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第五部

結婚情報ビジネスの社会的基盤

はじめに
人事興信所のビジネスの柱の一つが、商業興信と異なる、結婚情報調査
にあったことは、本研究の第一部 3）と第三部 4）で既述したところである。
依頼に基づく探偵調査、
「令嬢カード」の閲覧 5）、そして『人事興信録』の
編纂・販売という、営業品目が整えられていった。娘、息子の「縁組」が
家の重大事であった富裕層にとって、都市部などで地縁血縁情報に頼れな
い場合、こうした事業へのニーズが発生していたことが推測できる。
ところで、『人事興信録』1915 年（大正四）・第四版の採録者及びその
家族における男性・女性の人数は、男性は 4 万 8494 人、女性は 4 万 7056
人であった 6）。やや男性が多い（50.7％）が、男女比は 103:100 で、ほぼ同
数といえる。当時の内閣統計局の人口静態調査によると、日本の本籍人口
53356 万 6295 人中、男性は 2696 万 1021 人、女性は 2639 万 5274 人、男
女比は 102:100 で、ほぼ同数といえる 7）。『人事興信録』掲載の家族の男女
比は、当時の日本社会における男女比とほぼ一致していた。同書は、社会
の富裕層をターゲットにしながら、男女比という点では、社会全体の状態
を忠実に反映させていたと考えられる。
しかし、採録者の圧倒的多数（99.91％）は男性であり、前号（2）で取
り上げた個人の購読者についても圧倒的多数が男性であった。そこで、第
五部では、人事興信所が、富裕層の未婚女性の情報収集に取り組むように
3） 増田・佐野「近代日本の『人事興信録』
（人事興信所）の研究（1）」『名古屋大
学法政論集』275 号・2017 年 12 月。
4） 増田・佐野「近代日本の『人事興信録』
（人事興信所）の研究（2）」『名古屋大
学法政論集』276 号・2018 年 3 月。
5） 「令嬢カード」については、前掲「近代日本の『人事興信録』（人事興信所）の
研究（1）」22-23 頁を参照。
6） 集計は機械処理により佐野が担当した。家族のうち、分家、婚姻、養子により
家の外に出た者は除外してある。性別の特定は、続柄を使っており、単に「子」
「孫」
としか記載されていない場合には、性別不明となるが、特定できなかったのは 1％
程度である。家族の人数の抽出と性別の特定手法については、次号で説明する予
定である。
7） 内閣統計局編纂『巴奈馬太平洋萬國博覧會出品 日本帝國人口静態及人口動態
統計描畫圖竝該描畫圖ノ基ツケル統計表 大正四年三月臨時刊行』二頁、第一表、
国立国会図書館デジタルコレクション所収。
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なった点に注目し、女性について考察を掘り下げることとする。明治後期
の産業化、富裕化という社会環境の変化の中で、現行民法典（旧規定第四
編親族・第五編相続、1898 年（明治三一）6 月 21 日法律第 9 号、同年 7
月 16 日施行）を背景に、女性は現実の社会でどのように位置づけられ、
評価され、
結婚情報市場で「商品化」されていったのかを明らかにしたい。
富裕層の令嬢（嫁候補者）を調査する結婚ビジネスの社会的基盤を考察す
ることとなる。
第一章では、
『人事興信録』のデータから、社会の成員としての地位の
低さ、
無力さについて検討する。社会に埋め込まれた女性の劣位について、
民法、公法の両面から女性の法制度上の無能力、無資格状態、裏返せば男
性の圧倒的優位について概観する。その上で、富裕層におけるその特徴的
な現れについて、レアケースの女戸主、女子高等教育、会社と結びついた
男性の扶養能力などを取り上げ考察する。第二章では、産業化、富裕化す
る社会において家族制度における「良妻賢母」の理想像は、どのように具
体化されつつあったのか、明治後半の渋沢栄一、福沢諭吉の女子教育論を
検討して明らかにする。対極にあるように見える「良妻賢母」
（渋沢）と「男
尊女卑」批判（福沢）の言説を検討することで、女性に対する評価基準の
要件定義がどのようにして形成されたのかを検討していきたい。

第一章

女性の権利制限

一 『人事興信録』の女戸主
『人事興信録』（大正四）の採録者のほとんどは男性で、1 万 3917 名中
の 1 万 3904 名（99.91％）を占め、他方、女性は 13 名（0.09％）であった。
採録者は必ずしも戸主ではないが、その家族中、社会的地位・名声を有す
などして戸主に準じる者であると見なすことが可能である。現戸主または
戸主となった経歴が記載されている女性は 6 名（富岡久、加賀美繁子、鹿
島チヨ、鹿島乃婦（のぶ）、津田梅子、跡見䠫蹊（かけい））のみである。
なお、採録者が男性の場合であっても、その母が戸主となっている場合、
死亡した前戸主の娘が家督を継承し戸主となっている場合などのケースが
あった。そうしたケースを抽出すると 38 名あった。したがって、採録者
の女性が現戸主である、または戸主であった 6 名を合わせると、44 名が
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現女戸主または女戸主であったことが判明した。概算ではあるが、9 万
5550 人中の 44 人、0.04％でしかない。現女戸主は 43 名であるので、ほぼ
同じ状況である。本研究の前号で、1913 年（大正二）の全国の家の 9％は
女戸主であったことを紹介した 8）。『人事興信録』の富裕層における女戸主
は全国レベルよりも極端に低いことが推測できる。実際に、女性が家督を
継承し戸主となっている家の事例を挙げておく。（下線は筆者注）
鹿島乃婦

かしま

のぶ（女性）

爵位・身分・家柄 東京府平民
職業

鹿島本店、酒問屋

生年月日

慶應三年九月十七日（1867）

親名・続柄

鹿島清兵衛の長女

家族

養子 牽之助 明一二、七生、長女とき夫、東京、平、鹿島清
左衛門弟
女 とき 明二二、九生、養子牽之助妻
女 さゐ 明二六、七生

記述部分

女は東京府平民鹿島清兵衛の長女にして慶應三年九月十七日を
以て生れ夫清兵衛隱居に因り明治二十九年三月家督を相續す鹿
島本店と稱し酒問屋業を營み酩酒櫻正宗の販賣元として其名を
知らる。
家族は前記の外孫登善（明三八、六生、養子牽之助長男）同利
重（同四二、二生、同長女）同（延喜同四三、八生、同二男）
同富三郞（大二、一二生、同三男）あり。

鹿島乃婦を戸主とする鹿島家は、酒問屋（鹿島本店）を家業とし、長女
ときは養子の牽之助を夫としている。乃婦も養子の牽之助も、鹿島清左衛
門を当主とする鹿島一族であり、その鹿島一族は鴻池善右衛門・男爵を当
主とする鴻池一族と親戚関係にあった。さらに、鴻池一族は三井髙保を当
主とする三井家と親戚関係にあった。三井高保家とつながることが、大富
裕層中、
最も巨大なネットワークに連なることについては、本研究前号（2）
を参照していただきたい。
なお、採録者が女性でありながら、家に入った夫が現戸主となっている
事例を挙げておく。
8） 国勢院編『日本帝国人口静態統計 大正二年』（国勢院第一部、大正五年）、国
立国会図書館デジタルコレクション所収。前掲、増田・佐野論文（2）、263 頁。
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後閑菊野（女性）ごかん

きくの

位階・勲等・功級 從五位
爵位・身分・家柄 東京府士族
職業

東京女子高等師範學校教諭兼教授

生年月日

慶應二年九月九日（1866）

親名・続柄

後閑彌平治の三女

家族

夫
男
女

記述部分

女史は舊姫路藩士後閑彌平治の三女にして慶應二年九月九日を
以て生る明治十七年東京女子師範學校を卒業して育英の業に身
を委ね女流教育家として令名あり同二十八年女子高等師範學校
教諭に任じ正八位に叙せらる同四十四年同校教授兼任を命ぜら
れ大正元年十一月從五位に陞叙さる。
家族は前記の外四女延（明三四、一〇生）三男成雄（同三六、
八生）五女高子（同四〇、六生）あり。
次男秋世（同二一、八生）は兵庫縣士族塚本寧の養子となり二
女靜（同二五、九生）は東京府士族高木可養子鎌五郞に嫁せり。

政 安政四、正生、現戸主
春夫 明一九、三生
壽賀 明三一、一生

後閑菊野は明治期の女子高等専門教育を受け、文部省直轄の官立東京女
子高等師範學校教諭兼教授である。菊野は官吏の地位と安定した収入、そ
して社会的信用があったと考えられるが、現戸主は後閑家に入夫した政と
なっている。
さて、富裕層における女戸主が皆無に近い原因はどこにあったのであろう
か。女性の権利の制限に関する法律・慣習上の一般的な制度的制約と、家政、
資産管理、事業経営等にかかる富裕層に特有な状況など、様々な要因が考
えられる。富裕層に限らず社会全般において、女性の法的無能力と経済力
の無さを生み出していたのは、制度的要因であったことは言うまでもない。
本論では、法制度を通じて女性に対する差別が埋め込まれた社会を概観し、
富裕層において特に女戸主を不利とした要因を拾い出していきたい。
二

公権上の女性の無資格

本研究前号（2）で取りあげた地方大地主の家政の事例では、事実上輪
番制の地方議員職と選挙費用負担について言及した 9）。これはほんの一例
9） 前掲、増田・佐野論文（2）、241 頁。
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だが、富裕層が地域社会で果たすべき役割の中に、地方名望家として公権
上の権利と義務を果たすことが含まれていた。そこでまず、男性に付与さ
れていながら、女性には付与されていなかった公権を列挙する。出典は法
學博士・中村進午『法制上の女子』（清水書店、1925 年、255-259 頁）で
ある。中村は国際法の専門家で渋沢が開校を推進した東京商科大學の教授
であった。中村は後に同じく渋沢が開校を支援した日本女子大學でも講師
を務めている。
（引用文中の下線は筆者の注記である。以下同じ。）
「・女子は府縣會議員の選挙權、被選挙權を有せず（府縣制第六條）。
・女子は市又は町村の公民權を有せず（市制第九條、町村制第七條）。
・女子は市會議員の選挙權、被選挙權を有せず（市制第十四條、第
十八條）、市參與となることを得ず（市制第七十四條第三項）、區長
又は其代理者となることを得ず（市制第八十二條第二項）、市の常設
委員又は臨時委員となることを得ず（市制第八十三條第二項）。
・女子は町村の選擧に參與することを得ず又名譽職となることを得ず
（町村制第八絛）、町村會議員の選擧權、被選擧權を有せず（町村制
第十二絛、第十五絛）、町村長及町村の助役となることを得ず（町村
制第六十三絛第三項）、區長及其代理者となることを得ず（町村制第
六十八絛第二項）、町村の常設委員又は臨時委員となることを得ず（町
村制第六十九絛第二項）。
・女子は勅令を以て指定せられたる市に於ける區（法人である）に於
て選擧權、被選擧權を有せぬ（明治四十四年勅令第二百四十四號
市制第六絛ノ市ノ區ニ關スル件）。
・女子は辨護士となることを得ず（辨護士法第二絛第一號）。
・女子は公證人となることを得ず（公證人法第十二絛第一項第一號）。
・普通裁判所に於て裁判長は女子、兒童及相當なる衣服を着用せざる
者を法廷より退かしむることが出来る（裁判所構成法第百七絛）。
・女子は政治上の結社に加入することが出来ぬ、之に違背して加入した
る者又は加入せしめたる者は二十圓以下の罰金に處せらる（治安警察
法第五絛第五號、
第二十二絛）
。例へば政友會の會員になれぬのである。
・徴兵令の規定に依り女子は兵役義務を負はず、徴兵令第一絛に左の
規定がある。
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日本帝國臣民ニシテ滿十七歳ヨリ滿四十歳マテノ男子ハ總テ兵役ニ
服スルノ義務アルモノトス」
では、どのような公職であれば女性は就くことが許されていたのか。学
校教職員のほか、権利としては、農会、商工会議所の議員の選挙権、また
は所得税の調査委員程度であった 10）。
「所得税法第丗一絛
選擧區内に住居し前年第三種の所得税を納め其の年第廿五絛の申告を
爲したるものにして選擧人名簿に登錄せられたるものは調査委員及補
缺員を選擧し又は調査委員若は補缺員に選擧せらるゝことを得」
そもそも大日本帝国憲法には性差別条項はなかったが、憲法第 2 章「臣
民ノ権利義務」における法律の留保は、実社会に女性差別を埋め込む上で
有効に機能していた。女性の政治参加の禁止については、上記の下線部に
あるように、集會及政社法（明治 26 年法律第 14 号）第 6 条及び第 23 条
から、
治安警察法（明治 33 年法律第 36 号）第 5 条に継承された条項があっ
た。そもそも治安警察法制定の目的は、日清戦争後の労働運動、農民運動、
社会主義運動の取締りにあった。だが、それと並んで、女性の政治参加は
社会の安定と秩序を乱すものとされ、取締りの対象となっていた。女性に
権利を獲得、実現する手段を許さないことで、女性の無能力、無資格は固
定化されていたのである。
大日本帝国憲法
第二九絛

日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自

由ヲ有ス
集會及政社法
第六條 左ニ掲クル者ハ政談集會ニ會同シ若ハ其ノ發起人タルコトヲ得ス
一

現役及招集中ノ豫備後備ノ陸海軍軍人

10） 東京朝日新聞政治經濟部『朝日政治經濟叢書
1930 年、42-43 頁。
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二

警察官

三

官立公立私立學校ノ教員學生生徒

四

女子

五

未成年者

法律ヲ以テ組織シタル議會ノ議員選擧準備ノ爲ニ開ク所ノ集會ハ投票
ノ日ヨリ前五十日間ハ選擧權ヲ行フヘキ者及被選擧權ヲ有スル者ニ限
リ本條ノ制限ニ依ルヲ要セス
第二十三條

左ニ掲クル者ハ政社ニ加入スルコトヲ得ス

一

現役及招集中ノ豫備後備ノ陸海軍軍人

二

警察官

三

官立公立私立學校ノ教員學生生徒

四

女子

五

未成年者

六

公權剝奪及停止中ノ者

治安警察法
第五絛

左ニ掲クル者ハ政治上ノ結社ニ加入スルコトヲ得ス

一

現役及召集中ノ豫備後備ノ陸海軍軍人

二

警察官

三

神官神職僧侶其ノ他諸宗教師

四

官立公立私立學校ノ教員學生生徒

五

女子

六

未成年者

七

公權剝奪及停止中ノ者

女子及未成年者ハ公衆ヲ會同スル政談集會ニ會同シ若ハ其發起人タル
コトヲ得ス
公權剝奪及停止中ノ者ハ公衆ヲ會同スル政談集會ノ發起人タルコトヲ
得ス
ところで、実業界で女子高等教育の推進論者であった渋沢栄一は、ある
講話において、教育の平等化と女性の社会進出・労働力化という変化をふ
まえ、次のように女子教育の必要性を述べていた。
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「三井・岩崎の子息と雖も、其の隣家の八百屋の子息と比して教育が左
まで違はぬことになつた。女子教育の如きは別けても発達したもので昔
の女子は富貴の家では深窓の佳人なぞというて、成る可く社会へは出な
い方であつたが、今日では女子にもそれ相応に社会的の仕事が出来、教
師とか医師とか事務員とかいふやうに男子に対抗して働くことになつ
た。これも偏に教育の普及に依る所の賜ではないか。その他一般社会の
交際の如きも教育ある人々の交だから、昔に比して品格もよくなり礼儀
も正しくなった。尤も稍 〻（女子はー筆者注）厚顔になつたといふ傾
はあるらしいので、これを昔の遠慮深かつた時代に比すれば、或る場合
には嫌ふべきものもあるが、概して弊害より利益の方が多く、それ等の
例証は殆ど枚挙に遑なき程である。」（「社会」、12 頁。）11）
平等をうたいつつも、渋沢が推進した女子教育の高等化、専門化は、富
裕層の「令嬢」教育というカテゴリーを逆に固定化するものでもあった。
この問題については、次章で詳述する。
また、渋沢は学問を学ぶ女性が政治運動を行うことについて、嫌悪感を
示していた。次の彼の講話は、女性の政治参加が、社会の安定と秩序を乱
すとした集會及政社法、治安警察法につながるものであったことを教えて
くれている。
「併し乍ら此の学問といふことも、女の方は男が物を知つたと同じやう
には有り度くない。男子でも物知り顔するは人に嫌はるゝものであるが、
併し男子は時として引込思案なのを嫌ふ場合があつて、必要上出過ぎる
位にしなければならぬこともある。けれども女子はそれと全く反対に、
知りつゝも成る可く知らぬ振して居る方が却つて奥床しい。其の婦人の
親類のものや子供等には智識ある人と知られ判断力が強い人と知られて
も、世間にそれを自ら吹聴するやうな性格の婦人は望ましいものではな
い。殊に英国あたりの婦人のやうに、議院に押しかけて参政権を与へよ
と絶叫するやうなことは、日本の婦人としては真平御免を蒙り度いもの
である。けれども慎ましやかの中に充分学問あり智識あるといふのは大
11） 渋沢青渊記念財団竜門社『渋沢栄一伝記資料
1968 年。
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に歓迎する所で、家庭を主宰してゆく上に、又子供を教育してゆく上に
今後の婦人としては是非共左様なくてはならぬことである。」12）
三

民法上の女性の無能力

女性は、民法上の家族制度において、未成年者の時期は無能力者であり、
20 歳で成年になると能力者になり、結婚し妻（「婦」）となると無能力者
となり、離婚すると能力者に戻った。きわめて複雑で不安定な立場に置か
れていた。本節では、女戸主の問題を検討するにあたり、次章の主題にも
つながる妻の無能力について、まず概観しておく。
成人であるにもかかわらず妻が無能力者とされて、不平等な扱いを受け
た最大の不利益は、夫が妻の財産を管理し、使用し、収益を得る権利を有
していたことであった。夫が妻の財産管理ができないときに、初めて妻は
自分の財産を管理することができた。民法第 802 条では、夫が妻の財産を
借財、譲渡、担保のために使う場合には、妻の承諾を必要としていた。だ
が、その場合でも、管理目的で夫が処分する場合は、妻は異議を言うこと
ができなかった。なお、夫の管理権の濫用や妻を害する行為あるときなど
の場合、裁判所に請求し、裁判所が認めた場合に限り、妻は自己の財産を
管理することができた 13）。
「民法
・第八百一絛
夫ハ妻ノ財産ヲ管理ス
夫ガ妻ノ財産ヲ管理スルコト能ハザルトキハ妻自ラ之ヲ管理ス
・第八百二絛
夫ガ妻ノ爲ニ借財ヲ爲シ、妻ノ財産ヲ譲渡シ、之ヲ擔保ニ供シ、又
ハ第六百二絛ノ問題ヲ越エテ、其ノ賃貸ヲ爲スニハ妻ノ承諾ヲ得ル
コトヲ要ス
但管理ノ目的ヲ以テ果實ヲ處分スルハ此限ニ在ラス」

12） 同前、「理想の妻たる資格」、140 頁。
13） 東京朝日新聞政治經濟部『朝日政治經濟叢書
1930 年、56-58 頁。
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ではなぜ、民法は夫に妻の全財産を管理し、使用し、収益を得る権利を
与えていたのであろうか。法学博士・中村進午の解説を紹介する 14）。
「財産を有する婦は自ら之を處理、利用するの方法を知らざること多く、
而して夫は婦に比して巧に財産を處理、利用するの方法を知ること比較
的に多いものである、此理由に因り婦の財産の管理、使用、収益を夫に
委し而も婦の財産を浪費せしめざらしむる爲め夫婦をして各々特有の財
産を有せしむるのである、此主義は極めて便利であるが強て缺點を舉ぐ
れば婦が多額の財産を有するとき其元本より生ずる果實を夫の爲に儘く
使用せらるるが如き弊あることである。」
浪費や借財による家計の破綻は、夫婦双方によって引き起こされる可能
性がある以上、どちらか一方にだけ財産管理権を委ねればかえってリスク
は高まるはずである。にもかかわらず、後段の下線部に記載されているよ
うに、夫の浪費、権利の乱用等には目をつむり、妻を無能力化し、無知な
妻と有能な夫の関係を前提に、強い夫権が設定されていた。ただし、財産
の管理と所有は別であったため、夫婦関係が離婚により解除されれば、女
性は権利を回復できた。そのため、婚姻以前から有した夫婦各自の財産や、
自己の労力により得た財産は、特別に夫婦各自が所有する財産として区分
され、各自の権利の回復を可能にしていたのである。
果たして自己の労力により財産を得る機会が妻にあるのか、という問題
であるが、妻の無能力について例外があった。妻は、
「一種又ハ數種ノ營
業ヲ許サレタルハ妻ハ其營業ニ關シテハ独立人ト同一ノ能力ヲ有ス」（民
法第十五絛）とされていた。また、会社の無限責任社員となることを許さ
れた妻は、
その会社の業務に関しては有能力者と見なされた（商法第六條）。
ただし、「婦が商業を營むときは登記を爲すことを要す」（商法第五絛）と
定められており、
妻が登記を行うについては夫の許可が必要とされるなど、
妻単独では行えなかった 15）。
妻の能力の制限は、夫権が完全に行われるようにするためであった。結
果的に、妻は夫に従わざるをえず、家に縛り付けられることとなった。換
14） 中村進午『法制上の女子』清水書店，1925 年、83 頁。
15） 同前、72-75 頁。

192

近代日本の『人事興信録』（人事興信所）の研究（3）（増田・佐野）

言すると、
家制度の存続には、妻の無能力化と夫への服従関係が必要であっ
たということになろう。
「若し夫權が充分に行はれなければ之が爲に夫婦間の關係が疎遠となり
一家の平和が保たれなくなる、又婦が夫と均しく或は夫に何等の斷りな
しに何事をも爲し得べしとすれば夫婦は勝手次第に一家の事を處理する
こととなり其間に衝突を來すの恐れがある、是れ婦の能力を制限し夫の
許可を得ざれば或定りたる行爲を爲すことが出来ぬとの規定を設くる必
要のある所以である。」16）
次に女戸主の問題についてであるが、まず戸主制度について概観してお
く。戸主権とは、戸主の身分に基づく権利義務の総称であった。主なもの
は次の 3 点であった。これ以外には、家族の分家及び廃絶家再興に関する
同意権、入籍転籍に関する同意権、家族の禁治産の宣告取消の請求権、家
族の後見人、保佐人となる権利、その他親族会に関する権利義務等があっ
た 17）。
「イ

戸主の扶養の義務、戸主は家族に對して扶養義務を負擔する。

ロ

居所指定權、戸主は家族に對して居所を指定する権利がある。

ハ

家族の婚姻又は養子緣組に同意を與ふる權利。」

戸主は家族に対して扶養の義務を負担したが、これにより家族は家族生
活を利益とし、また戸主はこれにより家族を統括することができた 18）。家
族の義務は戸主の家族に対する権利に対応していた。家族が戸主の意に反
した場合は、扶養される権利を失い、戸主は扶養の義務を免れることにな
る。しかしながら、古代から封建社会まで存続した家産制度は廃止され、
家族の財産が戸主の所有物となるといった絶対的な戸主権は存在していな
かった。
その結果、戸主は重い義務を果たすための収入が独自に必要となっ
16） 同前、74 頁。
17） 中島玉吉『親族相續法改造論』、大鐙閣、1927 年、26-35 頁。
18） 同前、26 頁。
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た 19）。さらに、現行民法は、個々の家族に自己の特有財産を認めており、
家族は財産を自己の名において個別に取得し、使用し、収益を得、処分す
ることができた（特有財産、別産主義）
。戸主は家族の財産の使用権、収
益権を持たず、売買典質についても戸主の同意は不要であった。
家産の伴わない戸主制度は、家制度を維持する保障にはならなかった。
実際には、戸主が妻の財産を管理する夫権を有し、未成年の子（無能力者）
に対して親権を有することで、一家の財産を支配し、家族を統括していた
のであった 20）つまり、家族制度においては、男性の戸主の場合、戸主権・
夫権・親権の三つの権利が揃うことにより、家族を扶養し、規律・統制を
行っていたと考えられる。
さて、女戸主についてであるが、婚姻中の費用負担は男性の戸主と同じ
く女戸主の負担とされた。しかし、女戸主は家に入る夫（「入夫」）の財産
を管理する権利を有しなかった（民法第 801 条第 1 項）
。財産管理能力に
ついて、女は男より劣り、男は女より優れている、と考えられていたから
である 21）。女戸主の家に入った夫は無能力者にはならなかったのである。
また、女戸主の場合、入夫と婚姻すれば女戸主を止めて、入夫が新たに戸
主となるのが原則であった。ただし、入夫と女戸主との間で、入夫を戸主
にせず、女戸主にしておくという特別の合意があれば入夫は戸主とならな
かった 22）。
また、
「女戸主は家政に堪へざること多し見たること、女戸主が婚姻し
て他家に入ることを妨げぬ様にすること」という、二つの理由で、女戸主
は年齢にかかわらず隠居することができた。ただし、夫の同意を必要とし、
夫は正当な理由なしに拒否できないとされていた。なお、隠居が許される
のは、男性の戸主の場合、60 歳以上と規定されていた 23）。
男性の戸主が、原則として戸主権、夫権、親権等の権利を行使しえたの
に対し、女性については、戸主権と親権についても制限を受けていた。女
性の無能力に共通する理由は次のように説明されていた。

19） 同前、27 頁。
20） 同前、25 頁。
21） 前掲、『法制上の女子』84-85 頁。
22） 同前、25 頁。
23） 同前、34-35、38-39 頁。
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「母は父に比して力の缺乏するものなりと考へられ父の行ふ親權の範圍
が廣きに拘らず母が親權を行ふ場合には幾多の制限を受けて居る、即ち
母は獨力を以て子の行爲を代表し又は獨力を以て子の行爲に同意を爲す
ことを得ずして親族會の同意を得ねばならぬ」24）
「後見人の辭任を許可せざるを原則とすれども女子は例外である何とな
れば女子中には其性質財産の管理に不適當なる者があり又は妊娠中にし
て管理の出來ぬことがあり或は何時他家に嫁するや不明なることがある
か ら で あ つ て 猶 ほ 女 戸 主 に 年 齢 に 拘 ら ず 隠 居 を 許 す こ と（ 民 法 第
七百五十五絛）。親權を行ふ母の財産管理權を辭するを許すこと（民法
第八百九十九絛）。の如く同一の理由に出たるものである（民法第
九百七絛）
。
」25）
『人事興信録』
（大正四）の採録者の女戸主（元含む）中、4 名の家の状
況について、同書の記述により確認しておく。下線は筆者の注記である。
鹿島乃婦と鹿島チヨの 2 名は、苗字帯刀を許された酒問屋を家業とする鹿
島家の一族であった。チヨは夫の死亡、乃婦（のぶ）は夫の隠居により家
督を継いだ。女性が戸主として商業をする限りにおいては、無能力の例外
となるため、鹿島一族では女戸主を選択していたと考えられる。富岡久の
場合は、
家督を継ぎ女戸主となったが、婚姻により入夫が現在の戸主となっ
ている。ただし、久は夫に家督を譲ったが、富岡銀行主としての地位は維
持している。加賀美茂子は夫の死亡により家督を相続した。
「・鹿島チヨ
女は東京府平民鹿島慶助の長女にして慶應元年一月三日を以て生れ
明治四十一年十月夫利右衛門死亡に因り家督を相續す鹿島中店と稱
し累代清酒問屋にして酩酒白鶴の販賣元として其名を知らる。
・鹿島乃婦
東京府平民鹿島清兵衛の長女にして慶應三年九月十七日を以て生れ
夫清兵衛隱居に因り明治二十九年三月家督を相續す鹿島本店と稱し
24） 同前、156 頁。
25） 同前、159 頁。
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酒問屋業を營み酩酒櫻正宗の販賣元として其名を知らる。
・富岡久
大阪府平民朝田喜三郞の長女にして明治十二年二月二十八日を以て
生る同二十二年三月當家に入り同三十四年十一月家督を夫久右衞門
に讓る現に富岡銀行々主として其任に在り。
・加賀美繁子
侯爵佐々木高行の二女にして侯爵佐々木行忠の叔母なり安政五年三
月三日土佐國高知に生れ明治四十年四月亡夫光賢の後を享け家督を
相續す幼時母に從ひて上京し竹橋女學校に遊び傍ら米國人「フルベ
ツキ」に就きて英學を修む後貴族院議員兒玉淳一郞に嫁せしも故あ
りて離婚し前名靜衞を靜子と改む時偶久宮靜子内親王殿下の御隆誕
に遭ひ憚りて更に繁子と改名す明治十七年時の宮中顧問官海軍軍醫
總監正四位勳三等加賀美光賢に再嫁す同二十二年常宮昌子内親王殿
下御養育の任に當り翌二十三年更に周宮房子内親王殿下御養育掛仰
付らる同四十年改めて常宮周宮御用掛被仰付奏任の待遇を賜ふ同
四十一年四月功に依り勳四等寳冠章を賜ひ宮内省御用掛竹田宮御用
取扱仰付られ大正二年一月正五位に叙せらる宮中に於ける功勞煌と
して沒すべからず。」
法制度上の様々な規定により、無資格、無能力とされた女性・妻が戸主
となることで男性よりも不利、不都合が生じることは容易に予測できた。
夫が夫権と親権でそれをカバーするなど、その家族、一族の慣習や特段の
事情がない限り、
通常は男性を戸主とする選択が行われることになる。『人
事興信録』
（大正四）を見ると、養子制度が多用されていたことがよくわ
かる。採録者の家族（1 万 3917 家）に限って見ても「養子」の記述は
4339 名について存在していた。養子制度の活用は、家を存続させかつ女
戸主を回避する方法として有効であったと考えられる 26）。

26） 前掲、増田・佐野「近代日本の『人事興信録』（人事興信所」）の研究（2）」
259-260 頁。大富裕層の新興実業家が養子制度、分家制度を使って忠誠心を持つ
有能な人材を登用し、事業経営を行っていたことを紹介した。
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四

家の経済基盤としての会社

戸主が家族に負う扶養義務は、当然のことながら戸主が恒常的に収入を
得ることで賄われた。『人事興信録』（大正四）の採録者の家族の人数の総
数は 8 万 2863 人、一家族あたり平均すると約 6 人となる 27）。各家の戸主は
平均 6 人を扶養する義務を負っていたと推定できる。他方、『人事興信録』
の採録者の職業を見ると、株式会社数は 1 万 3745 社、合資会社は 666 社、
合名会社 541 社、相互会社 38 社で、総計すると 1 万 4990 社であった（い
ずれも延数）
。全 1 万 3917 採録者中、採録者が会社員である者は、8041
人で、57.8％を占めていた。女性の採録者で会社の社員であるのは 1 名、
玉置すみ（合名會社玉置商店代表社員）だけであるので、会社員はほぼ全
員男性とみなしてよいだろう。採録者は必ずしも戸主とは限らないが、家
の財政基盤の少なくともその一部は、会社から得られる収入と推定できる。
大正初期の『人事興信録』（大正四）の富裕層では、六割近くが会社員で
あることから、それらの会社が、その社員の家族を養うという経済的構造
が形成されていたと考えられる。そこで、複数の会社の社長、取締役を兼
ねる実業家や多額納税者クラスの大富裕層ではなく、45 歳から 55 歳まで
の会社の幹部社員とその家族のケースの状況を次に示す。なお、各表の税
額項目・所得税額については、
『日本紳士録』（第 19 版、大正三年、交詢社）
を参照している。
・池田正夫は、橫濱火災海上運送信用保險株式會社仙臺支店長で、池田
家の戸主、子供 6 名の父親であり、扶養家族は妻子を合わせて 7 名である。
・井上金次郎は、東京モスリン紡績株式會社專務取締役で、井上家の戸
主、子供 5 名の父親であり、扶養家族は養母と妻子を合わせて 7 名である。
・大石廣吉は、三菱合資會社營業部副長で、大石家の戸主、子供 4 名の
父親であり、扶養家族は妻子合わせて 5 名である。
池田正夫（男性）
位階・勲等・功級
爵位・身分・家柄 福島縣平民
職業

橫濱火災海上運送信用保險株式會社仙臺支店長

生年月日

萬延元年一月七日（1860）

27） 佐野の集計による。
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親名・続柄
家族

妻
男

たみ
直夫

明一四、一生、廣島縣人内田雄吉養母
明四二、一二生

記述部分

君は福島縣人池田膀藏の弟にして萬延元年一月七日を以て生
れ。明治三十八年五月分れて一家を創立す。現時、橫濱火災海
上運送信用保險株式會社仙臺支店長たり。
家族は尚長女春子（明三六、二生）二女政代（同三九、五生）
三女松子（同四一、一生）二男潔（同四五、二生）四女靜子（大
三、一生）あり。

井上金次郞（男性）
位階・勲等・功級
爵位・身分・家柄 東京府平民
職業

東京モスリン紡績株式會社專務取締役

生年月日

明治三年六月十七日（1870）

親名・続柄

奥田喜兵衞の長男

家族

養母 キミ 嘉永二、四生、京都、平、今原惣次郞長女
妻 梅子 明一二、三生、東京、平、前田青莎妹
男 益太郞 明三二、一〇生

記述部分

君は京都府平民奥田喜兵衞の長男にして明治三年六月十七日を
以て生れ同十二年二月先代益孝の養子となり、四十二年六月養
父死亡に因り家督を相續す。夙に實業界に入り現今東京モスリ
ン紡績株式會社專務取締役たり。
家族は前記の外二男孝治郞（明三四、一一生）三男弘夫（同
三七、五生）五男信夫（同四一、一一生）長女照佐同四四、五生）
あり。

税額

63 円

所得税

大石廣吉（男性）
位階・勲等・功級
爵位・身分・家柄 東京府平民
職業

三菱合資會社營業部副長

生年月日

明治六年八月三十一日（1873）

親名・続柄

大石民十郞の長男

家族

妻
男
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琢平

明一二、一生、東京、平、富岡喜代松養子
明四〇、一〇生
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記述部分

君は東京府平民大石民十郞の長男にして明治六年八月三十一日
を以て生れ同三十年十一月分家して一家を創立す。同三十一年
七月帝國大學法科大學を卒業して法學士の稱號を得。夙に三菱
合資會社に入り現に營業部副長たり。
家族は前記の外長女佐多（明三五、八生）二男建吉（同四五、
三生）三男松三（大二、三生）あり。

税額

104 円

所得税

第二章
一

渋沢栄一と福沢諭吉の女性観

エリート女子高等教育

本章は、男性に比べ女性の権利を大幅に制限した法制度の下で、現実の
産業化、富裕化する社会で女性はどのように認識されていたのかという問
題を検討する。実業界、言論界、教育界に大きな影響力を有した渋沢栄一
と福沢諭吉の家庭観、女性観を取り上げる。渋沢栄一については、彼の講
話集から、主に、
「理想的の妻たる資格」、
「処女の覚悟」、
「婚姻と男女交際」、
「家庭」の四つを 28）、福沢については、
「女大学評論」と「新女大学」を取
り上げる 29）。
渋沢は、産業社会における女子の社会進出、労働力化の必要性から来る
女子教育の必要性を次のように述べていた。
「人類社会に於て男子が重んずべきものとすれば、女子も矢張社会を組
織する上に其の一半の責任を負うて立つ者だから、男子同様重んずべき
ものではなからうか。既に支那の先哲も「男女室に居るは人の大倫なり」
と云ふてある。言ふ迄も無く女子も社会の一員、国家の一分子である。
果して然らば女子に対する来旧の侮蔑的観念を除却し女子も男子同様国
民としての才能、智徳を与へ、俱に共に相助けて事を為さしめたならば、
従来五千万の国民中二千五百万人しか用を為さなかつたものが、更に
二千五百万人を活用せしめることとなるのではないか。これ大に婦人教
育を起さねばならぬという根源論で、今や日を追うて女子教育の盛大に
なつて行くのも、全く此処に起因することと思ふ。斯く観じ来れば、女
28） 前掲、『渋沢栄一伝記資料別巻第六 談話（二）』132-150 頁。
29） 福沢諭吉『女大学評論・新女大学』 講談社現代文庫、2001 年。
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子教育の必要なることは䈼々として明かなる理由がある。故に余は彼の
女子教育不必要論者に左袒することが出来ぬと共に、大に女子教育必要
論を絶叫せんと欲する者である。」30）
だが、実際に渋沢が推進した女子高等教育は、富裕層におけるエリート
の女子教育であった。渋沢は次のように述べていた。
「女子の選り抜きが女子大学へ入学すればよいので、それ等の条件の具
備せぬ者が大学までやり度いといふのは考へものであらう。余は詰り一
般の女子に女子大学へ這入れと勧めるのではない。唯女子大学不必要論
者の為に女子大学の必要なる所以を説いたのである。一般家庭の主婦と
しては高等女学校程度で足ることと考へる。」31）
「尤も婦人の教育というても、勿論其の境遇、能力、資力等に相応した程
度を計つてやることは言ふまでもないことである。極端な例を挙ぐれば車
夫の妻が女子大学を卒業して居ても、それだけ努力した効果はないとい
ふ様に、総て教育も身分地位に相当した所に於てするがよいのである。
」32）
ここで、女子のエリート教育の状況について、
『人事興信録』
（大正四）
の採録者及びその家族のデータから確認しておく。採録者の家族で公・私
立の高等女学校に卒業、出身、在学中の女性数は、280 名であった。家と
しては、223 家であった。
高等女学校より上級の専門科のある学校のうち、明治期の私立学校につ
いては下記の表に掲載した 33）。
渋沢が開校を支援した私立日本女子大学校の卒業、出身、在学中の者の
合計は 7 名であった。女性に対し門戸が開かれ教育専門職を養成する、文
部省直轄の官立女子高等師範学校（1890 年創設、1908 年（明治四一）に
30） 渋沢「女子高等教育論」
、前掲書 135 頁。
31） 渋沢「女子教育の本領」
、同前書 137 頁。
32） 渋沢「理想的の妻たる資格」
、同前書 140 頁。
33）『朝日政治經濟叢書 婦人參政權の話』
（朝日新聞社、1930 年）、38 頁及び文部
大臣官房文書課編纂『日本帝国文部省第三十六年報 自明治四十一年至明治
四十二年』上巻（中谷商店、1911 年、国立国会図書館デジタルコレクション所収）、
を参照した。
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東京女子高等師範学校へと改称）の卒業、出身、在学中の者の合計は 10
名であった。
なお、文部省直轄の官立専門学校中、唯一の共学であった東京音楽学校
の出身者は 1 名であった。概算であるが、『人事興信録』（大正四）の採録
者及びその家族における女性は 4 万 7056 名であることから、女子高等学
校以上の高等教育を受けていた女性 303 名は 0.64％でしかなかった。高等
教育は、『人事興信録』の世界における富裕層の女性の 1％に達していな
かったのである。
専門学校

創立年次

人事興信録（大正四）採録者の家族

私立女子英學塾

1900 年
橫尾孝之亮の娘・静子、在学
（明治三三）

私立日本女子大學校

1901 年
神田䌔藏の妻・さは、出身
（明治三四） 山地元彦・男爵の妻・文子、卒業
小池靖一の長男・惠吉の妻・ふく、出身
三井高修の娘・美佐雄、在学
三浦盛德の娘・キク、卒業
三澤延吉の娘・ヒサ、在学
菅沼五郞の娘・小波、出身

（同上附属高等女學校）

同上

大窪正の娘・美子、在学
吉田銀三郞初枝、在学
小池靖一の娘・柳、出身
同細波、在学
遠藤忠次の娘・福、出身
阿由葉鎗三郞娘・ヱイ、出身
菊島生宜の娘・とき子、在学
同孫やゑ、在学
山口莊吉の長女・初枝、出身

私立青山女學院英文専門科 1904 年
なし
（明治三九）
私立神戸女學院専門部

1909 年
左近司六藏の妻・ふさ子、出身
（明治四二） 末正繁太郞の妻・てる、出身

私立同志社女學校専門學校 1912 年
山本辰六郞娘・花、卒業
（明治四五）

最後に、なぜ共学ではなく、女子だけの高等教育、専門教育の推進なの
か、という点について言及しておく。男女共学への拒否感について、1909
年（明治四二）に実業団の一員として渋沢が訪米した時の経験を紹介する。
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「当時自分が此の男女混学に対して真先に抱いた疑問は、第一に品行問題、
第二に体質の関係如何といふことであつたが、各地とも皆一様に其の心
配はないと云ふて居た。
・・・・・・・・餅があれば喰ひ度い、金があれ
ば他人から預つたものでも使ひ度いと思ふのが、凡庸の人なら当然であ
る。況や妙齢の男女を混合させて置くことに於ては、其の弊は甚しい所
までゆきはせぬだろうかといふ意見であつたが、米国の教育家は口を揃
へて左様でないことを弁じ、旧来の習慣として男女混合するとも彼等は何
等の異つた感情も抱いて居らぬといひ、而して若し男からでも不心得なこ
とを云ひ寄らうものなら、女が相手にせぬのみか其の男は却て社会から蔑
視される様になるから、男も左様な事を敢て言出す者がないとの答であ
つた。併し自分は此の弁明を絶対的に信ずることは出来なかつた。
」34）
二 「良妻賢母」の要件
富裕層における女性の教育で、渋沢は何を規範とすべきかという問題に
ついて、次のように述べていた。貝原益軒「女大学」と福沢諭吉「新女大
学」の中庸をとればよいというのが彼の見解であった。
「余が理想とする所を述ぶれば、貞淑、優美、緻密、嫺雅等東洋流の婦
人の特色はこれを貝原氏の「女大学」式に学び、智能の啓発はこれを福
沢氏の「新女大学」式に則つたならば、恐らく過無きに庶幾いであらう。
今両者を批評すれば「女大学」は智の方面に欠くる所があるし、
「新女
大学」は忠孝節義に足らぬ節が見える。両者共に婦人の行ひに於て必要
なる点はあらうが、今日の新時代に適合した真正の婦道には添はぬ様に
思はれる。仮令婦人とても一個の人として社会に処する以上、個人主義
を以て其の標準とすることは出来ぬもので、国家あり、社会あり家族あ
ることを認めてかゝらねばならぬ。して見れば此等両「大学」は現代婦
人を教訓する上に於て互に幾分の欠点があるから、此の両者の長を学び
短を捨て、其の中庸を採つてこれを婦道の目標とするならば、極めて穏
当なるものが出来ようと思う。而してそれに依つて養はれた婦人が、理
35）
想の妻として恥しからぬ者で、
軈て賢母といふことが出来るのである。
」

34） 渋沢「婚姻と男女交際」
、同前書 145-146 頁。
35） 渋沢「理想的の妻たる資格」
、141 頁。
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渋沢は智能偏重として福沢の「新女大学」を批判しているが、実は、福
沢の「新女大学」はむしろ、渋沢の女性観、家庭観と共通する点が多く、
実質的にはほとんど対立する点は無かった。両者に共通していたのは、若
い女性の言行についての細かい注文、良妻賢母の条件、女性の学問につい
て性差による限定を行っていた点であった。渋沢の「良妻賢母」の容姿、
智識、貞淑、緻密、優美といった諸条件については、見事に一致しており、
それを基礎に、理想の女性像、教育のあり方の鋳型が作られていた。以下、
順に見ていくこととする。
まず、渋沢が規範とする「良妻賢母」の要件は、次のように説明されて
いた。
「人の妻たる婦人に向つて希望する所の理想を一言にして尽くせば「良
妻賢母」といふことに帰着する。然らば何をか良妻といひ賢母といふ
か。
・・・・・・・・・茲に予が理想とする良妻賢母に必須なる条件を
挙ぐれば、第一婦人たるに背かざる容姿あることは言ふまでもないが、
更に智識あること、貞淑なること、緻密なること、優美なること、嫺雅
なること等の諸条件を欠いてはならぬ。容姿は殆ど先天的なもので、持
つて生まれたまゝを修養に依つて彼れ此れ変ずることは出来ないが、併
し美醜好悪の如何に拘らず、女らしい、婦人たるに背かぬ容姿を持続す
ることは、或る程度迄其の人の心掛け如何にあることと思ふ。所謂「婦
人のたしなみ」といふが如きことは、容姿を保つ上に引かれた言葉であ
らうと思ふ。
「形は如何でもよい、心さへ立派ならば」とは能く云ふ口
であるが、女と生れながら容姿といふ点に心を用ひず、男だか女だか分
らないやうな風をして居るならば、仮令如何に心は立派でも、矢張変形
の女子たることは免れない。心の立派であると同時に、外形にも出来る
程度に意を用ひることは、女子として閑却すべからざる問題である。
」36）
渋沢と福沢に違いがあるとすると、渋沢が、天皇制家族国家の中に家族
を位置づけ、忠孝を国家と家族の規律とし、構成員への統制の手段として
いた点であった。その点を確認しておく。
36） 渋沢「理想的の妻たる資格」、同前書、139-140 頁。
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「国家の小分子たる家庭が理想的であるならば、其の国家も亦理想的で
あらねばならぬ道理だ。然らば家庭に取つて何事が主となるべきであら
うかといへば、・・・・・・・余の如きは更に一歩進んで、各自の家庭
に忠孝の志を厚うし度いと希望する。一例を挙ぐれば、若し近代的の風
潮に走り過ぎ、社会に立つて働ける人を家庭で養成することを主眼とし
て、一途に左様ばかり仕込んだならば、智の働きある人が出来て社会に
生存する上には好結果を得るであらうが、緊要な精神の方が疎かにされ
て仕舞ふ。
・・・・・・・・・・・・・さて理想的家庭を組織するには、
抑〻何事を原則としてゆけば宜しいかといふに、我が国の如き族籍を重
んじ子々相伝を以て一家を形成しつゝある国柄では、その家の子たるも
のが忠実、勉強を其の心として、一家内の円満を図る様にしてゆくこと
が最も其の旨意に適つたことであらうと思ふ。而して此の根本思想は君
に対しては忠義となり、長者に対しては孝悌を欠かぬといふ所に帰着す
る。
・・・・・・・・・・・一家に於ける主人は多く外に働いて、家に
は不在勝のものであるから、若し規律が厳格に立つて居らぬ家庭では、
留守を預る妻君に一家の処裁が出来ないやうになつて仕舞はぬとも限ら
ない。故に主人たるものはこの点に呉々も注意し、慈愛の心を以て家族
を率ゐると共に、厳乎たる規律を定めて置くことに心掛けることが肝要
である。
」37）
天皇に対して忠義を尽くし、親の世代などの年長者に対しては孝悌を尽
くす、
教育勅語における家族国家観である。家族国家観における女性は「良
妻賢母」となり、他方、外で働く家の「主人」は、慈愛を以て家族を規律
し、率いていくべきであるというのが、渋沢の理想の家庭であったといえ
よう。
三

女子の欠点の矯正

渋沢は「良妻賢母」になる準備の時期を、「処女の時代」と名付け、「処
女時代は良妻賢母の準備時代である。修養時代である。」と説いていた 38）。
この「処女」とは、
「未婚で家に居る女」という意味である。注意すべきは、
37） 渋沢「家庭」
、同前書、147-149 頁。
38） 渋沢「処女の覚悟」
、同前書、141 頁。
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この修養は、「良妻賢母」の諸条件である容姿、智識、貞淑、緻密、優美
さを養うためというよりも、
「処女」の欠点を矯正するためのものであっ
たことである。「処女」の欠点とは何か、リアルな描写を以て次のように
説明されていた。
「少しく心を傷ませることであれば小説を読んでも泣くとか、気に入ら
ぬことがあれば一言の小言にも立腹する。左様いふ心は総べて処女の特
色といつてよい位である。故に何等か誘惑に逢へば、忽ち意志の力を失
うてそれに走るやうなことがないとも限らない。恋の為に一生を過つた
とか虚栄心の為に方向を踏み違へたといふのは、此の誘惑に打克つ力の
乏しいところに起こる結果である。斯くの如く誘惑は総て感情に乗じて
来るものであるから、これを防ぐには意志を強固に持ち、常にこれに打
克つやうにして置くことが緊要である。」39）
「世間の処女の通有的の性癖は兎角引込思案である。それは相応に世慣
れた婦人、或は細君達にもまゝ見受けることだが、斯の如き点も亦務め
て処女時代から矯正する様に心がけねば、長じて人の妻となり世に立つ
様になつても、相変わらず幼児の習慣は抜けぬものである。例へば人を
見れば無闇と縮んで仕舞ひ、口に出し度いことも思ふ様に言はれない。
身のこなしが厭に固苦しくなる。一例を言へば卒業証書の授与式に臨み
て之を受くるにも屠所の羊の如き有様をする様なのがあるが、斯ういふ
態度は別段悪いといふのではないけれども、処女としては愛嬌に乏しく
なるから、成る可く左様いふ癖に陥らぬやうに仕度いものである。併し
またそれと反対に、所謂お転婆の性質で、人を人とも心得ず、思ふまま
を多弁に口へ出し、立居振舞も優美嫺雅を欠いて、常に出過ぎるといふ
やうなのでも困る。それでは人をして厭悪の情を起させる恐がある。お
転婆を誡むれば固くなり、活潑にせよといへば燥ぎ過ぎるといふやうで
なく、居常に其の中庸を取つて、総べてに穏当なる振る舞いをするやう
に支度いものである。女子は何事に依らず中和を得難いものと見え、極
端から極端に走るやうな風があるものだが、これは未だ世に立たぬ処女
39） 渋沢「処女の覚悟」、同前書、142 頁。
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時代から務めて直す様に心掛けることが必要である。先哲の言葉にも「女
子と小人とは養ひ難し、これを近づくれば不遜、これを遠ざくれば怨む」
といふことがある。」40）
このように、
「処女」の欠点として挙げられているのは、感情が高ぶり
やすく、誘惑に負けやすいこと、振る舞いが引っ込み思案で愛嬌に乏しい
こと、反対にお転婆で出過ぎるために他人に嫌悪感を与えるおそれがある
こと、などであった。修養すべきことは、意志を強固に保ち、感情に左右
されず、誘惑に打ち勝てるようになること、振る舞いは引っ込み思案でも
なく、出しゃばりでもなく、常に中庸で穏当な言動ができるようになるこ
と、であった。分をわきまえた賢夫人になるよう、若い女性たちを矯正す
ることが教育とされたのである。
四

女性の学問の限定

周知のように福沢諭吉は学問の自由を啓蒙してきた。だが女性に対して
は、学問を限定していたのである。その限定とは、前述の渋沢の「良妻賢
母」の条件である優美で気品ある振る舞い、言動ができなければならない、
という規範に基づくものであった。そこで本節では、渋沢と福沢に共通し
ていた、
「良妻賢母」を基礎とする女性の学問の限定について検討するこ
ととする。
まず福沢の「良妻賢母」の規範から女性の学問は逸脱すべきでない、と
いう主張を紹介する。彼は、貝原益軒の「女大学」の次の一条に賛同し、
女性の学問を論じていた。
「一

人の妻と成ては其家を能く保つべし。妻の行い悪敷（あしく）放

埓なれば家を破る。万事検（つづまやか）にして費（ついえ）を作（な
す）べからず。衣服飲食抔も身の分限に随ひ用ひて奢（おごる）こと勿
れ。
」41）

40） 渋沢「処女の覚悟」
、同前書、142-143 頁。
41） 福沢諭吉「女大学評論」
『女大学評論・新女大学論』講談社学術文庫、2001 年、
60 頁。
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「今日人事繁多の世の中に一家を保たんとするには、仮令い直に家業経
営の衝に当らざるも、其営業渡世法の大体を心得て家計の方針を明にし
其真面目を知るは、家の貧富貴賤を問わず婦人の身に必要の事なりと知
る可し。是が為めには娘の時より読み書き双露盤の稽古は勿論、経済法
の大略を学び、法律なども一通り人の話を聞て合点する位の嗜みはなく
て叶わず。遊芸和文三十一文字などの勉強を以て女子唯一の教育と思う
は大なる間違いなる可し。・・・・・・・・女子に向て所望すれば、起
居挙動の高尚優美にして多芸なるは御殿女優の如く、談笑遊戯の気軽に
して無邪気なるは小児の如く、常に物理の思想を離れず常に経済法律の
要を忘れず、深く心に蔵めて随時に活用し、一挙一動一言一話活潑と共
に野鄙ならずして始めて賢婦人と言う可し。左れば前に言う婦人の心得
として経済法律云々も、所謂銀行者弁護士流の筆法を取て直に之を婦人
に勧むるに非ず。在昔の武家の婦人が九寸五分の懐剣を懐中するに等し
く、専ら自衛の嗜みと知る可し。」42）
福沢は「新女大学」でも、繰り返し強調している。
「一 女性は最も優美を貴ぶが故に、学問を勉強すればとて、男書生の如
く朴訥なる可らず、無遠慮なる可らず、不行儀なる可らず、差出がましく
生意気なる可らず。人に交わるに法あり。事に当りて論ず可きは大に論じ
て遠慮に及ばずと雖も、等しく議論するにも其口調に緩急文野の別あれ
ば、其辺は格別に注意す可き所なり。
・・・・・・・仮初にも過激粗暴な
る可らず。其顔色を和らげ其口調を緩かにし、要は唯条理を明にして丁
寧反復覆、思う所を述ぶるに在るのみ。即ち女子の品位を維持するの道
にして、大丈夫も之に接して遜る所なきを得ず。世間に所謂女学生徒な
どが、自から浅学寡聞を忘れて、差出がましく口を開いて人に笑わるゝが
如きは、我輩の取らざる所なり。
」43）
なお、両者の「良妻賢母」に基づく女性の学問限定論は、女子教育不要
論者に対抗する有力な根拠にもなっていた。渋沢の不要論者への反論は次
のように述べられていた。
42） 福沢「女大学評論」、同前書、61-62 頁。
43） 福沢「新女大学」、同前書、93-94 頁。
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「世間の女子教育を批難する人々の口実として云ふ所を聞くに、「女子に
高尚なる學問をさせると、徒らに虚栄心ばかり強くなり、ハイカラな、
生意気な、而して知らぬことをも知つたか振りする女となつて仕舞ふ。
それゆゑ女子に尊ぶ可き道徳といふやうなものは、教育をさせた為に却
て皆無にされるのだから、無教育にして内輪な女子に比較すれば、教育
された女子の方が性格に於て遙に劣るやうになる」というて居る。けれ
ども斯くの如き論者の説に対して余（渋沢―筆者注）は感服することが
出来ない。如何となればこれは、独り女子教育の弊を見て其の功を忘れ
るといふ間違つた議論だからである。教育を受けた女子でも従順なる婦
人は何処までも従順で、左様いふ性格の人は教育の効果に因つて，一層
玉に光を添へたかの様に見られるものである。若し、学問した為に生意
気となり、ハイカラとなり、虚栄心を増長させる様な女であるならば、
学問せずとも矢張それ以上のお転婆となり、見るに堪へぬものとなつて
仕舞ふであらうと思ふ。これは或程度までは教育の力の及ばぬ性格の然
らしむる所である。」44）
渋沢も福沢も繰り返し、女性が学問により出しゃばり、生意気になるな
どの弊害があることを認めており、その矯正の必要が述べられている。つ
まり、女性の学問は、男性と対等の、人としての自立、自活のためなどで
はなかった。幼稚な若い女性たちを賢夫人に近づけるための修養の手段に
過ぎなかった。女性が人として独立してしまうと、夫婦はばらばらになり、
家庭の和が乱れるという、家族制を維持することを目的とした民法の発想
と同じであった。
次は、女性の学問の内容への限定について、両者の見解を検討する。ま
ず、渋沢の主張について紹介する。
「体質の関係に就ての自分の考へは、男子と女子とは精神にも強弱があ
るし、体質にも優劣がある。左様いふ者を同一して教育することは、余
り無分別ではあるまいかとの所論であつたが、米国人（米国の教育家―
筆者注）はこれをも否認した。彼等は曰く、科目に因つては混学は差支
44） 渋沢「女子教育の本領」
、前掲書、135-136 頁。
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えないもので、工科の如きものは宜しくないとするも、文学、哲学、法
学の如きは一向差がない。頭脳に於て女子は必ずしも男子に劣つては居
らぬから、科目の如何では別にする必要もあらうが、其の大部分は混学
でも構わぬと云ふのであつた。成る程科目に因つては或は左様かも知れ
ぬが、男女は先天的に体質を異にして居るから、出来るものなら別々に
教育した方が完全であらうと思ふ。」45）
「女子といふ特性から打算して、工学の如きものは彼等の体質上堪へ得
られぬものであらうが、其の他の文学、法学、理学、医学、商学等はこ
れを研究するに於て男女の別無く、又同時に女子にも必要なものであら
う。故に余は女子にても高等の学問をする者には、其の程度も男子と同
一にしてよいことと考へる。」46）
工学分野は半世紀後の現代日本においても女性比率は低く、学生、教員
のいずれも他分野に比べ少ない。その原因はここにまで遡れるのかもしれ
ない。ただし、工学が女性に向いていない理由として挙げられている「体
質」というのは、単に機械や道具を扱うための体力、筋力が男性に劣ると
いう意味ではなかった。次に福沢の見解を掲げる。渋沢と同様に、生理、
出産、育児といった女性固有の「制約条件」があるとする、
「体質」論に
根拠をおく限定が述べられている。
「極端を論ずれば兵学の外に女子に限りて無用の学なしと言ふ可き程の
次第なれども、其勉学の程度に至りては大に注意す可きものあり。第一
女子は家の内事を司るの務あるが故に学事勉強の暇少なし。是れは財産
の問題にして、金さえあれば家事を他人に託して独り学を勉む可しと言
うも、女子の身体、男子に異なるものありて、月に心身の自由を妨げら
るゝのみならず、妊娠出産に引続き小児の哺乳養育は女子の専任にして、
為めに時を失うこと多ければ、学問上に男子と併行す可らざるは自然の
約束と言うも可なり。殊に我日本国に於ては、古来女性の学問教育を等
閑に附して既に其習慣を成したることなれば、今日遽に之を起して遽に
45） 渋沢「婚姻と男女交際」、前掲書、146 頁。
46） 渋沢「女子教育の本領」、前掲書、137 頁。
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高尚の門に入れんとするも、言う可くして行わる可らざるの所望なれば、
我輩は今後十年二十年の短日月に多きを求めず、他年の大成は他年の人
の責任に遣して今日は今日の急を謀り、兎にも角にも今の女子をして文
明普通の常識を得せしめんと欲する者なり。物理生理衛生法の初歩より
地理歴史等の大略を知るは固より大切なることにして、本草なども婦人
には面白き嗜みならん。殊に我輩が日本女子に限りて是非とも其智識を
開発せんと欲する所は、社会上の経済思想と法律思想と此の二者に在り。
女子に経済法律とは甚だ異なるが如くなれども、其思想の皆無なるこそ
女子社会の無力なる原因中の一大原因なれば、何は扨置き普通の学識を
得たる上は同時に経済法律の大意を知らしむること最も必要なる可し。
之を形容すれば文明女子の懐剣と言うものなり。」47）
渋沢と福沢の「体質」論は、民法上の女性は妊娠、出産、育児の期間は、
能力を欠くという発想と共通するものがあった。
「良妻賢母」を基礎として、
「体質」により女性の学問は限定されるのがよろしいという主張は、結局、
家族制度に収斂するものであった。つまり、女性が経済学を学んでよいの
は、家計、家政のためであった。法律学については、弁護士法の規定によ
り、弁護士は男性のみが就ける職業であり、女性はいかに法律学を勉強し
ようとも、
弁護士にはなれなかった。職業上の性差別という法制度の下で、
女性が経済学、法律学を大学校、専門科で学ぶ目的は、所詮、「賢婦人」
の「自衛の嗜み」
、「文明女子の懐剣」でしかなかった。渋沢と福沢の女性
の学問限定論は、天皇制家族国家観と近代法制度とが連動して、女性の手
かせ、足かせとなっていた現実から一歩も出ていなかったと考えられる。
五

男女交際のディレンマ

婿や嫁を完全に親や親戚が決めるという当時の社会における結婚のあり
方が、結婚後、夫婦間、家族間での不和、離婚の原因となっていた。民法
上の家族制度を維持する設計は、家産のない一個人である、戸主、夫、父
親にすべて負担させるものであった。現実には、その義務を現実の生活、
人生の中で果たし続けることのできる有能な男性はどれほどいたであろう
47） 福沢「新女子大学」
、前掲書、92-93 頁。
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か。また、
「良妻賢母」たるべきとされた女性の側も同じであった。法制
度が家族制度の維持を絶対化していたのとは裏腹に、結婚は不確実で、
「縁
組は神業」48）とさえ言われていた。福沢も次のように述べていた。
「娘の嫁入は恰も富籤を買うが如し。中るも中らざるも運は天に在り。
否な、夫の心次第にて、極楽もあり地獄もあり、苦楽喜憂恰も男子手中
の玩弄物と言うも可なり。斯くまでに不安心なる女子の身の上に就き、
父母たる者が其行末を案じて為めに安心立命の法を講ずるは親子天然の
至情ならずや。即ち女子の為めに文明教育の大切なる所以なり。仮令い
博識の大学者たらざるも、人事の大概に通達して先ず自身の何者たるを
知り、其男子に対するの軽重を測り、男女平等不軽不重の原則を明にし、
内に深く身権を持張して自尊自重敢て動揺せざるまでの見識を得せしむ
るは、子を愛する父母の義務なる可し。」49）
娘、息子の結婚相手を探し、実際に結婚にたどりつくまでに心労を重ね
る父母の姿については、本研究の前号（2）で紹介した 50）。また、前々号（1）
では、日本社会で離婚の多い原因が、仲人口を鵜呑みにしている、調査不
足だからだという弁護士の指摘についても紹介した 51）。周辺情報だけでな
く、本人同士が相手を知る機会を設けるべきだということは、当時盛んに
言われていたようである。福沢は男女交際の必要性とそのディレンマを次
のように述べていた。
「今一歩を進むれば社会全体に男女交際法の区域を広くし、之を高尚にし、
之を優美にし、所謂和して乱れざるの佳境に進めて自由自在ならしめんこ
と、我輩の常に願う所なり。斯くなる上は、女子が父母に婚姻を勧めらるゝ
とき、自分の見聞広ければ配偶の可否を答うるも易く、又或は其身躬から
48） 横山源之助「日本大地主家庭生活」『横山源之助全集』第 5 巻、39-40 頁。前掲、
増田・佐野 ｢近代日本の『人事興信録』
（人事興信所）の研究（2）｣、242 頁を参照。
49） 福沢「新女大学」、前掲書、121 頁。
50） 前掲、増田・佐野 ｢近代日本の『人事興信録』（人事興信所）の研究（2）｣、
243-244 頁を参照。
51） 弁護士喜多辰次郎著『改正弁護士法と三百行為 附興信所探偵社研究』二松堂、
1936 年、112 頁。前掲、増田・佐野 ｢近代日本の『人事興信録』（人事興信所）
の研究（1）｣、23 頁を参照。
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意に適したる者を認め得たるときも、極内々に父母に語るか、又は窃に人
を以て言わしむるかして、親子共に非常の便利ある可し。固より願わしき
事なれども、如何せん、是れは唯今日の希望にして、今日の実際に行う
可らず。強いて実行せんとすれば、其便利は以て弊害を償うに足らざる
ことある可し。我輩の窃に恐るゝ所なり。蓋し男女交際法の尚お未熟なる
時代には、両性の間、単に肉交あるを知て情交あるを知らず、
・・・・・・・・・・
左れば今日両性の気品を高尚にして其交際広くし、随て結婚の契約をも
自由自在ならしめんとするには、唯社会改良の時節を待つのみ。否、徒に
其時節到来を待つに非ず、天下有志の善男善女が躬践実行して実例を示
し、以て其時節を作らんこと、我輩の希望し勧告する所なり。
」52）
現在の社会状況では自由な男女交際など危険きわまりないとしながら、
他方で気品ある交際を敢えてせよと勧告する、福沢の「新女大学論」のこ
の一節は、葛藤と矛盾に満ちていた。間違いなく、渋沢はこの最後の一文
については断固反対であったと考えられる。だが、その渋沢も次のような
葛藤を述べていた。
「従前日本における慣習に依ると、当人同士が其の心を知り合って決定
すると云ふよりも、殆ど両親又は親戚や媒介者に一任してあつた。しか
しこれは余りに固陋の仕方で、結婚後相当の日子を経なければ、互いに
気心を知ることが出来ない。結婚してから後に性格の短所を知つても最
う遅い。不平ながら我慢して仕舞ふとか、左もなければ破綻の嘆に陥ら
ねばならぬことなぞもある。
・・・・・・・・・・・・若し結婚前に互
いに多少なりとも気質を知っておく必要がある、交際をした方がよいと
ならば懇親の間柄に於ける談話会又は園遊会、茶話会なぞの場合に相会
して話して見る位な、極めて自然の機会を捉へて置くがよい。
・・・・・・・
婚姻の方法も現状維持より仕方はあるまいと思ふものである。」53）
また、福沢はディレンマに陥っている原因について、益軒「女大学」を
批判する文脈の中で、次のように述べていた。
52） 福沢「新女大学」
、前掲書、98-99 頁。
53） 渋沢「婚姻と男女交際」
、前掲書、144-146 頁。
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「一

夫女子
（それによし）は成長して他人の家へ行き舅姑（しゅうとしゅ

うとめ）に仕（つか）ふるものなれば、男子（なんし）よりも親の教緩
（ゆるがせ）にすべからず。父母寵愛して恣（ほしいまま）に育（そだて）
ぬれば、夫（おつと）の家に行て心ず気随にて夫に疎（うとま）れ、又
は舅の誨（おし）へ正（ただし）ければ堪がたく思ひ舅を恨（うらみ）
誹（そし）り、中悪敷（なかあしく）成て終には追出され恥をさらず。
女子の父母、我訓（おしえ）なきことを謂（いわ）ずして舅夫の悪きこ
とのみ思ふは誤なり。是皆女子の親の教なきゆゑなり。
・・・・・・・・・仮令い教訓の趣旨は美なりとするも、女子なるが故にと
て特に之を厳にするは、男女同症の患者に対して服薬の分量を加減するに
異ならず。
・・・・・・父母たる者は特に心を用いて女子の言行を取締め、
之を温良恭謙に導くの意味ならん。
・・・・・・・・温良恭謙柔和忍辱の教
に瞑眩すれば、一切万事控目になりて人生活動の機を失い、言う可きを言わ
ず、為す可きを為さず、聴く可きを聴かず、知る可きを知らずして、遂に男
子の為めに侮辱せられ玩弄せらるゝの害毒に陥ることなきを期す可らず。
」54）
福沢によれば、女性の成長を妨げている原因は父母の娘に対する過干渉
であり、それを必然化したのは儒教の男尊女卑であった。女性が依存状態
のままであれば、結婚相手として、相手を理解し、正しく評価するための
男女交際など成り立たないのである。他方、渋沢は、
「男女七歳にして席
を同うせず」の教えにより、青年期の男女は「節操を全うすることができ
た。
」と認識していた 55）。ここで両者の儒教に対する評価が大きく食い違う
こととなる。渋沢は、「然るに今俄に青年男女を此の羈束から脱せしめた
らどんなものであらうか。旧習の圧迫から逃れたことをよいことにして甚
しく両者の風紀を紊す様な結果を来しはすまいか。」と危惧していた 56）。両
者とも、女性の自立を否定しながら、女性の幼稚さを嘆き、男女交際など
無理だとするものの、そのために結婚の破綻のリスクは高まるという、悪
循環から抜け出せないでいたのである。
54） 福沢「女大学評論」、前掲書、19、21-22 頁。
55） 渋沢「婚姻と男女交際」、前掲書、145 頁。
56） 同前。
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最後に、離婚状況のデータを紹介する。『人事興信録』（大正四）に離婚
の記載がある者は 2 名のみである。採録者本人についての離婚歴が記載さ
れているのは女性の 1 名しかいない。前章、
「三

民法上の無能力」で事

例に挙げた侯爵佐々木高行の二女・加賀美繁子である。
『人事興信録』昭和三年版では、採録者本人の離婚歴の記載はゼロであっ
た。
『人事興信録』は当時の富裕層の家族情報カタログであった。人事興
信所は離婚情報をカタログ上には出さず、秘密情報として扱っていたと考
えられる。
次に、大正初期の日本社会における離婚についてデータを挙げておく。
1914 年（大正三）の人口動態調査によると、結婚（本土）は、45 万 2932 人、
離婚は 5 万 9992 人であった 57）。離婚において、妻が婚家を去った件数は 5
万 1437 件（85.7％）、夫が婚家を去った件数は 6893 件、離婚しても婚家
に両者が留まった件数は 1662 件であった。さらに、協議による離婚は 5
万 9617 件であったのに対し、裁判上の離婚件数は、わずかに 375 件（0.6％）
であった。裁判上の離婚中、夫より提起した件数は 29 件あり、妻から提
起した件数は 346 件であった。
なお、裁判上の離婚は民法第 813 条によるものであるが、同動態調査に
よると次のような内訳となっていた。
（

）内の数字は 14 年後の 1928 年（昭

和三）の調査のものである。結婚は 49 万 9555 人、離婚総数は 4 万 9119 人、
協議離婚が 4 万 8746 人であった。裁判上の離婚は 373 件であった 58）。1914
年（大正三）のデータと比べると、結婚が約 4 万 6 千人増加し、離婚数は
約 1 万人減少している。裁判により離婚を行ったケースでは、夫からの提
訴が増えている点、第 2 号が倍増し、第 4，8，9 号が減少し、第 5，6 号
が増加しているといった変化が見られる。

57） 内閣統計局編纂『大正三年 日本帝國人口動態統計 大正七年刊行』1918 年、
国立国会図書館デジタルライブラリー所収。
58）『内閣統計局編纂 昭和三年 日本帝國人口動態統計 昭和四年刊行』国立国
会図書館デジタルライブラリー所収。
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民法第八百十三條
夫婦ノ一方ハ左ノ場合ニ限リ離婚ノ訴ヲ提起スルコトヲ得
第一號

夫より 妻より 計
提起
提起
（1）

2

2
（3）

9
（20）

9
（20）

配偶者カ重婚ヲ爲シタルトキ

第二號

妻カ姦通ヲ爲シタルトキ

第三號

夫カ姦通罪ニ因リテ刑ニ處セラレタルトキ

4
（4）

4
（4）

第四號 配偶者カ僞造、賄賂、猥褻、竊盗、強盗、詐欺取財、 2
受寄財物費消、贓物ニ關スル罪若クハ刑法第百七十五條第 （2）
二百六十條ニ掲ケタル罪ニ因リテ輕罪以上ノ刑ニ處セラレ
又ハ其他ノ罪ニ因リテ重禁錮三年以上ノ刑ニ處セラレタル
トキ

63
65
（39） （41）

第五號 配偶者ヨリ同居ニ堪ヘサル虐待又ハ重大ナル侮辱 5
ヲ受ケタルトキ
（7）

36
41
（53） （60）

第六號

配偶者ヨリ惡意ヲ以テ遺棄セラレタルトキ

8
104
112
（22） （131） （153）

第七號 配偶者ノ直系尊屬ヨリ虐待又ハ重大ナル侮辱ヲ受
ケタルトキ

2
（2）

2
（2）

第八號 配偶者カ自己ノ直系尊屬ニ對シテ虐待ヲ爲シ又ハ 1
之ニ重大ナル侮辱ヲ加ヘタルトキ

7
（4）

8
（4）

第九號

配偶者ノ生死カ三年以上分明ナラサルトキ

第十號 婿養子緣組ノ場合ニ於テ離緣アリタルトキ又ハ養
子カ家女ト婚姻ヲ爲シタル場合ニ於テ離緣若クハ緣組ノ取
消アリタルトキ

4
（7）

123
127
（76） （83）
5
（5）

5
（5）

29
346
375
（59） （314） （373）

計

おわりに
本研究は、
「近代日本の『人事興信録』
（人事興信所）の研究」
（1）〜（3）
にわたり、産業革命期の社会の変化の中で、大富裕層、富裕層を顧客にし
た『人事興信録』の世界を探求し、解明してきたものである。増田の執筆
は第一部、第三部、そして本第五部となっている。課題は、明治後半から
大正初期を対象とする日本の産業化、富裕化する社会について、『人事興
信録』を通じて具体的に捉えようとするものであった。同書の大正初期の
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9 万以上に及ぶ人事情報に加えて、社会に大きな影響を与えた横山源之助、
渋沢栄一、福沢諭吉などの言説、ルポルタージュのほか、興信事業を開拓
した創業者の述懐、さらには同時代の法学者、弁護士などの問題提起的な
著作を組み合わせて分析をし、記述を行ってきた。個々の問題については、
先行研究等で既知のことも多いかと思うが、『人事興信録』により、個人
とその家族が特定できる情報を使い、名のある全国、地方の富裕層を対象
にすることが可能となった。具体的な事例を挙げた結果、より鮮明になっ
た事象もあったのではないかと思われる。
なお、第五部で扱った諸問題は、大正四年版を起点とし、その後の日本
の社会的、経済的、政治的変化の中で、1928 年・昭和三年版、1934 年・
昭和九年版のデータ分析を行っていく。また、3 回にわたる連載として論
述してきたため、次回で総括を行うとともに、今後の分析と記述の基礎と
なるようデータ等を整理し直すことを予定している。
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第六部 『人事興信録』の二時点間比較
序
『人事興信録』第四版（大正四年一月刊行）の実際の記載内容に基づいて、
『人事興信録』という資料の特徴や性質を明らかにすることを目的として、第
二部と第四部の分析をおこなってきた。これにより、
『人事興信録』という資
料の特徴や性質をかなり明らかにすることができた。しかし、明らかとなっ
た『人事興信録』の特徴・性質は、
あくまで第四版を分析した結果に過ぎない。
第六部では、既におこなった第四版の分析を基にして、第八版との異同
を検証する。『人事興信録』は、明治後期から昭和前期にかけて発行され
ており、通時的な分析対象となりうる。しかし、版と版の間に採録基準や
情報量の違いがあるとすれば、分析において一定の考慮が必要となる。こ
のため、版と版の間の異同を明らかにしておくことは、通時的な分析の前
提として必要不可欠である。
また、第四版と第八版共に採録されている人物が、一定数存在すると考
えられる。同一人物がどの程度採録されているかは、それ自体が分析の対
象となりうるし、同一人物を特定しておくことによって、分析の応用範囲
を広げることもできる。第四版と第八版を親子関係によってリンク付けす
ることも、同様に、それ自体が分析の対象となりうるし、分析の応用範囲
を広げることにつながる。第六部では、同一人物の特定と親子関係の特定
について、その手法を検討するとともに、得られた結果について考察する。

第一章

第四版と第八版の体裁上の相違点

第八版でも、第二部で示した記載項目・形式が踏襲されており、一見し
た限りでは、体裁上の相違を見出すことは困難である。しかし、細かい部
分では以下のような相違がある。
（1）身分と地名
第四版において、多くの場合、職業・身分などが記載されている箇所の
最後は、地名（当時の 47 道府県）＋身分（華族・士族・平民）の記載（例：
「東京府平民」
）となっていた。第八版では、身分のうち、
「華族」と「士族」
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は変わらず使われているが、
「平民」の記載は全く使われず、その代わり「在
籍」という記載（例：「東京府在籍」）が使われている 1）。
また、第八版では、47 道府県以外に、
「樺太」が登場し、
「樺太在籍」
という記載が登場する。
（2）会社名の記載方法
『人事興信録』において、職業欄には、会社名が記載されている。第四
版での会社名の表記の仕方は、株式会社であれば「○○株式會社」あるい
は「株式會社○○」という形式であった。第八版では、この表記方法が変
更されており、株式会社の場合「○○（株）」になっている。第八版の例
言を見ると、
「株式會社を（株）、合資會社を（資）、合名會社を（名）、相
互會社を（互）と略記せり」と書かれている。
なお、
例言で示されている 4 種の略記以外に、
「
（合）
」
・
「
（互株）
」
・
「
（相互）
」
・
「
（株資）
」
・
「
（有限）
」
・
「
（社法）
」
・
「
（財法）
」といった略記も使われている。
（3）記述の冒頭
第四版において、記述の冒頭の多くは、「君は」から始まり、女性の場
合は、この部分が、「女は」・「女史は」・「刀自は」になっていた。第八版
でも、
「女史は」で始まる例があり、この場合は女性である。
しかし、第八版では、女性であっても「君は」から始まる例が少なくな
い。第八版において女性だと判定した採録者は 67 名いるが、このうちの
56 名が、
「君は」から始まる。
（4）生年月日
記述中には、採録者の生年月日が記載されている。第四版では、日付ま
で記載されていたが、第八版では、日付は記載されておらず、月までの記
載しかない。
（5）その他の記述部分
「君は」の後は、多くの場合、その出自として、親の身分・肩書、親の
名前、親との続柄の情報が記載され、その後に生年月日が記載されている
（例：
「君は舊宇和島藩士穗積重樹の二男にして安政二年七月十一日を以て
1） 大正三年に、明治三一年戸籍法は廃止され、新たに法律第二六号として戸籍法
が制定された。大正三年戸籍法では、族称欄に華族・士族は記載するが、平民は
記載する必要がなくなった（第 18 条 3 号）。人事興信所は、戸籍から情報を得て
いたから（第一部第二章一）
、記載方法の変更は、戸籍簿の変更の影響だと考え
られる。
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生る」
）
。しかし、第四版では、このパターンに属さないものが少なくなく、
パターンの種類も多かった。全く異なるパターンを一つ挙げると、出自と
生年月日の記載順序が逆になっている場合があった（例：「君は舊佐賀藩
士にして嘉永三年十月十日を以て生る父を久藏と云ひ君は其長男なり」）。
この逆順パターンは、第四版では約 50 名に見られたが、第八版では 1 名
だけである。
また、記述部分の後部には、家族に関する情報が掲載されている場合が
あり、多くの場合、
「家族は」という記述で始まる。この点をより詳細に
見ると、第四版では、
「家族は前記の外」というパターンが約 6500 名、
「家
族は尚」というパターンが約 3800 名 2）となっており、2 種類のパターンが
4

使われている状況であった。この他に、「家族は前掲の外」というパター
ンが 70 名、さらに、それぞれ数名程度ではあるが「家族は右の外」・
「家
族には」
・
「尚家族は」
・
「家には尚」といった微妙に異なるパターンがあり、
全部合わせると 10 種類以上のパターンがあった。
この点について第八版は、「家族は尚」にほぼ統一されている。「家族は
前記の外」が 65 名、
「家族は前掲の外」が 2 名、
「家族は右の外」が 3 名と、
異なるパターンは残っているものの、その件数は少なく、パターンも 5 種
類程度しかない。
以上のように、第四版と比較すると、第八版は、記載パターンが統一さ
れ、例外は残っているものの、その件数は少なく、パターンの種類も少な
い。すなわち、記載形式がより定形的になっていると言える。

第二章
一

第四版と第八版の記載内容の比較

採録者数

第八版の採録者数は、25216 名で、第四版（13917 名）に対する増加率
は 81%（約 1.8 倍に増加）である。
これに関して、第八版の直近の統計資料である 1925 年（大正十四）の国
勢調査を見ると 3）、総世帯数は 11,999,609 世帯であり、
『日本帝国人口静態統
2） 「家族は尚ほ」と送り仮名がついている場合もあり、この差異も含んだ数値で
ある。
3） e-Stat（https://www.e-stat.go.jp/）、「分野から探す」＞「国勢調査」＞「大正 14
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計』
（大正二年）の総戸数 9,664,075 戸に対する増加率は 24% である。第八
版の採録者数の増加率は、全国の総世帯数の増加率よりも高いことになる。
なお、第八版においても、第四版と同様に、目次と実際の採録者名が一
致しない場合がある。実際の採録者数は、25216 名であるが、その内の 5
名が目次中には存在しない 4）。そのため、目次の掲載者を数えるだけでは、
正確な人数を得ることはできず、データにすることによって初めて得られ
た数値である。
二

性別・身分別の構成比

性別で見ると、第八版の女性の採録者数 5）は、67 名で、第四版（13 名）
に対する増加率は 415%（約 5.2 倍に増加）である。女性の採録者数の絶
対数は少ないが、増加率は、全体の増加率を上回っている。
身分別に見ると、表 6-1 のように変化している 6）。増加の大部分は、平民
であることがわかる。逆に、華族はほとんど増加していないが、これは、
華族の総数がほとんど増加していないためである。『華族名簿』を見ると、
『華族名簿大正 4 年 4 月 30 日調』7）での有爵者は 912 人であったが、
『華族
名簿昭和 3 年 5 月 31 日調』8）での有爵者は 945 人である。第四版の分析時
と同様に、爵位別でも確認してみると、子爵以下で人数の差異がわずかに
ある（表 6-2）
。第四版と同じく、完全に一致してはいないが、100% 近く
採録されていると考えて良いであろう。
年国勢調査」から入手できる。第四版の分析で用いた『日本帝国人口静態統計』は、
1918 年（大正七）が最後であり、1920 年からは国勢調査に置き換わっている。
4） 目次と採録者名で表記が一致しない場合がある点も第四版と同様である。前号
（1）の第二部第一章一を参照。
5） 第四版では、記述部分の冒頭で性別を判定することができたが、既に述べたよ
うに、第八版では、女性でも「君は」から始まるため、第四版と同様の手法で性
別を判定することができなくなった。そこで八版では、記述中での続柄の表記を
用い、「長女」など女性を示す場合に、女性と判定している。この手法は、第四
版でも用いることが可能であったが、実際は、「長女」と書いてあっても、家族
覧に「妻」がいるなど男性と考えられる例があった。第四版では、記述の冒頭に
準拠する方が、漏れがなく誤りを含まないと判断し、採用しなかった。
6） 既に述べたように、第八版では「平民」の記載は全く使われず、その代わり「在
籍」という記載が使われている。そこで本研究では、「在籍」は「平民」とみな
すことにする。また、第四版と同様に、
「在籍」
・「士族」
・「華族」のいずれも記
載されていない場合でも、有爵者は華族としている。
7） 『華族名簿 大正 4 年 4 月 30 日調』（華族会館、1916）。
8） 『 華 族 名 簿 昭 和 3 年 5 月 31 日 調 』
（ 華 族 会 館、1929）[http://dl.ndl.go.jp/
info:ndljp/pid/1916329/155]2018 年 3 月 1 日アクセス。
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なお、第四版では、性別による採録率と身分別の採録率を示したが、国
勢調査では、身分別の世帯数や、女性戸主といった数値がないため、第八
版については、全国総数と比較することができない。
表 6-1

身分別の採録者数の比較
第四版
9787 名

19995 名

士族

3163 名

4241 名

華族

934 名

980 名

不明

33 名

0名

表 6-2

爵位ごとの採録者数
第八版

三

第八版

平民

華族名簿

公爵

17 名

17 名

侯爵

39 名

39 名

伯爵

105 名

105 名

子爵

377 名

379 名

男爵

402 名

405 名

総数

940 名

945 名

位階・勲等・功級

第八版の位階所持者は 5682 名、勲等所持者は 4834 名、功級所持者は
606 名である。それぞれ、第四版に対する増加率は、位階が 72％、勲等が
72％、功級が 3％となる。位階と勲等に関しては、採録者数の増加率であ
る 81％に近い値であり、全体の増加に合わせて増加している傾向がある
が、功級に関しては、ほとんど増加していない。
階級ごとの内訳は、図 6-1 〜 6-3 の通りである。位階と勲等に関して見
ると、最上位層の人数は第四版と第八版であまり変わらないが、下位に行
くに従って増加率が高くなる傾向がある。これは、身分別の構成比での華
族と同じく、最上位層は総数がほとんど増加していないためであると考え
られる。他方、正六位以下、勲七等以下において、第四版と同じく第八版
でも採録者数が一気に減少しており、採録基準の共通性を見いだせる。
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これに対して、功級は、増減の仕方が異なっている。功一級・功二級は、
最上位層であるため、第四版と第八版であまり差がないと言えそうである。
しかし、功三級では、位階・勲等とは逆に、第四版の方が第八版の約 2 倍
の採録者数であり、その下の功四級では、第四版と第八版の採録者数はほ
とんど差がない。下位に行くに従って増加率が高くなる傾向がある位階・
勲等とは異なっている。また、第四版では、功五級以下で採録者数が急減
少しほとんど採録されなくなるが、第八版では、功五級は、採録される範
囲内にあり功六級で急減少する。すなわち、功級では、第四版と第八版で
採録基準の共通性を見いだすことができない。この点も位階・勲等とは異
なる。
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四

年齢

第八版の採録者の年齢構成は、第四版と同様に正規分布になっている（図
6-4。数え年により、旧暦は考慮していない。以下も同様とする）
。第二部
では、出生年順のグラフで年齢構成を示したため、図 6-4 と対比する場合、
順序が逆順となってしまう。そこで、より正確に把握できるよう、第四版
も年齢に置き換えて比較したものが図 6-5 である。縦軸は、図 6-4 では人
数を示しているが、図 6-5 では、全採録者数に対する各年齢の割合を示し
ている。図 6-5 の通り、第四版と第八版の年齢構成比は、ほぼ変わらない。
表 6-3 は、第四版と第八版を平均年齢等の数値で比較したものである。
第八版の採録者の平均年齢は 52.6 歳で、第四版よりも少し上がっているが、
ほぼ変わらない。最年少者は 4 歳、最年長者は 95 歳で、幼年者から高齢
者まで広く採録者となっている点も第四版と同様である。
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表 6-3

平均年齢等の比較
第四版

平均年齢
最頻値

五

第八版

51.3 歳

52.6 歳

51 歳

53 歳

最年少

5歳

4歳

最年長

88 歳

95 歳

在籍地

表 6-4 は、第八版の採録者の在籍地について、採録者数が多い順に道府
県を並べたものである。第二部第二章で示した順位と見比べると、多少の
順位変動はあるが、第四版で上位であった所は、第八版でも上位に属し、
下位であった所は、下位に属しており、大きな傾向の変化はない。
しかし、増加率で見ると、単純な採録者数の順位とは違った点が見えて
くる。表 6-4 には、増減数と増加率も記載した。第八版の採録者数の増加
率が 81% であるから、これよりも増加率が高ければ、『人事興信録』全体
の採録者数の増加よりも高い割合で、その道府県の採録者数が増加してい
ることになる。
増加率の高い道府県として、200% を超えているのが沖縄県と鳥取県で
ある。沖縄県も鳥取県も、増加数自体は多くなく採録者数の順位も下位に
属するが、第四版での採録者数が少なかったために、増加率として高い値
が表れている。同様に、増加率が高い道府県は、第四版での採録者数が少
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なく、増加数自体は多くない場合が多い。しかし、その中にあって、大阪
府、京都府、兵庫県は、第四版での採録者数が多かったにもかかわらず、
増加率が高い。
増加率の低い道府県として、10% の愛媛県、30% 台の香川県、山口県、
神奈川県が挙げられる。このうち、愛媛県、山口県、神奈川県は、第四版
での採録者数の順位が上位であり、山口県と神奈川県は、第八版でもほと
んど順位を落としていないにもかかわらず、増加率が低くなっている。
増加率は道府県ごとに大きく異なっているが、このような増加率を考える場
合、
道府県ごとの世帯数の増加率も考慮する必要がある。例えば東京でみると、
大正二年の静態統計での戸数は 50 万 9830 戸であったが、1925 年（大正
十四）の国勢調査での世帯数は 97 万 3530 世帯に増加しており、増加率は
91% である。この増加率を変化率とし、第四版に対する第八版の実質増加率 9）
を求めると -10% となり、東京府の実質的な採録者数は減少したということが
できる。表 6-4 には、上記のように求めた各道府県の実質増加率も記載した。
第四版で戸数に対する採録率（表 4-3 参照）が上位であった東京府、大
阪府、京都府、神奈川県、兵庫県について、実質増加率を見てみたい。東
京と神奈川は、実質増加率がマイナスであるが、関西の大阪府、京都府、
兵庫県は、実質増加率も比較的高くなっている。関西は、増加数、増加率、
実質増加率のいずれでも、高い傾向がある。
表 6-4
道府県

4版

道府県別の増加
8版

増減数

増加率

実質
増加率

1

東京府

2693

4882

2189

81%

-10%

2

大阪府

1059

2621

1562

147%

77%

3

兵庫県

637

1270

633

99%

65%

4

京都府

453

1056

603

133%

108%

5

愛知県

497

912

415

84%

54%

6

福岡県

429

728

299

70%

17%

7

長野県

329

579

250

76%

56%

8

静岡県

353

571

218

62%

35%

9） 実質増加率＝
（（100+ 名目増加率）÷（100+ 変化率）− 1）×100 とした。
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9

新潟県

386

549

163

42%

45%

10

岡山県

328

478

150

46%

44%

11

山口県

345

467

122

35%

29%

12

神奈川県

320

443

123

38%

-15%
128%

13

広島県

183

430

247

135%

14

福島県

158

391

233

147%

111%

15

熊本県

173

384

211

122%

118%

16

鹿児島県

214

381

167

78%

39%

17

埼玉県

163

381

218

134%

114%

18

滋賀県

196

375

179

91%

100%

19

茨城県

141

371

230

163%

131%

20

北海道

149

367

218

146%

70%

21

千葉県

176

361

185

105%

92%

22

三重県

240

359

119

50%

43%

23

岐阜県

224

356

132

59%

51%

24

愛媛県

318

350

32

10%

4%

25

和歌山県

158

329

171

108%

101%

26

石川県

194

327

133

69%

75%

27

大分県

218

311

93

43%

34%

28

宮城県

116

301

185

159%

136%

29

佐賀県

203

299

96

47%

48%

30

富山県

170

298

128

75%

81%

31

群馬県

156

288

132

85%

53%

32

長崎県

199

287

88

44%

17%

33

山形県

159

285

126

79%

65%

34

栃木県

179

283

104

58%

19%

35

福井県

137

260

123

90%

96%

36

高知県

149

248

99

66%

60%

37

山梨県

150

237

87

58%

39%

38

奈良県

105

224

119

113%

115%

39

鳥取県

69

217

148

214%

213%

40

岩手県

81

214

133

164%

144%

41

島根県

132

212

80

61%

64%
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42

香川県

144

192

48

33%

39%

43

徳島県

81

180

99

122%

123%

44

秋田県

78

180

102

131%

120%

45

青森県

87

169

82

94%

75%

46

宮崎県

73

157

84

115%

69%

47

沖縄県

25

79

54

216%

196%

48

樺太

5

5

――

――

六

参照

第二部第四章四と同じ集計方法により、第八版の参照数を集計した結果
が、図 6-6 である（以下、参照数を「次数」と呼ぶ）。第四版と同じくベ
キ法則に従っていることがわかる。図には示さなかったが、次数が 0 の者
が 13629 名おり、半数以上の採録者が『人事興信録』中で親族関係を持た
ない点も同様である。
しかし、数値の細部には違いもある。第四版では、次数が 2 である者ま
でで 90％を超えていた。第八版では、次数が 1 である者が 5178 名、2 で
ある者が 2549 名であり、この時点ではまだ全体の 85％である。次数が 3
である者 1400 名を加えたところで、90％を超える。また、第四版では、
次数の最大値は 30 であったが、第八版では 41 になっている。次数を平均
値で見ると、第四版が 0.84 であったのに対して、第八版は 1.23 となって
いる。全体的に次数が増加している傾向があることがわかる。
次数の増加は、
採録者数の増加と関係していると考えられる。すなわち、
採録者数が増加したことで、
『人事興信録』の採録者として親族が含まれ
ることが多くなったのではないかと推測できる。
次数上位者として、表 6-5 に上位 60 名（次数 18 以上）を挙げた。第八
版でも、上位者の多くは旧華族である。表 6-5 中において、平民とされて
いる者は、5 名しかいない。この点でも第四版と同様の傾向がある。
また、図 6-7 は、第四部第三章二と同様の方法によりネットワークを可
視化したものである。中央部分を見ると、比較的少人数の集団が緊密なネッ
トワークを形成しており、他方、外縁部に属している採録者は、そのほと
んどが、中央の集団に繋がるようなネットワークを持っていない。すなわ
ち、第四版と同様の特徴を有している。
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表 6-5

参照数上位者

大谷光暢

41

岩倉具明

23

中御門經恭

19

加藤泰通

35

佐竹義春

23

二荒芳德

19

松平賴壽

35

嵯峨公勝

23

細川立興

19

鷹司信輔

30

松浦靖

23

松浦厚

19

島津忠重

29

尾高豐作

22

森清

19

三井八郞右衞門 28

阪谷芳郞

22

阿部正一

18

島津忠承

27

島津久範

22

大給近孝

18

伊達興宗

27

三井守之助

22

大隈信常

18

三井壽太郞

27

大久保教尚

21

奧平昌恭

18

甘露寺受長

26

岩倉具榮

20

武井守成

18

島津齊視

26

九條道實

20

德大寺公弘

18

久松定謨

26

島津忠備

20

鍋島直庸

18

西鄕從德

25

鷹司信熈

20

南部信孝

18

松平康莊

25

德川達孝

20

前田利爲

18

岩崎久彌

24

毛利元良

20

牧野忠良

18

三條公輝

24

山縣有道

20

松方巖

18

伊達宗彰

24

有馬聰賴

19

毛利元雄

18

穗積重遠

24

大谷光照

19

若尾璋八

18

柳原義光

24

兒玉秀雄

19

渡邊昭

18

阿部正直

23

德大寺則麿

19

渡邊福三郞

18
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図 6-7 参照ネットワークの全体像

第三章
一

第四版と第八版のリンク

同一人物の特定

第四版と第八版の間で同一人物を特定しておくことは、
『人事興信録』
を時点間で比較分析する際に非常に有用である。例えば、第四版と第八版
ともに採録されている者だけを取り出して分析したり、あるいは逆に、第
四版に同一人物が見当たらない者を第四版に対する第八版での新規採録者
と考えて、それらだけを分析したりすることも考えられる。また、単なる
リファレンス資料として使う場合であっても、同一人物の情報を瞬時に切
り替えてみることができれば、同一人物の時点間の変化を容易に把握する
ことができる。第四版に記載されていなかった情報が第八版に記載されて
いることや、逆に第八版になると記載されなくなる情報もあり、同一人物
の特定は、情報をマージする際にも有用である。
しかし、
同一人物であるか否かの判定は容易ではない。採録者の氏名は、
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重要な特定要素であるが、それだけでは、同姓同名の問題を避けることが
できない。同姓同名は、既に述べたとおり、第四版内だけで 38 組 77 名存
在していた。第八版ではさらに増加しており、191 組 391 名存在している。
時点が違うことによって、さらなる問題も生じる。子が親の名前を継い
でいる場合があり、これを考慮すると、第四版と第八版との間では、同姓
同名の別人が出てくる可能性が、一気に高くなる。この場合、住所や在籍
地も同じになることが多い。
そこで、判定材料として重要になるのが、生年月日である。氏名と生年
月日が一致する場合には、同一人物であると判定する。もっとも、第八版
では、生年月日の日付が記載されなくなるため、厳密には、生年月が一致
する場合である。この方法によると、第四版 13917 名中 5080 名について、
第八版で同一人物が採録されていると判定できる。
ところで、第四部第二章でおこなった『日本紳士録』全国多額納税者と
の比較分析から、同一人物であっても、氏名が機械的に一致しない例があ
ることがわかっている。同じ『人事興信録』内であっても、目次と本文の
採録者名が一致しない例が少なくないことを踏まえれば、第四版と第八版
で、採録者名が機械的に一致しない場合が一定数あることが予想できる。
また、『人事興信録』自体に誤植がないわけではない。さらに、電子化
の際にも、誤りは発生しうる。特に、「一」「二」「三」といった漢数字は、
それ自体が似通った字形をしており、また、多用されて文字がすり減って
いるためか、きれいに印刷されずかすれていることも多い。そのため、こ
れらの文字が多用される生年月日の部分では、誤りが生じやすくなる。
以上のことから、採録者名と生年月日が機械的に完全に一致することだ
けを条件とすると、一定数の取りこぼしが生じてしまう。そこで、①採録
者名、②生年、③生まれ月、④親の氏名、⑤妻の名前とその生年、⑥子の
名前とその生年について、それぞれの一致に応じて独自のスコアを付け、
スコアが一定値以上である場合には、同一人物であると判定する。この方
法によると、第四版 13917 名中 5322 名について、第八版で同一人物が採
録されていると判定できる。採録者名と生年月日の完全一致のみを条件と
した場合よりも、242 名を追加で見つけることができた。
さらに、スコアが一定値に満たない場合でも、高スコアの場合には、同
一人物である可能性がある。それらについては、目視で確認し、14 名を
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同一人物だと判断した。その結果、最終的に、同一人物だと判定できた人
数は、第四版 13917 名中 5336 名となった。第四版の採録者のうち、約
38% が、第八版でも採録者となっていることがわかった。
二

親子関係の特定

第四版と第八版を通じて、同一人物がある程度存在することを確認でき
たが、これと合わせて考慮しなければならないのは、親子関係である。第
四版の採録者で第八版に採録されていない者のうち、相当数は死亡して採
録されていない可能性が高い。第四版の採録者の平均年齢は、数え年で
51.3 歳であった。それから 13 年が経過しているから、第四版で採録者で
あった人物は、第八版時点では、平均で 64 歳になっており、当時の寿命
を考慮すれば、相当数が亡くなっていると考えられる。加えて、1915 年
と 1928 年の間には、1918 〜 19 年のインフルエンザの世界的な大流行（い
わゆるスペインかぜ）や 1923 年の関東大震災もあった。
第八版の記述中の親の氏名と第四版の採録者名をマッチングさせること
が、第四版と第八版で親子関係をリンクさせるための基本的なタスクとな
る。そこでまず、第八版の記述から親の氏名を正確に取得することが必要
となる。
第八版でも第二部第一章四で示した形式が踏襲されており、
「君は【肩書】
【親の氏名】の【続柄】
」という構成になっている（例：
「君は埼玉縣人澁
澤市郞右衞門の長男」）。多くの場合、親の氏名はフルネームで記載されて
いるが、名前のみの場合もある。肩書に「先代」がついていると、名前の
みの記載となっている傾向がある（例：
「君は滋賀縣人先代太郞平の二男」）。
この場合は、苗字を補う必要がある。これよりもさらに問題となるのが、
「其」と記載されている場合である。「其」と記載される場合、ほとんどが
「君は」から始まるのではなく「當家は」から始まる記述となっている（例：
「當家は先代陳重より顯る陳重は（中略）君は其長男」）。
「當家は」から始
まる記述には、
様々なことが記載されており、
「其」が誰を指しているかは、
記述を詳細に読んで判断する必要がある。
続柄は、第二部第一章四でも述べたとおり、実親以外が示されている場
合も少なくない。第八版で実親子関係が取得できたのは、25216 名中
20489 名であった。また、続柄の記載が兄弟姉妹で、その兄弟姉妹が採録
法政論集

278 号（2018）

231

論

説

者となっているのであれば、親の氏名は、その兄弟姉妹の記述中から判明
する可能性がある 10）。この方法によって、残った 4727 名中 582 名の親の氏
名を取得できた。
また、第八版には親の氏名が記載されていないが、第四版には親の氏名
が記載されている場合がある。例えば、第八版の安宅彌吉の項には、親の
氏名が記載されていないが、前記一により同一人物だと判定した第四版の
安宅彌吉の項には、
「君は石川縣平民安宅幸喜の三男」と親の氏名が記載
されている。このような場合、第八版に親の氏名の記載がなくても、第四
版の記載から親の氏名を特定することが可能である。この方法により、さ
らに 508 名の親の氏名を取得でき、親の氏名が取得できたのは、25216 名
中 21579 名であった。
次に、このようにして取得した第八版の親の氏名と、第四版の採録者名
をマッチングさせることになるが、氏名の機械的な一致のみでは問題があ
ることは、これまでに述べてきた通りである。しかし、記述中に親の氏名
はあっても、生年月日までは記載されていないため、同一人物の判定の際
に使った最大の手法は使えない。
そこで、①第四版の妻の名前と第八版の母の名前が一致する、②第四版
の子供の名前と第八版の採録者名の名前の部分が一致する、氏名に加えて
この①②のいずれかが一致する場合に、親であると判定した。この方法に
よって第八版に子供が採録されていると判断できたのは、第四版の採録者
13917 名中 1455 名（約 10%）であった。
これは、筆者らの予想以上に少ない割合である。仮に、上記の条件を付
さず氏名の機械的な一致のみをおこなうと、第四版の採録者 13917 名中
2218 名が、第八版採録者の親の氏名と一致した。しかし、この中には、
前記一により同一人物だと判定されている者が相当数含まれている。例え
ば、第八版の青木五兵衞の項には、「君は東京府人青木五兵衞の長男」と
記載されており、親と子供の氏名が同じである。そして、第四版の採録者
である青木五兵衞は、第八版の青木五兵衞の親ではなく、第八版と同一人
物である。
10） 兄弟姉妹の氏名についても、採録者名と一致するだけでは十分ではない。その
採録者が実際に兄弟姉妹であれば、参照として記載されているはずなので、参照
に記載されていることを条件としている。
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さらに、年齢差も親子関係の判定の材料となりうる。例えば、第八版の
菊池重久の項には、
「君は愛媛縣人菊池清平の三男」と記載されており、
第四版には菊池清平という採録者が存在する。しかし、第四版の菊池清平
と第八版の菊池重久との年齢差は 11 歳しかない。両者の記述から見ると、
第四版の菊池清平と第八版の菊池重久は兄弟であり、第四版の菊池清平は、
親の名前を継いでいると推察できる。このように年齢差は、親子関係がな
い者を除外する指標になりえる。
同一人物と年齢差 14 〜 70 歳 11）の範囲外にある者を除外すると、親子の
可能性がある者は 13917 名中 1610 名に過ぎない。親子関係の判定として
絞込みをかけて得られた人数との差は、155 人であり、その中にいくらか
親子関係がある者が含まれてはいるだろうが、約 10% という数値に大き
な誤差はないものと考えられる。
三

第四版採録者の行方

第四版の採録者は、自身が第八版に採録されつつ、さらに子供が第八版
で採録されているパターンもある。例えば、第四版の採録者である岩崎久
彌は、第八版でも採録されている一方、子供である岩崎彦彌太も第八版に
採録されている。すなわち、本章の一と二で示した採録者数には相互に重
複する場合がある。この重複を考慮すると、第 四版の採録者 13917 名中
6520 名（約 47%）について、第八版でも、本人あるいはその実子が採録
者となっていることが確認できる。逆に、第四版の採録者のうち 7397 名
（約
53%）については、第八版で本人も子供も確認できなかったことになる。
すなわち、第八版の時点では、半数以上の採録者について、その後の追跡
をすることができない結果が示された。
しかし、この結果は、親子関係として実親子関係のみを使っており、養
親子関係や兄弟・孫といった関係は使っていない点に留意が必要である。
この点について、有爵者を使って確認してみたい。第四版の有爵者は 903
名であるが、このうちの 168 名（約 19%）は、第八版で本人も子供も確
認できていない。しかし、未襲爵や、爵位の返上・剥奪は、これほどの数
11） 年齢差の範囲の設定は難しい。上限についてみると、第八版の山中勇三郞の父
は、第四版の山中隣之助であると判断できるが、その年齢差は 63 歳である。上
限は、少なくともこれ以上に設定しなければならない。
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はない。すなわち、多くの場合「家」としては存続しており、第八版にも
採録されていることが確実だと考えられる。
最も多いのは、第八版では養子が採録者となっている場合で、63 名存
在した。その養子がどこから来ているかについてみると、養子との間に血
縁関係がある場合とない場合がある。血縁関係がある場合は、例えば、弟
を養子として家督相続させている場合がある。この場合は、後述の弟の場
合と同視することも可能である。すなわち、養子である場合には、さらに
詳細に分類する必要があろう。また、直接の養子ではないが、なんらかの
法定血族関係がある場合（例えば、養子の子など）が 5 名存在した。
次に多いのは、実子以外の血縁関係者が第八版で採録者となっている場
合である。まず、
第八版では孫（ひ孫を含む）が採録者となっている者が、
23 名存在した。孫が採録者となっている場合のパターンとして、第四版
と第八版の間で父を経由して孫が家督相続している場合（この場合、第四
版の採録者は第八版から見ると先々代となる）と、祖父から直接家督相続
している場合がある。後者は、父が祖父よりも先に亡くなっていると考え
られる場合や、子が女性だけであったため男性の孫が家督相続したと考え
られる場合などがある。その他に、第八版では弟が採録者となっている者
が 11 名、それ以外の甥や従兄弟など親しい親戚関係がある者が採録者と
なっている場合が 8 名、また血族ではなく傍系ではあるが、姉婿が家督相
続している例が 1 名存在した。
上記以外で家督相続をしている例として、例えば、第四版の子爵錦織榮
久は、第八版の子爵錦織保親に家督相続されているが、第八版の記述には
「先代榮久の選定相續人となり大正五年襲爵仰付けらる」とあり、特に榮
久と保親の関係については記載されていない。このように、両者の関係が
明示されていない場合が、19 名存在した。
また、上記二において、親子関係を特定できなかったが、目視確認によっ
て親子関係があると判断できる者が 17 名存在した。このうちの多くは、第
四版において妻も子も記載されておらず、そのために上記二では、親子関係
が特定されていなかった。また、親の名前自体を機械処理によって取得でき
ていなかった場合があり、これについては、処理の改良が必要である。その
4

4

他、変わった例として、第四版の採録者名「外山孫太郞」は、
「外松孫太郞」
4

の誤りで、第八版では正しく「外松」となっているために判定できなかった。
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上記以外の 21 名については、
『人事興信録』第八版を検索した限りでは、
見つけることができなかった。これらすべてについて詳細な確認をおこ
なってはいないが、中には、第八版の出版年である 1928 年から数年内に
亡くなったために未襲爵であるか、襲爵した情報が反映されていないと推
測できる者も存在した。あるいは、爵位返上や襲爵権が消滅している者も
存在した。
以上、有爵者を詳細に検討し、養親子関係や兄弟・孫を始めとする近親
者を使うことで、168 名中 128 名を追うことができた。第八版で本人も子
供も確認できなかった第四版の採録者 7397 名の中には、有爵者以外でも、
このような関係性を使うことで追跡できる者が一定数存在すると考えられ
る。
しかし、その数は、けして多いわけではないものと推測できる。有爵者
903 名を、上記の検討に基づいて、本人が採録されている場合、本人が採
録されていない場合で実子が採録されている場合、養子が採録されている
場合、近親者が採録されている場合、その他の場合、に区別すると、表
6-6 の人数構成となる。養子・近親者は、合計しても実子の半分以下である。
親子関係が特定できたのは、第四版の採録者 13917 名中 1455 名（最大で
も 1610 名）であり、仮に有爵者の割合を前提とすれば、養子・近親者を使っ
て追跡できるのは千名に満たないであろう。この推測に従えば、第四版の
採録者の半数近くは、やはり第八版の時点では、半数以上の採録者につい
て、その後の追跡をすることができないこととなる。

表 6-6
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本人

511

実子

241

養子等

68

近親者

43

その他

40

計

903
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結語
第六部では、第四版と第八版の比較をおこなった。体裁上は、細かい部
分で変更がなされており、このことは、データベースシステム化を進めて
いる本研究において、やや問題となる。人間にとって些細な変更であって
も、機械は柔軟に処理してくれるわけではないため、一つ一つ処理を変更
しなければならないからである。すなわち、第四版で用いたプログラムを
そのまま使いまわせるわけではなく、第八版に合わせて調整する必要があ
る。
第二部と第四部の分析を通じて明らかとなった『人事興信録』の特徴に
ついては、第八版においても維持されていると考えられる。すなわち、第
八版でも、絶対数が限られている最上位層は、ほぼ 100% 採録されており、
採録の範囲も全国に渡っている。位階・勲等の採録基準についても、第四
版と同様の基準が見られた。また、採録者の年齢が正規分布になっている
点や、参照ネットワークの特徴も、第四版と同様であった。
もっとも、それぞれの値を細かく見ると違いもある。採録者数が 1.8 倍
に増えていることが大きな違いであり、これに伴って、身分や位階・勲等
の採録者数も変化している。変化の仕方は、総数の増加がほとんどない上
位層では、増加率が低く、下位に行くに従って増加率が高くなる傾向があ
る。採録者数の変化の影響で、参照ネットワークにおける次数の数値も増
加傾向があった。採録者の在籍地の変化についても、地域差が大きく、ば
らつきが大きく見られる。また、功級に関しては、第四版と第八版で構成
比に大きな違いがある。
さらに、第四版と第八版を、同一人物または実親子関係に基づいてリン
ク付けすることについて検討し、その方法論と結果を示した。提示した方
法によれば、第四版の採録者 13917 名中 6520 名（約 47%）についてリン
ク付けをおこなうことができたが、残り半数以上は、第八版で追跡できな
いことがわかった。この点について、有爵者を用いて検討したところ、養
子や実子以外の近親者を検討することで、一定数をカバーすることができ
ることがわかった。特に、養子の利用は多く、第三部第三章五において述
べられた養子制度の活用が実証された。しかし、それを考慮したとしても、
半数近くは、第八版で追跡できないものと推測できる。
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この一つの可能性として、第四版と第八版では、13 年しか差がない点
が考えられる。例えば、51 歳（採録者の平均年齢）の採録者に、24 歳の
時に生まれた長男がいたとする。その長男は、第八版時点では 37 歳である。
37 歳では、51 歳時の親と同じ地位に達していないとすると、13 年という
期間は、親子関係を見るには短い可能性がある。
これとは逆に、孫にまで世代交代している例もあった。実親子関係を用
いる方法では、この間は、ミッシングリンクとなり、追跡が難しくなる。
このようなミッシングリンクは、第四版と第八版の間の各版によって、補
うことができる可能性があり、隙間なく各版をデータベース化することも
考慮すべきである。
上記のような一定の留保はあるものの、約半数を追跡できない点は、参
照ネットワークの構成比を想起させる。参照ネットワークは、半数以上が
次数 0 であり、このことは社会ネットワークの構成比であるベキ法則と一
致していた。参照ネットワークの分析によれば、
『人事興信録』の採録者を、
最上層から下層までいくつかの階層に分けることが可能であり、採録者の
半数ほどが下層であった。このことを前提とすれば、『人事興信録』採録
者の半数近くが、『人事興信録』内での下層に属する。下層に属する採録
者は、恒常的に『人事興信録』に採録されていないとすれば、半数を追跡
できないという結果は、妥当であると考えられる。
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