
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」と第 2 部を収め

た「歴史編｣（本書）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 2 部）に入ることにしよう．
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歴史編：文明化から社会問題へ





序 章

日本民法学は何を目指してきたか？
衽衲最初の印象と時代の課題

第 1 節 日本の民法学衽衲『民法研究ハンドブック』から

I テクストの提示

text 2-1 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）

α 2 なぜ？衽衲本書の目的

2-1 ｢研究」の「手引き」は可能か

佶ありうる疑念や異論 1-1 で述べたように，本書は若手の民法研究者の「研究」の

「手引き」として書かれている．「学習」の領域から「研究」の領域へと歩みを進め，

「何か新しいもの」を求めて「論文」を書くという，二重の意味で未知の領域に挑む

あなたに対して，導きの糸を提供しようというのが本書の目的なのである．このよう

にいうと，ただちに次のような疑問が投げかけられるに違いない．研究の「手引き」

というが，現在の民法学に「手引き」の対象となるような確立された研究の目的や方

法があるのだろうか，という疑問である．あるいは，「研究」が「何か新しいもの」

を求める営みであるならば，その目的や方法に関しても既存のものにとらわれないこ

とが必要なのではないか，という反論もありうるだろう．つまり，「手引き」は不可

能であり，あるいは，むしろ有害であるというわけである．さらに，「手引き」は可

能かつ有益であるとしても，それは「ハンドブック」という形で，著者から読者に対

して一方的・定型的に語りかけることによっては実現できない，との見方もあるだろ

う．

本書の読者である若手研究者自身が以上のようなさまざまな疑念（不能論・有害

論・無用論）を抱くことは，十分に考えられる．また，若手研究者の論文を指導する

教師たち，より広く本書を受けとめる民法学界の一部にも同様の異論が生ずるに違い
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ない．そして，これらの異論にはもっともな面も含まれている．そこで，以下におい

ては，民法研究のための「ハンドブック」が可能かどうか，また，なぜ必要なのかを

考えてみることにしたい．

2-2 ｢研究」の目的と方法

まず，民法研究に確立された目的や方法があるのかという問題から始めよう．これ

を否定する考え方にも，消極的（説明的）なものと積極的（規範的）なものとがある．

前者は，民法研究のための確立された目的や方法はありうるのかもしれないが，事

実として，現時点で確立しているとはいえず，研究の目的と方法，いずれに関しても，

複数のものが並立しているという見方である．このような見方衽衲仮に「方法的多元

主義」とよんでおこう衽衲は，それ自体としてはあたっているというべきだろう．

佶研究目的としての「解釈論」の多義性 民法を少しでも勉強した人ならば，ある制

度または規範について「解釈論」の分かれる問題に関する研究者の「意見」が「学

説」とよばれていることを知っているだろう．この用語法からもうかがわれるように，

民法研究者の研究活動は「解釈論」をめぐって展開されることが多い．また，日本民

法学の 100 年余の歴史をふりかえっても，さらには，フランスやドイツなどヨーロ

ッパ（大陸）諸国の民法学史を遡っても，「解釈論」にかかわる作業が民法学者の活動

の大きな部分を占めていたことは否定しがたい．したがって，「解釈論の提示」が民

法学の目的である，と簡単に帰結する考え方もありうるだろう．

しかし，「解釈論」という用語は多義的である．前述のように，ある制度・規範に

ついてその内容を明らかにすることは，たしかに「解釈論」とよばれる（民法 177 条

にいう「第三者」とはいかなる者を指すかといった議論）．ところが，これに対して，

ある種の定型的な問題を想定して「解釈論」が展開されることもある（たとえば，法

律行為の取消後に現れた第三者が保護されるための要件は何かといった議論）．ある

いは，個別具体的な事例において，ある者が保護されるか否かという議論衽衲判例評

釈などによく見られる衽衲がなされることがあるが，この議論を「解釈論」とよぶこ

とも少なくない．さらに，複数の制度相互の関係を説明する議論を「解釈論」とよぶ

こともある．その例としては，○○論とよばれる議論，たとえば，物権変動論，不法

行為論，法律行為論などをあげることができる．これらは物権変動ならば物権変動に

かかわる諸問題を統一的に説明しようという議論である．「解釈論」には，このよう

な体系 =原理指向的な議論を含めて考えることもできる．

以上をまとめると，ひとくちに「解釈論」といっても，制度指向の解釈論（「基本レ

ベル（メゾ・レベル）の解釈論」）を中心において，一方でより具体的な問題指向や事例

指向の解釈論（「ミクロ・レベルの解釈論」），他方でより抽象的な体系 =原理指向の解

釈論（「マクロ・レベルの解釈論」）も存在する．したがって，「解釈論の提示」が民法
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研究の目的である，としても，目的が一つであることにはならないのである．

佶｢解釈論」は研究目的のすべてか また，「解釈論」の位置づけにかかわる異論もあ

りうる．「解釈論」として研究者がめざすべきは具体的な結論なのだろうか，それと

も結論に至る論拠の発見なのだろうか．いったい「解釈論」は民法研究の目的なのだ

ろうか，それともそれは民法研究の結果の一つなのだろうか．以上の点に関しては，

結論指向の考え方と基礎づけ指向の考え方とが対立する．あるいは，「解釈論」は民

法研究の目的のすべてなのだろうか，それともその重要な一つなのだろうか．この点

に関しては，一方で立法論・立法研究の重要性が対置されるとともに，他方で，非実

定法的な補助研究（歴史的・比較法的研究あるいは社会学的研究など）の必要性が説か

れる．そもそも，「解釈論の提示」が民法研究の目的のすべてであるとは簡単に帰結

できないのである．

佶研究方法の多様性 このように，民法研究の目的が多様であるとすれば，それに伴

う方法も一様ではありえない．たとえば，解釈論のレベルが異なるのに応じて，研究

において考慮すべき要素は異なってくるだろう．基本レベルの解釈論では，判例・学

説の展開する一般論が重要だろうし，制度に関する立法者意思の探究や歴史的・比較

法的検討も有用だろう．マクロ・レベルの解釈論においては，これらに加えて，民法

の内外に存在する他の制度との関連に対する配慮が必要になるし，複数の制度を貫く

思考様式や基本思想を見つけだすという姿勢も欠かせない．逆に，ミクロ・レベルの

解釈論においては，対立する諸利益の精密な分析のほか，背景の社会事情に対する関

心や当事者の心理に対する感受性も要求される．さらに，解釈論を離れて立法論・立

法研究ということになれば，現行制度の経済分析や新立法の費用便益分析が必要なの

はもちろん，立法における合意調達の仕方，立法の前提となる法実態や法意識，立法

がもたらす影響の予測・評価などが検討されなければならない．また，歴史的・比較

法的研究，社会学的研究などの補助研究には，それぞれに固有の方法が伴う．

2-3 ｢研究」の「方法論」

佶方法的アナーキズムを超えて 以上のように，民法研究には確立された唯一の目的，

唯一の方法は存在しない．私たちもこの点は承認しており，本書は，唯一の研究目

的・研究方法を確立し，それを普及させようというものではない．しかし，方法的多

元主義の承認は，研究の目的や方法の選択は研究者個人の問題であって他人が容喙す

べきものではないという，より強い主張衽衲これを仮に「方法的アナーキズム」とよ

ぶことにする衽衲を導くわけではない．本書は，研究の目的と方法について，多元主

義を承認しつつもアナーキズムにはくみしないという立場をとる．そのためには，

（目的を含む）「方法」と「方法論」とを区別すること，別の角度から見ると，「個人」

としての研究者と研究者の「共同体｣（「民法学界」）とを区別することが必要となる．
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たしかに，研究の目的や方法は多様である．何をめざして，いかなる作業を行うか

は，個々の研究者の選択に委ねられている．だからといって，目的や方法の選択は研

究者個人にのみ属することがらであるということにはならない．研究者の共同体とし

ての学界には，これまでに試みられてきたさまざまな方法のストックが存在するから

である．ここでは，「技術（テクニック）」と「技術論＝工学（テクノロジー）」の対比

にならって，このような諸々の方法（メソッド）の総体とそれを整序しようという試み

を「方法論（メソドロジー）」とよぶことにしよう．この用語法によるならば，民法学

界には民法学（民法研究）の単一の「方法」は存在しないが，「諸方法」の総体とそれ

を整序しようという「方法論」は存在するといえる．

民法研究の目的・方法は唯一ではないが，現在，承認されている目的・方法が一つ

もないというわけではない．研究者の共同体としての「学界」において一定の意義を

認められた目的・方法は複数存在するのである．そして，個々の研究者は，自己の責

任において，自らの関心に合致したものを選択し，これを用いる．もちろん，研究者

個人には，従来の方法を乗り越える余地も残されている．しかし，従来の方法を十分

に知ったうえでなければ，新たな方法を生み出すことはできない．学問の知的伝統に

従った「模倣」の段階を経ずに，自由な「創造」はありえないのである．以上のよう

に考えるならば，方法的アナーキズムは退けられなければならない．若手研究者には，

緩やかな「手引き」が必要なのである．そもそも，このように考えるのでなければ，

若手研究者を養成することは衽衲その研究環境の物的・資金的環境を整えること以外

は衽衲不可能になるはずである．

佶方法論の存在意義 もう少し具体的に述べよう．

ある研究者が発表した研究に「何か新しいもの」が含まれているかどうか．それが

研究として成り立っているかどうか．この点は，「方法論」を含む民法学の「研究状

況」に照らして判断される．当該研究においては，ある対象につき，一定の目的をも

って一定の方法に従った作業が行われているというとき，これまでに類似のものが存

在しないかどうかを判断せずに，それが新しいかどうかを判断することはできない．

つまり，「新規性」の判断は学界の知的ストックに照らしてなされるのである．また，

当該研究がこれまでには存在しない目的や方法を提案しているとしても，「方法論」

に照らして，それが民法研究としてまったく意味をもたないものであると判断される

ならば，それは研究として承認されない．

もちろん，現時点の「方法論」に照らすとあまりに荒唐無稽な研究も，将来におい

ては独創的な研究と評価されることはないわけではない．それでも，およそ「研究」

の名に値するか否か，時が経過しても変化しにくい最低限の基準は存在する．これに

もまして注意すべきは，一見，荒唐無稽に見える研究の背後に，実はたしかな知的伝
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統が息づいている場合が少なくないということである．適切な例をあげるのは難しい

が，たとえば所有権移転の時期に関する「なしくずし的移転（段階的移転）説」などを

考えるとよいかもしれない．この見解は単なる思いつきとして述べられたわけではな

い．

｢方法論」は窮屈な制約として働くだけではない．新たな研究を試みようとする研

究者は，現在の研究状況衽衲それは研究方法のリスト（方法論）と研究領域のマップ

（問題群）の組合せからなる衽衲を念頭に置いて，既存の方法によって分析可能な未開

の研究領域を見いだすこともできる．あるいはまた，既存の方法から出発してこれを

改良・改善することもできる．まったく新たな方法を導入する場合にすら，既存の方

法は手がかりとならないわけではない．たとえば，法の経済分析の存在は，隣接諸学

問の知見の法への応用を促進しているといえるだろう．また，「法と経済」という問

題の立て方は「法と社会」「法と政治」……といった視点を引き出すのに有益だろう．

このあたりのことは，研究の着想の仕方とかかわるので，本論の該当の箇所（第 1章

第 1節）で詳しく述べることにしよう．

2-4 ｢ハンドブック」の必要性

佶個別指導の限界 さて，以上のように考えるとしても，若手研究者の「手引き」は

それぞれの指導教授によって個別的になされるべきであり，定型的な内容を一方的に

伝えようという「ハンドブック」によっては達成されないのではないか，との疑問は

なお残るだろう．もちろん，指導教授の個別指導が重要なことはいうまでもない．そ

れぞれの若手研究者が実際に直面している問題に関して，また，各人の個性を考慮に

入れて，きめの細かい指導がなされるならば，それに優るものはない．

しかし，今日では，個別指導のみに頼っていては，十分な「手引き」がなされない

（なしえない）という場合が増えている．指導教授が自分の仕事ぶりを見せて（場合に

よっては手伝いをさせて），暗黙のうちに論文の書き方を教えるという徒弟的な師弟

像や，大学院生が自分の論文の構想をめぐって指導教授と長時間にわたって話しあう

といった牧歌的な師弟像は，いまや過去のものとなった．私たちはそう思うのである．

理由は，教え・学ぶ内容，教える相手方（学ぶ主体）の双方にある．

佶研究レベルの向上に伴う困難 教え・学ぶ内容についていえば，民法学の研究レベ

ルの向上という衽衲もちろんそれ自体は好ましい衽衲事態が，従来の方法での教育を

困難にしている．長年の研究の蓄積により，第一論文の執筆にあたって参照・検討し

なければならない研究素材は飛躍的に増えている．そして，この膨大な情報を適切に

処理する技法も単純なものではなくなっており，もはや見よう見まねで習得すること

は容易ではない．また，日々新たな研究方法の開発が試みられており，さまざまなア

プローチによる論文が発表されている．そして，個々の指導教授はそれらを知っては
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いても，そのすべてを実際に用いているわけではない．そうなると，日々の仕事ぶり

を通じて伝えうる研究方法も限られたものとなる．

佶大学院の大衆化に伴う困難 教える相手方（学ぶ主体）の状況については，大学院の

大衆化という現象が重要だろう．1990 年代になって始まった大学院教育の重視の方

向性によって，程度の差はあれ法学系の大学院の門は広く開かれることとなった．す

でに一言したように，いくつかの大学の大学院には職業人コースが設けられて，従前

の数倍の大学院生を受け入れるようになった．教員の数を増やさないならば，学生の

数の増加は，教員一人あたりの指導学生の数の増加をもたらす．そして，各教員が研

究指導に費やすことができる時間が一定であるとするならば，学生一人あたりに対す

る指導時間は減少する．

また，大学院は多種多様な学生を抱えるようになっている．かつての大学院は，モ

ティヴェーション（動機）の明確な少数の学生を対象とし，職業的研究者を養成するた

めの場であった．そこでは，研究方法の模索もまた必要な産みの苦しみであるとして，

最小限の注意を与えるほかは学生の自主性に委ねるという指導方法も不可能ではなか

った．しかし，今日では，研究者養成コースにも，何となく大学院に進学したという

学生が増えているように感じられる．また，職業人コースの学生は，制度趣旨からし

て職業的研究者とはならないことを前提とされている．研究方法の自主的な模索への

意欲を期待できない場合が増えているのである．

佶教科書の必要性 もはや個別指導だけに「手引き」を期待することは困難であると

いわねばならない．もちろん，私たちも，「ハンドブック」のみによって「手引き」

が実現されるとは考えていない．あくまでも主は個別指導であり，「ハンドブック」

は従としてその不足を補う役割を果たすだけである．ただ，大衆化された大学院教育

においては，個別指導を補完する「研究」のための「教科書」が必要だと私たちは考

え，そのようなものとして，この「ハンドブック」を構想したのである．

また，この「ハンドブック」を，（研究者である）教師が補助教材として利用するこ

とも考えられる．冒頭にも述べたように，ベテランの民法学者は一定の方法論をもっ

ているはずである．だが，それはしばしば暗黙知として体得されており，言語化する

ことが困難なことが多い．それゆえ，内容に対する賛否とは別に，本書は，教師が指

導をする際に自らの方法論を明確に意識化するためのたたき台としても利用可能なは

ずである． （8 頁〜15 頁）

8 序 章 日本民法学は何を目指してきたか？



II テクストの文脈

text 2-1の著者 4名，大村敦志（1958- ），道垣内弘人（1959- ），山本敬三

（1960- ），森田宏樹（1962- ）は，いずれも民法学者で，山本は京都大学教授，

山本以外の 3名は東京大学教授．text 2-1『民法研究ハンドブック』の刊行当

時，それぞれ第 1 論文あるいはそれに続く一連の論文を公表したばかりであ

った（大村『公序良俗と契約正義』〔1995〕，『典型契約と性質決定』〔1997〕，道垣

内『信託法理と私法体系』〔1996〕，『買主の倒産における動産売主の保護』

〔1997〕，山本『公序良俗論の再構成』〔2000〕，森田宏樹『契約責任の帰責構造』

〔2002〕にまとめられている14)）．text 2-1は第 1 論文執筆の経験をまとめたも

のである．その後，大村は『消費者法』（1998），『家族法』（1999），『民法読解総

則編』（2009），『同親族編』（2015）などを，道垣内は『担保物権法』（2004），『信託

法』（2017）などを，山本は『民法講義 I総則』（2001），『同 IV-1契約』（2005）など

を，森田は『債権法改正を深める』（2013）などを公刊している15)．

III テクストの検討

1 研究の「手引き」と「ハンドブック」の必要性

text 2-1の引用部分αは「なぜ？衽衲本書の目的」の部分であり，著者た

ちは民法研究に定まった目的，拠るべき方法はあるのだろうかという反論ない

し疑問に答えている．具体的には，「研究目的としての『解釈論』の多義性」

の指摘，また，「『解釈論』は研究目的のすべてか」との自問に対して，研究目

的の多様性が確認され，これに伴い研究方法も一様ではありえないことが肯定

されている．しかしながら，方法的多元主義は必ずしも方法的アナーキズムを

導くものではないとして，目的・方法の選択は個人にのみ属するものではなく，
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14) 刊行順が逆になっているが『買主の倒産における動産売主の保護』が道垣内の第 1論文．なお，

山本の第 1論文「補充的契約解釈」，森田の第 1論文「瑕疵担保責任に関する基礎的考察」は単行

書としては公刊されていない．

15) 道垣内の『担保物権法』は三省堂から 1990 年に刊行されたものを改訂し，有斐閣から自身の

教科書シリーズ「現代民法」の 1冊として再刊したもの．



研究者共同体としての学界にはストックが存在するとして，諸方法（メソッド）

の総体を整序する試み（メソドロジー）は可能であるとされている．

研究者への道を歩む大学院生への「手引き」は，指導教員が個別に行うこと

が可能であるし，現に，過去においても現在においても，研究者養成の基本は

個別指導にある．しかしながら，個別指導には限界がある，その限界を克服す

るには「教科書」が必要なのではないか．text 2-1はこのような発想に立脚

して書かれている．

2 日本民法学のメソドロジー

このように，text 2-1は論文の書き方を解説したものである．注意すべき

は，そこで取り上げられているのは，「日本」において「民法」に関する「研

究論文」を書く際の方法であるということである．日本には論文一般の書き方

に関する書物は少なくないし16)，学問分野ごとに論文の書き方を示すものも散

見される17)．また，法学分野にも論文の書き方を示すものがないではない18)．

しかし，text 2-1は，「民法」という分野に限って，単なる論文ではなく「研

究論文」を書く方法，すなわち民法学の方法を示すものである19)．他方，外国

にも，法学論文の書き方，さらに進んで法学の研究論文の書き方を示すものが

存在する．たとえば，フランスでは何冊かの書物がよく知られている20)．しか

し，同じく法学論文の書き方と言っても，日本のものとフランスのものとの間

には無視しえない違いがある．つまり，text 2-1は，「日本」の民法学の方法

を示すものなのである．

10 序 章 日本民法学は何を目指してきたか？

16) 古典的なものとして，清水幾太郎『論文の書き方』（岩波新書，1959），澤田昭夫『論文の書き

方』（講談社学術文庫，1977）など．また，木下是雄『理科系の作文技術』（中公新書，1981）も汎用

性を持つ．

17) 中尾ほか編『日本史論文の書き方』（吉川弘文館，1992），今田高俊編『社会学研究法』（有斐閣，

2000），松井豊『心理学論文の書き方』（河出書房新社，2010），小浜裕久・木村福成『経済論文の

作法』（日本評論社，2011）ほか．

18) 広中俊雄・五十嵐清『法律論文の考え方・書き方』（有斐閣，1983）．

19) 法学を学ぶ人々に，民法学の成果を伝える（たとえば，加藤雅信編集代表『民法学説百年史』

〔1999〕），あるいは，民法と民法学の関連を伝える（たとえば，大村敦志『民法総論』〔2001〕）こと

とは区別される．

20) 大村「学習・研究の方法と『法学観』」同『法源・解釈・民法学』（有斐閣，1995）所収を参照．
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