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台湾覆審・高等法院判例にみる条理について
Rule of reason found in Appellate and High Court in Taiwan

東アジア法研究所
招聘研究員　山　中　　　至

要　　旨

　台湾に民法が施行されたのは大正12年１月であるが（大正11年勅令第406号、第407号）、本島人の
みの民事については、民法第４編及び第５編は適用されずに、従前通り慣習（旧慣）に依るとされ
た。台湾の慣習については、台湾総督府臨時台湾旧慣調査会報告書『台湾私法』（明治42－44年刊行）
がある。では、身分法に関する裁判は、この慣習（旧慣）に依る裁判だったのか。台湾総督府覆審・
高等法院編纂『覆審・高等法院判例』には、明治29年から昭和18年までの重要判決例が収録されてい
るが、この中の身分法に関する判決例を分析すると、慣習（旧慣）に依る裁判の実態の特質の一つ
は、条理（明治28年11月『台湾住民民事訴訟令』）に依る裁判であり、条理として民法の規定が適用
されたことである。この条理に依る裁判の展開の中で、（ⅰ）慣習（旧慣）の変更・否定、（ⅱ）新た
な法制度の創成、（ⅲ）条理としての民法（法理）の適用、という３類の範疇に当て嵌まる判例が堆
積され、結果的に民法（身分法）の一部が台湾に実施されたとみることができる。各範疇における主
要な判決例は、概ね以下のようになる。（ⅰ）夫の離婚意思の否定（明40控民278号明治40年７月６日
判決）、妻自身による離婚請求と離婚原因（大３控679号大正４年１月29日判決、明43控418号明治43
年12月15日判決）、妾からの離婚請求権の容認（大８控民853号大正９年２月16日判決、大11上民123
号大正12年２月１日判決）。（ⅱ）遺留分制度（昭４上民59号昭和４年10月19日判決）、親権喪失の宣
告制度（大正３年３月９日判官協議会決議、大８上民８号大正９年１月28日判決）、推定財産相続人
の廃除請求（昭10上民312号昭和11年２月22日判決）、法定戸主相続人の廃除請求（昭13上民38号昭和
13年５月25日判決）。（ⅲ）一方の意思を欠く夫婦共同縁組（昭16上民32号昭和16年５月17日判決）、
親権者の利益相反行為に関する特別代理人選定の請求（昭６上民341号昭和７年２月６日判決）、親権
者の身上監護権にもとづく子の引渡請求（昭４上民21号昭和４年３月29日判決）。
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英文要旨

In January 1923, the Civil Code was enforced in Taiwan under Japanese colonial rule （Imperial 
Ordinance No.406 & No.407 of 1941）. According to the Ordinance, the family-law case related to the main 
island people （Taiwanese） was not subject to the Civil Code Chapter IV & V （Family Law） but to the customs 
of Taiwan. As for the customs of Taiwan, “The Provisional Report on Investigation of the Laws and Customs 
in Formosa” was published by the Provisional Investigation Committee of the Government-General of Taiwan 
from 1909 to 1911. 

However, by analyzing actual court decisions of family law by Appellate & High Court in Taiwan, it is 
evident that the Court applied Jyori （reason） rather than customs. Through the case study of Jyori in Taiwan, 
this paper shows （ⅰ） the change or denial of old customs, （ⅱ） the creation of a new legal system, and then 
（ⅲ） the application of the Civil Code as Jyori. There are various issues that include, for example, as for （ⅰ）, 
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１．２　裁判制度に関しては、①明治29年５月律

令第１号「台湾総督府法院条例」により、地方法

院・覆審法院・高等法院（３審級制）が開設され

たが、②明治31年７月律令第16号「改正」で高等

法院が廃止となり、地方法院・覆審法院（２審級

制）となった。その約20年後、③大正８年８月律

令第４号「再改正」で地方法院・高等法院（覆審

部・上告部）という３審級制に復した（2）。

　この台湾総督府時代の法院判例（明治29年から

昭和18年まで）は、台湾総督府覆審・高等法院編

纂『覆審・高等法院判例』全12巻、補遺全２巻

（覆刻版＝文生書院、1995－97年）で簡便に閲覧

できる。この判例集は判決全文のものに限らず、

要旨だけを摘録したものも多数含まれているが、

明治・大正・昭和の全期間の主要な判決が俯瞰で

きる。

１．３　民事裁判の法源に関しては、夙に明治28

年11月「台湾住民民事訴訟令」（明治28年日令第

21号之３）（3）第２条に「審判官ハ地方ノ慣例及ヒ

条理ニ依リ訴訟ヲ審判ス」とあり、慣習と条理に

依る裁判を標榜した。そのあと明治31年７月勅令

第161号（4）で明治31年法律10号「法例」が台湾に

施行となり、公序良俗に反しない慣習は法律と同

一の効力を有することになった（法例２条「公ノ

秩序又ハ善良ノ風俗ニ反セサル慣習ハ法令ノ規定ニ依

リテ認メタルモノ及ヒ法令ニ規定ナキ事項ニ関スルモ

ノニ限リ法律ト同一ノ効力ヲ有ス」）。

１．４　本稿では、台湾では施行されなかった民

法第４編・第５編に関する判決を素材として、慣

習と条理について考究する。このテーマに関して

は、戦前においても多くの研究があるが、最近の

20年間にあっても優れた研究の積み重ねが確認で

１．はじめに

１．１　台湾における日本民法の施行に関する諸

法令は、時系列で３区分できる。〔第１期〕①明

治31年７月律令第８号「民事商事及刑事ニ関スル

律令」、②律令第９号「民事商事及刑事ニ関スル

施行規則」、③明治32年４月律令第８号、④同年

８月律令第24号、⑤明治40年10月律令第８号。〔第

２期〕⑥明治41年律令第11号「台湾民事令」。〔第

３期〕⑦大正11年９月勅令第406号、⑧勅令第407

号（1）。明治41年台湾民事令は第１期の諸法令を総

括したものと捉えることができ、ここでは本島人

及び清国人のみの民事については一部の規定を除

いて（遺失物と埋蔵物に関する所有権の取得及び

弁済の目的物の供託）、民法に依らずに旧慣に依

るとする。民法が台湾に施行されたのは、大正12

年１月１日である（大正11年勅令第406号、第407

号）。この勅令第407号では、本島人のみの民事に

ついて、財産法の領域は民法を適用するが、身分

法の領域は慣習に依る（民法第４編及び第５編の

規定は適用しない）とある。詰まる所、いわゆる

台湾総統府時代の全期において、台湾人のみの身

分法は慣習に依っていたのである。

　明治34年４月、台湾総督府に臨時台湾旧慣調査

会が設置となり、台湾全土の私的慣習の調査がな

され、その調査結果を集大成したものが『台湾私法』

全３巻６冊、附録参考書全３巻７冊（明治42－44

年）である。同調査会では、旧慣の調査にとどまら

ず、「台湾親族相続令」、「台湾祭祀公業令」、「台湾

合股令」などの法案の起草検討もなされた。
〔参考〕大正11年９月勅令第407号第５条「本島人ノ

ミノ親族及相続ニ関スル事項ニ付テハ民法第四編及第

五編ノ規定ヲ適用セス、別ニ定ムルモノヲ除クノ外慣

習ニ依ル」。
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the divorce will on husband’s side （Judgement of July 6, 1907） and the divorce claim by a concubine （February 
16, 1920 & February 1, 1923）, as for （ⅱ）, the legally reserved potion （October 19, 1929）, as for （ⅲ）, the joint 
adoption by married couple without mutual consent （May 17, 1941） and so on.  

As a result, this paper clarifies that a part of Civil Code （Family Law parts） was implemented in Taiwan.



台湾覆審・高等法院判例にみる条理について

制離婚（義絶犯の場合）と夫の意思による強制離

婚（七出三不去の事由による場合）がある。台湾

の実際においては、相姦者の婚姻若しくは妻妾を

典売して他人の妾とする違律の婚姻（本来は婚姻

無効となる）も黙認されている。義絶を犯す場合

も官は積極的に罰しようとしないのであり、明清

律にある法令による強制離婚は完全に実行されて

いない。台湾の離婚はほとんど全てが夫の意思に

よる強制離婚である。慣習上、七出のうち無子、

多言、妬忌、悪疾は有名無実となっており、淫泆

（姦通を含む）、盗窃（詐欺を含む）、不事舅姑が

一般に離婚の原因である。離婚を抑制する三不去

は無力化しており、これで夫の離婚を拒むことは

できない。夫による強制離婚の場合、夫は妻に休

書を交付して実家に帰すのが通則ではあるが、中

下流社会では贖身字を作成するのが通例である。

妻の実家が贖身をしない場合に夫は妻を嫁売する

ことがある。明清律では妻が姦通罪を犯したとき、

又は夫に背き逃亡した場合等に限り夫に嫁売権を

認めているが、台湾では夫は何ら落ち度のない妻

であっても任意に嫁売できた（5）。

２．２　夫の離婚意思の否定

　台湾の慣習では、夫の主導による専断的な離婚

が一般的であったが、有責性は妻の持参田地を無

断売却した夫にあるとして、夫の離婚請求を否定

した判決がある。明治40年７月６日判決「離婚請

求事件」（明治40年控民第278号）（6）であるが、「被

控訴人（＝妻）カ兼テ其生家ヨリ贈与ヲ受ケ生活

ノ資料トシテ保有シ居リタル田地アリシヲ控訴人

（＝夫）ハ被控訴人ニ謀ル所ナクシテ他ニ之ヲ売

却シタルヨリ被控訴人ハ其処置ニ不満ヲ抱キ今猶

ホ其感情ノ融和セサルニ起因スルコト、亦前示証

人黄氏番婆（＝姑）ノ供述ニ依リ推知スルヲ得ヘ

シ、左レハ控訴人主張スル如ク被控訴人カ不穏当

ナル言動ヲ発シテ控訴人竝姑ヲ罵詈スルノ事実ア

リトスルモ、其責寧ロ控訴人ニ在リト云ハサルヘ

カラス、……結局被控訴人ニ対シ離婚ヲ命スヘキ

原因ナキニ帰着ス」とある。

きる。ここでは当該研究の第一人者である王泰升

教授の著書（後藤武秀・宮畑加奈子訳）『日本統

治時期台湾の法改革』（東洋大学アジア文化研究

所、2010年）を羅針盤とし、その中の「親族相続

法の西欧化の限界」（307頁以下。）で取り上げら

れた重要な主題及びそこで取り上げられていない

新たないくつかの主題について、論考を試みる。

王教授が取り上げた主題の主なものは以下のとお

りである。ⅰ．戸主権（戸主の権利と義務）、ⅱ．

戸主相続（家督相続の法理）、ⅲ．分家（戸主の

同意）、ⅳ．聘金・女子の典胎・妻の贈与又は売買・

媒嫺（公序良俗）、ⅴ．招夫・招婿・養媳、ⅵ．

妾の離縁請求権（天賦の自由の束縛）、ⅶ．夫か

らの聘金請求権の否定、ⅷ．妻の裁判離婚請求権

と裁判離婚原因、ⅸ．婚姻無効確認の訴、ⅹ．螟

蛉子（善良の風俗）、ⅺ．養子縁組の当事者、ⅻ．

相続の限定承認と放棄。これらの主題について、

王教授は多数の先行研究文献を参考に、法院判例

による慣習の否定・変更、条理としての日本民法

の導入について概論的に取りまとめられている。
（王教授所掲の主な参考文献は、姉歯松平『本島人ノ

ミニ関スル親族法並相続法ノ大要』（1938年）、同『祭

祀公業与台湾特殊法律之研究』（1937年）、谷野格『台

湾新民事法』（1923年）、万年宜重編『民法対照台湾人

事公業慣習研究』（1931年）、陳昭如「離婚的権利史─
台湾女性離婚的建立及其意義」（台湾大学法律学研究

所碩学論文、1997年）等である。）

２．妻の意思による離婚と民法第813条

２．１　台湾の慣習では、離婚には協議離婚と強

制離婚がある。協議離婚は、何らかの原因により

夫妻間に不和があり（家計の貧困に因るものが少

なくない）、夫妻の合意で離婚するのであるが、

男尊女卑の風俗の下では夫の意思に重きが置かれ

る。下流社会では贖身（妻の実家が妻を買い戻す）

の慣習があり、協議離婚の場合に贖身字（贖身銀

の領収書）が作成される。

　強制離婚については、明清律では法令による強
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相当とする。「正妻ヲ妾ノ地位ニ貶黜シ妻ノ待遇

ヲ為ササラント企図スルカ如キハ一家ノ秩序ヲ紊

乱シ倫常ヲ無視セル不法行為ニ属シ、妻ニ対シテ

重大ナル侮辱ヲ加ヘタルモノナルカ故ニ妻カ之ヲ

原因トシテ離婚ヲ請求スルハ相当ナリ」。

　また、明治43年12月15日判決「離婚請求事件」

（明治43年控民第418号）（10）には、「而シテ被控訴

人（＝夫）ノ右行為（証人の証言及び甲第１号証

にある売身嫁という文字から認定できる妻を売り

渡した事実）ハ控訴人（＝妻）ト夫婦関係ヲ持続

シ共同生活ヲ為スノ意思ナキコトヲ表明スルモノ

ナリ、従来本島ノ下等社会ニ於テハ往々此等ノ行

為ヲ為シ顧ル所ナキモノアリト雖、既ニ夫婦関係

カ法律上保護セラレ妻タルモノカ其身分ニ伴フ権

義ノ主体タル以上ハ此等ノ行為ハ洵ニ排斥スヘキ

陋風タルニ止リ豪モ夫タル者カ当然為シ得ル行為

ナリト云フヲ得サルノミナラス、現今本島ノ社会

状態ニ照スモ此ノ如キ行為ハ妻タルモノニ対スル

重大ナル侮辱ト認ムルヲ相当ナリトス、然ラサレ

ハ法カ夫婦ノ身分関係ヲ保護セントスル精神ヲ貫

徹セサルハ勿論、偕老ノ美風ヲ傷ツクルヲ以テナ

リ」とある。

　台湾の旧慣においては、夫は任意に妻を嫁売す

ることができた。この判決は、妻の売渡は洵に排

斥すべき陋風であり、偕老の美風を傷つけるもの

である。法の精神は夫婦の身分関係を保護するこ

とにあるという。

　台湾の慣習では、畜妾は公認されており寧ろ妾

の員数が多いことを栄誉とする実況であった。妾

は妻に準ずる者であり、夫の家族であり夫と親族

関係を有するだけでなく、夫の宗族とも親族関係

を有するものである（11）。

　大正13年２月14日判決「離婚請求事件」（大正

13年上民第132号）（12）には、「妻ニ対スル重大ナル

侮辱トハ妻ノ名誉面目ヲ毀損スルコト重大ナルヲ

謂フ、而シテ夫ノ行為カ妻ノ名誉面目ヲ毀損スル

ヤ否ヤ且毀損スル程度カ重大ナルヤ否ヤハ一ニ当

事者ノ属スル社会一般ノ信念ニ拠リテ之ヲ決スヘ

キモノトス、本島ニ於テハ古来畜妾ノ風習存シ今

２．３　「同居ニ堪ヘサル虐待」

　覆審・高等法院編纂による『覆審・高等法院判

例』集（控訴審・上告審判例集）という制約があ

り、数量的には離婚関係判決は10例程度であった

が、離婚原因として「同居ニ堪ヘサル虐待」、「重

大ナル侮辱」を認容した判決が注目される。大正

４年１月29日判決（大正３年控第679号）（7）に「木

材ノ如キ硬固ノ物体ニテ乱打シ或ハ爪甲歯牙ニテ

傷ケ網帯類ノ如キモノニテ絞窄シ為メニ疾病休業

二週間ヲ要スル創傷ヲ負ハシムルカ如キハ、創傷

重大ニシテ夫婦間ト雖モ忍容ヲ強フヘキ程度ヲ超

ヘタルモノナレハ同居ニ堪ヘサル虐待ヲ加ヘタル

モノトシテ離婚ノ原因トスルニ足ル」とある。

　昭和６年７月22日判決「離婚及慰藉料請求事件」

（昭和６年上民第141号）（8）では、夫婦喧嘩の結果

一時の興奮からの殴打傷害（治療８日間）は同居

に堪えざる苛酷な所為とは言えないとして、上告

人（＝妻）の離婚請求を棄却するが、判決理由の

中で「同居に堪えざる虐待の意義」を次のように

説明している。「慣習上離婚ノ原因タルヘキ同居

ニ堪ヘサル虐待トハ継続的ナルト一時的ナルトヲ

問ハス、其ノ所為苛酷ニシテ到底夫婦ノ関係ヲ持

続シ同居スルニ堪ヘサル程度ノモノヲ指称スルモ

ノト解スルヲ相当トス、故ニ夫ノ妻ニ加ヘタル殴

打傷害カ同居ニ堪ヘサル虐待ナリトシ之ヲ離婚ノ

原因ト為スニハ、其ノ殴打傷害ノ軽重ノミニヨリ

決スヘキモノニアラスシテ、其ノ殴打傷害ヲ加ヘ

タル原因動機等ヲ参酌シ、該殴打傷害カ所謂苛酷

ノ所為ナリト称シ得ヘキヤ否ニヨリテ之ヲ決スヘ

キモノト謂ハサルヘカラス」。ここでは苛酷の所為

（同居に堪えざる虐待）に該当するかは、殴打傷

害の軽重だけによるのではなく、殴打傷害を加え

た原因動機等を参酌して判断するとあり、破綻主

義の含みが看取できて興味深い。

２．４　「重大ナル侮辱」

　明治42年３月10日判決（明治41年控第714号）（9）

では、正妻を妾の地位に貶黜することは「重大ナ

ル侮辱」に該当するとして、妻からの離婚請求を
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台湾覆審・高等法院判例にみる条理について

　父母の婚姻同意権に関しては、昭和12年８月８

日判決「相続竝移転登記手続請求事件」（昭和12

年上民第106号）（15）がある。「現時行ハルル本島ノ

慣習上子カ婚姻ヲ為スニハ少クトモ男ハ満三十歳

女ハ満二十五歳ニ達セサル場合ニハ其ノ家ニ在ル

父母ノ同意ヲ得ルコトヲ要シ、右ノ同意ヲ得サル

婚姻ハ之ヲ取消シ得ヘキモノニシテ当然無効ニア

ラスト解スヘキモノトス、従テ満三十歳ニ達セサ

ル所論亡林再其カ李氏雪ト婚姻スルニ付母タル林

張氏好ノ同意ヲ得サリシ事実アリトスルモ該婚姻

ヲ以テ当然無効ナリト謂フヲ得ス」。
〔参考〕民法772条１項「子カ婚姻ヲ為スニハ其家ニ

在ル父母ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス、但男カ満三十年女

カ満二十五年ニ達シタル後ハ此限ニ在ラス」、783条

「第七百七十二条ノ規ニ違反シタル婚姻ハ同意ヲ為ス

権利ヲ有セシ者ヨリ其取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ

得、……」。

　夫婦同居義務と夫の扶養義務に関しては、大正

11年８月24日判決「扶養料請求事件」（大正11年

上民第61号）（16）がある。「妻ハ夫ト同居スル義務

ヲ負フト同時ニ夫ハ妻ヲシテ同居ヲ為サシムルコ

トヲ要スルハ夫婦間ノ常道ナリ、故ニ正当ノ事由

ナクシテ夫カ妻ヲシテ同居セシムルコトヲ拒絶ス

ルハ所謂悪意ノ遺棄ニ外ナラス、原判決ノ確定シ

タル事実ニ依レハ上告人（＝夫）ハ相当ノ生活ヲ

営ミ妾ト同居シナカラ妻タル被上告人ノ同居要求

ヲ拒絶シタルモノナレハ悪意ヲ以テ被上告人ヲ遺

棄シタルモノト謂フヘキハ当然ニシテ論旨ハ理由

ナシ」。
〔参考〕民法789条１項「妻ハ夫ト同居スル義務ヲ負

フ」２項「夫ハ妻ヲシテ同居ヲ為サシムルコトヲ要ス」、

790条「夫婦ハ互ニ扶養ヲ為ス義務ヲ負フ」。

　妻の日常家事代理権に関しては、昭和12年６月

26日判決「抵当権設定登記抹消登記請求事件」（昭

和12年上民第83号）（17）がある。「然レトモ本島ノ

慣習ニ依レハ妻ハ日常ノ家事ニ付夫ノ代理人ト看

做スヘキモノナルヲ以テ、上告人カ判示抗弁ニ於

テ右鄭陳氏快ノ代理権原踰越行為ナリトスル其ノ

基本ノ代理権トシテ主張シタル所ノモノハ当時鄭

モ尚夫カ妾ヲ迎ヘ之ヲ戸内ニ容ルヽモ妻ハ敢テ之

ヲ咎メサルノミナラス、妾ト同棲シテ厭ハス世人

モ亦之ヲ怪マサル風アルハ顕著ナル事実ナリ、故

ニ現時ニ在リテハ夫カ妾ヲ迎ヘテ入戸セシメタル

事実自体ハ未タ妻ニ対スル重大ナル侮辱ナリト謂

フヘキニアラス」とある。高等法院上告部は控訴

審（大正12年控民第566号）と同様に、台湾の畜

妾制を肯定したのである。
〔参考〕大正12年10月15日判決（大正12年控民第566

号）（13）「夫カ妾ヲ迎フルコトハ本島ノ旧慣上認容セラ

ルヽ処ナルヲ以テ迎妾ノ一事ヲ捉ヘテ妻ニ対スル重大

ナル侮辱ト謂フヲ得サルヤ言ヲ俟タス」。

２．５　直系尊属に対する虐待

　大正７年２月22日判決（大正７年控第63号）（14）

は直系尊属に対する虐待を裁判上の離婚原因とす

るものであり、「夫カ妻ノ直系尊属ト争論ノ末之

ヲ突キ倒シ鎌ヲ以テ前額部ニ斬リ付ケ鎌ノ柄ニテ

左下顎部ヲ殴打シ依テ切創及打撲傷ヲ負ハシメタ

ル為メ傷害罪ニ依リ処刑セラレタルカ如キハ、妻

ノ直系尊属ニ対シ虐待ヲ為シタルモノト認ムヘキ

ニヨリ之ヲ以テ裁判上離婚ノ原因ト為スニ足ル」

とある。

　これまで窺ったように覆審・高等法院の離婚判

決では、夫の専横的な離婚意思の否定、妻自身か

らの離婚裁判が注目されるが、裁判離婚の原因に

関しては、民法813条５号「配偶者ヨリ同居ニ堪

ヘサル虐待又ハ重大ナル侮辱ヲ受ケタルトキ」、

８号「配偶者ガ自己ノ直系尊属ニ対シテ虐待ヲ為

シ又ハ之ニ重大ナル侮辱ヲ加ヘタルトキ」に依っ

ていることが、具体的な法院の判決文の中に明確

に推断できた。

３．婚姻に関する判例

　父母の婚姻同意権、夫婦同居義務と夫の扶養義

務、妻の日常家事代理権など、婚姻に関する高等

法院上告部の判決においても、それぞれ民法の規

定と対応するものがある。
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関係ヲ生スルモノト為シ法律上夫妾ノ関係ヲ公認

シ来リタル関係アリテ、其因襲ノ久シキニ渉リ新

ナル立法ニ因ルニアラサレハ全然之ヲ否定シ難キ

事情ノ存スルコトハ、目下過度ノ時代ニ在ル本島

ニ於テハ止ムヲ得サル所ナリトス、而シテ本島ニ

於ケル畜妾ノ目的ハ祖先ノ祭祀ヲ絶タサルニ基因

スルモノナリト雖、今ヤ必シモ此目的ノ為メニ行

ハルルニアラスシテ、却テ男女性欲上ノ満足ノ為

メニスルモノ大半ナリト謂フモ過言ニアラス、然

レトモ社会ノ進運ニ伴ヒ漸次其陋習タルコトヲ認

ムルニ至レルト、近キ将来ニ於テ此陋習ヲ廃シ一

夫一婦ノ文明ノ制度ニ則ラントスル法律上ノ趨勢

ノ下ニ於テハ、法律上妾関係ヲ認メ之ヲ保護スル

程度及範囲ハ旧来ノモノニ比シ自ラ異ル処アルハ

当然ノ結果ナリト謂ハサル可カラス、而シテ妾ナ

ル言葉ハ往々広義ニ用ヒラレルコトアリト雖モ、

法律上妾ナル身分関係ヲ認ムルニハ、旧慣ニ従ヒ

其身分関係ヲ生スルニ必要ナル実質ヲ備フルモノ

ノミニ存シ、所謂外妾ナルモノハ法律上之ヲ妾ト

認ムヘキモノニアラス、而シテ妾カ夫ノ家ニ入リ

其家族トナリ夫及其正妻夫ノ両親其他ニ対シ親族

関係ヲ生スルニハ、夫カ之ヲ正妻ニ準シ家族ノ一

員トシ、妾ハ其意ニ従ヒ夫及其家族ト同居スルノ

ミナラス、夫ノ家族モ亦妾ヲ其家族ノ一員ト認メ

同居ヲ拒ミ得サル関係ノ下ニ在ルコトヲ要ス」。

（2）「夫妻関係有効ニ成立シタル場合ハ合意上又

ハ法律上離婚セラルルニ非サレハ該関係ハ解消セ

スト為スコトハ、夫妻関係ヲ以テ終生ヲ期シ共同

生活ヲ為スヘキコトヲ目的トシタル一男一女ノ結

合ニシテ社会上必要ノ制度ト認メタルカ故ニ、合

意ニ図ラサル場合ニハ其離別スヘキ原因ヲ制限シ

訴ニヨリ其原因ノ有無ヲ判定セシムルノ必要ア

リ、妾関係ハ夫妻関係ニ準スヘキヲ本旨トスト雖

モ、其成立ハ夫妻関係ニ於ケルカ如ク緊要ナラサ

ルノミナラス、法律上其存在ヲ否定セントスル趨

勢ノ下ニ於テハ、其解消ノ方法モ亦全然夫妻ノ場

合ト同一スルノ必要ナク、寧ロ其解消ヲ容易ナラ

シメ、唯正妻ニ準スヘキ事実関係ノ存続セラルル

間ノミ之ヲ保護スレハ足ルモノト認ムルヲ以テナ

翠ノ妻トシテ有シタル日常家事ノ代理権ヲモ包含

スル趣旨ナルコト弁論ノ全趣旨ニ徴シ之ヲ看取ス

ルニ難カラス」。
〔参考〕民法804条１項「日常ノ家事ニ付テハ妻ハ夫

ノ代理人ト看做ス」。

４．妾と離婚（条理による慣習の変更）

　台湾の慣習において妾は妻に準ずる公認の身分

関係であったが、夫に専権的な任意の離婚権が

あった。離婚の場合は、妾の生家と協議して贖身

（身価銀の回収）する例が多かった（18）。

　ところが、大正期の覆審法院、高等法院覆審部

及び高等法院上告部はつぎの３判例で、妾から夫

に対する離婚（離縁）請求を積極的に認めたので

ある。

　大正５年７月１日判決「離婚請求事件」（大正

４年控民第706号）（19）は、妾自身（被控訴人＝原告）

からの離婚請求であるが、覆審法院は妾関係の解

消を認めている。畜妾制は一夫一婦の文明の法制

とは相容れない陋習である。法律は近い将来この

陋習を廃止し一夫一婦の文明の制度に則ったもの

になるであろう。このような妾の存在を否定しよ

うとする趨勢下においては、法律上の妾関係の保

護の程度と範囲は旧来のものとは当然異なる。夫

妻関係の解消は合意によらない場合は、離婚原因

を制限して裁判でその原因の有無を判定する必要

があるが、妾関係の場合は寧ろその解消は容易に

して、正妻に準ずべき事実関係が存続する間だけ

妾を保護すれば足りる。妾関係の消滅は事実の認

定で足り、裁判を必要としないのである。数年の

別居で事実上妾関係が消滅している本事案の場合

であれば、妾は離婚請求ではなく、夫（戸主）に

事実とは異なる記載がある戸口簿抹消の請求（離

戸請求）をすることを相当とする。

　（1）「畜妾ノ制ハ文明ノ法制ト相容レサル陋習

タルコトハ多言ヲ要セサル所ナリ、然レトモ支那

ノ法制ヲ踏襲セル本島ニ於テ今尚畜妾ノ制行ハレ

妾ヲ以テ家族ノ一員トシ一定ノ範囲内ニ於テ親族
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台湾覆審・高等法院判例にみる条理について

夫ニ対スル離縁請求権ノ行使ニシテ何等ノ制限ヲ

モ受ケサルモノトセハ、其ノ離縁請求ノ原因事実

ノ有無ニ関セス直ニ其請求ヲ理由アリト判示スヘ

キモノ（とする）」とある。妾（被上告人）には

最早夫妾関係を持続する意思がないのであり、こ

のような場合は離縁請求の原因事実の認定も不要

として、妾の意思だけで戸口簿抹消の請求を認め

ている。夫妾関係の解消は離婚（離縁）裁判では

なくて、離戸請求で足りるのである。

５．養子縁組と離縁（民法の解釈論）

５．１　旧慣では、養子縁組は養子の実父と養父

の合意で成立したが、この旧慣を否定する判決

がある。昭和４年９月25日判決「養子縁組確認

事件」（昭和４年上民第81号）（22）であるが、「旧時

ニ於ケル本島人間ノ養子縁組ハ養子ノ実父ト養父

トノ合意ニヨリテ成立シ養子自身ハ勿論其ノ実母

又ハ養母ハ何レモ之ニ関与セサルヲ慣例ト為シタ

ルカ如シト雖、敍上ノ慣習ハ時勢ノ変遷文化ノ発

達ニ伴ヒテ自ラ改善セラレ近時行ハルル養子縁組

ハ、養父母ト養子トノ間若シ養父母ノ一方在ラサ

ルトキハ其ノ生存スル一方ト養子トノ間ノ契約ニ

拠リ、又養子ノ年齢満十五年未満ナルトキハ其ノ

実父母若シ実父母ノ一方在ラサルトキハ其ノ生存

スル一方カ養子ニ代リテ縁組ノ承諾ヲ為ス習俗漸

ク馴致セラレ、今ヤ之ヲ慣習トシテ是認スルニ充

分ナリトス」とある。

　この判決は、養子縁組の成立（縁組意思、代諾

縁組）に関する旧慣の否定を伴なう変更であり、

その変更は民法の規定に沿ったものであった。
〔参考〕民法851条（縁組意思の合致）、843条１項「養

子ト為ルヘキ者カ十五年未満ナルトキハ其家ニ在ル父

母之ニ代ハリテ縁組ノ承諾ヲ為スコトヲ得」、846条

（843条の場合における772条２項の準用）、772条２項

「父母ノ一方カ知レサルトキ、死亡シタルトキ、家ヲ

去リタルトキ又ハ其意思ヲ表示スルコト能ハサルトキ

ハ他ノ一方ノ同意ノミヲ以テ足ル」。

リ」。（3）「（大正元年12月民事調停で、被控訴人

（＝妾）は控訴人（＝夫）方に帰復すべしとする

調停が成立したが、その後も妾は夫方へ帰復せず

に実家にとどまっており、夫も妾に同居の要求を

した事実はない。）数年ニ渉リ妾タル事実関係絶

ヱ被控訴人ニ於テハ妾タルコトヲ欲セス、控訴人

モ亦強テ被控訴人ト同居ヲ求メサルモノナレハ、

上来説示スル如ク已ニ妾関係ノ消滅シタルモノト

認ムルニ足ルモノトス、左レハ被控訴人カ妾関係

解消ノ宣言ヲ求ムルハ其要ナキヲ以テ之ヲ採用セ

サルモ、控訴人ノ戸口簿上ニ被控訴人ヲ妾トシテ

記入アルハ事実ニ伴ハサル記載ニシテ之カ抹消手

続ヲ戸主タル控訴人ニ要求スルハ相当ナリトス」。

　大正９年になると、妾からの離縁請求権の制限

は天賦の自由を束縛するものであり、公序良俗に

反するのであり法的な効力はない、とする判決が

現れる。大正９年２月16日判決（大正８年控民第

853号）（20）であるが、「本島ノ旧慣ニ於テ夫カ其妾

ヲ離別スルハ極メテ容易ニシテ殆ント何等ノ制限

ナキニ反シ、妾ヨリ其夫ニ対シテハ絶対ニ離縁ヲ

請求スル権利ナシトナセトモ、此ノ如キ慣習ハ妾

ノ人格ヲ無視シ天賦ノ自由ヲ束縛シ公序良俗ニ反

スルヲ以テ法トシテノ効力ナク従フヘカラス」と

ある。

　この高等法院覆審部の判決を踏襲して、高等法

院上告部は大正12年判決で、夫だけに専断的な

離縁権があるとする旧慣は条理により変更を受

けたのであり、近時の慣習では、妾にも離縁請

求の自由があることを明言している。大正12年

２月１日判決「離戸請求事件」（大正11年上民第

123号）（21）であるが、「本島旧時ノ慣習ニ依レハ妾

ハ絶対ニ其ノ夫ニ対スル離縁請求権ヲ有セス又夫

ハ僅微ナル制限ノ下ニ殆ント自由ニ其妾ヲ離縁ス

ルコトヲ得タルカ如シト雖モ、条理上変更ヲ受ケ

タル近時ノ慣習ニ依レハ、夫及妾カ各夫妾関係ヲ

持続スルコトヲ欲セサルニ至リタルトキハ其ノ何

レヨリモ有効ニ離縁ノ請求ヲ為シ得ルハ顕著ナル

事実ナリトス（高等法院覆審部大正八年控民第

八五三号大正九年二月十六日言渡参照）……妾ノ
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定ニシテ、同条第一項ニ依リ夫婦カ共ニ当事者ト

シテ縁組ノ意思表示ヲ為スコトヲ必要トスル養子

縁組ニ於テ其ノ一方ニ縁組ヲ為ス意思ナキ場合ハ

当然無効ニシテ、右第八百五十六条ハ適用アルモ

ノニ非ス）」とある。

　この判決で慣習とされているのは民法841条１

項にある夫婦共同縁組であり、この場合に配偶者

の一方の意思を欠くときは856条が適用されず、

851条により縁組の意思がないものとして無効と

なる。この民法の解釈論が慣習の解釈であり、こ

の慣習の解釈に依って判決を下しているのであ

る。
〔参考〕民法841条１項「配偶者アル者ハ其配偶者ト

共ニスルニ非サレハ縁組ヲ為スコトヲ得ス」２項「夫

婦ノ一方カ他ノ一方ノ子ヲ養子ト為スニハ他ノ一方ノ

同意ヲ得ルヲ以テ足ル」、851条「縁組ハ左ノ場合ニ限

リ無効トス　一．人違其他ノ事由ニ因リ当事者間ニ縁

組ヲ為ス意思ナキトキ……」、856条「第八百四十一条

ノ規定ニ違反シタル縁組ハ同意ヲ為ササリシ配偶者ヨ

リ其取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得……」。

６．�親権と親権喪失の宣告（判官協議会
決議）

６．１　親権喪失の宣告制度は、判官協議会決議

で導入されたのである。大正３年３月９日判官協

議会決議（25）であるが、「正当ノ事由アルトキト雖

モ親族協議ニ依リ親権喪失ヲ決議スルモ無効ナ

リ／親権ヲ喪失セシムルニハ親族ヨリ法院ニ対シ

宣言ヲ求ムヘキモノトス」とある。

　この決議以前においては、明治42年１月13日

判決「損害賠償請求事件」（明治41年控民第663

号）（26）に、「親権ヲ行フ控訴人ノ母ノ素行修マラ

ス且幼者ヲ虐待スルハ控訴人ノ教養上危害アルノ

ミナラス延テ家産ノ不整理ヲ来シ其蕩亡ヲ招致ス

ルノ虞アルカ故ニ、控訴人ノ親族タル被控訴人其

他ノ者ノ協議ニ因リ、敢テ其母ノ親権喪失ノ宣告

ヲ訴求スルヲ要セス、又固ヨリ其母ノ承諾ヲ得ル

ヲ要セスシテ、直ニ託孤人ヲ選定シ親権者タル母

５．２　裁判離縁において、養子が15歳未満のと

きは代諾縁組の代諾権者から離縁の訴を提起す

る。このことは旧慣にはなかったが、民法の法意

を汲み、高等法院上告部の判例として確立され

た。昭和９年８月11日判決「養子離縁請求事件」

（昭和９年上民第85号）（23）に、「案スルニ本島ニ於

テハ養子カ満十五年ニ達セサル間ハ其ノ縁組ニ付

承諾権ヲ有スル者ヨリ養子ノ為メ自ラ原告トナリ

テ養子離縁ノ訴ヲ提起スルコトヲ得ヘク、其ノ承

諾権ヲ有スル者ハ養子ノ実家ニ在ル父母（其ノ一

人死亡シ又ハ其ノ家ニ在ラサルトキハ他ノ一人）

ナリト解スヘキモノニシテ此ノ趣旨ハ従来当部ノ

判例トシテ示ス所ナリ（大正十四年三月十日言渡

同十三年上民第一四九号事件判決及昭和八年四月

十九日言渡同七年上民第二九八号事件判決参照）」

とある。
〔参考〕民法867条「養子カ満十五年ニ達セサル間ハ

其縁組ニ付キ承諾権ヲ有スル者ヨリ離縁ノ訴ヲ提起ス

ルコトヲ得」。

５．３　夫婦共同縁組に関して、民法841条の解釈

論を展開している高等法院上告部の判例は注目さ

れる。ここでは民法の法意の解釈に依って裁判を

行なっているのである。昭和16年５月17日判決

「離縁手続請求事件」（昭和16年上民第32号）（24）で

あるが、「本島人間ニ行ハルル養子縁組ニ付配偶

者アル者カ其ノ配偶者ノ子ニ非サル者ヲ養子ト為

ス場合ニハ、養親側当事者トシテ養親夫婦ハ不可

分的ニ縁組ノ意思表示ヲ為スコトヲ要スルモノナ

ルコトハ本島ニ於ケル慣習トスル所ナレハ、斯カ

ル縁組ニ於テ其ノ夫婦ノ一方ニ縁組ヲ為ス意思ナ

キトキニハ、縦令他ノ一方カ縁組ノ意思表示ヲ為

スモ、开ハ縁組成立要件タルヘキ夫婦共ニ縁組ヲ

為スノ意思ヲ缺ケルモノニ外ナラサレハ、結局縁

組ノ意思表示無キニ帰シ無効ノモノナリト謂ハサ

ルヘカラス、（所論ニ係ル民法第八百五十六条ハ

同法第八百四十一条第二項ニ依リ夫婦ノ一方ノミ

カ当事者トシテ他ノ一方ノ子ヲ養子ト為シタルト

キ、他ノ一方カ之ニ同意セサリシ場合ニ関スル規
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台湾覆審・高等法院判例にみる条理について

ないとまでは言えないとして、「著シキ不行跡」

を理由とする、上告人（亡夫の親族）からの請求

を棄却する。
〔参考〕民法879条「親権ヲ行フ父又ハ母ハ未成年ノ

子ノ監護及ヒ教育ヲ為ス権利ヲ有シ義務ヲ負フ」、896

条「父又ハ母カ親権ヲ濫用シ又ハ著シク不行跡ナルト

キハ裁判所ハ子ノ親族又ハ検察官ノ請求ニ因リ其親権

ノ喪失ヲ宣告スルコトヲ得」。

６．２　利益相反行為で、親権者と子の利益が相

反する場合は子のための特別代理人の選任が必要

とされる（民法888条１項）。この条項では親権者

が特別代理人の選任を親族会に請求することに

なっており、親権者が請求をしなかった場合はど

うなるかについては規定がない。このような反対

解釈に関して、高等法院上告部の判決がある。

　昭和７年２月６日判決「家屋保存登記更正其ノ

他請求事件」（昭和６年上民第341号）（28）であるが、

「同条（＝民法888条１項）ハ未成年者ヲ保護スル

精神ニ基キ親権者ニ特別代理人選任請求ノ義務ヲ

負担セシメタルモノニシテ、親権者ノ利益ノ為ニ

ノミ其ノ権利ヲ付与シタルニ非サルヲ以テ、同条

ノ規定ハ民法第九百四十四条ニ依リ未成年者ノ親

族其ノ他カ親族会ノ招集ヲ裁判所ニ請求スル権利

ヲ制限シタルモノニ非スト解スルヲ相当トス、蓋

シ若所論ノ如ク之ヲ反対ニ解スルニ於テハ親権ヲ

行フ父又ハ母カ其ノ子ノ為ニ特別代理人ノ選任ヲ

親族会ニ請求セサル限リ未成年者ノ子ノ利益ハ之

ヲ保護スルニ由ナキ不当ナル結果ヲ生スレハナ

リ、而シテ民法親族篇ノ規定ハ本島人間ノ親族関

係ニ付其適用ナク本島人間ノ親族関（係欠か）ニ

付テハ慣習ニ依ルヘキモノナリト雖モ、敍上民法

ノ法理（＝未成年者の保護法理）ハ条理トシテ之

ヲ本島人間ノ親族関係ニ適用スルヲ相当トス」と

ある。

　民法888条は未成年者を保護する精神で親権者

に特別代理人選任請求の義務を課したものである

から、親権者が請求しない場合は944条に依り未

成年者の親族その他が親族会の招集を裁判所に請

ト交替シテ、控訴人ノ保護監督ニ任セシメ控訴人

ノ為メニ其財産ノ管理ヲ為サシムルコトヲ得ヘ

シ」とあるように、親権喪失の宣告は不要で親族

協議（託孤人の選定による親権者の交替）で足り

た。

　親権喪失請求事件は、ほとんどが亡夫の親族か

ら寡婦に対するものである。大正９年１月28日判

決「親権喪失事件」（大正８年上民第８号）（27）に

は、「本島ニハ親権制度ノ旧慣全然存在セサリシ

ニ拘ラス現行ノ慣例上親権制度ヲ生シタルモノナ

ルヲ以テ、親権ニ関シテハ本島人ニ付テモ民法ノ

規定ヲ以テ条理ノ命スルトコロタリトシテ其適用

ヲ為スヲ相当ナリト解ス、而テ民法ニ依レハ親権

ヲ行フ者ハ未成年ノ子ノ監護及ヒ教育ヲ為ス権利

ヲ有シ且ツ義務ヲ負フ可キモノニシテ親権者ニ於

テ親権ヲ濫用シ又ハ著シキ不行跡ナル場合ニ限リ

其親権ヲ喪失セシムヘキモノトス、然ラハ親権喪

失ノ原因タル親権ノ濫用又ハ著シキ不行跡トハ結

局未成年ノ子ノ監護及ヒ教育ヲ為ス義務ヲ遂行ス

ル任ニ勝ヘサル程度ニ達スルコトヲ要スルヤ明晰

ナリ、原判決ヲ査スルニ原審ニ於テハ螟蛉子楊泉

吉ノ親権者タル被上告人ハ夫ノ死後訴外楊花ト私

通シ私生子ヲ挙ケ且ツ泉吉ヲ伴ヒ家出ヲ為シタリ

ト雖モ因テ泉吉ノ財産ヲ浪費シタリト認ムヘキ事

迹ナシト認メタルモノニシテ、此認定事実ニ依拠

シテ立論スレハ被上告人ノ行為ハ不行跡ナルヲ免

レサルハ勿論ナルモ、法律上之ヲ著シキ不行跡ナ

リトシ未成年ノ子タル泉吉ノ監護及ヒ教育ヲ為ス

義務ヲ遂行スル任ニ勝ヘサル程度ニ達シタルモノ

ト解ス可キ廉ナキヲ以テ、本論旨ハ其理由ナシ」

とある。

　この判決では、旧慣が全く存在しない親権に関

しては、条理として民法の規定を適用することが

相当であるとして、民法879条（親権の内容であ

る監護教育の権利と義務）と896条（親権喪失の

原因である親権濫用と著しき不行跡）について、

２条文の法意を説明する。その上で被上告人（寡

婦）の私通のうえ家出等の行為は不行跡であるが、

未成年の子の監護教育をする義務を遂行できてい
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７．家産相続と私産相続

７．１　家産相続と戸主相続

　明清律では、財産相続には家産相続と私産相続

があり、家産とは家祖が所有する財産（被承継人＝

家祖は死後であっても家産分割までは家産の所有

者であるとする考えは、台湾這般の観念にある。）、

私産とは家族が所有する財産である。家産承継、

家長権承継及び宗祧承継（祖先祭祀）は一体のも

のではなく区別されている。家産承継人は直系卑

属であり、男子による均分が本則であり、家長権

承継人は家の尊長であり、宗祧承継人は嫡長男子

である。家産相続の開始原因は死亡が本則である

が（相続開始後であっても、䦰分＝家産分割まで

は、承継人の合有財産であり、祭祀財産・公業と

して分割されない家産もある。）、被承継人の任意

で生前分割の場合もある。私産相続ではその開始

原因は死亡であり、被承継人の遺言で任意に処分

される。台湾の慣習も大体において明清律に準じ

ている（30）。

　他方、民法においては、相続には家督相続と遺

産相続がある。家督相続は家長の地位（戸主の地

位）の承継及び家産（前戸主に属した権利義務及

び家督相続の特権である系譜・祭具・墳墓の所有

権）の承継である。家督相続人は嫡長男子の単独

相続が本則であり（嫡庶出の男子がいない場合に

女子が家督相続人になる）、開始原因は戸主の死

亡、隠居、入夫婚姻である。遺産相続は家族の所

有に属した権利義務の相続であり、開始原因は被

相続人の死亡、失踪宣告である。遺産相続人は直

系卑属で男女の区別なく均分である。相続順位は

直系卑属、配偶者、直系尊属、戸主となっている。

　台湾では、戸籍の編製が明治29年８月台湾住民

戸籍調査規則により着手された。明治38年12月に

なると、戸口規則（府令第93号）、戸口調査規定

（訓令第255号）により、警察資料に加えて身分証

明を目的とした新たな戸口調査簿が編成された

（戸籍法は廃止となる）。戸口規則は戸の編成（戸

主と家族）、身分異動とその届出義務者等につい

求できると解釈することが相当である。944条は

888条で制限されるものではない。民法親族編は

本島人間の親族関係では適用がなく慣習に依るこ

とになってはいるが、民法の法理は条理として本

島人に適用することは相当である。この判決には、

大正11年勅令第407号にある慣習による裁判から

の脱却、条理（＝民法の法理）による裁判への移

行という裁判所の意思が看取できよう。
〔参考〕888条１項「親権ヲ行フ父又ハ母ト其未成年ノ

子ト利益相反スル行為ニ付テハ父又ハ母ハ其子ノ為メ

ニ特別代理人ヲ選任スルコトヲ親族会ニ請求スルコト

ヲ要ス」、944条「本法其他ノ法令ノ規定ニ依リ親族会

ヲ開クヘキ場合ニ於テハ会議ヲ要スル事件ノ本人、戸

主、親族、後見人、後見監督人、保佐人、検事又ハ利

害関係人ノ請求ニ因リ裁判所之ヲ招集ス」。

６．３　親権者には子に対する身上監護権がある

から、非親権者がこれを妨害しているときは、一

種の妨害排除として子の引き渡しを請求できるか

について、民法には明文規定はないのであるが

（判例では、親権に基づく妨害排除請求は夙に明

治時代に確立している）、高等法院上告部の判例

でも認められている（日本判例の導入）。昭和４

年３月29日判決「幼女身柄引渡請求事件」（昭和

４年上民第21号）（29）であるが、親権にもとづく子

の引き渡し請求を認容して、「親権者ハ他人ノ干

渉ヲ排斥シテ自己ノ意思ニ従ヒ未成年ノ子ヲ監護

教育スルノ権利ヲ有スルモノナレハ、何人ト雖其

ノ親権行使ヲ妨クルモノアルトキハ之ニ対シ妨害

ノ排除ヲ求メ以テ其ノ権利行使ヲ完フスルコトヲ

得ヘキモノトス」、「上告人等カ之等意思能力ナキ

幼者ヲ自家ニ居住セシメ其ノ監護ノ下ニ置キ親権

者タル被上告人（＝母）ニ其ノ引渡ヲ為ササル以

上、其上告人ノ行為ハ親権者タル被上告人ノ意思

ニ反シテ未成年者ヲ留置シ之ニ対スル被上告人ノ

監護教育権ノ行使ヲ妨害シタルモノト謂ハサルヘ

カラス」とある。
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台湾覆審・高等法院判例にみる条理について

人の順位）により相続すると説くが、つぎの判決

ではこの判旨を本島現時の慣習としている。昭和

11年２月８日判決「貸金請求事件」（昭和10年上

民第276号）（34）であるが、「本島現時ノ慣習ニ依レ

ハ本島人家族ノ死亡ニ因ル遺産ノ相続ハ先ツ親等

ノ近キ直系卑属ニ於テ之ヲ為スヘク、右ノ直系卑

属数人存スルトキハ同順位ニ於テ之ヲ為スヘク敍

上ノ直系卑属中男女ニヨリ差別アルコトナク、次

ニ直系卑属ナキ場合ニ於テハ配偶者直系尊属及戸

主ノ順位ニヨリ相続スヘキモノトス（昭和七年上

民第二六八号同八年三月八日判決）」とある。
〔参考〕民法994条「被相続人ノ直系卑属ハ左ノ規定

ニ従ヒ遺産相続人ト為ル……」、995条（前条による遺

産相続人の代襲相続）、996条「前二条ノ規定ニ依リテ

遺産相続人タルヘキ者ナキ場合ニ於テ遺産相続ヲ為ス

ヘキ者ノ順位左ノ如シ　第一．配偶者　第二．直系尊

属　第三．戸主……」。

７．３　代襲相続

　明清律では、家産承継人が死亡あるいは失踪の

場合は、父の財産は子が承継し、子が早亡してい

る場合は孫が承継する。台湾の慣習でも同じであ

る。慣習である家産承継権の代位は民法の代襲相

続権よりも拡大された概念であり、子（孫）が承

継開始の当時に既に死亡（失踪）していれば、承

継人の妻、女子の順位で亡夫（亡父）分を代位す

る（35）。

　直系卑属の代襲権に関しては、夙に覆審法院決

定で確立されている。覆審法院大正２年９月23日

決定「業主権相続登記申請事件」（大正２年抗第

８号）（36）に、「本島相続ノ順位ニ関スル慣習ハ被

相続人ノ男タル子ヲ第一位ニ置キ若シ其相続開始

前ニ死亡又ハ相続喪失ノ事アルモ其者ニ子アルト

キハ其子ヲシテ之ヲ相続セシム、即チ被相続人ノ

孫ハ其父ニ代リ被相続人ノ他ノ子ト共同相続ヲ為

ス例ナレバ……」とある。

　戸主である被相続人を相続する推定家産相続人

に代襲相続する直系卑属がいない場合（男子の孫

がいない場合）、（民法の代襲相続の概念とは異な

て規定しており、戸籍法に類似した性格を有して

いた（31）。つぎの高等法院上告部決定は、慣習に

はないが、家産を戸主所有の財産とし、戸主の死

亡による戸主相続と家産相続の不可分性と同時性

を説くものであり、戸主と家族（戸口簿）の定着

と家督相続（民法）の影響を想起させる。

　高等法院上告部昭和５年12月13日決定「登記官

吏ノ為シタル土地所有権相続登記申請却下ノ決定

ニ対スル抗告事件」（昭和５年再抗民第４号）（32）

に、「本島人ノ財産相続ニ付テハ家産相続ト私産

相続ノ両種アリテ、家産トハ家ト不可離ノ関係ニ

在ル財産ヲ謂ヒ、戸主ノ有セシ財産ハ特別ノ事情

存セサル限リ此ノ種ノ財産ニ属ス、私産トハ家族

ノ特有財産ニシテ家ト全ク分離セルモノヲ謂フ、

随テ家産相続ハ戸主ノ死亡ニ因リテ開始シ私産相

続ハ家族ノ死亡ニ因リテ開始ス、故ニ家産相続ニ

アリテハ戸主相続ト家産相続トハ不可分的ニ同時

ニ開始シ戸主相続ナクシテ独リ家産相続ノミ開始

スルコトアルコトナシ」とある。
〔参考〕民法986条「家督相続人ハ相続開始ノ時ヨリ

前戸主ノ有セシ権利義務ヲ承継ス……」、987条「系譜、

祭具及ヒ墳墓ノ所有権ハ家督相続ノ特権ニ属ス」。

７．２　私産相続人の順位

　慣習にはなかった私産相続人の順位について、

高等法院上告部は民法994条、996条の遺産相続人

の順位を導入している。昭和８年３月８日判決「詐

害行為取消其ノ他請求事件」（昭和７年上民第268

号）（33）に、「亡黄氏完妹ニハ直系卑属配偶者又ハ

直系尊属ノ存セサルコト明ナリ、而シテ本島ニ於

ケル家族ノ死亡ニ依ル遺産（私産）ニ付之ヲ相続

スヘキ直系卑属ナキ場合ニ於テハ配偶者直系尊属

戸主ノ順位ニ拠リ相続スヘキモノニシテ、其ノ順

位ニ相当スルモノハ女子ト雖親族ノ協議ヲ経ルヲ

要セス当然相続スヘキモノナレハ、本件ニ於ケル

亡黄氏完妹ノ遺産ハ戸主タル呉氏添妹ニ於テ当然

相続シタルモノト謂フヘシ」とある。

　この判決は私産相続で直系卑属がいない場合は

配偶者、直系尊属、戸主の順位（民法「遺産相続」
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覆審法院大正２年９月23日決定「業主権相続登記

申請事件」（大正２年抗第８号）（38）であるが、「本

島ノ慣習ニヨレハ相続人ハ相続開始ノ場合ニ被相

続人ノ戸内ニ在ラサレハ其相続権ヲ行使スルヲ得

サル制アリテ当法院ノ判例モ亦之ヲ認メ居レト

モ、被相続人ハ其生前ニ於テ相続人ヲ廃除シ得可

キ権能アルニアラス、故ニ若シ相続人ニシテ被相

続人ニ対スル不法行為其他ノ事由アリ被相続人之

ヲ廃除セント欲セハ法院ニ訴求シ判決ヲ待タサル

可カラス」とある。

　具体的な判例を見ると、推定財産（私産）相続

人の廃除については、昭和11年２月22日判決「無

償贈与ニ因ル共有権移転登記手続請求事件」（昭

和10年上民第312号）（39）に、「条理上本島人間ニ於

テモ遺留分ヲ有スル推定財産相続人カ被相続人ニ

対シテ虐待ヲ為シ又ハ之ニ重大ナル侮辱ヲ加ヘタ

ルトキハ被相続人ハ其ノ推定財産相続人ノ排除ヲ

法院ニ請求スルコトヲ得ルモノニシテ、従テ又仮

令推定財産相続人ニ右廃除原因ノ存スルトキト雖

モ未タ法院ノ判決ニ依リ其ノ推定財産相続人タル

身分ノ排除セラレサル限リ、右相続人ハ被相続人

ノ財産ニ付遺留分権ヲ主張シ其ノ遺留分ヲ害セラ

レタル部分ニ付減殺ノ請求ヲ為シ得ルモノト云ハ

サルヘカラス」とある。

　ここでは条理として推定遺産相続人の排除に関

する民法998条を適用している。判決文の中で、

当該条文にある遺産相続人を財産相続人に、裁判

所を法院に変更しているが、将に当該条文が引用

されている。

　また、法定推定戸主相続人の廃除の場合は、法

定推定家督相続人の廃除に関する民法975条１項

３号を適用している。ここでは廃除原因として家

名の汚辱が強調されている。昭和13年５月25日判

決「戸主相続人廃除請求事件」（昭和13年上民第

38号）（40）に、「被相続人カ居住地方ニ於テ相当ノ

資産ヲ有シ中流ノ生活ヲ営ムモノナル場合ニ、其

ノ法定推定戸主相続人カ破廉恥罪ニ因リ懲役刑ニ

処セラレタルトキハ、其ノ刑期ノ長短ヲ問ハス家

名ニ汚辱ヲ及ホスヘキモノトシテ相続人廃除ノ原

るが）親族協議で代襲相続人を選定できる。ただ

し選定代襲相続の場合は、同時存在の原則（相続

開始の時点で相続人が存在していなければならな

い）がとられる。

　昭和14年５月17日判決「相続権確認竝持分更正

登記請求事件」（昭和14年上民第62号）（37）に、「戸

主タル被相続人ヲ相続スヘキ推定財産相続人カ相

続ノ開始前ニ死亡シ又ハ其ノ相続権ヲ失ヒタル場

合ニ於テ、其ノ者ニ代襲相続人タル男子ノ直系卑

属ナキトキハ親族ノ協議ヲ以テ代襲相続人ヲ選定

シ得ヘキコト本島ノ慣習トスルトコロナルモ、其

ノ選定ハ戸主タル被相続人ニ付相続ノ開始スル迄

ニ之ヲ為スヘク該相続開始後ハ之ヲ為シ得サルモ

ノトス……又戸主タル被相続人ニ二人ノ男子在

リ、内一人ハ相続開始前死亡シ其ノ者ニ直系卑属

タル代襲相続人又ハ選定ノ代襲相続人ナクシテ相

続開始シタル場合ハ、他ノ一人ノ男子一人ニ於テ

戸主竝財産ノ相続ヲ為スヘキモノニシテ、更ニ被

相続人ノ為財産相続人ノ選定追立ヲ許スヘキモノ

ニアラス」とある。ここでは兄弟二人の中で、一

人が直系卑属の代襲相続人も選定代襲相続人もな

く相続開始前に死亡している場合には、他の一人

が戸主と家産相続人になるのであり、相続開始前

に死亡した者については（慣習にある）追立相続

人の選定を否定している。
〔参考〕民法974条（法定推定家督相続人（＝被相続

人の直系卑属）が家督相続の開始前に死亡又は相続権

を失った場合、直系卑属があれば代襲相続して家督相

続人になる）、995条（推定遺産相続人（＝被相続人の

直系卑属）が相続の開始前に死亡又は相続権を失った

場合、その者に直系卑属があれば代襲相続して遺産相

続人になる）。

７．４　�法定推定戸主相続人と推定私産相続人の

廃除

　相続人の廃除に関して、大正２年の覆審法院決

定は被相続人の廃除権を否定して、被相続人は非

行がある推定相続人の廃除を法院に請求するこ

とにより、その相続権を奪うことができるとした。
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台湾覆審・高等法院判例にみる条理について

財産ヲ承継スルモノニシテ故ナク之カ相続ヨリ除

外セラレサル慣習ノ行ハレ来リシコトモ亦否ムヘ

カラサルトコロナリ、凡ソ相続人ヲシテ被相続人

ノ財産ヲ承継セシメルコトハ子孫ヲ保護スル人類

自然ノ義務ヲ実現スル上ニ於テ当ニ然ルヘキモノ

ノミナラス、家族制度ヲ維持シ社会ノ平和幸福ヲ

保障スル所以ニ適合スルモノナル等ヨリ観ルトキ

ハ、必スシモ被相続人ノ前敍財産処分ヲ絶対的ニ

保護シ相続人ニ毫モ不服ノ途ヲ与フヘカラサルモ

ノト論断セサルヘカラサルノ理由アルコトナシ、

故ニ若被相続人カ相続人全員ヲ除外シテ相続人以

外ノ者ニ或ハ同順位ノ相続人数人アルニ拘ラス其

ノ相続人中ノ或者ヲ除外シ他ノ相続人ノミニ被相

続人所有ノ財産ノ全部又ハ之ト同視スヘキ額ヲ贈

与又ハ遺贈シタルトキハ、除外セラレタル相続人

ハ被相続人ノ如上不衡平ナル財産処分ニ対シ自己

ノ相続スヘキ分トシテ相当ノ財産ヲ遺留スヘキコ

トヲ求ムル権利ヲ有スト解スルヲ相当トスルモ甚

シク慣習ニ反セサルノミナラス、却テ前敍相続制

ノ趣旨ニ適シ亦能ク現時ノ社会通念ニモ合スルモ

ノト謂フヘシ」とある。

　この判決を踏まえて、昭和11年２月22日判決「無

償贈与ニ因ル共有権移転登記手続請求事件」（昭

和10年上民第312号）（43）は、「本島人間ニ於テモ被

相続人ノ直系卑属タル推定財産相続人ニ対シ遺留

分減殺請求権ヲ認ムルヲ条理上相当トスヘキコト

夙ニ当部判例ノ存スル所ニシテ（昭和四年上民第

五九号同年十月十九日当部判決参照）、其ノ減殺

ヲ許スヘキ遺留分額ハ条理ニ徴シ被相続人ノ財産

ノ半額ヲ以テ過大ナリト謂フヲ得ス」という。遺

留分減殺請求権は条理であり高等法院上告部の判

例である。この直系卑属の遺留分額は条理に照ら

して、被相続人財産の半額とする。
〔参考〕民法1130条１項「法定家督相続人タル直系卑

属ハ遺留分トシテ被相続人ノ財産ノ半額ヲ受ク」、1131

条１項「遺産相続人タル直系卑属ハ遺留分トシテ被相

続人ノ財産ノ半額ヲ受ク」。

　減殺請求権行使の消滅時効及びその起算点に関

しては、昭和10年９月28日判決「受遺財産減殺請

因ト為ルコト、本島人ニ関シテモ亦是認セラルヽ

トコロナリトス」とある。
〔参考〕民法998条「遺留分ヲ有スル推定遺産相続人カ

被相続人ニ対シテ虐待ヲ為シ又ハ之ニ重大ナル侮辱ヲ

加ヘタルトキハ被相続人ハ其推定遺産相続人ノ排除ヲ

裁判所ニ請求スルコトヲ得」、975条１項「法定ノ推定

家督相続人ニ付キ左ノ事由アルトキハ被相続人ハ其推

定家督相続人ノ廃除ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得……

三．家名ニ汚辱ヲ及ホスヘキ罪ニ因リテ刑ニ処セラレ

タルコト……」。

７．５　遺留分減殺請求権

　台湾の旧慣では、相続財産の一定割合を一定の

相続人のために留保するという遺留分制度がな

く、被相続人は贈与・遺贈で自由な財産処分権を

もっており、それが相続権の侵害になるという考

えはなかった。つぎの判例もこの旧慣を追認して

いる。大正10年５月17日判決（大正10年控民第

265号）（41）に、「本島ニ於テハ民法遺留分ニ関スル

規定ノ如キ旧慣ナキカ故ニ、相続権侵害ノ問題ハ

相続開始ノ時現存シタル被相続人ノ財産ニ付テノ

ミ起ルヘキモノニシテ、被相続人ノ生前処分カ相

続権ヲ侵害スル理由ナシ」とある。

　ところが、昭和４年になると高等法院上告部は

判例を変更して、相続人の遺留分減殺請求を認め

ている。遺留分制度は遺族の生活保障と家族制度

の維持という相続制度の趣旨や現時の社会通念に

も適合するという。

　昭和４年10月19日判決「贈与遺言無効確認請求

事件」（昭和４年上民第59号）（42）であるが、「本島

ノ旧慣ニ依レハ被相続人ハ贈与タルト遺贈タルト

ヲ問ハス自由ニ所有財産ノ処分ヲ為シ得ヘク相続

人ニ於テ之ヲ妨クルノ権利ナカリシカ如クナル

モ、又他面ニ於テ相続人中廃除セラレタル者又ハ

特殊ノ事由ニ依ル相続欠格者ヲ除ク其ノ余ノ者ハ

被相続人ノ有スル一切ノ財産ニ付法定ノ推定相続

人タル地位ニ在リ、而シテ被相続人死亡スルトキ

ハ相続人一人ナレハ其ノ一人ニ於テ、若相続人数

人アレハ其ノ数人ニ於テ何レモ当然ニ被相続人ノ
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スル法律行為ハ無効トス」）。

ⅰ．妻の贈与・売買は公の秩序に反する：明治42

年12月10日判決（明治42年控第567号）（45）。

ⅱ．子女の典胎は善良の風俗に反する：明治43年

５月11日判決「長女取戻竝報酬金支払請求事

件」（明治43年控民第50号）（46）。

ⅲ．離婚、過房子離縁の場合に聘金返還は請求で

きない。聘金は身価金（身代金）である：大正

６年４月14日判決（大正６年控第90号）（47）。／

大正７年２月14日判決「過房子離縁、身価金

返還請求事件」（大正６年控民第644号・第646

号）（48）。

ⅳ． 媒嫺は公の秩序善良の風俗に反する：大正

６年11月７日判決（大正６年控第557号）（49）。

ⅴ．実家との親族関係を断絶する螟蛉子縁組は公

序良俗に反する：昭和12年10月９日判決「後

見人就職無効確認請求事件」（昭和12年上民

第165号）（50）。

９．結語にかえて

　本稿では、台湾総督府覆審・高等法院編纂『覆

審・高等法院判例』を渉猟し、親族法・相続法に

関する重要な判例を再整理して、約50年間で構築

された判例身分法の一部について、再構成を試み

た。ここで取り上げた主要な判例は、（ⅰ）慣習

（旧慣）の変更・否定、（ⅱ）新たな法制度の創

成、（ⅲ）条理としての民法（法理）の適用、と

いう範疇に分類でき、（ⅰ）と（ⅱ）も民法（法

理）の導入（適用）によるものであった。王教授

は本稿で羅針盤とした論考について、法院は公序

良俗の要求で慣習の一部を無効と判断し、他方で

条理の名により、西欧法を継受した日本民法の親

族相続法規定の中で若干のものを台湾人の事件に

適用した、と小括する。戦前の主要な研究成果を

踏まえたこの見解は、筆者も総論としては肯定す

るものである。
〔参考〕判例分類：（ⅰ）夫の離婚意思の否定（明40

控民278号明治40年７月６日判決）、妻自身による離婚

求事件」（昭和10年上民第196号）（44）に、「遺留分

権利者ノ減殺請求権ハ本島人間ニ在リテモ遺留分

権利者カ当該相続ノ開始及減殺スヘキ贈与又ハ遺

贈アリタルコトヲ知リタル時ヨリ相当期間内ニ限

リ之ヲ行使シ得ヘク其ノ期間ノ経過ト共ニ該請求

権ヲ失フモノト解スルヲ相当トス、而テ右ニ所謂

知リタルトキトハ相続ノ開始ト贈与又ハ遺贈アリ

タルコト然カモ右ノ贈与又ハ遺贈ニ対シ減殺請求

権ノ存在スルコトトヲ遺留分権利者自身事実上之

ヲ併セ知リ得タルトキヲ指称スヘキモノトス」と

ある。ここでは民法1145条の法意が説かれている。

　この高等部判決は事実の中で、第二審の覆審部

判決を引用している。「仍テ此ノ利弊ヲ調和シ子

孫ノ幸福ト取引ノ安全トヲ保持スル為メ、茲ニ本

島ニ於ケル相続制度ニ被相続人ヲシテ自己ノ所有

財産ニ付之カ自由処分ヲ為スコトヲ得セシムルト

共ニ、相続人ノ利益ノ為ニ被相続人ヲシテ自由ニ

処分スルコトヲ得サル一定ノ財産ヲ貯存セシメサ

ルヘカラストナス、遺留分ノ制ヲ認ムルコトハ必

スシモ甚シク前示慣習ニ反セザルノミナラス本島

ニ於ケル現時ノ社会通念ニ合スルモノト謂フヘ

シ、然リ而シテ此ノ制度ヲ認ムルニ於テハ条理ト

シテ民法相続編遺留分ニ関スル規定ヲ準用スルヲ

相当トス」とある。ここには判然と遺留分制度に

関しては条理として民法の規定を準用するとあ

る。旧慣にない遺留分制度の導入は条理であり、

条理として民法の規定を準用するのである。
〔参考〕民法1145条「減殺ノ請求権ハ遺留分権利者カ

相続ノ開始及ヒ減殺スヘキ贈与又ハ遺贈アリタルコト

ヲ知リタル時ヨリ一年間之ヲ行ハサルトキハ時効ニ因

リテ消滅ス、相続開始ノ時ヨリ十年ヲ経過シタルトキ

亦同シ」。

８．民法90条公序良俗と旧慣否定

　覆審・高等法院は、旧慣の中で、人倫に反する

行為、自由を極度に制限する行為の甚だしいもの

は、公序良俗に反するとして否定している（民法

90条「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的ト

― 36 ―



台湾覆審・高等法院判例にみる条理について

権・夫権・親権で構成されていると考えられ、戸

主権を担保するのが戸主財産（家産）の承継であ

り、これらを主題とする各論的な研究が必要であ

る。2010年以降、王教授はじめ後藤武秀教授等の

論考が公刊されている（51）。台湾旧慣調査（台湾

私法）及び慣習立法化（台湾親族相続令，台湾合

股令等）の中心を担った岡松参太郎博士はじめ戦

前の諸先学（石坂音四郎，姉歯松平，谷野格，万

年宜重等）の論考をも充分に参考とし、「家」制

度の継受に関して続稿を期すことにする。

【注】
（１） 『法令全書』①明治31年甲15頁，②明治31年甲15頁

以下，③明治32年乙10頁以下，④明治32年乙29頁，
⑤明治40年甲17頁，⑥明治41年甲14頁以下，⑦大正
11年甲401頁，⑧大正11年甲402頁以下。

（２） 『法令全書』①明治29年甲１頁以下，②明治31年甲
22頁以下，③大正８年甲11頁以下。

（３） 『台湾総督府例規類抄』（1896年）123頁。
（４） 『法令全書』明治31年甲208頁。
（５） 臨時台湾旧慣調査会第１部調査第３回報告書『台湾

私法』第２巻下366頁以下。以下においては、『台湾
私法』２下366頁以下と略記する。

（６） 台湾総督府覆審・高等法院編纂『覆審・高等法院判
例』８巻70頁以下。以下においては、『覆審・高等
法院判例』Ⅷ70頁以下と略記する。

（７） 『覆審・高等法院判例』Ⅰ275頁以下。
（８） 『覆審・高等法院判例』Ⅴ493頁以下。
（９） 『覆審・高等法院判例』Ⅰ274頁。
（10） 『覆審・高等法院判例』Ⅷ434頁以下。
（11） 『台湾私法』２下427頁以下。
（12） 『覆審・高等法院判例』Ⅲ314頁以下。
（13） 『覆審・高等法院判例』Ⅲ297頁。
（14） 『覆審・高等法院判例』Ⅰ277頁。
（15） 『覆審・高等法院判例』Ⅺ848頁以下。
（16） 『覆審・高等法院判例』Ⅱ346頁以下。
（17） 『覆審・高等法院判例』Ⅺ834頁以下。
（18） 『台湾私法』２下441頁以下。
（19） 『覆審・高等法院判例』Ⅸ257頁以下。
（20） 『覆審・高等法院判例』Ⅰ759頁以下。
（21） 『覆審・高等法院判例』Ⅲ48頁以下。
（22） 『覆審・高等法院判例』Ⅹ459頁以下。
（23） 『覆審・高等法院判例』Ⅵ562頁以下。
（24） 『覆審・高等法院判例』Ⅻ538頁以下。
（25） 『覆審・高等法院判例』Ⅰ344頁。
（26） 『覆審・高等法院判例』Ⅷ236頁以下。
（27） 『覆審・高等法院判例』Ⅰ519頁以下。

請求と離婚原因（大３控679号大正４年１月29日判決、

明43控418号明治43年12月15日判決）、妾からの離婚請

求権の容認（大８控民853号大正９年２月16日判決、大

11上民123号大正12年２月１日判決）。（ⅱ）遺留分制度

（昭４上民59号昭和４年10月19日判決）、親権喪失の宣

告制度（大正３年３月９日判官協議会決議、大８上民

８号大正９年１月28日判決）、推定財産相続人の廃除

請求（昭10上民312号昭和11年２月22日判決）、法定戸

主相続人の廃除請求（昭13上民38号昭和13年５月25日

判決）。（ⅲ）一方の意思を欠く夫婦共同縁組（昭16上

民32号昭和16年５月17日判決）、親権者の利益相反行

為に関する特別代理人選定の請求（昭６上民341号昭和

７年２月６日判決）、親権者の身上監護権にもとづく

子の引渡請求（昭４上民21号昭和４年３月29日判決）。

〔参考〕判例と民法条項対照：裁判離婚（813条）、父

母の婚姻同意権（772条，783条）、夫婦同居義務と夫

の扶養義務（789条，790条）、妻の家事代理権（804条）、

縁組意思（851条，843条，846条，772条）、縁組代諾者

からの離縁訴訟 （867条）、夫婦共同縁組 （841条，851条，

856条）、親権喪失の宣告（879条，896条）、親権者の

利益相反（888条，944条）、戸主相続（986条，987条）、

私産相続人の順位 （994条，995条，996条）、代襲相続 （974

条，995条）、法定推定戸主相続人・推定私産相続人の

廃除（998条，975条）、遺留分減殺請求（1130条，1131条）、

減殺請求権の消滅時効（1145条）、公序良俗（90条）。

　叙上のように、台湾では、大正11年勅令第407

号によれば、身分法に関する裁判は慣習に依る裁

判が実施されていたことになるが、具体的な多数

の裁判例において、それは条理によって変更され

た慣習に依る裁判であったし、条理そのものに依

る裁判であった。しかも民法が「書かれたる条

理」であった。台湾の裁判の実態は、慣習に依る

裁判から条理（民法）に依る裁判へと転換・展開

するのであり、その中で民法第４編第５編の一部

が漸次効力を有するようになったのである。

　ところで当該民法は「家」制度を基礎として、

戸主権及び家督相続を規定する。民法の継受の問

題を解明するためには、「家」制度の継受を研究

することが核心的主題となろう。家長権は戸主
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（43） 注（39）と同じ。
（44） 『覆審・高等法院判例』Ⅺ412頁以下。
（45） 『覆審・高等法院判例』Ⅰ271頁。
（46） 『覆審・高等法院判例』Ⅷ390頁以下（＝Ⅰ105頁，

Ⅰ261頁）。
（47） 『覆審・高等法院判例』Ⅰ277頁。
（48） 『覆審・高等法院判例』Ⅸ377頁以下。
（49） 『覆審・高等法院判例』Ⅰ105頁以下（＝Ⅰ289頁）。
（50） 『覆審・高等法院判例』Ⅻ50頁以下。
（51） 王泰升『台湾法における日本的要素』（国立台湾大

学出版中心，2014年）。後藤武秀「《資料》本島人
ノ親族及相続慣習ニ関スル判例集」（東洋法学59-3，
2016年）、同「歴史的に見た台湾と日本の家族に関
する法現象の共通性と異質性─一夫一妻多婦制度を
例として─」（東洋大学アジア文化研究所年報50，
2015年）、同「台湾における聘金の慣習」（東洋通信
51-2，2014年）、同「日本統治下台湾における親族関
係の変遷─妾について─」（東洋通信50-6，2013年）。

（28） 『覆審・高等法院判例』Ⅺ151頁以下。
（29） 『覆審・高等法院判例』Ⅳ660頁以下。
（30） 『台湾私法』２下549頁以下。
（31） 『台湾私法』２上448頁以下。
（32） 『覆審・高等法院判例』Ⅹ631頁以下。『覆審・高等

法院判例』Ⅴ293頁以下には、高等法院上告部昭和
５年12月23日決定「土地所有権相続登記申請却下決
定抗告事件」（昭和５年再抗民第４号）とあり、決
定日が異なる。

（33） 『覆審・高等法院判例』Ⅺ337頁以下。
（34） 『覆審・高等法院判例』Ⅺ498頁以下。
（35） 『台湾私法』２下570頁以下。
（36） 『覆審・高等法院判例』Ⅸ67頁以下。
（37） 『覆審・高等法院判例』Ⅻ318頁以下。
（38） 注（36）と同じ。
（39）『覆審・高等法院判例』Ⅺ513頁以下。
（40） 『覆審・高等法院判例』Ⅻ198頁以下。
（41） 『覆審・高等法院判例』Ⅱ243頁。
（42） 『覆審・高等法院判例』Ⅳ739頁以下。
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