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序
　本稿は、標記に係る筆者の平成 19 年度博士学位論文について思考の整理を行ったもので

ある。

　同論文における筆者の意図は、調停という我が国独自の紛争解決制度の成立過程を通して、

日本近代国家の構成原理――日本近代国制――を憲法史の中に位置付けることであった。こ

こで「国制」とは、独語の Verfassung（英・仏語では constitution）の訳語である。この用

語は従来、「憲法」と訳され、その歴史はもっぱら憲法典成立史として記述されるのが通例

である。だが、その本来の意味は、法、政治、軍事、外交、行政、財政、教育等々の国家諸

制度が一定の基本的原理によって体系化された国家統治に関する根本構造をいうものとされ

る。ゆえに、実定憲法典は当然その最重要要素であるものの、「国家を構成するファクター

は憲法に尽きるものではない」1）。

　ではなぜ、我が国近代憲法史を敢えて国制史として記述する必要があるのか。その理由は、

日本近代国家（明治国家）2）が、純然たる西欧型近代国家ではなかったところにある。明治

国家は周知のように、一方で立憲君主制憲法（明治憲法）を頂点とする西欧近代法に依る「立

憲国家」の側面を持つと同時に、他方で「民の父母」たる天皇に表象される共同体的「道徳

国家」の側面を持つ複合国家であった。ここには二つの指導原理――権利中心の近代法原理

と道義に基づく共同体原理――が並立する。この両原理の体系的関係を無視したままで日本

近代「憲法」の内実を真に知ることは困難である。「其国の沿革より、其事の実跡を熟知し、

其理否の抵触等に付ての議論をも判別」3）しなければ、そもそも「憲法」を知ることはでき

ないのである。

　ところで、このような明治国家の複合構造に関しては、「道徳国家」が「立憲国家」を凌

駕して立憲政治が機能不全となり、その結果無謀な戦争に至ったという評価がなされる 4）。

この評価は要するに、明治国制史を失敗のストーリーとして理解するものである 5）。しかし

ながら、およそ国家は徳義なくして良く存続できるか、という古典的だが同時に現代的でも

ある哲学的視座から見ると、明治国制史には別の評価が加えられうる。それは、明治国家が

真正面から国家と徳義の問題に取り組んだおそらくは初めての近代国家であった、という評
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価である。この評価が適切であるかどうかは偏に、「立憲国家」の指導原理である近代法原

理と「道徳国家」の指導原理である共同体原理との体系的関係に関する、以下の検証如何に

かかっている。

一、西欧近代法原理の導入
明治憲法体制の成立

　1867（慶応３）年、王政復古の大号令によって明治維新はその姿を現わした。明治維新の

意義は、我が国「国体の自覚」と「政体の維新」6）にあったとされる。我が国の「国体は万

世動か」ず、それゆえ明治維新とは、ただその「固有の国体の自覚」に基づき「其の名実を

正さん」として武家政権から政権を奪取する「政体の維新」であった 7）。

　ここで「国体」とは、「歴史的に発達し形成せられた日本の国家のもつとも重要な特質を

指す」8）ものであり、「それなくしては最早日本国家といふものなきに至る」国家の実体・

本質 9）を意味するものとされる。具体的に言えば、「皇国」・「仁義国」10）あるいは「皇国で

あり、道義国家」11）である。その意味は、「ドイツ国法学における国体」（Staatsform）の

ような「国家における権力組織の形式」12）とは異なるものである。それゆえ君民の関係も、「単

なる権力服従の関係」ではない 13）。天皇は「民の父母」14）とされ、それゆえ君民の関係は、「君

徳」15）に基づく「親子の関係」16）とみなされる。

　これに対して「政体」とは、「統治権を行ふ所の力」が誰に存するか 17）、という問題とさ

れる。維新においては、「皇国」たる「国体」との間でその「名実」を正すために「王政の

復古」18）すなわち天皇への「主権の回復」19）が図られた。ここにおいて「統治権」（主権）

が君主にあるものとする君主政体が採用された。この王政復古の理念は 1868（慶応４、明

治元）年の五箇条の誓文及び政体書以降変わることなく維持されたが、やがて君主政体の形

態そのものについて議論が生じるようになった。1881（明治 14）年に至って参議大隈重信は、

議会の議員の過半数を占める政党の党首が内閣を組織するイギリス的政党内閣制の採用を建

議した。だがこのような「君主の名あつて実なき」20）君主政体は、あまりにも「急進の論」21）

であるとして否定された。そして、「議院に付するに独り立法の権のみを以てし、行政長官

の組織は、専ら天子の採択に属」させている 22）プロシア（ドイツ）流の憲法に倣うことが

我が国の憲法として相応しいものと決せられた。この方針に沿って 1889（明治 22）年、大

日本帝国憲法（明治憲法）が制定された。天皇は、憲法によって国民の自由を保護するため

に「君主権を制限」23）される立憲君主となり、君民の関係は「権力服従の関係」とされた。

　以上のようにして明治国制は、我が国「固有の国体」に最も適合する「政体」を選択・採

用する方針の下で成立した。明治憲法の制定に中心的役割を演じた伊藤博文は憲法制定に当

たり、特に「日本の国体及歴史に基き起草する」24）ことを心がけていた。この方針に基づ

き伊藤は、「国民の脳裡に一種の印象」を刻む「皇位」の存在 25）と共に「郷党間の情義」と
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いう我が国社会の特質を斟酌することに留意した 26）。かくして伊藤は、明治憲法体制で確

定することとなる「政体」――西欧的君主制「立憲国家」と「国体」――我が国伝統的「皇

国」かつ「道徳国家」との整合性に意を払った。

　だが伊藤は、「立憲国家」と「道徳国家」の関係についてはむしろ区別を厳格にする。す

なわち伊藤によれば、「冷静なる知識よりは寧ろ情義を重んずるの郷党に於ては、一事を処

理するに当り、情義に殉へて自由討論を圧し去るの風あるを免れ」ないがゆえに、「自由に

公明に討論するを以て最大必要の条件となし、私人の感情若くは情義に至つては、之を一擲

して国家共通の幸福利益を冷静に商量するを本義」とすべき立憲政治とは相容れないものと

される 27）。確かに伊藤の言うとおり、「郷党的社会」の「道徳的、義侠的元素」28）は「社会

に於ける各種機関の緩和剤を供して、其衝突、軋轢を調和」29）し、社会全体を安定に導く

利点を有する。だが同時に、彼にとってその「元素」は立憲政治の側面では有害となり、よっ

て排除されるべき存在であった。

　もっとも、明治憲法制定後の 1893（明治 26）年、第四帝国議会で軍艦建造費をめぐり政

府と議会が対立し建艦費が否決される事態に直面した際 30）、伊藤は、宮廷費の一部を削る

等により政府と議会双方の譲歩を求める「和衷協同の詔書」を天皇に乞い、もって事態の打

開を図った 31）。この際の天皇の立場は伊藤によれば、「憲法国之常例に違」う「万民の父母」32）

たる存在であった。しかしながら、かかる「道徳的、義侠的元素」による解決は、伊藤によ

れば本来、立憲政治からは排除されるべきはずである。それゆえに伊藤は遂に、政党の力を

借りなければもはや「政務を進行するの不可能なるを自覚」33）するに至り、かつて大隈が

建議して否定された「急進の論」を採ることを決意することとなる。1898（明治 31）年、

憲政党を結成した大隈らに対して伊藤は、「憲政党成り、国民多数を代表する政党出現した

る以上は、其首領が内閣を組織する」34）ことが当然であるとして、大隈を総理とする我が

国憲政史上初の政党内閣を実現させた。こうして伊藤において、「政体」と「国体」――「立

憲国家」と「道徳国家」――は峻別されるものとなった。

　ところが他方では、伊藤のめざす「立憲国家」と「道徳国家」の峻別が問題となる事態が

生じていた。その事態とは、他ならぬ民法典の編纂をめぐる事態である。

民法典の編纂と教育勅語の制定――法典論争

　民法典の編纂は当初、江藤新平の主導でフランス法に準拠して行われた。江藤が政府から

退いた後は大木喬任がこれを引き継ぎ、主としてフランス人法律顧問Ｅ・ボアソナード（F. 

G. Emile Boissonade）の起草案を基に編纂作業を続けていた。他方政府は、旧幕政権時代

諸外国と締結した不平等条約の改正交渉を行っていた。ところが 1886（明治 19）年、条約

改正交渉の相手国であったイギリス及びドイツ側から政府に対し、「ウェスターンプリンシ

プル、西洋の主義」35）に基づいて民法等を作れ、でなければ「我々は此条約改正には賛成

が出来ない」36）という要求が突きつけられた。条約改正を急ぐ政府は、始め外務省に、次
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いで司法省に諸法典の編纂作業を命じた。当時、司法大臣は大木の後任であった山田顕義で

あった。伊藤総理大臣の意を受けた山田は豪腕を発揮し、「西洋の主義」に基づく諸法典を次々

と完成させた。その結果、フランス法的法理に基づいた民法も 1893（明治 26）年の施行を

待つばかりとなった。我が国伝統的調停制度である内済に代わって採用されていた勧解も廃

止され、今後はドイツ法に準拠した民事訴訟法によって民事案件が処理されることとなった。

　しかしながら、「妻が夫を訴へ、子が父を訴へることが出来る」37）という民法典の内容に、

岩手県令石井省一郎が驚愕した。山田司法大臣にこのことを糺すと、山田は、「欧米風の民

法でないと、治外法権の撤廃を各国が承知しない」38）以上、やむを得ないと答えた。石井

は仕方なく、「この上は教育の方面で」39）決着を図るしかないと考え、1890（明治 23）年開

催の地方官会議にこの問題を持ち込んだ。地方官会議では「徳育涵養ノ義ニ付建議」が採択

され、文部省に提出されたが、この問題が内閣でも取り上げられ、このことが教育勅語制定

へと向かうところとなった。

　教育勅語制定に当たって当時総理大臣であった山県有朋は、法制局長官井上毅に勅語案文

の起草を依頼した。教育勅語は井上毅案を基にして検討が加えられ、案文が成った。その内

容の核心は、「父母に孝に兄弟に友に夫婦相和し朋友相信じ」という「日用化された五倫」40）

であった。勅語は 1890（明治 23）年、天皇から総理大臣及び文部大臣に下付されることに

より発布された。発布手続に関して毅は、単に天皇の個人的な「著作公告」41）として公表

すべきことを主張していた。「立憲政体の主義」からして「君主は臣民の良心の自由に干渉」

すべきでない 42）と考えたからである。「五倫」という「郷党的社会」の「道徳的、義侠的元

素」――共同体原理――が「立憲国家」の権利体系――近代法原理――に混入することは、

防がれねばならなかった。だが、毅の意に反して発布は、「天皇が道徳律を臣下に命令する」43）

「政事上の命令」44）として行われた。その結果「五倫」は「『明治憲法』の根本理念を支え

る道徳的支柱」45）となった。教育勅語の制定にまで至ったこのような一連の動きは、施行

目前となっていた「西洋の主義」的民法典を批判するいわゆる法典論争に一石を投じること

となる。

　法典論争は、政府が主導する「西洋の主義」的法典の施行をめぐって施行断行派と延期派

との間で激しい議論が戦わされるものであった。論争の最中の 1891（明治 24）年、穂積八

束が一編の論文「民法出テヽ忠孝亡フ」を発表した。その中で八束は、政府の制定した「一

男一女の自由契約（婚姻）」によって「始めて家を起す」ような「個人本位の民法」46）の家

は「我国固有の家制」47）ではないと批判した。彼によれば、そもそも我が国は「祖先教の

国風」48）であって、家族とは「祖先の祭祠を同ふする者」49）の集まりであり、婚姻は「家

祠を永続」50）するために行うものとされる。そして、かかる「個人本位の民法」で「孝道」

という「祖先教家制の影」を失わせておきながら、教育行政でその「影」を維持するような

政府の手法を糾弾する 51）。この論文の内容は「一世を驚嘆させた」52）。
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　上記のような八束の主張の背景には、次のような考え方があった。我が国の家は「父母は

子孫を慈愛」53）するという自然の情に根ざしている。この考え方が祖先に推し及ぼされ、

祖霊が子孫を護持するとされるがゆえに畏敬され、よって「家は祖先の祭祝の継続」54）と

して代々継承されることになる。このように家は「敬愛と徳義との棲息する」ところの「徳

義の養成所」55）であり、単なる「親族の合宿所」56）ではない。「家制」が強固であることで

人は「道徳を重んし社会の美俗を為す」57）ことができる。もし、この「家制」を破壊すれば、

「社会の秩序は道徳に依らすして法令に依りて之を保つことを覚悟」58）しなければならなく

なる。このような八束の考えが更に、「民族の始祖」59）とされた皇位――「民の父母」たる

天皇――の存在そのものにも推し及ぼされることは自然であった。

　法典批判における八束の主張は要するに、伊藤や井上毅とは反対に、「立憲国家」と「道

徳国家」――近代法原理と共同体原理――は峻別されるべきものではないことを鋭く指摘す

るものであったといえる。そして八束の主張は、帝国議会における民法等施行延期法案の成

立に「大なる利目」60）をもたらすものとなった。1892（明治 25）年、帝国議会貴族院で村

田保は、「子より親に対して訴を起し妻より夫に訴を起せよ」というような法律を行って果

たして「一家の平和を保つことが出来」ようか 61）と訴えた。更に村田は、教育勅語で「一

方には孝悌の道を教」えながら「一方には不孝不悌のことを許しては我が法典は我が国体習

俗に悖り倫理を紊る」62）結果になると主張した。村田ら延期派の論陣は功を奏し、その結

果延期法案は可決された。

　法典の施行延期を受けて政府は早速民法の再編纂作業を開始した。ところが、その作業は、

今度はドイツ民法に倣って行われるものであった。その結果、「西洋の主義」と我が国固有

の「『家』『戸主』等」とが併存する、「法理の不明」63）な前民法典と大同小異の民法典が編

纂され、再び帝国議会に法案として提出された。1898（明治 31）年、帝国議会衆議院で沼

田宇源太は、この法案について次のように攻撃した。それは、これまで「一家の平和を維持

し来った」のは日本の家族制度が「道徳の関係、徳義の関係」だったことによるものであっ

たが、今後はこの法律によって夫婦兄弟の関係は「全く変化して、権利義務の関係となる」、

これは「日本の社会的関係に向って爆裂弾を投ずる」ものである 64）、というものであった。

沼田の言は、「立憲国家」と「道徳国家」――近代法原理と共同体原理――の確執を予言す

るものであった。

　続く貴族院においても、子が一定年齢に達すれば父母の同意なくして婚姻ができるとする

規定について、子が父母の同意を得ずに婚姻し、それに対し「親が怒って小言を言ふたなら

ば、裁判所に持って行ってとうとう勝ちになった」というようなことが「有徳」と言えるの

か 65）など異論が提出された。

　しかしながら、伊藤総理大臣による「条約改正と云ふ政府が鬼の面を冠って来て威し附け

る」66）状況で議会での訴えは無視され、民法法案は同年可決・施行された。そのおかげで
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政府が待望した条約改正は成った。だが沼田らの予言した近代法原理と共同体原理の確執は、

やがて政府を悩ます現実問題となって現れる。

二、近代法原理と共同体原理の確執――日本型調停制度構想の出現
臨時教育会議の開催

　1917（大正６）年、政府において臨時教育会議が開催された。この当時「家は人間の雨宿

り」の場所にすぎず「個人主義で結構」とするような家族制度軽視 67）風潮の蔓延に対し、

政府も強い危機感を抱いたのである。会議は当初、教育改革を目指すものであったが、教育

勅語の趣旨を「遵奉」する 68）ためには「政と云ふことと、教育と云ふことと一致せなくて

は実行が出来」ない 69）という理由で、議論は法律制度改正にまで踏み込むものとなった。

その結果 1919（大正８）年、「我国固有ノ淳風美俗ヲ維持」するため、これに沿わない法律

制度の改正を求める旨の建議がなされるに至った 70）。これにより政府も遂に、沼田らが予

言した「爆裂弾」――近代法原理と共同体原理の確執――を無視し続けることができなくなっ

た。

臨時法制審議会の開催

　臨時教育会議建議を受けて同年、政府は臨時法制審議会を設置した。審議は特に、「淳風

美俗」に沿わない民法規定（家族制度）の改正に焦点が当てられた。「淳風美俗」の意味に

ついて鈴木喜三郎司法次官は、「父母に孝に、兄弟に友に、夫婦相和する」ということ、一

言で言えば「一家団欒の幸福」71）のことであると説明した。更に、この「一家」については、

「親子夫婦と云ふ西洋の小『ファメリー』の関係」というような「横の関係」だけではなく「長

く続けて行く縦の共同生活を含んで居ることは勿論」72）のことと確認された。

　審議会では民法の各種規定が論議の対象となったが、その中に、民法が一定年齢に達すれ

ば親の同意がなくとも婚姻できる旨の規定は「一家団欒の幸福」を損ない、よって改められ

るべきであるとの指摘もあった。しかしながら議論の大勢は、「世の中が最早違って居」て「道

徳と法律と一緒にする、是はもう出来ぬ話である」73）というものであった。これが「淳風

美俗」に沿わない法規定の改正を目指したはずの、審議会の早々の結論であった。今更近代

法原理を捨てることなどできない、という。だが、それでは「淳風美俗」――共同体原理―

―との確執はどうするのか、である。その解決は半ば必然的に、「情実裁判所」を設けて「法

律にも何も拘らす勝手に裁判」させればよい 74）、という方向へと向かわざるをえない。

　しかしながらそうだとしても、最終的には権利義務の争いとして訴訟となり、その場合は

厳格に法律が適用される。このように同一の家族間の争いについて、一方では情実に基づき、

他方では法律により判断がされ、その結果両者に矛盾した結論が生じうるが、その矛盾はど

うするのか、が問題となった。近代法原理と共同体原理とは、互いに矛盾する水と油のよう

な存在として捉えられたのである。それゆえこの点については、結局のところ「已むを得さ
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ることと覚悟」75）しなければならないとされた。かかる矛盾を抱えたまま審議会は 1922（大

正 11）年、内閣に対し、「道義ニ本キ温情ヲ以テ家庭ニ関スル事項ヲ解決スル」ための「特

別ノ制度」76）を設けるべき旨を答申した。このように当初の「特別ノ制度」――後の家事

審判所は、「裁判所の制度とは別」の制度として構想された 77）。そしてその実現は司法省に

委ねられた。

三、近代法原理と共同体原理の統合――家事審判所構想
「裁判所と合体」する調停機関の出現

　「特別ノ制度」（家事審判所）の検討が司法省において開始されるまでの間、審議会では引

き続き民法改正の検討が行われた。その審議の過程でも再び、一定の年齢に達すれば父母の

同意なくして婚姻できるとする規定の議論が蒸し返された。ここでは、「近代的婚姻自由」78）

を維持しつつ「一家団欒の幸福」を維持するために、新しい「一家の一員」79）を迎えるこ

とについて家族共同体の中心である父母の同意を得ることが必要とされた。その際に、「唯

虫が好かぬ」80）との理由で親が同意しないというような「婚姻自由」侵害の弊害も指摘さ

れた。それゆえに、「近代的婚姻自由」――近代法原理――と「一家団欒の幸福」――共同

体原理――との「調節」81）が、新しく設けられるはずの「特別の制度」に期待された。

　近代法原理と共同体原理の「調節」は既述のように、水と油との「已むを得さる」妥協と

された。ゆえに、この「特別の制度」は「裁判所の制度とは別」のものとして構想された。

ところが、この構想は、図らずも 1922（大正 11）年成立の借地借家調停法によって重大な

変更が加えられることとなった。この法律は、当時深刻となっていた借地借家紛争に対処す

るために制定された借地法及び借家法に併せて制定されたものであった。借地借家紛争にお

ける政府の基本的考え方は、「貸主及び借主双方の法律関係を明確」にしつつ「両者間の円満、

又両者間の利益を調和する」82）というものであった。そして、この「貸主及び借主双方の

法律関係」――近代法原理――と「両者間の円満」――共同体原理――を「調和する」ため

に考案されたのが、臨時「法制審議会に於て考究中」83）の「別に或る方法」84）すなわち調

停機関であった。家事調停（審判）制度として考えられた「特別の制度」が、司法省におい

て借地借家調停制度のアイデアにいわば先取りされた形となったのである。

　しかしながら借地借家調停制度は、後の家事審判所構想の単なる物真似ではなかった。そ

れは「裁判所の制度とは別」のものではなく、「裁判所と合体」85）する調停機関であった。

裁判官自身を調停に関与させる理由について山内確三郎司法次官は、裁判官に「法律以外の

実情に眼を著けて事を処理するの風」を養わせるのが目的である旨説明した 86）。このよう

な権利義務一辺倒ではなく情義――共同体原理をも加味した紛争解決の模索はすなわち、近

代法原理と共同体原理との統合の素地を示すものであった。そして「裁判所と合体」した借

地借家調停制度は、実現に向けて検討中である家事審判所構想にも影響を及ぼすこととなっ
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た。

家事審判法案の策定

　審議会の答申に係る「特別ノ制度」（家事審判所）の検討は、1924（大正 13）年から司法

省において開始され、議論が重ねられた。だが司法省にはもはや、家事審判所を「裁判所の

制度とは別」の機関とする考えはなかった。家事審判所は「裁判官が中心と為り」、これに「裁

判官以外の者」を加えた「裁判くさく」ない機関 87）――「裁判所と合体」する調停（審判）

機関として構成されることとなった。この構想の変化は言うまでもなく、先に司法省自らが

手掛けた「借地借家調停の実際の経験」88）に裏打ちされたものであった。

　このような裁判所による調停（審判）機関構想は、法律一辺倒ではなく「法律以外の実情」

も考慮する態度に基づくものであったが、このことは言い換えれば、「形式的概念的な法律

関係」の外に「超法規的な法律関係」（「公序良俗の原理」、「信義誠実の原理」）89）を承認す

ることに他ならなかった。そして、「超法規的」原理とは「家族制度の精神」を意味し、そ

の「超法規的」原理が「全法律の運用を統制」するために家事審判所の設置が目論まれた 90）。

かくして我が国独自の調停（審判）制度、すなわち家事審判制度を通して「形式的概念的な

法律関係」――近代法原理――を「超法規的な法律関係」――共同体原理――が「統制」す

ることにより、両原理の統合が可能となった。この近代法原理と共同体原理――「立憲国家」

と「道徳国家」すなわち「政体」と「国体」――の統合により、「徳義の養成所」として不

可欠の、「国体の基礎たる祖先教」91）の実体である家族制度は保持されることとなった。

　もっとも、家事審判法案そのものは 1927（昭和２）年に一応成案が整ったが、家事審判

所の権限に密接な関係を有する民法改正案作業の遅れから事実上凍結状態となってしまう。

その後戦時下での軍人遺家族恩給紛争に対処するため、一部人事調停法として 1939（昭和

14）年制定・施行されたものの、審判法本体は戦局悪化により実現されないまま終戦を迎え

た。その意味で近代法原理と共同体原理――「立憲国家」（「政体」）と「道徳国家」（「国体」）

――の統合は、未完の状況に終ったのである。

跋
　1946（昭和 21）年、明治憲法が改正されて日本国憲法（昭和憲法）が成立した。この憲

法は主権を天皇から国民に移し、天皇を「象徴」の地位に置くものであった。この改正によっ

て「国体」は「変革されなかつた」92）が、「政体」は「根本的な変化」93）をもたらすものと

された。しかもその「国体」も、もはや「民の父母」たる天皇と国民との「心理上の媒体」94）

としての非法律的な「精神的倫理的の事実」95）にすぎないものとされた。更に、この憲法

施行と同時に教育勅語もまた、「法律的な効力」を失う 96）ものとされた。こうして「国体」

と「政体」は切り離され、道徳――共同体原理は国家構造から追放された。以後我が国は西

欧型近代国家モデルに忠実な民主「政体」の下で構成されることとなった。
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　民法の家族制度も、このモデルに基づいて改正が行われた。戸主や家督相続など「家制」

に関する諸規定は廃止され、家族は夫婦と未婚の子で構成される西欧型「小家族制」97）に

統一された。その結果「徳義の養成所」であり、「我国体の基礎」98）であるところの「家制」

は破壊された。それに伴って家事調停（審判）制度も新たに「個人の尊厳と両性の本質的平

等とを基本」99）とする西欧型近代法原理によって構築されることとなり、「淳風美俗」から

の「大転換」100）をきたすこととなった。かくして道徳――共同体原理は自らの存立基盤を

失うこととなり、我が国社会は完全に近代法原理――「法令」によって「之を保つことを覚

悟」しなければならない時代を迎えた。

　西欧型近代国家モデルに基づく戦後国家は大きな経済発展を遂げ、国民に豊かさを享受さ

せた。だがその代わり、「『徳』から『富』へ」の転換によって「道徳の世界も政治の世界も

経済の論理に従属し、それによって支配」101）されるに至り、道徳的歯止めを欠いた欲望が

社会に様々な歪みを招くこととなった。その結果、際限の無い欲望とそれを制御する法との

終わりの無いいたちごっこが続いている。この「現代の悲劇」102）から逃れるために、国家

構造において再び「政治的なるものと道徳的なるもの」とを「不可分の一体」103）とし、「経

済的なるものが自立化していくこと」に対して「つねに歯止め」104）をかけることが求めら

れている。この求めに対し、近代法思考と共同体思想の結合を試みた明治国家の歴史的経験

は少なからぬヒントを提供する。とするならば我々は今後、かかる共同体的複合構造を持つ

明治国制を従前のような「負の遺産」としてではなく、むしろ「正の遺産」105）として評価し、

追究していく必要があるように思われる。
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The Creation and Development of the Constitution in 
Modern Japan 

――The Quest for Modern Japan’s Constitution by 
Means of the Concept of the Arbitration System 

under the Meiji Constitution――

AMEKURA, Toshihiro

  I once wrote a doctoral thesis on the creation and development of modern Japan’s 

constitution. On summarizing this subject now, I especially take note of one person. His 

name is HOZUMI Yatsuka, who was a jurist in the Meiji period.

  Japan’s family system held a special place in Yatsuka’s heart, and he thought of this 

system as follows: The blood relation of parent with child had been the essentials of the 

family system in Japan, as against the western family system in which the contract of 

marriage between man and woman had played the essential role. The Japanese home had 

been an ideal location for cultivating a child’s moral character, and that is why it had 

given the Japan’s family system its moralistic nature.

  Furthermore, Yatsuka thought that Japan’s family system had given morality to the 

nation of Japan, for he believed that family system should be the integral part of the 

fundamental structure of the nation.

  His own view stated above had a major impact on the constitution of the nation of 

modern Japan. That is the reason why I take note of HOZUMI Yatsuka more than 

anybody else.




