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『家族関係における満足と民主化との異同

筆者の専攻が一九六三年の早大院生以来の民法の財産法から八八年以降に家族法へ変更するに伴い、生涯の研究

課題を従前の「不動産賃貸借関係の合理的処理」から「家族関係民主化」へ変更した。その経緯を振り返ってみる

と、筆者自身が結婚以降に民主的家庭を形成する努力もしたと自負できても、筆者が一応の努力をしながらも完壁
（１）

な実践にならなかった家庭民主化を罪滅ぼし的に研究課題とし続けて、筆者の人生よりも大切に思えた二人の娘の

ため男女平等社会への推進に貢献したいと考えたに過ぎなかった。こんな動機の本研究に価値があるか？・筆者に家

族の民主化を説く資格がないのではないか？などと悩みながらの取組であった。それでも筆者がこんな研究でも続

けなければ、日本の家族関係に民主化の展望が何十年経っても開かれないだろうと危倶されるから、封建遺制に満

ちた家族関係の「池」を埋めるための一石を投ずるっもりで続けてきた。そこで筆者が家庭生活の実践における民

主化を努力したことによって家族をある程度は満足させているにしても、家族の満足と完壁な民主化との間に量質

上の格差があるのでないか？筆者が「家庭の民主化に努力して家族を満足させたつもりだ」と自己満足しているだ

けでないか？このような研究課題を掲げる者として、厳しい反省を額み重ねばならないと考えながらであった。

日本人の伝統的家族思想は、儒教的な自制と忍従の訓練のせいで、不満も批判も自己主張も発信せず封建遺制的

な犠牲も甘受しがちであり、支配されやすい人間として馴染まされてきたから、亭主関白的男性の生き方も認めが

ちであるｐこのような意識と生き方は、本人が満足なら他人に非難も批判もされない自由な選択なのだろうか？そ

れを肯定していい条件は、周りの若者達に従順な姿勢を承継させようとしないだけでなく、自身が模範的な生き方

をしていないと謙虚に反省し、若者へ悪影響を及ぼさないよう十分な対策をとって努力する限りにおいてである。

日本の封建的家族関係を継承する生き方は、敗戦時まで正解だったはずなのに、今日それが批判されるのは何故

日本における家族の関係と法の民主化(新垣進）
223

だろう？その最大の原因は、新憲法が明治民法の戸主に統率させる「家」制度下の支配従属の関係を廃止した点に

ある。公私の日常生活と活動の全般にわたって、どのように行動すべきかをその度ゼロから検討し直すのも効率が

悪いから、行政等の先例や生活慣習にならうことが簡便で適当だとされている。ところが、明治民法下で生成され

てきた封建的家族関係の慣習は、新憲法一一四条によって生活のルールとして踏襲することが不適法になったのであ

る。ところが、例えば明治民法の思想に沿った性別役割分担の慣行は、現在でも女性の七割が結婚から出産までに
（２）

退職して専業主婦になり、共働き女性にも殆どの家事を一手引き受けさせ、男性を企業戦士として猛烈競争させる

ための企業優先の国策に引き継がれている。たとえ女性の多くがそれでいいと満足しても、女性の経済的・社会的・

精神的な自立を阻害し、女性の生き方の選択肢を狭め、男性の家庭人としての時間と自立と役割を奪うので、個人

の尊厳と両性の本質的平等という憲法二四条の家族法の基本原則に違反するから、政府が同慣行の廃止に努めるべ

きである。例えば夫婦が契約によって協力の仕方を決める際も、同慣行の弊害を排除すべきである。要するに、男

女共生社会なりの幸福追求には、夫婦内の相対的満足でなく、主体的な自己決定による民主化が必要なのである。

男女平等と家族関係民主化の最大の克服課題である性別役割分担の慣行は、夫婦が現在もっている技量等の条件

を無視して完壁に根絶しようとすると無理と無駄が多く、夫婦にとって生産的でないであろう。企業優先の日本社

会が男性を企業戦士として最大限に働かせるために家事等を妻へ負担させようとした環境下で、「女性に対するあら

ゆる形態の差別を撤廃する条約（以下『女性差別撤廃条約』と略するどの要請に応えて中学と高校で家庭科の男女

共修が始まって未だ二○年位しか経っておらず、七割の女性就職者が結婚から出産までに退職する程度にしか職業

への気概が根づかない現状からの抜本改革に、相当の年月が要る。だからといって現状維持をやむをえないと諦め

たら進展しないし、生活者として自立しない日本男性が給料運びをしなくなる定年後に、一日中テレビの前で寝転
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がっている「粗大ゴミ」とか、妻の足にまとわりつく「濡れ落ち葉」と、家庭を放棄された妻から積年の恨みを込

めて酷評され、このままなら我慢できない妻から退職金等の財産分与の請求付で離婚請求されて途方に暮れる例も

増え、このような家庭内離婚状態に追いやられていなかった妻でも早死にしたり重病で倒れたり、あるいは妻が老

親の看病や介護を引き受けるため、妻が家事を引続き担当できなくなるとき、外食その他家事の外注の経済的余裕

もなく、子や嫁に助けてもらえない亭主関白も家事をこなさざるをえなくなって困惑する。これらの事態が従前の

清算と余生の対応として夫もどうにかやりくりできるにしても、これから少子化時代を長く生きねばならない若い

日本男性には、一人っ子時代での夫婦双方の老親介護の頻度も増すし、従来の亭主関白的な男性となら結婚したく

ないという女性群が増えつづけるだろうから、現在よりも一段と生活者としての自立が必要になるであろう。

性別役割分担慣行の最大の問題点は、女性が専業主婦または夫の猛烈な就労に支障をきたさせない範囲の共働き

に追い込まれるから、女性が社会進出をする際も夫へ従属する範囲に狭められ、多様な選択肢を追求できない点で

あり、退職する気のない女性にとって同慣行に合わせる結婚なら断るしかないことになる。その意味でも、少子化

をキャリアウーマンの身勝手のせいにして目の敵にする保守層の発想が逆さまであり、同慣行が女性の職業と結婚

出産との両立をしにくくしているのであって、それを両立しやすいように工夫した国が少子化傾向を克服できた。

既婚の夫婦で妻を専業主婦またはパートタイマーにしている場合には、夫も妻にその役割を担わす家庭運営を要

求した責任とそのような慣行に従わされた妻の立場へ理解をもって、家事労働の経済的価値を正当に評価した補償

によって妻の不満の解消に努めねばならないし、夫が少なくとも共働きの妻の家事一手引受けに伴う過労から健康

を害さないように協力すべきである。そうせずに万が一にも妻が過労死したときは言うに及ばず病気で倒れただけ

でも最も困るのも夫であるから。妻の家事負担の苦労に無理解な夫が多数派である日本では、妻の窮状を看過せず
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思い適って、どのように協力したらいいかと相談を持ち掛けてくれる程度の男性で我慢しておくことになるか。

これから結婚するか否かも選択できる女性には、親や祖父母の生き方を参考にして、ほとんどそのまま夫婦とし

ての対応の仕方を見習う程度で満足できそうか、永続的な就職も展望しながら両立できそうな結婚の相手の出現を

待つか、納得できそうな相手が見当たらなければ一生独身で通す覚悟もしておくか、そのうち共同生活をしたい仲

間に出会えたらキャリアウーマンのグループホーム的な共同生活でも選ぶか、新世紀らしく制度も慣行も世間体も

気にせずに、多様な生き方の中から各人が好む生活様式を自由に選べるというのが民主化である。

これだけ家庭の民主化を説いた筆者の実践は、二○○一一一年三月に高校教師を定年になった妻と一九七九年に一一一○

歳代後半同士で結婚し、多忙を極めた妻の労働の限界を越えた子どもの夜泣き対応と夜中のおしめ取替えを引き受

け、自家用車一台を主に夜間短大部教師として使った関係で、週一度のスーパーマーケットでの食料品等の買い物

と外回りの用件も殆ど引き受けて、妻の立場を尊重したつもりである。さらに、妻が生徒のクラブ活動の指導その

他の仕事を引き受けて持ち帰り睡眠も削って苦闘したのを手伝ったり、妻の引き受けた論文書きでも大学院生の修

士論文指導なみに丁寧な添削をしたりしてきた。このような状況になった筆者と妻は、結婚前から具体的な協力関

係を予想していたわけでなかったが、夫婦が互に支援を要する部分を協力し続けてこれたことを確認できる。筆者

も妻への協力のために一段と睡眠不足になったりしたが、それほど慣れていない家事を平等に分担して苦労するよ

りも、妻に「この上ない外助の功だ」と感謝されたのも、「おやすい御用だ」と言える程度であった。

夫婦を中心にした家族間の満足や幸福感は、判断材料を個人的に取捨選択した上での主観的な心境であるが、夫

婦がどの程度の到達段階からであっても民主化への追求姿勢が実感できる限り、気配りが互いに全くないか一方通

行の夫婦より、相乗効果的に満足と幸福感を増大させ、確実に民主化も推進できるはずである。すなわち、互いに
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個人とし て尊重し合う民主化努力を実感した上 での満足と幸福感 なら客観的な関連もあ るが'家庭民主化を追求す

る気もなく個性も尊重されな いまま'犠牲を我慢しながら ｢
満足だ｣とか ｢
幸福だ｣と言う のであれば､やせ我慢

をしているか､家族間 の意思疎過が できて心から協力し合える民主的な状態を知らないため の自己満足 に過ぎ な い｡

家庭 の民主化は'目的達成を待たず､構成員同士が努力し合 っていく過程 でも幸福感を共有 できると思う｡

武家社会 の儒教思想を基本 にした明治民法は'農 工商 の家族 にま で封建思想を 一層定着させ､現行法に残 る非民

二､家族 関係をめぐる民主化阻害 要 因 の分析

主的規定とその擁按勢力と共に､国際条約にも依拠した家族法改正の要求を挫折させるほど強固に根づ いている｡明

治民法下 の家族 の制度と慣行が構成員に守る べき規範とし て押 し っけ続けながら､なぜ守らねばならな いのか の妥

当性等を納得ゆくま で議論させ てもらう余地を与えないのである｡ このような状況が民主化を阻害し ている｡

宙親父と教育 ママとに共通 の家父長主我は' 子どもに生活時間 の使 い方を自己決定させると楽しく遊んだ り無為

に過ごしたりして後悔する結果になると疑 って､ ｢
子どもの将来によかれと考えた最良 の選択をし ているから'黙 っ

て言う通りにしろ｣と'説明責任も果たさず に子ども自身 の検討と選択を省かせて結論を強制す る｡ 子どもが理由

を納得していないと意欲も湧かないはずな のに､｢
こんな こと考えたり悩んだりするよりも､とにかく勉強だけに励

めば必ず人生に勝利す るはずだ｣といって､r
悩む体験 で学んだり他 の価値観を亜成する機会も放棄させ てま でも で

ある｡ このような家父長主義 は'思い通りに押 し っける優越意識や見栄なども伴 いがちだが､ その心境 とし ても子

どものためと思う善意から経験的な確信をも って強制しようとす る流儀 とし て残存し ている｡

その家父長主我は､ 子達 の成人後ま でも続 いて'親主噂 の見合 い結婚など の場 に台頭する｡現在 では九割程度 の
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圧倒的多数派となった恋愛結婚によって相手を選定できないでいる若者は、「人生経験の浅い君達より、冷静で客観

的に適切な伴侶を選べて世間体に見合うから、親に任せる方が正解なのだ」などと、押しつけるから、結婚したい

と望みながら相手を見つけられずにいる若者たちを屈服させてしまいがちである。また、披露宴に気乗りしない当

人たちへも「雛壇の人形になればいいのだ」と自己決定権と責任を奪うほどだが、農家等の家業承継の多かった昔

に比べ職業・思想・生活様式の多様化した若者達にとって、定型化できる良い伴侶タイプもなく、昔もてはやされ

た良妻賢母型でも民主化を追求せねばならない現代の家庭に適合しない。それでも親に配偶者を決められた若者に

は、恋愛結婚をした夫婦の場合に比べて、よく知らない者同志が結婚した割りに夫婦喧嘩をなるべく避けるための

慎重な対応もしないまま、そこで恋愛結婚の夫婦間にもよく起こりがちな些細な課いがあったときでさえ、その原

因を「親が選んだ相手だから衝突も起こるのだ」と思い込んで、自己決定責任の意識も弱いため関係修復に努力せ

ず、夫婦関係の維持と存続についての責任を負う自覚や気概を期待しにくい。とくに、恋愛相手と結婚しようとし

たのを親に反対された上、見合い結婚を押しつけられた場合にその傾向が強くなる。自己決定することがその後の

展開について責任を負う覚悟につながり、夫婦関係の民主化にとっても基本的な条件であるように思われる。

企業戦士的に滅私奉公する父親像は、過労死しかねないほど企業に身を捧げ、企業ぐるみ選挙へ心も捧げるほど

であり、そんな父親を家事の一手引受けで支えるために孤軍雷闘する母親像も、個性尊重の教育を受けた子女にとっ

て就職するための面接で親を見習うと言ったとしても、むしろ反面教師にしたい生き方なのであろう。しかし、現

状は若者が猫を被ってでも滅私奉公すると就職面接で言わないと定職につけない超氷河期なのである。若者が新人

類らしく私生活を優先して単身赴任や超勤を断る対応でないと長期安定的に勤務も続かず、麗う側の企業も「新人

類らしく本音で対応する素直な若者を雇う方が正解だ」と、個人尊重へ発想を転換する必要がある。国政でも利益
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を最優先された日本企業は、求める無理難題へ殆どの従業員が家庭を犠牲にして忍従する慣行に悪乗りし続ければ、

従業員の犠牲の上に繁栄する脆弱体質に陥り続け、公正な競争を求める国際世論に許されず、従業員を犠牲にする

樹造に築かれた国際競争力が逆に弱まるから、本物の愛社精神が辛口であると悟らなければならない。

男性と同等の就職を目指して総合職を選択した女性は、結婚を諦めない限り男性なみの残業と転勤に耐えられず

に、一般事務職を選んだ女性より早期退職を余儀なくされた。先進国の中で断トツに長時間労働の日本男性が一般

事務職なみの労働時間短縮等の労働条件にならないと、女性が家族の協力を得ても総合職に動まりにくい。また、女

性が出産後に育児休暇をもらう際も、上司と同僚から遠慮を求められる上に休暇後退職へ追いやられるような、企

業にも同僚にも思い遣りのないイジメの戦争文化的な生存競争の職場が多い。親から叱られ慣れず、上司の注意に

切れやすい若者が増えていくせいであるにせよ、その注意やイジメが親の世代までのように我慢すべき程度なのか

も再検討されねばならないはずだが、とにかく若者も三分の一以上が就職後一一一年内に退職へ追い込まれる。従業員

の人権も軽視した滅私奉公で忠誠心の誇示競争を強いる企業体質の上に、同僚も生涯の友として心から協力し合う

気になれないほどの陰湿なイジメと競争社会である職場環境が、若者までも早期退職に追いやるのであろう。

妻も収入と所得による夫からの経済的な自立が民主化の条件だから、妻が社会進出において夫と対等になれるよ

う、学歴と社内研修と家事負担での平等を推進する必要があり、こうして精神的にも社会的にも自立できる妻が夫

と対等に意見交換して家庭を運営する環境を得る。たとえ夫が妻の無収入等の弱点につけ込んで従属させようとし

ない優しさであっても、妻がこのような夫の温情に依存する関係のままなら、そのようにさせてもらう夫の手のひ

らの中の自立に過ぎず、本当に自立している妻なら離婚覚悟で夫へ思い通りの発言ができる地位であるのに比べて、

妻が夫の顔色を窺いながら遠慮がちに意見を言うしかないような、法的に対等でない夫婦関係に過ぎない。
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三、家族的関係の世界的な脱制度化許容傾向と民主化

人類の本性に根ざした営みとして展開してきた家族関係は、各地域の諸条件に規定されながらも、本来的に国家

権力と無縁の私生活領域である。ところが家族史の現実は、食糧不足に伴う産児制限、逆に兵力と労働力の確保の

ための一夫多妻をも認めた出産奨励、国費節減目的の広範囲親族扶養の強制、「家」と戸主の行政末端機構化もあり
（３）

えて、本格的に私的結合としての追求が始まったのも、これから述べる世界的な家族法改革以降のことである。

一九六○年代以降に始まった世界的な家族法大改革の共通特徴は、従前の伝統的法が正統な家族像を予定して、

その方向へ家族関係を規制するため逸脱を是正する制度であったのに対し、法改正で制度的な拘束を弱め、当事者

の自由意思によって多様な家族関係を形成できるよう許容した。同改革を集大成的に表現した一九九四年の国際家

族年の意義は、従来なら制度として前提にしていた家族の枠も破らせられるように「最小の基本的集団」と表現し

たが、ドイツなどが子どもを再生産させたいという家族への要求までも引っ込めて、人間の最小結合単位として同

性婚をも認めるような、自由な契約締結による最先端的な脱制度化を実現した。それに比べて日本の現行家族法は、

以下述べる通り人権侵害的な差別を伴いながら、制度として強制するような規定を温存したままで、多様化も脱制

度化も追求させるような自己決定を妨げていて、家族関係の民主化に向けて必ずしも解放的であるといえない。

日本家族法改正の最大課題は、同姓単位の戸籍制度とも関連して夫婦同氏を強制する民法七五○条の改正である。

「女性差別撤廃条約」第二条ｄ項が「・・・差別につながるいかなる行為または慣行も差し控え、かつ、公の当局お

よび機関がこの義務に従って行動することを確保すること」を要求するから、政府が夫婦の約九八パーセントも夫

の氏を選択するほどの特殊事情による例外しかない慣行を排除せねばならず、現状のままの放闘が民法より優位に
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扱われるべき条約へ違反し続けていることになる。

少子化が一層進行する傾向のもとで、増え続ける一人っ子同士の夫婦が同姓を強制されたら、結婚で改氏する人

が実家の祭祀承継もできなくなって（民法七六九条一項の趣旨から）、保守主義者の嫌がる事態なはずの仏壇も寺院

へ預ける永代供養になる。この問題が墓地の不足してゆく時代とあいまって合理化した解決に至るとしても、社会

進出の増えていく女性にとって、専業主婦のままでいたら経験しないような女性の結婚改姓慣行に伴う不都合と苦

痛に遭う実態が、妻が離婚後に愛憎も越えて婚姻中に使った夫の氏の続称を四割近くへ増やし続ける統計数で証明

されているといえる。同条約もこのような差別を見逃させないために「あらゆる形態の」と修飾語をつけている。

なお、前節で扱った女性の就職上の差別も問題にする同条約は、採用時だけでなく研修と昇進における平等も要

請し、女性の専門職や管理職に占める割合が中進国にも及ばないわが国の改善の努力と結果の報告を要求し続けて

いる。また、中学高校での家庭科の男女共修も同条約の要請に応えた改善であり、文部科学省も性別役割分担を温

存させるような、私立を含む学校現場が男子だけパソコン実習などで代替する運営も黙認できないはずである。

さらに夫婦同姓強制制度との関連では、非嫡出子が父親の氏へ変更申請しても、その子も同姓に変更されれば同

一戸籍に入る制度なので父の婚姻家族が「戸籍が汚れる」と考えて反対したら、何の落ち度もない非摘出子が要求

を棄却される差別に適って、民法九○○条で相続分も差別される点と共に、子どもの権利条約二条にも反する。

家族法の他の改正課題としては、民法七三三条の女性だけに課す六ヵ月の再婚禁止期間もある。同条は、七七二

条の摘出推定期間が前婚と再婚の夫について重複させない父性推定混乱防止の目的があり、目下棚上げされている

改正要綱がその重複回避に必要な限度として一○○日に期間を短縮する提案である。たとえ改正要綱の前提にする

合理的な差別をする立法理由があっても、その目的実現に必要にして最小限に差別や人権制限を止めるべき憲法の
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建前上の努力として、進歩的な研究者が改正要綱の線に満足せずに、ＤＮＡ鑑定によって父子関係も正確に判別で

きる時代になっているからこの種の差別と人権制限を不要だとし、たとえ制度的に父子関係判別の法的手続を創設

回避する必要があるにせよ、女性の待婚期間だけが唯一の解決土俵だと決めつけず、七三一一一条二項の妊娠し出産し

た場合を適用除外する趣旨から科学的に女性の犠牲を最小化する方向へ類推して、医師二名からの「妊娠していな

い証明書」を添付すれば即刻再婚できるようにすべきだと主張する。医療技術の進歩によって女性だけの再婚での

差別をする必要がなくなったから、懸法二四条からも女性差別撤廃条約上も女性だけの待婚期間は許せない。

少子化の一層の進行を恐れる日本社会は、同性婚を先進国の中で将来も頑固に許そうとしない国になると予想さ

れるが、同性婚が許されない理由になる倫理違反のような反社会的な性格もあるのか？個人の自由に委ねられてい

い私事なのか？同性愛の性質や事情の科学的な究明の上、少数者を多数者の意向で切り捨てない対応が欲しい。

四、家族間の主体性確立路線と民主化
前節で述べた脱制度化も、家族がこうすべきだとか、このようにあるべきだなどと、制度的に強制される家族法

のあり方が弱まって、家族構成員が主体的に検討した選択が、従来予定されてきた生活様式からかけ離れた多様さ

であっても、その選択結果が他人に有害でない限り尊重する方が幸福追求権保障と民主化に叶う、という意味で、

「個人が自分の私的生活を主体的に自己決定すべきだ」という原則を意味するのである。

新憲法が「家」制度の戸主を廃止したのに、夫が一般的に戸籍筆頭者と世帯主と扱われることを戸主の地位と同

一視して、妻子に対して支配者のようにふるまう慣行を続けようとしたりする。夫にとって妻が奴隷のように服従

するあり方が望ましいのか？もしそうであれば、服従するだけの妻へ家庭生活上の責任を負担させずに、夫が一手
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引受けせねばならず、戸主に期待されていたような権威を裏づける実力と責任感も必要になるが、もし夫がそれだ
けの自覚もなしにただ好き勝手に妻子に命令するだけの存在であれば、このように甘やかされる者が辿る通弊とし
て駄目人間へ堕落してゆく恐れもある。現代の家族共同体の運営が伝統慣行の踏襲で対応できないほど複雑で困難
な仕事になっていて、夫婦の協力で全力投球せねばならなくなっているから、余暇に恵まれた夫でさえも一手引受
けは危険であり、夫婦協力による達成感の喜びも経験できなくなる。

昔から日本女性は、結婚の意思決定段階から一貫して受身だったわけでなく、むしろ女性も結婚したい男性を見
初めたとき別の女性へ求婚したりしないうちにその男性を自分へ求婚させるよう誘導して実質的な主導権を握る
こともあったようである。それなのに男性だけが主導権を握ると考えられた旧来の把握の仕方によれば、「男性が女
性を伴侶候補に見初めたら接近して観察した末に決めたら嫁にとる」と、女性が専ら受身的な客体扱いだから、愛
情が維持できず離婚する事態に至ると配偶者選択失敗の責任は男性だけにある扱いになって不貞行為などの離婚
原因を作っていない男性までも、うぶと扱われた女性を嫁にとって傷物にした損害を賠償させられたわけだが、こ
のような認識も再検討せねばならない。もしかして妻が、「夫を全面的に立てて服従すれば喜んで家族のために給料
を運んでくれるからだ」という妻の戦術的な対応であるなら、それに乗せられる夫が軽薄なおめでたいご仁という

ことになる。かりに夫が妻の術策にのせられているふりをしていただけでも、夫婦は可能な限り話し合って情報交
換した方が無駄と無理のない協力態勢もでき、相互の理解と信頼の上に民主的家庭も構築できるはずである。

妻が夫より能力が劣ると考える人も後を絶たないようだが、たとえ専業主婦であっても、意欲さえあればマスメ

ディアなどで学習する機会も増えていて男性と対等の議論能力をそなえられるから、妻を隷属させて夫だけ決定

権を独占するよりも、妻にも対等な主体性を持たせた方が文殊の知恵に近つづくし、喜怒哀楽も共有できる。
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全面的な発達に長期間を要する人間の子どもには、つい親がもどかしさから手っ取り早く最善の結果へ効率的に

到達する方法だといって、子どもが取り組む前に親が教えたがる過保護傾向もあるが、それでは「子どもの権利条

約」二一条が「自分の意見をまとめる力のある子どもに、その子どもに影響を与えるすべての事項について、自由

に自己の見解を表明する権利を保障する。その際、子どもの見解が、年齢および成熟に従い、正当に重視される」旨

の規定に反し、自己決定能力の養成へ国や親などの保識者に適切に対応させる同条約五条の趣旨にも反する。

たとえ家族等の相当な援助の欠かせない重度の四肢障害児でも、家族が不棡に思う愛情から安易に完全な支援要

請に応えがちになるが、親が生涯を通して面倒をみきれないから、むしろ瞬時の心を鬼にして障害児が這い鱒つく

ぱる苦闘の自立訓練でも突き放して見守り、安易に同情しない理性をもって、長期的に役立つ自活能力を穫得させ

るようにすれば、本人の幸福追求の最良の武器になり、他人依存によらないで主体性を発揮する展望も開ける。

子どもほど未来の長くない高齢者でも、高齢になる前から日常的に要介護状態へ陥らないよう、厳しく健康管理

させるための家族の協力も、認知症や寝たつきりの老人の介護の苦労から逃れたい意図よりも、老人本人に幸福な

老後を全うさせるためである。例えばその結果、高齢になってからでも結婚したいとか、奇想天外に思われる私生

活の形態を選択しようとするかも知れないが、老人も意欲的に輝く主体的な多様化万歳と賞賛すべきであろう。

五、家族間の犠牲を看過しない民主化
国家でも個人でも他者の犠牲の上に繁栄していた例は、犠牲の永続を甘受しない他者の主体性の追求と独立に

伴って、斜陽化する歴史を辿ってきた。亭主関白が家族へ権力を振り回して支配する生き方も、同様な宿命にあっ

て、国際的にも、憲法上も、個人がそのような条件でもって結婚したい要求をもっても、通用しなくなってきた。
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典型的な亭主関白には、妻が家事しか技能もないから「専業主婦でいさせて欲しい」という希望を叶えているだ

けであって、「妻を犠牲にしていない」と主張したい人も多いであろう。しかし、夫としては、妻が慣行通り結婚か

出産を機会に退職するよう仕向けていたなら、その責任を忘れてならないし、妻が伝統的な風潮からそのように仕

込まれた社会環境まで配慮してやらねばならない。もし夫がそのような夫婦共同体のあり方を選択した責任をとら

ず、妻が専業主婦として無収入である損失と肩身の狭さが埋まらないなら、妻に対等な地位が保障されない。夫が

妻の状態を犠牲であると認識できるかどうかも問題であるが．その妻の方が女性の伝統的な生き方に疑問と被害者

意識のない例も多い。そこで女性がこれでいいと考えている場合に、論及するのも余計なお節介だろうか？このよ

うな自己犠牲に不感症になりがちな女性は、母親としても子どもを甘やかすのが愛情だと勘違いし、親に迷惑をか

けるほど加害性を発揮するように育った子からの被害も我慢したりする。このようにして子どもを恩知らずの駄目

人間にしてゆき、母親としての自己犠牲がむしろあだになって、母性愛からの我慢が報われない。民主主義の基本

は、他人を害しない担い手として養育され、他人の痛みや犠牲にも思い遮れて、合理的な人間関係を追求する姿勢

であろう。民主化に有害なのは、加害者側の人権不感症だけでなく、その被害甘受症候群者も同様である。

加害行為を伴っていながらも共同生活を続けねばならない家族間であれば、人権保障の平和秩序が破壊された家

庭で生活を共にすることだから、家族共同体の構成員としての侵害停止要求が余計なお節介でないどころか、加害

者でない家族でもそのままの事態を黙認すれば荷担者的な責任があり、看過できない心情が正常なはずである。こ

のような状況で喜怒哀楽を共にする家庭の自治と教育の機能が問われており、犠牲を押しつけず甘受もせず看過も

しない実践活動を通して、遠慮のない意見交換による民主化と、相互理解による敬愛の念に満ちた幸福追求の協力

態勢が築かれる。このような民主的実践によって家庭を越えて対象の広がる博愛精神の芽も育てられる。
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かのリンカーンが黒人奴隷へ人類愛を湧せて開放に取り組めたように、優遇されている側の人間にも差別される

側へ思い遣れる博愛の精神があれば、自分の厚遇されている裏で犠牲になっている人がいる事態を放置できないだ

ろうし、それが他人間の問題でも見過ごす気にならないであろう。他人が苦しんでいるのに全く気にならない人権

不感症的な人間なら、せいぜい身近な親族などの範囲の愛情しかもてない上に、それも自分の利害がかかわる場面

になれば、家族を犠牲にしてでも満足しようとする利己主義者になるのであろう。惜しみなく振る舞った愛情は減っ

て損すると感ずる狭鼠な人間ならその打算通りだろうが、愛情をかけた相手の喜びとの相乗効果で、人間の深屑か

ら湧き続ける博愛の泉があると考えていいのではないだろうか。また、他人への気配りや思い遣りを些細なことま

でし続けると気疲れすると心配する人ならそうであろうが、気配りと鋭敏にそれを気づいて感謝する心の交流が至

福の境地だと思う人に気疲れなどあるはずがない。後者のように考えられる人にとっては、他人の犠牲を看過する

方が心を痛めてはるかに疲れるはずである。さりげなくやってしまう気配りのために疲れるような奮起などない。

血液型によって差異があるとされる先天的性格を前提にすれば、鋭敏な神経でもって気配りの行き届く人と、気

配りを思いつかない大らかな人があって、その差が少々の訓練で縮まらないのなら、先天的な気配りの足りなさを

非難できないことになる。それにしても他人の痛みや苦しみを全く察知できない人なんて、よっぽど箱入りの子女

として純粋培養しないとありえず、それをおぼろげに察しながら適切な援助の仕方まで思いが及ばない人ならいる

であろうが、それでも人間性を失っていないはずだから、痛み苦しむ他人に「どう助けて欲しいか」と尋ねる程度

ならできるはずである。人間同士の喜怒哀楽を共有できるように学習することは、小児的な自己中心を脱して大人

になるための基本的な教養であり、人権と平和を希求し他人と合理的に利害調整する社会性の出発点であろう。家

族問でもセクハラなどの人権侵害的な暴言を聞き流さず、反省と謝罪のほか言葉を選ぶ気配り訓練の場にしたい。不
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登校 や引き こもり の原 因 には､当人が 対 人 関係 で挟 まれ足りな く ても純 異 な性 格 をも っているか ら､家族 を含 む 周

囲 にそ のよ う に追 い込む心 な い皐 言と イジ メが多 い｡ 家庭 でも それ らを見据 え て検 討し始 め る べき であ ろう｡

六へ家族 間協力 の義務性と任意性 と実 行努 力

家族間 で協 力し合 う関係 は､共 同生 活 を開始 し維持 し発展さ せ てゆ く 上 で不可 欠な義 務 を法 定 し ているが､規 定

のあ る夫婦協 力義務 と家族 扶沓義務 を ど の程度 に課す るか も､規 定 のな い他 の協 力類 型 と共 に､ 信義 誠 実 の原 則 に

委ね るしか な い｡家 族 間 の物 心両面 の協 力が 共 同生 活 上どれだ け必 要 であ り､家 族構 成員 が そ の必 要 に応 じ て分担

でき るかも､個別 の家 庭ご と に事情 が異 な るか ら'法律 で統 一した具体的 な表 現 に適 さな いと いう 理由があ る｡

家族 に家業 への労働授 供 から結婚 ･縁組 ･認知 ･分家 等 の法的行 為 ま で支配 でき る制 度 にな って いた た め'家族 構

明治 民法 にお いては､ r
家 ｣を統括す る戸主が家族 の生 活 に全般的 な責 任を 1事引受 けさせ られ る代 わり､戸主 が

成員が自 己決定し て関係 を形成 す る余 地が 狭 く､ 建 前的 に ｢
家 ｣制 度 か 戸主命令 によ る強制 によ っていた｡

等 の条件 の割 り に養育 に最善 の努力を し て いる状 況を理解す れば､鞍 沢 さ せ る場合 より信頼 さ れ て教 育効 果が高 い｡

親 が障害者 で低収 入だ った り失業中 であれば ' 子ど も へ世 間な み の養 育 費 を注ぎ 込 めな いが' 子ど もが親 の収 入

者 と子 の利益相 反行為かどうかを問わず ､親 権濫 用 に当た って無効 であ り'成年 の取引相 手方 の保護 より優先す る｡

民法 八 二四条が無 力な未成年 子 の財 産 を守 るた め管 理権 を託 した親 権 者 によ る背 信的横 領 等 は､ 八 二六条 の親 権

から､ 日本 も スウ ェーデ ンのような国庫 が 父親 負担 の養育資 の七割 五分 を立 て替 え て求 俄す る制 度 に倣 いた い｡

子家庭 の平均年収を 一般 家庭 の約 三分 の 一に当た る 二百 万円余 に陥 れ､ 子ども の人生を狂 わす 原 因 になりか ね な い

離婚後 に監 樺 しな い父親 の子ども への蕃 育 費 は' 子が成 人す る前 の完 全 履行率 が約 1八 パー セ ント しかな く､ 母
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例えば生活費に占める夫の交際費の割合が過大でも、夫が仕事の都合上やむをえないと説明義務を尽くして家族

を納得させれば、そのしわ寄せを埋めるためなら家族がパートとアルバイトや支出削減でも協力するであろう。要

するに、家族間の法的な協力義務でも、制度的に客観的な水準を要求されるというよりも、家族間の諸条件の下で

納得し合える責務の果し方であればいいのであって、やはり説明と納得という民主主義の流儀が最善である。それ

を家庭教育に活かせば、堅実な家計運営を共に学べて、宣伝等に誘惑されたクレジットカードなどの使い過ぎを反

省する多重債務転落防止の学習になり、家族間の民主的な信頼と協力関係を深めて満足し合えるだろう。また、子

どもを賛沢させるだけ愛情表現になると思って惜しみなく金を注ぎ込む親も多いが、子どもの不相応な賛沢要求に

対しても、親が十分納得させるように説明義務を尽くして諦めさせる方が今日重要性を増した家庭教育になる。家

族共同体内の協力は、失敗結果も必ず跳ね返ってくるから、家族への貢献というよりも自身の生活の保持である。

親が子育てに注ぎ込む手間暇は、子どもへの家庭教育などの愛情と熱意の込め方まで測れないはずだが、労賃計

算に限っても、老後の面倒をみられる程度で採算がとてもとれないだろう。このような養育監護に始まる家族間の

サービスや協力は、対価を期待せずに過剰サービスをして受け手を喜ばせば至福な心境の報酬が得られるだろう。そ

こで孝行な息子が親の恩への報い方として老後にどれだけ賛沢させても、しわ寄せされて妻子が堪えられないほど

困窮させなければ、孝行のし過ぎだといった非難を受けない。対価など意識しなくていい間柄なのであるから。

昔ほど典型的でなくなった現代の家族間の協力の仕方は、個々の構成員の分担も定型でないだけ暖昧になりかね

ないが、共同生活に支障をきたすほど協力の総量が不足すれば、誰かの協力手抜きを放置できず、家族間の任務分

担を確認し合い、支障を防ぐ代替措置を講じないままの任務放棄がないように拘束し合って、もし家族間に協力義

務履行について失業等の事情変更が発生したら、その変更事情を考慮に入れて新たな協力態勢へ改定すればいい。
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自立心を養成する方針 のために倹約させ て鍛 え る家庭教育も大切だ と思うが'親自身が賛択す るために子の発育

幹 へ注ぎ 込む金額を抑制 し ていると見抜かれれば' この打算的な対応が 子ども に伝承され て老後 に見捨 てられ るよ

うな悪循環 になる｡説明義務を尽くし て納得づ く の家庭運営す るのが 民主主義な のだ から､とく に敬 愛 の念 で結ば

れた共同関係として相 互に至福 の境地を目指す べき核家族 にお いて､ 納得 と合意が欠かせな い｡

｢
どうせ赤ん坊に理解 できな いから話しかけ ても無駄だ｣と考え､打算的 に子育 てすれば'親 子 で愛情 も交流 でき

な い自閉症ぎ みにし てしまう｡ ｢
笑 い声や喜 ぶ表情だ け で赤ん坊が 反応す れば 上 々だ｣
､と焦らず骨惜 し みもせず に

話しかけ続ければ'赤 ん坊 にも負重な愛情 の交流能力が つき､会 話能 力ま でちゃんと養成 でき るはず であり､ この

ように打算主義から 一見無駄なよう でも､全力投球すれば赤 ん坊は必ず応 え る｡親を選 べな い立場 の子どもを作 っ

た責任とし ても' この親 をも って良か ったと思われ るよう に'日々反省 し学習し嶺善を尽くさねば ならな い｡

七､家族 間 の誠実な 気 配り で築く 民主的関係

家族 の枠内 の愛情しかな い人は､出し惜し みしな いと対象 とし ての利益が 不足す ると考 えるから'自 分 の利益 の

ためなら家族 への愛情 も削減す る利己主義的 な偵向 になる｡ それに比 べれば'博愛主義者は'滅私奉 公的な自己犠

牲 にま でならず'自分自身を大切にす ることか ら始 め て全 ての人に愛情 を広げ る素弟があ るから､他 人 の分に食 い

込んで余分な利益ま でも得ようとしな い誠意をも って'他人も尊重す る合 理的な利害 調整を図る気配 りがあり'他

人の立場 にな って考える精神的な余裕をもちあわせ ている｡そ の意味 で､生来的な気前 の良さ の延長 であ っても'あ

るいは後天的な学習による誠実な気配りでも いいから､ 小児病的自 己中 心を乗り越 え て社会性 も体得Lt他人に気

配りできる博愛精神を身 に つけることが'家庭を含 む社会生活 の民主化を推進 できる素養 になると考 え る｡

日本における家族の関係と法の民主化(新垣進）
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先天的な純朴さによって誠実な生涯をおくる人もいるから、筆者も生来的な気前の良さを伸長した博愛精神でも

いいと前述したが、血液型に伴う先天的な神経の繊細さが最優秀の素質とまで言うつもりがない。例えば、他人と

調整せねばならないと気づいても、繊細な神経の持ち主でさえ調整対象である他人の利害の諸事情と優先順位まで

の推測が不可能であろうから、それらを他人に問い合わせて情報を交換し合い、当事者の納得づくの決着を追求す

るのが民主化である。先天的な気前の良さだけの人が利害調整のサジ加減を知らずに自己犠牲へも陥りかねないか

ら、むしろ、学習によって後天的に体得するところの他人との合理的な共生の追求能力の方が堅実だと考える。

以上は家族と社会での利害調整を素材にしてきたが、その論旨を家族関係の脱制度化や多様化への対応に当ては

めると、伝統的思考様式を絶対的基準と考えて凝り固まる人は、彼のその基準に合わなければ選択者の事情や発想

を知ろうとせず、許せない選択肢として否定するはずだから、他人を理解しようとする度量も誠意も気配りもない

独善主義になって、家族問で納得し合う関係を追求する民主化路線に対する高圧的な妨害者でしかないであろう。

成熟した大人としては、怒るべきときも、喧嘩すべきときも、安易に情緒的な妥協姿勢をとらず、民主社会のルー

ルに則って適切に対応し、自身と関係者の利益をきちんと守らなければならない。お人好しな遠慮などからそれが

できないと、出発点でのボタンのかけ違いになって、無為に時間を経過させるにつれて問題をこじれさせてしまう。

その意味で日本人の遠慮深さの美徳が災いすることにつながる。民主的な主張にも大人らしい勇気が要るし、その

経験を子女へ伝える必要もある。しかし、より大切な教育課題は、自己中心にならず冷静に相手の立場へ配慮する

余裕をもって、過剰攻撃や泥仕合に陥らない理性であろう。これらも民主的に対応する素養なはずである。

心ある人間が日本の将来を考えれば、封建遺制からの脱却を追求するといっても、その先の目指す社会に適合す

る道徳と倫理と流儀も必要だと思われる。おそらく、それらの条件を十分に身につづけないままの自己主張が保守
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主義者から攻撃される弱点 であり'保守主義者が冷静 なら子ども扱 いされ､同等なら過剰攻撃から泥仕合 に陥 る｡学

者 の論争 でも相互に建 設的 な展開を望める流儀より誤解や半解 のまま の揚げ 足取りも多 いから'民主主義 の担 い手

に必要な素養は'大学 でも学 べな いが'日本 の先人達が封建時代なり に築 いていた流儀を修 正し て身 に つけた い｡

八､おわりに

本稿 の基本的な立脚視座は'英国 の法制史家 メー ンが提唱した法秩序 の近代化 への推移と進歩 の指標 ｢
身分から

契約 へ｣ である｡ この標語を日本 の家族関係 の現状と進展 の方向づけ把握 に当 てはめると､伝統慣行 への依拠 固執

が封建逝制的対応だLt家族構成員 の自己決定を尊重 し多様化だけ でなく脱制度化 の選択 も認め る立場が'近代化

を押し進め て'家族を中心とした個人 の基本的な最小結合単位 の民主化路線 にな る｡しかし' この近代化指標 を形

式論的に主張しただけ では､日本 の家族関係だ け でなくそれを規律す る法制度 の民主化さえもなかなか進まな い｡そ

の民主化 の遅れ で犠牲 にな る階層が続出す るわけだ が､ そ の制度的救済 と根 本的 発生原因除去 を伝統的慣 行 に逆

ら って主張す る者が日本社会 の少数派だから'村 八分的なイジメに遭 いかねな い｡ この状況を打開す るには' ｢
出る

杭｣とし て打たれないほど民主化推進 の仲間を多数派 へ広げ る必要があり'そ のために同志拡大説得 用だけ でなく､

妨留者論破 のための理論を構築し ておかねば ならな い｡本稿もそのため 一助 になれば いいと思 っている｡ 日本 にお

ける家族関係 の民主化 の推 進事業は'国民 の意誠改革 という条件盤備 にも数十年 以上 の長期間を要す ると推測され

るが'運動 の担 い手が この気 の遠くなりそうな長さを考えるだけ で意欲 も失 えば推進速度が 一層鈍 るから' この意

劫改革 の指導者 の宣伝活動だ け でなく'賛 同者もそれぞ れ の立場 での実践 に最善 を尽くす蓄積が必要 であ る｡本稿

もその礎石 の 一部とし て読者 の思索 の契機 と素材 にな って議論や実践 の輪 を広げ た いわけ である｡
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日本の家族関係思想の底辺にある思潮として「自分なら犠牲を我慢できる」という儒教的美徳の持ち主は、従来

の日本社会において受けもよく、いわゆる「好い人」なのだが、この犠牲甘受者が多数派であることも人権侵害不

感症を輩出させ続ける土壊になり、気楽に他人の人権を侵害し続けるヤカラを横行させ、正当なはずの権利の擁護

と救済の要求を困難にする加害荷担者である。すなわち、日本の伝統的な亭主関白は、その横暴な生き方を支える

犠牲甘受の女性に取り囲まれ続ければ、自分の生き方に一段と自信を強め、抵抗勢力的な女性が間違っていると非

難して、「女が男性と対等に主張と活動を試みるから、日本の伝統的な社会と家庭の秩序が混乱し、家庭の教育機能

減退から崩壊までもたらしている」と、企業戦士的男性の家庭での教育任務その他の多面的責任を放棄して、その

犠牲と家庭崩壊原因を妻に押しつけている。このような亭主関白流が永続的に通用するかどうかは、本人の子ども

に判断してもらえば明確になるであろうし、男の子にその生き方を見習わせようとしたなら、同年配の女の子から

相手にされない新世紀において稀有な独善的偏屈人間と見られる。この亭主関白流を続けようとする場合の最も致

命的な結果として、再婚を望むときの本人だけでなく息子の嫁取りも望めずに子孫が途絶えてしまうことであろう。

本稿の論述には、どのような条件の家族関係でも、当事者に完全な自己決定をさせれば民主化になるとか、歯止

めなく自己決定させた多様化の全てが民主化になると、把握されかねない虞もあるので、補正をしておきたい。例

えば、子どもを作った親達は、偶発的な性交渉なら中絶と出産の選択決定に参加したかどうかで責任に差異を生ず

るが、それが正式または内縁の夫婦間であれば、予想される妊娠と出産を包括的に合意して結婚したと解釈をしな

いと公序良俗に反するから、親として誕生する子どもの養育監護に責任を負わない自己決定をする余地もなく、制

限能力者であるため親としての責任を免除される例外のほかに、子女への責任を一切負わない旨の事前の契約も有

効にならないであろう。これらが親子制度の法定責任強制と把握されそうな側面もあるが、本稿の論旨を当てはめ
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れば親になる自己決定の責任と捉えられる。そうしないと、ただ子種だけ欲しくて性交渉した女性から、中絶か出

産かの選択の機会を与えられないままに、生物学上の父親だけというだけで扶養義務等の責任を負わされる。要す

るに、自己決定に責任論を結びつけないと、形式的な家族制度の強制適用になってしまい、民主化と違ってくる。

子どもに判断材料の適切な取捨選択を指導せず自己決定に任せぱなしでも、民主化どころか子どもを駄目人間に

するし、また親が子どもに有害な「悪魔」などの命名も、重婚や近親婚などの倫理と遺伝理論を理由にした禁止規

定への違反も、多様性容認の枠外であり続けるはずであり、自己決定による多様化の全てが正義とは限らない。

私生活領域での態様の選択のさせ方については、筆者も大雑把なことしか思いつかないが、まず、幸福を追求す

る各人の意思尊重を基本として、次に、同様に尊重されるべき他人の利益等を害しないために制限を加えて、さら

に、自暴自棄的な自己決定から当人を守るための干渉もした上で、最後に、国策上の必要最小限度の規制を個人の
基本的人権を守れる範囲で加えることであろう。

（１）「琉大法学」六五号．六七号．六九号などの拙稿として発表した。

註
（２）所得税の配偶者控除と年金の専業主婦優遇などに表れている。

参照。

（３）利谷信義『家族の法』一一・三頁（有斐閣、一九九六年）と、浦本寛雄『家族法』二・三頁（法律文化社、二○○○年）とを

