
近代日本における「家」の情緒
1890～1910 年代における伝統的家族像の形成

本多 真隆＊

近代日本における「家族」の情緒的関係に関する言説は，自然発生的な要素
か，「近代家族」的な意識や規範の発生と関連づけられてきた．近年の研究に
おいては，近代家族論の見地から，1880 年代に流通する「家庭」という言葉
が，新たな家族像を示した語として着目されている．

しかし，近代日本の家族論をみていくと，日本の伝統的家族である「家」と
関連づけられた情緒的関係に関する言説も多く見出される．そしてしばしばそ
の関係性は，「家庭」の情緒的関係とは異なるものと位置づけられていた．本
稿は，近代日本における「家（家族制度）」の情緒的関係に関する言説の形成
過程とその論理構成を明らかにすることを目的に，1890～1910 年代の保守的
な家族論を対象として，分析をおこなう．

検討の結果，「家（家族制度）」の情緒的関係に関する言説が，「西洋」の家
族像への対抗から，それとは異なるものとして形成され，時勢への適合を経な
がらも，国家主義的な連帯の基盤とされていく過程が示された．結論部では，

「家（家族制度）」の情緒的関係に関する言説を，「近代」への反動的な想像力
のもとに構築された伝統的家族像の一類型として位置づけ，近代日本における

「家」と「近代家族」の関係について，情緒的関係の観点から，再検討した．
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1 は じ め に

本稿の目的は，近代日本における「家（家族制度）」の情緒的関係に関する言説
の形成過程と，その論理構成を明らかにすることである．

1980 年代以降の日本の家族研究において，家族の情緒的関係の歴史的視座を提
供してきたのは，西欧社会史研究を出自とする近代家族論である．日本の「近代家
族」の分析については，1880 年代頃から流通した「家庭（ホーム）」という言葉が
着目され，明治期の知識人が「西洋」の家族像を参照し，母性愛や夫婦愛，また

「一家団欒」にもとづく情緒的な「家庭」を理想化していたことが論じられてきた．
＊ 早稲田大学人間科学学術院助手 m.honda . ruri@gmail . com
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しかし，近代日本の家族論をみると，日本の伝統的家族である「家」と関連づけ
られた情緒的関係に関する言説も多く見出される．たとえば 1916 年刊行の『文検
受験用国民道徳要領』では，日本の「家族制度」は，以下のような特徴をもつとさ
れている1)．「家族制度」とは，明治期における法的な家制度の観念を中心とし，
修身教育や家族国家観の土台となってきた家族像をさす言葉である（川島［1957]
1983）．

家族制度は深・厚・な・る・同・情・心・を・掬・養・す・．家族制度は，家族相互間に利己心を交
へざる深厚なる情を生ぜしむ，これまた家族制度の一長所なり．（明治教育社
編集部編 1916: 155）

本稿が着目するのは，こうした「家（家族制度）」における関係性が，「家庭」の
それと分別されている局面があったことである．家族国家観の有力論者のひとりで
ある哲学者の井上哲次郎は，1912 年に『国民道徳概論』で以下のように述べる．

人に依つては西洋人が家庭（ホーム）を大事にするのを見て，それを家族制
度であると考へて居るが，それは大変な間違である．家庭を大事にする事の結
構なことは言ふἬも無いが，家庭が必ずしも家族制度であると云ふ訳では無い．
それは家庭主義とか，何とかいふ名を附くべきものであつて，家族制度では無
い．（井上 1912: 211）

上記の文章はいずれも，近代日本の道徳規範を示す重要なテキストからの引用で
ある．『文検受験用国民道徳要領』は当時の中学校，師範学校の教員検定試験用に
編纂された国民道徳論の知見の集大成であり，『国民道徳概論』は文部大臣の依頼
による中等教員講習会での井上の講演を収録したものであった．そしてこれらの記
述が示唆しているのは，「家庭」とは分別された「家（家族制度）」の情緒的関係を
語る文脈の所在である．
「家（家族制度）」の情緒的関係に関する言説については，近代家族論の展開以前

にも，思想史や法社会学の領域を中心に言及はなされている．しかしこの言説の性
格を理解するためには，伝統的家族の特徴としてではなく，「家庭」との対抗関係
など，近代家族論の問題意識を踏まえた上で，あらためて位置づけなおす必要があ
る．

本稿ではその端緒として，近代日本における「家（家族制度）」の情緒的関係に
関する規範的な言説を，「家庭」論との種差性を踏まえながら検証し，それがどの
ように形成され，またどのような論理のもとに語られていたかを明らかにすること
を課題とする．こうした問題設定は，今日にも連なる日本の「家族」の情緒的関係
の歴史的背景を再考する上でも重要であると思われる．
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2 分析の視角と対象

フィリップ・アリエスやエドワード・ショーターらの社会史研究の知見が提出さ
れて以来，伝統的家族の情緒的関係はいまだ論議の的になっているが（Ozment
2001），近代日本における「家（家族制度）」の情緒的関係に関する言説の位置づけ
については，おおむね以下の 2 つの見解から論じられてきた．

まずひとつは，家族国家観に代表される，近代日本の政策言説にあらわれる家族
の情緒的関係を，自然発生的，あるいは共同体的な家族感情と位置づける，思想史
研究や法社会学の視点である．たとえば石田雄は，1910 年の第二期国定修身教科
書の記述に，「父母を敬愛するという人間の自然的心情を以て忠君愛国を基礎づけ，
忠孝一致の国体を礼賛している」という意図を見出し，「家族に対する私的敬伲心」
を「公的な忠誠心」に接続させた家族国家観の機能について論じた（石田 1954:
8-13）．また川島武宜は，近代日本の「家族制度」イデオロギーに，「『たがいにむ
つみあう』横の共同関係」を有する「庶民家族」の原理を見出している（川島

［1948]1983: 8-11）．
もうひとつは，「家（家族制度）」の情緒的関係を，「近代家族」の要素とみなす，

近代家族論の視点である．これは，家族の情緒的関係を自然発生的な要素とみなす
上記の研究領域への批判として提出された．代表的なものとしては，明治期の修身
教科書や家族国家観に，「親子を核とする小家族が『家庭』を営み慈しみあう面」

（牟田 1996: 108）を見出した，牟田和恵の研究があげられる．同様の論点は，牟
田と同じく修身教科書を対象とした小山静子，そして尾花清と広井多鶴子による研
究のほか（小山 1991; 尾花・広井 1994），第 1 次大戦後の社会政策にみられる家族
像を対象とした加藤千香子の一連の論考がある（加藤 2014）．

本稿が対象とする「家（家族制度）」の情緒的関係に関する言説の位置づけは，
これらの議論を再構成するところにみえてくる．まず，家族国家研究や法社会学の
枠組みにおいては，「家（家族制度）」の情緒的関係は自然発生的な要素とみなされ
ているため，「家庭」との差別化の上で語られていた局面にみられるような「近代」
的な性格を見過ごす可能性がある．他方で，近代家族論の枠組みにおいては，「家

（家族制度）」にまつわる言説にみられる家族の情緒的関係は，「近代家族」的な要
素とされているため，「家（家族制度）」に内在するものとして語られていた情緒的
関係に関する言説をつかみにくい．

以上を踏まえ本稿では，「家（家族制度）」の情緒的関係に関する言説を，「近代
家族（家庭）」にまつわる言説とは別個の体系性を備えていた面と，「家庭」論の受
容を経て事後的に構築されてきた面の双方を重視して分析する．本稿が近代日本に
おける「家（家族制度）」の情緒的関係に関する言説の形成過程に着目するのは，
このような分析視角を採用していることによる．

これらの研究領域を橋渡しする枠組みとしては，「家」と「近代家族」の二重構
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造モデルという先例がある（牟田 1996; 西川 2000）．これは，両者の特徴が入り交
じる近代日本の「家族」の複雑性をみる上では有用な枠組みであった．しかしこの
モデルは，大枠としては近代家族論に依拠しているため，家族の情緒的関係は「近
代家族」の要素とされており，本稿があつかうような「家」の情緒的関係は位置づ
けられていない．本稿は結論部で，この二重構造モデルに検討を加えることで，近
代日本における「家」と「近代家族」の関係について新たな知見を加えることを目
標とする．

次に分析の対象であるが，本稿では「家族制度イデオロギー」（川島［1957]
1983）にまつわるテキストを中心にみていく．具体的には，「家（家族制度）」をめ
ぐる法学者の議論や，修身教科書，国体論や国民道徳論である．これらのテキスト
は，近代日本の家族規範をみる上でも重要であるが，保守反動的な思潮と連動した
ものでもあり，「家庭」論との種差性や対抗関係を重視する本稿の課題にかなって
いる．資料の選定にあたっては，戦前期の家族論を収録した老川寛監修『家族研究
論文資料集成 明治大正昭和前期Ἣ』，また戦前期の国体論など，家族道徳について
の論考も収録されている貝塚茂樹監修『道徳教育論争史 第Ⅱ期』のほか，思想史
や法制史の知見を参考に，「家（家族制度）」に関する議論を主導した代表的な論者
による文献を抽出した．

分析範囲については，本稿では 1910 年代までで区切った．これは，資料を渉猟
した結果，1910 年代までに「家（家族制度）」についての言説の形成がある程度完
了していると判断したことによる．また 1920～30 年代からは農本主義や全体主義
的な思潮が家族論に影響を及ぼしていくが，この点については紙幅の限界もあるた
め，別稿に期したい．

最後に，情緒的関係の言説へのアプローチの手法について述べておきたい．本稿
では先行の構築主義的な歴史社会学研究の手法（赤川 1999 など）に倣い，情緒的
関係を実在的なものとして措定するのではなく，人々がそれについて語る言説実践
のなかで構築されるという視点をとる．本稿のこれからの論述では，各々の論者が

「家（家族制度）」の情緒的関係として想定するものを取り上げ，その語りを構成す
る論理と社会的背景を考察していくことになる．

以下ではまず，1890 年代に「家庭」論への対抗としての「家（家族制度）」の情
緒的関係に関する言説が湧出していく過程をみる（3節）．次に，その言説が 1910
年代頃から時勢に適応しながら変容する様相を確認し（4節），最後に，「家（家族
制度）」の情緒的関係に関する言説の形成に関連する社会的背景を考察し，本稿の
検討の意義について言及する．

3 「家」の情緒の形成

3.1 平民主義と国民主義
「西洋」の家族規範との対比のもとに旧来の家族のあり方を批判する家族論は，

社会学評論 68（3) 427



明治初期においては福沢諭吉など明六社知識人らが主導した．1880 年代頃からは
新しい家族像を示す言葉として「家庭（ホーム）」という語が定着し，「家庭」論は，
民権論者やキリスト教者を中心に展開される．そこでは，夫婦とりわけ女性（主
婦）が中心となる情緒的関係が理想化されて論じられる傾向にあった（牟田 1996;
小山 1999）．

1890 年代に「家庭」論を担った代表的な論者のひとりとして，民友社に所属し，
「平民主義」を唱えたジャーナリストである徳富蘇峰がいる．ここでは徳富と，彼
と同じくジャーナリストである陸羯南とのあいだに繰り広げられた論争をみること
から，「西洋」の家族像への対抗のもとに，「日本」の伝統的家族とその情緒的関係
が対置されていった様相をみていきたい2)．陸は，伝統に根差した近代化を重視す
る「国民主義」の立場から，新聞『日本』の社説欄を担当していた論者である．

徳富は 1893 年に，「家族的専制」と題した論考を，民友社の機関誌である『国民
之友』に掲載した．同論考は，「社・会・の・本・位・た・る・家・族・制・を・一・変・し・て・，個・人・制・と・な・す・
に・あ・ら・ざ・る・よ・り・は・，到・底・家・族・専・制・の・悪・風・を・打・破・す・る・能・は・ざ・る・也・」（徳 富 1893: 5）
と，「個人」を基礎とした「家族制」の確立を主張したものである．

徳富が特に問題化したのは，当時の「青・年・の・士・」が，「そ・の・父・母・の・為・め・に・，弟・妹・
の・為・め・に・，約・言・す・れ・ば・一・家・の・為・め・に・，精・神・的・に・殉・死・せ・ざ・る・を・得・ず・」と，生家および
親族共同体に束縛され，自由な社会活動が困難になっていることであった．徳富は
解決策として，私有財産制，隠居の廃止，父子の別居，自活が可能になった後の結
婚，そして親族との交際を簡潔にすることの 5 点をあげている．そして徳富によれ
ば，このような「個人制」が確立されてこそ，「人・各・そ・の・独・立・を・保・ち・，其・の・所・を・得・，
其・の・業・に・安・ん・じ・，其・の・自・由・に・安・ん・じ・，天・祐・の・下・，人・和・の・中・，融・・々と・し・て・相・ひ・愛・し・，
相・ひ・楽・ま・ん・」，つまり，自発的な愛情の発現も可能になるのである（徳富 1893:
4-7）．

この徳富の議論に対して論陣を張ったのが，陸羯南である．陸は 1893 年に，「与
自由記者」という記事を『日本』で連載し，青年層の自由を重視する徳富の論調を
批判した．陸によれば，徳富は日本の伝統的家族のあり方を見誤っているという．

たとえば陸は，親子の別居，結婚のタイミングについては，個々の事情にあわせ
た選択がなされていると応じ，「親類縁族」の交際については，「殊更に冷淡なれと
いふの必要なし」と反論している（陸［1893]2007: 168-9）．そして陸は，徳富の
見解とは反対に，日本の伝統的家族の慣習は，個人の自発的な愛情と親和性をもっ
ていると主張した．陸は「青年」による親子，親族への扶助について以下のように
述べる．

情愛ある青年は始より父母を養はんとの志あり．力もし及ばゝ親族朋友をも
救はんとの志あり．其の現に有する家族を厄介なりと思ひ，立身出世の邪魔な
りと言ふが如き，無情愛の青年も亦た幸にも未だ多く吾輩の見聞に近づかざる
なり．（陸［1893]2007: 173）
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陸によれば，「自ら楽みて親を養ふ者」は，「即ち徳義上の自由に出づる者」であ
り，自発的な愛情および「自由」と，親や親族への扶助は矛盾するものではなかっ
た．「養ふ者は愛を行ふのみ，養はるゝ者は恩を感ずるのみ．是れを家族制の真相
となす」というのが，陸の見解であったのである（陸［1893]2007: 173-4）．

さらに陸は，彼がこのようにみなした日本の伝統的家族の関係性を，「西洋」の
それと対置した．陸によれば，「西洋」においては「其の家族なる者は唯だ夫婦の
み」であり，「権利義務」の観念が支配している．対して日本においては，家族や
親族への「愛」が保たれており，それは「日本社会に存する美徳善行」として保持
されるべきものだった（陸［1893]2007: 174）．

徳富と陸の論争の同時期には，民法典論争を中心に，「家（家族制度）」をめぐる
法制度上の議論も活発におこなわれていた．そしてその議論のなかから，「西洋」
に対抗する「家（家族制度）」の情緒的関係の言説が，より政治的な意味合いをも
って輪郭をあらわしてくるのである．

3.2 民法典論争と「家」の情緒
民法典論争は，1890 年に公布された民法の施行をめぐって，その実施を主張す

る断行派と，反対する延期派のあいだで，1889 年から 1892 年にかけて展開された．
1890 年公布の民法は当時のフランス民法の影響も強く，「家」についての論争は，
個人主義的な思潮に配慮した断行派と，日本の国情にあった法制度の整備を目指し
た延期派の対立と位置づけられることが多い．

延期派の議論には，日本の伝統的家族の情緒的関係も反論の論理に組み込まれて
いる．本稿では，延期派の代表的論者であった穂積八束の議論を中心にみていきた
い．穂積は民法典論争の象徴的な論考となった 1891 年の論考「民法出テゝ，忠孝
亡フ」で，「耶蘇教以後ノ家」と「我国固有ノ家制」の対比について以下のように
述べる．

一・男・一・女・情・愛・ニ・リ・テ・其・居・ヲ・同・フ・ス・之・ヲ・耶・蘇・教・以・後・ノ・家・ト・ス・，我・新・民・法・亦・此・主・
義・ニ・依・レ・リ・之

、

レ
、

我
、

国
、

固
、

有
、

ノ
、

家
、

制
、

ニ
、

ア
、

ラ
、

サ
、

ル
、

ナ
、

リ
、

，……民法家カ我国ニ行ハン
トスルハカ如キ家

、

ト
、

ハ
、

一
、

男
、

一
、

女
、

ノ
、

自
、

由
、

契
、

約
、

（婚姻）ナ
、

リ
、

ト云フノ冷淡ナル思想
ハ絶テ古欧ニ無キ所ナリトス（穂積［1891]1943: 225, 下線部筆者）

穂積によれば，「我・国・ハ・祖・先・教・ノ・国・ナ・リ・……我・固・有・ノ・国・俗・法・度・ハ・耶・蘇・教・以・前・ノ・欧・
羅・巴・ト・酷・相・似・タ・リ・」（穂積［1891]1943: 223），つまりヨーロッパにおいてもかつて
は日本の「家制」に類似した祖先教があったが，キリスト教の浸透によって壊滅し
てしまった．そして穂積が述べるには，「一男一女情愛」による「耶蘇教以後ノ家」
は，「我国固有ノ家制」の関係性とは異なるという．

それでは，「耶蘇教以後ノ家」とは分別された「我国固有ノ家制」の情緒的関係
とはどのようなものなのだろうか．穂積が示した「耶蘇教以後ノ家」と「我国固有
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ノ家性」の情緒的関係の対比は，1897 年刊行の『国民教育 愛国心』において，よ
り明瞭なかたちで展開されている．穂積によれば，「家制の衰へたる国に於ても人
類博愛の余勢として自己の身に最親近なる君父を特に敬愛するは人情として教義と
して或は之有らん」，つまり，「耶蘇教以後ノ家」にも「父」を「敬愛」する心情は
みられる．しかしその内実には権利義務の関係が浸透しており，「相親しき者の合
宿するに過きす，家と謂ふ団体を成すに非す」という．対して日本の「家制」は，

「祖先教」のもとに，「家父は家の祖先の威霊を代表して家族を保護し，家族ハ家父
の慈愛なる保護の権力に服従し以て共同親和の生活を為す」．穂積によれば，「我国
固有ノ家制」は単なる「相親しき者の合宿」ではなく，「祖先の威霊」と「家父の
慈愛」に支えられた「共同親和」の場なのである3)（穂積 1897: 1-27）．

穂積の主張の要点は，「西洋」の家族にも「一男一女情愛」という夫婦間の情緒
的関係や，普遍的にみられる親への「敬愛」があると位置づけつつも，日本の「家
制」にはそれ以上の強固な紐帯があると強調することにあった．その議論の展開に
おいて「家制」は，「祖先の威霊」という付加価値がつけられ，「西洋」の家族とは
異なる「共同親和」の空間と位置づけられるのである．

キリスト教的な家族道徳への批判や，「西洋」の家族を夫婦中心とみなして親子
関係や祖先崇拝を日本の特色と掲げる傾向，また「個人」を重視することへの批判
は，明治初期の「家庭」論の展開の頃から断続的にみられるものである．だが穂積
の議論は，それらを系統だった歴史観や法学的な観点にもとづいた論理のもとにま
とめあげたものであり，「家（家族制度）」の情緒的関係を語る際の有力な言葉の体
系を提供した．穂積が示したような「家制」の情緒的関係に関する論理は，個人の
内面にかかわる道徳や倫理，教育の領域を中心に，後続の家族論に大きな影響を及
ぼすことになる．

たとえば論壇においては，井上哲次郎ら大日本協会のグループが，機関誌である
『日本主義』などで，「家」の情緒的関係の論理を形成していた．『日本主義』では，
1897 年に穂積の『国民教育 愛国心』の祖先崇拝の章が掲載されているほか，1899
年には心理学者の元良勇次郎が「中等教育倫理講話」を連載して「家族倫理」につ
いても論じている．元良はここで，祖先崇拝がキリスト教の浸透によって衰退した
という穂積の歴史観を記したあと，「男女間の秩序を整理し，一夫一婦の制を以て
人情を制裁するを以て重要」とする「基督教国」の家族と，「祖先を崇拝する念と
子孫の繁栄を願ふの情」をもった「本邦の家族制」を対比し，「男女の愛情」や妾
の慣行への批判など一夫一婦制の規範を重視しつつも，「家族の目的は祖先を祭り，
子女を養育して一家の継続及隆盛を計り，或は自己の生涯をして快楽ならしむるに
あり」と述べる（元良 1899: 35-40）．

同じく論壇で規範的な家族論を主導した論者に，仏教哲学者の井上圓了がいる．
井上は 1893 年に『日本倫理学案』を著し，明治後期に台頭する国民道徳論の礎を
築いた論者でもある．井上は同書で夫婦中心の「西洋」と親子中心の「我邦」の対
比を記したあと，「孝道」を基本として「一家和合」する日本の家族の特殊性を強
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調し，「我邦は四千万の人民皆一族一門より相分れ皇室を以て宗家とする国なれは
……我人は互いに相愛し相親しみて国家の団結を盤固ならしめ国体の独立を安全な
らしめさるへからす」と，家族国家観の原型にあたる結論を導いている（井上
1893: 95-116）．井上の記述においては，穂積とは異なり，祖先崇拝はさほど重視
されていないが，日本の家族を，「西洋」にはない強固かつ特殊な情緒的関係を有
するものと位置づける志向は共通したものである．

以上，「西洋」の家族像や法原理への対抗から，保守反動的な思潮と連動して
「家」の情緒的関係の言説が湧出する過程を概観してきた．続いて，これまでみて
きた論理が，日露戦争後の家族道徳の強化や，家族国家観と関連して，1900 年代
に公認されていくようになる様相を確認しておこう．

3.3 「家族制度」と家族国家観
1905 年に日露戦争が終結すると，日本軍の強さを賛美する記事が相次ぎ，その

要因を「家（家族制度）」の紐帯の強さに求める論調があらわれる．家族の情緒的
関係もこれらの議論のなかで援用されており，日本の特殊性が強調された．たとえ
ば評論家の伊藤銀月は 1908 年に，『新家庭観』で以下のように述べる．

欧米人は，日本の家族制度を戦勝の一原因だとして，我等も則とるべしと云
つて居る，成るほど西洋にては個人が社会の単位であるが，日本では家族其者
が単位である，我親子兄弟夫婦親族の間には，美はしい愛情道徳が発達し，我
家族は郷党君国に対して，恰も一身のやうな覚悟を持つて居る，我此家族制度
は，国体と関連して，歴史の涵養した風景と見ることが出来る．（伊藤 1908:
14）

また 1909 年には仏教学者の高楠順次郎が，『国民と宗教』において，「個人主義」
をとる欧米諸国に対して，家長が祖先を代表して構成員の「面倒を見，常にその親
和を計」るというような，日本の「家族制度」の優位性を強調している（高楠
1909: 255-65）．これらの記述には，「家族制度」と国家主義的な連帯との関連や，

「個人主義」への危機感，そして祖先崇拝による一体感など，穂積や井上圓了らと
ほぼ同型の論理が用いられており，連続性が確認できる．このような論調は，同時
期の論壇に広くみられるものであった（有地 1977）．

またこの時期になると，「家族制度」という言葉が，倫理学や道徳論など，家族
の規範的な面を論じる領域で，イデオロギー的な伝統的家族像を指す言葉として定
着していく．たとえば井上哲次郎は，1906 年に『東亜之光』を創刊し，同年刊行
の第 2 号に「家族制度と個人主義」という論考を掲載しているが，ここで彼は，

「個人主義」の「西洋」の家族に対して，日本の家族の特徴は祖先崇拝にあるとし，
「日・本・の・家・族・と・云・ふ・も・の・は・生・き・て・居・る・者・ば・か・り・か・ら・出・来・て・居・る・訳・で・は・な・い・生・き・て・居・
ら・な・い・者・が・暗・に・此・生・き・て・居・る・家・族・に・勢・力・を・有・つ・て・居・る・，其・処・に・日・本・の・一・種・の・家・族・制・
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度・と・云・う・も・の・が・成・立・つ・て・居・り・ま・す・」（井上 1906: 5-6）と述べている．祖先崇拝と
いう付加価値をつけられた家族集団が，「家族制度」という言葉で表現されるよう
になる様相の一端がここに確認できよう．

以上は論壇の傾向であるが，修身教育における家族道徳の項目においても，「家
（家族制度）」の情緒的関係が強調されるようになっていった．国定修身教科書の
『高等小学修身書 第三学年用』における家族道徳の項目は，1904 年の第一期の段
階では，「家庭における心得，家族」であったが，1910 年の第二期の段階では，

「家」に変更されている．そしてその内部の記述においては，「家」は「父母の慈愛
の下に相依りて団結」し，「戸主は即ち家長にして，祖先に代り子孫を愛護する任
務を有す」とされている（文部省［1910]1959: 496）．このような「家」およびそ
の情緒的関係についての記述が，上記の穂積の「我国固有ノ家制」のそれとほぼ同
型であることはいうまでもないであろう．実際に穂積は，1908 年から教科書図書
調査委員会第一部長として，修身教科書の編纂にあたっていた．

また同教科書では，「我が国は家族制度を基礎とし国を挙げて一大家族をなすも
のにして……我等国民は子の父母に対する敬愛の情を以て万世一系の皇位を崇敬
す」（文部省［1910]1959: 499）と，家族国家観の強調もあらわれている．こうし
た，「家（家族制度）」における情緒的関係を基点とする家族国家観は，これまでみ
てきた文献にも記されてはいたが，その論理はここに公認されるに至ったといえる．

以下では続いて，1910 年代以降の論調をみていく．すでに公認の地位を得た
「家（家族制度）」にまつわる論理であるが，同時に再編の必要性も浮上していたの
である．

4 「家」の情緒の再編

4.1 「家（家族制度）」の崩壊感覚
東亜協会は 1911 年に『国民教育と家族制度』を刊行した．同書には，民法典論

争で延期派に属した奥田義人，また国体論者などの論考が掲載されており，当時の
「家（家族制度）」についての保守的な論調をみる参考になる4)．先にも取りあげた
第二期国定修身教科書のすぐ翌年に刊行されたものであるが，この文献の基調とな
っているのは，「家（家族制度）」の崩壊感覚であった．

この問題を体系的に論じる論者のひとりが，倫理学者の藤井健治郎である．藤井
はここで，「家族制度」における成員間の結合が弛緩しはじめているという危機感
を示し，その要因として「交通及居住の自由」，「職業の選択の自由」，「別居の制
度」，「養子」の減少，「人口の増殖」，「法律及政治の状態」，「文学」，「宗教」の 8
点をあげている（藤井 1911: 18-26）．このうち，「家族制度」の情緒的関係につい
て述べられているのが「別居の制度」の箇所であり，以下のようにある．

若し大勢の家族のメンバースが一ケ所に居住して，家長の下に服従して居れ
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ば自ら其家風と謂ふものが各メンバースの間に行渡つて，さうして相愛の精神
とか，相敬の精神と謂ふものも養はれるべき筈でありますけれども，……別居
といふことになりますと云ふとどうしても家風と謂ふものゝ継承が甚だ困難に
なつて来る．……其為に矢張り子孫の父母及び其以上の祖先に対する孝順が多
少減殺されると云ふことになつて来るのであります．（藤井 1911: 20）

藤井によれば，家長と共に生活していれば，「相愛の精神とか相敬の精神」が伝
達されるが，別居してしまえばそのつながりは薄れてしまうという．親子の別居が
伝統的家族のあり方を崩していくという論点は，前節でも取りあげた徳富と陸の論
争にもみられたものであり，同書においては教育家の三輪田元道も言及している

（三輪田 1911）．そして藤井は上記に続けて，「此精神を存続せしむるのに，どう云
ふ風にして行つたら宜からうかと云ふことが，問題にならうかと思ひます」（藤井
1911; 27）と議論を結んでいる．

さらに「家（家族制度）」の情緒的関係の重要な構成要素と位置づけられてきた
祖先崇拝も，衰退の過程にあるものとして取りあげられていた．たとえば教育学者
の吉田熊次は，「家を重むじ祖先を崇拝するの観念」は，「家庭の実際に少しも現は
れて居らぬ様であつて，如何はしく存じて居るのであります」（吉田 1911: 65）と
述べ，民法典論争で延期派に属した奥田義人も，「祖先崇拝と云ふばかりで以て，
迚も此家族制度を維持することは出来ない」（奥田 1911: 89）という見解を示す．

東京市の人口が 1906 年には 200 万人を突破し，その後も継続的に増加していく
など，日露戦争以降は重化学工業の発展，そして全国的な鉄道網の形成といった社
会変化を背景に農村部からの人口流出が急激に進んでいた（中川 1985）．近代化の
進行とともに伝統的な共同体の紐帯が弛緩するという問題は，民法典論争において
も延期派が部分的に触れており（熊谷 1987），農村部からの人口流出は明治期から
連綿と続いていたものであるが，この時期になってその事態は，より具体性を帯び
て意識されてきたのである5)．「家（家族制度）」に関する問題関心は，藤井が言及
していたように，どのように維持されるべきかという点に移行していき，その情緒
的関係をめぐる論理も再編されていくのである．

4.2 「個人主義」の導入
「家（家族制度）」のゆらぎを前にして，多くの論者はその維持についての論理を

準備する必要性を感じていた．なかには宗教学者の鈴木宗奕が 1913 年に，「個人制
度の家族に於ては，……家族制度に於けるが如く，親密ではない．……個人制度の
家族に於ては，其関係は権利義務の関係になつて居るやうである」（鈴木 1913:
74）と述べているように，「西洋」との単なる対比のもとに「家族制度」の情緒的
関係を強調する論調もみられる．こうした論調は 1910 年代以降も一定程度は継続
している．

これとは反対に，「西洋」の家族と「家族制度」の種差性を縮小させる議論もあ
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らわれている．たとえば教育学者の野田義夫は 1913 年に，「日本の家族も西洋の家
族も人類自然の関係に於ては根本的相違があるべきものでは無」いとし，「東西の
家庭を根本的に異なれるものの如く論じて日本家族制度の基礎を確立せんとするの
は偏狭の考であると思ふ」と述べている（野田 1913: 93）．鈴木と野田の論考はと
もに，同年の『東亜之光』に掲載されたものであり，保守系論者の腐心した様相が
うかがえよう．

しかし，「家（家族制度）」を語る多くの論者たちが採用したのは，これらとは異
なる論理であった．それは，「家族制度」に「個人主義」の要素を導入せよという
ものである6)．

この議論をリードした代表的な論者の 1 人として，井上哲次郎の学統にあたる倫
理学者の深作安文があげられる．深作は『国民教育と家族制度』において，従来の

「家族制度」には，「壓制的であって，人格の完成，個性の修養に不利な所が少くな
い」とし，「家族制度」を時勢に適合させて，また日本が国際的に影響力を発揮し
ていくためには，「西洋」の「個人主義」を取り入れる必要があると述べる（深作
1911: 161-4）．

こうした主張は，「西洋」的な要素の受容や，部分的な「家（家族制度）」への批
判が含まれており，旧来の議論とは性格が異なるものであった．ではここで，「家

（家族制度）」の情緒的関係はどのように位置づけられるようになったのだろうか．
「個人主義」の要素を加味すれば，論理的にはその関係性は，「西洋」の家族（「家
庭」）のそれに接近するはずである．

4.3 「家族制度」の漸進的改良
結論からいえば，この議論において目指されたのは「家（家族制度）」と「西洋」

の家族の種差性の解消ではなく，あくまでも旧来からの「家（家族制度）」の同質
性を前提としたうえでの漸進的な改良であった．たとえば 1919 年には倫理学者の
三浦藤作が，この時期までの国民道徳論を体系的にまとめた『国民道徳大集成』を
刊行しており，「家族制度」についての章は「個人主義」の導入で結論づけられて
いる．三浦によれば「家族制度」は，「我が特有国民道徳たる忠孝一本及び祖先尊
崇の淵源であるのみならず，従順・慈愛・秩序・協同・献身等の美徳を養ふ」ため，
時代に適合させながら存続させる必要がある．そして，「人格の尊重」，「独立心の
発達」，「自由の尊重」といった「個人主義」を取り入れるとしてもそれは，「家族
制度の精神を失はしむるものではな」く，「家族制度の改善である．発展である．
進歩である」という（三浦 1919: 598-601）．家族の紐帯，情緒的関係の基礎はあ
くまでも「家族制度」であるとされるのである．

とはいえこれらは，穂積らの議論を受け継いでいるとはいえ，危うい論理である．
そもそも，穂積らの議論では排除されていた「個人主義」を採用すれば，「家（家
族制度）」の関係性は何らかの変容を被らないのだろうか．「家（家族制度）」の維
持にたった論者も，「個人主義」を取り入れた後の関係性の変容に注意はしており，
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たとえば三浦は，祖先崇拝や家督相続を重視しながらも，住居の移転や家長との別
居についてもある程度は肯定的に言及する（三浦 1919: 600-1）．また吉田静致は
1912 年に『倫理と人生』で，夫婦間の「恋愛」が重視されるようになったことが

「日本の家族制の上に矢張現はれて居る」（吉田 1912: 335）と述べている．
こうした事態に対しては，「家族制度」を改変しない程度に，「個人主義」を導入

するという論理が準備された．その象徴的なものが，1916 年に深作が『倫理と国
民道徳』で記した以下の一文である．

然らば其方法は如何にといふに，家族制度の長所美点を滅さない程度に於て，
個人主義殊にその長所，美点を取り入れるといふことであります．……家族制
度には又他の長所が見られます．家長たる者は常に一家の体威を顧慮し，其他
の各員は忠実に其命令を奉じ，人々睦ましく情味の深い共同生活を遂げること
の出来るのは其第一であります．（深作 1916: 435-46）

「個人主義」の要素を取り入れるとしても，あくまでも「家族制度」の「長所」
は維持する．このような論理のなかで，「家（家族制度）」の情緒的関係は保持され
るべき「長所」として位置づけられるのである．

そしてこの論理においては「個人主義」の導入は，その「長所，美点」に限られ，
何を採用するかは各々の論者に委ねられた．さきにあげた吉田の「恋愛」に関する
議論も，婚姻後に生じる夫婦の情緒的関係の高揚を認めても，婚姻前に「恋愛」を
する「西洋」の方式は退けるという趣旨のものであった（吉田 1912: 354）．「家

（家族制度）」と「個人主義」の統合は，後者の要素を部分的に取り入れながらも，
結果的には前者を正統なものとして位置づけるための戦略だったのである．

5 考 察

5.1 小 括
本稿はこれまで，1890～1910 年代にかけて「家（家族制度）」の情緒的関係に関

する言説が湧出する過程をみてきた．ひとことでいえばそれは，「西洋」の家族像
への対抗のもとに形成され，時勢への適合を経ながらも，国家主義的な連帯の基盤
と位置づけられていく過程であった．
「家（家族制度）」の情緒的関係は，その議論に最も大きな影響を与えた穂積によ

る説明を代表とすれば，祖先の遺霊を受け継ぐ家長のもとに集った，「家（家族制
度）」の成員の世代を超えた一体感であるといえるだろう．とはいえこの論理は，
全ての論者に共有されていたわけでは必ずしもない．1910 年代になると保守系論
者のあいだでも祖先崇拝は衰退しているという認識が示されている局面があり，論
者によっては記述が省かれていた7)．

むしろ，「家（家族制度）」の情緒的関係に関する言説に通底していたのは，「西
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洋」への強固な対抗意識である．本稿でみてきた言説は，実体をともなったものと
いうよりは，キリスト教や夫婦中心の家族のあり方，また「個人主義」など，各々
の論者が「西洋」と関連しているとみなした要素への対抗のもとに構築されている
という面が強いといえる8)．

先行研究においては，近代日本の「家族」言説にみられる「家（家族制度）」の
情緒的関係は，「近代家族」的な意識の発生か，あるいは自然発生的な感情と位置
づけられてきた．しかし本稿の検討からは，「近代家族」的な「家庭」とは異なる
ものとして，また実態とは離れたところで作為的に構築された，「家（家族制度）」
の情緒的関係に関する言説の所在が示されたと思われる．以下では，この言説が形
成された社会背景を考察した上で，「家」と「近代家族」の二重構造モデルに理論
的検討を加えたい．

5.2 伝統的家族像の創造
まず確認しておきたいのは，産業化や都市化の進行にともない，伝統的家族像の

理想化や，そこに情緒的関係のイメージを付与する言説が湧出すること自体は，近
代日本に特有の現象ではないということである．こうした現象は 19 世紀の西欧圏
においてもあらわれており，フレデリック・ル・プレーの「株家族（直系家族）」
や，ウィルヘルム・H. リールの「全き家」などがこれに該当する．これらの概念
はいずれも，前工業社会の生活形態に根差した大家族像であり，近代的小家族と対
置されながら，成員間の相互扶助や情緒的関係が理想化されていた（Mitterauer &
Sieder 1977＝1993: 29）．デボラ・チェンバースは，19 世紀から 20 世紀初頭にか
けての家族に関する社会学的な関心は，伝統的家族が衰退することへの危機感に特
徴づけられていたと述べているが（Chambers 2012），本稿でみてきた「家（家族
制度）」の情緒的関係に関する言説は，こうした伝統的家族像の創造の日本版であ
ったとみることができよう．

とはいえ，異なる要素も指摘することもできる．ル・プレーやリールの議論が，
産業化や都市化の進行による伝統的家族の衰退への憂慮と，近代的小家族への批判
に裏打ちされていたのに対して，「家（家族制度）」に関する議論は，都市部への人
口移動が本格的に進行しはじめた 1910 年代において，伝統的家族の復古ではなく

「個人主義」の導入へと関心が移行していた．ここで検討しなければならないのが，
当時の日本の国際情勢と，知識層の「西洋」への意識である．

5.3 「西洋」への対抗
日清戦争が終結するまでの日本は植民地化の脅威にさらされた後進国であり，そ

の後も三国干渉を経るなど，当時の知識人は「西洋」に対して強い対抗意識を抱い
ていた．穂積や井上哲次郎，また『日本主義』の論者など，国家主義的な志向をも
つ知識人がこぞってキリスト教を批判し，国民的な団結を説いたのは，こうした危
機感が背景にあるといえる．「家（家族制度）」の情緒的関係は，その連帯を担保す
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る装置として着目された．国家主義者が家族や宗教的な紐帯を重視する現象は欧米
圏にもみられたものであるが（Kramer 2011），「家（家族制度）」にまつわる議論
においては日本の特殊性が強調され，祖先崇拝や家長権など，「西洋」では衰退し
た要素が，「家（家族制度）」の紐帯や情緒的関係を形成するとされたのである．

とはいえ一方では，「西洋」は日本よりも文化的に上位の存在であるとも意識さ
れていた．1910 年代以降の「家（家族制度）」をめぐる議論に顕著であるが，「西
洋」の家族道徳は保守系論者のあいだでも「長所」を見出さざるをえないものだっ
た．「個人主義」の要素としてよく取り上げられたのは，「自由」や「人格」の尊重
などであるが，これらは論者にとっても否定しきれるものではなく，また旧来の

「家（家族制度）」から導き出すことは難しかった．「西洋」への対抗を目指しなが
らも，その要素を無視しきることもできないという，当時の日本を取りまく国際情
勢から生じるアンビヴァレンスは，「家（家族制度）」の情緒的関係に関する言説を
特色づけている9)．

5.4 「家」と「近代家族」の情緒的関係
以上の分析をごく簡単に要約すれば，「家（家族制度）」の情緒的関係に関する言

説は，産業化や都市化の進行と，後進国としての国際的立ち位置のなかで形成され
た，伝統的家族像の創造の一類型であると位置づけられよう．これは，「近代」へ
の反動的な想像力のもとに構築されていたという面はあるものの，「近代家族（家
庭）」とは別種の情緒的関係が語られており，独自の体系性を有していた．それで
はこの言説は，これまでの「家」と「近代家族」に関する議論に，どのように関係
づけられるであろうか．

近代家族論においては，近代日本の「家族」の複合的な性格をみるため，「家」
と「近代家族」の二重構造モデルがしばしば採用されている．そしてこのモデルに
おいて家族の情緒的関係は，「近代家族」の要素として位置づけられている．しか
し本稿でみてきたように，近代日本においては，「近代家族（家庭）」とは異なるも
のとして，「家（家族制度）」の情緒的関係の言説が形成されており，論者たちはそ
れを正統的な家族像として位置づけることを目指していた．家族の情緒的関係を

「近代家族」のそれと一元化する枠組みでは，「家」に内在するものとして語られた
情緒的関係の言説だけでなく，「家」と「近代家族」の情緒的関係をめぐる対立軸
も可視化されにくい．

本稿でこれまでみてきたように，「家（家族制度）」の情緒的関係を語った論者は，
その結合が夫婦中心など，「家庭」的になることに対しては危機感を抱き，それと
は異なる情緒的関係を設定しようとしていた．「家（家族制度）」の情緒的関係の言
説を，「近代家族」的な規範のあらわれと一元的に位置づけては，なぜそこで，夫
婦中心の家族のあり方など，「近代家族」的な情緒的関係の規範が退けられていた
のかを説明しにくい．「家庭」論の展開も含めてさらなる検討を要することではあ
るが，「家（家族制度）」の情緒的関係に関する言説が形成されていたからこそ，同
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じく表面的には家族の情緒的関係を掲げる「家庭」論の主張の一部，たとえば婚姻
前の「恋愛」などを近代日本の家族規範から退けることを可能にしていた面もあっ
たのではないだろうか10)．本稿が，「家（家族制度）」の情緒的関係に関する言説
の検討から示唆したのは，近代日本における「家族」の情緒的関係に関する言説の
複数性と相克関係である．

6 お わ り に

本稿の意義をまとめておきたい．第 1 に，これまで自然発生的，あるいは「近代
家族」の要素として位置づけられてきた，「家（家族制度）」の情緒的関係に関する
言説について，「家庭」論との対抗関係から事後的に形成されてきた側面がみられ
ることなど，先行研究では重視されてこなかった特徴を指摘し，その形成過程と存
続の論理を明らかにしたことである．

第 2 に，近代日本における「家」と「近代家族」の関係について，情緒的関係と
いう観点から，新たに理論的検討を加えたことである．「家（家族制度）」の情緒的
関係に関する言説を，思想的系譜を踏まえながら体系性をもったものとして論証し，
近代日本における「家族」の情緒的関係に関する言説の複数性を示したことに本稿
の大きな意義があると思われる．

本稿でみてきた「家（家族制度）」の情緒的関係に関する言説は，1930 年代に全
体主義的な思潮が高まる過程で，さらに喧伝されることになる．とはいえその時期
に至るまでには，恐慌の影響による農村部の荒廃，また都市文化の成熟など，「家

（家族制度）」を取り巻く状況は大きく変化していた．「家（家族制度）」をめぐる言
説も，その変容の影響を受けていくのであるが，その様相については，稿をあらた
めて論じることとしたい．

［付記］ 本稿は，文部科学省科学研究費補助金「家制度の情緒的関係に関する歴史社会学研究：
1880～1950 年代の家族論を中心に」（研究課題番号 16H07283：研究代表者 本多真隆）の助成を受
けた研究成果の一部である．

［注］
1） 以下引用は，原則として新字体に直した．なお，傍点，太字等は特に注意がない限り，原文

のままである．
2） 徳富と陸の論争については，K. B. Pyle（1969＝2013）でも取りあげられている．本稿は家族

の情緒的関係に関する論点を重視した．
3） 長尾龍一（2001）は，こうした穂積の世界観には，父に保護された生家の事情が関連してい

ると推測している．
4）『国民教育と家族制度』は，森岡清美（1993）や桑山敬己（2004）などにおいても重要なテ

キストとして位置づけられている．
5） 1910 年代に，「家（家族制度）」のイデオロギーと実体の乖離が意識された点については，鹿

野政直（1982）も言及している．またこの時期においては，「戸」という単位では，人々の生
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活状態を把握できないことが，行政にも意識されはじめていた（宇野 1980）．
6）「家族制度（主義）」と「個人主義」の統合に関しては，結婚や社会的連帯にまつわる言説に

着目した阪井裕一郎（2014）に詳しい．
7） 竹田聴州（1976）は，一般の農民においては，先祖の系譜は「精々数代前」がḷられる程度

であり，それ以前は大抵の場合は忘却されていたとみなしている．
8） 本稿が論証してきたのは，「近代家族」的な「家庭」への対抗としてḪ及的に構築された，
「家（家族制度）」の情緒的関係に関する言説の形成過程であり，実態としての「家（家族制
度）」に情緒的関係がいつから発生していたかという問題，また「家庭」論の浸透以前に「家

（家族制度）」に情緒的関係があるという認識がいつから成立していたかという問題は，別稿に
期したい．

9） 後進国としての国際的立ち位置が，「家（家族制度）」を自国の伝統として創造させたという
論点は，落合恵美子（2000），桑山（2004）も言及している．

10） 本多（2014）は，国体論者や国民道徳論者が論じていた夫婦間の情緒的関係は，親子関係中
心の「家（家族制度）」の秩序に抵触させない範囲に定められていたという視点を提出してい
る．
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Emotional Aspects of the Ie in Modern Japan:
Developing the Image of the Traditional Family between the 1890s and the 1910s
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In modern Japan, discussions on the emotional aspects of the ie（the traditional
family）have been linked to the spontaneous rise of the modern family—its
perceptions and norms. From the perspective of the modern family, a term
circulating in the 1880s, home, was used to promote the new image of the family.

However, is it only the image of the modern family that reveals the emotional
relationships in modern Japanese families? There is extensive discussion on
emotional relationships connected with ie in modern Japanese family studies.
Further, these relationships are often evaluated differently from those of the home.
To clarify how the discourse on emotional relationships of ie has developed and is
structured, I analyzed conservative family studies that focus on the period from the
1890s to the 1910s.

My findings showed that this discourse was contrary to the family image in the
West, and was based on nationalist solidarity, which was a trend at that time.

In conclusion, I position the discourse on emotional relationships of ie as one type
of traditional family image constructed from an imaginative reaction to moderniza-
tion, which reviewed the relationship between the home and modern family in
modern Japan from the perspective of emotional relationships.

Key words: ie, modern family, emotional relationships
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