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11井上正一は、山口藩士・井上正義の二男・幸作と

して、嘉永3年2月25日長門国大津郡菱海村字伊上

（現・油谷町井上村浅井）に生まれた。安政6年幸作

9歳の時に父は死去し、長男・正健が家督を継いだた

め、兄・正健の嫡男とする文献も多い。藩校・明倫館

から山ロ文学寮を経て、明治元年京都で江馬天江に詩

文を学び、翌2年上京し箕作麟祥の共学社から開成学

校、翌3年10月からは山ロ藩の貢進生として大学南

校に学ぶが、明治5年8月新設の司法省明法寮に転ず

る。名を正一と改めたのもこの頃らしい1）。明治8年

司法省法学校（正則科第1期生）への改組直後に留学を

命ぜられパリ大学に入学、明治12年法学士取得の後2）、

ディジョン大学に転じ、明治14年日本人として初め

てフランスの法学博士号を取得3）。

21同年9月面国後直ちに司法省雇

となり法学校講義を担当するが、正

則面心2期生の評判は芳しくなかっ

た。というのも、「井上正一君は学力

はあらうが言葉は余り上手でない、

それで吾々に向って仏語で教授しや

　　　　　　　　　とて
うと云ふのであるから蓮もアッペル

博士と較べ物にはならない、吾々は

講義を聞かなかった、司法省も之に

査会では不動産登記法の起草も担当した6）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　ママ41大津事件の際には児島虚血から「安井修蔵、井上

正一二至りテハ、……強硬ニシテ、容易二三カスベカ

ラズ」との信頼を得ていた井上であるが7）、基本的に

はやはりおとなしい人だったようで、明治36年12月

大審院部長に昇った後も、「井上部長はドクツール、

アンドロアである、法学博士である、明治大学の教頭

である、即ち学者であるが、学者仲間には評判が余り

宜しくない、又自家の所信は極めて乏しい方で、君が

大審院民事第一部の代理部長であった頃、説が両派に

岐れ、甲乙に三二三人づ・になって裁判長なる君の意

見に賦すると云ふ間際になって、其決断に迷ふことが

屡であったそうである」と評されている8）。また、明治

は困って夫れなら講義は罷めて擬律擬判の教授をさせ

やうと云ふ事になった、さうするとどう云ふ訳であっ

たか井上君には誠に気の毒であったが、ソレも甚だ

吾々不平であった……井上君もソレには弱ってア・云

ふ温厚の人だからトウ・一年間ばかりで罷められて再

びアッペル博士が何も彼も一人でやって呉れられ
た4）」。

31その後は、明治18年4月訴訟規則取調委員、同

年8月司法省准奏任御用掛、翌19年2月翻訳課長、

3月司法書記官・総務局文書課長となり、4月には司

法省民法編纂委員として旧民法の人事編の起草に従

事、翌20年11月司法省法律取調委員会の報告委員（民

法組合）、12月司法省参事官、翌21年6月法学博：士、

明治23年第1回衆議院選挙に山口二区から立候補し

当選、しかし議員となったのはこの1回のみで、同年

東京控訴院検事を経て、翌明治24年5月11日大審院

判事となり同日発生の大津事件の陪席三川）。法典調

45年には、4点からなる上告趣意書

の第4点に関する判断を脱漏し、懲

戒裁判で二二処分を受けている9）。

　大正2年第1次山本権兵衛内閣に

よる司法官の人員整理の際に退職。

昭和11年10月3日没。

1）村上一博「井上正一（日本人初の

仏国法学博士）の故郷を訪ねて」

M－Style（明治大学広報誌）15号（2007

年12月号）7頁。

2）提出論文は「不動産の相対的取得について」である。

Kazuhiro　MuRAKAMi，　La　These　Pour　la　Licence　en　droit

（Faculte’　de　droit　de　Paris）　Par　M．　Seiiti　ZivoouziT，　Meiji

Law　Journal，　vol．12　（2005），　pp．1　et　suiv．

3）〔復刻版〕『ローマ法及びフランス法における債権譲渡

　（仏語版）』（信山社・日本立法資料全集・別巻242b、

2002年）。村上一博「井上正一一日本人初の仏国法学

博士」明治大学大学史紀要8号（2003年）164頁も参照。

4）飯田宏作（談）「司法省法学校時代の風潮（続）」法律

新聞434号（1907年6月30日）19頁。

5）．裁判長は部長判事・堤正己、陪席判事は中定勝・土師

経典・安居修蔵・井上正一・高野真遜・木下哲三郎。

6）起草委員は、横田国臣・高木豊三・倉富勇三郎・井上

正一・田部芳の5名。広中俊雄（編著）『日本民法典資料

集成①民法典編纂の新方針』（信山社、2005年）554頁。

7）山川雄琴（編注）『児島惟謙・大津事件手記』（関西大

学出版部、2003年）39～40頁。穂積重遠『続有閑法学』

　（日本評論社、1940年）105頁「故井上正一博士」も参照。

8）日本弁護士協会録事95号（1906年2月）73頁。

9）丁丁処分を受けたのは刑事第二部の部長・井上正一と、

判事の香坂駒太郎・末弘巌太郎・棚橋愛七・北代勝・平

野猷太郎・藤波元雄。
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11明治法律学校（明治36年より明治大学）の初代

校長・岸本辰雄に関しても、すでに多くの研究があ

る11）。鳥取藩士・岸本平次郎（尚義）の三男（辰三郎）

として因幡国邑美郡南本寺町（現・鳥取市南町）に生

まれた彼は、藩校・尚徳館で蘭式兵法を修め、慶応2

年15歳で半半司令官として京都に赴き、翌3年帰参

して新国隊に加わる。明治2年東京詰となり上京、翌

3年6月箕作麟祥の共学社に入塾、．同年12月鳥取藩

の貢早生となり大学南校に入学するも、明治5年司法

省明法寮に転ずる。明法寮では、同期入学の宮城浩蔵・

磯部四郎、明治7年補充入学の矢代操、明治8年補充

入学の杉村虎一で「五人組」と称される親交を深めた。

　明治5年当初入学組のうち、木下広次・井上正一・

磯部四郎ら7名は、明治8年の明法寮廃止・司法省法

学校正則科第1期生への移管直後にフランス留学を命

ぜられるが、岸本・宮城眼下・小倉

久の3名の留学は、翌9年の教育終

了後のこととなる。

21明治12年12月3日パリ大学の

法学士号を取得した岸本は、翌13

年2月27日に帰国、4月司法省詰

（判事）となり司法省法学校でも講

義、5月には東京大学法学部員外教

授としてフランス法を担当、11月

には太政官御用掛、翌14年設置の

参事院御用掛から議官補、15年参事院内に設置され

た商法編纂局の商法編纂委員、17年には会社条例編

纂委員、18年内閣制度発足による参事院廃止と内閣

法制局設置に伴い法制局参事官、19年3月商法編纂

委員、11月法律取調報告委員、12月司法省参事官を経

て、明治23年11月裁判所構成法施行の際に大審院判

事。以上のキャリアパスは本尾敬三郎とほぼ同様であ

り、岸本もまた本尾と同様商法のエキスパートである。

　だが、岸本は、明治25年弄花事件の懲戒訴追を受

け（弁護人は宮城浩蔵）、免訴となるも、翌26年3月

6日に大審院判事を退職、3月4日制定の弁護士法の

施行日（5月1日）に弁講士登録。法典調査会の査定

委員となるのは、この間の出来事であるが、法典調査

会での岸本について、山田喜之助は次のように述べる。

「伊藤博文君が法典調査会の総裁であった時なと磯部

四郎君と岸本辰雄君が最も出色の人物だった、其の法

典調査会の書記をして居った人間が空威張りに威張っ

て居るが当時の法律家の見識と云ふものは随分高いも

のであった12）」。

31一方、弁護士としての岸本も、「君の弁論は言々

肺肝より出て試に慎重である、君が刑事々件で無罪弁

護をやると如何にも被告は冤罪であるか如き感が起る

……]ふ迄もなく『優』の優たるものである」と絶賛

されている’3）。収入も相当のものだったようだが14）、

しかし、明治42年5月には弁護士を廃業し、明治大

学の校長職に専念。神経痛を患い健康に優れなかった

のも一因か。神田三崎町の本邸が電車通りに面し線路

の響きが病に障るとして明治44年書生一人・女中一

人と月島の別邸に移るが、翌45年4月4日午後3賦

すぎ大学に赴くため築地本願寺前より乗車した市電が

数寄屋橋にさしかかった頃突如卒倒、不帰の人となっ

た。死因は心臓麻痺とも脳溢血ともいわれる。享年61

　　　　　　　歳。墓所は谷中霊園にある。

　　　　　　　10）岸本の生年に関しては、①嘉永3

　　　　　　　　年10月10日とするもの、②嘉永4年

　　　　　　　　11月8日とするもの、③嘉永5年11月

　　　　　　　　8日とするものなど一定していない。

　　　　　　　　このうち①は「辰」の日に当たるが

　　　　　　　　（なお同年は「戌」年）、岸本の名の

　　　　　　　　由来については、調査できていない。

　　　　　　　11）村上一博（編）『日本近代法学の

　　　　　　　　先達・岸本辰雄論文選集』（日本経

　　　　　　　　済評論社、2008年）「序文」x逝頁「岸

　　　　　　　　本辰雄関係文献一覧」ならびに同書

　所収の論稿参照。なお、同書380頁所収の東恵雄『明治

　弁護士列伝』（ちなみに、発行所は野駈社、発行年月日

　は明治31年9月15日である）の記述は、同書未所収の久

　保田高三（編）r百家高評伝（第二篇）』（建昇堂、明治

　27年6月）32頁とほぼ同様である。また、同書389頁所

　収『法律新聞』574号「岸本博士の閲歴」を一部改変の

　うえ転載したものとして、『日本弁護士協会録事』132号

　（1909年6月）84頁「（雑報）前幹事岸本法学博士慰労会」

　がある。

12）法律新聞781号（1912年4月10日）17頁……〔所収〕

　村上（編）・前掲注11）403頁。ちなみに、3人の書記（起

　草委員補助。仁保亀松・仁井田益太郎・松波仁一郎）の

　うち、最も強面といえば、松波が思い浮かぶ。

13）法律新聞183号（1904年1月15日）21頁……　〔所収〕

　村上（編）・前掲注11）385頁。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ママ14）法律新聞25号（1901年3月11日）11頁「大坂弁護士評
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ママ　判記」（大阪毎日新聞からの転載記事）には、「大坂控訴
　　　　　　　　　　　　　　　ママ　院長の加太邦憲氏は年俸四千円、大坂地方裁判所長の河

　村善益氏は年俸二千五百円で、東京の弁護士三好退蔵氏

　は昨年は四万円、岸本辰雄氏は或一事件から一万円儲か

　つたさうだ」とある。
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11いわゆる五大法律学校のうち、明治法律学校（明

治大学）の創設期の校風は、同じ仏法系でも自由主義

的である点において（明治大学校歌（作詞・児玉花外）

2番「権利自由の揺藍の／歴史は古く今もなほ」）、梅

謙次郎・富井政章ら東京大学教授の関与した準官立学

校的な東京法学校（和仏法律学校を経て法政大学）と

顕著な対比を示す。この点は、同じ英法系法律学校に

おける、明治14年政変で野に下った大隈重信の東京

専門学校（早稲田大学）と、東京大学教授・卒業生らの

設立した準官学的な英吉利法律学校（東京法学院から

中央大学）の違いと同様である。その一方面、明治法

律学校は、司法省法学校正則科第1期生とフランス留

学時の仲良しグループが創設し講師を務めた点におい

て、英法系でもアメリカ留学組の仲良しグループによ

って設立された専修学校（専修大学）とよく似ている。

21明治大学の創立者は、明法寮時

代からの仲良し「五人組」のうちの

岸本辰雄・宮城浩蔵・矢代操の3人

であるが、矢代は、留学はもとより

司法省出仕も叶わず16）、明治9年（10

年説・11年説もある）北畠道龍・

大井憲太郎らの法律学校・講話学舎

の創設に参画、明治13年3月帰国

直後の岸本を講師に招いた。だが、

内紛（幹事・大岡育造の専横による

半分の言を以て余を迎へられたことがあった。伯でさ

へ滴りさ、盛んや他の者が僕等の事を悪諭して銭儲け

をする様に言ふもの有るの措寧当然だらうが、余も弁

護士として相当の収入もあるし、敢て学校で利ける考

ならば一層のこと材木家でもするよ」。

　一方、創設期の講師陣には、岸本・矢代・宮城のほ

か、一以勇三郎・杉村虎一・井上正一ら司法省法学校

同期に加えて、留学仲間の西園寺公望・光妙寺三郎ら

が名を連ねる。その多くは急進自由主義法学者アコラ

ス門下であり、時は自由民権運動の昂揚期であったこ

とから、警視総監・樺山芳紀は、明治14年開校時の

入学生（44名）申に2人の密偵を送り込んだ。

31創設者らの努力は実を結び、明治30年末での明

治出身の弁護士は190名と五大法律学校のトップに君

臨（2位は東京法学院143名、3位は和仏66名、4位

五大法律学校（その1）明治大学
明治17年判事登用試験合格者と講師。」＝列左2人目が

岸本辰雄、中E佐端が矢代操、右3人目が宮城浩蔵15）

という）を嫌った岸本は6月に辞職、同月帰国の宮城

が講師となるが、一部学生は新たな法律学校の設立を

懇請、その結果翌14年1月17日に開設したのが明治

法律学校であった。校舎は、後援者である旧島原藩主・

松平、忠和より提供された有楽町の旧藩邸・三楽舎（現

在のニュートーキョービル北側）であったが、明治19

年駿河台南甲賀町（現在の日本大学ロースクール付近）

に移転。岸本は、当時を回想して次のようにいう17）。「駿

’河台に一万三千円の新築を為さしむるに至った。サア

此建物落成する迄の困難と云ふものは中々一通りでな

い。金は素よりなく去りとて補助のあると云ふでもな

しさ。彼の大伽藍を建築するのだ、まア外見の想像も

及ばぬ処さ。材木屋に自分で頼みにも往くし、高利貸

から金も借りた。随分日子も費やした。……駿河台へ

引っ越してから高い利息と地代とに追われてる位であ

るのに、何も知らんで現在の早稲田伯〔＝大隈重信〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひやかしが法典調査の事で会した時に誠に有利なるが如き冷笑

は専修26名、5位は東京専門学校

24名）、判検事の数も東京法学院の

134名に僅差で迫る126名を誇って

いた（3位は和仏48名、4位は東

京専門学校30名、5位は専修19
名’8））。明治はその後も発展を続け、

明治43年には当時市電の車庫であ

った現在のリバテイタワーとアカデ

ミーコモンズー帯の土地を得る（翌

44年移転）。だが、移転の翌年（明

治45年）大学発祥の地である有楽町数寄屋橋付近を

走行中の市電内で岸本校長を失った。

15）〔写真出典〕『明治大学六十年史』（明治大学、1940年）

　口絵写真、『図録明治大学百年1881－1981』（明治大学、

　1980年）36頁。なお、中列左から2人目（矢代の右隣i）

　は熊野敏三、3人目は西園寺公望、中主右端は杉村虎一、

　2人目（宮城の右隣）は岡村輝彦。

16）なお、その後、矢代は、明治法律学校創設準備期（明

　治13年）になって元老院に出仕している。五等書記生・

　月俸35円の安月給だが、鈴木正裕『近代民事訴訟法史・

　日本2』（有斐閣、2006年）46頁注（18）は、「学校を経済

　的に支えるために断念していた官界の道を歩んだのであ

　る」とする。

17）法律新聞248号（1904年12月10日）23頁「明治大学校

　長岸本辰雄君民（承前）」〔句読点は引用者〕。なお、村

　上（編）・前掲注11）339頁以下は、法律新聞244号、249

　号のみを所収し、248号が脱落している。

18）村上一博「明治法律学校出身の代言人群像」法律論叢

　（明治大）68巻6号（1996年）102頁〔図表B〕。

　　　　　　　　　　　　　　（しちのへ・かつひご）


