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華族制度をめぐる宗教社会学的考察
―近代天皇制と〈支配社会学〉―

冨澤宣太郎（東京大学大学院博士後期課程）

1. はじめに
　本研究は、「日本における近代とは何であったのか」という「日本近代」の個性を宗教社
会学的な視点から解明的に理解することを目標とする。この問題関心から、本稿では、ウェ
ーバーの支配社会学において提出された支配構造の諸理念型を分析枠組みに設定し、近代天
皇制における華族制度を分析する。本論の骨子は、日本近代に誕生・展開した華族制度の社
会学的意義を〈世襲カリスマ〉／〈民主化〉という枠組みの下で明らかにすることで、近代
天皇制という支配秩序全体の〈聖性〉1 ＝〈正当性の信念〉2 の構造を浮き彫りにしようとする
ものである。また、本論は、様々な議論を孕む〈近代 modernity〉という概念を巡る研究史
において、〈近代〉概念及びその方法論に対し再考を促す一つの手がかりとしても位置付け
られよう――この点については本論の具体的論述を踏まえた上で、むすびにかえ論じる。

問題の所在
　まず、本論での鍵概念ともなる〈世襲カリスマ〉及び〈民主化〉と近代天皇制との関係に
ついて、先行研究を踏まえ検討したい。
　広義の意味での支配秩序における〈民主化〉――つまり、支配者と被支配者の水平化――
については、近代天皇制におけるその胎動は、明治維新以来の中央集権的な官僚体制への志
向に伴って生じたと考えることができる。王政復古の大号令は、「摂関、幕府等」を「廃絶」
するという幕藩体制の終焉のみならず、「縉紳、武弁、堂上、地下ノ別無ク、至当ノ公儀ヲ竭」
すという、幕藩体制の基礎であった身分秩序の解体を意味するものであった。また、それに
伴う四民平等の成立は、身分や貴賤を官僚登用の規準から除外することで〈身分制〉に存在
する中間支配者層を政治領域から追いやり、客観的業績によって官僚を登用するという官僚
制構築の礎を築くものとなり得るものであった。坂本一登の研究が示しているように、この
過程において、藩閥政府は、天皇親政を理想とする天皇・宮中勢力をも抑圧することが求め
られ、それは立憲制の導入により一定程度成し遂げられた 3。この試みを端的に表現した「内
閣の天皇」――「天皇の内閣」に対し――という観念は、藩閥政府による官僚制構築の志向
を示している。天皇の〈支配の正当性〉についても、この志向が十全に展開されれば、「非

1　本稿では、宗教的信仰における〈聖性〉を帯びているとされる表象と、支配秩序を支える〈正当性の信念〉の類似性が強調され
る。というのも、両者は共に、主観的表象において「信仰」として成立しているものだからである。この質的な類似性に着目する
ことで、一般に政治的信念と理解されるナショナリズムの宗教学的理解などの〈政治と宗教〉を巡る問題系に対し、新たな視
野が開かれると考えられる。なお、正当性への信念と宗教的信仰との理論的関係については、柳父國近「マックス・ウェーバー
におけるLegitimitätglaubeの意味 ―支配の「正統性」と「正当性」」（『政治と宗教 ―ウェーバー研究者の視座から』創文
社、2010年）に示唆を受けた。

2　 マックス・ウェーバー（世良晃志郎訳）『支配の社会学１』創文社、1960年、p. 32。
3　 坂本一登『伊藤博文と明治国家形成』講談社学術文庫、2012年。
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義勅命は勅命にあらず」4 にあるように、天皇自らの〈世襲カリスマ〉によっては即自的に満
たし得ず、例えば、憲法に定められた手続きに「形式的に正しい」ものかどうかなど、他の
正当性根拠に依らざるを得ない事態にまで進む可能性さえあったと考えられる。
　とはいえ、官僚制構築に伴う〈民主化〉への潮流によって、近代天皇制における〈世襲カ
リスマ〉が完全に除去された訳ではない。明治憲法には、「内閣の天皇」に対し、天皇の政
治的実権を意味する「天皇の内閣」というモチーフも見られたように 5、近代天皇制は、理念
型的意味での〈近代官僚制〉の構築を十全に成し遂げた訳ではなく、その道程には、〈世襲
カリスマ〉が色濃く看られるものであった。例えば、「万世一系」という天皇に対する表象
はなによりもその〈支配の正当性〉を天皇の持つ〈世襲カリスマ〉に認め、「内閣の天皇」
に看られる官僚制への志向と概念的に対立するものであった。
　以上のような〈世襲カリスマ〉や〈民主化〉という概念（分析枠組み）は、周知の如くこ
れまでの研究史でも少なからず用いられてきたものであり、それ自体として新奇なものでは
ない。しかし、近代天皇制という支配秩序の分析において、両者をどのように関係づけるか

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

については、これを対立的なものとのみ看る視角が通常であり、その視角によって、近代天
皇制に対する認識は一定の限界が付されてきたと言い得る。
　例えば、このような視角は武田清子の論考 6 に典型的に示されている。武田は、天皇制に
見られる〈世襲カリスマ〉については、「宗教的、超越的、絶対主義的」とし、法の支配が
透徹される「近代」とは異なる性格を持つものとして理解する。その一方で、四民平等の成
立を「明治憲法体制の内にかくされた民主主義的、あるいは、合理主義的要素」とし、そこ
に近代天皇制における「近代」的要素を見ていた。ここでは、〈民主化〉と〈世襲カリスマ〉
が「相反する二つの原理」として対立的に捉えられるのみならず、その対立に、「近代」と「前
近代」という別次元の対立が重ねられている 7。
　しかし、本稿で強調が置かれるのは、〈世襲カリスマ〉と〈民主化〉の関係は、全体とし
ての支配秩序との関連で捉えられる必要があるということである。つまり、〈世襲カリスマ〉
と〈民主化〉とは、そのメタレベルに設定できる支配秩序類型の一要素に過ぎないにもかか
わらず、これらの要素にのみを取り出すことで、全体としての支配秩序においてこれらの要
素がどのような文脈で用いられ作用するかが見落とされてしまうのである。例えば、〈世襲
カリスマ〉が支配者にのみ認められるのか、それとも行政幹部の〈世襲カリスマ〉も成立す
るのか――後述するように、この点は、〈家父長制〉と〈身分制〉を概念的に区別する上で
決定的に重要となる――。他方で〈民主化〉についても、それは支配者をも含めた水平化な
のか、それとも絶対的な支配者に対して被支配者が等しく隷属しているという意味での水平
化なのか――後者については、〈家父長制〉に典型的にみられるものであり、前者は「人物
の如何を問わず」（＝「即

ザ ッ ハ リ ッ ヒ

対象的」）という様式において水平的な社会関係が成立することで
看取されるものであり、また、その

0 0

ザッハリッヒな性格
0 0 0 0 0 0 0 0 0

に着目すれば、理念型的な意味での〈近

4　 鈴木正幸『皇室制度』岩波書店、1993年、p. 12。
5　 同上、p. 42。
6　 武田清子「天皇制について ―その内包する二つの要素」『天皇制の現在』、日本評論社、1986年。
7　 同上、pp. 4-6。
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代官僚制〉の特徴として挙げることもできる――8。つまり、支配秩序における〈世襲カリスマ〉
と〈民主化〉との関係を精査してみれば、両者が支配秩序において必ずしも対立的で排他的
に存在しているのでないことが明らかになるのである 9。その一例として、両者が緊張関係を

0 0 0 0 0 0 0 0

保持しつつも抱合的関係を結んでいる
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

という状況が考えられよう――つまり、支配者と被支
配者が互いに「血」を共有するという信仰（〈世襲カリスマ〉）に基づき、尚且つ、〈血の共有〉
の信仰によって互いの水平関係（〈民主化〉）が措定されるという状況であり、本論は結論に
おいてこの抱合的関係を近代天皇制という支配秩序の特性として提示する――。そのような
両者の抱合的関係が全体としての支配秩序の構成的要素として機能し、支配秩序全体の〈聖
性〉の構造と密接に関連していることも想定し得るのである。
　以上を背景として、本稿では、近代天皇制という支配秩序を〈世襲カリスマ〉と〈民主化〉
との抱合的関係として読み解く上で、分析対象として華族制度を取り上げる。そして、本稿
では次の諸点を分析での主要な課題としたい。支配秩序における〈世襲カリスマ〉の温存を
象徴する華族という存在に対し、〈民主化〉を伴う官僚制構築への動きはどのような影響を
与えたのか。また、終局的に両者が緊張関係を持ちつつも抱合的な在り様を示したことは華
族制度とどのように関わるのか。そして、近代天皇制という支配秩序の〈聖性〉の構造はど
のような個性的様相を示すのか。
 

華族制度をめぐる先行研究 ―「巨大イエ」概念を中心に
　華族制度の成立について要点を述べれば 10、明治 2 年の「公卿諸侯之称廃せられ、改めて
華族と称す可し」11 との行政官達で近代華族制度は成立をみた。この達によって、幕藩体制
における堂上公家及び大名藩主は「華族」となり、計 427 家の華族が誕生した 12。その 6 月
に藩知事へ任命された者もいたが、彼らは明治 4 年の廃藩置県で知事としての職を失った。
　「国民中貴重ノ地位」として特権性・貴種性を示す「皇室の藩屏」（「藩屏」は「壁」の意）
という華族に対する標語は、華族制度の成立から終焉までを一貫して、華族自身に限らず社
会的に唱えられてきたものであった。この標語を敷衍し、「皇族ノ益々隆盛ナランコトヲ欲
スレバ、衆ク華族ヲ建テ、墻壁ノ任ニ当ラシメ、以テ擁護ノ計ヲ為サザル可カラズ」として、

「華族亡ビルトキハ皇族寒シ」の如く、華族の存在は皇室の「隆盛」、ひいては国家の「永遠
安穏」と理念的に結び付けられていた 13。

8　それ故、広義の意味での〈民主化〉を、（ウェーバーの議論に即していうならば、）「即対象性」、「形式的合理性」が特徴的に進
展した「近代」への動き（「近代化」）と必ずしも同一視することはできないのである。

9　支配秩序において〈民主化〉と〈世襲カリスマ〉とが取り得る関係については、冨澤宣太郎「支配秩序における世襲カリスマの
類型論的考察 ―近代天皇制をめぐる宗教社会学」（『次世代人文社会研究 第11号』日韓次世代学術フォーラム、2015年、
pp. 174-194）を参照せよ。

10　華族制度を巡る歴史叙述に関しては、以下の研究に詳しい。酒巻芳男『華族制度の研究――在りし日の華族制度』霞会館、
1987年。酒巻芳男『華族制度の研究　第二輯』霞会館、1987年。霞会館編『華族会館史』霞会館、1966年。小田部雄次『華
族――近代日本貴族の虚像と実像』中央公論新社、2006年。

11　「三華族設置の達」（霞会館諸家資料調査委員会編『華族制度資料集』霞会館、1985年）、p. 3。
12　小田部前掲書、p. 14。
13　「12 『朝野新聞』投書の華族徒食者論争」（遠山茂樹校注『日本近代思想大系2　天皇と華族』岩波書店、1988年）、p. 

352。



華族制度をめぐる宗教社会学的考察　－近代天皇制と〈支配社会学〉－：冨澤宣太郎52

　さて、華族制度を社会学的に分析した代表的著作として森岡清美『華族社会と「家」戦略』14

が挙げられる。森岡の研究と本研究の関心や分析枠組みは直接重なり合う訳ではないが、森
岡の研究との接点を求めることで、本稿での問題関心がより明瞭となろう。
　森岡は華族制度を分析する枠組みとして、実親子関係が主体をなす「小イエ」と、「小イ
エ」同士が契約上のオヤコ関係と主従関係とを結ぶことで構成される「大イエ」（「巨大イエ」）
を設定し、幕藩体制の終焉を徳川「巨大イエ」支配秩序の崩壊と看た。森岡は、武家・公家
華族が徳川「巨大イエ」の解体後、その庇護を失い「小イエ」として放出されていく過程で、
近代天皇制という新たな「巨大イエ」において、いかにその「家存続」の方策を採ってきた
かを中心の問題に据え議論を進めている。
　本稿で着目したいのは、森岡のいう「巨大イエ」としての徳川幕藩体制と、「巨大イエ」
としての近代天皇制との関係性である。森岡が、近代天皇制を近世期の「大イエ経験の近代

0 0

的拡大
0 0 0

」15 とし、両者の「巨大イエ」としての類似性に着目している点は卓見というべきで
ある。しかしながら、一方で、天皇制において所謂「近代化」という大規模な制度改革が行
われたことは周知の通りであり、「近代化」の結果として、近代天皇制の「大イエ」的社会
関係に何らかの変化が生じたと想像するに難くない。その意味において、両者に共通する「巨
大イエ」的社会関係の相違が、類似性と同等に重要となってくる。
　事実森岡は、この問題について、「巨大イエ」秩序と「近代官僚制」との対立的関係を前
提に、近代天皇制の初期における「巨大イエの秩序観念を払拭しようとする新政権の意思」16

に着目している。そして、その対立の具体例として知藩事行政における家政と経営の分離、
また知藩事とその部下間における主従関係の衰退 17 を挙げて、近代天皇制における官僚制構
築・反「大イエ」的秩序への志向を論じている。しかしながら、森岡の分析において終局的に、

「近代官僚制」は「小イエを地域的にあるいは機能的に束ねる」18 として、「巨大イエ」と「近
代官僚制」との対立的関係は転化して相補的なものと捉えられるに至っている。そして、こ
の認識の上に前述した近代天皇制と幕藩体制の「巨大イエ」的類似性の指摘がなされている
のである。ただ、森岡自身の論述においては、相補的な関係への転化――すなわち、「近代
官僚制」へと向かう近代天皇制がいかにして再び「巨大イエ」的性格を獲得するに至ったか
――について「近代的拡大」との叙述以外には、十分な厚みで分析されているとは言い難い
のである。
　〈世襲カリスマ〉と〈民主化〉との抱合的関係を鍵概念とする本稿にとって本質的に重要
となる問題は、両者の相補的関係への転化がいかにして成立したのかという問いであり、換
言すれば、「巨大イエ」的幕藩体制と「巨大イエ」的近代天皇制の相違を明らかにすること
に他ならない。森岡の論述を踏まえていえば、近代天皇制の成立の渦中において、華族は徳
川「巨大イエ」の解体によって「小イエ」として放出されるだけでなくして、〈世襲カリスマ〉
を無化せんとする官僚制構築への志向の中でも揺れ動いていたのである。となれば、華族制

14　 森岡清美『華族社会の「家」戦略』吉川弘文館、2002年。
15　 同上、p. 123。なお傍点は引用者による。以下断りがない限り同じ。
16　 同上、p. 84。
17　 同上、pp. 90-104。
18　 同上、p. 124。
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度という経験的対象は、本論の問題に取り組む上で、有効な認識を齎す格好の対象となるの
である。
　また以上の問題関心から、森岡清美を含め従来の華族研究においてなされてきた、近代天
皇制と華族との関係性を、華族＝皇室の藩屏という標語に基づき機能的連関

0 0 0 0 0

で解釈する理
解 19 に対し、本稿では、むしろ華族が〈近代官僚制〉との間に持つ制度的な矛盾

0 0 0 0 0 0

・軋轢
0 0

に着
目することになる。
　次章では、近代天皇制及び華族制度という経験的対象の個性を認識する上で方法的前提と
なる、理念型としての

0 0 0 0 0 0 0

〈世襲カリスマ〉／〈近代官僚制〉〈民主化〉の関係を検討する。次
章の議論は、理念型という整合性のとれた概念的構築物を巡る議論であり、そのため一見迂
遠にみえつつも、経験的対象の個性――すなわち経験的対象が持ち得る、必ずしも整合的と
は言えない有り様――を理念型との距離（差異）を利用することで浮き彫りにするという目
的に欠き得ないものである。
 

2. 〈近代官僚制〉と華族制度の理念型上の関係
〈世襲カリスマ〉について
　まず 1 章で示した問いを念頭に、本稿で用いる〈世襲カリスマ〉概念について、その前提
となる〈カリスマ〉概念、〈カリスマ的支配〉について確認する。〈カリスマ〉とは、超自然
的または超人間的な、「非日常的なものとみなされた」「人物の資質」を指す 20。また、〈カリ
スマ〉に基づく社会関係が成り立ち、さらに〈カリスマ〉保持者の非日常的資質に対して服
従が捧げられたときに、〈カリスマ的支配〉が成立することになる。この支配類型の根本的
特徴は、〈カリスマ〉の概念規定にも示されたとおり、〈カリスマ〉自体が本来的に非日常的
な性質を帯びるが故に、高度に日常的永続的性格を持ちうる〈合法的支配〉及び〈伝統的支
配〉に鋭く対立することである 21。〈カリスマ的支配〉に特有の非日常性は、〈カリスマ〉を
特定人物の資質としてではなく、他の事物・観念を新たに〈カリスマ〉の担い手とし「没主
観化」することで「日常化」し得る。本稿で用いる〈世襲カリスマ〉という概念も〈カリス
マ〉の日常化の一類型である。すなわち、〈カリスマ〉の後継者が、「カリスマは血の資質で
あり、したがってカリスマの担い手のジッペ（氏族―冨澤注）に、とりわけ最近の血縁者に
付着しているという観念によって」選定される場合、〈世襲カリスマ〉が成立する 22。
　本稿で特に着目したいのは、〈世襲カリスマ〉が後に見るところの〈近代官僚制〉の特徴
をなす〈属人的〉要素の排除、すなわち〈没主観性〉＝〈即対象性〉と鋭く対立するという
ことである。その対照性は、まず何よりも〈世襲カリスマ〉が個人及び団体の出自という主
観的要素に基礎をおいているのに対し、人物の如何を問わないという、〈没主観性〉とは語
義通り、〈属人的〉要素を排除することで成立するということに求められる。

19　 特に、大久保利謙『華族制の創出　大久保利謙歴史著作集3』吉川弘文館、1993年、pp. 511-512。
20　 マックス・ウェーバー（世良晃志郎訳）『支配の諸類型』創文社、1970年、p. 70。
21　 ウェーバー前掲書、1960年、pp. 71-76。
22　 ウェーバー前掲書、1970年、p. 83。
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〈近代官僚制〉と〈世襲カリスマ〉の理念型上の関係
　ウェーバーの支配社会学において、〈近代官僚制〉が〈合法的支配〉のサブカテゴリーに
位置付けられることは周知の通りであるが、〈合法的支配〉においては、支配の正当性は、
法が「形式的に正しい手続きで定められた制定規則」であることに基礎をおいている。この
基礎は、概念的に〈属人性〉に対立するところの〈没主観性〉・〈即

ザッハリッヒカイト

対象性〉が〈合法的支配〉
及び〈近代官僚制〉の本質的特徴をなすことに由来する。つまり、支配者であっても彼の人
格に由来するところの恣意的な「権力」は持ちえず、制定規則によって定められた「権限」
を持ち得るにすぎない。そして、行政幹部の服従も支配者の人格に向けられているのではな
く、あくまでも制定された規則に対して向けられているのである 23。
　また、〈属人性〉の排除から導かれるところの〈公〉と〈私〉の厳密な分離もこの支配類
型の特筆すべき点である。これは、近代的意味での資本主義的経済秩序の特徴をなす家政と
経営の分離とパラレルに展開し、支配秩序においては、支配者、行政幹部の人格的要素と彼
らの行政上の地位・権力の分離に看ることができる 24。
　〈近代官僚制〉が〈世襲カリスマ〉に対して極めて消極的な評価を下していることは以上
からでも明瞭であるが、それは次のような意味においても同様である。〈近代官僚制〉の成
立は、「行政手段や行政権力を占有することによって身分制的な支配を行っている者を排除
し、また、財産をもっていることによって「名誉職的」または「副業的」に行政をおこない
うるような官職保有者」を排除することを前提とし、その上で「民主化」が為される 25。つ
まり、制定された規則が支配秩序において一貫した服従を求めるには、実際には千差万別の
主観的要素を持つ人間が全く没主観化され「合理的に画一化」されている必要があるのであ
る 26。この利害関係から、〈近代官僚制〉が成立した後も、分権的支配を行う可能性をもつ身
分制的諸団体の浮上に対し、またそれらの団体を支える〈世襲カリスマ〉という観念に対し
ても、不断の注意が向けられることとなる。以上の事柄と、官僚登用が原則的に誰にでも開
かれているという行政幹部の選定方法は表裏の関係をなす。
　さらに、宗教的状況における「良心の自由」としての人権概念の成立を辿ることで、〈合
法的支配〉における「民主化」の性格の重要な側面を指摘することができる。すなわち、ウ
ェーバーによれば、「良心の自由」は、互いの契約関係に基づくところのプロテスタント諸
ゼクテが、一切の政治的、教権制的な〈公〉的権力に対抗しつつそれを排除するという試み
を経て成立した。つまり、「良心の自由」という人権概念を基礎とする〈民主化〉は、〈公〉
的次元にではなく、信仰者各個人の〈私〉的領域にのみ〈聖性〉を認める 27。
　以上の議論を要約すれば、一切の〈公〉の聖性を排除し、〈私〉の次元にのみ〈聖性〉を
認める――さらに、〈私〉同士の関係は全く〈没主観的〉に画一化された上で、――という
構造が〈近代官僚制〉・〈合法的支配〉における〈民主化〉の過程に指摘できる。

23　ウェーバー前掲書、1960年、p. 33。
24　同上、p. 62。
25　ウェーバー前掲書、1970年、p. 30。
26　ウェーバー前掲書、1962年、p. 503。
27　同上、pp. 644-656。また、マックス・ウェーバー（中村貞二訳）「プロテスタンティズムの教派と資本主義の精神」（『ウェーバー宗

教・社会論集』河出書房新社、1988年）、pp. 84-114。
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　さて、以上で議論した〈近代官僚制〉の理念型的状況が、近代天皇制の創生期に整合的に
0 0 0 0

展開したとすれば
0 0 0 0 0 0 0 0

、官僚制への志向を背景として、華族及び〈世襲カリスマ〉を巡っては以
下のような対応がなされることが想定されよう。
　まず一点目として、中央集権的な支配体制に対する潜在的な敵対・中間勢力として華族身
分を政治的領域から排除することが求められよう。二点目として、身分制的諸団体の再浮上
を防ぐため、また一貫した支配関係を成立させるため、〈世襲カリスマ〉という社会表象自
体の無意味化、脱政治化に対して不断の努力がなされよう。また、これと並行し、〈近代官
僚制〉に看られたように、支配者・被支配者を〈没主観的〉に画一化するという〈民主化〉
が成し遂げられたと想定することができる。

3. 官僚制構築の過程における華族と〈世襲カリスマ〉
官僚制構築の過程における華族制度
　結論的に示せば、華族政策は、近代天皇制における官僚制構築の過程において、一定の範
囲において、上記の過程に整合的な展開を辿ったと言い得る――しかし、明治 17 年の華族
令は、〈世襲カリスマ〉という点で転機となる――。ともあれ、まずは官僚制構築とパラレ
ルに捉えられ得る華族制度政策に焦点を合わせて議論を進める。
　近代天皇制の官僚制への志向として着目されるのが、既に触れたように、「王政復古の大
号令」に示された如く、貴賤に関わらず人材登用を行うという〈属人性〉の排除である。明
治 2 年の「華族の称制定の布告」は、この試みと整合的に理解できる。すなわち、「官武上
下協同之思食ヲ以テ、自今公卿・諸侯之称被廃、改テ華族渡可称旨被仰出候事」28 として、公家・
諸侯を「官武一途」と一括し政治的次元から撤退させることが目指されていたのである。彼
らの知藩事への任命はその過渡期的形態であり、中央政府においては廃藩を機に、実権は薩
長土肥雄藩の士族政治家に帰し、華族は一斉に政治的次元から後退した 29。
　また、華族は東京居住を義務化され 30、相続に関しても皇室典範に倣う形で男系単独相続
を原則とされた 31。特に相続については、森岡が論じたように、娶妾制度という婚姻慣行の
廃止を伴い、華族が厳しい「家戦略」を採らざるを得なくなる所以となった。宮内大臣によ
る婚姻や教育、品位保持に亘る包括的監視 32――後述の通り、これらの政策によって華族は

「人文ノ自由ハ尽ク消滅尽クル」33 とも評された――など、華族制度の発足以来打ち出されて
きた諸々の政策は、一貫して華族の脱政治化・抑圧の試みとして理解できる。

「束縛法」としての世襲財産法
特に、近代天皇制における〈世襲カリスマ〉への反動を典型的に示しているのは、明治 19
年に制定された世襲財産法である。世襲財産法は、家禄の 9 割に上る大幅な削減、さらにそ

28　 「1 華族の称制定の布告」（遠山前掲書）、p. 321。
29　 霞会館前掲書、pp. 117-118。
30　 霞会館諸家資料調査委員会前掲書、p. 34。
31　 同上、p. 185。
32　 大久保前掲書、p. 254。
33　 「17 ［論説］華族に人文の自由なし」（遠山前掲書）、p. 380。
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の後の家禄受給を打ち切る趣旨を持つ家禄の金禄公債化による華族の経済状況の悪化を背景
として成立した。法律の主眼は、第三者が所有権、質権、抵当権を主張できない「金五百圓
ニ下ラサル純収益ヲ生スル」34 世襲財産を設定することで、華族を経済的没落から未然に防
ぐことに置かれていた。世襲財産の設定は、先行研究において往々に、華族が「皇室の藩屏」
として持った特権

0 0

として指摘されるものであり 35、一見して、〈世襲カリスマ〉の排除ではな
く、むしろその温存の観を呈する。
　ここで、やや詳細に元老院における世襲財産法の審議過程を論じることで、世襲財産法の
社会学的意義 36 を明らかにしたい。まず審議において世襲財産法の廃案論の嚆矢をなした旧
唐津藩士村田保の主張は、「欧州諸国ノ情態ヲ察スルニ、人権ハ日ニ月ニ均一ニ赴ムクニ、
我邦ハ之ニ反シテ、斯ノ如キ偏頗ナル法律ヲ発スルハ、実ニ得策ニ非ザル」37 として、華族
のみを保護の対象とした法律を発布することへの不公正さに訴えるものであった。また、議
長の岩崎小二郎が審議を要約するように、「偏頗不公平ト謂フヲ最モ多シトス」38 と、この不
公正説が廃案論の根幹をなすものであった。最終的に決議は 32 対 12 で法案賛成論に傾き、
審議は法案の可決を以て終了した。この結果からすれば、法案の不公正さを認めた上で、な
おも世襲財産を保護するという華族の特権性ないし優越性が承認されたという印象を与えも
するが、実際の審議においては様相が異なった議論が為されている。
　法案の不公正さに論拠を置く廃案論は、「皇室の藩屏」とされる華族身分が現に存在して
いる限り、コロラリーとしては、華族の存在をも否定する論理にも繋がり、法案を否決に引
導する決定打となり得なかった。また「凡ソ邦国各其習慣ヲ異ニス。仏国・英国等ニ何等ノ
事例アルモ、我国亦必ズ然ル可キニ非ズ」39 と諸外国に範を取る論法が封じられ、廃案論が
訴える不公正さに対し、返す刀で「原来社会ハ公平ヲ失スル者少ナカラズ。凡テ其公均平等
ナルヲ欲セバ、国家ノ秩序モ成立セザラン」40 と、その不公正さこそが「国体」の本義と主

34　 「一 華族世襲財産法」（霞会館諸家資料調査委員会前掲書）、p. 197。
35　小田部前掲書、p. 44。霞会館前掲書、p. 240。
36　本稿では、「社会的意義」という通用性の高い用語ではなく、「社会学的意義」というタームを用いており、それについては次の

方法論的な意味合いが込められている。
　　本稿の方法論は、分析対象がどのような「意義」を持つか、また、対象の「本質」がどこにあるか、対象の「実態」はどのようなも

のなのかといった対象の（広義の意味での）「価値」は、「対象自体」に内在するものではなく、分析する者
0 0 0 0 0

の認識枠組みや評
価基準に依存して行われるという認識論的基礎の上にある。この点からして、「社会学

0

的意義」というタームで華族制度という
対象に重要性の濃淡を付けようとする場合、「社会学」という分析枠組みにおいて重要と思われる対象の一部分を指し示そう
としていることになる。このような周知の事柄に属する事を強調するのには、華族制度という「歴史的」対象を社会学的に扱う
という事情が関わっている。というのも、「問題の所在」で述べたように、森岡清美の研究を除き、華族制度という歴史的対象を
巡る議論は概ね歴史学分野において行われてきたと言えよう。一方、（宗教）社会学的研究として本稿は、このような「歴史的
対象」を扱いつつ、これまで俎上に上がらなかった議論を提供しようとする上で、新史料の提示によってではなく、従来の史料
を用いつつも、社会学的な切り口からこれらを分析することで、華族制度の新たな像を提示しようとしている。この点を踏まえて
いえば、本稿は、これまでの「歴史学的」な視点に対応するものとして「社会学的」研究であることを明示する意図を以てこの
用語を用い、また、この認識枠組みにとって重要・本質と思われるものについて「社会学的意義がある」とする。なお、本稿の根
本的意図が、歴史学的研究との切断ではなく、むしろそれらとの接続を図ることにあるという点についても十分強調したい。

37　 「28 華族世襲財産法案審議の元老院会議筆記（抄）」（遠山前掲書）、p. 427。
38　 同上、p. 445。
39　 同上、p. 431。
40　 同上、p. 449。
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張されれば、そこに反論の余地はなかった。
　このように、廃案論が行き詰まっていた中、旧幕臣であり最も盛んに廃案論を展開してい
た洋学者神田孝平は、次のようにして、膠着状況の打破を試みる。「本案ヲ設ルモ、富裕華
族ニ益セズ、極限セバ家計ノ将サニ衰落セントスル腐敗華族ノミニ利スルニ過ギズ」、その
ような没落華族は「寧ロ政府ノ厄介物」であり、「彼レ若シ滅亡セントセバ、滅亡スルニ任
ス可キノミ」41 と、没落華族を自然淘汰させることの有効性を廃案論の論拠とした。最終的に、
この自然淘汰説をめぐって決を採ることになり、この論拠は廃案論の中で最も影響力が強い
ものの一つであった。
　神田の自然淘汰説に次いで、「本案ハ従来所有スル財産ヲ保護シ、否ナ検束セント云フニ
在リ」、「自己ノ財産ヲ随意ニ処分スルヲ許サザルナレバ、寧ロ束縛法

0 0 0

ト謂フ可キノミ」42 と
いう束縛説が主張された――ただし、注目すべきはこの世襲財産法＝束縛説は、廃案論では

0 0 0 0 0

なく法案賛成の論拠として
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

提出されたということである――。つまり、廃案論と賛成論の両
者は法案の賛否は異なれども、華族という身分に対し、何等かの経済的制約を課そうとする
意図が共有されていたのであり、その意図のもとで、束縛すべきか／淘汰に任せるべきかと
いう対立軸が構成されていたのである。その意味では、法案の賛否において、「華族を保護
すべきかどうか」という点よりも、法案が持つ経済的制約としての有効性如何が論点になっ
ていたと見ることさえできる。この理解からすれば、「華族の保護

0 0

」をあくまでも本来の趣
旨とする法案に対し、審議中に発題された疑念、すなわち法案がむしろ束縛・制約として機
能してしまうのではないかという正鵠を射た主張（「華族ヲ保護スル功効ヲ収メント欲セバ、
寧ロ宜ク純収益五百円以下

0 0 0 0 0

ノ小家族ヲシテ此恩典ニ与ラシムベキニ、本案ハ之ニ反シテ、単
ニ五百円以上

0 0 0 0 0

ノ純収益ヲ有スル華族ノミヲ保護スルハ、本官ノ尤モ怪ム所トス」43）が、他の
議員からの何らの応答も得ずに、時宜を逸した観さえをも呈したことは、上の認識を裏打ち
していよう。
　さらに、法案の可決後、実際の世襲財産の設定においては、法の文言にある「華族戸主
二十年以上ノ者ハ、此法ニ依リ世襲財産ヲ創設スルコトヲ得

0

」44 のように希望者を対象とし
たものでなく、大正 5 年まで華族の義務とされたのであった 45。つまり、世襲財産法によって、
全華族は「五百円以上」の収益を生む証券・不動産の利用・処分を封じられた上で、「保護」
される世襲財産を設けることを義務付けられたのである。この事態は、「束縛法」という表
現に顕れているように、むしろ財産の処分権を軸として華族の抑圧が試みられたと理解する
ことができよう 46。また、明治 9 年に制定された華族懲戒例における「華族ハ国民中貴重ノ
地位ニ居ル故ニ、其過失或ハ体面ヲ汚スモノハ、仮令法律ニ触レザルモ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

、仍ホ之ヲ懲戒ス」47

という華族の罪刑法定主義的な秩序からの除外もこれらの延長上に位置づけることができ
る。

41　 同上、pp. 432-434。
42　 同上、p. 435。
43　 同上、p. 446。
44　 「世襲財産法」（霞会館前掲書）、p. 246。
45　 小田部前掲書、p. 44。
46　 坂巻前掲『華族制度の研究　第二編』、pp. 44-45。
47　 「三〇 華族懲戒例」（霞会館資料調査委員会前掲書）、p. 256。
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　以上の例からも示されるように、官僚制構築、〈民主化〉への潜在的な敵対勢力として華
族はその緊張関係に置かれていたのであり、〈世襲カリスマ〉への反動は、華族の政治的次
元からの排除及び諸権利の制限として示された。「自由人民ノ奴隷ニ異ナル者ハ、其ノ人文
ノ自由アルヲ以テナリ」「嗚呼今日華族ハ己ニ職業ヲ択ブノ自由ナク、又財産ノ権利ヲ損害
セリ」「奴隷」48、この表現が官僚制構築、〈民主化〉の動きが展開している社会状況において、
華族という身分制的諸団体が持つ本来的性格を極端ながらも象徴的に言い表したものであろ
う。
 

官僚制構築の過程における〈世襲カリスマ〉
　また、華族の存在根拠となっている〈世襲カリスマ〉という身分的要素も、以上の華族へ
の抑圧的政策とパラレルにその社会的意義が低下したと見ることができる。
　例えば、島地黙雷の明治 8 年の『華士族論』は、明治における華族批判を縮図的に示した
ものと言い得るが、そこでは「独リ華族ニ至テハ、数年ノ儲蓄幾千万金ニシテ、之レニ加フ
ルニ旧日ニ増スノ大禄ヲ受用ス」という富裕華族に対する怨嗟に止まらずして、「人ノ世ニ
在ル、産ヲ制シ労ニ食シ、以テ自ラ生活スルヲ道トス。焉ゾ優遊久シク公祖ヲ坐食スベキ理
アラムヤ」として「無職無用」「尸位素餐」たる華族の存在意義に疑問を付している 49。ここ
において、現実の華族のみならず、彼らの存在や貴種性を担保する〈世襲カリスマ〉という
論理自体が批判されていることに注意を払う必要がある。
　また、華族自身も尸位素餐論への対抗として、抽象的概念であった「皇室の藩屏」を様々
に具体化することで自己の存在意義を打ち出すことを試みた。例えば、華族は、学習機関・
研究機関として華族会館の成立を東京府に届け出たが、それは、「現今我国華族ノ如キ、概
シテ言ヘバ、皆徒手素餐、毫モ国家ニ裨益アルコトナシ」50 という華族自身の認識に支えら
れたものであった 51。
　要するに、華族は自己認識としても、自らの血統を以て「国民中貴重ノ地位」の「藩屏」
としての「華族」足りうることを正当化できたのではなく、様々な具体的手段を以てそれを
証明せざるを得なかったということである。尸位素餐論による批判、それへの応答としての
具体的方策による対抗という議論軸は、〈世襲カリスマ〉に対する社会的評価の低下を共通
の前提とし、また、これらのことに〈世襲カリスマ〉への反動としての〈民主化〉の伸長が
示されているのである。

48　 「17 ［論説］華族に人文の自由なし」（遠山前掲書）、p. 380。
49　 「11 華士族論（島地黙雷）」（同上）、pp. 349-351。
50　 「4 華族会議開催につき中山忠能届出」（同上）、p. 325。
51　華族による〈世襲カリスマ〉への評価を示す同様の事例として、陸軍士官学校における華族のための特別予科の設置を挙げ

ることができる。



日本語・日本学研究第 6 号（2016） 59

4. 華族令の制定と近代天皇制の〈聖性〉
華族令の制定と〈世襲カリスマ〉の再活性
　しかしながら、明治 17 年に制定された華族令 52 は、これまで論じてきた華族への抑圧的
な政策や〈世襲カリスマ〉の無意味化とは、対照的な性格を持つものであった。
華族令は、公侯伯子男の五爵を定め、新たに「中興ノ偉業ヲ翼賛シ国ニ大労アル者」を「新
華族」として華族の席に列することを可能とした 53。華族令によって、明治 17 年及び同 20
年に、計 4 回の授爵が行われ、計 80 家が華族に加わることになる 54。授爵の対象は主に政府
高官を占めていた旧薩長藩士であり、従来の華族とは対照的に、「国ニ大労アル」という自
らの客観的業績を以て華族に編入された。
　華族令制定の意図としては、当時の各新聞が論説において盛んに議論していたように、「今
特ニ勲功アル者ヲ選抜シテ、新ニ華族トスルハ」「之ニ頼テ従来華族ノ才能ノ不足ヲ補ヒ、
世襲ノ腐敗ヲ救ヒ、華族ヲシテ他日上院ヲ組織スルニ足ル元素ヲ有セシメントスルニ外ナラ
ズ」55 と、明治 23 年に迫った国会開設を念頭においたものであった。民権派が多数を占める
であろう衆議院に対し、政治実践を積んだ――願わくば、藩閥政府寄りの意見を持った――
政府高官を華族に導入することで、貴族院の質を高めようとしたのである。
　社会学的な視点からすれば、華族令が官僚制に対して持つ非整合性

0 0 0 0

の一点目は、以上の議
論から明瞭に示される通り、脱政治化が目指されるはずの華族身分をして、貴族院議員とし
て政治的領域に接近せしめたことである。さらに二点目として、より強調されるべきは、新
たに客観的業績を以て叙される「新華族」と、〈世襲カリスマ〉によって華族足りえた従来
の華族とが概念上区別されるにも関わらず、旧薩長藩閥政府の実力者を「華族」に編入する
ことが実力者の権威付けとして機能したことである 56。つまり、「華族」と「旧薩長藩閥政府
の実力者」との概念的対照は、一見「世襲地位が持つ『象徴資本』とブルジョワ階級が持つ『経
済資本』」57 との対立の観を呈するのだが、「新華族」の誕生は、「経済資本」による「象徴資本」
の駆逐を意味するのではなく、むしろ逆に、「経済資本」＝「新華族」の誕生が、あくまでも「新

0

華族
0 0

」として前者の枠組みに則ったということが、ここでは本質的に重要となる。さらに言
えば、この過程において、いわば「象徴資本」は「経済資本」によってその正当性が回復さ
れ、その意義を高められたということができるのである。
　華族令の持つこのような逆説性は、同時代的にも読み取られていたものであり、例えば『朝
野新聞』の論説においては、「其ノ全文ハ僅カニ十条ニ過ギザレドモ、実ニ我邦ノ為メニ重

52　華族を巡る抑圧的政策の例として前述した世襲財産法が明治19年に制定されたものであり、本文で後述される華族令が明
治17年であるという時代的な前後関係については、十分注意されたい。本稿では、世襲財産法と華族令との両者を、近代天
皇制における〈世襲カリスマ〉と〈民主化〉の緊張／相補関係の有り様を象徴的に表しているものとして取り上げている。確か
に、華族令は、それまで緊張関係にあった〈世襲カリスマ〉と〈民主化〉との関係が相補的なものに転化したことを指し示す格好
の事例である。しかし、華族令によってそれ以降、両者の緊張関係が存在しなくなったということを主張しているのではないこと
に留意されたい。

53　「一 榮爵を設くるの詔」（霞会館諸家資料調査委員会前掲書）、p. 185。
54　森岡前掲書、p. 29。
55　「26 ［論説］新華族の設は国会準備の一なるか」（遠山前掲書）、p. 417。
56　森岡前掲書、pp. 30-31。また、鈴木正幸『近代天皇制の支配秩序』校倉書房、1986年、p. 42。
57　タキエ・スギヤマ・リブラ、竹内洋他訳『近代日本の上流階級 ―華族のエスノグラフィー』世界思想社、2000年、p. 15。
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要ナル一大改革ナルベシ」と華族令の重要性への注意を促した上で、「門地ノ如何ヲ問ハズ」
「皆称シテ華族ト為ストキハ、全ク玉石ヲ混合スルノ有様ナリ」として、旧華族の貴種性の
根拠である「門地門流」と、新華族編入の原理の差異を無視した政策に対する違和感を示し
ている 58。また『自由新聞』は華族令に対する賛否は明らかにしてはいないものの、近代天
皇制の初動における「専ラ人材ヲ尊重シテ門閥ヲ擯斥スルノ精神」という社会的潮流に対し
て、華族令を「反動タラズンバアラズ」59 として、その逆説性に意識を向けている。
　ところで、歴史的経緯としては華族令の制定は主に伊藤博文のイニシアティブに拠るもの
であったが、それが可能となったのも、それまで華族制度を巡って意見が対立していた岩倉
具視が華族令制定の前年明治 16 年に死去したことによる点が大きかった。この点からすれ
ば、華族制度を巡る転回は、「公家出身の復古の朝臣岩倉と、藩士上りの官僚政治家伊藤と
の身分的な差」60 という個人的な対立関係の解消によるものとも理解し得るが、むしろ本稿
の視点から重要なのは、それらの因果関係ではなく、彼らの対抗的関係が、近代天皇制にお
ける官僚制への志向と身分的要素の重視という維新以来の緊張関係を象徴的に示していると
いう点である。岩倉の華族制度に対する理想は、端的に言えば華族の政治性を排除すること
にあった 61。この理想から、一方で伊藤が抱いていた政治的華族という理想やそれを可能な
らしめる華族令に対して、「我國ノ貴族ハ則チ華族ニ外ナラス（「新華族」は華族ではない―
冨澤注）」62 と批判的な態度を取った。また、伊藤の理想にあたかも沿うように華族自身は政
治的志向性を持ち、華族会館を利用して政治的議論を交わすことを望んでいたが、それに対
し岩倉は「貴族ナルノ故ヲ以テ議員ニ居リ立法ノ権ヲ有スルヲ模擬スルモ未タ間然ナシト為
スヘカラス」63 として華族会館から政治性を排除し単なる学習機関としたことも、同一の理
念に沿ったものであったと理解できる。
 

華族令と〈身分制〉的再編
　明治 17 年の華族令によって、鈴木正幸が指摘するように、華族は「王権維持強化の手段」
である政治的特権身分として「再創出」64 されることとなった。明治 17 年の華族令が持った
意義は、華族の政治的身分としての「再創出」のみならず、前述の通り、〈世襲カリスマ〉
という身分概念の再活性を促したものと看ることができる。であるから、社会学的な観点か
らすれば、華族令の果たした影響は、坂本の主張するような「伝統的な身分制度を開放し、
出自ではなく能力によって新たな権力集団を創出」65 したという点よりも、むしろ「能力主義」
という準拠枠組みが、「新華族

0 0

」という身分概念を土台として表出されたという点がより強
調されるのである。
　ただし、近代天皇制における華族制度の変遷にみた〈世襲カリスマ〉の再活性は、ただ華

58　 「24 ［論説］華族令」（遠山前掲書）、pp. 403-404。
59　 「23 ［論説］反動の潮勢」（同上）、pp. 399-401。
60　 大久保前掲書、p. 369。
61　 小田部前掲書、pp. 77-78。
62　 「華族新撰之議」（霞会館前掲書）、p. 177。
63　 「意見書」（同上）、p. 319。
64　 鈴木前掲書、1986年、p. 19。
65　 坂本前掲書、p. 175。
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族制度のみに関わるものではなく、近代天皇制という支配秩序との関係性において理解する
ことが可能である。つまり、〈世襲カリスマ〉の再活性は、近代天皇制における「身分制の
再編」66 として、支配秩序における〈聖性〉の構造と密接に関わるものと理解し得るのである。
　宗教社会学的に捉えれば、理念型としての

0 0 0 0 0 0 0

〈身分制〉において理解される支配秩序は、単
に出自に基づく差別的身分秩序が編成されるだけでなく、次のような含意を持ったものであ
る。すなわち、支配者の〈世襲カリスマ〉のみならず、「行政幹部の世襲カリスマや時とし
ては帰依者たちのそれまでもきわめて容易に成立し、これが彼らを選抜し・利用するための
規則となり」、「地位の性質が人や彼のジッペの「位階」を規定するのではなく、世襲カリス
マ的なジッペの位階が、人に帰せられる地位を決定する」67 という事態である。
　ウェーバーのこの指摘を〈聖性〉の構造という論点にまで敷衍すれば、〈身分制〉においては、

〈世襲カリスマ〉として「日常化」された支配者に独占的な〈カリスマ〉が、行政幹部及び
被支配者にまで〈聖性〉の分有という形式で行き渡る、という認識を引き出すことができる。
これによって、支配者の持つ〈聖性〉が波状的に社会全体を覆うという〈聖性〉の構造を持つ。
この状況は、〈世襲カリスマ〉が支配者にのみ認められる〈家父長制〉的支配とも、本稿で
議論した〈近代官僚制〉とも対照をなす。理念型上の差異を図式的に示せば、〈近代官僚制〉
においては、〈公〉的次元にではなく、各個人の〈私〉的領域にのみ〈聖性〉が認められるが、

〈身分制〉においては支配者と被支配者に〈聖性〉が不均衡に付与される――すなわち、〈聖
性〉は、支配者と被支配者に分有されるものの、その不均衡な配分に基づいて諸階層の不可
侵のヒエラルキーが構築されることになる――。また、このことを裏返せば、支配者―被支
配者の〈聖性〉の不均衡配分のコロラリーとして、〈身分制〉においては、〈近代官僚制〉に
付随する〈民主化〉の契機が理念型上は見出されないのである（図 1）。

 

 

 

66　 岩井忠熊「華士族制度の展開――近代天皇制の成立と身分制の再編」（藤井松一ほか編『日本近代国家と民衆運動―
―立命館大学人文科学研究所叢書4』有斐閣、1980年）、p. 27。

67　 ウェーバー前掲書、1970年、p. 91。
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　以上を踏まえていえば、華族令の持つ社会学的意義として強調すべきは、まず第一に、官
僚制への志向とは非整合的にも、〈世襲カリスマ〉の社会・政治上の有意性を認めたことに
ある。第二に、〈世襲カリスマ〉を支配者のみならず、華族――本来、彼ら自身の〈世襲カ
リスマ〉の無意味化が目指されるはずの身分制的な中間勢力である――にまで及ぶという信
念を制度化したことにある。この点で、近代天皇制という支配秩序は、一定の範囲において、

〈身分制〉へと接近することになった。
 

〈世襲カリスマ〉と〈民主化〉の抱合的関係
　さらに、第三点目として着目すべきは、近代天皇制における〈民主化〉への志向が華族令
の齎した〈身分制〉的再編によって排除されるのではなく

0 0

、〈民主化〉が〈身分制〉的な〈聖
性〉の構造を鋳型とし、その形式に基づいて主張されることになったという点である。詳言
すれば、〈身分制〉に特徴的な支配者―被支配者の〈聖性〉の分有は、その配分が不均衡で
あるため〈民主化〉とは本来非親和的であるはずだが、近代天皇制において〈民主化〉が、〈身
分制〉の構造である〈聖性〉の分有

0 0

を論拠として主張されたということである。
　このことは、華族令による叙爵を二度に亘って拒否した板垣退助の華族制度批判に明瞭に
看ることができる。板垣は、華族を「国民中貴重ノ地位」とすることに対し、「一皇の下は
これ庶民の生息する所也との理想を発揮し、以て我が大和民族に特有せる上御一人下萬民の
美制を永遠に扶植すべき」68 として官僚制への志向に適合的な四民平等・人権概念の唱道に
基礎を置いた華族批判を提示している。ただ、注目すべきは、板垣の主張においては、〈民
主化〉の主張は、天皇の持つ〈聖性〉の排除ではなく、むしろ逆にその〈聖性〉の分有に基
づいて正当化されていることである。つまり、「萬民の美制」は、あくまでも「上御一人」
を欠き得ず、「上御一人下萬民」として一揃いでのみ主張され得たのであり、この意味にお
いて、「皇室と人民と血族的関係ありて、古より一君萬民の制に遽れる我邦に於ては」、「華
族なるものを設けて、之が藩屏と為すの必要あることなし」69 という板垣の〈民主化〉の要
求は、逆説的にも〈身分制〉的な構造に則っているものと看ることができるのである。とい
うのも、「上御一人下萬民」として主張される被支配者の〈民主化〉と、「皇室の藩屏」とし
て皇族との血縁関係に基づき主張される華族の自己正当化とは、共に支配者の〈聖性〉の分
有という〈身分制〉的な論拠に基づいているからである。この意味での〈民主化〉の要求は、〈私〉
の次元にのみ〈聖性〉を認め、被支配者の〈没主観化〉によって〈民主化〉が成し遂げられ
る〈近代官僚制〉――共にパロールとしては「民主化」を要求するものの――とは鋭く対立
することは明らかであろう。
　このように、明治 17 年の華族令制定が持った社会学的意義は、〈世襲カリスマ〉の正当性
を回復させることで、近代天皇制を〈身分制〉的に再編しつつも、維新以来〈世襲カリスマ〉
と緊張関係を取り結んできた〈民主化〉を排除するのではなく、むしろ両者の抱合的関係を
制度的に固めたことにある。この抱合的関係によって、近代天皇制における〈聖性〉の構造
は、〈身分制〉とも〈近代官僚制〉とも異なった性格を持つこととなった。つまり、近代天

68　 板垣退助『一代華族論』、社会政策社、1912年、pp. 32-33。
69　 同上、p. 52。
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皇制においては、〈聖性〉は、支配者―被支配者の両次元に分有されるという点で上の〈身
分制〉に近似するものの、その構造から〈身分制〉の如くに不均衡な身分秩序が成立するの
ではなく、逆に〈聖性〉の分有に基づいて〈民主化〉が導かれる

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ということである（図２）。
社会学的見地からすれば、次の朝日平吾の超国家主義的思想に見られる「陛下ノ赤子」には、
これまで述べてきた〈世襲カリスマ〉と〈民主化〉の抱合的関係が象徴的に表されているも
のと理解できる。
 

吾人ハ人間デアルト共ニ真正ノ日本人タルヲ望ム。真正ノ日本人ハ陛下ノ赤子タリ、
分身タルノ栄誉ト幸福トヲ保有シ得ル権利アリ。…（略）…真正ノ日本人タル恩沢ヲ
差別ナク浴セシメザルベカラズ。70

　最後に、以上の議論を踏まえ、華族の社会的意義に関する既存の見解を検討しつつ、「巨
大イエ」としての徳川幕藩体制と近代天皇制の相違について若干ながら言及する。
　森岡清美は、皇室典範に示された男系男子中心主義が、華族の「家」戦略における準拠点
とされたことを重視している。つまり、華族が天皇家・皇室典範を「不動の準拠点」とし、
その「不動」性に「繋留」し自己の存在の正当化を図ることで、逆に天皇家・皇室典範は、
華族からの「不動の準拠点」という承認によって正当化された。森岡は、この正当化の「相
互依存性」を「皇室の藩屏という教説の核」とみている 71。華族の社会的機能に「皇室の貴
種性の維持」という機能を看る鈴木正幸の理解 72 にも当て嵌まることであるが、しかし、こ
の正当化の「相互依存性」は華族制度にのみ特殊的に属する問題ではない。むしろ、この「相
互依存性」は、近代天皇制の〈聖性〉の構造に基礎を置いたものであるが故に、被支配者一
般の〈民主化〉においても用いられるということは既にみた通りである。近代天皇制におい

70　 橋川文三編『現代日本思想大系31　超国家主義』筑摩書房、1964年。
71　 森岡前掲書、p. 434。
72　 鈴木前掲書、1993年、p. 70。
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て華族制度が持った社会学的意義は、〈世襲カリスマ〉への信仰を保持させ、さらに天皇の〈世
襲カリスマ〉を被支配者にまで行き渡らせたこと、さらにそれが差別的な身分秩序を成立さ
せるまでに決定的な影響力を持たなかったが故に、却って〈民主化〉が主張され伸長する土
台ともなったということである。さらに付言すれば、〈聖性〉の分有というこの構造が、「血」
に象徴され「家族」に擬制されることで近代天皇制は「巨大イエ」的性格を持つのであるが、〈民
主化〉の契機が抱合されたという点に、身分秩序を内包した「巨大イエ」的支配秩序である
徳川幕藩体制との相違が求められよう。

5. むすびにかえて
　〈民主化〉と〈世襲カリスマ〉という概念枠組みが従来の研究史においては、しばしば「近
代」と「前近代」との対立において捉えられてきたことは既にみた通りである。しかし、〈民
主化〉と〈世襲カリスマ〉とが〈身分制〉制的な〈聖性〉構造の下で抱合的関係を取り得る
という認識は、「近代」対「前近代」とを一義的に排他的なものと捉える分析枠組みでは得
難い。というのも、本稿で示した認識は、この分析枠組みで一義的に決定された「近代」概
念の徴表である〈民主化〉が、〈身分制〉――あえて言えば「前近代」――を基礎とし、か
つそれを促進するという「パラドキシカル」なものだからである。この問題は、従来の「近
代化」論が「民主主義」や「個人主義」といった「近代」的概念が、いかなる社会的文脈で
伸長し、政治社会構造をどのように変容せしめるか――ウェーバーを承け、アイゼンシュタ
ットが指摘するように、形式合理性を軸として概念化された「近代」概念には、実質（価値）
合理性との緊張関係が内在する 73。それゆえ、「個人主義」が何れの合理性を促進するかによ
って、当該社会が「近代」的でなくなる可能性もある――に注意を払わなかったことに起因
した。
　本稿の最後に、「近代」を巡るこれらの方法論的問題について、本稿の内容を踏まえた上で、
若干の検討を行いたい。
　ウェーバー社会学に端を発し、理念型として示された「西洋近代」概念 74 は、どの地域・
時代においても、その要件を十全に満たしている社会が存在しないということを理由の一つ
として、その「普遍性」が見直されることになった。そして、後の研究史においては、「近代」
概念の定義に、より幅を持たせ「実態」に即した「近代社会群」概念が出された 75。
　これらの研究潮流の通底には、「近代」一般

0 0

への問題関心から、多様な「近代社会」の共
0

通性
0 0

へ向かう視角があるといえる。というのも、そこにおいては、「西洋近代」概念が他の
「近代社会」を説明できないことが概念の不備

0 0

とされ、より多くの「近代社会」に当てはま
り、それらを共通して説明し得る新概念（「近代社会群」）の導出が試みられているからであ
る。となると、そのような関心から導出された新概念は、より多くの対象に共通するという

73　S. N. Eisenstadt, “Multiple Modernities,” in Multiple Modernities, ed. by S. N. Eisenstadt （New Brunswick and 
London, Transaction Publishers, 2002）, pp. 1-30.   

74　『経済と社会』における「西洋近代」概念を要約しキーワード的にその特徴を挙げれば、即対象性、形式合理性、計算可能性
の三つとすることができよう。また、それらから敷衍し「民主主義」や「個人主義」を挙げることもできよう。

75　佐藤俊樹「近代を語る視線と文体」（高坂健次・厚東洋輔編『講座社会学１　理論と方法』東京大学出版会、1998年）、pp. 
65-98。
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意味で概念の外縁
0 0 0 0 0

が広がった一方で、そのコロラリーとして、説明し得る事柄という意味で
概念の内容
0 0 0 0 0

は減少することにならざるを得ない。諸対象の共通点は、対象の多様性の増大に
反比例するからである 76。
　一方で「近代」一般に向かう視角とは対照的に、対象の個性

0 0

に研究の関心が据えられた場
合、対象の共通点ではなく、それらの相違

0 0

こそが理解されるべきものとなる。また、それに
応じて、対象相互の相違を浮き彫りにするという目的にとり、概念の外縁の不足は、却って
方法論的な意義を持つことになる。周知の事柄をあえて強調すれば、理念型という合理的か
つ概念的に構築された分析枠組みは、理念型通りの展開をしなかった・それ故に説明される
べき事柄という意味での対象の「非合理的」側面を表出させるという、個性へと向かう認識
の方法論的基礎に資することを意図されたものであった。であるから、個性の認識という目

0 0 0 0 0 0 0 0 0

的にとっては
0 0 0 0 0 0

、「近代」概念の外縁の拡大ではなく、むしろ「近代」概念を今述べた意味で「問
題発見的」に用いることが何よりも重要となるのである。
　以上の方法的基礎の上、本稿の論述においては、「華族」という社会階層、政策としての

「華族制度」が分析の定点とされた。本稿では、まず、理念型としての「近代」の諸特徴が
十全に表れた〈合法的支配〉・〈近代官僚制〉を類型論的に確認した上で、「近代」および「近
代」への移行において、――理念型的に――〈世襲カリスマ〉や身分制的諸団体にどのよう
な社会的な圧力がかかるのか、その力学を論じた。そして、〈世襲カリスマ〉や身分制的諸
団体に比し得るものとして、「華族（制度）」に着目し、さらに、「華族（制度）」が実際に辿
った経過のうちから、理念型的に推測される経過とはズレた、すなわち対象の個性として論
じられるべき「非合理的」経過を取り出した。次いで、その「非合理的」経過と適合的に理
解されるべきものとして、「日本近代」の支配秩序における〈聖性〉の構造を指摘した。また、
その構造は、〈身分制〉的な〈聖性〉の構造を基盤としつつも、〈世襲カリスマ〉と〈民主化〉
が抱合的な関係を取り結ぶことで成立しているという認識を、「日本近代」の個性として提
示した。これら一連の論述において、「華族（制度）」は、「近代」という理念型との比較の上「日
本近代」の個性を浮き彫りにするという分析の定点として有効であったということができよ
う。
　なお、本稿が強調した理念型の「問題発見的意義」については、もはや社会学方法論の教
科書的・基礎的知識としての位置づけを与えられて久しく、議論が尽くされた観もある。た
だ、上述した「近代」を巡る研究史上において、ウェーバー（や、彼の議論が大くを負って
いる H. リッケルト）が、経験科学としての学問方法論を構築する上で、極めて重要視した
研究関心の相違
0 0 0 0 0 0 0

――諸対象に共通する「一般法則」の導出を目指すのか、それとも、対象の「個
性」の認識を目指すのか――といった研究の土台に応じ、理念型を含めた諸概念の有効性／
不備が根本的に変わり得るという認識について、再び注意を促すということも蛇足ではなか
ろう。

76　 マックス・ウェーバー（松井秀親訳）『ロッシャーとクニース』未来社、1988年、p. 15。
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Kazoku and Tennosei in Meiji Japan:  
from the Perspective of the Sociology of Religion

Sentaro TOMIZAWA（The University of Tokyo） 

【keywords】 Kazoku, Tennosei, Legitimate Domination, Heredity Charisma, Ideal Types.

 This paper aims to clarify characteristic features of Tennosei in Meiji period, especially 

directing to social tensions between “Bureaucratic Domination” and “Heredity charisma”, based on 

ideal types conceptualized by Max Weber. In Meiji Japan, as to the former the initiative was taken 

mainly by the central government where Ito Hirobumi took a leading part against the latter, which was 

thought to exist from Tokugawa Japan. Those tensions could be seen in the legitimate domination of 

Tenno which could not remain constant under great influences of Meiji Restoration. 

 In this paper, I focus in particular to the nobility （Kazoku） in Meiji Japan, which was 

institutionalized in 1869 and was composed of court nobles （Kuge） and daimyos in Tokugawa 

Japan. From the perspective above, Kazoku was thought more or less representative of the tensions 

in Meiji Japan. That is, their existence as the nobility were justified mainly by their heredity charisma 

and therefore they had no choice but to come to terms with the orientation towards establishing 

bureaucratic domination. The main focus will be put on the law on Kazoku enacted in 1884 （Kazoku-

rei）, which had a symbolic significance to the tensions between bureaucratic domination and heredity 

charisma in Meiji Japan. 




