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戦後民主化と家族の情緒
―「家族制度」と「民主主義的家族」の対比を中心に―

本　多　真　隆
要　　約

敗戦直後の家族研究は，「制度から友愛へ」という図式に象徴されるように，戦前と戦後の家族の

対比を，後者の「民主主義的家族」の情緒的関係を強調する形で描いたとされる．しかし，家族関係

に民主主義の理念を適用する「民主主義的家族」は，「明るくなごやか」な家族なのだろうか．本稿

は「家族の民主化」論における，「家族制度」と「民主主義的家族」の対立を，家族の情緒的関係を

中心に検討する．その結果，当時の家族研究者は「家族制度」を情緒的な空間とみなし，「民主主義

的家族」に適用される「権利義務」や「主体性」といった「民主主義」の理念を，家族の情緒的関係

と緊張関係にあるとしていたことが明らかになった．いわばその対立は，「明るくなごやかでありえ

た家族制度」と「必ずしも明るくなごやかにならない民主主義的家族」というものだった．結論部で

は，本稿でとらえ直した枠組みのもと，「家族の民主化」論の限界と可能性について考察した．
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Postwar Democratization and Family Emotion: A Comparison  
between the “Japanese Family System” and the “Democratic Family”

Masataka Honda

Abstract

Family studies in early postwar Japan supposed that a contrast between the prewar and postwar periods could 
be drawn using a model in which the a�ective relations of the latter’s “democratic family” is emphasized as sym-
bolic in the progression “from institution to companionship.” However, the question must be asked whether the 
“democratic family, ” in which the democratic idea is applied to family relations, is an “amicable” one? I consid-

er the con�ict between the “Japanese family system” and the “democratic family” in “democratization of fami-
ly” theory focusing on the a�ective relations of the family. As a result of this examination, I clearly demonstrate 
that scholars in the �eld of family studies at that time considered that the “Japanese family system” was an a�ec-
tive space and that the idea of “democracy,” in terms of “rights and duties” applied to a “democratic family” 
and “individuality,” was in con�ict with the a�ective relations of the family. �e con�ict was, so to speak, be-
tween the notions of the “Japanese family system,” which could be amicable, and the “democratic family,” 
which does not necessarily become amicable.
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I．は じ め に

本稿は，敗戦から 1960年前後まで展開された，
いわゆる「家族の民主化」論（1）において描かれた，
「家族制度」（2）と「民主主義的家族」の対立関係を
再考するとともに，その議論のなかから見いださ
れる，いくつかの現代的課題を提示するものであ
る．
「核家族」を分析単位の基礎に据えた戦後家族
社会学のパラダイムは，しばしば「核家族（近代
家族）パラダイム」（3）と総称される（正岡 1989; 
施 2011）．戦前の「家族（家）制度」への批判
と，新たに目指すべき「民主主義的家族」の理念
が記された，敗戦直後の「家族の民主化」論は，
そのパラダイムの理論的な土台のひとつとして位
置づけられている（牟田 1996）．そして現在で
は，「家族の民主化」論において描かれた，戦前
と戦後の家族の二項対立は，「制度から友愛へ」
（Burgess and Locke 1945）という図式に象徴され
るように，「暗く封建的な家族制度」と「明るく
なごやかな民主主義的家族」という，情緒的な家
族像の有無による対立とみなされる傾向があると
思われる．
しかし「家族の民主化」論をみてみると，「家

族制度」と「民主主義的家族」の対比は，現在と
は違うとらえられ方がされていたことがみえてく
る．たとえば川島武宜は，「日本社会の家族的構
成」（[1948]1983）の冒頭において，「家族制度」
から「民主主義的家族」に転換していくことの緊
張感を，以下のように記している．
「しばしば人は，『家族制度の美風』の重点
を，『仲よくくらす』人情的雰囲気に求め，
これを維持することなくしては，われわれの
共同生活は破滅崩壊するに至るであろうと，
考えている．だが，問題は，この『仲よくす
る』しかた，その原理である．日本的な家族
制度がなくなり，民主主義的家族になると，
家族生活の平和はなくなってしまうであろう
か．」（川島 [1948]1983: 2–3）

ここから読み取れるのは，「家族の民主化」論
においては，戦前の「家族制度」には，「民主主
義的家族」とは異なる形で「『仲よくする』しか
た」があるという認識があったことである．そし
て，「家族制度」から「民主主義的家族」への転
換は，そうした情緒的関係を壊すという緊張感の
もとに主張されていたということである．とすれ
ば，「家族の民主化」論において描かれた，戦前
と戦後の家族の二項対立のなかには，「明るくな
ごやかでありえた家族制度」と，「必ずしも明る
くなごやかにならない民主主義的家族」という対
立が見いだせるのではないだろうか．特に，「民
主主義的家族」の理念は，現代の家族を規定して
いるものでもある．それがどのような情緒的関係
への批判のもとに構想されたかを，その可能性と
限界も含めて検証することは，現代の家族の情緒
的関係をとらえるうえでも重要であると思われ
る．本稿では，以上の問題意識のもとに，「家族
の民主化」論において描かれた「家族制度」と
「民主主義的家族」の対立を，そこで分別された
家族の情緒的関係のあり方を中心に検証する（4）．

II．資料と分析視角の設定

戦後の家族研究については，現在多くのソース
ブックや文献選集がある．本稿では，「家族の民
主化」論を担った，当時の家族研究者の文献を中
心に編纂されている，太田武男・加藤秀俊・井上
忠司編『家族問題文献集成―戦後家族問題研究
の歩み』（1970）に収められている文献を中心に
取り上げた．またこれと並行する形で，戦後家族
社会学の主著が収録されている，渡辺秀樹・池岡
義孝監修『戦後家族社会学文献選集』（2008–2009）
を参考にした．文献を選定する基準であるが，紙
幅も限られているため，「家族の民主化」論の総
括的な主張を抽出するという意図のもと，当時の
言論や後続の研究に大きな影響を与えた論者によ
る文献であることを重視した（5）．
分析の視角であるが，本稿がこれからみていく
のは，「家族の民主化」論における，「家族制度」
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と「民主主義的家族」の理念上の二項対立であ
り，それは戦前と戦後の家族の実態であるわけで
はない．注目するのは，民主化論者が，当時思い
描かれた「民主主義」の理念のもとに，どのよう
な二項対立を描いていたかということである．中
川善之助は，当時の家族問題について，1955年
に以下のように述べている．
「家族制度の崩壊期にあっては，人々の頭の
中に二つの原理が混在している．また人に
よって，なおいちじるしく家族制度的の考え
方をする人もあるし，民主主義に徹底してい
る人もある．だからこうした時代には，二つ
の矛盾する考え方が原理として衝突し，悲劇
の起るという場合が出てくる．」（中川 1955: 
74）
敗戦と民主改革という大きな社会変動を背景と
して，旧来の「家族制度」を支えた法や道徳は崩
れ，新たに目指すべき家族像は模索期にあった．
情緒という言葉は本来，さまざまな感情的要素を
指すが，本稿が扱うのは民主化論者が描いた，
「家族制度」と「民主主義的家族」における，「二
つの原理」にもとづく家族の情緒的関係と，その
対立である．以下ではまず，当時の社会背景のも
とに構想された「民主主義的家族」の理念を検討
し【III】，その対比のもとに，どのように「家族
制度」の情緒的関係が批判されたかをみる【IV】．
最後に，「家族の民主化」論の検討を踏まえ，そ
の限界と，本稿の検討から見いだされた知見の意
義について言及する【V】．

III.　「家族の民主化」論の展開

1.　「家族の民主化」の時代
まずは，「家族の民主化」論が展開された社会
背景についてみていきたい．これはまた，民主化
論者がなぜ，「家族制度」を「明るくなごやかで
ありえた」とみなしていたかを確認する作業でも
ある．
敗戦直後は，一面では戦争が終わったことによ
る安堵感や，旧制度からの解放に特色づけられる

が，同時に各インフラの崩壊や飢餓など，生活の
困難に彩られる時代でもあった．湯沢雍彦はこう
した社会背景を鑑みて，「飢餓状態に陥っていた
一般国民は，日々の生活確保を家族・親族に頼る
ほかなく，比較的安定していた農業家族は，小規
模経営の特質上，長男単独相続による直系拡大世
帯の構成を維持し続けることが容易だった」（湯
沢 1977: 45）と指摘している．さらに 1950年代
中頃になると，戦前型の政治体制を復活させる，
「逆コース」の機運が保守政治家の間に高まり，
自由党憲法調査会では，憲法二十四条の「男女平
等」が検討すべき課題としてあげられた．「家族
制度」の復活は，「逆コース」の大きな争点のひ
とつとなる．そして民主化論者が危惧していたの
は，そうした保守的傾向が，しばしば民意に支持
されることであった．田辺繁子は 1955年にその
様相を以下のように述べている．
「『前はよかった』フトそんな思いにふけるに
ちがいない．今の日本人は皆大なり小なりそ
んな気もちを持っている．そのたましいの郷
愁の様なものをとらえて一つの計画を実現し
ようとしている政治家がある．家族制度復活
を叫ぶ政治家達だ．」（田辺 1955: 125）
田辺が危惧した「たましいの郷愁の様なもの」

は，当時の統計にもあらわれている．1957年に
は内閣総理大臣官房審議室によって「家族制度に
ついての世論調査」が行われ，そこにはたとえ
ば，「戦後は家族の間の愛情が一般にうすれて嘆
かわしいという人と，戦後は家族の間も民主的
に，はっきりしてよくなったという人とあります
が，あなたはどちらの意見に賛成ですか．」とい
う質問がある．その結果は，「嘆かわしい」が
26％，「よくなった」が 32％で，「一概にいえな
い」が 33％というものだった．また同調査にお
いては，「あなたは昔のように戸主中心の家と，
今のように二〇すぎた子供は皆平等な家と，どち
らがよいとおもいますか．」という質問に，「戸主
中心」が 41％，「平等な家」が 49％という結果が
出ている（内閣総理大臣官房審議室 1957）．こう
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した数値を鑑みれば，中川善之助が当時の状況を
して，「家族制度の崩壊期にあっては，人々の頭
の中に二つの原理が混在している」と述べた背景
がうかがえよう．そして指摘しておきたいのは，
同調査の質問が，戦前と戦後の家族の「愛情」を
比較させていることにあらわれているように，当
時においては，「家族制度」は情緒的な空間で
あったという共通理解が存在していたことであ
る．
同時代を生きる民主化論者も，その共通理解の
なかにあった．渡辺洋三は，当時最も「封建的」
とみなされやすかった農村家族について，1957
年に「特殊な例外を除けば肉親同士たがいに愛情
と善意があるのが普通である（しばしば，この例
外としての父や夫や姑の横暴さが家族制度の弊害
として強調されすぎたきらいがある）」（渡辺  
1957: 120）と述べている（6）．民主化論者にとって
「家族制度」は，「暗く封建的」と批判すべき対象
であっても，「明るくなごやかでありえた」ので
ある．冒頭で引用した川島武宜の発言にある，
「しばしば人は，『家族制度の美風』の重点を，
『仲よくくらす』人情的雰囲気に求め」というこ
とわりは，こうした時代背景のもとになされたも
のだった．そして，「家族制度」に対置される
「民主主義的家族」は，当時思い描かれた「民主
主義」の理念に忠実であるほど，「必ずしも明る
くなごやかにならない」ものであった．
2.　必ずしも明るくなごやかにならない民主主義
的家族

「民主主義的家族」における家族の情緒的関係
の位置づけをみるために，「家族の民主化」論に
おいて目指された「民主主義」とは何かというこ
とを明確にしていきたい．その証左となるのが，
川島武宜の「日本社会の家族的構成」にある，
「民主主義」についての記述である．ここで川島
は，「家族制度」を上層階級の「儒教的家族」と
下層階級の「庶民家族」の複合物であると論じ，
トータルに批判している．そして，その批判の座
標軸となる「民主主義」に求められる社会関係は

以下のようなものである．
「元来，民主的な社会関係の特質は，人が自
らの行動について自主的

4 4 4

に判断
4 4

し決定
4 4

するこ

とと，その必然的な他の一面としての人間人
格の相互的な尊重

4 4 4 4 4 4

と，である」（川島  
[1948]1983: 5）
こうした社会関係を保証するのが，「権利義務
の体系」としての「法」である．「家族の民主化」
論においては，「民主主義」の理念を家族関係に
も適用することが推進され，それは以下のように
述べられる．
「近代的な『権利義務』の関係というのは，
互いに平等な主体者

4 4 4 4 4 4

の間の関係であり，近代
法においては，親子や夫婦の間には，とくに
財産関係において権利義務の関係が生ずる」
（川島 [1948]1983: 7）
では，こうした理念が適用されると，なぜ「民
主主義的家族」は「必ずしも明るくなごやかにな
らない」ものになるのか．その論点は大きく分け
て二つある．
ひとつめの論点は，家族構成員の「権利義務」，
特に「権利」の意識を認めることである．「権利」
の意識は，家族関係が機能不全を起こした際に，
構成員が対立することをあらかじめ保証するもの
でもあり，「個人」であることを意識させるため，
家族の没我的な情緒的一体感を阻害するものでも
ある．もちろん，ここでいわれる「権利義務」
は，「互いに平等な主体者の間の関係」でなけれ
ば成り立たないものである．
もうひとつは「主体者」という用語に関連す

る．つまり「民主主義的家族」における家族構成
員の結合は，平等者間の「主体的」な愛情にもと
づくものであるということである．基本的には近
代法は，「法」と「道徳」の領域を区分し，「法」
の支配領域を外形的な行為に定め，個人の内面意
識にかかわる問題には介入しないという原則をと
る．この原則について，磯野誠一と磯野富士子
（以下，磯野夫妻）は，「法律に扶養の義務を規定
し，（…）親への服従という行動を法律で強制す
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ることも可能であるが，親を愛すべきことを法律
できめても，それによって愛情がもてるものでは
ない」と解説する（7）（磯野・磯野 1958: 179）．こ
うした視点に立てば，「民主主義的家族」が「明
るくなごやか」になるか否かは，家族構成員が
「主体的」な愛情をもてるか否かにかかっており，
「明るくなごやかにしなければならない」という
強制から出発するのではない．家族構成員が相互
の「主体的」な愛情をもてなくなれば，その回復
を強制する手段を，原則としてはもたない「民主
主義的家族」の結合は弱まらざるをえないという
ことになる．
つまり，「民主主義的家族」は，家族関係に

「民主主義」を適用していくという前提のために，
これらの不安定さを受け入れる必要がある．「主
体的」な愛情がもてなくなればその結合は弱ま
り，またその愛情は，諍いの火種ともなる「権
利」の意識と，時には緊張関係におかれる．北村
達は，「近代家族は家族全員を人格的に開放し，
自由を尊重しているから，意見の衝突，権利の主
張，愛情の冷却等種々の原因によって，紛争が表
面化している」（北村 1955: 83）と，同様の論点
をまとめている．そして，「家族制度」の否定は，
上述のように「民主主義的家族」が不安定なもの
でも，日本社会の民主化という課題のために実現
しなければならないこととされた．我妻栄はそう
した事情について，1959年に以下のように述べ
ている．
「家族共同生活が家族制度倫理によって規律
される場合には，たといそれが家庭の和を実
現しその中に生活する人々に幸福を与えたと
きでも，文化の向上という理想からみて，そ
れは正しいものではない，（…），家族制度を
廃止したのは，この制度の下に不幸な立場に
おとし入れられた人々を救うことを中心の目
的としたのではない．この制度のよって立つ
家族倫理がわが国の文化の向上を阻害するか
らである．」（我妻 1959: 3）
つまり民主化論者は，家族を民主化するという

視座に立っていたというよりは，日本社会に「民
主主義」を根づかせるために，「家族の民主化」
が必要だという視座に立っていた．では，その
「民主主義」とは対立する「家族制度」の情緒的
関係はどのように描かれていたのか．ここで重要
なキーワードとなるのが，我妻も批判的に取り上
げている「和」である．現代においても，家族の
情緒的関係を指す際にしばしば用いられるこの言
葉は，民主化論者にとっては批判すべき，「家族
制度」における情緒的関係をあらわす言葉であっ
た．以下ではまず，その「和」を最も体系的に批
判した，磯野夫妻の著述を中心にみていく．

IV.　明るくなごやかでありえた家族制度

1.　「和」――不平等が内包された情緒的一体感
「和」という言葉自体は戦前期において，教育
勅語の「夫婦相和シ」をはじめとして，国家が発
行する啓蒙書に積極的に記されてきた．磯野夫妻
はまず，その「和」が意味することについて以下
のように述べている．
「『和』とは，利益の対立の合理的調整ではな
く，情緒的な一体感を基とした渾然たる未分
化の状態であるから，家族の一員が他の家族
員たちと異った考え方感じ方をすれば，和の
状態はこわれてしまう．」（磯野・磯野 1958: 
116）
まずは磯野夫妻が，「和」が「情緒的な一体感」
を指す言葉として，戦前期に機能していたと指摘
していることを確認したい．このような「和」の
ロジックは，戦中に文部省が出版した『国体の本
義』（1937）の「『和』とまこと」という章に明記
されており，それは以下のようなものである．
「我が国の和は，理性から出発し，互に独立
した平等の個人の機械的な協調ではなく，全
体の中に分を以て存在し，この分に応ずる行
を通じてよく一体を保つところの大和であ
る．（…）「教育ニ関スル勅語」には「夫婦相
和シ」と仰せられてある．而してこの夫婦の
和は，やがて「父母ニ孝ニ」と一体に融け合
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はねばならぬ．即ち家は，親子関係による縦
の和と，夫婦兄弟による横の和と相合した
る，渾然たる一如一体の和の栄えるところで
ある．（…）夫々の集団には，上に立つもの
があり，下に働くものがある．それら各々が
分を守ることによつて集団の和は得られる．」
（文部省 1937: 51–6）
上述の磯野夫妻の言葉は，こうした官制のイデ
オロギーが念頭におかれたものだった．ここでは
特に，こうした言説が，国家に公認された形で出
されていたことを確認しておきたい．「和」とい
う言葉自体は，戦前の言説に頻繁に見いだせるも
のであるが，上述の引用には民主化論者が批判す
る論点が明確に書かれている．
「民主主義的家族」における人間関係にはまず，
「互いに平等な」関係であることが求められる．
ここでは冒頭から「我が国の和は，理性から出発
し，互に独立した平等の個人の機械的な協調では
なく」と記されている．そして注目すべきなの
は，「夫々の集団には，上に立つものがあり，下
に働くものがある．それら各々が分を守ることに
よつて集団の和は得られる」と記されていること
である．民主化論者が思い描いた意味での「互い
に平等な」関係という理念を重んずるならば，人
間関係の序列が固定され，「各々が分を守る」と
いう考えは批判すべき対象となる．ひとことでい
えば民主化論者は，「和」を単なる「情緒的な一
体感」だとみなさずに，こうした記述に端的にあ
らわれているように，不平等の序列的な関係が前
提となっている「情緒的な一体感」とみなすので
ある．磯野夫妻は続けて，「和」における序列的
な関係を説明している．
「家族制度の下で『和』を保っていたのは，
家族の情緒的な一体感であり，『家の和』を
破らないためには，各自がその分をまもり，
目上は温情をもって下にのぞみ，目下は奉公
の誠をつくし，上は下に扶けられ，下は上に
愛せられるように心がけることが必要であっ
た．」（磯野・磯野 1958: 190–1）

「和」においては序列的な関係が前提となって
いるという批判からはもうひとつ，「権利義務」
に関する論点が出てくる．民主化論者にとって
「権利義務」は，「互いに平等な」関係を前提とす
るものだった．序列的な関係が前提となっていて
は，家族関係の「権利義務」はそもそも発生しえ
ない．そのため磯野夫妻は，「家族制度」と「民
主主義的家族」の原理的な対立として，「民主主
義的家族」が「権利の主張を是認する」のに対し
て，「家族制度」は，「権利の主張を悪とする点に
ある」ということをあげている．そして，「この
点が不明確なために現に和をもって尊しとするこ
とを民主的とする解釈も行われているほどであ
る」と，「情緒的な一体感」でもある「和」が，
「明るくなごやか」という点のみにおいて「民主
主義的家族」の要素とみなされることを批判する
（磯野・磯野 1958: 162）．「家族制度」における情
緒的関係と，「民主主義的家族」における情緒的
関係を原理的に分別して論じようとした民主化論
者にとって，「権利義務」の論点は重要なものの
ひとつであった．現在の研究動向からみれば，こ
の「民主主義的家族」に孕まれる男性中心主義的
な側面が指摘できるかもしれないが，ここでいわ
れる序列的な関係は，主に戦前の法体制に規定さ
れていた，「家族制度」における序列関係である
ことは指摘しておきたい．
さて，「民主主義的家族」であるためには，家

族内に「権利義務」を認めることにならび，家族
構成員の結合が「主体的」な愛情にもとづくこと
が必要であった．以下では，この論点を，M・
ヴェーバーの「権威」と「恭順」の概念をもとに
詳細に論じた，川島武宜の議論をみていきたい．
2．「権威」と「恭順」
「権威」と「恭順」は，ヴェーバーの『支配の
社会学』における，「家産制 Patrimonialismus」の
分析で用いられている概念である（Weber 1956
＝1960）．家族社会学の伝統においては，戸田貞
三や喜多野清一なども，「家族」や「家」の定義
として使用している概念であるが（8），本稿は「家
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族の民主化」という意図のもとにそれらの概念を
駆使していた，川島武宜の著述を中心に取り上げ
る．本稿が特に着目するのは，「権威」に「恭順」
するということは，民主化論者が思い描く「主体
的」な精神と相反するということであり，「家族
制度」においては，家族の情緒的関係が，「主体
的」な愛情がなくても成り立つ面があったとい
う，批判のロジックである．「権威」と「恭順」
はまず，「日本社会の家族的構成」の「儒教的家
族」の分析にあらわれる．そこで川島は以下のよ
うに述べている．
「神聖な権威的秩序の現実のにない手は，
（…）第一に家長（戸主），つぎに父，つぎ
に，夫である．かれらは，それぞれ家族，
子，妻に対して『権力』をもつ．しかし，こ
の『権力』―それは『権利』ではない！
―は，ただの物理的な暴力というような・
はだかの力そのものではなく，服従する人々
の精神に対する

4 4 4 4 4 4

絶対的な高い威力
4 4

，すなわち
『権威』としてあらわれ，その結果，服従 
者は抗しがたいものとしてこれを意識し， 
むしろすすんで

4 4 4 4

これに服従する．」（川島  
[1948]1983: 5）
ここでは，家長などの男性がもっている「権
力」は，「互いに平等な」関係に成り立つ「権利」
ではないという批判とともに，「権威」に「むし
ろすすんで」，「服従」していくことが批判されて
いる．問題となるのはこの「むしろすすんで」な
される「服従＝恭順」が，「主体的」な精神とは
どのように違うかということである．川島は以下
のように続ける．
「なるほど人は，戸主や父や夫の権力や権威
に自らすすんで服従する．しかし民主的な 
自主的服従というものは，抗しがたい

4 4 4 4 4

権威 
に対する卑屈な服従ではない．」（川島  
[1948]1983: 5）
川島は続けて，「封建的家族制度における服従」
は，「心からの服従」であるが，「人の精神を『外
から』規定する権威への服従であり，自らの内面

的な命令に媒介された自主的服従でない」と述べ
ている．川島によれば「権威」と「恭順」は，
「権威」に「すすんで」なされる，また「心から
の」服従である点において，「自主的」な面があ
るが，それは「権威」という，「『外から』規定す
る」要因があるからで，「自らの内面的な命令に
媒介された自主的服従」，つまり自己の良心への
服従にもとづく「主体的」な愛情ではない．
この違いはどのようにあらわれるのか．川島は
続けて，「かような，権威的秩序の違反に対する
制裁は，決して人間精神の内面的な悔い改めの要
求ではなく，まず外的な制裁

4 4 4 4 4

―身体への打擲と
か，叱責とか，勘当とか―」とし，「このよう
な家族制度的秩序＝権威の要求する服従は，外形

4 4

的行為における服従
4 4 4 4 4 4 4 4 4

，一定の形式＝儀礼的行動で
あり，それさえつくされるならば，それで義務は
つくされたことになる」と述べる（川島  
[1948]1983: 6）．同様の論点はまた山根常男が，
「役割意識（role-consciousness）の過剰」として解
説している．山根によれば，「家族制度（いえ）」
における夫婦関係は，「外的な態度や行動を外か

4 4

ら
4

規定する」，「役割」が優位で，「心理的な相互
作用は役割関係の中に埋没してしまっている」
（山根 1956: 11–3）とされる．
そして川島がしばしば強調するのは，「権威」
が，情緒的な雰囲気を帯びてあらわれることで
あった．川島は，「権威」と「恭順」の原理に支
配される「儒教的家族」とならび，「くつろい
だ・なれあいの原理」に支配される「庶民家族」
について以下のように述べている．
「まず第一に，ここでも家族の『秩序』は一
つの権威である．それは，永い伝統によっ
て，動かしがたい抗しがたい客観的制度に固
定しており，その中に生きている人々に対し
絶対的な権威として君臨する．（…）しかし，
ここで注意されねばならぬのは，権威はここ
でははなはだ人情的情緒的

4 4 4 4 4 4

性質をおび，だか
ら権力が権力としてあらわれない，というこ
とである．」（川島 [1948]1983: 9）
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川島によれば，「庶民家族」においては「儒教
的家族」のように，家長などの具体的な人間に
「権威」が体現されるわけではない．しかしそこ
では，「永い伝統」によって「客観的制度に固定」
した「秩序」が，「権威」として「人情的情緒的
性質」を帯びて君臨している．つまり，「庶民家
族」においても，家族構成員は，「秩序」という
「権威」に服従しており，「内面的な命令に媒介さ
れた自主的服従」は成立していないということで
ある．川島によれば，「家族制度」は，「儒教的家
族」と「庶民家族」が「多かれ少なかれ混りあい
また浸透」したものだった（川島 [1948]1983: 3）．
情緒的関係についての説明は「庶民家族」に顕著
だが，「儒教的家族」についても，「物理的な暴力
というような・はだかの力そのものではなく」
や，「心の中で反抗しながら外的力に制圧されて
やむをえずなされる服従ではなく」（川島  
[1948]1983: 5）などと，表面的にはみえづらい心
理的な強制力を問題化していることがうかがえ
る．
3.　明るくなごやかでありえた家族制度
では，以上のように描かれた「家族制度」は，

「民主主義的家族」と比べて，どのように「明る
くなごやか」でありえるのか．
まずは「権利」の問題である．家族構成員に

「権利義務」を認める「民主主義的家族」に対し
て，「家族制度」における「和」は，序列的な関
係を前提としているので，「互いに平等な」関係
において成り立つ「権利」は存立できない．その
ため，身分が下の者が耐え忍ぶことは要求される
が，「権利」をめぐって諍いが生まれる機会は減
ることになる．
そして「主体的」な愛情の問題である．「民主
主義的家族」では，家族構成員が「主体的」な愛
情を感じなくなれば，解体の根拠となる．しか
し，「家族制度」においては，「自らの内面的な命
令に媒介された自主的服従」ではなく，「権威」
への服従が求められるため，「主体的」な愛情が
薄れても家族関係を維持することができる．ま

た，民主化論者にとって，「自らの内面的な命令
に媒介された自主的服従」が求められないこと
は，戦前においては「法」と「道徳」の領域が分
離されず，国家権力の支配力が個人の内面にまで
及ぶことも意味していた．磯野夫妻によれば，
「日本では，法律と道徳の分野が明治以降もなお
きわめて大きく重なり合っていたことが注目さ
れ，この傾向はとくに家族に関して強かった」と
いうことであり，「万邦無比の家族国家は，近代
社会では最も私的な領域にゆだねられるべき家族
内の情緒的関係までをも政治権力によって規制
し」たということだった（磯野・磯野 1956: 95–

7）．本稿では，戦前の家族の実態を記しているわ
けではない『国体の本義』を引用したが，民主化
論者にとっては，家族生活の詳細が，このように
国家権力が公認する書物に記され，それが個人の
内面にまで強制力が及ぶ，戦前の体制自体が批判
対象であったのである（9）．
以上が，「家族の民主化」論における，「明るく
なごやかでありえた家族制度」の素描である．戦
後はこれらを規定していた法体制は失効したが，
それで民主化論者が描いた「民主主義」は達成さ
れたのだろうか．民主化論者が意図した「民主主
義」を現在に接続させるためにも，民主化論者が
戦後の「明るくなごやか」な家族に向けた批判を
みていきたい．
4.　民主主義的家族の条件
磯野夫妻は，戦後も「和」が形を変えつつ継続
していることを以下のように述べている．
「家族道徳の強調と心がけ主義によって『家
の和』を実現しようとする伝統は，戦後もな
お，家族についての考え方を強く支配してい
る．民主的な家庭を一定の型としてかかげ，
主情的な方法によってその実現をはかろうと
する傾向は，教科書の『明るい民主的な家
庭』の取扱い方にも見られないだろうか．家
族関係を，民主的な家庭のあり方

4 4 4

というふう

に，固定的に捉える習慣は，家族関係を形成
する諸要因を分析し，家族生活を人間関係の
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経過として動的に捉えることを阻んでいるよ
うに思われる．」（磯野・磯野 1958: 200）

「和」が，「家族制度」における序列的な関係を
前提とした「情緒的な一体感」を指す言葉として
用いられていたことはこれまでみてきた．ここで
述べられているのは，そうした「家族制度」にお
ける序列は，戦後の法改正によって根拠を失効し
たが，家族関係を「固定的に捉える習慣」は生き
残っているということである．「明るくなごやか
でありえた家族制度」は，「権威」や国家権力が
用意する家族像に服従することが要求されるた
め，家族構成員の「主体的」な精神の成長を妨げ
ると批判された．とすれば，実際の家族生活にお
ける緊張や葛藤を無視して，「明るい民主的な家
庭」を「固定的」にとらえ遵守しようとする姿勢
は，「主体的」な精神とは反するとして批判され
なければならない（10）．川島もまた，「民主主義は，
（…）家族を主体的な

4 4 4 4

個人と個人との関係とする
ことを要求する．（…）ただ，そのような関係に
おいてのみ，近代的な・主体的な人間の・流動的
な家族関係が，現実に即して規律し得られるので
ある」（川島 [1950]1983: 21）と述べる．「民主主
義的家族」とは，「明るくなごやか」であること
を直接的な根拠とするのではなく，「明るくなご
やか」な情緒的関係に，時には緊張をもたらす
「民主主義」の要素を家族関係に適用することで
成り立つ家族であった．そしてそうした論点は，
「家族制度」が「明るくなごやかでありえた」と
いう認識があったからこそ出てきたものだったの
である．

V.　結　　　論

本稿はこれまで，「家族の民主化」論における，
「家族制度」と「民主主義的家族」の対立を，家
族の情緒的関係を中心にみてきた．検討の結果明
らかになったのは，「家族の民主化」論において，
「家族制度」と「民主主義的家族」の対立は，情
緒的関係の有無において分別されたのではなく，
各々の情緒的関係のあり方をめぐって分別されて

いたということである．それはいわば，「明るく
なごやかでありえた家族制度」と「必ずしも明る
くなごやかにならない民主主義的家族」という対
立であった．
その対立の軸は，当時目指された「民主主義」
という理念にあった．「民主主義的家族」は，家
族構成員に「権利義務」を認め，またその結合の
根拠を，権威服従関係にあらがう「主体的」な精
神に位置づける．そのため，家族の情緒的一体感
を時には侵害する個人同士の対立が保障される形
になり，「必ずしも

4 4 4 4

明るくなごやかにならない民
主主義的家族」になる．対して「家族制度」は，
「権利義務」が原理的に認められず，また構成員
が権威服従関係を内面化することが要請されてい
たため，「暗く封建的」ではあったが，「明るくな
ごやかでありえた家族制度」となる．もちろん民
主化論者は，「明るくなごやかにならない」家族
を奨励していたわけではなく，「制度から友愛へ」
というテーゼが一面では示すように，情緒的関係
に重きをおく家族を理想視していた．要点となる
のは，「民主主義的家族」における情緒的関係は，
「民主主義」を認めるという前提のために，「必ず
しも明るくなごやかにならない」ものになるとい
うことである．「家族の民主化」論で描かれてい
た「家族制度」と「民主主義的家族」の対立は，
情緒的関係の有無ではなく，「民主主義」にもと
づく情緒的関係の有無であったともいえよう（11）．
それでは最後に，「家族の民主化」論の可能性と
限界を見据えたうえで，本稿の検討から得られる
知見の意義について，いくつか言及していきた
い．
まずひとつは，他の家族概念と「民主主義的家
族」の区別である．80年代後半以降の家族社会
学においては，西欧社会史研究の受容から，戦後
家族社会学の「核家族（近代家族）パラダイム」
において自明視されていた家族概念が，「近代家
族」として相対化された（落合 1989）．その相対
化の際，「核家族（近代家族）パラダイム」の理
論的土台と位置づけられる「民主主義的家族」も
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また，家族の情緒的関係を特徴とする面では，
「近代家族」と同列に把握される傾向がある．し
かし，本稿の検討によれば，「民主主義的家族」
は，家族の情緒的関係を直接的な根拠とするので
はなく，むしろその情緒的関係と時には緊張関係
にある「民主主義」を適用することで成立する家
族であった．「家族の民主化」論で主張されてい
た家族と，「近代家族」の概念的区別については，
前者を「規範的近代家族」，後者を「社会史的近
代家族」と位置づけた，牟田和恵による詳細な整
理がすでにあるが（牟田 1996），本稿では特に，
「民主主義的家族」における，「必ずしも明るくな
ごやかにならない」情緒的関係についての視座を
提示した（12）．こうした家族概念の分別は，戦後
に支配的になった「核家族（近代家族）」および
そこでの情緒的関係が，磯野夫妻が危惧するよう
に，「民主主義的家族」の条件を満たしていたか
否かを検討するうえでも，重要となると思われ 
る（13）．
もうひとつは，家族像の「固定化」の問題であ
る．民主化論者の理想が，性別役割分業や，異性
愛主義を特徴とする家族像に「固定化」されてい
たという批判は，フェミニズムなどの観点からこ
れまでなされてきた（牟田 1996; 千田 1999, 
2006）．これらの批判は，現行の法的家族概念か
らの「家族の多様化」が議論される今日でも有用
性をもつものであるが，「家族の民主化」論が展
開された時代背景を，しばしば看過しているよう
に思われる．というのは，「家族の民主化」論は
これまでみてきたように，「家族制度」およびそ
こでの情緒的関係が，支配的な家族像として「固
定化」されていた時代に展開されていた議論だっ
たからである（14）．その「固定化」のもとに成立
していた「家族制度」の情緒的関係を壊すという
緊張感のもとに目指された家族像が，「必ずしも
明るくなごやかにならない民主主義的家族」で
あった．本稿が述べたいのは，「家族の民主化」
論の陥穽のひとつでもある，家族像の「固定化」
を乗り越えるためにも，「家族の民主化」論で提

起されていた民主主義の理念および「固定化」へ
の警戒が，現在求められる「家族の民主化」とは
何か，またそれが適用される関係とは何かを問い
直すためにも有用ではないかということである．
「必ずしも明るくなごやかにならない民主主義的
家族」とは，当時慣れ親しまれた家族像の「固定
化」を相対化するための，ひとつの技術的な概念
であった．そしてまた「固定化」を避け続けるた
めの，常に更新可能な概念であるとも思われる．

【注】

 （1） 山手茂は，敗戦直後から 1960年前後にかけ
て，「家族の民主化・家族主義の克服」に答え
た研究群として，「家族法・法社会学・マルク
ス主義家族論」をあげている（山手 1972）．
本稿は，この山手の指摘を参考にしつつ，敗
戦から 1960年前後までの家族論において，「家
族の民主化」という理念に裏打ちされている
議論を，「家族の民主化」論と総称する．

 （2） 「家族制度」という言葉は，戦前期においては
多様な意味を有している（川島 [1957]1983）．
川島武宜は「家族制度」を，「家族という社会
制度」と区別して，戦前期の「法律に書かれ
た・或いは国家ないし政府が公式に承認し
た・制度としての家族」（川島 1983: 440），あ
るいは「家的家父長制」（川島 [1957]1983: 
202）と定義しており，本稿もこれらの用法に
従う．

 （3） 家族社会学において，「家族の民主化」論が目
指した家族は，主に「近代家族」と呼ばれて
きた．施（2011）においては，社会史研究の
「近代家族」と区別する意味で，「核家族パラ
ダイム」という用語が用いられている．本 
稿では，「民主主義」の議論を重視すると 
いう立場のもと，「民主主義的家族」（川島  
[1948]1983）という用語を用いる．なお，以下
引用は，原則として新字体に直した．また引
用の傍点は，特に注意がない限り，原典のま
まである．

 （4） 民主化論者が「家族制度」の情緒的側面を指
摘 し て い る こ と は， 牟 田（1996）， 米 村
（2012），阪井（2012）などが言及している．
特に阪井（2012）は，民主化論者が，「家族制
度」の情緒的関係を称揚する保守政治家との
対抗関係において，「愛情」を「民主主義的家
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族」の根拠とすることに抵抗をもっていたこ
とまで詳細に分析しており，本稿と重なる視
点がある．とはいえ阪井の記述においては，
「家族制度」と「民主主義的家族」の情緒的関
係がともに「愛情」と記されており，民主化
論者が両者の情緒的関係を，原理的に分別し
ようとしたことについては触れられていない．

 （5） 本稿では山手茂の指摘を参考に，法学者，法
社会学者の発言を多く取り上げることになっ
た．池岡義孝は戦後家族社会学の確立期につ
いて，「戦後すぐのこの時期に家族社会学の単
著を刊行したのは，戦後の家族社会学の主流
ではなく周辺にいる研究者たち」（池岡 2009: 
29）であったが，『現代家族講座』（1955–1966）
が小山隆と川島武宜らの編著によるものであ
るということなどから，「小山を中心とした戦
後の家族社会学も同じ方向性を共有していた」
（池岡 2009: 26）と指摘している．

 （6） こうした見解を示す背景として，民主化論者
の多くは，農村などで戦後民法についての講
演活動を行った経験があることがあげられる．
たとえば中川善之助は，地方の講演の際に，
民法改正によって，家族の情緒的関係がなく
なるのではないかという相談を受けたエピ
ソードを紹介している（中川 1954）．

 （7） 「法」と「道徳」の議論は，特に親子関係のあ
り方の明文化をめぐって，民法改正の際に牧
野英一と，その弟子である我妻栄，中川善之
助による論争があった（利谷 1976）．また，
戦前日本の国家体制が，思想や信仰など，個
人の内面的な自由を保障していなかったとい
う論点は，丸山（[1946]1995）をはじめとして，
当時の社会科学で共有されていたものでもあ
る．丸山は「営利とか恋愛」などの「私事」
が特に，戦前の国家体制においては「悪」と
み な さ れ て い た と 述 べ て い る（丸 山  
[1946]1995: 22–3）．

 （8） 戸田は「恭順」の原語である“pietät”を「従
属」と訳し，川島とはその使用法が異なる（戸
田 [1937]1993）．“pietät”をめぐる家族研究者
の問題設定の違いについては別稿で論じたい．

 （9） 磯野夫妻は戦後日本の体制を射程に入れ，「た
とえ，教える内容がいかに民主的なもので
あっても，それを政治権力によって強制する
ということ自体が，民主政治にとって危険き
わまること」（磯野・磯野 1958: 136）と指摘
している．

 （10） 小山隆も 1953年に，「家族を出来得る限り客
観的に観察する為には，（…）何よりも先ず大
切なことは，これを動的な姿においてみると
いうことである」と，戦後家族社会学の実証
精神について論じており，家族を「社会の固
定面」とみなすことを批判している（小山  
1953: 155）．戦後家族社会学における「家族の
民主化」論の継承については，別稿で改めて
論じたい．

 （11） 米村千代は，家族史研究において，近代家族
論と従来の伝統的家族研究との接合の重要性
について論じている（米村 2011）．本稿で検
証した，民主化論者が，「和」や「恭順」と
いった言葉で表現した「家族制度」の情緒的
関係は，社会史研究における「心性」の視座
のもとに，近代家族論が提出した歴史社会学
的研究の知見と接合することが可能なテーマ
になると思われる．

 （12） 田渕六郎は現在の家族研究について，「知見の
蓄積を通じて現代の家族についての我々の理
解がどのように深まるかについての理論的考
察は少な」く，「理論的研究を含めて，様々な
知見を体系化していく試みが待たれる」とい
う見解を示している（田渕 2006: 959）．本稿
の作業は限定的ではあるが，家族の情緒的関
係を基点とした，家族概念の理論的体系化に
ついての試みでもある．

 （13） 家族研究者による，「民主主義」という観点か
らの戦後家族への批判の系譜については，阪
井・藤間・本多（2012）にまとめられている．

 （14） 唄孝一は，民法改正において，我妻栄などが
旧来の家族観を部分的に継続していたことに
ついて言及している（唄 [1978]1992）．民主化
論者に残存する，戦前の家族道徳の影響，ま
た個別の論者の傾向についても検討すべき点
はあると思われる．
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