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要　旨

有賀喜左衛門は、「家」についての実証的研究で名が知られるが、その政治的立場に

着目されることは少ない。しかし有賀は、戦後の革新陣営や保守陣営とは違うかたち

で、「家」と「民主主義」について多くの議論を展開していた。本稿は、有賀の「家」

と「民主主義」についての議論を、彼の「家」に対する問題意識と照らし合わせながら

分析し、またその議論が戦後の家族研究においてどのような立ち位置にあるかを探る。

検討の結果、「家」が「民主化 （近代化）」していくという、有賀の問題意識と視座が明

らかになった。結論部では、有賀が提示した視座を「家族」の民主化ではなく、「家」

の民主化と位置づけ、その展望について論じた。

キーワード：家、民主主義、有賀喜左衛門

1．はじめに

１）問題の所在

敗戦直後の日本において、「家」は政治的なトピックであった。1950年代には「逆

コース」と呼ばれる反動的な機運のもと、戦前型の「家族 （家） 制度」の復活をめぐっ

て、革新陣営と保守陣営がそれぞれ議論を展開していた。そうした趨勢のなか、社会学

者の有賀喜左衛門は、「家」とそれを論じる者たちについて、1955年に以下のような見

解を示している。

 極めて簡単な割り切り方によれば、革新陣営に属する人々は家制度の徹底的なぶ

ちこわしを主張し、保守陣営に属する人々は家制度を日本古来の醇風美俗として或

る程度保存することを主張していたといわれている。この分け方にも問題はある

が、前者は民主主義のイデオロギーから来たものであり、後者は国粋主義的なそれ

から来たものであって、この種の主張はイデオロギーの範囲を一歩も脱していない

と感ぜざるを得ない。それでは家制度を生み出した生活条件に対する理解が本当に

あるかどうかがうたがわしくてならないからである。（有賀 ［1955］ 1970：129）
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この発言には、「家」をめぐる当時の革新陣営にも保守陣営にも与しえなかった戦後

の有賀の立場と、「家制度を生み出した生活条件」の究明という彼の研究課題との関連

がよくあらわれていると思われる。「家」についての実証的研究で知られる有賀だが、

彼が同時代の政治的な議論を見据え、「家」と「民主主義」の関係について強い関心を

寄せていたことはあまり着目されてこなかった。「戦後に成長した人は戦後に急に民主

主義が生じたと思う人も少なくないだろうが、そんなものではない。……私は民主化と

いう現代的関心にもちろん反対はしない。むしろ何人よりもそれを熱望するものであ

る」 （有賀 ［1981］ 2001：301） という発言は、有賀が1961年度の講義に向けて自身の

ノートに記したものである。

とはいえ、戦後の有賀の著述からしばしば見出されるのは、革新陣営とされる研究者

への批判である。敗戦直後の論壇において「家」は、「封建 （遺） 制」としてその非民主

主義的な要素が問題化され、「家族の民主化」が議論されていた。しかし「家」につい

ての有賀の立場は、「戦後、家の否定的な考え方の強すぎるのに余り賛成できない。戦

前のように、家をイデオロギーの上で余りに高い評価をしたことにも、もちろん同意は

できない」 （有賀 ［1965］ 1971：16） というものであった。こうした立場のもとに、戦後

の有賀は調査を通して、「家」や農村が変容していく様相を記述した。そして有賀は、

敗戦や民法改正、そして農地改革に高度成長といった様々な社会変動のなか、「家族」

ではなく「家」に立脚することを重視した論者だった。ではそうした有賀の研究に、彼

の「民主主義」への志向はどのように関わっていたのであろうか。またその志向は、同

時期に展開されていた「家族の民主化」論とどのような違いがあったのだろうか。

本稿は、戦後に有賀が展開した「家」と「民主主義」についての議論と、その背後に

ある彼の問題意識を検討する。こうした検討は、有賀理論の研究としてだけでなく、

「家」から「家族」へと比重を移した戦後家族社会学のパラダイムを再考するうえでも

重要なことだと思われる。

２）分析の視角

有賀喜左衛門については、家制度や同族団に関する学説の理論的検討を主として多く

の先行研究がある1）。そのなかでも有賀の学問的立場については、『日本家族制度と小

作制度』 （［1943］ 1966） に代表される戦前期の著作が、「労農派」と「講座派」で対立し

ていたマルクス主義社会科学の「家」理解に対抗する「第三の立場」のもとに提出され

ていたこと、また有賀の師でもある柳田國男との関連や （鳥越 1988）、柳宗悦からの思

想的影響などが論じられてきた。（竹中 1997）。これらの知見は、戦前期から続く有賀

の学問的立場や、彼の理論を内在的に理解するうえでは重要なものである。しかし従来

の研究においては、有賀が敗戦直後の論壇で盛んに議論されていた 「民主主義 （「家族の

民主化」論）」に強い関心を寄せていたことが、あまり注目されてこなかったように思

われる。

実際には、戦後の有賀は「家」と「民主主義」をめぐる同時代の論調に対して批判的

にではあるが、強い関心を有していた。「封建遺制」や「近代」など、敗戦直後におい
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て、「家」を論じる際の中心的なキーワードとなっていた用語についての論考が収録さ

れている『有賀喜左衛門著作集 Ⅳ』（1967）の序文には、「本書に含まれた諸論文は、

戦後二〇年間の日本において主流的な地位を占めた見解に対する批判でないものはな

い」 （有賀 1967b：1） とある。こうした記述にうかがえるように、戦後の有賀の議論の

一端は、同時期の家族研究の論調への対抗関係のもとに形成されていた。

以上を踏まえると、有賀の「家」と「民主主義」の議論の特性を明らかにするために

は、彼が「家」と「民主主義」の関係をどのような問題意識のもとに捉えていたのかと

いうことと、その視座が戦後の家族研究とどのように異なっていたかということを併せ

て分析することが必要になると思われる。分析視角は以下二点である。

ひとつは、有賀が有していた「家」に対しての批判的視点と、彼が述べる「民主主

義」との関連である。「家」の非民主主義的な要素を否定的に捉える戦後の革新陣営と

は距離をおいた有賀だが、彼もまた「家」に対して批判的視点を有していた。この点に

つき柿崎京一は、有賀の「日本の村の生活 ― 例えば家制度や地主小作慣行 ― がよい

と思っていたのではない」 （有賀 1968：2） という発言を引き、「日本人のヒューマニズ

ムへの自覚の欠乏ないし低調は、民族性の弱点として有賀を絶えず憂鬱なものにしてい

た」 （柿崎 1988：143） と指摘している。本稿の分析では柿崎の指摘を発展させ、有賀が

どのように「家」を問題化し、その解決に「民主主義」を位置づけていたかをみる。

もうひとつは、戦後の革新陣営や家族社会学と有賀の学説との関連である。敗戦直後

には、法学者やマルクス主義社会科学者によって戦前の「家」は批判対象となり、戦後

の家族社会学はアメリカ家族研究の影響のもと、主に都市部を対象に、集団としての

「家族」を研究していく方向に進んでいった （池岡 2009）。そして「家」は「前近代

的」、「封建的」な制度であるか、あるいは時代の進展とともに消え去っていくものとし

て位置づけられ、「家族」は、普遍的な “family” に照応する言葉として理解された。結

論からいえば、有賀はこれらの議論と問題意識を部分的に共有していたが、全面的には

同調せず、「家」が「民主的な家」に変容していくことを論じていた。

以上の分析を通して、本稿は「家」と「民主主義」をめぐる有賀の議論の特性を明ら

かにしていく。資料は『有賀喜左衛門著作集』から抽出し、必要に応じて著作集に収録

されていない文献も参照した。

以下ではまず、敗戦直後に革新陣営によってなされた「家」への批判を概観し、その

議論に同調しなかった有賀が、「家」をどのように問題化していたかをみていく【2】。次

に、敗戦直後と高度成長期前後に有賀が展開した 「家」 と 「民主主義」 についての議論を

検討する 【3】。【4】、最後に、検討した有賀の議論を戦後家族社会学のパラダイムとの関

連で位置づけ、有賀が提示したパースペクティブの意義と展望について言及する 【5】。

2．戦後と「家」

１）「封建遺制」批判と「家」

有賀はさきにみた著作集Ⅳ巻の序文で、敗戦直後に提出した論考の意図について、
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「進駐軍の占領期間内の作であって、当時日本社会の封建性を最も強く問題にした時期

に、封建的なものと日本的なものとを混同すべきでないことを特に主張したものであ

る」 （有賀 1967b：1） と述べている。ここには「家」と「民主主義」をめぐる当時の有

賀の問題意識があらわれている。この意図を読み解くために、まずは、「日本社会の封

建性を最も強く問題にした時期」である敗戦直後に「家」がどのように問題化されてい

たかを概観したい。

「家族の民主化」論は、戦後の民法改正と連動したものであり、その要点のひとつは

両性の平等をはじめとした新民法の理念を浸透させることにあった。戦前の 「家族 （家）

制度」は、その観点から否定されるものだった。だが敗戦直後の「家」をめぐる言説に

は、法律問題にとどまらない時代的な要素も含まれていた。1951年に人文科学委員会に

よる編集のもとに『封建遺制』が刊行されており、同委員会副会長をつとめた法哲学者

の和田小次郎による「跋文」がその傾向を知るうえで参考になる。和田は以下のように

述べている。

 読者は、各研究者の報告を読んで、われわれ日本人の社会生活のなかに、いかに

多くの封建的なもの、または、近代以前的なものが残存しているかを知られるであ

ろう。……それがいかに正しい民主主義化を妨げているかに思いをいたしていただ

きたい。まず、封建的なもの、または、近代以前的なものの残存は、何といっても

農村において最も顕著であり、且つ農村における封建的なものの残存が、直接間接に、

他のあらゆるそれの源泉をなしている、とも考えられる。（和田 1951：330-331）

同書には、大内力や小池基之といったマルクス主義系経済学者のほか、法学者の戒能

道孝、また福武直、小山隆、喜多野清一などの社会学者が論考を寄せている。それぞれ

に見解の相違はあるが 2）、戦後の論壇の大勢において農村は、「封建的」、さらには「軍

国主義」というキーワードと結びつき、農村の構成単位である「家」はそれらの現象の

温床であると位置づけられる傾向が強かった。いわば当時において「家」を問題化する

ことは、戦前の社会体制を批判することと連関していたのである。

こうした論調の背景には、マルクス主義の発達段階論の影響のほか、戦中期の全体主

義体制への反省があった。福武直は1946年に農村の現状と未来について、「軍国主義的

国防国家建設を目標とした過去の農本主義が崩壊した後、農業政策の新しい基調が見出

されず昏迷を続けている現代において、農村は如何なる方向に進むべきであらうか」

（福武 ［1946］ 1976：97） と述べている。戦中期の「日本ファシズム」（丸山 ［1947］ 

1995） においては、「家族国家観 （家族主義）」や「農本主義」といった思潮が喧伝され、

農村出身の兵隊が賛美されるなどの局面があった。そのため戦前期の体制への批判は、

農村の慣習や「家」への批判と連なることになったのである。

また、戦中の疎開などによる知識人の農村体験も、敗戦直後の論調に少なからず影響

していた。当時は都市部と農村部のあいだに大きな文化的、経済的格差と対立があり、

都市部の疎開者はしばしば冷遇されているという感情を抱いた。たとえば川島武宜は、
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1945年に相模湖の与瀬に疎開しており、そこで「風俗習慣が甚しく異なる与瀬の山村で

一種の『異邦人』として心細く」 （川島 1978：186-187） 過ごしていたという。同所には

経済学者の大塚久雄と地理学者の飯塚浩二もおり、それぞれ似たような境遇であった三

人は村のなかで毎日のように議論を重ねた。彼らは戦後に「与瀬グループ （組）」とも

称され、「近代主義」に傾斜した戦後の社会科学のトーン 3）に大きな影響を与えること

になる。

もちろん戦後の民法改正は農村の「家」のみに限らない問題であった。だがこうした

背景もあり、戦後の論壇において農村の慣習や「家」は、官公庁の「セクショナリズ

ム」 （川島 ［1948］ 1983） など、戦前の社会体制の問題と併せて批判される傾向があっ

た。有賀はこうした論壇の趨勢について、「（戦前は）論者によって理由は別でも、日本

の家制度を賛美することが多かった。ところが終戦後、デモクラシイ論が盛んになって

くると、日本の家制度は封建性の温床だという議論が盛んになって、一挙にして壊滅せ

ねばならぬということにまでなってきた」 （有賀 ［1947］ 1970：108、括弧内筆者） と、距

離をおいて観察している。

２）有賀喜左衛門の「家」の問題化　

それでは、以上のような革新陣営の論調を、有賀はどのように捉えていたのか。敗戦

直後の有賀の論考は、当時盛んに議論されていた「封建制度 （Feudalism）」や「封建遺

制」の概念規定について論じているものが多い（有賀 ［1949］ 1967，［1950］ 1967な

ど）。本稿では、それらの論点を革新陣営の論調に対して提出した有賀の意図に議論を

限定したい。さきにもみたように、「封建的なものと日本的なものとを混同すべきでな

い」ということが、有賀が「特に主張」したことだった。

その主張の要点のひとつは、農村や「家」のみを「封建的」とみなす当時の論調の問

題化であった。日本における「封建制」についての有賀の理解は、「明治維新によって

日本の封建制度は壊滅」し、「今日の小作関係に封建的なものはもちろんあるとして

も、社会関係としての封建的形態を認めることは困難である」というものである （有賀

［1947］ 1967：109-110）。こうした理解にしたがえば、日本においては「封建制
●

」はみ

られないが、「封建的
●

」とよばれる要素はみられることになる。有賀は当時の論壇で

「封建的」と名指しされる要素が農村にあるという視点は有していた。

また敗戦直後の有賀の著作には、「封建遺制」批判の論調と部分的に重なる記述もみ

られる。たとえば1947年には「セクショナリズム」について、「同族団の特徴として見

られる親分子分関係や、したがって強いセクショナリズムや公私混淆がその他の集団に

も多く見られ、国家政治から小自治体政治にまで深い禍根を残した」（有賀 ［1947］ 

1967：111） と述べている。以上は同族団についての記述であるが、「家」についても、

上述の指摘と同年に、家長権の強さや家督相続制、そして個人に対する家の拘束といっ

た要素が当時の論壇において「封建的な要素とみられる」傾向があったことを確認した

うえで、「だいたいはそうみてもよい」 （有賀 ［1947］ 1970：109） としている。

しかし有賀によればそれらは、農村や「家」が「封建制」であることによる問題では
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なく、「日本人」全体が共有する「精神的地盤」 （有賀 ［1947］ 1967：110） の問題として

論じられるべきことだった。有賀は「日本人」が「封建的」であることについて、以下

のように述べている。

 単に資本家や地主が封建的であるというのではなく、労働者も小作農も、さらに

自営中小商工業者も、自作農も、すべて日本人が何らか封建的であるということが

できるのである。一部の人々は他を封建的呼ばわりすることによって自分ばかりが

民主的であるように思いたがっているが、私の言うのは日本人の文化水準の問題で

あって、この文化水準に封建的なものがあるのだから、これはわれわれの等しく担

うところでなければならない。これは今日の世相を深く見る者の一様に感ずる所

で、デモクラシイの問題でも、労働運動や農民運動の問題でもこれを健全に育てる

精神的地盤が不足している。（同上：111-112）

有賀によれば、当時の論壇で「封建的」と名指しされるような要素 ― さきにもあげ

た「同族団の特徴として見られる親分子分関係」や「強いセクショナリズムや公私混

淆」などは、農村だけでなく日本社会に広くみられるものだった。そのため、論壇で議

論されていた「封建的なもの」と呼ばれる要素は「日本的なもの」の問題であり、両者

は「混同すべきでない」というのが有賀の主張だった4）。「家」についても有賀は1947

年に、「日本の家制度を造り出したものは、われわれ日本人であるから」、「日本の家制

度は封建的であるとするなら、それは日本人の文化的水準が封建的だからである、とみ

なければ正確ではない」 （有賀 ［1947］ 1970：108-109） と述べている。

以上の検討から確認しておきたいのは、有賀は「デモクラシイ」を妨げている要素と

して「日本人の文化水準 （民族的特質）」を問題化していたが、その「日本人」の問題

に農村や「家」を含めていたことである。有賀の視点においては、農村や「家」が日本

社会の「デモクラシイ」を妨げているのではなく、「日本社会の文化的水準」に「デモ

クラシイ」を妨げている要素があるから、農村や「家」にも「デモクラシイ」が達成さ

れていないのである。

それでは、有賀が「家」も含めた「日本人の文化水準」に欠けているとみなしたもの

は何だったのか。有賀によれば、それは「ヒューマニズム」であり、その「ヒューマニ

ズム」にもとづいた「デモクラシイ」こそが、戦後の民主改革に求められるものだっ

た。

3．有賀理論における「家」と「民主主義」

１）「ヒューマニズム」と「デモクラシイ」

概念の位置づけについて若干の変遷はあるものの 5）、敗戦直後の有賀の論考において

は、「ヒューマニズム」が日本社会に欠けているという見解は一貫している。1947年の

有賀の記述によれば、「西洋」においてはルネッサンス以後、「長い時期にわたって苦し
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い試練の後に」、「ヒューマニズム」の自覚が成長してきた。しかし日本においては、

「維新以後ヒューマニズムの洗礼」を受けていたが、その自覚は低調なままだった。有

賀はその理由として、日本が「島国」であったために「民族観は血を偏重して、人間性

の尊重に欠けるところが」あったことと、「過小農形態の農業を基盤とする全産業組織」

が成立していたため、「個人生活の基礎が貧弱であり、個人の教養の向上に欠けるとこ

ろが多かった」ことの二点をあげている （有賀 ［1947］ 1967：110-111）。そして有賀は、

「ヒューマニズムの自覚なき精神的地盤にデモクラシイは生れ得ない」 （有賀 ［1948］

1969：203） と位置づけている。

この「ヒューマニズム」の具体的な意味は、有賀が「家」の問題と「ヒューマニズ

ム」を絡めて論じている箇所にうかがえる。たとえば有賀は以下のように述べる。

 上下関係でもヒューマニズムの上に築かれたものはデモクラシイであり、平等関

係でもヒューマニズムの基礎づけがないものは封建的だといってよい。家の中で両

親が子供より能力がある間は、両親が指導的位置に立つのは、どんな社会でも見ら

れる。父と母との関係においてもそうである。日本の一般の慣習や法律は、父の権

利を上としてきた。しかし個々の家になると、実力上逆になることもある。それで

もこれがデモクラシイであるのではない。上下関係は、能力の差によって、いろい

ろの形で生じても、ヒューマニズムの基礎づけがあると、お互に人格を尊重し合

う。そして父親だから、または親だから子供をいかなる場合にも服従させようとは

考えなくなる。むしろ能力あるものを上として素直に認めて、融合協力していく。

ヒューマニズムがないと、実力のいかんにかかわらず、慣習や法律の形式的な序列

を認めさせようとする。（有賀 ［1947］ 1970：114-115）

有賀によれば、「ヒューマニズム」があれば、「慣習や法律の形式的な序列を認めさせ

ようとする」ことはなく、「お互に人格を尊重し合う」ことができる。そしてこうした

「ヒューマニズム」にもとづいてこそ、「家」に「デモクラシイ」が実現していくとい

う。

ひとことでいえば、有賀がここで用いる「ヒューマニズム」や「デモクラシイ」は、

政治思想というよりは、「家」をより良く運営していくための連帯をもたらす実践的、

倫理的な指針を表現する言葉であった6）。有賀は「ヒューマニズム」を「人間性の尊重

であり、合理性を基調とする個性の尊重」 （同上：114） と位置づけ、「デモクラシイ」

を、「差異ある個性をあるがままに充分に発揮させつつ全体として調和しようとすると

ころに目標がある」 （有賀 ［1948］ 1969：202） としている。こうした「ヒューマニズム」

と「デモクラシイ」における「個」と「全体」の位置づけは、上述の「家」の成員同士

が「人格を尊重し合う」ことと、「家」全体が「融合協力していく」という記述に連動

している。有賀が「デモクラシイ」という言葉で表現したことは、個々の成員が力を発

揮する「家」の調和にあった。

しかし現実の「家」の多くは、こうした「デモクラシイ」 ― 「差異ある個性をあるが
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ままに充分に発揮させつつ全体として調和」が達成されていないと有賀はみていた。有

賀は1947年に「家」の現状について以下のように述べている。

 日本人は現在のような家生活しか知らないので、これ以外の場合を考えてみよう

としないが、親夫婦とその後継者である子供夫婦が、狭い耕地を守って共同生活を

することは、そうしなければならぬ条件が強く働いているので行なわれているばか

りで、考えてみれば決して最上のことではない。親と子供がほんとうに心からそれ

を欲して、そこに生の喜びを見出し、お互の立場を認めあって、その才能を伸ばし

得るように、助け合うという自覚が十分にあるなら非常によいが、多くの農家はこ

れと反対である。親と子とは愛情もあるが反目もする。意見がちがうと、互に才能

や感情を殺し合うことも少なくない。嫁と姑との不和が極めて多い。これらのこと

は、農家の生活を暗くする。（有賀 ［1947］ 1970：116）

さきの引用にもみた「慣習や法律の形式的な序列を認めさせようとする」ことや、こ

こでいわれる「嫁と姑の不和」といった要素は、敗戦直後の革新陣営が「家」の問題点

として指摘していたことでもあった7）。有賀が「封建遺制」批判の論調に部分的に賛意

を示したのは、こうした「家」の現状を問題化する視点があったからだと思われる8）。

とはいえ、こうした「家」の現状を問題化する議論の展開については、有賀は革新陣

営と異なる立場をとった。まず前節でみたとおり、有賀の見解では「家」に「デモクラ

シイ」が実現されていない理由は、「日本社会の文化水準」に「ヒューマニズム」が欠

けているからであった。有賀は上記の「農家の生活を暗くする」現象は、「小さな資産

を根拠として共同に仕事をしなければならないので、争いが生じやすい」、「過小農」の

条件から発生しやすいと位置づけているが、その責任を、過小農形態の「根本的是正を

一度も試みようとしなかった」明治期以降の政府に求めている。（同上：110-119）。

そして有賀は、「家」の廃止が「民主主義」の実現であるという立場にはたっていな

かった。農村部の「家」を保護するべきか否かは法学者のあいだでも意見がわかれてい

たが （米村 2014：180-183）、民法改正についての有賀の見解は「家に関する古い法律

が廃止されたのであり、家そのものではない」 （有賀 ［1947］ 1970：118） というものだっ

た。以下では「家」が存続することと、有賀が述べる「民主主義 （デモクラシイ）」の

関係について検討する。

２）「家」の存続と「デモクラシイ」

敗戦直後の有賀の著作から見出されるのは、「家」が進歩していくという視点であ

る。たとえば1947年に有賀は以下のように述べている。

 家生活の現実は民族文化の一つのあらわれであるから、文化水準がこれを規定す

るのであって、法律の改正のみで家制度の改廃はできない。……今日大きな理想を

もって行われる諸改革を、真に効果あらしめるためには、その基盤の文化水準を高
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めることが必要であるが、過小農形態の緩和も、そのもっとも重要な予備作業の一

つである。……過小農形態の上に日本農業の改革をなさなければならないのである

から、今日の条件において合理的農法への一歩前進からはじまらなければならな

い。農法における一歩前進は、文化水準の一歩前進でもある。そして家制度もま

た、一歩前進できるであろう。われわれは成長しなければならない。（有賀 ［1947］

1970：119-120）

有賀はここで、「過小農形態の緩和」や「合理的農法」などが、「日本社会の文化水

準」を「一歩前進」させ、ひいては「家」を「一歩前進」させるために必要なこととし

ている。さきにもみたように、有賀の見解では「日本社会の文化水準」が高まること

は、「ヒューマニズム」が浸透することであった。そして有賀によれば、「ヒューマニズ

ムの自覚なき精神的地盤にデモクラシイは生まれ得ない」。すなわち「家」が「一歩前

進」していくこととは、「家」に「ヒューマニズム」が浸透し、「デモクラシイ」が実現

されていくことにつながると有賀は考えていたのである。　

ここでひとつの疑問が生じる。「家」が「一歩前進」することと、「家」が「家」であ

り続けることは、有賀の見解では矛盾しないのであろうか。米村千代も指摘するよう

に、有賀の理論においては、「親族か非親族かという区分では、傍系成員のなかに、傍

系の親族と、非親族の養子や召使も含まれていたことを説明できない」ため、「傍系成

員と嫡系成員とが主従関係をもっていたこととの関係なくして『家』は成立しなかっ

た」（米村 2014：49）。嫡系傍系の主従関係と「デモクラシイ」が実現した「家」は、

どのような関係にあったのであろうか。

結論からいえば、嫡系傍系もふくむ主従関係自体
● ●

をなくすこと、あるいはなくなるこ

とが「ヒューマニズム」や「デモクラシイ」に必要だという主張は、敗戦直後の有賀の

著作からは見出せない。1948年に有賀は、「家」について「性関係
● ● ●

、血縁関係
● ● ● ●

、さらに
● ● ●

非血縁関係をも含むことのできる複雑にして
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

、比較的小規模なる
● ● ● ● ● ● ● ●

、かつ
● ●

最
●

も普遍的なる
● ● ● ● ● ●

社会関係であるという特徴によって
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

、社会関係の本質を
● ● ● ● ● ● ● ●

究
●

めるには最適のものである
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

」

（有賀 ［1948］ 1969：160-161） と述べており、「非血縁関係」も含めて「家」を捉えるべ

きだとしている。1947年には「日本のデモクラシイがいかなる形態をとるかは興味ある

問題」 （有賀 ［1947］ 1967：112） とも述べており、嫡系傍系の主従関係の存廃も含めて

「家」の変化を見定めようとするのが敗戦直後の有賀の基本的な立場であったと思われ

る。有賀が「家」の進歩や残存をどこに見出したかという点については、次節でも検討

していく問題であるので、ここでは敗戦直後の有賀の立場の確認にとどめる。

本節の知見をまとめておきたい。有賀が述べる「民主主義 （デモクラシイ）」とは、

「人間性の尊重であり、合理性を基調とする個性の尊重」である「ヒューマニズム」を

もって連帯し、「差異ある個性をあるがままに充分に発揮させつつ全体として調和しよ

うとする」ことに要点があった。有賀はこうした「民主主義」観から、敗戦直後の

「家」の現状を批判的に捉えていた。そして有賀は、「家」の「一歩前進」 ― 「民主主義

（デモクラシイ）」が実現していくことを実証的に問うという立場にたっていた。
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しかし戦後の社会変化は、有賀をして戸惑わせしめるものだった。有賀は1967年

に、「私は戦後のような激しい変化の中で自分の見方の方向を見失ったこともしばしば

であったが、あわてふためいて自分の足場を失うことを痛切におそれて来た。……そし

て激しく変化して行く波濤の底の海の深みを探りたいと思った」 （有賀 1967b：1）と回

想している。本節で検討した文献はいずれも1950年までのものであり、50年代前半の

有賀は『対馬封建制の諸問題』 （有賀 ［1954］ 1969）などの歴史研究を発表し、「ヒュー

マニズム」については多くを論じなくなる9）。そして55年頃から戦後の社会変化を踏ま

えた「家」についての知見を発表し、再開した石神村の調査などをもとに日本独自の

「民主主義」を見出していく。それはまた「家」から「家族」に比重を移していく戦後

の家族研究のパラダイムへの対抗でもあった。

4．「家」の民主化

１）「家」と社会福祉

有賀は1970年に「私が家についてより一層の理解を深めたと思ったのは戦後のこと

である」（有賀 1970：2）と述べている。有賀が戦後にあらためて「全体社会の諸条件」

とともに 「家」 を考察した論文として位置づけているのが、「家制度と社会福祉」 （［1955］

1970） である。ここには、再開した石神村の調査や、『日本の家族』 （［1965］ 1971） など

の戦後の代表作の基点となる「家」についての有賀の理解が簡潔に記されている。

この論文の主旨はひとことでいえば、明治期から戦後まで続く「社会福祉事業」の貧

しさが「家」の存続を招いたというものである。結論部には以下のような記述がある。

 家産を存続し、親と子との夫婦達が累代同居し、小さな家計を共同して営むため

に、両世代の間に感情や考え方のもつれが生じて家族生活を暗くするのは、ただ農

民の封建性のせいだろうか。……生活が多くたよりがたい家に深くたよらねばなら

ぬ矛盾に家制度の温存の根拠があるが、それらは家の小さいエゴイズムをあらゆる

社会組織の中にまき散らす温床ともなり、集団における派閥のエゴイズムに成長

し、政治をも毒している。そして社会連帯の思想から人々を遠ざけ、福祉事業の成

長を妨げる。しかしこの責任の大半は今日の政治が負わねばならない。」（有賀

［1955］ 1970：138-139）

ここには、敗戦直後の有賀も意識していた 「家」 にまつわる問題が、「生活が多くたよ

りがたい家に深くたよらねばならぬ矛盾」という視座のもとにまとめられている。その

「矛盾」とは、「家が家族の生活保障を目標としながら生じた内部矛盾」である。有賀に

よれば、「家」は成員の「生活保障」を目標としていたが、「その充分な能力をもたな

かった」ため、「何らかの家の連合体」に依存しなければならなかった。そのため、「有

力家によって統率され」ることになり、「家の連合体における各家の社会的地位が決定」

し、「直系に対する傍系の奉仕」、「家長に対するほかの家族の奉仕」、また恋愛結婚の制
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限など、敗戦直後の論壇で「封建的」と呼ばれるような現象があらわれた。これらの論

点は戦前期からの有賀の著作でも論じられているものであるが、ここで「家」の存在理

由が「生活保障」にあるという観点のもとに体系化された （同上：131-5）。

こうした記述は、当時の論壇に対しての有賀の立場の表明でもあった。有賀は同論文

で、「家制度がただ単に封建的だと説明すること自体に私は大きな解決点を見出すこと

はできない……家制度がたとえ封建的なものであっても、それは社会的にどんな役割を

はたして来たかを知ることの方が大切だと思う」と述べている （同上：130）。そして有

賀は冒頭の引用でみたように、「家制度を生み出した生活条件に対する理解が本当にあ

るかどうかがうたがわしくてならない」とみなした当時の革新陣営と保守陣営に対し

て、自身の見解を提出したのである。

またこの論文には、敗戦直後に続いて「家」の趨勢を見定めるという、有賀の立脚点

もあらわれている。有賀は戦後の民主改革について、「家制度の上に少しも重大な変化

が生じなかったとはもちろん思っていないが」と留保をつけながらも、「家」は「根本

的に廃絶したのでもなく、また大部分が廃絶しておらず、やはり相当頑強に残存してい

ると見る」と主張した。（同上：129）。同論文が提出された1955年には、小山隆によっ

て「家族問題研究会」が設立され、都市社会の「家族」を研究対象に据えていく戦後家

族社会学のパラダイムが形成されはじめていたが、有賀は同研究会には参加しなかった

（池岡 2009）。そして有賀は、再開した調査をもとに、「家」が戦後の環境に適応しなが

ら変容していく様相を記述していくのである。

２）「民主的な家」の生成

有賀が1935年に開始した岩手県石神村の調査は戦後も継続され、著作集Ⅲ巻 （『大家

族制度と名子制度』） には1958年と1966年の調査結果が収録されている。「大家族崩壊

以後」と銘打たれた戦後編には、有賀が農地改革をへた戦後の「家」の存続についてど

のように捉えていたかが記されている。

有賀は、農地改革後の「家」の存在理由を「家」単位の「互助組織」が存在すること

に求めている （桜井 1988：199；米村 1999：34）。有賀によれば石神村の旧名子は、農

地改革後も「完全に自立の生活は困難」であったため、大屋の互助組織から離れても、

「家単位の互助組織を結ぶ必要は存在した」 （有賀 1967a：414）。『大家族制度と名子制

度』の戦後編で中心的に記述されているのは、農地改革後に再興した大屋を中心に、

「互助組織」が再編成されたことである。そして有賀が見出すのは、互助組織の再編と

ともに「家」が、「民主的」に変容していることである。

 新しい家単位の互助組織が再編成されたのは、家が存在しなければならない生活

条件が依然として存在したからである……新しい家族法によって家はもちろん新し

く方向づけされたが、新しい家族法に盛られた個人主義的な民主的人間関係の実現

は困難であったから、家が存在したままにその内部の人間関係を民主化しようとし

た。そしてそれはある程度実現した。（有賀 1967a：414-416）
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有賀によれば、「新しい家族法」にあらわれる「民主主義イデオロギー」は「家」に

「新しい理念を与えはした」が、「各戸の生活を豊にする条件」は与えなかった （同上：

415）。そのため石神村の事例にみられるように、農業者は「家」単位の「互助組織」を

再編することで対応したという。

ここで重要となるのが、「家が存在したままにその内部の人間関係を民主化しようと

した」というのは、どのような事態をさすのかということである。1965年に有賀は、石

神村の事例に限らない「農村などに現在でも多く見られる家」が「民主的」となってい

ることについて、以下のように述べている。

 これらの家の内部における人間関係はすでに大きく変化しているのです。戦前の

ような家長権はすでに消滅したといってもよいのです。夫と妻とは各自の財産を

別々に持つことはできなくても、大分平等になりましたし、妻も社会的に活動する

ことが多くなりました。恋愛結婚も少なくありません。同じ父母の子供たちは、あ

ととり（嫡系）と傍系とに分かれても、あととりが家業を嗣ぐことはすでに有利な

条件と見られなくなりました……これらの家は、戦前とは大きく変わった民主的な

家としてその姿を表しているのです。（有賀 ［1965］ 1970：152）

有賀によれば、上記のように家長権の衰退、夫婦の平等化、恋愛結婚の浸透、そして

嫡系傍系の差別が縮小した「家」は「民主的な家」と呼べるものだった（有賀 1965）。

有賀によればまず上述のような変化は、「農村は特に封建的だと、都市の人々やイン

テリなどにまでいわれ通してきて、農村の人々は素朴にそれを信じ、『封建的』と思わ

れるものを取り除こうと努力をしてきた」 （有賀 ［1965］ 1971：30） 結果だった。

そしてこうした 「民主化」 をもたらした客観的条件として有賀が位置づけているのが、

「昭和三十年 （一九五五） 頃を転機とした全国の工業化の急激な増進」（有賀 ［1965］ 

1971：30）である。有賀によれば工業化の発達によって会社の福利厚生など、「家」に

頼らない「生活保障」が発達した。そのため、「家」を運営するための強大な家長権な

どの必要性は弱まってきた。（有賀 ［1965］ 1971, 1967）。ここには「家制度と社会福祉」

にみられた、「家」の問題を「家が家族の生活保障を目標としながら生じた内部矛盾」

と位置づけていた有賀の見解も反映していよう。「家」が成員の社会保障を担う役目が

緩和すれば、「家」も変容するのである。有賀はこうした戦後社会の環境に対応しなが

ら、「家」が「民主的な家」になるとみていた （有賀 ［1965］ 1971：41）。

だが「民主的な家」は「家」であり続けるのだろうか。さきにもみたように有賀は、

「家が家族の生活保障を目標としながら生じた内部矛盾」に「直系に対する傍系の奉仕」

をあげている。社会の「生活保障」が整備されていき、「内部矛盾」が緩和されて「民

主的」になった「家」は、嫡系傍系の主従関係に重きをおく有賀の「家」概念にあては

まるのだろうか。

60年代の有賀の著作には、「家」の残存を「家」単位の互助組織の存在に見出す主張

と、「家」を「家族」ともみるという視点が並行して記されている。たとえば1963年に
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は、さきにもみた夫婦の平等化や嫡系傍系の成員が平等となったような「家」を、「『近

代化された』家」と位置づけつつも、「あるいはそれらを『家族』であるということも

できよう。しかし、それらは日本の家族である」（有賀 ［1963］ 1967：155）と述べてい

る。さらに『日本の家族』で有賀は、「最近一〇年間に大きく変化してきた家」につい

ても「これはたしかに古い家とは同じではないが、西洋の近代家族とも明らかにちが

う。それは家の伝統の上で新しく創り出された家族であるともいえるが……戦前とは変

わった家と見ることもできる」（有賀 ［1965］ 1971：28）と述べている。おそらく「民主

的な家」という言葉は、有賀が観察した1955年以降の「家（家族）」を表現する選択肢

のひとつであり、それを「家」と呼びうるかは有賀の問いでもあったのではないだろう

か。

ただしいずれの表現にも共通しているのは、それが日本独自の創作物であることを示

すことである。有賀はさきにみた「民主的な家」を事例に、それが日本独自の「民主主

義」をあらわしていることについて以下のように述べている。

 民主主義は西洋と同じ姿をまとわねば実現しないものではなくて、日本には日本

の姿が創りだされるはずであり、戦後二〇年間の日本の変化が示しているのです。

それは西洋の単なる模倣では決してないのです。戦後新しく成立した一夫一婦家族

の形でも、戦後変化した家でも、共に日本独自の創作物であることをみとめること

によって、日本の民主主義の自覚は大いに促進されることでありましょう。……家

の歴史にあらわれた日本人の生活の苦悩を知って、日本人が各時代の条件の中で精

一杯に生きてきたことは、今日の日本を生み出す基礎であったことを理解すること

が、私たちにとって大切であると私は信じています。（有賀 ［1965］ 1970：152-153）

有賀によれば、「一夫一婦家族の形」10）、そして「戦後変化した家」はともに伝統的な

「家」の歴史のうえにある形態だった。それゆえ「家族」と呼ぶ場合にも、それは「日

本の家族」とする必要があった。

敗戦直後に用いた「デモクラシイ」、60年代に用いた「民主主義」、いずれにおいて

も重要だったのは、それが「家」を基点として日本独自の発展を遂げているということ

であった。有賀にとっては「家」が「民主的な家」か、「家の伝統の上で新しく創り出さ

れた家族」としての「日本の家族」になるのであり、「家」が通文化的な「家族 family」

になるのではなかったのである。

5．結論

本稿はこれまで、戦後の有賀の著作を中心に、彼が展開した「家」と「民主主義」に

ついての議論をみてきた。敗戦直後の論壇においては、戦時体制の反省や知識人の体験

から、「家」や農村が、「民主主義」を阻むものとして問題化されていたが、有賀は異な

る視点から「家」と「民主主義」について問題化していた 【2】。そして有賀は、戦後の
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革新陣営の見解に対抗しながら、「ヒューマニズム」にもとづいた「デモクラシイ」と

「家」の「一歩前進」を論じ、【3】 再開した農村の調査などをもとに、「民主的な家」が

あらわれていることを主張していた 【4】。

敗戦直後の有賀が「民主主義（デモクラシイ）」という言葉で主張したことは、「家」

が「一歩前進」していくことであり、60年代の有賀が「民主主義」という言葉で主張し

たのは、「家」が「民主的な家」や「家の伝統の上で新しく創り出された家族」として

生成していることだった。こうした有賀の軌跡をひとことで位置づけるならば、彼は

「家の民主化」を主張した論者ということになるだろう11）。有賀の視点では、戦後の家

族研究が議論していたように「家」から通文化的な「家族 family」に移行していくので

はなく、「家」の刻印がみられる「民主的な家」か「家の伝統の上で新しく創り出され

た家族」となるのである。本稿の検討の意義は、従来の有賀研究では軽視されてきた有

賀の「家」と「民主主義」に関する議論から、「家」の変容についての有賀のパースペ

クティブを抽出したことと、戦後の家族研究における有賀の立ち位置を浮き彫りにした

ことに求められよう。

最後に、有賀の「家の民主化」という議論の現代的意義について簡潔に述べたい。ま

ずひとつは、有賀の思索がもつ資料的価値である。「家族」という言葉を用いてもよい

ともしながら、それでもやはり「家」であるという一見矛盾する彼の発言は、「家」か

ら発展していった日本の「家族」の在り方を、より現実に即して語る方法を模索し続け

ていたといえる。たとえば有賀が「家」あるいは「民主的な家」とみなしていたものを

「家族」と語ることが可能となった過程自体が、戦後の「家族」言説の変動を捉えるう

えで示唆に富むと思われる。

もうひとつは、「家族」 概念の固定化についての視座である。有賀が「家の民主化」と

いう議論を展開した時代は、まだ「家」が「非民主的」であり、「家族」が「民主的」な

空間であるという前提があった。有賀はそうしたパラダイムのなかで、「民主的な家」と

いう概念を提起した。翻って現在では、「家族」はジェンダー不平等や異性愛主義など、

その硬直性が問題化される概念である。だが「家族」概念が読み替えられていく可能性

やその是非に関しては、これまであまり着目されてこなかったのではないだろうか 12）。

有賀が提起した「家の民主化」の議論は、現在求められる「民主主義」の議論に開かれ

ることで、よりその現代的意義がみえてくるのだろうと思われる。

付記： 本稿は、平成26年度文部科学省科学研究費補助金（特別研究員奨励費）の助成
を受けた研究成果の一部である。

注

 1） 有賀喜左衛門については、柿崎京一ほか編『有賀喜左衛門研究 人間・学問・思想』
（御茶の水書房、1988）、北川隆吉編『有賀喜左衛門研究 社会学の思想・理論・方
法』（東信堂、2000）、『三田社会学』（三田社会学会、2000）の収録文献のほか、単
独の研究も多数ある。そのうち有賀の問題意識まで論じたものとしては、黒崎
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（1986）、武笠 （1986）、今井 （1988）、竹中 （1997）、三浦 （2003）、石黒 （2010） など
がある。なお、本論文の引用は原則として新字体に直した。

 2） 敗戦直後の村落研究者の理論的動向については米村 （2014） に詳しい。また有賀を
はじめとした「〈封建遺制〉 批判という時代状況」への批判的応答は渡辺 （2013） で
詳しく取りあげられている。なお、戦後の家族論における有賀の理論的立場につい

ては、「国家のがわの論理と共同体再評価論の中間領域に位置する」 （鹿野 1983：
18） とする鹿野 （1983） の指摘がある。

 3） 大塚久雄などは、マルクス主義社会科学者から「近代主義者」として批判されてい
た （恒木 2013）。本稿では有賀の立場を明瞭にするために「革新陣営」という枠組
みを用いたが、戦後に有賀が「革新陣営」と位置づけていた研究者の立場も多様で

あったことは記しておきたい。

 4） 「主従関係」といった「封建的」と位置づけられている対象を「民族的性格」の問
題として論じるべきだという指摘は『日本家族制度と小作制度』にもみられる（有

賀 ［1943］ 1966：278-9）。ただし戦前期においてこうした議論は「民主主義」とい
う言葉には接続していない。

 5） 1947年には、「ヒューマニズム」の「自覚の有無は封建制の残存するか否かを知る
基準と見ることができる」 （有賀 ［1947］ 1967：110） としているが、1949年の段階
では、「日本現代社会はヒューマニズムへの自覚は希薄であるが、これは日本社会

が封建的であるから生じたのであるかどうかは決定的ではないと見たい」 （有賀
［1949］ 1967：31） という見解になっている。

 6） 中村吉次は、有賀の「人道主義」は「生得のもの」であり、彼の「気質」は「『大家
族』の家長という位置において養われたもの」と述べている （中村 2000：150-2）。

 7） 敗戦直後の著作ではないが、論点は磯野・磯野 （1958） などに詳しい。
 8） 有賀は初期の研究で、磯野・磯野 （1958） なども言及していた、村において「他処
者」が「犠牲」になる「供儀の観念」の問題を取りあげている。（有賀 ［1928］ 
1971：277）。また有賀が柳田國男と折口信夫の指示のもと、1932年に最初に受け
持った JOBK （東京放送局） の民俗学講座の題材に選んだのは、関東地方の農村に
みられた「捨子」の慣習である （有賀 ［1932］ 1969）。有賀はその題材を選んだ際、
「世の中の弱点が非常に出ていて、どうしてもこれは考えておかなければいけない

んだ」 （有賀 ［1972］ 2001：260）と折口に進言したという。
 9） 1950年代の政治的な議論として、農村の選挙について論じた「選挙の実態」があ

げられる。ここには、「地主時代のごとくはっきりした政治的勢力のまとまりがな

い」ため、「正直にいえば現状はかなり補足しがたい」 （有賀 ［1951］ 1971：206） と
の記述がある。

10） ここでいわれる「一夫一婦家族」は都市サラリーマン家族が想定されている。夫と
妻とが必ずしも財産を別々にもっていないこと、結婚式の風習が日本式であること

などを理由に、「この新しい形の家族も日本の伝統の上で新たに創りだされたもの

であることは疑いはありません」 （有賀 ［1965］ 1970：151） とされている。
11） 敗戦直後の有賀が用いた「デモクラシイ」は、「家」の調和に重きが置かれてお
り、1960年代以降の有賀が用いた「民主主義」は、家族法の理念に沿った使用法
であるという違いはある。

12） 「家族」概念の可変性については、Chambers （2012）、Parke （2013） などの議論の着
想にもみられるものである。また、阪井 （2014） は「家族」概念の「読み替え」と
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「民主主義」の関連についてより積極的な議論を展開している。有賀の漸進主義的

な着想の有用性については別稿であらためて検討したい。
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Theory of Democratization by Kizaemon Aruga:
The democratization of “Ie” and “family”

Masataka Honda

Kizaemon Aruga is known for his empirical studies on “Ie” that utilizes monograph, 

but his political standpoint has scarcely been remarked upon. However, Aruga carried out 

many discussions on “Ie” and “democracy” in a style different from that of postwar reform-

ists and conservatives.  This paper analyzes the formation of such discussions by Aruga  

and also explores the position of his discussions in the postwar family studies.  As a result 

of examination, Aruga’s awareness of issues and viewpoints in which “Ie” is “democratized 
(modernized)” is revealed. In the concluding section, Aruga’s viewpoints are positioned not 

as democratization of “family” but as democratization of “Ie” and his views are discussed.

Key words:  Ie, democracy, Kizaemon Aruga
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