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［文献g録l

岡田朝太郎について（附・著作目録）

西英昭

本稿は刑法学者・ ) 11柳研究家として著名な岡田朝太郎の分野jjlJ著作目録である。筆者は

既に「岡田朝太郎著作目録（稿）」と題して初歩的な目録を『東洋法制史研究会通信』第

15 号（2006 年）に投じているが、本稿はその大幅な増補改訂版である。 113~高は基本的に

東洋法制史の研究者のみが固にする内輸の雑誌で、はあったが、ネット版を公開したことで

その他の研究者の自にも留まったようであり、幾らかの反応をお寄せ頂いた。今田法史学

研究会の岡野誠氏よりその士皆様改訂版を御慾漁頂き、同氏の御希望にj合う形で分野別の毘

録とした上で簡単な解説を付し、分野毎に時代順の配;lljを取ってまとめ直し、利用者の使

を図ることとした。

また問問については別途拙稿「清末民国待期法制関係、日本人顧問に関する基礎情報J（法

史学研究会会報 12・2008)114-117頁や拙著『『牽鴻私法』の成立過程』（九州大学出版会・

2009) 23、43頁においても取り上げたことがある。逐一これらの参照を読者に強し、るよ

りは、何回関連の情報を一括しておくほうが読者に便であろうと考え、これら拙稿の岡田

関連の部分についてもあわせて本稿に収めることとした。結果的に一部拙稿（！日稿）と同

ーのテキスト・史料が再登場することとなるが、以上の趣旨からこれを諒とされたし、。

改めて関係文献を捜索して実感したのは、岡聞の旺盛な執筆意欲で、ある。専門とする刑

法研究の傍ら、 J11初日に隠する論考も発表し続けている。おそらく今回の斉捜索をもってし

でも間関の全作品を網羅し得たとは思えない。彼の多作ぶりには脱＊留する以外にない。

凡例

・配列はテーマ別とし、テーマ内で、は年代Ji闘とする。論文、書籍のJI頂で掲載する。さらに

細かな分類が適当と思われる部分については、適宜細目化した分類を立ててある。

－著書は『』、論文は f j で示す。（ ）内は掲載誌とその巻号である。同じ論考が複

数の雑誌に転敬されている場合は（雑誌名・雑誌名）の如く併記した。

. r * J印を付した書籍は中国政法大学図書館編『中国法律図書総闘』（中国政法大学出版

社・ 1991）収録の情報に拠るものである。ただし問目録は所蔵情報を欠いている為、現

物及びその所蔵機関については確認不能で、ある。

・テーマ別の分類はあくまで暫定的なものであり、また論考によっては複数のテーマに関

係するものもある。以下の目録利用の際には、全てに自を適されることをお勧めしたい。
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1：岡留朝太郎の生涯・間間報太郎に隣する文献

本誌 12号でも紹介したが、河田耕太郎（おかだあさたろう・ 1868.5.29～1936.11.13)

の生涯について最もまとまった記述として『大日本博士録』第一巻法皐及薬皐博士之部（発

展社.1921) 48-49頁を再度引用しておく。以下の通りである。

護大垣務土岡沼王手八長男、明治元年五月二十九日（戸籍簿登録の日隙は事費相違）美濃大塚南石切村

に出生、明治十ごー年ノj、感を半途に退き明治十五年迄陶器室重工見習ひ、同年上京東京外図語感校に入り偽

誇を修む。尋て大挙7象備門第一高等中皐校を緩て伺年二十一年帝聞大挙法科大祭に入り、向二十四年七

月働法科を卒業法塾土と鋳る、綴いて大正持続に入り刑法を研究し、問二十六年九月帝翻大拳法科大挙講

師、伺二十七年五月三十一日助努d歪となり法科大祭の講座に臨み傍ら各私立法律皐校の~曜にl怨じ刑法を

講ず、間三十年三月非職となり文部省よりJfl］法研究の矯め飾、郷、ニヶ鴎へ留祭を命ぜられ更に伊太利

に仰皐す、！南三十三年七月蹄朝、間二十一日法科大撃教授に任ぜられ刑法講座を封書任す、同年九月警察

監獄祭校教授を兼ぬ、同年十一月法典部資曾委員拝命、間三十四年六月法皐博士の撃｛立を受く、同三十

七年三月兼宮殿止、同三イ九年九月二十九日夜宮の儲済閣欽命修訂法律館鱗査員兼法律皐堂教員として

招~官せられ法典調査の事業に従ひ又法祭を耕受す、大正郎年九月自ら解約し専ら法律館の鳩託事務に従

ひ、法科大撃耕支を併す。

ほぼこれに尽きているが、これ以外にもいわゆる七博士事件に関与し、論障を張ったこ

とでも知られている。彼は本l餓の刑法学においても非常にI幅広く様々なテーマを扱ってい

る。とりわけ豊富な外国刑法の知識とその紹介は、後に述べる清国法律顧問の経験ととも

に特徴的なものである。川柳研究家としての岡出については後述するが、そのほかに大正

期に流行した俗謡「1鴨緑江節」の作言司者とする説もある。

彼は伺狩代の法学者とも機々な形で、交流を持っている。後に述べるように彼は靖国法律

顧問在職中に、台湾113慎調査を担当した岡松参太郎へ協力を要請したことがある。また穂

積陳重夫妻とも親交があったようである。穂積陳重『法慾夜話』（有斐閣・ 1916、のち岩

波文庫・ 1980）所収の fヱジェリヤの涙水」では明治 32年に陳重がローマに滞在した際

に何回とともにBoscoSacro遺跡、を訪問したエピソードが説かれており（l)、また夫妻とと

もに歌舞伎観賞に出かけている様子も妻・歌子の日記に度々登場する（2）。穂積重遠とも幾

許かの交流があったようである（3)0

なお岡田の蔵書については、刑法研究資料約 3000余冊が明治大学図書鎗へ寄贈されて

いたが、関東大震災によりボアソナード文庫等とともに焼失したようであるω。なお同震

災で岡田の蔵書がすべて灰燈に帰した訳ではないようであり、震災後の明治大学図書館展

に岡田の蔵書が出品されたこともある（5）。また筆者自身も昔東京の古書店で問団の蔵書印

を有する書籍を見かけたことを付記しておこう。
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岡田に関する総合的な文献としては、以下のようなものがある。

（履歴）

－西濃聯合教育会編『商機人物誌修身資料第l輯』（同会・ 1910)31・34頁

・井関九郎監修『大臼本博士録第一券法挙博士及薬害喜博士之部』（発展社・ 1921)48 49 ]ii.! 

－『大E人物辞典宜』上巻（日本図書事センター・ 1989）オ・167頁

（言ト報・追悼文・人物批評）

・言ト報「岡田（朝）法博J（読売新開・ 1936年 11月 14日）

・木村箱二 fn,意問回戦太郎博士J（法律時報8・12・1936)

・牧野英－ f問団朝太郎先生の永）J!iJ（法学協会雑誌54・12・1936)

・佐瀬昌三「岡国朝太郎博士の憶ひ出」（法律論叢 16・1・1937)

・平塚芳雄「恩師の思し、出J（機飛人262・1965)

－新潟長l)j挙「東西両京の大学（4訪問問対勝本J（読売新開・ 1903年 4月 29日）

. ／；日生子「法務珍話悶魔長（14）文士から法律家へJ（読売新開・ 1921年 11月2日）

（その他）

・「岡田家の三十銭デーJ（読売新開・ 1920年4月27日） ＊岡回家のエピソードを収録

• f母と子（共の廿九）法学博士問問i初太郎氏婦人節子とその愛児」（読売新開・ 1914年 7fa] 21臼）

＊岡田の姿子の肖像写真を収録

2：刑事法関連の著作

岡田朝太郎の臼木刑法学に占める位置については、小林好信 f岡回戦太郎の刑法理論J

（法律時報 51・8、9・1979、後に古川経夫他編『刑法理論史の総合的研究』（日本評論社・

1994）に収録）がある。あわせて参照されたい。

《論文》（6)

「短期自由刑の二大弊害救治策」（明法誌叢 17、20・1893)

「累犯者をi演する一策J（法学協会雑誌12-8・国家学会雑誌89、90・1894)

明lj法第二J編第二章第二節についてj （法学協会雑誌12・12・1894)

「官吏の職務を行ふを妨害する塁手についてJ（法学新報45・1894)

「寄認罪論J（法学協会封筒志13・9、12・1895)

「古今の獄逆者に関する精神医学的研究J（法学協会雑誌 14・1～4、6、9・1896)

「累犯者の処分J（国家学会1出志 125・1897)

「変造私文新子使の件についてJ（法学協会斜酷 15・1・1897)

「現今の刑法学理適用の有様J（丹羽清次郎編『名士と青年』（上問屋・ 1899）所収）
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（ドイツ語訳） Vorentwmf zu einem Strafgesetzbuch白rdas kaiserlich japanische Reich, Sammlung 

Ausserdeutscher Strafgesetzbiicher in deutscher Ubersetzung no.14//a Berlin. J. Guttentag 

f菟罪者に文付る国家賠償制度J（法律新聞3～6・明治法学 13・国家学会雑誌 165・1900)

「緊急状態及意思自由」（法学志林 12～14・1900)

「刑事政策（講演速記）J （明治法学 14・1900)

「ベノレチュン氏個人識別法」（監獄協会雑誌 13-11、12、14司2～4、6・1900・01)

「官吏の職務を行ふを妨害する罪に就て」（日本弁護土協会録事45・1900)

f緊急状態及意思L自由J（法学協会雑誌 19・1、6・1901)

「刑法改正賛成論J（読売新鶴・ 1901年 1Ji2413)

「芳rj法非改正論の一節に付きて岸本法律学士に質すJ（法律新聞 19・1901)

「弄lj法非改正論を評すJ（法律新聞 20・1901)

「岡松君にJ（法律新開 21・1901)

f （解疑）街事会社に対する誹殿罪J（法学志林 16・1901)

「（解疑）ー罪と数罪を区別する標準J（法学志林 17・1901)

「承諾と犯罪成立との隠係」（法学志林 18・1901)

「（解疑）受寄の時計を売却したる者の処分J（法学志林20・1901)

「特別宥恕並罪様の列挙に付て」（法学主主林21・1901)

「（解疑）強盗強姦致死の処分J（法学志林22・1901)

f犯罪論」（法政新誌5・45・1901)

fー罪と数罪との区別について」（法政新誌5-47、48・1901)

「刑法学理適用の有様J（長井庄吉編『名士講壇』（上田屋・ 1901）所収）

「汗ljの執行猶予J（内外論叢 1・3、4・1902)

「「チャーレス」五世の刑法J（法学志林30・1902)

「刑法改正案に就て（講演）」（明治法学30、31・1902)

「手段とは何そやJ（明治法学36・1902)

「（資料）芳ljの執行猶予の立出始（明治法学38、39・1902)

「隠私漏告罪（国家涯学会講演）J（明治法学43、44・1902)

「刑事政策（岐阜講話会議話）」（明治法学45、46・1902)

「役界最古の法典（明治法律学校に於ける講演）」（明治法学47、48・1902)

「隠私漏告罪を論すJ（明義3-10、11・1902)

「Jfljの執行猶予についてJ（法学協会雑誌21-3・1903)

「自殺についてJ（法学協会雑誌21・9、11・1903)

f「ベノレチオン」式個人識別法についてJ（法学志林43・1903)

fカン及びピジヨニェノレ氏の臼本刑法草案を批評すJ（明治法学51、旬、 57・1903)
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「正犯従犯の区別の標準に関する能川学士の論駁に答ふJ（明義4-4・1903)

「再び姥川学土に答ふ」（明義4-6・1903)

「思政と刑法J（太揚9-3・1903)

f受託物費消罪についてJ（法学協会雑誌22-4～6・1904)

f間勝正犯J（法学協会雑誌22-12・1904)

「催眠術を以て私に治療を施すを業と為すは刑法私為医業の罪か」（内外論叢3-3・1904)

「賄賂として官吏に贈るべく委託したる金銭の費j白J（法学志林56・1904)

「催綬術と刑法との関係殊に刑法上医業の意義（法理研究会講演）J （明治法学70・1904)

「誤殺誤傷についてJ（明治学報76・1904)

f刑事裁判の一大欠点」（法学新報 14-8・1904)

「刑事上の責任年齢iこ就て」（思家学会雑誌 19-4・1905)

「責任吏新J（法学協会雑誌23・3・1905)

「不作為の詐欺取財」（法学協会雑誌23-11・1905)

「（法理研究会講演会）民法と刑法との関係」（法学協会雑誌23・11・1905)

f因果連絡中断か責任更新かJ（法学志林7-1・1905)

「委託者以外の者が受託者に対し撞に委託物を自己に売却せしめたる場合の処分（辛lj検事弁護士試験問題）」

（明治学報82・1905)

f明治三十八年法律第六十六号に就て」（明治学報86・国際法雑誌3・8・1905)

f時事刑法緩J（法学協会雑誌24回 1～3、6、7・1906)

「貨幣偽造に関する罪」（法学協会雑誌24-4、5・1906)

「韓国新刑法」（明治学報98・1906)

「医家と法律家の衝突J（読売新関・ 1907年 1月 813別刷）

「世界の刑法J（法学志林18-7、8・1916)

f刑法、比熊新旧、軽重処断の規則に就てJ（日本法政新誌 13・1917)

f委内瑞位合衆国新刑法法典概評」（法学協会雑誌35-2、4、呂、 7、9・1917)

「枯狭き法定刑と酌加減の法」（法律新聞 1360・法学志林20-1・1918)

「賄賂に際する立法例」（法学協会雑誌36-6、8、9、11・1918)

「予審の所管」（国家及国家学6-1・1918)

「一九一九年包奈馬共和国刑法法典賂評」（杉山＠：次郎編『富弁先生還暦祝質法律論文集』（有斐問書房・

1918）所収）

「波平IJ維亜刑法法典」（法学協会雑誌37-8～12、38-1、3、8～10・1919-20)

f予審について」（法律新開 1950・1922)

「刑法の改正について」（法律及政治 1-6、7（未完）・ 1922)

「天津罪国津罪J（法律及i&＇台3号、 4、5、7、8・1924)

「毅禁罪の沿革」（法律及政治3-10、4・4.1924-25) 
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「選羅王国刑法法典J（早稲国法学3・1924)

「緊急行為に関する研究資料J（法律及政治6-11・1927)

「｛言用及び業務に対する罪の客体J（法律論叢7・2・1928)

「汗IJl:去改正予備草案自信平（総則）J （早稲田法学8・1928)

「今日から実施される滋犯紡止令の骨羽宍深夜忍び込んだ者は殺しでも罪にならぬ」（読売新開・ 1930年

6月 10日）

fポーランド逢警罪法（訳）J （法律論議 13-3・1934)

「西淀牙新刑法典に就てJ（法律論議 14-1、2・1935)

「独逸刑事法二磁」（自塁手 199・1936)

《討論記事》

「（討論）印、乙を殺害するの目的を以て毒薬を服用せしめたるに偶々消議物之に混和し居りたるを以て乙

は死を免れたり甲は有罪なりや否J（法学協会羽原志 12-9・1894)

「（討論）宮吏を教唆してi反乱高せしめたる私人は有罪なるや否やJ（法学協会羽信志 14・2～5・1896)

「（討論）清を知りて偽造貨幣を窃取して之を以て物を貿入たる者の処分如何」（法学協会計胤： 15・6・1897)

「（討論）狂者刀を振ひ人を追ふ父兄兵ー傍に在り被難者巳に恨ある者なるを見て其依棄て置きたる為め遂に

之を殺せり父兄は刑法上劉すべきものなりやJ（法学協会折原志 18伊12、19“1～9・190001) 

《半lj伊irn平釈》

「（判例評釈）文書偽造行使事件J（法学協会雑誌21-2・1903)

「（判例評釈）偽続事件J（法学協会雑誌21-2・1903)

「（判例桝冗）強制協事件」（法学協会剰融21-2・1903)

「（半IH?IJ評釈）窓気盗用事件の判例を評すJ（法学協会雑誌21-7・1903)

《校隠・批評など》

（賛評）藤津茂十郎『刑法評論改正草案』（東京専門学校出版部・ 1901)

（校関）選弁尊文『不作為犯』（有斐閣・ 1902)

（校閲）松原一雄『過失論』（刑事論集第2号）（有斐閣・ 1903)

（校総）吾孫子勝・乾政彦訳 fフォン・リスト著独i針 l法論』（早稲岡大学出版部・ 1903)

《著書》

『日本刑法論』（有斐閣著書房・ 1894)

『刑法総員IJ』（日本法律学校本科 28年度講義録）（日本法律学校・ 1895)

『日本刑法論』（総言語之部・訂正増補再版・訂正増補3）坂（｛言山社復興lj）坂あり）・有斐隠・ 1895)

『日本刑法論~ （各論之部・訂正増補阿波（｛言山社復刻版あ引・有斐閣・ 1895)
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『刑法論』（中外印刷・ 1920)

『汗rj法総論』（中外印刷・ 1924)

『遜緩国刑法法典』（出版者・出版地不明・ 1924)

『刑法各論』（明治大学・ 1925)

『刑法論』（中外印刷出絞部・ 1927)

『刑法分論』（自版・ 1933)

『刑法の知識』（万有知識文窓 14) （非凡閣・ 1934)

『刑法分論（改訂）』（自版・ 1934)

（日本語訳）『一九二八年西斑牙刑法』（司法資料 194号）（司法省大臣官房調査課・ 1935)

（臼本語訳）『伊太利刑法典』（司法資料 198号）（司法省大臣官房調査諜・ 1935)

（日本語訳）『伊太利刑事訴訟法典』（司法資料第 199号）（司法省大臣官房調査課・ 1935)

（忍本語訳lII伊太利刑法典報告』（司法資料第207号）（司法省大臣官房調査課・ 1936)

（日本語訳）『伊太利刑事訴訟法典報告』（司法資料208号）（司法省大在官房調査課・ 1936)

《講義案・講義録》

『大審院刑事判決例参考科目Jl（東京専門学校行政科第八回一年級講義録）（東京専門学校・ 1896)

『刑事訴訟法講義案』（有斐閣・ 1901)

『ifiJt封稔貝リ講義祭』（有斐i沼・ 1901)

『Ifill:丘講義案』（総貝lj／各論・有斐i沼・ 1901)

f刑法第七十七係ニ付テノ機関」（『三卜六年度高等科ノー干ll仏法律学校講義録』第 24号（和仏法律学

校・ 1902))

開IJi公講義案』（6版・ 21肝・有斐閣・ 1902-03)

rJfrJ法改正案比絞共他ニ付テノ競演及ヒ推問］」（『三十六年度高等科ノニ和仏法律学校講義録』第 44号

（和仏法律学校・ 1903))

f諜故殺罪ニイ寸テノ講演J（『三十六年度高等科ノ三 和仏法律学校講義録』第56号（和仏法律学校・1903))

犠打創傷罪自殺及ヒ割台罪ニ付テノ講演J（『三十六年度高等科ノ五和仏法律学校講義録』第74号（手日

仏法律学校・ 1903))

「犯罪ノ定義ニ付テノ講演J（『三十六年度高等科／六和仏法律学校講義録』第 83号（和仏法律学校・

1903)) 

「一罪ト数罪トノ区別ニ関スノレ推関紙ニ講演」（『三十六年度高等科ノ九 和仏法律学校講義録』第 112号

（和仏法ノ律学校・ 1903))

『刑法講義』（刑法総論／各論合本・明治法律学校出版部締法会・ 1903)

『刑法』（和仏法律学校高等科36年度講義録・ 1903)

『刑法講義案』（改正8版・有斐隠望書房・ 1904)

『法政大学講義録刑法総論・各論』（法政大学・ 1905-06)
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『刑法問答録』（早稲田大学38年度法律科第一学年講義録）（判福田大学出版部・ 1905)

『刑法総論』（法政大学38年度講義録・ 1905)

『刑法講義総論』（明治大学39年度法学科第一学年講義録・明治大学出版部・ 1906)

『刑法講義』（明治大学39年度法学科第二学年講義録・明治大学出版部・ 1906)

『刑法講義総論』（明治大学40年度法学科第一学年講義録・明治大学出版部・ 1907)

『刑法講義』（明治大学40年度法学科第二学年講義録・明治大学出版部・ 1907)

『刑法総員lj講義案』（有斐閣・ 1915)

《刊行年不明分》

『邪法各論』（法政大学）

『刑法総論』（法政大学）

『刑法』（総員lj.日本法律学校）

（翻訳）『比律3罰則j法』（出版者・出版i也不明）

（翻訳）『秘露刑法~ （出版者・出版地不明）

（翻訳）『日文西斑牙刑法法典』（出版者・出版地不明）

（翻訳）『日文智利刑法法典』（出版者・出版地不明）

『比絞刑法』（明治大学出版部・『日本立法資料金集』 Jllj巻 315、316(f言山社）として復刻）

3：法学〈刑事法を除く〉関連の著作

f土地所有権の起源J（法学協会雑誌 10-1、2、3、5、6・1892)

f一九三三年以降の独逸ヒットラ内閣立法J（法律論叢 14・12、15・1～4、6・1935-36)

『法学通論』（富山房／有斐閣共同刊行・ 1908)

『法学通論』（改訂5版・中外印刷工業・ 1919)

『日常の法律』（『大日本百科全集』第 11巻・誠文堂・ 1927)

（校訂）土産彦太郎・相川茂郷『中等法制経済教科書』 (fit訂改版・明治書院・ 1906)

（歓修）『最新六法全書』（最新六法全書編纂所・ 1926)

4：清国法典編纂関連の著作

岡田戦太郎は清国政府の法律顧問として赴任し、中国における近代的法典編纂事業に携

わったことでも知られる。なお何回の中国における業績を扱った文献として、以下のよう

なものがある。

・宮坂宏「？青末の法典編纂をめぐってJ（法制史研究 14Jllj冊・ 1963)

・同「1青宋の近代法典線纂と日本入学者J（専修大学社会科学研究所月報46/47・1967)

・同「清国の法典イヒと日本法律家－l青末の刑法典編纂の問題にっし、て 」（『仁井田樹等士追悼論文集第3
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巻日本法とアジア』（勤草警房・ 1970）所収）

・島問正郎『1青末における近代的法典の編纂』（書I］文字土・ 1980)

イ銭関建「沈家本岡田朝太郎法律思想、比較研究J（張箇華主編『博通古今学貫中西的法学家ー1990年沈家

本法律思想、国際学術研討会論文集』（侠西人民出版社・ 1992）所収）

・黄源盛 f？青米民初近代刑法的啓象者一岡田朝太郎」（策2詩集教授祝欝論文集編輯委員曾編『黄宗聖語教授六

秩祝賀 基礎法拳草ilJI（準林文化事業有限公司・ 2002）所収、後に修改の上岡「岡固執太郎輿f青末民初

刑事立法j として同『法律鎚受奥近代中園法』（盟立政治大拳法皐叢書 55、元照出版有限公笥線経鈴・

2007) （こ収録）

また、本誌 12号でも紹介したが、その際の招勝契約書の写しが外務省記録の中に存在

するめので再度紹介する。！

大j青~

欽差出使日本国大臣楊権代

欽命修言T法律大箆沈家本｛五廷芳~再訂

大日本東京帝園大拳法科大皐耕受法皐博士岡田朝太郎矯

北京法律祭賞教習兼

欽命修訂法律館調査員所有合同僚款関列於左

第一則 該員到中国後l悠受法律暴堂E主管節嗣ljj箆守 奏定象堂主主程及本製堂宝章程内教習R草原各候並遊修律

大臣命令従事法律館所属託調査改良刑法事室此外民商等法遇有筋託亦際立高力軍基助

第二則 該員在皐堂耕受刑法及刑事訴訟法按照本撃蛍慰甥授業T員定表及時刻l輿各教習分｛圭課目

第三員I] 該員JI!!,:受薪水分jlj如友

一由法律謬堂毎月致送薪水銀図六百闘

一泊法律館毎月致送津貼銀図武百翻

一本製堂法律舘来俄該員問主相嘗宮房毎月男送虜秘銀圏五十闘｛旦住房未満一個月須按日tDJ草

以上三項倶以到北京之第二日起算按照中関暦於毎月月底致送所有食勝率馬像役一切費用及住E毒内ド針者

等｛牛倶由該員自理

第四員lj 本合間以潟三年矯期限限｛街頭言T輿否宿本拳堂及法律館臨時約定

第五則該員如来経修律大臣及法律皐堂監管許可接連一月来能従事第一則第二員I］所掲職務時薪水減半｛向

再t業連畷課二月員日本合同作駿

第六員lj 該員非有疾病及意外事故不得於合同期限内籍端辞職如或自綴角科哉須於三個月前預先幸吉明不得臨

日寺告僻

前項自行詰締法不得要求Jll資

第七員lj 本撃堂及本館除因該員有違背合同及繍課潟三個月可将該員辞退外不得於合同期限内無端解約

但本皐堂及本館主日有意外事故不能履行合同之持可臨時特該員辞退除i2l:J11資銀図四百閤外男送六個月薪
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水以示格外優待之意

第八則該員自照本合同鹿鳴後t勧告起程来中図時致送川資銀閣四百回以矯切旅費

如合同期満不再綴訂締園日寺亦致送川資銀圏西百臨其常年暑椴年暇日寺旅行蹄図等費俣由該員自理

第九員lj 該員在合同期限内非経法律大臣及E主管許可不得兼他業亦不得在外男牧生徒

第十員lj 本合同分繕漢文田紛署名蓋印一存該員一存使署一存法律築裳一存法律館以日程｛言守

第十一員lj 本合問中古日有米釜事主主侠該員到北京後奥修律大臣総司寺鶴訂

F付則

本合同所帯号銀図係筋重庫平七銭二分之中顕現行銀殴

大I育園

欽差出俊宮本殴大臣楊梅代

欽命修吉T法律大豆沈家本伍廷芳訂

（サイン）

大日本函東京帝鴎大察法科大率教授法祭博士岡田紛太郎 （ザイン）

光緒三十二年七月二十六日

明治三十九年九月ト四日

清国では「南寧胡同」に寓居侶）して法典編纂事業に従事する傍ら、幾度かは一時帰国も

していたようで、その際に車！？闘の取材に応じて進捗状況を述べているω。清国滞在中の具

体的な活動状況について『注築資日記』では修訂法律館で法案の起草作業等に当っていた

圧と開聞の交流の様子を垣間見ることができる制。当時の何回の仕事ぶりについては皮肉

めいた報道もあるものの（II）、彼の功績はこれによって庇められるものではなかろう。事業

を進めるに当たって岡田は、同時期に台湾問慣調査を進めていた岡松参太郎へ協力を要請

している（12）など興味深い動向も知られている。

以下本段落は本誌 12号での紹介の再掲となるが、彼は民国四年にある詐欺事件に巻き

込まれて失意の帰国を余儀なくされたようで、事件の顛末が『政府公報』民国四年六月二

十七日（一一二六号）（ωに、彼の弁明書が外務省外交史料館所蔵外務省記録 f外国官庁ニ

於テ本邦人麗入関係雑件清国之部J第四巻（一） (3円8類4項 16・2号）に残されてい

る。また清末の法律編纂顧問として何故何回や松岡義正、志田錦太郎といった人々が選ば

れたのかとしづ問題については、当初清朝側としては梅謙次郎の招鳴を考えていたものの

断念したことが知られる(I唱。当時悔は朝鮮での慣習調査・立法作業に関わっており(15）、梅

本人は法律顧問として中国へ渡ることは無かった。しかし彼が幾人もの日本人顧問を紹介

していることは興味深い。また清朝側も、招勝の実現性はともかくも、多くの日本人学者

を候補に挙げて検討を進めていたことが、北京大学堂の開設の際の史料に見える（16）。これ

以外にも自身の著作を通じての中国との交流や、中国に関してしばしば自論を展開した記

事などが知られている（J7）。
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《論考》

fj青国憲政施行問題についてJ（国際法雑誌8・6・1909)

f清国の教育及法典編纂について」（太陽 15・11・1909)

fj青国の刑法草案についてJ（法学志林 12・2・1910)

fi青国の将来に就てJ（国際法雑誌9-7・1910)

「清酒既成法典及び法案についてJ（法学志林 13・8、9・1911)

「清酒改正汗I）律草案J（法学協会雑誌29・3・1911)

「（雑報・法理研究会記事）靖国法律談J（法学協会雑誌29・3・1911)

rr青国の法制J（那事法評林3・9・1911)

「（雑報・法理研究会記事）支那の現行刑事法令の要領」（法学協会雑誌33・12・1915)

《中国語訳された著書・教科書等》

『1去政速成科講義録 Jli）法総論』（法政大学・ 1905)

『i~訳Jfi）法講義案』（法政大学・ 1905)

『法政速成科講義録刑法各論』（法政大学・ 1906・07)

『7同法総則講義案 I英文』（有斐閣・ 1906)

『J去学通論』（張孝01英訳・富山房・ 1908)

「（口授）刑事法Jli，撤祭市lj度J（襲fl言諜述・終士立編『検察日制度』（上海・中国図書公需・ 1911）所収）

＊（徐謙校定） w検察制度詳考』（順治門内東太平fij徐宅印・ 1912)

『中耳E民国瞥行j'fr刑律』（国民大主主・中華大主主・ 1913)

（序論）法律線査会編中立『εl'i在民国罰則総築： fl付j~生成法規』（法律編査会・ 1915)

『中~民間続Jfi）律総員I）講義~ （明治大学出版部・ 1917)

ネ（徐議校定）『検察i告IJJ!!'詳考』（1917)

＊『中華民国新知l律総則誹義』 (i初防大学， 1919)

＊『刑法総員lj』（朝賜大学・ 1922)

＊（胡長？青訳）『刑法総論』（朝陽大学出版部・ 1925)

＊（畝長補訳）『日本Jllj法改正案評論』（上海会文堂新言己主整局・ 1931・北京図番線／上海図書館蔵）

（うち刊行年不明分）

＊（江l&f訳） WJFIJI:宏総論』（法政大学）

* w刑法総別講義案』

＊（江府・陳輿年訳）『刑法一総論各論j（法政大学）

＊仮在奥年訳）『刑法各論』（民国年干ii)

＊熊元裏訳『刑事訴訟法』

＊『新知l律（法律Jjlj科）』 (i抱印本）
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5リII柳関連の著作

川柳研究家としての岡田朝太郎を扱った文献には以下のようなものがある0

・「問問三面子J（宮尾しけを編『昭和jII柳百人一句』（自版・ 1934))

・中愁喜雄「明治諮諺断章：何回三面子の世界J（産大法学 14-1・1980)

・尾藤三柳「伺田三面子J() 11柳春秋（NI狂E学園） 29・1993)

－脇劃ii柳「岡田三面子と古川柳研究J(J ii柳学 2-1. 2006) 

・「三面子J（尾藤三柳監修／堺手lj彦・尾藤一泉編『JII榔総合大事典第一巻人物編』（雄山閣・ 2007))

岡田は雅号でもいくつかの記事を発表している。本誌 12号で紹介したとおり最も有名

なものは「三節子」であり、その由来は彼の日頃の所論に「刑法を学ぶんにゃ先づ新慌の

三街に通じんけりゃならぬのぢやj とあることだとしづ説がある（則。また「虚心」という

号も有したことが人名辞典等に説かれる。これに加えて「虚心亭主人j という号もあった

ようであり、尾藤三柳氏は「その文名はっとに知られ、二十代前半から当時の著名家を有

した硯友社に在って、明治二十二年には虚心亭の筆名で小説『妾薄命』（吉岡書籍館）を、

続いて二十四年には同じく『玉かしわ』を公刊しているJ(19）としている。河田が IJ.J[心亭

主人J の号を用いていたことは、同名で「〔漫録〕三面観」なる記事を『法律及政治~ 1巻

8号から 5巻 10号まで30屈にわたり連載し、しかもその 2巻総目次に f法学博士」との

肩書きがあることからも強く推測されるが、これ以上のことはよくわからない刷。

また彼の雅号として「凡夫子」や「田上回山」を挙げる説もある(2J)o凡夫子については、

本稿6に挙げた明治法学の岡田寄婚の口絵の解説（「（雑粗）ペニスの二大壮観J（明治法学

39・1902）、 I（総ll）ニュルンベルグ五角塔」（問 44・1902））の筆名として登場するので、

岡田の筆名である可能性が比較的高いといえようか。田上回山については、『太楊』誌 7

巻 13号法律時評禰において f嘗春以来本欄を携任せられたる、法皐博士岡田朝太郎氏は、

公私多忙主主分執筆し難しとの事に付き、爾来同氏の紹介に係る、某々法皐博士及び法，皐土

の意見を掲載すること〉なし、本誌には差嘗り、法事博士三面子の短編を採れり、三面子

とは果して何人か、終た三回子何をか論ぜ、ん、護者乞ふ其内容を熟讃玩味せられよJと謎

めいた解説が付されており、同号では三面子、 14号以降では法学士田上四山の筆名で法律

時評織が続いている。三百子は岡田の雅号であるとしても、田上回山は不明である。四十

山を同の字の草書体の意味だとすれば、国の上に岡、即ち間関となるかもしれないが、我

ながら牽強付会の説のような気もする。また法学博士である岡田がわざわざ法学士を名乗

るかについても、 5皆誇を好む同図のことであるからわからないにしても、確証はなし、。

岡田の川柳好きは棺当に有名であったようで、それにまつわるエピソードもしばしば報

じられている倒。彼の川柳は時には舌鋒鋭く、また時には不言平安買うこともあったが（23）、

『柳樽』の先駆的な研究者としての地位は不動のものといえそうである。筆者は川柳研究

を専門とするものではないため、評価は文学研究の専門家に委ねることとしたい。
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《論考》

「孟蘭盆会一川籾トJ（明治学報89・1905)

f万匂合J（読売新聞・ 1905年4月8日）

「川柳資料」（早稲田文学 1（明治39年1号）・ 1906)

「花震！日次郎J（高潮 1・1906)

「（文纂） ) I柳を募集す川柳十員IJJ （中央公論21-2・1906)

f （文慈） J II柳（岡田三面子撰）J （中央公論21・3・1906)

「（文慈） ! 11柳 (I羽田三面子撰）J （中央公論21-4・1906)

「（文義） JI I柳（罰田三面子撲）」（中央公論21-8・1906)

「）1 I柳十則」（東京日日新聞・ 1906年 1月 15日）

f箆塚」（燕塵 1-9～11・1908)

「！11柳談」（燕塵3-5～7・1910)

「誤字誤写文は変更に基く難解又は具誠の例J（ゃなぎ樽研究 1-1、7、8、2-9、4-1、2、5・1925-28)

「誹風柳樽全集に就てJ（ゃなぎ樽研究 1-2・1925)

「誹風柳樽全集に就ての補遺」（ゃなぎ樽研究 1-4・1925)

「足袋と）1 I杉山（ゃなぎ樽研究 1-4・1925)

f川柳敬錯子J（被鉾川柳 1411・1925)

「百花堂露丸と其撰句」（ゃなぎ縛研究2-1・1926)

「寛政改革と柳樽の改版」（早稲田法学5、6・1926)

「書感花屋旧次郎（高潮第一号）J （書誌2-1-1926) 

f仏国でも川柳が大はやりJ（読売新関・ 1926年6月 22日9面）

「天変地異にも生き伸びた！II柳」（読売新聞・ 1926年 6月24日）

「寛政改革と柳樽の改版の増損と正誤J（早稲田法学7・1927)

f ! 1 I柳評前句附万句合意I］刊の年月」（ゃなぎ樽研究3-1・1927)

「頼政は水沢山な歌を詠みJ（読売新潟・ 1928年6月 26日）

f桜に因む）1 I柳」（読売新濁・ 1929年4月 1213) 

「（講演） ! II柳と法律」（明治聖徳記念学会紀要31・1929)

「川柳日木武尊」（！II朝日続鉾 18-1・1929)

「！11柳養老酷泉」（ゃなぎ樽研究5-1・1929)

「下谷上里子に関する古！II柳狂句」（久保回金健編『下谷上野JJ（松坂屋・ 1929）所収）

f歯に関する柳句集J（『よはひ草』第4輯（小林務店・ 1929）所収）

「罵に関する古｝II杉山（読売新聞・ 1930年 1Jl 14日）

「頼政（謡曲）と）1 I柳J（ゃなぎ樽研究6-4・1930)

「奉行の川柳狂句」（法律時報2-10・1930)

「罪Jflj古！1 I柳J（犯罪科学 1-1、3、7・1930)
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「難解川柳狂句J（ゃなぎ樽研究7-1～4・1931)

「頼朝に対する）ii柳狂句J（頼朝会雑誌2～4・1931)

「和歌に関する難解柳句J（ゃなぎ樽研究8-1～6・1932)

f難解川柳狂句解」（ゃなぎ樽研究8-8～12、9-1～6、9、10・1932-33)

「天保以後のJ11柳狂句J（月刊日本文学公6・1932)

「万暦十辰年万勾合抄J（ゃなぎ樽研究9-8・1933)

「難角平Jll柳狂句J（ゃなぎ樽9・11、12・1933)

「常盤に関する）ii柳狂句J（頼朝会雑誌7・1933)

「忠臣蔵のJ11柳と狂句J（読売新聞・ 1934年 12月 14日）

「故岡田三函子穣 J1 I柳から見た「万葉集」と f今昔物語JJ （書物展望8-9・1938)

《著書》

『三面子狂句集1』（有斐閣書房・ 1905)

『評蒋Jll傍柳初編』 （）1 I柳よのころ社・ 1925)

間ド風籾樽全集に就て』（柳書刊行会・ 1925)

『木卯柳句抄』（東京市立日比谷図書室官・ 1926)

『寛政改革と榔樽の改版』（磯部甲i湯堂・ 1927)

『評繰川傍柳第二編』（よのころ社・ 1928)

『謡曲と）1 I椀』（春i湯堂・ 1930)

『J11柳』（岩波講座日本文学）（岩波書店・ 1931)

『名川柳集』（大日本雄鯨曾講談社・ 1936)

『日本史伝川柳狂句』（日本史伝川柳狂句刊行会・ 1942-44)

『日本史伝川柳狂句』 1・26（古典文庫・ 1972-80)

6：コラム・エッセイ・その他の著作

「法政新誌の発刊を祝すJ（法政新誌 1-1・1897)

「（法律時評）刑法全部の改正・感化法・刑囚及狂囚の監禁に就て」（太陽7-1・1901)

「（法律詩評）刑法改正非改正J（太陽7-2・1901)

f（法律時評）改正刑法草案の各本条に就て・公娼取締J（太陽7・3・1901)

「（法律時評）救値税・拷問廃止の時期・婚娠に関する父母及び戸主の同意J（太陽7-4・1901)

「（法律時評）委託金費i自に就てJ（太陽7-5・1901)

「（法律詩評）惰民の取締及び究民の保護」（太陽子7・1901)

「（法律時評）涜職法・小学校令施行規則中・交通警察・改正文部省外国留学生規定第七条」（太陽 7-8・

1901) 

r ＜法律時評）車lj客に就てJ（太陽7-9・1901)
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「（法律時評）裁判官の技傾・私立法律学校卒業者・殺伐の気風・交番所・人の鍛JliJJ （太陽7・10・1901)

「（法律待評）裸体閣と裸体と鮮血・消紡夫・裁判と裁判官・私立法律学校・支那の箆海軍と日本の経済界・

鉄筆板の法政講義筆記・狭きには疾馳せしむ可らず・弁護士と可法事務の渋滞・耳うらなしリ（太陽7・13・

1901) 

「（口絵）独逸刑法学二大家（写真） ---A'.ノレ子ノレ博士・リスト博士一J（岡田博士寄贈）（明治法学25・1901)

「（法律時評）刑法改正案・銀行条例の改正・学制改革業・法律第六十三号・速成法制経済講義録・行通警

察J（太陽8・2・1902)

「（法律時評）謀故殺の区別の復活lこ就てJ（太揚8・3・1902)

「（雑組）正義の神ー表紙の童に付て 」（明治法学28・1902)

「（口絵）伊国の井戸の牢（写真）J （岡田博士寄鱒）（明治法学29・1902)

「（雑組）伊国の井戸の牢J（明治法学29・1902)

「（口絵）ゲノレ7 ン古代の司法会議（写真）J （岡田博士寄贈）（明治法学34・1902)

「（口絵）ベニスの二大壮観（写真）J （照田博士寄贈）（明治法学39・1902)

「（口絵）ニユノレンベノレグ五角塔（写真）」（向田博士寄贈）（明治法学44・1902)

「（雑滋）刑法答案批評」（明治法学45・1902)

f都市の道路取締J（警察協会雑誌29・1902)

「公園の雀」（福田滋次郎編『学窓閑話~ （日青光館・ 1902）所収）

「都市に小公園を設くべし」（太陽8・15・1902)

「（口絵）総馬市フォロムの今昔J（岡田博士寄贈）（明治法学51・1903)

「羅馬市Forumの今昔（口絵説明）J （明治法学51・1903)

「（雑租）選挙取引J（明治法学53・1903)

「（口絵）伊太利ポンベイ市のフォロム（写真）J （向田博士寄贈）（明治法学55・1903)

「（雑組）口絵の説明」（明治法学55・1903)

r （口絵）ジュリアス・シイザの廟 TemplumDivi Julii一J（岡田博士寄贈）（明治法学57・1903)

「（雑迩）挿査の説明ージュリアス・シイザの廟－J（明治法学57・1903)

r （口絵）阿片爆の毒（写真）J （岡田博士寄贈）（明治法学62・1903)

r c口絵）患馬タノレベイア崖－TARPEA-J （何回博士寄贈）（明治法学64・1903)

r c雑組）タルベイア崖」（明治法学64・1903)

r ＜口絵）礁汗rjと桑首（写真）」（岡田博士寄贈）（明治法学67・1904)

r （雑組）世界最古の刑法序」（明治法学67・1904)

「（口絵）仏国革命の際マヨタン組の死汗l]J （岡田簿土寄贈）（明治法学72・1904)

「（口絵）一七九七年十月十六日カンポ・フオノレミオに於てナポレオンと壌国全権委員との会見の図→ム壊

外交談判破裂J（岡田博士寄婚）（明治法学73・1904)

「（雑組）品読書偶ます（三十） } 1 J柳（屠蘇・遊戯の中）」（明治学報82・1905)

「（口絵）革命の惨ーノレイ十六世将に断頭台に上らんとすJ（向田博士寄贈）（明治学報83・1905)
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f（口絵）奇異なる死刑執行一→可弗手lj力日コンゴー共和国の死刑」（岡田博士寄贈）（明治学報86・1905)

「（雑粗）緒告書偶紗（三十三）黄鳴援会詠草一日永・江ノ島にて・畑打・霧J（明治学報87・1905)

「分限令の解釈と教授の言論」（法学志林7-9・国家学会雑誌 19’10・1905)

「満州の処分に関して」（明治学報93・1905)

「（海内思潮）満州処分」（中央公論20-9)

「六博士の上奏文J（国際法雑誌4-2・1905)

「問題の性質を理会せよJ（太陽 11-14・1905)

「高等文官制l検事受験者心f尋」（新時代 1-2・1906)

「司法制度と実業界（肖像写真あり）J （太陽 12-9・1906)

「裳氏没後の支那政局時局収姶の人物J（読売新聞・ 1916年6月8日）

「文章亡国の事例J（日本及日本人689・1916)

「大危害事件について」（東京朝日新院・ 1923年 12月30日）

「医業の秘密問題」（日本之医界 16-83・1926)

『虚心続』（磯部甲陽堂・ 1927)

f随筆 虚心綴J（ヰ左右吉田法学9・1929)

「虚心漫録J（犯罪科学2-8・1931)

「五七五の廻文J（読売新聞・ 1931年8月 11日）

「ボアソナァド先生の通訳とデスクJ（駿台新報333・1932)

「刑事参考品の蒐集」「剣lflJ」「火刑」「礎知l]J（『刑事博物館図録』（明治大学刑事博物館・ 1933）所収、後

に『明治大学刑事博物館資料』第 16号（2002）にて復刻）凶

註

(1）何回の即詠として「ェジェリヤがワイフ気取りの聖森（ひじりもり）ナイフ落してシクジリの森j

が収録されている。他にも小室龍之助 f庚回首相就任祝賀三八会J（学士会会報 580・1936、

http://www.gakushikai.or.jp／：皿agazine/archives/archives_580.html)でも岡田の即詠として f教へ

子の世に出でますを見るにつけたぽうれしさに涙こぼるりが収録されている。

(2）犬丸治「穂積歌子観劇l年表－ f穂積歌子日記」に依る」（歌舞伎一研究と批評7・1991、ネット絞

は閑氏HP「歌舞伎のちから 犬丸治・劇評集J(http://homepage3.n耐えcom/inumaru/newpa官e69.

htm））によれば 1896年 2月2日歌舞伎座、 12月 5日市村座、 1897年 2月 11日宮戸座、同 14

日明治座、 1902年 6月 1日歌舞伎座、 1903年3月 15日東京座にて穂積陳重・歌子夫妻その他の

人々と歌舞伎観賞をしている。 1903年3月 15日の際には同じく清国法律顧問であった志田錦太郎

も同席している。

(3) 「お茶うけ」（読売新聞・ 1922年 10月24日）に川柳を通じての穂積重遠との交流のーコマが紹

介されている。なおこのほかにも「嵐の便り」（読売新聞・ 1903年 1月初日）、「風の便りJ（読売

新聞・ 1903年8月28l'I）でも長田秋様子等の人々とのエピソードが紹介されている。
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(4）浮塚利夫・吉田千草・梅田煩－ f明治大学図書館史： 1886-1945 一年譜編ー」（図書の譜（明

治大学図書館紀要） 9・2005、http://hdl.handle.net/10291/421)114頁参照。

(5) 「珍品も出る本学図書館展J（駿台新報 52・1924）に f当日は岡田朝博士の蔵書、珍物尾佐竹猛

氏の明治初年以前の新聞等得難き珍品多数の出品ある筈Jと紹介されている。

(6）なお当時の目録の一つである『法律経済論題絹覧』（巌松堂書店・ 1908）に『公法及私法精理Jな

る雑誌に収録される論文として「諜故殺罪を論じて其の区別の当否に及ぶ」（1・1）、明ljの執行猶予

の立法例J(1・4）、「媛

(7）外務省外交史料古官所蔵外務省、記録「外国官庁ニ於テ本邦人麗入関係雑件 ？青国之音目j第四巻（一）

(3門8類4項 16・2号）所収。

(8) 「岡田博士J（読売新罰・ 1907年 2月 13Cl）の報道による。

（ω例えば「i青国の諸法典J（大阪毎日新開・ 1910年 7月 11日）、「清毘の法典」（報知新聞・ 1910年

7月 11日）、 f岡EE1専士談J（読売新聞・ 1910年 7月 11日）、「1青罰法典の巧程J（報知新聞・ 1910

年7月 27日）、「I青閣法典談J（大阪毎日新聞・ 1911年 1月 21日）、「岡田博士談」（読売新開・ 1911

年 1月 21日）、 fy青匿の新思想」（東京朝日新聞・ 1911年 1月 24日）といった報道記事中に談話が

見られる。

(10) 『圧策費日記』（天津古籍出版社・ 1987、文海出自主社（台湾）影印本・ 1991）については、小里子

和子「『J玉栄主主日記』のこと」（同『五四時期家族論の背景』（同朋舎・ 1992）投込小冊子所収）参

照。例えば「悶宙博士朝太郎言、法院須編制法行、市立憲政健己得三之一矢」＜WY：玉栄資日記』宣統

元年 12月 28日条）、「与岡田博士商権法律（訴訟律）名認酌定数十語、属博士列表、用謄写板制印、

分働問館諸人J（閑 2年 5月22日条）、 f関岡問主主擬刑事訴訟律草案J（同7月5日条）、 f訪問由博

士談刑律事」（同 11月 16日条）、「岡田博士針於刑律案総則又有修正之慮、余亦将所疑之黒鼠勃日質

詞吸、技以修改字匂」（向 11月23日条）、 f余往陪問博士家、商権頃間議決問題J（同 12月 7日条）

などといった形で登場する。現地では他に松岡義玉、志田錦太郎、小河滋次郎等の顧問も居たとは

いえ、教1師役を務めるのは並大抵のことではなかったようである。注i土「訪問団博士質以関於司法

緩解縛之異岡、亦額不了之、向田刑法専門、於其他公法未嘗十分研究也」（同宣統3年7月 16日条）

とこぼしているが、岡田には酷な話であろう。

(11）活殺子「法曹珍話閲魔候（14）文士から法律家へ」（読売新関・ 1921年 11月 2日）では f同じ

く応勝の松i濁義正杯は内外一歩も出て、ず一生懸命に編纂事業を遣って居るにも拘らず先生たいした

精も出さず、幾ら骨折っても何時実施さるることやら熟れは高閣に束ねらるるに過ぎないだらうと

高をく〉り侍の大官名流と往来して盛んに骨董品の掘り出しに熱中した、元来が文士であるから限

も相応に肥えて居ったので、任満ちて帰朝するや法学博士間間朝太郎といふよりは、骨董商岡田と

して斯界に持て燐されたj とt耶撤されている。面白可笑しく書くための誇張によるものと思われる

が、 f熟れは高閣に束ねらるるに過ぎないだらう」としづ気持を法典編纂時に持ち合わせていたとす

ると興味深い。なお活殺子は尾佐竹猛の筆名と推測される。

(12）浅吉弘『岡松参太郎の学問と政策提言に隠する研究』（課題番号 12420003、平成 12年度～平成
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14年度科学研究費補助金（基盤研究（B) (2））研究成果報告書書） (2003) 329頁所収 f岡田朝太

郎発問松参太郎宛書簡j参照。 i鶴田とi商松は汗I）法改正に関して意見を戦わせたこともあり、問松参

太郎「汗I）法改正反対論J（法律新聞 20・1901）、何回靭太郎「i潟松君にJ（向 21・1901）において

議論の応鰍が見られる。（以上拙事f43頁注4再掲）

(13) f苔京師地方検察隙致政事堂印線局検送伺級審判燦判決熊核等犯行使偽造私文書詐欺取財等罪

案内判決及起訴各文践追加理由香務干I）登公報函Jを参H!l。なお岡田朝太郎の名誉のために付言すれ

ば、 i建国自身が被告人となったり有罪となったりした訳では全くない。

(14）情宋の11＜』II¥編認をJ且当した修訂法律館は f派令臣館提調大王型続推司王翠康、前赴日本詳細訪察、該

員T生日本料及半載、深悉梅謙次郎矯該i理政府随員寺顧問、必不可少之人、断非能経易］除用J（内隠政務

民主樹案299-2035（法律館文一件（光締34年 10月 10日））・北京第一歴史梢案館蔵）として梅の招

ll¥¥＇をl祈念している。

(15）関連する詳細事項については李英美『韓国司法制度と悔謙次郎』（法政大学出版局・2005）参娘。

(16）外務省記録外国官庁ニ於テ本邦人廃入関係維件（情i翠ノ部） (3-8回4・0・16・2）所収「北京大学堂

ニ我博士号主士延］降ノ｛牛J（なおこの史料はすでに羽線高成『変貌した中国 巷で見た改革開放』（文

芸宇上・ 2000）において紹介されている。）参照。それには、「先方ノ希望ハ梅、一木、織田潟、岡村

司、間際朝太郎、訟崎、中村進午等本邦著名ノ i去祭博士ヲ列挙シ此等ノ博士ハi1'.モ~専ニI！~＼セラノレノレ

コト不相叶義トハ奉存候フモ可相成mm盟ノ矯メ適嘗ノ教授タノレ人物ヲ選定セラノレノレ様Jと述べられ

ている。

(17) f世界最古の刑法と清国公使J（読売新聞・ 1904年 9月8日）では自身の著作を寄贈したところ、

？帝国公使楊梅より謝状が寄せられたことを報じている。また中国に関する自論は本稿6にまとめて

おいたので参照されたい。

(18) f学関展望 明大の巻［ 1 ]J （読売新聞 1928年 4月3日朝刊））参照。なお尾藤三榔氏はこれと

異なって、「推i!UJのi演を出ないが、この f三箇子」の号は、二歳年少ではあるが硯友社の先畿である

小波の「八街子j と無関係ではあるまい。 f八部jから f五ilii（御免）Jを繁って「三箇Jとし、った

酒落でもあろうか。」との解釈を加える（尾藤三柳「岡田三商子J(J 11柳春秋（NHK学園） 29・1993)

23頁）。

(19）前掲尾藤三柳 f岡田三面子J22頁参H！！。『新著百種』（吉！詩書籍店・ 1889-1891、教育出版センタ

ーより復刻・ 1982）第 11号（1890）には虚心亭主人著 f妾薄命Jが収録されるが、特に岡田朝太

郎という名称は付記されない。しかし巻末の公告には f玉かしわ岡田虚心亭Jとあり、岡田の著

作とする尾藤氏の見解を裏付けるように思われる。なお慮心亭主人という筆名では「阿新丸」（鈴木

常松編『花の香』（積善館・ 1893）所収）という作品もあるようだが、岡田の作かどうかは俄かに

判断しづらい。ただ虚心亭主人『苦学十年の血涙記高等試験に合格する迄~ （受験新言志社・ 1928)

は岡田の経歴とは全く異なる話であることから岡田が自己の経験を書いたものとは思止つれず、 Jllj人

の作ではなし、かと推定される。向田が硯友社に在籍したことは相当有名であったようで、坂本紅遼

綱 f文壇感状記（上）J （読売新聞・ 1918年 12月 25日）では「法博岡田朝太郎が虚心亭と号した
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続友社の一人であることは、誰も知ってることである」としている。

(20）なお「竹重虚心j の名で）I ［柳を扱った論考が雑誌間階研究』や『本道楽』に散見されるが、岡

田と関係のあるものかは不明である。また雑誌『悶仁Jには虚心窟主人の名で「支那の恩出jなる

記事も見られるが、これについてもよく分からない。

(21）例えば大高利夫『昭和物故人名録』（日外アソシエーッ・ 1983）岡田三面子の項目（107頁）、 f伺

間朝太郎J（小村大樹編集・皇室修f歴史が眠る多磨霊園』ホームベージ（http・：／／www6.plala.or.jp/guti/

ce皿etery/PERSON/A/okada_a.html））など。

(22) f閑話」（読売新開・ 1925年9月 1日）では悶田の川柳関連文献蒐集熱を窺わせるエピソードが

紹介されており興味深い。

(23) 「紫鉛筆」（読売新聞・ 1922年 1月28日）では後藤新平の東京市政を皮肉った川柳が掲載され

ている。他方『琴星~ 1巻 5号（1926年） 11頁には「於計良」なる筆名で f七月四日、法簿岡田

三面子「面白し、）11柳の話Jと題して愛宏山より放送し、最後にのぞんで即興と題し「放送は惣も慢

も片便りj と自作の御披露、こんななまぬるい匂を詠むから川柳は益々堕務をするのです、川柳は

もっと端的でなければなりません、試みに一句「放送は一人よがりにもってこしリJと滋評する記事

が掲載されている。

(24）岡田は明治大学刑事博物館とも深し、かかわりを持つ。詳細は伊能秀明「明治大学刑事博物館の誕

生J（明治大学博物館研究報告2・1997）を参照。

＊本研究は平成 22年度文部科学省科学研究費補助金（若手研究（B）、課題番号

22730007）の助成を受けたものである。

（九州大学法学研究院准教授）
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