
1 はじめに

法社会学者の川島武宜は直後を回想して、「当時においては家族制度は言

わば神聖不可侵の聖域であり、これを正面から論ずることは敗戦までは『危

険思想』とされていたのである」（川島 1983: 440）と述べている。「家族制

度」は、前から戦後の一時期にかけて日本の伝統的な「家族」を示す言葉と

して、強力な存在感をもっていた。

だがこの言葉は、川島が「そもそも『家族制度』ということばは、わが国

においては多くの意味を持っている」（川島［1950]1983: 2）と指摘している

ように、多義的な意味を有してもいた。川島は「家族制度」という言葉の一

般的な用法として、明治民法における家制度と関連した「戸主権を中心とす

る封建的な家族の秩序」を意味していたことをあげているが、それとは趣が

かなり異なる、「家族が仲よくすることという原理、いわゆる『家庭』中心

主義」を意味していたとも述べている（川島［1950]1983: 4）。

この言葉の意味がゆらいだ時期としてあげることができるのが、「家族制

度」の法的基盤が崩れた戦後の民法改正から 20年以上前にさかのぼる 1920

年代である。この時期は、第一次大戦を経て市場経済の浸透と都市化が本格

的に進行し、家族の生活基盤が大きく変容していた。以下の引用はそれぞれ、

1928年に「家族制度」の意味について言及されたもので
( 1 )

ある。

家族制度とは、家長制度である。一家の中は必ず家長といふものが立

てゝあるから、家族制度は家長制度である。家長が一家を統率して行く

といふ組織である。されば家族制度とは社会組織の単位として家長によ
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つて統率せらるゝ血族団体であるといふことが出来る。（岡田 1928: 124）

今日のいはゆる家族制度は、一夫一婦の男女関係を基礎とした小家族

制度である。父と母と子と、この三者は家族制度の三要素をなしている。

（高畠 1928: 19）

ひとつは教育評論家で、修身教育や国民道徳についての著作を多数執筆し

た岡田怡川による発言で、もうひとつは哲学者で、国家社会主義運動でも知

られる高畠素之による発言である。これらはともに「家族制度」という言葉

の意味について論じているが、一方は「家長によつて統率せらるゝ血族団

体」、もう一方は「一夫一婦の男女関係を基礎とした少家族制度」と大きく

見解が異なっている。

こうした相違は一例に過ぎない。川島が「明治以来半世紀以上にもわたっ

て政治問題になってきた『家族制度』の用語」（川島 1983: 441）と述べてい

るように、近代日本においては、この言葉の象徴的な意味をめぐる議論が多

くおこなわれていた。教育学者の春山作樹は 1926年に、当時の「家族制度」

や「家族主義」に関する議論の応酬とそれらの用語の意味の混乱について言

及し、「一体今日の家族と称する者は、何を指すのか明瞭ではない」（春山

1926: 49）と述べている。

近年の家族研究において 1920年代は、明治期の知識人によって唱えられ

た「家庭 home」の理念が、都市部に勃興した新中間層によって現実に担わ

れはじめた、「近代家族」の形成期と位置づけられることが多い（小山 1999;

西川 2000など）。またこの年代は、それ以前から進行する農村部からの人口

流出と伝統的家族の衰退、そして都市下層労働者が形成する近代的小家族の

家族問題が意識されていた時代でもあった（中川 1985; 森岡 1993）。

「家族制度」という言葉にも「少家族制度」と読む文脈がみられるなど、

「家庭」や当時の家族変動が影響をおよぼしていたことが考えられる。しか

しこの言葉は一方では、家族国家観のイデオローグのひとりである井上哲次

郎が 1912年刊行の『国民道徳概論』で、「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」（井上 1912: 211）と述べているように「家庭」と対立的

な意味を有していたものであった。そして全体主義的な思潮が席巻していく
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1930〜40年代においても、『国体の本義』などのテキストで日本の伝統的家

族を示す意味を保持して
( 2 )

おり、戦後の民法改正後も家族制度復活論争という

かたちで、その存廃が論壇レベルでも議論されていた。「家族制度」は、伝

統的ないし封建的な家族概念としてみるのは必ずしも正当ではないが、単に

近代的な家族概念の影響をみるだけでも不十分である。「家族制度」をめぐ

る議論には、伝統的な家族概念の存続、また近代的なそれへの読み替えなど、

社会変動を背景とした家族像のゆらぎや、そのなかで生じた正統的な「家

族」の設定に関するさまざまな立場が見出されるのではないか。「家族制度」

という言葉は、近代日本の伝統的家族と近代的家族の規範のせめぎあい、さ

らには戦前と戦後の家族言説の連続性をみる上でも、きわめて重要な位置に

あると思われる。

以上の問題意識を踏まえ本稿は、「家族」が実体と理念の双方で大きくゆ

らいだ 1920年代における、「家族制度」という言葉の意味変容のゆらぎとそ

の存続や読み替えに関する論理を、「家庭」概念の浸透や当時の家族変動と

の関連から検証することを課題とする。主に着目していくのは、「家庭」概

念の重要な構成要素とみなされてきた家族の情緒的関係に関する言説である。

2 分析の視角と対象

（1） 概念としての「家族制度」

近代日本の「家族制度」については、法制史、法社会学を中心に先行研究

の蓄積があり、敗戦直後の民主化に関する議論で「家族制度」に批判的に言

及した論考も含めれば、数多くの考察がある。しかし、戦後に「家族制度」

の代表的な研究を手がけた川島武宜が、1983年に著作集の解題で自身の研

究を振り返りながら、「『家族制度』ということばは、考えてみればはなはだ

奇妙なことばである」（川島 1983: 440）と述べていることにもあらわれてい

るように、この言葉や概念自体に着目した研究は多くはない。まずは、代表

的な知見をみていこう。

川島によれば「家族制度ということば」は、「大体において すなわち、

その重要部分において 旧武士層の家族秩序」を意味しており、教育や政

治の場で言及された「家族制度」は、「大体において すなわち、その重
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要部分において 旧武士層の家族秩序の様式（pattern）」を指していたと

いう。そしてこの言葉の出自については、「明治民法（明治三一年 一八九

八年 から施行された民法典）が、『戸主権に統率される家』というものを

規定した以後、主としてそれについて成立したことばであるようである」と

推測している（川島［1957]1983a: 201）。川島は「家族制度」について、幕藩

体制の武士階級に由来する「教
﹅

説
﹅

と
﹅

し
﹅

て
﹅

支
﹅

配
﹅

的
﹅

」であった「儒教的家族」と

「民衆の現
﹅

実
﹅

の
﹅

生
﹅

活
﹅

においてひろく行われて」いた「庶民家族」の二つの類

型が含まれていたことも指摘しているが（川島［1948]1983: 3-4）、「教
﹅

説
﹅

と
﹅

し
﹅

て
﹅

支
﹅

配
﹅

的
﹅

」という位置づけにもみられるように、「家族制度」という言葉の

意味としては、明治民法で規定された家制度と関連した家族の秩序や様式を

重視していたとみてよいだろう。

我妻栄も川島とほぼ同様の見解を示しており、「『家族制度』という語」は、

「普通には、戸主権とそれによつて統率される一団の親族（家族団体）、及び

戸主の地位の原則として男子一人の相続（家督相続）という、一連の法律的

制度を指すものとして用いられる」と述べている。そして「『家族制度』と

いう観念」は、特定の「家族」に限定されない「親族共同生活の理念、理想

の姿」として考えられているが（我妻 1948: 51）、「『家族制度』維持論者」が

想定する「家族制度」は、「夫婦と未成熟の子供だけの共同生活ではなく、

累代に亙る親子夫婦の団体の、できるだけ広範な親族共同生活」、「道徳的な

中心としての 親以上の 家長の存在」、「団体の永遠の継続として祖先

の祭祀を主宰する家長の地位の承継」の三点に要約できるという（我妻

1948: 165）。

青山道夫は我妻の説を引用しつつ、「家族制度なる言葉」には、「一般的用

法」と「社会学的用法」があると述べる。青山によれば「一般的用法」は、

「個人主義に対立する意味」が強く、「一人の権力者（家長あるいは戸主）に

よって統一代表されている家族集団たる家をもって社会の構成要素とするこ

とを意味している」。そして「社会学的用法」については、戸田貞三の学説

を引き、今日でもみられる社会制度としての家族を指す言葉として用いられ

ていたとしている。青山はまた、前者は「一種の家父長的家族制度である

『家』を中心とする制度」であって、「わが国でもこの意味の家族制度を当初

は家
﹅

制
﹅

といったのであり、むしろその方が妥当であった」とも述べており、

「家制」という言葉が「家族制度」という言葉に置き換わったことが示唆さ
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れていることにも注意しておきたい（青山 1958: 19-20）。

これらの知見は、「家族制度」という言葉を、明治民法によって規定され

た家制度との関連で理解しているという点ではほぼ共通している。しかし細

部をみると、それぞれ「秩序」、「様式」、「法律制度」などと微妙な違いがあ

り、青山にいたっては「家をもって社会の構成要素とすること」と、一種の

社会制度を指す言葉として位置づけている。

ただしこうした見解の相違は、近代日本における「家族制度」という言葉

の多義性に由来しているとみるのが適切だと思われる。川島によれば「家族

制度」には、「現実の社会的秩序としての家族の制度」、「一つの観念形態

（イデオロギー）としての儒教的＝封建的な『家族制度』の教説」、そして

「家
﹅

族
﹅

的
﹅

生
﹅

活
﹅

秩
﹅

序
﹅

一
﹅

般
﹅

（特に親子・夫婦・兄弟が仲よくくらすということ）」の

意味が含まれているという（川島［1950]1983: 2-3）。この整理ですべての意

味が言及されているわけではないが、これまでみてきた議論は、「家族制度」

という言葉そのものの分析というよりは、敗戦直後に多義的かつ論争的に用

いられていた「家族制度」を論じる際に、あつかう対象を限定するために暫

定的になされたものであった。「家族制度」に関する論考は、戦後から 1950

年代後半の家族制度復活論争の時期に集中して
( 3 )

おり、その言葉への着目は同

時期の言論の状況と不可分であったという面が
( 4 )

強い。近代日本の「家族制

度」については、1960年代以降にも明治民法の制定過程をあつかった秋山

ひさや、明治期から戦後の家族道徳の教育との関連を論じた雑賀美津枝など

による研究が蓄積されているが（秋山 1974; 雑賀 1978）、これらの多くでは

「家族制度」という言葉は、法的ないしイデオロギー上の家制度とほぼ同義

で使用されるようになっている。

そしてこれまで取りあげた論者の問題意識に共通しているのは、「家族制

度」が、かれらが限定しようとする意味だけでなく、「家
﹅

族
﹅

的
﹅

生
﹅

活
﹅

秩
﹅

序
﹅

一
﹅

般
﹅

」

という記述にみられるように、「家族」一般に関連する意味を有しており、

そのニュアンスに隠れて特定の「家族」を温存させる意図が働いていたとい

うことである。敗戦直後の言論についての指摘ではあるが、この点について

青山は、「家族制度」という言葉が「一般に濫用される」ときは、「家父長的

家族制度のみが不変な、そしてわれわれにとって唯一の家族生活であるかの

ような誤解をひきおこさせる危険」があったと述べる（青山 1958: 20）。また

川島も、「家族制度」の「観念や用語法の上での不統一・混乱」が、「しばし
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ば論争における戦術として意識的に利用されているようである」と観察して

いる（川島［1950]1983: 3）。

以上、「家族制度」という言葉に関する代表的な知見を振り返ったが、本

稿の分析視角を設定するにあたって次のことを指摘しておきたい。まずこの

言葉の発生および変遷に関する研究は十分に蓄積されているわけではないこ

と、そしてこの言葉は家制度にとどまらず、「家族」一般に関する意味を有

しており、その多義性および読み替えの局面に注意する必要があるというこ

とである。

（2） 情緒的関係に関する言説への着目

本稿では、「家族制度」という言葉とその意味のゆらぎを分析するにあた

って、家族の情緒的関係に関する言説に着目していく。先行研究でも指摘さ

れるように、近代日本において「家庭」は、家制度的な家族像と対立的に語

られる文脈があり（石田 1978）、また小家族的な範囲の情緒的関係と併せて

語られる傾向にあったため、「近代家族」の浸透とも関連づけられてきた

（牟田 1996; 小山 1999; 西川 2000）。「家族制度」という言葉とともに語られた

家族の情緒的関係に関する言説をみることは、「家庭」および当時の家族変

動との関連をみる上でも有用だと考えられる。

ただし本稿では、家族の情緒的関係に関する言説を、一義的に「家庭」や

近代的小家族の影響という解釈はとらない。なぜなら「家族制度」には、伝

統的家族のキーワードと結びついた情緒的関係が強く関連づけられてきたか

らである。

この点を強調しているのが、磯野誠一と磯野富士子である。磯野らによれ

ば、近代日本において「家族制度」が語られる時は、「きまって『情愛敬慕』

とか、『自然の情』とかいう言葉が見られたように、家族の服従に対し、家

長は温情をもってこれに接することが期待」されていた。そして本稿でも取

りあげる 1920年代の臨時法制審議会において、当時の都市部の小家族の問

題を意識していた「進歩派」が、「家族制度」の擁護にたつ「保守派」の説

得に成功したのは、「彼等の近代的な家族観によるというよりも、むしろ、

彼等が家族制度の温情面を強調」したためであったという（磯野・磯野 1958:

80-1）。こうした指摘から示唆されるのは、「家族制度」という言葉には、家

制度における権威服従関係と結合した情緒的関係が強く結びついており、ま
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た家族の情緒的関係の強調が、「家族制度」の維持のレトリックとして用い

られていたことである。

そこで本稿では、「家族制度」とともに家族の情緒的関係が語られる際に、

論者がそれを他の家族概念とどのように関連づけているかを分析していく。

本稿で以下にみていくことになるが、それぞれの家族概念と情緒的関係の配

置のパターンにはさまざまなものがあり、たとえば「家族制度」と「家庭」

ないし「小家族」の情緒的関係を対立的に語るケースもあれば、「家族制度」

にはそれらと同種の情緒的関係がみられると語るケースもある。そしてこう

した配置には、当時の家族変動や、新たな家族概念とそれにまつわる思潮の

包摂と排除に関する論者の問題意識が先鋭化したかたちであらわれているの

である。

資料の選定については、近代日本の「家族制度」に関する研究が多く収録

されている老川寛監修『家族研究論文資料集成 明治大正昭和前期篇』、また

国体論や国民道徳論など、「家族制度」と関連した論考が収録されている貝

塚茂樹監修『日本道徳教育論争史第Ⅱ期』のほか、思想史や法制史の知見を

参考に、「家族制度」に関する議論を主導した代表的な論者による 1920年代

の文献を抽出した。また 1920 年代の言論状況の特徴を踏まえるために、

1920年代以前以後の文献も部分的に参照している。

そして本稿ではこれらの文献のなかでも、「家族制度」という言葉を用い

ながら、「家族制度」や「家庭」などの家族概念の読み替えを積極的におこ

なっているものを重視する。構築主義的な家族研究の理論家として知られる

J・F・グブリアムと J・A・ホルスタインが強調しているように、「家族」

に関する言葉の言語実践には「あらゆる種類の政治的志向の持ち主」が参画

し、「家族」という言葉には「その利害と目的に応じて異なった意味」が付

与される（Gubrium & Holstein, 1990＝1997: 25）。本稿の以下の叙述では、家族

概念をさまざまに読み替えながら、「家族制度」を各々の論者の立場に引き

つけて設定する論理をみていくことになる。

以下ではまず、1910年代までの「家族制度」とその情緒的関係に関する

言論の状況を概観し（3）、1920年代の「家族制度」をめぐる法的な議論の

主要な場であった臨時法制審議会に関わる論者の議論と、同時期の家族変動

と連動させた「家族制度」という言葉の読み替えを、「家庭」に関する議論

などと併せてみていく（4）。そして、旧来の「家族制度」の存続を重視した
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論者が、「家庭」や当時の家族変動を見据え、「家族制度」や他の家族概念に

どのような意味付与を行っていったのかを確認し（5）、最後に、「家族制度」

の意味変容と、その存続や読み替えに関する論理が近代日本の「家族」言説

をみる上でどのような位置にあるかを考察する（6）。

3 1910 年代の「家族制度」論の動向

産業化と都市化の進展により、日本の伝統的家族の基盤がゆらいでいると

いう認識は、明治期の民法典論争で保守的立場をとった延期派にもみられる

ものである（熊谷 1987）。「家族制度」の情緒的関係に関する言説もこの頃に

形成されており、1920年代の論調にまで影響を与えている議論としては、

穂積八束によるものがあげられる。

穂積八束が強調したのは、「西洋」と「日本」の家族の情緒的関係の質的

相違である。民法典論争の際の 1891年に発表した「民法出テゝ忠孝亡フ」

で、キリスト教の浸透によるヨーロッパ社会の「祖先教」の衰退と、日本に

おけるその残存という歴史観を記した彼は、「一男一女情愛」による「耶蘇

教以後ノ家」と、祖先との一体感に包まれる「我国固有ノ家制」の関係性を

対比的に描いた（穂積［1891]1943）。1897年刊行の『国民教育 愛国心』では、

「家制の衰へたる國」では、夫婦関係だけでなく「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」ような情緒的関係はみられるが、

それは「相親しきものの合宿するに過きす、家と謂ふ団体を成すに非す」。

対して日本の「家制」においては、「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」という（穂積 1897: 1-27）。「祖先教」の有無を指標として、両者の関

係性が分別されるのである。穂積八束の著作では日本の伝統的家族を指す言

葉として主に「家制」が用いられているが、こうした親子関係の重視と家族

の情緒的関係の対置に関する論理は、「祖先教」については重視されなくな

っていく傾向もみられるも
( 5 )

のの、後続の「家族制度」に関する議論のクリ

シェとなった。

とはいえ、「家族制度」は固定的な存在としてのみ論じられてきたわけで

はない。日清、日露戦争後の重工業の発展と農村部からの人口流出による伝

統的家族の紐帯の衰退、そして自然主義文学や社会主義者による「家庭」論
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など家制度を批判的にみる思潮の台頭は、「家族制度」の崩壊の危機感をも

たらした。1910 年代前後からは法学者、倫理学者、教育関係者を中心に

「家族制度」の存続に関する議論が展開され、井上哲
( 6 )

次郎が設立に参加した

東亜協会が 1911年に刊行した『国民教育と家族制度』は、その代表的なテ

キストである。

ここで主流になったのが、旧来の「家族制度」をそのまま存続させること

ではなく、「西洋（欧米）」の「個人主義」を導入することで「家族制度」の

改善を図るという論調である（東亜協会編 1911）。1919年刊行の『国民道徳

大集成』、1922年刊行の『新撰国民道徳集成』は、それぞれ倫理学者の三浦

藤作と村上辰午郎が、当時の国体論、国民道徳論を網羅的にまとめた著作で

あるが、いずれも「家族制度」の章は「個人主義」の導入で結論づけられて

いる（三浦編 1919; 村上編 1922）。

もっとも「個人主義」の導入は、『新撰 国民道徳集成』でも引用されてい

る井上の『増訂 国民道徳概論』の「家族制度を本位として、そして家族制

度の短所を個人主義に依って補ふやうに力めて往くのが、実際の方法として

一番穏健であると思はれる」（井上 1916: 262）という記述にみられるように、

あくまでも「家族制度」を存続させる前提にたった上での漸進的改良案とい

うべきものであり、その内実は、家長の横暴を戒めるという注意や、家族内

における個人の「人格」を認めるという程度のものだった。そして三浦が、

「個人主義」の導入は、「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」がみられる

「家族制度の精神を失はせしむるものではない」と強調しているように（三

浦 1919: 598-600）、家族の情緒的関係は「西洋」の家族ではなく、「家族制

度」に由来するものとみなされていた。

だが「個人主義」の原理を導入するという論理は、その意図が「家族制

度」の存続に向けられていたとはいえ、概念の変更をもたらしかねないもの

だった。以下にみていく議論では、進行していく家族変動に関する問題意識

と相俟って、「家族制度」という言葉をめぐる議論の混乱や読み替えの応酬

が展開されることになる。まずは臨時法制審議会にまつわる議論をみていこ

う。
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4 「家族制度」の意味変容

（1） 臨時法制審議会と「家族制度」

よく知られているように、明治民法は当時の保守派と進歩派の妥協の産物

という性格が強く、その改正をめぐる議論は制定後も続いていた。1917年

に発足した臨時教育会議では民法改正の問題が取りあげられ、1919年には

「教育ノ効果ヲ完カラシムヘキ一般施設ニ関スル建議」（以下、「建議」）が提

出された。この建議は、社会主義革命など国内外の思潮や社会変動の影響か

ら日本の「淳風美俗」を保護するための方策として、「家族制度」の強化に

関する主張が含まれており、同年の臨時法制審議会の設置の契機となったと

されている（我妻 1948: 磯野・磯野 1958）。

この「建議」では、「我国固有ノ淳風美俗ヲ維持シ法律制度ノ之ニ副ハサ

ルモノヲ改正スルコト」という項が設けられ、明治民法の「我家族制度ト相

矛盾スルノ条項」の改正要求がなされた。「家族制度」の情緒的関係につい

ては、「我国古来家族制度ノ恩来ニ因リ地方ニ在リテハ親近郷党情誼ヲ重ン

シ相親愛推譲スルノ遺風未タ全ク根絶セス」と奨励するように記されている

が、範囲が抽象的に広く設定されており、その内実は明確ではない（臨時教

育会議［1919]1976: 281-2）。この曖昧さは臨時法制審議会においても継続され、

また「家族制度」の情緒的関係にまつわる発言は、庶子や分家の位置づけな

ど具体的な法的規定に関するものに比して多いとはいえないが、同時期の議

論をみる上で参考になる点も含まれている。順に取りあげよう。

まず臨時法制審議会第二回総会では、冒頭で司法次官の鈴木喜三郎が、

「民法ノ規定」は「我国古来ノ淳風美俗」に背いていると主張した。「淳風美

俗」とは鈴木によれば、「所謂父母ニ孝ニ、兄弟ニ友ニ、夫婦相和スルト云

フ主義」であり、「我国古来ノ家族制度」を「昔アツタ事柄悉クヲ今ニ於テ

復古セシムルト云フ趣意デハナイ」が、「家ト云フモノゝ組織ヲ堅実」にす

るよう改正することで、「父子兄弟ノ間ニ一家団欒ノ幸福」がもたらされる

という。なお当日の配布資料である「民法調査要目其一」の冒頭部分には、

「家族制度」の改善について、「我邦古来ノ制度ニシテ之ヲ将来ニ維持スルコ

トヲ要スルモノハ家ノ組織ヲ堅実ニシ以テ一家ヲシテ親密ニシテ平和、正当
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ニシテ公平ナル共同生活ヲ為スコトヲ得セシムルノ一点ニ在リ」と、鈴木の

発言とほぼ同様の趣旨のことが、「親密ニシテ平和」という言葉でまとめら

れている（臨時法制審議会［1919]1976: 543-4）。

鈴木の発言に対しては、民法典論争で断行派に属した磯部四郎が、「私ハ

現在ノ有様ニ於テ、一家団欒ヲ欠イテ居ルトモ見マセヌシ、又夫婦ノ間甚ダ

悪クナツテ居ルトモ見ナイノデゴザイマス」と反論しているが、「一家団欒

ノ幸福」や「親密ニシテ平和」に関しては深く追求されることなく、主査委

員の指名を経て第二回総会は終了する（臨時法制審議会［1919]1976: 544）。だ

が翌月に続く主査委員会では、「親密ニシテ平和」の文言が取りあげられ、

その内実について貴族院議員の鵜沢聡明と法学者の穂積重遠のあいだで微妙

な応酬が繰り広げられた。

鵜沢によれば、「民法調査要目其一」にある「家ノ組織ヲ堅実ニシ以テ一

家ヲシテ親密ニシテ平和、正当ニシテ公平ナル共同生活」というくだりは、

「家ノ組織ノ横ノ関係ヲ謂ヒタルモノ」であり、それは必要なことではある

が、「家ニ於ケル子孫ノ発育ヲ充分ナラシムト云フコト即チ家ノ縦ノ関係モ

大ニ必要」であるという。先述したように「家族制度」の情緒的関係に関す

る言説では縦の親子関係が強調されており、鵜沢は「公平」という用語に

「家族制度」を脅かす兆候を感じたのだと思われる（臨時法制審議会諮問第一

号主査委員会［1919]1976: 380）。

対する穂積重遠の応答は、鵜沢の論点および当時の「家族制度」の存続を

目指す論者の主張を受けつつ躱すものであった。彼はまず、臨時教育会議で

も取りあげられた「淳風美俗」とは、「家族制度ト云フコトニ重キヲ置ク」

ことであり、民法改正の要点は「一家カ平和ニ親密ニスルト云フコト」と、

「民法調査要目第一」の趣旨を確認する。そして、「横ノ共同生活ヨリモ一層

縦ニ永ク続クコトモ大ニ重要」であるため、「西洋ノ小『ファミリー』ノ関

係ニ止マラス其レヨリモ広キ意味ニテ一家一族カ親密ニスルコト」が必要で

あると述べ、鵜沢の主張を組み込む。さらに穂積重遠は、「親密ニシテ平和、

正当ニシテ公平ナル共同生活ト云フコトハ家ノ縦ノ共同生活ヲ包含スルモノ

ナルコトハ勿論ナリ」と加えている（臨時法制審議会諮問第一号主査委員会

［1919]1976: 381）。

臨時法制審議会は「建議」にもみられたように、「家族制度」の強化を図

るために設置されており、戸主権や親権、また親族範囲の拡大が議論されて
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いた。しかし、1925年と 1927年にそれぞれ決議された「民法親族編中改正

ノ要綱」、「民法相続編中改正ノ要綱」を通して、成年男子の分家が容易にな

り（親族編中改正ノ要綱第四「分家」）、遺産相続に際しても配偶者が直系卑属

と同一順位の相続人となる
( 7 )

など（相続編中改正ノ要綱第六「遺産相続人ノ範囲

及ヒ相続分」）、結果的には明治民法より統制が緩和される傾向にあ
( 8 )

った。こ

うした方向性の基礎づけに寄与したとされるのが、穂積をはじめとする当時

においては比較的リベラルな志向を有していた法学者たちである（磯野・磯

野 1958; 湯沢 1976）。

穂積重遠の発言をみると、「横ノ共同生活」というように「共同生活」の

あり方が「横」の関係であるとされており、また「小『ファミリー』」だけ

でなく「一家一族」、そして「横」だけでなく「縦」も重要であると述べて

いるものの、その論理構成は、前者が前提となって後者を包含するというも

のになっていることがわかる。ここには、広範な親族関係と縦の親子関係と

いう意味合いが強い「家族制度」を、夫婦関係中心の「小家族」に近いもの

として読み込む意図がうかがえよう。臨時法制審議会第十八回総会でも彼は、

庶子が家の成員になる際に妻の同意を必要とするという改正案に反対する論

者に対して、「今日」では「婚姻関係」にも配慮するべきであると述べ、「妾

腹ノ子供ガ入ツテ来ル」ことは、「現在及将来ノ人情ニ反スルノデハナイカ」

と、夫婦関係中心の家族の「人情」を根拠のひとつとして反論している（臨

時法制審議会［1925]1976: 572）。

このような「家族制度」およびそこでの情緒的関係を読み替えていく志向

は、臨時法制審議会の同時期に発表された穂積重遠の論考により明瞭に見出

される。たとえば 1923年刊行の婦人問題に関する講演集に収録されている

「親族法講話」をみよう。ここで彼は、「家族制度」をめぐる議論には、「家

族制度なるものは他の国にはない、我国独特の美風であるから、之を維持し

なければならぬ」とする立場と、「家族制度は怪しからん、無暗に家々とや

かましく言つて、個人の自由を束縛する、家族制度は廃止すべしと云ふ」と

いう立場の「両極端の議論が対立」していると整理している。だが彼によれ

ば、いずれの議論も「或意味に於て見当違ひ」であるという（穂積 1923:

34-5）。

穂積重遠はまず「家族制度」を日本独特のものとみなす見解については、

「人間が必ずしなければならぬ共同生活」は「夫婦親子」で暮らす「ファミ
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リーの生活」であり、それは「どの人間でも、どの人種にでもあるのであり

まして、我国独特の事ではない」と反論する。これは、「家族制度」を「小

家族」に引きつけて読み込んだ、さきの臨時法制審議会での発言と同様の志

向であろう。彼は続けて「ファミリーの中心を為すべきものは、夫婦であり

ます」と述べている（穂積 1923: 43）。

ただし穂積重遠は、一様に「小家族」を推進する立場もとらない。彼によ

れば、「今日に於て大家族と云ふ、昔の如き非常に大きな家族なるものが、

社会制度として又法律制度として、維持すべきものでないと云ふことは明ら

か」であるが、「小家族」に「一纏めにしたものにしなければならぬと云ふ

理由もない」。法律に求められるのは、「実際に行はれる其の親族の共同生

活」を「保護」することであって、それこそが「形式的でなく、積極的、実

質的の家族制度」を打ち立てるという。続けて彼は「家族制度」という言葉

の意味が、「戸主」を中心とした家族集団に傾いていることに言及しつつ以

下のように述べている。

家族制度なる名前に付ても、種々議論があります。家族制度と云ふの

は可笑しいと云ふ人があります。……寧ろ戸主制度と言ふ方が宜いと申

す事もあります。又戸主の権力を強くする事が、家族制度維持の方法な

りと考へる人もあります。無論一家の戸主は、親であり夫であつて、其

の一家の中で、其の年齢に於ても亦人物に於ても、尊敬を受ける人が多

くなるのでありますから、戸主を尊敬するのは当然でありますが、併し

道徳上の関係、或は法律上、其人に無暗に権力を有たしては、一家が円

満に行くべきものでない。一家は家族の共同生活である。……家族打寄

つての、家族各自の共同生活であると云ふことに、重きを置かねばなら

ぬから、戸主制度であつてはならない。本当に文字通りの家族制度でな

ければならぬ。其の家族が打寄つて、夫れ々々互に礼儀と愛とを以て、

共同生活をすると云ふのが、真の家族制度で、法律はそれを妨げないや

うに、それの円満に行くやうに、保護するのが目的であります。（穂積

1923: 42-3）

ここでは、「戸主制度」としての意味合いが強い「家族制度」が、「互に礼

儀と愛とを以て共同生活」をする家族集団として読み替えられ、それこそが
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「真の家族制度」と位置づけられるに至っている。この「真の家族制度」と

いう言葉は、1925 年刊行の中央大学での講義録である『親族法』、そして

1933年刊行の同名の書籍でも用いられており（穂積 1925a; 1933）、いずれも

「親族的共同生活殊に夫婦とその保護の下に在る子との共同生活たる所謂

『小家族』」（穂積 1933: 7）という意味合いが強く押し出されている。

穂積重遠は「戸主制度」など旧来の「家族制度」の意味にも配慮しつつ、

「小家族」に近づけて読み替えているが、より念頭に置いていたのは先行研

究でも指摘されるように、当時の家族変動であっただ
( 9 )

ろう。1925年刊行の

『改訂版 親族法大意』では、「親族的共同生活の範囲の大小は状況によつて

一様であり得ないから、必ずしも所謂小家族に分解せねばならぬと云うので

はないが、事実上の共同生活即ち一世帯を一家となすべき」（穂積 1925b: 29）

と述べており、また 1927年には、「世帯」概念を用いた社会学研究である戸

田貞三の『家族の研究』に好意的な書評を寄せている（穂積 1927）。同書で

戸田が重視していたのは、戸籍上の「家」を離れて暮らす若年層や、都市部

の下層労働者とその家族であった（池岡 2017）。

こうした家族変動と連動した「家族制度」の意味のゆらぎと読み替えは、

臨時法制審議会にまつわる議論に限らず、同時期の「家族制度」に関する言

論を特徴づけているものでもある。以下でその様相を確認しておこう。

（2）「家族制度」のゆらぎ

1920年代の家族に関する学術論文のなかには、「家族制度」という言葉の

用法の混乱に言及することから議論をはじめるものが少なくない。たとえば

法制史家の三浦周行は、1920年に、「家族制度存すべきか廃すべきか」とい

う論考で、「家族制度」は「是れ迄の議論を見ると、人々に依つて必ずしも

一致して居らぬやうである」と述べる（三浦 1920: 40）。

三浦によれば、「家族制度」という言葉は専門領域によって用いられ方が

異なり、「或るものは家族制度は戸主制度であつて戸主の権利の下に服従す

る家族の制度であると解し、或るものは家といふ事に重きを置き戸主と家族

との関係よりも寧ろ親子兄弟等の道徳関係に重きを置」いている。前者は戸

主権と親権の区別を重視する「法律家の側の見方」であり、「家族制度の頽

廃有害を論ずる側の人々」である。そして後者は、「教育家道徳家の見方」

であり、「家族制度」の「其有益尊重を説く人々」であるという。三浦はこ
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こで、臨時法制審議会についてもふれており、こうした区分はそこでの対立

についての三浦なりの見解であろう（三浦 1920: 39-41）。

さらに三浦は、「家族制度は斯うだ、あゝだといふ人がよくあるが、同じ

く家族制度と申しても、東西に依つて相違もあれば古今に依つて変遷もあ

る」と、「家族制度」の地理的多様性と歴史的変遷を指摘する。三浦によれ

ば、「西洋」の「家族制度」はキリスト教の浸透により祖先祭祀の慣行とと

もに壊滅してしまったが、儒教や仏教が支配する「東洋」においては残され

ている。そして、日本では多少の変遷はあるものの、「長い間、同一国体の

下に同一民族の間」で構成されてきたという歴史的背景から、「特殊の色彩」

をもつことになったという（三浦 1920: 41-4）。

もっともこうした、「家族制度」の歴史的な普遍性と日本に現存している

という意味での特殊性の併記は、前節の穂積八束の議論などにもすでにみら

れるものであり、「家族制度」という言葉についての三浦の用法は、祖先祭

祀の慣行を有する家父長制的な家族概念に
(10)

近く、日本の特殊性の単なる強調

ではないとはいえ、当時の意味合いに比較的沿ったものであった。この論考

の結論も、「されば家族制度存すべきか廃すべきかとの問に対しては私は改

良すべしといはんとするものである」（三浦 1920: 50）と、1910年代の「家族

制度」の存続に関する議論と同様の論調でまとめられている。

三浦の議論は当時の用法の枠内にとどまるものだが、経済学者の河田嗣郎

による 1921年の「家族制度の崩壊と我国民性」という論考では、「家族制

度」は「小家族」として積極的に読み替えられている。河田はここで、「家

族制度」という言葉の意味が論者によって異なることが「無意義な水掛け

論」を招いていると述べ、「家族制度たる意味が彼の家長的大家族の制度の

意味であると解釈するならば、欧米先進国は既に斯くの如き状態を離脱して

居るに拘らず、わが国民は未だその殻のうちに包まれて居るとも謂へるであ

らう」と、先述の三浦の論考にもみられたような「家族制度」の用法を踏ま

えたあとに、以下のように続けている。

併しながら若しその家族といふ意味を現代式なる夫婦本位の小家族制

度と解するならば、それは欧米先進国民といへども実は決してその域を

脱して現在純然たる個人主義的生活に入つて居るものでは無く依然とし

て家族制度のもとに生活しつゝあるのである（ママ）而してわが国民中
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の少なからざる部分、特に所謂知識階級の如きは現今殆んど欧米同様の

家族的生活を為し居れるのであつて彼我の間に論者の考ふるが如く根本

的な差異の存在するわけではない。（河田 1921: 247）

これは、「欧米（西洋）」の「個人主義」と「日本」の「家族制度（家族主

義）」を対置させ、前者の影響を憂慮する論調への反論として提出されてい

るものであるが、ここで河田は、「家族制度」の「家族」を「夫婦本位の小

家族制度」と読み替え、「欧米」にも「家族制度」は存在すると主張するこ

とで、その枠組みに変更を迫るのである。1928年の「社会政策上より見た

る個人主義と家族制度主義」という論考ではより明確に、「家長制度の家族

生活」は「古い意味での家族制度」であり、「小家族制度」は「新しい意味

での家族制度」であると分類されている（河田 1928: 1-2）。

こうした読み替えの背景にあったのは、「所謂知識階級」の生活様式だけ

でなく、先述の穂積重遠の議論にもみられた、当時の家族変動と都市部の賃

労働者の生活状況についての認識であった。河田によれば、「家族制度とい

ふ意味を近代的の小さな家族制度の意味に取るならば、その家族制度を維持

する必要」が生じる。そしてそれは「労働者の階級」の生活を保障すること

であり、家族手当などの「賃銀制度」を改善することだという。河田はここ

でヨーロッパやオーストラリアの政策を参考にしており、国内外を問わず進

展していた産業化と、都市化による賃労働者の世帯増加に対する関心が、

「家族制度」を「小家族制度」と読み替える下地となっていたといえるだろ

う（河田 1928: 10-1）。

河田は婦人問題に関する著作でも知られており、当時としてはリベラルな

立場から「古い意味での家族制度」が衰退していくという視点に立っていた

が、河田の議論の背景にある家族変動に関する認識と「家族制度」の意味の

変容は、その存続を主張する論者にも共有されていた。たとえば 1924年刊

行の『現代思潮要解 前篇』という書籍には、歴史学者の田中萃一郎による

以下のような発言が収録されている。

自分は家族制度維持論者である。併し一体家族制度は何ぞやと云ふに

是れほど正体の不明なものはない、……家族制度を是非する人の議論も

甚だ理解に苦しむことが多い、さりながら、単に一夫婦並にその子女の
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みを指すのであるか。一家の経済上の独立と云ふ点ではそれでも十分で

又この単式家族に於ては個人主義に頗る接近して居るが為、今日世人は

口に個人主義を排斥しつゝ事実に於ては之を実行して居るものも少く無

い。（偉大会編輯局編 1924: 84）

実態と理念の双方で「家族制度」がゆらいでいるというのは、「家族制度」

を論じる際の前提条件となりつつあ
(11)

った。本稿の冒頭で取りあげた「家族制

度」についての解釈の違いは、こうしたゆらぎの反映にほかならない。

（3） ｢家族制度」から「家庭」へ

これまで主にみてきたのが、家族変動と連動させて「家族制度」を読み替

える中庸的な立場とすれば、「家族制度」を別個の家族概念に置きかえよう

とする立場もみられる。明治期の革新的な知識人、キリスト教者、社会主義

者などによって唱えられてきた「家庭」に関する議論がそれである。

1910年代の「家庭」を書名に冠した雑誌の出版ラッシュを経て、1920年

代には『主婦之友』などの婦人雑誌が、都市部の新中間層の家族生活に焦点

をあわせた記事を掲載していった。「家庭」という言葉は、生活改善運動な

ど政策と関連した文書にも頻繁に登場するようになっていたが（小山 1999;

加藤 2014）、「家族制度」と併せて論じられる際は、対抗的な意味を有してい

ることが少なくない。たとえば哲学者の帆足理一郎と評論家の帆足みゆきは、

1926年刊行の『婦人解放と家庭の聖化』で、当時の民主主義的思潮であっ

た「民本主義」の浸透のためには、「家庭生活」を「人間社会の基礎」とす

ることが必要であるとし、以下のように述べている。

日本人は一般に、家族制度の国に住みながら家庭の神聖なることを知

らないのである。否な、家族制度を過長するが故に、家庭の神聖成るこ

とが分からないのである。……家庭は即ち愛の上に立てられたものであ

つて、それ以外の動機は単に付帯的のものに過ぎないことを覚らなけれ

ばならぬ。……人生の価値を徹底的に増進する相愛の家庭でなくして、

どうしてそれが神聖なものであることができよう。（帆足・帆足 1926:

36-7）
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この著作は、性別役割分業を基調としながらも、公私生活における男女平

等の推進を主張しており、当時の民主主義的な志向をともなう「家庭」に関

する議論の問題意識が集約的にあらわれているものであった。ここで帆足ら

は「家族制度」と「家庭」を対置し、そして「これまでの家族制度の観念を

打破せねばならぬと思ふ」と、前者から後者への移行を明確化するのである。

同様の論点については、婦人問題に関する著作を多数執筆していた馬場剛

も 1922年の「家族制度よりの個人開放」という論考で、「個人制度の家庭と

家族制度の家との間には、親和団体と強制団体との差異が存する」と述べて

いる（馬場 1922: 43）。ここでの「家族制度」は、第 2節で青山道夫が指摘し

ていた一種の社会制度を指す用法に相当し、家族集団を指す言葉としては、

「家庭」と「家」が対置されているが、前者への移行を主張する点は帆足ら

と同型である。

そしてこれらの議論においては、「愛の上に打ち立てられた」や「親和団

体」という記述にもみられるように、家族の情緒的関係は「家庭」に存する

ものとされた。対して「家族制度」は、読み替えの対象ではなく、権威主義

的な家族集団ないし、「家」を基礎にすえた社会制度を指す言葉で、乗り越

えられなければならないものであった。

もちろん、「家庭」への移行を主張する論理にもさまざまなバリエーショ

ンがあり、たとえば大審院判事を務めていた三淵忠彦は、1926 年刊行の

『日常生活と民法』で、「我々の社会生活、国家生活の単位となるものは、ど

うしても家庭生活である」とし、「家庭を中心とした意味に於ける家族制度

と云ふものは、将来益々発達して栄えて行くであらうと思ふ」と述べている

（三淵 1926: 81-3）。同書の主張は、帆足らや馬場とほぼ同様であるものの、

これは「家族制度」を「家庭」に引きつけて読み替えていくもので、先述の

穂積重遠や河田嗣郎らの議論に近いものである。本稿の検討の範囲をこえる

が、法制度や修身教育など、国家政策の議論の場に近い論者は、「家族制度」

という言葉に配慮する傾向があったといえるかもしれない。

以上にみてきたように、1920 年代の「家族制度」という言葉は、「小家

族」へ引きつけた読み替え、また「家庭」への概念の移行などにさらされて

いた。旧来の「家族制度」の意味合いの存続を重視した論者にとっては、こ

うした変容をどのように抑えるかが課題となる。そしてその論理には、「小

家族」や「家庭」と結びつけられつつあった家族の情緒的関係が、「家族制
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度」に属するものとされながら関わってくるのである。

5 「家族制度」の存続の論理

（1）「家族制度」の保持

1920年代においても、「西洋」と「日本」の家族を対置し、後者の「家族

制度」の意義を強調する論調はみられる。むしろそれは一種の定型句とさえ

なっていた。参考として、1927年刊行の『准教員正教員検定受験参考修身

科大全』を取りあげよう。これは、教員試験用の参考書を多数出版していた

南光社編集部が、3年分の修身科試験問題と模範解答例を一問一答形式でま

とめたものである。

同書の第七章には「家族制度」に関する問題が掲載されており、たとえば

「家族制度の意義を記せ」という問いには、「祖先以来の一族の自然的特質の

上に一家の道徳的精神的風儀が発達する」という解答が準備されたあと、

「家族制度とは只単に一団の血脈関係が集つて一家族をなすばかりではなく

法律によつて一家の家長を認め、特別の権利を付興し、家族を統率せしめる

制度」であり、「今日の西洋諸国には法律を以て家長の権利を認めている国

はない。即ち家族制度の国はない」とまとめられている（南光社編集部編

1927: 178-9）。

ほかにも「家族制度の長所と短所を記よ」という問いには、「家族制度」

の長所のひとつとして、「人情を敦厚ならしむ」ことがあげられ、「我が国は

古来この家族制度を維持して今日に及んだから……人々協同一致の精神に富

み家名を尊び……人情敦厚で同情謝恩の念篤く郷党互に相助くるが如き掬す

べきの情誼に富める」とされている。そして短所としては、情緒的関係が強

いゆえの「自立自営の精神を希薄ならしむ」ことがあげられ、続く「家族主

義と個人主義の関係を述べよ」という問では、「家族主義」と「個人主義」

の調和による「家族制度」の改善が記されている（南光社編集部編 1927:

184-9）。出典は明記されていないが、こうした主張は第 3節でみた 1910年

代までの論調をまとめたものに相当する。

同時期の国体論、国民道徳論にもこうした論調は残存しており、一例をあ

げると、神宮皇学館教授であった鈴木友吉による 1929年刊行の『我が国体
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と国民精神』では、祖先崇拝によって「家族と時の家族が感恩慈愛といふ神

精的連鎖で結びつけられ」ている「家族制度」と、キリスト教によって祖先

崇拝が衰退した「西洋」の「ただ

〲

現在的空間的の家庭」が対比され、前者

の維持が主張されている（鈴木 1929: 63-71）。

新たに加わった面としては、同時期に台頭した民主主義的な思潮への応答

があげられる。そこでは「家族制度」の情緒的関係が対抗の論理としてしば

しば用いられた。

その一端がよく見出される議論のひとつに、普通選挙法に関する議論があ

げられる。たとえば実業家の後藤武夫による 1922年刊行の『家長選挙論』

では、「情愛に基く夫婦対立の間に子女を挙げて家族的概念をつく」り、権

利義務の関係が支配する「泰西諸国」の家族と、家長を中心として「恭
・

敬
・

と
・

慈
・

愛
・

と
・

が
・

基
・

に
・

な
・

つ
・

て
・

居
・

る
・

」とされる「日本」の「家族制度」が対比される。

そして、普通選挙の実施は、後者の関係を意見の対立によって破壊しかねな

いものと位置づけられ、代案として家長に選挙権を与える「家長選挙」が唱

えられている（後藤 1922: 221-32）。なお、家長にのみ選挙権を与えるという

議論は、同様の論理で玄洋社の頭山満なども主張しているものであった（磯

野 1956）。

もっとも、「家族制度」の情緒的関係に関する言説は、民法典論争の際の

穂積八束の議論がそうであったように、社会主義や婦人運動など、論者が

「西洋」や「個人主義」に由来するとみなした思潮への対抗として出された

性格がもともと強いものであった。1920年代においても、神道史の研究で

知られる広島文理科大学の清原貞雄が、1929年刊行の『提要 日出る国』に

おいて、「肉親の愛」が行き渡る「家族制度」の特徴について述べたあと、

「家族に於ては無能力なるもの、例へば幼者、老衰者、病者などは他の家族

員の温い保護に依つて安らかなる生活を営んでいる」ことを根拠に、「社会

主義者」の主張するような「平等は家族に於て最も完全に実現せられて居

る」と述べる（清原 1929: 107-8）。

だがこのような情緒的関係の強調は、教育や政策の場面でも一定の効力を

もっていたとはいえ、論理的には不透明なものになっていた。「西洋」と

「日本」の家族の情緒的関係については、先の後藤の発言に「情愛に基く夫

婦対立」と「恭敬と慈愛」とあるように、横と縦のニュアンスが強い言葉が

対置される傾向にあったが、単に「愛情に富んでいる」という記述だけでは、
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「家庭」と「家族制度」の差異は曖昧になる。また大家族的な範囲での情緒

的関係や、祖先崇拝による特色づけも、家族変動が進行するなかで説得力を

失っていくのは避けられないことだった。

（2）「家庭」の併呑と読み替え

こうした趨勢のなか、当時の「家族制度」に関する議論でよく見出される

のは、「西洋」と「日本」の家族の差異の強調ないし「家族制度」の存続を

主張していながらも、「家庭」という言葉を併用しているケースである。た

とえば 1910年代の「家族制度（主義）」の代表的な理論家のひとりであった

倫理学者の深作安文は、1929年刊行の『国民道徳概説』で、「日本の家族制

度は自づと西洋のそれとは異なつている」、「日本の家族制度は父子本位であ

るが西洋のそれは夫婦本位である」などと記す傍ら、「父母の子女に向かっ

て教育をなす所はいふまでもなく家庭であり……この家庭は家族制度を背景

として成り立つ」（深作 1929: 78-80）と述べている。

ほかにも陸軍少将であった守永弥惣次による 1925年刊行の『家族制度と

家庭教育』をみよう。これは翌年刊行の版では昭和天皇の台欄を経たもので

あり、書名自体が「家族制度」と「家庭」が併記されているものであるが、

ここでは、「家族制度の廃絶したる西洋各国に於ても、家庭は母の学校なり

と称して、子女の教養には相当に努力して居る」と、「家族制度」がない

「西洋」の「家庭」の機能が記されたあと、「家族制度を基礎として社会を構

成し、国家を建設して居る我国に於ては、家庭は単に子女教養の揺籠たる計

りでなく家族一同の生存持続の居城なれば、家族は互に同心協力一家を経営

し子女を教養し以て社会国家の安寧隆昌に貢献せねばならぬ」とまとめられ

ている（守永 1925: 5）。

これらの議論は、論理構成を抜き取れば、小家族的な範囲で教育機能を有

する「家庭」と、それを取り囲む「家族制度」というように、「家庭」と

「家族制度」の二重構造のようにもみえる。では、家族の情緒的関係につい

てはどうであろうか。前節でもみたように「家庭」は、夫婦関係中心の情緒

的関係と関連づけられ、親子関係中心で権威服従関係を内包する「家族制

度」と対置される文脈があった。「家庭」という言葉は、「家族制度」の存続

を重視するこれらの議論でどのように位置づけられたのか。この点を理解す

る上で興味深いのが、以下の守永の発言である。
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自他無差別なる親子の至情は人の自然の天性にて、決して人為的に養

なはれた性格ではない。而して此天性の発露が、父子の親、夫婦の愛、

兄弟姉妹の友悌となりて家庭道徳を実現するのである。而して家庭道徳

の根本は孝道にして、古人も孝は百行の本なりと云へり。蓋し子の親に

対する孝心は、縦には祖父母に対する順孫となり、祖先に対する敬意と

なり、我子に対する教養となり、孫曾に対する規範となる。横には夫婦

の相和となり、兄弟姉妹の友悌となり、親類相互の信義となる。此の如

く縦横を連ねて生ずる親愛貞順の情誼が、自然に拡張せられて社会の調

和、民族の協同となりて精神的統一を生じ、国家の安寧隆栄を実現する

に至る。（守永 1926: 10-1）

ここで守永は、「家庭道徳」について、その構成要素を小家族的な「父子

の親、夫婦の愛、兄弟姉妹の友悌」としながら、さらに「孝道」を付与する

ことによって、「祖父母」や「祖先」を含む「縦横を連ねて生ずる親愛貞順

の情誼」の根拠とするのである。換言すれば、前節でみた「家族制度」を

「小家族」ないし「家庭」に引きつけて読み替えた試みとちょうど反対に、

ここでは「家庭」が古い意味での「家族制度」に引きつけて読まれるのであ

る。こうした例としてはほかにも、農本主義の思想家として知られる山崎延

吉が、雑誌『家の光』の連載をまとめた 1928年刊行の『斉家の栞』があげ

られる。ここで山崎は、「何人も心持よく感ずるは家族団欒の家庭である

……所謂春風の吹けるが如き、何処となく暖味を覚ゆる家庭は即ち、団欒親

睦の家庭」であると「家庭」の情緒的関係を強調したあとすぐに、「家族制

度の国、特に家長戸主の権威の大なる、権利の強き我国に於ては、一家の家

長たる戸主の心得が尤も大切であり」と続け、戸主による「統一、分担、理

解の躍動によりて家族の集睦が出来、団欒を見ることができる」と述べる。

「家庭」の情緒的関係は、「戸主」による監督のもとに達成されるのである

（山崎 1928: 33）。

こうした読み替えが明瞭に見出されるもののひとつに、1930年刊行であ

るが、文検（文部省師範学校中学校高等女学校教員検定試験）向けの参考書を

多数執筆していた松田友吉による『最新 国民道徳概論』があげられる。松

田はここで、「家族を成して生活をする家族制度は極めて自然的なものであ

つて、西洋流の個人主義的な家庭主義は不自然極まるもの」と、「家族制度」
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と「家庭」の対立的な文脈に言及するものの、夫婦関係ではなく、老親を孝

養するような「親子互に睦び合ふ人間味」があることを根拠に、「Sweet

homeの真味は我国の家族の上に存する所である」と述べる（松田 1930: 298）。

これらの議論に共通しているのは、「家庭」という言葉が有する家族の情緒

的関係を示すニュアンスを媒介としながら、その関係性を横から縦に読み替

え、小家族的な範囲を広げる志向である。

こうして読み替えられた「家庭」という言葉は、「家族制度」への対抗的

な意味合いはほとんど薄められて
(12)

いた。そして「家庭」という言葉を取り入

れることは、単なる「日本」の家族の美点の強調ではないという担保となり

つつ、同時期に展開されていた革新的な家族論や「西洋」への対抗言説とな

った。実体と乖離しつつあった旧来の「家族制度」の意味を保持しつつ、そ

の概念の変更をもたらしかねない家族変動や「家庭」には、「家族制度」と

の対抗的な意味を緩和させる読み替えをして対応する。「家族制度」を存続

させる論理は、こうした戦略のもとに成立していたのである。

6 結論

（1） 小括

本稿はこれまで、1920年代の「家族制度」とその情緒的関係に関する議

論を中心に、概念の読み替えの応酬と存続の論理をみてきた。まず、1910

年代までには「日本」の「家族制度」と「西洋」の家族（「家庭」）の情緒的

関係が対立的に置かれる文脈が形成されていたことと、「家族制度」の存続

を重視した論者が、部分的な「西洋」の「個人主義」の導入を主張していた

ことを確認した（3）。続いて臨時法制審議会に関わる論者と、同時期の「家

族制度」や「家庭」に関する議論から、「家族制度」が当時の家族変動と連

動して「小家族」的に読み替えられ、また「家庭」への移行が唱えられてい

たことをみた（4）。そしてこうした事態を受けて、旧来の「家族制度」の存

続を重視した論者が、その意味を保持させることと並行して、「家庭」に読

み替えを施してその言葉を部分的に取り入れるという論理を形成していたこ

とを明らかにした（5）。

「家族制度」の情緒的関係に関する言説の形成については別稿であらため
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て検討したいが、基本的にはこれは、ル・プレーやリールの家族論にもみら

れる、産業化や都市化への対抗として湧出した伝統的家族像の理想化の一形

態として位置づけるのが適切だと思われる。これらの家族論においては、伝

統的家族は成員への相互扶助機能をもつ情緒的関係として描かれ、近代的家

族と対比的に描かれていた（Mitterauer & Sieder 1977＝1993: 29）。日本の場合

はさらに、後発国にみられる「西洋」への対抗意識と文化的下位の感覚が加

わり、「西洋」に対する優位性の強調と、「個人主義」の部分的な導入が唱え

られることになった（本多 2016）。

1920年代における「家族制度」の存続に関する議論は、家族変動を背景

とした概念のゆらぎがより先鋭化した時代と位置づけられる。先行研究にお

いてこの時期の「家族制度（家）」に関する議論は、その存廃をめぐる革新

派と保守派の対立、また「家庭」概念の浸透が指摘されてきた。本稿の検討

でもそれらの様相は確認したが、より多様な文脈も示すことができたと思わ

れる。これらの家族概念は固定的にあつかわれていたわけではなく、各々の

政治的立場や家族変動に対する理解の相違から、異なる意味付与がなされて

いた。

本稿で検討した議論を、家族変動および近代的な家族概念の導入を軸とし

て図式的に整理すれば、①「家族制度」を実態の変化と併せて「小家族」や

「家庭」に引きつけて読み替える立場、②「家族制度」を「家庭」など他の

家族概念に置き換える立場、③旧来の「家族制度」の意味を保持する立場、

そして④旧来の「家族制度」の意味を保持しつつ、「家庭」を読み替えて導

入する立場、となるだ
(13)

ろう。もちろん実際の議論にはこれらが併記されてい

るケースもあり、論者を全て明確に分類できるわけではないが、レトリック

の展開を捉える上では一定の整理になると思われる。

（2）「家族制度」の意味変容と情緒の配置

そして本稿では、こうした読み替えに家族の情緒的関係に関する言説が関

わっていることをみてきた。「家庭」など近代的な家族概念の浸透と連動し

て、小家族的な範囲の情緒的関係が語られていたことはこれまでも指摘され

てきたが、本稿で示されたのは、家族の情緒的関係に関する言説が、「家族

制度」の読み替え、そしてその存続の論理にも応用されていることであった。

①と②の立場は、当時においては比較的リベラルな立場をとった論者が中
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心であり、家族の情緒的関係を小家族的な範囲に設定している点では共通し

ているが、論理構成は異なる。①は「家族制度」を「小家族」ないし「家

庭」に引きつける読み替えと関わって、議論の上では、「家族制度」に小家

族的な範囲の情緒的関係が配分されている。対して②では、「家族制度」は

家長を中心とした権威主義的な家族集団であり、家族の情緒的関係は「家族

制度」ではなく、「家庭」に配分されていた。これらの立場はともに、当時

の家族変動を見据えた上で旧来の「家族制度」の概念が時代に適合しなくな

っているとみなしてはいるものの、前者は穂積重遠が「家族制度は廃止すべ

しと云ふ」という見解からは距離をとっていたことにもあらわれているよう

に、漸進主義的な傾向があったといえる。

対して、旧来の「家族制度」の意味合いを存続させる立場が③と④である。

③は、「家族制度」と「家庭」を、別個の情緒的関係をもつ空間として位置

づけ、前者の価値を強調するものであり、本稿で検討した範囲でも一種の定

型句となっていた。しかしこの論理では、「家族制度」を特色づけていた祖

先崇拝などの要素の衰退や、同時期の「家庭」の価値の高揚にも強弁で対応

するしかない。

そこで台頭していたのが、「家庭」がもつ家族の情緒的関係に関する意味

を取り入れながら、「家族制度」と併記する④の論理である。ここで重要な

のは、「家庭」に関する議論で唱えられていた夫婦関係の重視などの要素を、

旧来の「家族制度」の秩序に抵触しないように読み替えることで
(14)

ある。こう

することで、「家族制度」を存続させつつ、新たな思潮に対応した姿勢をみ

せることができる。

もっとも③は、1910年代までに形成されていた「家族制度」に関する議

論の再生産であり、④も「家族制度」を改変しない程度で「個人主義」を部

分的に導入するという論理と同様のベクトルであるため、大きな理論的展開

があったとはいいに
(15)

くい。1920年代の議論は①や②にみられるような家族

変動を背景とした「家族制度」の読み替えや概念の置き換えの方が活発であ

り、その存続に立った側は守勢を強いられている面が強いといえる。このこ

とは臨時法制審議会の結果が、当初に目指されていた「家族制度」の存続と

逆の方向に向かっていった経緯によくあらわれている。

しかし、④のような論理が準備されていたことは、1930年代以降の「家

族制度」の存続にも一定の役割を果たしたと思われる。また本稿の検討の限
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界を超えるが、①の立場が「家族制度」という言葉を用いるという点におい

て、論者の意図とは違うかたちで、旧来の「家族制度」の意味合いを語る磁

場を形成することに加担していたとみることも不可能ではないだ
(16)

ろう。いわ

ゆる「家族制度イデオロギー」（川島［1957]1983a）が前面に出ているとされ

る『戦時家庭教育指導要綱』などの 1930年代以降のテキストには「家庭」

という言葉が「家族制度（家）」と併記されており、石田雄は大正期から昭

和期にかけて、「実態においては都市中間層的な『家庭』へと転化していこ

うとする傾向に対して、『家族国家』の側からする『家庭』を吸収しようと

する企て」（石田 1978: 294）があったことを、判定は困難だという留保をつ

けつつ指摘しているが、本稿の検討はその一端を明らかにしたものと位置づ

けられよう。

7 おわりに

最後に、本稿の検討の意義と課題をまとめておきたい。第一に、これまで

重要性は指摘されていても、近代日本におけるその言葉の意味や変遷を分析

した研究はほとんどなかった「家族制度」について、限定的ではあるが、

各々の立場によって異なる意味付与がなされていた過程を明らかにしたこと

である。またその分析にあたって「家族制度」の読み替えと連動した「家

庭」の意味変容について部分的に指摘したが、後者については、革新的な立

場による「家庭」への批判的言及など、本稿であつかった議論の場を離れた

ところでも検討できる点はあるだ
(17)

ろう。

第二に、家族の情緒的関係に関する言説の多様な用法を指摘したことであ

る。近年の研究において家族の情緒的関係は、「近代家族」の浸透と関連し

て位置づけられる傾向にあるが、これは「家族制度（家）」を擁護する文脈

でも採用されていた。今後の研究においては、家族の情緒的関係の内実およ

び論者の背景にある政治的志向により注視する必要があると思わ
(18)

れる。

「家族制度」という言葉の戦前的な用法は、戦後の家族制度復活論争を経

て、公的な議論の場では次第に姿を消していく。しかし本稿でみてきたよう

な、「家族制度」の旧来の意味を存続させようとする家族概念の読み替えに

関する戦略が、この言葉が放棄された後の「家族」言説に侵入している可能

性については、また別個の考察が必要となろう。
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注

（1） 以下引用は、原則として新字体に直した。なお、傍点等は特に注意がな

い限り、原文のままである。なおまとまった引用で、一字下げのものは

原文段落の冒頭から、一字下げでないものは段落途中からの引用を示し

ている。

（2）『国体の本義』の「和と『まこと』」という章には、「我が国に於ては、

特有の家族制度の下に親子・夫婦が相倚り相扶けて生活を共にしている」

（文部省編 1937: 55）という記述がある。

（3） 敗戦直後に「家族制度」という言葉の多義的な用法を指摘した論考とし

ては、本文であげたもののほかに外山（1955）などがある。また渡辺

（1957a, 1957b）は、家族制度復活論争における保守論者の「家族制度」

の存続のレトリックを網羅的に整理した貴重な試みとしてあげられる。

（4）「家族制度」の代表的な研究である磯野・磯野（1958）では「家族制度」

について、「生活事実としてのさまざまな家族の制度（平安朝貴族の家族

制度、現在の漁村の家族制度等）ではなく、敗戦まで日本古来の淳風美

俗として讃えられた家族道徳によって支えられた特定の家族制度、すな

わち家族制度の廃止とか復活とかいう場合に用いられる意味での家族制

度である」（磯野・磯野 1958: 8）と、同時期の論調を強く意識した対象

設定がなされている。

（5）『国民教育と家族制度』所収の奥田（1911）では、「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）

と述べられている。穂積八束の議論では、「祖先教」にもとづく一体感が、

「西洋」の家族にはない「家制」の情緒的関係の重要な構成要素とされて

いたが、後続の議論において祖先崇拝の重視は、「西洋」と「日本」の対

置に比して論者によって力点の置き方に差があった。

（6）「家族制度」という言葉については、井上哲次郎が自伝で、この頃に自

分がはじめて用いはじめたと述懐している（巽軒井上 1973: 34）。なお、

『国民教育と家族制度』のもとになっているのは、1906年に開かれた東

亜協会の研究会での報告である。

（7） 民法相続編中改正ノ要綱の第六「遺産相続人ノ範囲及ヒ相続分」では、

「遺産相続ニ於テハ配偶者ヲ直系卑属ト同一順位ノ相続人トシ其相続分ハ

家ニ在ル嫡出ノ直系卑属ト同一トスルコト」とある（臨時法制審議会

［1927]1976: 327）。

（8） 臨時法制審議会の進行および論点については、本文でもあげた我妻

（1948）、磯野・磯野（1958）のほか、磯野（1958）、依田（1975）、利
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谷・本間（1976）などを参考。

（9） こうした穂積の志向については、川島（［1957]1983b）などに詳しい。

また大村（2013）は、穂積が「家」の存廃をめぐる議論において「中庸

の改革」（大村 2013: 167）の立場にたっていたことを指摘している。

（10） 三浦は 1915年の論考で京都府由良川の村落の調査を報告しており、対

象とした一家について、「一家共同の祖先の影響を以て其団結の強固を図

らんとして居る」（三浦 1915: 111）とまとめている。

（11）「家族制度」という言葉の用法の混乱を指摘した論考としてはほかに、

宮本（1924）、中島（1925）、戸田（1927）などがあげられる。宮本

（1924）は、「家族制度」に関する講演で主催者とその言葉の意味をめぐ

って議論したエピソードをひき、「事実上の家族制度と法律上の家族制

度」の区別の必要性を説いている。中島（1925）は、家父長制的な家族

概念の意味で「家族制度」という言葉を用い、各国の種差性について言

及している。戸田（1927）は社会学的な観点から、集団としての「家族」

と、「社会統制の形式」としての「家族制度」の区別を指摘するものであ

る。

（12） こうした論理を記したものとしては、報徳主義にもとづく家族道徳を

解いた山崎編（1927）などもあげられる。

（13） 本稿で取りあげた論理の整理については、1990年前後の欧米圏におけ

る「家族」の概念規定をめぐる研究者の問題意識をあつかった Cheal

（1991）の議論を部分的に参考にした。

（14）「家族制度」の存続とはやや異なる議論であるが、ノッター（2007）は

大正期の婦人雑誌において、「家庭」と連動してあらわれた「恋愛」や

「男女交際」などの言葉が、「既存の配偶者選択制度を脅かさない、牙を

抜かれたイデオロギー」（ノッター 2007: 79）として意味変容を起こして

いたことを指摘している。

（15）「家族制度」の存続を主張しつつ、「家庭」という言葉を併用している

ケースは 1920年代以前からみられ、たとえば井上（1917）は、「家族制

度」の存続と部分的な「個人主義」の導入を説く文面で、「社会の関係が

複雑になるに従つて、一つの家庭に属する各々の個人はそれゞ思ひゝに

自由発展を遂げなければいけない事情になつた」（井上 1917: 8）と記し

ている。本稿で取りあげた「家庭」の読み替えに関する論理は 1920年代

にのみみられる特徴ではなく、1920年代に「家族制度」の意味が大きく

ゆらいだなかで湧出してきた、さまざまな論理のひとつのパターンとし

て提示したい。
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（16） 近年の研究では、臨時法制審議会における民法改正要綱に「家」の存

続としての側面があったことが指摘されている。蓑輪（2008）は、臨時

法制審議会の民法改正構想における家族員の権利伸長は、「家」の強化と

しての側面があったと位置づけ、また宇野（2016）は、穂積重遠の議論

には、「『世帯』という家族共同体」への移行を主張しながらも、「家族共

同生活にはこれを統括し支配的地位に座る家父が不可欠であり、……家

父の『温情』によって『平和』な共同体として維持され得るとの理想が

抱かれていた」（宇野 2016: 193）と述べている。本稿では穂積の議論に

おいて、「家族制度」という言葉が「小家族」的に読み替えられている点

を重視したが、穂積は「家族制度」の存廃に対して中庸的な立場をとっ

ており、「家族制度」という言葉を用いること自体が、「家族制度（家）」

の存続と関わっていたという可能性については、別稿で詳細に検討した

い。

（17） すでにこの時期においては、「家庭」という言葉の革新的な意味も形骸

化していた点も指摘しておきたい。背景として第一次大戦後の職業婦人

の増加など、公的な場での女性の地位向上に関する問題意識がある。石

田（1978）も指摘するように、1920年代には『婦人公論』で「家庭病診

断号」という特集が組まれるなど、「個人としての女性の『家』からの、

あるいは時には進んでは家庭からの遠心化傾向というべき」（石田 1978:

299）傾向があった。たとえば山川（1927）は、社会主義的な女性解放運

動の立場から、家族成員が家長に隷属する「封建的な家族制度」と、「家

長たる男子一人の収入で全家族を扶養する」ような「無産階級」および

「小ブルジョアの家庭」の問題点を指摘している（山川 1927: 105）。本稿

は「家族制度」という言葉の読み替えに焦点をあてているので、「家庭」

の批判に関する論点は参考程度に留めた。

（18） ドイツ語の「Familie」など、「家族」概念の指示対象が、家父長的な

家族集団から近代的な小家族集団に移行していたことはすでに多くの研

究で指摘されている（Mitterauer & Sieder 1977＝1993）。本稿で取りあ

げた「家族制度」の意味変容もこうした研究のひとつに位置づけられる

が、「家族制度」は一般的な「家族」概念より、政治的志向にもとづく用

法が強い言葉であると思われる。
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