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＜報告原稿：戦時法研究会（令和２年１０月１７日（土）＞ 

「大串兎代夫――日独学問の「生物学的結合」の希求」                       

                         今野 元（愛知県立大学外国語学部） 

 愛知県立大学の今野元でございます。本日はコロナ危機が続くなか、ご参集頂き誠にあ

りがとうございました。私はドイツ政治史・政治思想史を中心に研究しておりますが、最

近は、ドイツの学問が日本政治史にどのような影響を与えたかにも興味を懐いております。 

私は２０１８年１１月に、名古屋大学出版会から『吉野作造と上杉愼吉』を刊行しまし

た。これは、明治末年から昭和初期に至るこの二人の軌跡を、東京大学法学部におけるド

イツ政治論の競演という観点から追跡するというものでした。そしていま第二弾として、

昭和前半の三十年ほどに焦点を当て、吉野・上杉の同輩・後輩世代が、総力戦体制とどう

向き合ったのか、そこにドイツがどのように絡んでくるのかを考察しております。 

 私が東京大学法学部に在学していましたとき、授業で聞きましたのは、軍国日本の陰鬱

な社会情勢において、東大法学部が孤高の内に開明的な気風を守ったという話でした。東

大法学部は、京都学派のように戦争に協力することも、東大経済学部のように分裂するこ

ともなかった、ナチス法学の大家であるオットー・ケルロイターが東大客員教授として来

日したとき、南原繁は洞窟の哲人のごとく、研究室にこもって懇親会への参加を拒んだ、

日米戦争の末期には、その南原を筆頭とする法学部七教授が、宮中に終戦を進言して、無

謀な戦争を終わらせた、戦後になって南原の愛弟子である丸山真男が、日本の政治学を科

学的なものにために、ドイツ国家学の排除を唱えた、という話です。私はこうした見方を、

「掃きだめの鶴」説と呼んでいます。 

 そのような折り、私は２０世紀末にドイツに留学して、現地でシーダー・コンツェ論争

に遭遇しました。そこではテオドル・シーダー、ヴェルナー・コンツェといった戦後西ド

イツ歴史学界の指導者たちが、ナチス体制下でどのような役割を果たしたのか、ナチス体

制下の学問が、戦後にどう受け継がれたということが議論になっていました。そして、西

ドイツ歴史学界で一世を風靡した社会史は、ヴァイマール共和国やナチズム期の

Volksgeschichte、つまり民族＝民衆史に一つの起源を有しているのではないか、西ドイツで

「過去の克服」を唱道した社会史家たちが、自分たちの恩師がナチズム期にどのような言

動をしていたかを不問に付してきたのではないか、という問題提起がなされました。 

私はこの論争をドイツで目撃して、この手法を日本に適用するとどうなるのかと思いま

した。いろいろな疑問が湧いてきましたが、それについてはレジュメにも記しました次第

です。中核となる問いは、当時の東大法学部の教授・助教授たちは、実際のところ日米・

日中戦争をどう思っていたのか？ 開明派だったとされる教授たちは、当時の東大法学部

を代表するような存在だったのか？ そもそも東大法学部を、そこに就職した教授・助教

授と同視し、大学院生、学部学生、卒業生の存在を度外視していいのか？ といったもの

です。 

その後私もいろいろ調べましたが、私には戦時下の東京大学法学部が、総力戦体制から
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毅然と距離を置いていたようには見えませんでした。神川彦松、蠟山政道、安井郁は、ド

イツのシュミットやアメリカのモンロー主義を参考にしつつ、大東亜共栄圏の理論化を目

指していました。小野清一郎は、西洋とは異なる日本固有、アジア固有の法観念を析出し

ようとしていました。矢部貞治は、シュミットやケルロイターらナチス公法学を日本に導

入し、近衛文麿のブレーンとして大政翼賛会の構想を練り上げました。末弘嚴太郎は、ベ

ルリン・オリンピックの日本選手団長を務め、ヒトラー総統に会いに行って、ドイツの好

意的印象を語りました。いわゆる開明派の教授たちとされる人々の、戦争に距離を置くよ

うな発言というのは、学内の限定された場でのこと、あるいは胸の内でのことであって、

それも戦争への全面批判ではなかったのではないでしょうか。世間に対して大学人として

意見表出をしていたのは、むしろ神川や蠟山たちのように戦争に参画する教授たちだった

のではないでしょうか。わざわざドイツから東京帝国大学にケルロイターが客員教授とし

てきて、教授、助教授たちが歓迎会、研究会を催していたという事実があるわけですから、

東大法学部も、日中・日米戦争に一つの知的司令塔として参画していたとみるべきではな

いか、というのが、私のいまの仮説です。 

本日は、そうした私の研究の一つの材料である、大串兎代夫という人物にスポットを当

てたいと存じます。私がこの人物に注目した理由は、四つあります。第一に、大串こそ矢

部貞治をミュンヒェン大学のオットー・ケルロイターに推薦した人物であり、ケルロイタ

ーの東大への客員教授としての招聘を仲介した人物であること。第二に、大串は昭和初期

の東大法学部関係者で、尾高朝雄と並んで最も深くドイツの学問に取り組み、戦後に至る

まで日独学術交流の最前線に立った人物であること、第三に、大串は上杉愼吉の憲法学上

の唯一の継承者であり、戦後に至るまで日本憲法論を披露した人物であること、第四に、

大串は大学院出身者として東大法学部の外縁にいた人物であること、です。大串について

は、宮本盛太郎の研究が先駆的で、白羽祐三の批判も詳細で参考になりますが、最近では

官田光史（あきふみ）と大谷伸治との間で、戦争末期の非常大権構想や戦争直後の憲法構

想に関する論争が行われてきました。これらはみな水準の高いものですが、大串とドイツ

との関係があまり抑えられていません。ドイツ史家である私は、日独関係史における大串

の役割、ドイツ留学を経た大串の日本回帰に興味を抱いています。 

 

 大串兎代夫は、１９０３年、熊本県平民の大村家に生まれました。父は判事でしたが、

母の実家である長崎県士族の大串家の養子となりました。四修で五高に入った大串は、１

９２３年に東京帝国大学法学部に入学し、３年後に法律学科（英法）を卒業しました。 

入学直後、大串には憲法学教授上杉愼吉との劇的な出会いがありました。１年生だった

ある日、大串は憲法の授業で不覚にもいびきをかいて寝てしまいました。そのいびきは教

室中に響き渡り、俄かに起きた大串を見て、周囲の学生たちはどっと笑ったといいます。

この時講義をしていたのが、上杉教授でした。上杉は寝ている大串を起こそうとはせず、

眠いものは眠らせておけばよいと言っていたそうです。この事件を契機に、大串は上杉の
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ことが気になるようになり、彼を中心とする学生組織「七生社」に入りました。当時の大

学では、吉野作造を師と仰ぐ新人会がマルクス主義に傾斜し、上杉愼吉を師と仰ぐ七生社

が天皇を中心とする国家主義に傾斜し、両者が抗争を繰り広げていました。日記によると、

大串は当初新人会とも接触していたようです。それでも結局七生社に属した大串は、マル

クス主義系の友人から批判されることがあったと言います。五高や東大法学部で一緒だっ

た後藤寿雄は、林房雄なる筆名でプロレタリア文学の作家になり、戦争中は大串と大東亜

共栄圏論で共闘した人物ですが、大串に対して、お前は一体どんな気持ちで上杉のような

者についているのだと批判したと言います。 

１９２６年、学部を卒業した大串は大学院に入り、上杉の指導下で研究を始めました。

ただ１９２７年に文官高等試験司法科に合格していますので、司法官としての就職も考え

ていたのかもしれません。当時の大学院教育の実態は不明確ですが、大串は上杉だけの教

えを受けたわけではないようで、日記には小野塚喜平次や牧野英一の名前も出てきます。 

１９２８年、大串は大学院を退学し、ドイツ留学に出発しました。行先はイエナ大学で、

指導教官はオットー・ケルロイターでした。大串によると、ドイツ留学に際して彼は ヴ

ァルター・イェリネック、オットー・ケルロイターの二人に向けての上杉の推薦状を持参

していたといいます。ヴァルター・イェリネックは、上杉の恩師ゲオルク・イェリネック

の息子で、キール大学教授、学長を経て、１９２９年から父と同じハイデルベルク大学教

授になりました。オットー・ケルロイターは、上杉が定期的に日本近代法制の発展につい

てドイツ語の論文を発表していた Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwartの編集者で

した。または東大法科を卒業して法政大学、台北帝国大学教授となっていた井上孚麿（た

かまろ）が、ドイツでケルロイターに師事した経験があり、上杉に大串がつくべき師とし

て彼を推薦したといいます。大串は、ハイデルベルクは派手だという悪評があり、イエナ

を勧める先輩がいて、ケルロイターのもとにいくことなりましたといいますが、この先輩

というのは井上のことではないかとおもいます。 

オットー・ケルロイターは、１８８３年生まれの国法学者です。プロテスタント牧師の

子としてバーデン大公国のフライブルクに生まれたケルロイターは、フライブルク大学で

法学博士号、教授資格を取りましたが、研究内容はいずれもイギリス法でした。第一次世

界大戦では従軍し、１９２０年にハレ大学教授、１９２１年にイエナ大学教授になり、同

時に１９２３年からテューリンゲン高等行政裁判所判事を兼任しました。議会政治に懐疑

的になっていったケルロイターは、「国民的法治国家」を掲げてケルゼンの純粋法学に反対

し、公法学への民族主義の導入を図ります。ケルロイターは、１９３０年の国会議員選挙

を契機に、ナチス党に加担するようになり、ナチス政権成立後は一般国家学や行政法の概

説書を次々と刊行して、ナチス法学の代表者になりました。 

イエナでは、哲学者ルドルフ・オイケンの未亡人と娘が、ケルロイターとともに大串を

支えました。オイケンはノーベル文学賞受賞者で、ドイツ帝国を代表する文化人の一人で

あり、日本でも人気のある哲学者でした。吉野作造はドイツ留学中にオイケンを訪ねよう
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としていますが、第一次世界大戦になると、オイケンが祖国ドイツを擁護したことを揶揄

していました。大串は、イエナでの留学六か月目で、ドイツ語習得に自信を失い、当時オ

イケン家を訪問した鹿子木員信（かずのぶ）に相談し、ベルリンのベルリッツ語学校でド

イツ語学習をしようと思いましたが、オイケン家がイエナこそドイツ文化の中心地だと言

って押しとどめ、自分たちが大串のドイツ語習得の面倒を見ると宣言したといいます。 

大串のドイツ留学は、１９３１年以降はアレクサンダー・フォン・フンボルト財団の支

援を得、更に１９３２年以降は文部官僚の菊沢季麿の推挙で文部省の支援も受けますが、

初めの３年間は上杉家からの支援を受けていました。上杉自身も「七生社派遣の洋行」と

呼んで留学する大串を激励しており、上杉夫人が海外送金をしていました。上杉は、意中

の弟子であった岸信介が商工省に去ってしまっていたため、大串に期待を寄せていたよう

です。上杉は大串を送るにあたり、君の留学は、単に西洋を見てくればよいという教授た

ちの留学とは違うのだと、同僚たちの留学スタイルを揶揄しつつ、大串に発破をかけまし

た。ところが大串が出発して半年も経たないうちに、上杉は岐阜で講演中に卒倒し、１９

２９年４月に死去しました。上杉家の仕送りが滞りがちになってきたことに不満をもらし

ていた大串は、恩師の訃報を菊沢から聞いて肩を落としました。七生社編纂の追悼文集『上

杉先生を憶ふ』には、大串もドイツから寄稿していますが、他の弟子たちが恩師上杉の思

い出を語るなかで、大串だけは論調が違っていました。彼は上杉への感謝の気持ちを込め

て、ドイツ留学の成果披露に代えて、カール・シュミット「政治神学」（１９３０年）の抄

訳を掲載したのです。この事実から、当時の大串が早くもシュミットに、特にその主権論

に興味を示していたことが分かると同時に、彼にはまだ披露するべき自分の学説がなかっ

たことが分かります。大串は上杉の死によって、日本での後ろ盾を失いました。大串は、

自分で論文を執筆して日本に送付し、これによって学界で地位を得るしかないと覚悟した

と、のちに記しています。 

大串は、イエナで国家学への興味を深めていきました。もともと上杉は大串に、「立法権

と司法権の関係」という研究課題を与えていましたが、大串の心を捉えたのは国家の在り

方でした。大串は、従来通用していた、主権、領土、国民というイェリネックの三要素説

が、自分の国家イメージに合わないと考えるようになっていました。日本から来た大串は、

日本国家の中心に天皇を見出し、それが権力を振り回してではなく、権威として国家の中

核となっていると考えていました。大串は、国家の本質は国家権威であり、それを支える

のが国民意思であるという国家観を懐くようになります。 

大串はまず、ケルロイターの後押しで１９３１年に、日本公法を紹介するドイツ語論文

を執筆し、Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwartに掲載しました。この雑誌はもとも

とゲオルク・イェリネックが編集していたもので、ドイツ連邦諸国や諸外国の立法事業に

ついての紹介を掲載する比較法学の雑誌でした。日本近代法制が整備されていく様子を西

洋世界に解説するという仕事は、もともと上杉が１９１０年から断続的に行っていたもの

で、大串論文は上杉の任務を引き継ぐものでした。 
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この論文で、大串は日本の歴史に深く取り組みました。大串は、日本の歴史を神武天皇

から説き起こしていますが、必ずしも天皇のみを誇大評価したものにはなっていません。

当時の日本では、神武天皇は紀元前６６０年に即位したとされていましたが、大串はそれ

を紀元３世紀だと記しています。また大串は、第一次世界大戦後の日本における民主化の

進展を肯定的に論じており、大正デモクラシーの結果として普通選挙が施行され、朝鮮や

台湾で自立運動、地方自治にも言及しています。当時の大串の日本憲法論は、総力戦体制

の構築を目指す方向のものではなく、平時を念頭に置いたものになっていました。 

この日本憲法論で、大串は天皇重視の国家観を上杉から引き継ぎましたが、その論法は

一部変わっていました。天皇機関説論争で、上杉は天皇主権説を唱え、国家主権説の美濃

部と対立しました。ですが大串は、イェリネックやラーバントの影響で受容されている主

権論、つまり権力の所在を巡る議論で、日本の天皇を説明するのは適切ではないと考えま

した。大串はまた、天皇の存在は法学的には説明できず、倫理的なものだとも述べていま

す。そこで大串は、「権威」という概念を導入しました。大串は、権力が摂関、武家、藩閥

に握られてきたことを認め、「勝てば官軍」という言葉にあるように、常に天皇が権威者と

して時々の権力を正統化する役割を担ってきたことを重視した訳です。この説は、実は戦

後の天皇制度を肯定する歴史学説としてのちに登場する、石井良助の天皇「不親政の伝統」

論にも通じるところがあり、天皇を権力闘争とは別の次元に棚上げしているように思いま

す。ただ権力ではなく権威として天皇を説明するという大串の論法に相応する部分は、上

杉憲法学にも全くなかったわけではありません。上杉は美濃部との対決においては、主権

があくまで天皇にあると主張し、国家主権といいつついつのまにか国民主権に移動しよう

とするなし崩し的な論法を批判していましたが、上杉は天皇の名前で国民を抑圧するよう

な政策が行われることを恐れ、例えば緊急勅令で治安維持法の最高刑が死刑に変更された

ことを憂いました。天皇を国家の中核として重視しつつ、天皇を権力行使の最前線に立た

せたくないという思いは、上杉と大串とに共通していたと思われます。 

天皇を説明する際の「権威」という概念を、大串はカール・シュミットから援用しまし

た。シュミットはその著書『憲法の番人』で、ローマの元老院は「権力」（potestas）を失っ

ても「権威」（auctoritas）は維持した、ローマ教皇の有するのは「権力」ではなく「権威」

だとしています。大串は、シュミットに自ら手紙を書いて、日本の天皇の歴史を説明し、

これを「権威」概念で説明することが妥当かを相談し、確認を採ったと言います。大串は、

シュミット以外にも、イギリスの労働党系政治学者であるハロルド・ラスキの権威論を参

考にしたと言います。 

１９３３年、大串はケルロイターの指導下で長大なドイツ語論文を執筆し、ゲルハルト・

ライプホルツが編集していた Archiv des öffentlichen Rechtsに８７頁にわたって掲載します。

大串はすでに日本憲法史をドイツ語で書いていたわけですが、その執筆を通じて、欧州と

日本との並行性と相異性とを意識したといいます。新しい論文は、国家に関する一般理論

で、その表題は「社会存在における国家権威」というものでした。 
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大串の国家権威論は、表面的には抽象論に徹していますが、その背景で彼は「日本國家

學」、いわば日本固有の国法学を樹立したいという思いに駆られていました。大串は、ドイ

ツ語論文では敢えて日本語の単語を用いず、日本という固有名詞も用いず、日本語の文献

も引用しないよう努めたといいます。大串が目指したのは、当時の国際的学術語だったド

イツ語で日本国体を、国法学の一般理論の問題として説明するということだったのです。

大串は、日本を念頭に作った国家イメージを抽象化すると、それが普遍的妥当性を持ちう

ると考えていたのでしょうか。我々は今日、西洋中心主義を批判する際、歴史的背景が違

うのに、西洋モデルで日本の後進性・未熟さをあげつらうのは問題だという言い方をしま

す。大串の場合は逆で、日本モデルを普遍的基準とし、西洋の不十分さをあげつらうよう

なところが、これから出てくるのです。 

恩師ケルロイターは、大串論文の雑誌掲載に向けての全ての作業を引き受け、また１９

３３年に刊行した自著 Grundriß der Allgemeinen Staatslehre、『一般国家学綱要』で、大串論文

を引用し、成立したナチス体制を「権威」概念で説明しようとしました。大串論文を援用

したケルロイターは、日本では「権威」概念の専門家として評価されるようになりました。

大串はその様子を複雑な思いで見ていました。国家権威という発想はもともと自分のもの

だったのに、お鉢を奪われたという思いがあったようです。また大串は、ナチス体制の根

本理念を「指導者」（Führer）であるとし、これは日本の「権威」とは本質を異にすると考

えていました。別の言葉でいえば、ドイツには真の権威がいないと大串は考えていたので、

ケルロイターによる自説の受容には違和感を懐いていました。 

なお大串の論文「社会存在における国家権威」は、大串の死後に掲載された経歴による

と、１９４３年になってドイツ学術院アカデミー賞を受賞したといいます。「ドイツ学術院

アカデミー賞」という賞がどういう賞なのか、私もドイツ側史料でまだ発見することが出

来ずにいます。恐らくハンス・フランクを総裁とする Akademie für deutsches Rechtが関係し

ていると思われますが、その関連史料を見ても、従来のところ記録が見つかっていません。

また大串本人が受賞に言及した形跡も見当たらず、国立国会図書館の大串関係文書にも受

賞の記録が見つからないため、詳細は不明なままです。 

なおドイツにおける大串は、イエナ大学で国法学を学ぶ傍ら、当時の日本政治にも言及

していました。帰国の年である１９３３年、『政治学雑誌』（Zeitschrift für Politik）に掲載さ

れた「満洲問題に関する三つの指摘」という短い論文で、大串は満洲事変における日本の

立場を擁護しているのです。大串は、満洲が中国の外地であることを、中国人の著作を引

いて強調し、日本の中国進出は単独のものではなく、阿片戦争以来の列強の動きの中での

ものであることの指摘したうえで、「日本帝国主義」という欧州人のイメージに反論をして

います。大串の論文は、在ベルリン日本大使館駐在武官で陸軍大尉の高島という人物と共

同での執筆でした。大串の議論は、当時のドイツ語圏の新聞でも報道されていました。 

 １９３３年４月３０日、大串は５年間のドイツ留学を終えて帰国しました。イエナ大学

文書館の記録によると、大串は除籍という扱いになっており、学位をとったわけではなく、
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また退学の手続きも十分ではないままの帰国だったことが分かります。 

大串はイエナ時代、ケルロイターの研究室でナチス系の国法学者ラインハルト・ヘーン

に会ったようで、のちに回顧のなかで言及しています。また人種教皇と呼ばれたハンス・

ギュンターが１９３０年にイエナ大学に赴任してきたようで、大串は彼にも言及はしてい

ますが、面識があったかどうかは分かりません。 

 

帰国した大串を待っていたのは、日本の憲法学界・政治学界の冷遇でした。いまのとこ

ろ、大串の二つのドイツ語論文に対する日本学界での反応は見当たりませんし、大串自身

も反応がなかったと述べています。イェリネックやケルゼンに注目が集まっていた当時の

日本学界は、自由主義に傾斜していたので、シュミットやケルロイターの系譜に属する大

串は、理解を得られにくかったのかもしれません。また大串の難解なドイツ語論文を読み

こなせる日本人が、当時はいなかったのかもしれません。大串をドイツへ送り出した上杉

はすでにこの世におらず、講座後継者は宮澤俊義でした。帰国した大串は、日記で運勢が

どん底だと嘆いています。当時、学部同期だった矢部貞治と岡義武は、まだ海外に行った

ことがなく、もちろん外国語の業績もなく、日本語の業績も萌芽的段階であったのに、す

でに東大法学部助教授になっていました。ドイツ帰りの大串が、浦島太郎のような孤独感

にとらわれたのは、想像に難くありません。 

とはいえ東大法学部の研究室でも、誰も大串のことを気にしてくれなかったわけではあ

りませんでした。刑法学者の牧野英一は、帰国した大串を大いに歓迎し、大串の国家権威

論文の法政大学『法学志林』への掲載を仲介してくれました。また牧野の弟子である法哲

学者・刑法学者の木村亀二が、当時自分の勤めていた法政大学の予科が再編になるのを機

に、大串を憲法担当として推薦してくれました。のちには、政治学者の蠟山政道が『国家

権威の研究』の単行本化を支援してくれました。とはいえ、美濃部達吉、宮澤俊義、筧克

彦など公法学系の教授陣が、帰国した大串の世話をした形跡は見つかっていません。 

 結局大串は、すでに菊沢から文部省国民精神文化研究所への採用を告げられていたため、

木村亀二の法政大学への誘いを断りました。帰国の翌年、大串は文部省国民精神文化研究

所法律学研究嘱託に就任します。この機関は総力戦体制構築に向けての国家の宣伝機関で、

学術機関ではなく、中等教育の学校教員のための研修施設でした。大串は１９３５年にそ

の所員に正式採用され、高等官六等・正七位、つまり正式の官吏になりました。その上で

大串は、國學院大學や東洋大学に出講するようになります。また１９３５年、大串はのち

に行政裁判所長官になる遠藤源六の三女孝子と結婚しました。こうして大串は、官界に根

を下ろす憲法学者になりました。 

 大串は国民精神文化研究所紀要に、１９３４・３５年に論文「法治主義の問題」を掲載

しています。これはケルロイターの Der nationale Rechtsstaat. Zum Wandel der deutschen 

Staatsidee に示唆を得たもので、シュミットの中立国家批判とも共鳴する内容です。大串は、

法は常に人間の具体的社会関係に依存しているのであり、それは日本では陛下の臣民たる



 8 

日本人として生きることである、法治主義を真に日本の法治主義にするべく、国民的精神

を注入すべきだと訴えています。 

この「法治主義の問題」という論文は、ケルゼン純粋法学の批判を輸入したものである

と同時に、大串の日本主義への転換を示すものでもあります。大串はこれまでも一貫して

天皇重視の日本憲法論をしてきましたが、当初はあくまでドイツ国法学の用語を用いてい

た。ですが、帰国後は徐々に日本的な用語を用いるようになります。例えば御稜威という

概念です。御稜威とは、神や君主の偉大な徳のことを指す言葉ですが、大串は権威 auctoritas

という外来語に対応する日本語として、この御稜威という言葉を好んで用いるようになっ

ていきます。留学から帰国して、ほどなくして日本主義に傾斜していったという点は、大

串は上杉や筧と似ていると思います。 

やがて大串は、小野清一郎と「日本法理研究会」で同席するようになります。東京帝国

大学法学部教授の小野は、恩師の牧野英一が穂積陳重から引き継いだ比較法学の手法を批

判し、日本は日本固有の法理を用いるべきであり、いつも西洋の法理論を模範として輸入

してきたとした日本法学界を批判しました。熱心な仏教徒だった小野は、聖徳太子の十七

条の憲法に日本法理の代表例を見出そうとしました。これに対し大串は、神道により重き

を置いていました。またこの「日本法理研究会」のモットーは「法道一如」で、法と道徳

との一体化を図るものでしたが、それはケルゼン純粋法学の批判、つまりケルロイターや

大串の言う「国民的法治国家」理念に相応するものでした。 

 １９３５年、天皇機関説事件で恩師上杉愼吉の論敵だった美濃部達吉が、社会的に窮地

に陥ると、大串は文部省で講演「最近に於ける國家學説」を行います。美濃部には、イェ

リネックなどの自由主義系ドイツ語文献を、これこそ世界の潮流であって、まともな憲法

学者はそれに従って当然だと主張するという、知的権威主義の体質がありました。また美

濃部は、国内学界の権威者としての地位に安住し、上杉のように日本近代法制について外

国で、外国語で解説するということをしておらず、ましてや憲法の一般理論について国際

的な場で議論を提起することもしませんでした。昭和に入ると日本の輸入学問もより精緻

になり、宮澤などは美濃部よりも西洋学説を理解していたと思われますが、逆に宮澤世代

には、自分の憲法論を雄弁に説くという上杉・美濃部世代の気風が薄れていたように思わ

れます。大串は、ドイツ公法学史を俯瞰することで、美濃部の信奉するイェリネックの国

家法人説を相対化し、ドイツと日本との君主制をとりまく環境の違いを強調し、ドイツの

国家法人説を日本国制に適用することの問題性を指摘しました。 

 大串のドイツ公法学史理解は、彼のイエナ時代の研鑽の産物だったのでしょうが、その

基本的性格は、やはり上杉憲法学に規定されていました。大串が日本に国家法人説を適用

不能としたのは、日本国制は西洋国制とは本質的に異なる、西洋君主は暴君化する虞があ

り、立憲主義で抑制する必要があるが、日本の天皇は完全無欠であり、権力を抑制する必

要がないという、上杉以来の発想に依拠していました。また美濃部の輸入学問に別な輸入

学問で対抗するところも、上杉に似ていました。上杉はヴィルヘルム二世やエドワード七
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世を参考に、西洋の君主権強化の傾向を紹介しましたが、大串は美濃部たちが輸入したイ

ェリネックに対抗して、トリーペル、スメント、シュミット、ケルロイターといった反純

粋法学の系譜を、「新ドイツ國家學説」と銘打って援用しました。 

 大串は、天皇機関説をやや別な論点からも批判しています。大串は、自由主義的憲法学

が強調する権力分立は、国家の有機的総合性を損うものであり、人種的共同体である民族

に基盤を置くものとしての国家を捉えなおすべきだと言います。ここで大串は、ナチス思

想に影響を受けていました。 

 １９３７年、ドイツから矢部貞治が帰国しますが、このころ軍部から、大串、矢部の両

名に、対英米戦争が起きる場合日本の採るべき体制は何かという問いを投げかけられたと

いいます。大串はそこで、帝国憲法第３１条に基づく非常大権の行使による陸海軍の統合

を唱えましたが、受け入れられなかったといいます。この非常大権構想は、１９４４年に

なって再燃するものです。これに対し矢部は、国民総動員のための翼賛会結成を訴え、の

ちに近衛文麿に登用されることになりました。矢部についてはあとで触れますが、大串と

矢部とは昭和前期にはライバル関係にありました。 

 １９３７年、東京帝国大学法学部の教官・学生交流団体である緑会では、宮澤俊義によ

る懸賞論文の出題がなされましたが、その題は「現代ドイツの國家・法理論」でした。こ

の懸賞論文で優等となったのは、民族主義国家観を論じた２年生でしたが、彼は宮澤の論

文は引かず、大串や京都学派の田邊元の論文を援用していました。当時の緑会雑誌は、大

学生活の姿を今日に伝える貴重な資料です。そこには教官や学生だけでなく、卒業生も投

稿していました。彼らのなかには、ドイツの発展ぶりを称揚し、日本の大学が時代遅れに

なっていることを嘆く者もいました。宮澤がそうした雰囲気に押され、「現代ドイツの國

家・法理論」という時流に応じた問題を出し、そこで民族主義に燃える学生が賞を採ると

いう事態が起きたのです。論文の講評で宮澤は、応募学生が国家からの学問の分離を説い

たと褒めていますが、学生が宮澤ではなく大串に傾倒していることは明らかでした。 

１９３８・３９年、大串は恩師ケルロイターを母校東大法学部に客員教授として招聘す

る手助けをします。これは日独文化協定に基づく交流の一環でした。大串はこの事業に通

訳などで参加し、日独文化の「生物学的結合」biologische Verbindungen を提唱しました。こ

の「生物学的結合」という言葉は、大串がオイケン嬢への書簡で書いた表現で、長いドイ

ツ留学を経て日本に帰ってきた大串が、日独文化交流にかけた意気込みが伝わってきます。 

しかしケルロイターを東京帝国大学法学部に迎えたのは、大串本人ではなく、学部同期

のライバル矢部貞治でした。ここで、矢部について少し紹介しておきたいと思います。 

矢部貞治は大串と同じく地方出身の人物です。彼は１９０２年に鳥取県の貧農横山家に

生まれ、判事の矢部安宗の娘婿になって矢部家に入りました。四修には失敗しましたが、

一高から東京帝国大学法学部に進学します。吉野作造を中心とする聖書講読会に出入りし

ていた矢部は、小野塚喜平次に助手にしてほしいと頼み、これを実現します。矢部は大串

と同じく１９２６年に法学部を卒業しますが、助手一年目の１１月、早くも小野塚から助
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教授への昇任を告げられ、そのために助手論文を書くよう命じられます。１９２８年、矢

部は、東大法学部助教授になりました。矢部は退官した小野塚のあとを継いで、「政治学」

という科目を担当しました。 

矢部、大串には、岡義武という同期生がいました。彼は東大法学部でもよく知られた内

務官僚で、日本の社会政策論の草分けでもある岡実の長男でした。岡は、矢部と同時に小

野塚の助手になりますが、小野塚が矢部を後継者としたため、岡は助教授としては政治学

講座から、吉野作造の政治史講座への移動を余儀なくされ、これは岡にとって一生忘れら

れない屈辱となりました。岡は欧州政治史から出発し、ドイツやイギリスの労働運動への

親近感を強めました。けれども欧州ですら議会政治が衰退し、社会が左右に分裂していく

なか、岡は時流に合わせることができず、徐々に晩年の吉野の日本近代政治史研究を継承

していくことになります。加えて岡は、退官後も毎日大学に来て叱咤する小野塚に怯え、

華々しく活躍する矢部の陰に隠れて、１９４５年まで我慢の年月を過ごすことになります。 

 矢部は時流の変化に敏感で、小野塚からも吉野からも自立して行動しました。矢部は、

ソヴィエトやファシズムが台頭する戦間期、兄弟子の南原繁と共に協同体主義への興味を

深め、ポスト自由主義時代の民主制（小野塚や矢部の表現では「衆民政」）を、助手論文か

ら一貫して研究対象としました。矢部はシュミット、テンニースに依拠し、独裁制と民主

制とは対立するどころか、密接に接合すると考えるようになっていき、小野塚や吉野の自

由主義とは距離を置くようになっていきます。１９３５年に欧米留学をした際、矢部は独

仏でファシズムに関心を示し、特にフランスでは火十字団を熱心に見学しました。アメリ

カ、イギリス、フランスに次いでドイツに入国する予定だった矢部は、ナチス法学の代表

者だったミュンヒェン大学教授のケルロイターに注目し、イエナ時代の彼に師事した大串

に仲介を求めます。ミュンヒェンでの滞在は１９３６・３７年冬学期だけでしたが、彼は

熱心にケルロイターから学びました。いわば大串の天皇論・国家論と、矢部の民主主義論

とが、ケルロイターという地点で交わったといえるかもしれません。ただ矢部の留学は、

大串のような研究修行ではなく、吉野のような見学旅行で、矢部が欧米で研究上の成果を

発表するということはありませんでした。 

ただ不思議なことに、矢部は日本における熱心なナチス・ドイツ紹介者でありながら、

ドイツのことを嫌っている面がありました。矢部はドイツの大学で学問の自由が失われて

いることを嘆き、ドイツ語に苦手意識があって、ドイツ留学中も英語を用い、東京での日

独交流行事にも嫌々参加していました。ケルロイターがライバルのシュミットの失脚にシ

ャーデンフロイデを示していたことにも、不快感を表明しています。にもかかわらず、矢

部は日本の総力戦体制のためにドイツに学ぶことが必要だと感じ、ケルロイターとの個人

的関係をアピールし、自分が企画した国家学会雑誌のナチス特集の好調な売れ行きを喜び、

ケルロイターの著作もわざわざ翻訳したわけです。矢部は恩師小野塚が懸念するのを振り

切って、盛んに現実政治に関与しました。矢部は軍部と連絡をとって、大陸戦線を見学し、

近衛文麿の昭和研究会でドイツの政治体制について報告しました。 
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さて大串は、矢部の要請でケルロイター招聘事業を手伝ったのですが、東大法学部側の

応対に再三不快感を表明しています。大串はケルロイター講演の通訳として働きましたが、

通訳内容について文句を言われ、また通訳に過ぎないと思われたのか、名前を紹介されま

せんでした。１９３３年と同じく、大串はこのときも東大法学部から、一人の学者として

扱われなかったわけです。 

大串は日本でのケルロイター講演を翻訳・刊行し、ナチス紹介の論文を多数書いていま

す。そこで大串は、ナチス研究の意義を説明しています。これに先立ち、矢部は大学の政

治学講義でナチス思想を紹介し、小田村寅二郎という学生から、日本の帝国大学でありな

がら政治学で国体を論じないとは何事かと非難されるという経験をしていました。大串は

日本主義者として、なぜ日本で西洋思想を学ぶのかを説明する必要があると考えたようで

す。大串は、ナチスに学ぶということは、西洋文明の弱点とその克服の道を考えることで

あり、日本の本質に近づきつつある盟邦ドイツの本質を理解することであって、先進国ド

イツから後進国日本が学習することではないといいます。ナチス・ドイツというのは、西

洋自体が持っている弱点を暴露する役割を果たしているのであり、ドイツが西洋から脱却

して日本側に近寄ってきているというわけです。ですから矢部のように、総力戦体制の先

進国ドイツから学習し、その知見を日本の総力戦体制構築に生かそうというのは、誤りだ

ということになるのです。とはいえ、大串自身も日本からドイツに渡ってドイツ国法学を

学び、シュミットやケルロイターのケルゼン批判を受容していたわけですから、ドイツが

日本側によってきているというのは、多分に張ったりだったということができるでしょう。 

ドイツの方が日本側によってきているという大串の論理と関係するのが、ドイツの外交

官カールフリート・デュルクハイム伯爵との交流です。デュルクハイムは第一次世界大戦

で従軍し、宗教思想を専攻し、大学などで哲学を教えました。ナチス体制が成立すると、

デュルクハイムはこれに忠誠を誓ってリッベントロップに見出され、外交畑で活躍してい

ましたが、祖母がユダヤ人だったためニュルンベルク法で四分の一ユダヤ人と認定されま

した。しかし免官にならなかったデュルクハイムは、日独文化交流に参加するため１９４

０年に来日し、１９４７年まで日本にとどまりました。日本に来たデュルクハイムは、禅

の思想、あるいはそれと結びついていると考えられた弓道の思想に目覚め、日本の仏教思

想の専門家になっていき、晩年は禅の思想を生かした心理療法士になりました。大串はこ

のデュルクハイムと晩年まで交流し、デュルクハイムも１９４５年、ドイツが降伏後も日

本の対米戦争を応援し続けました。 

１９３９年、大串は文部省教学局教学官に就任し、翌年国学院大学教授となりました。

大串はまた、陸軍で憲兵隊の「國體」講義も担当しています。１９４２年には、大串は憲

法の高等試験委員となり、さらに高等官三等・正五位になりました。これはライバルの矢

部が就いていた勅任官（高等官一等・二等）まであと一歩の地位です。１９４３年、大串

は文部省教学練成所所員になり、翌年その指導部長に就任し、国家の宣伝部門の指導的地

位に就きました。教学錬成所とは、研究機関である国民精神文化研究所と、錬成機関であ
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る国民錬成所とが合併してできた機関で、現在では国立教育政策研究所となっています。 

日米戦争が始まると、大串は日独共同の戦争を応援する言論活動を展開しました。大串

はヒトラーの断固たる指導ぶりを褒めたたえ、アメリカ資本主義を「ユダヤ的法則信仰」

と呼んでいます。大串はアメリカ資本主義の物量に対抗する日本の精神的備えとして、家

族国家観を強調していました。また大串は、大東亜共栄圏の法理論的説明にも加わってい

ます。大串の見るところそれは、連邦国家でも国家連合でもなく、各国の独立主権を認め

つつこれを包含し、全体として統一性の保つ有機的結合なのであり、欧米的覇道の打破・

克服のために必要なものなのでした。 

日米戦争末期、大串は非常大権論に没入することになります。先ほども触れましたが、

大日本帝国憲法の「第二章臣民権利義務」の末尾には、第三一条として「本章ニ掲ケタル

條規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権ノ施行ヲ妨クルコトナシ」という条文があ

ります。大串はこの条文に基づいて、総力戦体制の拡充を進めようとしたのです。三一条

は第二章に付随するもので、更に「戦時又ハ国家事変ノ場合」と限定がなされており、美

濃部達吉や佐々木惣一は抑制的に解釈する傾向がありました。しかし大串は、この非常大

権を柔軟に使って、効率的な戦争遂行を実現したいと考えていました。天皇の非常大権を

あらゆる領域に広げようとする大串の憲法論は、穂積八束、上杉愼吉の系譜を引くもので

あると、先行研究では説かれています。これはその通りだと思いますが、大串は天皇をあ

らゆる権力を正統化する権威であり、日本国家の本質そのものとしてとらえていたわけで

すから、彼にとって非常大権はこの条文がなくても、初めから当然のことだったと思われ

ます。戦後になって宮澤俊義が、大串たちの非常大権拡大論には根拠がなかったと批判を

することになりますが、これは帝国憲法の条文上はその通りだといえるでしょう。大串の

国家権威論は、法解釈学ではなく法哲学上の議論で、条文に拘泥しない解釈の産物だった

わけです。ただ上杉愼吉は、牧野英一らの自由法説を批判する文脈で、条文をかけ離れた

法解釈の暴走を戒めており、大串はいつの間にか上杉の嫌った自由法説の領域に入ってい

たとも言えます。 

大串は１９４５年３月、学術研究会議第十四部（法律学・政治学）で、非常大権研究委

員会を主宰します。当時はもうアメリカ軍が目前に迫り、日本は本土決戦への準備を迫ら

れていました。報告書は大串が執筆し、矢部と東大法学部行政法教授の田中二郎が修正し

て作られました。ちなみに学術研究会議というのは、最近話題の日本学術会議の前身でし

て、１９２０年に生まれました。もともと帝国学士院が、ドイツ語圏を中心とする各国ア

カデミーのグループに入っていたのですが、第一次世界大戦でドイツを批判した英仏が、

ドイツ語圏を除外した新しい国際学術交流を提唱し、それに対応して日本が帝国学士院と

は別に設けたのが、学術研究会議です。 

大串が提唱する非常大権活用論に異論を提起したのが、尾高朝雄でした。尾高は大串よ

り４歳上で、東京帝国大学法学部を卒業後、京都帝国大学文学部で哲学を学び、京城帝国

大学を経て、東大法学部教授になっていました。尾高は京城時代にヴィーンに留学してケ
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ルゼンに師事し、ドイツ語の著作も刊行しています。大串と尾高とは、東大法学部を外縁

から見ていた人物として、またドイツ語圏と学問的に深い縁がある者として、類似した面

がありました。また、大串が反ケルゼンの立場を貫いて官界に身を置き、尾高がケルゼン

に傾倒して東大法学部に戻ったという点で、両者は思想的にライバルの関係にありました。 

この尾高によると、帝国憲法第３１条の非常大権は第２章に限定された「非常措置法」

であり、大串の主張する非常大権は「國家緊急權」＝「法を破る法」であって、ドイツで

もそれを支持するのは少数説だったのが、ナチス革命で逆転した、その代表的論客がケル

ロイターであり、黒田覺（さとし・京都帝大教授）や大串の非常大権論は「西洋流の國家

緊急權思想が現れてゐる」といいます。尾高は、帝国憲法を「不磨の大典」であり、日本

の伝統に根差したものであるとし、大串の構想はその帝国憲法を、ドイツ流、つまり西洋

流の発想で変革を試みるものだと非難したのです。 

この批判に日本主義者を自負していた大串が激怒したのはいうまでもありません。尾高

は京城帝大時代、１９４１年１１月文部省開催の日本諸学振興委員会の席上で、「統治權の

所在が國体の本義に照らして矛盾なく説明出來るやうな、さういふ途」を模索し、国家法

人説及び「個人主義・民主主義」を否定し、国家の「全体性」の意味・構造を明らかにす

べきだとしていたのに、東大法学部赴任後に変節し、国家緊急権＝「法を破る法」を違法

扱いして大串及び黒田覺を批判したと、大串は怒りました。大串は、自分はケルロイター

の教えを受けたが、彼の「國家緊急權」論には反対で、Staatsnotstand というドイツ語の語

感すら好まないとし、自分がドイツ流、つまり西洋流の考えで帝国憲法を改変しようとし

たことなど全くないと弁明しました。ただこの文書は手書きの未公刊文書で、これがどの

ように尾高に伝えられたのかはよく分かっていません。 

１９４５年８月１５日、昭和天皇の玉音放送がありましたが、大串はこの事態を憲法学

的に説明しようとしました。大串はこの終戦詔書について、天皇が大日本帝国憲法に基づ

く非常大権を行使して、ポツダム宣言を受諾したと解釈しました。この解釈は、宮内省関

係者から高い評価を得たといいます。 

 

大串はポツダム宣言受諾に伴う新憲法制定に当たり、国体問題には国民投票で決着をつ

け、天皇と民主主義とを直結しようとし、陪審制、国民投票、地方自治など、直接民主制

を推進することを訴えました。直接民主制の導入は、上杉も帝国議会批判の文脈で早くか

ら注目していたものでした。大串は、天皇制度の存置が国民投票で可決されることには全

く疑いを持っていませんでした。大串はこの構想を、近衛文麿を中心とする内大臣府の憲

法改正グループに提出しています。しかし内大臣府とは別に、幣原内閣が設けた松本委員

会の一員である宮澤俊義は、アメリカ進駐軍に言われるまでもなく、大串の説く非常大権

という発想を葬ろうとしていました。宮澤が唱えた八月革命説は、ポツダム宣言受諾によ

って革命が起き、帝国憲法体制が断絶したという解釈でしたが、これは帝国憲法の非常大

権条項に基づいてポツダム宣言受諾、新憲法制定が行われると説く大串の学説と正反対で
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した。そして実際に制定された日本国憲法は、国会を国権の最高機関と称え、間接民主制

を旨とするものとなりました。天皇の存在が国民の総意に基づくという第一条の根拠も、

第九十帝国議会での新憲法可決がそれに当たると考えられ、国民の意志が直接問われるこ

とはありませんでした。ちなみに余談ですが、１９４９年のドイツ連邦共和国基本法も、

国民投票や国民発案を削除し、民主主義を標榜しながら民主主義への懐疑を含むものにな

っているわけです。 

 大串は敗戦で公職追放となりました。鬱々とした日々のなかで、大串は仏典を読み、大

学から排除され、大学図書館の本を拝借するのも内密にしなければならなりませんでした。

このとき大串を助けたのは、面識のなかった東大法学部刑法学教授の団藤重光で、借りた

本はフィヒテの「ハンデルスシュタート」、つまり『封鎖的商業国家』でした。大串に比較

的近かった教授たち、つまり矢部貞治、神川彦松、小野清一郎などは、東大から排除され

ていました。大串は、戦後の混乱の中でも恩のある上杉家とは交流を続けていました。 

公職追放されても、大串は法律家として生きようとしたようで、法学雑誌の編集に当た

ったり、弁護士登録をしたりしました。弁護士業務の結果、大串は１９５１年にある運送

会社の社長に就任することになり、そこで激しい労働運動と対決することになりました。 

 失意の時代の大串が行った仕事に、ドイツ『法典論争』の翻訳があります。ナポレオン

戦争後のドイツで、ハイデルベルク大学教授ティボーが自然法学の立場からナポレオン法

典を全ドイツで導入すべきとしたとき、ベルリン大学教授サヴィニーが法律は民族精神か

ら生まれるものであり、拙速な外国法継受は不適当であるという歴史法学の立場を示しま

した。大串のサヴィニーへの着目は、穂積陳重がイギリス・ドイツ留学からの帰国後に初

めて刊行した単著書が、サヴィニーの紹介だったという故事を連想させます。フランス帰

りの梅謙次郎と対抗関係にあった穂積は、ボアソナード民法案に違和感を表明したわけで

すが、アメリカ占領下で公職追放にあっていた大串は、サヴィニーへの注意喚起によって、

外国占領下での強制的国家再編に異議申し立てをしたわけです。しかし大串によれば、こ

の『法典論争』の翻訳に対する反応は乏しく、僅かに蠟山政道が批判的に言及しただけだ

ったと言います。大串は日本国憲法の審議過程でも、文面に権威という言葉が登場すると、

専門柄これに意見表明をするなどしています。 

やがてアメリカ占領は終わり、大串は１９５４年に名古屋にある名城大学法商学部教授

に就任することができました。この名城大学には、他にも満洲の建国大学教授だった村井

藤十郎など、総力戦体制に協力した研究者が集まっていました。大串は翌年早くも法商学

部長になり、更に１９５８年まで名城大学総長を務めました。皮肉なことに、帝国憲法体

制下で常勤の大学教員になれずにいた大串は、新憲法体制下で大学が増えたことで、正式

に大学教員の立場を得たのです。大串は１９６３年に名城大学を退職した後、１９６５年

からは亜細亜大学教授を務めました。 

憲法学教授となった大串は、１９５６年にドイツ語で日本国憲法を紹介する論文を書き

ました。彼が論文を掲載した Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwartは、これまで上杉
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や大串が日本近代法制を紹介してきた雑誌です。ドイツにおける日本公法紹介者という大

串の立場は、１９４５年の敗戦を経ても変わりませんでした。このとき掲載を仲介したの

は、１９３３年の論文掲載時と同じライプホルツでした。大串は、日本国憲法によって日

本にアメリカがキリスト教的＝自然法的観念を押し付けたという批判を展開しています。 

１９６３年には、大串は憲法学会の理事にも就任しています。この「憲法学会」とは、

普遍的価値と日本固有の文化との共存を掲げる団体で、基本的に改憲派の学会と見ること

ができます。この憲法学会で、大串は１９６５年に二重憲法状態論という学説を唱えまし

た。それによると、戦後も大日本帝国憲法は生きており、その非常大権条項に依拠するも

のとして日本国憲法が生まれたのだということになります。大串は更に、戦後日本で策定

された経済計画など様々な計画策定の理論的根拠を、五箇条の御誓文に求めようとしまし

た。左派勢力が台頭する戦後日本で、大串は日本国家の中核にはやはり天皇があるのだと

いう信念を確認しようとしたわけです。なお大串は、並行して日本公法学会にも出席した

形跡がありますが、そちらでどのような役割を果たしたかどうかは分かっていません。 

 憲法学のかたわら、大串がもう一つ努力を傾けたのが、神道の活性化でした。これはア

メリカ進駐軍の神道指令に端を発しています。神道指令は、国家神道を軍国主義の元凶と

みなして解体するものでした。国家神道体制においては、神道は宗教ではないとされ、そ

のためにそれを全国民に義務化しても、帝国憲法の認める信仰の自由とは矛盾しないと考

えられていました。ですが神道指令によって、神道は国家から切り離され、民間の一宗教

として再出発することになりました。大串はこの新しい事態に、二通りの対応をしました。

第一に、大串は神道を民間の諸宗教と同列に置くことに違和感を表明し、天皇の祖先であ

る神々への信仰が依然として日本人の民族宗教としての役割を失っていないはずだと説き

ました。第二に、大串は神道が宗教とされるに至ったことを受け入れ、神道の宗教として

の充実を図ろうとしました。大串は、神道には教義がない、形而上学がないという批判が

あることを意識して、神道の教義上の充実を図ろうとしました。 

 １９６５・６６年、大串は妻を伴ってドイツ旅行をしました。大串は西ドイツの連邦憲

法裁判所のあるカールスルーエに滞在し、同裁判官だったライプホルツと昵懇になりまし

た。また、旧知の仲であるケルロイター、シュミット、デュルクハイムとも旧交を温めま

した。大串は西ドイツ滞在中、愛国心を語るとたちまちナチス扱いされるという戦後ドイ

ツの風潮を目にして、これを嘆きました。大串は更に東ドイツへの入国を試みます。ケル

ロイターもシュミットも、大串の戦争中の言動は先方に知られているから、東独入国は危

険だと必死に止めましたが、大串はどうしてもかつての留学地イエナを再び見たかったよ

うです。実際のところ、大串は東独で大いに歓待され、ヴァイマールなども見学して、ソ

連を通って帰国しました。大串は、アメリカ的＝ユダヤ的悪影響が西ドイツには強く作用

しているのに対し、東ドイツは少しましである、という印象を懐いたようです。 

 大串の遺作となったドイツ語論文のなかには、核兵器を扱ったものがあります。長崎出

身だった大串にとって、核兵器の問題は重要でした。核兵器を所有する主体が大きすぎる
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権力を持つ世界では、世界政府が必要であるという自然科学者の意見に、大串は理解を示

しましたが、そこへの道はあまりにも遠く、やはり現実には国家は秩序の前提であるとい

う見方に立っています。大串は、日本人が広島、長崎のみならずビキニ環礁でも被害にあ

ったことを強調し、核兵器が保有国に自己中心的言動、覇権的支配を許すことになるのを

恐れており、社会主義圏よりもアメリカを危険視しているようです。核兵器を批判するた

めに、大串がこの論文で、国際法や普遍的人権を動員していることは注目に値します。 

 １９６７年１月３日、大串は神奈川県藤沢市の自宅で心筋梗塞に襲われ、急逝しました。

ちなみに、彼のライバルの矢部貞治が亡くなったのも、その年の５月７日でした。 

 

 以上、大串の人生を振り返って参りましたが、ここで最後に、本報告の結論を５つのテ

ーゼにまとめてみたいと考えています。 

 １．大串兎代夫は、昭和前期の日本では珍しく、国際的発信力のある憲法学者であった。

日本国内で議論することに慣れ、国内で階層構造をなしていた当時の日本の法学・政治学

界において、ドイツ語で論文が書ける大串のような人材は多くなかった。こうしたドイツ

語での論文発表は、上杉愼吉の流儀を継ぐものであった。だが当時の日本学界には、そう

した研究者の海外発信力を高く評価する気風は全くなく、大串のドイツでの業績は無視さ

れ、大串は官界に身を置くことになった。 

 ２．大串兎代夫の国家権威論は、ドイツ国法学の文脈でいうと、法学から政治思想を排

除しようとするハンス・ケルゼンの純粋法学への批判的応答の一つだった。大串はオット

ー・ケルロイターのいるイエナ大学に留学し、ケルロイターは大串の論文指導をしたが、

大串が学問的に刺激を受けたのは主にカール・シュミットだった。 

 ３．大串兎代夫の国家権威論は、日本国家の中核である天皇の存在を国際的に通用する

学術用語で説明したいという意欲の表現だった。大串は自分の気持ちを、「日本国法学」の

樹立という目標に込めた。日本を念頭に置いた大串の一般国家学は、日本を理想的国家と

し、ナチス・ドイツを含め西洋諸国を問題視する態度へとつながった。 

 ４．大串兎代夫は天皇を権力ではなく権威として理解したが、これは天皇重視の国家論

としては上杉愼吉と共通しているものの、天皇を権力とは別次元で把握したという点では

戦後日本の憲法構造にも通じるものがある。大串の天皇＝権威論は、一君万民論に基づく

強大な君主制にも、国政の彼岸にいる弱い君主制にも通じる面がある。 

５．大串兎代夫が日本主義に傾倒したのは、彼が国際社会から隔絶した頑迷保守の人物

だったからではなく、彼が熱心に国際交流に取り組んだことと関係している。大串の人生

をたどっても、日本固有のもの、特に神道との間に、特別な接点は見当たらない。国際的

活動が彼をして日本回帰をさせたのであり、その点で上杉愼吉や（大串が言及しない）筧

克彦などの軌跡と類似している。 

 

 以上です。ご清聴有難うございました。 


