
はじめに衽衲民法学の可視化のために

1 （民）法学とは何か衽衲．

それは，「（民）法｣1)に関する学問である．法学部でこれから（民）法を学ぼう

という学生たちは，漠然とそう思っていることが多い．法学を学んだ経験のな

い一般の方々も同じようなイメージを持っているに相違ない．では，「（民）法」

に関する「学問」とはいかなる学問か．さらに問われた人は困惑する．高校ま

での教育課程においては「（民）法学」を学ぶ経験がないことからすれば2)，こ

れは自然なことである3)．

それは，「民法」に関する「学説」の集合体であり，法律や判例と区別され

るものである．法学部で民法を学んだ現在及び過去の学生たちは，そう答えれ

ば一応の答えになるだろうと考えるかもしれない．なかには，ここに法学と理

系の諸学問の違いがあると指摘する人も現れるだろう．では，「民法学説」と

はいかなる性質の言説か．そう問われると，明確な答えはなかなか返ってこな

い．「民法」の教科書や講義では「民法学説」とは何かということまで教えら

れるわけではないことからすれば，そう思ってしまうのにも仕方がないところ
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1) 本書は「民法学」に関するものであるが，本書を読んでいただければ「法学」とは何かについ

ても一定の理解を得ることができる（そのことを暗示するために最初のパラグラフでのみ「（民）法

学」という表記を用いた．以後は必要に応じて，「民法学」「法学」を使い分けるが，程度の差はあ

れ互換性は維持される）．本論中でも述べるが，専門分化が進む以前には法＝民法であり，法学＝

民法学であったからである．歴史的に見ると，法学における民法学の位置は，医学における内科学

の位置に類似すると言えるかもしれない（川喜田愛郎『近代医学の史的基盤（上下）』〔岩波書店，

1977〕を参照）．

2) 高校では，日本国憲法は別格として，民法も含めてかなりの数の法律が教えられている．しか

し，法律の存在とその全部または一部の内容にごく簡単に触れられているに過ぎない．科目として

も，戦前には「法制経済」という科目が存在したが，今日では「政治経済」という科目はあるもの

の「法律」に関する科目は存在しない（ただし，新科目「公共」がスタートすれば，多少事情は異

なってくる）．

3) 国語（文学），日本史・世界史（歴史学），外国語（語学）という科目があるとしても，必ずしもそ

れらを対象とする学問が教えられるわけではないが，これらを対象とする学問の意義について考え

る契機にはなろう．もっとも，本論でも述べるように，これらの科目における対象と研究との関係

自体が問題になりうる．



がある．

日本に来たのはなぜか衽衲．

民法専攻の留学生たちにこう問うと，日本の「民法」を学ぶためという答え

が返ってくるはずである．なぜなら，彼らの出身国の民法と日本の民法は同じ

ではないから．

では，日本で行われている「民法」の「研究」についてはどう思うか．この

問いに対する答えは，おそらく二つに分かれる．少数の人々ははっきりと，

「日本」の「民法研究」には関心はないと答えるだろう．私たちは「日本」の

「民法」を学びに来たのだと．彼らはいろいろな「民法」があることは当然の

前提にしているが，いろいろな「民法研究」がありうることは暗黙裡に否定し

ている．他方，大半の留学生は困惑する．そして，「民法研究」に，日本の，

中国の，韓国の，台湾の……といった違いがあるのだろうかと自問する．彼ら

はより進んだ「民法研究」のために日本に来るが，その「民法研究」に国籍な

いし地域性があるという意識は希薄である．そもそも「民法」と「民法研究」

も明確には区別していない．

同様の現象は，文系の諸学問にも見られるに相違ない．対象の個性が観察の

特性を導くという発想は一般に乏しいのではなかろうか．

2 本書は，主として次の 2種類の読者を想定した「民法学」入門である．

すなわち一方で，①民法を学んだことのない人 （々法学部の新入生や理系の教

養を持つ人々）に対して，他の学問とは区別される「民法学」の特色を示すこ

とを目的としている4)．他方，②日本の民法学に関心を持つ（持ちうる）人々

（外国からの留学生や日本の文系研究者）に対して，他国のそれとは区別される

「日本の民法学」の特色を示すことを目的とする5)．あわせてまた，「民法」と
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4) 同じ目的で執筆したものとして，大村『民法総論』（岩波書店，2001）があるが，同書は法学部で

一通り（日本の）民法を学んだ学生を想定したものであった．これに対して，本書は（日本の）民法を

学んだことのない学生を主たる読者として想定している．同書が内的観点に立つものであるとする

と，本書は外的観点に立つものであると言ってもよい．なお，同書の基礎をなす私の研究は大村

『法典・教育・民法学』（有斐閣，1999）に収録されている．また，やはり内的観点から民法研究の

具体的指針を示すものとして，大村敦志・道垣内弘人・山本敬三・森田宏樹『民法研究ハンドブッ

ク』（有斐閣，2000）がある．

5) 留学生に対して「日本の民法（家族法）」の特色を示すものとして，大村『民法改正を考える』

（岩波新書，2011），同『家族と法』（左右社，2014）がある．



区別される「民法研究」が存在することも示したい6)．

本書の第 1 部「構造編・規範の基層と上層」は①に対応し，第 2 部「歴史

編・文明化から社会問題へ」は②に対応する．実際のところ，第 1 部は 2015

年度後期に東京大学教養学部で 1年生を対象に開講した演習（受講者の多くは

法学部進学希望者であった）をもとに，第 2 部は 2016 年度前期に東京大学法

学政治学研究科で留学生を対象に開講した演習（留学生以外に学部学生や他大

学の大学院生，さらに助教なども参加した）をもとに，それぞれ執筆したもの

である．

もっとも①②のほかに，③民法を勉強したことがあるという人 （々法学部・

法科大学院の学生・修了者や各種の法律実務家），さらには，民法研究を現に

行っている人 （々日本人の大学院生や若い世代の大学教員）にも手にとっていた

だくことを密かに期待している7)．これらの人々は程度の差はあれ，民法学が

いかなるものかを体感しているはずである．しかし，改めて意識化・言語化し

て考えてみたことはない，あるいは，考えてはみるが容易にはイメージがつか

めないという人も少なくないだろう．

これは二つの問題とかかわっている．一つは，民法学者の職分をどう捉える

かという問題である．もう一つは，今日，民法学と他の法学との違いをどこに

求めるかという問題である．いずれも根本問題であるがゆえに難問であり，現

代日本の民法学者の間でも，必ずしも共通の理解が成り立っているわけではな

い．本書はこれらの問題について，これまでの考え方を示すとともに，私自身

の考え方を示すものでもある．

3 本書の表題はもちろん和辻哲郎『人間の学としての倫理学』（岩波全書，

1934）をふまえたものである．和辻は同書において「人間（じんかん）＝人と人
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6) ｢民法」について概観するものとしては，これまでに大村『生活民法入門』（東京大学出版会，

2003），同『民法のみかた』（有斐閣，2010），同『広がる民法 1入門編』（有斐閣，2017）を書いた．

最初のものは一般向け（日常生活との関係で民法を位置づける），次のものは法科大学院未修者向け

（民法の基本概念を整理する），最後のものは法学部新入生向け（法を法以前・法以外のものと関連

づける）のものであったが，最後のものは本書第 1 部と通底するものとなっている．

7) これらの方々には，本書の基礎となっている私の研究をまとめた大村『性法・大学・民法学』

（近刊予定），同『民法のかたちを描く』（近刊予定）や本書と共通の問題意識に立った大村敦志・小

粥太郎『民法学を語る』（有斐閣，2015）も参照いただきたい．



との関係」という理解に立っていたが，「人と人との関係＝社会」と捉えるな

らば8)，「人間の学としての民法学」は「社会の学としての民法学」となる．

社会に関する諸学との関係で民法学を位置づけるには，この「社会の学」とし

ての民法学という観点が有用であろう．本書の第 1 部「規範の基層と上層」

は社会＝法／規範という観点に立ち，複数の層（制定法と生きた法，継受法と

在来法，法規範と判決，裁判規範と行為規範そして法学と法）を分析の対象と

するものとなっているが，これは「人間＝社会の学としての民法学」を目指す

ものである．他方で和辻は，同書によって西洋の模倣ではない「日本の倫理

学」へと踏み出したが9)，「人間＝人文（人が織りなす文／彩）」と捉えるなら

ば10)，「人間の学としての民法学」は「人文の学としての民法学」となり，「日

本の民法学」の特色に焦点をあてる視座を示すことになる．本書の第 2 部は

「人間＝人文の学としての民法学」の試みであるが，19 世紀から 20世紀に至

る「日本の民法学」を「文明化から社会問題へ」という図式（21 世紀の初頭に

ついては，さしあたり，人格化・人権化という標語があげられよう．もっとも，

次に述べる「人間」との関係も含めて，検討すべき点は多い）によって理解す

るものとなっている．

さらに，「人間の学としての民法学」にはもう一つの含意がある．以上の二

つの視点を総合すると，「人間はその環境に応じて社会（という二次的環境）を

創りだして生きる存在であり，かつそうした存在であることを認識できる」と

いう見方が導かれる．これは「人間」というものに対する洞察の基礎になる

（その意味では未分化で，しかし，時代時代の専門的な知見からの刺激を受け

た総合的な）見方であるが，これを「人文学・人間学（humanities/humanis-

me）」と呼ぶならば11)，本書は「民法学」の入門書であると同時に，「人文
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8) 民法学者としては，穂積重遠がギールケに依りつつ，この考え方に立っていた（穂積『親族法』

〔岩波書店，1933〕1-3頁）．

9) 和辻の同書は本書第 2 部の究極の目標である．なお，本書第 1 部が目標としたのは森嶋通夫

『無資源国の経済学衽衲新しい経済学入門』（岩波全書，1984）である．

10) ヴィダル・ド・ラ・ブラーシュ『人文地理学原理』（飯塚浩二訳，岩波文庫，1970，原著，

1922）にいう「人文（humaine）」は，このような意味であろう．なお，「文」の意味につき，佐藤健

二「読む対象としての〈文〉／知る方法としての〈文〉」UP502号（2014）も参照．

11) 同様の観点に立ちつつ，ドイツの「人間学」を基礎に総合的な考察を展開するものとして，小

林直樹『法の人間学的考察』（岩波書店，2003）がある．なお，同書は「人間の学としての法律学」



学・人間学としての民法学」を目指す試論でもある．今日，こうした民法学が

必要であると考える理由を示すのは，本論全体の課題であるが，その概要は

「第 2 部補論」や「あとがき」でも略述する．

4 本書は日本の民法学を検討対象とするが，他の学問領域との異同に焦点

を合わせた第 1 部では共時的（構造的）な考察が，日本の経験に注目する第 2

部では通時的（歴史的）な考察が，それぞれ中心となる．しかしながら，第 1

部・第 2 部を通じて，従来の研究を検討しながら話を進める点は同じである．

この点について，次の 3点をあらかじめお断りしておく．

第一に，本書において従来の研究を取り上げるに際しては，まずテクストそ

のものの一部を掲げ（授業の際には規格化をはかり，どのテクストも 8 頁とし

たが，本書に収録する際には不要な部分を若干省略した．なお，「text 1-1」

という表示は「第 1 部の最初のテクスト」という意味である．同一書籍から

何か所かを切り取る場合には「α」「β」のように表示し，「引用部分α」「引

用部分β」と呼ぶ），その研究の概要や一般的な評価を示した上で，本書の観

点からの検討と位置づけを行う．実際の演習においてもこのような検討を行っ

ており，本書はその成果に基づいている．このような検討の進め方は人文学の

領域では普通のことだが，直接には本書第 1 部が前述の通り，東京大学教養

学部の演習の枠内で行われたことに由来する．すなわち，この演習は同学部の

前期課程展開科目「社会科学ゼミナール」の一環として開講されたため，特に

テクストを読み解きながら考えるというスタイルを採ったことによる．第 2

部に対応する演習でも，留学生に日本語のテクストを読んでもらうという観点

から，第 1 部と同様に具体的なテクストを掲げることとした．

結果として全体を通じてテクストの引用が多くなっており，一般の読者にと

ってはやや煩わしいかもしれない．テクスト引用部分はレイアウトを変えてあ

るので，本書の論旨のみをまず追いたいという読者はこの部分を飛ばして一読

することも不可能ではない．しかしながら，できれば多少とも研究書や論文の

実際のテクストに触れてもらうことによって，日本民法学の具体的な成果を学
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という表現をすでに用いているが，同書が「人間」に「社会」「人間」の二つの意味を負わせるの

に対して，本書が「社会」「人文」「人間」の三つの意味を負わせている．



ぶ端緒を開くとともに，私自身の見解の当否を批判的に吟味する際の手がかり

としていただきたいと考えている．さらに進んで，テクスト部分を中心に置け

ば，私の考え方に対する賛否にかかわらず，本書を用いて大学院における民法

学方法論の授業を行うことができるはずである．授業があってもなくても，大

学院生や若い世代の研究者には，引用されたテクストをじっくりと読み，必要

に応じて原典に当たることを強く推奨しておく12)．

第二に，取り上げたテーマ，著者とその著書の選択は，当然のことながら私

自身の判断による．民法学概論ないし日本民法学史に関しては，標準的な先行

研究ないし概説書は存在しないと言ってよい13)．本書とは異なる観点に立てば，

選ばれるテーマや先行研究も当然ながら異なってくる．私自身は本書によって，

民法学一般と日本の民法学について知っていただくことができると考えている

が，これはあくまでも私の観点からの一つの試みであり，従来の成果を穏当に

取りまとめた標準的な概説書を提供しようというわけではない．

第三に，本書は分量の関係で，第 1 部を収めた「構造編｣（本書）と第 2 部を

収めた「歴史編」の 2冊に分けて刊行されることとなった．著者としては 2

冊を通じて読んでいただくことを期待しているが，前述した本書成立の由来か

らも理解されるように，それぞれを独立に読むこともできる．そうした利用の

仕方がありうることも考慮に入れて，「はじめに」「あとがき」は同じものを各

x はじめに

12) このようなタイプの書物として，本書が念頭に置くのは，ブルデュー，シャンボルドン，パス

ロン（田原・水島訳）『社会学者のメチエ衽衲認識論上の前提条件』（藤原書店，1994）である．

13) 大村・前出注 4（2001）のほか，古くは廣浜嘉雄『私法学序説』（改造社，1926），近年では星野

英一『民法総論』（有斐閣，合本版，1983），広中俊雄『民法綱要 第一巻総論』（創文社，新版，

2006）がある程度であろう．いずれも興味深いが，通説を形成しているというわけではない．大

村・小粥（前出注 7）に相当するものとしては，末弘厳太郎ほか『日本の法学』（日本評論社，1950）

がある．モノグラフィーはいくつかあるが，主なものは本論で取り上げる．ここでは，本論で直接

は取り上げないが興味深いものとして，水本浩『現代民法学の方法と体系』（創文社，1996），原島

重義『法的判断とは何か衽衲民法の基礎理論』（創文社，2002）のみを挙げておく．外国文献につい

ては省略するが，フランス語では Jestaz（Ph.）et Jamin（Ch.）, La doctrine, Dalloz, 2005, Audren

（F.）et Harpelin（J.-L.）, La culture juridique française. Entre mythes et réalités XIXe-XXe siècles,

CNRS éd., 2013，英語では Gordley（J.）, The Jurists, A Critical History, Oxford Univ. Press, 2014

のみを掲げておく．なお，戒能通孝『民法学概論』（日本評論新社，1956）は，表題からすると「民

法学」を論ずるもののように見えるが，その内容は「民法」の概論である（民法の入門書としては

優れた内容のものであり，星野英一『民法〈財産法〉』〔放送大学教育振興会，1994〕とともに，大

村・前出注 6〔2017〕執筆の際に影響を受けた）．



冊に掲げることとした．

本書の目的・構成・方法に関する説明は一通り終えたことにして（ここまで

の話に関する細かな補足や留保については，必要に応じて注を見ていただきた

い），さっそく本論（第 1 部）に入ることにしよう．
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構造編：規範の基層と上層





序 章

いま，なぜ民法学か？衽衲対象の性質と現在の課題

第 1 節 民法か民法学か衽衲英語・英語学と対比して

I テクストの提示

text 1-1 中島文雄『英語の構造（上下）』（岩波新書，1980）

α はしがき

わが国の英語教育では，いわゆる「五文型」なるものを用いて，英語の基本的な構

造を教えている．しかしこの五文型がいかに不完全なものであるかは，少しでも英文

法を知る人にとっては明らかなことである．それは次のような定式で表わされる．

（S＝subject，V＝verb，C＝complement，O＝object）

1 S＋V （Dogs bark.）

2 S＋V＋C （John is a student/He is tall.）

3 S＋V＋O （Cats catch mice.）

4 S＋V＋O＋O （He called me taxi.）

5 S＋V＋O＋C （He called me a fool.）

これらが基本文型であるとされるが，現実に行なわれている多種多様な文を，この

五文型のどれかに分類しようとすると，たちまちいろいろな困難に当面する．第一，

S（主語），O（目的語），C（補語）というのは文構成素の機能を表わすものであり，V

（動詞）は構成素の種類を表わす名称である．上の定式ではどのような構成素がどのよ

うな機能をもつのか明示されていない．また五文型には，英語構造の重要な構成素で

ある前置詞句が位置を与えられていない．従って He is in the gardenという基本的な

文がどの文型に入るのかわからないし，He called a taxi for meは，第三文型なのか

第四文型と関係があるのか，はっきりしない．

五文型はあまりに単純であるから，これをもっと詳しくする試みもある．A. S.
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Hornby は A Guide to Patterns and Usage in Englishにおいて動詞中心に文型を考え，

基本的な動詞型（verb pattern）を 25 にわけ，さらにそれを 69 に下位区分している．

しかしこれですべての場合が説明できるわけではないし，また分類の規準にも問題が

のこる．根本的な問題は，英語の構造を説明するのに，いくつの文型を認めたらよい

のか，一体文型の数は有限なのかということである．

文構造の研究に際し，多くの用例を収集し，それを分類して帰納的に文型を発見し

ようとする方法には原理的な問題がある．言語は与えられた用例で尽されるものでは

なく，絶えず話者の言語活動によって新しい用例が生み出されるものである．与えら

れた文を分類して文型を見出すという方法では，文型をすべて捉えるというわけには

いかないのである．

人間には言語を使う能力が具わっており，言語活動はこの能力の発現にほかならな

い．人間は誰でも自国語を話すことができる．何か人に伝えたいことがあれば，それ

を文の形にして発言することができる．文をつくるには適当な語をえらび，これを一

定の仕方で統合するのであるが，その統合の仕方についての自覚はない．誰にでも自

国語の文法は直観的にわかっているのであるが，文法研究者でないかぎり，それを反

省して説明することはできない．いわば人間の頭の中には自国語の語彙と文法が入っ

ていて，それで文を生みだすことができるのである．語彙の大小は人によって大きな

差があるであろうが，文法という装置の方は，基本的なところでは同じであると考え

られる．この文法がどういうものであるか，それを意識の表面に出して記述するのが

学問としての文法である．これは Noam Chomsky が彼の Syntactic Structures（1957）

以来提唱している変形生成文法（transformational generative grammar）の文法観であ

る．これは従来の，言語を与えられたものとして帰納的に文型を発見しようとした文

法研究に対し，言語の創造性に着目した新しい研究態度であった．

そういう文を生み出す装置としての文法が，どうして記述できるのか．文を生み出

すはたらきは恣意的なものではなく規則的なものである．その規則性に着目すれば，

文法を規則の体系として記述できるはずである．

言語は日常生活のあいだに自然に発達したもので，計画的に作られたものではない．

文法といっても論理的な意味分析に対応するような精密な装置ではなく，かなり自由

に類推作用による比喩的転用を許すものである．自国語話者ならば誰でも使える装置

であるから，そんな複雑なものではないと考えられるが，それでいて無限の事象に応

じて無限の文を生み出すことができるのは，基本的規則の拡充や，同じ規則を繰返し

適用することによるものである． （はしがき i頁〜iv頁）
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β Ｉ 基本構造

（1） The man put his suitcase on the ground.

という文があるとする．英語を学んだ者にとっては，これが「男はスーツケースを地

面においた」という意味であることはすぐわかるが，それは単語の意味と文の構造が

わかっているからである．語義のことは今は措く．問題を文の構造にかぎっていうと，

この文は 8語から成っている．しかしこの文の構造を見るのに，いきなり八つの構

成素（constituent）に分析する人はないであろう．最終的には単語に分析されるにせよ，

そこまで行くには順序がある．文（S）の構造を説明するには，まず the manという名

詞句（NP）と以下の動詞句（VP）と，二つの構成素にわけるのが，第一着手であろう．

そして動詞句はさらに put という動詞（V），his suitcase という名詞句（NP），on the

groundという前置詞句（PP）にわけられる．前置詞句はさらに onという前置詞（P）と

the groundという名詞句にわけられ，最後に the man/his suitcase/the groundという

名詞句が，それぞれ the/hisという限定詞（Det）と，man/suitcase/groundという名詞

（N）にわけられる．この分析を図示すれば（2）のようになる．

（2）

この分析の過程を Sを生み出す展開の規則として定式化すれば，次のようになる．

（3） 1．S→NP VP

2．VP→V NP PP

3．PP→P NP

4．NP→Det N

このように Sをまず直接の構成素であるNPとVPとに展開することから始めて，

順次にそれをさらに下位の構成素に展開して行き，最後に単語の連鎖を得る．単語は

文の直接の構成素ではなく，文の直接の構成素は句であると考えるのである．文の構

造が単語を単位にしているように見えるところでも，構造的には句から成っているの

である．たとえば（1）の文に代名詞や副詞を代用して
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（4） He put it there.

としても構造に変りはない．この構造はやはり

（5）

であって（2）と全く同じである．ただ NP や PPが 1 語から成っているというだけの

ことである．VPそのものが，下に述べるように 1語のこともある．

（3）の規則は文構成素の相対的位置（語順）を明示すると同時に，各構成素の機能を

も表わしている．すなわち S→NP VPという規則は，NPが文の主語（subject）であり

VPがその述語（predicate）であるということをも表わしている．（主語，述語という

ときの「語」は単語ではなく，機能単位をさすものと理解していただきたい．次に出

る補語も同様である．）同じ NPでも the manは主語，his suitcaseは他動詞の目的語

（object），the groundは前置詞の目的語であるが，このことは the manが Sに直接支

配されるNP，his suitcaseがVPに直接支配されるNP，the groundは PPに直接支配

される NPということで明示されている．それから PPの機能は［V NP］の意味を完

結させるための補語（complement）であるということができる．例文の put his suit-

caseは，これだけでは意味が完結せず on the groundを補語として要求している．述

語動詞（predicate verb）putを中心に主語，目的語，補語という文法的機能が認められ

る．これらの機能（function）は述語動詞の意味により多様でありうるが，そこには類

型的な構造上の意味が見出される．それは例文に見られるように，主語は動作主，目

的語は動作をうける対象，補語は動作に関係ある場所規定ということである．例文は

物理的な動作を表わしているので，その構造的意味がそのまま当てはまるが，次のよ

うな心理的な活動を表わす文においても比喩的には生きている．

（6） John put an idea into his wifeʼs head.

ここでは主語の活動が（1）の場合とはちがうけれども，同じように主語，目的語，補

語の構造として理解される．同じ構造が比喩的にさまざまの場合に転用されることは，

言語表現においては極めて普通のことである．限られた言語手段で森羅万象を表現し

うるのは，このような比喩的転用によるものである． （1頁〜4頁）
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II テクストの文脈

中島文雄（1904-1999）は英語学の泰斗．text 1-1の『英語の構造（上下）』は，

チョムスキーの生成変形文法の考え方に従って，英文法（英語の統語法）の構造

を示そうとしたものである．この試みの背後には，従来の英文法が十分に英語

の構造を捉えていないという問題意識がある．text 1-1 においては簡単な

「はしがき」に続き，直ちに「基本構造」に関する説明が現れ，以後，具体的

な構造に関する説明が続く．

英語学者（英文法の研究者）にとってはチャレンジングな作品であろうし，上

級の英語学習者ならば，各所に自分が学んだ英文法を見直すような指摘を見出

しうるであろう．しかし，初学者にとっては決して面白い読み物ではない．こ

の本を読むことによって英語学や英文法に関する理解が深まることはあるとし

ても，英語が直ちにできるようになるというものではない．

英語に関する書物はたくさんあるが，その多くはある種の実用性を標榜して

いる．これに対して text 1-1は，英文法の認識を目標に掲げる点で一貫して

いる．その意味で「英語」と「英語学」の違いを知るのにはよい本であると言

える．なお，著者には，『日本語の構造衽衲英語との対比』（岩波新書，1987）と

いう本書の姉妹編もあるが，こちらは，「英語との対比」によって日本語の特

色を指摘するとともに，独自の日本語文法を提示する思考過程が示されており，

より読みやすいものとなっている．

III テクストの検討

1 英語・英語学と民法・民法学を対比する

読者のほとんどは中学校・高校で英語を学んだ経験を有するだろう．しかし

学んだのは英語であって，英語学だとは思っていない．法学部の卒業生のほと

んどは大学で民法を学んだ経験を有する．では，彼らは学んだのは民法であっ

て，民法学だとは思っていないのだろうか．この点は答えが分かれうる．法学

部で学ぶのは民法か民法学か．この問題を考えるには，民法と民法学との関係

を明らかにする必要がある．

第1節 民法か民法学か 7



ところで，英語と英語学はどのような関係に立つのだろうか．また，英語学

はどのような学問なのだろうか．この点を考えることを通じて，民法と民法学

の関係を考えるための手がかりを得ることができるのではないか14)．text 1-1

は，このような観点から選ばれたものである．まずは引用部分を読んで，中島

の英語学の特色がどこにあるのかを考えよう．

2 中島文雄の英語学の特色

引用部分αからは，チョムスキーの生成変形文法には三つの前提があること

がわかる．一つは，言語能力は人間に普遍的に備わっているが，その現れ方は

言語によって異なるという前提である．もう一つは，文法のルールは一定の数

に限られており，人間はこの限られたルールを使って無限の文を創り出せると

いう前提である．そして最後の一つは，母語話者は自然に（無意識のうちに）文

法を習得するという前提である．以上から，共通の枠組によって，各言語につ

き文法を抽出することができるが，これを行うのが言語学の役割であるという

帰結が導かれる．

以上の考え方に基づき，引用部分βでは，英語（あるいは言語）の「基本構

造」が示される．それは，（英）文法の基本単位は語句であり，語順は文中にお

ける語句の機能を表すというものであり，また，一つの構造は「構造上の意

味」を持ち，これを利用することによって多様な表現が可能になるというもの

である．

引用部分αβを読むと，著者が，①対象レベルの英語とメタレベルの英語学

を峻別していること，②文法の変化よりも文法の構造を重視していることがわ

かる．また，③英文法を提示するに際して，諸説の検討等を行わず（少なくと

も提示せず）自らの見方のみを示していることにも注意する必要がある．この

ように示された英語と英語学の関係を念頭に置きつつ，民法と民法学の関係を

考えると，そこから何がわかるだろうか．

8 序 章 いま，なぜ民法学か？

14) 言語と法とを対比して，その間に共通性を見出すというのは，特別な見方ではない．たとえば，

ドイツのグリム兄弟は言語学者であり，かつ，法学者でもあった．谷口幸男ほか『現代に生きるグ

リム』（岩波書店，1985），堅田剛『法のことば／詩のことば衽衲ヤーコプ・グリムの思想史』（御茶

ノ水書房，2007）などを参照．



なお，文法は規範性を持つこと，言語はコミュニケーションの道具であるこ

と，言語は変化するものであることなどを考慮に入れると，この比較には，た

とえば，生物と生物学，天文と天文学などに見られるような自然と自然科学と

の比較とは異なる要素が見出されることに留意する必要がある．私たちが学ぶ

のは生物学・天文学の成果であり生物や天文そのものではない．あるいは，生

物学・天文学を通じて認識された生物・天文を私たちは学ぶ．ところが，英語

や民法に関して言えば，英語学や民法学ではなく英語そのもの・民法そのもの

を学ぶということも十分に可能である．ただし，その場合に，英語や民法を効

率的に学ぶ技法はないわけではない．こうした英語・民法の「技法」と英語

学・民法学による「研究」とはどのような関係にあるのだろうか．英語・英語

学と民法・民法学とを対比しながら，考えてみたい．

3 英語・英語学と民法・民法学との異同

共通点としてほぼ異論がないのは次の点だろう．第一に，英語学も民法学も

対象を理解するために体系化・抽象化を行う知的な営みである．第二に，英語

も民法も構造の理解だけでは使いこなすことはできない．相違点としては，第

一に，英語と英語学は切断されていて英語学者は英語に影響を与えることはで

きない（少なくとも非常に難しい）が，民法と民法学とは明確に区分できず，民

法学なしに民法はありえない，言い換えれば，民法学者は常に民法に働きかけ

ていることが指摘できる．

意見が分かれうる点もある．一方で，英語は自然に使える・誰でも使えるの

に対して，民法は人工的なものである・習得が必要であるという見方もある．

これに対しては，言語も法も自然に発生するものであるという見方が対置され

る．反対に，どちらも自然には習得できないという見方も可能である．この点

は，言語・法として人工性の高い文語や制定法を想定するか，自然性の高い口

語や慣習法を想定するかによって，見方が分かれることになる．言語も法も根

幹の部分は自然に習得されるが，そうでない部分もあるということになろう．

英語学には歴史的要素がない（法学では歴史が重要である）とか，英語学は言

語・人間の言語能力のみに着目している（法学は法以外の歴史的背景や社会と

の影響関係を含む）という対比もなされうるが，ここで英語学の特徴とされて
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いるのは『英語の構造』の特徴であり，必ずしも英語学全体の特徴であるとは

言えない15)．法学においても歴史を捨象し，社会との関係を視野の外に置く考

え方はありうるし，現に存在している．

4 自己言及する法学

法学には習得・実用のための側面がある．また，対象に働きかけるという側

面もある．すなわち，法は法学なしには学習しにくい．また，法学の成果が法

の一部をなしているところがある．さらに言い換えるならば，言語学習の場合

にも，語学（文法）の助けは有益であるが，必須というほどではない．また，英

語学者は英文法を認識するだけで，自ら新しい文法を提案しこれに従うべしと

主張することは考えにくい．ところが法学者は，法はこのようにあるべしと主

張することが少なくない．

もちろん，語学の場合と同じく純粋に認識を目的とする法学も存在する．そ

れゆえ，法学においては法の内にあって法に関与する法学（実定法学）と法の外

にあって法を観察する法学（基礎法学）とを区別することが可能である．さらに

言えば，実定法学の中にも記述的（整理的）な側面と批判的（実践的）な側面とが

含まれていることを知っておく必要がある．以上からわかることは，法学の特

殊性は実定法学が存在する点（特に法学説自体が法の生成に参加している点）に

求められるということである．

英語を学ぶとは，対象たる英語そのものを（英語学の成果である英文法の助

けを借りて）学ぶことであり，英語学の成果が英語学習の対象となることはな

い（英語とは別に，英語学そのものを学ぶことはありうる）．これに対して，民

法を学ぶとは，対象たる民法そのものに加えて，民法研究から導かれた，民法

に関する研究者の「意見」衽衲これを「学説」と呼ぶが「教説（教理・教義）」
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15) 法学との関係では，他にもたとえば，ラテン語の遺産（小林標『ラテン語の世界衽衲ローマが

残した無限の遺産』〔中公新書，2006〕）や 19世紀における比較言語学の誕生（風間喜代三『言語学

の誕生衽衲比較言語学小史』〔岩波新書，1978〕）とローマ法の遺産や 19世紀における比較法学の誕

生との対比が興味深い．より最近の研究動向としては，白井恭弘『外国語学習の科学衽衲第二言語

習得論とは何か』（岩波新書，2008）や西村義樹・野矢茂樹『言語学の教室衽衲哲学者と学ぶ認知言

語学』（中公新書，2013）が法学学習や法的思考との関係で参照可能なものとなろう．本書に続く次

の課題としたい．
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