社会においても、法規範として意識されるよう
31
になる」
と言われているように、場合によっては、一般社会が判例を

法規範と認識することもある。また、
「その意味では判例は実務の世界
を超えて社会生活全般を支配しているとさえいえなくはないのであ
32
る」
という指摘もあるように、判例の規範性に対する認識はある程度

の普遍性を持っている。中国ではそのような状況になっていないため、
法院外部からの指示が先例のルールに反しているとしても、裁判官はそ
れに従って判断しなければならず、その結果、先例拘束性が害されるの
である。
Ⅵ．裁判統制システムの一環としての指導性案例
まず、ここでいう裁判統制システムは法院内の裁判統制システムに限
定する。ある程度単純化された構造の中で、指導性案例の位置づけを示
す。
31

五十嵐清・前掲注（22）71頁。

32

中野次雄・前掲注（15）12頁。
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法解釈・法適用の統一を維持するのは最高法院の重要任務の一つとさ
れているが33、先述の通り、四級二審制を採用する中国では、個別の事
件でそれを実現するのはきわめて困難である。そこで、間接的な手段を
採用し、法解釈・法適用の基準を示すことで司法の統一を図ることにし
た。司法解釈を制定・公布することも、機関誌で指導性案例を公布する
ことも、
最高法院が使う重要な手段である。司法解釈の制定・公布は「最
34
高法院が下級法院の裁判業務活動を規制する主要な方法である」
とさ

れる。それは司法解釈の制定・公布が法によって承認されているためで
ある。司法解釈性文書はそういう意味では司法解釈に劣るが、実際の効
力に関しては、第３章第３節で検討した通り、両者の間にほとんど差が
ない。以上の両者と比べると、指導性案例も下級法院の裁判活動を指導
する役割を担っているが、実際の効力の面では両者に及ばない。
一方、
日本の場合、
司法の統一を図るために、
「裁判官独立の原則があっ
て事前の指揮による統一は許されない…上訴制度による是正・統一が行
われる。…裁判については事後統制によって国の意思表示の統一が行わ
れているわけである」35とされている。それに対して、中国の場合、最
高法院は司法解釈、司法解釈性文書、指導性案例を公布して、司法の統
一を実現しようとしている。日本のそれと違って、事前統制にあたる。
ここで指導性案例の公布をも事前統制に帰属させたのは、それが司法手
続を通じて形成されたわけではないからである。案例の形成自体は司法
手続によるものだが、指導性案例を選出する過程は司法手続ではない。
そういう意味では、指導性案例は純粋な司法作用の産物ではない36。い
ずれにせよ、事前統制となると、これらの司法文書と案例自体が強制力
を持っているわけではなく、その実効性を保障するために、裁判統制シ
ステムが使われている。
33

左衛民「比較視野中的最高法院──最高法院基本理論問題研究」左衛民『最

高法院研究』
（法律出版社、2004年）３～４頁参照。
34

楊咏梅・前掲注（16）377頁。

35

中野次雄・前掲注（15）19 ～ 20頁

36

侯猛は指導性案例自体が上下関係を含む行政的な色彩を有するため、裁判

所の独立に反するとして、
案例指導制度をあまり高く評価しないよう警告した。
侯猛「最高人民法院年度分析報告（2007）
」法律適用2008年５期29頁。
［15］

北法64（2・414）694

現代中国における訴訟と裁判規範のダイナミックス（４）

司法解釈・司法解釈性文書・指導性案例と裁判統制システムとの関係
について言うと、前３者は基準を示し、後者はその基準に従って裁判官
を統制する役割を果している。その際、問い合わせ制度が前３者の補充
として機能する場合もある。そして、司法解釈、司法解釈性文書、指導
性案例と問い合わせ制度を合わせて考えると、この４者は裁判統制シス
テムのために、基準を示す重層的な説明・指示体制を形成している。司
法解釈は法を解釈しまたは独自でルールを形成する。司法解釈性文書は
司法解釈、法、政策を解釈し、または独自でルールを形成する。指導性
案例は司法解釈、司法解釈性文書、法、政策を解釈し、または独自でルー
ルを形成する。問い合わせ制度は、この３者が複雑に入り組んで形成し
た基準の不足を補う。この体制の薄弱なところは指導性案例である。最
高法院は指導性案例の効力について明言しておらず（
「案例指導規定」
における規定の中身に関する検討は第５章第３節に譲る）
、現実にそれ
がどんな役割を果たしているのかも解明されていないため、安定して
ルール形成を行っているほかの３者と比べて、指導性案例は明らかに不
安定な状況に置かれている。それも指導性案例に従う意識が裁判官の間
で十分に浸透しない理由の一つと考えられる37。
２

法意識の影響

以上の検証は、法学教育において先例を尊重する意識が欠如している
こと、最高法院が司法解釈を重視するあまり裁判官に案例を軽視する意
識をもたらした可能性、指導性案例の現実における役割が不明確で、重
層的な説明・指示体制に属する他の制度ほど安定して機能していないこ
とを示した。そして、これらの制度面の問題がそのまま裁判官の指導性
案例に対する認識に悪い影響を与えていることも明らかであろう。
ここでは、意識面の要素で、指導性案例がその役割を果たすのにとっ
て不利なものを取り上げる。
まず、裁判統制システムが裁判官の意識に与える影響について、少し
37

北京市高級人民法院課題組「関於完善案例指導制度的調研報告」最高人民

法院研究室編
『審判前沿問題研究──最高人民法院重点調研課題報告集
（上冊）
』
（人民法院出版社、2007年）361頁参照。
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敷衍する。裁判統制システムは、裁判官に自分自身に代わって判断を下
してくれる多くの選択肢を用意している。それを利用すれば、裁判官は
そもそも案例を参照する必要がない。上級法院が事前に何かしらの司法
文書でルールを示していれば、それに従うし、それがない場合、法院内
で院長に審査してもらうか、裁判委員会の討議に付するかを選んで、院
長または裁判委員会に判断してもらえばいい。あるいは、上級法院に問
い合わせて、２審で覆されることのない「正解」を得て、事件を「正し
く」処理することができる。別に苦労して指導性案例を探し出し、事実
関係を確認して、先例のルールを適用するのが相当であるかどうかを自
分で判断する必要がないわけである。
実際、筆者が吉林省長春市中級法院刑事１廷の盧裁判官補佐にインタ
ビューしたところ、当該刑事１廷は徹底した逐級報告・承認の体制で、
刑事事件（殺人、強盗殺人などの重犯罪）の審理を行っていることが判
明した38。すなわち、まず裁判官補佐が公訴書などの書類の要約を作成
して、判決の原案を付けて裁判官に提出する。そして、裁判官が要約さ
れた書類を再度要約し、判決の原案を修正して裁判長に提出する。さら
に、裁判長から刑事１廷廷長へ、最後に廷長から担当副院長へと、高度
に要約された書類が提出される。副院長はそこで判断を下して廷長に戻
す。逆の流れをたどって、書類は最終的に合議体まで戻され、形式を整
えて判決となる。盧裁判官補佐個人の経験からすると、このような体制
で審理を行う場合、指導性案例の出る幕がないのである。
別の学者も筆者と似たような話を聞いたことがある。つまり、
「私は
裁判官に対するインタビューにおいて、裁判官は本件と類似する先行判
決に留意することもあるが、少なからずの判決は裁判体によって下され
るのではなく、廷長または法院の他の指導者の承認を必要とするため、
39
そのような要素が類似する判決よりも主導的な位置を占める」
、と。

院長（または廷長）審査制だけで、
多くの事件が消化されているなら、
他の制度も一緒に利用すると、より多くの事件が裁判統制システムに用
意された制度によって解決されるだろう。裁判官にも裁判体にも指導性
38

インタビューの日時は2009年３月23日15時～ 17時半。

39

侯猛・前掲注（８）24頁。
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案例を調べる必要がなくなる。そのような環境下に置かれている限り、
先例を調べる意識が生まれてこないだろう。
このようなことがどれほど一般的に行われているのかは不明である
が、それによって裁判官の間で先例を軽視する意識が芽生えれば、指導
性案例がその役割を果たすのに不利な要素の一つとしてそれを観念する
ことはできよう。
そして、
「機械的な司法」という伝統も40、裁判官の想像力と能動性を
束縛し、案例による法形成への参加を制限する可能性がある。この点に
ついて、以下のような指摘がある。
「いろいろな条件（誤判責任制を含
む裁判官の法解釈権を制限するための各種制度）による制約があるため、
理性的な裁判官は法律の解釈に幾つもの可能な解釈があるとは考えず、
正解は１種類だと考える」ため、その結果、
「機械司法の落とし穴に落
ちてしまう。…法解釈を行う空間があまりにも小さいため、創造的な案
例は往々にして機会主義的な出撃で形成され、その成功は法解釈の正確
性ではなく、受け入れられる可能性にかかっている。新しい解釈が成功
しても、同種の事案に対して必ず同様な判決を下さなければならないと
いう現実的なプレッシャーにさらされて、新しい解釈はまた形式主義に
囲まれ、『機械的な法適用』は『機械的な同案同判』になり、法律の新
41
しい解釈が逆により新しい解釈へと続く道に置かれた障害となる」
、

と。この指摘は、まさに、機械的な司法が案例による法形成に対する不
利な影響を示している。
裁判は自動販売機のように一定の事実を投入すれば、それに応じて判
決が出てくるようなプロセスではない。ところが、中国では、2004年３
月に山東省淄博市淄川区法院がパソコンによる量刑を導入し、９か月間
の間で、パソコンによる量刑で403件もの刑事事件を審理した。裁判官
がやっていたのは、事実関係の要素をパソコンに入力することだけで

40

張榕「通過有限判例制度実現正義──兼評我国案例指導制度的局限性」厦

門大学学報（哲学社会科学版）2009年５期26頁参照。
41

郭建勇「司法裁判中的法律解釈及其証立──在正確性与可接受性之間的約

束与解放」董皞『司法一線報告』
（人民法院出版社、2009年）103 ～ 104頁。
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あった42。このような実例があるため、機械的な司法に対する警戒は決
して杞憂ではない43。機械的な司法に基づく裁判官の意識も案例による
法形成の障害となりうるのである。
さらに、伝統中国法では、個々の事案に対して、一個一個の判断を下
し、その都度当該事案に対して「天下の公論」を示せばそれで事足りる
と考えられていて、
「また法とは、一般的なルールとしてではなく、そ
うした個別事案毎に一つ一つ成り立つ天下の公論、その総計の如く考え
られていた」44が、和諧社会（ハーモニー社会）が提唱されている今、
この種の伝統中国法的な発想がまた台頭し、個々の事案に対してそれぞ
れ妥当する解決を与えることで、人民の支持を獲得できると考えられる
ようになった。そして、そのようなやり方こそが、司法の公正を実現で
きるとされている45。
しかしながら、個々の事案に対応する個別な解決を重視するというこ
とは、法の安定性を軽視し、指導性案例に従わせる動機付けを弱める危
険性をもたらす。この点に関しては、中国の「当の国家権力自身も、一
面ではルールの冷徹な実現役・担保役を社会から期待される半面、当時
に他面では（とりわけメディアの発達に伴い、国家官僚制機構を通じた
公論の統合・形成とは別のルートで『天下の公論』の所在が明らかにな
る、あるいは最小限それを称しうる主体が現れるようになると）今や刑
事裁判の局面においてすら公論の直接的体現者としての資格を日々問わ
れることになる。当然その期待に応えて振る舞えば法の安定性は損なわ
れることになるが、しかしここでは日々の公論とそれに応えて振る舞う
公権力による宣示という構造を離れて、制定法が拠って立つ別の足場と
42

陳建偉「誰動了法官的自由裁量権──関於『判例指導制度』
、
『電脳量刑』

制度的思考」晟典律師評論2005年１期76頁参照。
43

機械的な裁判の具体的な情況について、丁海湖「我国『案例公布制度』的

実証考察及其啓示」当代法学2008年７期142頁参照。
44

寺田浩明「中国伝統法の視角から：朱蘇力 / 張騏報告へのコメント」北大

法学論集58巻３号（2007年）420 ～ 421頁。
45

叶琦「論司法公正与公衆認同的和諧──刑事審判的価値抉択与改革方向」
『人

民法院改革開放三十年論文集1978－2008』
（人民法院出版社、2009年）279 ～
286頁参照。
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46
いうものがある訳でもない」
という指摘の通り、民主化されていない

現代中国において、司法は正統性を調達するために使われていて、法の
安定性が損なわれようが、社会による承認を得て、人民の支持を獲得す
るためなら、それも仕方がないと考えられているだろう。前節で検討し
た案例７はまさにそのもっとも典型的な例である。
また、このような観念はただ指導性案例の先例拘束性に不利に働くだ
けではない。個々の事案の妥当な解決を重視するということは、そこで
作用している原理はもはや「ルール的な法」ではないということを意味
する。そうなると、裁判官が積極的に裁判に取り組み、能動的に「ルー
ル形成」に参加する意欲も大きく委縮するだろう。案例７のような例が
あるからこそ、案例による法形成がますます確立し難くなるのではない
かという予感が現実味を帯びてくるのである。
最後に、案例による法形成に反対するもっとも「古典的」な理由とし
て、立法権は全人大とその常務委員会にあって、裁判における法適用問
題に関する解釈権は最高法院にあるため、裁判官には法解釈をする権限
もなければ、ましてや法形成［造法］をする権限もないという観念があ
る47。それと関連して、中国は大陸法国家であって、先例に従う伝統がな
く、それを通じて法を形成する意識もないという論調もよく見かける48。
しかし、
前節で検討した実例を見れば明らかであるように、先例に従っ
ている裁判官もいれば、法を形成した者もいる。そもそも司法実践にお
いて、
裁判官による法解釈を完全に排除することは不可能だと思われる。
この点について、学者も裁判官も認めている49。そして、いろいろな訴
訟で行われた法解釈・法形成の中には、最高法院（高級法院）の案例編
46

寺田浩明「
『非ルール的な法』というコンセプト──清代中国法を素材にし

て──」法学論叢160巻３・４号89頁。
47

荊向俊「論判例法制度在我国之不可行」武樹臣『判例制度研究（上）
』
（人

民法院出版社、2004年）180頁以下参照。
48

高岩「我国不宜採用判例法制度」武樹臣『判例制度研究（上）
』
（人民法院

出版社、2004年）187頁以下参照。
49

張軍ほか『刑法縦横談（総則部分）
』
（法律出版社、
2003年）52 ～ 53頁参照。

しかし、その法解釈は当該事案を超えて一般的な拘束力を持つことは許されな
いとしている（
［法官造法］は警戒されている）
。
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集者に認められて、指導性案例として公布されるものが必ずある。後続
事例がそれを尊重し、それに従って判決を下して、裁判例を蓄積してい
けば、同種の事例は同様に解決せよという要請に応えられるだけでなく
（
［同案不同判］を防ぐ）
、新しいルールの確立にも繋がるだろう。そう
いう意味では、大きな逆風を浴びない限り、
「判例」の萌芽は成長し続
け（先例拘束性が制度的に保障されていない上、先例尊重の意識の醸成
にとってプラスとなる材料も少ないため、成長は遅いだろうと思われる
が）
、遅かれ早かれ案例による法形成の体制も確立されるだろう。
それでは、大きな逆風はあるのだろうか。制度面から見ると、裁判官
が創意を持って積極的に裁判に取り組み、法形成に参加するような体制
にはなっていないが、それは最高法院が指導性案例によるボトムアップ
式の法形成を想定していないためである。指導性案例にはあくまで司法
解釈や司法解釈性文書と一緒に、
問い合わせ制度による補強を受けつつ、
重層的な説明・指示体制を形成し、法解釈・法適用を統一するという役
割しか与えられていない。また、個々の事案にそれぞれ妥当する解決を
与えることがまた注目されるようになってきたが、先例拘束性を否定す
る原理がそこに秘められているため、思わぬ逆風となる可能性がある。
［同案同判］の要請と比べて、どっちが優先されるかによって、結果が
異なってくると思われる。

第５章

司法による法形成の制度転換を目指す改革の試み

本章は司法による法形成の制度転換を目指す改革の議論と実践を検討
し、学者と法院の実務家が必ずしも同じ改革目標を目指していないこと
（第１節）
、今までの改革の試みは従来の行政的な性格を持つ司法の延長
線上にあり、真の制度転換を果たしていないこと（第２節）
、新たに導
入された案例指導制度の制度設計、運用状況とそれに対する学界の評価
（第３節）を明らかにする。
第１節
１

改革に関する議論
判例制度に関して

判例制度に関する議論は、1985年に最高法院公報が創刊され、案例が
［21］
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掲載されるようになってから活発的に行われるようになった。最初は諸
外国における判例の役割、判例法の長所などを紹介し、指導性案例の可
能性に期待を寄せていたが50、その後、指導性案例が実際に果たしてい
る役割はごく限定的なものであって、法形成にあまり貢献しておらず、
しかも司法解釈によって法の不足を補うという制度に限界があるとの認
識から、判例法・判例制度の導入が主張されるようになった51。ただし、
判例制度の長所が注目されるようになったものの、中国は大陸法国家で
あり、案例に先例としての拘束力を与えるのは法体制に合致しないこと
や、
裁判官には判例を運用するだけの能力がないなどの問題点を指摘し、
その導入を反対する論者も同時に現れた52。
ところが、論争の前期において、制度導入の賛成論者と反対論者が一
進一退の攻防を見せたが、1990年代後半になると、判例による法形成の
必要性が強調される一方で、反対理由として取り上げられた問題点53を
解消しうる判例制度の理想的なあり方も論じられるようになったた
め54、反対論は一気に勢いを失った。賛成論は通説となって、あたかも

50

陳大剛「論判例法方法在我国法制建設中的借鑑作用」武樹臣『判例制度研

究（上）
』
（人民法院出版社、2004年）68頁以下、孔小紅「判例与審思：西方両
大法系国家和中国在判例問題上的比較研究」
『判例制度研究（上）
』86頁以下参
照。なお、
『判例制度研究（上）
』は1986年から2004年までの約20年間の判例制
度に関する主要論文を収録しており、本章で取り上げる論文の多くはそれに含
まれる。論文の数は数十篇に及ぶため、
ここは代表的な例を挙げるのに留まる。
51

孔小紅「設立判例法是健全法律機制的重要措施」
『判例制度研究（上）
』81頁

以下、また、1990年代中期までの議論の状況について、武樹臣「対十年間大陸
法学界関於借鑑判例制度之検討的回顧与評説」
『判例制度研究（上）
』367頁以
下参照。
52

呉偉＝陳啓「判例在我国不宜具有拘束力」
『判例制度研究（上）
』
156頁以下、

高岩・前掲注（48）187頁以下参照。
53

反対理由として（または賛成論者が排除すべき障害として）
、判例制度と中

国の政治体制の非親和性、裁判官と判決書の質の低さ、審級制度による障害、
誤判責任制による裁判官の能動性の剥奪といった問題点が挙げられているが、
第４章第３節で検討した案例による法形成の未確立の原因と重複しているた
め、ここでは立ち入った検討を省略する。
54

先駆的な例として、何志鵬＝陳俊「判例制度：何時走出構想」中国律師1998
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中国で法治を実現するためには、判例制度の導入が必要不可欠であるか
のように、議論を展開してきた55。特に21世紀に入ってから、先行研究
の蓄積を踏まえて、大量の論文が発表された。従来の賛成論と重複する
ような論文がほとんどであるが、中には具体的な制度設計を試みるもの
や56、実際の導入に当たって如何なる障害と困難が想定されるのかを検
討するものなど、一歩進んだ議論を展開する論文もある57。なお、賛成
論一辺倒になった今でも、判例制度の導入について慎重な態度を示して
いる論者はいるが58、影響力をほとんど持っていないと思われる。
議論の具体的な中身を見てみると、
判例制度を導入する動機に関して、
以下の数点が挙げられる。①判例の法形成機能に対する期待がある。つ
まり、法の安定性を重視し、それを直接に修正せず、判例による法形成
を通じて、一般条項や抽象的な規定を具体化し、社会の変化に対応しつ
つ、法の不足を補って、新しい裁判規範を形成することが想定されてい
る。
これは賛成論者が考えている判例制度の基本的な役割の一つである。
なお、司法解釈や司法解釈性文書も抽象的なルールを形成する「立法」
としての側面を持っているため、判例による具体化や補完も期待されて
いる59。また、判例は常に具体的な事案と結びついているため、司法解
年７期参照。
55

徐景和によると、判例制度は制定法の不足の補完、政策法の欠陥の克服、

裁判官の資質の向上、司法の統一、自由裁量の規範化、司法の独立の保障、司
法に対する信頼の増強、司法効率の向上、司法公正の実現といった機能を果た
せる。まさに、法治を実現するための万能薬とされている。徐景和『中国判例
制度研究』
（中国検察出版社、2006年）16 ～ 55頁参照。
56

孔丁英・前掲注（20）119頁以下、
呉美来＝眭欧麗・前掲注（17）16頁以下参照。

57

張騏「建立中国先例制度的意義与路径：兼答「
『判例法』質疑」──一個比

較法的視角」法制与社会発展2004年６期98頁以下、張姍姍「現代司法理念与中
国的判例制度」法治論叢2005年５期48頁以下参照。
58

張慶旭「
『判例法』質疑」比較法研究2002年４期109頁以下、李婧「浅談判

例法作為民法淵源的意義与局限──兼論中国引進判例法的可行性」研究生法学
2006年３期87頁以下参照。
59

許江＝羅勇「論法的不確定性与判例法之引進」江蘇行政学院学報2004年３期

104頁参照。なお、刑事法との関係で、判例による法形成が罪刑法定主義の形
骸化をもたらす可能性があるとして、原則的にはその運用を民商事事件と行政
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釈にかわって、後の制定法の発展に実践上の根拠と経験を提供すること
もできると考えられている60。
②法解釈・法適用の統一という意味で、司法の統一を保障する機能が
期待されている。この点は賛成論者が最初から注目してきた判例制度の
もう一つの役割である61。具体的な事案と関連してルールを示せば、裁
判官の自由裁量の余地を狭め、
［同案不同判］の問題を解消し、裁判の
公平と正義を保障できると考えられている62。また、法解釈・法適用の
統一によって法の安定性や予測可能性も高くなると指摘されている63。
この点においても、判例は従来の司法解釈が果たそうとして果たせな
かった役割を代わって果たすことができると想定されている64。
③司法の独立性の向上に繋がる可能性がある。判例制度の導入によっ
て、より具体的なルールが裁判官に提供されるため、問い合わせ制度に
対する利用が減少すると期待されている。それによって、上級法院によ
る訴訟への介入をある程度排除し、
司法の独立性を高めるわけである65。
また、判例の公開によって、裁判の透明度が高まり、外部からの干渉を
抑制できると考えられている66。裁判官の裁量権の範囲が狭まれば、そ
の分、干渉の余地も狭くなる。そういう意味でも、司法の独立が高くな
事件に限定すべきだと主張する論者もいる。曹三明「中国判例法的伝統与建立
中国特色的判例制度」法律適用2002年12期37頁参照。
60

劉士国「判例法与法解釈──創建我国判例制度的探討」法学論壇2001年２期

42頁参照。
61

陳大剛・前掲注（50）78 ～ 79頁参照。

62

張楠楠「論『同案不同判』問題的解決方法」法制与社会2009年31期235頁、

張騏・前掲注（57）103 ～ 104頁参照。判例による量刑の統一も想定されている。
鄧修明「我国刑罰裁量模式与刑事判例機制」現代法学2006年１期115頁参照。
63

阮防＝邵培章＝李唐「試論建立我国的判例法制度」法学評論2005年４期86頁

参照。
64

鄧修明・前掲注（５）307 ～ 310頁参照。

65

陳衛東＝李訓虎「先例判決・判例制度・司法改革」法律適用2003年１～２期

合併号24頁、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91
頁参照。
66

王暁莉「刑事司法判例及其在我国的合理定位」六盤水師範高等専科学校学

報2003年２期46頁参照。
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ると言われている67。
④ボトムアップ式の法形成のルートが開かれる可能性についても、一
部の学者が言及している。つまり、法は社会生活から発端し、その発見
と記述をするのは裁判官や弁護士などの実務家である68。「一般民衆に
とって、立法や選挙を通じて法規則を変える希望は薄いが、司法や訴訟
を通じて規則を形成することは可能である…判例法は一種の公衆参加の
方式であり、国家機関による立法権の独占という問題を解決し、規則を
69
形成する権利を平等に一人一人の国民に与える」
という点において、

学者は判例制度に希望を見出している。
判例制度を導入する動機のうち、①と②は先例拘束性を認めれば、当
然の効果として現れる判例の機能であろう。現実において、指導性案例
がある程度これらの機能を果たしていることを見ると、法院側も学者と
同様に、先例のこういった機能を期待していると推測できる。特に法解
釈・法適用の統一という機能は、案例指導制度を導入する最大の理由と
して、法院側から大いに期待されていると言える。
ところが、③と④に関しては、法院が積極的にそれを承認するとは考
えにくい。現在機能している裁判統制システムは、統治者に法院や個々
の裁判官の独立を保障する意思がないことを如実に語っている。また、
現実問題として、裁判規範の不明確さは裁判官が問い合わせ制度を利用
する唯一の理由ではないため、判例制度の導入が直接に問い合わせ制度
の利用の減少に繋がるとは限らない。さらに、外部からの干渉や上位者
の意志が判決に反映されても、判決書に現れることはない。判例の公開
によって、裁判の透明度が本当に高くなるのかに関しても、なお疑問が
残る。
もし一部の論者が期待しているように、判例による法形成が司法の独
立を保障すると同時に、一般事件の当事者や弁護士、学者、下級人民法
院の裁判官などを巻き込んで、より広範囲の参加者による法形成のルー
トを開くとなれば、そこには中央集権的な体制の一角をも崩す可能性が
67

徐景和・前掲注（55）50頁参照。

68

陳雪琴「試論我国判例法的創設」南平師専学報2003年３期44頁参照。

69

李線玲＝郭建松「小議判例制度的可行性」邢台学院学報2004年１期46頁。
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秘められていると思われる。そして、立法を強化することよりも、司法
による法形成の方が重視されるようになって、制定法を通じて国民を支
配することよりも、司法審査を通じて国家権力を制限することの方が重
視されるようになったということは、
「法治」の中身とその実現方法に
関する学界の考え方に転換の兆しが現れたと言えよう。なお、従来の官
僚・行政主導の社会から法曹・司法主導の社会へと転換させる意図も判
例制度の導入に関する議論から見て取られるが、法院側がそれを受け入
れて、改革に反映させることはまずないだろう。後述の通り、案例指導
制度をめぐる法院側の議論と実践の試みを見る限り、指導性案例の法解
釈・法適用統一機能だけが重視されていて、制度自体も裁判統制システ
ムの一環として位置づけられている。
２

案例指導制度への議論の移行

最高法院が案例指導制度の導入を決定したのは2004年であって、「第
二次五ヵ年改革綱要」
でそれを公布したのは2005年10月である。したがっ
て、案例指導制度に関する最初の論文は2004年に最高法院の裁判官に
よって書かれて公表されたが70、それをめぐる議論が一般的に行われる
ようになったのは2006年以降である。判例制度の導入をめぐる議論が20
年ほど続いて、やっとその実現が現実味を帯びてきたのを見て、多くの
論者が一気に判例制度に関する理想論から案例指導制度に関する構想論
へと方向転換した。その結果、たった数年の間で100篇近くの論文が公
表され、最高法院による公式論文集も出版された71。また、最高法院は
案例指導制度の構想を重要な研究課題として位置づけて、三つの研究グ
ループを募集し、それぞれの報告をまとめて公表した72。
70

蒋恵嶺「建立案例指導制度的幾個具体問題」法律適用2004年５期８頁以下、

楊洪逵「案例指導：従功利走向成熟──対在中国確立案例指導制度的幾点看法」
法律適用2004年５期12頁参照。前者は指導性案例の効力、編纂の基準と形成手
続について初歩的な構想を示し、後者は案例指導制度の確立の障害を幾つか示
した。後続の議論の多くはこの２篇の論文の内容を基礎としている。
71

沈徳咏『中国特色案例指導制度研究』
（人民法院出版社、2009年）がそれで

ある。収録された論文のほとんどは裁判官によるものである。
72

それぞれ北京市高級人民法院課題組「関於完善案例指導制度的調研報告」
（以
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案例指導制度に関する議論は判例制度のそれと比べて、二つの点にお
いて大きな違いがある。一つは、案例指導制度を導入する理由（動機）
がもっぱら裁判に対する指導体制を改善し、法解釈・法適用の統一を実
現するという点に集約されたことである。もう一つは、最高法院が案例
指導制度に関わる制度設計を規範性文書で規定すると言いながら、長い
間それを行ってこなかったため、制度設計の提言を試みる論者が必然的
に現状に沿って、指導性案例の範囲や効力、編纂・公布・変更・廃止の
手続、適用方法などについて、判例制度よりも地についた検討を展開す
るようになったことである。次は議論の具体的な中身を見てみよう。
Ⅰ．案例指導制度に期待される役割
最高法院は「第二次五ヵ年改革綱要」の中で、案例指導制度を導入す
る理由として、主に「法律適用基準の統一作用」、「下級法院の裁判に対
する指導作用」
、
「法学理論を発展させる作用」の３点を挙げている。こ
の３点のうち、「下級法院の裁判に対する指導作用」の意味は必ずしも
明らかではないし、
「法学理論を発展させる作用」は訴訟との関連性が
小さく、制度導入の根本的な目的であるとは考えられないため、その後
の議論は特に「法律適用基準の統一作用」に注目するようになった。「…
それ（案例指導制度）の核心的な作用は『法律適用基準の統一』である」73
とか、「法律適用の統一機能は最高人民法院が案例指導制度に与えた法
的な位置づけである」74とか、
「案例指導制度の設計の目的から見ると、
75
それは法律適用の統一である」
といった表現が表しているように、法

律適用基準の統一はまさに制度の中心的な価値とみなされたのであ
下「北京市高級法院報告」と略す）
、中国社会科学院法学所法理室調研組「中
国案例指導制度調研報告」
（以下「社会科学院報告」と略す）
、人民法院報社課
題組「関於案例指導制度的調研報告」
（以下「人民法院報報告」と略す）最高
人民法院研究室編
『審判前沿問題研究──最高人民法院重点調研課題報告集
（上
冊）
』
（人民法院出版社、2007年）344頁以下、368頁以下、446頁以下参照。
73

郎貴梅「論指導性案例的作用、発布、効力及其性質」
『中国特色案例指導制

度研究』274頁。
74

郜永昌＝劉克毅「論案例指導制度的法律定位」法律科学2008年４期136頁。

75

何栩栩「中国式案例指導制度探究」法制与経済2008年11期74頁。
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る76。
案例指導制度の導入という改革目標は、
「第二次五ヵ年改革綱要」の
第２カテゴリーである「裁判指導制度と法律適用の統一体制の改革・改
善」に属していて、同じカテゴリーに含まれる改革目標は「量刑指導意
見の作成と量刑手続の改善・健全化」
、
「問い合わせ制度の改革」、「司法
解釈に関する手続改革」
、及び「法院間・法院内部の法観点・法認識の
協調体制の形成」であることから、最高法院はあくまで裁判統制の一環
として、案例指導制度を打ち出したと推測される。議論もそれに同調し
ているため、たとえ事実上指導性案例が法形成に関わるとしても、案例
指導制度には裁判官の能動性を促し、法形成に参与させる意図が込めら
れていないと思われる。
「案例指導制度は新しく創設された制度である
が、新しい［法官造法］の制度ではない。…本質上、それは一種の法適
用活動・制度である」77という指摘は、それを如実に語っている。また、
「指導性案例の指導作用は普遍的な適用性を基礎としていて、百年に一
度しか現れないような特別な難事件に対応するものではないため、情況
が特殊で指導を必要とする『難病難症』には、個別事件に関する問い合
78
わせを通じて指導すべきである」
という指摘も、指導性案例の裁判統

制システムの一環としての性格を浮き彫りにしている。
なお、裁判に対する指導・コントロールの道具としての性格が強調さ
れているが、案例指導制度の導入によって、裁判官が直接に指導性案例
を援用して事件を処理するケースが増えれば、思考の時間を節約でき、

76

その他、司法の統一（法適用の統一）や［同案同判］の実現こそが案例指

導制度の最重要価値だと捉えて、それらをテーマとする論文も多数ある。代表
的な例として、丁戎「建立案例指導制度促進司法尺度統一」
『中国特色案例指
導制度研究』195頁以下、杜暁紅＝張嬋「構築案例指導制度実現法律統一適用」
『中国特色案例指導制度研究』228頁以下、劉震「案例指導制度与司法統一問題
研究──以知識産権領域為例」法制与社会2009年11期146頁以下、郭哲＝張双
英「案例指導制度：法律統一適用的中国話語──以『同案不同判』契入」西南
民族大学学報（人文社科版）2008年12期203頁以下参照。
77

劉作翔「我国為什幺要実行案例指導制度」法律適用2006年８期８頁、張亜東

「関於案例指導制度的再試行」法律適用８期34 ～ 35頁も同旨。
78

人民法院報報告・前掲注（72）471頁。
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上位者・上級法院に問い合わせて、事件処理を検討する過程も省けるた
め、司法の効率を高める効果や裁判における行政的性格を弱める効果な
ども期待されている79。なお、司法の統一機能を果たせば、それが反射
的に裁判官の裁量権をも制限できるとされていることは、言うまでもな
い80。そういう期待は最高法院院長の講話からも窺える。肖揚は2007年
に開かれた第７回全国民事裁判業務会議において、裁判官による自由裁
量権の濫用が［同案不同判］の現象をもたらし、物議をかもしていると
いう認識を示し、それを解決するためには、
「民事立法を推進し、司法
解釈を制定し、案例指導制度を導入し、裁判組織間の法律観点の協調体
制を確立して、司法の尺度を統一し、裁判基準を統一し、できる限り裁
判官による事件に関する自由裁量を規制すべきである」と述べて、案例
指導制度に期待を寄せたのである81。
Ⅱ．案例指導制度の制度設計
最高法院が案例指導制度に関する制度設計を規範的な司法文書で決め
るまで、
学者と法院側の実務家によって、
いろいろな草案が提出された。
特に「北京市高級法院報告」と「人民法院報報告」はそれぞれ「案例指
導制度の改善と規範化に関する規定（建議稿）
」と「案例指導業務の強
化と改善に関する意見（稿）
」といった司法文書の草案を作成し、法院
側の人間が想定している制度の全体像を示している。そこからも、案例
指導制度の特徴を読み取ることができると思われる。以下はそれらを具
体的に検討する。
ⅰ．指導性案例の効力
指導性案例が如何なる効力を持つのかは、議論の中心的な議題の一つ

79

北京市高級法院報告・前掲注（72）351 ～ 352頁、
社会科学院報告・前掲注（72）

389 ～ 390頁参照。
80

北京市高級法院報告・前掲注（72）352頁、社会科学院報告・前掲注（72）

385 ～ 388、人民法院報報告・前掲注（72）456 ～ 457頁参照。
81

肖揚「建設公正高効権威的民事審判制度為構建社会主義和諧社会提供有力

司法保障」中国審判2007年２期７頁。
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である。司法における統一作用を果たすためには、従来と違って、指導
性案例に拘束力を与えるべきだとするのはもっとも有力な立場であ
る82。北京市高級法院報告もこの立場をとっている。拘束力を保障する
具体的な措置として、指導性案例に反して判決を下したい場合、事前に
案例を公布した上級法院に許可を請うこと（建議稿17条）、指導性案例
に反して下された判決が上訴、検察によるプロテスト及び再審申請の法
定理由になること、正当な理由がなく指導性案例に反して下された判決
は上訴審で覆されること（建議稿18条）
、指導性案例に反する公正でな
い判決を下した裁判官は誤判責任制の追及対象となることが挙げられて
83
いる（建議稿19条）
。問い合わせ制度と誤判責任制をそのまま利用して

いることを見れば分かるように、法院側には案例指導制度を従来の裁判
統制システムに組み込む明確な意図がある。
一方、人民法院報報告は指導性案例に拘束力を与えるのに否定的であ
る。案例指導制度の指導性を如何なる方式で表すかについて、当該報告
は「指導性案例の指導作用は主に裁判官が自由裁量権を行使して心証を
形成するときに体現される。指導性案例の判決根拠と理由、すなわち裁
判要旨は個別の事案の事実と法適用との間に同一性または類似性がある
84
ため、必然的に裁判官の当該事案における判断に影響を与える」
と述

べている。実質的には従来通り、
裁判官に選択の自由を残したのである。
82

指導性案例の拘束力は事実上の拘束力とされる。北京市高級法院報告・前

掲注（72）361頁参照。陳燦平「案例指導制度中操作性難点問題探討」法学雑
誌2006年３期101頁、張暁永＝孟凡平「中国公益訴訟中的案例指導問題」河北
学刊2007年３期167頁、
房文翠「接近正義尋求和諧、
案例指導制度的法哲学之維」
法制与社会発展2007年３期47頁、張騏「試論指導性案例的『指導性』
」法制与
社会発展2007年６期43 ～ 45頁、董皥「邁出案例通向判例的困惑之門──我国
実現法律統一適用合法有効之途径」法律適用2007年１期41 ～ 43頁なども同旨。
なお、一言事実上の拘束力と言っても、その強弱、保障手段について、議論が
分かれるところもある。ただし、政治体制との整合性を考慮して、法的拘束力
を与えて事実上の判例法を認める主張がないし、拘束力を与えないことを主張
する論者も少ない（例として、江勇「関於指導性案例効力問題的若干思考」
『中
国特色案例指導制度研究』288 ～ 291頁）
。
83

北京市高級法院報告・前掲注（72）366頁参照。

84

人民法院報報告・前掲注（72）463頁。
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なお、後述するように、実際の制度設計は人民法院報の立場に近い。
ⅱ．裁判文書における指導性案例の引用
指導性案例の効力に関連して、裁判文書でそれを引用できるようにす
べきかどうかについての意見も分かれている。北京市高級法院報告は裁
判の根拠ではなく、裁判の理由を説明する時に引用できるようにすべき
85
だとしている（建議稿16条）
。それに対して、指導性案例の拘束力を認

めない人民法院報報告は裁判文書における案例の引用を否定した（意見
稿２条）86。実際に先行して改革を試みた天津市高級法院は「民・商事裁
判における判例指導の実施に関する若干意見
（試行）」
（津高法民二［2002］
87
７号、2002年10月９日下達）
を公布し、２条前段に「判例が指導性を

有するが、規定性を有しない。本市の三つのレベルの法院の裁判官は民
商事事件の審理において真剣に参考すべきであるが、判決の理由として
判決書でそれを引用してはならない」と規定している。判決理由として
「判例」を引用することは否定されていないため、立場的には北京市高
級法院報告に近いと思われる88。裁判の根拠として引用できるのは法で
あるため、指導性案例の引用を許さないのは指導性案例に法的拘束力を
認めない立場と一貫している。なお、司法解釈は裁判の根拠として引用
できるため、指導性案例が裁判統制システムに組み込まれる場合、法規
範に関する重層的な説明・指示体制において、司法解釈の下位に位置す
ることになる。
ちなみに、指導性案例と司法解釈との関係について、北京市高級法院
報告は「指導性案例は成文法や司法解釈などの規範性文書を補助する地

85

北京市高級法院報告・前掲注（72）366頁参照。

86

人民法院報報告・前掲注（72）467頁参照。

87

内部文書であるため、徐景和・前掲注（55）157頁参照。

88

ちなみに、北京市高級法院による「判決書における法律等の援用の規範化

問題に関する指導意見」
（京高法発［2005］341号、2005年12月14日下達）10条
後段によると、
「判決書の中に、最高人民法院が公布した案例、または北京市
高級法院が公布した『北京法院指導案例』やその他の案例を引用してはならな
い」
。北京市高級法院報告の立場は単なる構想であることを示している。
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89
位にある」
と述べている。人民法院報報告は指導性案例が主に司法解

釈の不足を補完する形式で、司法の統一を維持し、下級法院の裁判業務
を指導するとしている90。この点に関しては、学説も基本的に指導性案
例を司法解釈の下位に位置づけている91。
ⅲ．指導性案例の形成主体
指導性案例の形成主体に関する議論は、どのレベルの法院に指導性案
例を公布する権限を与えるべきかの問題をめぐって展開されていて、主
に３つの立場が存在する。①指導性案例の最高の権威性を保障するため
に、最高法院に限定すべきだとする立場がある92。②中級法院と基層法
院はまだ指導性案例を形成する能力のある裁判官を確保していないこ
と、高級法院以下の法院に指導性案例を公布させると、狭い地域で司法
の統一が実現されても、より広い範囲において逆に不統一をもたらすこ
と、中級法院と基層法院の主要な役割は個別事件の審理であるのに対し
て、高級法院と最高法院のそれは裁判に対する指導であることなどを理
由に、高級法院と最高法院に指導性案例を公布させるべきだとする立場
がある93。③中国の面積の広さと人口の多さから、地域間の差異を考慮
しなければならないとし、立法権（地方性法規制定権）を持つ全人大、
省クラスの人大と比較的に大きな市の人大の三つのレベルに対応し

89

北京市高級法院報告・前掲注（72）357頁。

90

人民法院報報告・前掲注（72）454 ～ 456頁参照。

91

周道鸞「中国案例制度的歴史発展」法律適用2004年５期７～８頁、董皥・前

掲注（82）42 ～ 43頁参照。
92

社会科学院報告・前掲注（72）423 ～ 424頁、郎貴梅・前掲注（73）280 ～

282頁参照。朱建敏
「建構案例指導制度的幾個具体問題──基於効力定位的視角」
『中国特色案例指導制度研究』301 ～ 302頁も同旨。なお、朱建敏論文は少数民
族の自治を考慮して、例外的に５つの少数民族自治区の高級法院に指導性案例
を形成し、最高法院の批准を得て公布する権限を与えるべきだとしている。
93

黄海「構建案例指導制度的思考」人民司法2006年10期63 ～ 64頁、蒋恵嶺・

前掲注（70）11頁、傅蔚蔚＝張旭良「試論我国案例指導制度之建構」法律適用
2006年１・２月合併号18 ～ 19頁参照。
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て94、最高法院、高級法院と比較的に大きな市の中級法院に指導性案例
の公布権を与えるべきだとする立場がある95。
なお、この問題に関して、最高法院院長の公式見解は一度だけ示され
たことがある。肖揚は2007年の全国法院司法改革活動会議における報告
において96、
「最高人民法院は案例指導制度を設立し普及する。高級人民
法院は案例を公布し、事件処理を指導することができるが、最高人民法
院が公布した案例と抵触するのは好ましくない」と述べたため、最高法
院と各地の高級法院が指導性案例を公布する権限を有すると解され
た97。それにもかかわらず、公布主体に関する議論がその後も行われて
いるのは、最高法院院長の意見が規範性のある司法文書によって確定さ
れていなかったためだと推測される。いずれにせよ、案例指導制度の根
本的な目的が司法の統一の実現とされている以上、公布権を持つ法院の
違いによって、その裁判統制の道具としての性格が変わるとは考えられ
ない。残っている問題は、あくまでどの範囲内における「統一」を目指
すべきかである。
ⅳ．案例指導制度による裁判活動に対する指導の法的根拠
司法解釈を制定する根拠は1981年法律解釈決議２条と法院組織法33条
であり、司法解釈性文書を通じての裁判指導は憲法127条２項に規定さ
れた下級法院に対する上級法院の監督権によって正当化されている。案
例指導制度による裁判指導の法的根拠についても以上の二つのアプロー
チが試みられている。一つは指導性案例の形成・公布がすなわち司法解
94

立法法７条は全人大（同常務委員会）の立法権を規定し、同63条は省クラ

スの人大（同常務委員会）と比較的に大きな市の人大（同常務委員会）に地方
性法規を制定する権限があると規定している。
95

北京市高級法院報告・前掲注（72）360 ～ 361頁、
人民法院報報告・前掲注（72）

467頁（意見稿１条）
、何栩栩・前掲注（75）74頁参照。
96

肖揚「人民法院10年司法改革取得12項突破性進展」http://news.xinhuanet.

com/newscenter/2007-11/23/content_7134427.htm（最終訪問日、2013年３月
31日）参照。
97

劉崢「建立我国案例指導制度的追問与辨析」人民法院報2007年12月20日５面

参照。
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釈権の行使だとするアプローチである98。もう一つは指導性案例の形成・
公布がすなわち憲法127条２項に規定された裁判監督権の行使だとする
アプローチである99。前者は司法解釈に関する規定に便乗し、指導性案
例に「法律効力」を与えようとする学者の意図が見え隠れしているが、
それが「案例指導規定」によって否定された。結局、案例指導制度は裁
判監督権の具現化であり、司法解釈性文書と同様に、その実効性が裁判
統制システムによって保障されていると言わざるを得ない。
以上の分析から明らかになったのは、最高法院が司法の統一を実現す
るために、従来のトップダウン式の法規範に関する説明・指示体制を維
持しつつ、指導性案例を通じてより具体的なルールを示すことで、裁判
を指導しようとする意図を持って、案例指導制度の導入を打ち出したの
である。それはあくまで現存の裁判統制システムに則って、重層的な説
明・指示体制を補完しようとしているに過ぎないため、自ずと妥協的な
性格を持っており、それまでの議論で検討された判例制度に対する期待
を満たすことはできない。学者も「判例制度」との比較で、それを「折
衷的な制度」100または「過渡的な制度」101として捉えている。しかし、最
高法院は案例指導制度に、裁判官の能動性を促し、法形成に参加させる
意図を込めていないことから、案例指導制度が「判例制度」へと発展す
る「過渡的な制度」として機能して、裁判官による法形成の基礎を築く
ことはあまり期待できないのであろう。
第２節
98

案例指導制度の導入をめぐる試み

張騏・前掲注（82）44頁、
董皥・前掲注（82）42頁、
郜永昌＝劉克毅前掲注（74）

137頁参照。
99

人民法院報報告・前掲注（72）463、471頁、秦旺「論我国案例指導制度的構

建和適用方法──以『最高人民法院公報』為分析様本」法律方法与法律思維４
号（2007年）210頁参照。
100

劉作翔・前掲注（77）８頁、何栩栩・前掲注（75）74頁参照。

101

周佑勇「作為過渡措置的案例指導制度──以『行政［2005］004号案例』為

観察対象」法学評論2006年３期137頁以下参照。章志遠「経由行政案例指導邁
向行政判例法」貴州警官職業学院学報2009年１期12頁以下も同旨。
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案例指導制度の導入を打ち出した後、最高法院は予定通りに2008年ま
でに（第二次五ヵ年改革綱要の最後の年）制度の形成と規範化を実現す
ることができなかったが、
その実現に向けての努力はいろいろと行った。
前節で検討した３つの研究グループによる案例指導制度に関する調査研
究もその一環である。それ以外にも、制度導入の試みとして、『中国案
例指導』という案例集の編纂や、公報に掲載される案例の形式の調整、
機関紙である人民法院報の改版などが行われてきた。
そして、地方法院に目を向けると、最高法院よりも積極的に実質的な
改革活動が行われてきたことに気づく。最初の例は、2002年７月に河南
省鄭州市中原区人民法院が導入した［先例判決制度］である。基層法院
が大胆にも中国最初の「判例制度」を作ったと評され102、学界と実務界
を驚かせた。続いて、2002年10月に天津市高級人民法院は［判例指導制
度］を導入し、四川省成都市中級人民法院は2005年４月に［示範性案例
制度］を確立した。この３つの制度は最高法院が「第二次五ヵ年改革綱
要」を公布する前に導入されたもので、名称は統一されておらず、制度
設計もそれぞれ異なっている。そこからもその実験的な性格が窺える。
それと違って、案例指導制度が打ち出された後の地方法院による実践は
最高法院の意図を反映し、ある程度の同一性を示している。以下では、
これらの試みを検討し、改革の成果を検証する。
１

最高法院の試み

Ⅰ．
『中国案例指導』の編纂
『中国案例指導』
（法律出版社）という案例集は最高法院による制度導
入の試みの最初の成果である。案例集は「刑事・行政巻」と「民事巻」
に分けられ、2005年から年に一冊ずつのペースで出版され、2007年まで
続いた。公布した指導性案例の数は、刑事事件で計11件、行政事件で計
7件、民事事件で計19件、合計で37件である。従来の案例集と比べて、
『中
国案例指導』は以下の点で特徴的である。
①案例の調べと引用を便利にするために、個々の案例に統一した書式

102

胡奎「先例判決制：浮出鄭州」新聞週刊2002年26期28頁以下参照。
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で固有番号を与えたのである103。②裁判の当事者が提出した資料も開示
されている。従来の案例集は判決書しか掲載しないが、
『中国案例指導』
は起訴状や答弁状なども掲載し、
より客観的に裁判を再現しようとした。
③著名な学者による判例評釈を掲載している（ただし、案例に対して批
判的ではなく、その説得力を補強する内容となっている）
。④特に注目
すべき点として、
［案例指導原則］を掲載している。争点に関する法院
の判断を抽出して捨象し、一般化されたルールとして明示したわけであ
る。これらの特徴はいずれも裁判官に指導性案例を理解・適用させるた
めにあると言える。特に④は案例が形成したルールを直接示しており、
裁判官の能力不足や仕事の効率を考慮した措置であろう104。
なお、『中国案例指導』に掲載されている案例は新しい類型の事件や
複雑な事件を中心に選出されており、法適用の統一というよりも、むし
ろ法解釈の統一に主眼を置いているが、
その目的はあくまで［同案同判］
を実現することである105。また、
「これらの案例は裁判の直接的な法律根
拠として使うことはできないが、裁判官、検察官と弁護士は裁判理由あ
るいは法廷弁論の理由としてそれを使うことができる」と書かれている
ように106、
『中国案例指導』は掲載案例の裁判における実用価値を高めよ
うとしている。特徴①も主にそのためにあると言えよう。
『中国案例指導』
のこういった特徴、
及び最高法院が当該案例集を編纂・
出版する試みに対する学者の評価は極めて積極的である。劉作翔は「（当
該案例集の出版は）中国が制定法の法的枠組みと法律伝統の下で、判例
法を参照する有利かつ有益の試みである。したがって、我々はこの案例
集の出版を『案例指導制度へ向けての第一歩』と称する」と述べてい
103

書式は
「類型・
［公布した年］
・番号・案例」
となっている。例えば、
「民事
［2007］

019号案例」は民事事件で、2007年に公表された、
『中国案例指導』が出版され
て以来の19番目案例であることを示す。
104

ただし、それだけを見るなら、具体的な事例を示した意味がなく、司法解

釈や司法解釈性文書との間にも本質的な差がないと思われる。この点に関して
は、後述する［裁判摘要］や［裁判要旨］なども同様である。
105

最高人民法院＝最高人民検察院『中国案例指導2005年第１輯・民事巻』
（法

律出版社、2005年）前言１頁参照。
106

最高人民法院＝最高人民検察院・前掲注（105）前言１頁。
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る107。張騏は『中国案例指導』の出版が相当な程度で、指導性案例の公
布における分散化と非体系化の問題を解決できると予測した108。その他、
「『中国案例指導』は、全国各級人民法院・各級人民検察院の事件処理業
務を指導する重要な措置の一つであり、案例指導制度の改革過程におけ
る重要な試みの一環であり、司法実践部門が案例指導制度改革という問
題についての思考の重要な成果の一つである」と評価する実務家もい
る109。
ところが、『中国案例指導』に掲載されている案例を引用した例は、
筆者が調べた限り、一件もないのである。また、2007年以降、案例集の
出版自体が中断され、
今になっても再開されていない。それを見る限り、
「案例指導制度へ向けての第一歩」はすでに挫折したとしか言いようが
ない。その原因は不明であるが、公開する資料の量の多さや学者による
質の高い判例評釈など、
従来の案例集よりも編纂の難易度が高いことや、
公布された案例数の少なさ、数多く存在する他の公布媒体といった要素
を考慮すれば、
『中国案例指導』は自然淘汰されたかもしれない。
Ⅱ．案例指導制度に対応するための最高法院の出版物に対する調整
『中国案例指導』のほかに、案例指導制度に対応して、最高法院は幾
つかの公式出版物について調整を行ってきた。
①2004年１期以降の最高法院公報に掲載された案例には［裁判摘要］
という部分が付け加えられた110。
［裁判摘要］というのは、裁判文書から
抽出した特定の裁判規範であって、具体的な事件の判決理由を捨象し、
一般的なルールとして示したものである。
『中国案例指導』における［案
107

社会科学院報告・前掲注（72）407頁。

108

張騏・前掲注（81）48頁参照。

109

案例指導課題組「検察機関案例指導制度的可行性及其途径」華東政法大学

学報2007年６期91頁。
110

［裁判摘要］の内容と編纂技術に関する研究として、鄧志偉＝陳健「指導性

案例裁判要旨的価値及其実現──以最高人民法院公報案例為研究対象」法律適
用2009年６期40頁以下、袁秀挺「我国案例指導制度的実践運作及其評析──以
『最高人民法院公報』中的知識産権案例為対象」法商研究2009年２期102頁以下
参照。
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例指導原則］に相当する。
②人民法院報を改版し、2006年７月３日以降、案例指導制度を推進す
るために、週２回（2007年８月１日以降、週１回）専門の一面（案例指
導）を設けて、「裁判業務に指導、参照と参考作用を有する案例」を掲
載するようになった。一部の案例には［裁判要旨］が付け加えられてい
る111。
［裁判要旨］は前述［裁判摘要］に相当する。
③2007年１月から
「人民司法」
雑誌の出版を年12期から24期に増やし、
その半分を案例掲載に充てた。掲載された案例は主に案例指導、案例研
究、案例報道に分類され、
「裁判資源を十分に活用し、さらに案例指導
制度の建設を推進する…各級法院、特に基層法院の指導性案例に対する
需要を満たし、社会大衆の裁判案例と司法情報に対する需要を満たす」
とされている112。
④『人民法院案例選』は2005年１輯から個々の案例の冒頭部分に［要
点提示］を掲載するようになった。
［要点提示］は前掲［裁判摘要］と［裁
判要旨］に相当する。
公報に対する調整以外は明示的に案例指導制度のためだと示されてい
るが、［裁判摘要］の内容と掲載時期からみると、公報に対する調整も
明らかに案例指導制度を意識したものだと推測される。これらの措置は
『中国案例指導』の編纂と違って、今も継続している。より具体的な制
度設計が確定されるまで、現存する出版物を利用し、難易度の低い編集
加工を経て、公表される案例の数を増やそうとする努力として評価でき
る。また、具体的な訴訟で形成されたルールを裁判文書から抽出して、
単独で示すことは、法や司法解釈が示す抽象的なルールの適用に慣れて
いる裁判官にとって、望ましい形式かもしれない。この点も案例編纂技
術の進歩として評価できよう。
２

111

地方法院の実践

人民法院報理論部「為推進応用法学研究尽心力」人民法院報2006年７月３

日５面参照。
112

柳福華「開啓審判案例宝庫之門」人民法院報2007年６月４日５面参照。作

者は人民司法の編集長である。
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Ⅰ．
「第二次五ヵ年改革綱要」が公布されるまでの地方法院の実践
ここでは、まず［先例判決制度］
、
［判例指導制度］と［示範性案例制
度］の具体的な制度設計を概観する。検証の材料として使うのは個々の
法院による司法解釈性文書である。すなわち、
鄭州市中原区人民法院「先
例判決制度の実行に関する若干規定」
（中法発［2002］18号、2002年７
月26日下達）
、天津市高級人民法院「民・商事裁判における判例指導の
実施に関する若干意見（試行）
」
、成都市中級人民法院「示範性案例審議
及び公布・実施辦法」
（成中法発［2005］96号、2005年４月19日下達）
という３つの文書の具体的な規定を検討し113、それぞれの制度の特徴を
浮き彫りにする。
表5.1

先例判決制度・判例指導制度・示範性案例制度の制度比較表
判例指導制度

示範性案例制度

導入の理由 裁判委員会の指導機
能の強化、裁判官の
自由裁量の規制、裁
判効率の向上

先例判決制度

高級法院による裁判指導の
強化、司法の統一、裁判官
の能力の向上、裁判効率の
向上

裁判委員会の業務指
導機能の強化、法の
正確な適用、司法の
統一、裁判官能力の
向上

選出の要件 ①新しい類型の事件
②一定の代表性のあ
る事件
③証拠の運用、法律
の適用に一定の指導
的な意味のある事件
④本法院の裁判業務
に対して一定の指導
的な意味のあるその
他の事件

①法律の適用と裁判の結果
が普遍的な適用性を有し、
同種の事件に対して比較的
に強い指導的な意味のある
事件
②新しい類型の事件に対す
る裁判の結果が公正で、比
較的に良い社会的効果を得
た事件
③法により、自由裁量権の
行使が適切である事件
④法規定が比較的に原則的
で、具体的な基準が欠けて
おり、事件の裁判結果が当
該法律条文の適用に関して
指導的な意味のある事件
⑤法に明文規定がなく、法
律原則を運用して裁判し、
結果が比較的に妥当である
事件

①事実の認定に典型
的、複雑、かつ難解
な問題のある事件
②法律の適用に典型
的、複雑、かつ難解
な問題のある事件
③新しい法律関係を
反映し、新しい法律
規定を適用する新し
い類型の事件
④公衆が注目する重
大事件、重要事件
⑤法律を正確に解
釈・適用し、かつ社
会的効果が特に著し
い事件
⑥その他の典型的、
複雑、難解な問題の
ある事件

審議部門

裁判委員会

裁判委員会

113

裁判委員会

内部文書であるため、徐景和・前掲注（55）155 ～ 163頁参照。
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公布方法

規定なし114

『天津審判』、社会へ公開

『審判委員会示範性
案例専刊』、ホーム
ページ

裁判文書に 規定なし
おける引用

判決の根拠としての引用、 規定なし
不可

効力

指導性、参考

参照すべき

指導、参考、参照

効力の制度 参照しない場合、裁 同種の事件に判例と異なる 規定なし
保障
判委員会の決定を請 裁判を行った場合、判決後
う・理由なく参照せ の１カ月以内に書面にて高
ず 誤 判 と な っ た 場 級法院に報告すべし
合、誤判責任追及
失効

①新しい法・司法解
釈と抵触する場合
②上級法院の指導的
な意味のある案例と
抵触する場合
③その他裁判委員会
が認めた場合

イ ン セ ン 規定なし
ティブ規定

① 新 し い 法・ 司 法 解 釈 に 規定なし
よって取って代られた場合
②指導的な意味を失い、裁
判委員会が審議で廃止した
場合

規定なし

示範性案例と選ばれ
た事件の担当裁判官
の業務評定に加点

導入理由について、まず強調されているのは裁判委員会による裁判指
導機能の強化である。この時点で、これらの制度は裁判統制システムの
一環としての性格がすでに前面に押し出されている。
［判例指導制度］
の方は裁判委員会と明示しなかったが、
［判例］の選出にかかる審議が
裁判委員会によって行われることから、同じ性格を持っていると思われ
る。そして、司法の統一（裁判官の裁量権の制限）も制度導入の重要な
理由であることから、後の案例指導制度と同じ位置づけだと言えよう。
それと比べて、［判例］または［示範性案例］を教育の素材とし、裁判
官の能力の向上を図ろうとする目的や、
［先例判決］と［判例］を参照
することで裁判の効率を高める意図は二次的なものであろう。

114

先例判決の公開の対象は、当事者と当該法院の裁判官に限るとされている。

当事者に公開し、あらかじめ訴訟の可能な結果を見せることで、説得の材料と
して使える上、司法の公正さをも示せると考えられている。李広湖（中原区法
院の院長）
「談先例判決制度」武樹臣『判例制度研究（下）
』
（人民法院出版社、
2004年）1001 ～ 1004頁参照。
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選出の基準に関しては、３つの制度の規定がばらばらとなっているよ
うに見えるが、総じて、①新しい類型の事案であること、②事実認定と
法適用に複雑・難解な問題があること、③適用すべき法規定が不明確、
または法規定がないこと、④普遍性が強いであること、⑤社会的な影響
力が強いであることの５つの要件の組み合わせである。①から③の要件
はそのまま法解釈・法適用の基準を示す必要性と繋がっている。④の要
件は多発する事件に一般的に適用できるルールを示すことで裁判の効率
を向上できると考えて設定された115。⑤は注目される事件に対する判断
を一般的に公開することで、その社会的効果の最大化を図ろうとする意
図が込められていると思われる116。
［先例判決制度］
、
［判例指導制度］と［示範性案例制度］の効力に関
する規定は指導性案例の効力に関する従来の認識とさほど変わらない
が、前２者に限って、効力規定に対応して、それを保障するための制度
も用意されたため、
実際の効力は従来のそれと異なると推測される。［先
例判決制度］に関して言えば、先例判決に従おうとしない場合、裁判官
は自分で判断を下すことが許されておらず、裁判委員会の討議にゆだね
なければならない。また、
［先例判決］に反して判決を下して誤判となっ
た場合、誤判責任制による追及を受けることになる。つまり、従来の裁
判統制システムを利用して、
［先例判決］に事実上の拘束力を与えたわ
けである117。このような制度設計は北京市高級法院報告が設計した案例
指導制度と一致している。同時に、もっとも裁判統制システムと緊密に
結びついた制度設計とも言える。
［判例指導制度］は［先例判決制度］
のように［判例］に強い拘束力を与えたわけではない。裁判官は［判例］
に反する判断を自分で下すことができるし、
［判例］違反が誤判となる
可能性も言及されていない。制度としては、裁判官に判断の余地を残す

115

韓成軍「
『先例判決』的法学思考」河南社会科学2003年１期19頁（中原区法

院院長李広湖に対するインタビュー）参照。
116

胡建萍＝呉紅艶「示範性案例制度的理念与内涵──四川省成都市中級人民

法院示範性案例制度剖析」人民司法2007年９期60頁参照。
117

朱世鵬＝李文兵「鄭州市両級法院探索案例指導制度的実践与思考」
『中国特

色案例指導制度研究』79 ～ 80頁参照。
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一方、自分の判断を正当化するための説明を行うよう、義務を課したの
である118。これは天津市高級法院による［判例］に一種の弱い拘束力を
与えたと考えられる。そして、報告義務の設定は裁判統制の発想から由
来する制度だと言わざるを得ない。なぜなら、個々の法院が建前上独立
している以上、事件の当事者に先例と異なる判断を下した理由を説明す
る義務が生じても、それを上級法院に対して釈明する義務がないからで
ある。［示範性案例制度］は残りの２者と比べて、従来の裁判統制シス
テムとの間に一番距離を置いたように見える。その分、制度的にその拘
束力を保障する措置がなく、どれだけの実効性があるのかについて、疑
問が残る119。
なお、裁判官に創意を持って、質のいい判決書の作成に取り組ませる
よう、インセンティブを与える措置を規定したのは［示範性案例制度］
だけである。この措置は、裁判官にボトムアップ式の法形成に参加させ
る積極性を与える可能性がある。
［示範性案例］
と異なる判決を書いても、
上級法院に報告する義務がなく、誤判となって責任が追及されるリスク
もない。逆に新しい示範性案例に選ばれたら、自分に対する評価が高く
なるとすると、少なくとも向上志向のある裁判官はもっと創意工夫を凝
らして裁判に取り組むだろう。実際に、
「示範性案例制度が試行されて
一年も経たないうちに、過去はベテランの裁判官にしか見られない念入
りに難解な事件を発見・審理する意識は、すでに若手の裁判官にまで及
んでおり、…典型的かつ難解な事件に対して勤勉に取り組み、真面目に
審理し、念入りに裁判文書を作成するという局面はすでに形成された」
と言われているように120、効果てきめんなようである。ボトムアップ式
の法形成へと繋がる可能性を考えると、
［示範性案例制度］は一番評価
できる制度だと思われる。

118

龔稼立
「関於先例判決和判例指導的思考」
河南社会科学2004年２期18頁参照。

119

前述（第４章第３節）の通り、下級審の法院に対して、直属の上級法院の

判決はそれなりに強い影響力を持っている。そういう意味では、成都市中級法
院に直属の下級法院は、指導性案例よりも、成都市中級法院の［示範性案例］
を参照する可能性も否定できない。
120

胡建萍＝呉紅艶・前掲注（116）62頁。
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なお、［先例判決制度］と［判例指導制度］の現在の運用状況は不明
である。
［先例判決制度］による先例判決の形成は2004年まで続いて、
その後実務家と学者の視野からフェードアウトしたため、基層法院に
よって司法の統一を行うという制度の運用に限界を感じて、その後の運
用を控えたのではないかと思われる121。
［先例判決］は一般大衆に公開さ
れていないため、確認できたのは10件しかない122。制度自体の寿命が短
かったかもしれないが、いまでも案例指導制度に関する議論はほとんど
例外なくそれに触れていることから、その衝撃の大きさが窺える123。案
例指導制度の導入の「先例」を作って、
後の制度構想の原型の一つとなっ
たという意味において、その積極的な意義を評価すべきである124。
高級法院による案例の形成・公布が認められているため、
［判例指導
制度］は今も運用されているかもしれないが、それを確認するすべがな
い。なぜなら、天津市高級法院は判例を一般大衆に公表していないから
である。現時点で確認できる判例は計６件で、いずれも2003年から2004
年までの２年間で形成されたものである125。その運用は決して活発的で
はないと思われる。なお、
［示範性案例制度］は今も運用されているが、
法院のホームページでそれを公表することがなくなった（2010年１月ま
で、計65件の示範性案例が成都市中級法院のホームページに公開されて
いた126）。
Ⅱ．
「第二次五ヵ年改革綱要」公布後の地方法院の実践
「第二次五ヵ年改革綱要」が公布された2005年以降、各地の法院が案
例指導制度の導入に向けて、それぞれの実践活動を展開してきた。特に
121

朱世鵬＝李文兵・前掲注（117）78頁参照。

122

徐景和・前掲注（55）76、202頁参照。

123

北京市高級法院報告・前掲注（72）350頁、社会科学院報告・前掲注（72）

408 ～ 410頁参照。
124

制度導入当時の評価について、拙稿「現代中国における司法による法形成

の現状と改革──日本との比較の視点から」北大法学研究科ジュニア・リサー
チ・ジャーナル14号59 ～ 60頁参照。
125

徐景和・前掲注（55）80頁参照。

126

成都法院網 http://cdfy.chinacourt.org/cpws/
（最終訪問日2010年１月31日）
。
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高級法院による積極的な案例集の公布が目につく127。その中には昔から
の案例の編纂・公布の伝統をそのまま継承し、名目を変えて、新たに案
例指導制度の実践としてそれを位置づける法院もある。ただし、案例集
を編纂するのはただ目に見える業績［政績］を残したいだけだと酷評す
る論者もいる128。それでも、より多くの案例が公開されるようになった
こと自体は改革の第一歩として評価できよう。以下では、高級法院によ
る案例集の編纂状況と裁判官の参加を促す措置について検討する。
表5.2

各地高級法院の指導性案例の形成、編纂と公開の状況
公布の媒体

インセンティブ措置

129
北京市高級法院 1986年以降『北京法院指導案例』

不明

130
上海市高級法院 2006年以降「上海法院裁判要旨選」

業務の一環として、裁
判官全員に対する動員

1994年以降『上海法院案例精選』
131
浙江省高級法院 2007年以降『案例指導』

127

不明

成都市中級法院がそのまま［示範性案例制度］を運用しているほか、江蘇省

南京市中級法院、河南省鄭州市中級法院、上海市第二中級法院、遼寧省瀋陽市
中級法院などの中級法院もそれぞれ独自の制度形成を試みている。ただし、中
級法院は指導性案例を公布する権限を有しないとされているため、ここは具体
的な検討を省略する。活動報告として、それぞれ、黄偉峰「案例指導制度的探
索与思考──以南京地区的実践為例」
『中国特色案例指導制度研究』48頁以下、
朱世鵬＝李文兵・前掲注（117）72頁以下、沈志先＝劉立＝范黎紅「中級人民法
院発揮案例指導作用的探索与思考」
『中国特色案例指導制度研究』94頁以下、張
東波
「建立案例指導制度的実証報告」
『中国特色案例指導制度研究』
123頁以下参照。
128

賀旭紅＝張雅平「中国渉外民事関係法律適用的案例指導制度」河北学刊

2007年３期167頁参照。
129

前身は『参閲案例』
（内部発行）である。2004年に『北京法院指導案例』に

改版され、2006年に内部発行から一般的に出版されるようになった。北京市高
級法院報告・前掲注（72）348頁参照。
130

当該裁判要旨集は上海市法院イントラネットの専用サイトに掲載されてお

り、イントラネットに接続できるパソコンからそれを閲覧することができる。
上海市高級人民法院研究室「規範与示範並重、多級網絡互動──上海法院構建
案例指導制度的実践与思考」
『中国特色案例指導制度研究』62頁参照。
131

雑誌（季刊）自体は内部発行であるが、法院のホームページに電子版が掲載
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132
江蘇省高級法院 2003年６月以降『参閲案例』
（内部発行）
不明

四川省高級法院 2005年以降『四川省高級人民法院案例指 業務評定における加点、
133
導』
１件300元の報酬
吉林省高級法院 2006年12月以降『吉林案例判解』（内部 年末業務評定における
134
発行）
優遇、奨励

北京市、上海市と江蘇省の案例集は「第二次五ヵ年改革綱要」が公布
される前に既に存在していた。一番歴史の長いものは北京市の『参閲案
例』であるが、一般大衆に対する公表の歴史が一番長いのは『上海法院
案例精選』である。前者は『北京法院指導案例』に改版されてからやっ
と公開されるようになったが（第１巻のバックカバーにはまだ「内部出
版」
の４文字が印刷されている）
、
後者は創刊当初から公開出版であった。
なお、上海市法院のイントラネットの専用サイトに掲載されている「上
海法院裁判要旨選」は法院内部からしかアクセスできないため、非公開
である。
最初は非公開の案例集が４つもあったが、今でも、そのうちの３つが
公開されていない。こういう状況は容易に過去の司法解釈と現在の一部
の司法解釈性文書を想起させる。昔は司法解釈が案件処理の「秘密兵器」
であったが135、今は高級法院による指導性案例がそれを彷彿とさせてい
る。実際に非公開の「上海法院裁判要旨選」に掲載された案例に従って
されている。浙江法院網 http://app.zjcourt.cn/main/article_list_law.jsp?catalog_
id=20060320000038（最終訪問日2013年３月31日）参照。また、これらの［指
導案例］をまとめた案例集として、
『案例指導（2007 ～ 2008年巻）
（
、2009年巻）
、
（2010年巻）
、
（2011年巻）
』
（法制出版社、2009、2010、2011、2012年）も出版
されている。
132

北京市高級法院報告・前掲注（72）347頁参照。

133

李少平「構建案例指導制度之実践与思考──以四川法院為例」
『中国特色案

例指導制度研究』85頁以下、陳明国「我国案例指導制度建立的若干問題──以
四川省高院為例」法律適用2008年11期83頁以下、北京市高級法院報告・前掲注
（72）347 ～ 348頁参照。
134

劉岩「指導性案例的推選与発布程序研究──从吉林省案例工作実践展開的

思考」
『中国特色案例指導制度研究』105頁以下参照。
135

鈴木賢「中国司法における案件処理の『秘密兵器』
［梁国慶『新中国司法解

釈大全』北京・中国検察出版社、1990年］
」東方1992年３月号31 ～ 32頁参照。
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判決を下す例があるとなると136、この種の指導性案例の性格はますます
過去の司法解釈に似ているように見えてくる。いずれにせよ、非公開の
指導性案例がまだ多数あるということは、それらがあくまで裁判官によ
る法解釈・法適用の統一を図るための道具であり、当事者を説得するた
めの材料ではないことを示している。
なお、編纂技術の面から見ると、北京市と上海市の案例集には「裁判
要旨」が掲載されていないが、浙江省の『案例指導2007 ～ 2008年巻』
には［裁判要旨］が掲載されている。また、四川省の『案例指導』は第
２輯まで、［裁判摘要］という「裁判要旨」に相当するものが掲載され
・・
ていたが、
第３輯からそれを［裁判規則］という名称に改めた。そして、
案例集の序において、四川省高級法院院長劉玉順が、当該案例集を出版
したのは、「典型的な案例の効果をより良く発揮し、裁判官による事件
・・・・・・・・
137
処理において自覚的に遵守され、しかも社会各界に広く認めさせる」
・・
ためである。［裁判摘要］を［裁判規則］へと改名したのに合わせて、
裁判官には自覚的にそれを遵守することが要求され、社会による承認も
・・
求められた。指導性案例における［裁判規則］の実効性をどうやって保
障するのかは不明であるが、少なくとも高級法院の院長が明確に裁判官
に先例に従うよう要求したのはこれが初めてである。指導性案例に正式
に拘束力を与えようと提案してきた学者や実務家にとっては、これがい
い知らせかもしれないが、拘束力を保障する制度設計が示されていない
限り、なお冷静に観察する必要があると思われる。
地方法院の試みは、指導性案例に拘束力を与える点で、最高法院より
も一歩進んでいるだけでなく、裁判官に案例を投稿させるインセンティ
ブを与えるための措置も多数用意しており、それについても注目すべき
である。上海市高級法院のやり方はあくまで表面的な動員であるため、
どれだけの効果を上げられるかについて疑う余地があるだろう。一方、
四川省と吉林省のやり方は直接的な利益誘導で裁判官のやる気を引き出
そうとするものである。上海市の方法よりも効果的だと思われるが、裁
136

上海市高級人民法院研究室・前掲注（130）64頁参照。

137

劉玉順『四川省高級人民法院案例指導（第３輯）
』
（人民法院出版社、
2009年）

序２頁。
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判官に訴訟における法創造活動に創意をもって参加させるだけのインセ
ンティブを与えられるかどうかはなお不明である（300元の報酬は低す
ぎると思うが）
。
最高法院と地方各級法院による一部の成功しなかった試みがあるもの
の、案例指導制度の導入をめぐる改革の試みは少しずつだが、着実に進
んでいると思われる。最高法院による指導性案例の「裁判要旨」の掲載
も、各地高級法院による案例集（公開、非公開に関わらず）の編纂も、
指導性案例の形成への参与を奨励する措置の導入も、指導性案例をより
理解しやすく、より便利にアクセスでき、より一般の裁判官による法形
成にとって開放的なものへと変容させている（最高法院の意図に関わら
ず）。そして、このような変化に応じて、裁判官の意識も少しずつ変化
していくだろうと推測される。
しかし、最終的に案例指導制度が主に重層的な説明・指示体制に対す
る補充として機能し、裁判官によって機械的に適用されるのか、それと
も、裁判官の訴訟における法形成活動への積極的な参加を促し、一般市
民の意思を汲み上げるパイプとして機能するのかは、制度の位置づけに
よって決定されるだろう。この点に関しては、最高法院が制度の重心を
司法の統一に置いたため、やはり従来の司法解釈（司法解釈性文書）を
補充する役割だけが期待されているように思われる。次節でもう少し詳
しく検討するが、学者たちが「判例制度」に寄せていた期待は、今のと
ころ、あまり実現されていないとしか言いようがない。
［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、科学研究費・若手研究（B）
（研究課題番号：24730001）
の援助を受けている。
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環太平洋連帯構想の誕生（４・完）
── アジア太平洋地域形成をめぐる
日豪中の外交イニシアティブ ──

田
目
序章

次

課題と方法

第一節

アジア太平洋地域の重要性

第二節

環太平洋連帯構想と大平外交の重要性

第三節

先行研究とその問題点

第四節

分析方法

第五節

本稿の構成

第一章

環太平洋連帯構想の背景

第一節

環太平洋連帯構想の前史─日本の地域主義外交の視座から

第二節

環太平洋連帯構想の時代背景

第二章

環太平洋連帯構想と大平正芳の外交理念

第一節

大平の生涯と協調政治

第二節

大平正芳の外交観

第三節

1970年代の時代認識

第三章

（以上63巻５号）

環太平洋連帯構想の形成過程と内容

第一節

大平正芳の勉強会の組織

第二節

大平総理の政策研究会

第三節

環太平洋連帯研究グループ

第四節

環太平洋連帯構想の理念

第四章
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大平政権期の対外政策と環太平洋連帯構想の展開

第一節

対米協調と対中経済外交

第二節

環太平洋連帯構想の外交準備

第三節

環太平洋連帯構想の展開

（以上63巻６号）
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第五章

ジョン・クロフォードの行動と環太平洋連帯構想
─オーストラリアのアジア太平洋外交への出発─

第一節

オーストラリア外交

第二節

ANU セミナー

第三節

ジョン・クロフォードの ASEAN 外交

第四節

オーストラリア外交と環太平洋連帯構想

第六章

ポスト大平の環太平洋連帯構想外交
─伊東正義と大来佐武郎─

第一節

外務省と伊東外相

第二節

大来佐武郎の行動

第三節

伊東外相の辞任と ASEAN 拡大外相会議 （以上64巻１号）

第七章

中国の受け入れと国家のパワー

第二節

中国の姿勢の変化

第三節

中国 PECC 加盟の要因

第四節

小結

終章

環太平洋連帯構想の意義

第一節

環太平洋連帯構想と戦後日本外交史

第二節

環太平洋連帯構想と中国

第三節

アジア太平洋とオーストラリア外交

第四節

アジア太平洋地域主義の可能性

補章

第七章

中国の PECC 加盟と地域メンバーシップの拡大 （以下本号）

第一節

環太平洋連帯構想とアメリカ

第一節

アメリカとアジア太平洋地域主義

第二節

ブレッキングス研究所への委託研究

第三節

アメリカ国務省の動き

第四節

積極的な東西センター

第五節

アメリカの参画と APEC

中国の PECC 加盟と地域メンバーシップの拡大

周知のように、1978年12月、中国共産党が第11期中央委員会第３回全
体会議を開催し、改革開放路線を打ち出した。以来30年間、中国は平均
年間経済成長率9.8％という驚異的な経済成長を維持してきた。2010年、
中国の GDP は日本を抜いて世界第二位となり、紛う方ない経済大国と
北法64（2・379）659
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して浮上した。経済の高度成長とあいまって、中国政府は外交の改革を
積極的に推進し、1982年に独立自主の対外政策を打ち出した。冷戦終結
後、中国外交は国際地位の向上のため戦い続けてきたが、その目標に大
いに寄与したのが多国間外交であった1。地域主義外交は、その多国間外
交の柱の一つとして推進されてきたのである。1991年、中国は APEC
のメンバーとなった。そして1997年、中国共産党第15回全国代表大会の
報告で、江沢民総書記が「各種類の地域的・国家間的な協力機構が前例
にないほど活躍している」という認識を表明し、中国が「多国間外交に
積極的に参加し、国連とその他の国際組織における中国の役割を十分に
発揮すべきだ」と宣言した2。この政策指導の下で、中国─ ASEAN 首脳
会議が催された。2001年には、上海協力機構（SCO: Shanghai Cooperation
Organization）が中国の主導で組織され、2003年、北朝鮮の核問題を解
決するための六者協議が中国の主宰で開催されるに至った。こうして、
改革開放30年後の今日になって、中国はやっと外交の「新高地」に辿り
着いた3。以上の現実的な動きから、1990年代以降、地域主義がようやく
中国政府の外交戦略の重要な一環になり始めたという指摘がよくなされ
る4。
しかし、多国間機構への参加という流れから中国と地域主義との関係
を分析すれば、それを1978年直後の時期までに遡ることができる。1990
年代ではなく、1978年から、中国はすでに国際責任と協力の基礎として
の相互コンプライアンス（reciprocal compliance）の重要性を学んでき
た5。1980年、中国は世界銀行（World Bank）と国際通貨基金の加盟国
1

Yong Deng, China’s Struggle for Status: The Realignment of International

Relations, Cambridge University Press, 2008.
2

江沢民『江沢民文選 第二巻』北京：人民出版社、2006年、39－42頁。

3

新高地について、王逸舟は以下のように説明した。今日と未来の一定の時期

において、
グローバル政治と国際関係における中国の地位が上昇する。それは、
中国の国益発展の要求と国際社会の中国に対する期待との連動の結果でもあ
る。この新時期においては、中国と国際社会との協力がますます重要な課題に
なりつつある。王逸舟
『中国外交新高地』
中国社会科学出版社、
2008年、
５－８頁。
4

肖歓容2003『地区主義：理論的歴史演進』北京広播学院出版社、231－246頁。

5

Ann Kent, Beyond Compliance: China, International Organizations, and
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となり、1986年、正式に関税および貿易に関する一般協定（GATT:
General Agreement on Tariffs and Trade）への復帰を申請した6。GATT
の復帰申請と同年に、中国はアジア開発銀行（ADB: Asia Development
Bank）への加盟も実現した。21世紀初頭までに、中国は273の多国間国
際条約に参加しているが、そのうち239の条約は改革開放以降に結ばれ
たものである7。
こうした背景の下で、中国は台湾とともに PECC へのメンバー入り
を果たし、PECC はアジア冷戦の対立国のアメリカと中国の両方ともを
包摂した最初の地域機構となった。そして、中国と台湾の共同参加のモ
デルはそのまま APEC に援用され、APEC の構成にまで影響を与えた。
共産主義中国はアジア太平洋地域主義に加わるすることで、イデオロ
ギーを超えて地域協力に参加でき、地域の安定にも繋がった。この意味
では、1990年代に入ってから中国は対外政策の中心の一つとして地域主
義外交を提唱したにもかかわらず、1980年代においてすでに地域主義に
参与していたのである。その中でも、中国の PECC 加盟が改革開放以
降の中国の地域主義外交の起源である。
近年の研究においては、改革開放以来の中国の多国間外交とりわけ中
国と国際機構との関係が大きく取り上げられてきた8。それに対して、改
革開放初期における中国政府の PECC への加盟を検討する研究はそれ
Global Security, Stanford: Stanford University Press, 2007, p.64.
6

Harold Karan Jacobson& Michel Oksenberg, China's Participation in

the IMF, the World Bank, and Gatt: Toward a Global Economic Order,
University of Michigan Press 1990.
7

Ann Kent, op.cit., p.60.

8

Gerald Chan, China and International Organizations: Participation in Non-

Governmental Organizations Since 1971, Oxford University Press1989; Harold
Karan Jacobson& Michel Oksenberg, op.cit.; Elizabeth Economy & Michel
Oksenberg (eds.), China Joins the world: Progress and Prospects, New York:
Council on Foreign Relations Press, 1999; Alastair Iain Johnston & Robert
S. Ross (eds.), Engaging China: The Management of an Emerging Power,
Routledge, 1999; Alastair Iain Johnston, Social States: China in International
Institutions 1980-2000, New Jersey: Princeton University Press, 2007; Ann
Kent, op.cit.; Yong Deng, op.cit.
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ほど多く見られない。その中で、ウッズの研究は当時の太平洋経済協力
会 議 の 国 際 常 任 委 員 会（PECC－ISC: PECC International Standing
Committee）会長を務めていたカナダの財界人エリック・トリッグ（Eric
Trigg）の役割に着目し、中国を受け入れる際の、民間人の行動を検討
した9。ところが、ウッズが言及したように、トリッグの交渉相手は中国
のカナダ大使であり、インドネシアの反対を押し切ったのもカナダとイ
ンドネシアの外相会談である。よって、政府視点からの分析はより重要
だと思われる。千葉と高木はウッズとは異なって、中国の角度から検討
した。その際に、当時の中国学者たちの論文を取り上げ、学者たちの認
識変化を追跡した。その背後に中国政府の認識変化があったと指摘した
一方で、PECC メンバーシップの拡大と中国政府のアジア太平洋地域へ
のメンバー入りを実現した理由をほとんど論じていなかった10。
以上の理由から、本章は受け入れ側としてのアジア太平洋諸国と中国
との二つの角度からこの時期における中国の PECC 加盟の背後の理由
を探る。具体的には、まず、中国を受け入れる側の視点から中国の
PECC 加盟を検討し、中国の PECC 加盟を促進したのが準国家組織
PECC の行動に隠れた国家のパワーであることを解明する。また、宦郷
をはじめとする中国の知識人たちの論文や中国政府の対応への分析を通
じて、中国のアジア太平洋地域主義に対する態度は1984年頃から1986年
までの間に変化を起きたことを指摘する。そして中国政府がメンバー入
りを望む理由を、政治指導者の鄧小平の時代認識の変化、改革開放初期
における中国の内政と対外政策の変遷から探り出してゆきたい。

9

Lawrence T. Woods, “Delicate Diplomatic Debuts: Chinese and Soviet

Participation in the Pacific Economic Cooperation Conference”, in Pacific
Affairs 63, 1990, pp.210-227; id., Asia-Pacific Diplomacy: Nongovernmental
Organizations and International Relations, Vancouver: University of British
Columbia Press, 1993, pp. 129-136.
10

Akira Chiba, “Pacific Co-operation and China”, The Pacific Review Vol.2.

No.1, Oxford University Press, 1989, pp.44-56; 高木誠一郎「中国とアジア太平
洋地域の多国間協力」
、田中恭子編著『現代中国の構造変動
（8）国際関係－ア
ジア太平洋の地域秩序』東京大学出版会、2001年、73－94頁。
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第一節

中国の受け入れと国家のパワー

本節は、環太平洋連帯構想の中での中国の位置づけを説明する上で、
中国の PECC 加盟過程を、受け入れ側の視点から検討する。
第一款

環太平洋連帯構想と中国

かつては、朝鮮戦争後の米中対立がアジア太平洋地域における冷戦の
もっとも大きな特徴であった。この時期の中国は「自力更生」政策を掲
げ、アジア太平洋地域における貿易額が取るに足らないものであった。
そのため、環太平洋連帯構想までにアジア太平洋における地域構想は中
国を排除し続けていた。その中では、韓国に推進され、共産主義中国と
の対抗を志向しているアジア太平洋協議会（ASPAC: Asian and Pacific
Council）が有名である11。1970年代に入ってから、ニクソン訪中を発端
とした米中和解が実現されることにつれ、
ASPAC が消滅した。そして、
1978年末から中国は経済の改革開放政策を打ち出し、イデオロギー的な
対抗を放棄し、世界経済に参入しようとする姿勢を示し始めた。
同じ時期に、
日本において大平正芳政権が成立した。政権誕生直後に、
大平は環太平洋連帯研究グループを立ち上げ、環太平洋連帯構想の政策
作成を開始したのである。参加国の範囲は「開かれる地域」という理念
にそってオープンにしたが、中でも先進５カ国と ASEAN 諸国が中心
グループとなっている12。中国について、大平正芳は中国も頭の隅にあ
ることを研究グループに与えた指針の中で強調した13。それに応じて、
研究グループの討議では、大体の方向としては「中国は未知の要素が多
く、国としても大きすぎるので差し当たり別個に考えることとし、市場

11

曺良鉉『アジア地域主義とアメリカ：ベトナム戦争期のアジア太平洋国際

関係』東京大学出版会、2009年、163－198頁。
12

「環太平洋構想について」1979年７月18日（情報開示法による開示外務省史

料）
、５頁。
13

前掲資料「環太平洋構想について」
、２頁。
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経済諸国を対象範囲と考えるべきである」ということに落ち着いた14。
1970年代は、自由主義陣営が中国との敵対状態を解消し、中国を自由
主義諸国側に迎えつつある過程でもあった。これを背景にして、大平が
中国を環太平洋連帯構想に入れて考えたとしても何ら不思議ではない。
ただ、そうは言っても、中国はまだ社会主義国であり、改革開放政策が
いつまで続くかは見通しがつかなかった。そして、この時点では、開放
部分は中国の経済規模から見ても取りに足らないものであり、アジア太
平洋地域の経済的相互依存において大きなインパクトを与えるような存
在ではなかった。だから、中国はあくまで未来的なテーマとして残され
たのである。すなわち、
環太平洋連帯構想では中国はいわば「隠れたテー
マ」であったのである15。
環太平洋連帯研究グループの報告書には、ASEAN、オセアニアにつ
いては多くの言及があるが、中国については、ただ一ヵ所、石油や天然
ガスの開発の有望な対象地域のひとつとして言及しているに過ぎな
い16。というのは、
報告書作成の過程で、
中国の存在は意識されていたが、
あえて触れないという態度がとられたのである。それは中国をアジア太
平洋協力の仕組みから排除するという意識からではなく、将来の問題と
して残していくという考えが暗黙の前提として支配していたからであ
る17。大平の政策研究会が提唱した環太平洋連帯構想は、簡単に言えば、
「海のアジア」を主な対象としていた。すなわち、ASEAN 諸国と環太
平洋先進五カ国からなるアジアである。これは明らかに国土の大半が内
陸である中国を抜きにした構想であった。しかし、中国の「改革開放」
は沿岸都市の開放であり、海に向けている開放である。この点では環太
平洋連帯構想の海のイメージと基本的に一致している。少なくとも沿岸
部中国はその後、アジア太平洋経済圏の不可分の一部になっている。
1979年３月、キャンベラで開かれた PAFTAD に中国大使館の館員が

14

前掲資料「環太平洋構想について」
、４－５頁。

15

渡邉昭夫編『アジア太平洋連帯構想』NTT 出版、2005年、２頁。

16

環太平洋連帯研究グループ『大平総理の政策研究会報告書４：環太平洋連

帯の構想』大蔵省印刷局、1980年、59頁。
17

渡邉昭夫、前掲書（2005）
、10頁。
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参加した。これは同会議が発足当時は台湾の学者の参加を得ていたのに
比べれば大きな変化である。また1979年５月のウッドロー・ウィルソン
国際センター（Woodrow Wilson International Center）のセミナーに
もワシントンの中国大使館員が出席している。
1979年10月の段階までは、
東京中国大使館も既に二回大来グループの作業状況につき説明を求めて
きた18。1980年９月、環太平洋連帯構想がきっかけとなってキャンベラ
で開かれた太平洋共同体セミナーには、主催者であるオーストラリア側
の意向で、在キャンベラ中国大使館から一名が参加した。
また会議後も、オーストラリア政府は北京に使節を派遣して説明の労
をとった19。ANU セミナーに対して、中国側（外交部韓ジョ米州・大洋
州司長）は多大な関心を有していたが、それまでのところその関心表明
の姿勢は慎重であった。また中国の主たる関心が対ソ政策という政治的
考慮に出ている。ただし、環太平洋地域の経済協力が具体化していくよ
うな段階において中国が置き去りにされたくないという経済的配慮もあ
る20。1982年、バンコク・セミナーでは太平洋共同体セミナーを PECC
と命名した。1986年11月、中国の改革開放の深化と対外政策の転換とと
もに、中国の PECC 加盟までにアジア太平洋地域諸国は徐々に中国を
受け入れるようになった。
第二款

PECC 成員国の姿勢と中国の加盟

改革開放以降、中国のアジア太平洋地域における存在感はますます大
きくなる。1977年から1985年にわたる間、中国の輸入は年間25％以上に
増大し、輸出は年間20％弱のスピードで伸びていた21。それと同時に、
18

調査部参事官「環太平洋連帯問題（関係諸国における動向）
」1979年10月６

日（情報開示法による開示外務省史料）
。
19

Lawrence T. Woods, op.cit., 1993, p. 130.

20

「太平洋協力セミナー（中国側の態度）第2288号」1980年９月25日中国発外

務省着電報（情報開示法による開示外務省史料）
。
21

Robert F.Dernberger, “Economic Cooperation in the Asia-Pacific Region and

the Role of the P.R.C.,” Journal of Northeast Asian Studies, vol.7, no.1 (Spring
1988), p.19.
北法64（2・373）653

［56］

論

説

中国は独立自主の対外政策を掲げ、積極的な首脳外交を展開した。1984
年１月中国総理趙紫陽は政府首脳としてはじめて正式にアメリカを訪問
した。趙の訪問は米中の相互理解を促進し、米中関係の良い基礎を築い
た22。1984年４月26日から５月１日にかけて、アメリカのレーガン大統
領（Ronald Wilson Reagan, 任期：1981－89）は米中両国が1979年国交
を樹立してからアメリカ最初の現職の大統領として中国を訪れた。首脳
の相互訪問により、米中友好関係が新たなピークを迎えた。それと同じ
時期に、日中関係も「2000年の歴史で、
『最良の状態』」に入った。1983
年11月に胡耀邦中国共産党総書記の訪日が実現し、日中関係四原則（平
和友好、平等互恵、長期安定、相互信頼）が合意された。1984年３月23
日から26日にかけて、日本の中曽根康弘総理が訪中し、1984年度から
1989年度まで4700億円と見込まれる円借款を供与するとの考えを明らか
にした23。一方、1984年２月と1985年５月との二回にわたって、豪首相
のボブ・ホークも中国を訪問した。1985年４月に胡耀邦はオーストラリ
アを正式に訪問し、
両国関係が緊密化しつつあった。以上の背景の下で、
中国の PECC 加盟は現実味を帯びるものとなった。
すでに強調したように、ASEAN 諸国は環太平洋連帯構想を推進する
際に、日豪にとってもっとも重要な外交難問でもあり、ASEAN の環太
平洋連帯構想に対する態度は構想推進の勝敗を握っていた。1984年、イ
ンドネシアのジャカルタで ASEAN 外相拡大会議が開催され、アメリ
カ、日本、カナダ、オーストラリア、カナダの五カ国を加えて、初めて
アジア太平洋地域協力について討議した。この会議では、環太平洋連帯
構想に懐疑的だった ASEAN 諸国は環太平洋連帯構想に積極的な態度
を見せ、アジア太平洋地域協力を前進させたのである。
他方、中国の加盟問題においても、ASEAN 諸国の態度は決定的なも
のである。ASEAN 諸国は最初から中国の PECC 加盟に戸惑いを示し
た。1983年11月、バリ島で開催された PECC 会議では、東南アジアか
らの参加者たちは相変わらず中国の参加を反対していた24。中国の東南
22

蓋軍編『改革開放十四年記事』中共中央党校出版社、1994年、445頁。

23

田中明彦『日中関係1945－1990』東京大学出版会、1991年、132－133頁。

24

Akira Chiba, op.cit., p.48.
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アジア共産党への革命支援を危惧していたことが、ASEAN 諸国が中国
の参加を反対する一因となる。また、より重要なのは、アメリカや日本
などの先進国の支援をめぐって、中国が ASEAN 諸国と争奪すること
を憂慮していることがその理由でもある25。
実際のところ、1970年代以来、ASEAN の６カ国は徐々に中国との関
係を改善していた。中国は、
1970年代にマレーシア（1974年５月31日）、
フィリピン（1975年６月９日）
、タイ（1975年７月１日）とそれぞれに
国交を正常化した。1978年11月、鄧小平はタイを訪問し、タイと貿易協
定などを調印した26。その後の1985年３月、中国の李先念国家主席はタ
イを再訪し、『人民日報』の社説では「中・タイ友好の新たな一頁」と
論述した27。1984年１月１日、趙紫陽はブルネイの独立が果たした直後
にそれを承認した28。同月、フィリピンのマルコス大統領が北京を訪問
し、経済貿易と文化、科学技術領域における両国協力の強化について意
見を交換した29。同年２月、呉学謙外交部長はマレーシアを訪問し30、
1985年11月、マハティール（Mahathir bin Mohamed，任期：1981－03）
は中国を訪問した31。シンガポールとは1990年まで、国交回復ができな
かったものの、リー・クアンユー（Lee Kuan Yew 李光耀，任期：1959
－90）首相は1975年、1980年、1985年の三回にわたって、中国を訪問し、
鄧小平と趙紫陽もそれぞれ1978年と1981年にシンガポールを訪問した。
1981年中国とシンガポールは商務代表処を設置し、1985年に両国の通航
も実現された。
中国は ASEAN 諸国との関係の緊密化しつつあるにつれ、残された
唯一の難問は「ASEAN 超大国」のインドネシアとの関係である。1950
年、インドネシアは中国と国交を樹立した。1960年代中盤までのスカル
25

Dick Wilson, “The Pacific Basin is Coming Together”, Asia Pacific

Community, no. 30, Fall 1985, pp.1-12.
26

黄華『親歴与見聞：黄華回憶録』世界知識出版社、2007年、271－274頁。

27

『人民日報』1985年３月12日。

28

『人民日報』1984年１月１日。

29

『人民日報』1984年１月９日。

30

『人民日報』1984年２月28日。

31

『人民日報』1985年11月23日。
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ノ（Sukarno，任期：1945－67）政権期のインドネシアは、急進的ナショ
ナリズムの下で中立主義から次第に左傾化を強め、ついには国連を脱退
して、
「ジャカルタ＝北京枢軸」を掲げるに至る32。スカルノ政権下のイ
ンドネシアは中国と緊密な関係があった。しかし、
「九・三〇事件」33で
共産党員を虐殺し、誕生したスハルト（Suharto，任期：1967－98）政権
は中国と互いに敵視しあったのである。1967年10月30日、インドネシア
と中国の国交が断絶された。その後の文化大革命期において、中国はイ
ンドネシア共産党運動に積極的に支援することで、インドネシアとの関
係をさらに悪化させたのである。1982年、中国は革命輸出を放棄し、独
立自主の対外政策を打ち出したことにより、インドネシアとの関係に光
が見えてきた。1985年４月、中国外相の呉学謙はバンドンで開かれたバ
ンドン会議開催30周年記念大会に参加した34。これは中国とインドネシ
アと断交してから、はじめてインドネシアを訪れた中国の高級代表団で
ある。呉学謙外相は記者の質問に答える際に、以下のように述べた。
「インドネシアはアジアの大国であり、中国政府はインドネシアと
の善隣友好関係を発展させ、経済・貿易・科学技術・文化などの領域
における平等互恵に協力することを望んでいます。両国関係の正常化
を実現することは、両国人民の共同願望と利益と合致させ、東南アジ
ア及びアジア（全体）の平和と安定に利します。われわれはインドネ
シア経済・貿易界の方が我が国を訪問し、貿易商談、経済と技術協力
の討論をすることを歓迎しております。今回、私は招待を受け、バン
ドン会議三十周年記念活動に参加する機会を利用し、インドネシア方
面の関係者と接触し、この数年間において、インドネシア側が民族経
済と自分の国家の建設に得た成績を理解します。以上のことが両国人

32

宮城大蔵『戦後アジア秩序の模索と日本：
「海のアジア」の戦後史1957－

1966』創文社、2004年、ⅰ－ⅱ頁。
33

1965年９月30日インドネシアに起こったインドネシア共産党率いる革命評

議会の軍隊によるクーデタ未遂事件。スカルノ大統領親衛隊ウントン中佐らは
軍部の反革命派一掃を唱え，ヤニ陸相ら６人を殺害したが，スハルト将軍ら軍
部に鎮圧された。西川吉光『激動するアジア国際政治』晃洋書房、
2004年、
42頁。
34

『人民日報』1989年４月24日。
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民の理解と友好を増進することに有益であると私は信じています。
」35

以上で示したように、1985年４月のバンドン会議30周年記念セレモ
ニーの参加を契機にして、中国政府はインドネシア政府との関係改善の
エールを送ったのである。インドネシアを訪問する際に、呉外相はイン
ドネシアの外相そして首相のスハルトと会談した。会談では、スハルト
はバンドン精神と平和共存五原則に基づき、両国関係を発展することを
強調し、国交回復に積極的な姿勢を示した36。同年７月、シンガポール
において、インドネシア工商会は中国国際貿易促進会と、貿易諒解備忘
録を調印し、18年間にわたって中断された中国とインドネシアとの直接
貿易を回復した37。
中国とインドネシアとの国交回復の積極的な姿勢は、中国の PECC
加盟の契機となった。しかし、インドネシアの PECC 代表のワナンディ
（Jusuf Wanadi）は中国の加盟を原則的に反対しないが、中国の即時加
盟はインドネシアの中国との関係修復の努力に障害を起こしかねないこ
とを理由とし、中国のメンバーシップの問題の討議を1986年の PECC
Ⅴ（バンクーバー会議）以降に持ち込むことを主張した。1986年６月、
カナダ外相のジョー・クラーク（Joe Clark）はインドネシア外相のモ
フタル・クスマトマ（Mochtar Kusmaatmadja）と会談し、インドネシ
アは譲歩を勝ち取った38。
インドネシア以外に、中国の PECC 加盟は台湾の参加問題と絡んで、
難問となる。台湾政府はオブザーヴァーを派遣し、PECC Ⅱと PECC
Ⅲに出席し、正式なメンバー資格を申請した。その際に、大来佐武郎と
エリック・トリッグ（Eric Trigg）は中国の代表に非正式的にメンバー
シップの問題の提起を賛同した39。1985年８月から、PECC-ISC の新委員
長のエリック・トリッグは中国と台湾の加盟問題の解決に意欲を示しは
じめた。トリッグは「オリンピック方式」を取り上げ、台湾を中華台北

35

『瞭望』1985年第16期、10－11頁。

36

『世界知識』1985年11月、２－５頁。

37

『瞭望』1985年第48期、33頁。

38

Lawrence T. Woods, op.cit., 1993, p.134.

39

Lawrence T. Woods, op.cit., 1990, pp.211-212.
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として大陸と同時に加盟する可能性を言及した。台湾との交渉はトリッ
グが旧交のある辜振甫40との間に行われたが、中国との交渉が中国駐カ
ナダ大使の余湛とやり取りをした41。
1986年初頭から、台湾問題での中国の姿勢も柔軟になった。1986年７
月、トリッグは中国大使と協議し、
「オリンピック」方式での加盟を合
意した。1986年９月に、トリッグは中国に加盟要請を正式に発し、中国
大使は中国政府が要請を受けたことを返答した。追加的に、中国政府が
PECC の非政府的地位を認識し、台湾の国旗と国歌が PECC の活動で
あらわれてはいけないと強調した42。1986年、バンクーバーの PECC 会
議で、ようやく中国政府は「オリンピック方式」を呑み込んで、台湾と
ともに PECC への加盟を実現したのである。
第二節

環太平洋連帯構想に対する中国の姿勢

本節では、環太平洋連帯構想（アジア太平洋地域協力）に対する中国
側の反応を、学者の視点を中心に検討し、学者の中心人物である宦郷の
認識変化を分析する。その上、1984年から1986年の時期に中国政府のア
ジア太平洋地域経済協力に対する始めて公的な見解を示したことを明ら
かにする。
第一款

学者たちの反応

環太平洋連帯構想が提唱されてから、中国政府は公式に意見を表明し
ていなかった。だが、中国の学界はより早くから関心を示していた。
1979年、外交部管轄下の国際問題誌『世界知識』は、日本と欧米の貿易

40

辜振甫とは、台湾の財界人、台湾の対中交渉窓口機関・海峡交流基金会の

初代理事長と台湾 PECC 委員会の初代委員長を務めていた大陸・台湾問題と
アジア太平洋地域協力のキーマンである。
41

Lawrence T. Woods, op.cit., 1993, p.132-133.

42

Ibid., p.135
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摩擦が日本の環太平洋連帯構想を提唱する要因であると指摘した43。
1980年、
『世界経済』で掲載された論文は環太平洋連帯構想について詳
細に紹介したうえで、ソ連の脅威や国際政治情勢の不安などを阻害要因
として提起する44。また、環太平洋連帯構想の背景や内容、課題などを
分析する研究もあらわれていた45。環太平洋連帯構想の背後に存在する
経済要因を指摘した論文もいくつがある46。そして、1982年に発表され
た陳喬之の論文は1982年６月16日、日本の鈴木善幸首相がホノルルでの
太平洋構想に関する演説を取り上げ、それは大平正芳元首相の環太平洋
連帯構想を継承するものとし、ASEAN 諸国の反応を解明した研究であ
る。陳は ASEAN 諸国の特殊の地理環境及び日米などの先進国との政
治経済関係により、ASEAN は環太平洋連帯構想の推進において重要な
地位を占めたが、
ASEAN 諸国は積極的な姿勢を示さなかったと指摘し、
環太平洋連帯構想を実現するため、長期的な努力と計画が必要とされる
ことや、努力すれば、ASEAN 諸国の態度を変化させられることを論じ
た47。早期の論文の大部分は比較的バランスのとれたもので、日本の動
機や地域諸国の反応を分析する研究がそのほとんどである。
1984年、鄧小平は経済特区を視察し、上海や大連などの14の沿岸都市
で開発区を建設することを決定した。これを背景にし、アジア太平洋地
域と中国の経済発展と関連して議論する研究会が開催されるようになっ
た。同年１月29日、中国未来研究会の学術座談会の談話では、童大林48

43

劉万鎮「日本関于「環太平洋共同体」的設想」
、
『世界知識』1979年第22期、

６－８頁。
44

陳峰「論日本的『太平洋経済圏設想』
」
、
『世界経済』
1980年第７期、45－50頁。

45

劉甦朝「日本的『太平洋共同体構想』
」
『
、国際政治研究』
1982年第３期、
29－34頁；

張碧清「太平洋共同体的設想及其前景」
、
『世界知識』1983年第８期、８－９頁。
46

郭炤烈「対日本『環太平洋連帯構想』的初歩分析」
『
、国際展望』
1982年第47期、

２－８頁；宋立生「剖析太平洋経済圏」
、
『税務と経済』1981年第３期、33－38頁；
高中路「関于日本的『環太平洋連合構想』問題」
、
『日本学論壇』
1981年第２期、
７－13頁。
47

陳喬之「論東盟国家対『環太平洋連合設想』的態度及其原因」
『
、東南亜研究』

1982年第４期、１－13頁。
48

童大林は文革大革命以降、
中国社会科学院副秘書長、
国家科学委員会副主任、
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は太平洋経済時代の到来と中国の現代を太平洋経済発展と関連して研究
することを強調した49。12月、上海で「太平洋地域発展の展望と中国の
近代化」
と題するシンポジウムが開かれた。全国から100人余りの学者、
専門家が約40部の論文を提出し、会議を参加した。国務院国際問題研究
センターの宦郷総幹事も会議に出席した50。1985年６月、北京でアジア
太平洋地域国際貿易博覧会が開かれ、趙紫陽総理は開催の祝辞を送っ
た51。さらに、1986年11月、
「2000年に向けてのアジア太平洋経済北京会
議」がアジア太平洋発展センター、中国社会科学院及び中国国務院経済
技術社会発展研究センターの連合主催で開催され、日本、ASEAN 等の
15カ国と10の国際組織からの代表は会議に出席した52。趙紫陽首相もこ
のシンポジウムで演説をした。この時期において、国内レベルから国際
レベルまでの会議を開催したことや政府首脳が祝辞を送ること、政府の
首脳と高級ブレーンが会議に参加することは中央政府がアジア太平洋地
域主義を重要視し始めたしるしともなる。
そして、この時期の論文については、中国の現代化がアジア太平洋経
済と結び付けることがその特徴である。たとえば、羅元錚は太平洋地域
諸国が中国の経済発展に必要な外資を提供すると論じた53。また、王曰
庠はアジア太平洋地域の経済協力の発展が中国の対外経済発展に大きな
舞台を提供したことを力説した54。章粟は、論文の中では、中国の改革
国家体制改革委員会副主任、中国体制改革研究会顧問などを歴任し、改革開放
初期における重要な経済ブレーンである。
49

童大林「進入太平洋経済時代：1984年元月29日在中国未来研究会春節学術座

談会上的講話摘要」
、
『未来和発展』1984年第１期、11－12頁。
50

柳衛玉
「
『太平洋地区的発展前景与中国的四化』
討論会簡介」
『
、世界経済研究』

1985年第１期、64－65頁。
51

「趙紫陽総理致亜洲及太平洋地区国際貿易博覧会的祝辞」
、
『中華人民共和国

国務院公報』1985年第32期、1094頁。
52

瀋儀琳「亜洲太平洋地区経済的堀起－『走向2000年的アジア太平洋経済北京

会議』述評」
、
『国外社会科学』1986年第12期、１－４頁。
53

羅元錚「太平洋地区的経済増長同中国的対外開放政策」
、
『世界経済』1984年

第10期、６－11頁。
54

太平洋地区発展前景和中国現代化学術討論会組織委員会編『太平洋地区発

展前景和中国現代化』中国財政経済出版会、1985年、153－157頁。
［63］

北法64（2・366）646

環太平洋連帯構想の誕生（４・完）

開放の深化に伴って、アジア太平洋地域との経済関係がますます緊密化
する。したがって、現在の各種類の経済協力を強化・発展する上で、未
来のアジア太平洋地域協力への参加準備に着手し、協力の実現を促進す
べきである。そして、太平洋地域協力に参加することは中国の対外経済
発展の戦略となるべきだと力説した。その理由としては、第一に、太平
洋地域の経済協力中国の「四つの現代化」と対外開放に良好的な国際環
境を提供したことや第二に、太平洋地域経済協力は中国の対外貿易に新
たな発展をもたらすこと、第三に、太平洋地域経済協力は中国の外資利
用、技術導入、海外投資を促進すること、そして第四に、太平洋地域経
済協力は中国の経済特区建設と沿岸都市の改革を推進することを、章粟
は挙げた55。
この時期の論文は中国の改革開放の視点からアジア太平洋経済協力の
重要性を論じる一方、沿岸都市の発展とアジア太平洋地域協力との関係
を説明した研究も多く見られる56。1984年、鄧小平がさらに14の都市を
経済特区として指定することで、地方から対外開放の意欲を示し、地方
の経済発展とアジア太平洋経済協力との関連性を付けようとした。鄧小
平は特区建設の成果を肯定し、改革開放の深化を推し進めた。学者たち
の見解も実際に、中国政府の地域主義に対する態度の変容と同時に展開
されたものである。これらの論文は政府の政策形成に一定の影響を与え
た一方、政府の政策変容を反映したものでもある。
第二款

宦郷の考え

以上では、アジア太平洋地域主義に対する中国側の学者たちの反応を
55

章粟「太平洋地区経済合作与我国的対外開放」
、
『亜太経済』1986年第１期、

４－７頁。
56

郭忠言「上海対外経済貿易発展戦略与太平洋地区的関係」
、太平洋地区発展

前景和中国現代化学術討論会組織委員会編
『太平洋地区発展前景和中国現代化』
中国財政経済出版会、1985年、172－177頁；黄大明・于品浩1985「上海港在『亜
太堀起』中的戦略地位」
、太平洋地区発展前景和中国現代化学術討論会組織委
員会編、前掲書、186－193頁；庄維明「対厦門経済特区的影響太平洋経済発展
趨勢」
、
『亜太経済』1986年第１期、61－64頁。
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分析した。これらの学者たちの中で、もっとも中国の対外政策の作成に
発言力を持つのは宦郷である。この時期の宦郷は外交官を退職したもの
の、ブレーンとして政府の対外政策の制定に参画していた。1982年の独
立自主の対外政策の作成にも中心的な役割を果たしたのである。また早
くから太平洋経済協力問題に目を付け、太平洋経済協力会議中国委員会
（CNCPEC: China National Committee for Pacific Economic Cooperation）
の初代の会長とも任命された。この宦郷は中国のアジア太平洋地域主義
政策の制定に重要な役割を果たしたと考えられる。ここでは、宦郷の考
えに着目し、中国のアジア太平洋地域協力への認識の変化を探る。
宦郷は1909年11月２日、湖北の漢口で生まれ、1922年から1925年まで
の間、漢口中学で勉強するとき、
「五・三十事件」57後の運動などに参加
した関係で、除籍された。1926年、上海南洋中学（上海交通大学予科）
に転校し、1928年、上海交通大学管理学院に入学した。1931年、LSE
の通信課程に参加し、1932年、税関に就職した。1934年から1935年にわ
たって、早稲田大学で聴講生として半年に授業を受けた。1937年、日中
戦争勃発後、国民党政府第三戦線で仕事をし、のちに『前線日報』の編
集長と任命された。1947年、
『文匯報』の主筆となり、1948年５月に中
国共産党に参加した。1949年、
天津で『進歩日報』の編集長を担当した。
中華人民共和国政府が誕生したあとに、外交部ヨーロッパ・アフリカ局
の局長と任命された。1954年イギリス駐在オフィスに赴任し、1962年、
外交部部長補佐兼政策研究室主任と任命された。文化大革命期において、
下放労働をさせられた。文化大革命後の1976年に、仕事に復帰し、ベル
ギー、ルクセンブルクと EC 大使を兼任した。1978年、中国社会科学院
副院長となり、
1982年、
国務院の諮問機関の国際問題研究センター（1988
年、中国国際問題研究センターに改名）の総幹事を担当させたのであ

57

上海の在華紡では1925年の２月ごろからストライキが行われ、イギリス中心

の租界警察が発砲し死傷者が出たことが発端となり、学生らがビラ配布、演説
等の抗議活動を行い、５月30日には数千人規模のデモを組織した。中国の「修
約外交」への契機ともなる。川島真・服部龍二編『東アジア国際政治史』名古
屋大学出版会、2007年、123－125頁。
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る58。以上のことで示したように、宦郷は戦前から戦後にわたる間に、
ジャーナリストとしても外交官としても国際問題の分析と対外政策の実
行に長く携わっていた。
1977年、
ヨーロッパで在任していた期間において、提出した内部レポー
トでは、
「米ソ戦争が即時勃発の可能性が見えない」と長期平和を主張し、
技術と設備を導入し、
「四つの現代化」
を加速させると宦郷は早くから「平
和と発展」の重要性を主張した59。また、1981年、宦郷は、中米関係を
論じる際に、反覇権を強調する一方、
「自力更生」を主要対外政策とし、
外国援助を補助とすることは「四つの現代化」を実現する必須の道であ
ると主張した60。この時点では、宦郷はすでに平和と「現代化」の路線
を提示したのである。1981年11月25日、宦郷は、ドイツの『デア・シュ
ピーゲル（Der Spiegel）
』誌のインタビューに答える際に、イギリス政
治家のベンジャミン・ディズレーリ（Benjamin Disraeli）の言葉を引用
しながら、民族の利益ほど至高なものはないと述べた61。すなわち、宦
郷はイデオロギーではなく、国家の利益に立脚すること表明した。以上
では、宦郷の略歴を紹介し、彼の外交理念は主として、国益に立脚し、
「平和と発展」を追求するため、独立自主の対外政策を推進することを
論じた。これらの外交理念は後述するように、1982年の独立自主の対外
政策に影響を与えたと思われる。
1982年４月、オーストラリア国際問題研究所の国際シンポジウムにお
いて、宦郷は、アジア太平洋地域に存在する覇権脅威を重点として強調
しつつ、アジア太平洋地域諸国が地域協力を発展させる巨大な潜在力を
十分に掘り起こすべきであると主張すると同時に、地域外諸国との協力
を排除すべきではないことを強調した62。この時点の宦郷はアジア太平
洋地域協力に肯定的な評価を与えたが、強調の中心は依然として安全保

58

中国社会科学院科研局編『宦郷集』北京：中国社会科学出版社、2002年、１

－２頁。
59

同上、84－91頁。

60

同上、159頁。

61

同上、169頁。

62

宦郷『縦横世界』世界知識出版社、1985年、342頁。

北法64（2・363）643

［66］

論

説

障領域である。
1984年から、宦郷はアジア太平洋地域主義に正面から意見を述べ、よ
り積極的な姿勢を示し始めた。1984年９月25日、上海での討論会の発言
では、宦郷は、太平洋経済協力が新たな段階に到達し、その実現はまだ
遠いことであるが、想像できるものとなっていると主張した。そして中
国が地域から排除されないように努力しなければならないと宦郷は話し
た63。1984年12月、
「太平洋地域発展の展望と中国の近代化」と題するシ
ンポジウムでは、宦郷は基調発言をし、さらに以下の５点を論じた。第
一に、太平洋協力をめぐる地域諸国の意見対立が存在する；第二に、中
国はこの議論に積極的な参加すべきである；第三に、中国の見解を総括
し、イニシアティブをとるべきである；第四に、経済・文化領域に限定
すべきである；第五に、中国が第三世界のリーダーとしての発言に参加
すべきである64。宦郷は国務院外交諮問機関のトップであるため、対外
政策の決定者に直接に提言することができ、地域主義に対する彼の積極
的な姿勢は中国の地域主義政策の形成に影響を与えられると思われる。
1986年11月、中国政府 PECC のメンバーとなり、宦郷は代表団の団長
としてバンクーバーで開催した PECC Ⅴに参加した。その後の1987年、
太平洋経済協力会議中国委員会が設立され、宦郷は初代会長に就任した
のである。
第三款

中国政府の姿勢変化

学者たちの態度変化と同じ時期に、中国政府もアジア太平洋地域の重
要性を認識し始めた。その転換点も1984年から1986年の間である。1984
年以前、中国政府はアジア太平洋地域協力に対して公式の発言をしてい
なかった。1984年１月、趙紫陽は、アメリカを訪問する際に、
「太平洋
の平和と安定を維持」し、
「平等互恵な協力」を行うことが大事である
と強調した65。そして、
中国の太平洋地域の経済的役割について、趙は「近
63

宦郷『宦郷文集』世界知識出版社、1994年、1118－1119頁。

64

太平洋地区発展前景和中国現代化学術討論会組織委員会編、
前掲書、
１－８頁。

65

『人民日報』1984年１月14日。
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年において、中国がアジア太平洋地域諸国との経済貿易が大幅に増大」
し、各種類の方式で、地域協力を拡大することを力説した66。同年５月
15日、趙紫陽は「政府工作報告」の中で、周辺国家との外交関係を発展
し、アジア太平洋地域の平和と安定を貢献すると強調した67。
一方、1984年から中国政府が前向き的な姿勢を示したものの、参加に
慎重な態度を見せた。1985年２月27日、中国の宋之光駐日大使は、日本
記者クラブ主催の昼食会に出席し、
中国経済の現状について講演した後、
記者団の質問に対して、宋大使は、太平洋問題に触れ「中国は平和と安
定に寄与するものであれば支持する」
という前向きな姿勢を見せる一方、
「中国政府はこの問題を慎重に見守っているが、まだ成熟していないと
思う」と中国参加に慎重な姿勢を示したのである68。
ところが、前述したように、1986年９月、トリッグは中国に加盟要請
を正式に発したため、中国も真剣に PECC 参加を検討し始めた。1986
年11月、中国は PECC の正式メンバーになると同時に、北京で開催さ
れた「2000年に向けてのアジア太平洋経済北京会議」で、趙紫陽は演説
をした。発言の中で、趙は以下のように述べた。
「中国政府がアジア太平洋地域の経済協力の基本的な主張とは、相
互尊重、交流強化、平等互恵、共同発展であります。われわれはこれ
らの原則を守り、アジア太平洋地域の経済協力を積極的に推進し、促
進します。その上アジア太平洋地域諸国と一緒に引き続きアジア太平
洋地域協力の道と方法を探求します。」69

以上の発言は中国がアジア太平洋地域経済協力に参加したことの意思
表明である。その後、1987年６月に、PECC 中国委員会が設立され、宦
郷は会長に就任した。1990年代に入ってから、太平洋経済協力会議中国
委員会は専門委員会を設置した。それは工商委員会、金融資源開発委員
会、貿易政策員会、人力資源開発委員会、食糧農業資源開発委員会、科

66

『人民日報』1984年１月15日。

67

蓋軍、前掲書、462頁。

68

企画課「
『太平洋協力構想、PBEC と PECC 一本化で合意』報道について」

1985年２月28日（情報開示法による開示外務省史料）
。
69

同上、620頁。
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学技術委員会の６つである。さらに、天津、遼寧、四川、山西、広州、
珠海の６つの地方委員会と地域経済持続的発展一体化（RISE）オフィ
スを設置した70。専門委員会と地方委員会の設置は中国特有のものとな
る。
本節の内容から、1984年から1986年までの時期は中国のアジア太平洋
地域協力への政策転換期と言えるだろう。しかし、何故この頃から中国
が以上のような転換をしたのか。この問題について、政治指導者の時代
認識の変化、
中国の内政と外交の転換から理由を探らなければならない。
第三節

中国 PECC 加盟の要因

以上では、鄧小平の「平和と発展」の時代認識の形成に着目し、それ
は中国の独立自主の対外政策の展開と地域主義政策の転換の基礎である
と説明した。本節は、中国の PECC 加盟の要因を明らかにする。
高木誠一郎は、1986年７月にゴルバチョフ書記長がウラジオストクで
演説し、ソ連も環太平洋に参加する意向を表明することにより、中国が
PECC 加盟に急ぎ始めたと指摘した71。しかし、
本節で分析するように、
独立自主外交を展開する中国にとっては、ソ連要因はますます薄くなっ
てきたため、中国の PECC 加盟はソ連との対抗からの解釈は不適切で
ある。そこで、本節は中国の国内政治と対外政策の転換から中国の
PECC 加盟の要因を分析する。
具体的には、本節は独立自主の対外政策で提唱された「平和共存五原
則」と「第三世界との友好関係」との重要性を指摘し、西側世界の世界
秩序を認め、現代化に有利な国際環境の創成の重要性を強調する。その
上で、中国の国内政治の変容と台湾問題を巡る大陸と台湾の姿勢変化を
整理し、中国のアジア太平洋地域協力に目を付けた理由を説明する。
第一款

70

独立自主の対外政策

梅平『中国与太平洋経済合作─ PECC25年的歴程与探索』世界知識出版社、

2006年、６－７頁。
71

高木誠一郎、前掲論文、81頁。
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前文でも言及したが、改革開放と同時に提起したのは独立自主の対外
政策である。
文化大革命直後の鄧小平は毛沢東の反覇権外交を継承した。
中越戦争は中国の反覇権外交の頂点であり、独立自主外交への転換点で
もある。中越戦争は新しい最高指導者としての鄧小平の威信を国内的に
確立するための戦いであったが、ヴェトナムのカンボジアからの撤兵は
実現せず、国際社会は必ずしも中国に好意的ではなかった72。ヴェトナ
ム戦争の結果を受けて、毛沢東の反覇権外交を再検討せざるを得なかっ
た。この過程においては、四千人大会などの党内世論、それと党中央と
の意見の伝達役を担った胡喬木などの「理論家」
、宦郷や李一氓率いる
中連部などの実務者たちが重要な役割を担った。宦郷は鄧の外交ブレー
ンに取り立てられ、1982年には新設された国務院国際問題研究センター
の総幹事に就任し、89年の死去の前年まで中国随一の国際問題の専門家
として国内外で華々しく活躍した73。この宦郷はアジア太平洋地域主義
に早くから興味を示した。1987年に成立した太平洋経済協力会議中国委
員会の会長に就任したことはすでに説明した。
1982年９月、中共第12回全国代表大会で、中国が新たな対外政策を公
表した。大会で政治報告を行った胡耀邦は「独立自主の対外政策」を行
うことを明らかにした。独立自主外交の内容について、82年10月31日の
『人民日報』に掲載された宦郷の論文によれば、
「独立自主」外交には、
三つの「基本原則」がある。１．平和共存五原則を「堅持して、我が国
を平等に扱うすべての国家と正常な友好関係を樹立し、発展する」、２．
「第三世界国家及びその他の友好国家との団結協力を強化する」、３．「覇
権主義に反対し、世界平和を擁護する」がそれである。また小島朋之は
独立自主の対外政策の特徴をつぎの４点にあるとまとめた。第１に、パ
ワーをめぐる政治観点から国際関係が肯定的に認識されるようになった
ことである。第２に、中国外交の任務が主要敵論によって決定されるの
ではなく、外交本来の国家間関係の処理を中心とするようになってきた
ことである。第３に、中国外交の自主性、独自性が強調されることであ
72

益尾知佐子「中国における毛沢東外交の再検討─1979 ～ 81年、
『独立自主の

対外政策』に向けて─」
、
『アジア経済』第49巻第４号、2008年４月、５頁。
73

同上、33頁。
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る。第４に、中国外交の独自性とは米ソ両国に対する等距離志向であ
る74。
独立自主の対外政策は速やかに中越戦争や中ソ対立を解消できないも
のの、これらの問題の解決に契機をもたらした。それより重要なのは中
国が平和な国際環境が改革開放政策の進行に有利だと考え、独立自主の
対外政策は平和の国際環境の創成に役立つと判断した。また、独立自主
外交路線への検討と転換は1978年から1985までの間に行われたことで、
改革開放の模索期75や中国の PECC への加盟の期間と同じである。この
外交的転換はアジア太平洋諸国とりわけ東南アジア諸国の信頼を勝ち取
り、中国の全面的改革開放の必要とする外資の導入に平和の環境を作り
出したと同時に、中国の PECC 加盟の障害を除去した。
ここでは、二つの点に注目すべきである。一つは、
「平和共存五原則」
である。中国は「内政不干渉」原則を守ることにより、対アジアアフリ
カの共産主義の支援を事実上停止したことを意味していた。これにより、
東南アジアとの関係が改善されたことが中国の PECC 加盟の前提条件
となった。もう一つは「第三世界国家及びその他の友好国家との団結協
力を強化する」と強調したことである。鄧小平は「平和と発展」を時代
の主題として認識していたと紹介した。発展について、1982年以降の鄧
小平は特に「南北問題」を強調し、中国の発展問題をその中に位置付け
ようとした。1984年５月、鄧小平は「南北問題が解決されなければ、世

74

小島朋之「中国政治・社会的変動と国際関係─『独立自主』外交について」
、

日本国際政治学会編『国際政治』
（通号78）
、1984年10月、15－16頁。
75

1978年、中国は「改革開放」の経済政策を打ち出し、1979年以降、深圳・珠海・

汕頭・厦門の四つの経済特区を設置した。しかし、1980年代初期において外貨
準備の不足問題があり、
特区の建設が思うほど順調に進めなかった。そのため、
中国共産党内部の路線競争があったことが推測できる。1984年、鄧小平は特区
を視察し、特区建設の成績を肯定した。1985年以前、主として特区の基礎建設
が中心であるが、1986年から、工業を中心に、貿易と結合とする外向型経済を
全面的に開始した。1984年には、経済特区に続く対外開放政策として、上海等
に代表される14の沿海都市が「経済技術開発区」に指定された。この意味では、
1978年から1985年までの間は中国改革開放の開始から全面的な展開までの模索
期であるといえる。
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界経済の発展が妨げられる」と力説した76。すでに触れたように、宦郷
も南北関係と南南関係においての新たな国際経済秩序を建設することを
強調した。ここでは、中国はアジア太平洋地域主義を枠とし、発展の問
題と第三世界の問題をその中に解決し、新たな国際経済秩序の建設を期
待していたのである。
第二款

改革開放政策の再点火

一方、中国政府内部には、1980年９月、趙紫陽は総理を担当させ、
1981年６月、胡耀邦は党主席（後に総書記）に就任した。これにより、
「鄧－胡－趙体制」が形成し、改革開放政策路線の指導体制が完全に確
立された77。しかし、改革開放路線の確立は中国政府内部の路線対立を
終結させたと意味していない。トップレベルの指導者の鄧小平と陳雲78
との間の経済路線の対立は依然として存在する。1979年、1980年の財政
赤字が毎年100億元以上となったことで、1981年、陳雲は、第11期６中
全会で「計画経済を主とし、市場調節を補助とするべきである」と主張
した。翌1982年には、籠を計画、鳥を市場に例え、
「市場は計画の枠内
に閉じ込める」とした鳥篭理論を打ち出す。さらに1985年、再び「計画
経済を主とし、
市場調節を補助とする」
と主張した。保守派重鎮として、
改革開放論者の鄧小平と対峙するようになる。また、陳雲の指導のもと
で、1982年、経済犯罪を撲滅する活動が全国範囲で展開された。これに
より、改革開放政策の一部のやり方が否定される可能性もあらわれてい

76

鄧小平『鄧小平文選1982－1992』中国外文出版社、1995年、73頁。

77

趙蔚（玉華訳）
『趙紫陽の夢みた中国』徳間書店、1989年、279－283頁。

78

陳雲（1905－1995）
：中華人民共和国成立後は政務院副総理兼財政経済委員会

主任に任じられ、1956年の第８期１中全会で党中央委員会副主席、中央政治局
常務委員に選出される。文革中に失脚したが、1978年、鄧小平が３度目の復活
を果たすと、第11期３中全会で党副主席、政治局常務委員、中央規律検査委員
会第一書記として復権した。翌79年には国務院副総理に任命される。のちに中
央顧問委員会の主任に就任し、鄧小平を中心とする八大元老という中国政治の
影の権力者集団の一人となった。
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た79。
開放政策に関しては、陳雲は鄧小平の経済特区を創設するやり方に対
して、ずっと意見を留保していた。1981年12月、会議では、陳雲は、経
済特区の主要任務が経験を総括することにあり、特区がさらに拡大して
はいけないことを強調した上で、特区のマイナスの側面に十分に留意し
なければならないと力説した80。外資の利用の側面においても、陳雲も
鄧小平と違う見解を示した。陳は、外資の利用に慎重であり、ドイツの
フォルクスワーゲン社との合弁会社「上海大衆」社を設立する件で、最
後まで賛同していなかった。陳によれば、外国資本の利用が中国の建設
問題を解決することが不可能であると常に強調した81。国内政治的には
緊縮政策を利用して、
1983年後半に左派の批判が吹き荒れた82。しかし、
1984年１月、鄧小平は経済特区を視察し、更なる14の都市を開放都市と
して指定し、
改革開放を再点火した。1984年10月、第12回３中全会では、
陳雲は経済体制改革に賛成し、経済規模の拡大につれて、1950年代のや
り方（計画経済）の一部は時代遅れであることも認めた83。鄧小平は陳
雲との路線競争で勝利を告げた。同年、
「上海大衆」社が設立され、翌
年に車の生産を開始した。1986年、
中国は GATT への加盟を申し込み、
沿岸の都市も外資導入に力を入れた。
以上で説明した改革開放の再点火により、中国は外資の導入に更なる
力を入れたと同時に、1984年に開放都市の指定により、地方の自主性が
発揮された。その結果、地域主義への関与は改革開放に有利であると見
られ、中国はアジア太平洋地域協力に積極的な姿勢を示し始めたのであ
る。その一方、中国の地域協力への積極的な姿勢も中国の改革派に力を
与えたと考えられる。
第三款

台湾問題とオリンピック方式

79

趙紫陽『改革歴程』新世紀出版社、2009年、120－121頁。

80

同上、118頁。

81

同上、119頁。

82

三宅康之『中国・改革開放の政治経済学』ミネルヴァ書房、2006年、170頁。

83

趙紫陽、前掲書、134頁。
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すでに強調したように、改革開放を巡る中国の内部論争では、台湾問
題が中国の PECC 加盟の直接的な阻害要因であった。1978年の日中平
和友好条約の調印と1979年の米中国交回復に伴い、日米中の関係は安定
期に入っていた。その後、米国が「台湾関連法」を制定し、一定の米台
安全保障協力関係を継続することを決定した。台湾は「不安感」から開
放され、米華断交が即時の台湾の消滅を意味しないことが実感されるよ
うになり、
皮肉なことに米台関係もまた安定していた84。1980年代に入っ
てから、台湾の大陸に対する姿勢はだんだんに柔軟となった。例えば、
1982年から台湾当局は「共匪」85を捨て、北京政府を「中共当局」とい
う呼び方に変えた。加えて「反攻大陸」
（武力による大陸部の領土奪還）
というスローガンも放棄した。1987年に台湾政府は台湾人の大陸への移
動を許可し、その後大陸への間接的な貿易と投資も解禁した86。その上
で、当時の蒋経国台湾総統は「実質外交（substantive diplomacy）」を
展開した。その結果、
主要な貿易相手との経済的な繋がりが強化された。
台湾政府は国際組織における大陸との共存政策へと転換し、
（中国台北
という名称で）公的と私的な国際機関への加盟に積極的な態度を示し始
めた87。
その一方で、1984年９月26日、中国はイギリスと香港問題で最終的に
合意し、合同声明を発表した。声明の中では、中国政府は香港の政治・
経済・社会諸制度の不変を保証する内容が盛り込んだ88。すなわち、「一
国二制度」である。
「一国二制度」政策は、1981年９月30日、全国人民
代表大会常任委員長の葉剣英は、談話の中で提起されたものである。談
話では、葉は統一後、台湾の現行の社会・経済制度、生活方式、外国と

84

川島真・清水麗・松田康博・楊永明『日台関係史1945－1980』東京大学出版会、

2009年、132頁。
85

共匪とは、共産党が中国国土を不法奪取に対する中華民国政府からの称で

ある。
86

Scott L. Kastner, Political Conflict and Economic Interdependence across the

Taiwan Strait and Beyond, Stanford, CA: Stanford University Press, 2009, p.32.
87

Alastair Iain Johnston & Robert S. Ross (eds.), op.cit., pp.62-63.

88

『人民日報』1984年９月27日。
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の経済・文化関係に変化がないと強調された89。1984年１月１日、中国
は台湾人の大陸で親族訪問を歓迎することを発表した90。1984年２月、
鄧小平も「一国二制度」に言及し、
「一国二制度」で台湾との統一の見
解を示した。1984年、香港問題の解決を背景に、中国政府の対台湾政策
においても、柔軟な姿勢を示した。これにより、中国が国際組織に加盟
する際に、台湾問題で譲歩する契機となった。
中国のアジア開発銀行への加盟はまさにその例である。1983年２月、
中国政府はアジア開発銀行への加盟申請を提出した。同年の３月８日に、
中国の加盟と同時に台湾政府を脱退させることを要求した。しかし、ア
メリカ政府はそれに反対していた。アジア開発銀行から台湾を追い払う
ことはアメリカのアジア開発銀行への資金支援に悪影響を及ぼしかねな
いとアメリカ政府当局は発表した91。アメリカの反発に直面して、中国
は政策を調整し、台湾政府を追い払うことを放棄した。1984年１月、趙
92
紫陽はアメリカを訪問する際に、
「中国台湾」
という名称で台湾の地位

を保証することを表明した93。アメリカ政府はこれを受け入れ、1985年
11月26日、アジア開発銀行の理事会は台湾を「中国台北」の名称でアジ
ア開発銀行での地位を保ったことを決定した。1986年３月10日、中国は
アジア開発銀行の新メンバーとなった94。台湾を「中国台北」の形で国
際組織に参加することは
「オリンピック」
方式と呼ばれている。1979年、
中国は国際オリンピック委員会に参加する際に、最初の台湾の追い払い
から譲歩し、台湾を「中国台北」の形でメンバーを保留させたことを指
している。1986年11月、中国の PECC 加盟はこの「オリンピック方式」
で実現した。
本章の冒頭で説明したように、1978年以降に中国は積極的に国際条約
を結び、国際組織に参加し始めた。国際組織とりわけ国際貿易・投資レ
89

蓋軍、前掲書、225頁。

90

『人民政協報』1984年１月４日。

91

孫岩『台湾問題与中米関係』北京大学出版社、2009年、231頁。

92

中国台湾以外に、中国台北などの名称なども提案された。結果的には、
「中

国台北」で決めた。
93

孫岩、前掲書、232頁。

94

同上、233頁。
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ジームへの参加を通じて、
中国は改革開放に必要な資金と助言をもらい、
（1986年の GATT の正式メンバーを申請し、
）輸出に有利な最恵国待遇
も期待している。また、国際組織への参加は台湾に対しても国内に対し
ても中国政府の正統性を表明したものとなる。さらに国際組織への参加
は改革派の中国国内政治における地位を固めることに繋がったのであ
る95。1980年５月、台湾の代わりに、中国は世界銀行と IMF のメンバー
となり、アジア開発銀行への加盟もこの流れで実現したと思われる。し
かし、すでに説明したように、アジア開発銀行問題においてアメリカ政
府との台湾問題での確執もあり、趙紫陽の訪米を経て、オリンピック方
式で片づけられた。
それに対して、PECC は地域協力組織として中国の経済が必要とする
資金の提供もできないため、世界銀行や IMF、アジア開発銀行より中
国政府にとっては参加の緊迫性がはるかに低かった。また、政府間組織
でない PECC は1982年に正式に設立されたが、1984年７月の ASEAN
外相会議までの間、東南アジア地域諸国とくにインドネシアの曖昧な態
度により、成功の見通しがはっきり見えなかった。それでも、中国は未
来において「発言の権力」の喪失を危惧し96、また改革開放に潜在的に
有利であると見て、アジア太平洋地域主義に積極的な姿勢を示した。そ
の後、PECC-ISC 主席のカナダ人のトリッグの要請を契機に、中国の
PECC 加盟は現実的になった。
第四節

小結

以上では、PECC 成員国の視点から中国の PECC へのメンバー入り
を分析した。また中国の角度から環太平洋連帯構想に対する中国の学者
たちと中国政府の反応を紹介し、1984年頃から1986年 PECC 加盟まで
の間は中国の地域主義政策の転換点であると指摘した。さらに、中国の

95

Margret M. Pearson, “China’s Integration into the International Trade

and Investment Regime,” in Elizabeth Economy, Oksenberg. Michel, Michel
Oksenberg (ed.), op.cit., 1999, p.165.
96

中国社会科学院科研局編『宦郷集』中国社会科学出版社、2002年、219頁。

北法64（2・353）633

［76］

論

説

PECC 加盟要因を、指導者の認識の変化や中国政府の内政と外交の政策
の転換との関連の角度から、検討した。
1971年、中国が国連加盟を実現し、国際社会に復帰した。だが中国は
常に重大事項の決定に選択的に関与し、非常に慎重な態度で国連の会議
を臨んでいた97。1978年以降、改革開放政策を順調に進めるため、中国
政府は、平和的な環境が必要とすることを認識していた。国際制度に積
極的に参加し、独立自主外交路線を打ち出した。その結果、中国は革命
輸出を放棄し、周辺国との関係がさらに改善された。一方1984年から、
大陸と台湾との関係は安定期に入り、
「オリンピック方式」でアジア開
発銀行への中国加盟問題を片付けることで、PECC への中国の参加にお
いての台湾問題に解決の糸口を提供した。同年、鄧小平の改革派への支
持を契機に、趙紫陽の講話で中国政府のアジア太平洋地域に対する積極
的な態度を初めて表明した。以上の政策転換は中国の PECC 加盟の起
動力となり、1986年バンクーバー会議で中国は PECC の正式メンバー
となった。本稿はこの過程を PECC メンバーシップの拡大とも見て、
中国の PECC 加盟は中国とアジア太平洋諸国の国家の選択の結果であ
ると論じた。
しかし、EU の東方拡大と対比し、PECC 拡大の基準は曖昧である。
EU の東方拡大の場合、1993年６月のコペンハーゲン理事会で「コペン
ハーゲン基準」が採択された。加盟国に対して、EU 法令慣行の束であ
る「アキ・コミュノテール」の受容を求め、経済法制、人権や民主性の
あり方を加盟基準として要求した98。それとは対照的に、中国が PECC
を加盟する際に、東方拡大のような明確的な基準が公的に提起されてい
なかった。環太平洋連帯グループの討議では、環太平洋連帯構想の対象
範囲は「市場経済諸国」と結論付けたが、公的にはこの基準は文書化さ
れていなかった。
1989年、APEC が設立されても、
「市場経済」という基準は明言せず、
メンバーの条件に言及した際に、
「アジア太平洋と経済的結びつき、メ
97

趙磊『建構和平：中国対連合国外交行為的演進』九州出版社、2007年、108－

110頁。
98

遠藤乾編『ヨーロッパ統合史』名古屋大学出版会、2008年、275－276頁。
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ンバーの拡大はコンセンサスに基づく」と1989年の初回の APEC 閣僚
会議で宣言された99。この条件の下で、1991年のソウル閣僚会議では中
国は APEC のメンバー入りを果たした。そしてソウル会議で「ソウル
宣言」が採択された。
「ソウル宣言」は、APEC が各経済の発展段階の
違いに十分留意した上で、この地域の貿易自由化のための自由な対話と
コンセンサスづくりへの取り組みに乗り出すべきであると謳った100。ま
た宣言では、メンバーシップの基準について、
「宣言での APEC の目標
と原理を受け入れる」ことが付き加えられた101。
以上の PECC と APEC 加盟基準の曖昧さは環太平洋連帯構想が提唱
された当時のメンバーシップ問題での曖昧さを反映していたのである。
環太平洋連帯構想報告書では、
貿易と投資の自由化促進を強調しつつも、
メンバーシップの範囲が市場経済諸国と明言せず、
「開かれる地域主義」
を特徴として掲げた102。ここでは、大平正芳等の提案者は構想の未来方
向を描くのと同時に、予測できない発展に対抗できるほどの十分な柔軟
性を提供することが試みた103。その「方向性」と「柔軟性」との間のバ
ランスを取ろうとした。
その結果、中国の APEC 加盟の過程においては、中国・台湾・香港
いわゆる「三つの中国」の同時加盟は再び問題となった。それを解決し
たのは韓国の李時栄外交次官補であった。その背景には、アメリカ政府
の舞台裏からの支持や中韓政府の関係改善が決定的な要因となる104。そ
こから、アジア太平洋地域メンバーシップの拡大は EU とは異なり、あ
る特定の「基準」に基づくことではなく、国家の選択により解決したの
である。
99

菊池努『APEC アジア太平洋新秩序の模索』日本国際問題研究所、1995年、

206頁。
100

船橋洋一『アジア太平洋フュージョン：APEC と日本』中央公論社、
1995年、

113頁。
101

Michael Wesley, The Regional Organizations of the Asia-Pacific: Exploring

Institutional Change, New York: Palgrave Macmillan, 2003, p.101.
102

環太平洋連帯研究グループ、前掲報告書、17－24頁。

103

Michael Wesley, op.cit., p.99

104

船橋洋一、前掲書、107－109頁。
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環太平洋連帯構想の意義

本稿は大平正芳元日本首相によって提唱された環太平洋連帯構想を取
り上げ、その提唱、形成、推進、影響について分析した。終章では、環
太平洋連帯構想の意義を検討する。その際、日本外交、中国、オースト
ラリアにとってのそれぞれの意味を抽出し、アジア太平洋地域主義の発
展の可能性を検討することを試みる。
第一節

環太平洋連帯構想と戦後日本外交史

戦後日本外交史とは、敗戦国日本の対 GHQ 交渉から出発し、アジア
太平洋地域への外交の地平線が少しずつ広がってゆく歴史である。それ
は戦争賠償を足がかりとした「南進」に始まり、やがて韓国・中国と北
東アジアへ地平を広げることになったが、そこに一貫して通底していた
のは、アジアに「非政治化」を求める強い志向性であった105。そして、
戦後初期から、日本のアジア開発は日本政府がイニシアティブを取り、
そこにアメリカが出資することを期待していた106。これによって興起し
たアジア地域主義の展開に関しては、米国とアジアの影響力はいずれも
限定的であり、両者の多様な利害関係が影響しあう相互作用のなかで、
両者の認識と行動が相対化されていくメカニズムこそ当時のアジア地域
主義の特徴であった107。
しかし、アジアの経済開発を重視した戦後の日本は、アジアにおける
冷戦の論理と非同盟の論理、そして脱植民地化とナショナリズムの論理
が交錯した状況において、
「アジアの一員」と「自由陣営の一員」をど

105

宮城大蔵によると、
「冷戦やナショナリズムによって分断され、戦乱と貧困

に沈むアジアの前途は、階級闘争による変革を目指す革命や、その封じ込めを
主眼とする冷戦ではなく、地道な国造りとそれを通じた経済発展によってのみ
切り開かれる。それが、
そこに自らの前途を賭けた戦後日本の『世界観』であっ
た」
。宮城大蔵『
「海洋国家」日本の戦後史』ちくま新書、2008、216頁。
106

保城広至
『アジア地域主義外交の行方：1952－1966』
木鐸社、
2008年、
303－306頁。

107

曺良鉉、前掲書、215－219頁。
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う調和させるかに苦慮していた108。1970年代のデタントの到来は日本の
アジア外交に転機をもたらした。それは1960年代を経て、経済大国化に
併せて、
日本は自立したアジア外交の展開を試みた。「福田ドクトリン」
の発表自体はこの変化の徴とも言える。
「福田ドクトリン」はヴェトナ
ム戦争からのアメリカの撤退によって生じた権力の「真空状態」を日本
の経済力で補おうとしていた。この意味では、戦後から続く日本の「非
政治化」のアジア外交の流れを汲んだ計画である。その一方、戦争賠償
と開発と異なるロジックで日本のアジア外交を再構築した点において
は、目新しい政策ともいえるだろう。
ところが、インドシナ紛争や新冷戦のような政治・安全保障の「風」
が強く吹いてきた時、アメリカの力に頼らない「福田ドクトリン」の脆
弱性も露呈したのである。そこで、
「保守本流」の大平正芳が登場し、
「非
政治化」のアジア外交を受け継いだと同時に、大平外交は「日米同盟」
の重要性を訴え、アメリカを再びアジア太平洋地域に引き止めようとし
た109。それと同じ時期に、
大平は中国の改革開放政策を積極的に支援し、
対中経済外交を展開した。米中のハネムーンを背景に、大平の対中円借
款の決断は日中関係の新たな一頁を開いた。これにより、
「政経分離」
という冷戦下に日本の対中外交を悩ませ続けたものが大平の決断により
吹き飛ばされたのである。その上、大平は環太平洋連帯構想という新地
域構想を打ち出し、アメリカと中国の問題で、二国関係だけでなく、環
太平洋連帯構想に中国とアメリカを入れ、両国を地域の多国間協議の場
を引き入れると考えていた。これによって成立した PECC はアジア太
平洋地域の初めて、日米中の三大国を含んだ地域フォーラムとなった。
また、日本のアジア外交から見れば、この構想は「アジアの一員」と
「自由陣営の一員」をうまく調和させた。このようにアメリカに完全に
頼るのでもなく、完全な日本の自立外交でもない、アメリカから協力を

108

権容ソク『岸政権期の「アジア外交」
：
「対米自主」と「アジア主義」の逆説』

国際書院、2008年、276頁。
109

「アジア太平洋」とは、日米の一体性を強調するために作り出され維持され

た概念である側面があるように見える。田中明彦「日本外交におけるアジア太
平洋」
、渡邉昭夫編、前掲書、374頁。
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とりつけながら、アジア太平洋外交を進めようとする「保守」的な考え
は大平外交の深層にある。これは構想名称の中の「連帯」にも示される
ように、日、米、アジアを調和的につなげる計画である。この政策を通
じて、日本も自己の外交資産の保持を狙っていた。アジア太平洋地域で
の影響力の拡大により対米発言力の増大につながることも大平は考えて
いたと思われる。この意味では、環太平洋連帯構想を単独の外交政策と
して分析する意味はない。戦後日本のアジア外交と大平の外交戦略の中
に位置づけ、大平の対米協調、対中国経済外交と関連づけながら分析す
ることで、大平の柔軟な外交像が明らかになる。
この大平の考えは戦略指向の違いはあるものの、1980年代の中曽根外
交に受け継がれた。中曽根は日米同盟を最重要視する上で、対中国外交
とアジア外交との調和関係をとりながら、1980年代の新冷戦の中、日本
の「非政治化」外交を守った。この意味では、大平外交は1980年代の日
本外交にもまた大きな影響を与えたのである。
第二節

環太平洋連帯構想と中国

すでに述べたように、
環太平洋連帯構想の核心的な理念は「開かれた」
地域主義であり、この理念はアジア太平洋地域主義のメンバーシップの
問題と深くかかわっていた。というのは、この理念は南北のみならず東
西対立を超えたアジア太平洋における協力と連帯を目指すという一見極
めて理想的な方向性を内包しているからである110。だが、この理想的な
方向性こそが社会主義中国に参加の道を開き、中国がアジア太平洋の自
由主義経済システムに加入することを可能にさせたのである。中国政府
も環太平洋連帯構想が提唱された当時から、この構想に関心を寄せ、国
内の重なる議論を経て、1986年に PECC に加盟した。この中国の包摂
は長い間にアジア太平洋の「ソト」に置かれた対抗すべき対象である中
国を「ウチ」に迎え入れることを意味する。その結果、冷戦終結後の
1991年、中国はそのままに APEC に加盟できたのである。
同時に、環太平洋連帯構想が政治と安全保障を避け、経済・社会・文
110

大庭三枝「アジア太平洋地域主義の特質」
、渡邉昭夫編、前掲書、67－85頁。
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化領域の協力に焦点を当てたことも冷戦と異なる考えを示していた。つ
まり、当時は日中平和友好条約の締結と米中国交回復につれて、日米中
は「ゴールデン エイジ」に突入した111。これはまたソ連にとって、
「対
ソ包囲網」の形成を意味した。この状況では、環太平洋連帯構想が政治
と安全保障を強調することはソ連を刺激し、逆にアジア太平洋地域に不
安をもたらす可能性がある。それゆえ、環太平洋連帯構想は経済・社会・
文化領域の協力を強調し、アジア太平洋地域の政治変動の影響を最小限
にした。この流れの中、1980年代においても、アジア太平洋地域諸国は
非政治領域の協力を堅持することにより、新冷戦からそれほど大きな影
響を受けなかった。この背景の下でアジア太平洋地域諸国の経済は高度
成長し、この勢いはポスト冷戦時代にも衰えなかった。したがって、環
太平洋連帯構想は1980年代のアジア太平洋地域に脱冷戦的な地域秩序像
を提供したばかりか、ポスト冷戦時代の地域秩序の模索の予備演習でも
あった。
一方、1949年以降の共産主義中国の外交を概観すれば、中国がもとも
と地域主義的発想を持っていたことがわかる。たとえば、朝鮮戦争後半
の1952年10月、中国は西側の封じ込めを突破するため、北京でアジア太
平洋地域平和会議を開いた。この会議にはアジア太平洋地域諸国からの
民間人が参加した。そして、その後1950年代のバンドン会議に代表され
た中国のアジアアフリカ外交にもある種の地域主義の理念が潜んでい
た。さらに、毛沢東の第三世界への革命輸出もイデオロギー的である一
方で、地域主義の発想を含んでいたといえるが、これらの地域外交のい
ずれの形態も「自由主義の陣営」や「覇権主義のソ連」といった仮想敵
が存在し、それとの対抗の意味で提唱された。
それらの地域主義とは対照的に、環太平洋連帯構想は文革が終わり、
中国が西側の世界に参加しようと考えている段階で提唱されたため、中
国にとっては自由主義陣営との対立ではなく、むしろ融和を意味してい
た。また、イデオロギー的、軍事的な色合いがないため、改革開放進行
111

Ezra F. Vogel, Ming Yuan, Akihiko Tanaka (eds.), The Golden Age of the

U.S.-China-Japan Triangle 1972-1989, Cambridge and London:   Harvard
University Asia Center, 2002.
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中の中国にとっても受け入れやすいものであった。1986年、中国政府は
まだ纏まった地域主義外交のプランを持たずに PECC に加盟したが、
1990年代の中国の地域主義外交の前奏となる。1990年代になると、中国
政府は地域主義外交に着目しはじめ、2001年に上海協力機構の設立を経
て、
今日のアジア太平洋地域主義の主要推進国となるに至ったのである。
第三節

アジア太平洋とオーストラリア外交

第二次世界大戦以降、オーストラリアはアメリカとの間で ANZUS 条
約を締結し、日本とともに「反共主義の砦」としての役割を果たしてき
た。
そのためか、
オーストラリアが最初に参加した地域主義フレームワー
クは反共の色彩が濃い ASPAC であった。1970年代に入ると、米中和解
を背景にホイットラム政権以降オーストラリアは反共から距離をとり、
アジア太平洋地域における多国間外交に関心を移していった。こうした
中、フレーザー政権期は日本政府と手を組んで環太平洋連帯構想を推進
した。その際、ジョン・クロフォードが大きな役割を果たしたことはす
でに分析した。その後の1983年に労働党のホーク政権が成立すると、ア
ジア太平洋との連携に外交政策の焦点が絞られた。経済構造改革を下支
えするための GATT レジームの強化と東アジア経済との関係緊密化と
いう二つの大きな政策課題に対処するため、ホーク政権は積極的なアジ
ア太平洋経済外交を展開し始める。それはアジア太平洋地域での協力を
多国間貿易・投資自由化の足がかりとすることを目的とした112。このホー
クの提案により APEC が作られたのである。オーストラリアが APEC
を創設した政治的な背景には、アメリカをアジアに関与させ続ける意図
もあった113（ラサス、伊藤2009：122）
。自らを「ミドル・パワー」と位

112

岡本次郎「オーストラリア対外経済政策の転換：多国間主義から二国間主

義へ」
、大矢根聡編『東アジアの国際関係：多国間主義の地平』有信堂、2009年、
191頁。
113

ラサス・ジョエル、伊藤剛「東アジア地域主義に向けてのオーストラリア

外交戦略：アジアのパワー・ポリティックスを超える試みとその現実」
、日本
国際政治学会編『国際政治』
（第158号）
、有斐閣、2009年、132頁。
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置づけたオーストラリアの真意は、自分たちこそがアジアと、それに大
きな影響を与えるアメリカとの間の「仲介役」だということにある。そ
れは同時にオーストラリア自身がアジアに近づくとき、アメリカに「仲
介」してもらうという地域秩序のダイナミズムを用いた外交を行うとい
うことも意味した。オーストラリアはアメリカとアジアの「仲介役」を
引き受けることによってオーストラリアのプレゼンスを高め、またオー
ストラリア自身がアジアと連携を深めたいときアメリカを利用しようと
したのだ114。この外交の原型はフレーザー政権期のジョン・クロフォー
ドの外交に遡ることができる。
その後アジア太平洋に対して積極的なキーティング政権を経て、1996
年に誕生したハワード政権（John Winston Howard，任期：1996－07）は
アメリカとの同盟政策の関係上、日本、インド、ASEAN 諸国との連携
を深める政策に転換した。アジアとの関係を深めたいが、アジア諸国同
士の対立や紛争には巻き込まれたくないという
「ジレンマ」の中でハワー
ド外交は展開していたのである。後任のケビン・ラッド首相（Kevin
Rudd，任期：2008－10）は再び「多国間」外交を重視するようになった。
2008年６月、ラッドはシドニーで2020年を目標にアジア太平洋地域に新
しい協力機関であるアジア太平洋共同体（APC: Asia-Pacific Community）
の構築を呼びかけた。そこで想定される APC の要件として、ラッドは
インドを含めること、経済だけでなく安全保障も取り扱うことの二点を
特に指摘している115。この構想の提唱もオーストラリアの「ミドル・パ
ワー」外交理念の延長上にある。
第四節

アジア太平洋地域主義の可能性

大平正芳の環太平洋連帯構想の理念において、国際交流と相互理解の
促進が大きく取り上げられた。環太平洋連帯研究グループの報告書は、
以下のように記している。
114

ラサス・ジョエル・伊藤剛、前掲論文、132頁。

115

福嶋輝彦「オーストラリアの『アジア太平洋共同体』構想」
、渡邉昭夫編、

前掲書、183頁。
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「すべての国際協力は、諸国民の間に、それぞれがかかえている問
題に対する感受性を養成することから始まる……異なる歴史と伝統を
もち、経済発展や政治制度、社会慣習などにおいて多様な太平洋諸国
民が地域的協力をすすめていくためには、あらゆるレベルでの相互理
解の促進の努力がとりわけ必要である」116。

報告書では特に文化交流、教育交流、学術交流、観光の四つの分野に
おける協力構想を記した。しかし、本論で紹介したように、経済の「繁
栄」を優先に考えるオーストラリアや ASEAN 諸国等は国際交流にそ
れほど興味を示さなかった。APEC が設立された後、日本、韓国、中国、
ASEAN、大洋州、アメリカ、カナダのシンクタンクなどの政策研究機
関で構成するコンソーシアム（APAP: Asia Pacific Agenda Project）が
設立された。APAP では、グローバルな課題や域内共通課題に関わる
政策対話・共同研究とともに政策情報交換のネットワーク形成や若手研
究者の育成を進め、先駆的な日米中の三辺対話などを開拓しながら、現
在に至っている117。だが、この類の組織だけは不十分であり、これから
のアジア太平洋地域の文化や教育などの交流が期待される。
一方、経済面においては、1997年夏に始まったアジア通貨危機は、ア
ジア太平洋地域に大きな経済的・政治的変動をもたらした。危機を乗り
越えるために、地域レベルにおいて東アジアをベースにした ASEAN
＋３の枠組みが確立した。それに加えて、
それまで FTA 空白地帯であっ
た北東アジアでも二国間の FTA 締結に向けた動きが見られるように
なった。欧米における制度的な地域統合への動きは、APEC によって
も WTO の発足によっても減速せず、無差別原則による世界全体での自
由化が最善だという議論は、
現実の前に力を持たなかった118。そのため、
1990年代末になると、韓国、日本、中国という、それまで地域的な
FTA を行っていなかった国々が FTA を形成するようになる。これに

116

環太平洋連帯研究グループ、前掲報告書、27頁。

117

和田純「東アジアにおける日本の国際文化交流と文化外交：戦後日本の政

府機関の活動と課題」
、添谷芳秀・田所昌幸『日本の東アジア構想』慶応義塾
大学出版会、2004年、87頁。
118

宗像直子「日本の FTA 戦略」
、添谷芳秀・田所昌幸、前掲書、149頁。
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より二国間の FTA がますます増加し、いわばアジア太平洋の更なる細
分化が進む。つまり、
それぞれの FTA が異なるルールを採用するため、
全体として非効率なものになりかねないのである119。この細分化を克服
するため、ASEAN ＋３全体に FTA（東アジア経済統合）が形成され
るという選択があるが、
それに伴いアメリカの関与が低下する。しかし、
2009年11月14日、 オ バ マ 米 大 統 領（Barack Hussein Obama，任 期：
2009－）は、アジア歴訪の最初の地、東京においてアメリカのアジアへ
の復帰の意図を明確にした。アメリカの復帰により、アジア太平洋に多
角的な FTA が形成されていくというものとなり、東アジア経済統合も
APEC に収斂する可能性もある。
また中国の大国化についてはどうであろうか。2008年の北京オリン
ピックやグローバルな金融危機以降、
アジア太平洋地域諸国において「台
頭する中国」についての関心はますます高まっている。中国は将来的に
アメリカと対抗できるパワーに成長することが予測される。中国が当面
は、緊密な日米間の安全保障協力を軍事的な基礎とする東アジアの現行
秩序に正面から挑戦する意図はないという判断に大きな異論はないだろ
うが、国力の相対的な分布の変化は、域内諸国の行動様式を一面では確
実に変化させているように思われる120。特に中国の軍事力の発展は懸念
される。軍事力行使がなくとも、
中国の軍事力が諸外国に与える政治的、
心理的な影響は大きくなっている121。
「中国の台頭」と力の移行に対応す
るため、アジア太平洋地域において、制度の調整が必要である。とりわ
け地域の安全保障をガバナンスできるような制度が不可欠だと思われ
る。実際に1993年７月の ASEAN 外相会議で新たな安保対話の枠組み
である東南アジア諸国連合地域フォーラム（ARF: ASEAN Regional
Forum）を設立することが合意され、1994年７月をもって ARF が正式
119

山本吉宣「グローバリゼーションとアジア太平洋」
、渡邉昭夫編『アジア太

平洋と新しい地域主義の展開』千倉書房、2010年、49頁。
120

高原明生「序論：東アジア秩序論の諸問題」
、日本国際政治学会編『国際政

治』
（第158号）
、有斐閣、2009年、３頁。
121

浅野亮「中国の多国間主義；現実的リベラリズム？─『中国の台頭』下に

おける新たな役割の模索」
、
大矢根聡『東アジアの国際関係：多国間主義の地平』
有信堂、2009年、34頁。
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に発足することが決まった。しかし、ARF の場では言葉だけが先行し
具体的な行動が伴わない点が揶揄され、これらを「トーク・ショップ
（Talk Shop）
」と呼ぶ向きさえある122。そして、本論で紹介したように、
環太平洋連帯構想の展開における、核心となる課題は ASEAN であっ
た。ARF も ASEAN を核として構築された安全保障の地域枠組みであ
る。しかし、中国が台頭するにつれ、地域安全保障枠組みの重心は
ASEAN から中国と大国間関係に移行したのである。こうした理由から、
大国間関係に焦点を当てた地域安全保障枠組みを作り出す必要がある。
こうした中で、中国の台頭により、日本外交における地域概念が変化す
る可能性もある。中国が巨大になればなるほど、中国を含む地域は巨大
なものとならざるを得ない。中国を含みうる巨大地域概念の可能性とし
ては、東アジア首脳会議のインド、オーストラリア、ニュージーランド
を含む「東アジア」
、インドのみならずさらに広いアジア、そして、イ
ンドとの関係も考慮に入れた「アジア太平洋」がありうる123。
一方、すでに説明したように、オーストラリア政府はアメリカとアジ
アとの「仲介役」を念頭に置き、2008年６月、ケビン・ラッド豪首相は
APC 構想を提唱し、主要大国間の力の変化に伴う軍事紛争の可能性を
懸念し、主要大国間の新たな制度を構築するオーストラリア側の試みも
ある。これは2020年の設立を目標とするが、このようなアジア太平洋地
域の枠組みは他の制度と補完する形で、アジア太平洋地域秩序の安定に
とって不可欠である。当然、地域諸国にとって、アジア太平洋のみが唯
一の地域概念であるということはないだろう。インドを含めるアジア、
アメリカとのつながりを示すアジア太平洋、さらに、日中韓と ASEAN
を包括する東アジアなどは多様な地域概念が存在する。重複する様々な
地域概念が今後も補完しながらアジア太平洋全地域の安定と繁栄に貢献
していくのであろう。

122

西田竜也「アジア太平洋地域における安全保障システムのひとつのオプショ

ン：太平洋条約の経験から」
、日本国際政治学会編、前掲書、26頁。
123

田中明彦『ポスト・クライシスの世界：新多極世界を動かすパワー原理』

日本経済新聞出版社、2009年、375頁。
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補章

環太平洋連帯構想とアメリカ

本稿は大平正芳が提唱した環太平洋連帯構想の形成と展開の分析を軸
に、大平外交と環太平洋連帯構想の意味を問うものである。その際に、
オーストラリアとの共同推進が豪外交に新たな外交資産を与えたことを
明らかにし、
中国の包摂などで環太平洋連帯構想が地域秩序、日中関係、
中国外交に与える意味を検討し、環太平洋連帯構想を評価した。
本文ではいくつの場所で地域の超大国アメリカについて触れたもの
の、環太平洋連帯構想に対してアメリカの態度などについて分析してい
ないし、アメリカにとっての意味に関しても論じなかった。環太平洋連
帯構想において、アメリカ政府がリーダーシップをとらないという立場
をとっていることは確かである。実際には、アメリカの国務省内部にお
いては、1979年の段階ではヒギンボーサム国務次官補代理を中心に環太
平洋連帯構想に関心を示し、ASEAN 諸国を歴訪した。しかし、この時
点では、アメリカの大統領選挙期間であり、大きな対外政策の変更が望
まれないことで、ヒギンボーサム等の仕事が台無しにされたという経緯
がある。その後、アメリカは環太平洋連帯構想の対策を民間中心で進め
ている。この補章では、日本側の外交資料を使い、その経過を検討する
ことで、アメリカと環太平洋連帯構想との関係について背景情報を提供
し、予備的な考察をすることを目的とする。
第一節

アメリカとアジア太平洋地域主義

第二次世界大戦以降、国家間の協力としての地域主義はアメリカン・
インペリウム（American Imperium）の興隆と深くかかわっていた124。
アメリカの関与がアジア太平洋と西ヨーロッパとの両地域の国々の地域
主義に関する政策決定に重大な影響を与えた125。戦後の西ヨーロッパに

124

アメリカン・インペリウムは二重の特徴を持つ。一つは物質性、領土性及

びアクターを中心とする特性であり、もう一つは象徴性、非領土性、システム
レベルの特性である（Katzenstein 2005：6）
。
125

Alex Warleigh-Lack, “Towards a Conceptual Framework for
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おいて、かつての敵を連合させ、北大西洋条約機構（NATO: North
Atlantic Treaty Organization）と欧州連合（EU: European Union）に
なる基礎を定め、政治的・経済的にヨーロッパ地域統合の構想を強化す
ることはアメリカの対外政策の手段となっていた126。これに対して、戦
後アメリカの追求したアジア太平洋諸国への関わり方は、アジア太平洋
諸国との二国間同盟関係を束ね、自国をその中心に据える、いわゆるハ
ブ・アンド・スポーク体制を基本としたものであった127。日米同盟はそ
の代表的な例である。アメリカは共産主義の拡張と対抗するため、占領
国であった日本の経済を復興させた。日本政府はアメリカの資金を想定
しつつも、「アジアによるアジアのための経済開発」というアプローチ
を唱え、アジア地域主義外交を展開した128。アメリカとアジアとの橋渡
しの役割から、
日本はアメリカとアジア太平洋との地域仲介国（regional
intermediaries）とも呼ばれた129。結果的には、アメリカの支援と日本の
東南アジア外交はアジア太平洋諸国に経済の高度成長と相互依存の深化
をさせ、アジア太平洋の「地域化（Regionalization）」をもたらした130。
この意味では、アジア太平洋地域の超大国としてのアメリカは地域の枠
に拘束されずに、アジア太平洋地域の形成に貢献したのである。また、
このハブ・アンド・スポーク体制はアメリカにとって、地域の集団より
操りやすいものである。よって、戦後のアメリカは地域集団を作ること
より、もともとの二国体制を維持することを最優先にした。
ところが、1989年に APEC が成立した後、ジョージ・Ｈ・Ｗ・ブッシュ
政権（George H.W. Bush，任期：1989－93）の末期から、アメリカは冷
Regionalisation: Bridging ‘New Regionalism and ‘Integration Theory’ ”, Review
of International Political Economy, 13:5, 2006, pp.754.
126

Mark Beeson, “Geopolitics and the Making of Regions: The Fall and Rise of

East Asia,” Political Studies Vol.57, 2009, p.504.
127

曺良鉉、前掲書、９－10頁。

128

保城広至『アジア地域主義外交の行方：1952－1966』木鐸社、2008年、29頁。

129

Peter. J. Katzenstein, A World of Regions: Asia and Europe in the

American Imperium, Cornell University, 2005, p.3.
130

地域化とは指定された地理区間における経済的相互依存の成長を指す。一

般的には、非国家的・私的アクターによるものである（Fawn 2009：13）
。
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戦後の新たな状況における地域枠組みの重要性に注目し始め、1993年に
は、クリントン政権（Bill Clinton，任期：1993－01）が新太平洋共同体
を提唱した。新太平洋共同体は実現しなかったが、アメリカのイニシア
ティブにより、APEC において非公式首脳会議が開催され、貿易投資
委員会が設置された。APEC で実際に貿易・投資の自由化を進めるべ
きであるという考え方は、1994年のボゴール宣言がだされた時期に頂点
に達した131。この意味では、アメリカの参与はアジア太平洋地域協力の
発展を左右するものである。大平正芳の環太平洋連帯構想はアメリカの
重要性を認識し、最初からアメリカをその核心的なメンバーとした。
第二節

ブレッキングス研究所への委託研究

アメリカにおいては環太平洋連帯構想に関し、政府がなるべく関与し
ない立場をとっていることもあり、各種の研究機関や議員あるいは個人
が環太平洋連帯構想に関する様々な提案、
研究を行った。その中、ブルッ
キングス研究所の研究はもっとも影響力があった。
実際には1979年春頃から、米国の国務省はブルッキングス研究所の
ローレンス・クラウス（Laurence Kraus）主任研究員に環太平洋連帯
構想の研究をさせている。クラウスは PAFTAD の常連メンバーであり、
OECD の太平洋版ともいうべき OPTAD 構想の支持者である132。大来に
よれば、1979年２月、彼が訪米した際にはクラウスは２段階方式で先ず
米韓関係について次いで環太平洋の問題についてシンポジウムを開催す
る話であったという133。５月９日ワシントンのウッドロー・ウィルソン
国際センター（Woodrow Wilson International Center）は大来を招い
て環太平洋連帯問題につき討議をした。この討議には、ウルフ（Frank
Wolf）下院議員、ロマルデス・フィリピン大使、ワシントンのポトマッ

131

大庭三枝『アジア太平洋地域形成への道程』ミネルヴァ書房、
2004年、
380頁。

132

調査部参事官「環太平洋連帯問題（関係諸国における動向）
」1979年10月６

日（情報開示法による開示外務省史料）
。
133

調査部参事官「環太平洋連帯構想について」1979年８月１日（情報開示法

による開示外務省史料）
、６頁。
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ク・アソシエイツ（Potomac Associates）と称する研究機関の会長のウィ
リアム・ワッツ（William Watts）
、ニューヨークのアジア協会（Asian
Society）のロバート・バーネット（Robert Barnett）、アレックス・ジョ
ンソン（Alex Johnson）元駐日大使、そして中国大使館館員等が参加し
ている134。これに中国大使館が関心を寄せたことは興味深い。その後、
クラウスが２段階方式を取りやめ、1979年10月をめどに、先ず日・米・豪・
韓国及び ASEAN から１名ずつ集まって５人で非公式会合を開催し、
その後14人の代表によるシンポジウムを開催することとしてはどうかと
の提案を行ってきた135。
米国議会ではグレン（John Herschel Glenn Jr.）上院議員とウルフ下
院議員が環太平洋連帯構想の推進に熱心であり、ウルフ議員は太平洋地
域議員連盟の結成に関心がある。特に下院ではウルフ議員が委員長を務
める外交委員会アジア太平洋小委員会で環太平洋連帯構想について公聴
会が開始され、その第一回目（1979年７月18日）にブルッキングス研究
所の主任研究員ローレンス・クラウス、エール大学のヒュー・パトリッ
ク教授、東西センターのハリスン・ブラウンが出席した136。クラウスは
太平洋地域において経済政策問題を中心とする OECD 的な協議機関を
設けるべき旨を強調した。上下院外交委員会では1979年秋更に同じテー
マで公聴会を開いたようである137。
またクラウスは、
「国務省とはその後も随時協議しているが、如何な
る環太平洋機構を作るにせよ、ASEAN 諸国の参加が不可欠なので先ず
ASEAN 諸国の意向を打診することになった。ASEAN 諸国の意向を承
知した上で今後の手順を考え」るべきであると ASEAN 諸国の重要性
134

調査部参事官
「環太平洋連帯問題
（関係諸国における動向）
」
、
前掲資料、
２頁。

135

14名とは太平洋先進５カ国、ASEAN5カ国、韓国、台湾、香港の代表及び

パプア・ニューギニア等南太平洋諸国のブロックからの代表計14名のことを指
す。調査部参事官「環太平洋連帯構想について」1979年８月１日（情報開示法
による開示外務省史料）
、６頁 ; 調査部参事官「環太平洋連帯問題（関係諸国
における動向）
」
、前掲資料、１頁。
136

同上。

137

「太平洋地域における協力強化構想（B）
」1979年８月31日米国発、1979年９

月１日外務省着）
、
（情報開示法による開示外務省史料）
。
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を強調した。そして、クラウスは、
「当初自分が考えていた第１ステッ
プとしての太平洋地域の諸国の会合はもう少し何のために会合するかを
確かめてからでないと開いても意味がないであろう」と強調した。ここ
でクラウスが話した第一ステップは先ほど説明した通り、1979年10月に、
日本、アメリカ、オーストラリア、韓国そして ASEAN から１名ずつ
集まってシンポジウムを開催することを指している。この目標の実現が
困難だと見ているか、クラウスは第１ステップの実現を放棄した。７月
外交委員会で彼は証言しているが、OECD 的な協議機構の設立を提唱
しようとしているものの、第１ステップとしての会合の開催には触れて
いなかった138。
クラウスによれば、一番の問題はやはり対象国の範囲であり、先進５
カ国、ASEAN 諸国の参加が不可欠である。それ以外に、クラウスは「韓
国の参加も是非必要」
だと考えていた。しかし、
それ以上に範囲を拡げ、
「中国及びヴェトナムに声をかけるか、中南米諸国も含むか等は難しい
問題であり、中国を入れるとソ連をどうするかの問題が出てくる」とク
ラウスは指摘した。公聴会ではヒュー・パトリック教授は「市場経済」
国に限定すると発言したことに対して、クラウスは「市場経済の国に限
定するとは述べていないし、またソ連の扱いについて一言も触れていな
いが、ソ連まで含むことは問題外」であると主張した。中南米諸国に関
しては、一部の国を入れ、他の国を除くということを提案することは問
題で、先ず中南米諸国自身によく考えさせる必要があるというのがクラ
ウスの主張である。
第三節

アメリカ国務省の動き

ブルッキングス研究所のローレンス・クラウス主任研究員の研究・構
想を受けて、ついにアメリカ国務省が動きだし、米国国務省ヒギンボー
サム国務次官補代理はザゴリア教授、モフエイ国務省経済政策担当とと
もに、９月10日から月末にかけて ASEAN 諸国および豪州、ニュージー
ランドを訪問した。その目的の一つは環太平洋連帯構想について各国に
138

同上。
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おいて官民の関係者と協議することであるが、その他各国と経済関係諸
懸案につき話し合うことにする139。その後、９月26日、帰り道でヒギン
ボーサム国務次官補代理、ザゴリア教授、セリグマン米大使館参事官等
と大塚調査部長等との間で、それぞれ環太平洋連帯構想問題について話
し合いが行われた。
ヒギンボーサムによれば、インドネシアでは、批判的な報道に遭遇し
た。
「ASEAN 諸国側には日・米が何かをたくらんでいるとの警戒心が
あるのは事実のようである」
。しかし、
「全体的印象としては各国とも本
件構想には25％位の支持があるというところで、本件構想に十分な理解
を示し、国際的な準備会議を開催すれば出席してくれると見られる人物
140
は各国について確認することができた」
。

またヒギンボーサムは環太平洋連帯研究センターの中間報告に触れ、
日本政府が「イニシアティブをとったとの印象を諸外国に与える」こと
となる。だが、日米からのイニシアティブがよくないと述べた。それに
対して、日本側は「同報告があくまでも研究グループの見解であり、日
本がイニシアティブを取るというよりも各国の研究機関や有識者に共同
してアイディアを出す」
とい趣旨で答えた。またヒギンボーサムは文化・
文学協力、資源問題などが時間を要する問題であり、南北問題あるいは
経済協力問題については、ASEAN 側がマルチよりバイのアプローチを
欲していると指摘し、したがって、問題を経済に限って、各国の専門家
が例えば来年１月にもブレーンストーミング会議を開催するのが適切で
あると主張した。またこのブレーンストーミング会議開催は、静かに、
一切公開せず行うのが賢明であると彼は強調した。そしてこの会議で開
催国の範囲や組織の性質について話し合うのがよいであろうが、
「核心
グループの諸国の関係者が秘かに準備会議を開催するやり方も一つのア
プローチであり、検討してみる必要はある」と話した。そして国際シン
ポジウムには希望すれば中ソ等の諸国からの参加も排除しないとの建前

139

「太平洋地域における協力強化構想（C）
」1979年９月11日米国発1979年９月

12日外務省着電報（情報開示法による開示外務省史料）
。
140

調査部参事官「環太平洋連帯問題（米側関係者との協議）
」1979年10月６日

（情報開示法による開示外務省史料）
。
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により、国際世論啓発の効果もあり、後で政府間での話を進めることを
容易にすると大来グループの見解を賛同した141。このヒギンボーサムの
「秘密のブレーンストーミング会合」はブラウスの第一ステップ（日米
豪韓 ASEAN の五名による非正式会合）の考え方と繋がっていると考
えられる。なお、ヒギンボーサム次官補代理は当初はザゴリア教授では
なく、クラウス博士を連れて、ASEAN 諸国を歴訪するつもりであった
と述べていたことも両者のつながりの証拠となるであろう142。
以上のことから、アメリカ政府は意外に早い段階から環太平洋連帯構
想に手を出し調査し始めたことがわかるのである。またヒギンボーサム
によれば、日米がイニシアティブを取るべきではないという意見も述べ
た。さらに大平の文化問題を無視し、
経済問題だけに着目したのである。
この点については、アメリカと豪州、ASEAN 諸国は同じ見解である。
ヒギンボーサムのような国務省の積極派が存在する一方、スナイデル
（Richard Sneider）韓国大使のような穏健派もいる。1979年９月24日、
米国のスナイデル前韓国大使と調査部参事官との間で、環太平洋を巡り、
意見交換をした。スナイデル大使は環太平洋連帯構想について、
「現カー
ター政権の下で早急に本構想を推進すると大統領選挙で政争の具とな
り、カーター政権とともに行き倒れになること」を心配し、
「本件構想
の正式の具体化は1981年米国の新政権発足後とすべきである」と指摘し
た。そこで、スナイデルは来年夏、ホノルルの東西研究センターの創立
20周年に際して、
本件につき国際シンポジウムが開かれるのを利用して、
これを大々的な「民間」シンポジウムとし、多数国からの参加を求め、
関係国の世論啓発を図る程度にとどめておくのが適当であると主張し
た。また、韓国について、スナイデル大使は1979年９月に開催された太
平洋フォーラムの会議に参加することを利用し、韓国の朴大統領と会談
した。スナイデルは「韓国が全面に出ることは好ましくなく、むしろ
ASEAN 諸国のイニシアティブが望ましいこと」を提言した。そしてス
ナイデルは、リー・シンガポール首相が訪日後訪韓するに際しては、環
太平洋連帯構想を一種の反共軍事同盟と受け取れるような話し合いにな
141

同上、１－４頁。

142

調査部参事官
「環太平洋連帯問題
（関係諸国における動向）
」
、
前掲資料、
１頁。
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る可能性があるが、朴大統領がこれに調子を合わせると本構想は第二の
SEATO の性格が加わりつぶこわしになる可能性があると韓大統領に進
言したことを日本側に伝えた。
そしてもっとも興味深いのは、ヒギンボーサム次官補代理についての
所見である。スナイデルは彼を視野が狭く、しかも本件が上首尾に運べ
ばカーター政権の１つの実績にしようとの気運が出てきた場合、これに
抗し切れる人物ではないと主張した。従って同次官方補代理との話し合
いに際しては出来る限りブレーキをかけてスローダウンするようにして
欲しいと日本側に話した。
以上の二人の意見と行動を分析して見えるのは、ヒギンボーサムは速
やかに ASEAN を訪問し、カーター政権の外交実績として環太平洋連
帯構想を推進することを主張したのに対して、スナイデル大使はその具
体化が1981年米国の新政権発足後にすべきであるという後回しの意見を
主張したという。環太平洋連帯構想の推進を巡る米国務省内の意見対立
がここで見とれる。また、スナイデルも（クラウスも）ASEAN の態度
が大事であると強調する一方、韓国を入れることを強く主張した。アメ
リカは韓国を入れることに、背後に韓国の働きかけがあるように思われ
る143。その後、外務省内部におけるヒギンボーサム等の意見が抑えられ
たらしく、アメリカ政府は ASEAN より先頭に出ない立場をとったた
め、その後、アメリカでの討議は民間に移り、その中心はハワイに置く
東西センターとなった。
第四節

積極的な東西センター

ホノルルに本拠を有する太平洋フォーラム（Pacific Forum）は1978
年12月ホノルルで、1979年９月ソウルでセミナーを開催し、環太平洋連
帯構想を討議した。1979年８月、東西センターのハリスン・ブラウン
（Harrison Brown）はウィーンでの国連科学技術協力会議に出席の途次
来日し、調査部参事官と会談した。ブラウンは東西センターについて、
143

堂の脇光朗の発言。調査部参事官「環太平洋連帯構想について」
（1979年８

月１日）
、前掲資料、７頁。
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以下のように紹介した。
東西センターは資金的にも米政府のみではなく、太平洋地域の日本
を含む多くの国から援助を受けており、スタッフも３分の２は外国人
であり、50名が着席できる円卓会議場もある。国務省からも同センター
で開催される環太平洋連帯構想に関する国際シンポジウムに米政府と
しても何らかの協力を行うことをする144。

ここで、ブラウンは、東西センターは環太平洋連帯構想の研究・会議
開催機関としての利用可能性などを提起した。さらに、1980年９月、大
平首相とフレーザー豪首相と約束した太平洋共同体セミナーがオースト
ラリア国立大学で開催された。アメリカ政府もこれをかなり重視し、ホ
ルブルック国務次官補が個人身分で会議に出席した。この会議で PCC
の設立を盛り込んだ最終文書を発表したことはすでに論じた。その後、
アメリカ民間では、環太平洋連帯構想に関心を高まりつつあり、初の日
系米知事であるジョージ・アリヨシハワイ（George Ryoichi Ariyoshi）
知事も1980年10月22日に東西センターで「太平洋共同体の中のハワイ
（Hawaii’s Role in the Pacific Community）
」
という題目で講演を行った。
講演の中で、太平洋コミュニティの制度化について、知事は「例えば域
内の人々にとって貿易を拡大することが好ましく、かつ有益であると
いった先入観にとらわれた方途を探求するのではなく、もしろ、当該域
内の調和とユニティが構築されうるような原則を先ず第一に模索し、か
かる原則の意味と価値を人々に教えるべきであろう」と自分の観点を述
べた。また、彼は９月の ANU セミナーにおいて、PCC の設置が勧告
されたが、同委員会が域内協力に係る種々の問題につき検討を行うため
に事務局的な支援が必要であることにも言及し、ハワイは地理的にも、
気候的にも、文化的にも太平洋コミュニティ機構の本部となるには最も
ふさわしい場所であると PCC 本部の誘致に意欲を見せた145。
そして、1981年２月16日から17日にかけてハワイの東西センターで汎
太平洋共同体協会（Pan Pacific Community Association）の運営委員会
144

同上、３頁。

145

「環太平洋連帯構想（アリヨシ・ハワイ州知事講演）
」1980年10月23日ホノ

ルル発24日外務省着電報（情報開示法による開示外務省史料）
。
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が開催された。この委員会はスナイダー元駐韓大使が中心となり、関係
機関の調整役として、組織的な活動を始めている。２月の会議では、
ASEAN 諸国から前マレーシア蔵相の陳修信（Tun Tan Siew Sin）、シ
ンガポールの劉徳順議員（Lau Teik Soon）
、インドネシア CSIS のワナ
ンディ（Jusuf Wanandi）
、タイ副首相のコーマン（Thanat Khoman）、
インドネシア議会資源エネルギー委員会議長のサントソ・ドノセポエト
ロ（Santoso Donespoetro）が会議に参加した146。米側により、スナイダー
のほかに、ウルフ前下院議員、ロス前上院議員、スコット前上院議員、
東西センターのハリスン・ブラウン等が参加した。また、1981年２月16
日から17日にかけてハワイの東西センターで汎太平洋共同体協会（Pan
Pacific Community Association）の運営委員会が開催された。この委員
会はスナイダー元駐韓大使が中心となり、関係機関の調整役として、組
織的な活動を始めている。
第五節

アメリカの参画と APEC

民間の活躍とは対照的に、1980年代を通じて、アメリカ政府は概して
アジア太平洋地域主義に積極的な姿勢を示さなかった。しかし、冷戦の
終結とともに、従来は戦略の「場」としての対象であった東アジアと太
平洋は、米国自身が「参加する地域」として構想される様になる147。
1989年１月、オーストラリアの首相、ボブ・ホークは APEC 閣僚会議
の開催を提案した。それに対して、アメリカのジェイムズ・ベイカー国
務長官は豪政府が事前に相談しなかったことに怒った148。これを受けて、
1989年６月、ホークはアメリカを訪問し、ホークの提案をめぐって米豪
間で一定の合意は出来上がった。その後、1989年６月26日、ベーカーは
「新しいパートナーシップ─未来の構図」と題する演説を行い、ブッシュ

146

「Pan Pacific Community Association（運営委員会の開催）第1407号」1981

年３月５日米国発６日外務省着電報（情報開示法による開示外務省史料）
。
147

山影進『ASEAN パワー：アジア太平洋の中核へ』東京大学出版会、
1997年、

226頁。
148

船橋洋一、前掲書、95－96頁。

［97］

北法64（2・332）612

環太平洋連帯構想の誕生（４・完）

政権のアジア太平洋政策を初めて内外に明らかにする。ベーカーは演説
の中で、太平洋経済協力を目指した新たな機構作りに向けて関係諸国と
の協議を開始する前向きな意向を表明した149。そしてベーカーは1991年
11月発売の『フォーリン・アフェアーズ』誌で、「アジアの中のアメリ
カ─太平洋共同体を目指す構造の出現」を題とする論文を掲載し、アメ
リカが参加する姿勢を鮮明に打ち出した（Baker 1991）
。ブッシュ大統
領も、11月12日ニューヨークのアジア協会での夕食会で、アジア太平洋
政策の基本原則を表明した。米国政府のアジア太平洋政策は、太平洋共
同体の形成という目標を目指すために、次のようになる150。
１．開放的世界貿易体制を支える地域的経済統合の枠組み
２．地域内の実情に即した新貿易構想の明確化
３．民主主義と人権を尊重する米国的価値観の共有

その後「アメリカの再生」を掲げて誕生したクリントン政権は、ブッ
シュ政権によって形作られたアジア太平洋政策の骨子を基本的に踏襲し
ていた。その上、クリントンはイニシアティブをとり、首脳会議の開催
を提案した。こうしたアメリカの経済戦略の中で APEC は、アメリカ
の経済的利益を増進するための新たな自由貿易の枠組みを確立し制度化
するための有力なフォーラムとして位置付けられることとなる151。1993
年、クリントン米大統領のイニシアティブによって非公式首脳会議を毎
年開催することになった APEC は、アジア太平洋規模で首脳会議が定
期的に行われた唯一の制度となった152。この点から考えると、アメリカ
の先導は極めて重要である。

149

菊池努、前掲書、196－197頁。

150

山影進、前掲書、267－268頁。

151

菊池努、前掲書、226頁。

152

山本吉宣
「グローバリゼーションとアジア太平洋」
、
渡邉昭夫編、
前掲書、
44頁。

北法64（2・331）611

［98］

論

説

司法による生存権の保障及び
権利促進の可能性（４）
── 日本・アメリカ・台湾の司法審査を中心に ──

鄭
目
はじめに

明

政

次

本稿の目的と構成

第１節

本稿の目的

第２節

本稿の視座及び構成

１．弱者優先保護の憲法理論の必要性
２．社会権の「段階的性質」による生存権規範の多層化
３．立法裁量の「権利実現の促進」機能
４．本稿の構成
第１章 日本、アメリカ及び台湾の憲法学における生存権研究の到達
点と課題
第１節

日本──柔軟な権利観と極端な司法消極

１．多義的な権利概念
２．権利主体性の回復
３．無干渉の違憲審査基準
第２節

（以上、63巻３号）

アメリカ──権利・義務の二分化と憲法解釈の限界

１．権利・義務の二分化
２．福祉給付の手続的保障
３．司法審査の民主的正当性及び生存権の促進
（以上、63巻６号）
４．平等保護と福祉権
第３節

台湾──基本権・基本国策の二重規範と違憲審査基準の模索

１．生存権保障の「二重の規範」
２．社会給付の憲法的基礎
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３．違憲審査基準の模索
総

括

第２章

社会給付と生存権に関する憲法理論

第１節

生存権概念の形成と実体法化

１．権利概念の形成
２．生存権の実体法化
第２節

日米台における制度の発展

１．日本における発展

（以上、64巻１号）

２．アメリカにおける発展
３．台湾における発展
４．小括
第３節

社会給付と生存権の憲法理論

１．社会給付における連帯および配分の理念
２．日本における生存権学説の再検討

（以上、本号）

第３章

生存権に関する判例及び違憲審査基準

第４章

司法による生存権の保障及び権利促進の可能性

おわりに

第２章
第２節

社会給付と生存権に関する憲法理論
日米台における制度の発展

２．アメリカにおける発展
生存権は、20世紀以降、各国の憲法学界で議論されている。しかし、
アメリカの憲法典には生存権等の社会権条項がない。アメリカでは、生
存権の保障は、主に社会福祉立法によって行われている。憲法典に社会
権を規定するという国際的潮流の中にあって、なぜアメリカは生存権を
規定する憲法修正を施さずに、法律による保障にとどめているのであろ
うか。法律のみによる保障と憲法に基づく保障とでは効果にどのような
差異があるだろうか。以下では、アメリカにおける社会福祉立法の展開
を分析しながら、アメリカに特殊な理念や実情を明らかにし、生存権保
障のあり方についての是非を検討する。
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ニュー・ディールの実施
20世紀になると国家の社会国家化・福祉国家化が顕著になったが、各

国毎にその程度や方法は異なっている。立憲主義の先進国であるアメリ
カでは、憲法典に福祉国家であることを明らかにする条文が含まれてお
らず、生存権あるいは社会権条項も規定されていない。最初の合衆国憲
法は18世紀に制定され、その後いくつかの修正がなされたが、その際に
も社会権が憲法典に書き込まれることはなかった。アメリカでは、そも
そも「自由」を重視する思想基盤があり、
貧困を個人の責任に帰する「個
人主義的貧困観」が支配的だったため、ヨーロッパ諸国や日本ほど生存
権思想や社会連帯思想が浸透しなかった1。
アメリカがまだイギリスの植民地だった17世紀以後、アメリカでも多
少の救貧制度が設けられたが、基本的にはイギリスの救貧法制に基づい
て定められたもので、一部の州でわずかな公的扶助が実施されたに過ぎ
ない2。19世紀末から20世紀初頭まで、合衆国議会において救貧法案が
審議されたことはない。1930年代に大恐慌を経験して初めて、貧困問題
の多くは社会あるいは経済の構造的な問題が原因になっていると次第に
意識されるようになり、社会福祉路線にシフトするニュー・ディール
（New Deal）政策が採られた。
ルーズベルト（Franklin Roosevelt）大統領が推進したニュー・ディー
ル政策において、1933年に連邦緊急救済法（Federal Emergency Relief
Act）
、1935年に社会保障法（Social Security Act）、1935年に全国産業
復興法（National Industrial Recovery Act）およびワーグナー労働関係
法（Wagner Act）
、1938年 に 公 正 労 働 基 準 法（Fair Labor Standards
Act）等が制定された。連邦緊急救済法は、金銭や物品の給付によって
貧困者の生活を支援することを目的としており、社会保障法は、定年に
よる失業者等を対象とした公的扶助制度を設立するものである。また、
全国産業復興法は、
労働者の団結権および団体交渉権を保障するもので、
不当な労働条件による雇用も禁止した。
この時期に、社会保障制度も徐々

1

菊池馨実『社会保障の法理論』
（有斐閣・2001年）109頁。

2

木下毅『アメリカ公法』
（有斐閣・1993年）197頁。
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に制度化されている3。
しかしながら、このような社会保障立法の真の目的は、労働力を確保
し国民の購買力を促進させることで経済的発展を維持することにあっ
た。つまり、諸々の立法によって既存の産業を保護する結果として、反
射的に国民の生活を保護しようとしたわけである4。
ニュー・ディール期に、老齢年金・失業年金・退職年金等の社会保障
制度が設けられたが、その財源も国家からの出資ではなく、企業（雇用
者）と労働者（被雇用者）との共同出資で積み立てられたものである。
つまり、これらの社会保障制度は、国家の積極的な社会福祉政策という
よりもむしろ、国家の管轄外の「民間保険制度」としての性格を有して
いた。
また、
社会保険制度には欠かせない健康保険も設けられてこなかっ
たし5、公的扶助の受給資格も極めて制限されていた。この受給資格に
ついては、労働能力を失った特定の貧困者だけを対象としており、その
水準も各州によって異なっていた6。したがって、その受給資格の認定
をめぐる争いが生じるであろうことは容易に想像できる7。
ニュー・ディール期の社会福祉立法は、保守的なロックナー期におい
てそのほとんどが違憲とされた8。社会福祉立法には経済的自由を制約す
3

大須賀明「ニュー・ディールと憲法的自治」和田英夫教授古稀記念論集刊

行会編『戦後憲法学の展開』
（日本評論社・1988年）373頁。
4

奧貴雄『生存権の法理』
（新有堂・1985年）246頁。

5

大久保史郎「アメリカ合衆国における生存権的権利の生成と構造（上）
」立

命館法学173号（1984年）42頁。
6

木下・前掲注
（2）
197-198頁。ある複数の州には、
州憲法に生存権条項がないが、

州憲法に生存権条項を持っている州よりその福祉の水準が高いという現象もあ
る。
7

ニュー・ディールが始まったときには順調ではなかった原因について、

Rogers M. Smith は以下の３点の理由をあげた。①提案した内容に革新さが
足りない、②自力依存の伝統的な自由主義観が強い、③分権化の方式で福
祉施策の主導権を各州に委ねる。Rogers M. Smith, Liberalism

and

American

Constitutional Law 156 (1985). 大須賀・前掲注（3）375頁。
8

ニュー・ディール期において、アメリカ最高裁はわずか17か月の間に（1935

年１月７日から1936年５月25日まで）
、12件のニュー・ディール立法に対し違
憲を宣告した。黄昭元「憲法權利限制的司法審查標準――美國類型化多元標準
北法64（2・327）607
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る側面があったが、
憲法上の根拠なくそのような規制を立法することは、
行政権限を過度に拡大することにもつながり、国家権力を制約するとい
う本来の憲法の役割に照らして違憲とされたわけである。こうして、不
況による社会的混乱を早急に解決しようとする政府と、自由放任主義や
消極的国家観を堅持している保守的な連邦最高裁は、激しく対立した。
こうして、連邦最高裁の支持が得られない限り、社会福祉立法によって
具体化された福祉受給権や生存権を憲法も想定しているものと位置づけ
ることはできない9。そのため、社会福祉立法を可能にするためには、連
邦最高裁の裁判官の構成が変わることによる判例変更を期待するか10、
平等保護条項やデュー・プロセス条項等の解釈を通して実質的に社会保
障を実現するしかない。
⑵

成文化の挫折

レ ッ セ ・ フ ェ ー ル

アメリカでは従来、自 由放任主義（laisser-faire）が広く受け入れら
れていたが、
1930年代に大恐慌による社会的経済的混乱を経験してから、
労働基本権や生存権、社会保障請求権等を新しい基本権として憲法典に
書き入れるように要求する声も存在している。ただ、ドイツのワイマー
ル憲法期のように、資本主義の限界が強く意識されたのとは異なり、恐
慌によって失業者が続出したアメリカでは、自由放任主義の限界が意識
され、国家の積極的施策によって援助することがやむを得ず許されるよ
うになった。アメリカは基本的に自由経済を維持し、私的自治の原則に
反しない範囲で貧困者の救済政策を実施しており、第一義的な目的は、
安定的な自由経済秩序を確保し、経済的繁栄を追求することである。
模式的比較分析」台大法學論叢第33巻第３期（2004年５月）68頁。その後、
「二
重の基準論」という司法審査方法が発展して、ニュー・ディール期の社会立法
が合憲化された。
9

法律によって創設された権利は、憲法解釈や判例をとおして憲法レベルの保

障に引き上げられなければ、その権利の生殺与奪が立法裁量に委ねられること
になり、随時回収される可能性がないわけではない。
10

実際に、ローズベルト大統領は、
「連邦最高裁判事増員計画（Court Packing

plan）
」に着手したことがある。連邦最高裁裁判官の人数を増やして、その保
守的な機構を改革しようと試みたが失敗した。黃・前掲注（8）25頁。
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このような生存権理解は、社会的ダーウィニズム（Social Darwinism）
に基づいていると考えられる。しかしながら、貧困者に対して生存権を
積極的に保障しようとするならば、
「所得分配」をしなければならない。
実際には、恐慌後の社会変革期に、福祉国家化への推進を主張する有識
者もいたものの、私的自治の原則や自由放任主義の深い影響によって福
祉政策はかなり阻害された。例えば、ケネディ（John Kennedy）の「失
業政策」や、ジョンソン（Lyndon Johnson）の「貧困との戦い」は、
十分な効果をあげられなかった。また、
ニクソン（Richard Nixon）の「（貧
困克服のための）家族援助計画」の法案には、給付金受給資格の最低基
準が設定されていたが、議会内のリベラル派と保守派に反対されて成立
しなかった11。このように社会福祉に対する国民意識が低く政治的推進
力が弱かったため、生存権思想は実定法化の過程において、伝統的な自
由放任主義に十分対抗できなかった。こうしたこともあって、生存権は
今日においてもなお憲法典に書き込まれていない。
⑶

福祉権論の構築
アメリカは、憲法典に生存権条項をもたないものの、社会保障問題に

対して様々な解釈論や価値原理論を展開し、判例や学説でもその権利の
構築が試みられている12。とりわけ社会福祉立法の違憲審査において、
11

奧・前掲注（4）247-248頁。アメリカ連邦政府は1960年代に各州に福祉財政

を援助する際に、州老齢扶助プログラムについて、
「礼節ある健康的な相応の
生活」を保障しなければならないとの連邦補助金支給要件を設けた。しかし、
黒人問題を抱えていた南部出身の議員と州権尊重の思想の背景の下で、連邦会
議における立法過程において削除された。菊池・前掲注（1）36頁、41頁。
12

ローズベルト大統領は1934年６月８日の社会保障特別教書において、
「住居

の保険、生計手段の保障、社会保険の保障という３つの目標が、アメリカ国民
に提供しうる最小限の公約である。これらは、就労の意思あるすべての国民及
びその家族に帰属する『権利』であり、すでに救済、回復、再建のために採ら
れた方策の必須の帰結である」と述べた。そこでは「権利」という文言が使わ
れたが、アメリカ憲法上に明文の規定がないので、立法の方式でそれを社会保
険、公的扶助などの制度に導入し、それから、連邦最高裁の判決を通じ間接的
に「社会保障の権利」を確認し、それを憲法上の基礎にした（たとえば、失業
保険に関する Stewart Machine Co. v. Davis, 301 U.S. 548 (1937)、および、老年
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福祉受給権の問題は、実質的な憲法上の権利として、あるいは適正手続
の問題として検討されており、その輪郭が明瞭になっている。
福祉受給権は、1960年代には憲法上の権利とは認められていなかった
が、ライク（Charles Reich）の「新財産」論（The New Property）
、ロー
ルズ（John Rawls）の「正義論」
、マイケルマン（Frank I. Michelman）
の福祉権論等の諸理論や、
違憲の条件の禁止原則、平等保護原則、デュー・
プロセス等の判例理論においてその実質的な保障が模索された。憲法典
に社会権規定がないアメリカにおいて、社会福祉立法を要求する根拠と
して、平等保護原則等の一般的・普遍的な憲法原則や、自由権の請求権
的側面に着目することで、生存権ないし社会権について一定の保障が実
質的に達成されている。しかしながら、自由権の理論において自由権と
福祉受給権（社会給付請求権）とをまとめて説明するする方法では、理
論構成に無理があって、自由権と社会権という２つの大きな人権体系の
本質を混乱させてしまう可能性が高い13。
アメリカの福祉受給権の運用は、上述の歴史的過程の他、アメリカに
固有の諸事情を反映しており、他国がそのまま模倣することは難しい。
もっとも、憲法に社会権規定がないとしても実質的な生存権保障につい
て問題がないということにならない14。裁判過程、憲法解釈によって人
権保障を拡充していくことも立憲主義国家の特徴ではあるが、生存権等
の請求権的性質をもつ権利については、憲法典の成文規定によって根拠
づけられていなければ、立法府あるいは行政府は、司法府の違憲判決に

保険に関する Helvering v. Davis, 301 U.S. 619 (1937) において合憲判決が出さ
れた）
。菊池・前掲注（1）35-36頁。
13

Ernst-Wolfgang Böckenförde
（初宿正典編訳）
『現代国家と憲法・自由・民主制』

（風行社・1999年）319頁［樺島博志訳］
。
14

コモン・ロー（common law）を中心とするアメリカは、その自然法の色合

いが強く、人権を超憲法的な存在として位置づけるから、最初の憲法典には人
権保障を営む必要な制度を規定するだけで、人権条項を有していなかった。し
かし、社会権を憲法に書き入れるなら、財産権を調整できるような人権保障の
新段階を宣言する意味があるのみならず、裁判所が違憲審査を行う際に明確な
根拠もある。許慶雄「
「增修」憲法體制之研究――兼論制憲、修憲之法理」
『憲
法入門』
（元照・2000年）550-551頁。
［105］

北法64（2・324）604

司法による生存権の保障及び権利促進の可能性（４）

従わない可能性が高い。アメリカは、他国に比べて司法の優越（Judicial
Supremacy）の傾向があるとされ、立法府は司法府の違憲判決に概ね
従っている15。しかし、社会権を憲法典に規定することで、憲法規範に
よって公権力を拘束できるだけでなく、その段階で形成された国家目標
の実現に向けた一定の「推進力」となり、国家に実現への努力を義務づ
けることができる16。このようにしなければ、主に貧困者を保障の対象
とする生存権は、国家の財源が限られているという事実を理由に、政治
過程（political processes）において容易に葬り去られてしまうだろう。
ａ．権利と特権区分論（right-privilege distinction）
アメリカ憲法は、運用の歴史が浅いわけではないものの、憲法に明文
化されたような生存権条項を有していない。
世界恐慌をきっかけに、ルー
ズベルト大統領が初めて一連の社会保障立法に取り込んだが、初めての
試みは十分な効果を得るまでに至らなかった。多くの社会福利立法が最
高裁による違憲宣告を受けたが、その後、学説との判例解釈を通じて側
面的に生存権保障が試みられている17。そこでは、生存権という権利は
社会保障制度における福祉受給権に託されたといってよい。しかしなが
ら、このような福祉受給権は憲法上の「権利」といえるか。また、裁判
所がその法律に関する合憲性に対してどのように審査すべきか。そして、
福利受給権が憲法上の「権利」だとして、同権利が侵害された場合、当
該個人がそのことを根拠として裁判所に提訴できるか。アメリカ憲法に
おけるこのような生存権保障の機能・効果、その権利の法的性格と構造
等の問題を解明するのは、比較法の視点から生存権保障の規定及びその
憲法解釈の理解に役立つと思われる。
15

たとえば、Shapiro v. Thompson, 397 U.S. 618 (1969) において、その居住期

間という用件に対し、連邦最高裁は厳格な審査基準を適用した。他の国なら、
司法部門は憲法の根拠がない場合に、このように積極的な判決を下せないだろ
う。
16

Ernst-Wolfgang Böckenförde・前掲注（13）324-325頁。

17

たとえば、修正５条、修正14条のデュー・プロセス条項、平等保護条項を

用いて福祉権を実質的に保障する。猪股弘貴「アメリカにおける「福祉権」と
憲法解釈――マイケルマン対ボーク論争に則して」大須賀明編『社会国家の憲
法理論』
（敬文堂・1995年）135-136頁。
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さて、福利受給権の法的性質についてだが、アメリカの憲法学界にお
いて、このような受給利益は、伝統的に憲法に保障された権利（right）
ではなく、一種の恩恵（gratuity）
、あるいは特権（privilege）と認識さ
れている18。公職と公共福祉等は公的部門の利益（benefits flowing from
the public sector）から由来したものであるので、享有しうるか否か公
的部門の事前許可あるいは事後承認によって決定される19。政府が付与
した利益（公共雇用、公共教育等の領域において）は特権と見なされる
ので、
その特権に関する賦与と剥奪には実体と手続のいずれについても、
政府は完全な裁量を有する20。したがって、行政側は各種の条件を付加
21
して受給者の私的領域に干渉しうる
（例えば強制的な家庭調査）
。また、

受給者は告知、聴聞等の手続を経ずにその給付が恣意に中止されても違
法として扱われない22。つまり、政府は、受給利益を国民の「権利」で
18

この区分論にいう法的利益は、憲法上保護された権利領域と憲法上の保護を

受けない恩恵領域に分けられる。その特権
（privilege）
は、
政府が制定法
（statute）
あるいは行政法規（agency rule）によって付与する利益または政府の仕事を
指す。蔡進良「行政程序中之正當法律程序――憲法規範論」政大法律所博士論
文（2003年）92頁。
19

史慶璞「正當法律程序與美國刑事偵審程序之研究」
『美國憲法與政府權力』
（三

民書局・2001年）73頁。
20

藤澤宏樹「生存権と二重の基準論――自由による生存権の基礎付けとその

帰結序説」社会保障法18号（2003年）22頁。
21

大久保・前掲注（5）42頁。

22

古典的な権利・特権区分論は、一般的に、ホームズ（Oliver Wendell Holmes）

が州裁判官在任中、McAuliffe v. Mayor of New Bedford, 29 N.E.517 (1892) と
いう警察官が政治活動に参加したことで市の警察条例違反に問われ免職された
事件において（政治を談論する憲法上の権利があるが、警察を担任する憲法の
権利がないと）判示した意見をその理論の基礎とする。すなわち、政府の仕
事は「権利」ではないので、デュー・プロセス条項の保護を受けないとされ
た。その後、Homilton v. Regents of University of California, 293 U.S. 245 (1934)
では、州立大学の学生資格の制限事件において、教育を受ける権利（right to
acquire useful instruction）は、政府受給を受ける（government largess）こと
を理由として、一種の特権と見なされた。また、たとえば、医師免許の取り消
しに関する性別において、
（Barsky v. Board of Regents, 347 U.S. 442,451 (1954)）
そもそも実体的なデュー・プロセス保障を受けるはずの私的領域であるが、多
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はなく、特権または恩恵と看做し、この見地から福祉の給付を随時打ち
切ることができるだけでなく、給付の条件と資格に何らかの条件を恣意
的に付加しうるものとされ、たとえ憲法上の権利を侵害する付加条件で
あっても違憲とされずに許される23。
このような区分論は、福祉受給権の領域に反映されており、アメリカ
の伝統的な福祉制度の基盤となっている。上述した既存の恩恵観から、
「立法部がある特定の給付を留保しうる場合、立法部はそれを限定的形
態で付与することも可能である」
。また、
連邦最高裁は包括的権限論（The
whole and the part）を通じて「絶対的に留保するというより大きな権
限は、制限つきで付与するというより小さな権限を、必然的に含まねば
ならないからである」という三段論法で、給付保護請求を阻害した24。
つまり、給付をするかしないかについて政府は絶対的な留保の空間があ
り、そして、誰に与えるのかとどのように給付するのかも政府の裁量に
委ねられている。
このような恩恵原理（gratuity principle）を背景とする特権論は、実
際にアメリカ社会の自助・自立的な「個人主義の貧困観」を表している。
その法的性格については、極めて極端な性格を有し、完全な政府の裁量
が認められ、権力に対する司法の統制も有効と言えない。この特権論は
少政府の給付を受けるだけで一種の特権と見なされ、その権利性が侵蝕され、
あるいは、
否定されたことになる。蔡進良・前掲注（18）92-93頁。このような「権
利と特権」の区分論は、その後の連邦最高裁の判決、とりわけ雇用や公共施設
の利用関係等が争われた事案の判決に影響をおよぼしている。たとえば、市長
の許可なく公有地で演説することを禁止したボストン条例の合憲性が争われた
Davis v. Massachusetts (1897) や、公務員の政治活動を規制する連邦法（Hatch
Act）の合憲性が争われた United Public Workers v. Mitchell (1942)、公務員が
政府転覆に参画することを禁じるニューヨーク州法の合憲性が争われた Adler
v. Board of Education (1952) などがあるが、いずれの判決でも合憲とされた。
こうして、多くの領域で政府の権力は次第に制限されないということが明らか
になった。藤井樹也『
「権利」の発想転換』
（成文堂・1998年）374頁。
23

米沢広一「福祉受給権をめぐる憲法問題（一）
」民商法雑誌78巻６号（1978年）

801頁、藤澤宏樹「福祉受給権と違憲審査の基準――アメリカ合衆国における
福祉受給権判例の展開（1）
」福島高専研究紀要36号（1997年）67頁。
24

米沢・前掲注（23）805頁。
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後に形成中の福祉国家の理念と相容れないので、資格論などの考え方に
よって否定された。しかしながら、この三段論法の不合理さは以下の通
りである。まず、
付加条件を設ける権限は絶対留保権限の一部ではなく、
それ自体は正当的な独立権限である。したがって、大きな権限に小さな
権限を含むという説明は過ちである。また、特定の給付を特権と見なす
原因ははっきり説明していない。それにもかかわらず、特権論はその後
も通説的地位にありつづけ、1950年代になってようやく衰退しはじめた
が25、その影響はまだアメリカ社会に根深く残っている。
ｂ．福祉給付権利論の始まり
1960年代以降、学説と判例は次第に特権論を排除するようになった。
ライク（Charles A. Reich）は、福祉受給（社会給付）を「新財産」と
して扱い、権利性の強化を試みている26。ひいては、生存権条項がない
ことから、
福祉受給権を第５修正と第14修正により保障された「財産権」
とし、それを憲法上の権利として承認すべきである、という主張も存在
している27。しかし、特権論を排斥しはじめた要因は、
「違憲の条件の禁
止の法理」の影響に求められる。この説は、特権論の極端な性格を緩和
した。その後、特権論は支持を失ったが、このことによって福祉受給権
が 憲 法 の 保 障 す る 権 利 に な っ た と い う わ け で は な い。Flemming v.
Nestor によれば28、連邦最高裁が老齢保険（old-age benefit）を「既得的
25

主に、
１．
違憲の条件の禁止の法理、
２．
「間接効果」の理論、
３．
手続的デュー・

プロセス、４．平等保護、５．私権剥奪法の禁止等の法理により、特権論にお
ける極端な性格は緩和された。Willian W. Van Alstyne, The Demise of the
Right-Privilege Distinction in Constitutional Law, 81 Harv. L. Rev. 1439, 14451458. (1968). 藤井・前掲注（22）374頁、380-381頁。
26

新財産権論は後の学説と判例に多くの影響を与えた。1960年代以降、増加傾

向にあるが、
この説は今に至るまで少数説である。米沢・前掲注
（23）
801-802頁。
しかし、この新しい理論の展開は、1960年代後半の福祉権運動（welfare right
movement）
の主要な理論根拠となり、
近年の国家の役割の変化に表れた。菊池・
前掲注（1）45頁。
27

米沢・前掲注（23）804頁。

28

365 U.S. 603 (1960)。本件の原告は、アメリカで働き、老齢退職年金の受給

資格を有する外国人だが、かつて共産党員であったことから、国家安全保障法
（Internal Security Act）によって国外追放とされ、受給権も喪失した。本件
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な財産権」
（an accrued property right）と認めていないことは明らか
である。つまり、福祉受給権は、憲法の保障する権利であることが否定
されたわけだが、その後も同様な判決が下されている。しかし、福祉受
給権の保障については、次第に「違憲の条件の禁止の法理」、「平等保護
の法理」および「手続的デュー・プロセスの法理」という３つの理論が
発展してきて、憲法レベルの保障に位置づけるよう説いている。この３
つの法理は、
アメリカ福祉受給権の判決に深く影響を与えている。一方、
学説ではライクの新財産権が注目されている。
ライクは、
現代社会では、
政府からの給付に寄せる人々の依存が高まっ
ており、政府からの給付が富の源泉となりつつある、という。つまり、
政府からの給付が伝統的な富の形態である私的財産にとって変わりつつ
あるというわけである29。そこで、福祉受給資格等の「政府給付」
30
（largess）
を一種の富として「新財産」
（new property）とし、伝統的

な財産権と同様の「権利」とすべきだとする31。こうして、福祉受給資
格を有することは、
福祉を受給する「権利」を有することと同義であり、
憲法上の保障対象となり、生存権条項を有していないアメリカ憲法に
よっても生存権を実質的に保障することができるようになる32。政府の
において原告は、剥奪された社会保険受給権は「既得の財産権」
（an accrued
property right）であるので、当該行政処分は違憲であると主張した。連邦最
高裁は、制定法には完全に合理的理由が欠け、あるいは、明らかに恣意的に分
類される限り、異議の余地がある、と判示した。しかし、５対４で合憲と判断
された。とはいえ、福祉受給権の制限は裁判の対象となりうることがうかがわ
れるので特権論よりは進歩したともいえる。大久保・前掲注（5）51頁。
29

現代の福祉国家の中で、どのように「自由」または「財産」を認定するの

かはそもそも簡単なことではない。現代の財産概念はすでに有形財産（たとえ
ば、動産、不動産）から無形財産（教育を受ける、公職につく資格）に拡大し
てきた。したがって、政府給付という受給資格は重要な財（富）と言ってもよ
い。湯德宗「憲法上的正當程序保障」
『行政程序法論』
（元照・2005年）170頁。
Charles A. Reich, The New Property, 73 Yale L. J. 739 (1964).
30

Largess は「贈与」
・
「贈物」とも訳され、実際に特権論の恩恵観を受継ぎ、

政府給付が特権であり、権利ではないと見なす用語である。
31

Charles A. Reich, supra note 29, at 785-786. 藤井・前掲注（22）374頁、
378頁。

32

中島徹「ニューディール・リベラリズムの崩壊と財産権」大須賀明編『社
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給付については、具体的に以下のような状況がある33。１．所得と金銭
給付（income and benefits）
：例えば、社会保障給付、失業手当、要扶
養児童扶助、復員軍人恩給等。２．仕事の雇用（jobs）：公務員、公共
雇用、軍需産業での雇用。３．職業免許（occupational licenses）。４．
特許（franchises）
：テレビチャンネル、国立公園内の営業許可等の独占
的営業。５．政府契約（contracts）
：国防、宇宙産業等の政府契約。６．
補助金（subsidies）
：営利または非営利団体への資金援助。７．公共財
の使用（uses of public resources）
：電力、空港、港湾、土地、道路、
河川等の公共施設の利用許可。８．各種の行政サービス（services）
：
たとえば、郵便、警察、消防、公衆衛生、公教育等である。
以上のような有形無形の政府給付は、実質的にある種の富の再分配で
ある。その分配の正当性は、社会構造や国家の役割の変化に由来してい
る。個人が生存する基盤となってきた伝統的な私有財産に代わって、現
在の政府給付は、国家が公益の名目で設定した各種の条件を通じてより
多くの人々の生存基盤となりつつある。そのため、政府給付の重要性は、
ますます増大しており、法律によって個人の利益を保障するよう当然に
要請されるようになる。しかしながら、特権論や恩恵論といった諸理論
が背景あるなかで、
このような「新財産権」を従来の伝統的な「財産権」
と同様に保障させることは、簡単ではない。況して、国家が政府給付と
いう手段によって個人の私的領域に介入し、ひいては憲法の保障する個
人の自由が侵害される可能性もないわけではない。このように、
「新財
産権」を新たに認めれば、行政府の支配的権限を拡大させる（行政の肥
大化を招く）ばかりか34、受益者（受給者）の自立（independence）や
憲法上の権利の正当な行使を妨げる畏れもある。
このようなことから、ライクは、伝統的な財産権の法制度を創設する
目的について、あくまでも個人の「自立」と「尊厳」を維持するための
ものであり、政府の給付も同様な機能を有している、と説いている。政

会国家の憲法理論』
（敬文堂・1995年）211頁。
33

中島・前掲注（32）213頁、大久保・前掲注（5）57頁。

34

ライクはこの類の国家を公益国家（public interest state）と呼ぶ。Charles A.

Reich, supra note 29, at 733, 778 (1964). 大久保・前掲注（5）58頁。
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府の給付形態は、個人の生存と尊厳に欠かせない（最低限度の）社会経
済条件を維持するために、
個人の地位（status）と密接に関連しており、
個人の人格と不可分の関係にある。したがって、政府による社会給付は、
権利として維持されなければならない。個人の充足を確保し、社会に復
帰させることにより、給付利益は、最終的に共同社会に還元されること
になる35。
さらに、この最小限度の生活という「権利」利益を確保するために、
ライクは、「貧困を個人の責に帰するのではなく、複雑な産業社会にお
ける巨大な非人格的諸力が及んだ結果としてみるべきである」とし36、
「人が、健康や礼節（decency）を保つための諸条件につき不十分な資
源しかもたない場合、社会が援助をなす義務を負い、その者は権利とし
てその援助を受け取る資格を有する」という実態論を説いている37。
つまり、いわゆる「資格論」によって新財産権を根拠づけようという
狙いがある。その他に、公益国家による広汎な行政裁量を形成しやすい
ことについては、客観的な資格基準の設定、政府の過度な規制の統制、
プライバシー侵害の統制等の手続保障によって対応する38。ライクの「新
財産権」論は、「新財産権という概念を用いて福祉受給資格を伝統的な
恩恵とみる考えを排し、福祉国家の実情に即した権利を与えて」39、あら
ためて福祉受給資格の権利性を検討して、その憲法的根拠を見いだそう
とするものである。
ｃ．福祉権に関する学説
ライクの新財産論は、実際にアメリカが福祉国家へと変貌する経験の
上にも現れている。当時のニクソン大統領が展開した「貧困の戦争」の
キャンペーンでは、福祉権運動40とライクが提唱した「生活権・生存権」
35

大久保・前掲注（5）59頁。

36

Charles A. Reich, Individual Rights and Social Welfare Rights: the Emerging

Legal Issues, 74 Yale L. J. 1255 (1965). 菊池・前掲注（1）47頁。
37

Id. at 1245 菊池・前掲注（1）47頁。

38

Charles A. Reich, Social Welfare in the Public private State, 114 Pa. L. Rev

487, 492-493 (1966). 菊池・前掲注（1）50頁。
39

戸松秀典『立法裁量論（憲法訴訟研究Ⅱ）
』
（有斐閣・1993年）74頁。

40

この時期の福祉権運動（welfare right movement）の発展に関して、一番ヶ
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が相互につながり、1960年代後半の多くの学説と判例に影響を与えてい
る41。しかしながら、Dandridge v. Williams42において、合衆国最高裁が
福祉受給権を憲法上の権利と認めていないことからすれば、憲法に明文
の規定がないと解釈には限界があり、手続的統制によっても実体的な受
給権を保障しうるとは限らないことは、明らかであろう43。また、その
後の政治的状況としては、1970年代になってベトナム戦争の影響による
経済的不況に陥ると、アメリカ社会は再び右傾化し、新保守主義による
改革要求が次第に社会の主流となり、レーガン政権は、
「福祉削減」と
いう基本方針の下で、
AFDC（児童家庭扶養手当44）をはじめとする各種
の社会保障法が給付縮小の方向で改められ、受給人数や給付水準等が縮
減されて、受給資格が大幅に制限された45。このように、社会福祉政策
が大きく後退した結果、自助自立を基調とする個人主義の貧困観が再び
高揚し46、合衆国最高裁の態度もさらに消極的なものとなった。このよ
うな背景において、マイケルマン（Frank I. Michelman）が、ロールズ

瀬康子ほか編『世界の社会福祉９（アメリカ・カナダ）
』
（旬報社・2000年）50
頁以下［古川孝順執筆］
。
41

たとえば、その影響をうけ、オニール（Robert M. O'Neil）は、憲法上の権

利とする福祉受給権を重視して、生存権には伝統的な自由権も含まれていると
主張した。Harvith は、デュー・プロセス、平等保護条項を通じて、福祉受給
を権利として解釈する。TenBroek は障害者の生存権を主張する。もっとも顕
著な判例は Goldberg V. Kelly (391 U.S. 254 (1970)) 事件である。本件では、かつ
て使用された審査基準に反して、福祉受給権は他の経済的な権利と決定的な違
いがあると判示して、
特権論を退けた。とりわけブレナン
（Brennan）
裁判官は、
ライクの資格論（制定法上の資格）を肯定して、福祉受給資格は財産権ともい
いうる生存手段のひとつであるとし、その給付を打ち切る場合はデュー・プロ
セスが適用されなければならない、
と述べた。戸松秀典・前掲注（39）74-75頁、
菊池・前掲注（1）50-51頁。関連判例は、藤井・前掲注（24）378-379頁参照。
42

379 U.S. 471 (1970). 裁判所は自制して経済社会の価値判断に介入していない。

43

菊池・前掲注（1）54-55頁。

44

元 ADC。1962年に社会保障法が改正され、AFDC（Aid to Families With

Dependent Children）になり、児童と就職不能の家庭に現金を提供している。
45

菊池・前掲注（1）58頁。

46

一番ヶ瀬康子ほか編・前掲注（40）55-56頁以下［古川孝順執筆］
。
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（John Rawls）の正義論を基礎とする実体的な福祉権論を展開しはじめ
た。
ロールズは、自由・平等・社会福祉を促進させるという自由主義の価
値体系に基づき、社会におけるさまざまな矛盾が顕在化し、価値観が多
元化し、さらに公権力の市民生活への介入が拡大化しつつある現状にお
いて、従来の功利主義に基づく正義概念を退ける必要性を説いた。そこ
では、実質的に正義原理を再構築して、
「公正としての正義論（Justice
as Fairness）
」
を展開し、
著名な正義の二原理を提示した47。ロールズは、
いわゆる「無知のヴェール（the veil of ignorance）」を被った人々から
なる「原初状態（original position）
」において、人々は「自由原理」、
「機
会均等原理」
「格差原理」といったルールに従うことになるという。「自
、
由原理」の下で、自由権が充分に保障され、人々は等しくすべての自由
権体系の権利を享受する。また、
「機会均等原理」の下で、人々の能力
の差異を認めつつも、自分の生業と人生の理想を追求する機会が等しく
確保される。さらに、
「格差原理」の下で、経済の分配上の不平等が強
調され、もっとも不利な状況にある社会的弱者の利益を最大化させるこ
とが分配の正義だと説かれる48。このような配分の正義（Distributive
47

第１原理「自由原理」は主に平等の自由の問題、
第２原理「機会均等原理」
「
、格

差原理」
は平等の配分の問題にかかわる。羅爾斯著
（李少軍ほか訳）
『正義論』
（桂
冠圖書・2003年）114頁、276頁、導讀（26）
（周保松執筆）を参照。See John
Rawls, A Theory
48

of

Justice 302-303 (1971).

同上、導読（21, 27, 38）
（周保松執筆）を参照。ロールズは、リバタリアニ

ズム（libertarianism）が基本的な自由と形式的平等を保障するだけで、財の
配分は市場原理に委ねたのでよいとしていることに反対している。自分がいか
なる（天賦の）才能を有して生まれるか、どのような家庭に生まれるかといっ
た事情は、所得や社会的地位に深く影響するのであって、このような諸事情を
考慮することなく財の配分を市場に委ねれば、貧富の格差が拡大することは当
然に予想される。そうなれば、社会的弱者の平等が確保されないだけでなく、
そもそも「自由の原理」によって保障されている自由体系も崩壊してしまうお
それがある。そこでロールズは、
個人的権利の優先性を強調するだけでなく、
「格
差原理」に基づき、経済的不平等を是正するべきだと説く。社会的弱者にとっ
て有利になる場合に限って、個人が先天的または、後天的な優越性を運用し、
もっと大きな財を稼ぐことが許されるというわけである。
北法64（2・315）595
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Justice）理論は、
福祉国家の倫理的基礎として引用され49、憲法学者に「最
低限度の保障（minimum protection）
」を実現する福祉権論の構築を促
すことになった。こうして提示された諸理論においてもっとも有名なの
がマイケルマン（Michelman）によるものである。
マイケルマンは、ロールズの正義原理を以下のとおり若干修正してい
る50。第一原理は、自由原則として、政治参加、職業や生産活動の選択
等の自由を最大化すると説く。第二原理では、
A 機会原則、B 格差原則、
C 処分原則（収益（proceeds）処分の自由を尊重する）を提示する。格
差原理において、人々は自由経済市場において最低限度の所得を保障さ
れなければならないが、格差原理から所得の権利（income right）を導
き出しうるとしても、そこに福祉の権利までもが含まれるとはいえない
とする。また、機会原則から導き出される福祉権の範囲は、教育権領域
に限らず、
他の福祉領域に拡張される可能性もあることから、福祉権は、
機会原理と自由原理から導き出されると理解するべきだとする。すなわ
ち、ロールズが「公正としての正義論」において説いている「自尊
（self-respect）
」の善（good）には、
二重の役割があるというわけである。
ひとつは、
所得や富と並ぶ基本財
（primary goods）としての役割であり、
もうひとつは、正義の諸原理全体の目的ないし目標という役割である。
したがって、正義の各原理は「自尊」に適合しなければならない。自尊
は、正義論の核心に据えられ、福祉権にとって不可欠な要素とされ
る51。また、実質的な社会的正義を追求する過程において、個人が基本

49

分配の対象は、社会における自由と機会、所得と財富、人格の自尊である。

その分配の価値観は現代福祉国家の象徴である。李孟融「福利國家的憲法基礎
――及其基本權利衝突之研究」楊日然教授紀念論文集編輯委員會編『法理學論
叢』
（月旦出版社・1997年）249頁。
50

ロールズの自由原則における所有権の位置づけが不明確であり（“property”

liberty であるか、あるいは、“property rights” であるか）
、そして、所有権は
平等所有と衝突しにくいことに鑑み、マイケルマンはそれを若干修正した。大
久保・前掲注（5）152頁注22。
51

Frank I. Michelman, In Pursuit of Constitutional Welfare Rights: One View

of Rawl’s Theory of Justice, 121 U. Pa. L. Rev. 962 (1973). 猪股弘貴「アメリカ
における「福祉権」と憲法解釈――マイケルマン対ボーク論争に則して」大須
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的な需要（basic need）や正当な要求（just want）を満たせない場合、
州（政府）は、最低限度を充足させる憲法上の義務を負う52。具体的に
いえば、食物、住宅、医療、教育等、最低限度の生活を充たす手段は、
個人の尊厳と福祉を保障するためのものであることから、憲法上の「福
祉権」になるべきだと説く53。
このような見解を支持する学者として、たとえばトライブ（Laurence
Tribe）は、個人の基本的な要求を満たすべきことは、デュー・プロセ
ス条項から導き出しうるという54。他方、グレイ（Thomas Grey）は、

賀明編『社会国家の憲法理論』
（敬文堂・1995年）137-138頁、胡敏洁『福利权
研究』
（法律出版社・2008年）47頁。
52

Frank I. Michelman, The Supreme Court, 1968 Term-Foreword: On

Protecting the Poor Throught the Fouteenth Amendment, 83 Harv. L. Rev. 7
(1969). 猪股・同上137頁、藤井・前掲注（22）394頁、大久保・前掲注（5）141頁。
53

福祉権に関する判例は以下の通り。連邦最高裁は1970年代初期に Shapiro v.

Thompson において、居住時間の要件は平等原則に違反すると判断してから、
州は手当てを廃止せず、逆に適用範囲を拡大した。United States Department
of Agriculture v. Moreno において、その親戚居住期間の要件が平等原則に反
して違憲であると宣告されたが、州も手当てを廃止せず適用範囲を拡大した。
Goldberg v. Kelly における受給資格の打ち切りは「財産」が剥奪されると同様
に認められたので、デュー・プロセスに反すると裁判所は判断したが、州は事
前聴聞の規定を設けた。Arnett v. Kennedy において、学費手当または州立大
学教員の雇用に関して、事前聴聞があるのでデュ・プロセスに反していない。
マイケルマンは以上のような大学教育をうける権利、勤労権、非親戚との居住
権等の判決を生活に対応する手段としての憲法上の承認した「権利」という事
例を挙証した。猪股・前掲注（51）139頁。
54

Laurence H. Tribe, Unraveling national league of citites: the new fedralism

and affirmative rights to essential government services, 90 Harv. L. Rev. 1065,
1066 (1977). 藤井・前掲注（22）397頁。また、Bendich と Cox は、デュー・プ
ロセス条項から政府の最低生活の保障を提供する義務が導出できるとする。
Albert M. Bendich, Privacy, Poverty, and the Constitution, 54 Cal. L. Rev. 407
(1966). Archibal Cox, The supreme court, 1965 term-foreword: consitutional
adjudication and the promotion of human rights, 80 Harv. L. Rev. 91 (1966)。
Miller は、アメリカ憲法では既に積極的な権利を含んでいると考える。Arthur
Selwyn Miller, Toward a Concept of Constitutional Duty, 1968 Sup. Ct. Rev.199.
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マイケルマンの説に一定の理解を示しつつも、基本的な要求を満たして
もらうことは憲法上の「権利」であるが、それは裁判所によって救済し
うるたぐいのものではないと考えている55。しかし、裁判所によって救
済し得ない権利とは、一体どのような権利だというのか。裁判所によっ
て救済し得ない権利は、
「法的権利」あるいは「憲法上の権利」といい
うるのか。また、裁判所がその権利を認め、救済を命じることは、立法
権と行政権の侵害にあたるのか。このようなことが問題となろう。さら
に、以上のような福祉権説に対しては、原意主義（noninterpretivism）
の立場から、あくまでも憲法上に明文の規定がない以上、不道徳で極端
な解釈主義（interpretivism）に基づく主張でしかない、といった批判
もある。
こ う し た 諸 批 判 に つ い て、 マ イ ケ ル マ ン は、 イ リ ィ（John Hart
Ely）の参加志向型（participation orientation）および代表者補強理論
56
（representation reinforcing）
を援用しながら、まず原意主義者の批判

胡敏洁・宋华琳「美国宪法上的福利权论争――学理与实践」上海科学院法学研
究所『政治与法律』第３期（2004年）30-33頁。
55

藤井・前掲注（22）397頁。

56

イリィ理論とは、違憲審査において、裁判所は、実体的な価値選択に触れず

に政治プロセスにおける判断に委ねるべきで、その政治プロセスの公正さが維
持されているかどうかだけを審査すべきだ、というものである。政治プロセス
の公正さが失われると（malfunction）
、多様な民意が適切に議会に代表されな
くなり、
立法による権利侵害を適正に修正することもできなくなるからである。
したがって、イリィは、敵意あるいは偏見等によりマイノリティが不利な地位
に陥っており、政治プロセスにおいて地位を回復することが不可能である場合
には、裁判所が介入して当該マイノリティの権利を保障するべきだという。こ
のことは、司法審査には政治プロセスの公正さを維持する機能とマイノリティ
を議会に適切に代表させる機能があるということを示している。この政治プロ
セスの公正さが保障されることにより、人々に開かれた公平な民主制が維持さ
れうる。解釈主義と非解釈主義の争いについて、マイケルマンはそれを究極的
な解釈主義（ultimate intepretivism）と呼ぶ。菊池・前掲注（1）72頁。John H.
Ely, Democracy

and

Distrust: A Theory

of

Judicial Review (1980). 日本語訳：

佐藤幸治・松井茂記訳『民主主義と司法審査』
（成文堂・1990年）
、中国語訳：
劉靜怡ほか『民主與不信任』
（商周出版・2005年）を参照。
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を以下のように退けている。すなわち、憲法に明文規定のない人権がイ
リィの理論おける「代表補強」概念によってその権利性を認められるな
らば、基礎となる教育を受ける権利の他に、食料、住居、医療等に関す
る権利も実質的な政治参加に不可欠な「基礎的前提条件」として、権利
性を認められるべきである57。ゆえに、裁判所の介入によって、立法権
と行政権の侵害という問題が生じことはなく、公平で開かれた民主政が
確保されるのみである、とした。しかしながら、当のイリィは、最低限
度の生活を充たしていない社会的弱者の不利益は敵意や偏見によっても
たらされたものではないため、司法審査においても「疑わしい分類」に
該当しないとの見解を示しており、マイケルマンは、あらためて「憲法
上の権利でありながら裁判所が救済できない」ことについて質疑を浴び
ることになった58。その後、マイケルマンは、ドゥオーキン（Ronald
Dworkin）の「背景的権利論」59を援用して、伝統的に厳格な権利観で把

57

Frank I. Michelman, Welfare Rights in a Constitutional Democracy, 1979 (3)

Wash. U.L.Q. 659, 677 (1979). 藤井・前掲注（22）399頁。大久保・前掲注（5）
147頁。
58

Robert Bork, Aatleton らの質疑者は、マイケルマンがイリィ理論を拡張解

釈したと考えている。松井茂記もイリィの見方を受継ぎ、生存権に関する法律
の違憲審査について、合理的基準を適用すべきと主張した（しかしながら、ア
メリカ憲法では生存権条項がないことは、やはり日本国憲法と異なり、そのま
まその基準を移植したのは妥当かどうかについて疑問がある）
。藤井・前掲注
（22）399-340頁。
59

ドゥオーキン（Dworkin）は、
権利を「背景的権利」と「制度的権利」に区分し、

それに応じて義務も異なると説く。佐藤幸治の権利観もドゥオーキンから影響
されたものである。樋口陽一『国法学－人権原論［補訂］
』
（有斐閣・2007年）
22-23頁。ドゥオーキンは、社会権のような人権を承認する。ただし、福祉権
は市民権より抽象的で、その具体的な内容が明確ではないので、その相対する
義務もはっきりと分かっていない。マイケルマンによれば、
「一つの制度の魅
力と正統性は、当該制度が背景的権利を明確で秩序ある法的権利の体系に移し
かえ、かつ、国家の規制的・資源集約的能力をもって、いかなる利益が、いか
なる手段で実現させるべきかを決定するための、普遍的に公平なプロセスをも
つと主張しうるか否かにかかっている」
。それは、ドゥオーキンの背景的権理
論を承認することを意味している。大久保・前掲注（5）148頁。
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握されてきた私権を、福祉権の構築において柔軟な権利概念として捉え
ようと試みている。すなわち、福祉への権利は、特定の義務と対応する
ものではなく、立法者が具体化しなければ、裁判所による救済はえられ
ないというわけである。このように、背景的権利という概念に基づき、
特定の義務と対応していないものであっても「権利」と称することがで
きるならば60、福祉権は、その権利の性質を損なってはならないのだか
ら、「法的権利」だけでなく「憲法上の権利」として認められるべきこ
とになろう。
アメリカにおける福祉保障をめぐる政治過程と法理論の展開について
敷衍してきた。アメリカ憲法には生存権条項がないため、社会福祉の受
給に法的権利性を認めさせようと、学説は、デュー・プロセス条項や平
等保護条項を援用し、福祉権理論の構築を試みてきた。日本では、憲法
に生存権が明記され、解釈における明確な根拠があるのだから、生存権
が 憲 法 上 の 権 利 で あ る と 説 く 理 論 が「 神 秘 的 な 理 論 」
（esoteric
theory）とされる筋合いはない61。
アメリカにおいて、ライク、ロールズ、マイケルマンらによる諸学説
は、福祉権理論の構築に大きな役割を果たしている。しかし、連邦最高
裁は、いまのところ福祉受給権を憲法上の権利として承認していない。
ごく稀に積極的な判決もみられるが、判例理論として完全に形成されて
いるとはいいがたい。特権理論が衰退した現在でも、自立原則を基盤と
するアメリカ社会において、貧困者の窮乏は、依然として自己責任と捉
えられがちである。そのために、国民総加入の社会保障制度もいまだに
用意されていない。近時のオバマ政権による医療保障改革も順調とは言
えないようである。これは、生存権が憲法典に明記されなかったことの
後遺症といえるだろう。それでもアメリカでは、様々な社会福祉訴訟が
提起され、福祉保障の実効性を追求する諸理論が展開されている。もっ

60

藤井・前掲注（22）400-401頁。

61

戸松・前掲注（39）74頁、
戸松秀典『平等原則と司法審査（憲法訴訟研究Ⅰ）
』

（有斐閣・1990年）218頁。少なくとも、生存権は憲法上明記された条項として、
国民の権利を保障する一方で、国家権力に一体の法的規範を持つべきである。
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とも、
福祉権の法的性質については、
裁判所が直接に救済しうる「権利」
というわけではないという理解が一般的で、これは、日本における抽象
的権利説と同様である。そこで、再び本文の根本的な問題に回帰するこ
とになる。人間らしい最低限度の生活を維持するための基礎的な福祉の
要求が、社会的正義、公平ないし個人の尊厳を追求する最後の拠り所で
あるならば、その救済手段を欠くことは、近代憲法が普遍的に承認して
いる諸権利を喪失することと同義なのではないか。それにもかかわらず、
それらの諸権利を依然として「権利」ということができるのか。このこ
とは、既に生存権を憲法に明記している諸国にとって、より深刻な問題
であろう。したがって、福祉権の実質的な救済手段を確保するためにそ
の裁判規範性を認め、諸々の社会福祉訴訟の審査を適切に行うことが、
もっとも重要になるわけである。
３．台湾における展開
⑴

憲法15条生存権の制定

ａ．生存権の制定
中華民国（台湾）憲法における社会権の規定については、基本権と基
本国策条項の「二重規範」という現象が生じている。すなわち、台湾憲
法は、
基本権を列挙している第２章「人民の権利と義務」中の15条に「人
民の財産権、勤労権及び生存権を保障しなければならない」、21条（教
育権）に「人民は国民教育を受ける権利と義務を有する」と定めている
一方で、国家の義務や国家目標を掲げている第13章「基本国策」中の
155条に「国家は、社会の福祉を図るために、社会保険制度を実施しな
ければならない」と定めている62。さらに、同じ基本国策条項とされて
いる憲法追加増補条文6310条に「国民健康保険を推進し（５項）」、「生
62

そのほかに、143条４項の「自作農の扶助」
、153条の「労働者及び農民の保

護」
、156条の「女性、児童の福祉政策の実施」
、157条の「衛生保険事業及び公
医制度の推進」などの規定がある。
63

台湾において、中華民国憲法は、これまでに７回改正されてきたが、いず

れも統治に関する条項を改正したもので、人権に関する条項はほとんど改正さ
れていない。ただし、2005年の第７回憲法改正において、追加増補条文10条に
様々な社会権的性質の規定が記された。もっとも、それらは一般的に基本国策
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活保護、救助について保障すると共に自立と発展を扶助しなければなら
ない（７項）」、「社会救助と国民の就業問題など救済的支出については
優先的に編成しなければならない
（８項）
」
などの一連の社会権的な権利・
義務および政策が明記されている。したがって、憲法全体では、社会的
安全、社会正義を追求する社会権的側面が色濃く表されている64。
ところで、台湾憲法の強い社会権的性格が否定されがたいとはいえ、
基本権としての15条生存権は文言自体の規定があまりに抽象的すぎるた
め、その具体的な内容の形成には学説や判例の蓄積が重要であると思わ
れるが、憲法制定の歴史を振り返ると、現行の憲法15条に当たる五五憲
草17条には「人民の財産は、法律によらずに徴用、徴収、査封、没取を
してはいけない」と規定しており、財産権しか保障していなかった。の
ちの1945年の政協憲法草案、1946年の国民政府の憲法草案では、いずれ
も生存権と勤労権に関する条項は存在していない。しかし、ワイマール
憲法の制定や孫文の民生主義の影響、あるいは、中国大陸における戦争
や軍閥の反乱等もあって人々が貧窮に陥らざるをえなくなると、自由権
を保障されているとしても生計を立てられずに生存できないならば、自
由権が保障される意義も失われる、という見解が有力になり、生存権や
勤労権の保障を憲法に盛り込んで、
自由権の内容をさらに拡充させよう、
という考えも示されるようになった65。
の規定とされる。
64

基本権と基本国策のほか、台湾の憲法前文に「人民の福祉を増進するため

に、この憲法を制定」
、憲法１条に「中華民国は三民主義に基づき、民有、民
治、民享の民主共和国とする」いう文言があるから、多くの学説はこれを「民
生福祉原則」と言い、ドイツ基本法20条の「社会国原則」と類比する場合が多
い。実務上、台湾大法官解釈釈字第485号（軍人宿舎の優遇規定の合憲性）に
おいて「民生福祉原則を促進するのは憲法基本原則の一つであり、それは、憲
法前文、第１条、基本国策及び憲法追加増補条文第10条の規定から自明なこと
である」と判示した。また、大法官解釈釈字第472号（社会保険料の強制納付
規定の合憲性）
の蘇俊雄大法官補足意見書において
「社会福祉国家の憲政原則」
（Sozialstaatsprinzip）という用語が使われた。このように、民生福祉原則のも
とでの社会権概念が普遍的に認められる。黄舒芃
「社会権在我国憲法中的保障」
『民主国家的憲法及守護者』
（元照・2009年）107頁。
65

林紀東『中華民国憲法逐条釈義（一）
』
（三民・1998年）218-219頁。
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このような考えに基づき、憲法草案16条「人民の財産権を保障しなけ
ればならない」という条項について、憲法制定国民大会代表らは以下の
ように提案した。この提案の過程において、何梅志代表は「生命」の二
文字を追加することを提案し、張漑代表は「人民の生活及び健康を保障
しなければならない」と提案した。また、栗顕揚代表は「人民は無料の
教育に入学する権利を有する」
、
「人民は無償の治療を受ける権利」を有
する」
、
「高齢者、身体障害者等の弱者は、国家の救済を受ける権利を有
する」という３つの条文を提案し、陳克文代表の「人民は生活と勤労を
要求する権利がある」の提案、龐樹森代表の「政府は人民の最低限度の
生活を維持しなければならない。生活窮困の人民に対して、それを救済
する」という提案等もあった66。最後に、憲法制定第一審査委員会にお
いて各提案がまとめられ、立法理由について以下のように述べられた。
「財産権に関する規定は設けられるべきであるが、無産階級の生存権及
び勤労権をさらに保障すべきである。単に財産を有する者の財産を保護
することは、民生主義の精神に反し、資産階級を過剰に保護する弊害が
ある」と。そこで、同条に生存権と勤労権が盛り込まれ、現在の憲法15
条となった67。こうして、憲法制定時の背景によれば、少なくとも15条
の生存権には、生命権と最低限度の生活保障及び救済が含まれているべ
きである68。そして、15条の立法目的は、自由権を実質的に実現し、充
実させるというものであるから、15条は単に自由権的側面のみならず積
極的な請求権の側面も有すると思われる。
ｂ．基本国策の制定
憲法第13章の基本国策の制定については、憲法制定大会において代表
たちの個人の提案に遡ることができる。すなわち、社会安全制度に関す
る提案は、唐式尊は、
「社会政策を実施し、社会安全を保障する」と提
案し（137条の前に追加）
、張之傑は「国民の中で高齢者、弱者、身体障

66

王雲五「國民大會躬歷記」
（臺湾商務印書館・1996年）15-17頁。郭明政「社

會憲法――社會安全制度的憲法規範」蘇永欽編『部門憲法』
（元照・2006年）
338頁。
67

中華民國國民大会『國民大會實錄』
（國大秘書處・1946年）432頁。

68

郭・前掲注（66）340-341頁。
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害者、貧困者の生活が不能、及び重大な災害に逢ったときに国家が救済
を与えなければならない」を追加する（138条以下に追加）ことを提案
する。また、黄文山は「国家は社会安全計画を実施すべく、一般人民の
社会生活の改善を図るために、その社会福祉を保障する」と提案（138
条以下に追加）、陳逸雲は「婦女、児童、労働に従事した者は、年齢及
び身体状況によって特別な保護を与えるべきである」と提案（138条２
項の追加）
、陳克文は139条及び145条を合併し「国家は人民の労働の機
会を与えなければならない。社会福祉と国民の生計及び社会安全を図る
ために、農民、労働者及び教育に従事した者の生活と勤労の条件を保障
する」と提案した。蘇資深は「国家は、社会福祉を図るために、社会保
険、社会救済、社会安全法を実施すべきである」と個人提案した（140
条以下）69。
これらの提案は第７審査委員会の審査を経て、本来の13か条を30か条
まで増加させ、憲法改正会議で変動が最も多い部分である。最後に、謝
徵孚がそれをまとめて現行憲法の第13章第３節の憲法草案を作り上げ
た70。このように、基本国策はきわめて特殊かつ独自の憲法規定になっ
てきたから、陳新民は基本国策を憲法の第３構造と称する。基本国策は
その後、７回の憲法改正を経て維持されるのみならず、憲法追加増補条
文10条にそれを再確認し、さらに、
「人格と尊厳を擁護」「文化と福祉の
保証」などの概念と範囲を拡大する傾向にある。
ｃ．生存権の享有主体
憲法制定当時の資料によれば、憲法15条の生存権は、無産階級の人々
を資本主義がもたらす弊害から保護するものである。したがって、その
権利主体は、社会的経済的弱者であると考えられる。しかし、何人も生
存権の権利主体であると考える。なぜなら、すべての国民の生存は現代
国家の存立の根本であり、特に雇用の不安定等にみられるリスク社会に

69

王・前掲注（66）100-109頁、郭・前掲注（66）338頁。

70

謝徵孚は、中国四大社会政策綱領および民生主義現段階社会政策草案を起

草し、1944年の ILO 大会において「フィラデルフィア宣言」に署名した中国
政府の代表である。したがって、
労働者の保護、
社会保障制度等の思想理念は、
当時すでに憲法制定者ないし憲法草案に浸透していたといえるだろう。
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おいては、何人も生存権の潜在的な主体といいうるからである。また、
憲法第13章「基本国策」中の143条４項の「自作農の扶助」71、155条の「社
会保障制度の実施」及び「高齢者、弱者、障害者、生活無力者、非常災
害の被害者の扶助と救済」72、そして、憲法増補条文10条「国民健康保険
の実施」73、「女性の人格と尊厳の擁護」
、
「心身障害者の扶助」
、
「軍人の
社会福祉」
「原住民族の文化と福祉の保証」等74の文言から、特定の人々
に対する福祉政策が明記されていることだけでなく、国家は国民と各職
種、民族に対し社会扶助制度や社会保険制度を整備する責務を負うこと
が明らかになる。これにより、台湾憲法が保障すべき主体は個人として
の国民だけでないことがわかる。すなわち、台湾憲法は、特定の団体に
対する「団体的権利」も認めているといえる75。したがって、生存権の
保護範囲が全国民におよぶことにほぼ異論はないが、その享有主体は、
71

憲法143条４項「国家は、土地の配分及び整理について、自作農及び自ら土

地を使用する者を扶助することを原則とし、かつその適当な経営面積を規定し
なければならない。
」
72

憲法155条「国家は社会福祉を図るために、社会保険制度を実施しなければ

ならない。高齢者、弱者、身体障害者、生活無力者及び非常災害を受けた人民
に対して、国家は、適当な扶助と救済を与えなければならない。
」
73

台湾の憲法増補条文10条５項「国家は国民健康保険を実施しなければなら

ない。そして、現代及び伝統的医薬の研究発展を促進しなければならない。
」
74

憲法増補条文10条６項「国家は女性の人格尊厳を擁護し、婦女の人身の安

全を保障し、性による差別を排除して、両性の地位の実質的平等を促進しなけ
ればならない。
」
同条７項「国家は心身障害者の保険と医療、バリアフリー環境の整備、教育訓
練及び就業指導と生活保護と救助について保障するとともに、その自立と発展
を扶助しなければならない。
」同条９項「国家は軍人の社会に対する貢献を尊
重し、その退役後の就学、就業、医療、療養に対して保障を行う。
」同条11項
「国家は多元文化を認め、原住民族の言語と文化の発展を積極的に擁護する。
」
同条12項「国家は民族の願望により、原住民族の地位及び政治参加を保障し、
その教育、文化、交通、水利、衛生、医療、経済、土地及び社会福祉事業に対
し保障と扶助を行うとともにその発展を促進し、その方法は法律をもってこれ
を定める。澎湖、金門及び馬祖地区の国民に対しても同様とする。
」
75

李震山『多元、寛容与人権保障――以憲法未列挙之保障為中心』
（元照・

2005年）290-291頁。
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主に社会的経済的弱者（団体）であると思われる。
⑵

台湾社会保障制度の発展

ａ．社会保障制度の発展
国民党政府が1945年に台湾を統治しはじめた当初、主に軍人、公務員、
労働者について社会保障制度を設けたが、これが台湾における職種別社
会保障制度の基礎となった。しかし、当時の台湾では農業従事者がほと
んどであったにもかかわらず、農業従事者を対象とすることなく、軍人
や公務員を重視した社会保障制度を設けたことについては、軍人や公務
員は国民党政府を支える立場にある人々であり、社会保障制度を設ける
という大義名分のもとに実際にはそのような人々に特権を付与するよう
なものである、と指摘されている76。
また、その社会保障制度は、1943年に中国大陸で制定された社会救済
法をそのまま台湾で実施したもので、受給要件はかなり厳しく、
「最低
限度の生活」水準〔貧困線〕も規定されていなかった77。
当時のこのような社会保障制度は、社会の統制、あるいは社会秩序の
維持をはかるもので、きわめて消極的な扶助政策であったといえる。林
萬 億 に よ れ ば、 こ の 時 期 の 社 会 保 障 制 度 は 福 祉 恩 恵 主 義（welfare
clientelism）に基づくものであり、制度を設けた目的は、人民の尊厳や
生活の支援ではなく、社会階級の対立を緩和させ、国民党政府による統
治の正当性を示すことにあった78。これが台湾における社会保障制度の
「創始期」である。
国民党政府は、1971年に国連における中国としての代表権を喪失して
76

林萬億『台灣的社福利――歷史經驗與制度分析』
（五南・2006年）42-43頁。

77

1943年９月29日に実施された社会救済法は、中華民国現代社会救済制度の始

まりである。しかし、その救済範囲については、①60歳以上の精力衰退者、②
12歳未満の者、③妊婦、④疾病、傷害、障害により労働できない者、⑤自然災
害による重大な被害を受けた者または失業者、⑥ほかの法律による救済と限定
された。しかも、扶養を受ける権利がある者は、救済を与えられない。国家と
被保護者との権利義務関係を明確にしていなかった。同法は1980年の社会救助
法の実施とともに、廃止された。
78

林萬億
「我國憲法與社會權的實踐」
蘇永欽編
『部門憲法』
（元照・2006年）
294頁。
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から、
台湾統治を本格化させ、
産業の工業化をはかった。それにともなっ
て台湾経済が発展したため、政府は、社会福祉基金を設けて土地増価税
による歳入をそれに充て、
「省市社会福祉措置強化計画」、「小康・安康
計画」などの福祉政策を打ちだし、1971年に家庭手当法、1973年に児童
福祉法、1979年に労働者保険の受給要件を緩和する法律が制定され
た79。
しかし、貧困線は規定されないままであり、給付内容も貧困者のニー
ズに即したものとはいなかった。また、様々な福祉計画が公表されたも
のの、実際に法律を定めて具体化したものはわずかであり、社会福祉と
しての財政支出はほとんど増えていなかった80。この時期は、台湾にお
ける社会保障制度の「政治的スローガン期」ということができよう。当
然のことながら、社会給付請求件権が主観的権利として認められること
もなく、
台湾憲法における生存権は、
あくまでも恩恵的な権利であった。
台湾では1980年代になると民主化が加速しはじめ、1991年に反乱鎮定
動員臨時条例が廃止されるに至るが、そうした状況にあって、人民の権
利意識が高まり、福祉団体による政治運動も活発になったこともあり、
「社会救助法」
「老齢福祉法」
、
「障害福祉法」のいわゆる「社会福祉三法」
、
が制定された。さらに、1984年に「労働基準法」
、1989年に「農民健康
保険法」
、1990年に「障害者健康保険法」
、1995年に「国民健康保険法」
が制定され、台湾における重要な社会保障制度のほとんどは、この時期
に設けられた。したがって、この時期は「福祉整備期」というべきであ
ろう。このことから、福祉あるいは人権の発展が民主化の進展と密接に
関連していることがわかる。
しかし、1997年の金融危機、1999年の921大震災、2001年の合衆国９・
11テロ事件等により、台湾経済も大きなダメージを受けた。景気の低迷
によって経済活動も停滞し、失業率も著しく上昇したため、就業保険、

79

経済力が上がるとともに、国民の福祉政策に対する要求が増えたほか、国

際貿易競争が激しくなる一方で、台湾の不法雇用、童工、低賃金の労働者など
の問題が指摘され、外交手段を通し福祉政策の見直しを迫られた。鍾秉正『社
會保險法論〔修訂二版〕
』
（三民・2012年）７頁以下。
80

林・前掲注（78）295頁。
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原住民就業保険、男女勤労平等法が制定されたが、政府は、社会福祉を
充実させるよりも経済を発展させることを優先するよう方針を転換させ
た81。2007年には国民年金法が制定されたが、他の社会保険制度との調
整が不十分だったために、社会的連帯をかえって弛緩させてしまい、給
付基準があまりにも低すぎるために、実際には最低限度の生活を維持す
ることさせ覚束ない状況だといわれており、国民年金は、他の社会保険
制度を補充するものとして位置づけられている。したがって、台湾にお
ける社会保障制度は、
「低迷期」を迎えたといえよう。
ｂ．部門憲法の提出
以上のように、台湾における社会保障制度は、それぞれの時期の社会
的経済的事情に応じて場あたり的に設けられたため、体系性、統合性、
あるいは通底する理念を欠いたものとなっている。したがって、社会保
障制度のあり方の指針となりうる憲法規範を提示する必要性がある。そ
こで、蘇永欽は、台湾憲法の基本国策条項に基づいて、「部門憲法」、あ
るいは憲法のローカライゼーションという概念を提唱している82。蘇は、

81

2000年の台湾初の政権交代によって民進党政権が発足した。当時、民進党の

総統候補陳水扁は「新中間路線」という施政方針を訴え、社会正義、社会福祉
を強調した。すなわち、
イギリスのギデンズ（Giddens Anthony）が提唱した「第
三の道」にならって、積極的な福祉権を持ち、教育に対する投資（子ども教育
クーポン券）
、老齢年金、国民年金などの積極的な福祉措置を実施しようとす
る姿勢を見せた。しかしながら、当選後、失業率の上昇及び景気低迷の状況に
直面し、陳は2000年９月に「社会福祉より、経済発展が優先」という方針に転
換した。それも生存権理念の不足を反映したと思われる。一般的に台湾の二大
政党――国民党と民進党――の福祉政策は、基本的理論・理念を欠いており、
政策の内容も選挙ごとに変更されるため、社会保障制度全体の構成にも影響し
た。林・前掲注（78）296-299頁。
82

蘇永欽は、ドイツや合衆国から憲法理論を移植するのではなく、中華民国

憲法の文言を重視して解釈するべきだと主張している。そのために、中華民国
憲法の基本国策条項における国防、外交、経済、社会安全、教育、文化等の分
野ごとに、
「経済憲法」
、
「メディア憲法」
、
「労働憲法」
、
「教育憲法」
、
「科学憲
法」
、
「文化憲法」
、
「社会憲法」
、
「環境憲法」
、
「宗教憲法」
、
「家庭憲法」等に部
門化（ローカライゼイション）して憲法規範を体系化させるべきだと説く。蘇
永欽「橫看成嶺側成峰――從個別社會部門整合憲法人權人權體系」
『部門憲法』
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台湾憲法における個別の条項に基づいて断片的に権利保障を発展させて
きたことを批判し、部門的・体系的な権利保障の必要性を訴えている。
また、現実の台湾社会における諸問題を実証的に分析することにより、
実効的な権利保障を必要とする問題を明らかにするべきだという83。
楊智傑によれば、蘇の部門憲法論には以下の３つのポイントがある。
それは、①基本国策条項を重視し、その規範的効力を強化すること、②
基本権条項を解釈するにあたって、安易に他国の憲法理論に依拠するこ
となく、基本国策条項の内容を基本権条項の内実として、台湾にローカ
ルな憲法理論を発展させるべきであること、③憲法の条文だけでなく、
憲法の各部門領域の研究による知見や、現実社会を実証的に分析してい
る社会科学の研究成果も参考にしながら、憲法の各部門から導かれる理
念を明らかにすること、である84。
部門憲法論には部門と部門を明確に区別できないという批判がある
他、具体的な方法論も明らかにされていない。しかし、今後の社会保障
制度の統合性を確保し、実効的な社会給付の実現を図るために、憲法15
条の生存権を152条以下の社会給付にかかわる基本国策と一体的に解釈
し、社会保障制度に関する体系的規範を明らかにすることには、きわめ
て意義があるように思われる。
４．小括
ここまで、生存権の発展過程を辿ってきたが、生存権がどのように理
解されるにせよ、あるいは、どのような方法で保障されるにせよ、資本
主義における従来の自由放任主義は修正されなければならない。さもな
ければ、自由・平等を標榜している市民社会は大きく動揺するおそれが
ある。人権の発展過程からすれば、人間の尊厳、あるいは、個人の尊重
等の自然権思想に基づいて生存権が認められるようになったことは、自

（元照・2006）151-154頁以下。
83

たとえば、信教の自由について、エホバの証人の信者による兵役拒否の問

題があげられる。蘇・前掲注（82）158頁。
84

楊智傑「從基本國學執行檢討違憲違查模式――兼論財產權與基本國策衝突」

中正大學法學集刊28期（2010年１月）142頁。
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然の成り行きであったといえる。
とはいえ、
生存権は国家に積極的施策を要求する性質のものであって、
その保障には必ず財政支出を伴うことから、どのような人を対象に、ど
の程度の保障を実現するかについて様々な意見があり、憲法訴訟論にお
いても、生存権の保障についての憲法適合性を最終的に判断するのは立
法府であるべきか司法府であるべきかで対立している。このように、生
存権を具体的な権利とするには様々な難関が立ちはだかっている。
しかしながら、生存権に基づく積極的な措置があってはじめて、貧困
者を不自由な状況から脱却させ、あるいは自律した自由な生活に復帰さ
せ、人間としての尊厳を回復させることができる。国民の権利を保障す
ることこそが国家の存在意義であり最高の責務であると認められている
以上、そしてまた、貧困等の問題は常に存在して回避できないものであ
る以上、社会福祉国家は、生存権を施策目標のようなプログラム規定だ
と解するべきではない。立憲主義国家である以上、人々が享有する権利
の保障は、国家に課されている義務であり、憲法の趣旨に則ってなされ
なければならない。このような理解によって、人々ははじめて生存権に
基づく実質的な救済を受けることができる。社会福祉国家の憲法秩序に
おいては、生存権に基づく救済を恩恵や反射的利益と捉える理解を排除
しなければならず、生存権は自由・平等を追求する上で欠かすことので
きない「基本的」人権であると理解すべきである。
第３節

社会給付と生存権の憲法理論

１．社会給付における連帯および配分の理念
⑴

国家義務と社会連帯
社会的権利が憲法に組み込まれるようになり、財産権や自由権に衝撃

を与えることとなった。しかし、
現代社会における個人の財産や権利は、
実際には、社会の共同環境から得られたれたものであり、個人の努力の
みによって得られたものではない。現代社会においては、個人は、自律
的、独立的人格を有しているとしても、自己の生存および安全を確保す
るためには、他者ないし社会共同体に依存しなければならない。このよ
うな意味で、社会における個人は完全に独立した存在ではなく、社会と
［129］
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連帯している85。このような社会連帯の思想にもとづいて、国家が個人
の自由や権利を調整することが正当化されうる。
社会連帯の思想は、フランス第三共和政期のデュルケーム及びデュ
ギーが最初に提唱したものである。それは、フランス大革命以後の「社
会の不在」という当時の国家と個人の二元的構造のもとで、国家の拡張
を目指す社会主義と、それを批判する自由主義との対立を調停するため
に提示された妥協的な理念であった。すなわち、人々の相互依存を「連
帯」と位置づけ、国家を「連帯」の可視的表現と捉えることによって、
一方では無制約な主権論を批判し、他方では国家による個人への限定的
働きかけを正当化する論理であった86。個人の自由は社会全体の自由と
かかわることになり、本来消極的な防御権であるはずの基本権も社会化
し始め、
国家は積極的な作為義務を要求されるようになった87。そして、
社会連帯が崩れて解体されることを防ぐために、国家は、社会内部の矛
盾や不公平を修正したり補充したりした。このような意味で、国家の社
会介入の程度には限界があり、あくまでも国家は補充的な地位に立つこ
とになる。
しかしながら、このような社会連帯説は、権利と義務を混同する傾向
にある。すなわち、伝統的な自由権は、個人の天賦人権とされ、一人の
人間であることから生まれつき有する個人的・主観的権利である。しか
し、国家と社会のバランスが崩れると、個人の自由権も無に帰すおそれ
がある。したがって、
教育を受ける権利や労働基本権のような社会権は、
主観的権利性が否定されるとともに客観的な制度的保障とされ、国家の

85

謝榮堂『社會法治國基礎問與權利救濟』
（元照出版・2008年）53-54頁。

86

田中拓道『貧困と共和国――社会的連帯の誕生』
（人文書院・2007年）179頁。

デュルケーム（Emile Durkhein）によれば、社会が分業化されることで個人が
孤立状態から脱するようになり、社会の分業化が進むにつれて、個人と社会と
の緊密性が強まるという。したがって、個人が自由になるためには、社会に依
存しなければならない。涂爾幹（渠東譯）
『社會分工論』
（左岸文化・2006年）
203-207頁。
87

葛克昌『國家學與國家法――社會國、租稅國與法治國理念』
（元照・1997年）

37頁。
北法64（2・299）579

［130］

論

説

義務が強調される傾向にある88。
制度的保障の考え方によれば、国家と社会のバランスが前提とされ、
国家による職権行使の拡大や財政負担を制限するために、国家は補充的
な役割を果たすにとどまるから、個人の保護は、制度の存在が要求され
公益が実現した後に行われることになる89。したがって、生存権の具体
的請求権が認められないのみならず、個人の主体性が軽視される危険性
もある。
しかし、本稿は、生存権保障の基礎にある「社会連帯」とは、諸個人
が権利主体として扱われ、そして、憲法を通じて、所属するそれぞれの
共同体との連携を整合し、共に社会形成に参加できるような『包摂』を
行うことであると考える。すなわち、国家の義務は、憲法上の権利から
由来するものであると考えられる。憲法は、規範として、権利を侵害し
ないように国家権力を制約し、あるいは権利を実現するように国家権力
を義務づけるものだから、――それぞれの憲法規範ないし憲法上の価値
によって、国家の義務の範囲も異なるが――前国家的な権利にせよ後国
家的な権利にせよ、基本権の主体たる個人が抽象的に規定されているは
ずがない。とりわけ社会権を憲法に明文で定めている国家においては、
社会的経済的な弱者を優先して保護するという国家の任務が憲法に明示
されているといえる。人々がこの権利をどこまで享受しうるのかは、恣
意的、抽象的、形式的に判断されるべきではない。まず、個人の権利主
体性が承認されるべきであり90、次に、憲法が規定した権利、憲法上の

88

社会連帯説を唱えるデュギー（Léon Duguit）は、主観的権利の存在をそも

そも否定している。デュギーは以下のように述べた。
「人々は、現在でも未来
でも、客観法を主観的権利に移しかえることはできない。……主観的権利より
客観的権利の方が先に存在することを承認できないと、主観的権利は、一種の
空想であり、主観的権利というものは存在しない」
。そのため、憲法における
社会権は、あくまでも客観的地位にとどまり、主観的権利ではない、というこ
とになる。実際に、
個人の独立した権利主体性も否定されている。デュギー（王
文利ほか訳）
『憲法学教程』
（辽海春風文芸・1999年）161頁、夏正林『社會權
規範研究』
（山東人民出版社・2007年）119-117頁。
89

葛・前掲注（87）37-38頁。

90

蔡維音は、
「人間の尊厳」に基づいて、
「共同体の構成員が相互に承認し合い、
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原則、憲法の精神にしたがい、それぞれ属性が異なる諸個人の差異を認
識したうえで、権利の衝突が調和されるべきである。したがって、弱者
層と社会の「連帯」を維持するために、国家とりわけ政治部門には、弱
者層を社会形成に参加させるための包摂措置をとるべき義務があると考
えられる91。
生存権が保障する人間の尊厳にふさわしい生活は、このような社会包
摂の価値を有しているから、司法府は、司法審査において弱者のことを
十分に考慮すべきである。したがって、一律に緩やかな審査基準や立法
裁量論を用いるべきではないだろう。
⑵

台湾における社会給付の恩給性
社会給付は、財源および運営方法によって大まかに「社会救助および

社会扶助の給付」と「社会保険の給付」に分けられる。前者は、保険の
技術や原理によらずに租税を中心とする公費によって給付を行う仕組み
であり、その給付を受ける権利性については、生存権と連動しているは
ずだが92、国家が一方的な給付を行うものである。このような「上から
下への」給付の態様が、恩恵的な社会給付であると考えられるならば、
国家には広範な裁量が認められることになる。たとえ、法律によって、
相手の自己決定を尊重すべきである」という「社会承認」理論を提唱している。
様々な人々が社会生活に参加して共存するために「相互承認」が必要だという
場合、その承認は、ある種の社会包摂だと考えられる。蔡維音『社會國之法理
基礎』
（正典・2001年）28-29頁。
91

倉田総は、
「個人の『生活』そして『生活』を通じて獲得するであろう個人

の人格の主体的発展は、他者すなわち『社会』との関わり合いのなかではじめ
て意味をもつ」と述べ、
「
『社会』の『連帯』を社会福祉の法理念」としている。
日本の障害者基本法５条をはじめとする個別の実定法にも「社会連帯の理念」
という文言があることから、障害者の福祉の増進や社会参加の促進に協力する
ことを「国家の義務」のみならず、
「国民の責務」としているようである。倉
田聡『社会保険の構造分析――社会保障における「連帯」のかたち』
（北海道
大学出版会・2009年）52-53頁。
92

たとえば、日本の生活保護法は生存権の趣旨を直接実現するために設けら

れた立法として位置づけられる。加藤智章・菊池馨実・倉田総・前田雅子『社
会保障法〔第３版〕
』
（有斐閣・2013年）55頁［菊池馨実執筆］
。
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国家には困窮者に最低限度の生活を維持するための給付を提供する義務
があると規定されたとしても、社会給付受給権の権利性が憲法によって
確定されていなければ、社会給付受給者は、法律の「反射的利益」を受
けうるにすぎないことになり、権利の主体性および公法上の主観的請求
権が安易に否定されうる93。
台湾憲法には、生存権、勤労権（15条）の規定のほかに、労働者およ
び農民の保護規定（153条）
、社会保険、社会救助の実施規定（155条）、
国民健康の増進規定（156条、157条）
、
「国民健康法の実施」などの基本
国策の具体的な規定（憲法増補条文10条）があることから、弱者への扶
助、保護や自由経済を調整することが強調されている。したがって、台
湾憲法は、多元的な価値を調整することを予定しているから、社会扶助
給付のみならず、社会保険給付の憲法上の基礎をも提供している。
社会救助および社会扶助の緊急性と財源の有限性から、その給付は、
一般的には最低限度の保護にとどまっている。社会救助法などの社会立
法が成立し、現在では、生存権の保障を実現するための主要な措置は、
社会保険立法である。国家が社会保険を通して雇用者と労働者ないし貧
困者との矛盾を解消し94、社会連帯原理に基づき、伝統的個人主義が修正
され、所得の再分配が重視される。すなわち、社会保険は、商業保険と
93

孫迺翊「恩給性社會給付沒保障？――憲法與行政法角度的分析」月旦法學

教室第52期（2007年２月）80-83頁。
94

資本主義が発展するにともなって、資本家と労働者の格差が顕著になり始

めた。諸国は、この格差とそれによる対立を緩和するために法律を定め、資本
家が労働者の生活を不安定な状況に陥らせた場合、労働者に対する一定の責
任を資本家に負わせることとした。しかし、このような責任は「過失責任」
であって、挙証責任は労働者側にあることから、労働者が資本家に対して実
際に賠償等を求めることは、きわめて困難だった。近年では、倒産やリスト
ラ等のリスクに備えて民間の保険と契約している労働者も少なくないが、保
険では掛金が求められるから、窮乏に瀕した労働者が頼りうるのは、救貧制
度である。現在、このような実情を改善するために有効だと思われるのは、
社会保険制度である。保険によってリスクを分散することにより、危険共同
体（Gefahrengemeinschaft）を拡張させることが望ましい。吳明孝「社會保險
與司法審查之研究――以全民健康保險法為中心」中山大學博士論文（2007年）
122-124頁。
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同様、
生活のリスクを分散するために危険共同体
（Gefahrengemeinschaft）
を組織し95、保険料を定期的に納付する代わりに、事故が起こった際に
給付を受給できるものである。しかし、
保険料の納付額は均等ではなく、
所得能力によって分類されるから所得の再分配が行われる。そして、大
数法則（law of large numbers）に基づき、国家が危険共同体を拡張す
るために、
保険制度への参加を国民に強制する。つまり、社会保障には、
「保険原則」
、
「社会互助」
、
「強制参加」という特徴がある。
上記のことは台湾の大法官解釈においても述べられている。釈字434
号では、「公務員保険は、国家が公務員の老後生活の安定のために、保
険原理を運用し設けた社会福祉制度である。……すべての公務員は被保
険人である」と、釈字472号では、国民健康保険法の強制加入、保険料
の強制納付について、
「社会互助、リスク分担および公共の利益の配慮
に基づいたものであり……憲法の趣旨に合致する」と、釈字609号の理
由書では、「労働保険は明確な社会政策の目的を有している。労働者が
法律によって労働保険に参加する権利は憲法により保障される。……保
険料は……保険事由との間で必ずしも対価原則を厳守するものではな
く、応能負担の原則で社会互助の機能を維持しているものである」と述
べられ、社会保険の一般的原則が示されている。
しかしながら、台湾の保険制度をみれば、社会連帯よりも国家の統制
志向が強く打ち出されている。すなわち、国民党政府が台湾に移り、自
らの統治の合法性を強化するために、1950年代の社会保険制度において
は、主に政府の主要な支持者である軍人、公務員、国営企業の従業員を
対象とした低保険料の保険制度が設けられた。ここではじめて職業分類
による保険制度が設計されている。当時は労働保険96も存在していたも
95

保険にいう危険共同体（Gefahrengemeinschaft）とは、大数の法則により

危険の分散や平均などを行うために、多数の危険が集合されなければならない
集団である。危険集団とも呼ばれる。
96

台湾は、行政法院と民事法院が分立する公法・私法の二元的司法制度であ

るから、とりわけ裁判管轄が問題となる。労働保険法の法的性質について、
1966年の行政法院判字第228号は、
「労働保険は強制保険であり、保険の範囲、
保険給付などは法律によって規定されるから、労働保険の性質は公法関係であ
り、普通の商業保険が私法上の契約関係であるのとは異なる」と判示した。大
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のの、戒厳時期において国民党が労働組合を厳しくコントロールし、国
民の権利意識と連帯意識も薄く、保険制度がカバーする人口も少なく、
給付水準も低かった。1970年代末、
労働保険の保険対象が徐々に拡大し、
サラリーマンも保険制度に加えられた。その後、1980年代の民主化の段
階になって97、当時野党であった民進党との競争および選挙の圧力に直
面し、農民保険も実施された。しかし、低保険費政策は相変わらず維持
されている。農民保険を例にあげると、農民の負担は３割であり、残る
７割は政府側が負担することとされている。したがって、台湾の社会保
険制度は主に職業別によって運営され、民主化以後も税収を主な財源と
して社会保険制度を維持している。それゆえ、社会保険が強調する「相
互的」「権益的」な社会連帯と互助原則に反し、
「一方的」
「恩給的」な
社会保障制度に陥っている傾向がみられる98。
1991年の憲法改正により、憲法増補条文10条５項として、
「国家は国
民健康保険を推進しなければならない」という規定が設けられた。そこ
で、1995年、従来の職業別に設けられた社会保険とは異なり、全国民を
対象とする国民健康保険法が実施された。しかし、国家が医療資源と業
務を新設の中央健康保険局に集中させ、
以前の特徴であった「一方的」、
「恩恵的」な保険から脱していない。こうして、
社会の力は非常に弱く、
構成員の責任感も弱まり、
国民の連帯意識が培われているとはいえない。
また、保険費は、家庭所得ではなく個人所得によって計算されるから、
多くの家族を持つ貧困世帯にとっては問題となる。現在、国民健康保険

法官は、釈字568号（2003年11月14日）において、はじめて「労働保険から生
じる公法上の権利は、憲法によって保障される」と述べ、労働保険を社会保険
のひとつと明確に位置づけた。当時、法定されていた行政訴訟の類型は、
「取
消訴訟」のみであったから、救済の実益に乏しかったが、2000年に行政訴訟法
が施行され、
「給付訴訟」が定められた。張道義「全民健保與社會保險」月旦
法學雜誌第179期（2010年４月）171頁。
97

1980年代になって経済が発展するにつれて、所得の不均衡、医療格差等の

問題が次第に深刻化しはじめた。そのため、1981年の国会議員新規増員分選挙
〔立法委員増額選挙〕では、福祉問題が主要な争点となった。
98

孫迺翊「憲法解釋與社會保險制度之建構――以社會保險相互性關係為中心」

台大法學論叢第35巻第６期（2006年）28-31頁。
［135］

北法64（2・294）574

司法による生存権の保障及び権利促進の可能性（４）

法については、深刻な財務状況のために改革が行われているが、与野党
ともに低保険費にこだわっており、制度の未来はいまだ不透明である。
このように、台湾の社会保険制度は、低保険料政策をとりながら、
「職
業による分類」から「国民皆保険」への方向へと進んだ。2008年には、
老齢年金給付を中心とする国民年金法が実施された。しかし、国民年金
法がほかの社会保険における老齢給付および社会福祉手当を統合したも
のであることから、その主な適用対象は、専門職の者、自営業者、専業
主婦、学生、失業者などの経済的弱者が多いグループとなり、制度運営
に必要な財源が問題となるのみならず、社会連帯の基盤が弱まり、
「所
得分配機能が限られたものとなり、リスク分担も足りない」という貧困
者中心の保険制度となっている99。また、国民年金法49条は、
「本保険の
財務に対しては政府が最終的な支出責任を負う」という国家責任規定で
ある。これらのことから、結局、本来、連帯と互助を強調すべき社会保
険制度が、税金によって賄われる社会救助に陥る逆分配になるおそれが
ある100。台湾では、強力な労働者組合が存在しないだけでなく、国民間
の連帯意識が薄れているから、健全な社会保険制度の発展が難しい。連
帯精神や下からの社会権論の理念に反するものとして政府を理解する必
要があるのみならず、
人々の社会構成員としての連帯意識が必要である。
そこで、連帯精神の理解と浸透をはかるために、より理性的、討議的な
民主制が重要であると思われる。
⑶

平等と分配の理念
政治共同体の基本的な価値を決定したものである憲法において、生存

権、社会権の規定が存在するならば、国家権力を最小限に制限した古典
的な自由主義に立つ憲法理念から、国家権力を適切・有効に駆使し、社
99

李仁淼「台湾における生存権と国民年金法」北大法学論集59巻４号（2008年）

284頁、李玉君「從老年經濟安全探討國民年金制度之基本問題」台灣法學第113
期（2008年10月）71-73頁。
100

吳明孝「窮人與誰重分配？――從『重分配』的理念簡評國民年金法」台灣

法學第113期（2008年10月）57頁。なお、いわゆる「第２世代健康保険」の
2011年法改正について、李仁淼「台湾」
、加藤智章・西田和弘編『世界の医療
保障』
（法律文化社・2013年）99頁以下参照。
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会が生じさせた自由の喪失と資源の不均等の弊害を是正する憲法理念へ
と展開したといえる。後者の憲法理念にとって最も重要なのは、
「自由
の再獲得（自由の回復）
」および「資源の再分配（基本財の確保）」の概
念である。その概念を支える基礎は、社会正義と平等思想である。した
がって、配分の正義に関する代表見解は、生存権または社会給付に理論
的基礎を提供しうるものである。
ａ．配分の正義
アリストテレス（Aristotles）に代表される古代の正義論においても、
すでに配分の正義に関する哲学思想がみられる。すなわち、アリストテ
レスは、ポリス（polis）の国家任務は①市民の自然的な生存を保障する
こと、②市民の道徳的な生活を実現することである、と述べた101。とり
わけ、その著書『ニコマコス倫理学』によれば、財産（Guter）と名誉
（Ehren）の配分が共同体の正義にとって重要であることを強調し、合
法かつ公平・平等に構成された正義システムにおいては、契約、犯罪、
不法行為にみられるように対立する当事者間における「矯正の正義」
（現
在でいうところの裁判官の正義）
のほかに、
ポリス市民間における財産、
名誉、権力の配分にかかわる「配分の正義」により、各人の地位に応じ
た比例配分が要求される102。簡潔にいえば、
アリストテレスの正義観は、
平等の要求であろう。その配分の正義は、社会の資源と財の再分配に関
係するから、現在の社会保障制度の設計にも影響しうるものであり、立
法者の正義ともいわれる。しかし、義務の配分および個人の実際の需要
を論じていない点で、アリストテレスの正義観は形而上学的な倫理的要
求にとどまっていると思われる103。
現在、正義論といえば、ロールズの理論を無視して語ることはできな
い。ロールズは、
カント的な「自由平等な道徳的人格」の概念を継承し、
全ての人を他人の目的のための「手段」ではなく「目的」として、倫理
的な共和国（ethical common wealth）において、諸個人の自由と尊厳

101

謝榮堂「社會法治國之分配正義」華岡法粹第30期（2003年）243頁。

102

戒能通弘「正義論の体系化：アリストテレス」深田三徳ほか編『よくわか

る法哲学・法思想』
（ミネルヴァ書房・2007年）７頁。
103

謝・前掲注（101）244頁。
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の価値が確立される、という。そこで、彼は、功利主義が強調するな福
祉の総量、平均の最大化を批判し、無知のヴェールという原初状態によ
り、以下のような正義の２原理を提示した104。
第１原理――各人は、他の人々の自由と両立する範囲の、できるだけ
広範な基本的諸自由を平等にもつべきである105。これは、自由の最大化
を追求するから、
「平等な自由原理」
（自由権保障の形式的平等）とも呼
ばれる。
第２原理――社会的・経済的不平等が認められるのは、次の条件を満
たす場合に限られる。①その不平等が、最も不利な状況（the least
advantaged）にある人々の利益の最大化になること（格差原理106）
。②
その不平等が、公正な機会均等という条件のもとで、全員に開かれた地
位や職務と結びついたものであること（機会均等原理107）108。
ロールズの壮大な正義論について論じることが本稿の目的ではない。
ここで強調したいのは、ロールズの正義観における「弱者優先」の思想
が、
実質的平等または社会権理論に親和的であることである。とりわけ、
格差原理は、人々の生まれながらの才能を偶然なものと考えるから、最
も不利な状況に陥っている人々の生まれながらの偶然条件がよくなかっ
たと評価される。したがって、貧困者に対する福祉措置、国家による基
本財の平等な分配が必要であることになる。それゆえ、格差原理は、ア
ファーマティブ・アクションや社会福祉に関する資源の分配の正当化に

104

ロールズの正義論において、第１原理が第２原理に先行する。社会・経済

的利益のために基本的自由を犠牲にすることは、あってはならない（自由の優
先ルール）
。また、機会均等原理が格差原理に先行し、正義の諸原理はすべて、
功利性に優越する。
105

本論の訳は、濱真一郎「平等主義的リベラリズム（1）
：ロールズの正義論」

深田三徳ほか編『よくわかる法哲学・法思想』
（ミネルヴァ書房・2007年）108
頁による。
106

もっとも不利な状況にある人々の利益を最大化することを追求するもので、

「格差原理」とも呼ばれる。
107

機会の公正・平等を追求することから「機会均等原理」とも呼ばれる。

108

本論の訳は、濱真・前掲注（105）108-109頁による。
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も用いられる109。しかし、格差原理には、原初状態の非現実性および弱
者最大化ルール
（maximin rule）
の不確定性という問題がある110。そこで、
フィシュキン（James Fishkin）は、社会資源の分配に関して４つの条
件を提示し、ロールズの正義論を修正した。すなわち、①その政策には
社会のコンセンサスが必要であること、②その政策には公民からの最小
限の要求が必須であること、③その政策は社会基本ニーズの満足を提供
しなければならないこと、
④その政策に対する自己反省（self-reflective）
が必要であること。この４つの条件は、民主的参加の原理のほか、行政
自らのチェックと修正が福祉の実現に重要な意義を持つことを強調し、
公平としての正義の実現に有益な指導方針を提供することを試みてい
る111。また、弱者の声が公共政策に反映されがたいのは、一種の構造的
操作（structural manipulation）とみなされるから112、弱者の基本的人権
を保障するために社会的合意形成を促す制度が必要となる。したがって、
福祉政策における討議的・対話的な制度設計が求められる。いずれにし
ても平等主義的な正義論は、分配の正当性を唱え、国家が社会保障制度
や社会給付を提供する義務を有することを明示している。
ｂ．資源平等論
ドゥウォーキン（Ronald Dworkin）は、1980年代に資源平等理論を
提示した。この理論は、
「すべての人は平等に尊重され配慮されるべし」
という抽象的な「尊重と配慮原則（concern and respect）」を用いて、
政府に対して、人々を平等に扱うこと（treating peoples as equals）、

109

深田三徳ほか編『よくわかる法哲学・法思想』
（ミネルヴァ書房・2007年）

109頁。黃鼎馨「給付抑或不給付？從憲法受益權 / 社會保障權功能論社會救助
給付行政之目的及正當程序」東吳大學碩士論文（2008年）19頁。
110

たとえば、１人分の教育資源しかなく、天才 A と知的障害者 B が存在する

場合、ロールズの正義の原則によれば、教育資源は B に与えられるべきこと
になるようであるが、一般的にはこのように考えられないだろう。
111

James S. Fishkis, The Dialogue

of

Justice: Toward

a

Self-Reflective Society

124 (1992).
112

Id. at 156. ｢The basic idea is that effective voice must be given to interests

across every significant cleavage in the society｣、つまり、討議的民主主義の
考えである。
［139］
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資源を平等に分配することを要求する113。ドゥウォーキンは、無人島に
上陸した移住者たち全員が参加する仮想オークションを例にして、
「尊
重と配慮」原則の２つのポイントを述べている。すなわち、①すべての
資源が売りにだされている市場がある。
各人には一定の貝殻が与えられ、
自己の個性、趣味、選好、信念、人生設計などにとって必要と思われる
「嫉妬しない状態」に達したら、すべての人は平等に尊重され配慮され
ていることになる。したがって、個人の選択の価値または共同体に有益
かどうかは、他人の財貨（外在資源）によって衡量されているから、市
場の存在が必要となる。しかし、②傷害や病気などの不運から生じる貧
富の差については、平等な観点から是正される必要があるから、保険シ
ステムが必要である。そのために、人々は自分の貝殻から保険料を納付
し、生まれながらの生来的資源の差異に対する嫉妬を公平な補償により
なくす解決案が提示される114。しかしながら、ここでは、フイリィップ・
ヴァン・パレース（Philippe Van Parijs）が批判するように、何が補償
の問題であるか、そして、その補償はどの程度で十分なのか、について、
ドゥウォーキンは述べていない115。とはいえ、
ドゥウォーキンによれば、
少なくとも、外在資源だけでなく生来的資源も平等に配分できるものと
されるから、先天的な理由に基づく失業または不運から生じた傷害、病
気、貧富の差などは、資源が足りないとみなされ、移転を通じて是正さ
れうる。このことは、社会保障制度ないし生存権の理論的基礎を提供し
うるように思われる。
２．日本における生存権学説の再検討
日本国憲法の制定直後から、生存権の法的性質をめぐって、様々な議
論が展開された。当初は、生存権条項の裁判規範性を否定する学説も少

113

謝世民「論德我肯的資源平等觀」人文及社會科學集刊第11巻第１期（中研

院中山所・1999年）125頁。
114

謝・前掲注（113）129-133頁。濱真一郎「正義論における人権の位置」深

田三徳ほか編『よくわかる法哲学・法思想』
（ミネルヴァ書房・2007年）131頁。
115

謝・前掲注（113）140頁。
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なくなかった116。現在は、抽象的権利説が通説とされているものの、そ
れに対する有力な反論もあって、生存権の法的性質に対する認識が一致
しているとはいいがたい117。そこで、諸学説をあらためて整理し、
「権利
のあるところに救済あり」という見地から、それぞれについて検討し、
もっとも適切な法的性質が何であるかを明らかにしたい。
⑴

プログラム規定説に対する検討
プログラム規定（programm-satz, programmische Lösung）とは、
「単

なるプログラム（制作・目標）を示すにとどまり、国はその実現に努力
する政治的・道義的責務を負うが、ここの国民が裁判で争うことのでき
る具体的な法的拘束力をもつものではない規定
（Programmvorschrift）」
だと説かれる118。プログラム規定説とは、生存権規定もこのような国の
政策指針やプログラム規定にすぎないと解釈するものである。憲法の生

116

最初は、社会権条項は受益権や社会政策の基礎方針であると考えられる。

美濃部達吉『日本国憲法原論』
（有斐閣・1948年）184-185頁。
117

生存権が「真正な」権利であるかどうかは、何を基準とするかの「入口」

の問題によって決められるものである。これについては、
「選択説」と「利益説」
という学説上の対立が反映している。プログラム規定説は、
選択説の立場から、
義務の「選択」を履行できるかどうかが権利の核心であるとし、たとえある権
利を主張しても、何らかの理由で相手に義務の履行を請求できなければ、それ
は権利といえない。生存権については、その権利内容と義務範囲が不明確であ
るから、生存権を実現し、あるいは救済できない可能性がある。そのため、生
存権は「真正な」権利ではない、ということになる。これは、財産権（私権）
に類似した厳格な権利概念である。他方、法的権利説は、利益説の立場から、
権利が賦与されれば、規範的にそれに応じた義務が生じる。社会権は段階的に
発展する性質のものであること、あるいは「権利のあるところに救済あり」と
いう見地からは、利益説の方が妥当だと思われる。岩本一郎「生存権と国の社
会保障義務」高見勝利ほか編『日本国憲法解釈の再検討』
（有斐閣・2000年）
210-212頁を参照。
118

大須賀明ほか編『憲法辞典』
（三省堂・2001年）426頁。葛西まゆこ『生存

権の規範的意義』
（成文堂・2011年）34頁以下。鄭明政「司法による生存権の
保障及び権利促進の可能性（１）─日本・アメリカ・台湾の司法審査を中心に」
北大法学論集63巻３号（2012年）921［48］頁以下参照。
［141］
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存権規定は、
国家の政治と立法の方向性を示す綱領的なものにとどまり、
国民は司法による具体的な権利救済をえられない。つまり、日本国憲法
25条の生存権規定は、
「国民の権利ではなく」119、
「一種の特別の権利」120、
ただ国政上の政治的・道徳的義務を宣言したものにすぎず、法的権利と
はいえない121、というわけである。このように、憲法に明記されている
生存権規定について裁判所による権利救済を認めないという解釈は122、
自然権としての様々な「人権」の何をどの程度保障するかは、
「人権」
と「実定法」との緊張関係を反映する問題である、という理解に基づい
ている123。

119

藤澤宏樹・高木さやか「生存権の法的性格論（1）
」福島高専研究紀要第40

号（2000年）126頁。
120

我妻榮『新憲法と基本的人権』
（国立書院・1948年）26-33頁。

121

内野正幸『憲法解釈の論点〔第４版〕
』
（日本評論社・2005年）100頁参照。

122

宮澤は、公法上の権利は司法上の権利と同じわけではなく、必ずしも裁

判的な救済をえられるとは限らないと考えた。宮沢俊義『憲法Ⅱ』
（有斐閣・
1971年）97-98頁。
123

基本的人権の概念は本来超実定法的、野性的な性格を持っており、実体法

化の過程に革新・進化の効果をもたらす。生存権は憲法上に保障されている権
利にもかかわらず裁判的救済効果がないことについて、佐藤幸治は「権利の三
重構造説」で以下のように説明する。憲法上の権利は、①「背景的権利」
、②
「法的権利」
、③「具体的権利」の３つのレベルに分けられる（この観念の由来
は主に Dworkin 的権利観に基づくものである）
。①「それぞれの時代の人間存
在にかかわる要請に応じ種々主張されるもの」
、②「主として憲法規定上根拠
をもつ権利」
、しかし、裁判の救済能力を有するとは限らない。特に請求権的
な権利は法律によって具体化される必要がある、
③裁判所に権利の保護、
救済、
法的強制力を発動することを請求できること。人権はこのような順番に（逆方
向の場合もある）発展している。樋口・前掲注（59）22-23頁、
佐藤幸治『憲法』
（青林書院・1990年）365頁。
しかしながら、この憲法「権利」の三重構造論のように人権の概念を拡張す
ることについて、藤井樹也は以下の疑問点を指摘した。
（1）裁判所で救済を受
けられない権利は、普通の権利に対するイメージに反する。
（2）裁判所で救済
をうけられない「権利」という観念は、司法審査制と裁判を受ける権利が憲法
に定められていることと両立しない。
（3）
裁判外の「権利」
、政治的な「権利」
という概念をみとめると、法と政治、権利と政策の区別が曖昧である。藤井・
北法64（2・287）567
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プログラム規定説は、我妻栄によって紹介され、伊藤正己らの支持を
得て、戦後まもなく学界の通説となった124。その後、この学説は、生存
権訴訟において最高裁の判例を数十年にわたって支配した125。このよう
な解釈は、明らかにワイマール憲法に影響されたもので、社会的現実と
憲法的理想との隔たりを便宜的に埋めるために示されたものだと考えら
れる126。しかし、憲法に明記された権利をこのように解釈することにつ
いて、疑問がないわけではない。
生存権条項をプログラム規定とする理由として、大要以下のものが挙
げられている。①権利の内容が抽象的にすぎる、②「最低限度の生活」
といってもその水準が不明確である、③実質的に実現できるだけの経済
力が（当時の）国家にはない、④財政および予算に関する問題は立法府
の裁量事項である、⑤権力分立原理に反する、⑥「最低限度の生活」が
どの程度かという問題はそもそも裁判所が判断するのに相応しくない事
柄である。以下では、それぞれの理由について批判的に検討する。
①の理由は、次のように述べる。すなわち、
「憲法上にその請求の趣
127
旨が明白に書かれなかったゆえに、具体的な請求権を認めかねる」
。

前掲注（22）407-408頁。
124

中村睦男「憲法第二五条の法意」ジュリスト増刊『憲法の争点』
（1985年９月）

144頁。当時、法学協会編（代表者石井照久）
『註解日本国憲法（上）
』
（有斐閣・
1948年）は、25条を一般私法でいうような具体的な権利、いいかえれば、これ
に対応する国の『法律上』の義務があるものではないと解釈した。しかし、生
存権の自由権的側面として、我妻栄と法学協会も国家と私人との間に法的効力
を有し、生存権の実現が侵害された私人間の契約や団体内の規約も無効という
ことを認めた。
「国が生存権の実現に努力すべき責務に違反して生存権の実現
に障害となるような行為をなすときは、その立法も、また無効となり、その処
分も違法であるというべく、そのような個人間の契約や団体内の規約も無効と
解すべきである」
。中村睦男・永井憲一『生存権・教育権』
（法律文化社・1989
年）58頁、中村睦男『論点憲法教室』
（有斐閣・1990年）204頁。
125

食糧管理法違反事件（最大判昭和23年９月29日刑集21巻10号1235頁）
。最高

裁は生存権訴訟をプログラム規定説の立場から判断した。
126

佐藤・前掲注（123）365頁。

127

この理由を主張する論者は、憲法17条の損害賠償請求権と憲法40条の刑事

補償請求権の条項に「法律の定めるところにより」という文言があるが、25条
［143］

北法64（2・286）566

司法による生存権の保障及び権利促進の可能性（４）

そもそも国家の最高法規である憲法は、多かれ少なかれプログラム的
ないし綱領的な性格をもっているが128、とくに立法および行政の積極的
な作為に依存する生存権については、綱領的性格を認めることが重要で
ある129。しかしながら、
規範が抽象的ならば具体権利性は認められない、
というのであれば、憲法上の人権規定は多かれ少なかれ抽象的なもので
あるから、すべての人権規定の具体的権利性が否定されてしまう可能性
もある130。また、憲法に生存権が明記されているにもかかわらず、国家
の積極的な作為が必要だからという事実上の理由のみによって国会の絶
対的な裁量が認められるならば、事実は常に規範に勝るということにな
りはしないか。どのような社会保障制度を設けるかは、国会が優先的に
判断すべき問題であることはもっともだが、このような技術的・手続的
な問題によって憲法の権利性が左右されるべきでない131。
②の理由は、
「主に最高裁の判決は、生活水準不確定説を唱えている。
健康で文化的な最低限度の生活は、抽象的相対的な不確定的な概念と認
められ、時代と社会通念に伴って変わるものであるから、政治部門の判
断に委ねるべきである」と説く。
その「社会通念」について、棟居快行は、
「四畳半襖の下張事件132」
、
「チャタレー事件133」等の表現の自由をめぐる「わいせつ」文書の規制事
件を例に、性表現の自由の範囲も時代や社会通念の推移にしたがって変
動しており、わいせつ文書を規制する基準も可変的概念である、と指摘

の生存権は、これとは異なることを提示する。しかし、その文言は単なる形式
的な差異にとどまり、権利の実質を規定するものではない。かかる受益権条項
の内容でも同様に抽象的に規定され、
下位の法律（国家賠償法、
刑事補償法等）
により具体化される必要がある。大須賀明『生存権論』
（日本評論社・1987年）
80-81頁。
128

中村睦男「権利としての福祉――生存権の現代的意味」ジュリスト537号

（1973年）40頁。
129

中村睦男『社会権の解釈』
（有斐閣・1983年）57頁。

130

大須賀・前掲注（127）81頁。

131

浦部法穂『憲法学教室Ⅰ』
（日本評論社・1998年）286頁。

132

四畳半襖の下張事件（最大判昭和55年11月28日刑集34巻６号433頁）
。

133

チャタレー夫人の恋人事件（最大判昭和32年３月13日刑集11巻３号997頁）
。
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している134。それでも、表現の自由を定めた憲法21条は、当然のことな
がら裁判規範性が認められており、司法審査がなされている。したがっ
て、「健康で文化的な最低限度の生活」が抽象的で可変的な概念だとし
ても、そのことは、必ずしも生存権の裁判規範性を否定する根拠とはな
らない。「健康で文化的な最低限度の生活」以上の社会保障を実施する
か否かについては、一律に広汎な立法裁量が認められてもよいが、
「健
康で文化的な最低限度の生活」を保障することは立法府の義務であって
裁量の余地はない、と解することも十分に可能である135。
また、裁判所に提訴するには、国家賠償請求権のように具体的な賠償
額を請求することが必要で136、訴える側にその立証責任が課されると主

134

チャタレー判決は、①従らに性欲を興奮又は刺激せしめ、②普通の正常な性

的羞恥心を害し、
③善良な性的道義観念に反するという３つの要件を
「わいせつ」
文書に当たる基準とする。田中善明『憲法重要判例集』
（敬文堂・2000年）153頁。
このように、社会通念がいかなるものであるかの判断は、現制度の下におい
ては裁判官に委ねられている。棟居によれば、何が「わいせつ」であるのかに
対する判断は、裁判官の法解釈によりその都度確定される。さらに「生存権に
おいても、
『社会通念』を認識した裁判官の法解釈によって、
『わいせつ』と同
程度には具体的内容を読み取ることが可能であろう」と指摘している。棟居快
行『憲法学再論』
（信山社・2001年）351頁。
135

遠藤美奈は、
「健康で文化的な最低限度生活」を政治参加と積極的に結び付

けるべきだと考える。政治参加の通路が閉ざされていることは、
「健康で文化
的な最低限度の生活」も達成されていないことを意味する。遠藤美奈「
『健康
で文化的な最低限度の生活』再考」飯島昇蔵・川岸令和編『憲法と政治思想の
対話――デモクラシーの広がりと深まりのために』
（新評論・2002年）126-127
頁を参照。それに対して、松井は、生存権を政治参加のプロセスに不可欠な権
利から排除し、裁判所が積極的に介入することにも反対する。松井茂記「福祉
国家と憲法学」ジュリスト1022号（1993年５月）73頁、松井茂記『日本国憲法
〔第３版〕
』
（有斐閣・2007年）552-557頁。
136

奥平は、
「健康で文化」的な「存在」の意味は複雑で、多くの価値要素も入

り込み、簡単に基準を画定できるわけでないと考える。そして、国家賠償と労
使争議の例をあげて、生存権は「権利内容の計量性」に欠けるので、具体的権
利説を支持しないと述べた。奥平康弘『憲法Ⅲ 憲法が保障する権利』
（有斐閣・
1993年）245-246頁。
しかし、朝日訴訟第１審と多くの学者は、一定の時点において各種の科学的
［145］
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張する論者もいる137。しかしながら、生存権が保障されるべき主な対象
は、社会的弱者であることがほとんどであり、社会的弱者は、政治的決
定過程から疎外されやすく、国家との交渉力に乏しいことからしても、
司法による保障が何よりも重要であろう。
③の理由は、「資本主義体制には、社会主義体制のように勤労権を具
体的に保障しなければならない前提条件がないので、生存権についても
具体的請求権は認められない」と説く。
しかし、近代立憲主義に基づく生存権は、社会主義思想に基づく生存
権とはそもそも相異なるものであり、歴史的には、国家が資本主義を採
用したことによって諸個人間の社会的経済的格差が拡大し、生存権を保
障する必要性が人々によって自覚され、生存権が資本主義社会における
人権保障の前提条件として重要なものだと認識されるに至ったのであっ
た。資本主義における福祉国家・社会国家原理の下で、有限な資源は合
理的な配分すべきである。我妻も、日本国憲法が社会福祉国家を想定し
ており138、資本主義体制の下でも、国家の積極的な努力によって生存権
を実現すること自体は可能であることを承認している139。

知見を利用するなら、最低限度の生活水準を相当程度客観的に計量できないわ
けではないので、漠然とした概念ではないという視点を支持している。大須賀・
前掲注（127）98頁、浦部・前掲注（131）297頁、長尾英彦「憲法二五条にい
う『最低限度の生活の保障』の意義――生活保護法上の『資産認定処分』をめ
ぐる判例を素材に」中京法学30巻４号172頁、
遠藤昇三『社会保障の権利論』
（法
律文化社・1994年）117頁、山内敏弘編『憲法の現況と展望〔新版〕
』
（北樹出版・
1996年）251頁。
さらに、青柳幸一は、最低賃金という視点からみて、
「最低限度」の生活は、
特定の時点で確定できるものであるとする。また、
「健康で文化的な最低限度」
の生活は、許容の範囲も確定できると考えられる。青柳幸一『個人の尊重と人
間の尊厳』
（尚学社・1996年）230頁。
137

大須賀・前掲注（127）78頁。

138

棟居・前掲注（134）351-352頁、354頁。特に最低限度の生活水準が客観的

に設けられるならば、この水準に反する、あるいは、水準より低くする行為は
司法審査に服すべきである。
139

横川博「生存権の法理」ジュリスト300号（1964年）33頁。保障手段の不備

という原因で、生存権を不完全な権利と推論する論点は、実は社会権の段階性
北法64（2・283）563
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④の理由は、「生存権を保障するためには、そのための財政的基盤が
必要だが、財政に関する問題は、立法府の裁量を考慮しなければならな
い」とし、裁判所の判断によって財政が圧迫されることになれば、それ
は財政民主主義の原則に反する、と主張する140。
しかし、財政民主主義の原則の重要性は認めるとしても、憲法の基本
的人権規定は、民主主義に基づく判断に対しても保障されるべきものな
のであるから、②の理由について指摘したのと同様の問題がある。すな
わち、民主主義に基づく政治過程によって適切な社会保障が実現される
ことを期待してはいるが、その過程から疎外されがちな社会的経済的弱
者に対する十分な社会保障の実現が期待できなくなった場合には、社会
的経済的弱者は、司法による保障に頼る以外はない141。もちろん、民主
的正当性と司法審査との緊張関係は大きな問題だが、憲法は国法体系に
おける最高法規であり、
その憲法の文言に生存権が明記されている以上、
国家に最低限度の社会保障を行う「義務」を課し、すべての下位規範を
拘束、指導すべきである142。また、予算自体も規範性を有するのである
から143、憲法の趣旨に合致するものでなければならず、予算の都合で生
存権の法的性格が決定されるとすれば、国法体系における序列を覆して
しまうことになろう144。さらに、
「最低限度の生活水準」を客観的に確定
の本質に注意していない。そして、全ての基本権は、多かれ少なかれ理想と現
実との距離があるので、これをその権利性を否定する論拠とすることはやはり
妥当ではないだろう。
140

河川附近地制限令事件（最大判昭和43年11月27日刑集22巻12号1402頁）に

おいて、財産権ないし生存権に関する損失補償について、裁判所は国家に財政
負担をせよという給付判決を下した。
141

棟居・前掲注（134）358-359頁。

142

朝日訴訟第１審（東京地裁昭和35年10月19日行集11巻10号2921頁）
。

143

「予算法律主義」であれ、
「予算非法律主義」であれ、
いずれの立場も予算の「法

規範」性を認める。
144

大須賀・前掲注（127）80頁。予算の発案権は内閣の専属事項である（73条

５項、86条）が、内閣は憲法が委託した下位規範を守らなければならない。こ
れは憲法上の義務であり（99条、73条１項）
、本末転倒は許されない。小林直
樹は、社会福祉国家の理念に基づいて、予算を決定する際に、生存権の予算を
優先して配慮すべきであり、これは政府に課された25条の憲法義務であると述
［147］
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することは可能であり、国家の裁量空間はそもそも限られていると考え
られるならば、司法が立法と行政の行為に対して司法審査を行うことは
当然なことだといいうる。
⑤の理由は、「裁判所に社会保障措置の司法審査を認めても、執行力
を伴わなければ意味がないが、司法府が立法府に対して積極的な措置を
強制するならば、司法権の範囲を踰越し、
『権力分立原理』に反するお
それがある」と主張する。
一般的に、
権力分立の原則、
権力の抑制（checks and balances）から、
裁判所が司法審査権を有していることについては、異論がない。問題と
なるのは、生存権を実現する手段・方法の選択（裁量）権限は立法者に
委ねられていて、行政府はその立法府からの委任を受けて法律による行
政を実施するという過程に対し、給付判決によって裁判所が介入できる
かということである。それは、立法権および行政権の侵害とならないか
という問題である。しかし、②の理由の検討においても述べたように、
生存権は、
憲法から賦与された権利で、
三権に義務を課しているのであっ
て、立法に対する具体的・客観的な（白紙委任ではない絶対的な）基準
が可能である以上、裁判所は憲法義務の基準に従って「審査」を行った
に過ぎず、政治部門の選択を「判断」することとは異なる145。また、④
の検討において強調したように、裁判による保障が困窮者の頼れる最後
の手段であろう。殊に、司法審査が政治プロセスにおいて機能しなけれ
ば、司法消極主義思想に基づく②と④の理由に対して、裁判所は、社会
権の本質的性質である請求権的側面に対する監督の責務を放棄するに等
しく146、憲法秩序の転倒を無視するのは147、最高裁の「憲法の番人」とし
べる。小林直樹『憲法判断の原理（下）
』
（日本評論社・1979年）10頁。
145

関連する論点は次述の⑥を参照。

146

荒木誠之は、裁判所の過度自制は、三権分立の本質に違反すると述べた。

荒木誠之『社会保障法読本』
（有斐閣・2000年）264頁。特に最低生活は客観的
に裁判所が確定できる場合、裁判所は立法裁量論を理由に、自身の違憲立法審
査権を放棄することは許されず、逆に、最低生活という違憲判断基準に対して
「厳格な基準」を採用すべきだろう。遠藤昇三『社会保障の権理論』
（法律文化
社・1994年）118-119頁。
147

権利分立はそもそも人権を実現する手段である。立法者の怠慢や立法の侵
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ての「監督」役を怠るに等しいといえるだろう。
また、生存権の給付訴訟においては、一般的に特定の現物給付とサー
ビス給付などの「非金銭の給付」
、
または「金銭の給付」の請求がある。
「非金銭の給付」については、生存権の実現方法に多様性（作為方法の
不特定性）が認められるので、立法府にある程度の裁量が必要である。
だが、判決における確定は立法府の選択権を奪うわけではなく、裁判所
はあくまでも選択肢のひとつを提示するだけであって、立法府にその選
択肢を強制するわけではない148。逆に言えば、立法府は判決を受けて法
律を改正し、あるいはその運用基準を緩和することで、違憲の状況を避
ける。「金銭の給付」についてはあくまでも訴訟技術面の問題であると
思われる。棟居によれば、民事執行法35条の請求異議訴訟を通じて149、
裁判所も金銭給付判決に対する審査能力を十分にあると説いている。す
なわち、市場経済の下では、生活水準は常に金銭による表記が可能であ
るから、金銭というのは、最低限度の生活水準の具体的な姿を表す意味
で、
裁判所の判決は選択肢としてひとつの例を提示したにすぎないので、
立法府は判決内容と同等価値（又はそれより価値がある）の方法・制度
を提供し生存権を実現すればよい、裁判所が生活水準の具体的な内容形
成に過度に介入してはならない。つまり、裁判所はただ基準を認定し、
金銭給付額を審査するだけであるので150、金銭給付判決は立法府の選択
害等の原因で憲法上要求される個人の尊重、人間の尊厳等の核心的価値が損な
われる場合、特に社会的・経済的弱者にとって、司法の極端な自制的態度は、
憲法秩序の破壊者の共犯のように、
「憲法の番人」
の役割を放棄するのみならず、
「人権の擁護者」にもならないおそれがあるだろう。
148

しかも、付随的違憲審査制における判決の効力は、個々の事案に及ぶにす

ぎない。
149

請求異議訴訟とは、
判決で確定された請求権がその後の事情変更
（たとえば、

原告が求めた給付内容の実現義務）で消滅したことを主張する訴えである（民
事執行法35条）
。この訴訟技術によって、国側が給付の判決確定後に、法改正
や運用基準の改正等の理由で（たとえば、施設の完備、別の現物、サービスの
提供等）
、裁判所に請求異議の訴えを提起できるということである。
150

たとえば、ヘルパーの派遣や施設の入居等のサービスの提供は、本来の金

銭判決の水準と同じであるかあるいは超えるか、について、棟居は裁判所が十
分の審査能力を持つと考える。
［149］
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権を奪うことにはならない151。このように、裁判所は、立法権や行政権
を侵害するわけでなく、むしろ憲法上のチェック義務を忠実に果たすだ
けだといえるだろう。
⑥の理由は、「生存権を具体化するには、高度の専門的技術や政策的
裁量が必要であり、具体化の方途が適切といえるかどうかについて、裁
判所は、著しく不合理な場合を除いて審査能力を有していない」という
ものである。
確かに生存権の立法が専門技術的であり、政策的配慮を必要とするこ
とは否定できないが152、司法審査は、そもそも立法府の専門技術的判断
や政策的配慮が「適切」か「不適切」かという「政治的判断」ではなく、
ただ憲法の規範に従い、立法府によって判断された「健康で文化的な最
低限度の生活」が客観的な生活水準に適合しているかどうか（または実
現しているか）という「法的判断」を行なうだけである153。また、
「憲法
の文言は抽象的であって、解釈において価値判断を免れないのだから、
その決定を最高裁の裁判官に任せるよりも、政治部門の判断に委ねる方
がよい」という論者もいる154。この見解については、政治的決定過程か
151

棟居・前掲注（134）356-358頁。

152

専門技術の裁量に関しては、以下の判例を参照。①小売市場事件（最判昭

和47年11月23日刑集26巻９号586頁）
：営業の自由の積極規制に対して、立法府
の専門技術的・政策的な裁量を認めるが、
「明白の原則」で審査して、強者の
営業の自由を節制して、結果的、間接的に弱者の生存権を確保することが目標
とされている。したがって、どこまで規制すべきかは立法裁量の事項である。
すなわち、立法裁量というのは、一定の基準線上を超えてはじめて裁量権があ
る意味である。また、
②伊方原発訴訟（最判平成４年10月29日判時1441号37頁）
および③第１次教科書検定訴訟（最判平成５年３月16日民集47巻５号3483頁）
は、
「それぞれ、安全性ないし歴史的事実についての行政の判断過程において
『看過し難い過誤』があるか否かを具体的判断基準とする」
。したがって、生存
権の立法の専門技術性に対して、
たとえ
「内容的な実質審査」
に異議があっても、
「立法過程の手続審査」に反対する理由がないはずだろう。棟居・前掲注（134）
353-354頁。
153

棟居・前掲注（134）353頁。

154

Frank B. Cross, Institutions and Enforcement of the Bill of Rights, 85

Cornell L. Rev. 1529, 1541-1542 (2000). 楊智傑「反違憲審査之研究――分析美
北法64（2・279）559
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ら排除されがちな社会的弱者、あるいはマイノリティの人権保障につい
て検討していることを認識する必要がある。人々が生存するということ
は、もっとも「基本的な」権利である。社会国家原理からみて妥当な配
分（生存権を具体化する立法）が民主主義による意思形成過程を通じて
自動的に達成されることを期待するのは、そもそも難しいのではない
か155。それに反して、付随的違憲審査の判決は、当該事件に個別的にお
よぶに過ぎないため、その違憲判決によって国会が法律を改正するか、
維持するかの選択を迫られても、違憲判決に対抗するため、憲法改正案
を審議・議決し、国民の最終的な判断に委ねることもできる。この方が
民主主義による意思形成を徹底しうる、というものである156。
以上のような①から⑥に対するそれぞれの反論もあって、プログラム
規定説は、その説得力に翳りがみられるようになり、それに代わって抽
象的権利説が台頭してきた。時代の推移とともに、生活保護法をはじめ
とする生存権を具体化する法律が制定されたことも、プログラム規定説
が支持を失っていった大きな理由であろう。現在、生存権の法的性質を
論ずることには法的実践における実益がなさそうであるが、ここで指摘
した問題は、おそらく現在の通説――抽象的権利説――にとっても克服
しがたいものであろう。
國批判違憲審査論述並運用」中央産經所碩士論文（2003年）22-23頁。この論
点の支持者は、主に「自由民主主義」の憲法思想に着目し、民主的機関ではい
司法府は、自制すべきと考える（反論は前述②・④を参照）
。さらに、違憲審
査制を廃止する主張は、少数者が司法による保障の重要性が軽視される考え方
だろう。また、
少数者は中間利益団体を通し十分の保障を得るという考え方も、
社会的貧弱者と利益団体との結合の困難さ、特に、最低生活水準の権利は、す
でに生命と尊厳の問題であり、
回復性不可能と緊急性を持っている性質なので、
政治過程の通路に委ねる時間がない（また、
憲法上に生存権が明記されること）
等の事情に鑑み、このような主張は妥当とは言い難い。
155

民主主義は、そもそも反社会国家的で、経済的自由に傾ける性質を持って

いる。棟居・前掲注（134）355頁を参照。したがって、民主主義機構内に人権
侵害が解決できないときに、たとえ政治問題であっても、裁判所も介入して審
査できると主張する者もいる。池田政章『憲法社会体系Ⅱ（憲法政策論）
』
（信
山社・1999年）226頁。
156

棟居・前掲注（134）355頁。
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⑵

抽象的権利説に対する検討
生存権の法的権利性（立法義務）を否定するプログラム規定説とは異

なり、抽象的権利説は、生存権が憲法に明文化されていることから、当
然に法的権利性を認めて、
立法府は相応の立法義務を負っているとする。
そして、立法府によって成立した法律を通じて憲法上の法的権利性が認
められたとする。ただし、立法不作為の違憲確認訴訟は認めない157。抽
象的権利説は現在の通説であるが、論者によってニュアンスが異なり、
多様な論述がなされている。簡単に言えば、抽象規定＝抽象義務と考え
られるので、それぞれ自由な解釈の余地があるというものである158。
抽象的権利説は、それを説く論者の論点はそれぞれ異なっているにも
かかわらず、生存権を（抽象的）権利と考える点で一致している。すな
わち、生存権は法的権利であり、国家が法的義務を負っていることを認
めているが、その権利・義務は抽象的なものにすぎず、権利が侵害され
たとき、あるいは、義務違反の行為があるとき、それに対する救済を直
接請求できない159。したがって、法律によって具体化されて初めて、請
求権的な裁判規範効果をもつようになる。
しかしながら、憲法上の権利が法律レベルで創設される権利であるな
ら、憲法上の条文の存在意義は何であるか。要するに、具体的な法律が
ないと具体的な請求権が認められない点で、実はプログラム規定説に近
いものである160。そして、下位法律がないと裁判規範効力がないという

157

大須賀明ほか編・前掲注（118）337-338頁。

158

藤澤宏樹・高木さやか「生存権の法的性格論（2）
」福島高専研究紀要40号（2000

年）137頁。
159

高田敏『社会的法治国の構成――人権の変容と行政の現代化』
（信山社・

1993年）166頁。
160

抽象的権利の法的効果として、主に、①自由権側面の保障効果、②法令解

釈の基準となる、③下位の法律がある場合に具体的規範になり、その保障水準
を任意に切り下げることが禁じられる。以上の法的効果は実際には「プログラ
ム規定説」とほぼ同じだろう。しかし、この説は生存権における一定の権利性
を認めるという点で評価できる。したがって、許慶雄は抽象権利説がその「段
階性的な意義」を持つと述べる。許慶雄『社會權論』
（眾文・1992年）83頁。
プログラム規定説と抽象的権利説との「論理の展開のプロセスは違っているも
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ことは、憲法を最高法規とする法の段階構造に反し、理論上の矛盾が大
きいといわざるをえない161。しかし、具体的権利説が唱えた立法不作為
の違憲訴訟については、現行の制度下では、若干の技術的な問題もあっ
て、司法と立法との関係もさらに解明する必要がある。そのために、抽
象権利説は現在の通説的地位を占めているわけである。その論拠は以下
の通りである。
⒜憲法に「権利」として明記されている以上、生存権の法的権利性は
認められる。しかし、法律による具体化を待たずに直接25条を根拠とし
て立法不作為の訴訟と提起することは認められない。⒝生存権の規定は
抽象的で、義務の内容も不明確なので、国家は具体的な立法ついて広い
裁量権をもつ。⒞下位の法規が制定されてはじめて具体的請求権が認め
られる。⒟給付の能力については、
国家の財政に頼らざるをえないので、
国家の裁量に委ねるしかない。裁判所は、確定な基準で国家の政策を判
断する能力を有していない。
⒜について：法的権利であることは憲法の文言からも明確なのでここ
では説明を省く。問題なのは、その義務をどの程度まで履行できるのか
ということである。その権利と義務は抽象的にしか定められていないた
め、強制力はなく、したがって25条は司法的救済の能力をもたないと説
かれるが、抽象的権利説のいう「憲法25条を具体化する法律」とは具体
的に何をさしているのかが明確ではない162。また、法律によって初めて
生存権が具体化され、法的権利性を有するということは、あくまでもた
だ請求権を定めた法律の反射的効果にすぎないのであって、直接基本権
から由来した権利ではない163。したがって、
抽象権利説は生存権の「権利」
に対して、概念的・曖昧的・不明確な認識にとどまっている、といわざ
のの、結論において、憲法25条が裁判規範であることを否定している点で、い
ずれもその本質はプログラム規定説である」と述べる。大須賀明『憲法』
（三
省堂・1987年）250頁をも参照。
161

このように法の段階構造を倒錯した論理の背景には、生存権の具体的な法

的権利性の否定がある。大須賀明「生存権」法律時報41巻５号（1963年12月）
73頁。
162

藤澤、高木・前掲注（158）137-138頁。

163

大須賀・前掲注（127）75頁。
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るをえない。
この説では、
下位法規が存しない限り生存権は保障されないのだから、
その限りではプログラム規定説と大差ないものとなってしまう。もっと
も、現在ではほとんどの先進国において、多少なりとも生存権に関する
法令が制定されているので、議論の実益は乏しい。しかしながら、憲法
上の根本的、実体的な価値体系について再検討の余地があろう。
⒝について：前項②の反論から、生存に関する切迫的・緊急的な「最
低限度」の生活水準を保障することは、そもそも憲法によって基本的に
課された義務である。そして、国には絶えず生存権保障の範囲を拡張す
る「努力」が求められている。この水準を明確に示しているのは難しい
かもしれないが、ある程度客観的に確定できるものである（前述②の部
分を参照）。つまり、社会権が段階的に発展してきたという本質からす
れば、その最後の砦である裁判においてはその発展に著しく遅れた国に
自由裁量の余地がない（前述⑤を参照）
。立法府もしくは行政府が有す
る裁量権はこの最低限度の基準を超える場合に広汎に認められるにすぎ
ない。適切な方法・手段を選択する裁量が認められているわけである。
したがって、生存権保障における立法府の裁量については、
「広汎」な
裁量というよりもむしろ「慎重」な裁量が求められる、と言うべきだろ
う。
⒞について：前項の①と②の反論が示すように、下位の法令の有無に
よって基本権の権利性質が決まるというのは、極めて不合理である。こ
のような本末転倒の論理はおそらく抽象的権利説にとって致命的であ
る。さらに「法律の内容が不十分な場合」
、福祉に関する問題がすべて
立法府の広い裁量にあるとされかねず、何の改善措置もとられないこと
が危惧される点でプログラム規定説に近いものとなろう164。
⒟について：財政問題は確かに国家の裁量事項である（裁量問題につ
いて、前述②と⒝の部分に説明がある）
。しかし、ある国家が社会的・
法治的な国家へ邁進する決意をした以上、社会的資源の配分をめぐる裁
量は憲法の理念に制約されなければならない。裁判所に審査する能力や
権限がないという主張に対する反論は、前述⑤・⑥で既に述べたのでこ
164

藤澤、高木・前掲注（158）137頁。
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こでは繰り返さない。
以上のことから、結局、抽象的権利説は立場が不明確な学説だと言わ
ざるをえない。その「抽象的な権利」は、妥協的な概念にすぎず165、生
存権の保障に限界がある。したがって、抽象的権利説の欠点をどのよう
に補うのか、また、憲法の趣旨と合致する生存権の具体的権利性をどの
ように確定するか、および、司法救済手段をどのように強化するかが、
さらに重要な課題として残されていたわけである。
⑶

具体的権利説に対する検討
具体的権利説は、抽象的権利説の理論的欠点を補うために生じたもの

である。同説は、生存権の法的権利性を認めるだけでなく、「通説たる
抽象的権利説をこえて、個々の国民が当該憲法規定を直接の根拠として
その実現を請求できる法的性格を認め、立法不作為の違憲確認訴訟を求
める訴訟を提起できる」とするところに特徴がある166。しかしながら、
同説によっても、国家に特定の内容の立法あるいは積極的な給付を行う
よう具体的に請求する権利は、一般に認められていない。すなわち、憲
法を直接の根拠として給付訴訟を提起することは認められておらず、た
だ国家の不作為について違憲「確認」訴訟を提起できるのみである。し
たがって、この説を具体的権利説と称するのは不適切である、と説く学
者もいる167。
生存権にかかわる法律がかなり立法化されている現状において、立法
不作為の違憲確認訴訟を提起しうるとして、どの程度の実益があるか。
また、立法不作為の違憲確認訴訟の要件、利益、当事者適格、違憲判決
の効力等はどのようなものか。あるいは権力分立原則と牴触するかどう
165

藤井・前掲注（22）391頁。

166

大須賀明ほか編・前掲注（118）96頁。

167

中村睦男『論点憲法教室』
（有斐閣・1990年）215頁、中村睦男「生存権」

芦部信喜編『憲法Ⅲ人権（2）
』347頁、奥平康弘・杉原泰雄『憲法３

人権の

基本問題Ⅲ』
（有斐閣・1977年）74頁［奥平康弘執筆］
、松井・前掲注（135）
554頁。長尾一紘は、憲法25条から一定の給付的具体的な請求権を導き出すこ
とはできず、不作為の違憲確認訴訟にとどまるので、この説を「現実的な権利
説」と呼ぶ。長尾一紘『日本国憲法〔第３版〕
』
（世界思想法・2003年）297頁。
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か等、具体的権利説が明らかにすべき問題は多岐にわたっており、同説
は、現在では少数説に留まっている。しかし、
「権利あるところに救済
あり」という理念に基づけば、同説は肯定されるべきものである。とり
わけ、現在の行財政改革において、財政再建の名目によって小さな政府
が志向され、再び自己責任論が社会的風潮となり、生存権保障に対する
風当たりが強まったことは記憶に新しいが、このように、生存権を具体
化する法律による社会保障は、いつ何時削減されたり廃止されたりする
かわからない。したがって、
生存権規定の権利性を確立する必要があり、
そのために具体的権利説をきちんと構築しなければならない。また、司
法救済機能を確立し、それを強化させていくべきであろう。いずれにせ
よ、生存権保障制度の不備によって不利益を被った場合、実質的な救済
手段が確保されなければならない。
日本国憲法の生存権保障は、主に人間の尊厳に基づいて（正当化の根
拠）
、国（名宛人の対象）に対して、
「すべて国民（権利の主体）は、健
康で文化的な最低限度の生活を営む（権利の内容）ことへの権利を有し
ている168」
（25条１項）と定めているが、日本の生存権をめぐる議論は、
概ねこの25条１項に焦点をあてている。
なかでももっとも重要な議論は、
権利内容が明確かどうかをめぐる論争である169。しかし、前述⑵の⒜や
⒝に対する反論から生存権の権利内容が不明確であるという概念は否定
されざるをえない。むしろ社会は、様々な要素が交錯しながらますます
複雑化しているのであって、
「社会権の段階的発展の性質」という観点
からすれば、
相対説であれ絶対説であれ、
社会保障を実施するためには、
保障されるべき何らかの生活水準を明確にしなければならないことにな
ろう。たとえこの水準が必ずしも「健康で文化的な最低限度の」
、ある
いは「人たるに値する」水準に達していないとしても、社会保障の最初
の一歩を踏み出したならば、すなわち、何らかの水準以下の人々に対す
る社会保障を実施したならば（憲法を改正しない限り）
、国家は、社会
福祉制度への信頼を反故にしないように、制度後退禁止原則によって
人々の生活水準を向上させなければならない。国家の経済力の発展に応
168

岩本・前掲注（117）210頁。

169

松本昌悅『新しい人権と憲法問題』
（学陽書房・1985年）319頁。
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じて、広範な人々の生活水準が向上することが望ましいが、国力の発展
状況に応じて、すなわち国家財政規模の発展段階に応じて、社会保障水
準も向上させる必要がある。
保障されるべき何らかの生活水準である最初の一線は、一般人なら客
観的に判断できる水準にひかれるべきである。すなわち、生命を維持し
うる水準（生理的水準）以下であってはならない。このような生理的水
準以下の生活状況は、憲法が要求している健康で文化的な最低限度の生
活を当然に充たしていないのであって、そのような窮乏に陥っている
人々は、切迫した生命の危険にさらされ、何らかの救済を緊急に必要と
している。このような状況にあっては、立法府における議論に委ねる猶
予もないのだから、裁判所が直接立法を義務づけるか、あるいは具体的
に給付を命じられるだけの（行政給付請求判決）正当な根拠が生じてい
るのではなかろうか。
現在の具体的権利説は、立法不作為の違憲確認訴訟が認められると提
唱するにとどまり、
具体的給付請求を一切認めていない170。こうしたら、
違憲確認の判決が下され、立法府に一定の圧力を与えられるとしても、
具体的な内容については、
立法府の裁量に委ねるしかない。したがって、
判決後のプロセスについては、実質的には抽象的権利説と大差ないと言
いうる171。
したがって、不作為の違憲確認訴訟も、生存権の保障にとっては消極
的な保障方式に過ぎない。裁判所によって立法の不作為が違憲だと宣告
されても、立法府が相変わらず立法しない姿勢を維持するならば、生存
権が侵害された違憲状態も継続し、立法府と司法府がさらに対立するこ
とになり、憲法の権威も損なわれてしまうだろう。
こうした懸念に鑑み、生存権の積極的な保障を模索する棟居快行は、
給付判決について、
「金銭給付請求も『健康で文化的な最低限度』以下
と明らかにいえる部分に限っての請求であれば可能である」と説く（前
述⑤を参照）172。もっとも、棟居は、立法不作為の違憲確認訴訟には何ら
170

高田・前掲注（159）154、168頁。大須賀・前掲注（118）71頁以下。

171

藤澤、高木・前掲注（158）138頁。

172

棟居・前掲注（134）360頁。
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実益がない、としているわけではない。この説は少なくとも以下のこと
を確立した。①まず、生存権の権利性である。その裁判規範性は生存権
規定そのものに由来し、直接的効力を有する。これは、「権利のあると
ころに救済あり」
というもっとも基本的な権利の原則を反映したもので、
生存権を「恩恵」と捉える思想から実質的な「権利」の実体観念へ導く
だけでなく、憲法における個人の尊重・人間の尊厳等の根本的な価値に
も深く根ざしているため、法律の改正（改悪）や廃止を安易に認めない
ことにつながる。したがって、何ら実益がないというわけではない。②
一定の水準以下の窮乏について、生存権に基づく救済の緊急的必要性を
強調し、最終手段としての司法救済を提示する。すなわち、実際に社会
給付を必要とする困窮者が社会保障制度の不備によって放置されている
場合、同説は、憲法25条に基づいて実質的に救済（給付拒否の決定の取
消等が）できる、と主張する。したがって、このような訴訟は生存権保
障にとって不可欠なものである173。③権利の主体、内容、規範対象等が
ある程度で明らかにされており、立法の義務づけを確立するのに十分な
貢献があるように思われる。
しかし、この説は、今のところ通説的な地位を占めているわけではな
い。同説の問題は、主に権力分立原理や現行の行政事件訴訟法と牴触す
るところにあるといえるだろう。権力分立の問題については、前述⑤お
よび⑥の反論で述べたように、憲法は、
（立法府が必ずしも憲法の要求
に忠実に従うわけではないのだから）司法部門にあくまでも抑制の役割
を果たすように求めているのであって、司法府は、立法府に積極的に介
入するのではなく、審査義務を尽くしているにほかならない。最低限度
を下回る生活は、既に国民の生命の維持にかかわる問題なので、25条だ
けでなく、人間の尊厳を維持するために果たすべき社会福祉国家の基本
的な憲法義務といわざるをえない。ここにおいて、最低限度の生活を保
障するかどうかは、議会民主政によって決めるべき政治問題ではなく、
むしろ重要な人権問題であって、立法府の裁量は狭く考えるべき174、さ
らにいえば裁量の余地はないというべきではないか。こうした見地から
173

藤澤、高木・同前掲注（158）
。

174

江橋崇・戸松秀典『基礎演習憲法』
（有斐閣・1992年）143頁［江橋崇執筆］
。
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は、最低限度の生活保障について裁判所が判断しても、権力分立を踰越
するという問題は生じない、ということになる。また、違憲確認訴訟で
あれ、給付請求訴訟であれ、それに対する裁判所の判断は、訴訟制度の
設計における立法府の各種の選択（裁量）を剥奪するものではなく175、
憲法25条１項から立法の不作為あるいは不十分な作為が認められるかど
うかを判断することは、
「具体的事件に関する法適合性の判断を意味し、
司法権本来の作用に他ならないというべき176」である。他方、現行の行
政事件訴訟制度の問題は、あくまでも手続的、技術的な問題であって、
こうしたことを実体的な権利の性質に影響させるべきではない。
また、社会権は、各国の経済発展に応じて段階的に発展するものであ
るから、生存権における各段階に応じて、それぞれ「具体的に」保障さ
れるべき程度がある。かような社会権が憲法に明記されている以上、国
家が即時に立法しなければ、国民は具体的な権利を享受できない177。そ
のために、立法の不作為、あるいは不完全作為（不十分な立法や生存権
の趣旨と合致しない立法）によって国民の生存権が侵害された場合は、
憲法およびそれを根拠とする法律に基づいて訴訟を提起でき、国家は、
受給資格の回復、国家賠償、個別給付等の措置を講じなければならな

175

国会が最初にもっとも重要な第１次意義の生存権を立法し、この違憲確認

判決の圧力に直面したときには、国会には法律改正、廃止あるいは憲法改正等
の選択手段があって、それを通し民主的な論争思考が深く進められると思われ
る。
176

高田・前掲注（159）154頁。

177

許慶雄は「社会権の段階性性質」に基づいて社会権の性質の問題を考える

べきと述べた。始めに理想が高すぎると、救済と保障の能力が及ばない。それ
に反して、現実に消極的で、軽視しすぎると、社会権は政治の目標、非主観的
な公権になり、憲法の飾りものにすぎなくなる。社会権の段階性性質論につい
て、許慶雄『憲政體制與中國關係』
（知英文化・1995年）88-90頁。
許は、
社会権の発展の段階によって、
「具体保障の段階」
（立法による具体化）
、
「現実保障の段階」
（立法不備の場合に司法が救済を行う）
「
、綱領保障の段階」
（国
家政策の目標に沿うような国家権力の方向違反禁止の原則）
の３段階に分ける。
その権利性の強度は次第に弱くなり、そして、社会の発展とともに、具体的な
保障範囲は次第に拡大していく。
［159］
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い178。
以上のことから、具体的権利説は、生存権の実質的な保障を実現する
のにもっとも効果的で、機能的にも期待しうるものである。
〔付記〕本稿は、北海道大学博士（法学）学位論文「社会給付と生存権
保障の憲法理論――日本・アメリカ・台湾の司法審査を中心として――」
（2011年６月30日授与）を加筆・修正したものである。なお、本稿は、
執筆にあたり、日本交流協会奨学金（H19002・2007－2010年度）の支
援を得た。また、加筆・修正にあたり、学術振興会科学研究費（研究活
動スタート支援。課題番号：23830002）
（2011－2012年度）の助成を受
けている。さらに、加筆・修正の際には、落合研一氏（北海道大学アイ
ヌ・先住民研究センター助教）
、児玉弘氏（北海道大学大学院法学研究
科博士課程）、橋場典子氏（北海道大学大学院法学研究科博士課程）の
ご協力をいただいた。記して謝意を表したい。

178

許慶雄の考えによって、これらの違憲状態確認の判決を通して、立法府と

行政府に圧力を与え、国会が適切な時期に対応をとる。したがって、そもそも
具体化して保障されていない生存権の抽象的な部分は、具体的保障の段階に入
る。許・前掲注（177）90頁。
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税理士制度と納税環境整備（５）
―― 税理士法 33 条の２の機能 ――
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第３章

税理士制度と納税環境整備

第４章

税理士法33条の２（書面添付制度）の役割

結びに代えて

３．行政書士の専門家制度
行政書士法は、第１条で「この法律は、行政書士の制度を定め、その
業務の適正を図ることにより、
行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、
あわせて、国民の利便に資することを目的とする。」と定めている。そ
の業務は、他人の依頼を受け報酬を得て、①官公署に提出する書類（電
磁的記録を含む。以下同じ。
）
、②権利義務に関する書類、③事実証明に
関する書類（実地調査に基づく図面類を含む。
）を作成することを業と
する（行政書士法１条の２第１項）
。これらの業務は、他の法律におい
て制限されているものを除いて、行政書士の独占業務とされており、行
政書士でない者が業として行うことはできないこととされている（行政
書士法19条第１項）
。一方、これらの業務のほか、独占業務とはされて
いないが、行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、次の事務を業と
することができることとされている（行政書士法１条の３）
。①行政書
士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手
続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞
又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当
該官公署に対してする行為（弁護士法72条に規定する法律事に関する法
律事務に該当するものを除く。
）について代理人すること。②行政書士
が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成す
ること。③行政書士が作成することができる書類の作成について相談に
応ずること。また、行政書士は、不動産取得税や事業所税に関する申告
1

などを行うことができる （税理士法51条の２、同施行令14条の２）。

1

第51条の２ 行政書士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士

法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動
車税、自動車取得税、事業所税その他政令で定める租税（石油ガス税、不動産
取得税、都道府県たばこ税、特別土地保有税、入湯税）に関し税務書類の作成
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このように、行政書士は、広い範囲の法律行為をできる法律分野専門
家である。それゆえ、隣接する法律分野専門との業務に関する境界、つ
まり、職域についての争いが多い2。従前は、行政書士業務の付随業務と
いう位置づけのもと登記申請書等の作成も行われていた3。これらは、法
律分野の士業一般について「職域」や「付随行為」といった概念が曖昧
に使用されていたことが原因である。近時では、それぞれの法律分野専
門家の職業法が平成15年の弁護士法改正をうけて、改正整備されたこと
により職域が明確化された。また、それによる隣接法律専門家の法律業
務の現実的拡張も存在する4。
（1）行政書士法上の職域に関する判決
行政書士の業務が法律事件に関する法律事務に隣接するため、従前か
ら、その業務が弁護士法72条に違反する場合が多いとされてきた。そし
て、現行の行政書士法に規定する行政書士の業務は、法律事務を広く射
程にとり入れている。今日、法的サービスの需要がますます増加するな
かで、行政書士を含む隣接法律分野専門家が存在し、社会が必要とする
種々の「法的サービス」を提供しているという現実がある。とりわけ、
司法書士や行政書士並びに隣接専門職につき職業法が認める固有の業務
に付随して依頼者の便益のために応じる法律相談と弁護士の業務との間
を業として行うことができる。
2

札幌高裁昭和46年11月30日判例タイムズ271号115頁「
（被告人）行政書士が

業として登記申請手続について代理することは、司法書士法19条１項に違反す
る」として実刑に処された事件（最高裁平成12年２月８日第三小法廷判決判例
タイムズ1027号89頁。
）がある。
3

西島太一「登記業務を巡る弁護士・司法書士・行政書士の職域分配」阪大法

学52巻（３・４）566頁。
4

弁護士法72条は、
「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴

訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不
服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その
他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができ
ない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りで
ない。
」と改正された。この結果、それぞれの法律分野専門家に関する職業法
においても、同様に規定された。
［163］
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に質的に境界を設けることは不可能に近いのではないだろうかと思われ
る。また、弁護士数の不足、大都市への偏在、弁護士に依頼することの
経済性などから法律事務の取扱いを弁護士に独占させることの非現実性
に着眼し法律事務処理について国民に対するサービスが充分といえるか
という観点から検討を要するものがあるといわざるをえないとの指摘も
ある5。
このような状況の下で行政書士がその業務範囲を超えて弁護士法72条
違反の所為に及んだ事例によって、業務範囲の内外が明確になった事件
がある。
（東京地裁平成５年４月22日判例タイムズ829号227頁。）判決は
「相続財産、相続人の調査、相続分なきことの証明や遺産分割協議書等
の作成、右各書類の内容について相続人に説明することは行政書士の業
務の範囲内である」とし、また、
「行政書士が紛争の生じている遺産分
割で依頼者のために折衝を行うのは弁護士法72条１項に定める法律事務
にあたり行政書士の業務の範囲外」と述べた6。このように、従前からの
曖昧な業務範囲が判例により明確にされるようになってきている。
他方、
行政書士業界は、
「頼れる町の法律家」
というイメージが定着し、
資格取得受験者も増加している7。しかしながら、士業として安定した収
入を得ることは難しいのが現状である8。その結果、職域外の領域である
会計業務を主たる収入として活動することが散見される9。この会計業務
は、税務申告に付随する場合は、税理士の独占とされ、税理士でない者
は、税理士業務を行ってはならないものとして規制されることになって
いる（税理士法52条）
。それゆえ、行政書士であっても、その業務を行
5

福原忠男『増補弁護士法』第一法規出版、1990年、278 ～ 279頁。

6

判例評釈として、判例タイムズ846号67 ～ 73頁、1994年。

7

平成21年度末、現在の登録者数は、40,475名、平成22年度行政書士試験受験

者数は、70,586名で合格者は、4,662名であり、合格率は6.6％とかなり難しい。
（橋
間亮二
「行政書士に関する実態調査及び平成22年度行政書士試験結果について」
総務省自治行政局、756号、76頁。
）
8

行政書士の平均年収は、
300万円であり、
副業している行政書士がかなり多い。

（ZAITEN「行政書士の苦悩と限界」財界展望新社、2009年３月号、16頁。
）
9

三木常照『行政書士の役割行政と市民のインターフェース』ふくろう出版、

2004年、40頁。
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うことが他の法律において制限されているものに該当し、業務を行うこ
とができない（行政書士法１条の２第２項）
。もっとも、行政書士の行
う建築業の経営審査のための会計業務は、
行政書士の本来の「会計業務」
に該当するといえる。しかしながら、実際の会計業務は、税務申告に付
随して行われる場合が多く、仮に建築業の経営審査の申請のみに作成さ
れるとしても、現行の消費税法が「課税売上」及び「課税仕入れ」につ
いて帳簿記載方式を採用していることから、その業務の遂行上で補助的
に消費税に税務判断が要求されるのである。したがって、この点にも問
題がないわけでもない。実際のところ、税務申告を前提に行政書士が会
計業務を受任することは一般に広く認識され、行政書士会の組織の中に
も会計業務に関する研究会が存在し、行政書士会の開催する研修会にお
いても会計業務に関するものがある。これらにつき、大阪高裁平成16年
８月27日判決の下級審である京都地裁平成15年５月29日は、裁判所の事
実認定10のなかで「原告に平成５年から平成７年分の所得税及び消費税
の調査のため来訪したことを告げると、同席していた丁が『行政書士の
丁です。西村さんのところの申告をまかされているので来ました。
』と
言って、調査に立ち会う態度を示した。そこで、乙らは、原告に対し、
税理士資格のない者の税務調査への立会いは認められないとして、丁を
退席させるよう要請した。しかし、原告は、
「わしは何も分からんから
来てもらっている。何か都合の悪いことがあるのか。」と言い、丁の退
席の要求には応じず、丁も『今までこういう状態でやってきた。』など
と言いはじめ、
退席しようとはしなかった。
」と述べている。すなわち、
これは、従前からこのような実務が行われていたことを意味する。ここ
にも、税理士制度の制度基盤をなす専門家領域の問題点がある。
（2）職業倫理に関する事件

10

本件は「納税者は行政書士の立会いに固執し調査に協力しなかったのであ

るから、納税者の所得金額につき実額をもって把握することが不可能であった
というべきであり、更に、納税者が本件訴訟において提出した各証拠からも所
得金額を実額で把握することができないとして推計の必要性があるとされた事
例」である。
［165］
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行政書士は、行政書士法13条で会則の遵守義務を定めている11。そこ
で、日本行政書士連合会は、行政書士倫理規定を定め、法令違反があっ
た場合は、懲戒処分にすることにしている。
（行政書士法14条）
①「個人の観賞ないし記念のための品として作成され、対外的な関係で
意味のある証明文書として予定されていない文書は、行政書士法１条の
２第１項にいう事実証明に関する書類に当たらない」
（最高裁第一小法
廷平成22年12月20日判決判例タイムズ1339号64頁）。
本件は、行政書士でない被告人が、行政書士である共犯者らと共謀の
上、
合計６名からの依頼に応じて、
行政書士法１条の２第１項にいう「事
実証明に関する書類」である家系図12合計６通を、報酬を得て作成し、
業として行政書士の業務を行ったものとして、行政書士法違反に問われ
た事案である。一審判決は、被告人を懲役８月、２年間の執行猶予に処
し、原判決もこれを維持して被告人の控訴を棄却したため、被告人が上
告に及んだ。争点は、本件家系図が、行政書士法１条の２第１項にいう
「事実証明に関する書類」に該当するかどうかである。この点につき最
高裁は、「事実証明に関する書類」に当たらないとして、一、二審判決
を破棄し、無罪の自判をした。
そもそも、行政書士業務の中心があくまで官公署への提出書類の作成
であることから、その範囲は、官公署提出書類に類する書類が想定され
ていたものであると解される。しかしながら、一部の行政書士が取扱っ
ている相続業務に関係しない「家系図作成ビジネス13」なるものについ

11

第13条は、
「行政書士は、その所属する行政書士会及び日本行政書士会連合

会の会則を守らなければならない」としている。
12

本件の家系図は、戸籍の記載内容を図に表すなどした巻物状のもので、美

濃和紙に毛筆書体で印字し、掛け軸用の表装具を使って表装するなどして作成
されており、被告人が依頼者に送付したパンフレットには、
「こんな時にいか
がですか？」という見出しのもとに「いつか起こる相続の対策に」などと記載
されているものである。
13

家系図作成ビジネスとは「事実証明書類作成権限を持つ行政書士による家

系図だから真正なものだ」などと宣伝し、書道家等を使い「行政書士の記名職
印捺印」や「戸籍調査のプロによる戸籍謄本等の取得代行から作成までを一貫
して行なう」等を売り文句にし、約30 ～ 200万円程度の値段で、巻き物家系図
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ては、人権侵害の疑念を多分にはらんでおり、将来憂慮すべき事態とも
なりかねないと考えられる。もっとも、行政書士倫理綱領14には、行政
書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与することを使
命とすると明記されており、国民の人権擁護者として常に高い人権意識
のもとで業務に取り組む必要がある。卑しくも人権擁護者たることが使
命とされている国家資格者たる行政書士に、少しでも人権侵害の疑念を
抱かせるような業務形態があってよいはずがない。本件に関する裁判官、
宮川光治の補足意見は、本件では、被告人は手数料を支払って行政書士
から「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書」を取得し、戸籍・除籍
謄本の請求を行うという不正行為を行っており、その点に問題があると
いうべきであり、そうした行為は、本来、行政書士の自覚と自律を高め
ることにより予防すべきことであるとしている。
②「行政書士が自己の職務上請求書を冒用して、住民票、戸籍謄本等の
交付を受けたとして過料に処せられた事件（名古屋簡裁決平成17年11月
７日判決、
名古屋簡裁平成18年２月21日判決判例タイムズ1214号305頁。）
本件は、行政書士であった被審人が、平成16年12月６日以降同17年５
月９日までの間に前後91回にわたり、４社の調査会社から依頼されて、
日本行政書士会連合会の発行する「職務上請求書15」を使用して住民票、
等を販売するというものである。
14

日本行政書士会連合会は、このような職務上請求書の不正使用問題を受け、

同請求書の使用方法等に関して改善する方針を打ち出したが、個々の行政書士
においても、常に職務上請求書の適正な使用を心掛けるとともに、行政書士法
及び行政書士倫理綱領に基づきモラルに合致した行動を日常的に意識して行な
わなければならない。
15

住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令

（昭60.12.13自治省令28号）３条は、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、
社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士の資格者が職務上の請求で
ある旨を明らかにして住民票等の写しを請求した場合は請求事由の明示を不要
としている。そのため弁護士ら有資格者は、その所属団体が所属会員に対して
のみ発行する「職務上請求書」を使用することとし、市町村長は職務上請求書
による請求があった場合は、有資格者の職務上の請求として簡単に前記住民票
等を発行している。過去に、大量の職務上請求用紙を弁穫士会から購入し、金
融業者に高額で売って利益を得ていた弁護士が、弁護士会から懲戒処分を受け
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除票及び戸籍の付票を申請等した事案である。この事案による戸籍法10
条２項、同施行規則11条に違反に関する過料の裁判は、簡易裁判所が専
属管轄としている。この事件の影響で職務上請求書の使用を認める有資
格者の範囲や要件の再検討が必要ではないかとも考えられるとの意見が
登場した16。
③「委任状を偽造したり使用目的を偽って戸籍謄本を取得した行政書士
の不法行為責任」
（東京地裁平成17年２月25日判決判例タイムズ1195号
183頁。17）
本件は、行政書士に対し、調査会社が原告らの出身を調査する目的の
ために原告らの戸籍謄本等を入手するように依頼したところ、行政書士
が、使用目的を偽り、相続関係書類作成と記載して戸籍謄本等職務上請
求書を提出して、原告らの戸籍謄本等を取得し、原告のうちの１名の氏
名を冒用してその者の委任状を作成し、その者の父親を筆頭者とする除
籍謄本等を入手したという事案である。本件は、調査会社と行政書士に
よる戸籍謄本等の入手行為が不法行為となるのかが問題となった。原告
のうちの一人の母親が、自分の子供の配偶者の出自、家族構成等の調査
を依頼したものであり、調査後にその母親や母親の親族から原告らは、
差別的言辞を受けたり、離婚を強要されたとして、原告らは本件訴訟に
至ったものである。裁判所は、行政書士が使用目的を偽ったり、原告の
うちの１名の委任状を偽造するなど違法な手段を用いて原告らの戸籍謄
本等を取得したのであり、行政書士の行為は違法であるといわざるを得
ないと判示し、慰謝料を支払う義務を認めた。
本判決以前にも参考となる判例がある。東京地裁平成８年11月18日判
決判例時報1607号80頁18は、行政書士が正当な理由もなく他人の戸籍謄
本、住民票の写し等を取得したことが違法であるとして、慰謝料50万円
るという事件があり、弁護士会では、どの弁護士が通し番号の何番から何番の
職務上請求書を購入したかがわかるように取扱いを改めた。したがって職務上
請求用紙を大量購入することについては、チェック機能が働くようになってい
る。
16

判例タイムズ1214号305頁。

17

評釈として、江上千恵子 NBL831号８頁、2006年。

18

評釈として、澤田省三・戸籍670号80頁、1998年２月。
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の支払を命じた。この判決は、
「戸籍法及び住民基本台帳法は、他人の
戸籍又は住民票の記載内容をのぞき見することまで無制限に許容するも
のではなく、正当な理由のある場合にこれを許容する趣旨に出たものと
解すべきであり・・・人は、戸籍及び住民票に記載された情報について、
理由もなく開示されることを甘受しなければならないものではなく、正
当な理由もないにもかかわらず、戸籍謄本の取得等の方法によってこれ
に記載された他人の情報を得ることは、静穏な生活を害するものとして
不法行為を構成すると解すべきである。
・・・戸籍法及び住民基本台帳
法に基づく関係省令は、弁護士、行政書士等による戸籍謄本等の請求に
ついて、一般人とは異なる便宜な取扱いを認めているが、その趣旨は、
これらの者が、他人の依頼に基づいて事務処理をする過程において戸籍
謄本等の取得を必要とする場合も少なくなく、正当な理由もなく、自己
の個人的必要のために他人の戸籍謄本等を請求することがないことを信
頼してのことと解せられる。
」と述べている。さらに本件では、行政書
士が委任状を偽造して、これを自治体に提出して、除籍謄本等を入手し
ている。もっとも、この委任状の偽造は、有印私文書偽造であり、刑事
犯罪に該当する行為であり、当然に違法である。
このように、一部の行政書士ではあるが、職業専門家としての法令遵
守が欠落している。そして、その所属する集団も含めて、専門家として
の要件が未成熟であるといえる。先に述べたように、専門家制度を維持
するための様々な制度設計のなかで、なかんずく、経済的な自立を裏付
ける制度設計は重要である。それは、経済的な自立がなければ、専門家
としての独立性を貫くことが困難になるからである。
４．弁護士の専門家制度
（1）弁護士の「自治権」
専門家制度を支える大きな要素として、
専門家集団の自立、すなわち、
「自治権」の確立がある。この「自治権」確立の程度や有無が、その専
門家制度における依頼者からの信頼の厚薄にかかる重要な目安になる。
とりわけ、日本の弁護士自治は、国際的に見てもきわだった特徴を有し
ているといわれている。もっとも、
諸外国においても、弁護士の自治は、
様々な形で制度として担保され、尊重されている。たとえば、アメリカ
［169］
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では、弁護士に対する懲戒権限の実質的行使は、弁護士を中心に構成さ
れる懲戒委員会に委ねられている。また、フランスでは、弁護士会に設
置された評議会が弁護士に対する懲戒の裁判を行い、これに対する上訴
のみを控訴院が担当することになっている19。さりとて、これらの国で
さえも、国家機関による弁護士の監督は完全に排除されていない。とこ
ろが、日本では、弁護士を懲戒する権限は弁護士会が独占しており、国
家機関による関与は一切ないのである。そもそも、自治とは、自らのこ
とを自らの意思で自律的に処理することをいう。したがって、自治の本
質は自律と独立にある。そして、弁護士自治は、国民生活に深くかかわ
る制度として重要な意義を有している。一般に、弁護士自治とは、弁護
士の資格審査や懲戒処分を弁護士の自律にゆだね、弁護士の職務活動や
規律を裁判所、検察庁、行政官庁などの監督に服せしめない原則をいう
ものとされている20。したがって、弁護士は、依頼者のために独立して
弁護活動を行うことができる。つまり、弁護士自治は、国民の基本的人
権を擁護する上で欠くことのできない制度なのである。このように、日
本の士業のなかでも、監督官庁を持たない業種は弁護士だけである。そ
れは、他の専門家からみれば、羨ましく見え、弁護士が獲得した「自治
権」は、
まさに、
「得手に帆を揚げる」とばかりに映るであろう。しかし、
近時の司法制度改革は、その「自治権」にやや不安定な要素（これは、
弁護士からみた見解といえる。
）を付加した。それは、「市民の目」であ
る。その結果、弁護士の先達が歴史的に凄まじい戦い21をとおして獲得

19

森際康友『法曹の倫理』名古屋大学出版会、2005年、290頁。

20

兼子一＝竹下守夫『裁判法（第４版）
』有斐閣、1999年、372頁。

21

戦前の弁護士は自治が全く認められておらず、裁判官、検事、司法大臣等

の監督下に置かれていた。そして、弁護士が裁判官の訴訟指揮を非難すると、
裁判官から懲戒処分を受けるなどの事例が後を絶たなかった。たとえば、1882
（明治15）年７月27日、ある刑事事件の法廷において、弁護人の星亨代言人は、
裁判長の許可を得て参考人に尋問をした。すると、立会検事は、治罪法には弁
護人が参考人を尋問できるという規定がないことを理由に、弁護人の尋問を差
し止めるよう裁判長に要求した。星亨がこれに反論すると、立会検事は継々自
説を敷衍して述べ立てた。これに対して、星亨が「長たらしい御談義は聞かず
とも宜し」と述べたところ、立会検事は激怒し、公判の中止と「弁護人の不恭
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し、守り抜いてきた「自治権」の内容が変化してきていると思われる。
（2）依頼者との位置関係
弁護士法は、第１条22で弁護士の使命を謳いあげている。また、その
弁護士の職責の根本基準を示している。さらに、第３条24は、
第２条23は、
弁護士の職務を定めている。この規定の文理解釈からは、弁護士が第３
条の「職務」を当たり前に行うだけでは、第１条の「使命」を果たした
なる言」に対する相当の裁判を要求した。裁判所は、これを容れ、いったん公
判を中止した後、
８月７日、
星亨を弁護人の職から免じる裁判を行った。また、
布施辰治弁護士は、1928（昭和３）年11月21日、日本共産党事件（治安維持法
違反事件）の弁護人として、大阪地方裁判所で開かれた第１回公判期日におい
て、統一公判を要求した。裁判長は、この統一公判要求を容れず、そのまま大
阪地裁で審理を続けると宣告したので、同弁護士は裁判官全員の忌避を申し立
てた。翌1929（昭和４）年４月、検事長は、同弁護士の上記一連の訴訟行為に
加え、
「本件は、起訴後不当な誘導尋問または拷問によって供述が強要された
ものである」あるいは「裁判所の措置は暴挙である」等の発言がきわめて不穏
当であるとして、懲戒の申立をした。東京控訴院の懲戒裁判所は検事長の申立
をそのまま認め、同弁護士を除名した。同弁護士は大審院の懲戒裁判所に控訴
し、控訴審では90人の弁護士が弁護人となった。ところが同裁判所は、1932（昭
和７）年11月11日の第13回公判において、予定されていた証拠調べ期日を全部
取り消し、
弁護側申請の証拠調べを一切行わないまま、
控訴棄却の判決をした。
このように、戦前の弁護士にとっては、依頼者の権利を守って精一杯奮闘する
ことさえ、自らの職をかけた覚悟が必要だったのである。このような過去の歴
史に対する深い反省から、第二次大戦終結直後に制定された現行弁護士法は、
弁護士に高度な自治を保障した。
（森際康友『法曹の倫理』名古屋大学出版会、
2005年、293頁。
）
22

第１条「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命

とする。２ 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序
の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
」
23

第２条「弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令

及び法律事務に精通しなければならない。
」
24

第３条「弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によって、

訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する
不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。２
弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。
」
。
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ことにはならないと解される。つまり、依頼者からの委嘱によって訴訟
事件等に関する行為等を行うことのみでは、基本的人権の擁護及び社会
正義の使命や社会秩序の維持及び法律制度の改善のすべてを果たすこと
ができないのである。この点につき、新聞紙面の投稿に、「（私の注目記
事：弁護士保険は何のためか）日本での弁護士の社会的地位や役割は、
訴訟社会と言われている米国とは異なるが、私は常々、日本の弁護士に
は不満を感じている。弁護士は訴訟相手に対し、依頼人の権利と利益を
守るため、
依頼人の代理として係争することが使命だと思う。ところが、
私の経験では日本の弁護士は、最初から係争の仲裁役を務めようとする
ことがある。依頼人としては、自分の弁護士が本当に自分の利益を100
パーセント守るために闘ってくれているのか不安になるのである。弁護
士も、国家としての仕組みが遅滞なく動くように考えられた機能の一つ
のように見える。弁護士の存在意義は個人の権利を守るためにあると考
えるのは少数派なのだろうか。弁護士のイメージが国民を管理する機構
の一つとしか映らないようでは困る。
」という叙述があった25。これは、
まさに、依頼者の利益と社会的使命の達成との狭間で苦悩している弁護
士像を揶揄しているといえる。そして、この弁護士法に象徴される、弁
護士をはじめとする他の士業の「職務」と「使命」の分離は、日本の士
業の「職業観」にある種の不明瞭性（スッキリしない感情）を産み出し
ている。それは、
日弁連の「弁護士倫理」規定からもみることができる。
第３章「依頼者との関係における規律」の最初に「弁護士は、事件の受
任及び処理にあたって、自由かつ独立の立場を保持するように努めなけ
ればならない｡」（第18条）として、
「依頼者からの独立」が強調されて
いる。そして、弁護士が依頼者の決定を尊重すべきであるという定めは
なく、
弁護の方針について依頼者と相談すべき義務も定められていない。
唯一、
依頼者に対する報告義務（第31条）が定められているにすぎない。
その結果、弁護士は、
「依頼者からの独立・自由」という伝統的考え方
をもつようになる26。そして、日本の多くの弁護士の意識は、民事でも
25

朝日新聞の2003年10月４日付「私の注目記事・弁護士保険は何のためか」
。

26

後藤富士子「実定法規から見た弁護士と依頼者の関係」日本弁護士連合会『い

ま弁護士は、そして明日は？』2004年、195頁。
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刑事でも、つきつめれば「弁護の方針は基本的に弁護士が決めるもので
あり、弁護の方法について依頼者の意向を確かめる必要もない」という
ものにいたる27。一方、依頼者は、盲目的に弁護士に従えば、最大の利
益が享受できると思うのである28。ところが、現実は、依頼者の利益と
社会的使命との均衡から、弁護士が訴訟を継続することが依頼者の利益
にならないとして、相手方との和解を模索し始める。それにより、依頼
者は、弁護士の弁護活動に失望し、不審を抱くようになる。もっとも、
ほとんどの弁護士は、
「依頼者からの独立・自由」を依頼者の利益や公
益的使命のため維持している。しかし、一部の弁護士は、裁判官に弁護
士から任官（93年８月～ 99年２月）した田川和幸弁護士によれば、驚
いたこととして、
「裁判所依存、さらにステレオ・タイプ化して言うと、
『裁判官おまかせ主義』の弁護士の数が少なくないこと」と述べてい
る29。また、強制執行妨害罪の嫌疑で逮捕、起訴された安田好弘弁護士
27

後藤昭「刑事弁護における依頼者と弁護士」―大塚喜一弁護士在職30周年祝

賀記念論文集『日本の刑事裁判・21世紀への展望』現代人文社、1998年、129
～ 130頁。
28

アメリカ法曹協会「弁護士業務模範規則」では、
「弁護士は、代理の目的に

関する依頼者の決定に従わなければならず、また、その目的を追求する手段に
ついて依頼者と協議しなければならない。
（中略）刑事事件においては、弁護
士は、依頼者の行うべき答弁に関連して陪審裁判を放棄するか否か、及び依頼
者が証言するか否かについて、依頼者がその弁護士との協議のうえで下した決
定に従わなければならない｡」
（第１の２条）
。
29

田川弁謹士の指摘によれば、
「簡単なことであるが、弁護士の法廷活動には、

まず関係者から事情を聴取し、証拠を持参させ、みずからも証拠収集を行い、
思考を巡らせて丹念に要件事実の構成を検討し、それを裏付ける間接事実を取
捨選択したうえ、争点をわきまえた準備書面を作成して、証明方法を模索して
証拠申請をし、争点をわきまえた尋問をすることに尽きる。ところが、このわ
かり切ったことを十分に行わない、当事者の言ったことを法論理的に構成しな
いでそのままに書き、証人申請をすることなく本人申請をするだけで済まして
しまう、こんな弁護士もいる。そして、弁護士が裁判所に真実による解決を求
めながら、みずから主張立証を尽くすのでなく、裁判官に主張を整理させるこ
とに引け目を感じず、補充尋問を尽くすことを裁判官に期待する、そんな弁護
士もいる。そこに、みずから実体的真実を発見することが使命であると考える
裁判官が現れて、当事者に代わり主張を整理し、みずからなしうる唯一の証拠
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によると、「私の場合でも、弁護人が罪を認めるようにと私を一生懸命
に説得するんです。こっちはやっていないと闘ってるのに、罪を認め執
行猶予が明けたら、復権できるとまで勧めてくる｡」というのである30。
このように、
現状の弁護士活動における「依頼者からの独立」は、やや、
様相を異にする場合も少なくないといえる。果たして、弁護士が最善と
考える弁護の方針と依頼者の希望とが食い違った場合は、弁護士は、ど
のようにすべきであろうか。依頼者の本当の利益は依頼者のみしか知ら
ないとするならば、医療現場におけるインホームドコンセントや尊厳死
に関する考え方も司法の場に持ち込まれる必要があるのではないかと思
われる。このように理解すると、
「自治権」つまり、自律と独立は、専
門家の「ひとりよがり」であってはならない。いいかえると、専門家集
団の既得権益を死守するための「自律」ではなく、また、依頼者の要求
が置き去りにされた「独立」であってはならないということである。
（3）
「自治権」の意義
現行弁護士法では弁護士自治の内容として、以下のことが定められて
いる。①弁護士となるためには、弁護士会における資格審査を経て弁護
士名簿への登録を要し、
弁護士名簿は日本弁護士連合会（以下「日弁連」
という）に備え付けられる。②弁護士の指導、連絡および監督は、弁護
士会および日弁連において行う。弁護士会は、日弁連の指導・監督を受
ける。日弁連は行政機関または裁判所による監督を受けない。③弁護士
の懲戒は、弁護士会または日弁連が行う。すなわち、弁護士に対する行
政機関や裁判所などの国家権力の監督を排し、弁護士に弁護士会への加
入を義務付けた上、弁護士の資格付与や登録あるいは弁護士に対する指
導、監督、綱紀・懲戒を弁護士会が自ら行うことによって、弁護士の職
方法が補充尋問であるが故に、熱心に補充尋問を繰り返して、心証をとり、判
決を起案する。その結果、こんな弁護士でも勝訴して報酬がとれる。このよう
な経験を繰り返していると、裁判官は自然自然と弁護士より自分が一段上の人
と思えてくるのではないか。
」田川弁護士は、このような弁護士には、弁護士
会が倫理性と研鑽を求める必要があると言う。
（田川和幸『弁護士 裁判官に
なる―民衆の裁判官をこころざして』日本評論社、1999年、220 ～ 225頁。
）
30

月刊『現代』2004年３月号83頁。
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務の独立性を保障しようとするものである31。
弁護士自治がなぜ認められるのか、それはどのような内実を持ったも
のであるのかという、弁護士自治の理念をめぐっては、基本的人権の擁
護と社会正義の実現という弁護士の使命（弁護士法１条）を達成するた
めには、弁護士は権力等から独立して自律した存在でなければならず、
弁護士自治はそれを保障するものであるとする「独立保障説」がある32。
これが支持される理由として、日弁連は、2002年２月28日に開催した臨
時総会で「綱紀・懲戒制度の改革に関する基本方針」を議決しているが、
その提案は「弁護士の使命は、基本的人権の擁護と社会正義の実現にあ
り、国家機関などが人権侵害を引き起こすときは、弁護士は、これと厳
しい対抗関係に立つ。弁護士は、市民にとって最後の人権の擁護者でな
くてはならず、時として、裁判所とも鋭い対抗関係に立つことを余儀な
くされる。このような弁護士の使命を達成するためには、弁護士があら
ゆる国家機関からの独立性を確保し、その活動の自由を保障されること
が不可欠であり、そのため、弁護士会に自治機能が与えられ、弁護士の
指導・監督及び懲戒権が弁護士会に委ねられている」と述べている33。
他方、団体自治説がある34。この見解は、自治権を認めるのは、懲戒制
31

森際康友『法曹の倫理』2005年、296頁。

32

この見解によれば「弁護士は、基本的人権の擁護および社会的正義の実現

をその公的使命とするが、その使命を果たすべき職務活動を遂行するにあたっ
ては、検察庁や国の行政部門と対立する当事者の立場に立ち、また、しばしば
裁判所の行為の批判者の地位にすら立たねばならない。そこで、弁護士がよく
その使命を果たし得るためには、これらの国家機関による監督や懲戒の圧力を
受けないようにし、また官僚の意に添う者のみに弁護士資格が与えられるよう
な弊を防止するため、弁護士の自律を認めなければならない。ここに、弁護士
自治が要求される根拠がある」と理由を述べている。
（兼子＝竹下『裁判法（第
４版）
』有斐閣、1999年、372頁。
）そして、現行弁護士法が弁護士自治を保障
するに至った立法事実を忠実に反映した見解であり、今日に至るまで通説的地
位を占めている。
33

2002年２月28日に開催された日弁連臨時総会の議案書３頁。

34

この意味における団体自治は、司法書士会、税理士会、医師会についての

団体の「自治権」存在を肯定する理由になる。
（森山文昭「弁護士自治と綱紀・
懲戒制度」法の科学36号、2006年、110頁。
）
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度をとおして、団体としての存在の維持と目的実現のため、非行を行っ
た会員を処分して団体の質の向上を図る趣旨であり、その団体自身が本
来的に有している機能であるとする。しかし、こうした意味における団
体自治は、弁護士に限らず基本的にどのような団体でも有しているもの
である。たしかに、弁護士は、国家機関等から懲戒処分や監督を受ける
ことが一切なく、弁護士自治に基づく懲戒処分によって、弁護士として
の業務を停止ないし禁止することも可能となっている。しかし、弁護士
自治は、この団体自治説からは説明することのできない他の機能を包含
している。したがって、弁護士自治の最も重要な特徴と本質は、団体自
治の性質からは合理的説明ができない。
また、司法制度改革審議会の意見書は「弁護士の職務の質に関する指
導・監督等については、弁護士会に自律的機能（いわゆる弁護士自治）
が認められ、国家機関の監督に服さないこととされている。これら弁護
士会の自律的機能を実効的かつ厳正に行使し弁護士自治を一層実効あら
しめることは、弁護士会の国民に対する責務というべきである」と述べ
ている35。これを「自律的機能説」と呼ぶ。そこには、弁護士自治とは
弁護士の権力からの独立を保障する制度であるという認識は見られな
い。このような認識に従えば、弁護士を監督するのは必ずしも弁護士会
である必要はない。他の専門職と同様、国が監督してもかまわないこと
になる。このような理解に基づく弁護士自治は、個々の弁護士がその職
務を遂行する上で国民（依頼者等）に迷惑を及ぼすことのないよう、弁
護士会が自ら弁護士を監督してその質の維持・向上を図るべきであると
いう、
弁護士会の自己責任論にその本質求められることになる。しかし、
弁護士の使命は基本的人権の擁護と社会正義の実現にあるのであり、弁
護士業は営利を目的とするビジネスであってはならない。このように、
人権擁護が使命である以上、弁護士にとって権力からの独立は本質的に
重要な要素であると言わなければならない。したがって、弁護士自治の
本質は、独立保障説的に理解されるべきであろうとする36。
以上に見てきた弁護士会の自治権と比較して、税理士会の「自治権」
35

司法制度改革審議会の2001年６月12日の意見書85頁。

36

森山文昭
「弁護士自治と綱紀・懲戒制度」
法の科学36号、
2006年、
109頁～ 117頁。
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は、まだ、不完全である。すでに述べたように、国は税理士会を監督す
る権限を持つだけでなく、税理士個人も監督する権限をもっている。ま
た、課税庁には、
「税理士監理官」という職務も存在するのである。そ
もそも、
税理士個人の資質の管理は、
税理士会がそれを担うべきであり、
国家は税理士会を監督することで十分ではないだろうか。
（4）
「自治権」の問題
弁護士の
「自治権」
を権力からの独立の必須要件であるとするならば、
国家と対峙することが要求される専門家は、権力からの完全な独立が必
要ということになる。しかし、専門家団体にその自治権が集中すること
に、なんらの弊害はないのであろうか。
弁護士は、国家機関等からの監督を一切受けず、弁護士に対する懲戒
処分も弁護士自身の手、つまり、弁護士会によって行われる。これは、
弁護士の「自治権」を維持するために重要な原則である。したがって、
弁護士に対する懲戒処分がどのような手続で行われるかは、弁護士自治
にとって最も関心深い事柄となる。近時の弁護士法改正では、この綱紀・
懲戒手続につい重要な改正が行われた。その改正は、従前の、弁護士の
みが弁護士を綱紀・懲戒制度によって、処分するという鉄則を討ち破っ
た。つまり、綱紀・懲戒制度に「弁護士以外の者」が関与することをも
たらしたのである。それは、綱紀審査会の新設である。綱紀審査会は、
日弁連の綱紀委員会の決定を「市民の目」でチェックすることを目的と
37
38
している 。これによって、日弁連綱紀委員会の決議を、原則的には 、

弁護士以外の委員のみの力によって覆すことができるようになったとい
うことである。この綱紀審査会は、弁護士自治の原則に例外を設ける制
37

それまで、綱紀・懲戒手続に市民が直接参加する制度としては、綱紀委員

会の参与員制度と懲戒委員会における弁護士外委員の制度があったが、参与員
は議決権を有していなかった。懲戒委員会の過半数の委員は弁護士が占めてい
たので、綱紀・懲戒に関する決定は弁護士が行うという弁護士自治の建前は一
応維持されていた。
38

なお、綱紀審査会が懲戒相当の議決を行っても、懲戒委員会が最終的に懲

戒しないという決定をすることもできる。その意味では、最終的な自治はかろ
うじて維持されていると評価することも可能である。
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度として存在している。そして、綱紀審査会における懲戒相当の議決を
避けるために、弁護士があらかじめ自己規制しなければならなくなるよ
うな事態も起こり得ると思われる。このように、弁護士の「自治権」が、
弁護士の利用者である市民、国民の参加を認め、懲戒手続きの各段階に
おいて国民の意見が反映されるような制度設計がなされてきている。こ
れは、弁護士が、弁護士倫理の強い遵守を求められているにもかかわら
ず、それを履行できず、弁護士集団のみでは、適正な制度運営に支障を
きたしてきているとの証左であろうか39。そして、近年の懲戒事例40には、
「退会命令」の処分を受けた桑
さまざまな事例が存在する41。とりわけ、
原弁護士の事例42は、処分理由の「論理」や処分の「重さ」について、
弁護士会の懲戒制度の在り方に重大な危倶を抱かせるものがあった。そ
の事例の内容は、多重債務者の債務整理事件を弁護士に周旋することを
業とする疑いのある政治結社Ａから、継続的な関係に基づいて多数回に
39

この点につき、弁護士自治についての国民的な理解を得、説明責任を果た

すという視点も考慮すべきであるとしながらも、社会正義や基本的人権を守る
ことは、国民多数からの批判と闘うことも時に意もするとしている。
（塚原英
治＝宮川光治＝宮澤節生『法曹の倫理と責任（第２版）
』現代人文社、2007年、
８頁。
）
40

日本弁護士連合会『弁護士懲戒事件議決例集（第12集・平成21年度）
』
2010年。

41

多重債務者の債務整理に係る事件での
「非弁提携」
によるものが少なくない。

「非弁提携」は、弁護士法第27条で禁止されており、これに違反すれば「２年
以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられる。すなわち、
「弁護士でない
者が報酬を得る目的で業として法律事務を取扱ったり、
周旋すること」等が「非
弁活動」として禁止されている。
（弁護士法72条～ 74条）
、これに違反する者
から「事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させる」行為が
「非弁提携」として刑罰で禁止されている。
42

やや、古めの事件であるが、その後において、この種の事件を見つけるこ

とができなかったことから採用した。処分の理由の要旨「被懲戒者は、多重債
務者の債務整理事件を弁護士に周旋することを業とする疑いのある政治結社
A から、
1997年６月13日に多重債務者 B 及び C、
同年７月ころに多重債務者 D、
1998年10月ころに多重債務者 E の各債務整理事件の紹介を受けるなど、多重
債務者の債務整理にかかる破産申立事件、任意整理事件を上記政治結社 A と
の継続的な関係に基づいて多数回にわたり受任した。
」
（
『自由と正義』
（2002年
９月号）に掲戦された「公告」から引用した。
）
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わたり受任したことによる「非弁提携」という理由による処分である。
また、桑原氏は、その処分の不当を訴えて、自ら懲戒議決書を公表した
ので、いくつかの事実を挙げておくと、懲戒請求人が弁護士会だという
ことである。そして、
「退会命令」という重い処分を導いた「非行事実
＝非弁提携」は、
5,000件とも推定されている受任事件のうち僅か４名（し
かもＢとＣは夫婦）
にすぎないことである。確かに、違反行為であるが、
問題なのは、
「理由」の中で、
「被審査人に多重債務者に向けられた高邁
な理想があるとすれば、それは、非弁提携によることなく、弁護士主導
で債務処理を実施する方策を、前記弁護士会の活動に参画し志を同じく
する会員と手を携えて追求していくことによって実現されるものであ
り、
この点で被審査人は方向性を誤ったといわねばならない｡」として、
「理想に反した」ことや「弁護士会活動から外れた」ことをことさらに
非難している点にある43。その他の背景や、これらのことからすると、
この懲戒処分は、その処分理由に合理性が欠け、処分も重たすぎるとい
える。つまり、弁護士の「法律事務独占」という特権を無条件に貫徹し
ようとする弁護士会の恣意的な意図が感じられるのである。また、この
処分は、日弁連が「一罰百戒」を狙って異分子を排除しようとしている
ということが垣間見える。このように、弁護士会の懲戒制度が弁護士会
の既得権益の維持のために使われるというようなことがあれば、弁護士
の「自治権」の維持が保てなくなることはいうまでもない。弁護士が「弁
護士自治」を大切に思うのであれば、
「適正手続の自治」という懲戒手
続として抜本的に改められるべきである。
５．建築士の専門家制度
ここまで、法律分野の関する専門家の責任や専門家を支える制度をみ
てきた。そこで、やや、趣をかえることになるが、専門家としての建築
士を概観したい。建築士は、建築士法１条で、目的を定めて「・・・そ
の業務の適正をはかり、もって、建築物の質の向上に寄与させることを
43

事件の詳細・経過は、
（後藤富士子「実定法規から見た弁護士と依頼者の関

係」日本弁護士連合会『いま弁護士は、そして明日は？』
2004年、201 ～ 203頁）
を参照している。
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目的とする・・・」と規定し、その職責として、建築士法２条の２で「建
築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建
築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなけ
ればならない。
」と定めている。そして、
建築士の主たる業務は、
「設計」
及び「工事監理」である。設計とは設計図書（図面及び仕様書）の作成
であり、工事監理とは工事を設計図書と照合し、それが設計図書の通り
に実施されているか否かを確認することである（建築士法２条１項）
。
設計に際しては、設計者は委託者に対して設計内容に関して説明する努
力義務を負い（建築士法18条２項）
、監理に際しては、工事が設計図書
のとおりに実施されていないと認めるときは、監理者は直ちに工事施工
者に対して注意を与え、施工者が従わないときはその旨を建築士に報告
しなければならない（建築士法18条３項）
。
近時、姉歯秀次元一級建築士が耐震強度を記した構造計算書を偽造し
たという事件が発覚したことは周知の事実である44。これを受けて、日
本建築士会連合会（当時会長、宮本忠長氏）
、日本建築士事務所協会連
合会（当時会長、
小川圭一氏）
、
日本建築家協会（当時会長、小倉善明氏）
の建築設計関連３団体は2005年11月25日、東京・港区の日本建築士会連
合会会議室で共同記者会見を行った。この中で３団体は次の３点を発表
した ①大きな社会問題を引き起こしていることについて、建築設計に
関係する団体として厳粛に受け止めている。②本来建築物の安全性を確
保し、国民の生命、財産を守るべき立場の一級建築士が、自らの責任を
放棄し基準に満たない建築物を設計し、居住者等に対して多大な被害を
生じさせ、国民を不安に陥れる行為をとったことは、まったく許される
べきことではなく、あってはならない。③国交省の調査結果を待たねば
ならないが、構造計算書を偽造した建築士に直接の責任があることは明

44

姉歯秀次元一級建築士は、205件の物件に関与し、うち99件が偽装物件とさ

れる。偽装のやり方は、主として構造計算書の入力部分と出力結果を差し替え
るというもので、ほとんどの物件で耐震強度が基準を下回っており、保有水平
耐力の数値（Qu/Qun 値）が0.5を下回る危険なものも33件あり、悪質な業務
内容と報告されている。
（日高俊明『建築士法、建築基準法、建設業法改正の
ポイント』オーム社、2007年、15頁。
）
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白である｡ しかし、建築設計を担当する元請の建築士事務所は構造設計
についても元請として統括・調整する立場にあり、その役割と責任は大
きい。そして、今後は関係団体が一層連携して国民の信頼を回復すべく
最善の努力をすると公表した。そして、当面の対応として相談窓口の設
置、
建築士の職業倫理遵守の徹底、
建築士事務所のチェック体制の強化、
国民に向けた情報の開示、研修・講習等による建築士及び建築士事務所
の技術・能力の向上、などを掲げた。また、この事件を契機に法改正45
を議論してきた社会資本整備審議会建築分科会
（分科会長：村上周三氏、
日本建築学会会長・慶雁義塾大学教授）は、2006年８月の最終答申であ
る
「建築物の安全性確保のための建築行政のあり方について」の冒頭で、
この事件に触れて、
「本来、法令を遵守すべき資格者である建築士が、
職業倫理を逸脱して構造計算書の偽装を行い、その偽装を、設計図書の
作成、建築確認、住宅性能評価、工事施工のそれぞれの段階で、元請設
計者、指定確認検査機関、建築主事、指定住宅性能評価機関のいずれも
が見抜くことができず、建築確認・検査制度及び建築士制度等への国民
の信頼を失墜させたことは、極めて深刻な事態である。・・・」と述べ
ている。このように、建築士という専門家集団は、甚大な信用毀損を被
ることになった。この建築士が破壊された専門家制度を、再度、どのよ
うに構築するのかを概観することは、専門性が異なるにしろ、税理士制
度にとっても有益であると思われる。
（1）建築士と「名義貸し」
わが国の建築士は、欧米に比して極端に多い46。その原因は、建築士
45

2006年12月13日、建築士制度や建築確認審査などの抜本的な見直しを図った

建築士法、建築基準法、建設業法の各改正法が参議院本会議において全会一致
で可決、
成立した。建築士法と建築基準法が制定されたのは1950年（昭和25年）
５月、建設業法はその前年の1949年（昭和24年）５月。したがって、今回の大
幅な法改正は、ほぼ60年ぶりということになる。
46

一級建築士：343,650人 二級建築士：730,336人、木造建築士：16,726人（財）

建築技術教育普及センター HP より、http://www.jaeic.or.jp（平成23年３月31
日現在）
。例えば、
1987年１月１日の数字であるが、
建築家一人当りの人口比は、
アメリカ約5,000人に一人、イギリス約2,380人に一人、西ドイツでは、1,000人
［181］

北法64（2・248）528

税理士制度と納税環境整備（５）

法に基づく資格試験が立法の趣旨に即して行われておらず、毎年、大量
「我が国の建築士が
の合格者を輩出しているためである47。このことは、
必ずしも専門家としての資質を備えておらず医師や弁護士と並ぶ専門家
としてその民事責任を考えるのは不適切ではないか、という疑問を生じ
させる。確かに、木造建築士まで含めれば我が国の建築士の数は極めて
多く、中には専門家としての資質を備えていないような者も数多く存在
するようである48」との指摘がある。しかし、この建築士の人数の多寡
のみをもって専門家として不適格とすることはできない。なぜなら、建
築士は、都市計画ないしは街づくりの観点から地域住民を中心とする社
会的、公共的な良質な空間や環境を形成すべき責任を有し、建築主の財
産は、当然のこと、その居住者に対する生命及び身体に対しても重大な
影響を及ぼし得る職責を負うからである。それゆえ、建築士は、その有
する職責の重大性から、専門家とは到底いえないような建築士が現実に
は仮に数多く存在するとしても、建築士としての義務の不履行に対して
は、公法のみならず私法上も厳格な責任追及がなされるべきである。
近年、
設計士の職能に対する認識が徐々に浸透してきたこともあって、
建築士の責任に関する訴訟が増加しつつある。そもそも、建築士が設計
及び施工を依頼される場合は、従前から、①設計・施工・監理を一貫し
て同一の業者が引き受ける場合49、②設計・監理が施工者によって別の
業者（建築士）に依頼される場合、③設計・監理と施工が建築主によっ

に一人、日本は、173人に一人であった。当時の日本の建築士の数は、709,034
人である。
（花立文子『建築家の法的責任』法律文化社、1998年、29頁参考。
）
また、現在は、上述の時点で1,090,712人である。単純比較はできないとしても、
比較参考になる。
47

高橋寿一「建築士の責任」川井健『専門家責任』日本評論社、
2008年、
403頁。

48

高橋寿一「建築士の責任」塩崎勤＝川井健『専門家責任訴訟法』青林書院、

2004年、140頁。
49

古くから、施工者が設計・監理も同時に建築主より委託される形態が広く

普及してきたために、施工者としての責任を問う中で設計ないし監理ミスが同
時に問われる場合がある。ただし、これも建築士と施工者との関係によって、
①建築士が施工者（建設会社）の従業員である場合と、②建築士が施工者（建
設会社）の代表者である場合とに分類される。
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てそれぞれ別の業者に依頼される場合50、④設計・施工と監理が建築主
によってそれぞれ別の業者に依頼される場合51の類型があるといわれて
いる52。とりわけ、②の類型は、設計・監理と施工は、形式的には別の
業者によって行われ、設計・監理者（建築士）は施工者によって選定・
依頼され、設計・監理の報酬も施工者によって支払われるため、両者の
分離が不完全な場合である。ここには、施工者が建築確認手続などの申
請を行うために建築士に形式上の設計・監理者となってもらうことを依
頼するいわゆる「名義貸し」が存在する。名義貸しは従来からかなり広
範に行われてきたようであるが53、近年その責任を問う事件が増加しつ
つある54。この②類型は、設計・監理と施工が形式的には、分離してい
るが、実質は一貫ないし従属という特徴を有している。すなわち、施工
者と建築士との間に何らかの支配従属関係が存在している場合が多い。
たとえば、建築士が施工業者に従属する関係にある場合、工事監理をす
る建築士が施工業者自身の被用者である場合や建設業者との力関係で相
対的に弱い関係である場合には、施工の適正さをチェックする工事監理
が骨抜きになりやすい。しかも、建築確認申請の際に必要な工事監理者
の欄に名義だけを貸して実際には工事監理を行わない、いわゆる、建築
50

この類型は、建築主が設計・監理者と施工者を別々に選定・依頼するもの

であって、設計・監理者と施工者が実質上も分離している場合である。
51

これは、監理のみではあるが施工と分離されている。設計・施工は同一の

業者によって行われるが、監理が建築主によって別の建築士に依頼される場合
である。
52

高橋寿一「建築士の責任」塩崎勤＝川井健『専門家責任訴訟法』青林書院、

2004年、145頁。
53

澤田和也『欠陥住宅紛争の上手な対処法―紛争からみた法的対応策』民事

法務研究会、1996年、53頁。
54

福岡地裁昭和61年７月16日判決判例タイムズ637号155頁、大阪地裁昭和62年

２月18日判決判例タイムズ646号165頁、大阪高裁平成元年２月17日判決判例タ
イムズ705号185頁、大阪地裁平成10年７月29日判決金融商事判例1052号40頁、
大阪地裁平成10年12月18日判決判例集未登載（欠陥住宅被害全国連絡評議会・
消費者のための欠陥住宅判例・第１集）
、大阪地裁平成11年６月30日判決判例
集未登載（欠陥住宅被害全国連絡評議会・消費者のための欠陥住宅判例・第１
集）
、大阪地裁平成12年６月30日判決ジュリスト1192号216頁（松本克美評釈）
。
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士の「名義貸し」が行われる土壌をつくることになる。このような、建
築士の役割を無視した施工者と建築士の実質的、経済的な癒着関係が最
終的に依頼者の期待を裏切ることになる。この建築士の「名義貸し」に
対して判例はいかなる態度を執っているのであろうか。この件につき55、
従前は、建築士は当該事案で暫定的に建築確認申請書に名前を出しただ
けで実質的な工事監理者は別人がなると考えていた。法もそれを容認し
ているという論理（大阪地裁平成11年６月30日判決判例集未登載）や名
義貸し行為が脱法行為にあたることを認めつつ、だからといってそのこ
とが損害賠償責任の法的根拠にならないという論理（大阪地裁平成10年
７月29日判決金融商事判例1052号40頁）
、また、建築申請の際に名義貸
しをしたからといって、その後瑕疵ある建物が建築されるとは限らない
から、責任はないとする論理（大阪地裁平成12年９月27日判決判例集未
登載）など、単に名義を貸したに過ぎないのでそこから工事監理の義務
は生じないとして、名義を貸した建築士の責任を否認してきた経緯があ
る。ところが、大阪地裁平成12年６月30日判決は、
「そうすると、建築
士は、そもそも建築確認申請に際し、工事監理者の名義貸しを行うこと
は許されないし、少なくとも、事後的に、建築主に監理契約を締結する
よう求めた上で監理業務を行うか、工事監理者とならない旨行政に通知
する等の是正措置を講ずるべきである。さらに、その建物が転売を予定
されたものである等の事情があることを知り、又は容易に知り得た場合
には、違法建築がなされた場合に建築主以外の第三者が不測の損害を受
ける蓋然性が高いのであるから、なおさらその義務の程度は高いといわ
ざるを得ず、それにもかかわらず、何の是正措置も講じなかったような
場合には、不法行為責任を負うものと解すべきである。」として、「名義
貸し」をした建築士の注意義務違反を認めた。
そもそも、建築士の役割は、何であろうか。このような欠陥住宅被害
を防止するためには何が必要か。建築基準法は、一定の建築物の建築に
は、工事監理が不可欠であるとしている。建築は設計図に従い、建設業
者が施工する。しかし、設計図に欠陥があり、また設計図は完全であっ
55

松本克美「欠陥住宅と建築士の責任」立命館法学271・272号下巻、2001年、

900頁以下に詳しい。
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ても、設計図どおりの建設がなされなければ欠陥住宅ができあがる。そ
こで、それを防止するために注意を払う専門家が建築士法によって資格
を定められた「建築士」である。このように建築士による工事監理は、
欠陥住宅被害防止の「要」的位置を占める。そして、そのために専門家
としての建築士制度があり、建築確認申請制度がある。したがって、建
築確認申請書に「名義貸し」をして、実際には工事監理をしなかった建
築士に厳しい責任を負担させるは、当然のことである。しかしながら、
欠陥住宅被害の元凶がすべて建築士にあるわけでもなく、むしろ問題は
欠陥建築を行う建築業者自体にある。さらに、建築業者に低コストで建
設を注文する不動産会社やコスト削減を下請、孫請けに押し付ける建築
業界の構造自体にも問題がある。他方、違法建築への銀行の融資責任や
行政の側での建築確認の行為自体の実効性の確保も検討しなければなら
ない。とはいえ、名義を貸しただけで実際に工事監理契約を締結してい
なかったのだから、工事監理をすべき義務はなかった、だから責任はな
いとする論理は認められない。それは、
「建築物の質の向上」を実現す
べき専門家としての建築士制度の根本をないがしろにするものであり、
また、
「国民の生命、健康、財産の保護」をも目指す建築基準法上の建
築確認制度を骨抜きにすることになるからである。それゆえ、工事監理
を行う建築士の独立性の確立が求められなければならない。
（2）建築士制度の再構築
甚大な衝撃を受け、壊滅的になった建築士制度は、再出発することに
なった。専門家制度の再構築のためには、どのようなことが重要なので
あろうか。いいかえれば、今日に受け入れられる専門家制度とはどのよ
うなものであろうか。
2006年８月、社会資本整備審議会建築分科会は、「建築物の安全性確
保のための建築行政のあり方について」の最終答申（以下「分科会答申」
という）をまとめ、
「再発防止策を講じ、一日も早く国民が安心して住
宅の取得や建築物の利用ができるよう、建築基準法、建築士法等の法令
上の問題をはじめ建築・住宅行政上の諸課題を検証し、制度の見直しに
早急に取り組むこと」が必要と指摘した。他方で、建築士事務所の実態
は、半数の事務所が専業事務所であり、また、所員数５人未満の小規模
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事務所が占めており、賃金水準も低い56零細な実態が明らかとなってい
る57。また、専業事務所では開設者と管理建築士が同一であることが多
い。業務内容としては、
約43％の事務所において意匠設計業務が中心で、
構造設計業務の約45％、設備設計業務の約69％が再委託されている。特
に、これらの再委託業務については、事務所が依頼主に対して再委託先
を提示していない、といった責任関係の暖昧な業務実態が明らかとなっ
ている。また、工事監理について、建築士法における確認義務58が履行
されておらず、さらに、工事監理については、建築基準法で工事監理者
の選任が義務付けられているが、建築主が、実際は工事監理なしで工事
が進められるといった問題も起きている。さらに、今回の偽装された構
造計算書から判断する限り、当該建築士は、適切な構造計算を行えるだ
けの十分な能力を有していないという、建築士の能力の欠如が問題視さ
れ、外注した元請け建築士らは、
「構造を原則論的には分かっているが、
56

一級建築士の賃金水準については、厚生労働省において実施されている「賃

金構造基本統計調査」
（平成17年度）によれば、年収（
「きまって支給する現金
給与額」の12カ月分に、年間賞与その他特別給与額を加算したもの）は約540
万円（約44歳）であり、医師（約1,050万円：約40歳）
、歯科医師（約900万円：
約35歳）
、弁護士（約2,100万円：約41歳）等に比べれば低い水準にあるものの、
社会保険労務士（約550万円：約38歳）
、技術士（約530万円：約40歳）
、薬剤師
（約507万円：約36歳）とほぼ同程度となっている。しかし、特に、下請けとなっ
ている構造設計や設備設計を担当する建築士は、契約関係上弱い立場にあり、
十分な報酬が得られない等の問題が生じているとの指摘もある。
（社会資本整
備審議会「建築物の安全性確保のための建築行政のあり方の答申」
2006年８月、
10頁。
）
57

社会資本整備審議会「建築物の安全性確保のための建築行政のあり方の答

申」2006年８月、15頁。
58

建築士法では、
「工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施

されているかいないかを確認すること」とされているが、現場管理者が工事監
理を行っていて十分なチェック機能が果たせていない場合がある。また、設計
者が工事監理者であっても工事現場での照合をほとんど行っていない場合が
ある等の原因で工事監理が適切に機能していない実態が明らかになってきてお
り、工事監理の方法、内容、範囲等を明らかにして、工事監理者の責任を明確
化すべきとの指摘がある。社会資本整備審議会「建築物の安全性確保のための
建築行政のあり方の答申」2006年８月、９頁。
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実際の数量等は構造設計の範疇だと思っているため分からない｡」「確認
が下りているということを頼りにしていた｡」等の主張をしており、安
全な建築物を適法に設計しなければならないという義務を果たせるだけ
の能力、すなわちチェック能力のない元請け建築士の存在が明らかと
なった59。
これらの状況を踏まえて、分科会答申は、法改正の方向性として三つ
の指摘をした。第１に、建築士制度に対する信頼性の回復、そして、第
２に、住宅の売主等の暇庇担保責任の実効性確保、さらに、最後として、
建築行政における監督体制・審査体制の強化及び建築関連情報の管理・
提供体制の充実等である。もっとも、建築士制度が崩壊したことから、
国の監督体制が強化されることはやむを得ないといえる。その上で、分
科会答申は、建築士制度に対する信頼性の回復は「建築士」という資格
やその業務のあり方、業を行うための「建築士事務所」制度を消費者の
立場から厳しく見直すとともに、これらの正確な業務実施を支えるため
の取り組みを総合的に講じることが必要となる。その際、建築物に対す
る社会や国民の高度化・多様化するニーズに応え、安全で質の高い建築
物を提供するため、得意分野の異なる者が協業して建築物の設計や工事
監理の業務を行うことが常態化していることを念頭において検討すべき
であるとしている60。これを実現するための具体策として、①建築士の
資質、能力の向上及び高度な専門能力を有する建築士の育成・活用61、
②高度な専門能力を有する建築士による構造設計及び設備設計の適正

59

社会資本整備審議会「建築物の安全性確保のための建築行政のあり方の答

申」2006年８月、９頁。
60

社会資本整備審議会「建築物の安全性確保のための建築行政のあり方の答

申」2006年８月、15頁。
61

①高度な専門能力を有する建築士の育成、活用については、建築士制度に

ついて受験資格や試験などの資格要件の厳格化を図ること、資格取得後も不断
の自己研鑽により、建築全般にわたる一定水準の知識及び技能を維持向上させ
るとともに、各々得意分野の高度な知識及び技能を修得させるため、自己研鑽
を実行あるものとするための環境整備を図ることを挙げている。社会資本整備
審議会「建築物の安全性確保のための建築行政のあり方の答申」2006年８月、
15頁。
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化62、③建築士及び建築士事務所の業務の適正化63、④工事監理業務の適
正化と実効性の確保64、⑤業務実態を踏まえた業務報酬のあり方65、⑥団
体による建築士及び建築士事務所の業務適正化に向けた取り組みの強
化66の６項目を指摘している。
これらの具体策から建築士制度の再構築のために必要なものは、まず、
62

②構造設計及び設備設計の適正化については、必要十分な能力をもつ建築

士が、各分野の業務の整合性をとりつつ、設計図書として一つにまとめ上げる
ことが必要になっている現状を指摘。したがって、構造及び設備の分野につい
ては、高度な専門能力をもつ建築士が関与して設計が行われる仕組みの制度化
が必要である。社会資本整備審議会「建築物の安全性確保のための建築行政の
あり方の答申」2006年８月、15頁。
63

③建築士事務所の業務適正化については、業務内容や責任を明確化し、建

築主にわかるようにすることが重要と指摘。このためには、業務を依頼する建
築士について消費者が建築士本人であることを直接確認できるようにする。建
築士が行う設計や工事監理などの業務内容を建築主が十分理解したうえで適切
に契約が行われるようにする。管理建築士による事務所管理機能を強化する。
業務の再委託などについて適正化を図るなどを挙げている。社会資本整備審議
会「建築物の安全性確保のための建築行政のあり方の答申」
2006年８月、15頁。
64

④工事監理業務の適正化と実効性の確保については、業務内容や実施方法

の具体化や建築主への報告内容の充実化を図る。建築主の工事監理者選任義務
の履行を担保するための措置を講ずるなどを指摘。社会資本整備審議会「建築
物の安全性確保のための建築行政のあり方の答申」2006年８月、16頁。
65

⑤業務実態を踏まえた業務報酬のあり方については、現在、業務報酬額を

統一的・具体的に示すことは適正な競争を阻害する恐れがあるとして、弁護士
報酬基準などでも規制改革の中で廃止され、自由化されている状況を踏まえつ
つ、建築士が行う設計及び工事監理に関する業務報酬基準は、引き続き、標準
的な業務内容とこれに伴って必要となる作業量（人・日数）を示すことが適当
とした。ただし、その際、設計業務の CAD 化、専門分化や調査業務の増大と
いった業務実態の変化に合わせて見直しを行う必要がある。社会資本整備審議
会「建築物の安全性確保のための建築行政のあり方の答申」
2006年８月、16頁。
66

⑥団体による業務適正化に向けた取り組みの強化については、建築士等が

必要な情報を共有し、必要な知識・技能を修得するための研修の提供を受け、
互いに切磋琢磨できる環境を整えることが必要と指摘。そして、業に携わる者
が自ら率先して業務の適正化を図る必要があるとしている。社会資本整備審議
会「建築物の安全性確保のための建築行政のあり方の答申」
2006年８月、16頁。
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建築士が需要からみて供給過剰であり、建築士の資質の不良化を進行さ
せないために受験資格や試験などの資格要件の厳格化を行うことであ
る。また、資格取得後も不断の自己研鑽により、資質の向上および維持
が必要であることである。次に、建築士にとって、関連する重要な分野
である構造建築及び設備建築について、高度な専門能力をもつ建築士が
関与して設計が行われる仕組みの制度化、すなわち、建築士の専門分野
を明確にして、必要な線引きをすることである。さらに、管理建築士に
よる事務所管理機能を強化して、建築主と工事監理者となる建築士との
間での業務内容を確認し、その適正化と第三者性などの実効性の確保を
図るため措置を取ることである。また、これらには、専門家の建築士と
して経済的自立を図るための適正報酬の見直しが要求される67。最後に、
専門家の所属する団体による業務適正化に向けた取り組みの強化であ
る。建築士に関連する所属団体は、主なもので、日本建築士会連合会68、
69
、日本建築家協
日本建築士事務所協会連合会（以下「日事連」という）

67

今後の建築を考える上で改善すべき点の一つとして、設計料の安さがある。

建築に限らず日本人はモノにはお金を出すが、情報や思想など見えないものに
は出さない。建築に関しては、今まではそのしわ寄せ、つまり安い設計料では
十分に詰めきれない部分が現場に持ち込まれ、現場をつくっていく中で、場合
によっては施工者も一緒に考えながら対処してきた。しかし、今後、法改正に
よって設計の審査が厳しくなり、設計者は研修などで定期的な自己研鎖を義務
付けられる。そうなると、従来の料金ではやっていけなくなる。料金の見直し
がなされないと建築士のモラル低下を招きかねず、その先には再び「事件」を
惹起しかねないリスクが待ち構えている。これは社会全体が対策を考えるべき
課題といえる。
68

日本建築士会連合会は1952年（昭和27年）
、都道府県ごとに設立されている

建築士会を傘下に持つ組織として発足。
「建築士の品位の保持及びその業務の
進歩改善を図り、広く社会公共の福祉増進に寄与する」ことを目的にした社団
法人で、正会員は都道府県建築士会に入会している建築士（一級、二級、木造）
を合計して10万4,000人（2007年１月31日現在）
。
69

日事連は「建築設計・工事監理等の業務の進歩改善と建築士事務所の健全

な発展並びにその業務の適正な運営及び設計等を委託する建築主の利益の保護
を図り、公共の福祉の増進に寄与する」ことを目的に1975年５月１日に設立。
建築士事務所を構成員として都道府県ごとに設立された社団法人である47の事
［189］

北法64（2・240）520

税理士制度と納税環境整備（５）

会70、がある。従前、これらの団体のうち、法定団体として位置づけら
れるものが存在しなかった。しかし、近時の法改正により、日事連及び
その単位会（事務所協会）は建築士法に規定された法定団体になること
となった71。これにより、専門家集団、すなわち、建築士の自律的監督
体制が確立され、苦情解決業務、開設者や事務所に所属する建築士への
研修等の業務が建築士法に定められた。他方、日本建築士会連合会は、
72
により、
「継続能力開発を行っている会員建築士の実績を
「CPD 制度」

日本建築士会連合会が確認して証明し、表示する自主制度」として、会
員に資質の向上を促進している。しかしながら、日本建築家協会は、改
正建築士法に関して、設計者が設計契約をし、その役割と責任を明確に
し、独立的、公正中立的に仕事をするという想定に欠け、建築設計者の
務所協会を会員としており、2007年２月末現在の47団体の会員数は１万5,240
事務所を数える。
70

1886年に発足した造家学会を原点とする社団法人日本建築家協会（The

Japan Institute of Architects）
。なお、
「建築家（Architect）
」の定義について、
「建
築の設計は数多くの専門家の協側で行われますが、その全体を統括するものが
建築家です。建物は安全なものでなければなりません。そこに住み、あるいは
利用する人々にとって快適なものでなければなりません。そして時にそれは経
済的な利益を生むものでなければなりません。周辺環境、地域環境、地球環境
に配慮されねばなりません。そのような多様な要請をまとめる建築という環境
を形成することによって社会に貢献する人が建築家と考えます｡」としている。
71

「建築士事務所の業務に関し、契約の内容の適正化その他、設計等を委託す

る建築主の利益の保護を図るため必要な建築士事務所の開設者に対する指導、
勧告その他」を中心に、建築士事務所の業務に対する設計等を委託する建築主
等からの苦情処理、建築士事務所の開設者に対する研修等の実施、建設設計工
事監理等の業務に関する調査研究などを活動の中心としている。
72

CPD（Continuing Professional Development）は、技術の継続的な向上を図

る専門職のためのプログラムとして欧米を中心に取り組みが進んできた。日本
でも医師やコンサルタントなどの団体では早くからこの制度を導入している。
建築士会は良質な建築を社会に提供する使命を持った 建築士に、建築士法22
条１項にある「建築士は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上
に努めなければならない」
（改正後も同じ）に即した技術、技能の向上のため
のプログラムを提供することを役割としているが、独自に研究した継続能力開
発制度を加味した体系的なプログラムを「CPD 制度」として推進している。
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独立性という点では不十分であり、統括者としての建築設計者の位置づ
けは不明確であるとしている。もっとも、研修、講習の義務付け、免許
カードの発行などによって将来的に建築設計に携わっていない人たちを
排除していく、すなわち実際に設計監理している人たちに収斂していく
方向は評価できる。しかし、構造・設備の新たな資格者をつくったこと
は評価できるが、構造、設備技術者の位置づけも一級建築士の資格の中
にとどまり、実態から離れている。さらに、一級建築士資格の受験要件
として大学院や土木を外したのは評価できるが、大学での Professional
School 等の動きを否定してしまうのは問題であるとしている。また、
建築士が国際的に同等という点で、建築家、エンジニアという形での明
確な分離から程遠いと評価した。他方、耐震設計の偽造に関して、行政
機関の審査が機能しなかったことを受けて、建築基準法６条５項は、一
定の建築物には、
構造計算適合性判定（ピアチェック）を要求している。
これは、従来の行政機関による審査に加えて、構造計算適合性判定員の
２人１組による審査である。この判定員は、
構造設計の建築士等であり、
建築士が建築士を審査することになる。すなわち、「プロの仕事は、プ
ロが評価する。
」ということである73。もっとも、今の制度は、何でも行
政が引き受けることになっている。建築士の構造計算詐欺は、この行政
が民間委託したにもかかわらず、それが適正に機能せず発生したことに

73

この「ピアチェック」は、欧米では、昔から一般的に行われています。ア

メリカでは行政の審査機関が、フランスでは保険会社が、ピアチェックを実施
しています。日本でも、実は20年くらい前から、建築界からこの仕組みの導入
が提案されてきました。1998年に確認検査の民間開放が決った時にも、この仕
組みの導入が要望されました。民間開放の背景には、建築申請の量が増えすぎ
ただけでなく、行政が構造設計を評価するのが難しくなったからでもありまし
た。当初は、
民間の実務者の能力を活かして、
審査の質を向上させる狙いもあっ
たのです。しかし、現実には、民間の確認検査員の資格には、審査経験が二年
以上という条件がつきました。それまで、
行政だけが審査をしていましたので、
行政 OB でなければ、民間の確認検査員にはなれませんでした。そこで、行政
のやり方がそのまま民間検査機関に引き継がれ、構造設計のチェックは形だけ
となったのです。
（
「構造的な問題と今後の提言」NPO 法人建築技術支援協会
常務理事 米田雅子）
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よる。この反省から、さらに発展して、これを改め「建築は建築主の責
任でつくる」という考え方も採用されるべきである。すなわち、日影規
制、容積率など周囲に害を及ぼすものに関しては行政で規制するが、建
物自体は建築主が自分の責任において造るということである。それゆえ、
何が起きても行政は面倒をみないということになる。そうすると、建築
主は設計者を選ぶことに慎重になる。そして、もし頼んだ設計に不安が
ある場合には、
他の建築士に、
その不審な部分の審査を依頼するとよい。
実は、これが、日本建築構造技術者協会の以前から主張していた「ピア
レビュー」という手法である74。建築士制度の再構築は、真の意味で建
築士が公的役割を果たし、行政、建築士、建築主がその役割を分担する
ことによって成されるものであるといえる。
第３款

専門家としての制度基盤

専門家は、主体性・独立性の確立が最も重要である。そして、主体性・
独立性は、
依頼者と国との関係で、
その強弱が決まってくる。そのため、
専門家と依頼者と国が作るトライアングルの関係をいかに構築するかと
いうことが肝要である。その三者の緊張状態が均衡して保たれた状態に
あるときに、専門家制度の基盤は強固になる、と言ってよいだろう。
その意味において、構造設計建築士の偽造問題は反面教師となる。こ
れは、
職業倫理が欠如した専門家が私欲のために偽装行為に及んだ結果、
専門家が国を欺き、国との関係を破壊し、さらに関係業者の不当な専門
家に対する経済的追詰が偽装という手口を誘発して、専門家の依頼者か
らの信用を失墜させた事例である。そして、建築士制度は、公私共存と
いう不十分な専門家制度だけでは存在を維持することができないことを
学習したのである。
建築士制度の再構築は、国家が公共政策の目的等の公共的役割を担う
建築士という専門家を監督するだけでは成立しない。それは、依頼者と
74

外査系の会社（建築主）などは今でも実践している。ある設計者が設計し

たものを他の設計者に見せ、意見を聞き、ディスカッションする。これは法の
外でやっているので、割に自由に物が言えるというメリットがある。
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の関係において、相互の緊張感を維持しつつ、同時にビジネスとして成
立しなければならないのである。たとえば、建設業者との力関係で相対
的に弱い関係である場合の建築士の独立性確保の問題や建築業者に低コ
ストで建設を注文する不動産会社やコスト削減を下請、孫請けに押し付
ける建築業界の構造自体にも改善すべき問題がある。さらには、行政の
側の違法建築に対する建築確認の行為自体の実効性確保の問題も解決し
なければならない。そのためには建築士の資質の向上および維持をはか
り、建築士にとって関連する重要な分野である構造建築及び設備建築に
ついて制度化、すなわち、専門領域を確定することである。さらに、建
築主と建築士との間での業務内容を確認し、提供される業務の質を確保
することにも目を向けなければならない。また、専門家の所属する団体
による業務適正化に向けた取り組みが必要である。そして、これらを支
える専門家の建築士として経済的自立を図るための適正報酬の見直しが
要求される。
これらのことは、税理士制度では、付随会計業務の問題を指摘して述
べたように、依頼者に対する関係、すなわち、専門家が依頼者との信頼
関係の下でその期待に応える本旨を履行するためには、その専門家の専
門範囲が法令や制度によって担保されなければならないということを意
味している。つまり、会計業務における財務諸表の作成やその信頼性の
証明が税理士や会計士にとって独占的な専門分野として位置づけられな
ければならないのである。あるいは、税理士においても、司法書士がそ
うであったように、使い捨ての「楯」の代わりに使われることのないよ
う、依頼者にも経済的な負担を求め、依頼者の負担すべき責任を明らか
にすべきである。そして、
現実の
「税理士
（像）
」
あるいは「司法書士（像）」
と社会が専門家として捉えているそれとの間の乖離を埋めるために、専
門家として社会から要請されている責任の変化に対応するために、依頼
者の要求に応える専門家としての制度を構築しなければならない。さら
に、行政書士制度の抱える問題として、専門家の経済的自立がある。経
済的自立を行い得ないため、専門家として相応しくない行為に及ぶとい
う行政書士の実体を真摯に考えなければならない。されども、行政の効
率化に資するために公益的な使命を有する行政書士という専門家の活用
も必要であることも忘れてはならない。
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一方、税理士が求めている「自治権」は、弁護士のそれと同様でなけ
ればならないのであろうか。
「自治権」つまり、
専門家の自律と独立は、
専門家集団の既得権益を死守するための「自律」や依頼者の要求が置き
去りにされた「独立」であってはならない。それは、専門家の「ひとり
よがり」であってはならないということである。その意味の限りにおい
て、税理士の「自治権」の獲得についても、
「市民の目」が必要である
と思われる。
第３節

まとめ

日本とドイツと韓国の税理士制度を比較してみると、日本の税理士制
度は、国際的に、業務の「独占性」が強く、国家監督の程度が「やや強
い」と分析された。この「自律性」に関しては、国家と税理士の緊張関
係がほど良いことが求められる関係である。
ドイツ及び韓国においても、
税理士は国家からの監督を受けている。それは、国家の財政基盤を担う
専門家である以上、当然のことである。しかし、ドイツは、税理士個人
に関して、国家の監督権は及ばない。日本の税理士制度においても、国
家による税理士会の監督という構図は、本論文が理想とする国家と税理
士の適当な緊張関係においても必要であるといえるが、税理士個人に対
する国家の監督という関係は、専門家としての独立性に及ぼす影響を鑑
みると改善すべきであると思われる。次に「納税者の権利擁護」に関し
て、韓国は公共的な役割を税務士の使命として掲げながらも、納税者の
権利擁護という側面をもつ。とりわけ、ドイツにおいて、税理士は独立
性を保ちながら納税者の権利を擁護するとされている。また、公共的な
役割を負担することが強く謳われているのは、日本であり、日本の税理
士のみが公益性を強く意識して、
「公器」として、課税庁と協業する関
係にあるようにみえる。日本の税理士がそのような立場でいることは、
納税環境整備の進む方向に大きく作用すると思われる。
一方、ドイツと韓国の税務専門家の職業倫理を概観してきた。日本の
税理士からみると、
ドイツの税理士の職業倫理観は崇高である。しかし、
それを保持し続けるために税理士自身に厳格な規律を求めている。今後
のドイツ税理士の倫理観は、経済圏の流動化に伴って、どのような変化
北法64（2・235）515

［194］

論

説

するか注目される。また、韓国は、日本と同様の法律専門職を有し、税
務体系も類似している。税務に関係する者の職業倫理に関しても同じ土
壌を有しているといってよい。ただし、納税環境整備では、
「ピアチェッ
ク」などが日本よりも進んでいるし、税務士制度の国際対応は注視すべ
きである。
他方で、専門家制度の存在基盤について、税理士と他の専門家を比較
すると、依頼者と関係において、法律分野の専門家に業務を依頼するこ
とは、医師と患者との関係と異なり、その専門家の専門性を重視してい
るのではなく（依頼者自身でも業務を遂行できると考えている。）、専門
家の豊富な経験から効率の良い業務の完成が予想され、また、依頼した
業務に不履行があれば責任を負わせることができるといういわば「保険」
として依頼していることが多いと思われる。その結果、民事責任の追及
でも実際の専門家の業務保護範囲よりも責任のほうが大きくなってきて
いる。とりわけ、司法書士はその傾向が強くみられ、税理士よりも、過
大な責任を追及されている。また、国家行政との関係において、税理士
が求めている「自治権」は、弁護士の「自治権」と同様である必要はな
いといえる。税務行政という極めて公共的な性格の強い分野では、国家
との関係は重要な位置づけと考えられ、国家との緊張関係における協業
が重要であるからである。したがって、お互いに牽制し合う関係でよい
と思われる。また、国家の財政基盤を担う納税者の目線も重要であり、
その意味の限りにおいて、税理士の「自治権」の獲得についても、「市
民の目」が必要であるといえる。さらに、専門家制度の基盤として、欠
かせないのが「経済的自立」である。先に述べたように、建築士偽装問
題や行政書士の業際（他士業との職域浸食問題）問題は、その根源に「経
済的自立」の欠如がある。専門家が依頼者との信頼関係の下でその期待
に応える本旨を履行するためには、依頼者にも適正な経済負担を求める
必要があるし、専門範囲が法令や制度によって担保されなければならな
い。
以上に強調してきた専門家の主体性・独立性の確保は、依頼者と国と
の関係で捉える必要がある。国と専門家と依頼者の三者は「三方一両損」
の意識をもつべきではないだろうか。すなわち、税理士と国家は、税理
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士を信用し、
税理士に対して「最終的な判断権75」を付与する。そして、
税理士は、その信頼に応え「公器」としての役割を担う。税理士と納税
者は、適正な納税を実現するために、税理士による「税務監査」を経済
的負担とともに受け入れる。その効果として、税務調査は省略される。
国家と納税者は、納税は、民主国家を運営する自費の支弁であるという
納税思想をもとに適正な納税義務の履行に努力する。このような、専門
家と依頼者と国が作る関係において、
相互の緊張感を保ちながら、かつ、
ビジネスとして成立し、その公共性と営利性という相反する問題を解決
するためには、国と専門家と依頼者の三者の意識改革が必要であると思
われる。そして、
その意識改革に支えられた三者の構図を描くための「真
75

西島梅治教授は、
「医師や建築家の場合には、長年にわたってきずきあげら

れた一般原理が確立していて、それを個別的ケースにあてはめるについて最終
的な判断権を彼自身がもっているので、その主体性や独立性が確保されやす
い。しかし、その場合でも、企業や政治団体などの圧力に対して最後まで独立
と自由を貫徹することが困難な場合もある。土建請負会社に雇用された建築士
や企業内病院に勤務する医師が、その良心を曲げて仕事をするか会社を退職す
るかの選択を迫られることが多いこともよく知られている。特に弁護士の業務
は、弁論という比較的単純なテクニックを使うだけで科学的な意味での一般原
理が確立していないし、また彼は単にクライアントの法律問題の助言者にすぎ
ず最終的な判断権はクライアント側に留保されているので、彼自身の主体性や
独立性を維持することが困難である。訴訟事件の最終的決定権は裁判所に独占
されているので、敗訴しても勝訴しても、それは弁護士の活動に起因しない。
弁護士は勝訴の保証をしたのではなく、単に法律上のアドバイスをしたにすぎ
ない。弁護士には最終的判断権も責任もないため、常に買手市場となり、クラ
イアント側の選択や意思が優越的な地位を占める。弁護士が名声を固定して安
定したクライアントを確保するためには、常に買い手に接近し、買手の意思に
迎合しなければならず、そのため独立性や主体性は完全に放棄されてしまうお
それがある。会社に雇われた顧問弁護士が、会社幹部の基本方針に反する活動
や、これに批判的な見解を公表できないとか、イソ弁の自主性が名目的なもの
にすぎないといわれるのも、業務の性質それ自体が医業などと違って最終判断
権のないことに基因する。
」
「プロフェッショナル・ライアビリティ・インシュ
アランスの基本問題」有泉享監『現代損害賠償法講座八 損害と保険』日本評
論社 1973年 152頁において、弁護士と医師や建築家である職業専門家を最
終判断権から分析している。
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の納税環境整備」が望まれるのである。
そこで、第３章では、この「真の納税環境整備」について、検討した
い。

［197］

北法64（2・232）512

論

説

「法律上の婚姻」とは何か（４）
―― 日仏法の比較研究 ――
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第１章
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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？
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１

嫡出子と自然子のかつての相違点：相続権・相続分

２

嫡出子と自然子の今日の相違点：法的親子関係のあり方
ａ）定立方法
ｂ）親権の行使

第２項
１

社会上の父母との相違

養子縁組
ａ）未成年共同養子縁組
ｂ）連れ子養子縁組

２
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第１節小括
第２節

日本

第１款

内縁との相違

第１項
１

構成要素の比較

積極的要素
ａ）挙式あるいは親族への周知
ｂ）一定期間の同居協力関係
ｃ）一定期間の協力関係＋夫婦としての認識

２

消極的要素
ａ）配偶者の存在（重婚的関係）
ｂ）近親関係
ｃ）性別？

第２項

法的効果の比較

第２款

非婚父母との相違

第１項
１

自然上の父母との相違

法的親子関係
ａ）定立方法
ｂ）親権の帰属・行使

２

子の相続分

第２項
１

社会上の父母との相違

未成年養子縁組
ａ）普通養子縁組
ｂ）特別養子縁組

２

連れ子養子縁組

第２節小括
第２章総括
第１部結論
第２部

（以上、本号）

法律上の婚姻＝法的な結合

結論

第２章

他とは違うという正統性

「婚姻」が「正統な結合」であるのは、その他の結合（以下、「非婚結
合」又は「非婚」と呼ぶ）にはない何かが「婚姻」には備わっているか
らということになろう。そこで、
本章ではまず、
フランスの「非婚結合」
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の法的取扱いを概観したうえで、
「婚姻」だけに留保されている特徴と
その根拠を明らかにする（第１節）
。フランスの状況を踏まえた後、日
本における「非婚結合」の法的取扱いと比較した場合の「婚姻（法律上
の婚姻）
」の特徴について考察する（第２節）
。なお、いずれの国におい
ても、
「婚姻」と「非婚」との相違は、時代と共に大きく変化しているが、
本章では、今日（2013年３月時点）における違いに重点を置くこととし、
歴史的経緯には簡単に言及するに留めたい。
※脱稿後に成立した、2013年５月17日の法律第404号により、フランス
では、同性カップルの婚姻が可能となった。以下の記述のうち、本法
律の影響を受ける部分については※印により補足する。
第１節

フランス

ナポレオン民法典が、婚姻以外のカップルの形態を無視することとし
ていたのは有名な話である。しかし、今日のフランスでは、
「非婚結合」
として、内縁（concubinage）とパックス（pacte civil de solidarité, 略し
て pacs）の存在が肯定されている。よって、内縁およびパックスと比
較した場合の「婚姻」の特徴を把握することは不可欠の作業である（第
１款）。その際、内縁やパックスはカップル関係に着目した概念である
ことに注意が必要である。すなわち、婚姻夫婦がもつ父母としての関係
については、また別途「非婚の父母」の場合との比較をする必要がある
（第２款）
。
第１款

非婚カップルとの相違

内縁（コンキュビナージュ）とパックスの法的取扱いに関しては、す
でに別稿1において詳細な検討を行ったため、ここでは婚姻との相違と
1

拙稿「フランスにおける非婚カップルの法的保護－パックスとコンキュビ

ナージュの研究（１・２完）
」北大法学論集57巻６号（2007年）370頁・58巻１
号（2007年）210頁。
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いう観点から、
要点を述べるにとどめる。内縁と婚姻との相違（第１項）、
パックスと婚姻との相違（第２項）について、順に見ていこう。
第１項

内縁との相違：法的な結合

フランスにおいて、内縁と婚姻との最大の相違は、法的な結合か否か
という点にある。つまり、
内縁は、
事実上存在する結合ではあるものの、
法的な結合ではなく、当事者は、法的義務を負わない。逆に言えば、原
則として、何らの法的効果も及ばない。つまり、内縁カップルは、法秩
序から自由である（関係形成を禁止されてはいない）一方で、
（伝統的
には）そこで不利益を被っても法的保護を受けることはないという状況
に置かれていた。これに対し、婚姻は法律行為であり、婚姻をした夫婦
は、民法典に定められた夫婦としての法的義務を負う代わりに、法的効
果を享受することができる。
こういった内縁と婚姻の取扱いの差異の背景に、ナポレオン民法典制
定当時の、内縁に対する否定的な評価があったことは確かであろう。婚
姻でさえ必要悪と見るカトリックの考え方2によれば、婚姻をせずに性
的関係をもつ内縁というのは、非難の対象となる3。このような伝統的な
考え方は、フランス革命によって克服されたかに見えたが、革命に対す
2

本稿（２）
・北大法学論集62巻３号628頁以下で言及。

3

とはいえ、中世のカトリック教会は、その教義とは裏腹に、内縁に寛容な態

度を見せていたようである（Jean-Louis Flandrin, Familles: parenté, maison,
sexualité dans l’ansienne société, Seuil, 1984, 森田伸子・小林亜子訳『フランス
の家族 アンシャン・レジーム下の親族・家・性』
〔勁草書房、1993年〕260頁）
。
この時代、内縁は、比較的継続的で安定的な関係として、社会に広く存在して
いた。婚姻できるほど裕福ではない人々や、身分違いの者同士は、内縁関係を
形成していたのである。加えて、中世には、婚姻外性関係を禁止している当事
者であるはずの司祭やその他の教会職の人々が、内縁関係を形成している例が
多かった。彼らはカノン法の規律により、婚姻することができなかったからで
ある。こういった状況が変化するのが、絶対王政期に入り、婚姻の手続的成立
要件を定めることになった16世紀である。したがって、内縁を非難の対象とす
る背景には、教会の教義よりも、絶対王政や中央集権制の存在が大きいといえ
るかもしれない。
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る反動により、ナポレオン民法典制定時には再び、内縁を望ましくない
とする考え方がブルジョワ階級の間で強まっていた。ポルタリスもまた、
内縁を「曖昧で不適法な」結合（conjonctions vagues et illicites）であっ
て、予防（prévenir）すべきものと述べている4。
このナポレオン民法典の態度は、長らく判例でも維持されていたが、
20世紀に入る頃から徐々に一部の法的効果に限って内縁にも付与される
ようになり、さらに、20世紀半ば頃からの判例および立法によって、男
女の内縁カップルについての一定の法的保護が確立する5。だが、ここで
認められたのは、主として生活保障上の法的効果であることに注意が必
要である。法的結合ではなくとも、事実上、カップルとして生活してい
たことによって必要となるものとして、認められるようになったのであ
る。たとえば、一方が他方に扶養されていた場合、関係解消（死亡・離
別）によって被扶養者が困窮する事態となる。このような場合に対応す
るものとして、死亡に至らしめた加害者に対する損害賠償請求6、死亡保
険の受給7、労働死亡事故の場合の年金の受給8、居住賃貸借契約の移転9・

4

Jean-Étiennne-Marie Portalis, Discours Préliminaire sur le projet de code civil,

in Discours et rapports sur le code civil, Presses universitaires de Caen, 2010, p.24,
野田良之（訳）
『ポルタリス 民法典序論』
（日本評論社、1947年）37 ～ 38頁。
5

1912年11月16日の法律により、父性捜索の訴えの場面において、内縁とい

う言葉が初めて民法典に登場する（旧340条）(François Terré et Dominique
Fenouillet, Droit civil, La famille, Dalloz, 8e éd., p.315)。
6

Cass. mixte, 27 février 1970, JCP., 1970,Ⅱ, 16305 ; D. 1970, p.201, note R.

Combaldieu ; RTD.civ., 1970, p.353, note G. Durry.
7

被保険者の死亡日に、当該被保険者に実質的、全体的、継続的に扶養されて

いた場合で、期間内にその権利を援用した場合に給付される（社会保障法典第
L.361-4条１項）
。
8

内縁関係が当該事故以前に構築されていた、もしくは、死亡日において一定

期間その関係が存続していた場合、または当事者間に子どもがいる場合に給付
される（社会保障法典第 L.434-8条）
。
9

死亡した賃借人と周知の内縁関係にあった者、または死亡日において１年以

上、亡賃借人と生活していた被扶養者に、別段の意思表示をしなくとも、法律
上の効果として認められる（1989年７月６日の法律第462号第14条第８項）
。
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継続10、濫用的関係解消者に対する損害賠償請求11、
「事実上の組合」理論
による積極財産の清算12、不当利得理論による清算13、等の効果が内縁の
当事者に認められるようになった。いずれも、関係解消後の生活保障に
配慮したものといえる。
（とはいえ、遺族年金の受給権は内縁当事者に
与えられていない。
）
他方で、カップル間での共同生活という事実の存在により、関係継続
中の内縁当事者について、婚姻と同様の法的効果が与えられることがあ
る。例えば、他方が加入している社会保険（疾病保険等）の受給権14、
他方が介助を必要としている場合の休暇取得権
（労働法典 L.3142-22条）、
連帯富裕税の共同課税15、といった効果が挙げられる。相手が行ってい
る農業経営に携わっている場合に、
「共同経営者」、「給与所得者」、「経
営者」のいずれかの地位を選択することができるのも婚姻夫婦と同様で
10

賃借人である一方当事者が住居を放棄した場合、当該賃借人と周知の内縁

関係にあった者、または、当該賃借人と住居放棄の日において少なくとも１年
間その者と生活している被扶養者のために、賃貸借契約は継続される（1989年
７月６日の法律第462号第14条第５項）
。
11

Cass. 1re civ., 7 octobre 1957, D. 1958, p.493, note R. Savatier ; Cass. 1re civ., 7

avril 1998, RTD.civ. 1998, p.884, obs. J. Hauser.
12

組合員の出資、その出資に応じた利益・損失の分配、組合結合の意思と

いった要素がある場合（Cass. com., 23 juin 2004, D. 2004, Somm. p.2969, obs. D.
Vigneau ; Cass. 1re civ., 12 mai 2004, D. 2004, Jur. p.2886, note G.-A. Likillimba）
。
13

一方当事者が通常の範囲を超えて無報酬で働き他方当事者の収入に貢献し

たような場合に、不当利得返還請求が認められる。近年の事例では、一方が工
事費用を負担したことについて、通常の共同生活のための支出を超えていると
して不当利得返還を認めたものがある（Cass. 1re civ., 24 septembre 2008, Dr.
fam. 2008, comm. 152, note par V. Larribau-Terneyre）
。
14

社会保険の被保険者と「夫婦のように生活している（vit maritalement）者」
、

及び、実質的、全体的、継続的に扶養されていた者で、そのことを証明した者
について、受給資格が付与される（社会保障法典 L.161-14条第１項）
。これは、
1978年１月２日の法律によって可能となったものである。
15

周知の内縁であって、当該カップルが一定額以上の資産を有している場合、

婚姻夫婦と同様の課税に服する（一般租税法典第885-E 条第２項）
。これは、
租税負担軽減の目的でカップルが婚姻外にとどまることを避ける趣旨のもので
ある。
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ある16。また、家庭内暴力対策の対象とされ、保護命令等の対象となる
のも、婚姻夫婦と同じである17。これらはいずれも、
（当事者に法的義務
があるか否かにかかわらず）共同生活が存在していれば必要となる法的
措置だと位置づけられている。事実の存在を重視する法領域において、
共同生活という事実を法が考慮しているというわけである。
こういった状況の変化は、法が内縁を完全に無視することが難しく
なった事情から説明される。20世紀に入ってからの交通事故の増加、２
つの世界大戦を含む度重なる戦争、内縁者数の増加などである。内縁者
数の増加の要因としては、女性たちが内縁をかつてほど嫌がらなくなっ
たこと、都市化、社会の不安定化、宗教的道徳の減退、より柔軟な家族
政策などが挙げられている18。こういった変化に伴い、内縁に対する否
定的な評価が緩和され、カップルの選択肢の１つとして位置づけられる
ようになっていった。
これに対し、同性間でのカップル関係19については、伝統的に何らの
法的効果も認められることはなく、逆に、その性的行為が処罰化される
などの制裁が課された時代もあった。このような制裁は1980年代に消滅
する20が、民事上・社会保障法上の効果については、依然として同性間
カップルには付与されない状況が続いた。しかし、現実に不都合を被る
同性カップルの存在を無視できなくなり、立法された1999年11月15日の
法律第944号が、
「カップルとして生活する異性または同性の２名の者の

16

農事海洋漁業法典321-5条８項。これにより、経営財産の処分に関与するこ

とができ、かつ社会法的な効果が与えられる。
17

民法典第515-9条ほか、刑法典等にも規定がある。

18

Benoît de Boysson, Mariage et conjugalité, essai sur la singularité matrimoniale,

LGDJ, 2012, n°24.
19

その法的扱いの変遷に関して、Daniel Borrillo (dir.), Homosexualité et droit :

de la tolérance sociale à la reconnaissance juridique, PUF, 1999 ; Caroline Mécary,
Droit et homosexualité, Dalloz, 2000 ; Caroline Mécary et Géraud de La
Pradelle, Les droits des homosexuel/les, PUF, 2003.
20

北村一郎「未成年者に対する同性愛行為の処罰の廃止―刑法典第331条第２

項を廃止する1982年８月４日の法律第683号」日仏法学12号（1983年）184 ～
187頁。
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間における安定性および継続性を示す共同生活によって特徴づけられる
事実上の結合」（民法典第515-8条21）とする内縁の定義規定を置いたの
は、同性カップルも内縁と認定することができる旨を明示するためで
あった。よって、今日では、同性カップルにとっても、内縁は選択肢の
１つとなっている。
民法典上に定義規定が置かれたとはいえ、内縁は法秩序から自由であ
る、というナポレオン民法典の原則は、現在でも基本的には維持されて
いるといえよう22。内縁は、
「事実上の結合」にすぎず、内縁関係の形成・
維持・解消は、個人の自由に委ねられる。当事者間での合意や契約も、
通常の要件を満たしている限り有効であって、当事者間のカップル関係
の存在を理由に効力が否定されることはない23。よって、内縁カップル
は、組合契約、共有の約定、無償譲与、委任契約などを利用することが
できる。
以上のような内縁に対し、婚姻は、法秩序から自由ではない。成立さ
せるには、婚姻の形式的・実質的要件をクリアしなければならない。加
えて、婚姻は法的な結合であり、当事者は法的義務を負う。たとえば、
婚姻をした夫婦は、貞操義務、協力義務、婚姻費用分担義務、日常家事
21

以下、特に法典名のない場合は、民法典の条文を指すものとする。

22

とはいえ、内縁カップルにも例外的に法秩序が課される場合として、濫用

的関係解消による損害賠償責任、家庭内暴力による量刑加重・退去措置等が挙
げられる。こういった、カップルに共通の法規範を抽出しようとする試みとし
て、Xavier Labbée, Le droit commun du couple, Septentrion, 2010.
23

重婚的内縁者間の無償譲与の有効性も承認されるに至っている。かつて

は、それが関係の清算のためのものでない限り、無効とされていたが、今日で
は、1999年２月３日の破毀院判決（Cass. 1re civ., 3 février 1999, JCP 1999, Ⅱ,
10083, comm. M Billau et G. Loiseau ; JCP 1999, Ⅰ, 152 chron. L. Leveneur ; D.
1999, 267, note J.-P. Langlade-O’Sugrhue）および破毀院合同部2004年10月29日
判決（Cass. ass. plén., 29 octbre 2004, D. 2004, Jur, p.3175, note D. Vigneau.）
により、重婚的内縁の場合で、その動機が関係の形成・維持・修復のためのも
のであったとしても、当該内縁当事者間の無償譲与は無効とならないとの判断
が示されている。
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債務の連帯責任を負うが、内縁の当事者はこれらの責任を負わない24。
婚姻夫婦は、法的義務を負っているからこそ、内縁とは異なる法的効果
を得ることになる。そして、婚姻夫婦が法的義務を負うことは、挙式時
に明示的に表明された、法的義務を負う旨の意思表示によって正当化さ
れる。婚姻は、当事者が夫婦としての義務を負うと述べたから義務を負
うのであり、内縁はその旨を表明していないために義務を負わないとい
うわけである。では、同じ「法的な結合」であるパックスと比較した場
合、婚姻にはどのような特徴があるのだろうか。
第２項

パックスとの相違：子どもを前提とした結合

パックスは、1999年11月15日の法律第944号によって創設された25も
のであり、「異性または同性の、成年に達した２人の自然人による、共
同生活を送る旨の契約」
（515-1条）と定義される。パックスは、共同生
活のために成人の２者間で締結されるものであり、同性カップルでも異
性カップルでも利用可能であるが、当事者間に「カップルとしての生
活」26、すなわち性的関係があることが前提となっている。また、パック
スは「契約」
、すなわち「法的な結合」であり、この点で、内縁とは異
24

婚姻費用分担義務について、Cass., 1re civ., 17 octobre 2000, D. 2001, Jur. p.

497, note R. Cabrillac ; D. 2002, Somm. p. 611, obs. J.-J. Lemouland ; RTD.civ..,
2001, p.111, obs. J. Hauser. 日常家事債務の連帯責任について、Cass. 1re civ., 27
avr. 2004 ; D. 2004, Jur. p.2968, obs. D. Vigneau.
25

2006年６月13日の法律によって、パックス継続当事者時の財産関係、パッ

クス登録手続についての改正が行われた。この改正により、パックスの共同
生活のための契約としての性格が強化されたと評価するものとして、Virginie
Larribau-Terneyre, L’amélioration du Pacs : un vrai contrat d’union civile,
Dr.fam. 2007 janv. p.9.
その後も、2007年、2009年、2010年、2011年に改正がなされている。本文で
扱うパックスは、それらの改正内容をふまえたものである。
26

Cons. const., 9 novembre 1999, n°99-419 DC : JO, 16 novembre 1999. これを

紹介する邦語文献として、齊藤笑美子「婚姻外カップル立法化の合憲性－連帯
民事契約（PaCS）法判決」辻村みよ子編『フランスの憲法判例』
（信山社、
2002年）
98頁。
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なる特徴をもつ。たとえば、パックスを結ぶ当事者の関係は、排他的で
なければならず、近親者間であってはならない（515-2条）。関係の形成
には、実質的要件（同意、契約締結能力、年齢、原因の存在と合法性）
を備えたうえで、一定の手続を履む必要がある（515-3条以下）。パック
ス当事者には、共同生活義務、物質的援助義務、相互扶助義務（515-4
条１項）
、
日常生活にかかる債務の連帯義務（515-4条２項）が課される。
一方的解消が可能であるなど、関係解消は容易であるが、パックスを終
了させるには一定の手続が必要となる（515-7条）。一方的解消の場合に
他方の損害賠償請求権を行使させないような合意には効力が付与されな
い27。
このように内縁と違って制約がある分、内縁よりも付与される法的効
果は大きい。同一企業で働くパックス相手方当事者に同時期休暇取得の
権利が認められ（労働法典 L.3141-15条）
、パックス相手方死亡時には忌
引き休暇が認められる（労働法典 L.3142-1条）。また、所得税につき所
得合計額に対する共同課税がなされる
（一般租税法典第６条１第３項）。
この課税方式は、
当事者の一方が家計を支えている場合には利益がある。
パックス相手方への無償譲与につき、譲渡税の税率が婚姻と同じになる
（一般租税法典第777条表Ⅱ）
。
だが、同じ「法的な結合」である「婚姻」と比較した場合、パックス
と婚姻の間には、大きな違いが３点ある。パックスには、貞操義務がな
いこと28、関係解消が容易であること29、子どもに関する法的効果がない
こと、の３つである。これらは、パックスが専ら《カップル関係》を扱
う制度であり、《生殖》と《子育て》をその外に置いているということ
と関係している。パックスには、父性推定や共同親権、養子縁組、生殖
27

同上。

28

ただ、パックス当事者には、通常の契約と同じく、誠実義務が課されるた

め、当事者の一方が、パックスの相手以外の者と関係を結んでパックス当事者
間の共同生活を破綻させることは、誠実義務違反にあたるとした裁判例がある
（TGI Lille, 5 juin 2002, D. 2003, n°.8, p.535 ; Dr.fam.. 2003. mai, p.21, note par B.
Beignier）
。
29

遺族年金受給権がないという相違も、関係解消が容易という特徴から説明

できるだろう。
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補助医療といった子どもに関する法的効果がまったく存在しない。子ど
もを前提としないということは、世代間のつながりを前提とした家族的
紐帯も発生しないことを帰結する。よって、相続、氏、姻族関係といっ
た効果も、パックスには発生しない30。
つまり、パックスと比較した場合の婚姻独自の特徴としては、当事者
間で生殖をし、子育てをすることを前提にした法的義務・法的効果を有
しているということが挙げられる。婚姻夫婦がそのまま父母になるとい
うことが前提となっているのである。この点から見た婚姻の特徴につい
て、次款で詳しく検討しよう。
第２款

非婚父母との相違

婚姻夫婦は父母となる前提がある点で、他のカップル関係とは異なる
ということを前款で確認した。しかしながら、父母という点で見れば、
婚姻をしていなくともカップルが父母となる場合が考えられる。たとえ
ば、婚姻をせずに子どもを出産した母と、その子の血縁上の父という父
母の形態（
「自然上の父母」と呼ぶ）がありうる。（自然上の父母の間に
継続的・安定的なカップル関係が存在する場合もあれば、ない場合もあ
る。
）他方で、
（一方または双方と）血のつながりのない子どもを非婚の
カップルが実際に引き受けて育てるという父母の形態（「社会上の父母」
と呼ぶ31）がありうる。一方の養子である場合や、連れ子である場合な
どである。こういった非婚の父母と比較した場合32、婚姻（した父母）
にはどのような特徴があるだろうか。

30

Nathalie Glandier-Lescure, L’accès à la vie de couple et les symboles, in Les

états généraux du mariage : l’évolution de la conjugalité, PUAM, 2008, p.94.
31

同性カップルが子どもを養育している場合、
「社会上の父父」
「社会上の母母」

の可能性がありうるが、これを含めて、便宜上、
「社会上の父母」と表記する。
32

非婚シングルの親と婚姻した父母の相違については、本稿の検討からは外

すこととする。
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第１項

自然上の父母との相違

かつてとは異なり、今日のフランスでは、婚姻外での生殖自体につい
ては、もはや反規範的なものとはされていない。たとえば、公衆衛生法
典 L. 2141-2条は、男女のカップルであれば、婚姻をしていなくても生
殖補助医療を受けることができるとしている。こういった婚姻外での生
殖を許容する流れは、避妊技術の発達や DNA 鑑定の普及といった生殖
関連技術が進歩して生殖における婚姻の必然性が薄くなり、非婚で子を
産むカップルが増えたことと無関係ではない33。家族給付や父親休暇の
取得など、子育てにかかる社会保障は、自然上の父母にも等しく付与さ
れている。こうして自然子が増えると、子どもの間での平等が求められ
るようになる。2005年７月４日のオルドナンスにより嫡出子と自然子と
いう違いがなくなり、名称自体も削除されたことは、
「婚姻の正統性」
の観点からして、非常に重要な変化である。そこでまず、嫡出子と自然
子の区別が撤廃された経緯について検討する（１）。さらに、自然上の
父母も、子どもに対する親権の共同行使が認められるようになるなど、
婚姻した父母との違いが少なくなってきている点について確認したうえ
で、婚姻に残る特徴について考察したい（２）
。
１

かつての相違点：子の相続権・相続分
かつてのフランスでは、嫡出子と自然子の差は至るところで設けられ

ていた。最も著名なものとして、相続権や相続分の違いが挙げられる。
ナポレオン民法典によれば、自然子のうち、相続権を有するのは認知さ
れた単純自然子のみであった。姦通により生まれた子や、近親相姦によ
り生まれた子には、相続権は認められていなかった。相続権を認められ
た単純自然子であっても、その相続分は嫡出子と同じではなかった。被
相続人に、
①嫡出の直系卑属がいる場合には、
その自然子が嫡出子であっ
た場合に算定される法定相続分の３分の１、②嫡出の卑属がなく、被相
33

今日のフランスでは、新生児の半数以上が、非婚の父母から産まれている。

2012年の統計では、56.6％を占めている（INSEE の HP より）
。
北法64（2・219）499

［210］

論

説

続人の父母または兄弟姉妹がいる場合には、その自然子が嫡出子であっ
た場合に算定される法定相続分の２分の１、③嫡出の卑属も尊属も兄弟
姉妹もいない場合は、その自然子が嫡出子であった場合に算定される法
定相続分の４分の３となっていた
（ナポレオン民法典757条２項）。また、
代襲相続に際しても、
嫡出子には代襲相続権が認められているのに対し、
自然子がその父または母を代襲することは許されていなかった（同756
条後段）34。
このような差異はなぜ設けられていたのか。相続上の自然子と嫡出子
の取り扱いを異にする趣旨について、ポルタリスは、「婚姻を尊重し、
善良の風俗を維持し、社会の利益を獲るためには、私生子は嫡出子と同
等に扱われてはならない。のみならずすべての文明国によって市民権と
してでなく家族の権利として認められている相続権が、なるほど国家の
構成員ではあるが婚姻を定めている法律がどの家族の構成員とも認めて
いない人間に与えられるということは、
事物の秩序に反することである。
彼等に対しては、唯衡平に適する範囲内で、人道が彼等のために要求す
35
る救助を保障してやればよろしい」
と述べている。ナポレオン法典で

は、婚姻が「正統な結合」として位置づけられており、それ以外の結合
から生まれた子は、市民ではあっても「家族の構成員」ではなく、ゆえ
に相続権は認められないか、衡平に適する範囲内で与えられるにすぎな
いものと考えられていることが読み取れる。
以上のような自然子の状況は、長い時間をかけて徐々に改善されて
いった36。1896年３月25日の法律37により、単純自然子の相続分が増やさ
れた。①他に嫡出の直系卑属がいる場合、従来は、嫡出であれば受けた
34

原田純孝「相続・贈与遺贈および夫婦財産制―家族財産法」北村一郎編『フ

ランス民法典の200年』
（有斐閣、2006年）267頁。
35

Portalis, op.cit., p.61, 野田訳93頁。

36

山田美枝子「フランス親子関係法における自然子の権利の保障の変遷」法

学研究69巻１号（1996年）369頁。
37

本法について、J. Rondelet, La réserve des descendants: commentaire de la

loi du 25 mars 1896 sur les droits successoraux de l’enfant naturel, L.Larose,
1896.
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であろう分の３分の１であったが、それが２分の１へ、②嫡出の卑属が
なく、被相続人の父母または兄弟姉妹がいる場合には、従来の２分の１
から４分の３へと改められたのである。また、③その他の場合には、相
続人となり、相続財産全部について権利を有する（旧756条以下）。無償
譲与も、自由分の範囲内で、ただし嫡出子１人の相続分を超えないこと
を条件として許容された（姦生子・近親子は、扶養料相当分の範囲内に
とどまる、旧908条）
。
その後、この状況は長らく変わらなかった38が、1972年１月３日の法
律第３号39によって大きな変革がもたらされた。自然子と嫡出子の相続
上の権利が、原則として、平等化されたのである。①自然子は、その父
母との関係において、一般的に嫡出子と同一の権利および同一の義務を
有する、②自然子はその親の家族に入る、という原則が確立された（旧
334条）
。よって、相続分が嫡出子と同一になり、父母の血族、すなわち
尊属、兄弟姉妹、その他の傍系血族との間で嫡出子と同様に相互に相続
権者の地位に立つことになった。しかし、この平等原則は、姦生子には
及ばないものとされた。姦生子の相続分は、嫡出子との関係において、
嫡出子であるとすれば取得したであろう相続分の２分の１に削減される
（旧760条）
。親の配偶者との関係においては、①嫡出子・尊属・兄弟姉
妹（その卑属）が存在しない場合には、姦生子の相続分は、その数にか
かわらず、全員で遺産の２分の１、②嫡出子がなく、かつ、父系か母系
の一方に普通傍系血族しか存在しないときは、姦生子の相続分は、全員
で遺産の４分の１となる（旧759条）
。姦生子に対する権利制限は、姦通
が行われず、したがってその者が懐胎されなければより大きな権利を有
38

その間も、相続面での不平等については、以下の２点から批判がなされて

いた。第１に、このような不平等を設けても婚外関係を防止するという実効性
はない。第２に、父母の行為を理由として子が制裁を受けるのは、個人責任主
義の原則に反し、不当である。François Terré et Dominique Fenouillet, Droit
civil, La famille, op.cit. n°388.
39

本法について、Michel Dagot et Pierre Spitéri, Le nouveau droit de la filiation:

loi du 3 janvier 1972, Librairies Techniques, 1972 ; Claude Colombet, Jaques
Foyer (et al.), La filiation légitime et naturelle: étude de la loi du 3 janvier
1972, Dalloz, 1973.
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したであろう嫡出子・配偶者の相続上の利益を、姦通・懐胎によって奪
われるのは不当だという理由に基づくものである。したがって、前婚の
嫡出子と後婚の姦生子、前婚の姦生子と後婚の嫡出子・姦生子・配偶者
の間では、姦生子の権利制限は生じない。
この姦生子差別は、欧州人権裁判所2000年２月１日判決40によって、
修正を迫られることになった。相続分について姦生子を嫡出子に比して
不利に扱う760条が問題となった事案において、欧州人権条約14条（平
等原則）と組み合わされた財産権の侵害に関する同条約第一議定書１条
違反を根拠に、用いられた手段と目指された目的（婚姻家族の保護）と
の間に「合理的な比例関係」がないとして、フランス敗訴の判決が下さ
れたのである。これを受けて、姦生子の相続分差別を撤廃したのが、
2001年12月３日の法律第1135号41である。姦生子を不利に取り扱う規定
すべてが廃止され、子ども間の相続上の権利の完全な平等が実現され
た42。
さらには、2005年７月４日のオルドナンス759号43によって、
「嫡出子」
「自然子」という子を区別する名称自体が廃止された。これにより、準
正制度がすべて無意味となって削除された。

40

CEDH, 1 février 2000, D. 2000. Jur . 332 note par Jean Thierry.

41

幡野弘樹「相続法改正―生存配偶者および姦生子の権利ならびに相続法の

諸規定の現代化に関する2001年12月３日の法律第1135号」日仏法学23号（2005
年）285 ～ 288頁。
42

ところで、カノン法においても、嫡出子（正統な子、filii legitimi）と自然

子の区別が存在し、この区別は今日においても維持されている。すなわち、
「嫡
出子とは、
有効な婚姻又は有効推定婚によって受胎若しくは出生した子である」
（Canon 1137）との規定が現行カノン法典に存在している。しかしながら、カ
ノン法は、相続を扱わない（相続は世俗法の管轄である）ため、このカノン法
上の区別が直接に、現実世界における嫡出子と自然子の違いを生み出すわけで
はない。カノン法上の区別は象徴的・規範的なものといえるだろう。
43

Jean Hauser, La réforme de la filiation et les principes fondamentaux, RTD

civ., 2008. jan. p.6, 羽生香織「親子―親子関係の改正に関する2005年７月４日の
オルドナンス第759号」日仏法学24号（2007年）119頁。なお、本オルドナンス
は、2009年１月16日の法律第61号によって追認されている。
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以上により、今日のフランスでは、父母が婚姻しているか否かによる
子の相続分の違いはない。しかしながら、
「嫡出子」「自然子」という名
称がなくなったとはいえ、父母が婚姻しているか否かによる違いが一切
消滅したわけではなく、法的親子関係のあり方において、若干の相違点
が残っている。
２

今日の相違点：法的親子関係のあり方
法的親子関係については、まず、定立（établissement、親子関係設定、

立証）に関するルールがあり、そのうえで、親権の帰属と行使に関する
ルールがある。そのいずれについても、父母が婚姻しているか否かで若
干の相違がある。フランスで今日でもなお残る相違は、何を意味するの
だろうか。
ａ）定立方法
今日の状況に至る前提として、歴史的経緯を踏まえておこう。かつて
のフランスでは、母子関係についても父子関係についても、母の懐胎時
に父母が婚姻しているか否かで、その子との法的親子関係の定立方法は
大きく異なっていた。ナポレオン民法典の段階では、単純自然子の場合
（父母の双方が非婚でかつ近親関係がない場合）で、父母が任意に認知
する場合にしか法的親子関係を定立することができなかった。自然上の
父が任意に認知しない場合の父の捜索の訴え
（日本でいう強制認知）は、
当初は認められておらず、1912年11月16日の法律によってようやく可能
となったが、それが認められるのは、①誘拐・強姦、②詐術・権威濫用・
婚姻予約ないし婚約による誘惑、③父の書簡等の文書における父子関係
の明確な自白、④懐胎期間中の公知の内縁、⑤父の資格における子の養
育・育成への参加、のいずれかの事実が認められ、かつ、懐胎期間中の
母の公知の不行跡または父についての物理的不可能が証明されない場合
（旧340条）に限られていた。この状況は、1972年１月３日の法律第３号
によって改善され、姦生子（不貞の関係にある父母から生まれた子）
・
近親子（近親関係にある父母から生まれた子）についても、任意認知に
よる親子関係の定立が可能となった。さらに、すべての自然子について
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父（または母）の捜索の訴えによる法的親子関係の定立を可能にした（旧
334-8条）
。
これに対し、婚姻している父母の場合は、妻が婚姻中に懐胎した子の
父は夫であると推定される（旧312条）こと、いわゆる父性推定によっ
て法的父子関係を自動的に定立することが可能であった44。母子関係に
ついても、父母が婚姻しているか否かで相違があり、非婚の母の場合は
認知が必要であるのに対し、婚姻している母の場合はその必要がなかっ
た。母は、婚姻をした時点で、将来自らが産む子の法的責任を引き受け
ることを表明したものと考えられていたのである45。
以上のような違いは、生まれてきた子の父が誰かを定めるために存在
するものが婚姻だという位置づけに由来するものである46。逆に言えば、
婚姻とは自分の子を産む女性が誰かを宣言するものである、と理解され
ていたことになる。よって、婚姻には、
（自分の子を産む女性が誰かと
いう）公示機能と（その女性は自分の子しか産まないという）排他的な
性的関係が必要不可欠となる反面、
この２つがない非婚結合の場合には、
子を引き受ける旨の親の意思表示が別途必要ということになり、認知が
求められていたわけである。
他方、このような、婚姻父母―父性推定／非婚父母―認知とは異なる
定立方法も、徐々に認められていった。たとえば、1972年１月３日の法

44

1972年法は、嫡出親子関係の定立についても改正を行い、父性推定規定の硬

直性を緩和した。すなわち、①婚姻後180日未満に出生した子であってもひと
まず嫡出子とし、これに異議がある夫は否認の訴えを自由に提起しうるものと
した（旧314条）
。一方で、
②婚姻解消後300日を越えて出生した場合（旧315条）
、
③離婚・別居手続において別々の居所を許可する命令後300日を越えて出生し
た場合（子が夫婦に対して嫡出子の身分占有を有するときを除く、旧313条）
、
④子が夫の氏名の記載なしに身分登録簿に登簿され、かつ、母についてしか身
分占有がない場合には、父性推定が及ばないものとし、否認の訴えによること
を不要とした。
45

Claire Neirinck, Couples et établissement volontaire de la filiation, in Les

états généraux du mariage : l’évolution de la conjugalité, PUAM, 2008, p.127 et s.
46

ポルタリスは、婚姻の役割の１つとして、父の確定に資することを挙げて

いた（Portalis, op. cit., p.38, 野田訳58頁）
。
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律第３号は、嫡出否認の訴えおよび嫡出性を争う訴えにおいて、自然親
子関係の存在が明らかになった場合は、その判決の当然の効果として、
自然親子関係が定立されるとした。これに加えて、1982年６月25日の法
律第536号47は、身分占有による自然親子関係の定立を可能とした。
こういった状況に大変革をもたらしたのが、嫡出子と自然子という呼
称自体を消滅させ、子どもの間の平等を実現しようとした2005年７月４
日のオルドナンス759号である。これにより、まず、法的母子関係定立
のあり方が、母の婚姻状態にかかわらず同一となった。すなわち、法的
母子関係の定立は、出生証書における母たる表示で足りることになった
（311-25条）
。もはや認知がなくとも母子関係が成立することになる。た
だ、出生証書の母欄への記載は義務ではないため、引き続き匿名出産は
可能である。既婚の母でさえ、匿名出産ができるということになる。他
方、
認知という手段も消滅したわけではない。
出生証書に記載をしなかっ
た母（既婚・非婚を問わない）が、
後から思い直した場合には、認知（316
条１項）または身分占有（310-3条、317条）によって母子関係を定立す
る可能性が残されているのである48。つまり、婚姻している母親であっ
ても、子を認知するという手段が可能であり、これは従来の枠組みから
は大きく変化したものといえよう。
これに対し、父子関係については、父の婚姻状態による区別が残るこ
とになった49。依然として、父性推定は父が婚姻している場合のみ働く50
のであって、非婚の父は認知により法的父子関係を定立する51。父性推
47

滝沢聿代「身分占有―非嫡出親子関係の立証に関する民法典第334条の８を

変更する1982年６月25日の法律第536号」日仏法学12号（1983年）169頁。
48

Claire Neirinck, La maternité, Dr. fam. 2006. jan., p.9.

49

Aline Cheynet de Beaupré, “Homme et femme il les créa”: Retours sur

l’égalité dans le droit de la famille, D. 2008, p.1216.
50

ただし、出生証書に夫の名が記載されなかった場合は、父性推定が排除さ

れる（313条）
。また、父性推定により定立した父子関係の否認（かつての嫡出
否認）の訴えは、子側からも提起できるように改正された（332条）
。
51

Pascale Salvage-Gerest, La reconnaissance d’enfant, ou de quelques surprises

réservées par l’ordonnance du 4 juillet 2005, Dr. fam. 2006. jan., p.13.
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定は夫婦間の貞操義務を前提にしているところ、貞操義務を負っている
のは婚姻夫婦だけだからである。ただし、前述した通り、妻には出生証
書の母欄に記載するか否かの選択が認められたため、当該父性推定が働
くのは、妻がそれを望む場合に限られることになった点には注意が必要
である。妻と産まれた子との間に母子関係が定立していないにもかかわ
らず、夫に父性推定が及ぶことはないからである。夫が父となるのは、
子を産んだ妻と「婚姻しているから」ではなく、
「妻がそれを望むから」
だと説明されることになる52。
以上のように法的親子関係定立の場面を概観すると、今日のフランス
では、婚姻の特殊性は、父性推定による父子関係の定立が可能という点
のみに残っており、かつてほどの違いはない。子どもの間の不平等をな
くそうとした結果、
定立の際に婚姻が果たす役割は減っており、むしろ、
親の意思が果たす役割が大きくなっている。
※2013年５月17日の法律により、
同性間でも婚姻が可能になった（143条）
が、父性推定に関する諸規定については何らの変更も加えられていな
い。
ｂ）親権の行使
今日のフランスでは、親権は父母に等しく帰属したうえで、父母が共
同して行使するのが原則であり、このことは、父母が婚姻していない場
合であっても同様である。
父母の間で生じた親権をめぐる紛争において、
両者が婚姻夫婦か否かで裁判官の判断基準が変わることもない53。しか
し、非婚の父母の場合、共同行使を可能とするためには、一定の要件を
クリアしなければならず、この点に非婚と婚姻との相違が残っている。
親権の行使については、
従来、
「父権」
を父のみが行使していたところ、
男女平等に反するとして婚姻夫婦による「親権」の共同行使へと変化

52

Claire Neirinck, Couples et établissement volontaire de la filiation, supra

note 45, p.133-134.
53

Marie-Francoise Tremoureux, Le contentieux de l’autorité parentale, in Les

états généraux du mariage : l’évolution de la conjugalité, PUAM, 2008, p.163 et s.
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し54、これが離婚後の父母にも原則化されたという経緯がある。この共
同行使は、自然子の父母についても拡大され、まず、自然子の両親が子
を認知している場合に、後見裁判官の面前での共同の申述によって、共
同行使が可能となった（1987年７月22日の法律第570号55）
。続いて、
1993年１月８日の法律第22号56は、自然子の両親が、子が満１歳に達す
る以前に認知を行い、その認知のときに共同生活をしていた場合、親権
共同行使を自動化した。つまり、共同の申述をしなくとも、共同行使と
なる。さらに、1995年２月８日の法律第125号は、後見裁判官の面前で
はなくとも、大審裁判所主席書記官の面前で、自然子の両親が共同の申
述を行うことによって、親権の共同行使を可能とした（374条２項）
。
2002年３月４日の法律第305号57は、父母は親権を共同で行使するとい
う一般原則を宣言し（372条１項）
、父母の離別時の共同行使の具体的態
様として、子どもを父の住居と母の住居に交替的に住まわせることを可
58
能とした（373-2-9条）
。

54

田中通裕『親権法の歴史と課題』
（信山社、1993年）
。宮崎孝治郎「フランス

の新しい親権法」北大法学論集31巻3-4号（上）
（1981年）47頁。
55

滝沢聿代「親権の共同行使―親権の行使に関する1987年７月22日の法律第

570号」日仏法学16号（1988-89年）108 ～ 109頁。田中通裕「フランス親権法
の最近の改正をめぐって―離婚および非嫡出子の場合における親権共同行使の
試み」比較法研究52号（1990年）131頁。山田美枝子「日本法における離婚後
の単独親権とフランス法における親権共同行使：フランスの1987年７月22日法
及び1993年１月８日法の改正を中心とする比較法的考察」大妻女子大学紀要27
号（1995年）33頁。
56

山田美枝子「日本法における離婚後の単独親権とフランス法における親権

共同行使：フランスの1987年７月22日法及び1993年１月８日法の改正を中心と
する比較法的考察」大妻女子大学紀要27号（1995年）33頁。
57

Adeline Gouttenoire et Pierre Murat, L’intervention d’un tiers dans la vie de l’

enfant, Dr. fam. 2003, chron. 1. 中村紘一・色川豪一「フランス親権法の改正─
親権に関する2002年３月４日の法律第305号─」比較法学37巻１号（2003年）
313頁。
58

2008年の発表によれば、
共同行使を選択した非婚カップルは、
関係解消後も、

その93％が親権の共同行使を継続しており、そのうちの84％は未成年子を母の
家に住まわせて、父が面会交流する形態を採っている。父母の家に子どもを
北法64（2・211）491

［218］

論

説

以上の状況を整理すると次のようになる。すなわち、婚姻していない
父母の場合、父母双方との間に親子関係が定立しているとしても、一方
との親子関係定立が当該子の出生から１年以上後になされた場合、最初
の親のみが親権を行使する（372条２項）
。よって、親子関係定立が１年
以上後の場合、親権の共同行使が原則となっているわけではなく、ここ
に婚姻夫婦の場合との相違が存在する59（婚姻夫婦の場合は、夫婦間の
子との法的親子関係が双方との間に成立したことにより、親権は共同行
使が原則となる）
。ただし、親子関係定立が子どもの出生から１年以上
後の場合でも、父母が、大審裁判所主席書記官の面前で共同の申述を行
えば、または家族事件裁判官の判決により、親権の共同行使が可能とな
る（372条３項）
。つまり、非婚であっても、父母が自発的に、生まれた
子の親となり共同して責任を果たそうとする場合には、法がそれを阻む
ことはなく、共同行使が可能となっている。他方で、非婚の父母の一方
が、子が生まれてもすぐに親になろうとはせず、親権の共同行使を拒み
続ける場合には、必ずしも共同行使とはならない構造となっている。
自然上の父母と婚姻をした父母との違いは、必要最小限にまで縮減さ
れている。今日のフランスでは、両者の違いは、子との法的父子関係の
定立方法、および親権の共同行使を可能にするための方法にあるのみで
ある。これらの違いは、父が子（の養育責任）を引き受ける方法の違い
と読み替えることができよう。婚姻をしている父の場合、妻が生む子を
自らの子として養育することについては、婚姻時に、法的義務としてこ
れを引き受けていると見ることが可能である60。これに対し、婚姻をし
ていない父の場合、
子を自身の子として引き受ける手段として、認知（ま
たは身分占有）という過程を経ることが必要であり、母と共同して養育
責任を引き受けるには、出産１年以内の認知または「共同の申述」をす

交互に住まわせる形態を採るのは、６％にとどまっている（AJ fam. 2008. mai,
Focus, p.183）
。
59

Jean-Jacques Lemouland, Le couple en droit civil, Dr. fam., Juillet-Aout 2003,

p.15.
60

民法典第203条は、婚姻をした当事者に対し、子の養育義務を課している。
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ることが必要である。つまり、妻が生む子を夫婦の協力によって養育す
ることについて、婚姻時に、法的義務としてこれを引き受けているとい
うのが、婚姻の特徴であると分析できる。
第２項

社会上の父母との相違

前項に対し、本項で扱うのは、子どもとの間に血縁はないものの、親
としての責任を果す非婚の
「父母」
（同性カップルの場合に起こりうる「父
父」
「母母」61を含む）
と比較した場合の、
婚姻している父母の特徴である。
血縁のない子について親としての責任を果す手段としては、養子縁組
（１）と、親権の委譲（２）が考えられる。
１

養子縁組
養子縁組にはいくつかの形態がありうるが、それらの中でも、養親が

婚姻しているか否かが重要となるのは、未成年子を共同で養子縁組する
場合（ａ）と、一方の実子を他方が養子とする、いわゆる連れ子養子縁
組の場合（ｂ）である。
ａ）未成年共同養子縁組
ナポレオン民法典では、そもそも、未成年養子縁組を不可能としてい
た
（旧346条）
。
婚姻のみが法的父子関係を発生させるというのが原則だっ
たからである。この態度が変わったのは、戦争によって孤児が増えたこ
とがきっかけである62。当初、未成年養子縁組をすることが可能とされ
たのは、婚姻夫婦のみであった。まず、1923年６月19日の法律は、孤児
に限って、未成年者の縁組を可能にした。続いて、1939年には、未だ相
続上の効果に限定しながらも、５歳未満の子ども（養子）について、嫡

61

この点に関するフランス法の状況を検討するものとして、大村敦志「パク

スその後─私事と公事の間で─」水野紀子編『社会法政・家族法制における国
家の介入』
（有斐閣、2013年）115頁。
62

Philippe Malaurie et Hugues Fulchiron, La famille, 2e éd., Defrénois, 2006, n°1401.
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出子として家族に入らせる養子準正が創設された。さらに、1958年12月
23日のオルドナンス1306号は、妻の不妊症を医学的に証明した養親に、
年齢と婚姻期間の要件をすべて免除し、養子縁組をさらに容易化した。
このほか、夫婦の一方が30歳以上であり、養親になる夫婦の婚姻が８年
以上続いている場合に、養子縁組が認められた。他方で、養子縁組と養
子準正は、子どもの利益に配慮し、常に、裁判官によって言い渡される
ものとなった。1976年には、さらに、既に嫡出の卑属がいる者であって
も、養親になることが可能と改められた（1976年12月22日の法律第1179
号）
。その後、国際養子縁組の増加に対応するためになされた1996年改
正（1996年７月５日の法律第604号63）によって、夫婦共同縁組の場合に
必要な婚姻期間が２年に短縮された（343条）
。
加えて、1966年７月11日の法律第500号64により、単身者も養子縁組
が可能となった（343-1条）
。1996年改正を経て、今日では、28歳以上の
者であれば、単独で養親となることができる。なお、単身者による未成
年養子縁組を、同性愛者であっても利用することができるかについて、
従来、フランスの裁判所は、これを拒絶することを合法としてきた65。
しかし、同性愛指向をもつ単身者による養子縁組を否定するということ
は、性的指向による差別といえるのではないか。この点が争われた事件
において、ヨーロッパ人権裁判所2008年１月22日判決66は、フランスが
63

久保野恵美子「養子縁組―養子に関する1996年７月５日の法律第604号」日

仏法学22号（2000年）289 ～ 292頁。
64

本法は、実親との関係が存続する単純養子縁組と、実親との関係が切断する

完全養子縁組という２類型を設けた点でも、養子縁組を抜本的に改めるものと
なった。完全養子縁組の対象となるのは、15歳未満の子どものみである。1996
年改正により、15歳以上の子どもであっても例外的に完全養子とすることがで
きる年齢が20歳にまで引きあげられた（345条２項）
。
65

Tony Anatrella, Antoine Beauquier et Christophe Eoche-Duval, Adoption et

“homoparentalité”: L’éclairage des droits de l’homme, Dr.fam. 2003. oct., p.8 ;
Florence Millet, L’homoparentalité: Essai d’une approche juridique, Defrénois,
2009, doc.38153. 齊藤笑美子「親子関係の法と性差―フランスにおける同性カッ
プルの親子関係へのアクセスをめぐって―」
ジェンダー研究11号
（2008年）
131頁。
66

CEDH, gr.ch., 22 janv. 2008, E.B. contre France; JCP 2008, II 10071, obs.

Adeline Gouttenoire ; D. 2008, p.2038 note par P. Hennion-Jacquet. 谷口洋幸・
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同性愛者による養子縁組を認めないことについて、ヨーロッパ人権条約
第14条と第８条に違反しているとの判断を下した。フランスは、子育て
には父性と母性の双方が必要であり、異性愛者の単身者が養子縁組しう
るのは、いずれ（異性の）パートナーができることを念頭に置いている
からだと主張したが、ヨーロッパ人権裁判所は、
「父性の指標」のよう
な他性存在の要求は、フランス国内法が単身者による養子縁組を認めて
いる以上、このような不利益取扱いを正当化する理由にはなりえないと
判断したのである。したがって、今日では、同性愛者（同性カップルの
一方である場合を含む）も、未成年者を養子にとることが可能となって
いる。
以上のように、非婚の単身者による未成年養子縁組が可能であるとし
ても、カップル２人ともが養親となる共同養子縁組は、婚姻夫婦に留保
されている（346条）
。したがって、非婚のカップルの一方が養子縁組に
よって子どもを迎え、他方とともに育てていたとしても、他方との間に
は養親子関係を設定しえない。婚姻夫婦のみが共同養子縁組しうるので
あるから、婚姻しえない同性カップルの場合には、共同養子縁組の可能
性はゼロである67。ではなぜ、婚姻夫婦のみが共同で養子縁組をするこ
とができるのか。その理由として、次の２点が指摘されている68。１つ
目は、婚姻夫婦の間には姻族関係が存在するからという理由である。夫
婦の一方が養親となるのであれば、他方も同じ資格で養親となることが
正当化されるというわけである。２つ目は、１人の男性と１人の女性に
よって育てられることが養子の利益になり、子の福祉に適うところ、そ
れが可能であるのは男女によって形成される婚姻のみであるという理由
齊藤笑美子・大島梨沙（編著）
『性的マイノリティ判例解説』
（信山社、2011年）
206頁［齊藤笑美子］
。
67

しかし、この点については、疑問も投げかけられている。子どもにとって

は、２人の親に本心からの愛情を注がれて、経済的にも安定した中で育つこと
の方が、里親家族（familles d’accueil）又は施設の中で育つよりも望ましいの
ではないかとの指摘である（Dr.famille, n 9, septembre 2004, comm. 138, par
Virginie Larribau-Terneyre）
。
68

Claire Neirinck, Couples et établissement volontaire de la filiation, supra

note 45, p.143.
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である。ただ、
いずれの理由も十分なものとは言い難いように思われる。
※2013年５月17日の法律により、
同性間でも婚姻が可能になった（143条）
ことに伴い、同性カップルによる共同養子縁組も可能となった。
ｂ）連れ子養子縁組
では、カップルの一方の実子（連れ子）を他方が養子縁組することは
可能だろうか。婚姻夫婦の場合は可能とされており、共同での親権行使
が可能となる（365条）が、非婚カップルについては明文がなく、下級
審で判断が分かれていた69。しかし、破毀院は、同性カップルの場合の
連れ子養子縁組（実母と養母、実父と養父となる）を否定する判断を下
した。母親に対してのみ親子関係が定立している子を、母親とパックス
を結んでいる女性が単純養子に望んだケースについて、破毀院は、実母
が今後も子と暮らすことを予定しているにもかかわらず単純養子縁組に
よって実母の親権が奪われてしまう結果になることを重視し、当該養子
縁組を認めなかった70。なお、単純養子縁組をした後で、親権行使の委
譲（後述）を行うことによって、実母に親権の行使を取り戻すという可
能性についても、同判決は、それが養親のみに親権を与える単純養子縁
組の趣旨と矛盾すると評価した71。
そこで、そもそも365条が婚姻夫婦にしか連れ子養子縁組を認めてい
ない（と解釈された）ことの憲法適合性72、および欧州人権条約適合性73
が争われるに至った。憲法院は、次のように述べて、365条の憲法適合
69

実親のパートナーによる単純養子縁組を認めたものとして、TGI Paris, 27

juin 2001, Dr. fam. 2001, comm. n°116, obs. P. Murat 等、否定したものとして、
TGI Riom, 27 juin 2006, RJPF 2006, n°9, p.22, note C.Mécary がある。
70

Cour Cass. 1re civ., 20 févr. 2007, D. 2007. Jur. 1047, note Vigneau, Chron. 891,

par Chauvin ; Dr. fam., avril 2007, p.33 note Pierre Murat ; AJ fam. 2007. 182,
obs. Chénedé ; RTD civ. 2007. 325, obs. Hauser.
71

齊藤・前注（65）131頁。

72

Cons. const., 6 oct. 2010, n°2010-39-QPC, D. 2010. Jur. 2744, note Chénedé ;

AJ fam. 2010. 487, obs. Chénedé ; RTD civ. 2010. 776, obs. Hauser.
73

CEDH 15 mars 2012, Gas et Dubois c. France, n°25951/07.
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性を肯定した74。すなわち、365条の存在は、実親が現実にパートナーと
ともに生活をして養子を育てることの妨げには何らなっておらず、普通
の家族生活を営む権利を侵害してはいないとしたうえで、共同養子縁組
に関して婚姻カップルと非婚カップルとの状況の違いに応じて異なる取
り扱いをすることは、子の利益の観点から正当化されるとした。また、
欧州人権裁判所も、365条に性的指向に基づく差別はないと判断した。
すなわち、婚姻はそれによる義務を引き受ける者に特別な地位を与える
ものであるため、連れ子養子縁組について、婚姻夫婦とそれ以外のカッ
プルとが同様の法的状況にあると評価することはできないとした。また、
男女カップルであっても非婚の場合は連れ子養子縁組ができないことか
ら、性的指向に基づく取扱いの違いはないとした。
これらの判断によれば、婚姻夫婦のみが連れ子養子縁組が可能である
のは、非婚カップルとの状況の違い、すなわち、婚姻夫婦のみが引き受
けている義務によって正当化されていることになる。
２

親権行使の委譲
親権行使の委譲とは、親権者が、それを必要とする状況がある場合、

裁判官の承認を得て、親権の一部または全部を第三者（近親者等）に委
75
譲するというものである（377条以下）
。特に、2002年３月４日の法律
76
第305号により、
親権の一部の委譲（分担委譲）
が可能になったのだが、

これは、再構成家族（ステップ・ファミリー）における継親の地位に対
応しようとして作られたものであった。これは、委託者と受託者との間
での親権の共同行使になるのではなく、あくまでも委託者が有している
親権が受託者にうつる
（委譲される）
ことを意味するものである。だが、
74

本判断については、井上武史「フランス憲法院への事後審査制導入の影響

―通常裁判所の法解釈に対する違憲審査―」岡山大学法学会雑誌62巻１号（2012
年）161頁以下に詳細な紹介がある。
75

親権の委譲の詳細については、白須真理子「フランス法における親権の第

三者への委譲（１）
（２）
（３・完）
」阪大法学60巻１号～３号（2010年）
。
76

父母が共同で、あるいは各々が、家族構成員や近親者、第三者に親権行使

の一部を委譲するもの（民法典377条１項）
。
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例外的に、子どもの教育にとって必要である場合に、委託者と受託者と
が共に親権を行使することが可能である（377-1条２項）。よって、現実
に親としての責任を負っているカップルが、親権行使の一部委譲によっ
て、親権を共同行使する可能性が生じることになる。
親権の委譲については、同性カップルにも認められるとした判例があ
る。破毀院第１民事部2006年２月24日判決77は、「民法典377条１項は、
それが必要な状況であり、その措置が子の最上の利益に合致する限り、
単独で親権を保持する母親が、その全部または一部を自らが安定した継
続した生活を共に送る同性の人に委譲することを妨げない」としたうえ
で、本件の子どもたちの健全な発達、本件カップルの安定的で調和のと
れた関係、X1が日常的に長距離を移動する職業に従事していること（母
親が養育役割を果すことができないおそれの存在）を考慮したうえで、
親権の一部委譲に法的根拠があると判断した。下級審でも、単に養育機
能を分かち合うにすぎない（それによって法的親子関係という「血族関
係」が生じるわけではない）として、
親権の委譲を認めたものがある78。
同性カップルと子どもの問題に関しては、同性カップルが人工生殖等の
・・・
方法により、
「彼らの子どもをつくり出すこと」
（「血族関係」の発生）、
すなわち “homoparenté” は禁止されているが、同性カップルが養育の
機能を引き受けること、すなわち “homoparentalité” については認めら
れるというのが、一応の到達点となっている79。

77

女性 X1が、
パックスを締結している相手方の女性 X2に、
自身の２人の子（法

的父子関係なし）の親権の一部を委譲することの許可を裁判所に求めたのが本
件（Cass. 1re civ., 24 février 2006, D. 2006. 897, note D. Vigneau）
。谷口・齊藤・
大島『性的マイノリティ判例解説』前注（66）
・210頁［齊藤笑美子］
。
78

TGI Paris, 28 mars 2008, AJ fam. 2008. juin, p.249, obs. F. Chénedé（委譲を

認容）
．さらに、レズビアンカップルの双方に子どもがいる場合に、相互に
相手方に親権行使を委譲することを認めたものとして、TGI Lille, 3

e

ch., 11

décembre 2007, AJ fam., 2008. mars, p.119, obs. F. Chénedé. 他方、破毀院第１民
事部2010年７月８日判決は、一部移譲の必要性および子の利益について十分な
立証がなされていないことを理由に、
レズビアンカップルの請求を斥けている。
79

Hugues Fulchiron, Parenté, parentalité, homoparentalité, D. 2006, p.876.
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※2013年５月17日の法律により、同性カップルでも共同養子縁組、連れ
子養子縁組が可能となったことは、homoparenté の一部を認めたこ
とを意味する。ただし、父性推定や生殖補助医療に関しては、本法律
では改正されていない。
社会上の父母と婚姻をした父母
（で養子縁組をした父母）との違いは、
共同養子縁組の可否にある。２年以上継続している婚姻夫婦のみが共同
養子縁組をすることができる。つまり、養子との間で、カップルの双方
が、法的親子関係、血族関係を発生させることができる。これに対し、
婚姻をしていない社会上の父母の場合、法的親子関係を有するのはカッ
プルの一方との間だけであり、他方との間では、せいぜい親権行使の委
譲によって親としての責任を分担できる程度である。この違いは、なぜ
・
生じるのだろうか。婚姻時に夫婦が養育責任を引き受けているのは、妻
・・・・
が生む子であって、第三者である養子は含まれていないのであるから、
第１項と同じ説明は不可能である。また、夫婦にすでに実子がいる場合
であっても、養子をとることができるのであるから、不妊を埋め合わせ
るためのものでもない。ここに、婚姻がもつ新たな「正統性」を見いだ
すことができる。すなわち、
「婚姻」は、妻が生んだ子に限らず、未成
年子を養育するためにふさわしい結合であるという位置づけである。で
は、このような位置づけを正当化できるものは何であろうか。考え得る
のは、婚姻のみが解消自由ではなく、解消に一定の制約があり、未成年
子に安定的な養育環境を与えることができるという点であろう。とはい
え、度重なる改正により、フランスでも今日では、離婚は相当程度容易
になっており、この点での婚姻の「正統性」根拠はかつてほど盤石では
ない。そのことは認めつつも、やはり、そもそも解消自由が大前提であ
る非婚結合と婚姻とは異なると考えられているようである80。
第１節小括

80

Benoît de Boysson, Mariage et conjugalité, supra note 18, p.287, p.394,

François Terré et Dominique Fenouillet, Droit civil, La famille, supra note 5,
p.703.
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本節での検討を通して、
「非婚」と比較した場合のフランスの「婚姻」
の特徴を明らかにすることができた。すなわち、「婚姻」は、妻が生ん
だ子を協力して養育することを前提とした法的な結合であるという点で
ある。よって、婚姻夫婦は、子の養育のために必要な（とフランス法が
考えている）法的義務・法的責任を負っており、この点で、非婚のカッ
プルや父母と異なる。関係解消も、離婚が自由化されてきたとはいえ、
非婚結合と比べると容易ではない。これらのことから、さらに、夫婦の
実子に限らず、養子を共同して育てる適性が承認されている。未成年子
を養育するためにふさわしい結合というわけである。このような婚姻の
「正統性」
（特別扱い）は、婚姻夫婦のみがそれに見合った法的義務・法
的責任を負っていることによって正当化されているということが重要な
点である。
表３：フランスにおける婚姻とその他の結合との違い
婚姻

パックス

婚姻結合

内縁
非婚結合

法的結合

事実上の結合

家族を形成するもの

共同生活のためのもの

挙式（当事者の意思表明）あり

当事者の申述あり

共同生活にかかる法的義務・効果あり
貞操義務・子育て義務（203条）あり
関係存続が前提：離婚には要件あり
（離婚後扶養責任）

法的義務なし

一方的解消可能
（財産関係清算）

解消自由

家族形成に関する効果あり
（父性推定・姻族関係・相続権・共同
養子縁組・連れ子養子縁組可能）
カップルに生まれた子に関しては同じ扱い
社会保障に関しては原則同じ扱い（遺族年金など除く）

第２節

日本

日本の文脈においても、フランスの分析で用いた参照軸を利用してみ
ることにしたい。すなわち、
「法律上の婚姻」
とは異なる他のカップル（日
本ではもっぱら「内縁」81）と比較した場合の「法律上の婚姻」の特徴と
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は何か（第１款）
、そして、非法律婚の父母と比較した場合の「法律上
の婚姻」をしている父母の特徴とは何か（第２款）をそれぞれ検討する。
第１款

内縁との相違

「法律上の婚姻」とは異なるカップル、すなわち「内縁」とは何か。
フランスでは、民法典上に「内縁」の定義規定が存在するが、日本にお
いては、判例を丹念に追っていくしかない。最二小判昭和33年４月11日
民集12巻５号789頁は、
「いわゆる内縁は、婚姻の届出を欠くがゆえに、
法律上の婚姻ということはできないが、男女が相協力して夫婦としての
生活を営む結合であるという点においては、婚姻関係と異るものではな
く、これを婚姻に準ずる関係というを妨げない」、「内縁も保護せられる
べき生活関係に外ならない」と判示した。つまり、内縁とは、「男女が
相協力して夫婦としての生活を営む結合」＝「婚姻に準ずる関係」＝法
的に「保護せられるべき生活関係」ということになる。そのような関係
にあると認められる「内縁」とは、具体的にはどのような関係を指すの
だろうか
（第１項）
。そして、
どのような効果が認められるのだろうか（第
２項）
。この作業を通して明らかになる「内縁」と比較することにより、
日本の「法律上の婚姻」の特徴に迫ってみたい。
第１項

構成要素の比較

従来の裁判例を分析する82と、これがあれば「内縁」と認定される・
されやすくなるという積極的要素（１）と、これがあれば「内縁」と認
定されない・されにくくなるという消極的要素
（２）
があることが分かる。
81

判例・裁判例の一般的用法に従い、
本設では、
「事実上の婚姻」
「
、事実婚」も「内

縁」に含めて検討する。なお、
内縁にも該当しない非婚カップル、
いわゆるパー
トナーシップ関係については、分析対象とするほどの判例の蓄積がないため、
必要に応じて当該判例（最一小判平成16年11月18日判時1881号83頁）に言及す
るに留める。
82

二宮周平『事実婚の総合判例解説』
（信山社、2006年）に掲載の諸裁判例123

件を基にし、それに近年の内縁に関する裁判例を加えて、分析対象とした。
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積極的要素

「内縁」と認定される積極的要素としては、
挙式や親族への周知（ａ）、
一定期間の同居協力関係（ｂ）
、
夫婦としての認識（ｃ）が挙げられる。
ａ）挙式あるいは親族への周知
挙式がなされている場合、その後の同居期間が短いなどの事情があっ
ても、内縁と認定される傾向が強い83。だが、挙式がなく、同居期間が
短い場合であっても、親族の結婚式に夫婦として出席していた、挙式予
定であった、
葬儀に「妻」として列席したなどの事実があった事例では、
内縁と認定されている84。これに対し、
そのような事情がない場合には、
85
「男女の一時的な結合関係にすぎないと見る余地がかなりある」
、
「実質
86
的な婚姻関係にあったかどうか極めて疑わし」
い、といったことから、

内縁との認定がなされていない。つまり、周囲、とりわけ親族への当該
関係性の周知があったかどうかが重要な判断要素の１つとなっている。
フランスと比較した場合、これらが内縁認定の一要素になるというの
は、日本ならではの特徴といえる。フランスでは、挙式はまず役所です
るものであり、挙式をすれば必ず婚姻になるため、挙式が内縁認定の要
素になることはない
（挙式は婚姻と認定する際の要素である）。むしろ、
挙式をしていないことが内縁の特徴であると捉えられている。また、フ
ランスでは、親族への周知などが内縁認定の要素となることもない。日
・・・・・・・・
本においては、「内縁」は婚姻と同視できる関係でなければならず、そ
の「婚姻」とは、
親族に夫婦と認められることを意味するという意識が、
ここに反映されているように思われる。
ｂ）一定期間の同居協力関係

83

千葉地佐倉支判昭和49年７月15日交通民集７巻４号1026頁、東京高判昭和47

年11月30日判時691号27頁ほか。
84

大阪地判昭和60年４月19日交通民集18巻２号537頁。

85

東京地判昭和49年７月16日判時760号65頁。

86

福岡地小倉支判昭和47年２月28日交通民集５巻１号294頁。
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挙式がない場合であっても、ある程度の同居期間があり、当事者間の
協力関係が見られる場合は、内縁との認定がなされている。例えば、岐
阜家審昭和57年９月14日家月36巻４号78頁は、７年近くの同棲があり、
一方の事業の売上金を他方が管理するなどの事実があった事例につき、
「事実上の婚姻関係即ち内縁と判断される」としている。
フランスにおいても、共同生活の存在とその継続性は、内縁認定の際
に最も重視される要素となっており、これは日仏で共通の要素といえそ
うである。
ｃ）一定期間の協力関係＋夫婦としての認識
以上に対し、挙式も継続的同居もない事例では、内縁との認定はなさ
れ難い。将来の婚姻についての合意があって関係を続けていたものの関
係解消に至った事例では、内縁ではなく婚約関係にあったというべきで
あるとして、内縁との認定が否定されている87。また、婚姻の届出をし
ない選択をし、16年間関係を継続していたが、同居せず、生計も別であっ
た事例では、内縁と認める「余地がない」と判示されている88。これら
を見れば、継続的な同居が内縁認定の要件となっているように見える。
しかし、他方で、継続的同居がなくとも、
「両人に、内縁関係を成立
させようとする合意が存在したこと」
、仕事の性質や一方当事者が離婚
直後であるといった「諸般の事情を総合すれば、本件のような生活の仕
方も同居生活の一つの形態と認められ」ることから「内縁の事実が存在
した」と認定した事例89、
「精神的にも日常の生活においても相互に協力
し合った一種の共同生活形態を形成していた」こと、当事者間に「夫婦
と同様の認識」があったことから、
「事実上の夫婦」と認定して、法的
効果
（死亡退職手当の受給権）
の付与が認められた事例90も存在している。
これらを見れば、挙式も、継続的な同居もない場合であっても、当事
者の合意内容・当事者の当該関係に対する認識により、
「内縁」と認定

87

仙台高秋田支判昭和38年１月28日家月15巻７号89頁。

88

最一小判平成16年11月18日判時1881号83頁。

89

福岡地判昭和44年８月26日判時577号90頁。

90

大阪地判平成３年８月29日家月44巻12号95頁。
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される可能性があることが分かる。
２

消極的要素

「内縁」認定の消極的要素としては、配偶者の存在（ａ）、近親関係の
存在（ｂ）が挙げられる。なお、同性間結合であることが消極的に評価
されるか否かについては、未だ裁判例がない（ｃ）。
ａ）配偶者の存在（重婚的関係）
いくら継続的同居協力関係があり、当事者に夫婦としての認識があっ
たとしても、当事者の一方あるいは双方に法律上の配偶者がいる場合に
は、
内縁と認定されない可能性がある。とりわけ、当該関係の存在によっ
て、法律上の配偶者との関係が破綻するに至った場合、当該関係は法律
の保護を受けるべき生活関係とはいえないとして、法的効果の付与が否
定される傾向が強い91。とはいえ、離婚することになっているとの言葉
を信じて関係を続けていたような場合には、
少なくとも当事者間では「法
律上有効な」「内縁関係」であると認定した事例92も見られる。また、
法律上の配偶者との関係が実体を喪失している事実があれば、その破綻
の原因に対する当事者の有責性は問題とならないとの立場をとる裁判
例93も存在する。だが、法律上の配偶者との関係が破綻していないにも
かかわらず、内縁としての法的保護を認容した例はない。したがって、
重婚的内縁の場合には、競合する法律上の婚姻が事実上離婚状態にある
ことが最低限必要であることになる。
では、どのような事実があれば、法律上の婚姻の破綻が認定されるの
であろうか。この点につき、最一小判昭和58年４月11日民集37巻３号
270頁は、法律婚夫婦が「事実上婚姻関係を解消することを合意したう
え別居を繰り返して」いること、妻に対し「事実上の離婚給付としての

91

東京地判昭和46年７月19日判時647号68頁ほか。

92

東京地判昭和62年３月25日判タ646号161頁。

93

東京地判昭和63年３月28日訟月34巻10号2044頁、東京地判平成５年３月３日

判タ859号129頁。
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性格を有していたとみられ」る経済的給付をしていること、妻としても
「別居以後は共同生活を伴う婚姻関係を継続維持しようとする意思がな
かったと認められる」ことから、当該婚姻関係は「事実上の離婚状態に
あった」
、
「婚姻関係は実体が失われて形骸化し、かつ、その状態が固定
化していた」との原審の判断を正当としている。
要するに、内縁認定にあたっても、事実上、当該関係が二者による排
他的共同生活関係であることが必要とされているということである94。
これは、重婚を禁止する民法の婚姻規定の影響によるものといえよう。
ｂ）近親関係
民法が定める婚姻障害に該当する近親関係にある当事者には、内縁と
しての法的保護も認められないのだろうか。この点につき、最一小判昭
和60年２月14日訟月31巻９号2204頁は、亡夫の前妻との間の子どもと亡
夫の妻（寡婦）との関係（直系姻族一親等）について、「仮に・・内縁
関係にあったとしても、厚生年金保険法３条２項の規定にいう『婚姻の
届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者』には当た
・・
らない」と判断した。近親関係にある当事者の場合、内縁との認定はあ
・・
りうるとしても、
「婚姻関係と同様の事情にある者」とは認定しえない
ということであろうか。ここに、
近親者間では「婚姻」しえないという、
民法上の婚姻障害規定の影響が見て取れる。
これに対し、最一小判平成19年３月８日民集61巻２号518頁は、おじ
と姪との関係（傍系血族三親等）について、当該関係が「形成されるに
至った経緯，周囲や地域社会の受け止め方，共同生活期間の長短，子の
有無，夫婦生活の安定性等に照らし，反倫理性，反公益性が婚姻法秩序
維持等の観点から問題とする必要がない程度に著しく低いと認められる
場合」にあたるとして、
「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」とし
て遺族年金の受給権を認める判断をした。よって、近親関係にあっても
「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」としての法的効果が与えられ
94

例外的に、内縁関係が重複した事例につき、先行する内縁当事者が遺族共

済年金の「配偶者」に該当するとしたものがある（東京地判昭和63年12月12日
判時1311号60頁）
。
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る可能性は認められたことになるが、その認定にはかなり厳しい要件が
課されている。つまり、
「婚姻法秩序維持等」
に十分な配慮がされており、
民法上の婚姻障害規定といかに矛盾しないか、言葉を尽くして説明がな
されている。
つまり、婚姻当事者が負う規範が内縁にも及ぶという点では、ａ）と
共通しているといえよう。
ｃ）性別？
同性カップルは内縁と認定されうるだろうか。この点について判断さ
れた裁判例は、現在のところ存在しない。男女の内縁についてのこれま
での例を見れば、内縁の認定にあたって、両者間に子どもが生まれるこ
とを前提としている必要があると判断された例はない。また、同性愛行
為は日本では犯罪ではない。加えて、従来の内縁保護は、死別・離別に
よって困窮する当事者に保護を与える必要から、発達してきたという経
緯もある。よって、これらの面から見れば、挙式をして関係性を公にし
た同性カップルや、継続的同居協力関係のある同性カップルについて、
当事者に要保護性がある場合、内縁と認定することによって法的効果を
与えることは十分に可能であるように思われる。
他方で、準婚理論による内縁保護という法的構成を採る日本において
は、法律上の婚姻に「準じた」関係として内縁に法的保護を与えている
のであるから、
現行法下で婚姻しえない同性カップルは婚姻に「準じた」
関係とはいえないとの解釈もありうる。現に、
最高裁95は、内縁について、
「男女が相協力して夫婦としての生活を営む結合である」（下線部筆者）
と明示的に述べている。したがって、この点を克服する必要があるが、
内縁としての認定が排除されていないａ）やｂ）よりも「反倫理性、反
公益性が低い」ことに鑑みれば、内縁としての認定を否定することは正
当化しにくいのではないだろうか。
いずれにせよ、内縁認定基準は、争われている法的効果が何かによっ
て、厳しくなったり緩和されたりする傾向があり、内縁とはどのような
95

最二小判昭和33年４月11日民集12巻５号789頁。
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関係かを一義的に記述することは難しい。とはいえ、以上の検討からは、
周知性、継続的同居、協力関係、当事者の「夫婦」としての自覚が内縁
認定の積極的要素となっている一方で、重婚的関係、近親関係は内縁認
定の消極的要素となっていることがうかがえる。いずれも、民法が定め
る「婚姻」といえるかどうか、
「婚姻」に近いかどうかが判断基準となっ
ており、
「内縁」と「婚姻」
（
「法律上の婚姻」
）との相違は、届出の有無
のみとなっているといえる。
第２項

法的効果の比較

内縁と認定された場合に認められうる法的効果を、裁判例および条文
から探して列挙してみよう。前述の通り、日本では、「内縁」とは、（届
出がないだけで）民法が定める「婚姻」とみなしうる結合のことをいう。
よって、「内縁」に付与される法的効果も、各種の法が定める「婚姻」
に付与される法的効果を借用する形となっている。
裁判例により、内縁にも準用または類推適用されたことのある婚姻の
法的効果は、当事者間の協力・扶助義務（752条）96、帰属不分明財産の
97
当事者間での共有推定（762条２項）
、婚姻費用分担義務（760条）98、日

96

内縁当事者の一方が賃借した土地の上に、他方が建物を建て共に居住して

いた場合に、他方に対する明渡請求がなされた事案につき、横浜地判昭和47年
８月７日判タ286号271頁は、
「内縁当事者間にあっては法律上の夫婦に準じて
・・・・・・・・・・・・・
相互に協力扶助の義務を負い、又夫婦財産関係においてもその共同生活に資す
る財産、共同生活により形成した財産の帰属、収益、処分等について法律上の
夫婦に準ずる法的取扱を受けるものと解せられる」
（傍点筆者）と述べている。
97

東京地判平成４年１月31日判タ793号223頁は、内縁当事者の一方死亡後に

当事者双方が資金を出して取得した（死亡当事者名義の）不動産の帰属が争わ
れた事例で、
「正式の婚姻関係であると、内縁関係であるとを問わず、
・・・婚
姻中夫婦双方が資金を負担し、その資金によって夫婦の共同生活の経済的基礎
を構成する財産として不動産を取得し、しかも右不動産の取得につき夫婦が一
体として互いに協力・寄与したものと評価し得る場合には、民法762条２項に
より、
・・・夫婦の共有財産として同人らに帰属するものと解するのが相当で
ある」と判示している。
98

内縁の妻が実家で療養中に支出した医療費について、関係解消後、内縁の
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関係解消時の財産分与（768条１項）100、
一方の自動車事故死の場合の生存当事者の保障金請求権（自動車賠償保
障法72条１項）
、
である。また、
条文上の根拠はないものの、裁判例によっ
て承認されたことのある法的効果として、婚約不履行／内縁の不当破棄
による慰謝料請求権、
不貞行為の相手方に対する慰謝料請求権101がある。
法律に内縁の場合にも適用がある旨が明示されている法的効果として
は、DV 加害者に対する退去命令・接近禁止命令等の措置（DV 防止法
10条１項２号）、死亡当事者が年金に加入していた場合の生存当事者の
遺族年金受給権（厚生年金保険法59条１項・３条２項、私立学校教職員
共済法25条、国家公務員共済組合法２条１項３号）、労働災害による死
亡の場合の生存当事者の遺族補償受給権（国家公務員災害補償法16条１
項、地方公務員災害補償法32条１項、労働者災害補償保険法16条の２、
１項）
、育児休業・介護休業法における「対象家族」としての考慮（法
２条４号）102、健康保険に加入している一方当事者に他方当事者が扶養さ

夫にその分担を求めた事案において、最二小判昭和33年４月11日民集12巻５号
789頁は、
「内縁が法律上の婚姻に準ずる関係と認むべきである」ことから、
「民
法760条の規定は、内縁に準用されるものと解すべきであり、従って、前記被
上告人の支出した医療費は、別居中に生じたものであるけれども、なお、婚姻
から生ずる費用に準じ、同条の趣旨に従い、上告人においてこれを分担すべき
ものといわなければならない」と判示している。
99

青森地八戸支判昭和36年９月15日下民集12巻９号2323頁は、近所の者が当

該内縁カップルを夫婦であると考えていた事実などから、第三者保護を主眼と
する「民法761条の規定が内縁関係にも準用せらるべき」として、内縁の妻が
衣料品販売業者から継続的に購入していた衣料品の残代金の支払債務につき、
内縁の夫が連帯して負うべきとした。
100

広島高決昭和38年６月19日高民集16巻４号265頁などである。ただ、当事者

の離別の場合と異なり、一方当事者死亡（死別）の場合には、財産分与規定は
類推されない（最判平成12年３月10日民集54巻３号1040頁）
。
101

大判大正８年５月12日民録25輯762頁、東京地判昭和33年12月25日家月11巻

４号107頁判時174号23頁。
102

例えば、一方が介護を必要とするような状態になった場合、他方はその介

護のため休業することができ、その間、介護休業給付金も受けることができる
ことになっている（雇用保険法61条の７）
。同旨の規定は、一般職の職員の勤
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れている場合の、
他方当事者への健康保険の適用
（健康保険法３条７項、
国家公務員共済組合法２条２項、
地方公務員等共済組合法２条２項等）、
国民年金におけるいわゆる「第３号被保険者」
（給与所得者の配偶者）
としての年金受給権（国民年金保険法５条８項）
、公営住宅への入居資
格（公営住宅法23条１号）
、議院における証言拒絶権（議院における証
103
人の宣誓及び証言等に関する法律５条の４）
などがある。

これに対し、内縁には適用されないことが審判例・裁判例において示
された法的効果としては、同居義務104、夫婦間の契約取消権105、夫婦同
氏106、配偶者相続権107、恩給法上の遺族給付108、所得税法上の配偶者控
除109、などが挙げられる。
以上をフランスの内縁と比較した場合、日本の内縁が特徴的であるの
・・
・・
は、それが「事実上の結合」ではなく、
「事実上の婚姻」であることに
ある。フランスでの「事実上の結合」か「法的な結合」かという分類で
言えば、日本の内縁は、
「法的な結合」としての性格を色濃く有してい
る（！）
。フランスとは異なり、日本の内縁の当事者には、（判例により
ケースバイケースではあるが）協力・扶助義務、扶養義務、婚姻費用分
担義務、日常家事債務の連帯責任、貞操義務が課されるからである。同
務時間、休暇等に関する法律20条1項などにも見られる。
103

議院での証言によって、
「当該証人又はその配偶者（婚姻の届出をしないが、

事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。
）
、
・・・が、他人からその身体
又は生命に害を加えられた場合」に、
被害者への給付を行うことを定めている。
104

名古屋高決昭和33年12月20日家月11巻３号132頁は、内縁関係にあった当事

者の一方が他方との同居を拒み、生活費も送らないことから、その者に対する
同居および扶助請求がなされた事案において、
「法律上の婚姻関係とは異なり、
内縁関係は一方当事者の解消の意思表示と事実上の婚姻関係の廃絶とさえあれ
ば解消される」として、同居請求を棄却している。
105

高松高判平成６年４月19日判タ854号261頁。

106

神戸家姫路支審昭和44年３月22日家月21巻11号156頁（結果として戸籍法

107条１項による氏の変更を認めている点に注意）
。
107

甲府地判平成17年11月２日裁判所ウェブサイト。

108

最判平成７年３月24日判時1525号55頁。

109

最判平成９年９月９日訟月44巻６号1009頁。
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居義務を除き、
「婚姻」
した夫婦とほぼ同じ義務が課されている。そして、
そのことを根拠に、帰属不分明財産の当事者間での共有推定、関係解消
時の財産分与、不貞行為の相手方に対する慰謝料請求権などの帰結が裁
判例で肯定されている。なぜ、こういった取扱いが可能かといえば、当
事者が挙式を行っているなどの事実から、婚姻夫婦と同様の意思が当事
者に存在すると考えるからである。
一方で、「内縁」が解消自由なものと考えられている点は、日仏で共
通しているといえるかもしれない。
「内縁」の場合、一方当事者が共同
生活の意思をなくし別居したのであれば、
当該関係は終了したのであり、
他方は、同居や引き続きの扶助を求めることができない。あくまでも、
当事者の自由意思によって共同生活を続けている期間中のみ、前述の義
務が課されると位置づけられている。
これに対し、
「婚姻（法律上の婚姻）」
は、解消自由ではないものとして位置づけられている。だが、この点に
ついては、日仏で完全に同じとも言い難い側面があることに注意が必要
である。すなわち、日本では、教会式の挙式を行い、「病めるときも健
やかなるときも夫婦でいる」こと、すなわち永続的な関係になることを
列席者の前で誓ったカップルであったとしても、届出をしていなければ
内縁とされるが、フランスでは、このような宣誓をしたにもかかわらず
内縁（つまり解消自由）と認定されることはない。日本では、当事者が
永続性を誓っているにもかかわらず、法的には解消自由と位置づけてい
るという点で、ズレが生じている。そのためか、日本では、内縁は解消
自由とはいえ、関係解消時の損害賠償請求が比較的容易に認められる。
他方、日本では、離婚届を提出するだけで離婚することが可能という点
で、婚姻の解消はフランスよりも容易である。財産分与の取り決めもな
く協議離婚するケースも多い（夫婦財産関係の清算や離婚後扶養がある
フランスとは異なる）
。つまり、
解消に際しての内縁と婚姻との相違は、
フランスほど大きくはない。日本では、
解消時の内縁と婚姻との相違は、
関係が破綻した後であっても、当事者の一方が関係解消を拒み続けた場
合に、その間も相手方が婚姻費用分担義務を負うか否かという点に求め
られることになる。逆に言えば、内縁の場合、一方的に関係を解消して
婚姻費用分担義務から解放されることは可能であるが、関係解消時の損
害賠償責任を負う可能性があるという構造になっている。
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以上のように、日本の内縁当事者は、婚姻夫婦とほぼ変わらない法的
義務が課されているにもかかわらず、また、永続的に夫婦でいることを
挙式で誓う場合があるにもかかわらず、
「内縁」には、婚姻夫婦には適
用されるはずの相続や氏に関する法的効果、租税法上の税制優遇が及ば
ないとされている。こういった取扱いの差異は、何によって正当化でき
るのだろうか。フランスでは、婚姻と内縁の相違は、当事者が夫婦とし
ての法的義務を明示的に引き受けたか否か（挙式によってその意思表示
をしたか否か）に求められている。しかし、日本では、同じ説明はでき
ない。では、どのように説明できるだろうか。
その検討に入る前に、見ておかなければならないものがある。本款で
検討したのは、カップル関係における婚姻と内縁との相違であったが、
子どもの存在を前提とした場合の、父母としての関係において、婚姻夫
婦と非婚の父母とでは、大きな相違があることを看過し得ない。この点
に婚姻と非婚とを分ける本質を見い出せるかもしれない。これについて、
次に検討しよう。
第２款

非婚父母との相違

「法律上の婚姻」をしている父母をその他の父母と比較するにあたっ
ても、フランスの際と同様、自然上の父母との相違（第１項）と、社会
上の父母との相違（第２項）という２点に着目することとしたい。
第１項

自然上の父母との相違

フランスと同様、日本でも、生物学上の父母が「法律上の婚姻」をし
ているかいないかで、法的親子関係のあり方には違いが生じる（１）。
加えて、日本においては、フランスとは異なり、「法律上の婚姻」をし
た父母から生まれた子、すなわち嫡出子と、それ以外の父母から生まれ
た子、すなわち非嫡出子との間の相続上の差が残っている（２）。
１

法的親子関係のあり方
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ａ）定立方法
日本の場合、法的母子関係は、母が婚姻していようといまいと、出産
によって定立することとなっている110。母に選択権がない（産めば必ず
法的責任を負う）点で、出生届への記載や認知によって法的母子関係が
定立するフランスとは大きく異なるが、母の法的地位に関しては、婚姻
しているか否かで差がないことになる。
これに対し、法的父子関係の定立方法は、子の母が婚姻しているか否
かにより違いがある。まず、民法の前提によれば、子の母が婚姻してお
り、その婚姻中に懐胎した子（＝婚姻後200日以後離婚後300日以内に生
まれた子）は、夫の子であると推定される（772条）111。つまり、嫡出推
定により自動的に法的父子関係が定立されることになる。それ以外の場
合、すなわち、子の母が婚姻しているものの嫡出推定期間外に子が産ま
れた場合、および子の母が婚姻していない場合は、法的父子関係は認知
により定立される（779条以下）
。これは、かつてのフランス法と同様で
あり、公示と貞操義務とを前提とした、婚姻とは自分の子を産む女性が
誰かを宣言するものだという理解がそのまま採用されていると評価でき
る。
だが、判例法理の発達により、今日の状況は民法の前提とは異なって
いる。まず、父母の婚姻後200日以内に生まれた子どもについても、夫
婦間に生まれた子である以上、認知準正を経ずとも嫡出子として扱われ
ることとなった（大連判昭和15年１月23日民集19巻54頁）
。つまり、民
法772条の嫡出推定は受けないが、嫡出子として届け出ることができ、
戸籍にもそのように記載できるとしたのである。とはいえ、当該子は、
嫡出推定を受けないとされていることから、法的父子関係の定立方法と
しては、
嫡出推定でもなく認知でもない、
第三の方法（出生届への記載）

110

民法は、母が非婚の場合には、認知によると定めている（779条）が、最二

小判昭和37年４月27日民集16巻７号1247頁以降、いわゆる分娩者＝母ルールが
確立している。
111

当該子どもが自分の子であることに疑義がある場合、夫は子が嫡出である

ことを否認できる（774条）が、そのためには、子または妻に対して、原則と
して１年以内に訴訟を提起しなければならない（775条、777条）
。
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・・
が出現したといえる。これにより、妻が婚姻中に出産をした子である場
合、夫が父となるという運用になっている。ただ、この方法により定立
した父子関係を否定するには、嫡出否認の訴えによる必要はなく、親子
関係不存在確認訴訟で足りる（大判昭和15年９月20日民集19巻1596頁）
点が、いわゆる「推定される嫡出子」との大きな相違となっている112。
次に、
婚姻200日以後・婚姻解消後300日以内に生まれた子ではあるが、
夫が出征していたり、長期間別居しているなどして、外観上明らかに夫
の子である可能性がない場合について、最高裁は、嫡出推定が及ばない
ものとしている113。また、近年では、婚姻解消後300日以内に生まれた子
について、離婚後の妊娠であるという医師の証明書を添えて出生届を提
出すれば、嫡出推定が及ばないものとして取り扱われるに至っている
（2007年５月７日法務省民事局長通達）
。さらには、真の父を相手とする
認知調停・認知の訴えを起こし、審判・勝訴判決を得ることにより、真
の父の子としての出生届をするという手段も利用されている。懐胎時の
婚姻と父子関係との連結は弱まっているといえよう。
他方、子の母が出産時にも婚姻していない場合には、民法の前提の通
り、認知によって父子関係が定立される。任意に認知が得られない場合
には、
子や子の母から認知の訴えを提起することも可能である（787条）。
その場合、「内縁の妻」が内縁関係継続中に懐胎した子については、そ
の父親が「内縁の夫」であると推定されるため、それを覆す立証を「内
縁の夫」がしない限り、認知が認められるとした判例がある（最判昭和
29年１月21日民集８巻１号87頁）
。内縁夫婦も貞操義務を負うことを前
提としていると評価できる。
以上を総合すれば、親子関係の定立の場面において、父母が婚姻して
いるか否かで異なるのは、法的父子関係を成立させるのに別途、認知と
いう手続が必要か否かという点であるといえる。母が非婚の場合のみ、

112

また、
「推定されない嫡出子」の場合は、第三者に対して認知請求訴訟を提

起することが可能である（最判昭和41年２月15日民集20巻２号202頁）という
特徴もある。
113

最判昭和44年５月29日民集23巻６号1064頁、最二小判平成10年８月31日付

の２つの判決（判時1655号112頁、家月51巻４号75頁）等。
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認知によって父子関係が定立することになっている。このことは、父に
よる子の引き受け方の違いとして理解することが可能であろう。婚姻の
場合は、婚姻時に妻が将来産む子について親としての責任を負うことに
同意している114といえるし、また、妻の出産時に婚姻していて父として
出生届を出したのであれば夫がその子を引き受ける意思があると見るこ
とができるが、非婚の場合はそうとはいえないというものである。
ｂ）親権の帰属・行使
親権の帰属・行使の場面では、父母が婚姻しているか否かでどのよう
・・
な違いがあるだろうか。現行日本民法は、
「成年に達しない子は、父母
・
の親権に服する」
（傍点引用者）と一般的に規定している（818条１項）
が、父母が共同して親権を行使することが前提となっているのは、父母
の婚姻中のみである（818条３項）
。父母が離婚した場合は、そのどちら
か一方が親権者となる（819条１項・２項）
。その際、一方を親権者とし、
他方を監護者とすることも可能であるし、親権者でない他方に面会交流
を認めることも可能とされている（766条）
。
これに対し、婚姻していない父母の場合には、親権は、原則として母
による単独行使となり、父が認知をした子について、父母の協議で父を
親権者と定めた場合のみ、父による単独行使となる（819条４項）。婚姻
していなくとも父母が協力して子を育てることは前提になっておらず、
父が認知をした場合であっても父母いずれかの単独親権となる点で、共
同親権を認めるフランスとは大きく異なるように見える。しかし、実質
を見れば、この点に関する既婚父母と非婚父母の違いはそれほど大きく
ないようにも思われる。例えば、非婚父母の場合、共同親権とならない
とはいえ、認知がなされていれば、父母ともに子どもに対する扶養義務
を負う（877条１項）
。裁判例によれば、その父母の扶養義務は、どちら
に親権があるかに関わりなく、同順位のものであるとされている115。ま

114

ただし、日本の民法には、この義務を婚姻夫婦に課す旨の明文規定（フラ

ンスの203条のような規定）はない。
115

非嫡出子の父母（内縁関係はない）について、仙台高決昭和37年６月15日

家月14巻11号103頁。
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た、非婚の父母であっても、子の監護権の帰属や面会交流のあり方に関
して、婚姻夫婦の離婚時と同様に、当事者間で取り決めたり、家裁に審
判を求めることができる（788条）
。さらに、近時では、非婚父母が同居
し子を協力して育てていたが、父母間の関係が破綻し親権争いが生じた
事例において、非婚の父母に「実質的な共同親権」があったことを前提
に親権の帰属を判断しようとする審判例が登場している116。このように、
非婚父母間に同居協力関係がある場合には、柔軟に解釈・運用されてい
く可能性が多分にあるといえよう。
ｃ）戸籍等における表記
以上に対し、婚姻している父母と婚姻していない父母との間で歴然と
存在する差異は、戸籍上の表記にある。父母が婚姻している場合のみ、
子ども（嫡出子・準正子）は、父母と同じ氏を称し（790条１項）、父母
と同じ戸籍に入る（戸籍法６条、14条、18条１項）
。これに対し、父母
が婚姻していない場合には、子どもは原則として母の氏を称し、母と同
じ戸籍に入る（民法790条２項、戸籍法18条２項）。だが、父が認知をし
たうえで、家庭裁判所の許可を得た場合は、父と同じ氏になり、父の戸
籍に入ることもできる（民法791条１項、
戸籍法６条）。なお、かつては、
戸籍上の続柄の表記が、嫡出子の場合は、
「長女」「長男」等であるのに
対し、非嫡出子の場合は、
「女」
「男」等であるという違いが存在した。
今日では、非嫡出子の場合であっても、
「長女」
「長男」等と表記しうる
こととなっている（2004年法務省通達、民一第三〇〇八号民事局長通達
２及び４）。また、住民票における表記についても、嫡出子と非嫡出子
での差異がなくなっている。
フランスと比較した場合、親権の帰属や子の戸籍表記、子の氏に、父
母が婚姻しているか否かの違いが生じる点が日本の特徴といえるが、後
二者は、相続のあり方と無関係ではないだろう。

116

横浜家川崎支審平成23年４月４日家月64巻11号58頁。なお、本件第二審は

この考え方を採用していない。
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子の相続分
親子関係のあり方に差異があるとはいえ、目下、父母が婚姻している

か否かによる相違で最も大きな問題となっているのが、子の法定相続分
の差異である。すなわち、
現行日本民法では、
非嫡出子の法定相続分は、
嫡出子の２分の１とされており（900条４号ただし書）、この憲法適合性
が争点となっている。しかしながら、これは、被相続人に嫡出子と非嫡
出子の双方がいた場合の相違であって、婚姻している父母と婚姻してい
ない父母の相違とは直結しないことに注意が必要である。婚姻していな
い父母が、双方とも、一度も婚姻しなかった場合、その父母から生まれ
た兄弟姉妹（非嫡出子）間の法定相続分は均等である。むしろ、配偶者
相続分がない分、子どもが手にする相続分は、父母が婚姻していた場合
よりも増加する。よって、非嫡出子と嫡出子の法定相続分の違いは、被
相続人に配偶者と非婚の相手方の双方がいた場合の子どもの間の違いと
いうことになる。
この差異の妥当性に関し、最高裁は、合憲との解釈を維持してき
117

た 。その際のロジックは、民法900条４号ただし書が、「法律上の婚姻
の尊重」と「非嫡出子の保護」のバランスをとったものであるというも
のである。また、法律が、嫡出子と非嫡出子を区別している以上、両者
には何らかの違いがなければならないという補足意見も出されている。
だが、婚内子と婚外子には、既に見たように法的親子関係のあり方にお
いて違いがあるのであり、両者の違いが相続分の差として存在しなけれ
ばならない必然性はないであろう。また、
「法律上の婚姻の尊重」が意
味するところの曖昧さについては、既に本連載（１）において指摘した
ところである。おそらく、従来の最高裁の念頭にあったのは、配偶者の
いる者が不貞行為により婚外子をもうけた場合に、婚内子も婚外子も同
じ相続分とすることへの躊躇なのだろう。
これに対し、近時では、同規定を違憲とする下級審判決が相次いでい
る118。さらには、最高裁大法廷への回付も注目を集めている。このよう
117

最大判平成７年７月５日民衆49巻７号1789頁。

118

東京高判平成22年３月10日判タ1324号210頁、大阪高決平成23年８月24日判
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な潮流から、子の相続分に関しては、父母が婚姻しているか否かによる
相違は近い将来、解消するように思われるが、どのような理由により違
憲と判断されるのか、それによって、
「法律上の婚姻」概念にどのよう
な変化があるのか、より一層の分析が必要となろう。
フランスと比較した場合、日本における自然上の父母と法律婚をした
父母との違いは、子との法的父子関係の定立方法、親権の帰属と行使、
子の氏や戸籍編製、子の相続分と、多くの場面で残っている。これらの
違いはすべて、父母が婚姻していないのであれば、その子は原則として
母単独で育てる（べき）という前提からくるものと理解できる。父母双
方に子を養育する意思がある場合でも、法制度がこのような前提を押し
つけているのである。フランスにおいては、父が子（の養育責任）を引
き受ける方法の違いはあるものの、父母がいるならば子はその２人に育
てられるものだという原則が確立していることに鑑みれば、日本の婚姻
の特徴は、子どもを父母が協力して養育することが前提となっている唯
一のものだという点に見いだせる。だが、なぜそうなっているのだろう
か。前款で考察した通り、内縁も婚姻夫婦と同様の意思と実態を有して
いるのであれば、なぜ親権の帰属・行使においても、同じ取扱いをしな
いのだろうか。この取扱いの差異を、届出の有無によって、正当化する
ことはできないのではないだろうか。
第２項

社会上の父母との相違

日本において、血縁がなくとも子の「父母」となりうる手段としては、
第三者の子との養子縁組（１）と連れ子養子縁組（２）が考えられる。そ
れぞれ、
父母が婚姻している場合と婚姻していない場合を比較してみよう。
１

未成年養子縁組
血縁のない未成年者を養子にとる場合、普通養子縁組と特別養子縁組

時2140号19頁（確定）
、名古屋高判平成23年12月21日判時2150号41頁。
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がある。普通養子縁組は、
婚姻していない父母であっても可能であるが、
養親となる者が婚姻しているか否かで異なる取扱いとなっている（ａ）。
また、特別養子縁組は、婚姻夫婦しか養親になることができない（ｂ）。
ａ）普通養子縁組
婚姻をしている者が未成年者を養子とする場合は、配偶者とともにし
なければならない（795条）
。また、15歳未満の養子を離縁する場合、夫
婦共同でしなければならない（811条の２）
。つまり、未成年子を既婚者
が養子にとる場合には、配偶者との共同養子縁組が前提となっている。
これに対し、
婚姻していない者であっても、
普通養子縁組は可能であり、
家庭裁判所の許可があれば、未成年者を養子とすることが可能である
（798条）が、それは単独での養子縁組となる。
ｂ）特別養子縁組
婚姻夫婦は、特別養子縁組により養子をとることが可能である（817
条の３第１項）。特別養子縁組の場合は、実方との親子関係が切断され
る（817条の２第１項、817条の９）もので、６歳未満の子どもを特別養
子とし（817条の５）
、夫婦間の実子同様に育てることが可能となる。こ
れに対し、婚姻していないカップルは、他人の子どもと特別養子縁組を
することができない（817条の３第１項）
。ここに大きな相違があり、婚
姻のみが未成年子の養育にふさわしい環境を提供できると考えられてい
ることが分かる。これは、フランスでも同様であるが、こういった婚姻
の特別扱いをフランスと同じ理由（婚姻の安定性）で正当化できるかど
うかには、慎重な検討が必要である。
２

連れ子養子縁組
婚姻夫婦の場合、
配偶者の嫡出の連れ子を、
単独普通養子縁組により、

養子とすることができる（795条ただし書）
。また、配偶者の未成年の直
系卑属を養子とする場合には、
家庭裁判所の許可を得る必要がない（798
条ただし書）。これに対し、婚姻していないカップルの一方の連れ子に
関しては、民法には何らの特別な規定もない。よって、通常の法制に従
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い、家庭裁判所の許可があれば、当該連れ子（未成年者）を養子とする
ことが可能になる（798条）ものと思われる。この場合、養親に親権が
うつるため、非婚カップルが共同で親権を行使することはできない。
ところで、婚姻夫婦の一方に連れ子がいる場合で、婚姻による親の改
姓によって当該夫婦の氏と当該連れ子の氏が異なるという状況になる場
合、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって当該連れ子は当
該夫婦と同じ氏を称することができ、氏の変更の場合に通常必要とされ
る家庭裁判所の許可を得る必要がない（791条２項）。これは、連れ子を
養子にしなくとも認められるものである。他方、婚姻していないカップ
ルの一方に連れ子がおり、氏の変更をしたい場合は、家庭裁判所の許可
を得る必要がある。
以上から、婚姻していない父母が、自らの子であれ、相手の子であれ、
第三者の子であれ、互いに協力して養育するということは、日本民法で
は想定されていないことが明らかである。婚姻は、子どもを協力して養
育することが前提となっている唯一のものとなっている。だが、このこ
とはどのような理由によって正当化できるだろうか。
第２節小括
結局、日本の「法律上の婚姻」は、内縁と比較して何が異なり、何に
よってその「正統性」が担保されているといえるのだろうか。
本節での分析を通して、
「法律上の婚姻」と「内縁」
（「事実上の婚姻」）
とを分けるものは、届出にしかないことが明らかになった。当事者の夫
婦としての義務の引き受けの有無も、関係解消の自由も、両者を分ける
ものとしては決定的ではないからである。にもかかわらず、両者の間に
は、法的父子関係の定立、親権の帰属・行使、戸籍表記、氏、配偶者相
続権や子の相続分、税制優遇の有無などの多くの差異が存在している。
そこで、
「届出をしている」者と、
「届出をしていない」者との間の差
に、これらの差異の正当化根拠を見出すしかないのだが、両者の間にあ
る違いとは何だろうか。従来から指摘されてきた通り、届出意思が「婚
姻意思」そのものとは言い切れない側面があるとすると、そこには、
「届
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出をするという義務」を果たしたか否かという違いしかないのではない
だろうか。届出義務を果たすためには、国家に届け出ることについて両
者が同意し、当事者に婚姻障害があってはならず、当事者の一方が他方
の氏を名乗ることに同意する必要がある。ところが、既に参照した通り、
日本の現在の判例法理では、婚姻障害があれば内縁とも認定され難い。
そうなると、
「内縁」と異なる「婚姻」の正統性は、「当事者が国家への
情報提供に同意した」ということと、
「当事者の一方が他方の氏を名乗
ることに同意した」
ということによってしか正当化できないことになる。
反対に言えば、このように考えることによって説明できることは多
い119。たとえば、日本において、選択的夫婦別姓の導入がこれほどまで
にこじれる理由も、このことから説明できるのではないか。選択的夫婦
別姓を導入すると、これまで日本の「法律上の婚姻」の正統性を支えて
きた１つの柱が抜け落ちることになる。
「法律上の婚姻」の正統性に関
わる大改革
（！）
であり、だからこそ、容易には実現しないのであろう。
表４：日本における法律上の婚姻とその他の結合との違い
法律上の婚姻

内縁（事実上の婚姻）

内縁とはいえないカップル

婚姻結合

準婚結合

非婚結合

法的結合

事実上の結合

届出あり

届出なし

挙式（当事者の意思表明）はある場合もあればない場合もある
共同生活にかかる法的義務・効果あり

？

関係存続が前提：離婚には要件あり
一方的解消可能
（ただし、裁判所を通さずとも協議離
（損害賠償・財産分与
婚可能、
財産分与はしなくとも離婚可能） 義務が課されうる）

解消自由

社会保障に関しては同じ扱い

？

カップル間に生まれた子は嫡出子

カップル間に生まれた子は嫡出でない子

氏・姻族関係・嫡出推定・相続権・準
正・共同親権・共同養子縁組・特別養
子縁組・連れ子養子縁組・配偶者控除

119

（夫婦としての実態を問題にせず）
形式的な届出がなされている夫婦にのみ、

配偶者相続権が認められることも、同戸籍を認めることも、配偶者控除の適用
を認める（最判平成９年９月９日訟月44巻６号1009頁）ことも、
「国家への情
報提供」の有無で説明できるように思われる。
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第２章総括

他とは違う正統な結合とは

本章では、婚姻とそれ以外との結合の間にどのような差異があり、そ
れがどのように正当化されうるかという観点から、現在の日仏法を比較
することにより「法律上の婚姻」の「正統性」の所在を探求した。それ
により、「法律上の婚姻」とそれ以外の結合との法的取扱いの差異を正
当化できるだけの根拠が、
「法律上の婚姻」の中に見出しにくいという
日本法の特徴が明らかにできたかと思う。
「当事者が国家への情報提供
に同意した」ということと、
「当事者の一方が他方の氏を名乗ることに
同意した」ということでしか説明できない「正統性」というのは、あま
りにも貧弱である。婚姻に「正統性」を求めるのであれば、当事者によ
る夫婦としての義務の明示的な引き受けにこそ、
「正統性」を見出すべ
きではないだろうか。
第１部結論
第１章での考察も踏まえて、日本の「法律上の婚姻」を分析してみよ
う。「法律上の婚姻」が「正統な結合」という特徴を有しているという
ことは、ひとまず肯定できるだろう。しかし、そこでの「正統性」とい
うものは、
フランスと同じようには説明できないのではないか。第一に、
日本とフランスの「正統な結合」の範囲には、ズレがあるように思われ
る。つまり、
「civil」の世界に限られた「正統性」であるということは、
現状の日本の「法律上の婚姻」の「正統性」の描写としては正確ではな
いであろう。法の世界と事実の世界の切り分け、民事の世界と非民事の
世界との切り分け、宗教の世界と世俗の世界の切り分けは、いずれも日
本では曖昧である。よって、
「法律上の婚姻」がもつ「正統性」は、フ
ランスの場合よりも広い範囲で通用することになる。
しかしながら、第二に、その「正統性」を支える内実は、日本よりも
フランスの方が重いといえる。このことを示す端的な例として、日本で
は、
「法律上の婚姻」がもつ「正統性」の根拠を、フランスのように、
当事者が他より重い法的義務を引き受けたこととして説明しにくいとい
うことが指摘できる。内縁当事者にも婚姻意思があるとされる一方で、
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法律婚当事者の実質的な婚姻意思の担保がなされていないからである。
「婚姻意思」が法的次元に純化されていないことがこの状況の一因とい
えよう。日本では、実質的な婚姻意思は、
「届出」とは異なる場面で表
明されることが多く、
「届出」は、
「夫婦である」ことについての国家へ
の「情報提供」である。
さらに重要なのは、第三に、
「正統性」を支える中身がフランスより
も軽いにもかかわらず、日本では、婚姻と内縁との違いがフランスと同
等（またはフランス以上）に存在していることである。それだけの違い
を、国家への「届出の有無」が正当化している構造であり、夫婦として
の義務や責任を引き受けるという当事者の意思よりも国家による形式的
把握が、
日本の「法律上の婚姻」の「正統性」を支えている。日本の「法
律上の婚姻」の「正統性」は本当に正統なものといえるのか、大いに疑
問があるといえよう。


（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）の援助を受けた。
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第２部
第１章

日本法
民事詐欺論の展開

第１節

日本民法と自然法

本稿はドイツ法の考察としてローマ法から出発した。ユスティニアヌ
ス帝によってローマ法大全が編纂され（529年から534年）
、このローマ
法大全から dolus の法理を窺い知ることができた。当時の dolus の法理
は、被害者の救済ではなく、むしろ加害者に対する制裁として機能して
いた。しかし、数世紀を経て次第に強まった自然法の影響から、被欺罔
者の意思決定自由の観点から詐欺が捉えられ、そして現行ドイツ民法典
123条１項は意思決定自由を保護する規範として理解されている。こう
したドイツ法の背景と日本法は如何に異なるか、その差異は如何なる形
において現れているか、という点を確認することが日本法における第一
の検討課題である。
第１款

詐欺の前史

第１項

19世紀以前の詐欺論

（１）封建体制の時代
①儒教の精神と自由
日本における古来の詐欺法理も、ローマ法の dolus と同様に、被害者
の救済という観点より加害者の制裁という側面が強かった。まず、詐欺
に関連する法として、718年に選定された養老律令が存在する1。律令に
おいては既に儒教の影響が顕著に見られ、律令の特色は教令教化であ

1

これは10巻から成り、その第８巻の内容が詐欺律（あるいは詐偽律）であっ

た（佐々波與佐次郎『日本刑事法制史』
（1967年）433頁。養老律令の前身は大
宝律令であり、
大宝律令は唐律を母法として成立した継受法であった（佐々波・
前掲・42頁）
。大宝律令は法典として亡逸し、現在に伝わる律令が養老律令で
ある。この点について、石井良助『日本法制史概説』
（1994年）63頁を参照。
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り2、律令の目的は勧善懲悪であって3、懲悪は律を意味したのである4。律
令的な法思想においては民事の法規範は刑事の法体系に埋没せられ5、ゆ
えに民事詐欺の性格を把握することも困難であったように思われる6。
次に、鎌倉幕府の時代においては、式目という法形式が登場する。律
令の目的は勧善懲悪であったが、しかし式目の目的は裁判の必要性で
あって、すなわち律令と式目の相違は道徳と道理の相違であった7。そし
て、この道理に合わない事柄は非道・無理・理不尽等と呼ばれ、こうし
た道理に合わない事柄を強いて行うことが当時において「自由」を意味
した8。この意味における「自由」は道理の蹂躙であり、権威の軽視であ
り、恣意の発現であって、現代において理解される意味の自由を含んで
はいなかった9。
こうした事情は江戸時代においても変わらない。江戸時代における儒
教は封建教学として支配的地位を占め、法の目的は専ら社会秩序の維持
であった10。封建社会は鎖国の実現によっても堅持され11、その結果とし
て当時の諸外国の法文化ないし法思想は、ほとんど日本へ流入しなかっ

2

この点について、石井・前掲注１・70頁を参照。

3

牧健二『改訂 日本法制史概論』
（1935年）52頁。

4

「律は違犯を責めるものである」
（石井・前掲注１・70頁）
。ただし、養老律

令における律の大半は亡逸し、詐欺律も現存していない（石井・前掲注１・64
頁）
。
5

福島正夫「明治初年における西欧法の継受と日本の法および法学」同（編）
『仁

井田陞博士追悼論文集 第３巻 日本法とアジア』
（1970年）166頁。
6

犯罪と不法行為も、明確に分化していなかった（石井・前掲注１・174頁）
。

なお、牧健二『改訂 日本法制史概論（第10版）
』
（1942年）108頁によれば、両
情和同という両当事者の自由な合意が詐偽によって害された契約は取消可能で
あった、という。しかし、そのことを裏付ける史料は、必ずしも明確ではない。
7

牧健二「御成敗式目と道理の意識」法学論叢39巻２号（1938年）２頁を参照。

8

牧・前掲注７・41頁を参照。

9

牧・前掲注７・41頁を参照。自由は、鎌倉時代以降において、我儘勝手ある

いは独断という意味として用いられていた
（渡部萬藏
『現行法律語の史的考察』
58頁（1930年）
）
。
10

この点について、石井・前掲注１・378-379頁を参照。

11

この点について、例えば井上清『日本の歴史 上』
（1963年）283頁。
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た12。
以上を要するに、少なくとも明治維新の以前において個人の権利を保
護する法は存在せず13、当時の一般人の権利観念も極めて乏しく14、権利
意識を観念し難い状況から法益保護という発想が生まれるはずはなく、
自由意思の侵害を詐欺の被侵害権利として捉える法思想も存在しなかっ
たのである15。
②翻訳語の「権利」と「自由」
今日の意味における「権利」と「自由」は開国を契機として、そして
翻訳語として導入された。すなわち、鎖国政策は1854年に破られ、開国
によって日本と諸外国の人的交流は激しく増大し、西洋文化に対する関
西周
（1829-1897）
、津田真一郎（1829-1902）
心も高まり始めた16。例えば、
および加藤弘之（1836-1916）等は、当時の蘭学者たる箕作阮甫（17991863；箕作麟祥の祖父）から教授せられ、後に西と津田は幕府の留学生
として1862年にオランダのライデン大学へ留学し17、加藤は洋書調所の
教官としてドイツ語を学び始める18。その他にも、福沢諭吉（1834-1901）
12

この点について、水田義雄『西欧法事始』
（1967年）25頁を参照。

13

井上正一「佛國民法ノ我國ニ及ホシタル影響」法理研究會（編）
『佛蘭西民

法百年紀念論集』
（1905年）54頁。小野清一郎「日本法理の自覺的展開（上）
」
法律時報14巻３号（1942年）22頁も参照。
14

「從來我邦ニ於テハ、普天ノ下、王土ニアラザルナク、卒土ノ濱、王臣ニア

ラザルナク、人民ノ生命、身体、財産、榮譽、自由ハ皆ナ君主ノ許容ニヨリテ
之ヲ享有スルモノト心得、毫モ之ヲ己レノ權利ナリト思惟スル感情トテハアラ
サリシナリ」
（穂積陳重「權利ノ感想」法学協会雑誌55号（1888年）340-341頁）
。
井上・前掲注13・55頁。小野・前掲注13・22頁も参照。
15

「徳川封建体制下において、拘束の欠如としての感性的自由が自己決定とし

ての理性的自由に転化する機会はついに到来しなかつたということが出来る」
（丸山真男『戦中と戦後の間』
（1976年。初出は「帝国大学新聞」1947年８月21
日号）303頁）
。
16

この点について、水田・前掲注12・1-34頁を参照。

17

この点について、水田・前掲注12・35頁以下を参照。

18

ドイツ語の本格的な研究の動機は、1860年（万延１）にプロイセンと締結

された日普条約であった。この点について、沼田次郎『幕末洋学史』
（1952年）
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は1861年に欧州６カ国へ翻訳方として随行し19、箕作麟祥（1846-1897）
は1867年のパリ万国博覧会の随行員としてフランスへ派遣されている20。
留学から帰還した西と津田はライデン大学の教授フィッセリング
（Simon Vissering, 1818-1888）から受けた口授の筆記を翻訳し、
「権利」
「権利」の語は、西および津田
という言葉を紹介している21。こうして、
によって定着せられた22。
これに対して、「自由」という言葉は福沢によって用いられ始めた。
福沢は、欧州随行の収穫として、
『西洋事情』
（初編は1866年）を世に送
り出し、西洋の法思想を伝えている23。そして、福沢は、自由という語
について次のように述べる。
「自主任意自由の字は我儘放盪にて國法を
も恐れずとの義に非らず總て其國に居り人と交て氣兼ね遠慮なく自か丈
け存分のことをなすべしとの趣意なり英語に之を『フリードム』又は『リ
ベルチ』と云ふ未だ的當の譯字あらず」24。この意味における「自由」は
229-230頁を参照。
19

この点について、水田・前掲注12・45頁を参照。

20

水田・前掲注12・49頁は、このことを日本におけるフランス法翻訳事業の起

源として理解し得る旨を指摘する。
21

西および津田は、英語の right に相当するオランダ語の regt の訳語として、

権あるいは権利という語を用いている。この点について、中田薫『法制史論集
第三巻 下』
（1943年）1163頁および柳父章『翻訳語成立事情』
（1982年）162頁
を参照。
津田は、Burgerlyk regt の訳語として、民法という言葉を鋳造した。
「民法
と云ふ語は津田眞道先生（當時眞一郎）が慶應四年戍辰の年に創制せられ」
「
、獨
り『民法』だけは初めから一度も變つたことが無く又た他の名稱が案出された
ことも無かつた」
（穂積陳重『法窓夜話（第９版）
』
（1927年）173-174頁）
。
22

ただし、翻訳された「権」の内容は、必ずしも今日の「権利」の意味内容

に限定されていたわけではなかった。この点も含めて、柳父章『翻訳とはなに
か 日本語と翻訳文化』
（1976年）64頁および76頁以下を参照。
23

この点について、水田・前掲注12・45頁を参照。

24

これは、
『福澤全集 第一巻』
（1898年）
「西洋事情初編 卷之一」の13頁から

引用した。さらに、
福沢は、
西洋事情の第二編において、
次のようにも述べる。
「自
由とは一身の好むまヽに事を爲して窮屈なる思なきを云ふ古人の語に一身を自
由にして自から守るは萬人に具はりたる天性にて人情に近ければ家財富貴を保
つよりも重きことなり」
、
「此自由の字義は初篇卷之一第七葉の割註にも云へる
［255］
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必ずしも身体的自由のみならず、
精神的自由をも含み得ることが窺われ、
古来日本から伝わる意味の「自由」と明らかに異なり、福沢を通じて自
由の「新」思想が伝播されたのであった25。
ただし、詐欺論と自由意思の問題は、依然として明確ではなかった。
例えば、西は、フィッセリングから、性法（自然法）の口授も受け、こ
れを筆記していた。そして、
これは神田孝平（1830-1898）によって『性
法略』
（1871年＝明治４）として訳出されている。この性法略によれば
契約成立の一要件として「雙方契約ノ意志湊合」が求められ、性法略の
「第十四編 契約ヨリ生スル人身上ノ權ヲ論ス」において詐欺は次のよう
に伝えられている。
「第十五條 一方若シ詐術ヲ以テ他ノ一方ヲ欺キ一時
26
。
心服セシムルカ如キハ意志湊合ト爲ス可ラス」

確かに詐欺が契約の不成立を導く要因として理解されていることは窺
われるが、しかし詐欺が意思に及ぼす影響と法律効果の関係は必ずしも
明らかではなく、この関係を論じた見解の登場はボワソナードを待たな
ければならなかった。この点について、引き続き検討する。
（２）フランス法の影響
①ボワソナードの自然法論
明治政府は、江戸幕府が米・露・蘭・英・仏と締結した通商航海条約
（いわゆる不平等条約）を撤廃する前提として、法典を整備する必要に
迫られていた27。当時の西欧文化の中心はフランスであったのであり、
既にオランダ法を学んでいた日本は、その母法たるフランス法へ目を転

如く決して我儘放盪の趣意に非らず他を害して私を利するの義にも非らず唯心
身の働を逞して人々互に相妨けず以て一身の幸福を致すを云ふなり」
（これは、
『福澤全集 第一巻』
（1898年）
「西洋事情二編 例言」の３頁および４頁から引
用した）
。
25

この点について、穂積・前掲注21・199頁。

26

これは、
『明治文化全集 第十三巻 法律篇』
（1957年）
「性法略」の12頁から

引用した。
27

石井良助「
『民法決議』解題」木村毅（編）
『明治文化全集 第十三巻 法律篇（改

版）
』
（1957年）39頁、
中村菊男『新版 近代日本の法的形成』
（1963年）33頁を参照。
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じた28。
まず、政府は滞仏経験を有する箕作麟祥にフランス法の翻訳を命じた
のであるが、しかし当時の日本において未だ西洋の法思想を十分に理解
し得る基礎が形成されておらず29、このことは箕作も同様であって、フ
ランス法を取り入れる作業は必ずしも順調ではなかった30。そこで、政
府は、1873年（明治６）にフランスからボワソナード（Gustave Emil
Boissonade de Fontarabie, 1825-1910）を招聘したのであった31。
日本法に与えたボワソナードの影響については、もはや多言を要しな
いであろう。それゆえ、
本稿において関連する限度において、ボワソナー
ドの自然法論を概観し32、次いで旧民法の規定を確認する33。

28

この点について、福島正夫「法の継受と社会＝経済の近代化（二）
」比較法

学４巻（1968年）３頁。なお、箕作より以前に、幕末において既に駐仏全権大
使としてパリへ赴任していた栗本鋤雲も、フランス法の重要性を日本へ伝えた
人物として重要である。この点について、中田薫「佛蘭西法輸入ノ先驅」法学
志林18巻９号（1916年）１頁以下を参照。
29

例えば、箕作は droit civil の訳字として「民権」という語を提示したのであ

るが、しかし民権という新しい熟語が十分に理解されず、他の者から「民が権
を有するとは何の事だ」という詰問を受けた、という逸話が残されている。穂
積・前掲注21・212頁および福島・前掲注28・９頁も参照。
30

この点について、大久保泰甫『日本近代法の父 ボワソナアド』
（1977年）33

頁を参照。
31

この点について、梅溪昇『お雇い外国人 明治日本の脇役たち』
（2007年）

82-83頁を参照。
32

検討の素材として、ボワソナードの性法講義を取り上げる。この性法講義

の内容はフランス実定法概念に近く（この点について、池田真朗「ボワソナー
ド『自然法講義（性法講義）
』の再検討」法学研究55巻８号（1982年）２頁お
よび11頁以下を参照）
、旧民法典の起草過程を検討する前提として、この性法
講義の概観しておくことが望ましいからである。
33

民法96条の沿革的研究として、柳澤秀吉「登記の公信力と民法九四条二項、

九六条三項の意味」法学志林70巻１号（1972年）71頁以下、松尾弘「権利移転
原因の失効と第三者の対抗要件－虚偽表示、詐欺取消および解除を中心として
－」一橋論叢102巻１号（1989年）78頁以下、中舎寛樹「民法九六条三項の意
義－起草過程からみた取消の効果への疑問－」南山法学15巻３・４号（1992年）
15頁以下、田中教雄「日本民法九六条（詐欺・強迫）の立法過程－不当な勧誘
［257］
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まずボワソナードによれば、契約は義務の原因であり、契約が義務の
原因である理由は当該契約が債務者の意思に基づいて生じるからであ
り、そして債務者が拘束される理由は自ら自由に契約し、自ら拘束し得
る能力を有するからである34、という。
この説明から、契約に由来する諸種の責任を基礎づける要素として自
由意思が考えられていることが読み取れる。問題は、自由意思と詐欺の
関係である。
ボワソナードによれば、
錯誤あるいは強暴は承諾の瑕瑾を構成するが、
しかし詐欺は錯誤を生ずるに過ぎないから、とりわけ性法の観点から論
ずるならば、詐欺は承諾の瑕瑾を成さない35、という。
ボワソナードにとって、詐欺は、錯誤と異なり、契約を解消させる原
因ではない。すなわち、ボワソナードが理解する詐欺は、そもそも自由
意思と関係しない。ところで、既に確認したように、詐欺と自由意思の
結び付きは啓蒙期自然法学説において登場し、詐欺による自由意思の侵
害が被欺罔者の救済の理由として理解されていた36。しかし、そもそも
ボワソナードの自然法論は、啓蒙期自然法学説に依拠していない37。こ

に対処する手がかりとして－」香川法学13巻４号（1994年）515頁以下、武川
幸嗣「法律行為の取消における第三者保護の法律構成序説－民法九六条三項の
意義と法理を中心に－」法学研究69巻１号（1996年）513頁以下が存在する。
民法96条に関する立法過程の詳細は、これら諸研究に譲る。本稿においては、
とりわけ詐欺と自由意思の観点から、必要な限度の概略に止める。
34

ボワソナード（井上操 訳）
『校訂増補 性法講義（復刻版）
』
（1881年）34頁。

35

ボワソナード・前掲注34・34頁、69頁、112頁および117頁。もちろん、ボワ

ソナードは、フランス法において詐欺が第三の承諾の瑕瑾として扱われている
点も指摘している（ボワソナード・前掲注34・116頁）
。なお、フランス民法の
詐欺は次のように規定されている（以下の条文は、田中周友『現代外国法典叢
書仏蘭西民法〔Ⅲ〕財産取得法（２）
［復刻版］
』
（1988年）16頁以下から引用した）
。
 1116条１項：詐欺ハ當事者ノ一方ニ依リテ實行サレタル術策ガ、此等術策
無カリセバ、他ノ當事者ハ契約セザルベカリシコトノ明カナルトキハ、之ヲ
合意無効ノ原因トス
36

この点について、本誌63巻４号197頁を参照。

37

この点について、田中耕太郎「ボアッソナードの法律哲學－特に其の自然

法思想に就て－」福井勇二郎（編）
『杉山教授還暦祝賀論文集』
（1942年）40頁
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のことからも、ボワソナードが被欺罔者の救済根拠を意思決定自由の侵
害に求めなかった理由の一端が理解されよう。
ならば、ボワソナードは詐欺を理由とする私法的救済の根拠を何に求
めるのか。この点は必ずしも明確ではない。ただし、フランス法におけ
る伝統的見解は、詐欺が無効を導く理由を、詐欺者の不誠実に対する制
裁に求める38。この点に関する伝統的解釈をボワソナードも引き継いで
いるようであり39、そしてボワソナードの指摘によると彼の詐欺論もフ
ランスにおける伝統的見解に従う内容であることが推察されるのであ
る40。
以上のボワソナードの詐欺理解は、同じく啓蒙期自然法学説に依拠し
なかったサヴィニーの詐欺理解と少なからず共通する。サヴィニーも、
詐欺が自由意思の有効性に影響を与えない点を指摘し、ゆえに詐欺を意
思決定自由の侵害として捉えず、むしろ詐欺に基づく法律効果の根拠41
を詐欺者の違法性あるいは反良俗性に求めていたのであった42。

を参照。
38

例えばドマとポティエ、そして彼ら以降のフランス法学者の詐欺論につい

て、山下純司「情報の収集と錯誤の利用－契約締結過程における法律行為法の
存在意義－（１）
」法学協会雑誌119巻５号（2002年）51頁を参照。
39

この点について、武川・前掲注33・523頁も参照。

40

ボワソナードによれば、詐欺は「全ク害アルヘク而シテ惡意ニテ即チ債主

ヲ害スルノ意アリテ爲シタル所爲」であり（ボワソナード・前掲注34・145頁）
、
「詐詭ノ本人ハ締約人ニ起セシ損害ヲ償ハサル可カラス」
、
（ボワソナード・前
掲注34・117頁）
、そして「他人ニ害を爲セシトキ裁判所ノ命ヲ以テ」
「其損害
ヲ償ハシメ」
る
「類ハ之ヲ民事ノ制裁ト云フ」
（ボワソナード・前掲注34・４頁）
。
41

法律効果に関しても、両者の理解は近い。サヴィニーは、詐欺が原状回復

を導き得る点を認めつつも、actio doli に基づく損害賠償によって代替されて
いる旨を述べていた（本誌63巻５号58-59）
。ボワソナードも、
旧民法（財産編）
312条３項の「補償ノ名義」に関して、次のように述べている。
「詐欺ノ為メ補
償ノ名義ヲ以テ合意ヲ取消スモ其取消ハ承諾ノ瑕疵アリタルカ為メ言渡ス所ノ
取消ト同一ノ性質ヲ有スルモノニ非ス」
、
「詐欺ノ補償訴権ハ専ラ対人訴権ナル
カ故ニ単ニ損害賠償ノ債権ニ過キス」
（星野英一（編）
『ボワソナード民法典資
料集成Ⅱ 後期Ⅳ 民法理由書 第２巻 財産編人権部』
（2001年）74-75頁）
。
42

既に指摘したように、サヴィニーが詐欺取消制度における法律効果の根拠
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②旧民法典における詐欺
詐欺を制裁の対象として捉え、詐欺と自由意思を結び付けないボワソ
ナードの詐欺論は、もちろん彼が起草した旧民法典へ反映されている。
旧民法典は1890年（明23）に公布され、同法における詐欺は次のように
規定された。
旧民法（財産編）
312条１項：詐欺ハ承諾ヲ阻却セス又其瑕疵ヲ成サ
ス但詐欺カ錯誤ヲ惹起シ其錯誤ノミヲ以テ前三条ニ記載セル如ク承諾
ヲ阻却シ又ハ其瑕疵ヲ成ストキハ此限ニ在ラス
詐欺が承諾を阻却しない点は、前述の性法講義において述べられてい
た。性法講義において言及されていなかった詐欺の他の性質として、ボ
として意思を重視しない理由について、彼の主知主義と表示主義が考えられた
（本誌63巻５号49頁の注224および注225を参照）
。ところで、ボワソナードはカ
トリック教徒であり、彼の自然法はトマス・アクイナスの自然法理論に依拠し
ている、という（田中・前掲注37・８頁の注（１）
、17頁、21-22頁、23頁の注
（１）および40頁）
。トマス・アクイナスが主知主義であった点も既に確認した
（本誌63巻４号179頁の注86）
。サヴィニーもボワソナードも意思の意義を否定
するわけではないが、しかし意思に優越する要素を認める点において共通し、
これが両者の詐欺解釈において制裁的要素を強調させている一要因であるよう
に思われる。しかも、このことは日本民法典起草者および同法典成立後の諸論
者においても見られる日本民法学の傾向でもあり、この点は後述する。
なお、中舎・前掲注33・41-42頁によると、
「ボアソナードのような詐欺の理
解が現在の解釈論に与える最大の影響となりうるのは、取消の機会の拡大とい
うことかもしれない。というのは、ボアソナードの理論を進めてゆけば、詐欺
の程度が重大であり、被詐欺者に損害が生じていさえすれば、たとえそれが被
詐欺者に錯誤をもたらしたことを立証しなくとも『取消』
（原状回復と損害賠
償）
を認めるという議論につながる可能性があるからである」
、
という。しかし、
「詐欺の程度が重大であり、被詐欺者に損害が生じてい（る）
」という立証が極
めて困難である点に最大の問題がある。結局、中舎が指摘する可能性は、詐欺
の立証の難易度を錯誤の立証の難易度より下げなければ、開かれない。ところ
が、ボワソナードの詐欺論は、こうした難易度の引き下げを容易に認めない内
容なのであるから、ボワソナードの詐欺論から「取消の機会の拡大」を導き出
すことは難しい。
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ワソナードは旧民法の起草過程において、詐欺が故意の行為であるこ
と43、そして詐欺が常に悪しき意味において用いられていることを指摘
している44。この点から、旧民法における詐欺も、被欺罔者の救済規定
ではなく、欺罔者の制裁規定として理解されていることが窺われる。
この点に関しては、
不法行為規定も重要である。旧民法（財産編）は、
その第二部第一章「第三節 不正ノ損害即チ犯罪及ヒ准犯罪」の370条に
おいて、詐欺不法行為を規定した。
旧民法（財産編）
370条１項：過失又ハ懈怠ニ因リテ他人ニ損害ヲ加
ヘタル者ハ其賠償ヲ為ス責ニ任ス
同条２項：此損害ノ所為カ有意ニ出テタルトキハ其所為ハ民事ノ犯
罪ヲ成シ無意ニ出テタルトキハ准犯罪ヲ成ス
同条３項：犯罪及ヒ准犯罪ノ責任ノ広狭ハ合意ノ履行ニ於ケル詐欺
及ヒ過失ノ責任ニ関スル次章第二節45ノ規定ニ従フ
ボワソナードによれば、確かに民事の犯罪は未だ刑事犯罪を構成しな
い行為を意味するのであるが、しかし実際的に観察すれば、民事の犯罪
が同時に刑事の犯罪たることは決して少なくない46、という。さらに、
旧民法の不法行為法における保護法益が具体的財産に限定されている点
も重要である（これは、自由意思が詐欺の保護法益として認められてい
なかったことを意味する）
。すなわち、民事責任は「他人ノ財産ニ及ヒ
タルモノニ限ル」のであって、
「被害者ノ資産ニ間接ニ多少ノ損害ヲ及
43

「詐欺即故意ノ損害」
（星野英一（編）
『ボワソナード民法典資料集成後期Ⅰ

- Ⅱ ボワソナード氏起稿 再閲修正 民法草案註釈 第二編 人権ノ部 Ⅱ』
（2000
年）307頁）
。確かに、この引用部分における詐欺は、不法行為の詐欺を意味し
ている。しかし、ボワソナードによれば、そもそも詐欺は承諾の瑕疵の原因と
して理解されず、原則として損害賠償の対象として理解されている。
44

星野英一（編）
『ボワソナード民法典資料集成前期Ⅰ ボワソナード氏起稿

註釈 民法草案 財産編 第２巻（24 ～ 70）
』
（1999年）388頁。
45

この
「次章第二節」
は、
民法財産編第二部人権及ヒ義務の
「第二章 義務ノ効力」

における「第二節 損害賠償ノ訴権」を指す。
46

星野・前掲注41・329-330頁。
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ホシタルトキニアラサレハ之カ為メ金銭上ノ賠償ヲ認ムルコトヲ得
ス」47。
以上を要するに、確かにフランス法の輸入によって次第に私法的権利
の観念が日本においても普及し始める契機が与えられたのであるが48、
しかし少なくとも旧民法の詐欺の理論はドイツ的啓蒙期自然法学説と異
なり、旧民法においては詐欺の犯罪的性質が重視され、さらに不法行為
の保護法益として精神的自由は含まれず、このことから旧民法において
被欺罔者の保護より欺罔者の制裁が重視されていたこと49、そして詐欺
を意思決定自由（被害者の法益）の侵害として捉えられていなかったこ
とが理解されるのである50。
第２項

民法典の成立

（１）自然法的啓蒙思想の可能性
①自然法論と進化主義の影響
当時の日本の思想界において、ドイツの自然法学が紹介されていな
かったわけではない。例えば、加藤弘之は、18世紀のプロイセンの哲学
者ヴォルフ51等の見解を引用し、いわゆる天賦人権論を展開していた。
加藤によれば、例えば自由権は安寧幸福を求める最重要の天賦の権利で
あり、君主政府の権外に属する事柄である52、という。こうした啓蒙思
47

星野・前掲注41・322-323頁。

48

この点について、井上・前掲注13・75頁。

49

「沿革的には、詐欺を相手方の不法行為に対する制裁という行為態様の悪性

の観点から正当化することも可能であり、旧民法の規定はこのような性格を有
した」
（森田宏樹「
『合意の瑕疵』の構造とその拡張理論（２）
」NBL483号（1991
年）56頁）
。
50

以上の理解の他に、例えば既に指摘したように、ドイツ民法典成立後の判

例は、いわゆる原因を与える悪意と偶然に生じる悪意の区別を否定し、その理
由は被欺罔者の意思決定自由の保護に求められ得た（本誌63巻６号272頁の注
９）
。これに対して、ボワソナードは当該区別を維持していたようである（こ
の点について、松尾・前掲注33・88頁を参照）
。
51

ヴォルフの見解について、本誌63巻４号193-194頁を参照。

52

加藤弘之「国体新論」植手通有（編）
『日本の名著34 西周 加藤弘之（再版）
』

（1997年。
「国体新論」の初出は1875年）394-395頁。
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想の高揚に伴い、いわゆる自由民権運動が活発化したことは周知であろ
う。
ところが、人間の権利と自由を求める自由民権運動は専制権力に対す
る抵抗の運動でもあり53、これはフランス革命を想起させ54、しかも各人
が天賦の人権として権利を行使し得る体制の肯定は家父長制あるいは絶
対主義的天皇制に対する不服従の肯定を意味し得た55。これを危惧した
時の政府56は自由民権運動の弾圧に乗り出し57、さらに天皇が国家統治の
全権を総覧する君主主権主義に立脚した明治憲法58を作り出した。こう
して、ついに自然法的啓蒙思想は機能せず59、プロイセン的自然法も発
展しなかったのである60。
そして、このことは、前述の加藤弘之に関しても妥当する。加藤は、
53

後藤靖『自由民権 明治の革命と反革命』
（1972年）３頁。

54

この点について、井上清『日本の歴史 中』
（1965年）184頁を参照。

55

この点について、有地亨「明治民法起草の方針などに関する若干の資料と

その検討」法政研究37巻１・２合併号（1971年）120-121頁を参照。
56

いわゆる御雇い外国人として招聘されていたドイツの学者ロェスラー

（Hermann Roesler, 1834-1894）の影響も重要であろう。この点について、井上
清「日本人のフランス革命観－自由民権運動期を中心に－」同『井上清史論集
２ 自由民権』
（2003年。同論文の初出は1959年）177頁以下、ヨハネス・ジー
メス（高橋憲一 訳）
「ヘルマン・ロェスラーと日本における独逸国法の採用」
ソフィア（上智大学）10巻１号（1961年）６-９頁、古川純「３ 明治憲法制定
をめぐる法思想」小林直樹・水本浩（編）
『現代日本の法思想 近代法一〇〇年
の歩みに学ぶ』
（1976年）41-42頁、梅溪・前掲注31・91頁以下を参照。
57

色川大吉『自由民権』
（1981年）146頁以下を参照。

58

「明治憲法の全體を通じて其の根柢を爲して居た最も重要な基本主義とも謂

ふべきものは、君主主権主義即ち萬世一系の天皇が國家統治の全權を總攬した
まふことに在つた」
（美濃部達吉『日本國憲法原論』
（1948年）100頁）
。すなわ
ち、明治憲法は絶対主義的天皇制を表現した法制度であり（宮川澄『旧民法と
明治民法』
（1965年）208頁）
、天賦人権思想を排除し、いわば国賦人権思想に
立脚していたのである（佐藤幸治『憲法（第三版）
』
（1995年）71頁）
。
59

この点について、田中浩「明治前期におけるヨーロッパ政治思想の受容に

かんする一考察－加藤弘之の『人権新説』をてがかりに－」家永三郎（編）
『明
治国家の法と思想』
（1966年）660頁。
60

この点について、福島・前掲注５・174頁も参照。
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1881年に東京帝国大学の総理として就任し、その際に天賦人権論を展開
した自身の著書（
『真政大意』および『国体新論』）の絶版を内務卿へ願
い出て、しかも翌年に出版された『人権新説』において天賦人権論の批
判を開始している61。加藤によれば、人類も動植物と同様に体質・心性
において祖先・父母の遺伝を受け、ゆえに各人の体質・心性において必
ず優劣の差が生まれ、したがって人類が全て生まれながらに平等均一の
権利を有する旨を説く天賦人権論は不当・矛盾であって、人類の権利は
専制治者によって初めて設けられる62、という。
加藤は、その変説の根拠として、ダーウィンやスペンサーの進化主義
その根拠が何であれ、加藤の言説においては、
を挙げている63。もっとも、
私権（あるいは民権）に対する国権の優位が説かれているのであって64、
加藤の天賦人権論批判は他の天賦人権論者から痛烈な批判を受けた。そ
もそも、批判の以前に、加藤の転向それ自体が曲学阿権として非難され
たのであった65。
ところが、進化主義に基づく加藤の天賦人権論批判は、当時の有力な
法学者から支持を受けた。この点は旧民法典に代わる現行民法典を理解
する前提としても重要であり、引き続き検討する。

61

植手通有（編）
『日本の名著34 西周 加藤弘之（再版）
』
（1997年）519頁の年譜。

62

加藤弘之「人権新説」植手通有（編）
『日本の名著34 西周 加藤弘之（再版）
』

（1997年。
「人権新説」の初出は1882年）422頁および446頁。
63

「ダルウィンならびにスペンセル等の進化主義の書を読むにおよび〔余の四

十歳ごろのことなりき〕
、吾人人類が本来特殊の生物にあらず、進化によりて
はじめて吾人人類となりしものなるゆえんを知りしかば、ひとり吾人人類にの
み天賦人権なるものの存すべき道理なきゆえんをますます明瞭に知了し」
た
（加
藤弘之「経歴談」植手通有（編）
『日本の名著34 西周 加藤弘之（再版）
』
（1997
年。
「経歴談」の初出は1896年）488頁）
。
64

中村雄二郎『近代日本における制度と思想』
（1967年）219頁。

65

この点について、穂積陳重『続法窓夜話』
（1980年。初出は1936年）146頁。

なお、加藤は、
『人権新説』の最後を次の一文で閉じている。
「余は今日の民権
者流がつとめて急躁過激を避け、もっぱら着実敦厚の風を養い、真に社会の優
者となりて、永く皇室の羽翼たらんことを希望せざるをえざるなり」
（加藤・
前掲注62・462頁）
。
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②法学者に与えた影響
進化主義に基づく天賦人権否定論者の一人として、穂積陳重が挙げら
「法律學ハ現時既ニ一大革命ノ時期ニ
れる66。穂積は次のように述べる。
達シタリ、吾人ハ最早自然法ナル空理ノ上ニ法學ノ樓閣ヲ築ク能ハサル
ナリ・・・
（中略）
・・・スペンサー氏進化説ヲ大成シテ進化哲學ヲ興シ
テヨリ大ニ學問世界ヲ震動セリ、抑モ進化説ノ興レルハ實ニ學問上ノ一
大革命ニシテ、一切ノ學科多少其影響ヲ蒙ラサル者ナシ」67。
自然法が否定されるなら、これに依拠する旧民法が否定されることも
当然であった。いわゆる法典論争も相俟って、最終的に旧民法は公布さ
れなかったのである68。法典論争を英法派と仏法派の対立として捉える
見方も考えられるが69、しかし仏法派の富井政章も旧民法典の施行に反
対し、そして穂積と同様に自然法をも否定していたのである70。
66

穂積陳重と加藤弘之の関係、とりわけ加藤が穂積に与えた影響について、白

羽祐三「民法典論争の理論的性格－民法起草者・穂積陳重論－」法学新報100
巻１号（1994年）28頁を参照。
67

穂積陳重「法律學ノ一大革命」法学協会雑誌７巻（1889年）６-７頁。なお、

穂積は、
加藤に対して向けられた曲学阿権という批判の不当性を訴えている（穂
積・前掲注65・146頁）
。
68

この点について、例えば宮川・前掲注58・74頁も参照。

69

例えば、穂積・前掲注21・337-338頁。さらに、現民法の起草委員補助を務

めた仁井田益太郎も、法典論争について次のように述べる。
「私の感じた所で
は、此の爭は佛法派と英法派との爭ひです。歴史派と自然法派との爭と云つた
ような高尚な爭ひではない。見様に依れば一種の勢力爭ひである。なぜかとい
ふと、英法派はボアソナードの作つた佛法系の法典が嫌ひで－元來法典は嫌ひ
な所へ持つて來て－佛法派に都合の好いやうな舊民法は大嫌ひである。
・・・
（中略）
・・・あの時の法典の斷行、延期の爭は、法學界始まつて以來の事だと
思はれる位ひ熱心にやつたのです。一種の生命線と云つた關係があつて、法典
實施を斷行されては英吉利法律學校が無くなつて了ふと云ふ騒ぎです」
（仁井
田益太郎・穂積重遠・平野義太郎
「仁井田博士に民法典編纂事情を聽く座談會」
法律時報10巻７号（1938年）15-16頁）
。
70

富井によれば、
「自然法と云ふ考が・・・・・・天賦人權と云ふ考が始

終となつて居る此自然法と云ふ考は今日の學問の上から見れば全く歴史
上・・・・・・歴史上の遺物である、
既に十八世紀の夢と消えた考である」
（
「貴
族院に於ける舊民法延期案に關する富井先生の賛成演説」杉山直治郎（編）
『富
［265］
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自然法の否定という立場から導かれる他の意味について71、本稿は詳
細に立ち入ることができない72。本稿が確認したい事柄は、自然法を否

井男爵追悼集』
（1936年）159-160頁から引用した）
、という。なお、富井とス
ペンサーの影響を受けた穂積の関係について、大河純夫「富井政章と法典編纂
論」立命館法学231・232号（1993年）322頁も参照。
71

当時の日本におけるスペンサーの理解と国家主義・家族主義の関係、さらに

自然法を否定する思想と国家主義的法思想の関係について、永井道雄「スペン
サー主義の流行－日本とアメリカの場合について－」思想393号（1957年）57頁、
井ヶ田良治「民法典論争の法思想的構造（続）
」思想506号（1966年）1141頁も
参照。
なお、穂積陳重の法思想と当時の政治的イデオロギーについて、両者の関連
を否定的に解する立場として、例えば穂積重行「明治一〇年代におけるドイツ
法の受容－東京大学法学部と穂積陳重－」
家永三郎
（編）
『明治国家の法と思想』
（1966年）505頁が挙げられる。これに対して、両者の関係性を肯定する見解と
して、
例えば白羽祐三「民法典論争の理論的性格－民法起草者・穂積陳重論－」
法学新報100巻１号１頁以下（1994年）が挙げられる。
72

穂積は自然法思想を否定するが、しかし私権を否定するわけではなく、むし

ろ拡大を説く。
「我邦ノ人民ハ動モスレバ、私法上ノ權利ヲ措キ、漫ニ公法上
ノ權利ノミヲ擴張セントスルノ傾キアルハ嘆スベキノ至リナラスヤ」
、
「我邦數
百千ノ法律家ハ、公法上ノ權利ヲ主張スルニ先ダチ、或ハ公法上ノ權利ヲ主張
スルト共ニ、私法上ノ權利ヲ擴張シ、從來日本人ニ缺亡セル權利ノ感想ヲ發揚
興起シ、社會ニ對シ、國家ニ對シ權利思想ノ培養者トナリ、權利思想ノ傳播者
トナリ、又權利思想ノ保護者トナルノ大責任ヲ負擔スル者ト稱セザル可ラザル
ナリ」
（穂積陳重「權利ノ感想（前號ノ續）
」法学協会雑誌57号（1888年）460461頁。
このことは穂積が（フランス法に依拠した）旧民法典を批判した一理由とし
ても理解され得る。例えば、穂積は次のように述べている。
「近世に至り權利
の思想稍發達し、法律は人民の權利を保護する者なりとの主義漸く行はるゝを
以て、法律も權利を本位とし、義務を權利の客なりとなすに至れり、故に古代
の法典は、皆な義務本位の法典にして近世の法典は概して皆な權利本位の法典
と謂ふべし、然れども佛蘭西民法等の如きは、其本位未だ一定せず」
（穂積陳
重「法典論」木村毅（編）
『明治文化全集 第十三巻 法律篇（改版）
』
（1957年）
575頁。なお同書の初出は、1890年（明治23）である）
。
もっとも、権利の主張を説く者が必ずしも権利の保護を主張する者というわ
けではない。例えば、穂積八束は、自然法思想を否定し、かつ個人の権利主張
北法64（2・163）443
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定する穂積陳重が現民法の不法行為部分、同じく富井政章が法律行為部
分の担当者であり、しかも本来的に前者はイギリス法学者、後者はフラ
ンス法学者であって、ドイツ法学者ではなく、すなわち立法者が理解す
る詐欺規定において詐欺と自由意思を結び付けたドイツ啓蒙期自然法学
説の法思想は意識されていなかった可能性が高い73、という点である。
この点を確認するために、続いて現民法の立法過程を検討する。
（２）民法典の規定
①詐欺取消制度
パンデクテン方式が採用された現行民法74の詐欺取消制度は、旧民法
と異なり（旧民法は同法312条の詐欺取消制度と同法370条の詐欺不法行
為を同一編同一部同一章に置いた）
、不法行為法から分離され、総則編
へ置かれ、次のように規定された。

の意義を説きつつ、次のように述べる。
「社會ノ秩序ハ各人其權利ヲ主張スル
ニ由リテ維持セラル人カ其權利ヲ主張スルハ社會ニ對スルノ義務ナリ」
（
「權利
ノ主張ハ社會的ノ任務ナリ」穂積重威（編）
『穂積八束博士論文集』
（1943年）
333頁から引用した（初出は1896年）
。同335頁によれば「權利ハ法ノ反照ニシ
テ法ノ外ニ權利ナシ」
）
。
73

とりわけ自由意思の取り扱い方である。この点に関する穂積陳重と富井政

章の理解については、後述する。穂積八束に関して言えば、
「穂積は平等関係
は不安定で、上下関係・支配服従関係は安定しているという独断的信念に立っ
ている。平等関係は各人の自由意思の結合であるから、自由意思によって解消
する、絶対的権力のもとでこの自由意思が抑制される場合にのみ永続的・安定
的な結合が得られる、このような社会こそ『生存競争ノ中ニ立チ最適者トシテ
永ク繁栄』するという」
（長尾龍一「穂積八束」潮見俊隆・利谷信義（編）
『日
本の法学者』
（1975年）108頁）
。
74

穂積はパンデクテン方式を賞賛していた。
「獨乙はサビニー氏以來、沿革法

律學盛んに行はれ、竟に羅馬式の編纂法は近世の社會に適せざるを悟り、其法
典を編纂するに當りて、債權編を以て法典の首部に置き、第一に契約法を載せ
たるは、實に法典編纂法の一大進歩と稱すべきなり」
（穂積・前掲注72・563564頁）
。そして穂積は、法典調査に関する方針意見においても、パンデクテン
方式の採用を上申している（穂積・前掲注21・359-360頁）
。
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96条１項：詐欺又ハ強迫ニ因ル意思表示ハ之ヲ取消スコトヲ得
確かに現行民法典において見られるフランス法の影響は無視できない
が75、しかし96条の詐欺取消制度がドイツ民法典第一草案を模倣した規
定であることは疑い得ない76。既に確認したように、ドイツ民法第一草
案は「詐欺」という文言を用い、
これに対して第二草案は「詐欺」を「悪
意の欺罔」
へ変更し、
これが現ドイツ民法123条１項に至る77。ところが、
日本の現民法は依然として
「詐欺」
という表現を用いているのであって、
・・・・
このことからドイツ民法第一草案の影響が窺われるのである。
・・・
問題は、ドイツ民法第一草案の理由書も参照されたのか、という点で
ある。これは、換言するなら、詐欺と自由意思は結び付けられていたの
か、という問題を意味する。既に確認したように、ドイツ民法第一草案
の理由書において、
「意思決定の自由は意思表示の有効性の前提であ」り、
「法秩序は、法律行為領域における自由な自己決定が違法な方法で干渉
されることを許すことができない」
（ドイツ帝国民法第一草案理由書第
１巻204頁）という起草者の態度決定が表明されていた。しかも、この
一節が、現在でもドイツ民法における詐欺取消制度（123条１項）の目
的を意思決定自由の保護に求める根拠として引用されているのであっ
た78。
ところが、法律行為法の起草担当者たる富井政章は、おそらくドイツ

75

例えば、池田真朗「ボワソナード『自然法講義（性法講義）の再検討」法

学研究55巻８号（1982年）16頁を参照。
76

ドイツ民法を模倣している点は、パンデクテンの採用の他にも、条文の体

裁から明白である（ドイツ民法の条文について本誌63巻５号68頁以下を参照）
。
旧民法（財産編）312条１項によれば、詐欺によって引き起こされた錯誤の性
質に応じて承諾の阻却が認められていた。しかし、現行民法96条が錯誤から独
立した意思表示の瑕疵の原因として詐欺を規定していることは一見して明白で
あり、これは重要な修正理由の一点として挙げられているし（廣中俊雄（編）
『民法修正案（前三編）の理由書』
（1987年）149-150頁）
、もちろんドイツ民法
の規定とも合致する。
77

この経緯について、本誌63巻５号67頁以下を参照。

78

本誌63巻５号68頁の注304を参照。
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民法第一草案の理由書を参照していない79。仮に富井が第一草案理由書
を参照していたとしても、詐欺と自由意思が結び付けられた可能性は低
い。既に確認したように、詐欺と自由意思はドイツの啓蒙期自然法学説
によって結び付けられたのであるが80、しかし富井は自然法思想それ自
体を否定していたからである81。
自由意思の否定という点に関しては、富井よりも、穂積において明確
である。続いて、この点について確認する。
②不法行為規定

79

ドイツ民法第一草案理由書の翻訳は存在していた（1889年に司法省が発行

している。翻訳者は澤井要一）
。しかし、ドイツ民法の第一草案は起草委員補
助の仁井田益太郎によって翻訳され、これを仁井田が富井に提出していたので
あって、富井が理由書を参照していたならば、同草案の理由書についても仁井
田が関与した可能性が大であるが、しかし仁井田本人は理由書に関して何ら言
及していない（仁井田・穂積・平野・前掲注69・24頁）
。富井が参照した資料
に関して、岩田新「日本民法學に於ける梅と富井（序説）－富井先生長逝を敬
悼の微意に於いて－」法学新報46巻１号（1936年）７-８頁および８頁の注７、
有地・前掲注55・98頁も参照。
なお、
「富井先生はドイツ語は読まれなかった。しかし、
佛法出でありながら、
民法論はドイツの方が上であると考えておられた」
（牧野英一（発言）
『日本の
法学』
（1956年）40-41頁）
。
80

この点について、本誌63巻４号197頁。

81

この点について、前述265頁の注70を参照。少なくとも富井は、責任根拠の

意味における自由意思の意義を認めない。
「今日ニ至ツテハ最早犯罪ヲ以テ漠
然タル自由意思ノ偶發シタル結果トスル如キ考ヘハ通ラヌコトヽ成リマシタ」
（富井政章「刑法學理の一新」法学協会雑誌９巻５号（1891年）11頁）
。しかも、
富井政章『損害賠償法原理』
（1895年）４頁においても「所謂權利トハ佛國學
者ノ往々唱道スル人間天賦ノ權利又ハ性法上ノ權利ヲ謂フモノニ非ス」という
理解が依然として維持されているから、自由意思を被侵害権利として理解する
余地は無かったであろう。
なお、後述するように、穂積も自由意思を認めず、この点について少なから
ず富井は穂積の影響を受けていたようである（この点について、例えば富井政
章「法律學ニ關スル説」法学協会雑誌59号（1889年）624-625頁を参照）
。
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現行民法の不法行為の一般規定は、次のように規定された82。
709条：故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因
リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス
まず過失責任主義は、これに対する原因主義が各人の活動を不当に妨
害する不適切な原理である旨の理由に基づいて、旧民法と同様に維持さ
れた83。このことは条文の文言からも明白である。
次いで起草者は、用語法の修正理由について述べる。例えば、旧民法
における「不正ノ損害」という用語は犯罪および准犯罪という用語と関
連し、これは民法において適切ではないから、これら諸文言を含む条項
を削除する旨が述べられている84。
こうした修正も現行民法の性格を知る前提として重要な意味を有する
ものの、より重要かつ実質的な修正は「権利」要件に存する。この点に
ついて、次のように説明された。
「不法行爲ニ關スル規定ハ之ニ依リテ
既ニ存在セル他人ノ權利ヲ保護スルモノ」であり、
「此ニ所謂權利トハ
固ヨリ財産上ノ權利ニ限ラサルコトハ本編ノ立法主義ニ照ラシ殊ニ次條
ノ明文ニ依リテ疑ヲ容レサル所トス」85。
不法行為法の制度目的が明確に宣言され、しかも保護対象を財産的権
利に限定していた旧民法における不法行為法に比べて、権利の範囲が拡

82

不法行為法の起草過程を扱う文献は少なくないものの、とりわけ違法論の

観点から論じた研究として、錦織成史「違法性と過失」星野英一（編）
『民法
講座 第６巻 事務管理・不当利得・不法行為』
（1985年）133頁以下が挙げられ
る。同・142頁によれば、
「わが民法は『違法性』という要件を文言上有するも
のではないが、違法と有責（Verschulden）という二段階の評価システムを、
権利侵害と故意・過失という要件を立てることによって採用するものである、
と理解することができる」
。既に確認したように、これは客観的違法論を意味
する（本誌63巻５号55頁を参照）
。後述するように、この点は日本民法典成立
当初の学説も同様である。
83

廣中・前掲注76・670頁。

84

廣中・前掲注76・668-669頁。

85

廣中・前掲注76・670-671頁。
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大され、その保護の範囲も拡大される旨が確認されている86。さらに、
この説明における「次條ノ明文」は現行民法の710条を意味し、710条は
次のように規定された。
710条：他人ノ身体、自由又ハ名誉ヲ害シタル場合ト財産権ヲ害シ
タル場合トヲ問ハス前条ノ規定ニ依リテ損害賠償ノ責ニ任スル者ハ財
産以外ノ損害ニ対シテモ其賠償ヲ為スコトヲ要ス
同条について、起草者によれば、
「身體ハ勿論自由名譽ノ如キハ社會
ノ進歩ト共ニ最モ貴重ナル生存要件ヲ爲スモノナレハ法律ハ宜シク適當
ノ方法ヲ盡シテ之ヲ保護スルコトヲ務メサルヘカラ（ス）」、ゆえに本案
もドイツ民法第一草案と同様に「身體自由又ハ名譽ニ對スル侵害モ亦財
産權ニ對スル侵害ト同シク權利ノ侵害タルコトヲ明示」する87、という。
確かに、権利の概念に関する旧民法と現行民法の相違は明確である。
しかし、ドイツ民法の解釈と比較するなら、現行民法の起草者の理解に
おいても不明な点は残る。既に確認したように、ドイツ民法823条１項
における自由は、かつて精神的自由を含む概念として理解された88。で
は、日本民法710条における自由は、精神的自由を含むか、それとも身
体的自由に限られるか。
710条それ自体と精神的自由に関連する起草者の理解は必ずしも明確
ではないが、しかし少なくとも穂積は自身が依拠する進化主義に基づい
て自由意思を否定する。すなわち、
「從來の責任論は人類特別造化説を
地盤となし、心理學の自由意志説を基礎となし、自由心と辨識心とを以
て支柱となせる建造物なり」
、しかし「自由意志責任論の大厦は既に傾
きて之を支ふべき一木だにあることなし」
、
「必竟罪人は自由意思により

86

フランス民法典の本位が不明であること、そして私権が拡張されるべきこ

とを穂積が説いていた点について、前述266頁の注72を参照。
87

廣中・前掲注76・671-672頁。

88

もっとも、同法典が成立して間もなく、同条項における自由は身体的自由

に限定された概念として理解され、かかる理解が現在も通説および判例であっ
た。この点について、本誌63巻６号278頁を参照。
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（古代の責任説によれば天魔の魅入りにより）好んで罪を犯すにあらず
して、罪を犯すことを好ましむる身體の組織あるに由るものたるや明か
なり」89。
この意味における自由意思が責任根拠の自由意思であることは明白で
ある。これを認めず、さらに自然法思想をも否定する穂積の立場によれ
ば、当然に違法根拠の自由意思も認められていなかったであろう。
以上を要するに、民法典が成立した時点においても、ついに詐欺と自
由意思は結び付けられず、ゆえに詐欺取消制度の意義も依然として不明
であり90、むしろボワソナードが理解した如く、欺罔者に対する制裁91と

89

穂積陳重「責任新説」
『穂積陳重遺文集 第二冊』
（1932年。同論文の初出は

1889年）55頁以下。
90

96条２項および３項について付言する。まず２項について、梅謙次郎によ

れば、
「強迫ト詐欺トハ自ラ區別アリ即チ強迫ナルモノハ若シ承諾ヲ爲ササト
キハ一層大ナル損害、例ヘハ身命ヲ失ヒ若クハ財産ノ大部分ヲ奪ハルルカ如キ
危險アルモノナルヲ以テ強迫ニ因リ已ムヲ得スシテ承諾ヲ爲スハ全ク本人ノ眞
意ニ出ツルモノニ非ス之ニ反シ詐欺ノ場合ハ縦令欺カレタルニ由ルト雖モ元ト
本人ノ任意ニ出テタルモノニシテ嚴酷ニ之ヲ言ヘハ多少ノ過失アルヲ常トスル
モノナリ故ニ詐欺ニ遭ヒタル者ト詐欺ニ何等ノ關係ナキ相手方ト孰レヲ保護ス
ヘキカト云ヘハ相手方ヲ保護スヘキコト言フヲ俟タス是レ第九十六條二項ノ規
定アル所以ナリ」
（梅謙次郎『民法原理 總則編 卷之二』
（1904年）400頁）
。梅
が理解する強迫は意思の瑕疵ではなく、意思の欠缺に相当するし、被欺罔者の
落ち度が対比されいているのであって、
もはや自由意思から説明されていない。
なお、ドイツ民法123条１項において被欺罔者の落ち度は問わない解釈が有力
である点について、本誌64巻１号132頁の注313を参照。３項については、そも
そも不明確な点が多い。すなわち、
「起草過程における起草者の詐欺の説明は、
あいまいなものであり、とくに九六条三項については何らの説明がないまま規
定されたものであった」
（中舎・前掲注33・33頁）
。要するに、96条２項および
３項に関して、被欺罔者の保護という発想が希薄であり、少なくとも意思決定
自由の観点から捉えられているわけでもなく、１項と同様に、詐欺取消制度そ
れ自体の意義は不明である。
91

詐欺取消制度あるいは不法行為法を被欺罔者に対する保護の観点から理解

するか、欺罔者に対する制裁の観点から理解するか、は違法論にも関連する問
題である。後述するように、例えば我妻栄は違法性の基準として公序良俗を挙
げ、そのことが欺罔者に対する制裁の観念を強調し、その反面として被侵害権
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して理解する余地が残されてしまったのである92。
ところが、後述するように、その後の学説および判例は、およそ進化
主義と無縁であって、自由意思の理解も立法者の見解と異なる展開を見
せ、このことは詐欺論にも影響している。引き続き、この点について検
討する。
第２款

通説の形成過程

第１項

民法典成立初期の詐欺論

（１）詐欺の違法要素
民法典の起草者によれば、96条１項における詐欺取消制度の目的は被
欺罔者の意思決定自由の保護ではなかった。当然、この意味における自
由意思を違法根拠として理解する余地も存在しなかったのであり、この
点においてドイツ民法における詐欺取消制度の理解と大きく異なる。た
だし、日本民法典の成立後においてはドイツ民法学の影響が見られ、こ
のことは96条１項における詐欺取消制度の解釈にも関係し得る。そこで、
続いて、民法典成立初期の詐欺論について、不法行為法の議論も参照し
利の要保護性の軽視が帰結され、保護の観点は後退せられる。この点に関する
起草者の理解について、例えば穂積陳重も「不法」を公序良俗違反として理解
していたようである（この点について櫛比昭人「明治民法『不法行為法』にお
ける起草者意思の探求－明治民法七〇九条の思想的背景－」法学政治学論究66
号（2005年）305頁）
。こうした理解においては、やはり保護の観点よりも、制
裁の観点が重視されることになる（なお、櫛比・前掲は、穂積と梅謙次郎の見
解の相違を説く過程において、少なくとも梅謙次郎は不法行為法の目的を制裁
として考えていなかった旨を指摘している。梅の立場については、本稿におい
ても簡単に後述する）
。
92

「詐欺や強迫も、その結果表意者の健全な意思形成が妨げられた故にその効

力を否定しうるものとする制度とみることのほか、詐欺者、強迫者の不誠実さ
を咎める制度とみること、さらには、それにより損害をこうむった者を保護す
る制度とみること、のどれもまったく可能である」
（星野英一「契約の成否と
同意の範囲についての序論的考察（１）連載にあたって」NBL469号（1991年）
11頁）
。詐欺取消制度を制裁として理解する問題性は、序論（とりわけ本誌63
巻３号89頁）において指摘したし、ドイツ法における違法論の関係においても
確認した。この点は、日本法における議論を踏まえて、あらためて後述する。
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つつ、確認する。
①96条の規範目的
民法典の成立初期においては、いわゆる附帯私訴の制度が認められて
いた。それゆえ、96条の詐欺それ自体よりも、むしろ刑事詐欺と民事詐
欺の関係という観点から争われる事案が少なくなかった。そして、この
関係について、学説および判例は、刑法と民法の役割の相違から93、刑
事詐欺と民事詐欺の峻別（つまり刑事詐欺の成立は必ずしも民事詐欺の
成立を意味せず、その逆も然り）を説き、さらに96条の詐欺の要件とし
て利得意図あるいは加害意図を要求しなかった94。

93

学説として例えば、富井政章「解疑 刑事犯罪ヲ構成スヘキ詐欺ニ因ル法律

行爲ノ効力」法学志林２巻18号（1901年）76頁。判例として例えば、大審院
1903年（明36）５月12日（大審院刑事判決録９輯14巻849頁）によれば、
「犯罪
行爲ト法律行爲ハ常ニ必ラスシモ絶對的ニ兩立シ得ヘカラサルモノニアラス何
・・・・・・・・・・・・・・・・
トナレハ犯罪行爲ハ國家カ刑罰權ノ運用上公安秩序ヲ維持スルカ爲メニ刑罰ノ
・・・・・・・
制裁ヲ付シタル不法ノ行爲ナルハ論ヲ俟タスト雖モ國家刑罰權ノ目的ハ此行爲
ヲナシタル犯人ヲ處罰スルニ因リテ充分ニ貫徹セラレ得ヘク其行爲ヨリ生スル
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
私法上ノ効力如何ハ要スルニ私人相互間ノ利害ニ關スル問題ニシテ其効力ヲ
維持スルト否トハ刑罰權ノ實行ニ毫モ影響ヲ及ホスモノニハアラサルヲ以テ或
ル行爲カ一方ニ於テ犯罪行爲ヲ構成スルニ拘ハラス他方ニ於テ尚ホ私法上ノ効
果ヲ生シ得ヘキモノトナスモ敢テ犯罪行爲ノ觀念竝ニ法律行爲ノ性質ニ牴觸
スルコトナケレハナリ」
（点線は筆者）
。この判決と同趣旨の判断を示す他の裁
判例として、大審院1906年（明39）３月10日判決（大審院民事判決録12輯382
頁）
、大審院1912年（明45）２月12日判決（大審院民事判決録18輯97頁）
、大審
院1914年（大３）４月21日（法律新聞941号28頁）
、大審院1922年（大11）２月
３日（大審院刑事判例集１巻24頁）
、大審院1923年（大12）11月21日判決（大
審院刑事判例集２巻823頁）が挙げられる。
もちろん、反対の見解も存在した。
「契約ハ當事者雙方ノ法律行爲ニ因リテ
成立スルモノナルニ詐欺取財罪ヲ構成する場合ニ於テハ少クトモ詐欺者ノ行爲
ハ徹頭徹尾法律行爲ト認ムヘカラサルモノトナルカ故ニ到底契約ノ成立ヲ來
スコトナシ」
（守谷富之助「詐欺取財罪ト契約」法学志林２巻20号（1901年）
77-78頁）
。
94

例えば、川名兼四郎『民法總論』
（1906年）363-364頁、中島玉吉『民法釋義

卷ノ一』
（1911年）517頁。さらに、学説は、刑事詐欺の民事詐欺の差異として、
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こうした区別は、刑事詐欺を財産犯として理解し、民事詐欺規定の目
的を意思決定自由の保護として理解する立場からも可能であろう。実際
にドイツにおいては、かかる相違に基づいて刑事詐欺と民事詐欺の要件
の相違が認められ、民事詐欺において加害意図あるいは利得意図は要求
されていなかったのである95。
これに対して、
自由意思の意義を重視しなかった日本民法の起草者（穂
積と富井）によれば、日本民法96条１項の詐欺取消制度の目的は被欺罔
者の意思決定自由の保護ではなかった。つまり、結果として要件の設定
が部分的に同一であっても、その根拠が日・独において異なる、という
ことである。
もっとも、同じく起草者の梅謙次郎は、96条の詐欺について、次のよ
うに述べる。「當事者カ充分自由ニ其意思ヲ決シタルモノト云フコトヲ
得サルカ故ニ意思ニ瑕疵アルモノトシ其法律行爲ヲ取消スコトヲ得ルモ
ノトスル」、そして詐欺者は「故意ニ表意者ヲ欺キ以テ自己ノ利ヲ計ル
者ナルカ故ニ其行爲ニ因リテ毫モ表意者ニ損害ヲ蒙ムラシムヘキニ非ス
即チ表意者ヲ助ケテ詐欺者ヲ抑ヘサルヘカラス故ニ詐欺ニ逢ヒタル者ハ
96
。
其法律行爲ヲ取消スコトヲ得ルモノトセリ」

確かに、「詐欺者ヲ抑ヘサルヘカラス」という点から、制裁的要素が
感じられる。しかし、詐欺と自由意思を結び付け、しかも「表意者ヲ助
ケ」る観点から詐欺に起因する法律行為の取消可能性を展開する梅の理
解は、ボワソナードと異なり97、しかもフランス法に依拠した旧民法を
否定した穂積と富井の見解とも対称的であり、興味深い。
ただし、梅の理解においても、その自由意思を違法根拠の自由意思と
民事詐欺の未遂を認めない。例えば、富井政章『民法原論 第一巻』
（1904年）
377頁、川名・前掲・365頁、中島・前掲・518頁。この点は、後述するように、
違法論と関連し、重要である。
95

この点について、本誌63巻６号288頁を参照。

96

梅謙次郎『民法要義 卷之一』
（1897年）202頁。

97

「
『ボワッソナード』氏ハ詐欺ノ場合ハ承諾ニ瑕疵ナシト云ヘルモ瑕疵アリ

ト云フコトヲ得ヘシ即チ其意思ハ完全無缺ノモノニ非ス換言スレハ詐欺ニ因リ
テ意思ヲ生シタルモノナルヲ以テ其意思ニ瑕疵アリト云フコトヲ得ヘシ」
（梅・
前掲注90・405頁）
。
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して理解し得るか否か、は問題として残る。例えば、梅は、710条の自
由として、精神的自由に言及していない98。もっとも、この点は当時の
ドイツ法派においても同様であって、例えば岡松参太郎も710条の自由
の例として「不法逮捕、不法監禁」を挙げるのみであり、精神的自由に
言及していない99。
②違法根拠の自由意思
ところで、ドイツにおいては、ドイツ民法823条１項に関する初期の
支配的見解（例えばリスト）は同条項の自由として精神的自由を含めて
いた100。周知の如く、当時の日本法学に与えたドイツ法学の影響は絶大
であって101、このことは自由権の解釈においても同様であった。すなわ
98

梅は次のように述べる。
「權利ハ敢テ財産權ト云ハサルカ故ニ一切ノ權利

ヲ包含スヘシ・・・
（中略）
・・・例ヘハ不法ニ他人ノ自由ヲ拘束シタルトキ
ハ假令之ニ因リテ其ノ者カ金銭ノ損害ヲ受ケサルモ亦賠償ヲ爲スヘキモノト
ス・・・
（中略）
・・・他ニ其自由ヲ奪ハレタルニ因リ生シタル不愉快ノ感情ヲ
金銭ニ見積リ以テ之ヲ賠償セシムルコトヲ得ヘシ」
（梅謙次郎『民法要義 卷之
三（第31版）
』
（1910年）885頁）
。このように、梅は少なくとも精神的自由につ
・・
いて述べていない。なお、
自由の侵奪が身体的自由に関係し得る点については、
本誌63巻５号79の注339を参照。
99

岡松参太郎『民法理由 債權編』
（1897年）471頁。なお、岡松は、責任能力

に関連する議論において、
自由意思の概念に関して否定的な見解を示している。
その理由について、岡松参太郎「意思能力論（二）
」法学協会雑誌33巻11号
（1915年）65頁によれば、
「自由ナル意思決定ノ能力ナシト云フハ獨民刑ノ採用
スル所ナレトモ亦意思ノ方面ニ偏シ正當ト云フヘカラス・・・
（中略）
・・・又
此形式ハ哲學上ノ宿命論、不宿命論ニ關係スルノ嫌アルノミナラス・・・
（中
略）
・・・其意義不明ニシテ解釋一定セス」
。既に確認したように、ドイツ民法
草案における当初の規定は「理性の使用」という表現であったが、しかし意的
要素を重視するために、ドイツ刑法典の責任能力規定に従い、
「自由な意思の
行使」という表現へ変更したのであった（本誌63巻５号75頁以下）
。こうした
相違からも、当時における意思決定自由に対する日・独の理解の相違が窺われ
る。
100

この点について、本誌63巻６号273頁の注10を参照。

101

「ドイツ法にあらずんば法にあらずというような氣分があった」
（末弘厳太

郎（発言）
『日本の法学』
（1956年）40頁）
、
「ドイツ法にあらずんばというのは
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ち、日本民法の解釈論は、初期のドイツ学説に依拠し、自由権の内容と
して精神的自由を肯定すべき旨を説く立場が次第に多数を占めた。例え
ば、二上兵治によれば、
「自由ハリストノ所謂無形法益（unkörperliche
Rechtsgüter）ノ一種ニシテ其本質ハ」
「他ヨリ拘束ヲ受ケサル權利ナル
カ故ニ或學説ノ如ク其目的ヲ身體ノ自由ニ限定スルハ根據ナキ獨斷」で
あって、精神に対する拘束も自由権の侵害である102、という。
日本民法における自由権の解釈とドイツ民法における自由権の解釈の
相違は、後者においては次第に自由概念を身体的自由に限定する見解が
通説化したのに対して103、前者においては自由権を精神的自由にも拡大
する解釈が通説化104した点である。例えば、末弘厳太郎は、ドイツ民法
823条１項における自由が身体的行動の自由に限定されている解釈を紹
介しつつ、しかし「凡テ法律ニヨリテ保護セラレタル利益」も保護され
「民法七一〇條ニ所謂自由トハ獨
るべき旨を説き105、次のように述べる。
リ身體的自由ノミナラス精神的自由ヲモ包含スルモノニシテ詐欺強迫其
他ノ方法ニヨリ意思ノ自由決定（Ungestörte Willensbestimmung）ヲ阻害
スル場合ハスへテ同條及ヒ第七〇九條ニヨリテ不法行爲ノ責任ヲ負擔
ス」106。
以上の如く、自由な意思決定の法益性は確立され、その自由が詐欺に
よって侵害される性質の法益として承認されたのである。問題は、これ
が違法根拠の自由意思として理解され得るか否か、である。ドイツにお
いては、違法性と有責性が峻別され、法益侵害を違法として理解したリ
ストは意思決定自由の侵害を違法として理解した107。当時の日本法学は、
三十年代からはじまった。明治三十年には前にもいったように、ドイツ法の卒
業生は一人であったが、翌年からは殖え出した。民法の実施と共にドイツ法は
隆盛になった」
（牧野・前掲注79・40頁）
。
102

二上兵治「自由權」法学新報16巻３号（1906年）41-43頁。

103

この点について、本誌63巻６号278頁以下を参照。

104

反対説として、曄道文藝「民法判例批評（五）
」京都法学会雑誌11巻（1916

年）89頁。加えて、同『日本民法要論 第１巻』
（1920年）337頁も参照。
105

末弘厳太郎
「双務契約と履行不能
（二）
」
法学協会雑誌34巻４号
（1916年）
86頁。

106

末弘・前掲注105・87頁。

107

本誌63巻５号78頁以下を参照。
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違法性の理論に関してもドイツ法学から影響を受けた。例えば、二上に
108
、さらに末弘によれば
よれば「不法にあらざる權利侵害なるものなし」

「スヘテ權利侵害ハ違法ナリ」109。かかる違法理解は結果無価値論を基礎
づける客観的違法論を意味し110、同様の見解は他の論者によっても認め
られていたのであった111。
以上を要するに、詐欺によって侵害され得る法益として承認された意
思決定自由に対する侵害は違法性を基礎づけるのであって、すなわち違
法根拠の自由意思が認められていたのである。
（２）詐欺の責任要素
①故意要件の意味
日本民法においても、ドイツ法の解釈と同様に、違法根拠の自由意思
は認められた。このことは、ドイツ法学の影響に加えて、当時の個人主
108

二上は、より詳細に次のように説いていた。
「不法を以て權利侵害より獨立

せる成立要素と見るは故意又は過失を獨立要素と見ると同様に決して不當なり
と云ふことを得ざるなり。只獨逸民法第八百二十三條には故意又は過失と共に
不法なる要素を掲くるに反し吾民法第七百九條に於て故意又は過失を擧けて不
法を掲けず。蓋しこれ我民法は義務者の心的状態を權利の觀念の内容より除外
したけれども不法の問題に關しては權利の觀念に抽象的の性質を與へ從ふて不
法にあらざる權利侵害なるものなしと斷定したるなるべし」
（二上兵治「權利
侵害」法学協会雑誌23巻（1905年）200-201頁）
。
109

末弘が言う「法律ニヨリテ保護セラレタル利益」はリストが言う法益を意

味し、リストによれば法益侵害は違法を意味した点について、本誌63巻５号80
頁を参照。
110

ドイツ法の検討において確認した。この点について、本誌63巻５号81頁を

参照。
111

例えば、菱谷精吾『不法行爲論』
（1908年）42頁によれば、
「我民法ニ於テ

ハ不法行爲ハ必ス權利侵害タルニ依リテノミ不法タルモノトナシタル」
。さら
に、団野新之『増訂改版 損害賠償論（第五版）
』
（1916年）131頁によれば、
「權
利ヲ侵害スルコトハ法律ニ於テ明示又ハ默示ニ認メタル違法阻却原因ノ存セサ
ル限リ違法ナルコト言ヲ俟タス」
。
なお、菱谷の著書および団野の著書は、末弘によって当時の主要文献として
挙げられている（末弘厳太郎「適法行爲による『不法行爲』
」法律時報５巻７
号（1933年）11頁）
。
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義思想あるいは自由主義思想とも無関係ではあるまい。個人の自由を重
「第七百九條ニ權利ト謂
視する思想は権利の観念を次第に拡大せしめ112、
フハ固有ノ意義ニ於ケル權利ヨリハ其意義汎ク總テ或人ニ利益アル法律
上ノ地位ヲ意味スル」のであり、
「第七百九條ニ謂フ所ノ權利侵害ガ次
條謂フ所ノ身體、自由及ビ名譽ノ侵害ヲ包含スルモノト解スル」という
理解へ至るのである113。
ただし、個人的法益の拡大は、各法益の要保護性の平等を必ずしも意
味しない。少なくとも、96条の枠組においては、意思決定自由の法益よ
りも、行為自由に重点が置かれていた。この点について、鳩山秀夫は次
のように述べる。
「意思表示の効力を問題とするに當りては須らく表意
者を以て起點となさざる可らず、他人に於て意思決定の不自由を惹起こ
したりという客觀的因果關係あり、之を惹起こさしめんと欲したりとい
う主觀的連絡あらば乃ち他人を措いて表意者を保護するに十分なる理由
存す。民法は之を以て當事者の雙方を最も公平に保護し、取引の安全を
確保する所以としたるものなり」114。
詐欺取消制度の枠組において「取引の安全」は法律行為の効力の維持
を意味し、すなわち「取引の安全」の確保が（被欺罔者の意思決定自

112

「個人主義的經濟秩序は、各人を、利潤の追求者にし」
、
「
『有形財の侵害』

ばかりでなく、
『無形財の侵害』も損害だとし、而してその各ゝに對して遠慮
なく賠償を要求するに至」り、そして「人的利益といはれるものの數が、刻々
殖えた。生命・身體・健康・肉體および精神の自由・名譽・貞操・信用・秘
密・肖像・氏名、曰く何・曰く何」
（栗生武夫『人格權法の發達』
（1929年）の
序文）
。栗生は個人主義思想を批判しているのであって、このことが逆に当時
における個人主義思想の影響を窺わせる。個人主義思想に対する批判的な傾向
は特に第一次世界大戦前後から主流を形成し、個人的権利ないし法益の縮小へ
向かう。個人主義思想に対する批判が理由であれ、権利ないし法益の縮小は、
これを根拠として違法性を基礎づける客観的違法論の変容を迫る。このことに
よって詐欺の違法性の解釈も変化するのであり、この点も後述する。
113

鳩山秀夫『日本債權法各論（下）
』
（1924年）862頁。

114

鳩山秀夫『民法研究 第一巻（總則）
』
（1925年。初出は1910年）528頁。同

論文は強迫における意思を論じているものの、この点は詐欺にも同じく妥当す
る旨を説いている（523頁）
。
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由115に対置される）欺罔者の行為自由の確保を意味することは明白であ
ろう。問題は、それを確保する要件である。
「他人に於て意思決定の不
自由を」「惹起こさしめんと欲したりという主觀的連絡」は明らかに故
意を意味する116。故意の維持は過失責任の排除を意味するから、故意が
肯定されない限り、一方で行為自由は保護され、他方で意思決定自由は
保護されない。すなわち、96条の詐欺取消制度における故意要件は行為
・・
・・
自由の確保を超えて、行為自由の偏重を意味するのであり、その反射的
帰結として被欺罔者の法益は軽視されるのであって117、鳩山も表意者を
起点として捉え得ない旨を指摘していたのであるし、さらに次のように
も述べている。「意思表示の効力に影響あらしむるは効果意思決定の不
自由ということのみを以て説明するを得ず」118。
②責任能力要件の意味
意思決定自由を軽視する態度は、96条１項における責任能力要件の解
釈からも窺われる。既に確認したように、ドイツの詐欺取消制度におい
て欺罔者の責任能力は要求されなかった。これは、意思決定自由保護と
115

当時の通説と同様に鳩山も客観的違法論を支持し、自由権を詐欺によって

侵害され得る性質の法益として認める。この点について、鳩山・前掲注114・
526頁および528頁、同「債務不履行ト不法行爲トノ競合（質疑解答）
」法学志
林18巻12号（1916年）32頁を参照。
116

鳩山の詐欺の故意の定義によれば、
「第一ニ相手方ヲ錯誤ニ陥ラシメントス

ル意思ヲ要ス第二ニ錯誤ヲ利用シテ法律行爲意思ヲ決定セシメントスル意思ヲ
要ス」
（鳩山秀夫
『註釋民法全書第二巻 法律行爲乃至時効』
（1922年）
163-164頁）
。
その他に、富井・前掲注94・373頁および375頁、川名・前掲注94・361-362頁、
中島・前掲注94・517頁も同様の定義を示している。
117

「個人主義の時代には却つて人間的人格の保護はなほざりにされ」
、
「節度な

き單なる個人の自由活動の尊重の半面に於て『隣人』が犠牲に供せられる」
（来
栖三郎「民法における財産法と身分法（三）
」法学協会雑誌61巻３号（1943年）
35頁）
。
118

鳩山・前掲注114・523頁。さらに鳩山は、例えば95条の錯誤規定に対する

批判として同規定おける無効という効果が意思主義に偏している旨を指摘して
いるのであり（鳩山・前掲注113・364-365頁）
、この点からも鳩山の基本的立
場が窺われるであろう。
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いうドイツ民法123条１項の規範目的から導かれたのであった119。詐欺取
消制度において責任能力を要求しない点は日本法の解釈も同様であり、
96条１項の詐欺取消制度において責任能力を要求しない解釈は通説で
あった120。しかし、その理由が日本とドイツにおいて異なる。
例えば、鳩山によれば、
「詐欺ハ法律行爲ニアラザルヲ以テ固ヨリ詐
欺者ハ行爲能力者タルヲ要セズ、又不法行爲タル詐欺ト異リ不法行爲能
力者タルコトヲ要セズ」121、という122。要件として責任能力123は要求され
ていないものの、その理由は意思決定自由の要保護性から導かれている
わけではないのである。
以上の日・独の相違は、意思決定自由の要保護性に対する日・独の理
・・・・・・
解の差異を示している。ところが、責任能力を要求しない解釈それ自体
から帰結される問題性が日・独において異ならない点は留意されなけれ
ばならない。つまり、詐欺取消制度において責任能力が要求されていな
いなら、責任は問われていないのであるから、責任要件の故意124を要求

119

この点について、本誌63巻６号271-272頁。

120

この点について、鳩山・前掲注116・164頁を参照。

121

鳩山秀夫『日本民法總論（下卷）
』
（1925年）373-374頁。

122

既に確認したように、法律行為能力と不法行為能力の両概念はドイツ普通

法時代の行為能力という包括的概念から派生しているのであって、本来的に同
一であった（この点について、本誌63巻５号74頁を参照）
。こうした理解は、
当時の日本民法学においても受け入れられていた。
「行爲能力ハ法律上意思活
動ノ効果ヲ認メラルル資格ニシテ廣狹二様ノ意義アリ狹義ニテハ單ニ法律行爲
能力ヲ指稱シ廣義ニテハ法律行爲能力、特別行爲能力（兩者ヲ適法行爲能力ト
謂フ者アリ）及ヒ不法行爲能力（之ニ對シ責任能力又ハ引責能力ノ語アリ）ヲ
總稱ス」
（団野・前掲注111・63頁）
。
123

鳩山は不法行為能力という文言を用いているが、しかし他の箇所において

は端的に責任能力という文言を用いているから（鳩山・前掲注116・164頁）
、
本稿においても96条１項において要求されない行為能力を意味する語として責
任能力の文言を用いる。
124

ドイツ法の影響として、日本民法学においても客観的違法論が採用された

点は既に確認した（前述278頁）
。そして、過責（故意・過失）が責任要素であ
る点は、客観的違法論の帰結である。すなわち、
「違法ナルコトハ客觀的ニ之
ヲ定ムヘキモノナルヲ以テ加害者カ權利ヲ侵害スルモノニ非スト誤信シ侵害行
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する意味は何か、という疑問が日本民法の解釈においても生じるのであ
る125。
この問題について、当時における民事責任論の代表的論者であった岡
「行爲者ノ心状
松参太郎の理解126を通じて、確認する。岡松によれば、
ヲシテ非難スヘキモノタラシムル」要素として、行為の結果の社会的意
義に関する認識（違法性の意識127）が必要であり128、これに対して故意・
過失は因果関係の認識として求められ、つまり「故意過失ト云フハ是非
ノ判斷ヲ交ヘサル無色ノ觀念」であって、しかも責任能力は責任の前提
ではなく、条件の一個であるから、したがって「責任無能力者ニモ故意
過失アリ得ル」129、という。岡松は違法性の意識を要求し、責任を非難可
能性として捉えているようであり、つまり規範的責任論に近く、このこ
とは故意を何人も持ち得る概念として捉えている点からも窺われる130。
爲ヲ爲シタルトキト雖モ其行爲ハ違法タルヲ失ハス」
、そして「責任トハ違法
ノ結果ニ對スル行爲者ノ主觀的關係ニシテ一般ニ故意及ヒ過失ハ有責行爲ノ主
觀的要件ナリトス」
（団野・前掲注111・131頁および162頁）
。客観的違法論に
関しては、岡松参太郎『無過失損害賠償責任論』
（1953年。初出は1916年）461
頁以下も参照。
125

この点に関するドイツ法における問題について、本誌63巻６号273-274頁を

参照。
126

岡松も通説と同様に客観的違法論を採用しているから（岡松参太郎「意思

能力論（五）
」法学協会雑誌34巻３号（1916年）71頁）
、従前の議論を前提にし
得る。
127

違法性の意識と行為の結果の社会的意義に関する認識の相違について、岡

松の理解において必ずしも明確な区別は示されておらず、むしろ同意義として
用いられているように見える（
「過責アルニハ行爲ノ結果ノ違法ノ認識又ハ其
認識ノ可能アルコトヲ要」す（岡松・前掲注126・84頁）
）
。
128

岡松・前掲注99「意思能力論（二）
」
・69-70頁。

129

岡松・前掲注124・612頁、同・前掲注124・72-75頁。

130

規範的責任論はフランクによって提唱され、フランクによれば精神病者で

さえ行為を意欲し、犯罪要件を表象することが可能であるから、帰責能力を故
意の前提として理解することはできず、しかも実際の責任の評価は故意および
過失に加えて、その外部に存する付随事情をも斟酌されているはずであり、し
たがって帰責能力は責任の前提ではなく、責任の一構成要素であり、すなわち
帰責能力・過責（故意および過失）
・付随事情が責任要素であって、こうした
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確かに、責任無能力者も故意を持ち得るなら131、96条において責任能
力を否定しつつ、故意要件を維持することは一見すると可能である。し
かし、責任能力が責任の前提であれ要件であれ、責任能力が存在しなけ
・・
れば、責任が成立しない点において何ら変わらないのであるから、故意
・・・・・・・・・・・・・・
を責任要素として理解する限り、責任能力要件の不要という解釈は故意
要件の存在と矛盾する。したがって、残されている選択肢は、96条１項
・・・・・・・
において責任能力を要求するか132、それとも96条１項の故意を責任要素
責任概念の全構成要素を非難可能性と呼び、責任を非難可能性として理解する
のであった（本誌63巻６号275-276頁）
。なお、岡松もフランクの文献を引用し
ている（岡松・前掲注126・74頁）
。
131

責任無能力者も持ち得る故意が自然的故意を意味すること、これを詐欺取

消制度の要件として求める意味については、既に確認した。この点について、
本誌64巻１号123-124頁を参照。自然的故意に関する邦語文献として、鯉淵幸
也「酩酊者犯罪における自然的故意、過失の意義 過失殺人、過失過失致死の
概念について」英米法学12号（1961年）39頁以下、西原春夫「ドイツ刑法にお
ける酩酊犯罪」日本刑法学会（編）
『酩酊と刑事責任』
（1959年）36頁以下も参照。
132

本稿は、責任能力の不要という解釈の意味を違法性の意識が要求されない

意味として捉え直す可能性がドイツ民法における詐欺取消制度の解釈として妥
当である旨を主張した（つまり責任能力は必要であるが、しかし違法性の意識
は不要。本誌64巻１号126頁を参照）
。一方で欺罔者の非難可能性を問わない解
釈は被欺罔者の意思決定自由の保護に資するし、他方で意思決定自由は確かに
重要な法益であるが、しかし他の法益から完全に優越した絶対の性質であるは
・・
ずはなく、むしろ過失責任主義の帰結として他方当事者の行為自由に対する配
慮は当然に求められ、
ゆえに欺罔者の行為自由の確保を図るなら、
行為自由（責
任）の範囲を確定する基準として責任能力は必要である、
という理解である（た
・・
だし、過失責任主義を説くなら、96条１項における意思決定自由と行為自由の
衡量要件が、なぜ故意でなければならないのか、という疑問が当然に生じる。
本稿は96条１項の故意要件を否定し、これに代えて過失要件を主張する。この
点は後述する）
。
当時の日本の民法学説においても責任能力を要求すべき旨を説く論者は、少
数ではあるものの、存在した。例えば、長島毅『民法總論』
（1921年）319頁で
ある。ただし、
その理由は本稿の理解と全く異なる。長島は次のように述べる。
「詐欺又ハ強迫ニ不法性ヲ必要ナリトスル以上何故ニ主觀的要件ヲ必要トセサ
ルヤ其理由ヲ解スルニ苦シム」
。すなわち、長島は主観的要件と違法性を結び
付けている。この主観的要件が責任能力を意味するなら、長島は主観的違法論
［283］
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・・・・・・・・
として理解しないか、である。
ドイツ法の検討において確認したように、その後のドイツ学説の展開
「96
は、故意の主観的違法化を説き、行為無価値論へ進んだ133。つまり、
・・・・・・・・・・・・・・・
条１項の故意を責任要素として理解しない」
解釈が選択された。そして、
後述するように、日本の学説も結果としてドイツ学説と同様の展開を辿
るのであった。この点について、引き続き検討する。
第２項

社会本位思想における詐欺

（１）権利制約の要請と法理
①「個人」から「社会」へ
当時の個人主義・自由主義思想は当時の裁判例からも窺われ、例えば
権利概念に固執する大審院1914年（大正３）７月４日判決134（いわゆる
雲右衛門事件）
が挙げられるであろう
（この裁判例は附帯私訴であるが、
しかし雲右衛門事件は民事事件としても争われ、大審院1918年（大正７）
９月18日判決135は自由競争を理由として不法行為の成立を否定してい
136
。
る）

に依拠しているのであって、主観的違法論が責任能力を要求することは当然の
帰結である（この点について、本誌63巻５号55頁を参照）
。しかし、ドイツ民
法学も日本民法学も客観的違法論が前提であって、
これは本稿の前提でもある。
なお、近時においても、責任能力を要求すべき旨を説く論者が、少数ではあ
るものの、存在する。例えば、松尾弘『叢書 民法総合判例研究 詐欺・強迫』
（2000年）
５頁である。松尾は次のように述べる。
「詐欺による意思表示の取消が、
詐欺者に対する法的サンクションとしての意味も併せもつとの観点（前述一・
一）
からは、
詐欺者に責任能力
（七一二条）
があることも要求されうるであろう」
。
この立場が行為無価値論を意味し、詐欺取消制度の理解として不当である点は
ドイツ法の検討においても確認したものの、その後の日本法の解釈論において
も関係する問題であり、この点は後述する。
133

この点について、本誌63巻６号283頁以下および318-319頁を参照。

134

刑録20輯1360頁。

135

民録24輯1710頁。

136

例えば我妻栄『事務管理・不当利得・不法行為（復刻版）
』
（2005年。初版

は1937年）123頁の注（１）は、雲右衛門事件を、
「自由競争尊重の思想が露骨
に現はれて居る」判例として理解している。なお、雲右衛門事件に対する評価
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ところが、第一次世界大戦（1914年から1918年）の前後において、日
本資本主義は興隆期の頂点を迎え、その矛盾が露呈し始めた137。資本の
集中は経済的強者と経済的弱者の階級闘争を急激に発展させ、さらに資
本の拡大に伴う企業活動の拡張は市民の生命ないし身体を脅かす弊害を
生み出した。こうした事情を背景として、次第に過度な個人主義・自由
主義の抑制を求める傾向が生じたのである。例えば、1916年の大阪アル
カリ事件138および1919年の信玄公旗掛松事件139は、第一次世界大戦を前
後する異なった社会的背景に基づいて下された判決として挙げられるで
あろう140。

として、能見善久「桃中軒雲右衛門事件と明治・大正の不法行為理論」法学会
雑誌（学習院大学）44巻２号（2009年）183頁以下、
大村敦志「雲右衛門事件（１）
－被侵害利益①経済的損害」法学教室349号（2009年）78-79頁も参照。
137

「自由經濟の『自由』は、抽象的な形式的自由であり、したがつてその法も

また、そのやうな自由の原理の上に立つて居り、したがつて自由は具體的には
強者の自由となつてゐる」
（川島武宜「自由經濟における法と倫理－民法を中
心として－（二・完）
」法律時報14巻７号（1942年）22頁）
。
138

大審院1916年（大５）12月22日民録22輯2474頁。本件は、大阪アルカリ株

式会社が排出した硫煙によって農作物に被害を受けた農民が、不法行為に基づ
く損害賠償を求めた事件である。
139

大審院1919年（大８）３月３日民録25輯357頁。本件は、鉄道院（国）が運

営する汽車の煤煙によって損害を受けた路線の周辺住民が、不法行為に基づく
損害賠償を求めた事件である。
140

大阪アルカリ事件において原告住民の訴は退けられ、信玄公旗掛松事件に

おいて原告住民の訴は認容された。もっとも、周知の如く、大阪アルカリ事件
の差戻控訴審（大阪控訴院1919年（大８）12月27日法律新聞1659号11頁）にお
いては、原告住民の訴を認容する判断が示された。信玄公旗掛松事件の判決お
よび大阪アルカリ事件の差戻控訴審は、
共に大戦後の1919年（大８）であった。
「大正八年が新たなる記臆と印象とを吾人に與ふるは、言ふ迄もなく世界大戰
終了の第一年たること是れ也。
・・・
（中略）
・・・歐洲大戰が種々なる經濟上
の變動を起し、物價の高騰其の極に達して、所謂成金者流の跋扈すると共に、
其反面に中等階級以下の生活難を促進し、遂に米騒動なる不祥事を演出した
り・・・
（中略）
・・・司法官は或意味に於て人生そのものを取扱ふものなる以
上、國民の意思、生活、感情に對して、至大なる注意と理解とを有するものな
り、換言すれば裁判は常に民本的裁判ならざるべからず」
（法律新聞1493号３
［285］

北法64（2・144）424

民事詐欺の違法性と責任（６）

そして、学説も個人主義・自由主義を否定し、これに代わる法律観を
模索し始めた。それまで当時の通説が支持していた客観的違法論は、ド
イツ法の検討において既に確認したように、19世紀中葉以降の経済自由
主義が責任の画定を要請し、有責性が過責（故意・過失）という主観的
要件と結び付けられ、そして違法性が権利侵害という客観的要件と結び
・・・
付けられた帰結であった141。しかし、この「権利」侵害要件が両方向か
ら批判された。つまり、一方で権利侵害要件の緩和は（被害者側の）個
人主義として批判され142、他方で権利侵害要件の固持も（加害者側の）
個人主義として批判されたのである143。要するに、当時の学説にとって、
「権利」を結び付ける思想（いわば権利本位の法律観）が気に入らなかっ

頁（1919年１月）
）
。川井健『民法判例と時代思潮』
（1981年。初出は「判例と
時代思潮－民法判例の基礎としての経済・社会の構造－」判例時報830号（1976
年）９頁）v 頁も参照。さらに、とりわけ各事件における関係者から社会的背
景を見て取る大村敦志「大阪アルカリ事件（４）－社会的な背景」法学教室
346号（2009年）59頁以下、同「信玄公旗掛松事件（２）－社会的な背景」法
学教室348号（2009年）34頁以下も参照。
141

この点について、本誌63巻５号57頁を参照。

142

前掲注112の栗生の引用文（
「個人主義的經濟秩序は、各人を、利潤の追求

者にし」
、
「
『有形財の侵害』ばかりでなく、
『無形財の侵害』も損害だとし、而
してその各ゝに對して遠慮なく賠償を要求するに至」り、そして「續々新法益
が發見された。人的利益といはれるものの數が、刻々殖えた。生命・身體・健
康・肉體および精神の自由・名譽・貞操・信用・秘密・肖像・氏名、曰く何・
曰く何」
）は、次のように続く。
「而してその侵害に對しては、損害賠償を要求
し、侵害に伴ふ無形の精神的苦痛に對しても、慰藉料を求めた。賠償や慰藉料
は、事後の救濟手段であるから、未だ以て私益の保護に足らないとし、豫防的
手段の私力的なるものとして新たに緊急避難權を案出し、その公力的なるもの
として大いに不作為の訴を發達させた－すべて我慾の擁護のために」
。
143

例えば、牧野英一は、客観的違法論を支持する鳩山説に対して、次のよう

に述べる。
「博士が『苟くも客觀的に違法なる行爲に因りて他人に損害を與ふ
るときは主觀的に過失なきも常に賠償責任を負擔すべきものとせば、人の活動
は極めて不自由なるに至るべく』
（第848頁）とされて居るのは、明かに自由競
爭を極限理念とした個人主義的口吻ではあるまいか」
（牧野英一『法律に於け
る具體的妥當性』
（1925年）328頁）
。なお、引用文において挙げられている鳩
山の文献は、鳩山・前掲注113である。
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たのである144。
こうして、
権利と結び付く「個人」が抑制され、これと対置される「社
なかば必然であった。そして、
「社
会」の観点が強調され始めたことは145、
会」
通念を安易に読み込める一般条項が法解釈の基点に置かれたことも、
当時において必然的な帰結であった。例えば、牧野英一は次のように述
べる。「法律は權利を規定したものではなくして、公の秩序善良の風俗
を規定したものになるのである。法規に違反するとは、他人の權利を侵
害することではなくして、公の秩序善良の風俗に反して行動することに
なるのである」146。
とりわけ、
「法規に違反するとは」
「公の秩序善良の風俗に反して行動
すること」という理解が、既に行為無価値を示唆している147。その後の
展開を確認する。
②大学湯事件－不法行為法の観点から－
法律観の変化が表れた裁判例として、大審院1925年（大正14）11月28

144

例えば、権利侵害要件の固持を非難する牧野にとって、権利侵害要件の緩

和は一個の解決的解釈であったはずである。しかも、牧野は、こうした方向性
を鳩山が志向している点も認めている。しかし、牧野は、
「傳統的な意義に於
ての權利の觀念が非合理的なものであるならば、其の傳統的なものを合理的に
全く排斥し、新なに或ものを持つて來る」方向性を求めるのである（牧野・前
掲注143・330頁）
。法律の文言に拘泥しない解釈的態度から、自由法論の影響
も窺える（この点について、常盤敏太「不法行爲の要件としての違法性」法学
志林32巻４号（1930年）93頁も参照。なお、牧野とフランス法、デュギーと権
利否認論の関連も想起されるのであるが、しかし本稿では立ち入れない）
。
145

「個人は、
個々の個人でなしに社會の個人である。社會構成の微分子である。

故に社會の維持および發展のためには、自我の主張を抑へねばならぬ」
（栗生・
前掲注112・120頁）
。
146

牧野・前掲注143・349-350頁。

147

牧野は既に、刑法の分野において、社会通念に依拠した行為の違法性につ

いて説いている。
「行爲の違法性といふことは論理的に其の内容を定めること
ができぬ。之は行爲の社會的價値判斷に屬するものであるからである」
（牧野
英一『行爲の違法（第三版）
』
（1924年。初出は1916年）はしがき１頁）
。
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日判決148（いわゆる大学湯事件）が挙げられる。
本件は、大学湯という名称の湯屋業を営む賃借人と同建物の賃貸人
が両者の合意に基づいて賃貸借契約を解除したのであるが、しかし賃
借人が大学湯の老舗を売却する前に、賃貸人が第三者に同湯屋業を営
ませ、これによって営業の利益を喪失した賃借人が損害賠償を求めた
事案である。原審は老舗の権利性を否定し、そして不法行為の成立を
否定した。しかし、大審院は原審判断を破棄し、次のように述べて事
案を差し戻した。
「其ノ侵害ノ對象ハ或ハ夫ノ所有權地上權債權無體
財産權名譽權等所謂一ノ具體的權利ナルコトアルヘク或ハ此ト同一程
度ノ嚴密ナル意味ニ於テハ未タ目スル權利ヲ以テスヘカラサルモ而モ
法律上保護セラルル一ノ利益ナルコトアルヘク否詳ク云ハハ吾人ノ法
律觀念上其ノ侵害ニ對シ不法行爲ニ基ク救濟ヲ與フルコトヲ必要トス
ト思惟スル一ノ利益ナルコトアルヘシ」
。
本件は権利侵害要件を緩和した事案として紹介されることが少なくな
い。むろん、それは正当な理解である。しかし既に指摘したように、権
利概念の緩和それ自体は個人主義として非難される対象であったのであ
るから、大学湯事件を個人主義・自由主義に依拠した雲右衛門事件と対
比して理解するなら、むしろ大学湯事件の実質的意義は不法行為を理由
とする救済の可否それ自体を社会通念に依拠せしめた点に求められるべ
きであろう149。
そして、このことは本判決も示唆している。本判決によれば、民法の
意味における不法行為は「法規違反ノ行爲ヨリ生シタル惡結果ヲ除去ス
ル爲被害者ニ損害賠償請求權ヲ與フルコトカ吾人ノ法律觀念ニ照シテ必
要ナリト思惟セラルル場合」であり、適法行為は「共同生活ノ規矩ニ遵
ヒテノ行爲ナルニ反シ」
、すなわち不法行為は「其ノ準縄ノ外ニ逸スル

148

大審院民事判例集４巻670頁。

149

この点について、前田陽一「不法行為における権利侵害・違法性論の系譜

と判例理論の展開に関する覚書」
能美善久・瀬川信久・佐藤岩昭・森田修
（編）
『民法学における法と政策』
（2007年）458頁も参照。
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ノ行爲」を意味する。つまり、不法行為の正否を決する重要な点は、緩
和された権利概念ではなく、むしろ当該の行為態様が社会通念から逸脱
することであることが理解される。確かに、この点に関する事実認定は
本判決の説示から直接に窺い知ることはできない。しかし、本判決の事
実において「被上告人千太郎及ふなハ上告人カ老舗ヲ有スルコトヲ知リ
ナカラ被上告人梅三郎ト共謀シ老舗ノ賣却ヲ不能ナラシメタ」という悪
質な行為態様150が指摘されている151。
そして、続く学説も同様の理解を示す152。例えば木村淸司によれば、

150

つまり、
「甲乙間に平穏な賃貸借關係の永續したこと、今日乙が丙にこれを

賃貸して利を得て居ること等を綜合考察すれば、乙の行爲は－一面に於て所有
權の行使たる形式を備へるにも拘らず、しかもなほ、－公序良俗に違反するこ
と疑がない。そしてこの公序良俗違反の點にその行爲の違法性がもとめられね
ばならない」
（我妻・前掲注136・123頁）
。大学湯事件において加害者の主観的
態様が重視されている点について、大河純夫「民法七〇九条『権利侵害』再考
－法規解釈方法との関連において－」河内宏＝大久保憲章＝采女博文＝児島寛
＝川角由和＝田中教雄（編）
『市民法学の歴史的・思想的展開－原島重義先生
傘寿－』
（2006年）543頁も参照。
なお、我妻は詐欺に関する違法性の基準も公序良俗に求める。この点は後述
する。
151

ある論者によれば、
「本判決は、
『権利』にとらわれないという意味で、ま

さに学説のいう『権利侵害から違法性へ』という図式を確立したことになる」
、
という（川井健「大学湯事件判決について－不法行為法の体系と課題－」星野
英一（編）
『現代社会と民法学の動向（上）不法行為』
（1992年）127-128頁）
。
ただし、ここから全く異なる二種の評価が導かれる点に留意されなければなら
ない。第一は、
「人々の権利を尊重する態度」という評価である（川井・前掲・
127頁）
。第二は、
「
『権利侵害の違法性による置き換え』は、
『権利侵害があっ
ても必ずしも違法ではない』というかたちで、かえって法的保護の制限として
も機能しうる」という評価である（原島重義「わが国における権利論の推移」
法の科学４巻
（1976年）
55頁）
。確かに、
その後の学説は
「権利侵害から違法性へ」
進む。しかし、それは第二の意味として評価されなければならない。この点は
後述する。
152

大学湯事件の段階においては、未だ二個の選択肢が与えられていた、とい

う見方も可能である。すなわち、
「選択肢のひとつは、
『被侵害利益』と『侵害
行為の態様』という二つの要素を統合する上位概念として『違法性』要件への
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一方で大学湯事件は故意や通謀等の詐害的行為に起因し、他方で大学湯
事件において認められた権利は積極的に主張すべき利益なき権利を意味
し、すなわち「具體的權利と稱し得ない利益（債權の第三者に對する關
係を含む）に就いては行爲者の主觀的状況が道徳的に批難すべき場合に
153
、という。木村は、
のみ不法行爲の成立あるものと見ることが出來る」

このような解釈の意義として労働問題を取り上げ、かかる解釈を通じて
例えば当時の労働組合法が同盟罷業を不法行為として構成していない理
由を説明する154。
ところで、既に確認したように、労働事件はドイツ民法823条１項に

移行を主張するもの、他の選択肢は、
『権利侵害』要件を従来どおり被侵害利
益を中心に考察し、その範囲を具体的『権利』から『法的保護に値する利益』
にも拡大するものであった」
。ところが、
「学説の大勢は、第一の選択肢である
『違法性』要件への移行を選択した」
（樫見由美子「権利保護と損害賠償制度に
ついて－『権利又は法律上保護される利益の侵害』要件に関する考察を通して
－」能見喜久＝瀬川信久＝佐藤岩昭＝森田修（編）
『民法学における法と政策
Law and Policy Making in Civil Law』
（2007年）499頁）
。その理由は、当時に
おける個人主義に対する批判的傾向に加えて、
「
『権利』の概念は固定的になり
やすいのに対して、
『違法性』の内容はかなり弾力的・流動的である」という
点に求められるのであろう（加藤一郎『不法行為』
（1957年）36頁）
。こうした
発想は、
後述の行為無価値論へ通じる。すなわち、
行為無価値論の「利点」は、
その違法性の判断基準を「社会的相当性」等として理解することによって、ほ
ぼ一般条項の如き運用が可能になる点である（その「利点」は特に過失論にお
いて見出され、事案の類型に応じて、過失の義務の設定が変更可能であり、そ
こに違法性の関連が見られる点について、
潮見佳男『民事過失の帰責構造』
（1995
年）を参照。例えば、同98頁の「注意義務の前倒し現象ないし結果回避義務の
予見段階への伸長現象」
）
。しかし、こうした行為無価値論の「利点」は、行為
無価値論に反対する立場から見れば、
「その場しのぎ、小手先の解釈」として
映る。さらに、行為無価値論の問題は、行為無価値論が「権利」侵害の要件を
重視しない反射的作用として、各法益の要保護性が低下する点に存する。むし
ろ、
この点が96条１項の詐欺取消制度における問題点と関係しているのであり、
この点について引き続き検討する。
153

木村淸司「不法行爲法に於ける Ultima ratio legis としての反公序良俗性」

法学協会雑誌46巻９号（1928年）27頁および31頁。
154

木村・前掲注153・46-47頁。
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おける自由概念の制限を招いた一契機であった155。自由概念の限定は雇
用者側の法益の限定を意味し、すなわち労働者の同盟罷業等による不法
行為の成立の制限を意味し得たのである。ただし、このことは、その反
面として、故意ドグマの形成を促進した。すなわち、同法同条項の自由
の範囲が身体的自由に限定されたことによって、意思決定自由を被侵害
利益として理解する詐欺取消制度（ドイツ民法123条）の競合規範が同
法823条２項および826条に限定され、かくして詐欺者の主観的態様を故
意に限定するドグマが形成されたのであった156。
こうした故意ドグマの片鱗を、木村も示唆する。すなわち、木村によ
れば具体的な権利の侵害は過失で足りるが、しかし単なる利益の侵害は
故意に基づく公序良俗違反が不法行為の成立要件であり、そして自由権
は後者に属する157、というのである158（これは、少なくともドイツ民法
826条における自由権侵害と同質の内容である）
。
「個人から社会へ」
・
「権利侵害から公序良俗へ」という傾向が踏襲さ
れ、それに伴い加害者の態度が重視され、その反面として個人的性格の
強い自由権の要保護性は縮小されていることが窺われる159。しかも、こ
155

この点について、本誌63巻６号279頁以下を参照。

156

この点について、本誌63巻６号282-283頁および283頁の注44を参照。

157

木村・前掲注153・31頁および38頁。
「自由權の内容は全然積極的に保護せ

らるべき内容を有せず」
（木村・前掲注153・40-41頁）
。
158

なお、一見して、木村説は、いわゆる相関関係説に近い。同説を主張する

我妻栄について、木村自身が次のように述べている。
「本論稿の成るに就いて
は我妻東大教授の尠からざる助言、参考書の貸與等に負うところ誠に多い」
（木
村・前掲注153・48頁の注（43）
）
。
159

・・・・
もちろん、社会ないし公序の重視が自由権の制限と結び付く論理的な必然

性は存しない（公序に依拠した自由権の保護の可能性は否定されない）
。しか
・・・・・
し、当時の時代感覚においては、自由を軽視する方向へ事実として働いたので
ある。このことが詐欺の問題として示唆される事案として、例えば大審院1933
年（昭８）６月８日判決（大審院刑事判例集12巻771頁）が挙げられる（ただし、
後述の如く、本件は不法行為の詐欺として争われている）
。本件は、負債を有
する上告人が差押を受け得る自己の不動産を、他の上告人等と共に転売利益を
見込み得る土地として詐言し、被上告人をして同土地を購入せしめ、同被上告
人から金銭を騙取し、これに対して被上告人が財産的損害損害賠償および意思
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の傾向は戦前の末期へ向かう過程において、さらに加速する。そして、
少なくとも詐欺を語る枠組において自由権の持つ意義は、ほとんど失わ
れるに至るのである。この点について、引き続き検討する。
（２）違法評価の主観化
①「権利侵害から違法性へ」
権利の概念から離れ、これを端的に違法性へ読み替える議論を展開し
た末川の『権利侵害論』は周知であろう。そして、末川の権利侵害論も、
やはり当時の個人主義あるいは権利本位の法律観に対する批判から生み

決定自由の侵害を理由とする慰謝料を求めた附帯私訴である。原審は、上告人
等に対して詐欺罪等の有罪判決を下し、
被上告人の請求を認容した。大審院は、
この原審判断を支持し、次のように述べた。
「第七百十條ニ所謂自由トハ身體
的活動ノ自由ノミナラス精神活動ノ自由ヲモ包含スルモノト解スルヲ正當ナリ
トスルカ故ニ不法行爲者カ本件ニ於ケルカ如ク欺罔手段ニヨリ被害者ノ意思決
定ノ自由ヲ害シテ錯誤ニ陥レ財物ヲ騙取シタル案件ニ付テハ被害者ニ於テ之カ
爲メ財産上ノ損害ヲ被リタル外特ニ精神上ノ苦痛ヲ被リタル事實ノ存スル限リ
不法行爲者ニ對シ財産上ノ損害賠償ノ外慰藉料ヲ請求スルコトヲ得ルモノト解
スルヲ妥當ナリトス」
、そして「上告人等ノ判示ノ如キ偽計詐術ニ因リ金圓ヲ
騙取セラレ之カ爲ニ精神上多大ノ苦痛ヲ受ケタルモノナルコト明ナルカ故ニ原
判決カ之ニ對シ慰藉料請求権ヲ認メタルハ違法ニ非ス」
。
本件は、裁判所が710条の自由として意思決定自由を認め、これを詐欺の被
侵害権利として認めた事例として紹介されている。
このこと自体は正当である。
しかし、
附帯私訴の本判決において既に詐欺罪の有罪判決が下されていること、
つまり当然に故意の自由権侵害が前提であること、そして本判決が答弁書から
「老夫婦カ老後ノ生活資料タル全財産ヲ抛チ知ラス知ラス詐欺ノ深間ニ陥レラ
レ今後如何ニ處スヘキカ果シテ眞實法律上保護ヲ受クヘキヤヲ思ヒ煩フニ於テ
ハ夜モ眠ル能ハス食モ其ノ咽喉ヲ通ラサルコトアルヘク其ノ心勞ハ公判援用ノ
本人ノ供述ニヨリテモ明」という部分を引用していることは看過されてはなら
ないであろう。すなわち、本判決においては、むしろ暴利行為にも似た公序良
俗違反性、つまり加害者の悪質性から出発し、これを理由として認められるべ
き慰謝料を正当化する必要性から精神的自由の存在を肯定したに過ぎないよう
・・・
に思われるのである。このことは、裁判所の「精神上多大ノ苦痛」という表現
からも窺われるであろう。
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出されている160。末川は次のように述べる。確かに権利概念は法秩序の
一部を形成する重要な要素であるが、しかし法秩序の内容は権利に尽き
るわけではなく、それゆえ違法性の評価にとって法秩序違反という観点
が重要であるから、権利侵害を伴わない行為も違法の評価を受け得るの
であって、したがって行為の違法性に重点が置かれ、この意味において
権利侵害要件は本質的な意味を有さず、権利侵害は違法行為の徴表に過
ぎず、むしろ権利侵害要件は法律全体の立場から加害行為を評価する要
素として認められているのであって、決して被害者個人の主観的立場を
擁護する前提として認められているわけではない161、という。
末川の理論から行為の違法性、つまり行為無価値の要素が強く窺われ
る。そもそも結果無価値論によれば権利侵害それ自体が違法性を意味す
るのであるから、権利侵害要件を違法性へ読み替える末川の理解は既に
結果無価値たる余地に乏しく162、行為無価値へ至る傾向を示しているの
である163。
問題は、かかる違法論と詐欺の関係である。個人性の強い法益の要保
護性を重視しない末川の理解によれば、例えば710条によって規定され
160

この点について、例えば利谷信義＝乾昭三＝木村静子（編）
『法律学と私』

（1967年）169頁。さらに、末川博『不法行爲並に權利濫用の研究』序および
342頁（1938年。初出は「ドイツ民法及びスイス民法における權利濫用に関す
る規定の成立過程（一）
（二）
」法学論叢20巻５号および６号（1928年）
）も参照。
161

末川博『権利侵害論（第２版）
』
（1971年。初版は1930年）273頁 -315頁。

162

「
『権利侵害の違法性による置き換え』は、
『権利侵害があっても必ずしも違

法ではない』というかたちで、かえって法的保護の制限としても機能しうる」
（原島・前掲注151・55頁）
。
163

「
『權利侵害』の要件は一面に於て被害者に救濟を與ふるを正當とするや否

やを決定する標準として定立されたものであるが、同時に他面に於ては加害者
をして賠償義務を負擔せしむるを正當とするや否やを決定する標準たるべき役
目をもつものである。而して從來の通説は専ら前者の標準として『權利侵害』
を見てゐるのに對して、寧ろ之を主として後者の標準に役立てやうと試みてゐ
るものが末川教授の『權利侵害論』であつて、之によると『權利侵害』は即ち
『違法』を意味するものとして理解され、
從つて被害者に侵害の客體たる『權利』
ありたりや否やが問題とされずに、寧ろ加害行爲が違法であるかどうかが不法
行爲となるや否やを決する主たる標準となる」
（末弘・前掲注111・８頁）
。
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ている人格的利益は私法的権利として理解する必要性を否定され、ゆえ
に710条は権利侵害なき事例として位置づけられ、詐欺も自由権の侵害
として理解されず、すなわち「詐欺によつていかなる權利が侵害された
かを究明しようとするが如きは、要らざる詮索であ」り、「要するに、
164
、という結論へ到達する165。た
詐欺の如きはそれ自體違法なのである」

だし、「それ自體違法」の内容は明確ではなく、末川は違法性の評価基
準を補充する概念として公序良俗を挙げるものの166、それ以上の詳細な
詐欺の要件論を示していない。
こうした不明瞭な点は当時においても問題視されていたが167、しかし
行為の違法性を重視する理解は支持を受け168、例えば我妻は違法評価の
流動化を強調し169、そして相関関係説を展開する。すなわち、我妻によ
れば、「當該加害行爲の被侵害利益に於ける違法性の強弱と加害行爲の
態容に於ける違法性の強弱とを相關的・綜合的に考察して最後の判斷に
170
、という。
到著すべきである」

行為の違法性が重視され、違法評価の流動化に基づいて個別の権利性
が問われないなら、もちろん詐欺の枠組においては欺罔行為の側面が重
視され、詐欺の被侵害権利たる自由権が持つ意味は大きく失われる。す
164

末川・前掲注161・340-343頁および361頁。

165

末川は、次のようにも付け加える。
「私は自由權というような私法上の人格

權を認める必要はないと思うのであるが」
、
「自由權を認める論者には、詐欺又
は強迫による不法行爲の成立を説明するために、人の精神的活動即ち意思決定
についてまでも自由權があるというように解する者もあるけれども、法律の關
與し得るところの自由の概念をかくの如く擴大することは穏當であるまい」
（末
川・前掲注161・352頁）
。
166

末川・前掲注161・223頁。

167

「殊に『權利侵害のない不法行爲』に於て各種の行爲がいささか平面的に並

べられて居るやうに感ぜらるゝ」
（我妻栄「末川博博士『權利侵害論』
」法学協
会雑誌50巻６号（1932年）115頁）
。
168

「私も亦權利侵害なる要件は加害行爲の違法性あることを意味すると解する

説に從ふ」
（我妻・前掲注136・125頁）
。
169

「權利侵害といふ固定的觀念が『違法なる行爲』といふ流動的な觀念に移つ

た」
（我妻・前掲注136・100頁）
。
170

我妻・前掲注136・126頁。
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侵す點に在るのではなく、その行爲が詐欺強迫といふ禁止規定又は公序
良俗に反するものなる點に存すると謂はねばならぬ」のであり、
「強い
て自由權を問題とせず、専ら侵害行爲の態容を理由として違法性を定む
べしと謂はねばならない」171。
詐欺が争われる局面において自由権の要保護性を認めない我妻にとっ
て、違法根拠の自由意思を認める余地は存しない。むしろ、詐欺の違法
性は侵害行為の態様によって決せられ、それは同時に公序良俗違反を意
味する。我妻のみならず、前述の牧野、木村そして末川も、違法性の基
準として公序良俗を援用していた。ゆえに続く問題は、公序良俗の概念
において機能する違法論の内容である。
②公序良俗と社会的相当性－法律行為論における影響－
以上の我妻の理解は不法行為の詐欺が対象であるが172、しかし我妻は
96条１項における詐欺の違法性に関しても公序良俗を援用する。すなわ
ち、「違法性あるもの・即ち信義の原則に反する程度のものでなければ
詐欺ではな」く、
「違法なりや否やは第九〇條について述べたと同一の
173
。そして、我妻は、90条の公序良俗について
標準によつて決せらるる」

次のように述べる。
「
『公の秩序』とは國家社會の一般的利益を指し、
『善
良の風俗』とは社會の一般的道徳觀念を指す」が、しかし両者は「大部
分に於て一致するのみならず、理論上も明瞭に區別し得ない」から、
「行

171

我妻・前掲注136・136頁。

172

ここまで検討した不法行為法の領域における議論については、山本敬三「不

法行為法学の再検討と新たな展望－権利論の視点から－」法学論叢154巻４・５・
６号（2003年）292頁以下も参照。とりわけ末川および我妻の理解において、
「
『権利本位』の法律観から『社会本位』の法律観へという基本姿勢を容易に読
み取ることができ」
、
「違法性理論は、不法行為法において権利本位の法律観か
らの転換をはかろうとした」点が確認されている（同302頁以下）
。本稿も、こ
の理解に依拠している。これに加えて本稿が検討しなければならない問題は、
不法行為法の領域における違法性理論が法律行為法においても影響していたか
否か、である。この点について引き続き検討する。
173

我妻栄『民法總則』
（1931年）437頁。
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174
爲の社會的妥當性なる語で兩標準を一括して考へようと思う」
。つま

り、違法性の基準たる公序良俗は社会的妥当性を通じて判断され、した
がって違法性の基準は社会的妥当性に求められるのである。
ところで、戦前のドイツにおいては、客観的違法論の内部において主
観化を推し進めたヴェルツェルが行為無価値論を展開し、故意を違法要
素として理解していた。そして、ヴェルツェルは違法性の基準を社会的
相当性（sozialen Adäquanz）へ求めたのであった175。
違法性の判断基準に関する我妻とヴェルツェルの類似性は、否定でき
ないであろう。このことは違法評価の主観化も無関係ではない。確かに、
我妻は、詐欺の違法性に関して「自由權を問題とせず、専ら侵害行爲の
態容を理由として違法性を定む」旨を説き、その違法性の基準として公
序良俗を挙げるのみであって、実質的な要件を示しておらず、とりわけ
違法性と故意の関係は不明確である。しかし、自由権の侵害が故意の公
序良俗違反である点は既に他の論者によって主張されていたのであ
り176、我妻も公序良俗の判断において「凡ての行爲の社會的價値はその
動機を考慮せずして決定し得ない」旨を説いているし177、そもそも「侵
害行爲の態容」を推し測り得る要件は96条１項の枠組においては欺罔者
の故意の他に存在しないのである178。
ここまで本稿が違法論を確認してきた理由は、責任能力を要しない96
条１項において如何なる理由から故意要件を維持し得るのか、という疑
問を検討するためであった179。そして、違法性の評価対象の主観化を認
め、
さらに故意を違法要素として認める当時の通説的見解に従うならば、
故意を責任要素として維持する必然性は失われるから、たとえ96条１項
において責任が問われなくても（同条項において責任能力要件を要しな
くても）、確かに違法性の根拠として故意を維持する解釈は可能にな
174

我妻・前掲注173・397頁。

175

この点について、本誌63巻６号290-291頁を参照。

176

この点は、既に木村が指摘していた（前述291頁）
。

177

我妻・前掲注173・411頁。

178

もちろん、我妻も詐欺の要件として故意を求める（我妻・前掲注173・434-

435頁）
。
179

この問題について、前述281-282頁。
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る180。
しかし、法律効果の発動根拠を、権利の観念ではなく、加害者の行為
態様に基づいて肯定する立場を突き詰めれば、権利概念の否定へ至り、
個人の尊厳が封殺される点は留意されなければならない。このことは、
当時の全体主義思想が明瞭に示している。例えば末川は、次のように述
べる。
「新な世界觀として全體主義的國家觀といふべきが支配的となり、
個人（個體）を包容し個人に先んじしかも個人のうちにも生きる『全體』
「個人は原子論的に孤立した自立的のものではな
の立場が強調され」181、
くて、常に全體の目的の爲めに生き全體の運命をになひつつ互に協調し
協同する部分的のものとなつてゐる」のであって、ゆえに「ひたすら抽
象的に權利一般に關して論を進める如きは許されぬと考へるのであ」り、
182
。
「法は人の共同生活を秩序づける爲めに人の行動（容態）を規律する」

法が「人の行動（容態）を規律する」意味は、裏を返せば、「侵害行
爲の態容を理由として違法性を定む」という意味であり、故意の違法要
素化を意味する183。かかる法律観においては、法の目的は社会秩序の維

180

責任から独立した故意を認めるヴェルツェルの理解によれば責任無能力者

の故意も認められる。この点について、Hans Welzel, Studien zum System des
Strafrechts, ZStW 58 (1939), S. 504を参照。
181

末川博「權利理論における歴史性－法の基本問題に關する考へ方（その一）
・

權利理論構成への一省察（上）－」民商法雑誌19巻４号（1944年）９頁。
182

末川博「權利と法規との關係－法の基本問題に關する考へ方（その二）
・權

利理論構成への一省察（下）－」民商法雑誌19巻５号（1944年）３頁。末川が
述べる全体主義思想について、末川によれば「
『公益は私益に優先する』とい
ふ如きはこれを端的に表明する」
（末川博「權利理論における歴史性－法の基
本問題に關する考へ方（その一）
・權利理論構成への一省察（上）－」民商法
雑誌19巻４号（1944年）９-10頁）のであって、末川の理解におけるナチス思
想の影響は明白である。
「公益は私益に優先する」という標語について、本誌
63巻６号292-293頁を参照。
183

例えば、行為無価値論を展開するヴェルツェルによれば、
「刑法の対象は、

第一義的に、
消極的な結果の惹起へ向けられた目的的（目的活動的）行為であ」
り、
「その目的性という要素が刑法的不法に属」し、ゆえに「目的的目的活動
性の要素たる故意が不法構成要件に属するのである」
（Welzel, a.a.O. (Fn. 180), S.
518 f.）
。なお、ヴェルツェルの違法論とナチス思想の関連性について、瀧川春
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持および社会秩序違反の行為に対する制裁であって、決して法益の保護
ではない184。このような法律観が支配する限り、96条１項は被欺罔者の
保護として機能せず185、その法益たる違法根拠の自由意思を肯定する余
地も存在し得ないのである186。
雄「自由主義刑法の山脈と世界觀」平場安治（編）
『瀧川先生還暦記念 現代刑
法學の課題 上』
（1955年）377-378頁、内藤謙「目的的行爲論の法思想史的考
察（一）
」刑法雑誌９巻１号（1958年）14頁および35頁を参照。
184

例えば、行為無価値論を展開するヴェルツェルによれば、
「刑法の第一義的任

務は、現実の法益保護ではなく、各個人の保護でもなければ、その個人の所有権
等の保護でもない」のであり、
「刑法の任務は根源的で社会倫理的な心情（行為）
価値の保護である」
（Hans Welzel, Das deutsche Strafrecht, 6. Aufl., 1958, S. 2-4）
。
確かに、
「社會の秩序なるものは元々個人の爲に維持されるものと考へること
もでき、從て法律といふものが本從社會本位に定めらるべきであるといふ論も、
いやそれは個人本位に定めらるべきであるといふ論も、雙方とも一應の理由が
立つ」
（中島弘道「民法に於ける個人主義と全體主義」法学志林41巻５号（1939年）
13頁）
。しかし、逆の発想、つまり個人の利益の保護が社会全体の利益に資する、
という発想は語られない。全体主義の法思想によれば、あくまでも「法は第一
次的に社會全體の維持と発展とを目的としてゐる」
（石田文次郎「債權契約の新
基調」小野清一郎（編）
『牧野教授還暦祝賀 法理論集』
（1938年）462頁）
。
185

個人的法益より非利己的な公益が優先された背景として、当時の経済統制

も挙げられるであろう（川島武宜「統制經濟における法と倫理」經濟統制法年
報１巻１輯（1942年）38頁を参照）
。これは、96条の存在意義それ自体に関わ
る問題でもある。すなわち、
「自由契約を主眼とすればこそ、意思表示に關す
る民法第九三條乃至九六條の意思欠缺に關する規定、並に契約の成立に關する
詳細な法規を必要とするであらうが、規制契約に於いて錯誤並に詐欺に關する
民法總則の規定は殆ど用を爲さぬであらう」
（石田文次郎「契約理論の轉化」
法学論叢43巻５号（1940年）51頁）
。
当時においては、
「戰爭中の経済法規というものを支持するのがいかにも進
歩的なものであるかのような非常に強いイリュージョンを起こしていた。その
イリュージョンが起る基礎には、人民の利益と法の結びつきが非常に薄弱で
あったという根拠はありました」
（戒能通孝（発言）
「第一 日本法学の回顧と
展望」
『日本の法学』
（1956年）160頁を参照）
。
186

「わが國においてのみならず外國において個人に對立する協同體の地位が強

調せらるることも、市民社會においてみとめられたやうな個人の自由の意思、
個人が固有する自由、の否定を目的とするものであり、右のやうな『犠牲の倫
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続く問題は、このような理解が戦前における一過性の内容であったの
か、である。戦後において状況は変化したのであろうか。この点につい
て、引き続き検討する。


（未完）

理』の表現にほかならない」
（川島・前掲注185・37頁）
。
もっとも、必ずしも法益の観点と結び付かない責任根拠の自由意思が認めら
れていた可能性は否定できない。ドイツのナチス思想においても、責任根拠
の自由意思は認められていた（この点について本誌63巻６号295頁）
。ただし、
責任根拠の自由意思が認められていた理由は、
「個人の意思を認めることによ
つて最もよく個人の『責任』を促進することが出來る」からであり、
「その範
圍に於て『行動する個人の責任を要請する』からである」
（我妻栄「ナチスの
契約理論」福井勇二郎（編）
『杉山教授還暦祝賀論文集』
（1942年）113頁）
。つ
まり、全体主義思想における責任根拠の自由意思の第一義的意義は、社会的利
益の促進であって、契約の拘束力の根拠ではない。このことは当然に法律行為
の解釈に影響を及ぼし、その基軸から当事者の意思は離れる。すなわち、
「團
體主義的思想に依ると、意思表示の解釋は、爲されたる意思表示に如何なる意
味を盛ることが、意思表示を爲した四圍の事情に適應し、又取引の通念と一致
するかと云ふ客觀的妥當な意味決定の問題となる。換言すると、意思表示の解
釋は、個人の意思へ導かれずに社會的合理性へと導かれ」
（石田・前掲注184・
469-470頁）
、
「法律行爲の解釋は表示行爲が有すべき客觀的の意義を決定する
ことである以上、その決定に當つて誠實信義の原則又は條理が作用すべきこと
は寧ろ當然であ」り、
「内心的効果意思は－錯誤等の場合に於て－法律行爲の
効力の有無を左右することがあるだけで、法律行爲の内容に影響を及ぼすこと
は絶對にない」
（我妻・前掲注173・373頁および382頁）
。
こうした意思表示の解釈的態度は、
いわゆる表示主義を意味する。もちろん、
表示主義も意思を否定するわけではないが、しかし「意思より優先する要素を
認める」という点が本稿においては重要な意味を持つ。既に確認したように、
サヴィニーも同じく表示主義の立場であり、
被欺罔者の意思決定自由ではなく、
詐欺の反良俗性を重視し、
その違法性から詐欺を捉えたサヴィニーの詐欺論は、
本稿において検討した我妻の詐欺論と大筋において一致する（なお、日本法思
想とサヴィニーの歴史法学派の関係について、小野・前掲注13・19頁を参照）
。
こうした「意思より優先する要素」を認める立場は、
その後においても見られ、
そうした立場が96条において連結することによって表意者保護の観点は希薄化
するのであり、この点は後述する。
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On Policy Measures for the SocioEconomic Betterment of the Ainu People
Ken’ichi Ochiai
Teruki Tsunemoto
1. Prewar Ainu policy
(1) The Ainu policy of the Meiji government and its impact
Today, Japan’s Ainu population is estimated to stand at about 26,000.1 Some
argue that the actual number is probably higher because not all Ainu people are
aware of their lineage, and those who are do not always disclose it. However,
even an assumed figure of 50,000 would account for only 0.04 percent2 of the
1

The Hokkaido Ainu Living Conditions Survey conducted in fiscal 2006 by the

Hokkaido Government showed an Ainu population of 23,782 in Hokkaido. The
survey defined Ainu people as individuals considered to have an Ainu bloodline
and those residing with Ainu people due to marriage, adoption and so forth.
The only living condition survey for Ainu people living elsewhere in Japan
was conducted by the Tokyo Metropolitan Government in 1988, with results
indicating that Tokyo’s Ainu population stood at 2,700.
2

The Statistical Handbook of Japan 2012 (published by the Statistics Bureau

of the Ministry of Internal Affairs and Communications) indicates that Japan’
s total population in 2010 was 128.057 million. Meanwhile, the website of the
Taipei Economic and Cultural Representative Office in Japan (http://www.
taiwanembassy.org/JP/ct.asp?xItem=70263&CtNode=6289&mp=202&xp1=)
states that Taiwan has 489,000 aborigines, accounting for approximately 2
percent of its total population, and that their tribes are officially recognized by
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nation’s total population.
The Ainu are an indigenous people associated with the northern part of
the Japanese archipelago, especially Hokkaido, and have a unique language
as well as religious and cultural distinctiveness.3 Japan became a modern
state following the Meiji Restoration, and the relationship between the nation
and Ainu people began in 1869 when the Meiji government established the
Kaitakushi (Hokkaido Development Commission).4 The government gave the
territory, which was then known as Ezochi or Ainu Mosir,5 the new name of
Hokkaido and officially incorporated it as part of Japan6 to make it a stronghold
against the threat of Russian expansion. This led to the development of
Hokkaido based on the large-scale immigration of wajin (a term used to
describe non-Ainu Japanese people).
Ainu people became Japanese citizens when the Family Registration Act
was promulgated in 1871. However, the family registration of Ainu households
is not thought to have been completed until around 1876.
Immediately after giving Ainu people Japanese nationality, the government
encouraged them to earn a living through farming.7 It also banned common
Ainu customs, such as the wearing of earrings among males and tattoos among
females, and strongly urged Ainu people to learn the Japanese language and

the Taiwanese government.
3

From a 2008 Chief Cabinet Secretary statement on the Resolution to

Recognize the Ainu as an Indigenous People
4

The Kaitakushi (Hokkaido Development Commission) was a government

office tasked with developing Hokkaido, and was active from 1869 to 1882. The
Meiji Government invited immigrants from around the country to promote the
development of this then-wild region. In 1873, the government established the
Tondenhei (farmer-soldier) system to defend and reclaim the land of Hokkaido.
5

An Ainu term meaning “land of the Ainu”

6

“Kaitakushi jigyo hokoku (Report on the Work of the Hokkaido Development

Commission) Volume 1” pp. 4－5, “Kaitakushi jigyo hokoku furoku: Furei ruiju
Volume 1” p. 185 onward
7

“Kaitakushi jigyo hokoku furoku: Furei ruiju Volume 1” p. 533
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master its writing system.8 These policies were intended to support the
improvement and promote the civilization of Ainu people to make them fit
for citizenship, but inflicted decisive damage on the distinctive Ainu culture.9
The Meiji government introduced a modern land ownership system in
Hokkaido as part of the nationwide establishment of its land tax collection policy.
In 1872, the Jisho Kisoku (Regulations for Land in Hokkaido) and the Hokkaido
Tochi Baitai Kisoku (Regulations for the Lease and Sale of Land in Hokkaido)
were enacted, with the former stipulating that owners should be identified for
all land in Hokkaido, including areas historically used by the Ainu.10 However,
few Ainu people obtained land ownership under these regulations because
they had no concept of individuals possessing land in the first place and very
few could understand written Japanese. In this way, as wajin who settled in
Hokkaido acquired land ownership, Ainu people became displaced from the
land where they earned a living. The Ainu were traditionally hunter-fishers,
but deer hunting and salmon fishing－their traditional means of subsistence－
were soon prohibited all over Hokkaido.
In this way, the decrease in land that could be used for traditional means
of living, as well as the regulations on it, eventually seriously damaged Ainu
culture, driving the Ainu people into poverty.11
(2) Enforcement of the Hokkaido Former Aborigines Protection Act
Large-scale immigration by wajin to reclaim the land of Hokkaido and the
introduction of the modern land ownership system reduced the territory
available for Ainu people to earn a living, which in turn exacerbated poverty
among Ainu communities over time. From the 5th Session of the Imperial Diet
in 1893, several Diet members who were well aware of the plight of the Ainu

8

“Kaitakushi jigyo hokoku furoku: Furei ruiju Volume 1” pp. 448－449

9

Report of the Advisory Council for Future Ainu Policy, p. 11 (2009)

10

“Kaitakushi jigyo hokoku furoku: Furei ruiju Volume 1” pp. 260－262

11

Report of the Advisory Council for Future Ainu Policy, p. 14 (2009)
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argued that this indigenous people was in need of protection.12 This led to the
1899 adoption of the Hokkaido Former Aborigines Protection Act at the 13th
Session of the Imperial Diet.
Major protective measures stipulated in the act included the provision of
land for agriculture (Article 1), farming tools and seeds (Article 4), medicine
(Article 5), livelihood/funeral assistance (Article 6), tuition grants (Article 7),
elementary schools (Article 9), and management for shared Ainu property
(Article 10).13 The act was intended to improve Ainu living conditions by
providing farmland that would support agricultural subsistence. However,
wajin immigrants had already acquired much of the land in Hokkaido, and that
granted to the Ainu was not necessarily suitable for farming.14 In addition, little
agricultural instruction was provided by the government. As such, these measures
did not effectively succeed in improving the living conditions of Ainu people.15

2. Postwar Ainu policy
(1) The Ainu policy of the Hokkaido Government
With the promulgation of the Constitution of Japan after World War II,
the Public Assistance Act and the Basic Act on Education came into force.
Based on these legal stipulations, systems of social security and education
12

Stenographic Record of Legislative Proceedings of the 5th Session of the

Imperial Diet House of Representatives No. 5, pp. 50－52, No. 15, pp. 203－
204; Stenographic Record of Legislative Proceedings of the 8th Session of the
Imperial Diet House of Representatives No. 47, pp. 851－852
13

Stenographic Record of Legislative Proceedings of the 13th Session of the

Imperial Diet House of Representatives No. 29, p. 414
14

Susumu Emori, Ainu minzoku no rekishi (History of the Ainu), Sofukan, 2007,

p. 442, others
15

Report of the Advisory Council for Future Ainu Policy, p. 15 (2009). For more

details of the act, see Ainu tokubetsu rippo no seiritsu to sono tenkai (Enactment of
special Ainu legislation and related development) by Mutsuo Nakamura in Heiwa
to kokusai kyocho no kenpogaku (Constitutional law in peace and international
cooperation), Yasuo Sugihara et al. (ed.), Keiso Shobo, 1990, p. 325 onward
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were developed. Accordingly, the social security and school expense subsidies
provided to Ainu communities were discontinued in 1946 and 1947, respectively,
through revisions of the Hokkaido Former Aborigines Protection Act. The prewar Ainu policy was based on the concept that Ainu people were Japanese
citizens of a different race from other Japanese people. In the postwar years,
however, the unequivocal prohibition of race-based discrimination under
Article 14 of the Constitution16 made it difficult to implement special measures
exclusively for Ainu communities. Nevertheless, Ainu people continued to
suffer discrimination in schools, workplaces and society in general even after
the war ended.
Against this backdrop, Ainu individuals established the Ainu Association of
Hokkaido in 1946 to promote Ainu dignity and improve their social status. The
organization continuously asked the Japanese government to introduce policy
measures for the development and preservation of Ainu culture and take steps
to address their actual situations.17

16

However, some provisions remained effective until the abolition of the

Hokkaido Former Aborigines Protection Act, such as stipulations mandating
that the Governor of Hokkaido should approve all transactions and other
matters involving land granted by the government (Article 2 of the Hokkaido
Former Aborigines Protection Act revised in 1947) and manage shared Ainu
property (Article 10). These provisions were included in the Act to protect the
Ainu and ensure that the Government of Hokkaido would check the details
of sales contracts to be concluded, as Ainu people had no concept of land
ownership/transfer and were often deceived by wajin over sales contracts
and other agreements. However, the stipulations can be seen to have unfairly
restricted Ainu property rights under the Constitution of Japan. Based on
this, it was often argued in postwar Diet sessions that the Hokkaido Former
Aborigines Protection Act should be abolished. However, the Director General
of the Hokkaido Development Agency and the Minister of Health and Welfare,
who had jurisdiction over Ainu issues, argued that careful consideration would
be required because the Act was the basis for various special measures for the
Ainu, and some Ainu people even opposed the idea of such an abolition.
17

The Ainu Association of Hokkaido was renamed the Hokkaido Utari
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It was not until 1960 that measures to support Ainu people were actually
implemented. In 1960, the Ministry of Construction conducted a survey on
districts with unfavorable living environments, including Ainu communities,
and decided to implement housing improvement measures. The Ministry of
Health and Welfare also introduced a project designed to improve districts
with unfavorable living environments, developing community centers and
communal bathhouses as welfare facilities for Ainu communities in 1961. In 1962,
state subsidies were provided for local governments to develop community
workshops, drainage systems, communal kitchens, laundries and wells.18 In
tandem with these measures, the Hokkaido Government implemented a range
of projects to improve the wellbeing of Ainu people, such as efforts to improve
living environments and housing and to promote education. However, these
initiatives failed to produce satisfactory results.19
In 1972, the Hokkaido Government conducted the Survey on Hokkaido
Utari Living Conditions to clarify the actual situation of Ainu people. Based
on the results, it implemented a set of projects known as the Hokkaido
Utari Welfare Measures over a period of seven years from fiscal 1974 to
1980. The prefectural government subsequently conducted living condition
surveys every seven years, and with the support of the national government
implemented comprehensive welfare measures for Ainu people ranging from
Association in 1961. The term utari means compatriot in the Ainu language.
The association’s name change reflects the scale of the blatant anti-Ainu
discrimination that existed in those days; many Ainu asserted that they did not
want to reveal their lineage, leaving the association no choice but to cast off a
name that clearly showed its Ainu affiliation. The group was renamed the Ainu
Association of Hokkaido in 2009.
18

Kosei hakusho (Annual report on health and welfare) for FY 1964, Part 2 in

Section 5 of Chapter 10, “Dowa taisaku nado (Anti-discrimination efforts and
other measures), Database Service for White Papers and Other Documents
on the website of the Ministry of Health, Labour and Welfare: http://
wwwhakusyo.mhlw.go.jp/wpdocs/hpaz196401/body.html
19

Report of the Advisory Committee on Future Measures for Ainu People, p. 5

(1996), Report of the Advisory Council for Future Ainu Policy, p. 19 (2009)
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the improvement of social welfare services to the promotion of education and
culture. In all, four sets of welfare measures were implemented over a period of
28 years, with the last being from 1995 to 2001.20 The largest total annual budget
allocated for the measures was approximately four billion yen (about 49 million
U.S. dollars), and the smallest was three billion yen (about 37 million U.S. dollars).
The objectives of the first set of welfare measures were to promote the
self-reliance of Ainu people and enhance their social and economic standing
through the improvement of social environment and social welfare provisions,
the promotion of stable employment, the enhancement of education and
culture and the advancement of production bases. There were three major
policy areas: 1. district measures (improvement of living, employment and
welfare conditions and the promotion of education and culture); 2. individual
measures (housing loans and employment, education and welfare measures);
and 3. support for the development of relevant organizations. Since then,
cultural promotion measures have been gradually enhanced. In the fourth set
of welfare measures implemented from fiscal 1995 to 2001, the objectives were
to improve the social and economic standing of Ainu people based on cultural
promotion, educational improvement, enhancement of stability in daily life,
industrial promotion and the advancement of popular understanding of the
Ainu people. In particular, the promotion of Ainu culture and understanding
of the Ainu were emphasized as part of efforts to advance comprehensive
measures. Major policy measures included: 1. cultural promotion (cultural
inheritance, promotion of investigative research); 2. educational improvement
(enhancement of educational standards); 3. stability in daily life and industrial
promotion; and 4. promotion of the understanding of Ainu people.21
In 1997, the Ainu Culture Promotion Act22 was established, and the Hokkaido
20

Report of the Advisory Committee on Future Measures for Ainu People, p. 5

(1996), Report of the Advisory Council for Future Ainu Policy, p. 19 (2009)
21

Teruki Tsunemoto, Requests for Ainu Policy Measures, Hokkaido University

Center for Ainu and Indigenous Studies, Report on the 2008 Hokkaido Ainu
Living Conditions Survey, 2010, p. 105
22

The law’s official name is the Act on the Promotion of Ainu Culture, and
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Former Aborigines Protection Act was abolished.23

24 25

In this way, it was

Dissemination and Enlightenment of Knowledge about Ainu Tradition, etc.
Article 1 (purpose): The purpose of this Act is, in view of the situation in which
Ainu tradition and culture (hereinafter referred to as “Ainu Tradition, etc.”),
which are sources of pride of Ainu people, are placed, to realize a society in
which the pride of Ainu people as an ethnic group is respected and thereby
to contribute to the development of diverse culture in Japan by promoting
measures for Ainu culture and dissemination and enlightenment of knowledge
about Ainu tradition, etc. (hereinafter referred to as the “Promotion, etc. of
Ainu Culture”).
23

Ainu people argued that discrimination against them would continue as long

as the Hokkaido Former Aborigines Protection Act was in place because it
represented national feeling against them with its use of the derogatory term
former aborigines. In 1984, the Hokkaido Utari Association adopted the Draft
Law concerning the Ainu People at a general meeting, calling on the national
and prefectural governments to abolish the Hokkaido Former Aborigines
Protection Act and introduce a new law based on the draft. The draft law
stated that in view of the fact that the fundamental human rights of Ainu
people had been severely violated due to racial discrimination, the fundamental
aim of the new law should be to eliminate discrimination against them. The
provisions of the draft also covered the following: the securement of seats for
Ainu representatives in the National Diet and local legislatures; the integration
of courses on Ainu language, culture, history and other considerations in
university education programs; the establishment of national research facilities
to advance studies on Ainu culture and other matters and to preserve
the culture; and the abolition of welfare measures and other protective
programs for the Ainu combined with the establishment of an Ainu people’s
independence fund to be self-governed by Ainu people. In 1994, Shigeru
Kayano became the first Ainu Diet member (in the Upper House) under the
premiership of Tomiichi Murayama, the head of the Social Democratic Party of
Japan, of which Kayano was a member. This started the Japanese government’s
movement toward the introduction of a new law. In 1997, the new Ainu
Culture Promotion Act was adopted, and the Hokkaido Former Aborigines
Protection Act was finally abolished in its supplementary provisions.
24

Article 3 (Responsibility of National Government and Local Governments):

The national government shall endeavor to implement measures that support
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decided that the national government should be responsible for implementing
Ainu cultural promotion measures under the basic plan developed by the
Hokkaido Government. In the same year, the Hokkaido Development Agency
(now the Hokkaido Bureau of the Ministry of Land, Infrastructure, Transport
and Tourism) and the Ministry of Education, Science, Sports and Culture
(now the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology)
designated the Foundation for Research and Promotion of Ainu Culture as
the organization that would implement related operations.26 Since then, the
the promotion, etc. of Ainu culture, including the nurturing of those who will
inherit it, the improvement of publicity concerning Ainu traditions, etc., and the
promotion of research and studies contributing to the promotion, etc. of Ainu
culture. It shall also endeavor to provide local governments with advice and
other assistance as necessary to promote measures by such governments for
the promotion, etc. of Ainu culture.
(2) Local governments shall endeavor to implement measures for the promotion,
etc. of Ainu culture according to the social conditions of their respective areas.
25

Article 6 (Basic Plan): Prefectures specified in the Cabinet Order as

appropriate for the implementation of comprehensive measures toward the
promotion, etc. of Ainu culture in view of local social conditions (hereinafter
referred to as “the prefectures concerned”) shall provide basic plans concerning
measures for the promotion, etc. of Ainu culture in the prefectures concerned
in accordance with the basic policy (herein referred to as the “basic plan”).
－The rest is omitted.－
26

Article 7 (Designation, etc.): The Minister of Land, Infrastructure, Transport

and Tourism and the Minister of Education, Culture, Sports, Science and
Technology may designate no more than one juridical body in Japan as the
organization to implement the operations prescribed in the following Article
in response to an application from such a body providing that the body is
either a general incorporated association or a general incorporated foundation
established for the promotion, etc. of Ainu culture, and that it is recognized
as being capable of appropriately and reliably performing the operations
prescribed in the following Article.
－The rest is omitted.－
Article 8 (Operations): The designated juridical body shall perform the
following operations:
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foundation has overseen programs to promote Ainu culture and language. The
total budget for measures concerning the promotion of Ainu culture in fiscal
2011 amounted to approximately 330 million yen (about 4 million U.S. dollars).
Other welfare measures, such as efforts to improve Ainu living conditions,
have been implemented by the Hokkaido Government since fiscal 2002 under
an initiative called Measures on the Improvement of Living Standards of
Ainu People.27 The second set of improvement measures that started in fiscal
2009 included: 1. Provision of loans to Ainu people to help improve living
conditions and build new houses for the promotion of stability in everyday
life; 2. Improvement of opportunities for educational counseling to enrich
education; 3. Improvement of vocational training and vocational counseling to
stabilize employment situations; 4. Market expansion for Ainu handicrafts and
enrichment of technical training for Ainu artisans to support the promotion of
their industries.28 The total budget for the measures was approximately 700
million yen (about 8.6 million U.S. dollars) in fiscal 2010 and 650 million yen
(about 8.0 million U.S. dollars) in fiscal 2011.

1. Execution of business concerning the promotion of Ainu culture, such as
the nurturing of people who will inherit it;
2. Work to disseminate and raise awareness regarding Ainu traditions and
related matters, such as the implementation of publicity activities;
3. Conduct of research and study contributing to the promotion of Ainu
culture, etc.;
4. Provision of advice, aid and assistance to those who promote Ainu culture,
those who engage in activities to provide information and raise awareness
regarding Ainu traditions and related matters, and those who conduct
research and study for the promotion of Ainu culture, etc.; and
5. Execution of business necessary to promote Ainu culture, etc. in addition
to what is listed in each of the preceding items.
27

Teruki Tsunemoto, Requests for Ainu Policy Measures, Hokkaido University

Center for Ainu and Indigenous Studies, Report on the 2008 Hokkaido Ainu
Living Conditions Survey, 2010, p. 105
28

Second set of Measures to Promote the Improvement of Ainu Living

Standards, Hokkaido Government (2008)
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(2) Living conditions of Ainu people today
The last Ainu living conditions survey by the Hokkaido Government was
conducted in 2006.29 This section covers the results pertaining to living and
educational conditions among the various questions asked.
To clarify Ainu living conditions, the prefectural government investigated
resident taxes levied and the provision of public assistance. It was found that
the number of tax-exempt households exhibited a downward trend, suggesting
an upward trend in the overall income of Ainu households. The results also
showed that the disparity between the ratio of Ainu households receiving
public assistance and those receiving such assistance in municipalities with
Ainu residents showed a decline. This indicates a shrinking income gap
between Ainu and other Japanese people, although inequalities in economic
standing are not redressed.
In the area of education, the prefectural government investigated the
numbers of students going on to senior secondary school and university. The
results showed that 93.5% of Ainu children went on to senior secondary school
after graduating from junior secondary school while 1.4% found employment,
and that 17.4% of senior secondary school graduates went on to university,
including junior college, while 49.9% found employment. In both cases, the ratio
of those going on to higher-level schools increased, whereas that of students
securing employment declined. Comparison between these ratios and those
of all students who went on to higher-level schools in Hokkaido, however,
shows a trend toward a widening of the gap for those who advanced to senior
secondary school and those who went on to university.30
The Hokkaido University Center for Ainu and Indigenous Studies also
conducted the Hokkaido Ainu Living Conditions Survey in October 2008. The
results showed that the ratio of Ainu households receiving public assistance

29

Report on the 2006 Hokkaido Ainu Living Conditions Survey, Hokkaido

Government Department of Environment and Lifestyle (2006)
30

Report on the 2006 Hokkaido Ainu Living Conditions Survey, Hokkaido

Government Department of Environment and Lifestyle (2006) pp. 5－7
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was about 1.5 times that of all households in Hokkaido and 2.5 times that of
households nationwide. The college entrance ratio of Ainu people under 30 was
about half of the national average. More than 70 percent of Ainu people who
advanced to higher education reported financial difficulties, while about three
quarters of those who gave up on a college education cited economic difficulties
as the reason.31
The surveys have revealed that the living and educational conditions of
Ainu in Hokkaido have steadily improved. However, gaps between Ainu and
other Japanese still remain.32 The measures implemented by the Hokkaido
Government have therefore failed to produce satisfactory results, and some
Ainu people say this failure is because the measures were not derived from
the indigenousness of Ainu people,33 and because the lack of a process to
reflect Ainu opinions resulted in measures that failed to adequately address
their needs.34 The measures implemented by the Hokkaido Government cover
only Ainu people living in Hokkaido, and few efforts have been made for
those outside Hokkaido. The Japanese government therefore faces a need to
implement Ainu measures nationwide.35

3. Future Ainu policy
On September 13, 2007, the United Nations General Assembly adopted “the
United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples”. Despite

31

Report of the Advisory Council for Future Ainu Policy (2009), p. 19

32

Report of the Advisory Council for Future Ainu Policy (2009), p. 19

33

Report of the Advisory Council for Future Ainu Policy (2009), p. 24, etc.

34

Giichi Nomura, Ainu shimpo: Utari kyokai ga motomete kitamono (New

Ainu Law－What the Hokkaido Utari Association wanted), Susumu Emori et
al., Ainugo ga kokkai ni hibiku (The Ainu language resounds through the Diet
building), Sofukan, 1997, p. 39 onward
35

Teruki Tsunemoto, Ainu shimpo no igi to senjuminzoku no kenri (Significance

of the New Ainu Law and indigenous rights), Horitsu Jiho, Vol. 69, No. 9, p. 2
onward
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its affirmative vote on the declaration, the Japanese government presented
the view that it was difficult to clarify whether the Ainu were indigenous as
proposed in the declaration due to the lack of a clear definition of indigenous
people in the document and in the international community, although the
Japanese government recognized as a historical fact that the Ainu people
indigenously inhabited in Hokkaido and other areas.36 However, on June 6,
2008, both chambers of the Diet unanimously adopted “the Resolution to Urge
the National Government to Recognize the Ainu as an Indigenous People”.
In response, the Japanese government indicated its recognition of the Ainu
as an indigenous people through a Chief Cabinet Secretary statement37 and
established “the Advisory Council for Future Ainu Policy” as an advisory body
to the Chief Cabinet Secretary in July 2008.
Paragraph 1 in Article 14 of the Constitution of Japan stipulates: “All of
the people are equal under the law and there shall be no discrimination in
political, economic or social relations because of race, creed, sex, social status
or family origin.” A leading theory in constitutional law holds that the French
Revolution paved the way for the establishment of modern constitutionalism,
which was significant because it liberated individuals by replacing the
medieval class system and accepted liberated individuals as the peuple, with
whom sovereignty resides, and as citoyens, who constitute the people, based
on the principle of popular sovereignty.38 Thus, the significance of modern
constitutionalism lies in the fact that it brought people with various attributes
together under the constitutional status of citizens. Based on this concept, the
Japanese government’s recognition of the Ainu as indigenous may lack legal
significance. Moreover, an increasing number of people receive public assistance
in Japan due to its lingering economic malaise, and the Ainu are no longer the
36

House of Representatives, Written Reply No. 24. Naikaku Shushitsu 168 No.

24, September 25, 2007
37

Chief Cabinet Secretary statement in 2008 on the Resolution to Recognize

the Ainu as an Indigenous People
38

Yoichi Higuchi, Kokuhogaku (Constitutional law), revised and extended

edition, Yuhikaku Publishing Co., Ltd., 2007, pp. 7－14
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only people who need national welfare measures. The rights guaranteed under
the constitution should be enjoyed equally by Japanese people, and some argue
that the implementation of welfare measures exclusively for Ainu people based
entirely on their Ainu status is against the Constitution of Japan (particularly
Article 14).39
In contrast, Koji Sato, a constitutional scholar and Chairman of the Advisory
Council for Future Ainu Policy, explained the significance of recognizing the
Ainu as an indigenous people in a lecture hosted by the Hokkaido University
Center for Ainu and Indigenous Studies as follows: The concept of “the people”
in the Constitution of Japan has two dimensions: one is the people represented
by “We, the Japanese people” as stated in the preamble, and the other is “the
people as individuals” as stated in Article 13. The recognition of the Ainu as
indigenous means the Japanese government expressly acknowledged that the
concept of “We, the Japanese people” includes two categories: the people as an
ethnic majority and the people as an indigenous community. The Constitution
of Japan mandates that two ethnic groups with different cultural backgrounds
should live in harmony as “We, the Japanese people.”40 From the viewpoint of
“the people as individuals,” it further calls for the realization of a society in
which Ainu people can live proudly without hiding their heritage. It should also
be noted that the very existence of the Ainu as an ethnic group is essential for
Ainu individuals to preserve their identity as Ainu. To this extent, therefore,
measures targeting the Ainu as an indigenous group can be regarded as
necessary and reasonable.41
The Report of the Advisory Council for Future Ainu Policy maintains
that future related policies should be developed and implemented based on
the recognition that the Ainu are an indigenous people. This is because the
39

This view was also recognized by the Advisory Council in the Report of the

Advisory Council for Future Ainu Policy (2009), p. 26
40

Koji Sato, Nihonkoku kenpo to senjumin dearu Ainu no hitobito (The

Constitution of Japan and the indigenous Ainu), lecture hosted by the Hokkaido
University Center for Ainu and Indigenous Studies, October 13, 2011
41

Report of the Advisory Council for Future Ainu Policy (2009), p. 28
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national government has a great responsibility to take sufficient measures
to ensure the revival of indigenous Ainu culture,42 taking into consideration
the historical context of how the modernization of Japan as a national policy
seriously damaged their culture.43
Based on the report, the Japanese government established “the Comprehensive
Ainu Policy Office” within the Cabinet Secretariat, and its Council for Ainu
Policy Promotion headed by the Chief Cabinet Secretary now examines
specific policy issues.
As mentioned earlier, the ratio of Ainu people to Japan’s total population is
considerably smaller than that of aborigines to Taiwan’s total population. Very
few Japanese citizens realize that Ainu people today have yet to lose their
ethnic identity or their own culture, and that they continue to demonstrate
the will to bring about a cultural renaissance and to live in the region
around Hokkaido.44 This makes it important for people to acquire a sound
understanding of the history, tradition and current situation of the country’s
indigenous Ainu people. The continuation of welfare measures exclusively for
Ainu people in the absence of such understanding might provoke a backlash
from non-Ainu Japanese people, who constitute the ethnic majority, and give
rise to new anti-Ainu discrimination. Against this background, the Council for
Ainu Policy Promotion proposed the establishment of “the Symbolic Space
for Ethnic Harmony” as a pivotal point in future Ainu policy. The space will
be created in the Hokkaido Town of Shiraoi, which is home to many Ainu
people and is easily accessible from Hokkaido’s capital city of Sapporo and
New Chitose Airport. It will take the form of a large-scale national cultural
park with a range of facilities, including a national museum, installations for
cultural activities, and a zone for exchanges among people with various ethnic

42

The term “culture” as referred to here should be interpreted as representing

all unique aspects of the Ainu lifestyle, including land usage, as well as
language, music, dance and craftwork.
43

Report of the Advisory Council for Future Ainu Policy (2009), p. 24

44

Report of the Advisory Council for Future Ainu Policy (2009), p. 24
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backgrounds from Japan and elsewhere.45
Little is known about the living conditions of Ainu people based outside
Hokkaido because the previous welfare measures for the Ainu were
implemented by the Hokkaido Government. Accordingly, the Council for
Ainu Policy Promotion conducted research on the living conditions of Ainu
people outside Hokkaido. Based on the results, it submitted the following set
of recommendations as measures to be implemented both in Hokkaido and
on a nationwide scale: 1. Support for people going on to higher education; 2.
Implementation of measures for welfare counseling services; 3. Support to
ensure stable employment; and 4. Support for the preservation of Ainu culture
outside Hokkaido.46
One of the most recent movements toward the economic development of
Ainu people relates to the Traditional Crafts Promotion Program sponsored
by the Ministry of Economy, Trade and Industry (METI). METI's effort to
promote traditional Japanese crafts is done in the hope that these traditions be
passed on to future generations as one of the cultural treasures of the Japanese
people.
For a craft item to be designated a Traditional Craft Product under the
Promotion of Traditional Craft Industries Act, it must satisfy the criteria
such as the article must be manufactured using traditional techniques. Once
designated as a Traditional Craft Product, public commendations, as well as
financial awards, are bestowed on those people who have contributed to the
production of such items. A certificate of authenticity is issued for each craft
product that bears the symbol mark of a traditional craft product designated
by the METI.
Since the enactment of the Traditional Craft Act, 198 craft industries
45

Comprehensive Ainu Policy Office of the Cabinet Secretariat & Hokkaido

Bureau of the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism,
Minzoku kyosei no shocho tonaru kukan koso nitsuite (The concept of the
Symbolic Space for Ethnic Harmony), 2012
46

Report of the Working Group for Research on Living Conditions of Ainu

People outside Hokkaido of the Council for Ainu Policy Promotion, 2011, p. 34
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have been recognized by the government. These crafts represent 46 out of
47 prefectures of Japan. The only prefecture which has no recognized craft
industry is Hokkaido, mainly because the criteria for the recognition practically
requires history of more than 100 years and any industry developed by the
Japanese since the colonization of Hokkaido does not meet this.
Recently Ainu people in Hokkaido decided to apply for this program since
their distinctive products including wood crafts and clothes have histories of
far more than 100 years. Ainu people from Biratori Town in southern Hokkaido
applied a traditional "bark" clothes made of Attush fabrics and a wooden tray
with traditional Ainu pattern for recognition.
On March 8, 2013, The METI designated these Ainu traditional crafts as a
Traditional Craft Product under the Promotion of Traditional Craft Industries
Act. These Ainu crafts are the first Traditional Craft Product in Hokkaido, and
the 215th in the whole country.
As described above, the policies for the Ainu people are putting into force
slowly yet steadily.
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キャッシュカードの窃盗に着手後、同キャッシュカードの占有者に脅迫を加え
て暗証番号を聞き出した行為につき、刑法236条２項の強盗罪が認められた事例
東京高裁平成21年11月16日判決（平成21年（う）第1215号住居侵入、窃盗、
強盗、（認定罪名強要）強制わいせつ被告事件）
東高時報60巻１=12号185頁、判例時報2103号158頁
判例タイムズ1337号280頁
〔参照条文〕刑法236条２項
【事案の概要】
被告人は、金品を窃取する目的で被害者の住居に侵入し、被害者が寝ている
ことを確認すると共に、隣の和室に財布が入ったバッグがあることを発見し、
被害者が目を覚ましてもすぐには見えない同和室の隅の壁際に同バッグを移動
した上で、中から財布の中身を確認したところ、現金6000円程度のほか数枚の
キャッシュカードが入っていた。
そこで被告人はキャッシュカードで現金を引き出そうと決意し、帰る際に
持って行けばよいと考えてキャッシュカードの入った財布をバッグに戻し、被
害者に包丁を突き付けながら「静かにしろ。一番金額が入っているキャッシュ
カードと暗証番号を教えろ。暗証番号を教えて黙っていれば、
殺しはしない。
」
などといって脅迫して暗証番号を聞き出した。
この事案につき検察官は、原審において「キャッシュカードとその暗証番号
があれば、ATM を用いて機械的かつ確実に預貯金口座の金銭を入手すること
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ができるという、ATM を使用した場合における今日の預貯金の払戻取引の実
態に鑑みれば、キャッシュカードの占有を取得した犯人が『被害者から暗証番
号を聞き出すこと』を実現すれば、事実上被害者名義の預貯金口座から預貯金
の払戻しを受けることができるようになるところ、被告人は（中略）被害者所
有の財布の中にキャッシュカードが存在することを確認していつでも取得し得
る状態にあったのであるから、同人からキャッシュカードの暗証番号を聞き出
すことができれば、コンビニエンスストア等に赴き、被害者名義のキャッシュ
カードを使用し、暗証番号を入力して ATM を操作することにより『預貯金の
払戻し』をなし得るのであり、そこには、通常、一般人にとって難しい手続や
第三者の判断が介在する余地はないから、目的の実現は容易と言える。そうす
ると『被害者から暗証番号を聞き出すこと』によって『被害者名義の預貯金口
座から預貯金の払戻しを受けうる地位』を得ることができれば、
それによって、
通常直ちに『被害者名義の預貯金口座から預貯金の払戻しを受けて現金を手に
入れる』という最終目的を実現することが容易である」ことから、
「
『被害者名
義の預貯金口座から預貯金の払戻を受けうる地位』という経済的利益は、刑法
236条２項にいう『財産上不法の利益』として財物と同様に保護するに十分な
具体性、現実性をもった利益と言えるのであって、
（中略）２項強盗罪が成立
することは明らかである」と主張した。
これに対して原審（さいたま地判平成21年６月１日公刊物未登載）は、以下
の２つの理由により、キャッシュカードの暗証番号を聞き出す行為につき２項
強盗罪ではなく強要罪が成立するにとどまると判断した。
第一に、原審は「２項強盗罪における財産上不法の利益を取得したと言える
ためには、同項が財物奪取罪としての１項強盗に引き続いて規定され、財物の
取得と同等の財産的価値を有する財産的利益についても財産罪としての保護を
与えるために定められたものという趣旨に照らし、財物の取得と同視できる程
度に具体的かつ現実的な財産的利益の移転が見られることを要する」という基
準に照らし、本件行為について「被告人が被害者から暗証番号を聞き出したと
しても、被告人が被害者の銀行に対する預金債権という財物と同視できる程度
に具体的かつ現実的な財産的利益を取得するわけではなく、銀行から預金を引
き出さなければ具体的かつ現実的な財産的利益の移転はないのであって、暗証
番号それ自体は、被告人にとっては単にその後の ATM から現金を払い戻す行
為を容易にする手段に過ぎない」とした上で、
「暗証番号を聞き出すことによっ
北法64（2・109）389
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て、財物の取得と同視できる程度に具体的かつ現実的な財産的利益の移転が
あったと認めるに足りない」と判示した。また、「強盗罪が移転罪であること
から、１項強盗と同じように、２項の財産上の利益についても移転性のある利
益に限られるものであり、犯人の利益の取得に対応した利益の喪失が被害者に
生じることが必要であるところ、本件では、被告人が暗証番号を聞き出したと
しても、キャッシュカードの暗証番号に関する情報が被告人と被害者との間で
共有されただけであり、そのことによって被害者の利益が失われるわけではな
い。キャッシュカードと暗証番号を被告人が取得したとしても、本件のように
キャッシュカードが盗難にかかるものである場合には銀行が払戻しを拒む正当
な理由があるのであって、預貯金に対応する金銭について占有を取得したとは
言い得ない」と判示した。
さらに、
「本件では、判示のような被告人からの脅迫文言により、被害者は
埼玉りそな銀行普通預金口座の暗証番号を答えてはいるものの、同預金口座に
は払い戻すことができる預金はないことを知りながら、暗証番号を答えたので
あり、現実にも同預金口座には数百円しか残高がなく、被告人がコンビニエン
スストアの ATM を操作して預金を払い戻そうとしたものの、払い戻せなかっ
たものであり、判示のような一時的な脅迫行為で引き出し可能な暗証番号を正
直に答える現実的可能性は少ないものと考えられる」とする事例判断も付され
ており、以上の理由から「キャッシュカードを取得した上で、暗証番号を聞き
出した行為は刑法236条２項にいう財産上不法の利益を得る行為に該当しない
から、強盗罪は成立せず、判示の強要罪が成立するに過ぎない」として、被告
人に懲役２年６月を言い渡した。
【判旨】
破棄自判。
原審判決に対して検察官が控訴したところ、本判決の東京高裁は以下の２つ
の理由により原判決を破棄し、２項強盗罪の成立を肯定した。第一に、財産上
の利益について「キャッシュカードを窃取した被告人が、被害者に暴行、脅迫
を加え、その反抗を抑圧して、被害者から当該口座の暗証番号を聞き出した場
合、犯人は、現金自動預払機（ATM）の操作により、キャッシュカードと暗
証番号による機械的な本人確認手続を経るだけで、迅速かつ確実に、被害者の
預貯金口座から預貯金の払戻しを受けることができるようになる。このように
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キャッシュカードとその暗証番号を併せ持つ者は、あたかも正当な預貯金債権
者のごとく、事実上当該預貯金を支配しているといっても過言ではなく、
キャッ
シュカードとその暗証番号を併せ持つことは、それ自体財産上の利益とみるの
が相当であって、キャッシュカードを窃取した犯人が被害者からその暗証番号
を聞き出した場合には、犯人は、被害者の預貯金債権そのものを取得するわけ
ではないものの、同キャッシュカードとその暗証番号を用いて、事実上、
ATM を通して当該預金口座から預貯金の払戻しを受け得る地位という財産上
の利益を得たものというべきである」と判示して、利益性を肯定した。第二に、
利益の移転について「２項強盗の罪が成立するためには、財産上の利益が被害
者から行為者にそのまま直接移転することは必ずしも必要ではなく、行為者が
利益を得る反面において、被害者が財産的な不利益（損害）を被るという関係
があれば足りると解される（例えば、暴行、脅迫によって被害者の反抗を抑圧
して、財産的価値を有する輸送の役務を提供させた場合にも２項強盗罪の罪が
成立すると解されるが、このような場合に被害者が失うのは、当該役務を提供
するのに必要な時間、労力、資源等であって、輸送の役務そのものではない）
。
そして、本件においては、被告人が、ATM を通して本件口座の預金の払戻し
を受けることができる地位を得る反面において、本件被害者は、自らの預金を
被告人によって払い戻されかねないという事実上の不利益、すなわち、預金債
権に対する支配が弱まるという財産上の損害を被ることになるのであるから、
２項強盗の罪の成立要件に欠けるところはない」と判示して、懲役４年６月を
言い渡した。
【評釈】
１．はじめに
本件では、脅迫を加えながらキャッシュカードの暗証番号を聞き出す行為が
２項強盗罪に該当するか否かが問題となった。この事案では、原審と本判決で
判断が分かれている。原審はキャッシュカードの暗証番号を単なる手段として
捉えつつ、預金を引き出さなければ具体的かつ現実的な利益の移転はないと判
断した。そして、236条２項の「財産上不法の利益」に対し「犯人の利益の取
得に対応した利益の喪失が被害者に生じる」という厳格な「移転性」を要求し
た上で、本件行為は強要罪にとどまると判断したが、本判決はキャッシュカー
ドと暗証番号を併せ持つことによって預貯金の払い戻しを受けるという財産上
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の利益を得たものと解し、預金の引き出しが実際に行われる段階まで処罰を留
保する原審の判断を否定した。また、原審が主張した利益の「移転性」につい
ても「財産上の利益が被害者から行為者にそのまま直接移転する」と厳密に解
することは必要でなく、「行為者が利益を得る反面において、被害者が財産的
な不利益（損害）を被るという関係があれば足りる」と判断している。
このように本件では、①２項強盗における「財産上不法の利益」の意義と、
②利益移転の有無について判断が分かれている。本稿では、本判決が①と②の
争点について、いかなる意義と位置づけを有するものであるかを検討する。
２．「財産上の利益」についての判例・学説と本件判示
２項強盗罪は、暴行・脅迫によって「財産上の利益」が行為者に移転するこ
と、または他人に利益を得させることによって成立する。「財産上の利益」は
財物を除くあらゆる財産的な利益であるとされ、積極的利益のみならず消極的
利益も含むと考えられてきた1。
２項犯罪の成否が問題となった従来の判例では、
「財産上の利益」に該当す
るものとして、①債務の支払いを免れること2、②飲食代の支払いを免れるこ
と3、③債務の履行延期4、④支払猶予5、⑤債務負担の約束6等が認められてきた。
ここでは、「財産上の利益」の存在が認められるための条件等について特段の
判示はなされていない7が、金銭的義務の免脱や履行延期等が可能になること
1

佐伯仁志「財産上の利益」
『刑法の争点（第３版）
』
（有斐閣・2000年）156頁、

佐久間修『刑法各論（第２版）
』
（成文堂・2012年）177頁、松宮孝明『刑法各
論講義（第３版）
』
（成文堂・2012年）186 ～ 187頁など。
2

最判昭和32年９月13日刑集11巻９号2263頁、大阪高判昭和59年11月28日高刑

集37巻３号438頁。
3

東京高判昭和52年11月９日刑月９巻11＝12号798頁。

4

最決昭和34年３月12日刑集13巻３号298頁。

5

最決昭和43年12月11日刑集22巻13号1469頁。

6

最決昭和43年10月24日刑集22巻10号946頁。

7

２項詐欺罪の成否が問題となった⑤の昭和43年決定の控訴審では、被害者の

債権が詐欺賭博という公序良俗に反する無効な行為を原因とするものであるか
ら権利関係は発生せず、したがつて財産上の利益に対する侵害がないので詐欺
利得罪は成立しないという弁護人の控訴趣意に対し、客体である被害者の債権
が不法なものであるか否かは犯罪の成否に影響しないとされたが、債務を負担
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は行為者にとって直接的な利益になるので、これらが「財産上の利益」に該当
すると解することに問題はないと思われる。
その一方で、本判決がいう「預貯金口座から預貯金の払戻しを受け得る地位」
を財産上の利益と解することにはどのような意義があるのだろうか。「払戻し
を受け得る地位」の考察の前提として、原審と本判決が行為者によるキャッシュ
カードの占有の有無についてどのように解しているかを確認する。
まず、２審の東京高裁は、キャッシュカードとその暗証番号を併せ持つこと
は、それ自体財産上の利益であると判断している。そして、
被告人がキャッシュ
カードの占有を確立していたか否かという点につき、いつでも容易にキャッ
シュカードを取得できる状態であったという状況から、カードの占有を確立し
ていた場合と区別する必要はないと判断している。
本判決による「いまだ本件被害者の占有を排除して自己の占有を確立したと
まではいい難く、キャッシュカードの窃取は完了していないというべきである。
しかしながら、被告人は、キャッシュカードをいつでも容易に取得できる状態
に置いた上で暗証番号を聞き出そうとしたもので・・・（中略）この点は２項
強盗の罪の成立を妨げるものとはいえない」という判断に対しては、「暗証番
号を聞き出した時点でキャッシュカードの占有を確立していなかった本件にお
いては（この点が、前記神戸地判の事案と異なる）
、２項強盗の未遂が成立す
るにとどまると解するのが筋である」「いつでも容易に占有を確立できる状態
であったとしても、現実に占有を確立していなかった以上、キャッシュカード
8
と暗証番号を併せ持ったとはいえない」
とする批判がある。確かに、被告人の

脅迫行為の段階では、窃盗罪が既遂に達する程度に占有を確立したとはいえな
いだろう。しかし、本判決において修正された犯罪事実には、被告人が「窃盗
に着手し、いつでも容易にその占有を取得できる状況に置いておいたキャッ
シュカードの暗証番号を強いて聞き出し、事実上、現金自動預払機を通して同
人名義の預貯金口座から預貯金の払戻しを受け得る地位を取得しようと企て…
脅迫し…財産上の利益を得た」と記載されている。このように、本判決が「窃
盗に着手し」という表現をしていることから、脅迫行為の段階においては、
キャッシュカードの占有を未だ確立しておらず、この時点では窃盗罪の既遂が
させることが財産上の利益に該当することについては特段の説示はない。
8

豊田兼彦「判批」法学セミナー 677号（2011年）125頁。
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成立しないことは本判決も認めていることであると思われる。

・
そこで、キャッシュカードの占有につき、本判決は「キャッシュカードを窃
・・・
取した犯人が、被害者に暴行、脅迫を加え、その反抗を抑圧して、被害者から
当該口座の暗証番号を聞き出した場合、犯人は、現金自動預払機（ATM）の
操作により…被害者の預貯金口座から預貯金の払戻しを受けることができるよ
うになる（傍点は引用者）」と判示していることから、
原則的にはキャッシュカー
ドの窃取が既遂に達した上で暗証番号を聞き出した場合に、「預貯金の払戻し
を受け得る地位」が移転すると解しているものと思われる。
しかし、本判決も「犯罪事実」で認める通り、この事案では脅迫行為の段階
でキャッシュカードの窃取が完了しているとはいえない。そこで、本判決は、
脅迫の段階ではキャッシュカードの占有を確立していなくても、被告人には事
後的な占有確立の可能性があって、キャッシュカードの入手を妨げる特段の事
情が存在しなかったという事情に鑑みて、キャッシュカードの占有を確立して
いる場合と区別する必要はないと判示している。このことから、本判決は、
キャッシュカードの窃取が既遂に達した状態で暗証番号を入手した場合に「預
貯金の払戻しを受け得る地位」が移転するとする前述の原則を自ら拡大解釈し、
キャッシュカードを事後的に取得する可能性があれば、「キャッシュカードと
暗証番号を併せ持った」と理解しているものと思われる。
一方、原審の判示の「犯罪事実」には、①金品窃取の目的で被害者宅に侵入
し、②被害者の所有する現金約7000円及びキャッシュカード５枚ほか21点在中
・・・・・
の財布１個を窃取し、③窃取に係るキャッシュカードの暗証番号を聞き出そう
と企て、被害者を脅迫して暗証番号を言わせた旨が記載されている（傍点は引
用者）。本判決とは異なり、原審では被告人がキャッシュカードの占有を確立
したか否かについて明確には言及されていないが、キャッシュカードの暗証番
号を聞き出す行為につき「窃取に係る」という表現をしていることから、検察
官の主張する「キャッシュカードが存在することを確認していつでも取得でき
る状態」に置く行為が窃盗罪を構成すると判断したものと解することも可能で
ある。しかし、後述するように、原審はそもそも「預貯金の払戻しを受け得る
地位」を独立の保護法益と解してはいないので、原審が脅迫行為の段階と、被
告人が被害者のキャッシュカード等を持って立ち去る段階のいずれの段階にお
いて窃盗罪が既遂に達したと解しているのかということを議論する実益は少な
いと思われる。
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３．２項強盗と利益移転の問題
それでは、財産上の利益の移転を否定する原審の判断はどのような意義と位
置づけを有するものであるか。２項強盗は財物が移転することが明確である１
項強盗と異なり、利益の移転の有無について不明瞭さがあることから、かつて
の判例では被害者による「処分行為」がなければ財産上の利益の移転は認めら
れないと判断していた9が、債務の履行を免れるために債権者を殺害しようと
した事例につき、
「１項の罪とは不法利得と財物強取とを異にする外、その構
成要素に何らの差異がなく、１項の罪におけると同じく相手方の反抗を抑圧す
べき暴行、脅迫の手段を用いて財産上不法利得するをもって足り、必ずしも相
手方の意思による処分行為を構成することを要するものではない」とする明示
的な判例変更が行われた10。その後の判例も２項強盗につき被害者の処分行為
を不要とする判断に従い、学説においても、強盗罪が成立するためには被害者
の反抗が抑圧されていなければならない以上、処分行為を要求するのは矛盾で
あるという理由から不要説が通説となった11。しかし、処分行為を不要と解す
ることにより、
「無形な『財産上の利益』が実際上いかなる場合に『移転』し
12
たといえるか、その把握が困難になる」
ので、処罰範囲の拡大の蓋然性とい

う新たな問題が生じた。
被害者の処分行為を不要とすることを前提として、その後の判例には、被害
者から行為者へ利益が移転する可能性について、事例ごとの個別具体的な事情
に鑑みて判断するものが多く見られ、学説でも１項強盗との均衡上、
「移転した」
といえるためには利益の取得に現実性・具体性が存在することが求められてい

9

大判明治43年６月17日刑録16輯1210頁。

10

最判昭和32年９月13日刑集11巻９号2263頁。

11

山口厚『刑法各論（第２版）
』
（有斐閣・2010年）223頁、
西田典之『刑法各論（第

６版）
』
（弘文堂・2012年）174頁、
大谷實『刑法講義各論（新版第３版）
』
（成文堂・
2009年）229頁、大塚仁『刑法概説（各論）
（第３版増補版）
』
（有斐閣・2005年）
219頁など。
12

内田幸隆「判批」法学教室318号（2006年）判例セレクト2006（法学教室318

号別冊）36頁。西田・前掲（注11）174頁でも、
「旧判例が（筆者注：処分行為）
必要説をとっていたのは、２項強盗の処罰範囲を限定する意図に出たものと思
われる」とされている。
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る13。
移転性の有無は債権者を殺害して債務を逃れようとする事例において問題と
なることが多く、債権者のもとに債権に関する物的証拠があることから債権者
の相続人が被告人に対して債権行使をすることが著しく困難になったとはいえ
ないとしながらも、債権者を殺害することによって相続人による速やかな債権
行使を当分の間不可能にしたということを根拠に財産上不法の利益を得たとし
て２項強盗罪を成立させた事例がある（大阪高判昭和59年11月28日高刑集37巻
438頁）。この事例は移転性の有無が直接的に問題となったものではないが、学
説からは「本判決（昭和59年判決）が認定した事情のもとでは、債権の行使は
なお確実に行われうる場合であった。そこでは利益移転の具体性・確実性が欠
けるとして２項強盗の成立を否定すべきであった」という批判がなされてい
る14。
そこで、利益性と移転性が問題となった事例として注目に値するのが、東京
高判平成元年２月27日高刑集42巻１号87頁である。被告人は両親の財産を自分
へ相続させようと企て、両親を殺害しようとして未遂に終わったが、東京高裁
は「（236条２項の）対象となる財産上の利益は、財物の場合と同様、反抗を抑
圧されていない状態において被害者が任意に処分できるものであることを要す
ると解すべきところ、現行法上、相続の開始による財産の承継は、生前の意志
に基づく遺贈あるいは死因贈与等とも異なり、人の死亡を唯一の原因として発
生するもので、その間任意の処分の観念を容れる余地がないから、同条２項に
いう財産上の利益には当たらない」として２項強盗罪の成立を否定した。この
平成元年判決は、２項の客体である「財産上の利益」を被害者の処分可能性の
あるものに限定することによって処罰範囲を限定するという効果をもたらすも
のであったと考えられ、この判断枠組みは会社の経営権を取得する目的で実質
的経営者である被害者を殺害した行為につき「財産上の利益」の取得を否定し
た神戸地判平成17年４月26日判時1904号152頁にも見られる。この件につき、
神戸地裁は「『経営上の権益』はＡが死亡した場合には、Ｘに引き継がれる可
能性が高かったとはいえ、両者の間に当然にそのようになる一定の法律関係等

13

山口・前掲（注11）223頁、安田拓人「判批」別冊ジュリスト『刑法判例百

選Ⅱ各論（第６版）
』
（2008年）78頁。
14

西田・前掲（注11）175 ～ 176頁。
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が存在していたわけではなく、また、Ａ殺害後の経過からしても、殺害行為自
体によって、Ａから『経営上の権益』が移転したとはいい難い。それゆえ、本
件の事実関係のもとでは、
『経営上の権益』は刑法236条２項の『財産上の利益』
には当たらない」と判示している。
平成17年判決は平成元年判決とは異なり、「財産上の利益」の定義として明
示的に処分可能性や移転可能性を挙げるものではないが、殺害行為によって確
実に経営権が移転するものではないということを根拠に「財産上の利益」の存
在を否定していることから、やはり「具体的事案における移転性をも財産上の
15
利益の要件に取り込んで」
いるものと思われる。このような考え方には、移

転性の要件の意義を失わせることになるという批判16もあるが、被害者の処分
行為を要求していた旧判例に代わり、２項強盗の処罰範囲を不当に拡大しない
ためには利益の移転の有無を明確化する必要があるという問題意識17がある。
そして、実際に平成元年・平成17年判決では強盗罪の成立が否定されてきたこ
とに鑑みれば、移転性の要件を利益性の要件の段階にまで前倒しする考え方は
処罰範囲を制限することを試みるものであったと思われる。
そして、本件に類似する事例として、神戸地判平成19年８月28日公刊物未登
載（研修724号111頁参照）がある。この事例は、被告人が被害者のキャッシュ
カードを窃取した後、暗証番号を聞き出すために被害者方に侵入し、鉄パイプ
で殴りかかる構えを取りながら「キャッシュカードの暗証番号を言え」と脅し
たが、被害者がこれに応じず、暗証番号を聞き出せないまま被害者が被告人の
暴行により死亡したというものである。
このような事実を前提として、神戸地裁は「被告人は…キャッシュカードを
窃取してそれを占有していたものであるから、本件により同人から暗証番号を
聞き出すことができた場合、被告人は、そのキャッシュカードと暗証番号を使
用し、ATM から金銭の払戻しを受けることが事実上可能となったと考えられ
る」とした上で、「このような利益が、２項強盗の『財産上不法の利益』にあ
たるといえるかを検討するに…同条項が、財物奪取罪としての１項強盗に引き

15

深町晋也「財産上の利益」
『刑法の争点（新・法律学の争点シリーズ２）
』
（2007

年）160頁。
16

深町・前掲（注15）160頁。

17

内田文昭『刑法各論（第３版）
』
（青林書院・1996年）273頁。
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続いて規定され、『財物』と同等の財産的価値を有する財産的利益についても
財産罪としての保護を与えるために定められたという趣旨に照らし、同条２項
の『財産上不法の利益』とは、財物と同視できる程度に具体的かつ現実的な財
産的利益をいうと解すべきである」と判断している。
その上で、
「キャッシュカー
ドとその暗証番号があれば、ATM を用いて、機械的かつ確実に預貯金口座の
金銭を入手することができ…キャッシュカードとその暗証番号を併せ持つこと
は、ATM を操作してその預貯金残額の範囲内で金銭の払戻しを受ける地位を
得ることであるといえ、このような経済的利益は、同条２項にいう『財産上不
法の利益』として財物と同様に保護するのに十分な具体性、現実性をもった利
益であるとみるのが相当である」として２項強盗殺人罪の成立を肯定した。な
お、この事例では、被告人は被害者から暗証番号を聞き出すことができなかっ
たので、被害者から被告人に「預貯金口座から現金を引き出し得る地位」が完
全には移転しておらず、移転の危険性があったにすぎないことから、２項強盗
の未遂にとどまるとされている。
４．財産に対する危険性の有無と２項強盗
ここまで、本件以前の判例で「財産上の利益」の移転が問題となったものを
概観してきたが、本件はどのような位置づけにあるのだろうか。
前述の平成19年判決は、原審と同様に、財物と同視できる程度に具体的かつ
現実的な財産的利益が２項強盗罪によって保護される財産上の利益であるとの
判示をしているものの、原審とは異なり、預金を引き出す地位が財産上の利益
であるという結論に至っている点が注目される。
一方、原審は、事案の検討をする前に、２項強盗罪が成立するには「財物の
取得と同視できる程度に具体的かつ現実的な財産的利益の移転」が必要である
という一般論を述べている。そして、原審は、銀行から実際に預金を引き出さ
なければ利益の移転はないことから、暗証番号を聞き出すことは現金を取得す
るための手段にすぎないと判示している。加えて、被害者の預金口座には数百
円しか入っておらずに被告人が預金を引き出せなかったことと、銀行による払
い戻し拒否の可能性が指摘されている。このことから、原審は、たとえ現金を
引き出すことが可能な状況を被告人が自ら作出したとしても、現金を実際に引
き出すという最終目的を果たす段階に至るまで、財産犯の成立を留保している
ことがわかる。このように、原審は現金を引き出す地位というものを法的保護
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に値しない、実体のないものと解していることから、キャッシュカードの暗証
番号を聞き出す行為については、およそ２項強盗罪の既遂を成立させる余地を
認めていないものと思われる。そうすると、２項強盗罪の未遂が成立する余地
があるか否かが問題となるが、原審が被告人の脅迫行為について、財産犯では
なく強要罪を成立させていることから、キャッシュカードと暗証番号を併せ
持ったとしても、被害者の財産に対する危険が発生しないと解していると思わ
れる。危険の発生を否定する根拠は、
「暗証番号を聞き出したとしても、キャッ
シュカードの暗証番号に関する情報が被告人と被害者との間で共有されただ
け」であるという判示にある。つまり、被害者は被告人から無理やり暗証番号
を言わされたとしても、暗証番号や銀行口座についての被害者自身の記憶は失
われないことから、被告人が立ち去った後に被害者が被告人より先に自己の預
金を引き出したり、警察に被害を申告したりする等の対策を採る可能性を考慮
したのではないだろうか。そして、本件被害者の口座に数百円しか入っていな
かったという点も、危険の発生を否定する根拠となり得る。以上より、原審判
決は利益の移転という要件が満たされていないことを指摘すると同時に、被害
者の財産に対する危険の発生をも否定しているといえる。
これに対して、本判決は原審とも平成19年判決とも異なり、「財物と同視で
きる程度に具体的かつ現実的な財産的利益」という文言は用いていないが、
「ATM の操作により、キャッシュカードと暗証番号による機械的な本人確認
手続を経るだけで、迅速かつ確実に被害者の預貯金口座から預貯金の払戻しを
受けることができる」という、平成19年判決に類似した判示をしている。この
ことから、平成19年判決と本件原審は、財物と同視できる程度に具体的かつ現
実的な財産的利益」という同じ文言を用いていても、平成19年判決は ATM を
用いて現金を引き出すことの容易性を指しており、原審とは意味するところが
異なるといえよう。
続いて本判決は、どのような場合に利益の移転があると認められるかという
ことについて判示している。本判決は「預貯金の払戻しを受け得る地位」が財
産上の利益であると明言しており、加えて被害者には「自らの預金を被告人に
よって払い戻されかねないという事実上の不利益、すなわち、預金債権に対す
る支配が弱まるという損害」がもたらされると判示していることが注目される。
預貯金口座から現金を引き出す地位を被告人によって脅かされたとしても、暗
証番号を教えた被害者は被告人が現場を去った後に口座を停止することが可能
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な場合もあり、必ずしも「預貯金の払戻しを受け得る地位」が被害者から被告
人にそのまま移転するとは言えないだろう。そのように解すれば、本判決が利
益の直接移転を必要とせず、「預金債権に対する支配力が弱まる」という程度
の損害で「財産上の利益の取得」を認めたのは、その限りでは理解可能である。
キャッシュカードと暗証番号を併せ持った被告人は、被害者が何らかの対策
を採る前に現金を引き出す可能性を入手したということはできるだろう。しか
し、原審が指摘するように、暗証番号を聞き出す行為はあくまでも現金を入手
するための手段であることから、被告人が実際に現金を引き出さない限り、被
害者が財産上の損害を被ることはないようにも思われる。本判決は被告人の行
為を被害者の「預金債権に対する支配が弱まる」ものであると解しているが、
預貯金を意思に反して引き出されるかもしれないという状況を作出するだけで
は、被害者の財産に対する危険を発生させるに留まり、侵害犯である強盗罪の
既遂を成立させるには不十分なのではないだろうか18。
５．「預金を引き出し得る地位」について
本件における「預貯金口座から預貯金の払戻しを受け得る地位」というもの
は実際に現金を引き出すことを前提としているので、従来の判例において「財
産上の利益」であるとされた債務免脱や飲食代免脱などの、それ自体で独立し
て完結した財産的価値があるものとは異なるとも考えられる。そのような理解
に立脚すれば、キャッシュカードの暗証番号を聞き出すという行為は、一連の
財物奪取行為の途上にある行為に過ぎず、そのような行為を殊更に取り出して
独立の財産犯を構成することには疑問がある。本判決に対しては、
「
『自らの預
金を被告人によって払い戻されかねないという事実上の不利益、すなわち、預
金債権に対する支配が弱まる』というだけでは、未だ具体的な財産上の不利益
19
（損害）を被ったとはいえない」
という批判もあり、「預貯金の払戻しを受け

得る地位」がそれ自体で保護されるに値するものであるか、被害者の財産に対

18

島岡まな「判批」刑事法ジャーナル25号（2010年）54頁は、本件２審の判断

について「判決の論理によれば、暗証番号を無理やり聞き出した時点で直ちに
２項強盗が既遂となるため、未遂犯の成立する余地はなくなってしまう」と批
判している。
19

島岡・前掲（注18）55頁。
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する危険を発生させる程度の行為について、強盗罪という侵害犯の既遂を成立
ことが妥当であるかが問題となる。
本件事案は、被害者から金銭を奪うという最終目的を達成するために被害者
に働きかける行為（手段）について、被害者から財産上の利益を奪うものであ
ると判断された事例である。本判決が「被害者の預貯金に対する支配力が弱ま
る」ことを財産上の損害であると解していることからすると、本判決は、被告
人が侵害した被害者の「財産上の利益」を、被害者が預貯金を意思に反して引
き出される危険にさらされないこと、つまり被害者の預貯金の安定性であると
解したのではないだろうか20。
このように、本判決は財産に対する危険惹起行為に対して既遂犯を成立させ
たが、
「財産上の利益」の移転が問題になった従来の判決との関係が問題となる。
平成17年判決は経営者を殺害して会社の経営権を奪おうとした行為について、
２項強盗罪の成立を否定している。平成17年判決は、会社の経営上の権益が被
告人に移転するまでには何らかの妨害事由が介在する可能性があったことを理
由に、「財産上の利益」にあたらないと判断している。そして、平成19年判決
と本判決も、キャッシュカードと暗証番号があれば自動的に金銭を引き出せる
ことを根拠に利益性を認めている。平成17年判決は確実な移転性のあるものを
「財産上の利益」であると解することによって、利益概念の中に移転要件を盛
り込んでいる一方で、平成19年判決と本判決は事後に金銭を引き出すことの確
実性を根拠に利益性を認めるという論理構成の違いがあるものの、平成17年判
決と平成19年判決、そして本判決は、被告人の行為によって被害者の処分可能
な財産が脅かされる危険性が一定以上の場合でなければ処罰しないという共通
した問題意識を有していると考えられる。その限りでは、処罰範囲を無限定に
拡大するものではないが、危険犯的な構成には疑問が残る。

20

足立友子「強盗利得罪の客体をめぐる考察」成城法学81号（2012年）162頁

も、
「東京高裁が『地位』という表現を用いつつ具体的な財産上の不利益（損害）
として思い描いているのは、キャッシュカードと暗証番号を用いて機械的に引
き出すことのできる状態になった預貯金口座の残高当額への危険性なのではな
かろうか」と指摘する。
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６．おわりに
本稿では、本判決が２項強盗罪について、危険犯的な構成を採った上で既遂
犯の成立を認めているという観点から論じてきた。強盗罪は暴行・脅迫によっ
て財物または財産上の利益を得る犯罪であり、被害者の財産だけではなく自由
をも侵害するという側面があることを根拠に、本判決が「財産上の損害」を預
金に対する危険性であると判断したとする見解21もある。しかし、本判決が預
貯金に対する危険惹起行為につき、２項強盗罪の既遂を認めたのは、被告人が
暗証番号とキャッシュカードを併せ持つことによって被害者の預貯金が脅かさ
れる危険性が確実で具体的なものであると判断したからではないだろうか。そ
のように解すれば、本判決は「財産上の利益」それ自体の概念を変更して、財
産の安定性を一般的に含むものとして解釈しているのではなく、預貯金に対す
る危険が現実的で明確であるとの見地から、実際に預貯金を引き出される前に
処罰する必要性を認めたものと考えられる。利益性と移転性という２項強盗罪
の要件から見ると、本判決は、①金銭取得の現実的な可能性が「財産上不法の
利益」であることを前提として、②その可能性を行為者が得ることによって被
害者が金銭を意思に反して奪取される危険性が生じるという関係があるときに
利益の「移転」を肯定するという枠組みを採っている。
しかし、本判決がいうように「キャッシュカードとその暗証番号を併せ持つ
者は、あたかも正当な預金債権者のごとく、事実上当該預貯金を支配している」
ことによって被害者の財産に危険を及ぼしているとしても、本判決が２項強盗
の被害者をカードの名義人（脅迫行為の相手方）であると解している限り、従
来の判例が横領罪の枠組みでのみ預金の占有を認めていたこととの整合性が問
題となる22。加えて、本判決の判断枠組みに従えば、未遂犯の成立する余地は
狭くなり23、強盗罪を侵害犯とする現行法の枠組みにも反することになる。
さらに、本判決の判断枠組には、１項強盗罪を成立させることが困難な事案
21

足立・前掲（注20）164頁。

22

伊東研祐「判批」平成23年度重要判例解説（2012年）158頁も、
「債権による

預貯金の支配という観念は刑法典の（未だ）知らないものであって、判例が預
貯金口座中の現金の占有という刑法典に特有な構成を（非移転罪である）横領
罪に限って認めてきたことは周知のとおりである」と指摘している。
23

未遂が成立するとすれば、行為者が暗証番号を聞き出そうとしたが、被害者

が教えなかったような限られたケースに留まると考えられる。
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であっても、財物の占有取得を前提条件として、１項強盗の代わりに２項強盗
罪が成立してしまうという問題点がある。被害者に暴行・脅迫を加えて現金や
キャッシュカードを強取した行為者が、キャッシュカードの暗証番号を聞き出
すために被害者に暴行を加えた後、被害者のキャッシュカードを用いて ATM
で金銭を引き出したという事例につき、東京高判平成13年５月16日判時1760号
146頁は、キャッシュカードの奪取について１項強盗罪の成立を認めた上で、
ATM から金銭を引き出した行為は被害者の異なる新たな法益を侵害するもの
であるから、金銭引き出し行為については１項強盗罪とは別に窃盗罪が成立す
るものであり、これを先行する強盗と包括的に評価する理由はないと判示して
いる。金銭を引き出す手段として、被害者のキャッシュカードと暗証番号を入
手するという点では、平成13年判決と本件事案は同様のものであるが、平成13
年判決は１項強盗罪を認める一方で、本判決は２項強盗罪を認めるという結論
の相違がある。この結論の相違は、平成13年判決とは異なり、本件事案の被告
人による脅迫はキャッシュカードという財物を奪うために行われたものではな
く、キャッシュカードの暗証番号を聞き出すために行われたので、キャッシュ
カードに対する１項強盗罪を成立させることは必ずしも適切ではないことにあ
る。他方、平成13年判決は被害者から暗証番号を聞き出すための暴行について
何らの財産犯的評価もしていないのに対して、本判決はキャッシュカードを占
有しつつ暗証番号を聞き出す行為につき、「預貯金を引き出し得る地位」を得
るための行為であるとの財産犯的評価をしている。本判決は、キャッシュカー
ドの１項強盗罪を成立させるかわりに、「地位」取得行為について２項強盗罪
を成立させる結論になっているが、財物の窃取に着手した後の脅迫について２
項強盗罪の成立を認めることは、刑法238条の事後強盗罪に類似するものであ
る。しかし、事後強盗罪は、財物を客体とする犯罪類型であって、財産上の利
益についての事後強盗は成立しない。にもかかわらず、本判決は２項強盗罪の
成立を肯定したことにより、解釈によって「財産上の利益についての事後強盗
罪」とでもいうべき犯罪類型を認めたものであると考えられる24。さらに、本

24

もちろん、本判決が「利益事後強盗罪」そのものを認めているわけではない

ことは明らかであるが、財物の窃取（または窃取の事後的な可能性がある状態
で）の後の脅迫行為につき強盗罪を成立させる構成が、
（前提となる窃盗罪は
強盗罪に吸収されないものの）事後強盗罪に類似しているという趣旨である。
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判決は、原則的には財物の窃取が完了した上で暗証番号を聞き出す行為が「地
位」取得という２項強盗罪を成立させると判断していながら、本件事案のよう
にキャッシュカードの窃取が完了していない場合も同様に扱うことによって、
自ら例外を設けている。このことから、本判決は「財産上の利益についての事
後強盗罪」という新たな解釈に対して更なる例外を設けているという点で、処
罰範囲の不当な拡大につながるおそれがある。
以上より、本稿は、暗証番号を聞き出した行為につき強盗罪ではなく強要罪
が成立するとした原審の結論を支持するものである25。
＊本件解説および評釈として、注で掲記したもののほか、足立友子・判例セレ
クト2011［Ⅰ］
（法学教室377号別冊）33頁、前田雅英・警察学論集63巻10号（2010
年）161頁、三谷真貴子・警察公論67巻１号（2012年）88頁、古宮久枝・研修
741号（2010年）33頁、四條北斗・東北学院法学72号（2011年）100頁がある。
脱稿後、本判決の新たな評釈として、森永真綱・判例評論652号30頁（2013年）
に接した。

25

なお、本件事案の被告人は結果的に金銭を引き出すことができなかったが、

仮に被害者の口座に一定以上の金銭があり、被告人が引き出すことに成功した
場合には、暗証番号を聞き出す行為とは別に、金銭の引き出し行為が独立の財
産犯として評価されるのかどうかが問題となる。
前述の平成13年判決は、キャッシュカードを強取した後の金銭の引き出し行
為は異なる新たな法益侵害行為であり、
別個の窃盗罪が成立すると解している。
一方、本判決が２項強盗罪の被害者をキャッシュカードの名義人（脅迫行為の
相手方）であり、名義人の預貯金に対する支配が弱まったことが名義人の財産
上の損害であると解しているのであれば、金銭を引き出す行為は「預貯金の払
い戻しを受け得る地位」の事後的な行使であり、新たな法益侵害を発生させる
ものではないとも考えられる。しかし、従来の判例は、ATM を用いて他人の
預貯金口座から現金を引き出す行為につき、銀行を被害者とした窃盗罪が成立
すると解しているので、本判決の判断枠組みにおいても、金銭の引き出し行為
を別個の法益侵害であると解する可能性も否定できない。
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