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判決における漢語動詞の特殊用法
―「Xと Yとを離婚する」をめぐって―

永　澤　　　済

1．問題の所在
　現代日本の民事判決に「XとYとを離婚する」という動詞の特殊用法がみられる。

（1）	 原告と被告とを離婚する。〔2016 年 3 月 18 日福岡家庭裁判所（平成 27 年（家ホ）

第 58 号）〕

（2）	 控訴人と被控訴人とを離婚する。〔2003 年 3 月 23 日名古屋高等裁判所（平成 15 年

（ネ）第 270 号）〕

　いずれも、動詞「離婚する」がヲ格目的語をとり、他動詞として用いられている点が

一般の用法 1 と異なっている。

　判決において「XとYとを離婚する」という特殊な他動詞用法が用いられるのはなぜ

だろうか。本稿では、判決に（1）（2）のような特殊用法が出現する事情を、意味・歴史

的観点から考察する。

2．判決にみられる「離婚する」の他動詞用法
　「離婚する」の他動詞用法は、離婚訴訟における判決冒頭の主文に「XとY（と）を離

婚する」との定型文言としてあらわれる（上記（1）（2））。また主文以外で、次のように

原判決の引用等にみられる。

（3）	 東京家庭裁判所は、平成 24 年 12 月 6 日、原告と被告とを離婚する旨の判決を言い

渡した。〔2013 年 6 月 6 日東京地方裁判所（平成 25 年（ワ）第 2088 号）〕

（4）	 Aは、平成 14 年 1 月 17 日、被告を相手方として離婚等請求訴訟を提起し、平成 15

年 1 月 28 日、上記訴訟において、Aと被告とを離婚し、被告が、Aに対して 200

万円の慰謝料の支払を、Cらに対してそれぞれ月額 7500 円の養育費の支払を命ず

る旨の判決がされ、この判決は控訴されることなく同年 2月に確定した〔2005 年

9 月 14 日松山地方裁判所（平成 16 年（ワ）第 369 号）〕
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（5）	 平成 26 年 12 月 25 日、原告と被告を離婚し、被告が原告に対し 100 万円の慰謝料

を支払う内容の 1審判決が言い渡された〔2015 年 4 月 23 日東京地方裁判所（平成

26 年（ワ）第 6016 号）〕

　ただし、判決中の全ての用例がこの特殊な他動詞用法をとるわけではなく、状況の説

明の類においては次のような自動詞用法もみられる。

（6）	 原告は、平成 19 年 3 月ころまでは、Aと離婚するか否か、Bとの生活をどうする

か否かについてその自身の考えが定まっていなかったものとみられる〔2012 年 10

月 18 日神戸地方裁判所（平成 22 年（行ウ）第 18 号）〕

（7）	 G が被告とその妻とを離婚させようと画策している。〔2015 年 6 月 11 日東京地方

裁判所（平成 25 年（ワ）第 14052 号・平成 26 年（ワ）第 24108 号）〕

3．判決に他動詞用法が用いられる理由
　本節では判決において「XとY（と）を離婚する」という特殊な他動詞用法が用いら

れる意味的事情を考察する。

3.1　他動詞としての存立条件

　通常、「離婚する」が他動詞として使用されないのは、他動詞としての存立条件を満た

さないからだと考えられる。拙稿（2007）では、近代および現代期の日本語において漢

語動詞が他動詞用法をもつ必要条件を次のように導いた。2

（8）	 非情物または非情物と有情物の両方が変化主体となり得る（変化主体が有情物に限

定されない）変化を表す場合に、その変化主体を目的語にとる他動詞として存立で

きる。

　これは、変化主体が有情物に限定される自動詞――「移住する」「行動する」などの意

志的行為、「安心する」「感激する」のような心的活動、「死亡する」のような人間の生死

を表すものなど――が（9）（10）のような自動詞用法のみをもち、（11）（12）のような

他動詞用法をもたないことから導かれた存立条件である。
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（9）	 人々が移住する。

（10）	人々が安心する。

（11）	×人々を移住する。（「移住させる」の意で）

（12）	×人々を安心する。（「安心させる」の意で）

　動詞「離婚する」も常に人間（有情物）が変化主体であり非情物が主体になることは

ないから、この〈他動詞としての存立条件〉を満たさない。よって通常は「XとY（と）

を離婚する」のような他動詞用法は成立しないのだといえる。

3.2　「離婚する」の他動詞用法が成立しない意味的背景

　ここでさらに、なぜ「XとY（と）を離婚する」が通常は成立しないかを意味の観点

から掘り下げてみる。一般に日本語の他動詞は、動作主がコントロールできる事態に対

して用いるものであり 3、変化主体の意思が関与する（＝動作主が完全にはコントロール

できない）事態には用いることができない。たとえば、次のように他動詞「立てる」の

目的語が非情物の「棒」のときは適格となるが、有情物の「子ども」のときには不適格

となる。

（13）	○地面に棒を立てる。

（14）	×舞台に子どもを立てる

　これは、非情物である「棒」の場合は動作主が一方的にコントロールできるのに対し、

「子ども」には意思があり動作主が一方的に事態の成立をコントロールできないからだと

いえる。同様に、「XとY（と）を離婚する」も目的語「XとY」は必ず有情物であり、

動作主が一方的にコントロールすることはできない。よって「離婚する」の他動詞用法

は成立しないのだといえる。

　一方、次のように使役形に変えるといずれも適格となる。

（15）	○地面に棒を立たせる。

（16）	○舞台に子どもを立たせる。

（17）	○ Xと Yを離婚させる。

　このように、動作主が事態の成立を完全にはコントロールできない場合には使役形を

用いる。
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3.3　判決の特殊性

　以上をもとに、なぜ判決において特殊用法「XとY（と）を離婚する」が成立するの

かを考察する。再び次の用例をみてみよう。

（18）	原告と被告とを離婚する。〔2016 年 3 月 18 日福岡家庭裁判所（平成 27 年（家ホ）

第 58 号）〕（再掲＝（1））

（19）	控訴人と被控訴人とを離婚する。〔2003 年 3 月 23 日名古屋高等裁判所（平成 15 年

（ネ）第 270 号）〕（再掲＝（2））

　これらは離婚訴訟の判決主文にみられる定型文言で、裁判所による判断の結論部分で

ある。原告の離婚請求が認められ、「離婚する」という判決が出て二者間の法律関係が変

更となるわけだが、その判断は当事者ではなく裁判所が行なうものである。つまり判決

という特殊な場では、「離婚」が当事者の意思によらず国家機関たる裁判所によって決ま

る。

　このように、裁判所が一方的に事態の成立をコントロールする特殊な状況では、他動

詞の意味的要件（3.2 節）を満たすこととなり、他動詞用法「XとY（と）を離婚する」

が成立すると考えられる。

4．判決以外の資料における他動詞用法――Xを離婚する
　判決以外の資料にも、「離婚する」の他動詞用法の実例が少数ながらみつかる。いずれ

も「Xを離婚する」の形であらわれ、ある特殊な文脈で他動詞用法が許されるケースだ

といえる。

（20）	　ヨルダンではこの 10 年ほど、政府に女性の権利委員会が設置され、市民身分法

の改定などの提言が出された。

	 　イスラムでは夫は宣告するだけで妻を離婚することができる。それに対して、01

年には妻から夫への離婚を申し立てるホラア制度が暫定法として導入された。

	 　政府の委員会に参加する女性弁護士アイシャ・アティーヤさん（60）は「ホラア

制度は女性の地位を強めた。さらに夫が妻に無断で一方的に離婚すれば慰謝料を増

額する措置もできた」という。〔朝日新聞夕刊／2007 年 8 月 21 日〕

（21）	一般に男性から宣告する離婚はタラーク離婚といわれるものであり、妻に対して

「お前を離婚する」と三度、宣言することによって成立する。この宣言は立会人が
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いなくても有効で、妻の意思を確認する必要もない。したがって、妻の留守中に

「あいつは離婚だ」と叫んでも有効であると考えられる〔朝日新聞デジタル／2012

年 8 月 14 日〕

　（20）（21）は新聞の用例であるが、イスラム文化における離婚の習慣について述べて

いる。夫の側からの一方的な宣言によって離婚が成立するという文化的な背景を反映し、

「（夫が）妻を離婚する」「お前を離婚する」といった表現が用いられている。

（22）	アフリカの状況は、もっと深刻だ。エチオピアで農村復興指導をしていた日本国

際ボランティア・センター（JVC）の林達雄医師の報告を思い出す。食糧がないた

め、妻を離婚して実家に帰したり、食糧事情のましな地域に出稼ぎにゆく時に、子

供を置き去りにしたり。〔朝日新聞朝刊／1988 年 12 月 21 日〕

（23）	「糟糠（そうこう）の妻」とは、糟をなめ、糠（ぬか）を食べて、貧しい時代を共

にした連れ合いのことだ。後漢の時代、妻を離婚して、皇帝の姉と再婚するよう求

められた宋弘という人物が、「糟糠の妻を去らせることはできません」と断った故

事に由来する。〔朝日新聞朝刊	be 週末／2006 年 9 月 9 日〕

　（22）（23）も、やはり特別な状況下で夫の側が主導となる離婚が想定され、「妻を離婚

する」という表現が用いられている。

　以上のように、ある特殊な文脈――当事者二人のうちの一方が主導する離婚――があ

れば、判決以外でも「離婚する」の他動詞用法が使われる。裁判所が判断する離婚とは

異なり、「XとY（と）を離婚する」ではなく「（Yが）Xを離婚する」の形をとる。

5．歴史的な背景
　最後に、「離婚する」の他動詞用法がうまれた歴史的背景を考えてみたい。その端緒は

少なくとも中世までさかのぼる。

5.1　前近代の離婚

　離婚は、中世において「離別」とよばれ、近世には「離縁」4 とよばれた（石井良助

1977：27,	 41,	 73 等）。
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（24）	一、妻妾得夫讓、被離別後、領知彼所領否事

	 右其妻依有重科於被棄捐者、縱雖有往日之契状、難知行前夫之所領、若又彼妻有功

無過、賞新棄舊者、所讓之所領不能悔還之

	 （妻や妾が夫から所領を譲られ、離婚した後にその所領を領知することができるか

どうかについて。右については、その妻に重科があって離婚した場合は、もし以前

の譲状があったとしても前夫の所領を知行することはできない。もしその妻に功が

あって落ち度がないのに新しい妻をとり離婚した場合は、それ以前に妻に譲った所

領を悔い返すことはできない。

	 〔「御成敗式目」第二十一条〕5

（25）	橘内かの女房をりへつする事あらハ、ミらいりやうしゆたるへからす

	 （橘内は女房を離婚することがあったならば、未来領主 6 として当地を相続するこ

とはできない）

	 〔「幸蓮譲状（小鹿島文書書下）」／暦応 4年 9月 6日（1341 年）〕7

　この当時の日本は男子専権離婚主義で、離婚の権利は専ら夫にあり妻にはなかった	

（石井 1977、我妻榮ほか 2013 等）。そのことは、夫が「妻を去る」「暇をやる」「暇をくれ

る」「棄捐」などの表現にみえるほか、「夫こそ妻をさる習ひなれ、妻として夫をさる事

如何なる子細ぞ」（沙石集第七慳貪者事）によく表れているとされる（石井 1977：27）8。

　それは近世においてより顕在化する。以下はこの時期の典型的な、いわゆる「三行り

半」の離縁状である。

（26）	　一札の事

	 一、此度はると申者、勝手ニ付 9 暇遣申候

	 　　処実正也、然ル上は、右はる儀何方

	 　　へ縁付仕候共、此方ニ一言之申分無之

	 　　候、為後日暇状仍て如件、

	 　　　　午十一月　　　　　　孫七〔印〕

	 　　　　　おはる殿

	 〔東京大学法学部研究室蔵〕10

　（26）は夫「孫七」から妻「はる」にあてた離縁状で、「この度、はると離婚すること

は間違いない事実である。よってはるが誰と再婚しようともこちらには何の申し分もな

い。後の証拠のためこのとおり離縁状に示す」といった内容である。このように、ふつ
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う離縁状は夫から妻、または妻の父兄に宛てて書くものであった（石井 1977：92）。

（27）	一札の事

	 一、	此ハナ申候女、此度ふゑん（不縁）ニ付、いと

	 　　ま遣申候事日〔実〕正也、此上いず方へゑん付

	 　　仕候共、此にいちこん（一言）も申ふん（分）御座なく候、

	 　　為後日仍て如件

	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高木源十郎

	 　　宝暦十三年

	 　　　　未ノ三月四日

	 　　　　おやそどの

	 〔東京大学法学部研究室蔵〕11

　（27）の離縁状の宛先は「おやそ」となっており、離縁される「ハナ」の母親とみられ

る。このように、妻の父兄が死亡しているときなどは妻の母親あてに離縁状を書く場合

もあったという。そのほか、実際には妻の方からの要望での離婚や夫婦相談のうえでの

離婚を示唆する離縁状もみられるが、離縁状を書くのは専ら夫であったという点で、少

なくとも形式上は夫の専権離婚となっていた。（石井 1977：93-111）

　このことを我妻ほか（2013：94）では次のように説明する。

　わが国では離婚は古くから認められてきたのであるが、封建的な父権的家族制度が行

われていたので、その離婚は男子専権の離婚制度であった。すなわち、子がなければ去

るとか、家風に合わねば追い出すとかいうふうに、男の側の一方の意思で離婚が行われ、

その形式も「三下り半」の離縁状だけで処理されたのであった。のみならず、理由のい

かんを問わず妻からする離婚の請求は認められなかったのである。

　以上のような男子専権離婚主義の思想が、夫が「妻を離縁する」「妻をさる」「妻を棄

捐する」などといった他動詞用法につながったものと考えられる。

5.2　近代以降の離婚

　明治に入ると、明治 6年（1873 年）の太政官布告で、やむをえない事由があれば妻か

らも裁判所に離婚の請求をすることが認められるようになった（我妻ほか 2013：94）。

（28）	夫妻ノ際已ムヲ得ザルノ事故アリテ、其婦離縁ヲ請フト雖ドモ、夫之ヲ肯ンゼズ、
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之レガタメ、数年ノ久ヲ経テ、終ニ嫁期ヲ失ヒ、人民自由ノ権理ヲ妨害スルモノ不

少候、自今右様ノ事件於有之ハ、婦ノ父兄弟或ハ親戚ノ内附添、直ニ裁判所ヘ訴出

不苦候事、〔明治 6年 5月 15 日第 152 号太政官布告〕12

	 しかし、妻の法律上の地位が向上したといっても実際の地位が飛躍的に高まったとは

いえない。「已ムヲ得ザル事故（やむをえない事由）」がどういうものか明確ではないた

めその範囲が狭い範囲にとどまっていた可能性があるし、また実際に裁判所に訴える段

階までいかずに行政処分で終わった例が多かったとみられ、当時の判例がない。（石井

1977：434-435,	 440）

　それ以降も次のように「妻を離縁する」という形式の他動詞用法が使われ、そこには

前近代と同様の夫優位の思想もみてとれる。

（29）	三十四五、実際この頃には誰にでもある煩悶（はんもん）で、この年頃に賤しい女

に戯るるものの多いのも、畢竟（ひっきょう）その淋しさを医（いや）す為めであ

る。世間に妻を離縁するものもこの年頃に多い。〔田山花袋「蒲団」／1907 年〕

（30）	先月私が伊豆の転地先から帰つて来ると藤浪君が留守中のことを話した。その後

で茶を酌み乍ら、藤浪君が女房を離縁したと云ふことを自分から云つた。〔平出修

「二黒の巳」／1912 年〕

（31）	ある偏屈だと人から云われている男が、飼猫に対する扱い方が悪いと云ってその夫

人を離縁した。〔寺田寅彦「鑢屑」／1924 年〕

（32）	Y 町で二人の戀愛が默つた悲しみの間に萌（きざ）し、やがて拔き差しのならな

くなつた時、千登世は、圭一郎が正式に妻と別れる日迄幾年でも待ち續けると言つ

たのだが、彼は一剋（いつこく）に背水の陣を敷いての上で故郷に鬪ひを挑むから

と其場限りの僞りの策略で言葉巧みに彼女を籠絡（ろうらく）した。もちろん圭一

郎は千登世を正妻に据ゑるため妻を離縁するなどといふ沒義道（もぎだう）な交渉

を渡り合ふ意は毛頭なかつた。偶然か、時に意識的に彼女が觸れようとするY町

での堅い約束には手蓋を蔽うて有耶（うや）無耶に葬り去らうとした。〔嘉村礒多

「崖の下」／1928 年〕

5.3　離縁から離婚へ

　その頃、「離縁」にかわって「離婚」という表現が使われるようになる。初期のものと

して 1894 年の雑誌に次のような用例がみられる。

（33）	府下に於ける去る七月中の結婚と離婚の數は此程の調査によるに結婚五百二十人
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前月より減ずること八十一人離婚百四十八人前月より減ずること四十八人なりと

云ふ〔「風紀」（『女学雑誌』39 号）／1894 年〕

　法律においては、明治 31 年（1898 年）制定の民法第四編「親族」に「離婚」の文言

がみられる。

（34）	夫婦は其協議を以て離婚を為すことを得〔民法（明治 31 年）／1898 年〕

　動詞の用例としては、管見の限り次の例が初期のものである。

（35）	又米価昂騰の為一般の傾向として彼等の間に結婚する者が少く、ともすれば離婚す

る者が多からんとする傾きのある事は事実であろう〔東京朝日新聞／1912 年 7 月

20 日〕

　ヲ格目的語を伴う用例として、次のような例がみつかる。

（36）	理屈無しに彼を離婚するには忌が応でも持参金の五百両を附けて戻さなければな

らなかった。〔岡本椅堂『黄八丈の小袖』／1917 年〕

（37）	但しギリシャに於いては妻は絶対に夫に服従するの要なく、若し虐待せらるれば自

由に離婚を要求する権利を有して居た。羅馬に於ては父の其の娘に対して有して居

た権利は結婚と共に其の夫に移り、妻は夫の娘の如き有様になった。但し家庭に於

ける女の地位は可なり高く其の権力も亦強かった。勿論夫は法律上は妻を離婚し

得たけれども実際上離婚は極めて少く、夫が妻を虐待する如きことあれば世間が

強く之れを批難した。羅馬の文明の進むにつれて、婦人の地位も亦著しく向上し、

殊に羅馬法の発達の終りに於いては女子の権利は明かに認められ、共和政治の終り

に於いては女子は男子と同一の権を得、男女同権ということは法律の根本の考えと

なった。〔大阪毎日新聞／1919 年 8 月 26 日〕

（38）	あの細君を離婚しなくては、竹村のこういう生活の変化もおこりようがなかったの

だろうか。〔宮本百合子『二つの庭』／1947 年〕

（39）	チンピラ女学生の、ネバア・ハップンまがいの密書を読んで心機顛倒、恋女房たる

その姉さんを離婚するとは、トマサンも大人げない。〔坂口安吾『我が人生観』／

1950 年〕

　このようにして、近代以降「離縁」にかわり「離婚」という語が社会に定着していっ
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た。その過程で、従来の「離縁」の用法を引き継ぐかたちで、他動詞用法「Xを離婚す

る」（Xは妻）が使用されるようになったと考えられる。

　なお、それと並行して、次のような「Xと離婚する」の形式がみられるようになる。13

（40）	死刑の夫と離婚〔東京朝日新聞朝刊／1915 年 5 月 23 日〕

（41）	良人と離婚し〔大阪時事新報／1936 年 12 月 11 日〕

　「Xと離婚する」が使われるようになると、それまで主語に立つのは専ら夫であったの

が、（40）のように妻が主語に立つ例も出現する。

5.4　「Xと Y（と）を離婚する」の出現

　最終的に、「XとY（と）を離婚する」の形式が判決において使用されるようになるの

は戦後とみられる。明治 8年の大審院判例から現在までに公表された判例が網羅的に収

録されたフルテキスト型の「判例データベース」（『LEX/DBインターネット』）によっ

て調査した結果、最初期のものとして次のような例があることがわかった。14

（42）	控訴人は「原判決を取消す。控訴人と被控訴人とを離婚する。訴訟費用は第一、二

審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は主文と同じ判決を求

めた。〔1949 年 7 月 1 日大阪高等裁判所（昭和 24 年（オ）第 187 号）〕

（43）	原告と被告とを離婚する。〔1950 年 1 月 19 日福岡地方裁判所（昭和 23 年（ワ）第

187 号）〕

（44）	原告と被告とを離婚する。〔1950 年 4 月 19 日甲府地方裁判所（昭和 23 年（タ）第

8号）〕

　これらの例から少なくとも 1940 年代終わり頃には判決主文に「XとY（と）を離婚す

る」の定型文言が使われていたことがわかる。

6．結論
　以上、現代の判決において「XとY（と）を離婚する」という特殊な他動詞用法がな

ぜ存立するのかを考察した。

　もともと日本の前近代には男子専権離婚主義の思想があり、そのことが「Xを離別す

る」や「Xを離縁する」（Xは妻）という他動詞表現を生み、それが近代の「Xを離婚す
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る」につながったと考えられる。

　しかし、現代には男子専権離婚主義の思想は退き、「離婚する」は上述（8）の他動詞

としての存立条件に合わなくなった。すなわち、有情物であるXを、動作主が一方的に

はコントロールできないことから、他動詞用法は後退し自動詞専用となる。

　一方で、判決という特殊な場――裁判所が一方的に事態の成立をコントロールする―

―では他動詞の意味的要件を満たすこととなり、その特殊な環境に限って「XとY（と）

を離婚する」という他動詞用法が存立することとなった。
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注

1	「離婚する」は通常、（a）のように自動詞として用いられ、目的語をとる場合は（b）のように接
辞「‐させる」を用いる。

	 （a）	 夫と離婚し、子どもは夫のもとへ。〔朝日新聞朝刊／2015 年 10 月 9 日〕
	 （b）	 	夫婦を離婚させようと裁判所に夫婦関係調整の調停を申し立てた。〔朝日新聞朝刊／1995 年

5 月 7 日〕
2	 条件（8）は近代と現代に共通するものである。拙稿（2007）では、現代においては（8）に加え
次の条件が加わり、他動詞としての存立条件が近代より厳しくなったことを論じた。

	 　　	急激な事態展開、位置・形状変化等、外的にコントロールする状況を想定しやすい事象を表
す場合に、その変化主体を目的語にとる他動詞として存立できる。

	 現代にこの条件が加わったことにより、近代には自他両用動詞であった「消滅する」「発達する」
「変化する」等が他動詞用法を失い自動詞専用となった。

3	 日本語の他動詞表現のなかに「うっかり財布を落としてしまった」「服にジュースをこぼしてし
まった」といった非意図的な行為を表すものがあり、そこで表わされているのは典型的なコント
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ロールとは異なるが、動作主がコントロールすべきことをしなかったという〈責任〉を述べてい
るという点で一種のコントロールを表しているということができる。

4	 現在、「離縁」は養子の縁組みを切る意で使われる。以下は判決（2003 年 5 月 30 日神戸地方裁判
所（平成 14 年（タ）第 126 号））主文の例である。

	 　1 原告と被告とを離婚する。
	 　2 原告とA（平成 7年 7月 31 日生）とを離縁する。
	 　3 訴訟費用は被告の負担とする。
5	 佐藤進一・池内義資編（1955）『中世法制史料集』p.14。現代語訳は本稿筆者による。
6	「未来領主」とは「一期分の譲与に際して、一期領主の次にその所領を知行すべく定められた者
［後略］」（『国史大辞典』「未来領主」の項）。

7	 石井（1977：34-35）掲載。現代語訳は本稿筆者による。石井は「離婚の権は夫に属したから、夫
の不当な権利の行使を防圧しようとして」（p.34）、当時、夫からの離別を強制的に阻止する内容
の契約がみられたことを指摘する。（25）もそのひとつ。

8	 ただ、夫に重科や不当行為がある場合などには、妻からの離婚や夫を領内から追放することが認
められたとみられる（石井 1977：27）。

9	石井（1977：97）によれば、「勝手につき」とは実質上、「理由なしに（離縁する）」と同じとされ
る。夫側が自らの気持ちだけで離婚することを示す文言だという。

10	 石井（1977：98）掲載。
11	 石井（1977：91-92）掲載。
12	 石井（1977：432）掲載。
13	 用例は少ないが、次のような「Xと離縁する」の形式もみられる。
	 　　	終身癒（なお）らない狂患者として親兄弟にも死に別れた京子が、三度目に嫁いだフラン

ス人と離縁すると同時に、奥様に引き取られて以来、京子は世間とすっかり断絶して居る。	
〔岡本かの子「春――二つの連作――」／1936 年〕

14	 判決と異なるが、この時期に存在した強制調停の主文には次のような使役表現がみられる。
	 　　	申立人と相手方とを離婚せしめる。〔1949 年 7 月 1 日大阪高等裁判所（昭和 24 年（オ）第 187

号）〕


