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論　説

富　田　　　哲

　１　序―問題の所在―

　いったん公布された「旧民法」の施行を断行するべきか延期するべきかをめ

ぐって「民法典論争」が展開された。これまでこの論争の性格についてさまざ

まな見解が出されてきた。たとえば、①歴史法学派と自然法学派との争い、②

イギリス法学派とフランス法学派との争い、③条約改正に対する考え方の相

違、④家族制度のあり方をめぐる対立などである。このうち家族制度のあり方

をめぐる対立は、民法典における親族法・相続法に対する見解の相違であるか

ら、根本的な対立を含んでいるといってもよい。穂積八束に代表される延期派

は、旧武士層の「家」制度の継承を目指していた１。これに対して梅謙次郎ら
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の断行派は、「家」制度の維持に懐疑的であった。しかし梅謙次郎にしろ、旧

民法起草の中心人物であったボアソナードにしろ、延期派の国家的家族思想に

徹底的に対抗することはせず、妥協的な態度に終始していた２。梅謙次郎は帝

国大学法科大学教授として後に明治民法の起草委員の一人となった人物であ

り、ボアソナードは明治政府に仕えているお雇い外国人であった。彼らが置か

れていた立場を考慮すると、延期派との妥協もやむを得なかったといえよう。

　これに対して在野にあれば、近代的な家族思想を提唱してもよいはずである

が、近代的な家族思想の普及はなかなか進展しなかった。キリスト教の立場か

らする家族思想も大きな影響を与えるには至らなかった３。こうしたなかで福

沢諭吉は家族制度とか男女平等などに関する論稿を積極的に著していたが、と

りわけ1886年からその翌年にかけて重要な論稿が書かれている４。そしてこの

時期は民法典論争が開始される直前であった５。しかし福沢諭吉がこの分野の

まとまった著作である『女大学評論』を出版したのは1899年のことであった。

それゆえ明治民法に彼の思想を反映させるには一歩遅れたことになる。

補版】』（日本評論社・2013年）82頁以下〕。

２　この点については、富田哲「明治期の文学に見える「家」意識―法学と文学と

の交錯―」『行政社会論集（福島大学）』第29巻第４号79頁以下（2017年）にお

いて言及した。

３　有地亨教授によれば、「民衆のレベルでは、一夫一婦制論や婦人改良論は皮肉

にも、キリスト教によって主張され、擁護されればされるだけ、ますます民衆

の支持を失うという結果になったようである。」（有地亨『近代日本の家族観―

明治篇』（弘文堂・1977年）60頁）と述べている。

４　家族関係に関する福沢諭吉の論文をまとめたものとして、福沢諭吉著、中村敏

子編『福沢諭吉家族論集』（岩波文庫・1999年）がある。

５　民法典論争の口火を切った論文は、1889年に法学士会から出された「法典編

纂ニ関スル法学士会ノ意見」〔前掲、星野通編著・松山大学法学部松大GP推進委

員会増補『民法典論争資料集【復刻増補版】』14頁以下〕であるとされている。
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　一方、自由民権運動の活動家のなかにも、家族制度を批判し、多数の論稿を

残した人々がいる。自由党では植木枝盛、改進党では小野梓がその代表として

あげられる６。確かに彼らは近代的な家族を念頭におきつつ家族法のあり方を

模索していた。自由民権運動といえば、一般には憲法の制定とか人権の保障な

どをめぐる政治活動という印象を与えることが多いが、憲法論・政治論のみな

らず、私法関係もまた議論の対象となっていたのであり、自由民権運動の活動

家は民商法関係の文献も読んでいた７。

　本稿においては、考察の対象として、自由民権運動の理論家であり、活動家

でもあった植木枝盛の家族思想をとりあげる。植木枝盛をとりあげた理由とし

て、第１に植木枝盛はおそらく近代的な家族思想を最も追及した自由民権運動

家の一人であること、第２に家族制度に関する彼の著作はほぼ網羅的に編纂さ

６　植木枝盛・小野梓の家族思想をとりあげたものとして、青山道夫「自由民権論

者の家族観」『法政研究（九州大学）』第25巻第２- ４号151頁以下（1959年）が

ある。

７　米原謙氏によると、植木枝盛の読書傾向につき、法律書が圧倒的に多いことを

指摘し、次のような本をあげている。『性法略』（神田孝平訳）、『合衆国収税法』

（立嘉度訳）、『憲法類編』（明法寮編）、『合衆国憲法』（林正明訳述）、『仏蘭西法

律書』（箕作麟祥口訳）のうち憲法、民法、刑法、『和蘭政典』（神田孝平訳）、

『泰西国法論』（津田真一郎訳）、『英国刑典』（鈴木唯一、後藤謙吉共訳）、『国法

汎論』（加藤弘之訳）、『和蘭邑法』（神田孝平訳）、『英国商法』（福地源一郎記

述）、『万国公法』（西周助訳）、『洋律約例』（大築拙蔵訳）など。箕作麟祥の『仏

蘭西法律書』のうち民法などを読んでいたことを知りうる（米原謙『植木枝盛

－民権青年の自我表現』（中公新書・1992年）21頁以下）。こうした読書傾向は

植木枝盛のみではなく、五日市憲法を起草した千葉宅三郎（タクロン・チー

バー）もまた私法関係をも含めた多くの法律書を読破している（色川大吉『明

治の文化』（岩波書店・1970年）114頁以下。
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れたものがあることがあげられる８。植木枝盛が家族制度関係の論文を数多く

世に出したのは、1886年からその翌年にかけてであった。家永三郎氏によれ

ば、「（植木枝盛は）早くから家族制度の問題に関心を示していたが、この問題

に正面から取りくむようになったのは、自由党解党後、高知に帰郷してからで

あった。」９という。この時期は福沢諭吉が家族関係の論文を盛んに書いていた

時期とほぼ重なっている。

　在野の思想家である、福沢諭吉や植木枝盛がほぼ同じ時期に家族制度の問題

に強い関心をもち、それが民法典論争の直前であったことは興味深いところで

ある。それにもかかわらず、残念なことに民法典の編纂にあまり影響を与えな

かったのは何ゆえなのか、という疑問も生じてくる。こうした問題意識の下

に、植木枝盛を中心として、1880年代後半の家族思想の展開をとりあげるこ

とにしたい。

　２　植木枝盛の光の側面

　植木枝盛はかなり徹底的に家族制度を批判しているが、この批判のうち積極

的に評価できる点を、すなわち「光の側面」として、第１に「家」制度に対す

る批判、第２に家督相続に対する批判、第３に妻の行為無能力制度に対する批

判（男女同権に関連して）をとりあげる。いうまでもなく、これらの制度は、

戦後の民法親族編・相続編の全面改正において、新しい日本国憲法に違反する

として、民法から削除された規定を多く含んでいる。

８　植木枝盛著、外崎光広編『植木枝盛家族制度論集』（高知市立市民図書館・

1957年）。植木枝盛著、家永三郎編『植木枝盛選集』（岩波文庫・1974年）。

９　家永三郎『革命思想の先駆者－植木枝盛の人と思想－』（岩波新書・1955年）

152頁。なお、引用に際して常用漢字等に表記を改めた箇所がある。
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（１）　「家」制度に対する批判

　明治民法においては、親族編・相続編の中核に「家」制度がおかれていた。

婚姻・親子・扶養・相続などの諸制度は、「家」によって貫かれており、「家」

制度に抵触することは許されなかった。そして「家」制度は、明治初年から次

第に整備されてきた戸籍制度の実体的な反映でもあった。それゆえ「家」を抜

きにして明治民法を語ることはできない。植木枝盛は、「家」制度が明治民法

に取り込まれていく直前の段階において、「家」制度が専制政治・封建制度に

基因するものと捉えて、徹底的に批判したのである。

　まず、植木枝盛は、国家を組織する場合に、「人」によるもの、「家」による

もの、「族団」によるものがあるとする。すなわち、

「凡そ国家を組織するには其の基礎を一人一人に取る者あり（第一類）、

一家一家に取る者あり（第二類）、一族団一族団に取る者あり（第三類）。

第一の者は之を称して聚レ人の国と為し、第二の者は之を称して聚レ家の

国と為し、第三の者は之を称して聚レ族の国と為すべし……。」10と。

　欧米諸国は「人」を集めて国家を組織するのに対して、日本は古来より

「家」を集めて国家を組織してきたと述べ、その理由を問題視する。すなわち、

「日本は如何なる因由あればこそ人を聚めて国を成すの組織を取らずして

家を聚めて国を成すの組織に由りたる耶討究すべし……」11 と。

　そうして、日本が「家」を集めて国家を組織しているのは、従来の専制政治

および封建制度を踏襲しているからにほかならないという12。すなわち、

10　外崎光広編「国家組織の基礎（国民之友・1887年）」『植木枝盛家族制度論集』

212頁。なお引用に際して句読点を補充し、各論文の初出の際に掲載誌と掲載年

を掲げた。

11　前掲、外崎光広編「国家組織の基礎」『植木枝盛家族制度論集』213頁。

12　家永三郎氏によれば、こうした状況は戦後にも続いているという。「現在の日

本が、依然として古い習慣を固守し、家を単位として国を組織する体制を脱却
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「我国に於て古来家を聚め国を成すの組織に従ひしものは他なし。日本の

如きは従来専制の政治と封建の制度を踏襲したるより其関係の及ふ所即ち

古来の有様の如く実に是れ家を聚めて国を成すの組織とは為りしものな

り。」13と。

　植木枝盛は、別の論文の中で、「家」を集めて国家を組織することは、さら

に未開の現われでもあるという。すなわち、

「吾輩は之を信ず、家を聯ねて社会を為す者は封建に由つて起る者なり

と、封建に非らずと雖も未開の時に当って行はるゝものなり、……」14と。

　次に、植木枝盛によると、「家」制度を採用すると、「戸主」を置くことが必

要となる。そうして戸主の制度もまた専制主義・封建制度の踏襲ということに

なるという。すなわち、

「一　戸主の制は専制政治と適合すべく併行すべきものなる事

　一　戸主の制は一の小封建なる事」15と。

　植木枝盛は「人」をもって国家を組織する場合と「家」をもって国家を組織

する場合との優劣を検討する。そして「人」をもって国家を組織するほうが

優っているという。すなわち、

「而して実際に於ても人を聚めて国を成す者の家を聚めて国を成すの者に

勝ることは炳々知得する所なり」16と。

できず、まだ個人を単位として国をつくる状態に進化できないのは、まことに

なげかわしいことであって、日本の自由主義者、道徳家、政治家は是を黙視し

ていてよいのであろうか。」（前掲、家永三郎『革命思想の先駆者』158頁）と。

13　前掲、外崎光広編「国家組織の基礎」『植木枝盛家族制度論集』213 ～ 214頁。

14　外崎光広編「如何なる民法を制定す可き耶（国民之友・1889年）」『植木枝盛

家族制度論集』377頁。

15　前掲、外崎光広編「国家組織の基礎」『植木枝盛家族制度論集』216頁。

16　前掲、外崎光広編「国家組織の基礎」『植木枝盛家族制度論集』220頁。
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　何ゆえ「人」をもって国家を組織するほうが良いとするのか。その理由を敷

衍して、植木枝盛は次のように述べている。すなわち、

「吾輩は聯民成国を取らんと欲す、聯民成国は文明の曙光と共に相映して

其美を放たらんと欲するものなり、又夫の自主の精神、独立の気象と共に

相和して其益を偉ひにせんと欲するものなり……而して戸主の制を廃し

人々を独立の人と為すときは随って其の総躰の人々をして直ちに身を以て

国家に対射するものと為さしめ、直接に社会の事情に関与せしめ、敏速に

天下公共の為に威愉を為すの人間と為らしめ、吾れも亦社会の一人なり、

国家の一株主なり、吾も亦其邦の盛衰興亡に関する貴重の一元素なりと自

思せしめ、其れをして成べく自から重んぜしめ、自から尊はしめ、其れを

して成べく国を愛し公共の為めに尽さしむるの正道なればなり……」17と。

　植木枝盛は「家」をもって組織する国家よりも「一族」をもって組織する国

家のほうが一層良くないとして、厳しい批判を加えている。そうして「人」＝

「人民」をもって組織する国家を「聯民成国」と呼んでいるが、「人」をもって

構成する国家は自主の精神、独立の気象に調和するというのである。さらに独

立の人が国家と向かい合うことにより、直接に社会の事情に関与することがで

き、公共のために大いに喜びを見出す人間なるという。自分が社会を構成する

一人として、国家の一株主として、その国の盛衰興亡の重要な一元素であるこ

とを自覚させることにより、自重・自尊の精神を養い、国を愛し公共の為に尽

くすということが正当なやり方であるとする。

　ここには植木枝盛の民主主義の思想が凝縮されている。家永三郎氏による

と、「枝盛の家族制度改革論は、なお私たち現代人の胸をうつ切実なひびきを

もっている。同じような論理による家父長家族制度批判論として、他に福沢諭

17　前掲、外崎光広編「如何なる民法を制定す可き耶」『植木枝盛家族制度論集』

378 ～ 379頁。
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吉の『日本婦人論』や『国民之友』所載の諸論文等が挙げられるが、その中に

おいて、小家族主義の論理に最も徹底していたのは、やはり枝盛のそれであっ

たと、ということができる。」18と述べて、植木枝盛の「家」制度批判を高く評

価している。

（２）　家督相続に対する批判

　１）家督相続をどのように認識していたか

　次に、植木枝盛の家督相続制度に対する批判をとりあげる19。江戸期の日本

における相続制度は、庶民においては例外もあるが、家督相続がその中心に

あった。これに対する植木枝盛の批判には非常に厳しいものがある。家督相続

とは「家」の相続であり、戸主権の相続でもあるから、「家」制度と家督相続

とは密接不可分に結びついていた。そうして、日本の家督相続は、植木枝盛に

よると、第１に男子優先の相続であり、第２に長子相続であり、第３に隠居を

伴う相続であった。植木枝盛は家督相続をこのように認識していたのである。

すなわち、

「第一に日本の相続法は財産相続にあらずして家督相続たること是れな

り、第二に日本の相続法は分派相続にあらずして長子相続たること是れな

18　前掲、家永三郎『革命思想の先駆者』166頁。

19　家永三郎氏は、植木枝盛の家督相続制度批判を次のように要約している。「今

日の長子相続法というのは、そうした封建武士のならわしにすぎないのである。

全財産を相続する長男だけは恵まれて、二男以下や女子は独立のための資本を

親から分けてもらうことができぬ。元来兄弟は同等たるべく同権たるべきもの

ではないか。長男たるもの、何の権利があって我が弟妹にそのような犠牲を強

い、自分ひとり過分の利益を独占できるのであろうか。このように論じて、彼

は、財産は長幼男女を問わず、すべて子に均分する分割相続法を提案したので

あった。」（前掲、家永三郎『革命思想の先駆者』156頁以下）と。
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り、第三に日本の相続法は其の相続を為すに必しも先人の死後〔に〕限る

ものと為すにあらず、所有者生存中と雖も自から戸主の職分を其子に譲り

斯くして己れの家督を尽く二代の戸主と為る者に相続せしむること有る是

れなり……」20と。

　植木枝盛は、家督相続の中心は決して財産の継承ではなく、①血統の継承、

②家名の継承、③祖先祭祀の承継であると捉えていた。すなわち、

「日本に於て相続の趣意を問へば財産を移転すること固より其一に居ると

雖も、然るに血脈を嗣ぎ、家名を嗣ぎ、祖先の祭を断やすこと無からんと

欲するもの亦且つ之れが趣意中に包含せられずんばあらず……」21と。

　さらに植木枝盛は、①「家」制度、②家督相続、③戸主の制度とが三位一体

的な関係になっていることも理解していた。これに加えて「氏」の継承である

家名相続もまたこれに含まれるものと見ていた。すなわち、

「家を聚めて国を成すの組織に道る者は必ずや戸主の制を立てざるを得ざ

るなり。家名の法を用ひざるを得ざるなり。家督相続の風習を維持せざる

を得ざるなり。」22と。

　他方で、植木枝盛は武家社会における相続と農工商などの平民社会における

相続とが異なるものであることを自覚していた。武士層の相続が典型的な家督

相続であるのに対して、民衆の相続には分割相続のようなものが含まれていた

ことを知っていたのである。すなわち、

「日本に於ける相続法に就ても農工商の如き平民社会に行はるゝものは必

しも士族社会に行はるゝもの同一なりと云ふにあらず、是等の社会に在り

20　外崎光広編「相続論（土陽新聞・1888年）」『植木枝盛家族制度論集』262 ～

263頁。

21　前掲、外崎光広編「相続論」『植木枝盛家族制度論集』266 ～ 267頁。

22　前掲、外崎光広編「国家組織の基礎」『植木枝盛家族制度論集』219頁。
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ては純然たる長子相続にあらずして随分分派法の行はれしことなきにあら

ず、是等の社会に在りては純然たる家督相続にあらずして財産相続に近き

ものを以てすること無きにあらず……」23と。

　２）男子優先の相続

　植木枝盛によると、日本の家督相続は長男子にのみ相続させる制度であると

する。家督相続は旧武士層において行なわれた相続が基礎になっており、武士

の時代には適合的であった。それゆえ長子相続は封建遺制であるという。すな

わち、

「長子相続は概して封建の胎内より生れ来りたるものなり、封建の世に当

りてや、武を維れ尚ぶ、而して武は実に男子に於て之れに適す、女子に於

ては之れに適せず、是に於て乎、相続の権利をも女子には之れを与ふるこ

とを肯んぜず、独り男子にのみ之れを与ふ、是れ其の第一に男子を採用し

て女子を除去する所以なり、……」24と。

　しかし明治維新後の一連の改革によって、旧武士層は「士族」という名称を

残すのみであって、実質的な特権を有するものではなくなっていた。植木枝盛

によれば、家督相続は封建遺制であるから、近代社会においては認めることが

許されない相続形態であるという。その理由として、彼は、家督相続につき、

第１に真理に合致しない、第２に人情に反する、第３に道義に反する、という

点をあげている。すなわち、

「男子のみ独り相続の権を有し女子には之を得せしめざるの一事は要して

之を論ずれば、封建の遺物と謂はさるべからず。決して文明世界の事物に

23　前掲、外崎光広編「相続論」『植木枝盛家族制度論集』267頁。

24　前掲、外崎光広編「如何なる民法を制定す可き耶」『植木枝盛家族制度論集』

383 ～ 384頁。
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非らざるなり。真理に合ものに非ざるなり。人情に本づくものに非ざるな

り。誠に道義に反するものなり。人情に悖るものなり。」25と。

　男子にのみ相続を認める制度は、相続した男子はその財産によって独立の生

計を立てることができるし、それを資本として学問をすることもできる。さら

には様々な事業を起すこともできる。その結果として、高い地位と名誉を獲得

し、幸福になれることを指摘している。これに反して、相続できない女子は、

独立の暮らしをすることができず、学問をして深い知識を獲得することができ

ず、たとえその意思があっても実現することができずに、結局、女子は男子に

従属する存在となるというのである。すなわち、

「男子のみ相続の特権を有し女子は之を得ること能はざるの一事が猶ほも

世に行はるゝときは、男子は因って独立の暮しを為すべけれども、女子は

独立の暮しを為すこと能はず。男子は其の資本を以て学問を ふし知識を

広ふし宏才偉量の人と為ることを得べく、古を茹ひ今を含み、才は八斗を

儲へ学は五車に富むことも得べく、或は種々の事業を興し能く其の志を達

し、能く其功を収め名誉を輝かし地位を高ふし、総べて人間の幸福を遂ぐ

るにも足るべけれども、女子は資本を得る能はざるが故に学問を深ふし知

識を広ふするに由しなく、志ありと雖も之を伸ばすを得ず。謀る所あらん

とするも之を実行するを得ず。是に於てか矢張り男子に従属するものと為

り。」26と。

25　外崎光広編「相続法に就き男女の不同権を論す（土陽新聞・1887年）」『植木

枝盛家族制度論集』132頁。

26　前掲、外崎光広編「相続法に就き男女の不同権を論す」『植木枝盛家族制度論

集』132 ～ 133頁。
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　３）長子優先の相続

　日本の家督相続は長男子のみが相続人となるという制度であるが、植木枝盛

は、この制度は単独相続であって分割相続ではないことに力点をおいて理解

し、これに批判を加えている。そうして長子相続は長子のみを優遇するもので

あって、長男子以外の女子も末子も相続する権利を持つべきであると主張す

る。すなわち、

「長男相続は独り長子をして幸を得せしむ、長男は資本を得べし、独立す

ることを得べし、学問を為すべし、智識を研くべし、深く是等の事を做し

遂ぐることを得べし、他は即ち然ることを得ず、女子は不幸を受くべし、

末子は皆不幸を受くべし、是れ豈に相続の本意ならんや、是れ豈に社会の

益ならんや。分派相続を採用せんことを吾輩は請願せざること能はず、己

に分派主義を服膺せんことを祈る。兄弟に相続の権利を与ふると共に姉妹

にも之を与ふるものと為すことを吾輩は切望せずんばあらず。」27と。

　もしも長子相続にすれば、その他の者は財産がないので、相続人である長子

が扶養等をしなければならないことになる。そのために長子の義務は非常に大

きいものとなるという点も指摘している。すなわち、

「封建時代に於ては事実上なり境遇上なり自から長子相続を促がすもの無

きにしもあらざるなり、且つ又是等の場合に於て相続者たる者が相続物の

全部を総領することは頗る其他の児子に対して不仁なるに似たりと雖も、

然るに此時の国法と慣例とに於ては相続者は一家に長として其一家に関す

る万事の責任に当らざるべからず、其家族を代表せざるべからず、其家族

を扶持せざるべからず、其責任も其義務も随分大なるものにてありし故に

27　前掲、外崎光広編「如何なる民法を制定す可き耶」『植木枝盛家族制度論集』

385頁。
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其事も幾分か理由無きにあらざりしなり」28と。

　４）隠 居 相 続

　植木枝盛は隠居相続も封建制度の遺制として捉えている。当時、イギリスの

グラッドストンは76歳にして宰相の劇職を勤めており、ドイツのビスマルク

は71歳に達しており同様に現役である。それに対して日本人は40代、50代で

隠居という名で現役を退く者が多くいるという。封建時代においては、武士で

あれば軍務の提供が必要になるので、早期に長男子と交代するということも意

義があったといえるが、近代社会にあっては、特にこれといった事情もないの

に仕事を放棄して、隠居生活することは許されるべきではない。これは天29の

意思に反することであり、天を侮辱することであり、天から与えられた命を無

駄にすることである。それゆえ隠居は無用の長物であるという。すなわち、

「隠居相続の如きも……封建時代に在りて且つ其の家法の全体が彼時の如

きものにてありし上より観れば強ち事情の無きことにてもあらざるなり、

……人間の本分上より之を考ふるも大凡此世に生存する者が未だ天然の命

数をも卒へざるに早くも此世の事業を抛擲し、自から隠居と称する閑地に

退遁するが如き決して有る宜きのことにあらざるなり、此の如きは皇天の

意に戻る者なり、皇天を軽侮する者なり、何となれば皇天猶ほ且つ汝ぢに

対して命数を仮与することなるに汝が其人は勉めて之れに ることを為さ

ず、而して徒らに其身を無用の長物に帰せしめんとする者なればなり。」30

と。

28　前掲、外崎光広編「相続論」『植木枝盛家族制度論集』270頁。

29　植木枝盛は「皇天」という語を用いている。どことなくキリスト教か自然法

の影響が感じられる。

30　前掲、外崎光広編「相続論」『植木枝盛家族制度論集』269頁。
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（３）　妻の行為無能力に対する批判―男女平等論から

　１）近代民法における権利能力・行為能力

　家父長のみが権利能力を有するものとされていた前近代的民法とは異なり、

近代の民法においては、「人」であればすべて権利能力を有するものとなった。

1898年に施行された日本民法もまた「私権ノ享有ハ出生ニ始マル」（当初の民

法１条・現在の民法３条）と規定し、その趣旨を示している。ところが西欧民

法においても、財産法の分野はほぼ男女同権となっていたにもかかわらず、家

族法の分野は決して男女平等ではなかった31。西欧の民法は、夫が家長である

と構成し、妻は夫に従属する地位に置かれ、子は父に従属する地位に置かれて

いる。そしてその見返りに夫または父は妻または子に対して保護義務・扶養義

務を負うものとされていた。

　さらに行為能力に関する制度もまた徹底した男女不平等であった。未成年者

が行為無能力者（制限行為能力者）とされている理由は、契約等の法律行為を

するにあたり判断能力（現行日本民法によれば「事理弁識能力」という。）が

不十分であることを根拠にしている。それゆえ行為無能力制度は行為無能力者

を保護する制度でもある。それに対して、女性は成年に達すると、いったんは

行為能力を取得するにもかかわらず、婚姻して「妻」となると、再び行為能力

を制限されることになった。その理由として、妻が契約等の法律行為をする際

に夫の同意を必要とすると構成することによって、家庭の平和が保たれるとい

う説明がなされてきた。しかし逆に、夫が契約等の法律行為をするときに、妻

の同意を必要とする話は聞いたことがない。それゆえ完全な男女不平等な規定

であった。

31　公法の分野においても、選挙権等の参政権からも明らかなように、決して男

女平等を実現していなかった。フランス人権宣言では「人（homme）」と「市

民（citoyen）」とを区別していた。
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　２）フランス民法における妻の行為無能力

　植木枝盛は、フランス法における妻の行為無能力に関する規定につき、男女

平等の観点からして、大いに疑問をもったことが窺われる。

　第１に、彼は、フランス民法1024条においては、成人女性である妻が「幼

者（未成年者）」とか「治産の禁を受けし者（禁治産者）」などと同様に、「行

為無能力者」と規定されているが、これは妻を幼者・廃人扱いすることに他な

らないという。すなわち、

「仏国民法第1024条には曰く

　契約を結ぶことを得ざる者は

　　幼者

　　治産の禁を受けし者……

　是れ豈に婦を以て幼者廃人等と同一に看做すの明証にあらずや。妻を以

て契約を結ふの堪能なき者と為るの表章にあらずや。」32と。

　第２に、彼は、フランス民法1421条においては、夫のみが夫婦の共有財産

を管理する権限を有しており、かつ妻の財産に対する処分権も夫が有し、この

権利の行使には妻の承諾も要しないことを指摘する。すなわち、

「而して其第1421条には即曰く

　夫は一人にて共通の財産を支配すべし

　夫は其婦の承諾を得ずして共通の財産を売払ひ又は書入質と為すことを

得べし」33と。

32　外崎光広編「民法上に就き男女の不同権を論す（土陽新聞・1887年）」『植木

枝盛家族制度論集』118頁、「民法上及び其他に於ける夫婦の権利（女学雑誌・

1889年）」同書367頁も同旨。

33　前掲、外崎光広編「民法上に就き男女の不同権を論す」『植木枝盛家族制度論

集』119頁、「民法上及び其他に於ける夫婦の権利」同書368 ～ 369頁も同旨。
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　第３に、彼は、フランス民法1428条において、夫固有の財産については夫

が単独で管理するのに対して、妻が所有する動産に関する訴訟および不動産占

有に関する訴訟は夫がすることになっていることをとりあげる。すなわち、

「又其第1428条には曰く

　夫は一身に属する財産の全部を支配するの権あり

　夫は其婦に属する動産に就きての訴訟及ひ不動産占有の権に就きての訴

訟を総べて一人にて為すことを得べし……」34と。

　第４に、彼は、フランス民法1549条においては、婚姻中は、夫のみが妻の

持参財産につき管理権を有することを規定している。すなわち、

　「其第1549条には曰く

　　夫婦たる時間は夫一人にて嫁資の財産を支配するの権あり……」35。

　第５に、彼は、フランス民法1538条においては、妻は夫の同意なしに不動

産の処分（売買）をすることはできないと規定し、もしも夫がその同意をしな

いときには、裁判所の許可が必要になることを問題とする。すなわち、

「婦は其夫の許諾を得ずして其不動産を人に売払ふことを得ず、夫其事を

肯ぜざるときは裁判所の允許を得たる上に非ざれば其不動産を売払ふを得

ず（第1538条）」36と。

　以上のように、植木枝盛は妻の行為無能力に関してフランス民法の条文を引

用しつつ論じているが、これほど詳細に論じている箇所はない。そうしてこれ

らの規定がいかに男女不平等なものになっているかを逐一指摘している。植木

34　前掲、外崎光広編「民法上に就き男女の不同権を論す」『植木枝盛家族制度論

集』119頁、「民法上及び其他に於ける夫婦の権利」同書369頁も同旨。

35　前掲、外崎光広編「民法上に就き男女の不同権を論す」『植木枝盛家族制度論

集』119 ～ 120頁、「民法上及び其他に於ける夫婦の権利」同書369頁も同旨。

36　前掲、外崎光広編「民法上に就き男女の不同権を論す」『植木枝盛家族制度論

集』120頁、「民法上及び其他に於ける夫婦の権利」同書369頁も同旨。
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枝盛にとって、フランスは民主主義の国であった。それゆえ当然に男女平等が

達成されていると思っていたのかもしれない。しかしフランス民法における行

為能力に関する規定は男女同権とは無縁の規定であった。

　３）ナポレオンに対する批判

　フランス民法の中にこのような男女不平等がおかれていることの批判は、そ

の矛先を民法典の制定に携わったナポレオンに対する批判へと向けることにな

る。そうして1804年に制定されたフランス民法典は、自由・平等に反するナ

ポレオンの布令等をつなぎ合わせたものにすぎないという。すなわち

「畢竟するに彼の拿破崙（ナポレオン）法律の若きは決して真に自由平等

の主義に基きて編成されたものにあらざるなり。専制主義を以てする羅馬

の法律に因襲し、而して平等自主に反する拿破崙輩の布令布達を綴り合は

せたるに過ぎざるのみ。然らば其の法律が矢張り専制主義の空気を含み、

而して平等主義に称ふること能はざるは推して知ることを得べきなり。且

つや拿破崙の若きは寧ろ他の事よりも婦女の権利を蔑視するに於て最も其

甚しきを極めたり。例へは彼れがサントヱーヌに在る時に語りし言の如き

は能く其腔子を窺ふに足るべし。其の吐言する所に云ふ。

　吾輩西人の今日に至るまで婦人を尊敬して丈夫と同等の待遇を為したる

は実に大なる過失なり。……若夫れ天性より之を論ずれば、婦人は固より

我が奴隷なり。決して同等のものに非らず……曰く婦人は是れ子孫生殖の

為め丈夫に配興せられたるものなり」37と。

　宮崎孝治郎氏は、ナポレオンは決してフェニミストではないとして、ナポレ

オンの家族観につき、次のように述べている。「家族に対し、彼は第一に、一

37　前掲、外崎光広編「民法上に就き男女の不同権を論す」『植木枝盛家族制度論

集』122頁、「民法上及び其他に於ける夫婦の権利」同書371 ～ 372頁も同旨。
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人の首長即ち夫とか、家父を与えたが、此の一家の首長は二つの特権を有して

居た。即ち妻に対する夫権と子に対する親権である。……彼は妻の主要なる義

務の名として「服従」（Obéissance）といふ言葉を、法典中に書き込むことを

欲したばかりではなく、彼は婦人達の頭の中に次のような言葉を打込まうと欲

した。……《マダムよ、君は外出してはならぬ。マダムよ君は芝居に行っては

ならぬ。マダムよ君はこれこれの人に会ってはならぬ》」38と。

　家族に関するフランス民法典（ナポレオン法典）の基本的立場は、家族は一

つの団体として、家父長たる者は夫＝父であり、妻に対しては夫権をもって、

子に対しては親権をもって服従させるものであった。

（４）　小　　　括

　ここでは植木枝盛による、①「家」制度、②家督相続制度、③妻の行為無能

力制度に対する批判をとりあげてきた。

　植木枝盛の家族思想・国家思想の中心は、国家は「家」を基礎として構成さ

れるべきではなく、「人」を基礎として構成されるべきであるというもので

あった。これとは対照的に明治民法における家族法は「家」制度を根幹として

制定された。そのうえこの「家」制度は一つのイデオロギーとして、1930年

代以降、戦時色が強くなればなるほど強調されたのである。「家」制度の理念

をとりあげた『国体の本義』『臣民の道』などが文部省から出版されたのもこ

の時代であった39。しかし敗戦はこれを一変させた。日本国憲法は個人の尊重

を規定し、それを受けて、民法親族編の全面改正により、「家」制度は民法か

ら姿を消した。

38　宮崎孝治郎『ナポレオンとフランス民法』（岩波書店・1937年）59頁以下。

39　文部省『国体の本義』（文部省・1937年）、同『臣民の道』（文部省・1941年）。

なお、1937年は日中戦争開始の年であり、1941年は太平洋戦争開始の年である。
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　家督相続は「家」の相続であって、「家」制度と密接不可分なものであった。

明治民法においては、戸主についての家督相続と家族についての遺産相続とが

併存していたが、家督相続が圧倒的な重要性を持っていた。そして家督相続は

長男子優先の相続制度であったから、日本国憲法の理念である個人の尊重・男

女平等に抵触することとなり、戦後の民法改正によって家督相続は廃止に至

り、相続は遺産相続のみとなり、子については均分相続となったのである。

　妻の行為無能力制度、これは民法総則編の中に規定されていたが、民法親族

編・相続編の全面改正と時を同じくして、民法から削除されたのである。

　こうしてみてくると、植木枝盛が徹底的に批判した箇所は、明治民法におい

て強調されていた分野であって、戦後の憲法改正および民法改正によってその

存在意義を失った分野であるといってもよい。植木枝盛の憲法観・人権思想が

明治憲法よりも現行憲法に類似しているように、彼の家族観は明治民法よりも

現行民法の家族観を先取りするものであった。1880年代において、これだけ

の思想を展開していた植木枝盛の思想については非常に高い評価をあたえるこ

とができる。これが植木枝盛の「光の側面」である。

　３　植木枝盛の影の側面

　植木枝盛の家族思想につき問題点として指摘できることを、その背景をも含

めて、「影の側面」としてとりあげることにする。すなわち、第１に何ゆえ離

婚をとりあげなかったのか、第２に植木枝盛の熱心な遊郭通い、第３に裏切り

に等しい第一帝国議会における政府との妥協、という点をとりあげる。

（１）　何ゆえ離婚をとりあげなかったのか

　戦後の民法親族編・相続法編の全面改正における重要な改正箇所であった、

①「家」制度の廃止、②家督相続の廃止と均分相続の採用、③妻を行為無能力

者とする規定の削除、④離婚原因に関する男女平等の達成のうち、①～③に関



行政社会論集　第 30 巻　第４号

－　　－66

しては、植木枝盛はすでに戦後改正の民法を先取りする見解を示していた。前

述のように、これは植木枝盛の光の側面であり、高く評価をすべき点である。

しかし離婚については、「婚姻論」において七去の教えから始まり、若干の比

較法的考察がなされているが、彼には離婚に関しては詳細にこれをとりあげた

論稿がない。その論文中で、植木枝盛はフランス法とプロイセン法につき、次

のように簡単に記している。すなわち、

「今日欧洲の如きに在つても或は姦通、過慾、可虐又は至重の害を受けし

こと、一方の者加辱の刑を言渡されし時なとを離婚を訴ふるの原由と為し

（仏国及ひ其他多くの国々の如き是なり）、或は右の個条に加ふるに更らに

故意の抛棄、無勢力、悪疾、嫉妬等を以てするあり（普魯士（プロイセ

ン）の如き是なり）、……」40。

　日本においては、明治初期に離婚が非常に多かったことが指摘されている。

離婚率は世界でもトップクラスであった41。このような事情があるにもかかわ

らず、何ゆえ植木枝盛は離婚問題をこの程度にしかとりあげなかったのであろ

うか。

　カトリックの強いフランスにおいては、フランス革命前には離婚は認められ

ていなかった。革命の後1791年憲法は婚姻を民事契約として捉え、1792年に

は離婚を相当広い範囲で認めるに至った。しかし1804年の民法典（ナポレオ

ン法典）は革命直後の法から非常に後退し、離婚原因を姦通、自由刑・名誉刑

による処罰、暴行・虐待、重大な侮辱の場合に限定した。さらにナポレオンが

失脚し、ブルボン王朝が復活したことにより、1816年に離婚は全面禁止とな

40　前掲、外崎光広編「婚姻論（土陽新聞・1887年）」『植木枝盛家族制度論集』

160頁。この規定が1804年法の離婚規定か1884年法のそれかは確定できない。

41　民法施行前の人口1000人あたりの離婚率につき、1882年2.62、1887年2.83、

1892年2.76、1897年2.87であった（玉城肇「明治以後の離婚問題」中川善之助

他編『家族問題と家族法Ⅲ 離婚』（酒井書店・1974年）191頁による。）。
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り、民法典から離婚の規定は削除されたのである。

　フランスにおいて離婚が再び認められたのは、1884年、第三共和制の時代

になってからであった。植木枝盛が丹念に読んでいたフランス法の翻訳本の多

くには、おそらく離婚に関する記述はまったく存しないか、または1804年民

法典の規定が過去のものとしてわずかに記述されていた程度のものであったと

推測される。植木枝盛が家族関係の論稿を精力的に叙述したのは、1886年か

ら1887年にかけてであったから、フランスではすでに離婚制度が復活してお

り、民法典の中に離婚の規定が再び盛り込まれていた。しかし1884年法によ

る離婚の規定は1804年の民法典と同様に、有責的離婚原因のみを規定してい

るにすぎないものであった。

　もしも植木枝盛がフランス語に堪能であれば、もう少し当時の立法動向など

を知りえたであろうが、翻訳文献のみではこの程度のものしか書けなかったの

である。その結果として、離婚については、他の分野と比較して、非常に見劣

りのするものとなってしまった42。

（２）　植木枝盛の遊郭通い

　植木枝盛は自由民権運動の活動家となった当初の頃から、遊説のために全国

行脚しているが、至るところで遊郭にあがっている。それが1885年まで続い

ている。そのために梅毒に感染した。しかもこうした事実を一つ一つ日記に書

きとめている。たとえば、「「一の坂高松屋に投ず、夜妓阿潑を召す」（５月９

42　この点につき、米原謙氏は次のように言う。「並はずれて自負心の強い枝盛に

は、自伝的文章で触れないふたつの挫折がある。外国語を習得できなかったこ

とと代言人（弁護士のこと）試験に失敗したことである。……枝盛はどうも地

道にこつこつやっていく語学や受験は苦手だったのではないかと思える。……

以後かれは独学で思想形成していく。」（前掲、米原謙『植木枝盛』20頁）と。
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日）、「夜一時道後に遷り魚府楼にのぼり妓阿雪を召す」（５月21日）がそれで

ある。」43と。家永三郎氏はこの点につき、「彼の人物・思想を考える上に、ど

うしても無視できない点であろう。」44と述べつつ、「「酔うては枕す美人の膝、

さめては握る天下の権」という幕末志士の生活態度が、そのまま彼の生活に再

現されている、といってよい。」45と弁護している。しかし植木枝盛のこのよう

な態度は他の自由民権運動の活動家とかなり異なっている。たとえば河野広中

は1879年友人に誘われて二度登楼していた。しかしその直後に日記に次のよ

うに記した。「広中前述ヲ悔ヘ更メ帝ニ誓フ、広中（10字不明）青楼ニ登ラズ、

又妻妾ニアラサル婦ニ淫セス」46とされ、小野梓もまた「十八歳のとき大阪で

就学中に悪友に誘われて花街の酒楼に行ったが、そのことを義兄の小野義信に

咎められて「慙愧云はん方なく（中略）其後は今に至るまで自から設けて花柳

の游を為したることなし」」47と記している。遊郭通いについては、河野広中と

か小野梓などからは何となく後ろめたい気持ちが漂ってくるが、植木枝盛は彼

らとは異なりその積極性が際立っている。

　ところが1885年に高知に帰郷してからは登楼の回数が減ってくる。それと

は対照的にかかる商売に携わっていない女性との交際が始まる。植木枝盛が家

族論等を展開したのは主にこの時期であるので、こうした女性との交際によっ

て近代的な家族観とか男女平等の思想が培われていったということは確かであ

ろう。もしもこのような交際がなければ、植木枝盛による家族論・女性論はな

かったかもしれないし、廃娼論などは思いもつかなかったことであろう。しか

し植木枝盛がこれまでの行動の非を認めるといった反省の態度は見られない

43　前掲、米原謙『植木枝盛』48頁。

44　前掲、家永三郎『革命思想の先駆者』43頁。

45　前掲、家永三郎『革命思想の先駆者』43頁。

46　前掲、米原謙『植木枝盛』50頁。

47　前掲、米原謙『植木枝盛』50頁。
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し、回数を減らしたとはいえ、完全に止めてはいないのである48。

　遡れば1872年７月に「マリア・ルーズ号事件」が起きている。横浜港にお

いてペルー船籍のマリア・ルーズ号から中国人苦力230人が逃亡した事件であ

る。神奈川県令・大井卓は苦力全員を解放し本国に送還した。ペルー側はこれ

を不当とし裁判に持ち込み、日本国内には娼妓・芸妓などの人身売買が存在し

ているとして、日本に奴隷を解放する資格などはないと主張した。明治政府は

あわてて1872年10月に娼妓解放令を出したのである49。この布告の中に「娼

妓芸妓ハ人身ノ権利ヲ失フ者ニテ牛馬ト異ラス」という有名な文言があるが、

遊郭の女性が牛馬に等しい境遇に置かれていたことを植木枝盛が知らないはず

はないのである。

　植木枝盛の「光の側面」において記述したように、彼の家族思想は近代的か

つ民主的な家族思想に徹底しているが50、彼の行動を見ていくと、言行不一致

であることは否定できない。植木枝盛は自由民権運動に対する理論家・思想家

であるのと同時に、活動家・実践家でもあった。そういう立場にある者が自己

の思想と矛盾する行動をとることについて等閑に付すことはできないと思われ

る。

48　米原謙氏によれば、「遊説中の八八年に二度、八九年二月には人に誘われての

登楼が一度、記述として残されている。」（前掲、米原謙『植木枝盛』170頁）と。

49　明治５年10月２日太政官布告第295号「人身売買ヲ禁シ諸奉公人年限ヲ定メ

芸娼妓ヲ解放シテ之ニ付テノ貸借訴訟ハ取上ケスノ件」。

50　家永三郎氏は「同じような論理による家父長家族制度批判論として、他に福

沢諭吉の『日本婦人論』や『国民之友』所載の諸論文等が挙げられるが、その

中において、小家族主義の論理に最も徹底していたのは、やはり枝盛のそれで

あった、ということができる。」（前掲、家永三郎『革命思想の先駆者』166頁。）

と述べているが、植木枝盛の行動からすると、こうした評価を素直に受け取る

ことができない。
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（３）　土佐派の裏切り

　1889年２月に大日本帝国憲法（明治憲法）が発布された。1890年７月に第

一回衆議院議員の総選挙が行なわれ、植木枝盛は高知県第３区から立候補し当

選している。解散した自由党の再建として1890年８月に立憲自由党が創立さ

れた。同年11月に第一帝国議会が開かれ、植木枝盛は予算委員を務めている。

しかし、この第一帝国議会は「土佐派の裏切り」で有名となる。立憲自由党・

立憲改進党を合わせて、いわゆる民党側が過半数を占めていたにもかかわら

ず、土佐派の一部は立憲自由党を脱党し、自由倶楽部を組織したが、植木枝盛

もこれに加わっていた。結局、土佐派の分派活動によって、妥協的な予算修正

案（特別委員の案）が議会を通過し、民党側は実質的に敗北という結果になっ

た。植木枝盛は「自分が特別委員の案に賛成したのは、好んでしたことではな

く、もっとも損害の少ないと認められたものを選んだにすぎない、自分の進退

は公明正大である」51と、保身の弁明をしているが、植木枝盛の妥協的な姿勢

に対して、自由党の中からも強い批判を浴びたのである。

　何ゆえ植木枝盛がこの裏切りに加担したのか、そしてその理由は何であった

のかは、本稿の対象外であるのでここでは言及はしない。中江兆民が裏切り者

の軟派議員を「無血蟲」であるとののしり、議員を辞職したのに対して、植木

枝盛の行動は対照的であった。植木枝盛の思想に高い評価を与えている家永三

郎氏ですら、植木枝盛のこうした行動を「謎をのこす末年」と表現している52。

（４）　小　　　括

　植木枝盛の著作を読むと、1890年代に書かれたものとは思われないほどの

新鮮さをもち、また民主主義に徹した考えを読み取ることができる。これは家

51　前掲、家永三郎『革命思想の先駆者』70頁以下。

52　前掲、家永三郎『革命思想の先駆者』63頁以下。
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族思想のみならず憲法についても同様である。彼の憲法草案と大日本帝国憲法

および日本国憲法とを比較対照すれば、日本国憲法との類似性が大きいことは

一目瞭然である。児島惟謙が護法の神様であれば、植木枝盛は人権の守護神と

でも思われてくるが、現実には植木枝盛は一人の生きている人間であった。

　そこで影の側面の第１として、植木枝盛は外国語を修得できなかった点があ

げられるが、これが福沢諭吉、小野梓、中江兆民などとの決定的な相違となっ

ている。現代であれば翻訳で十分という分野もあろうが、明治初期には決して

そのような状況ではなかった。どちらかといえば、手当たり次第翻訳に励んで

いた時代であった。思想等の社会科学系の著作を翻訳のみで読んでいくと、実

際よりも過激になる傾向があるといわれるが、植木枝盛の場合にもこうした傾

向が見られる。

　影の側面の第２として、植木枝盛は思想家＝理論家であったのみならず、政

治家＝実践家でもあったが、思想信条と行動との間に大きな隔たりのある場合

が見られる点である。彼が足しげく遊郭に通ったのは否定できない事実であ

る。しかも単なる出来心というのではなく、完全な確信犯である。後の家族思

想においては、遊郭通いを盛んにした過去の態度を悔い改めたという面もある

が、彼は詳細な日記をつけていたことを考えると、日記の中に反省の言葉が

あってしかるべきであろう。

　影の側面の第３として、第一帝国議会における土佐派の裏切りにつき、植木

枝盛も加担していた点である。彼の行動は当時から批判の対象になっていた

が、何ゆえ、彼がこの裏切りに加わったのか明瞭ではない。植木枝盛と同じ高

知県出身の中江兆民は言論の領域においては柔軟な思考を示す傾向にあった

が53、土佐派の裏切りを見て議員を辞職したように行動の面では徹底してい

53　中江兆民は『三酔人経綸問答』において、洋学紳士、豪傑君、南海先生を登

場させているが、理想を持ちながらも現実主義者である南海先生を中江兆民自
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た。これに対して、植木枝盛は思想の領域では徹底したものがあるにもかかわ

らず、行動の領域においては妥協に流れる傾向があったように思われる。

　４　おわりに―シビルの軽視―

　本稿は植木枝盛を中心として1880年代後半の家族思想の展開を振り返って

きた。植木枝盛の家族思想は、明治民法における家族観ではなく、戦後改正の

民法における家族観により近いものであった。その点については「光の側面」

として高く評価することができよう。それに対して不徹底な点を「影の側面」

としてとりあげたが、ここでは自由民権運動との関わりにおいて、シビルの軽

視として、この影の側面につき若干のコメントを付しておきたい。

　土佐における自由民権歌に「世しや武士」54といわれるものがあるが、この

なかに、「よしや　シビルはまだ不自由でも　ポリチカルさへ自由なら」とい

う一節がある。ここには民事上の（シビルの）権利よりも政治的な（ポリチカ

ルの）権利を重視していたことが如実に現われている。

　日本において、法というイメージが強く現われているのは刑法である。刑事

裁判はドラマになるが、離婚訴訟の法廷場面がテレビに登場してくることはほ

とんどない。そもそも古代の律令のうち、「律」は刑罰法規を指していたし、

「令」は民事法のみならず現在の行政法規をも含んでいた。次いで一般の人に

知られているのは憲法であろう。中学校・高校で学ぶのは憲法くらいのもので

あるし、教員免許を取ろうとする者には日本国憲法は必須の科目となってい

る。それに対して、民事法は、法学部に入るか資格試験のために学習するかを

身に想定する見解が強いとされている。

54　松岡僖一編『土佐の自由民権歌集　世しや武士』（高知市立自由民権記念館友

の会・2011年）８頁。
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除いて、非常に影が薄い存在である。ユスティニアヌスのローマ法大全は、

「学説彙纂（学説集成）」であれ「法学提要（法学入門）」であれ、民事法が圧

倒的な比重を占めていたのとは対照的である。

　植木枝盛をはじめとして自由民権運動の活動家は、言論の自由等の基本的人

権の保障とか参政権の確保には非常に熱心であったし、国会の開設には命がけ

で活動したかもしれない。それに対して民事法分野の法および権利（法も権利

も西欧語では同一の語であることが多い。たとえば、Recht（独）、droit（仏）

など。）については、財産法であれ家族法であれ、これを追求することの情熱

に欠けるところがあったように思われてならない。これについてはイェーリン

グの次の一節を思い出す。すなわち、

「諸国民の政治的教育の本当の学校は、憲法ではなく私法である。ある国

民が必要に迫られた場合に〔国内における〕政治的権利や国際法上の地位

をいかに防衛するか知りたいならば、その成員一人ひとりが私的生活にお

いて自分の権利を主張するやり方を見ればよい。……専制者は、木を倒す

にはどこに手を着ければよいかを心得ている。かれは、梢はそのままにし

ておいて、根を切ってしまう。専制者はつねに、私権＝私法に介入し個人

を痛めつけることから始めたのである。その仕事がうまくゆけば、木はお

のずから倒れるであろう。」55と。

　こうしたシビルの軽視などがあいまって、植木枝盛をはじめとする自由民権

運動の活動家の家族思想は民法典論争にも民法典の編纂にもあまり影響を与え

なかったのではあるまいか56。

55　イェーリング、村上淳一訳『権利のための闘争』（岩波書店・1982年）106頁

以下。

56　自由民権運動の活動家の中で、民法典論争に名を連ねているのは大井憲太郎

である。彼には「我カ帝国ニ於ケル法典ノ利害如何」（前掲、星野通編著・松山

大学法学部松大GP推進委員会増補『民法典論争資料集【復刻増補版】』106頁）
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　最後になりましたが、千葉悦子先生のご退職にあたり、千葉先生と私とは福

島大学行政社会学部が創設された時からの原始メンバーであり、その後29年

にわたり同僚でありました。この間、千葉先生から多くのご指導、ご助言を賜

りましたことにつき感謝申し上げます。

という論文がある。


