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資　料

我妻栄の青春（１）

七　戸　克　彦

Ⅰ　プロローグ

　　１　日本民法学の時代区分

　　２　我妻法学の時代区分������������������ 以上本号

Ⅱ　幼年時代（明治 30 年～明治 36 年：０～５歳）��������� 以下次号

Ⅲ　興譲尋常高等小学校時代（明治 36 年～明治 42 年：６～ 11 歳）

Ⅳ　米沢中学校時代（明治 42 年～大正３年：12 ～ 16 歳）

Ⅴ　第一高等学校時代（大正３年～大正６年：17 ～ 20 歳）

Ⅵ　東京帝国大学時代（大正６年～大正９年：20 ～ 23 歳）

Ⅶ　エピローグ

Ⅰ　プロローグ

【１】　本稿は、筆者が「法学セミナー」誌2016年４月号巻頭の「法学者の本棚」欄

に執筆した、我妻栄の青春時代の物語
（１）

の本編である。

「法学者の本棚」欄で紹介したのは、『身も魂も』と題する金田一他人の遺稿集で

あった。同書に関しては、歌人・小泉苳三の『明治大正歌書綜覧』の記述を引用し

ておこう
（２）

。

（法政研究�88－1－148）148

（１）�　七戸「（法学者の本棚）金田一他人『身も魂も――金田一他人遺稿』――我妻栄の青春」法
学セミナー735号（平成28年）扉頁。

（２）�　小泉苳三（編著）『明治大正歌書綜覧（明治大正短歌資料大成・第２巻）』（立命館出版部、
昭和16年）319頁。なお、旧字体・漢数字は、新字体・アラビア数字に改めた。以下同様。
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身も魂も

　　　　金田一他人著　東京　我妻栄　〔大正10年〕11月26日

　　　　菊半紙　本文291　非売

　�　著者の遺稿歌集、239〔237〕-291頁は故人の友人４名の筆になる「逝ける友を

偲びて」と題する追憶文である。本文は３行書２首組。遺稿中には悲痛な作が

ある。

　　　　身も魂も打込んだ

　　　　　俺のこの愛を

　　　　　疑ふのです　おん身は

上記引用にある「故人の友人４名」とは、第一高等学校（一高）・東京帝国大学

（東大）の親友４名――我妻栄・木村清司・岸信介・森喬――であるが、追憶文「逝

ける友を偲びて」の執筆を担当したのは、遺稿集編纂の中心となった我妻栄で、巻

末の奥書の記載をそのまま転記すれば、次のようにある。

大正10年11月22日　印　刷　　　　
（非売品）

大正10年11月26日　発　行

　　　　　　　　　　　　　　　　　金田一他人遺稿編纂会代表者

　　　　　　　編纂者兼発行者　　　　　　　　我　　　妻　　　栄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四谷区箪笥町73番地

　　　　　　　印　　刷　　者　　　　　　　　金　 沢　 求　 也

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　麹町区紀尾井町３番地

　　　　　　　印　　刷　　所　　　　　　　　原　　　真　　　社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　麹町区紀尾井町３番地

我妻は、この遺稿集を出版する前年（大正９年７月）に東京帝国大学を卒業し、

特選給費学生から、大正10年３月に助手に就任したばかりであり、業績としては、

後述するように、論文３本（ただし最初の２本はドイツ法の紹介）のほか、末弘厳太

郎提唱の判例研究会で報告した判例評釈があるにすぎない。つまり、この遺稿集は、

147（88－1－147）
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（法政研究�88－1－146）146

我妻が「実名」で出版した最初の書籍なのであるが（「筆名」の出版物については後

に触れるであろう）、ところが、我妻の著作目録として最も詳細な、我妻洋・唄孝一

編集の『業績経歴一覧表
（３）

』では、この書籍が挙示されていない。

【２】　『一覧表』に未掲載の我妻の著作に関しては、以降も適宜触れてゆくことに

するが、さしあたっては『一覧表』で落ちている我妻の最晩年（死去の11か月前）

の著述についても挙げておこう。

それは、昭和46年に死去した言語学者・金田一京助の追悼文集に収録された「令

弟他人君を通じて」と題する文章である
（４）

。

この表題からも知られるように、金田一他人は、金田一京助の弟であって（京助

は長男、他人は五男）、我妻は、親友である他人を通じて、兄・京助と知己となった。

なお、我妻栄と金田一京助・他人兄弟の関係は、「金田一京助」研究の分野では比

較的知られているが、これに対して、法律学の分野で、我妻と金田一兄弟の繋がり

について触れた文献は、筆者の知る限りでは見当たらない。

なお、「金田一他人」という、苗字ばかりか下も奇妙な名前は、「きんだいち・お

さと」と読む。この点に関しては、上記金田一京助の追悼論集の我妻の文章の書き

出しを、そのまま転記しておこう。

　　�　大正３年、郷里の米沢興譲館中学校を卒業し、第一高等学校の一部丙類（ドイツ語

クラス）に入学したときに、40人
（５）

の同級生の中に京助さんの令弟「他人君」がいた。

同じ東北人であることなどが理由となって、親しい間柄となった。アイヌ語の世界的

権威として後に有名になられた令兄金田一京助さんの存在は、知る由もなかった。「金

田一」とは奇妙な姓だと思った。その上、他人（おさと）という名も珍しかった。誰

も正確に読む者はなかった。軍人上りの体操の教師
（６）

は「かねだはじめ」と呼んだ。「他

（３）�　我妻洋＝唄孝一（編）『我妻栄先生の人と足跡――年齢別業績経歴一覧表』（信山社、平成５
年）。同書の書評として、遠藤浩・ジュリスト1062号（平成７年）138頁��〔所収〕遠藤浩先
生随想集刊行会（編）『遠藤浩随想集・百花繚乱たれ』（勁草書房、平成18年）119頁。

（４）�　我妻栄「令弟他人君を通じて」金田一京助博士記念会（編）『金田一京助先生の思い出の記』（三
省堂、昭和47年11月14日発行）19頁。

（５）�　〔七戸注〕『第一高等学校一覧（自大正３年至大正４年）』（第一高等学校、大正３年11月）「第
７章　生徒姓名（大正３年９月末日調）」134頁によれば、我妻と金田一のクラス「第一部一年
四之組　独法、政治、独文科」の人数は「39人」である。

（６）�　〔七戸注〕当時の「軍人上りの体操の教師」につき、『第一高等学校一覧（自大正３年至大正
４年）』前掲注（５）「第６章　職員（大正３年９月末日調）」109-110頁には、「兵式体操」担
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人」はなぜくっついているのか、号とでも思ったのか、不必要として無視したのか、

それはわからなかったが、追及する者もなかった。

もっとも、「他人」の読みは、実際はやはり「たにん」で、「おさと」という読み

方は、後に柳田国男が付けてくれた佳名であるらしい。この点に関しては、兄・京

助の説明をそのまま転記しておく
（７）

。

　　�　他人と云ふ名は、私の郷里盛岡では、42の二つ児に命ずる慣はしがあります。実は、

私の４番目の弟も、さういふ名の持ち主ですが、父が算へ年41歳の時に生れたのです。

即翌年父が42の時に、２歳となるべき子なのです。此を42の二つ児といって、父の方

か、子の方か、どちらかに優り劣りが出来て、一方が早世する、といふやうな俗信が

あります。それで、男親41の時に生れた男児に、他人といふ名を与へるのです。「こ

れは、うち
4 4

のものではない実はよそのものだ」といふまじなひの意味があるものらし

いのです。此は、盛岡地方では、可なり一般的な土俗で、現に此名をもつ人は、沢山

あります。小学の同窓にも、西川他人といふ子が居ました。親戚にも、宮田他人とい

ふ人があります。郷里の出身の海軍中将山屋他人閣下も、陸軍教授苅谷他人次郎学士

も、失礼ながら恐らくは、同じ原因を分けて居られることと私は窃に信じてゐます。

尚想像ですが、よく世間に強ひて他の家の子といふやうな意味合ひになってる名前が

ありますが、私は其を見るたび、やはり必何か同じ様なことが、原因をなしてゐるの

ではないかと思って居ります。例へば失敬ながら、医学士高田他
タ

家
ケ

雄
オ

君の如き（確か

越後の人）、更に想像を逞うすれば、海軍大将の瓜生外吉男〔爵〕は、如何でせうか。

又私の郷里に極めて普通な名に、与
ヨ

惣
ソ

治
ヂ

・与
ヨ

惣
ソ

吉
キチ

など呼ぶのがあります。或は今は、

此にはそんな意味がなくなってるかも知れませんが、起原は外
ヨソ

を聞かせた所謂普通

ぢゃなかったか、といふ風にも想像が走らせられます。私の弟の命名　父や祖父やは、

当の「嘱託講師」として、①米田源次郎（肩書なし・東京平民）、②海部治夫太（陸軍歩兵少尉・
徳島士族）、③鮫島精一（陸軍歩兵少尉・鹿児島士族）、④岩井良蔵（陸軍歩兵中佐・東京平民）、
⑤斉藤徹男（陸軍歩兵少佐・宮城平民）の５名の名が認められるが、我妻のクラス担当教師に
ついては調査しきれていない。

（７）�　金田一京助「問答（答へ十七）」土俗と伝説１巻４号（大正８年１月）60頁。この「答へ」は、「問
答（問ひ十七）」土俗と伝説１巻３号（大正７年）54頁「他人と言ふ名前が、世間に、よくあ
ります。近くは、大阪の老俳優中村梅玉も、前々名は、三枡他人（三代目か）と申しました。
芸名でない他人と言ふ実名を持った人々も、沢山あると思ひます。必俗信の伴うたことと存じ
ます。他人と同工異称の名前などお聞きしたい（赤田里吉）」との問いに対する回答である。
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こんな俗信に無貪〔頓〕着でしたが、母、祖母などの意見に譲歩して、呼び名をたに
4 4

ん
4

で、実名はか
ママ

可愛相だから、普通の何か佳名を選んでやらう、といふことになった

のでした。所が、佳名の選択を託された筈の伯父〔金田一勝定〕が亦、まるで無貪〔頓〕

着の性質故、其日市役所（〔盛岡〕市会に出てゐたから）から帰っての話に、「もう他

人と届けて来た」といふことでした。本人はたにん
4 4 4

と呼ばれるのを嫌ってゐたが、柳

田〔国男〕さんのお思い付きで、名付け親に仰いでをさと〔と〕訓読して、喜んでゐ

ます（金田一）

ところで、我妻栄や金田一他人と一緒に一高第一部ドイツ語クラスから東大に進

んだ同級生には、金田一の遺稿集を一緒に編んだ木村清司・岸信介・森喬のほか、

岸の極東国際軍事裁判で弁護人を務めた三輪寿壮、後に我妻家と姻戚関係を結ぶ成

富信夫、三島由紀夫（平岡公威）の父・平岡梓、大阪高裁長官退官後は弁護士となっ

て三島由紀夫の『宴のあと』裁判の訴訟代理人や自決後の遺言執行者も務めた斉藤

直一らがいた。

これら一高・東大の同級生の中で、我妻と岸の交友関係は、非常によく知られて

いるが、しかし、文献の中には、２人が一高時代から首席を争った、あるいは大

学卒業時に首席・恩師の銀時計を争った、などという誤った記述も散見される
（８）

。

しかしながら、そういった細かな事実関係を正し、あるいは業績一覧の欠を補う

ことにも増して、より重要と思われるのは、明治30年前後に生まれ、大正デモクラ

シー期に旧制高校・大学生活を送った、我妻・岸ら同時代人の人格形成に、当時の

時代思潮が、どのような影響を及ぼしたか、という点である。

　１　日本民法学の時代区分

【３】　我妻栄に限らず、およそ一般に、ある法学者の人物あるいは学問を論ずる

際に、これまで比較対照されてきたのは、同一分野の同年代の研究者ないし当該学

（８）�　実際は、たとえば一高１年次の成績についていえば、首席は大熊興吉、次席は関屋悌蔵、３
席は平岡梓で、我妻は４位、岸は７位である。また、大学の成績評価は、我妻・岸らが大学２
年途中の大正８年に帝国大学令が全改された際（それまでの単科大学制が学部制となり「法科
大学」が「法学部」に変更されるのもこの時である）、点数制から優良可不可の４段階評価に
改められ、恩賜の銀時計も廃止されたので、大学２年次以降の我妻・岸の席次は制度上明らか
にならない。
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問領域の時代区分における同一時代の研究者であった。

そこで、我妻の学問領域である日本民法学の時代区分について触れておくと、星

野英一は、昭和56年の論説において、現行民法典制定後における民法学の歴史を、

「４つの時期に区分するのが適当である」としていた。「第１期は民法前３編の公

布された明治28年から明治43年まで、第２期は明治43年から大正10年まで、第３期

は大正10年から昭和20年まで、第４期はそれ以後である
（９）

」。

このうち、第１期と第２期の画期（明治43年）は、現行民法起草者の一人・梅謙

次郎の死去に求めたもの、第２期と第３期の画期（大正10年）は、末弘厳太郎『物

権法』の刊行と東京帝国大学法学部「民法判例研究会」の創設に着眼したものであ

る。一方、第３期と第４期の画期（昭和20年）は終戦に求められ、第４期は、さらに、

前期（昭和20～30年の「法解釈学の不振の時期」）と後期（昭和30年以降の「法解釈学の

復興・興隆の時期」）に区分されている
（10）

。

これに対して、星野の論文から14年後の平成７年に発表された五十川直行の論稿

は、星野の時代区分に存在しなかった現行民法制定以前の時代について、準備期→

草創期→確立期の３期を設定し、また、星野にいう第４期後期を、昭和30～40年

の再生期と、昭和40年以降の膨張期の２期に区分している
（11）

。

だが、五十川論文からさらに４半世紀が経過し令和期に入った現在において、

私見は、星野や五十川の述べる時代区分を、①民法（民事法）の制定・改正→②通

説による安定的な解釈・運用の確立→③通説的解釈理論に対する批判・修正の３

つの過程が、半世紀の周期で２回繰り返えされた歴史として理解している。

以下、各周期における①立法期→②解釈確立期→③修正期の展開について、それ

ぞれ分説してゆくことにしよう。

（９）�　星野英一「民法講義――総論（８）日本民法学史（１）」法学教室８号（昭和56年）37頁��〔所
収〕星野英一『民法講義・総論』（有斐閣、昭和58年）〔通頁は振られていない〕。なお、星野
英一「日本民法学の出発点――民法典の起草者たち」〔初出〕『（東京大学公開講座26）明治・
大正の学者たち』（東京大学出版会、昭和52年）181頁��〔所収〕『民法論集（第５巻）』（有
斐閣、昭和61年）145頁、星野英一「日本の民法解釈学」〔初出〕早稲田法学58巻３号（昭和58年）
��〔所収〕『民法論集（第５巻）』（有斐閣、昭和61年）215頁。

（10）�　星野英一「民法講義――総論（10）日本民法学史（３）」法学教室10号（昭和56年）15頁、17
頁��〔所収〕星野英一『民法講義・総論』前掲注（９）。

（11）�　五十川直行「民法学の50年――法解釈学と基礎法学、方法論など（試論）（１）」法学教室180
号（平成７年）42頁。
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星野 五十川 七戸

準備期

前史

前期（フランス民法典翻訳
時代） 明治３年～明治12年

第１期
（草創期） 中期（旧民法編纂時代） 明治12年～明治23年

第２期
（確立期） 後期（民法典論争時代） 明治23年～明治29年

第１期

第１周期

第１期（現行民法立法期） 明治29年～明治43年第３期
（発展期）

第２期 第４期
（継受期）

第２期（解釈確立期＝学説
継受期） 明治43年～大正10年

第３期 第５期
（展開期）

第３期
（修正期）

前期（大正デモク
ラシー法）

大正10年～昭和６年
【我妻法学第１期】

後期（戦時体制期）昭和６年～昭和20年
【我妻法学第２期】

第４期
前期 第６期

（停滞期）

第２周期

第４期（戦後民事法（民法）
立法期）

昭和20年～昭和30年
【我妻法学第３期】

後期 第７期
（再生期）

第５期（解釈確立期＝我妻
法学全盛期）

昭和30年～昭和48年
【我妻法学第４期】

第８期
（膨張期）

第６期
（修正期）

前期 昭和48年～昭和63年

後期 平成元年～平成12年

第３周期

第７期（平成民事法（民法）
立法期） 平成13年～

第８期（解釈確立期）

第９期（修正期）

（１）　前史

まず、現行民法制定前の前史について触れておくと、この時代は、ア前期、イ中

期、ウ後期の３期に区分することができるだろう。

　ア　前期（明治３年～明治12年）

【４】　明治新政府による法典整備は、当初は、ⓐ昌平学校の漢学者（明清律学者）

や開成学校の洋学者が担当していた。民法に関しては、明治３年の箕作麟祥によ

るフランス民法典の翻訳が著名である。

一方、法学教育に関しては、ⓑ明治５年にはブスケ、翌明治６年にはボワソナー

ドが来日して、司法省明法寮・司法省法学校で法学講義を開始する。
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　イ　中期（明治12年～明治23年）

【５】　司法省民法編纂会議において日本人の手で編纂されていた民法草案は明治

11年に完成するが、フランス民法典の直訳にすぎなかったことから破棄されて、明

治12年、草案起草はボワソナードに委ねられることとなる。

その後の明治23年旧民法（明治23年４月21日法律第28号）の編纂組織（民法編纂局・

法律取調委員会）には、上記ⓐ旧幕時代に漢学・国学・洋学の教育を受けた世代（鶴

田皓・木村正辞・箕作麟祥ら）と、ⓑボワソナードのほかに、ⓒ明治以降の２系統の

西洋法教育機関の卒業生――①英法派である開成学校・（旧）東京大学の出身者（明

治14年（旧）東京大学卒の加藤高明と都筑馨六）と、②仏法派である司法省の明法寮・

法学校正則科の第１期生（磯部四郎・栗塚省吾・熊野敏三・宮城浩蔵）――が加わっ

ているが、優位に立ったのは②仏法派で、①英法派の影は薄かった。

　ウ　後期（明治23年～明治29年）

【６】　だが、明治23年旧民法が公布されると、蚊帳の外に置かれた①英法派から猛

烈な反対論が巻き起こり、法典施行延期派（①英法派）と断行派（②仏法派）の間で、

熾烈な論戦が展開されることとなる（法典論争）。

（２）　第１周期

　ア　第１期（第１周期①立法期：明治29年～明治43年）

　（ア）　立法担当者

【７】　法典論争での延期派の勝利を受けて、明治26年に設置された旧民法改正（＝

明治29年現行民法（明治29年４月27日法律第89号）制定）のための編纂組織（法典調査会）

も、旧幕以来の漢学者・国学者・洋学者（上記ⓐ）と、若い世代（上記ⓒ）の①英

法派および②仏法派から構成されているが、旧民法の編纂組織と異なる特徴は、①

英法派と②仏法派の人数が拮抗するよう委員が選出されていることと、①英法派の

中に（旧）東京大学卒業生より上の世代である開成学校の卒業生（穂積陳重・鳩山和

夫ら）が加わり、②仏法派の中に司法省法学校正則科の第２期生（梅謙次郎ら）が

加わっていることである。

①　英法派――起草委員の穂積陳重の専門は法理学であるが、民法関連の業績も

顕著である。また、江木衷の民法関係の著作も斬新であり、奥田義人の親族法・相

続法の講義録も学生に定評があった。
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②　仏法派――しかし、第１期の代表的学者は、仏法派の梅謙次郎と富井政章

であって、梅の現行民法典のコンメンタール『民法要義』（有斐閣、初版・明治29年）

と、富井の体系書『民法原論』（有斐閣、初版・明治36年）は、起草委員の著書とし

て圧倒的な権威を誇った。

　（イ）　後続世代

【８】　①　松波仁一郎・仁保亀松・仁井田益太郎――なお、明治20年代以降は、民

事法の領域でもドイツ法を専攻する者が増えており、法典調査会で起草委員補助を

務めた松波仁一郎・仁保亀松・仁井田益太郎（いずれも明治元（1968）年生まれで明

治26年帝国大学卒）のうち、松波は英法科であるが、仁保と仁井田は独法科である。

彼ら３人の合著『帝国民法正解』（日本法律学校、明治29年）も、新法典のコンメン

タールとして著名であるものの、しかし、彼ら３人の学風は、師である梅・穂積・

富井を超えて、次の第２期の担い手となるには至らなかった。

②　岡村司――これに対して、彼らと同年代である岡村司（勝本勘三郎と同じ慶

応２（1867）年生まれ）は、フランス法を学んだためであろう（帝国大学法科大学仏

文科を岡村は明治25年、勝本は明治26年に卒業）、続く第２期（ドイツ法全盛期）の影響

を受けず、その後の第３期（大正デモクラシー法）に通ずる先駆的な業績を残した。

　イ　第２期（第１周期②解釈確立期：明治43年～大正10年）

【９】　現行民法典の立法直後における立法者意思説的な解釈論（立法者の説明をそ

のまま鵜呑みにして反復する条文解釈）に対しては、すでに明治30年代後半より、ド

イツ法学説を参考にした法律意思説的な解釈論が唱えられるようになっていた。ド

イツ民法典は現行民法典と同時期に制定され、その草案は現行民法典起草の際にも

参照されていたことから、ドイツ民法典に関して行われている緻密な理論構成は、

日本法の解釈としても説得力があると考えられるようになったのである。

①　岡松参太郎――明治27年帝国大学法科大学英法科卒（松波仁一郎の１年後輩）

の岡松参太郎の留学前の著作『註釈民法理由』（有斐閣、明治29年）は、松波＝仁保

＝仁井田『帝国民法正解』と同じく第１期の著作であったが、岡松が選んだ留学

先はドイツ・フランス・イタリアで
（12）

、帰国後はドイツ流の精緻な概念法学を展開し、

すでに第１期後期の時代より、京都帝大におけるドイツ法的解釈論興隆の先鞭を

（12）�　田口正樹「岡松参太郎のヨーロッパ留学」北大法学論集64巻２号（平成25年）61頁。
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つけた。さらに、大正５年の『無過失損害賠償責任論
（13）

』は、続く第３期（大正デモ

クラシー法）の先駆的業績であったが、大正10年胆嚢炎で死去。享年60歳。

――これに対して、以下の世代の学者は、明治30年京都帝国大学設置に伴い東京

帝国大学に名称変更された後の卒業生になる。

②　中島玉吉・川名兼四郎――中島玉吉と、末弘厳太郎の師・川名兼四郎は、同

い年ながら（中島は明治８・１・２生、川名は明治８・３・５生）、一高・東大では川

名が１学年上である（川名は明治32年東京帝大法科大学独法科を首席卒業、中島は翌明

治33年英法科４位卒業）。明治44年刊行開始の『民法釈義』（金刺芳流堂）の当初の書

名は『中島川名民法釈義』で、初巻（巻之一・総則篇）の「序」には、「本書ハ其体

裁ヲ獨逸ノ民法註釋書ニ採リ��」とあるほか、「本書ハ下名〔なお、著者名の表記

は川名・中島の順になっている〕ノ共同著作ニシテ総則物権親族ノ三編ハ中島之ヲ担

当シ債権相続ノ二編ハ川名之ヲ担当ス」とある。しかし、川名は大正３年に宿痾

の肺結核で死去したため、以後『民法釈義』は中島の単独刊行となる。

③　石坂音四郎――中島・川名より２歳年下の石坂音四郎（明治10・12・９生）は、

一高から明治35年東京帝大法科大学独法科首席卒業、翌36年京都帝大助教授から、

明治40年岡松参太郎の京大退職の後を襲って教授となる。さらに、大正４年には前

年に死去した川名兼四郎の後任教授として東大に招聘されるが、大正６年ジフテ

リアで急死。享年39歳。

④　三潴信三――石坂音四郎より２歳年下の三潴信三（明治12・５・28生）は、

一高から明治38年東京帝大法科大学独法科卒業後、大正元年助教授、大正５年教授

となる。有斐閣から出版された白い表紙の『物権法提要』（大正５年～）・『民法総

則提要』（大正８年～）シリーズは、学生の標準的な教科書となるが、東大では民

法講座を担当できずに終わる
（14）

。昭和12年３月27日脳溢血で死去。享年57歳。

⑤　鳩山秀夫――我妻栄の師・鳩山秀夫（明治17・２・７生）は、明治41年東京

帝大法科大学独法科を首席卒業の後、明治43年母校の助教授となり、大正５年教授

（13）�　岡松参太郎『無過失損害賠償責任論』（京都法学会・法律学経済学研究叢書第18冊、大正５年）
��〔復刊〕（有斐閣・学術選書（３）、昭和28年）。

（14）�　詳細は、七戸「九州帝国大学法文学部と吉野作造――九州帝国大学法文学部内訌事件の調停
者（２・完）」法政研究84巻１号（平成29年）91-95頁。
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に昇進。ところが、大正15年41歳で東大を辞職して弁護士となり、その後は、酒に

溺れる生活を送った末、脳溢血で６年の病臥の後に、終戦直後の昭和21年１月29

日死去。享年61歳。

⑥　曄道文芸――末川博の師・曄道文芸については、文官高等試験の首席を曄道

に奪われるのを恐れた鳩山秀夫が受験を取りやめたとの逸話があるが
（15）

、曄道は鳩山

と同い年でも遅生まれの１学年下なので（明治17・12・20生。四高から明治42年京都

帝大法科大学卒業）、「曄道博士の民法は赤門派の鳩山博士に対抗すべきもの」との

京大側のライバル心
（16）

から生まれた訛伝であろう。明治43年京都帝大法科大学助教授

から、大正４年東大に転出した石坂音四郎の後を襲って教授に昇任するも、大正

９年に退官して実業界に転じた
（17）

。

　なお、この年代の民法分野以外の著名な学者には、美濃部達吉（明治６・５・７生）

のほか、明治11年生まれの吉野作造（１・29生）・牧野英一（３・20生）・佐々木惣一

（３・28生）・上杉慎吉（８・18生）、明治12年生まれの河上肇（10・20生）がいる
（18）

。

　ウ　第３期（第１周期③修正期：大正10年～昭和20年）

　（ア）　第３期前期――大正デモクラシー法の時代（大正10年～昭和６年）

【10】　上記のうち、美濃部達吉・吉野作造・佐々木惣一・河上肇は、大正デモクラ

シー期の代表的な学者であるが、一方、民法学の分野で第３期前期（大正デモクラ

シー法の時代）を代表する学者といえば、鳩山秀夫と一高・東大同期の穂積重遠（明

治16・４・11生、明治41年東京帝大法科大学独法科卒業の席次は首席の鳩山に次ぐ２位）

と、穂積より５歳年下の末弘厳太郎（明治21・11・30生、昭和45年東京帝大法科大学独

法科首席卒業）である。

①　穂積重遠――穂積は、明治41年の卒業後直ちに鳩山とともに講師となり、明

治43年鳩山とともに助教授、留学後の大正５年には鳩山のほか三潴信三とともに教

（15）�　湯本城川『財界の名士とはこんなもの？（第１巻）』（事業と人物社、大正13年）143-144頁。
（16）�　東京朝日新聞大正９年２月９日朝刊７面「（学生界）京大の一学生から」。
（17）�　大正３年川名兼四郎死去後の、大正５年に刊行された中島玉吉『民法釈義・巻之二・物権編

（下）』の「序」には「京都法科大学教授曄道文芸氏ニ一部ノ担任ヲ嘱シ幸ニ快諾ヲ得タリ」とあるが、
曄道との分担執筆は実現しなかった。

（18）�　河上肇の妻・秀は大塚有章の姉、一方、大塚有章の妹・八重は末川博の妻であるため、河上
と末川は妻を介した義兄・義弟の関係にあり、末川には河上に関する著書もある。末川博（編）

『河上肇研究』（筑摩書房、昭和40年）。
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授に就任し、鳩山は師・土方寧の民法第三講座を承継、一方、穂積は、（明治43年梅

謙次郎死去→大正３年川名兼四郎死去→）大正６年石坂音四郎死去により担当者不在

となっていた民法第二講座をめぐる、三潴信三との一騎打ちを制する。

②　末弘厳太郎――他方、末弘は、明治45年の卒業後は大学院に進み、師・川名

兼四郎の死去する大正３年に助教授となるが、石坂音四郎が川名の後任として着

任したため、助教授就任は、教授昇進を前提としないものであった。ところが、上

記のように、大正６年には石坂も死去したことから、同年留学を命ぜられ、帰国

後の大正10年教授に昇進して、民法第三講座をめぐる三潴信三との一騎打ちに勝利

した結果、東大民法講座における「鳩山・穂積・末弘」体制が整った。

③　末川博――これに対して、京大では、末川博（明治25・11・20生、大正３年三

高卒業、大正６年京都帝大法科大学卒業）が、大正９年助教授、大正14年教授に就任

して（なお、我妻栄の助教授就任は大正11年、教授昇進は昭和２年）、『ソヴィエト・ロ

シヤの民法と労働法』（改造社、大正10年）、『権利侵害論――不法行為に関する研究

の一部として』（弘文堂書房、大正14年）などの意欲作を続々と発表したが、昭和８

年の滝川事件で、佐々木惣一らとともに京大を去った。

【11】　ところで、政治学の分野では、大正デモクラシー期の始期および終期をいつ

の時点と考えるかについて、見解が分かれている。

まず、「始期」に関していえば、①明治38年の日比谷焼打事件とする見解、②大

正２年の第１次護憲運動（大正政変）とする見解、③大正５年の吉野作造「憲政の

本義を説いて其有終の美を済すの途を論ず」の発表とする見解、④大正７年シベ

リア出兵に伴う米騒動とする見解などがある。これらのうち、①・②の見解に立っ

た場合、民法学史の第２期（学説継受の時代）は、大正デモクラシー期に包摂され

ることになる
（19）

。

この点に関して、私見は、第１に、ⓐ民法典の一般的な解釈方法論の問題と、

（19）�　鵜飼信成＝福島正夫＝川島武宜＝辻清明（責任編集）『講座・日本近代法発達史（１）～（10）』
（勁草書房、昭和33-36年）は、戦前の日本法の一般的な発展過程を〔１〕法体制準備期（明治
元年～明治21年）、〔２〕法体制確立期（明治22年～大正３年）、〔３〕法体制再編期（大正４年
～昭和６年）、〔４〕法体制崩壊期（昭和７年～昭和20年）の４期に分けていた。このうちの〔２〕
と〔３〕の画期は、本文で述べた大正デモクラシーの始期に関する②ないし③の時期に相当す
る。
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ⓑ大正デモクラシーの背景となった日本の社会構造の変化への対応問題とを、区別

して論ずるべきと考える。また、第２に、第２期（概念法学的な解釈論の確立期）と

第３期（修正期）の学者の間には、世代的相違は存在せず
（20）

、㋐ドイツ法か、㋑非ド

イツ法（フランス法・英米法）かの違いが、決定的であったと考える。

まず、ⓐ民法典の一般的な解釈方法論につき、第１期の立法者意思説的な解釈

を排して、㋐ドイツ流の概念法学的な解釈理論を駆使する第２期の学者において

も、ⓑ日露戦争から第１次世界大戦にかけての資本主義の高度化に伴い深刻化し

た農村問題・都市問題・労働問題に対して、決して無関心ではなかった。ⓑの問題

に対する第２期の学者の対応の不十分は、㋐ドイツ法流の概念法学の欠陥に由来

するものではなく、東大では川名兼四郎・石坂音四郎の死去や鳩山秀夫の辞職、京

大では岡松参太郎や曄道文芸の離職といった、個人的事情が重なったためである。

これに対して、ⓐ一般的な解釈方法論につき㋐ドイツ法に依拠しつつ、ⓑ新たな

社会問題への対応に成功して第３期への移行を成し遂げた学者が、京大の末川博

であったが、東大では、末弘厳太郎が、留学前の㋐ドイツ法流の概念法学から、ア

メリカ・フランス留学を経て、ⓑ大正デモクラシー期の社会問題にとどまらず、ⓐ

一般的な民法解釈論についても、㋑非ドイツ法的な柔軟な解釈論を展開するに至る

（この立場は、牧野英一のフランス法流の自由法論や、穂積重遠のイギリス法流の市民法

学と通底するものがある）。

　（イ）　第３期後期――戦時体制期（昭和６年～昭和20年）

【12】　一方、大正デモクラシー期の「終期」に関しては、①大正14年の治安維持法

の制定とする見解と、②昭和６年の満州事変の勃発（いわゆる「15年戦争」の開始）

（20）�　民法学史の第２期・第３期を担った学者たちは、いずれも、第１期を担った法学者たちの子
供の世代に当たる。鳩山秀夫・穂積重遠は言うに及ばず、末弘厳太郎の父・末弘厳石は、司法
省法学校における梅謙次郎の同期生であった（正則科第２期生）。一方、梅謙次郎の二男・梅
震（明治29・２・14生）や、山田喜之助の三男・山田作之助（明治29・４・22生）は、我妻栄（明
治30・４・１生）と東大の同期である。我妻と同年代の他の学者たち――勝本正晃（明治28・
５・５生）、蝋山政道（明治28・11・21生）、横田喜三郎（明治29・８・６生）、平野義太郎（明
治30・３・５生）、瀧川政次郎（明治30・５・26生）、杉之原舜一（明治30・８・２生）、木村亀
二（明治30・11・５生）、中川善之助（明治30・11・18生）、田中誠二（明治31・５・30生）、松
坂佐一（明治31・11・13生）、尾高朝雄（明治32・１・28生）、東畑精一（明治32・２・２生）、
宮沢俊義（明治32・３・６生）、舟橋諄一（明治33・５・31生）など――の父もまた、第１期の
人物と同世代である。
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とする見解がある
（21）

。

このうちの①治安維持法による検挙は、当初はマルクス主義者が標的であり（大

正14年京都学連事件、昭和３年３・15事件、昭和４年４・16事件、昭和５年共産党シンパ

事件）、昭和５年共産党シンパ事件では、平野義太郎のほか、我妻栄と一高で同期

の三木清が逮捕された。

そして、②満州事変後には、思想弾圧の対象は非マルクス主義者にも及ぶように

なり、上述した昭和８年滝川幸辰の京大免官事件の後には、東大に関しても、昭

和10年美濃部達吉の天皇機関説事件、昭和12年矢内原忠雄の免官事件、昭和13年河

合栄治郎の著書の発禁処分と翌14年平賀粛学が続いた。一方、マルクス主義者に関

しては、昭和11年コム・アカデミー事件で講座派が壊滅し、昭和12年・13年人民戦

線事件で労農派も壊滅した。

こうした時局の変化の中にあって、大正デモクラシー法の旗手たちの言説にも、

次第に陰りが見え始める
（22）

。

①　穂積重遠――大村敦志は、穂積重遠の評伝の「あとがき」で、重遠の光の側

面に着目しすぎたきらいがないでもない」と述べた後、次のように記している
（23）

。

　　�　もちろん、重遠にも「短所」はないわけではない。たとえば。重遠が編集した『公

民教科書』を見ると、そこに法に対する彼の考え方がよく現れていることはわかるも

のの、戦時中の版には、抑制的な筆致によるとしても、時局迎合的な叙述が見られな

いわけではない。そうでなければ教科書として刊行を続行することは不可能だったの

だろう。重遠は戦時体制の中で、よりよい方向を目指す努力をしたと思う。しかし、

（21）�　『講座・日本近代法発達史』前掲注（19）の〔３〕法体制再編期と〔４〕法体制崩壊期の画期は、
②満州事変（「15年戦争」開始時）に求められている。

（22）�　これに対して、星野英一は、戦前の第３期（第１周期③修正期）を前期（大正デモクラシー
法の時代）と後期（戦時体制期）で区別せず、後期に関しては「若干の不幸な事例はあったが、
この時代の風潮に流される者はごく少なく、反対に、学問的な研究ながら時代に対する間接的
な批判を含む論稿も出されたり、農山漁村の実態調査が始められたりした」とする（星野英一

「民法講義――総論（９）日本民法学史（２）」法学教室９号（昭和56年）17頁��〔所収〕星
野英一『民法講義・総論』前掲注（９））。しかし、大方の見解は、同じ③修正期にあっても、
大正デモクラシー法と戦時体制の法理論では、修正の基盤となる基本思想・哲学が真逆である
ことに注目している。

（23）�　大村敦志『穂積重遠――社会教育と社会事業とを両翼として』（ミネルヴァ書房・ミネルヴァ
日本評伝選、平成25年）312頁、313頁。
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時代の流れに抗することはできなかった。彼は、「改良の人」であって「抵抗の人」

ではない。そこに限界があった、という見方は、むろん可能な一つの見方であろう。

②　末弘厳太郎――他方、末弘厳太郎については、彼の法学が、大正デモクラ

シー期の市民法学から、戦時体制期に時局迎合的に超国家主義に転向し、戦後再び

市民法学に復帰したとする、厳しい評価も有力である
（24）

。その理由は、昭和15年７月

設立の日本法理研究会で主導的な役割を務めたことが、戦後の教職追放（昭和21・

９・30東京帝大教授免官）につながったことと、昭和15年８月に東亜研究所および満

鉄と連携して行った中国・華北農村慣行調査の植民地主義的な性格にある。

ただし、戦時体制期の末弘にきわめて批判的な白羽祐三にあっても、次のような

記述が見出される
（25）

。

　　�　末弘「市民法学」は、前述のごとく「満州事変」（昭和６年）以降、とくに昭和10

年の天皇機関説の頃の威嚇・脅迫・暴力にあっても
（26）

、京都帝国大学教授・石田文次郎

の如く早くからナチス・ドイツ流および日本型「ファシズム法論」に狂信的に「帰依」

することはなかった。

③　石田文次郎――石田文次郎は、末川博と同年生まれ（明治25・３・25生）、大

正２年三高卒業、大正６年京都帝大法科大学卒業、大正９年神戸高商教授、大正

14年東北帝大教授から、昭和８年滝川事件後の人事で昭和９年京都帝大教授に就

任するも、戦後の昭和21年滝川の教授復帰で退官した人物であり、我妻栄の義兄・

孫田秀春や、孫田と東京商科大学の同僚であった岩田新などとともに、代表的なナ

チス法学の信奉者である
（27）

。

④　末川博――白羽祐三は、末弘厳太郎・石田文次郎・岩田新のみならず、牧野

（24）�　この点に関しては、七戸「末弘厳太郎研究資料総覧」法政研究85巻１号（平成30年）175頁と、
同論文に引用の諸文献参照。

（25）�　白羽祐三『「日本法理研究会」の分析――法と道徳の一体化』（中央大学出版部、平成10年）
285頁。

（26）�　〔七戸注〕昭和８年１月刊行の『法窓漫筆』（日本評論社）は「法の階級制主張、暴力行為肯定」
の理由で同月18日に発禁処分を受け、昭和９年６月６日には旧著『法窓閑話』（改造社、大正
14年）についても蓑田胸喜が出版法・治安維持法違反で告発し、８月22日末弘は東京地方検察
局に召喚され事情聴取を受けている（11月28日不起訴決定）。さらに、翌昭和10年２月15日には
国体擁護連盟の益田一悦らが、末弘に東大辞職勧告文を突きつけ、２月28日貴族院本会議での
菊池武夫の天皇機関説糾弾演説の際には、末弘の上記著書も問題視されている。

（27）�　白羽祐三・前掲注（25）164-166頁注（10）。
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英一・末川博・我妻栄に対しても手厳しい批判を加えている。末川に対しては、以

下のごとくである
（28）

。

　　�　末川博は昭和14年（第２次世界大戦勃発）頃よりファシズム法学に移行する。��

〔末川「統制と契約」民商法雑誌９巻１号（昭和14年）の内容説明。略〕��。末川

法学も、「契約の自由原則論」からフランス式契約統制論（ジョスランの「契約統制論」）

やドイツ式ナチス契約論（ラーレンツ、ジーベルトなど）へと推移していく。自由な

意思の合致は誤りで「強制せられた意思もなお意思である」という末川契約法学（ファ

シズム契約論）は、具体的にいえば、昭和14年の国民徴用令の「徴用命令」（同令８条）

やその他「命令契約」もなお契約であると強弁するためのものである。これは詭弁で

あり、ファシズム権力への屈服を示す以外のなにものでもないといえよう。

　　�　そして昭和13年の国家総動員法などの戦時統制立法（ファシズム法）の解説・宣伝

を精力的に試みる。

　――以上を要するに、戦時体制期の法学者に対する批判は、ⓐ政府・軍部に対す

る時局迎合的姿勢、ⓑ帝国主義的な植民地政策への協力、ⓒナチス法学の賛美の、

３点に向けられているのであるが、これらの点に関する戦時体制下の我妻の態度

については後に見ることとして、話を終戦後に進めよう。

（３）　第２周期

　ア　第４期（第２周期①立法期：昭和20年～昭和30年）

【13】　終戦後の時代区分に関して、星野英一や五十川直行は、これを昭和30年まで

の「法解釈学の不振の時期」ないし「停滞期」と、昭和30年以降の「法解釈学の復

興・興隆の時期」ないし「再生期」に分けていた。

終戦後10年にわたって法解釈学が「不振」ないし「停滞」した理由について、私

見は、戦前の第１周期の①立法期と同様、社会体制の激変により制定された立法

の多さに対して、法解釈学が対応しきれなかったためと考えている。

　イ　第５期（第２周期②解釈確立期：昭和30年～昭和48年）

【14】　星野英一が昭和30年を「法解釈学の復興・興隆」の画期とした理由は、昭和

29年我妻栄『債権各論（上巻）（民法講義V１）』（岩波書店）と、昭和30年川島武宜『科

（28）�　牧野に対する批判は白羽祐三・前掲注（25）166-167頁注（10）、末川に対する批判は130-131頁、
我妻に対する批判は11-12頁、24頁、131頁。



F�309我妻栄の青春（１）（七戸）

（法政研究�88－1－132）132

学としての法律学』（弘文堂、アテネ新書66）の刊行にあった
（29）

。

これに対して、森田修は、昭和30年の「川島インパクト」よりも、「1960年代」の「星

野インパクト」の影響の大きさを評価して、「星野インパクト」を新時代の到来と

する
（30）

。

しかしながら、「星野インパクト」とは、星野英一の鮮烈なデビューを意味しても、

この時点では我妻法学が圧倒的な権威を誇っていた。

内田貴の以下の文章にあるように、我妻法学が過去の理論となるのは、星野イン

パクトから10年後の1970年代のことである
（31）

。

　　�　最近若い実務家と話をしていて驚くのは、我妻先生が戦前からずっと今日まで圧

倒的な権威を保ち続けていると信じている人が多いことである。近年の我妻説の権威

は、一種のリバイバルだろう。司法研修所で要件事実教育が一世を風靡したとき、民

法の要件事実を論じる拠り所として、当時の研修所教官達が、かつて自分たちが学ん

だ通説である我妻説を安定した解釈論として用いたためではないかと想像する。1970

年代の東大法学部には、我妻説は過去の理論という雰囲気があった。我妻先生の後継

者である星野先生が颯爽と学界に登場し、60年代から通説を突き崩す論文を次々と発

表して学界に論争を巻き起こしておられたからである。

しかも、1970年代以降、我妻説が過去の理論となったのは、星野説が我妻説に勝

利したからではない。1973年（昭和48年）の我妻の死去により、我妻説の更新が永

久的に停止し、時の経過とともに古びてゆくだけの学説になったためである。

　ウ　第６期（第２周期③修正期：昭和48年～平成12年）

【15】　昭和48年我妻の死去後の第６期（第２周期の②通説（我妻説）に対する③修正期）

を担った星野英一らは、我妻の子供世代に当たる
（32）

。

（29）�　星野英一「民法講義――総論（10）日本民法学史（３）」前掲注（９）17頁��〔所収〕星
野英一『民法講義・総論』前掲注（９）。

（30）�　森田修「星野英一と『日本民法学史』」星野英一先生追悼『日本民法学の新たな時代』（有斐閣、
平成27年）129-131頁。

（31）�　内田貴「棺の重さ」内田貴＝大村敦志＝星野美賀子（編）『星野英一先生の想い出』（有斐閣、
平成25年）60-61頁。

（32）�　ちなみに、我妻の長男・洋（社会心理学者）は昭和２・６・17生、二男・堯（産婦人科医）
は昭和５・１・９生、我妻と一高・東大同期の岸信介の長男・信和（西部石油会長）は大正
10・11・26生、三輪寿壮の長男・正弘（建築家）は大正14・２・７生、二男・史朗（内科医）
は昭和２・２・17生、平岡梓の長男・公威（三島由紀夫）は大正14・１・14生、山田作之助の
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星野英一――星野耕作（銀行員から弁護士）・テイ夫婦の３男１女の第１子として

生まれた星野英一（大正15・７・８生）は、昭和８年東京高師附属小学校入学、同

中学４修で昭和18年一高入学（文科四組〔文乙・独法〕）、終戦５か月前の昭和20年

３月卒業後、４月１日東京帝大に入学して、我妻の「民法第一部」講義を受ける
（33）

。

我妻の長男・洋、二男・堯が小・中学校の後輩だった関係で、我妻栄の名前は知っ

ていたという
（34）

。その後については、星野の言葉をそのまま引用しよう
（35）

。

　　�　昭和20年４月末、大学へ入って講義を聴き出して１月したところで、勤労動員に出

ることとなった。行先は、神奈川県高座の海軍の工場である――三島由紀夫の小説に

もこの頃を扱ったものがある。彼も行っていたのである――。このとき法学部では、

試験をして、30名の者が勤労動員に出ないで本郷で授業を受けることのできる制度を

作った。「特別学生」と呼ばれたと思う。まことに幸いなことに、その試験に受かって、

勉強を続けることができるようになった。30名の内訳が、法律学科（今の一類にほぼ

あたる）から12名、政治学科（今の二類・三類の中間くらいか）から18名であったこ

とを覚えている。

なお、星野は、「勤労動員は、高座工廠で、１年前には三島由紀夫が行って、そ

のことを書いています」とも述べているが
（36）

、この記憶は不正確で、１年前には高座

工廠は存在していない（神奈川県高座郡座間町・海老名町〔現：座間市・海老名市〕に

海軍高座工廠が開廠するのは昭和19年５月、生産開始は同年８月のことである）。

正確な経緯を述べれば、平岡公威（三島由紀夫）が学習院高等科を首席で卒業し

たのは昭和19年９月（昭和17年より旧制高校の修学期間は半年短縮の２年半となってい

た）、東京帝大法学部への入学は同年10月のことで、その１学年下の星野について

は、修学期間がさらに２年に短縮されたため、昭和20年３月一高卒業、４月東大

入学となり、三島の学年は「旧１年生」、星野の学年は「新１年生」と呼ばれていた。

そして、星野の入学前、三島ら旧１年生は、昭和20年１月10日に中島飛行機小泉

長男・弘之助（弁護士）は大正15・６・22生。
（33）�　なお、星野と同期入学の山田弘之助によれば、このとき受講した講義は、我妻の民法のほか、

宮沢俊義の憲法と、小野清一郎の刑法だったという。山田弘之助『法窓コラム』（有斐閣、昭和
61年）143頁。

（34）�　星野英一『心の小琴に』（有斐閣、昭和62年）39頁。
（35）�　星野英一・前掲注（34）12頁。
（36）�　星野英一『ときの流れを超えて』（有斐閣、平成18年）39頁。
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製作所（群馬県新田郡太田町）に勤労動員となるも、３月26日引き揚げ（学生の待遇

をめぐって工場と大学の間で紛議が生じたことによる）、その後、４月入学の新１年生

とともに、５月５日高座工廠へ勤労動員となったものである。

しかし、先の引用にもあるように、星野は、田中英夫（昭和２・１・13生）らと

ともに、戦時特別学生に選ばれて勤労動員を免除される
（37）

。その後、三島は、高座工

廠で「岬にての物語」執筆中に終戦を迎えるが、星野は、不幸にも６月に兵隊に

取られ、劣悪な軍隊生活が災いして、復員後に肺結核を患うこととなる。三島は、

同年２月に徴兵されるも、入隊検査で即日帰郷となっており、二人の幸運と不運

はめまぐるしく入れ替わっている
（38）

。

　（ア）　第６期前期（昭和48年～昭和63年）

【16】　昭和29年東大法学部助教授に就任し、昭和31年「不動産賃貸借法の歴史と理

論
（39）

」で学界にデビューして以降の「星野インパクト」の時代は、我妻法学が圧倒的

な権威を誇った第５期（第２周期②解釈確立期）に当たる。それゆえ、星野のように、

我妻の薫陶を直接に受けた世代においては、我妻説の超克こそが研究目標であっ

た。我妻の追悼座談会で、当時40代の星野は次のように述べていた
（40）

。

　　�　私ども戦後の若い民法学者のやっていることは、我妻先生の「講義」の中でどうも

（37）�　星野は、中川善之助＝鈴木竹雄＝田中二郎＝有泉亨＝四宮和夫＝遠藤浩＝唄孝一＝星野英一
「（座談会）人間・我妻栄を語る」ジュリスト臨時増刊563号『（我妻栄先生追悼）特集：我妻法
学の足跡』（昭和49年）56頁でも、次のように語っている。「昭和20年の５月に、勤労動員に行
くわけですが、そのときに、最初にして最後ですけれども、特別学生という制度をつくってく
ださいました。憲法、民法１題ずつの試験をされ、その結果30人ほど残されて、勤労動員に行
かずに、講義をしていただいたのです。そのときに、我妻先生は非常に喜んで、自分は昔から
法律の講義というのは少人数で質疑応答などをしながらやっていくのが理想だと思っていた。
妙なことが機縁となったけれども、理想とする講義ができるといっておられました」。

（38）�　なお、三島は、群馬・中島飛行機への勤労動員中に、母・平岡倭文重に宛てた手紙で、「昨晩
〔昭和20年１月26日〕末弘厳チャンが来られ、厳チャンを囲んで話を聞く会がありました。厳
チャンが嘗てヒトラーと会った話など傑作でした。ヒトラーが��〔後略〕��」と話の内容
を詳細に書き綴っている。『決定版・三島由紀夫全集38書簡』（新潮社、平成16年）825頁。この
点も、星野が、一高在学中に「高等学校修練要綱」の視察団として来校した末弘厳太郎に対し
て「大変悪い印象を受けてしまった」ことから「末弘先生には、いまでも割り切れない感じが
あります」と述べているのと対照的である。星野英一・前掲注（36）22-23頁。

（39）�　法学協会雑誌73巻４号（昭和31年）��〔補訂・改題〕星野英一「不動産賃貸借法の淵源」『民
法論集・第３巻』（有斐閣、昭和47年）277頁。

（40）�　中川善之助＝鈴木竹雄＝田中二郎＝川島武宜＝唄孝一＝星野英一「（座談会）我妻栄先生の
学問と業績」『特集：我妻法学の足跡』前掲注（37）93頁。
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ちょっとおかしいのではないかというようなところをとらえて一所懸命批判しようと

しているようなものです。それが成功すると、鬼の首をとったように喜ぶ。そんなこ

とを寄ってたかってやっているのです。結局何といっても先生の体系は強固で、全体

がくずれるということはありませんが、みんながねらっているのは大体そういう部分

です。

そして、星野は、後年になっても、自分の弟子たちに対して、次のような希望を

語っているが
（41）

――、

　　�　われわれの世代は何か過渡的な時代のような気もします。��。私どもの世代がた

だの過渡ではなく、それまでの世代の民法学、我妻先生に代表されるものをターゲッ

トにし、それを基礎にしながらある意味で新しいものを出したつもりで、我妻法学が

「正」だとすれば、われわれが「反」かもしれない。しかし、次の世代は「合」にし

てほしいという感じですね。つまり、それぞれを十分に理解したうえで、それぞれの

いいところを取ったうえで新しいものを作ってほしいと思います。

――しかし、我妻の死去後、過去の理論として次第に忘却の彼方へと追いやられ

た我妻説に対しては、星野のように、これを仮想敵に見立てて反対論を提起しよう

とする発想自体が消えて久しい。星野のような「反」我妻法学は、我妻が生きてい

たからこそ起きた現象であった。それゆえ、私見は、終戦を起点として始まる第

２周期の②解釈確立期と③修正期の画期を、我妻の死去する昭和48年に求めたい。

なお、戦前の現行民法典制定を起点とする第１周期の②解釈確立期を「学説継

受の時代」、③修正期を「大正デモクラシー法の時代」と呼ぶように、戦後の第２

周期の②解釈確立期は「我妻法学の時代」と呼ぶことができようが、③修正期であ

る我妻死去後の時代については、適切な言葉が見当たらない（この時代の代表的な

解釈理論が星野英一の「利益衡量」論であることは疑いがないが、しかし、この時代を「利

益衡量論の時代」と名づけるのでは狭きに失するだろう）。

　（イ）　第６期後期（平成元年～平成12年）

【17】　一方、③修正期以降、現在（2021（令和３）年）に至るまでの約50年間につい

ては、これを２期に区分することには異論がないものの、区分の時期に関しては、

（41）�　星野英一・前掲注（36）268頁。
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ⓐ平成期の始まり（1989（平成元）年）で区切る見方と、ⓑ21世紀の始まり（2001（平

成13）年）で区切る見方があり、さらに、基本的にはⓐの区分に立脚しつつ、ⓑを

後期の下位の小区分として用いる立場もある
（42）

。

このうち、ⓑ21世紀の始まり（2001（平成13）年）を画期とする立場は、同年４

月の「経済関係民刑基本法整備推進本部」の設置および同年11月の「司法制度改革

推進法」の制定を機縁とする民事立法ならびに司法制度の大改革に注目するもので

あるが、ⓐ平成期の始まりを画期とする立場も、2001（平成13）年以降の大改革の

先駆が、すでに1989（平成元）年より認められるとするものなので
（43）

、ⓐ・ⓑ両説の

間に大きな隔たりがあるわけではない。

（４）　第３周期？

　ア　第７期（第３周期①立法期？：平成13年～現在）

【18】　第７期（平成の民事法（民法）大改革時代）の担い手は、東大教授から上記平

成13年「経済関係民刑基本法整備推進本部」の参与に就任して民法（債権関係）改

正を推進した内田貴（昭和29・２・23生）や、法制審議会の民法（相続関係）部会・

特別養子制度部会等の部会長を務めた大村敦志（昭和33・６・14生）ら、我妻栄らの

世代の孫の世代（星野英一らの世代の子の世代）の学者たちである
（44）

。

ところで、この平成の民事法（民法）大改革時代真っただ中の現在においては、

法務省の立法担当者が執筆した『一問一答』や『Q&A』といった表題の新法解説

書が、立法者意思を体現した資料として金科玉条のごとく重視される一方で、学説

の地位は極端に低下している
（45）

。これは、現行民法制定を起点とする第１周期の①

（42）�　大村敦志＝小粥太郎『民法学を語る』（有斐閣、平成27年）11頁〔大村〕「日本民法学の転換
点は1920年代初頭〔大正10年〕と1980年代末〔平成元年〕にあると言ってよいでしょうが、こ
の間にあるのが20世紀（大正・昭和）日本の民法学であるとすれば、1980年代末から後に来る
のが21世紀（平成）日本の民法学ということになります。そして、21世紀日本の民法学は、司
法制度改革の前（1990年代）と改革以後（2000年代 ‐ ）に分けられる」。

（43）�　大村敦志＝小粥太郎・前掲注（42）�122頁〔大村〕「2000年代が民事立法の時代であったこと
は確かですが、その少し前、1990年代の終わりごろからすでに、第３の改革期＝法制改革期と
いった表現が使われるようになっていました。確かに1990年代の後半から立法は活発化してお
り、民法に関連するものとしても、1998年の特定非営利活動促進法（NPO法）、債権譲渡特例
法の制定、1999年の借地借家法、成年後見制度の改正などが挙げられます」。

（44）�　なお、同年代の民事訴訟法学者には、我妻栄の孫（我妻の二男・堯の長男）我妻学（昭和
35・９・９生）がいる。

（45）�　この点に関しては、七戸①「配偶者居住権を論じて所有者不明土地問題に係る民法・不動産
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立法期や、戦後民事法（民法）改正を起点とする第２周期の①立法期と、まったく

同じ状況のように見える――というのが、私見の見立てである。

　イ　日本民法学史の未来予想

【19】　となれば、今後のわが国の民法学の展開は、現行民法典制定を起点とする第

１周期や、終戦を起点とする第２周期と同様、現在の①立法期を抜ければ、②安

定的な理論による解釈確立期が訪れた後、③時代の変化に対応した修正期を経て、

再び次の周期の①立法期へと至るのではあるまいか。

　２　我妻法学の時代区分

【20】　さて、以上のようなわが国の民法学の歴史の中にあって、我妻栄の研究活動

は、戦前の第３期（民法学説の第１周期の③修正期）の当来期に開始され、第３期の

後半（戦時体制期）には、民法学者としての地歩をすでに固めている。

さらに、終戦後も、我妻は、第４期（第２周期①立法期）には新憲法下での大規

模な法制度改革に関与し、著書『民法講義』は第５期（第２周期②解釈確立期）に

おいて圧倒的な権威を誇った。

そこで、以下では、戦前の第３期における我妻法学を第３期前期（大正デモクラ

シー法の時代：大正10年～昭和６年）と第３期後期（戦時体制期：昭和６年～昭和20年）

に分けて我妻法学の第１期・第２期とし、戦後の民法学史の第４期（第２周期①立

法期）・第５期（第２周期②解釈確立期）を我妻法学の第３期・第４期として、それ

ぞれの時代の我妻法学の特徴を見てゆくことにしたい。

（１）　我妻法学の第１期（大正９年～昭和６年）

【21】　我妻が研究活動を開始した頃の日本の法学の状況は、我妻自身の言によれ

ば、次のようなものであった
（46）

。

　　�　近代法というのはいつごろからのものか、これは大体フランス革命以後ぐらいと考

えてもらえばいいと思います。また資本主義が第２段階に入ったのは、ヨーロッパで

は20世紀の初め、日本では明治の末から大正時代であります。私は大正９年に大学を

登記法改正に及ぶ」法律時報92巻５号（令和２年）79頁、七戸②「民法899条の２をめぐって（３・
完）」法政研究87巻４号（令和３年）349（F154）頁以下、287（F216）頁以下参照。

（46）�　我妻栄「日本人の法感覚」『民法研究Ⅻ補巻２』（有斐閣、平成13年）８頁。
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卒業し、鳩山秀夫、穂積重遠、末弘厳太郎３先生の教えを受けて研究室に残ったので

すが、それはちょうど近代法の発達からいうと第２期であります。大正の終りから昭

和の初めにかけて一番印象の深かったのはやはり借地法、借家法〔大正10年４月８日

法律第49号・第50号〕です。

大正９年７月10日に大学を卒業した我妻は、７月19日特選給費学生に選ばれた

後、翌大正10年３月31日助手に採用される。彼の第１論文・第２論文は、いずれ

もドイツ法の紹介であるが
（47）

、第２論文からは借地・借家問題への関心がうかがわ

れ、さらに、大正10年３月より中央法律新報に掲載の「判例に現れたる借家問題と

借家法案（上）（中）（下）
（48）

」では、総合判例研究の手法も用いられている。

　ア　大正10年「民法（民事法）判例研究会」

【22】　そして、大正10年７月、我妻は、前年９月に留学から帰朝した末弘厳太郎よ

り判例研究会への参加を持ちかけられる。発足時の同人は、穂積重遠・末弘厳太郎・

東季彦と、同年助手に採用された我妻栄・中川善之助・平野義太郎・田中誠二の計

７人。その後、商法・民事訴訟法分野も加わり、研究会の名称は「民法判例研究会」

から大正12年「民事法判例研究会」に改称される。

なお、その後の時代の我妻に関しては、有泉亨が、次のように述べている
（49）

。

　　�　私が昭和８年に研究会の末席に加えられた当時には、座長席には穂積先生がすわっ

ておられたが、学部長その他で多忙であられた末弘先生に代って、我妻先生が事実上

研究会をリードしておられた
（50）

。そして、それは先生が定年で現職を退かれた〔昭和32

（47）�　「独逸民法ノ失踪宣告ニ関スル規定ノ改正」法学協会雑誌38巻12号（大正９年12月）、「住宅難
に対する独逸の立法（１）～（３・完）」法学協会雑誌39巻３号（大正10年３月）、５号（５月）、
６号（６月）。

（48）�　中央法律新報第１年〔巻〕４号（大正10年）、５号、６号��〔所収〕『民法研究Ⅺ補巻（１）』
（有斐閣、昭和54年）１頁。なお、我妻「大正デモクラシーの法学への投影」社会問題研究会（編）
『（社会問題資料叢書・第２輯）中央法律新報』（東洋文化社、昭和47-49年）復刻推薦文��〔所
収〕『民法と五十年その２随想拾遺（上）』（有斐閣、昭和51年）275頁。

（49）�　有泉亨「（書評）我妻栄著『民法判例評釈Ⅰ』」法学セミナー122号（昭和41年）43頁。
（50）�　〔七戸注〕我妻法学の第２期（昭和６～20年：34～48歳）以降、我妻は学内・学外において柱

石たる地位を占めるようになる。我妻の第２期時代に関しては、さらに、四宮和夫と鈴木竹雄
の、次のような発言もある。「四宮　私が助手になったのは昭和13年ですが、そのころ大先生が
判例研究会に出てきておられまして、穂積先生とか、末弘先生とか、田中耕太郎先生とかが出
ておられた。しかし、我妻先生がおそらく実質的な中心であったのだろうと思うのです」。「鈴
木　〔当初は〕70%か80%は末弘先生のリードのもとにやられていたが、だんだん我妻先生がえ
らくなったので、我妻先生に比重を移していかれたのではないか。それがちょうど四宮君の時
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年〕後もつづいてきた。毎週金曜日の午後の研究会には、ほとんどかかさず出席され

て、後進の指導に当たられたのである。��先生の判例研究を通じての後進指導は「定

年退職後」10年近くに及んでいるのであって、40年をたっぷりあまるのである。

このように、我妻の判例研究会への関わりは、我妻法学の第１期の当初から、

晩年の第４期まで及んでおり
（51）

、後年（我妻法学第４期の昭和40～41年）、我妻は、報

告した判例評釈を『民法判例評釈Ⅰ～Ⅲ』にまとめた際に
（52）

、「私にとってこの本は

写真帳である。ひとつひとつは、生意気ざかりの青年時代から。ようやく老いのい

たるまで、その時その時の面影をうつし出している」と語っている
（53）

。

　イ　大正15年「私法の方法論に関する一考察」

【23】　話を我妻法学の第１期に戻す。

大正11年７月助教授に就任した我妻は、翌大正12年６月留学に出発し、アメリカ

からイギリス・ドイツ等を経て、大正14年12月に帰国、船上で知り合った鈴木米次

郎（東洋音楽学校〔現・東京音楽大学〕の創設者
（54）

）の四女・緑（明治37・３・１生）と

翌大正15年３月に結婚、そして、同年６月より法学協会雑誌に「私法の方法論に

関する一考察」の連載を開始する
（55）

。

大正期の法学界を席捲した新カント学派の哲学と法学方法論の影響の色濃い論文

であるが、川島武宜によれば、「この論文が書かれた動機は、先生自らも言われる

ように、鳩山法学の嫡流相続人〔鳩山は同年に東大を辞職している〕としての先生の

代なんだろうと思う」。「（座談会）人間・我妻栄を語る」前掲注（37）57頁。
（51）�　その結果、『判例民法』『判例民事法』に掲載された評釈の本数に関して、我妻は他を圧して

おり、大村敦志「アレティストとしての星野英一（１）星野英一研究資料（その３）」法学協
会雑誌136巻11号（令和元年）166頁、170頁によれば、①我妻栄228件、②穂積重遠197件、③星
野英一173件、④末弘厳太郎170件、⑤川島武宜118件、⑥鳩山秀夫81件、⑦来栖三郎79件、⑧石
田穣54件、⑨四宮和夫51件、⑩平井宜雄49件、⑪米倉明45件、⑫中川善之助42件・有泉亨42件で
あるという。ただし、我妻自身の言によれば、「判例研究会で担当して報告した判決の数は240
件」とされる。『民法判例評釈Ⅰ』後掲注（52）「序」１頁。

（52）�　『民法判例評釈Ⅰ総則・物権・担保物権』（コンメンタール刊行会・一粒社、昭和40年）、『民
法判例評釈Ⅱ債権総論・債権各論』（昭和41年）、『民法判例評釈Ⅲ親族・相続・諸法』（昭和41年）。

（53）�　『民法判例評釈Ⅰ』前掲注（52）「序」２頁。
（54）�　彼は、穂積重遠の東京高師付属小・中学校時代の音楽の教師でもある。武石みどり（監修）・

東京音楽大学創立百周年記念誌刊行委員会（編集）『音楽教育の礎――鈴木米次郎と東洋音楽学校』
（春秋社、平成19年）59-60頁。

（55）�　法学協会雑誌44巻６号（大正15年６月）、７号（７月）、10号（10月）��〔所収〕『近代法に
おける債権の優越的地位』後掲注（58）475頁。



F�317我妻栄の青春（１）（七戸）

（法政研究�88－1－124）124

法律学の基礎づけということであり、そうして、その目標は、『法社会学の洗礼を

受けた鳩山法学』――或いは『法社会学ないし社会学的法律学の挑戦に堪える鳩山

法学』――の確立ということであった（このことは、私が先生から直接に聞いたとこ

ろである）
（56）

」。また、川島は、次のようにもいう。「あの論文〔「方法論」〕にはじまり『大

東亜戦争』になるまで約10年間は、足の御病気があったとはいえ〔昭和５年左足首

の関節炎がカリエスに悪化してギプス装着の生活になる〕我妻先生の健康状態が最高調

にあった時期ではなかったかと思います。あのころに書かれた論文は、そのころ福

井勇二郎君（当時助教授）とよく話したのですが、『脂がのった魚』みたいだと形容

したことがあるのです
（57）

」。

　ウ　昭和２年～昭和４年「近代法における債権の優越的地位」

【24】　翌昭和２年３月鳩山後任の教授昇進後、同年６月より昭和４年10月までの

３年間法学志林に14回にわたって連載された「近代法における債権の優越的地位
（58）

」

は、上記イ「方法論」とともに、我妻法学の第１期を飾る双璧である。

戦後の昭和28年（我妻法学の第３期：56歳）同論文を含む戦前の４本の論文を一書

にまとめた際、我妻は、次のように述べていた
（59）

。

　　�　元来、私は、大学教授には二つの任務があると思っている。一つは、その専攻する

学問分野の全部にわたって講義案ないし教科書を作ることであり、二つは、最も興味

を感じ重要と信ずるテーマを選んで、終生の研究をそこに集中することである。

　　�　かような信条に基いて、私は、一方、民法の各部を７冊の「民法講義」にまとめる

とともに、他方、「資本主義の発達に伴う私法の変遷」ともいうべきテーマを終生の

研究にしようと考えた。

そして、このうちの後者の「終生の研究」の具体的な内容・内訳については、次

のようにある
（60）

。

　　�　「資本主義の発達に伴う私法の変遷」は３部から成る。第１部は所有権論、第２部

（56）�　川島武宜「『私法の方法論に関する一考察』――我妻法学および今日の法律学にとっての意
義について」『特集：我妻法学の足跡』前掲注（37）18頁。

（57）�　「（座談会）我妻栄先生の学問と業績」前掲注（40）82頁。
（58）�　『近代法における債権の優越的地位』（有斐閣・学術選書（１）、昭和28年）１頁。
（59）�　『近代法における債権の優越的地位』前掲注（58）「序」１頁。
（60）�　『近代法における債権の優越的地位』前掲注（58）「序」６頁、７-８頁。
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123（88－1－123）

は債権論、第３部は企業論である。

　　�　��〔中略〕��。

　　�　��本書に収めた「近代法における債権の優越的地位」は、第２部「債権論」の大

部分と第１部「所有権論」の一部分を含むことになる。��第３部「企業論」で論ず

べきことは、あちこちに断片的に暗示されており、ときには、後に論ずることを予定

しているように見えるところもあるが、結局、少しもまとまった形を示してはいない。

昭和９年に東京帝国大学法学部政治学科に入学した丸山真男（大正３・３・22生）

は、「秀才の誉れ高く、かつマルキシストとして知られていた１年上級の先輩があ

れこれと教えてくれた『必読文献』のなかに、この論稿〔我妻「債権の優越的地位」〕

も入っていた」という
（61）

。一方、星野英一は、「高等学校卒業のころに〔昭和20年一高

卒業〕、〔一高の〕先生方が法学部についていろいろ辛辣な話をされるのですが、当時、

我妻先生はピンクだということがいわれていました」と述べている
（62）

。

我妻の長男・洋が書き残している父・栄の「心に残る言葉」――「いって見れ

ば、俺はカンティアーナーであってカントではない。マルクシストであってマルク

スではない。そこに俺の本当の取柄があると、ひそかに自負している
（63）

」――のうち、

《Kantianer》たる論文が「私法の方法論に関する一考察」であることは疑いないが、

してみれば、「近代法における債権の優越的地位」が《Marxist》たる論文という

ことになるのであろうか。

（２）　我妻法学の第２期（昭和６年～昭和20年）

【25】　我妻自身の言によれば、「資本主義の発達に伴う私法の変遷」に関する研究

は、我妻法学の第２期に入っても継続され、これを断念して『民法講義』の執筆

に仕事を集中させることを決意したのは、戦後の第３期のこととされる
（64）

。

　　�　��研究を進めれば進めるほど対象は広汎になり、しかも、その頃から「民法講義」

の執筆を始めたので、研究は思うようにははかどらなかった。

　　�　��〔略〕��。

　　�　大学教授は二つの任務をもっているという私の信条は変らない。「民法講義」７冊

（61）�　丸山真男「きれぎれの思い出」『特集：我妻法学の足跡』前掲注（37）144頁。
（62）�　「（座談会）人間・我妻栄を語る」前掲注（37）71頁。
（63）�　我妻洋「心に残る言葉」『追想の我妻栄――険しく遠い道』（一粒社、昭和49年）388頁。
（64）�　『近代法における債権の優越的地位』前掲注（58）「序」２-３頁。
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を完成し、「資本主義の発達に伴う私法の変遷」を終生の研究テーマとすることによっ

て、この責に答えようとする決心も変ったのではない。

　　�　しかし、戦争中に極度に疲弊した上、終戦後は、本務以外のいろいろの仕事が肩の

上につみ重ねられたので、私は、漸く学問的気力を失うようになった。そして、一昨

年過労のためしばらく休養した際に、現在のままでは、右の二つの仕事のどちらも完

成することはできないと考えた。いや、この二つの仕事を始終念頭において、これを

完成しなければならないと思いつめていては、その精神的圧力におしつぶされてしま

う他はない、とつくづく考えた。そこで、この未完成の論文を出版することによって

二つの責務のうちの一つから放免され、全力をあげて「民法講義」の残りを執筆する

ことによって、せめて他の一つだけを完遂しようと決心した。

　ア　昭和７年『民法講義』

【26】　だが、この点に関して、渡辺洋三は、次のように述べている
（65）

。

　　�　��昭和４年から６年の間にかの『近代法における債権の優越的地位』が公表され、

それが終った翌年すなわち昭和７年に解釈法学のテキスト『物権法』が公刊された。

教授自身がのべておられるように、『民法講義』７冊の完成すなわち解釈学の体系的

展開という課題と、「資本主義の発達に伴う私法の変遷」すなわち理論認識の科学と

しての法律学の本格的展開という課題と、このふたつの課題をあわせ遂行する
4 4 4 4 4 4 4

という

こころみは我妻法学が一貫してめざしたことであったにちがいない。それにもかかわ

らず、客観的に見るかぎりでは、その昭和７年を境として我妻法学はひとつの転換期

に入ったということができる。すなわちこの時を起点
4 4

として（昭和７年に物権法）昭

和８年に総則、11年に担保物権、15年に債権総論と、法解釈学の体系的展開という課

題は精力的に進められたのに反し、これとは逆にこの時を終点
4 4

としてそれ以降『債権

の優越的地位』のあとをつぐ理論法学の展開は影をひそめるに至ったのである。それ

は日本の法学史上ひとつの注目すべき転換であったといわねばなるまい。なぜならこ

の転換は一方において日本の法解釈学
4 4 4 4

の水準を高めるうえに決定的意義をもつもので

あった（これら民法講義が時代の要請を考慮しつつ外国法理論や判例理論の動向を総
4

合的
4 4

に整理し、かつそれらの論拠を体系的
4 4 4

に位置づけたものであり、戦前の日本の法
4

（65）�　渡辺洋三『法社会学と法解釈学』（岩波書店、昭和34年）370頁。
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解釈学
4 4 4

が到達したうちでの最高の水準を示すものであることは周知のとおりである）

とともに、他方において日本の法律学を法解釈学のわく内にとどまらしめ、その限り

で法律学全体の発展への展望を見失わせるうえにも決定的意義をもつものでもあった

からである。

かくして、渡辺洋三の見解に従えば、我妻の「資本主義の発達に伴う私法の変遷」

の研究は、昭和７年『民法講義』シリーズの刊行によって途絶することになる。

一方、『民法講義』シリーズは、戦前（我妻法学の第２期）に４冊を上梓し、その

うちの３冊については、戦後の東大退官後（我妻法学の第４期）に新訂版を出版し

たが、その後の執筆は遅々として進まず、『債権各論』は「不法行為」部分が未完

に終わった。

　　昭和７年11月『物権法』

　　昭和８年６月『民法総則』�� ���������〔新訂〕昭和40年５月

　　昭和11年11月『担保物権法』�����������〔新訂〕昭和43年11月

　　昭和15年４月『債権総論』�����������〔新訂〕昭和39年３月

　　昭和29年11月『債権各論（上巻）』

　　昭和32年５月『債権各論（中巻１）』

　　昭和37年10月『債権各論（中巻２）』

　　昭和47年１月『債権各論（下巻１）』

我妻が、『民法講義』を完成できなかった理由には、彼の生来の世話好きな性格や、

好奇心旺盛で熱中してのめり込む性癖が災いしている部分もあるが、この点につい

ては、我妻法学の第４期の個所で改めて触れることとして、以下では、戦時体制

下（我妻法学の第２期）における我妻の活動に論点を集中させよう。

この時代の我妻の行動については評価が分かれるが、田中二郎は「我妻先生の性

格の現れというか、何事についても、波立てないで、円満におさめていこうという

穏健なご性格のあらわれではないかと思います」と述べ、中川善之助も「我妻君と

いうのは元来非常に穏健派なのですね。そして体制派なんですが、ところがときど

きそうでないことを彼はしているのですね」と応じている
（66）

。

121（88－1－121）

（66）�　「（座談会）人間・我妻栄を語る」前掲注（37）62頁。
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　イ　満蒙法

戦時体制下の末弘厳太郎の活動のうち、昭和15年に行った中国・華北農村慣行調

査に対しては、学理的な観点から高く評価する向きがある一方で、植民地主義的な

性格に対する批判も強かった。我妻栄の中華民国民法および満州国民法に関する著

作についても、同様の事柄が当てはまる。

　（ア）　中華民国民法

【27】　昭和６年「中華民国法制研究会」――我妻洋・唄孝一共編の我妻『業績経歴

一覧表』の昭和６年の項には、『中華民国民法総則』（中央大学）なる書籍が掲載さ

れている
（67）

。だが、昭和６年11月１日発行の同書の奥付の「著作者」には「中華民

国法制研究会／代表者　松本烝治」とだけあって、我妻栄の名前はない。

同書発刊の経緯は、上海在住の弁護士・村上貞吉が、中華民国が諸外国との不平

等条約撤廃のために制定した国内法について、東大同期卒業の松本烝治（明治33年

卒）に逐条解説（コンメンタール）執筆の協力を依頼したことに端を発し、松本が、

我妻栄・広瀬武文・田中耕太郎・鈴木竹雄を誘って、計６人で組織したのが「中

華民国法制研究会」である
（68）

。そのため、上記『中華民国民法総則』の著者については、

同書冒頭の松本烝治の「序文」３頁によれば、「村上君が外務省及び日華実業協会

の委嘱に依り、非売品として出版せられた中華民国民法総則編訳評〔訳注
（69）

〕を基礎

とし法条の訳文及び立法の沿革に付ては主として君の執筆せられた所に任せ、外国

立法例の詮索、日本民法及び判例との対照等学理的の推敲は専ら我妻、広瀬二君の

当たられた所である」。

これに対して、その後の下記の著書には、我妻らの名前も掲記されている。

　　我妻栄・中華民国法制研究会『中華民国民法・債権総則』（中央大学、昭和９年）

　　我妻栄・中華民国法制研究会『中華民国民法・債権各則（上）』（中央大学、昭和９年）

　　我�妻栄＝川島武宜・中華民国法制研究会『中華民国民法・債権各則（中）』（中央大学、

（法政研究�88－1－120）120

（67）�　我妻洋＝唄孝一・前掲注（３）16頁。
（68）�　西英昭「中華民国法制研究会について――基礎情報の整理と紹介」中国・社会と文化21号（平

成18年）221頁、西英昭「村上貞吉とその周辺――人物情報紹介」東洋法制史研究会通信19号（平
成23年）10頁、高見沢磨「我妻栄の中華民国民法典註解と満州国民法への言及――『新発見』
資料の紹介を中心に」名古屋大学法制論集255号（平成26年）183頁。

（69）�　〔七戸注〕村上貞吉＝外務省条約局第二課『中華民国民法総則編訳注（支那国治外法権撤廃問
題調査資料・第10輯）』（外務省条約局第二課、昭和５年１月）。
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昭和11年）

　　我�妻栄＝川島武宜・中華民国法制研究会『中華民国民法・債権各則（下）』（中央大学、

昭和13年）

　　我�妻栄＝川島武宜・中華民国法制研究会『中華民国民法・物権（上）』（中央大学、昭

和16年）

　　我妻栄＝広瀬武文・中華民国法制研究会『中華民国商標法』（中央大学、昭和16年）

【28】　昭和17年北京大学講義――なお、我妻洋＝唄孝一の我妻『業績経歴一覧表』

の昭和20年の項に掲記されている『中華民国民法総則』（日本評論社）の発行年は
（70）

、

正しくは「昭和21年〔７月30日〕」であって、我妻が「昭和17年（民国31年）の秋に

国立北京大学法学院の講師として法律学系第２学年で講義と〔を〕した際に使用し

た講義案に訂補を加へたものである。昭和19年の春に脱稿して印刷に附し、20年の

春に校了となり、幸に戦災にも罹らなかったが、終戦まで遂に出版の運びとはなら

なかった」ものである。そして、同書の「序」において、我妻は「本書を脱稿当時

のままで公表することについていささかの躊躇も感じない」としていた
（71）

。

しかしながら、我妻は、後年、自分の仕事を「民法一筋」の「地の色」のうえに

ちりばめた「花模様」にたとえた際に、「満州国と蘭印に関する仕事も、土地調整

委員会の仕事さえ、私自身としては、必ずしも無駄な花模様とは考えていない。説

明のつかないのは、北京大学の嘱託と日本学術会議の副会長とNHKの経営委員の

三つであったように思う」と述べるに至っている
（72）

。

　（イ）　満州国民法

【29】　一方、上記【27】中華民国法制研究会の新法典の逐条解説書は、それ自体

は純然たる外国法・比較法の研究である。しかし、問題は、昭和16年『物権（上）』

において、我妻が立法に関与した満州国民法が引用・参照されている点である。

満州国民法典の編纂作業への我妻の参画――昭和10年〔康德２年〕７月１日満州

国民法草案審核、12月３日～28日満州国出張、昭和13年〔康德５年〕11月21日応即

開去（審核解職）――に関しては、日中共同企画である『日中文化交流史叢書』の

119（88－1－119）

（70）�　我妻洋＝唄孝一・前掲注（３）38頁。
（71）�　我妻栄『中華民国民法総則』（日本評論社、昭和21年）「序」１頁。
（72）�　我妻栄『民法研究Ⅸ-２』後掲注（95）「はしがき」２-３頁。
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第２巻に収められた小口彦太「満州国民法典の編纂と我妻栄」に詳しい。小口が

同論稿を執筆した理由は、我妻が「日本の近・現代法律学の最高峰に位置する、そ

して思想的にはむしろ軍国主義を嫌ったリベラルな思想家であり、そうした彼すら

も、たまたまその当時に東京帝国大学法科大学〔法学部〕民法講座の教授という国

家枢要の地位にあったことによって、1930年代の日本の中国侵略の一翼を担わざる

を得なかったということを知っておく必要があると思われたからである
（73）

」。

しかも、同論文は、共同企画の中国語版には掲載されなかった。編者の池田温は

次のように述べている。「その理由は、この論文の主題が『文化交流
4 4 4 4

史』にはふさ

わしくないという中国側編集当事者の一致した見解にあった。この点も20世紀末に

おける中国文化界の一エピソードとして記憶しておくに値しよう
（74）

」。

　ウ　ナチス法

【30】　植民地法とともに、戦時体制期の我妻の研究のうち評価が分かれるのは、ナ

チス法に関する研究である。我妻自身は、昭和41年刊行の『民法研究Ⅰ』に戦前の

ナチス法研究を収録した意図について、次のように述べている
（75）

。

　　�　この本に収めた第３の系統もいうべきナチスの私法に関する論稿にも、同じ目的へ

の努力〔＝「資本主義の変遷を法律的に捉えようとする努力」〕がひそんでいる。資

本主義の変遷と私法との関係を終生の研究課題とし、その第１次的成果ともいうべき

『近代法における債権の優越的地位』を発表して以来、それを補正して研究を完成し

たいと念願していた私は、ナチスの私法の中からも、それについての何等かの示唆を

えようとしていたのであった。ナチスは、今日からみるまでもなく、あの頃でさえ、

その政治的理念についても、法律的理論についても、迷妄に過ぎないことを論じた学

者は決して少なくはなかった。今日、当時の論稿を採録することについては、私の迷

妄がいまだに醒めないと笑う人があるだろうと思う。しかし、ナチスの私法は、どの

ような立場から研究しても、健康な栄養剤とはなりえないものかどうか。それは読者

（法政研究�88－1－118）118

（73）�　小口彦太「満洲国民法典の編纂と我妻栄」池田温＝劉俊文（編）『日中文化交流史叢書２法
律制度』（大修館書店、平成９年）330頁。

（74）�　池田温「あとがき」『日中文化交流史叢書２法律制度』前掲注（73）442頁。なお、高見沢磨・
前掲注（68）197頁注（３）も参照。

（75）�　我妻栄「『民法研究Ⅰ私法一般』（有斐閣、昭和41年）「はしがき」３-４頁��〔再録〕書斎
の窓231号「我妻栄先生を偲ぶ」（昭和49年５・６月号）34頁。
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の批判をまつ他はない。

しかし、同書に収録された昭和９年「ナチスの民法理論」に対する書評で、後

藤清は、「ナチスの民法理論に対しては軽々にその当否を断定するを差控へて暫く

その実績を観察するの賢明なることを説」く我妻に対して、「いつまでも斯かる消

極的な態度を持続すべきではなからう。種族的法律理論に対する厳正な批判は既に

田中耕太郎教授（中央公論第49年第５号所載・ナチス的法理念の思想史的分析及び批判
（76）

）

によってもなされて居るが、吾々は我妻教授自身も亦吾々の渇望を充たされんこと

を希望して止まない」と批判していた
（77）

。

　エ　昭和12年「教授紹介輯」我妻教授評

【31】　以上のような戦時体制下の我妻の学風に関して、昭和12年10月「東大春秋」

誌に山野冬男なる人物が執筆した「教授紹介」は、次のように評している。

　　�　　　　　我妻教授

　　�　ジャーナリズムにこそ一歩も足を踏み出さないが少壮の身を以て既に「大家」の列

に加わるものに民法を講ずる我妻栄教授がある。日本民法界に空前のブリューテツァ

イト〔盛時〕をもたらしたトリオの一角を形成しつつ、体系的民法学という点にかけ

ては穂積〔重遠〕、末弘〔厳太郎〕二先輩の塁を早くも摩そうとしている。ゴシップ

子の語る所によれば、我妻教授の大学時代の答案は恩師鳩山〔秀夫〕博士によって額

になって保存されているというから、その俊敏は双葉に於て現れていたのであろう。

伝統的な理論構成に対する仮借なき批判――これは寧ろ依然として末弘博士の領分だ

――よりは、法の固定性と経済の流動性の間に学問的な調和を築いて行くのが教授の

一貫した態度の様に思われる。だからここには破壊的な痛快さは味わえないが、煉瓦

作業の様な根気と確実さが感じられる。教授は「資本主義の発展が民法に及ぼす影響」

の研究を以て生涯のテーマとする。かかる見地から日本民法全篇が体系的に組織づけ

られた暁には、この国の民法学は完全に世界的水準に達し、いなむしろ突破するであ

ろうとして一般に待望されている。しかし一度び教授の民法学の内部に立ち入って歴

史的発展の把握の仕方を省みると物足らぬことおびただしい。なんとなれば教授の精

117（88－1－117）

（76）�　〔七戸注〕中央公論49年〔巻〕５号（557号、昭和９年）２頁��〔所収〕田中耕太郎『教養
と文化の基礎』（岩波書店、昭和12年）221頁。

（77）�　後藤清「（雑誌論文月評）我妻栄『ナチスの民法理論』」法律時報６巻７号（昭和９年）68-69頁。
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緻な法律構成は解きほぐして行くと、「個人主義より団体主義へ」という陳腐にして

空漠たる標語に還元してしまうのだ。いうところは、フランス革命流の所有権絶対、

個人意思の自治、契約中心という様な原則が次第に取引の安全、公序良俗、権利濫用

制限、団体の独立的地位、無過失責任等々のより高度の理想によって修正されつつあ

り、その修正は資本主義経済の是正と相応するという訳である。取引の安全などとい

う資本主義の最初からの必須の要請が、何故に修正的原理のなかに持ち込まれるかと

いう疑問は教授の屢々の弁解にも拘らず依然解消しない。しかしそのことはしばらく

措くとするも、一般にこうした修正的原理は資本主義の外から資本主義に向って加え

られるものではなく、資本主義自体が自由主義段階より独占段階に到達すると共に要

請して来たものに外ならない。資本主義を個人主義的自由主義と永遠に心中させ、そ

れに対立する原理をおしなべて高度の理想とすることは――広く見られる観察ではあ

るが――きわめて機械的・固定的な見解であるのみならず重大な危険を包蔵する。例

えば教授は、「今日各方面から個人の権利と個人の自由とを中心とする法律思想に対

する反流が生じつつあるが、これは何れも個人の形式的な権利・形式的な自由平等を、

社会協同生活の理想に適した生活資料の分配と実質的な自由平等とに高めんとする思

想に過ぎない」（岩波全書、民法１、10頁）というがこれではファッショ的法律思想

と社会主義的なそれとの本質的な差異は抹殺され、両者ともに「形式的な自由平等を

実質的な自由平等に高める」思想として一括されることになる。教授の意図はここに

ないかも知れない。しかし現に我妻教授と同じ様な見地から「法律の進化」を云々す

る某教授はナチスの法にも進化的意義を見出して随喜しているのだ。これは畢竟「個

人主義より団体主義へ」の標語の形式性・無内容性に由来する。聡明な我妻教授がか

かる簡単な誤謬と危険に陥るとは思われないが、それだけに法律思想の社会的根拠に

対するより透徹した把握が望ましい。でなければ「資本主義の発展が民法に及ぼす影

響」というテーマが泣こうというものである。

この人物評を執筆した「山野冬男」とは、同年（昭和12年）３月に東京帝大法学

部政治学科を卒業し、４月に助手採用となった丸山真男の筆名である
（78）

。

（法政研究�88－1－116）116

（78）�　山野冬男「教授紹介輯（一）法学部」東大春秋４巻１号（昭和12年）11頁��〔所収・改題〕
「法学部三教授〔宮沢俊義・我妻栄・横田喜三郎〕批評」『丸山真男集（第１巻）』（岩波書店、
平成８年）35頁。
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　オ　昭和13年１月プリント事件

【32】　一方、翌昭和13年１月の「帝国大学新聞」には、我妻の写真入りの、次のよ

うな記事が認められる
（79）

。

　　�　　試験目睫の法科生、頭痛鉢巻／虎の巻のプリント／“一切罷りならぬ”

　　�　　学生の自覚、起業者の覚醒に／法・教授団連盟で警告

　　�　試験期を控へた法学部学生の周章陣��法学部我妻栄教授12年度の講義プリント

「民法第二部」――債権法総論及び各論は旧臘11月プリント出版業者高文書院の手に

より出版、一般書店に於て売り捌かれてゐたところこのプリントの装訂、内容の杜撰

さが我妻教授の激憤を買ひ遂に教授は著作権侵害で告訴、高文書院では直ちに陳謝し

たが続いて法学部21教授は夫々の講義プリントの発行頒布禁止勧告を全プリント業者

に通達したために“講義缶詰”として学生の虎の巻だった法学部関係のプリント全部

は街頭古本屋から全く影を没することになり学年試験も目睫の間に迫り試験勉強期に

入らんとする学生達をアッと言はせてゐる而して事態は現在業者側の謹慎のため一段

落を告げてゐるが、元来この警告はかねがね学生の勉学の上で法学部教授間で問題視

されてゐたプリント依存への悪傾向を徹底的に打破、改革せんとすると共に、20年前

のプリント出現時代の発行精神を忘れた業者間の純営利的企業化杜撰不誠実に堕する

競商意識の氾濫に一大覚醒を与へんとして企図、敢行されたものであるため経文の学

部等にも或ひは何等かの波及があるものと思はれたが今のところ平静である

　　�　我妻教授憤激／杜撰極るプリント／謝罪広告までの経緯

　　�　この法学部関係の講義プリント禁止問題の発端は――我妻教授の民法第二部の債権

法が昨年終講するや「高文書院」が直に「債権法総論」「債権法各論」なる２冊のプ

リントを所謂単行本の装訂で出版、販売した。その内容は同教授の講義案を骨子とし、

その中説明を要する如き事項には「註」の形式で教授の著書、論文を引用し我妻教授

が高文試験委員を兼ねてゐる関係上広範な高文受験者に便利な様に編纂してあるのだ

が偶々街頭に売り捌かれてゐる該プリントが教授の目に止まり、その内容を一瞥した

教授はその杜撰さに憤激して「高文書院」を相手に告訴、今後の出版禁止、該プリン

トの廃棄、宣伝の立看板取除きを命じた、そこで「高文書院」は自らの非を述べて陳

115（88－1－115）

（79）�　帝国大学新聞702号（昭和13年１月10日）11面。
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謝したため教授は告訴を取り下げることゝし問題は刑事問題とならずに鳧がついたと

見えたが、一方講義継続中の「民法第三部」が「帝大プリント連盟」「文精社」「啓明

社」「帝大プリント刊行会」等の各プリント業者によって出版されてゐるので教授は

再度憤激、全プリント業者に出版禁止の意志を徹底させるため ｢高文書院｣ と同様に

上記の４プリント業者に告訴の手続を採った、偶々法学部の他教授、助教授はこの告

訴事件を耳にし「我々がこの際黙ってゐると我妻教授の講義プリントだけが悪いので

あって我々の講義プリントは善いのだといふ誤解を学生に与へる恐れがある」といふ

ことになり打合せ不可能の２、３教授を除き26日

　　　�石井（照〔久〕）助教授、石井（良〔助〕）助教授、江川〔英文〕教授、小野〔清一

郎〕教授、川島〔武宜〕助教授、兼子〔一〕助教授、菊井〔維大〕教授、久保〔正幡〕

助教授、末弘〔厳太郎〕教授、末延〔三次〕教授、杉村〔章三郎〕教授、田中〔耕

太郎〕教授、高木〔八尺〕教授、田中〔二郎〕助教授、南原〔繁〕教授、穂積〔重遠〕

教授、牧野〔英一�〕教授、宮沢〔俊義〕教授、山田〔晟〕助教授、横田〔喜三郎〕

教授、我妻教授等

　　�の21教授連名で「一切のプリント発売頒布停止を命じ応ぜざる場合は民事、刑事上の

責任を問ふ」旨の警告が発せられた、そこで４プリント業者は都下４代新聞に謝罪広

告を出して誠意を示し事件の不拡大を懇願した、ために我妻教授の告訴も取り下げる

ことゝなり昨年度から講義をもつ法学部21教授、助教授の講義プリントが委託販売店

その他の書店から姿を消すことゝなったのである

　�　　我妻教授の企図／“プリントに溺れるな”

　　�我妻教授はこの度の事件について左の如く企図、抱負をのべた

　　　�私は学生がプリントに頼って学生生活を過ごすことは絶対にいけないことだといふ

確信を持ってゐる、学生諸君が教室で講義を聴くことは師弟の人格的な接触のため

に最も必要なことである、今度の問題でも私が著作権侵害云々を言ひ出してプリン

ト業者に覚醒を促したのは飽くまで第二義的なもので第一義は寧ろ師弟の接触を計

るといふことに在る。今後どうしてもプリント業者の方で従来の仕事を続けて行き

たいと思ふならば絶対に教授の諒解を求める必要がある学生はプリントを使用して

勉強するといふ習慣に溺れて今度の問題を考へてはならぬ、プリントが杜撰である

といふことは教授の立場からも学生の立場からも迷惑することが非常に多いといふ

（法政研究�88－1－114）114
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ことをよく考へて欲しい

　　　“内容の改善へ”／業者側善後策に不審奔走／経、文は依然続行か

　　�法学部教授、助教授21氏連名の警告は業者に極めて大なる衝動を与へ今は本郷界隈20

数軒の各書店から法学部関係プリントは一斉に姿を消して了ったが、同問題がプリン

ト内容の徹底的改善要求に起因すると共に往々この杜撰なプリントの一部内容の間違

ひが一般世間に対して教授の根本学説として誤解され政治問題化する憾みなしとしな

いため、法学部教授側にあっては今後のプリント再刊に極めて強硬な態度を持してを

り試験の３月は勿論来年度までもプリント再刊の模様は見られない、一方業者側に

あっては現在謹慎の態度をとると共に各業者対立のまゝ事態の推移を静観してゐる

が、漸次教授側に対して諒解運動を進めんとする機運も濃厚となってゐる

　　　�即ち業者側の一部としてはプリントは学生勉学のため「講義の一部的参考」として

ならば多大の便宜もあるものでありこの点学生の要求も強いとして先づ事件の発端

となった杜撰な内容、編纂方法の改善によって解決点を得ようとしてゐる如くであ

る、而してこの内容の改善のためには筆記を講義教授或ひは責任ある教室関係者の

眼を通し重大なるミスなき様心掛ける一方教授の著作権を認め出版社の許可制を布

く等が考へられている

　　�なほ経、文両学部でもプリントは刊行されてゐるが目下のところ両学部教授側は沈静

を保ってをり強硬意見も見られず加ふるに業者側に今後の自発的改善の機運が濃厚と

なってゐるためこの問題は両学部では法学部教授関係の出張講義を除く以外には波及

せぬものと見られる

　　　悪点は改める／某業者語る

　　�営利的な同業者があったため我妻教授には非常に御迷惑をお掛けしましたが私達は従

来の慣行に従って唯学生諸兄の便宜を計ることをモットーに良心的な出版を続けて来

ましたし又今後もその方針でやることには変りはありません、発行上御迷惑になる節

がありましたらどしどし教授方からおっしゃって戴ければこちらでも御期待に副う様

改めて行くつもりです

この事件に関しては、プリント業者（「赤門堂」主人・稲本満一）に対する森まゆ

みのインタビュー記事が「東京大学新聞」に掲載されており
（80）

、さらに、永嶺重敏の

著書『東大生はどんな本を読んできたか』でも詳しく紹介されている
（81）

。
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この事件において、我妻はいったい何に激怒したのだろう。上記記事に掲載され

ている我妻のコメントには説得力がない。

この事件が起きるより前に、我妻は、『民法講義』３冊を含む、以下の６冊の教

科書を発刊していた。

　　①『民法総則』（岩波書店、昭和５年５月）

　　②『物権法（民法講義Ⅱ）』（岩波書店、昭和７年11月）

　　③『民法総則（民法講義Ⅰ）』（岩波書店、昭和８年６月）

　　④『民法Ⅰ総則・物権（上）』（岩波全書５、昭和８年12月）

　　⑤『民法Ⅱ物権（下）・債権』（岩波全書38、昭和９年11月）

　　⑥『担保物権法（民法講義Ⅲ）』（岩波書店、昭和11年11月）

だが、これらの著書とは別に、我妻は『講義案』も発刊している。筆者が現物を

実見したのは、以下の９冊である。

　　①我妻栄述『債権法各論講義案』（奥付なし）��九大蔵、舟橋諄一寄贈書

　　②我妻栄著『債権法講義案（二）』（奥付なし）��北大蔵

　　③我妻栄著『債権法講義案』（奥付なし）��九大蔵、「山崎浩」の署名あり

　　④我妻栄著『債権法講義案』（我妻栄、昭和11年４月17日）��NDL蔵

　　⑤我妻栄著『親族法講義案（一）』（我妻栄、昭和12年５月２日）��NDL蔵

　　⑥我妻栄著『親族法講義案（二）』（我妻栄、昭和12年６月20日）��NDL蔵

　　⑦我妻栄著『相続法講義案（一）』（我妻栄、昭和12年11月25日）��NDL蔵

　　⑧我妻栄著『債権法講義案』（岩波書店、昭和12年12月15日）��九大・NDL蔵

　　⑨�我妻栄著『親族法・相続法講義案』（岩波書店、奥付なし、「序」昭和13年４月）

（法政研究�88－1－112）112

（80）�　稲本満一＝森まゆみ（聞き手）「（本郷逸聞史72）靴屋から赤門堂書店／赤門前に三代
それぞれが創業」東京大学新聞1852号（平成６年10月４日）４面、稲本満一＝森まゆ
み（聞き手）「（本郷逸聞史73）『プリント専門』の赤門堂／きかん坊のヒット作」東京
大学新聞1854号（平成６年10月18日）４面「石川吉右衛門なんてのちに名誉教授になっ
た先生もときどき店にきては“末広〔弘〕巌ちゃんの労働法のプリント買って優とった
よ”なんていってました。だって必ずそこから１問試験問題が出るんですよ」。「裁判所の
廊下で我妻先生に『あんたエライことやってくれたな』といわれたの。『あともう出しま
せん』といったら『それでいい』って。それから馴染みになって町で会っても『こんち
わ』と挨拶するようになりましたが、まあいい時代だったんですね。いまなら著作権法
違反で大変です。それで本をお書きにならなかった先生があのあと書かれたんですよ」。

（81）�　永嶺重敏『東大生はどんな本を読んできたか――本郷・駒場の読書生活130年』（平凡社新書、
平成19年）122頁。
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��NDL蔵

これら９冊の講義案の中で、「序」が存在しているのは、⑧と⑨である。その内

容を転記すれば、以下の通り。

⑧　　　序

　　�　本書は元来東京帝国大学法学部の講義に際して、学生諸君の筆記の労を省く為め

に、学生諸君に限って配布したものである。これを公刊することは私の極めて不本意

とするところであるが、本書が古本市場で法外な値段で売買せられて居ることを聞

き、又近時これを謄写版にうつししかも私の講義と称して極めて不正確な註を加へて

公然販売する不徳漢あるを見、遂に意を決してこれを発売し一般の需要に応ずること

としたのである。

　　�　今これを発売するに当って、本書の後に書いた私の民法全書及び担保物権法（民法

講義Ⅲ）との連絡を補正し、且つ最近の無視し得ない重要な判決を補充した。然し、

それは全体の体裁を変へない程度でやったに止まる。私の本書を公刊することの不本

意な気持ちはかかる僅少な補修をもって癒やし得るものではない。私は出来るだけ早

い時期に民法講義の続編を完成しなければならないと思って居る。

　　　昭和12年１月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　我妻栄

⑨　　　序

　　�　本書は元来東京帝国大学法学部の昭和12・３年度の講義に際し学生諸君の筆記の労

を省く為めに印刷・配布したものを合本し、部分的な補修を加へたものである。元来

親族・相続両編は民法の中でも私の研究の最も至らない部分である。のみならず、本

書は講義の進行に追はれながら少しづつ書いて分冊として配布したものだから、全体

としての構成にも、部分的な理論にも、不統一・不完全な点が少くないことと思ふ。

しかも不本意ながらこれを公刊するのは、全く別著債権法講義案を公刊したのと同一

の気持ちからである。本書も亦講義中に既にこれを謄写版にうつして公然販売する者

があった。いま合本して一般需要に応じなければ、古本市場では法外な値段で売買せ

られることにもなるであらう。これ等の弊害を防止する手段は不本意な感情を殺し本

書をして一般の需要に応ぜしむる他はないと覚悟したのである。本書によって学生諸

君の希望が多少なりとも充たされるならば私は満足する。

　　　昭和13年４月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　我妻栄

111（88－1－111）
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要するに、プリント事件の原因は、講義用の配付資料をないがしろにされたこと

に対する個人的な憤りだったわけである。

　カ　昭和13年10月「大学自治の合法性と合理性」

【33】　このように、プリント業者に対しては猛烈に抗議するものの、組織や体制や

時流に対しては、基本的には逆らわない人である。しかし、中川善之助も述べてい

たように、時として非常に過激な行動に出ることもある。この点につき、来栖三郎

は、我妻が「中央公論」昭和13年10月号に寄稿した「大学自治の合法性と合理性」

と題する論稿
（82）

について語っている
（83）

。

　　�　私が助教授になりました頃、今でも一番強く印象に残っておりますのは、大学や法

学部がいろいろ危機にあいましたが、その際、先生は常に大学や法学部をまとめよう

まとめようと努力され、時には先生には珍しいことだったのですけれど、大学の自治

を擁護する論文を「中央公論」かに発表されたりなさったことでございます。

この我妻の論稿に対して、蓑田胸喜は、早くも翌月（昭和13年11月）出版の著書

で駁論を展開しているが、彼をもってしても、我妻の学風は「比較的穏健」と評さ

れている
（84）

。なお、蓑田の駁論中には、次のような記述も認められる
（85）

。

　　�　加之我妻氏自身が、那須晧、末弘厳太郎、田中耕太郎�、蝋山政道、宮沢俊義氏と

共に昭和12年４月26日附にて東京第五区社大党〔社会大衆党〕立候補「三輪寿壮氏を

御推薦申上げます」といふ推薦状を同区の居住者たる著者〔蓑田〕宛発送した事実は、

それが社大党の偽装転向前に行はれたこと、また三輪氏の立候補挨拶状に「選挙制の

徹底的改正」を標榜して「有権者年齢ノ低下、満二十歳ノ男女」といふ如き綱領や、

労農党書記長たりし当時佐野学等と共に撮影せる写真が掲げられてをったことに徴す

る時、余人ならぬ我妻氏も亦「容共」「人民戦線」思想の所有者なることが断定され

るのである。

（法政研究�88－1－110）110

（82）�　我妻栄「大学自治の合法性と合理性」中央公論53年〔巻〕10号（613号、昭和13年）42頁。
（83）�　加藤一郎（司会）＝鈴木竹雄＝川島武宜＝来栖三郎＝野田愛子＝星野英一＝唄孝一＝我妻洋

＝有泉亨「我妻先生を偲ぶ会」書斎の窓291号（昭和55年）９頁。
（84）�　蓑田胸喜『真の大学問題』（原理日本社、昭和13年）「我妻栄氏大学自治論の悖逆詭弁」64-65

頁「要するに東大法経学部の学風が比較的穏健を以て目せらるゝ我妻氏の場合すら、かくも悖
逆詭弁に終始せるものであるといふことは、それが最早改革といふ如き生温き方途を断念せし
め、その閉塞の外に途なきを思はしむるのである」。

（85）�　蓑田胸喜・前掲注（84）58頁。
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一高・東大の同級生である三輪寿壮の名前は、これからもしばしば登場するであ

ろう。我妻栄や岸信介の人生を語るうえで、書き落とすことのできない人物である。

　キ　昭和17年海軍経理学校教授

【34】　これに対して、日米開戦後の昭和17年海軍経理学校への出講は、組織や体制

や時流に対して基本的に逆らわない我妻の性格が出たもののように見えるが、しか

し、遠藤浩は、我妻を擁護して次のようにいう
（86）

。

　　�　それは「軍部協力」か？

　　�　戦時中は我妻先生も軍部の経理学校に教えに行かれていたのですが、先日、そのこ

とを評して「あの我妻先生も戦時中海軍経理学校に行かれていた」（有斐閣『書斎の

窓』）と書かれているのを見かけました。その見方はちょっと事実とは違うのではな

いかなと思います。

　　�　カリエスで足を悪くされた先生は電車では動けませんから、どこに教えに行くにも

奥さんが運転の車です。ですからその燃料がないと一切仕事ができないという切実な

事情があるのですが、その点はその記事では見過ごされていたようです。海軍の経理

学校に出向いて教えれば軍から通勤用ガソリンを辛うじて融通してもらえますから、

なんとかそれで東大に教えに出向くこともできて、一家は干上がらずに済んでいまし

た。そうした事情を知らないと「我妻栄は戦時中海軍の経理学校で教えていた」とい

う事実一つを論拠に「軍部協力者」のレッテルが張られるわけで残念なことです。歴

史の認識というのは、様々な方向から光を当ててみないと、正確には見えてこないも

のだと思います。

だが、この点に関しては、我妻の二男・堯の次のような証言もあり、海軍経理学

校への出講は、身内の目から見ても戦争協力者と映ったようである
（87）

。

　　�　戦争中のことで、当時の全ての中学生がそうであったように、私も直接に戦争の役

に立ちたいと考えて海軍予科機関学校を受験したいと申し出たときのことである。当

時、父は海軍経理学校の教授などもやっており、子供の前では戦争に反対するような

意見など少しも口にしていなかったから、当然賛成してくれるものと期待していたの

だが、��〔以下略〕��。

109（88－1－109）

（86）�　『遠藤浩随想集・百花繚乱たれ』前掲注（３）82頁。なお、78-79頁、105頁も参照。
（87）�　我妻堯「父・我妻栄」『特集：我妻法学の足跡』前掲注（37）102頁。
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まさに遠藤浩も述べるように「歴史の認識というのは、様々な方向から光を当て

てみないと、正確には見えてこないものだと思います」。

　ク　昭和18年安井郁事件

【35】　一方、田中二郎は、我妻の組織や体制に逆らわない性格について、翌昭和18

年の安井郁の教授昇進問題の際の我妻の行動を挙げている
（88）

。

安井が時局迎合的であるとして教授推薦を行わない指導教授の横田喜三郎に代

わって、教授推薦を行った法学部長の末弘厳太郎に対して、田中耕太郎と横田喜三

郎が辞表を提出した事件であるが、このとき、我妻は、日頃親しかったリベラル派

の田中・横田に与せず、末弘学部長側についた
（89）

。

（３）　我妻法学の第３期（終戦～東大教授退官：昭和20年～昭和32年）

【36】　終戦の年（昭和20年）の12月13日法学部長に就任した我妻は、南原繁総長の

片腕として学内行政に手腕を発揮する一方、学外では、戦後立法の策定に広汎な分

野で関わり、新法令の解説のほか、講演等による一般への啓蒙・普及活動にも積極

的に取り組み、さらに、昭和23年設立の日本私法学会では初代理事長、昭和24年設

立の日本学術会議では副会長に就任した。

彼は、日本民法学史の第２周期の②解釈確立期（第７期）において確固たる通説

を築いた学者であったが、すでに終戦直後の①立法期（第６期）における中心的な

学者でもあった。

　ア　守一無二無三

【37】　日本を代表する法学者としての地位を不動のものとした我妻は、昭和26年に

は南原繁後任の東大総長候補として名前が挙がり、また、昭和29年には亀山直人（応

用化学者）後任の日本学術会議会長への就任が噂された。さらに、東大退官後（我

妻法学の第４期）の昭和35年には、田中耕太郎後任の最高裁判所長官就任を期待す

る声もあった。

このうち、東大総長就任の件に関しては、四宮和夫・鈴木竹雄の次のような証言

（法政研究�88－1－108）108

（88）�　「（座談会）人間・我妻栄を語る」前掲注（37）61-62頁。
（89）�　事件直後の我妻は、有泉亨に対して、「この頃は廊下で会っても、その主任教授の方〔横田喜

三郎〕が、ものもいわない、よほどやめようかと思ったよといっていました」。「（座談会）人間・
我妻栄を語る」前掲注（37）64頁〔有泉〕。
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がある
（90）

。

　　�　四宮　総長の件は、先生が総長の呼び声が高かったときに、学部長だった宮沢先生

に、おれは総長になるのだったらやめるといい出され、結局、総長にはならなかった

とか、そういう話を先生から伺ったことがあります。

　　　��〔中略〕��。

　　�　鈴木　たしか総長選挙の前に選挙されても引き受けないというような事前声明みた

いなことをなさったことがある。私たちもおかしいことをなさるなと思った。何も前

からそんなことをいわなくてもいいのじゃないかというような。ちょっと記憶がはっ

きりしないのだが、東大の総長にならないで学術会議の会長になりたいと思っておら

れるのかしらとも思った。何でもちょっと変なときに変なことをいわれたことがある

のです。

また、鈴木は、日本学術会議会長や最高裁判所長官の就任に関しても、次のよう

に語っている
（91）

。

　　�　��私は、学術会議の会長に亀山直人先生のあとおなりになるのかなと思ってい

たら、そうならなかったということ。それから東大の総長になられるのかなと思って

いたら、それもおなりにならなかった。あるいは、最高裁の長官におなりになるの

かなと思っていたら、それもおなりにならなかったというようなことで、先生御自身

にとって満足であったか不満足であったか、私は知りませんが、どれも、もし先生が

なっておられたらいろいろといまとは違ったようなものが出ただろうということは想

像できるわけです。

なお、最高裁判所長官の件に関しては、金子安一（山形県議会議員。我妻の生家の

隣で育ち、米沢興譲館中学校（我妻の後輩）時代は我妻の父・又次郎の住み込みの書生見

習いとして我妻家に寄宿していた）の、次のような証言もある
（92）

。

　　�　池田〔勇人〕さんが内閣総理大臣をなさっておった当時、最高裁判所の長官〔田中

耕太郎〕が退任され、後任の最高裁判所長官の指名の候補には、横田喜三郎氏と共に

我妻栄先生も噂にのぼったことがあった。米沢として、また米沢興譲館の出身者をは

107（88－1－107）

（90）�　「（座談会）人間・我妻栄を語る」前掲注（37）63-64頁。
（91）�　「（座談会）人間・我妻栄を語る」前掲注（37）63頁。
（92）�　金子安一「北面六畳と色紙」『追想の我妻栄』前掲注（63）39-41頁。
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じめ、多くの方々は、米沢にとってこの上ない非常な名誉であり、我妻先生のお力も

十二分であられるということで、

　　�　「お前が東京へ行って、我妻先生にお会いして、是非一つ、もし御指名があったら、

長官をお引受けいただきたいという激励をしてこい」

　　�ということで、私は我妻先生にお電話をしたところ、先生から、法務省の特別顧問室

で待っているから来てくれるようにということで、時間を打合せて参上した。部屋に

入ると我妻先生はすでに前に来ていらして、にこやかに迎えて下さった。息せき切っ

て、私は早速米沢の、先生への要望を申上げたものである。

　　�　「最高裁判所の長官の御指名があったら、万難を排して、国事に当っていただきた

いというのが、私どもの希望です」

　　�　先生は微笑でお受けになって、「いや、そうか」といわれ、まず私どもに丁寧なお

礼を述べられてから、こういわれた。

　　�　「郷里の方々の温かい励ましの気持に深く感謝申上げます」

　　�　そして静かに、

　　�　「君も知っての通り、自分は今まで民法を学んで来たし、今後も民法の研究を続け

て行きたく思う。それが自分の国に尽す道ではなかろうかと信じています。それに日

本の民法の体系を、国民の遺産として、誰にでも納得できるようにまとめ上げたいの

です。それが私の終生の念願です。最高裁判所の長官といえば、本当に重要な仕事で

す。私も国を愛することにかけては、決して人後におちないと信じてはいるけれども、

我妻は一民法学者としての仕事を完成するということで国に尽したいと考えておりま

す」

　　といってから、傍らにあったメモ用紙にすらすらと書いて、私に示されたのは、

　　〈一を守り、二なし、三なし〉

　　�という言葉であった。��。

　　�　そのことがあってから６年ほど後のことであろうか、米沢に久しぶりに来られた先

生のお伴をして、先生の母校である米沢市立興譲小学校に伺ったことがあった。母校

の思い出をかみしめながら、校庭に植えられた桜や楓をゆっくり仰がれ、校長室でお

茶をいただいた折、相田伊勢松校長さんが、色紙をもってこられた。

　　�　「学校には先生の書かれたものが一つもございません。母校の子供たちに激励の言

（法政研究�88－1－106）106
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葉をいただきたいのですが��」

　　�と、お願いすると、差出された色紙を前にして、まるで校長さんの前でとまどってい

る小学生のような顔をされて、こういわれたものである。

　　�　「いや、字を書くのは得手でないが、一生懸命書かせていただこうかな」

　　�と、筆をとって書いて下さったのが、

　　�　〈一を守り、二なし、三なし〉

　　�という言葉であった。

　（ア）　東畑精一

【38】　昭和39年我妻が母校・興譲小学校を訪問した際に揮毫した色紙に関しては、

「我妻栄記念館だより」に次のような説明がある
（93）

。「生前我妻栄が揮毫した色紙は極

めて少ないが、その一つに『守一、無二、無三』（一を守り、二無く、三無し）がある。

��。ここに記された『守一』とは東京大学の恩師鳩山秀夫、穂積重遠、末広〔弘〕

厳太郎の３教授が研究された民法学の３分野を集大成して“日本の民法の体系”を作

り上げることである」。

一方、岩松三郎は、「和田鈴子さん〔法務省特別顧問付の法務事務官〕が、あまり

字を書かれない先生の書の写真を呉れたのです。それには『守一無二無三』と書い

てありました。私は漢籍の素養もなく、この漢文の出所が何にあるのか、それとも

先生の作られたものかも判らず、従ってその意味もよく判らないのですが、私は唯

一の真理を探究する学者として先生は真理の一を守るべきで二もなく三もないとの

堅い信念をもっておられたものと拝察したのでした」と述べているが
（94）

、この字句の

由来に関しては、我妻自身が死去の２年前（昭和46年）に刊行した『民法研究Ⅸ-2』

の「はしがき」で、次のように語っている
（95）

。

　　�　終戦まもない頃、多くの学者が新憲法の普及を目的とする講演に動員されたとき、

私は、畏友東畑精一君と行をともにする機会が多かった。その時、需められるままに

彼の書いた色紙の句に「守一無二無三」というのが多かった。農業経済の研究一筋に

105（88－1－105）

（93）�　今田久夫「一筋の道――我妻栄と浜田広介」我妻栄記念館だより10号（平成19年）１頁。さ
らに、「我妻栄先生揮毫『守一無二無三』について」我妻栄記念館だより15号（平成22年）１頁
も参照。

（94）�　岩松三郎「法制審議会と特別顧問」『追想の我妻栄』前掲注（63）316頁。
（95）�　我妻栄『民法研究Ⅸ-２�Miscellaneous�Essays』（有斐閣、昭和46年）「はしがき」１-２頁。
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生きてきた自分の心境だといった。彼の創作かどうかは、今日まで確かめてもみない

が、これこそむしろ私の生活にぴったりだと感じた。色紙を書くことを嫌う私だから、

色紙には書かないが、寄贈する本の扉などには、相手によって書いたこともある。最

初のうちは、東畑君から借用のものと機会あるごとに断ったが、いつしか自分のもの

のような顔をするようになった。ことに近頃は、彼はほとんど使わなくなったようだ

から、私はますます遠慮なく借用に及んでいる。

我妻栄より２歳年下の東畑精一は、三重県一志郡豊地村（現・松阪市）の地主・

東畑吉之助の長男、八高から大正８年東京帝大農学部農学科第二部（農業経済学科）

に入学して、一高卒業の蝋山勝次郎（蝋山政道の次弟
（96）

）と知り合い、彼を介して長兄・

蝋山政道と面識をもつ
（97）

。

蝋山政道は、我妻栄と一高・東大の同期であるが（ただし、英法科・政治科）、東

畑精一は、「わたしにとって最大の思い出は我妻さんが1953年に出版された『近代

法における債権の優越的地位』のことである」といい、同論文を読んだきっかけは、

昭和５年春に東畑が留学から帰国後「暫らくして確か蝋山政道さんにいろいろと

話をしていた時に、我妻さんが『法学志林』誌上に長い続きものを書いているが、

それを読んで見給え、〔東畑の研究テーマと〕同類の問題を扱っていると教わった」

ためという
（98）

。

なお、東畑は留学の際、一緒に暮らしていた妹の喜美子を岩波茂雄の家に預け、

岩波らの世話で喜美子は三木清と結婚する
（99）

。すでに触れたように、三木清もまた、

我妻や蝋山らと一高の同期である（大学は京都帝大に進学）。三木と喜美子の間には、

東畑が帰国する昭和５年に長女・洋子が生まれるが、昭和11年に喜美子は死去、そ

（法政研究�88－1－104）104

（96）�　蝋山政道は、蝋山酒造の蝋山政次郎・吉夫婦の長男で、勝次郎は二男。以下、三男・要三郎（一
高仏法科在学中に死去）、四男・長四郎（同業の酒造業・小山家に養子に行き、蝋山酒造を上州
三山に由来の美峰酒造に改名）、女子２人、五男・芳郎。小山禧一「伯父の思い出」『追想の蝋
山政道』（蝋山政道追想刊行会、昭和57年）424頁。二男・勝次郎は、大正11年大学卒業の年に
高崎の実業家・山田昌吉の長女とくと結婚して山田家の婿養子となる。一方、妻・とくの日本
女子大の学友・神崎銀（銀子）は大正12年勝次郎の兄・政道と結婚する。近藤静夫「叔父の結婚」

『追想の蝋山政道』前掲430頁。
（97）�　東畑精一「蝋山さんを追悼する」『追想の蝋山政道』前掲注（96）283頁��〔所収〕東畑精一『わ

が師、わが友、わが学問』（柏書房、昭和59年）58頁。
（98）�　東畑精一「我妻は中道で倒れた」『追想の我妻栄』前掲注（63）157頁、159頁��〔所収〕東

畑精一『私の履歴書』（日本経済新聞社、昭和54年）236頁、239頁。
（99）�　東畑精一『わが師、わが友、わが学問』前掲注（97）183頁。
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の後、東畑の姉や母の奔走で昭和14年三木は小林いと子と再婚するが、昭和19年に

はいと子も死去してしまう。

話を東畑精一に戻せば、留学先のボン大学でともにシュンペーターに学んだ中山

伊知郎をして「機略縦横」と言わしめた
（100）

東畑の八面六臂の活躍ぶりに、「守一無二

無三」の言葉は似つかわしくないように見えるが、この点に関しては、東畑がこの

言葉を揮毫していたのは「戦後まもない頃」であり、その後「ことに近頃〔昭和43

年頃〕は、彼はほとんど使わなくなった」との我妻の言葉を想起されたい。「戦後

まもない頃」とは、昭和21年５月の第１次吉田茂内閣の組閣時に、農林大臣への

就任を執拗に懇請する吉田から、東畑が必死に逃げ回っていた頃である。しかし、

政府の農業政策に対する東畑の関心は高く、死去（昭和58・５・６）に至るまで、

農政関係の政府諮問機関の委員・会長を数多く歴任した。

　（イ）　穂積重遠

【39】　我妻栄記念館だより４号（平成14年）３頁に掲載されている色紙の写真には、

次のような文字が書かれている。

　　夫ハ良人

　　妻ハbetter�half

　　夫婦ハ至上

　　Gemeinschaft

　　　　　　Sakae

だが、この言葉もまた、我妻のオリジナルではない。彼は、穂積重遠と三潴信三

の間の次のようなやり取りを、好んでしばしば語っている
（101）

。「エピソードをもう１

つ。三潴先生との間のつぎの問答が有名なものでした。三潴先生問うて曰く、『親

族法の大家穂積重遠君に借問す。夫は良人なり、然らば妻は悪人なりや』。穂積先

生答えて曰く、『夫は良人、妻はベター・ハーフなり』」。

103（88－1－103）

（100）�　有沢広巳〔葬儀委員長〕「弔辞」故東畑精一先生合同葬実行委員会（編）『東畑精一先生の足
跡』（故東畑精一先生合同葬実行委員会、昭和59年）203頁。

（101）�　我妻栄「穂積重遠先生の人と学問（特別企画：日本の法学者――人と学問）」法学セミナー
157号（昭和44年）129頁��〔所収〕『民法研究Ⅹ講演』（有斐閣、昭和46年）362頁。
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　イ　順流治水

【40】　一方、我妻と米沢中学の同級生であった本田吉馬（米沢市会議長）は、色紙

に関する次のような文章を残している
（102）

。

　　�　たまたま数年前、成見米沢郵便局長と貯金課長の戸石亭蔵の両氏が突然見えた。き

けばその年は、上杉鷹山公米沢入部二百年に当る年であった〔昭和45年〕。これを記

念して鷹徳貯金を募集、全員に記念品として、我妻栄先生の色紙を配りたいとの赤誠

を込めての嘆願である。我妻先生の揮毫嫌いは又有名、民家にはまったく見当らない。

興譲小学校（我妻栄先生小学校時代の母校）に『守一無二無三』の一葉みただけだ。

私もそれをきいているので、ためらったけれども勇気を出して引受けた。電話や手紙

では到底見込薄と思ったので、東京石神井の御宅へ先生の在否を問合せたら、湯河原

の別邸に居らるるとのことをたしかめ、すぐ別邸にお伺いした。突然の来訪何の要件

かとの質問に、事情をうちあけて懇請したら、『君にわざわざ来られてはナー』と一

言のもとに御快諾を願った。両氏に伝え共によろこびあった。『順流、治水、名誉市

民我妻栄』の書がほどなく送られてきた。

有斐閣『法律学全集』の「水法」の著者である金沢良雄は、「我妻先生の座右の

銘としておられたことばが順流治水、つまり流れに従って水を治めるということな

んですね。��この順流治水というのは、なるほどそうかなと私、心に思い当たる

ことがあるのです」と述べている
（103）

。

だが、この言葉に対して、筆者は、若干の違和感を抱く。

というのは、第１に、我妻がこの言葉を揮毫する契機となった米沢藩第９代藩

主・上杉治憲（鷹山）の主たる事績は、藩財政の再建と学問の奨励であり、財政再

建の一環として行った新田開発では、灌漑用水路（＝「利水」施設）の整備――寛

政12年（1800年）完成の北条郷新堰（黒井半四郎忠寄の「黒井堰」）や文政元年（1818

年）完成の飯豊山穴堰――も知られてはいるけれども、しかし、「治水」に関して

は、初代藩主・上杉景勝の筆頭家老・直江兼続の築いた谷地河原堤防（直江石堰）が、

（法政研究�88－1－102）102

（102）�　本田吉馬「守一無二無三」『追想の我妻栄』前掲注（63）24頁。なお、上村良作「（あの日あの時）
上杉鷹山公入部200年記念――公徳定期貯金」我妻栄記念館だより10号（平成10年）２頁も参照。

（103）�　伊藤正己＝石川吉右衛門＝雄川一郎＝加藤一郎＝金沢良雄＝平野龍一＝三ヶ月章＝矢沢惇
「（座談会）我妻先生をしのぶ」『特集：我妻法学の足跡』前掲注（37）115頁。
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米沢を代表する治水施設である（昭和61年米沢市指定史跡）。

第２に、「順流」という言葉は、古来中国で理想とされてきた河川の状態である

けれども、しかし、仏教用語で「順流（じゅんる）」とは、生死輪廻の流れの赴くま

まに従い悟りへの道に背くことをいう。仏教の世界では、生死輪廻の流れに逆らっ

て悟りへの道を進む「逆流（ぎゃくる）」こそが尊いのである。

組織や体制に対して異を唱えることを極力避けようとしてきた我妻の性格との関

係では、「守一無二無三」よりも「順流治水」の言葉のほうが、皮肉にも座右の銘

にふさわしいのかもしれないが、ともあれ、揮毫に関していえば、我妻は才能に恵

まれていないと結論せざるを得ない。岸信介が「少年時代から達筆であったが、そ

れよりも語彙の豊富さは驚歎すべきものがあった。百枚の色紙を前にして、ぜんぶ

違う言葉をよどみなく書いた」のと
（104）

、対照的である。

（４）　我妻法学の第４期（東大教授退官～死去：昭和32年～昭和48年）

【41】　「守一無二無三」の由来を明かした昭和46年『民法研究IX-２』の「はしがき」

で、我妻は、次のようにも語っている
（105）

。

　　�　大学教授の職にあれば、義理も感じ、名誉心も動く。「民法一筋」の一筋は、とも

すると、その幅が広くなる。そのときに、私が自戒の基準としたものは、布の地の色

と花模様の関係である。民法一筋は、私が生涯をかけて染めてゆく布の地の色であり、

一筋以外に引き受ける仕事は、そこに入れられる花模様である。地の色と調和しない

ものは絶対に引き受けてはならない。引き受けた以上、その花模様を染め上げること

で、それに続く地の色に何等かの効果を残すことを務めなければならない。そして花

模様という以上、あまりに大きく字の部分を占めてはならない。これだけは守ってき

たつもりである。

この言葉は、妻・緑や弟子たちの諌言に対する反論のようにも思われる。

終戦後の言論の自由の下で、昭和32年60歳で東大を定年退官し、組織からも解放

された我妻は、地の色である「民法一筋」よりも「花模様」の側にのめり込んでゆく。

この点に関して、唄孝一は、「率直にいって、この十数年来、先生のお時間の中で、

101（88－1－101）

（104）�　岸信介伝記編纂委員会（編）『人間　岸信介　波乱の90年』（岸信介遺徳顕彰会、平成元年）
210頁。

（105）�　我妻栄『民法研究Ⅸ-２』前掲注（95）「はしがき」２頁。
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花模様がだんだん地をおかしてきていたことは否めないと思われます。もっとも優

秀でもっとも忠実な東大教授としての先生が、その職を停年で退かれたことが一つ

の転機になり、いろいろの意味で、先生を身軽にしたのだという人がいますが、そ

れが当たっているかどうか、私には判断しかねます。」といい
（106）

、星野英一も、「私の

感じでは、先生に対して若干批判的になるのですが、先生は何でもおもしろくなっ

て熱心になさるので、『花模様』のほうもなさるわけです。あまり何でもお好きに

なり過ぎたのではないかという感じがするのです」と述べている
（107）

。

　ア　「憲法問題研究会」

【42】　「花模様」の中でも最たるものは、東大退官の翌年（昭和33年）６月８日設

立の「憲法問題研究会」への没入であり、同研究会での活動を「何か先生の終わり

の20年ぐらいの姿の一つの象徴のような気がする」と唄孝一は述懐する
（108）

。

憲法問題研究会に関しては、最近、研究会の書記役を務めた池田政章による『憲

法問題研究会メモワール』が発刊されているほか
（109）

、東京大学近代日本法政資料セン

ター原資料部所蔵の我妻栄関係文書が電子化され
（110）

、その第１部に憲法問題研究会

に関する資料が収録されているため、詳細は後に改めて検討することとして、岩波

書店の雑誌「世界」の編集長・吉野源三郎がお膳立てしたとされるこの会に
（111）

我妻が

参加した事情についての周囲の憶測についてのみ触れるならば、鈴木竹雄は次のよ

（法政研究�88－1－100）100

（106）�　唄孝一「我妻栄先生」〔初出〕図書292号（昭和48年）��〔所収〕唄孝一『志したこと、求
めたもの』（日本評論社、平成25年）121頁。

（107）�　「（座談会）人間・我妻栄を語る」前掲注（37）60頁。星野は、「私などが見ていて、あまり
に多くのことを先生がやっておられ、忙しすぎるのではないか、と感じました。私どもの願い
としては、『民法講義』を完成していただきたいという気持ちが強かったわけです。先生の場合、

『花模様』が若干多いのではないかと感じたものですから――、��やはり先生には『民法講義』
を完成して頂きたかったのです。そこで、あるとき何かのおりにお手紙を書きました。なにも
そうたくさん研究会をやる必要はないのではありませんか、研究会ならどうぞ判例研究会にお
いでになって、私どもに教えてください。そして先生としては『民法講義』をぜひ完成してく
ださい、といったことだったかと思います。なお、奥さまがごらんになって、私も同意見だと
いうことでお喜び頂いたと先生から伺いました」ともいう（64-65頁）。さらに、星野・前掲注

（34）49-50頁も参照。
（108）�　「（座談会）人間・我妻栄を語る」前掲注（37）69-70頁。
（109）�　池田政章（編）『憲法問題研究会メモワール（上）（下）』（信山社、令和元年）。
（110）�　『（近現代資料データベース）オンライン版　我妻栄関係文書』（丸善雄松堂、令和２年）。
（111）�　中村哲「辻氏の良識」辻清明追想集刊行会（編）『回想の辻清明』（辻清明追想集刊行会、昭

和58年）62頁。
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うに述べている
（112）

。

　　�　憲法問題研究会にお入りになったのは、私は大内〔兵衛〕先生の切なる勧誘があっ

たのではないかと思っている。我妻先生は大内先生を非常に敬愛しておられた。少し

度が過ぎるくらい敬愛しておられたように思うので、私はその大内先生からきっと切

なる勧誘があったためではないかと思うのだけれども、思い違いでしょうかね。

一方、田中二郎は、我妻と大内の関係について、次のように述べる
（113）

。

　　�　私は、南原〔繁〕先生と我妻先生との関係というのはわかるような感じがするので

す。大学行政の関係でも、いろいろこまかい点で意見が違っても、最後は両者は一致

して推進力になるということがよくありましたが、それはよくわかります。ところが、

大内先生との関係というのは私たちにはよくわからないのです。このことは先生に率

直に、先生がどうして大内先生とそう親密なのかわからない、大内先生という方がど

ういう方か私たちにはよくわからないのですが、私たちが想像している大内先生と先

生とが何でも意気投合していかれるのはよくわからないということを申し上げたこと

があるのです。先生は、それは君たちが大内さんをよく知らないからだ、わかればそ

のこともわかるはずだ、こうおっしゃるのですが、私たちにはよくわからないのです。

大内兵衛は、末弘厳太郎と同い年（明治21・８・29生）、淡路島（兵庫県三原郡高田

村〔現・南あわじ市〕）出身、洲本中学から五高を経て、大正２年東京帝大法科大学

経済学科を首席卒業後は大蔵省に入省、大正８年東大法学部から経済学部が分離

独立した際に助教授に着任するも、翌大正９年の森戸事件で失職、大正11年に復職

するが、昭和13年第２次人民戦線事件（教授グループ事件）で検挙され、太平洋戦

争下の昭和17年無罪となるも内田祥三東大総長より辞職勧告を受ける。

なお、我妻の昭和10年の談話によれば、同年の満州国民法草案審核員への就任

（【29】）について、我妻は大内に相談して決めたという
（114）

。大内が人民戦線事件で逮

捕される３年前、労農派の論客として活躍していた時代であるが、この時代の大

内に関して、我妻は後年、次のように語っている
（115）

。

99（88－1－99）

（112）�　「（座談会）人間・我妻栄を語る」前掲注（37）70頁。
（113）�　「（座談会）人間・我妻栄を語る」前掲注（37）71頁。
（114）�　小口彦太・前掲注（73）328頁。
（115）�　「大内兵衛さんの我妻・横田・宮沢評」〔初出〕法律相談所雑誌６号（昭和32年）��〔所収〕

『民法と五十年――身辺雑記（４）』（有斐閣、昭和42年）362頁。
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　　�　東京大学で、経済学部が法学部から分かれて独立した当時、大内さんは、まだ少壮

学者でありながら、断然重きをなしていた。マルクス学説の深い理解の上に立ったそ

の財政学は、当時の学生にとって大きな魅力であった。ことに、明治政府の成立過程

において、政治権力と民間資本とがいかにいまわしい苟合をしたかを、明治財政史の

面からえぐり出した名文は、若者の血をおどらせる迫力をもっていた。その後、昭和

の思想弾圧の犠牲となって学界の第一線を退かれたが、その一貫した思想と不屈の態

度とは、時折書かれた短文にもその片鱗を示していた。

どうやら我妻は、戦前の大内のマルクス主義財政学に大いに共鳴し、大内を崇敬

していたものらしい。

　イ　『法学概論』

【43】　一方、学問分野において、我妻栄の「民法一筋」の「地の色」を侵食した「花

模様」と見なされているのが、遺著『法学概論』（有斐閣法律学全集、我妻死去後の

昭和49年刊行）である。

唄孝一は、同書に関して、次のように述べていた
（116）

。

　　�　先生は明治・大正・昭和と自ら学び自ら歩んできた近代日本を、その法的仕組を通

じて、一切の法領域に及んで、回顧し展望しようという大作業にとりかかられたので

す。法律学全集の一として執筆予定の『法学概論』につき、《自分の概論は「法とは

何ぞや」式のものとは異るんだ》、と早くからいっておられましたが、そのときすで

に往年の作品『現代日本小史　法律史』（昭和27年）を質的にも量的にも拡大したも

のを意図されていたのでしょう。��。そして《早すぎた文化勲章に報いるために》

というような言葉とならんで《単なる民法学者ではないことを示すために》とさえい

われました。そのとき私は私の耳を疑ったことでした。��。

　　�　��〔略〕��。

　　�　こうして、この『法学概論』は、先生の当初の二大任務とは別個のものであり、し

かも晩年の先生の胸の中では、二大任務に先立つとも劣らない第三の任務の位置を占

めていたとさえ、推測されるのです（しかしある種の見方によっては、これは第二の

任務の変質ともみられましょうか）。

（法政研究�88－1－98）98

（116）�　唄孝一「我妻栄先生」〔初出〕図書292号（昭和48年）��〔所収〕『志したこと、求めたもの』
前掲注（106）129-130頁。
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なお、この文章の最後のかっこ書きの部分に関して、唄は、次のようにも語って

いる
（117）

。

　　�　前の私の小文では、法学概論を「民法講義」の完成とそれから「資本主義の変遷と

私法」の研究に次ぐ第三の任務といったらいいのかなというふうに書いたのですけれ

ども、そのときもちょっとかっこの中で疑問として書きましたが、どうもやはり三つ

目ではなくて、二つ目の任務の最近版と考えるべきではないかと思います。つまりい

つも先生の中には、「民法講義」に典型的にあらわれるような仕事に対して、それだ

けにとどまり得ないという要素がもう一つあった、それが初期のころはああいう「優

越的地位」のような仕事としてあらわれ、その後にいろいろな形をとりながら最後に

「法学概論」に来たというふうな意味で、やはり第二の任務の最後の形だというふう

にいえるのかなというふうな気もするわけです。

この点に関しては、『法学概論』を担当した有斐閣の編集者・新川正美も、次の

ように述べている
（118）

。

　　�　先生は、いつも二つのことを目指しておられた。その１は専門の民法の体系書であ

り、その２は、資本主義における私法の変遷である。前者の中心をなすものはもちろ

ん「民法講義（既刊８冊、岩波書店）であり、後者の代表的なものは「近代法におけ

る債権の優越的地位」（有斐閣）である。

　　�　「法学概論」は後者の系統に属しながらも、さらに一歩出たものではないだろうか。

いつ頃からいわれだしたか知らないが、先生はよく、「俺は単なる民法学者ではない

よ」ということをいっておられた。「法学概論」は正に先生が単なる民法学者ではな

いことを示している。そして先生は、「自分は、憲法問題研究会で法律学者以外の方

たちの考え方を聞いたり一緒に研究を進めたりして、ずい分教えられるところが多い

し、この概論にもその影響は強く受けているよ」ともいわれていた。

しかし、妻・緑や弟子たちは、「守一無二無三」を座右の銘とし「民法一筋」が

「地の色」であるはずの我妻から、「俺は単なる民法学者ではない」という言葉が出

たことに衝撃を受けた。唄孝一は、座談会でも次のように発言している
（119）

。

97（88－1－97）

（117）�　「（座談会）我妻栄先生の学問と業績」前掲注（40）95頁。
（118）�　�新川正美「我妻先生と『法学概論』――我妻先生を偲ぶ（その１）」前掲注（75）24頁。
（119）�　「（座談会）我妻栄先生の学問と業績」前掲注（40）96頁。
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　　�　あれ〔『法学概論』〕をやることについての議論が先生の家庭の中で〔＝妻・緑との

間で〕おこってしまって、はしなくもその場に居合わせてしまったわけです。そのと

きに、「単なる民法学者でないことを示すために」ということばが何げなく先生の口

からふと出たので、私はほんとうにびっくりして、そのときはひたすら黙っていたの

ですが、それともう一つ文化勲章のことをいわれて、「早過ぎた文化勲章にむくいる

ため」というようなこともいわれました。私は何かとても複雑な気持ちで先生のもと

を去ったことがありました。47年冬でしたね。

しかし、「単なる民法学者でないことを示すために」執筆した『法学概論』は「余

り評判がよくない
（120）

」。「近代法における債権の優越的地位」時代に終生の研究テーマ

として設定していた「資本主義の発達に伴う私法の変遷」が頓挫したのと同様、そ

の仕切り直しである『法学概論』もまた、成功しなかったのである。

一方、「文化勲章にむくいる」点に関して、我妻は次のように述べている
（121）

。

　　�　そこで私はいろんな機会あるごとに「私は天皇様と約束したのだから、もう２冊半

本を書かなければだめだ」〔＝『民法講義』全７巻の完結を指す〕と言っているんで

すが、それに対して諸君はどう思いますか。これは、受けとる人がいろいろあります。

　　�　「我妻なんていやに新しい思想の持主だと思っていたが、ありゃ古いんだね。天皇

様をそんなに有難がっているのかね」また正反対に「いや、いやしくも天皇陛下にお

約束して、激励された以上は、あらゆるものを犠牲にしてやらなくてはいかん。さす

がに我妻は感心だ」というんです。

　　�　しかし、私の気持を率直にいいますと、どっちでもない。天皇様と約束したからと

いって感激しているわけでもありません。つまり、私は、それを通じて公の約束をし

たという気持です。社会に向って約束したというつもりです。

　　�　一人の学者として、もう２冊完成しなければ任務は果たさないということを、学界

（法政研究�88－1－96）96

（120）�　白羽祐三・前掲注（25）24頁。白羽のみならず、我妻の弟子たちもまた、『法学概論』の基
本構想に対して懐疑的であった。唄孝一によれば、「鈴木禄弥君なんかもそうですが、あんな
もの執筆することをやめていただくべきでないかということをよくいいました。あんなことを
していると『民法講義』はできなくなるからというわけですね」。「（座談会）我妻栄先生の学
問と業績」前掲注（40）95頁。

（121）�　我妻栄「母校の生徒諸君へ」『我妻栄講演集・母校愛の熱弁』36～37頁��〔所収〕『民法と
五十年（３）随想拾遺（下）』（有斐閣、昭和51年）305-306頁。さらに、我妻栄「文化勲章を受けて」

『我妻栄講演集・母校愛の熱弁』51頁以下��〔所収〕『民法と五十年（３）』275頁。
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に向って、あるいは社会に向って、約束したつもりです。

　　�　ところが、社会に向ってといったって、相手がどこにいるかわからないのですから、

そこで、天皇様という形――まさにシンボル――をもってきたわけです。

　　�　だいたい文化勲章を下さるのは天皇様です。これは、もちろん内閣が決めて、内閣

がくれるんですが、内閣はしょっちゅう変わるし、たまたま佐藤栄作君が総理大臣だ

からといってそれを貰うよりは内閣がかわっても、天皇様が下さるんでという方が恰

好がついている。

　　�　だから、シンボルとしての天皇と考えれば、私が天皇様と約束したといっているこ

とは、天皇様という個人を特別に考え、個人と約束したから大事だというわけではな

い。それは、一人の学者として社会を相手にして約束しているという意味に解釈する

こともできるのではないか。

　　�　人間というものは、とかく形のないものに形を与えることによって、満足していく

ものだということはここにも出てくるわけです。

自身も述べているように、我妻栄における天皇制の問題に関しては、評価が分か

れるところであり、この点については、少々立ち入った考察が必要である。

　ウ　死去

妻・緑や弟子たちが、『法学概論』の執筆に反対した理由としては、我妻の健康

状態を懸念したことも大きい。

　（ア）　昭和42年胃切除手術

【44】　昭和42年70歳で文化勲章を受章した我妻は、同年10月20日虎の門病院に入院

し、「11月４日、２週間に近い精密検査の結果、『胃潰瘍、できるだけ早く手術する

ことが望ましい』、と宣告された。『ドック入り』はこれで５度目
（122）

。胃や十二指腸に

95（88－1－95）

（122）�　〔七戸注〕我妻の二男・堯（産婦人科医）によれば、我妻は「健康や病気については合理主
義者であると自認し、以前から定期的に健康診断をうけていた。現在では人間ドックなど珍し
くなくなったが、昔から定期健診をうけていたのは当時としては珍しいのでは無いか。最初の
頃は、医科歯科大の佐々〔龍雄。第１内科教授〕博士（現、九段坂病院長）にお願いしていた。
私が医学部の学生の頃〔昭和30年東京大学医学部卒、昭和35年大学院生物研究科修了〕、好仁
会〔東京大学医学部関係の財団法人〕の関係で美甘内科〔東京大学医学部第２内科：呉建（大
正14年～昭和16年）→佐々貫之（昭和16年－昭和26年）→美甘義夫（みかも・よしお。昭和26
年～昭和33年）〕に入れて頂き、初めて十二指腸の憩室（腸に先天的に余分な袋がついている
もの）があることを発見された。父は坐って書きものをすることが多く、タバコと濃いお茶が
好きであったから当然、しばしば胃の調子がわるく、胃潰瘍ではないかと気にしていたらしい
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多少の不調を認められながらも『無罪放免』となるのが常であったが、とうとう胃

潰瘍。この夏、過労も加わって、胃の不快感にいつもとやや違うものを感じ、『あ

るいは？』と懸念していたことが現実となった訳である
（123）

」。

11月９日胃切除手術（胃の４分の３の亜全摘術）を受けた我妻は、12月６日退院

する。実際には胃癌であるところ、二男・堯が「胃潰瘍だから」と言って手術を勧

めたものである
（124）

。

術後は比較的良好であったものの、翌昭和43年７月８日急性胃拡張による脱水

症状で再入院、このときは同月27日に退院するが、しかし、胃の切除は、その後の

我妻の体力を著しく消尽させてゆく。

こうした事情から、「奥さま〔妻・緑〕は確かにできるだけ戦線を縮小するよう

にたえずいっておられた。これは民法のお仕事のことを考えておられたからと思う

し、同時に先生の健康のことも考えておられたのだろうと思いますが、先生自身も

できれば縮小したいという気持ちはおありになったのでしょう
（125）

」。

実際、死去の年（昭和48年）には、「私〔我妻〕はいま、有斐閣の法律学全集の『法

学概論』に〔の〕執筆に専念しているが、それが終わったら民法講義の物権法の新

訂版をつくり、ついで債権各論下の二（不法行為）を書いて、私の生前にすべき仕

事を終わろうと思っている」と記している
（126）

。

　（イ）　昭和48年死去

【45】　我妻の死去の事情については、冲中重雄の記述を引用しよう。

冲中が「個人的に我妻さんに近く接することになったのは、夏、軽井沢の南原で

（法政研究�88－1－94）94

が、この憩室が胃の不調と関係があるとわかって満足したらしい。／その後、軽井沢の別荘の
関係で冲中博士とお知り合いになってからは、専ら虎ノ門病院〔冲中重雄は昭和38年東大医学
部（第３内科）退官後に虎の門病院院長、昭和48年退任〕で定期健診をうけるようになった」。
我妻尭「父と健康」『追想の我妻栄』前掲注（63）422頁。

（123）�　〔初出〕我妻栄「取り戻した健康」ジュリ388号（昭和43年）��〔所収〕『民法と五十年（３）
随想拾遺（下）』前掲注（121）379頁。

（124）�　我妻堯「父・我妻栄」『特集：我妻法学の足跡』前掲注（37）103頁、我妻堯「父と健康」『追
想の我妻栄』前掲注（63）423頁。

（125）�　「（座談会）人間・我妻栄を語る」前掲注（37）65頁〔鈴木竹雄〕。
（126）�　〔初出〕「民法案内・民法の道しるべ――債権各論篇Ⅰ契約５使用貸借・６・賃貸借」法学

セミナー215号（昭和48年）28頁��〔単行本・補訂版〕我妻栄＝川井健（著）・水本浩（補訂）
『民法案内11契約各論（上）』（勁草書房、平成22年）160頁。なお、星野英一・前掲注（34）36
頁も参照。
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あった。ここは法人制で、知識人が中核となった特殊な避暑地である。昭和30年頃、

私もそこの末席につらなることが出来、我妻先生のお宅の近くに小さな小屋を建て

ることが出来た。そんな関係で夏場にはよく先生や御家族の方々にお目にかかって

いた
（127）

」。

　　�　先生はいつも夏になると軽井沢南原の別荘に滞在され、時々近くにある私共の小屋

にお孫さんを連れて、散歩がてらお寄りになっていたが、昨年（48年）の夏には、ど

うやら一度もお見えにならなかったようなので、家の者は、先生はこの夏とくにお勉

強に忙しく、ゆとりがおありにならなかったのではないかと、あとから噂をしていた

のであった。

　　�　所が、その夏が過ぎて、秋、10月、我妻先生が湯河原の御別荘で急病にかかられ、

すぐ熱海国立病院に御入院なされたという報告があった。��。

　　�　��〔中略〕��。

　　�　我妻先生が熱海病院に入院された時の症状を関係医師の記録から記すと、先生は長

期に亙り講演旅行等のためかなり疲労されていた。10月17日頃から上腹部痛を感じて

おられたが、18日、真鶴の別荘に行かれた。19日、朝食後、右季肋下痛（胆嚢部に当

る）激しく、38度発熱、翌20日（土曜日）国立熱海病院外来で医師の診察を受け、右

季肋下の広範な抵抗、圧痛、極度の食慾不振、顔色不良、全身皮膚乾燥、低栄養があ

り、急性胆嚢炎の診断により、即日入院されたのである。かくて、色々と治療がほど

こされたが、症状改善せず、急速に心衰弱の徴候が現われ、翌21日（日曜）朝はまだ

意識はあったが、午後には脈搏不整備弱となり、口唇にチアノーゼ現われ、７時血圧

測定不能、意識混濁、８時25分逝去された。甚だ急性の経過である。その状況のもと

で、出来る限りの治療がなされたものと思われる。10月17日腹痛の初発症状が現われ

てから、４日間、入院後約30時間である。診断は急性胆嚢炎とされたが、直接死因の

診断は急性心臓衰弱となっている
（128）

。

　76年の生涯であった。

　エ　軽井沢・南原「友だちの村」の人々

上記引用にあるように、我妻が昭和42年胃切除手術を行った虎の門病院の冲中重

93（88－1－93）

（127）�　冲中重雄「かけがえのない人」『追想の我妻栄』前掲注（63）331-332頁。
（128）�　冲中重雄「病歴報告と病理解剖所見」『追想の我妻栄』前掲注（63）430頁。
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雄は、軽井沢・南原の別荘地を通じての知り合いであった。

　（ア）　蝋山政道

【46】　冲中のほか、我妻の一高・東大の同期である蝋山政道の主治医を務めた湖山

聖道の文章の中にも、我妻の死去に関する記述がある
（129）

。

　　�　〔蝋山〕先生とは御家族ぐるみで御昵懇の我妻栄先生の最期にも、私には残念な想

い出がある。我妻先生には、週末を真鶴の別荘で過ごされるべく、私の外来に寄られ、

大変元気なお姿で出掛けられたのが最後のお別れであった。その晩、真鶴で思いがけ

ないことに胆石発作を起こされ、一両日のうちに胆嚢炎の併発をみて急速に容態が悪

化し、急遽、最寄りの国立熱海病院に御入院となったが、その後の精力的な治療も及

ばず、エンドトキシンショックによる急性心不全のために急逝されたのである。

湖山はいう。「〔蝋山政道は〕昭和35年からは、三輪史朗先生（現、東京大学医科学

研究所教授）について、高血圧その他の健康管理を継続的に受けられる様になり、

昭和42年11月には、虎の門病院（院長、冲中重雄先生）に御入院の上精査を受けられ

た」。その後「昭和46年７月三輪先生の山口大学御赴任に伴い、冲中先生の御指示

もあって、私に重責が引き継がれた訳である
（130）

」。

　（イ）　三輪寿壮

【47】　すでに触れたように、三輪史朗は、我妻栄や岸信介の一高・東大以来の親友・

三輪寿壮の二男である。そして、蝋山政道と冲中重雄を結びつけたのは、三輪史朗

であって、「私〔史朗。昭和26年東大医学部卒〕は冲中内科を経て〔昭和27年東大医学部

第３内科入局〕虎の門病院に勤務しておりました関係で、父の亡くなった頃〔昭和

31・11・14没〕から蝋山先生の健康管理を仰せつかり、月１回中野のお宅に血圧測

定と簡単な聴診をしに伺っておりました」。その後、「私は昭和46年に虎の門病院を

辞し、山口大学に赴任しましたが、それ以来菊地医院〔銀座菊地病院��現・銀座病

院〕の湖山先生が診察を担当されました
（131）

」。

史朗の妻・友子は、冲中重雄の師・呉建の孫で、幼少で母を亡くした友子は、祖

父母の家で育ち、呉門下の冲中家に泊まることもあった。その後、友子は、蝋山政

（法政研究�88－1－92）92

（129）�　湖山聖道「主治医のカルテより」『追想の蝋山政道』前掲注（96）259-260頁。
（130）�　湖山聖道「主治医のカルテより」『追想の蝋山政道』前掲注（96）260-261頁。
（131）�　三輪史朗「蝋山先生の健康管理」『追想の蝋山政道』前掲注（96）311-312頁。
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道の妻・洲子の勤める国際文化会館（理事長は松本重治――蝋山や我妻より２歳年下

明治32・10・２生）に勤務したことが縁で、蝋山の主治医である史朗と結婚。媒酌

人と務めた蝋山夫妻と、史朗の師である冲中は、結婚式を機に親しくなり、冲中は

蝋山の勧誘で軽井沢・南原「友だちの村」に別荘を建てて、我妻栄と知り合うこと

になる。

なお、史朗の兄（三輪寿壮の長男）正弘は、やはり蝋山政道の縁で、南原「友だ

ちの村」を作った市村今朝蔵・きよじ夫婦の二女・信江と結婚した（そのため蝋山

夫妻は三輪の息子２人の媒酌人となる
（132）

）。ちなみに、市村夫婦の三女・令子は、我妻

栄の長男・洋と結婚している。

一方、正弘・史朗兄弟の父・三輪寿壮と沖中重雄を結びつけたのは、呉建の未亡

人・安江が昭和30年12月帝国ホテルで開いたクリスマスの宴のことで、隣席になっ

た冲中との会話の中で、三輪が体調不良を訴えたところ
（133）

――、

　　�　博士はその症状を聞いているうちに異常なものを感じたらしく、すぐ明日にでも診

断を受けにきてくれるようにと答えた。

　　�　12月26日、三輪は学部こそちがえ母校東大の医学部の門を懐かしく久し振りにく

ぐった。冲中博士の診断を受けてみると、“直ちに入院するように”という宣告である。

いろいろ気にかかることもあったが、とりあえず冲中内科25号室に入院した。

「東大の医科を出て、ちょうど冲中内科の医局員としてそこに務めていた次男の

史朗は、三輪の病状については知悉していた。そして兄の正弘にはそれを告げた。

しかしそれ以上は口外できなかった。しかし〔翌昭和31年〕１月８日に夫人〔總子〕

も冲中教授の自宅に呼ばれて、手術不可能の位置の悪性腫瘍であること、放射線療

法をすること、再発の場合はそれも効かなくなること等を知らされていた
（134）

」。

コバルト療法で自覚症状が軽快した三輪が２月29日に一時退院すると、「それか

ら間もなく、３月17日の夕べ、一高の独法クラス会では三輪をねぎらうため、彼の

91（88－1－91）

（132）�　正弘は、自身も南原に別荘を構え、また、市村今朝蔵の伯父・雨宮敬次郎の伝記も編んでい
る。三輪正弘（編）『近代を耕した明治の起業家・雨宮敬次郎』（信毎書籍出版センター、平成
15年）。彼はまた、市村家の寄付で建設された軽井沢町立離山図書館（昭和51年３月開館）の
設計者でもある。

（133）�　『三輪寿壮の生涯』（三輪寿壮伝記刊行会、昭和41年）530-531頁〔中込友美＝森洋一〕。
（134）�　『三輪寿壮の生涯』前掲注（133）584頁〔赤司卓治〕。
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病気快癒祝いを三輪事務所のある国策ビル８階の日本間で催し、東京在住の17名す

べてが参集した。その時に撮った写真を見ると、三輪の人柄が一番大きく、すこや

かそうに映っている
（135）

」。写真に写っている17名とは、〔前列左から〕①森喬、②中島

寅之助、③重松宣雄、④安孫子理兵衛、⑤関屋悌蔵、⑥岸信介、⑦赤司卓治、⑧三

輪寿壮、⑨平岡梓、⑩長崎惣之助、⑪成富信夫、〔後列左から〕⑫伊藤武雄、⑬松本

三千雄、⑭石井康、⑮斉藤和三郎、⑯田代重徳、⑰長沢里治で、還暦に届く年齢に

もかかわらず半数近くが集まるとは、一高同級生の絆の強さに驚嘆するが、しかし、

その中に我妻栄の姿は見えない（ちなみに、我妻は、三輪の追悼文集『三輪寿壮の生涯』

への寄稿もない）。

その後、同年６月13日三輪は休養のため軽井沢の市村家の別荘に赴くも、発熱が

続いて寝たり起きたりの日々となり、父の病状を心配して様子を見に来た二男・史

朗が肺癌の再発を確認したため、７月３日冲中内科に再入院する。

一方、三輪夫人（總子）から三輪の病名を聞かされた赤司卓治（前記⑦）は、９

月初旬に上記一高同級生の数人と連れだって三輪を見舞うが
（136）

――、

　　�　ところが数日して、三輪夫人から筆者〔赤司〕に電話がかかって、「先日、皆さん

がご一緒にお出で下さったことを、三輪は非常に喜んでいました。三輪はもう一度あ

のメンバーで御一緒に御出で下さいと言っています。それには三輪からの御願いがあ

りますのよ」と言って、それは本郷の駒込追分町にある、もとの一高前のおでん屋の

「吞
のんき

喜」からおでんを取り寄せて、一夕、病室で会食するようにしてくれとのことで

あった。それには婦長さんの了解も得てあると夫人はつけ足された。

　　�　��〔略〕��。

　　�　９月18日！

　　�　その頃、岸〔信介。前記⑥〕は自民党の幹事長で非常に多忙なため、彼だけは別途

に行くことにして、他の５名は筆者〔赤司〕の事務所に集って一緒に出かけたが、呑

み助の田代〔重徳。前記⑯〕が途中で、「オイ赤司！　俺は酒を飲まないでおでんを

食うのは生れて初めてだよ」と笑っている。すべてが同類項ともいえるし、田代の言

うのも全くそうだと考え、途中で一本買い求めて病室に行くと、「呑喜」の当主がす

（法政研究�88－1－90）90

（135）�　『三輪寿壮の生涯』前掲注（133）586-587頁〔赤司卓治〕。
（136）�　『三輪寿壮の生涯』前掲注（133）594頁以下〔赤司卓治〕。
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でに来ていて陣頭に立ち、銅製の大鍋におでんを一ぱい入れて、病室の真ん中で瓦斯

火で煮たてている。旨そうな匂いが鼻をついてくる。やがて岸も来た。まるで病室は

一変しておでん屋に化してしまった。

　　�　「なかなか愉快である」と言いたいところだが、三輪の病気のことを考えると心淋

しくなってくる。

　　�　冲中博士も吉沢主治医も、一高の後輩として今日の饗宴に参加させてくれと、前

もって申し込まれている。こんなことは東大病院として前代未聞に属するはずであ

る。それに夫人と、冲中内科の医局員である次男の史朗君、附添いの女の人なども列

席するので、さらに豪華な饗宴となってしまった。

　　�　座は昔の話から政治の話、お互のアラ捜しで尽きるところを知らない。田代はヴォ

リュームのあるゼスチュアを見せると、石井〔康。前記⑭〕はおっとりとした口調で

冗談を発し、平岡〔梓。前記⑨〕が皮肉な諧謔を飛ばせば、岸は例の目尻を思いきり

下げてしゃべり出している。

　　�　��〔略〕��。

　　�　咽を痛めている三輪の脇では、初めのあいだ喫煙をひかえていたが、酒が廻ってく

ると遠慮もなく煙草をのみ始める者が出て、それがつぎからつぎとのみ出して、果て

は博士も主治医も煙草をふかすので、天井の高い14、５坪もある病室が、あとでは濛々

と煙が立ちこめてしまった。

２か月後の11月14日午前10時15分死去。行年61歳。

　（ウ）　成富信夫

【48】　三輪寿壮の一時退院の際の宴席にも参加していた成富信夫（前記⑪）は、煙

草は吸わず、酒も体質的に受け付けないため、「学生時代、岸信介さんや我妻栄さ

ん等と春日町でクラス会を催されたときも、お酒を飲まれない先生がいつも幹事役

をさせられた」という
（137）

。

坂井時忠（成富信夫の従兄弟・坂井春彦の子。兵庫県知事）は、昭和６年東大法学

部に入学した直後に成富の家を訪ねた時の思い出を、次のように語っている
（138）

。

89（88－1－89）

（137）�　岩崎保道「成富先生と興国鋼線索株式会社」『成富信夫の思い出』（成富信夫追悼録編集委員
会、昭和58年）172頁。

（138）�　坂井時忠「想い出」『成富信夫の思い出』前掲注（137）383-384頁。
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　　“民法は誰の担任か”と聞かれて、

　　“まだ博士でない我妻という人らしい、一寸心細い”

　　というようなことを言ったら、

　　“なに？！　馬鹿いうな！　我妻が一番いいんだ！！ ”

　　�と大きな声で叱られた。まだ法学部に入ったばかりの私には、穂積重遠、末弘厳太郎

といった令名だけが立派に思えていたのだが、伯父〔成富〕は我妻さんを推奨して止

まなかった。我妻さんの学識もさることながら、伯父さんとは学生時代からの無二の

親友であったことを、その時始めて知った訳である。

昭和11年、軽井沢・南原の我妻の別荘の隣に、成富も別荘を建てる。我妻の二男・

堯が６歳の時のことであるが、その後、堯は、成富の娘・愛子（昭和８・11・23生）

と結婚した。

【49】　戦後、成富は、国際法律家協会（International�Bar�Association:� IBA）で活躍

するようになり、夏の間夫婦で海外に行くため空き家となる別荘を貸した相手が、

作家の横溝正史（明治35・５・24生）であった
（139）

。

その後、成富の紹介であろう、横溝もまた南原に別荘を構えるが、成富の別荘に

ついては、小説『仮面舞踏会』で、探偵・金田一耕助の定宿に設定されている
（140）

。

　　�　金田一耕助は去年もちょうどいまじぶんに、南原の南条家の別荘に滞在していた。

　　�　有名な国際的弁護士南条誠一郎は金田一耕助の郷土の先輩にあたっている。あるじ

の誠一郎はいそがしい人物だから、ほとんどこの別荘にくることはない。毎年夫人と

学校の教師をしている息子夫婦がこどもをつれてやってくるが、その別荘に小ぢんま

りとしたバンガローふうの離れがあり、金田一耕助はいつでもそこを自由に使ってよ

いことになっている。

なお、『仮面舞踏会』執筆中の昭和40年の日記の９月７日（火）条には「“仮面舞

踏会”229枚迄／夕方家内と我妻（栄）家へいく」とあり、翌９月７日（水）条には「お

巡りさんのために色紙書く。小浅間も浅間も晴れてすすき野を行く。道にて蝋山（政

道）夫妻と会い、立話。その後家内蝋山家へ御挨拶にいく」とある
（141）

。さらに、我妻

（法政研究�88－1－88）88

（139）�　我妻堯「〔無題〕」水谷準（編）『横溝正史追憶集』（私家版・横溝孝子、昭和57年）５頁。
（140）�　横溝正史『仮面舞踏会』（角川文庫、昭和51年）62-63頁。
（141）�　横溝正史「昭和40年の日記について」小林信彦（編）『横溝正史読本』（角川書店、昭和51年）

233頁。
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堯の語る、次のようなエピソードもある
（142）

。

　　�　別荘村の運動会でお会いした時に、なにからそんな話になったのか、よく覚えては

いないが、私がシャム双生児の話を先生〔横溝〕にしたらしい。私はその後、すっか

り忘れていたが、ある時、突然、先生から「シャム双生児の話をヒントにして、いま、

小説を書いています」と言われてびっくりした。それが「悪霊島」である。

ちなみに、『仮面舞踏会』には、「有名な国際的弁護士南条誠一郎は金田一耕助の

郷土の先輩」とある一方、金田一耕助が初登場する昭和21年『本陣殺人事件』では、

「金田一――と、こういう珍しい名前から、諸君もすぐ思い出されるであろうが、

同じ姓を持った人で有名なアイヌ学者がある。この人はたしか東北か北海道の出身

だったと思うが、金田一耕助もその地方の出らしく、��」と設定されている
（143）

。し

かしながら、成富信夫の家は、佐賀藩の家老の家系であり、また、成富の子供は、

長男・安信（大正14・１・23生）、二男・信方（昭和６・２・７生）とも弁護士であっ

て、「学校の教師」ではない。

金田一耕助の人物設定のモデルは（よく知られている話であるが）劇作家の菊田一

夫で、苗字は、菊田一夫にちなんで「菊田一」と付けようとしていたところ、戦時

中に東京・吉祥寺の隣組だった金田一安三（金田一京助の弟、他人の兄）のことを思

い起こし、名前についても、兄・京助をもじって「耕助」としたものである
（144）

。

　（エ）　財団法人軽井沢南原文化会

【50】　昭和７年春に市村今朝蔵が、我妻栄・蝋山政道・松本重治の３人を誘って

立ち上げた「友だちの村」については、かつて触れたことがある
（145）

。

昭和25年市村が死去した後、妻・きよじは「友だちの村」の建物や周囲の運動場

などの共有財産と30万円の流動資産を寄付財産とした「財団法人軽井沢南原文化

会」の設立を図り、昭和30年１月６日設立認可を受けて正式発足した財団法人の

理事長には野村胡堂、理事には黒川武雄・井上秀・蝋山政道・松本重治・我妻栄・

市村きよじ、監事には成富信夫・市村寅之輔がそれぞれ就任した
（146）

。

87（88－1－87）

（142）�　我妻堯・前掲注（139）６頁。
（143）�　横溝正史『本陣殺人事件』（角川文庫、昭和48年）80頁。
（144）�　横溝正史＝小林信彦「（対談）横溝正史の秘密」『横溝正史読本』前掲注（141）45-46頁〔横溝〕、

横溝正史『金田一耕助の帰還』（光文社文庫、平成14年）417-418頁。
（145）�　七戸「法学者の軽井沢」法政研究81巻３号（平成26年）98頁以下。
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なお、我妻・蝋山・松本は、東畑精一にも「友だちの村」への参加を勧めた。茅

誠司・松本重治との鼎談で、東畑は次のように語っている
（147）

。

　　　�松本　ああ、そうか。はじめて軽井沢に行ったのがたしか昭和６年くらい��。

　　　�東畑　そんなもんだ。雨宮敬次郎の一族で市村さんというのが軽井沢の膨大な土地

を友人達と拓くことになった。それで松本さんだとか、我妻（栄）だとか、蝋山

（政道）だとかみんな行っちゃって、ぼくにも入れというので行ってみたんですが

��。

　　　�松本　東畑さん、雷が怖いので家を建てないというんだ。実際、軽井沢の雷という

のは怖いなあ。

　　　�東畑　東京でしょっちゅう遭ってるし、また遭うのはかなわんと思って、今でも

ほったらかしてあるんですわ。茅さんどうですか、僕の土地買ったら（笑い）。

一方、松本重治は、前田多門（明治17・５・11生）にも参加を求め、そして、さら

に前田の妻・房子の勧誘で南原に別荘を構えたのが、昭和30年財団法人軽井沢南原

文化会の理事長に就任した野村長一（胡堂）である
（148）

。

岩手県紫波郡彦部村の村長・野村長四郎の二男に生まれた胡堂（明治15・10・15生）

は、明治37年一高入学、明治40年東京帝大法科大学仏法科に進学するも、明治44年

学費未納により除籍退学、その後昭和６年以降の銭形平次シリーズで人気作家と

なる。

なお、彼が明治29年盛岡中学校に入学したときの同級生が金田一京助（明治15・

５・５生）で（３級下には石川啄木（明治19・２・20生）がいた）、金田一は、胡堂死去（昭

和38・４・14没）の際に葬儀委員長を務めている。

横溝正史が金田一京助とはじめて対面したのは、胡堂の通夜の席であった
（149）

。

　　�　襖をぶちぬいた広いお座敷の対角線をえがいたその両端に、われわれは座を占めて

いた。あのかたが金田一京助先生でいらっしゃると、だれかに耳打ちされたとき、私

は全身にぐっしょりと、冷や汗をおぼえるほどの羞恥心と後ろめたさを覚えずにいら

（法政研究�88－1－86）86

（146）�　市村きよじ『軽井沢・大切な人々』（日経事業出版社、平成10年）190-191頁。
（147）�　「（座談会）わが師、わが友、わが時間――茅誠司、松本重治両氏と語る」『わが師、わが友、

わが学問』前掲注（97）218頁。
（148）�　市村きよじ・前掲注（146）83-84頁。
（149）�　横溝正史『金田一耕助の帰還』前掲注（144）426-427頁。
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れなかった。金田一京助先生のほうでもだれかから私のことを聞かれたとみえ、とき

どきこちらを見てニコニコ笑っていられた。そのときご挨拶にあがればよかったので

ある。しかし、例によって有名人のまえへ出ると固くなる臆病さと、お名前を勝手に

詐称しているという後ろめたさが、私からその勇気をうばった。

続けて横溝は、金田一京助の死去（昭和46・11・14没）の際のエピソードも語って

いるが、その中には、次のような記述も認められる
（150）

。

　　�　そういえば昭和47年の秋、「金田一京助博士記念会」の手によって編纂された「金

田一京助先生の思い出の記」のなかで、我妻栄先生も金田一という苗字の読みにくい

ことに触れていられた。

――かくして、本稿冒頭で引用した金田一他人に関する我妻の文章（【２】）に話

が戻ったところで、本稿で登場する人物の紹介を終える。以下、我妻の誕生から大

学卒業までの人格形成・成長の足跡を、順を追ってたどることにしよう。

＊�　本稿執筆に際しては、公益社団法人・米沢有為会　我妻栄記念館・矢尾板操館長よ

りご指導を賜った。記して深甚の謝意を申し上げる。

（150）�　横溝正史『金田一耕助の帰還』前掲注（144）427-428頁。

85（88－1－85）


