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主権的秩序をめぐる二つの法理

- 帝国日本のインターナショナリズムとその技法(1) -

佐藤太久磨*

Abstract ― This paper aims to explain the historical significance of a controversy on the essence 
of the law between Minobe Tatsukichi and Yokota Kisaburo. 

Three points will be demonstrated throughout my analysis. (1) Their theory was under the 
influence of Georg Jellinek and Hans Kelsen severally ; (2) Minobe and Yokota were 
internationalists together ; (3) For a purpose to let internationalism establish in empire Japan, Their 
controversy was caused as "divergence of the method".

Keywords : State Sovereignty, Internationalism, Minobe Tatsukichi, Yokota Kisaburo, Georg 
Jellinek, Hans Kelsen

1)

はじめに　─ ｢戦後｣探究のための視座

戦後70年の節目を迎えた今日、戦後レジームからの脱却」(安倍晋三：

1954)なる標語を掲げた政治勢力が一定数以上の支持を受けていることは、

戦後」なるものが、もはや終わりつつあることを指し示しているのであろう。日

本を取り巻く国際環境に目を転じれば、米国大統領候補のドナルド・トランプ

(Donald Trump：1946)が、日米安保体制の抜本的な見直しを図っているよう

に、今日の国内外政治情況を「「戦後」の終焉」と表現してもあながち間違い

ではなさそうである。2016年6月現在、イギリスのEU離脱が決定的になり、近い

将来に国際社会の変動が生じるであろうことを念頭に置くのであれば、そうした

意想が強まるのも、致し方ないであろう。このような歴史的境目に生を享受して

いる人間─ましてや歴史家である以上、戦後」なるものの正体を突き止めたく

なる衝動を抑制することができない。

「戦後政治」の本質とは何か─その全容について、このわずかな文章で究明

し切れるわけではない。しかしその一端くらいは、切り取ってみせられるのでは
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ないか。戦後政治、分けても保守政治を概観してみて気が付くのは、保守勢力

がナショナリズムとインターナショナリズムの理念によって結合されている、という

点である。そうした局面は、日本国憲法の改正をめぐる政治史的動向のなかに

見出すことができる。憲法改正の思想と運動が、占領憲法」との訣別─「戦後

レジームからの脱却」を図り、復古主義的性格を有していることは、比較的よく

知られた事実であろう。ただここで注目しておきたいのは、憲法九条と護憲派勢

力が「国際貢献」なる言葉によって攻撃され、改憲勢力は「国際主義」─イン

ターナショナリズムの側に立つことで、憲法改正への意思を喚起し続けてきた、

ということである。憲法改正という国家的イシューをめぐって、いうなれば、イン

ターナショナリズムは、革新勢力ではなく、保守勢力によって占有されてしまった

のである。

　それがゆえに、護憲派革新勢力は、改憲派政治勢力によって、一国平和主

義」のナショナリズム集団として規定されるよりほかない。革新陣営が保守陣営

に対抗する勢力である以上、革新派は「九条＝ナショナリズム」に準拠すること

を半ば宿命づけられていたといえそうである。改憲勢力が「国際貢献」なる理

念に依存することで、一国平和主義」を批判する政治姿勢を、まざまざと見せ

つけられている我々にとって、インターナショナリズムがナショナリズムを論難する

局面は、割と馴染みが深いはずである。

　このような事態を目の当たりにしたとき、かつて丸山眞男(19141996)が、戦

後政治の構図を診断して、以下のように書き記したことを想起せずにはいられな

い。

革新政党〔社会党、共産党―佐藤註〕が動いている方向は大ざっぱにいって憲

法擁護です。終戦後獲得された労働の基本権、労働三法、それを守ること懸命

である。何々を守ろうじゃないか、教育基本法を守ろうじゃないか、子どもを守ろう

じゃないかといって、たいてい「守る」という言葉でいっている。保守政党の方は

どうか。これは一般的に戦後民主主義はゆきすぎているという状況判断にたってい

る。むろん革新政党が、保守政党への悪口として「戦前の日本帝国の復活をもく

ろんでいる」とまでいうのはいいすぎでしょう。けれども一般的傾向として保守

は、現在の憲法の民主主義はゆきすぎているという状況判断にたって、いくらか

でも元の日本帝国に近いものにもどそうという方向で、いろいろな政策を出してい

るというのはリアルに見れば明らかです。政治・労働・教育、あらゆる方向にそうい

うものが出ている。
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　そうすると、現状はケシカランから改める」というのが保守政党で、革新政党

の方は「何々を守ろう」といっている。(中略)現にスローガンにしろ、憲法改正反

対、労働三法改正反対、基本的人権を守る、というように、むしろ革新政党の方

が保守的な態度で表明されている。ある次元をとれば、何とかして現状を変えよう

と思っているという意味で、保守党の方が革新的です1)。

　丸山らしい鋭い文章である。ここでは、政策イデオロギーにおいて、保守政

党と革新政党とが転倒している状況が指摘されている。本稿では、丸山の見方―

戦後政治イデオロギーの捻転─を敷衍するかたちで、はたして戦後日本とはい

かなるものなのか、われわれとはいったい何者なのかを考究すべく歴史内在的

な省察を試みたい。

　本稿では、やや遠回りではあるが、以上の諸点を踏まえたうえで、帝国日本

におけるインターナショナリズムと主権の解法に関する法思想から、戦後政治」

の問題構造を解き明かそうとするものである。具体的には、憲法学者の美濃部

達吉(18731948)と、国際法学者の横田喜三郎(18961993)の学術論争(以
下、美濃部・横田論争)の解析を足掛かりにして、戦前日本」の終焉と「戦後

日本」の成立過程を視圏に収めつつ、そのプロセスにおける病理がいかなるも

のであったのかを問題構成史的に抉り出してみたい。

　さて、美濃部・横田論争といえば、1930年代初頭、法の本質」をめぐって繰

り広げられた論争として知られている2)。これまでは、国際法と国内法の関

係3)」をめぐる法思想史の一齣として記憶されているに過ぎないが4)、この小論

1) 丸山眞男「政治的判断」(1958年7月)、『丸山眞男集』第7巻(岩波書店、1996年)334頁。

2) 竹下賢「法の規範的秩序とその「存在」─美濃部・横田論争をてがかりとして」(関西大学法学

部編『法と政治の理論と現実』上巻、関西大学法学部百周年記念論文集、有斐閣、1987
年)。竹下論文は、美濃部・横田論争について、政治史上の意義には乏しく、それだけに一般

的な歴史の観点からは、注目される度合が少なかったといえよう」と述べながらも、その研究視

座を「国法学および法哲学の理論的見地」にのみ限定している(177頁)。本稿では、竹下の指

摘を踏まえつつ、歴史学ひいては政治思想史的な観点からのアプローチを試みる。

3) 二つの法体系をめぐる理論を整理、概観したものとして、中原精一「国内法と国際法との関係に

ついての若干の考察」(『明治大学短期大学紀要』第12号、1968年3月)がある。国際法上位

一元説をめぐる学説対立については、祖川武夫・松田竹男「戦間期における国際法学」(『法

律時報』第50巻第13号、1977年12月)が詳しい。

4) この論争に触れた研究として、鵜飼信成「ウィーン学派」(『講座日本近代法発達史─資本主

義と法の発展』7、勁草書房、1959年)、原秀男「日本におけるケルゼン─イデオロギー批判の

方法を中心として」(鵜飼信成・長尾龍一編『ハンス・ケルゼン』東京大学出版会、1974年)、小

林友彦「「国際法と国内法の関係」を論じる意義─日本の学説の展開過程に照らして」(『社
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では、該論争の性格を法思想史の領域にのみ閉じ込めるのではなく、ひろく政

治思想史のなかに配置することで、その射程を新たに読み替えてみたい。

　美濃部や横田の法思想、ないし政治思想に関する個別的な研究は、枚挙に

遑がないほどである5)。美濃部に関しては、とりわけそうである。しかしなぜか、

この論争を仔細に検討し、その射程を読み込んだ研究は、管見の限り、いまだ

提出されるには至っていない。近年、歴史学的見地から、法学者同士の論争に

着目した研究が進められているにもかかわらず、である6)。ここでは、それらの

研究視座を踏襲しながら、美濃部・横田論争固有の性格を析出することで、既往

の研究に幾ばくかの新知見をフィードバックしてみたい。この作業は、美濃部研

究と横田研究を深化させるためのそれとして位置づけられよう。

　そこで、本稿では、美濃部・横田論争の争点に着目し、両者の学説がいかな

る点で対立的なのか、また両者の法理論が一致するのであれば、いかなる点で

一致するのかを検討することで、論争の意味を読み込んでみたい。いわば美濃

部と横田の学説に潜む異同を摘出しながら、その法学理論に組み込まれた「意

図せざる結果」に照準を定めて、論争の解析に当たりたい。

　と同時に、論争の客観的な歴史的位置を計測するためにも、論争の前史や周

会科学研究』第54巻第5号、2003年3月)などが挙げられる。

　 また、論争そのものを中心的に検討しているわけではないが、美濃部と横田の「国際主義」的

学説に触れた研究としては、頴原善徳「戦前日本における国際連盟中心主義と日本国憲法」

(『日本史の方法』第6号、2007年9月)、林尚之「戦後改憲論と「憲法革命」」(『立命館大

学人文科学研究所紀要』第100号、2013年3月)がある。

5) 美濃部については、家永三郎『美濃部達吉の思想史的研究』(岩波書店、1964年)、長尾龍

一「美濃部達吉の法哲学」(同『日本憲法思想史』講談社学術文庫、1996年、初出1969
年)、坂野潤治『近代日本の国家構想─1871─1936』(岩波現代文庫、2009年、初出1996
年)、小関素明「支配イデオロギーとしての立憲主義思想の思惟構造とその帰結─美濃部達吉

の立憲主義思想を手がかりに」(『日本史研究』第322号、1989年6月)などが代表的な研究とし

て挙げられる。

横田については、戦前・戦中・戦後を通して、竹中佳彦『日本政治史の中の知識人─自由主義

と社会主義の交錯』上・下(木鐸社、1995年)が最も包括的な研究である。『法律時報』第33巻

第1号(1961年1月)に掲載された、恒藤武二「横田喜三郎論─その法イデオロギー、寺沢一

「横田喜三郎論─その国際法学(その一─戦前の研究活動を中心に)、高野雄一「横田喜三

郎論─その国際法学(その二─戦後の研究活動を中心に)」のほか、片桐庸夫「横田喜三郎の

戦後日本の安全保障論」(『リサーチ・シリーズ』第6号、2016年2月)などがある。

6) たとえば、中原精一「美濃部・立両博士論争の素描─国内法と国際法との関係論について」

(『明治大学社会科学研究所紀要』第7号、1969年3月)、田中慎一「保護国問題─有賀長雄・

立作太郎の保護国論争」(『社会科学研究』第28巻第2号、1976年8月)、小林啓治『国際秩

序の形成と近代日本』(吉川弘文館、2002年)、頴原善徳「国際法と国内法の関係をめぐる美

濃部・立論争─韓国併合と領土権・主権論争」(『ヒストリア』第181号、2002年9月)など。
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辺にも目を配りながら、さらには、論争以後の展開─戦前から戦中、戦後へ─

を展望することも求められよう。のみならず、本稿では、前記した問題視座から

論争に注目することで、戦後」理解を歴史内在的に深めようと試みる。その意

味で、本稿は、戦後」の極地から、戦後」の再定義を図らんとする試作にほ

かならないことを、予め高調しておきたい。

第１章　二つの「国際主義」と主権の解法　─美濃部・横田論争

　立ち入った分析に入る前に、まずは論争の時系列と外形的情報を確認してお

こう。論争の直接的な引き金となったのは、横田がオーストリア・ウィーン学派の

国際法学者ハンス・ケルゼン(Hans Kelsen：18811973)の学説を紹介しつつ、

ケルゼン学説の理論的発展を目指した論文「国際法と国内法との論理的関係」

(1930年5月)を発表したことに由来する。

　一方の美濃部は、早くとも1910年代あたりからケルゼンに注目していたが、横

田をはじめとするケルゼン・シンパ諸氏の論攷が美濃部の目に留まり、ケルゼン

教授の国法及国家理論の批判」(1930年8、9、10月)を『国家学会雑誌』に発

表した。

　タイトルからも察せられるように、美濃部になる同論文は、ケルゼン学説の批

判がその主旋律をなしている7)。美濃部論文が発表されるや否や、横田は翌

1931年2、3月に美濃部論文に対する批判論文「法律における当為と存在─美

濃部教授のケルゼンの批評に対して」を同じく『国家学会雑誌』に寄せ、美濃

部もまた即座に横田論文に対して応答している(「法律は当為なりや存在なり

や」『国家学会雑誌』1931年4、5、7月)。横田もこれに応じ、同年9月から11
月まで「法律の妥当性─美濃部教授に答えて」を公表(『国家学会雑誌』)、
そして1932年4月から6月にかけて美濃部は、さらなる反批判論文「国際法と国

内法との区別及関係」を『法学協会雑誌』に掲載してみせた。約二年間にわ

たる両者の論争は、この美濃部論文で幕を閉じることとなる。

　以上から窺い知れるように、美濃部・横田論争は、直接的にはケルゼン学説

7) 美濃部のケルゼン論については、長尾龍一「美濃部達吉のケルゼン論」(長尾龍一・新正幸・高

橋広次・土屋恵一郎編『新ケルゼン研究』ケルゼン生誕百年記念論集、木鐸社、1981年)が詳

しい。
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の妥当性について、横田がケルゼンの側に立ち、それに美濃部が反駁する、と

いう構図で展開された論争である。いうなれば、横田はケルゼンの代弁者とし

て、美濃部と論争を繰り広げたわけである。

　なお、美濃部の都合9本に及ぶ論文は、自身の論文集『ケルゼン学説の批

判』(日本評論社、1935年)に収録され、横田になる5本の論文もまた、戦後に

至ってからではあるが、自身の論文集『純粋法学論集』Ⅰ(有斐閣、1976年)に
所収されている。以上を表として示せば、以下の通りである。

【表】美濃部・横田論争の時系列概観

両者の論争が繰り広げられた時期といえば、ほぼ満州事変の勃発(1931年9
月)、および満州国の「建国」(1932年3月)を挟む前後1年間の時期に相当して

いる。両者の時局に対する発言に関しては、後に紹介するが、ここでは、まず

美濃部・横田論争の争点を整理しておこう。

　流石に法学論争であるがゆえに、個々の論説は、おそろしく抽象度の高い内

容に仕立てられているが、その争点はひどくシンプルである。以下では、この点

を確認しながら、論争の中身に接近してゆきたい。争点は、大きく二点に大別さ

れる。

　第一の争点は、法の本質」をめぐる解釈について、である。法が社会実在

的な慣習や「社会心理」などを含めた「存在
ザイン

」Seinと思惟すべきか、根本規

範」を頂点に仮設した「当為
ゾルレン

」sollenと解釈すべきか、という争点である。法を

「事実」と「規範」の総合的な範疇に属するものとして捉えるか、規範」まさ

論説発表時期 論争論説 発表媒体

1930年5月
横田喜三郎

国際法と国内法との論理的関係」

神川彦松編

뺷山田教授還暦祝賀論文集』(有斐閣)
1930年

　8、9、10月

美濃部達吉　(3部作)
ケルゼン教授の国法及国家理論の批判」(13)

뺷国家学会雑誌』44빲810
★『ケルゼン学説の批判』に収録

1931年

　2、3月

横田喜三郎　(2部作)
法律における当為と存在

─美濃部教授のケルゼンの批評に対して」(12)

뺷国家学会雑誌』45빲23
★『純粋法学論集』に収録

1931年

　4、5、7月

美濃部達吉　(3部作)
法律は当為なりや存在なりや」(13)

뺷国家学会雑誌』45빲4、5、7
★『ケルゼン学説の批判』に収録

1931年

　9、10、11月

横田喜三郎　(3部作)
法律の妥当性─美濃部教授に答えて」(13)

『国家学会雑誌』45빲911
★『純粋法学論集』に収録

1932年

　4、5、6月

美濃部達吉　(3部作)
国際法と国内法との区別及関係」(13)

뺷法学協会雑誌』50빲46
★『ケルゼン学説の批判』に収録
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しく「当為」として措定すべきか、というイシューである。美濃部が前者の見解

を採用したのに対して、横田は後者の立場を取ったことで論争が展開してゆくこ

ととなる(「当為と存在論争8)」)。
　そしていま一つの争点は、国際法と国内法の関係」をめぐる理解につい

て、である。簡潔に表現すれば、国際(法)社会と国内(法)社会の両(法)秩序が

いかなる関係を構成しているのか、二つの法秩序は、分立」的なのか「等

位」的なのか、それとも「上下」的なのか、という争点である。

　以上の論点は、相互に分解できる性質のものではなく、むしろ互いに連接し

たイシューとして看做しておくべきであろう。それは、以下に示す美濃部の発言

からおのずと明らかであろう。

法が社会に伴ふて存するものであり、それべの社会にそれべの法が備は

り、各々別個の体系を為すものとすれば、国内法と国際法とが別個の体系を為す

ものであるや否やの問題は、畢竟国内法の規律する社会と、国際法の規律する

社会とが別個の社会であるや否やに帰する。

　而も国内法の規律する社会が国家といふ団体を構成する人々の相互の交渉あ

る生活であり、国際法の規律する社会が国際社会、即ち国と国と(国家に準ずべ

きものも含む)の相互の交渉ある生活であることが争ふべからざる以上は、国内法

と国際法とが別個の社会の法であり、随つて又別個の体系を為すものであること

は、自明の真理でなければならぬ9)。

　法を社会実在的な範疇のもの─Seinとして推定する美濃部によれば、国際法

と国内法の妥当範囲は異ならざるをえない。この二つの法は、法源および法域

を異にするのであって、国際法と国内法を統一的、一元論的に解釈しようとする

方法は全くの誤りである、というのが、美濃部の主張である。国際法が国際社

会の法であり、国法が国家社会の法であり、二者別個の法体系を為すものであ

ることは、其の行はるる社会を異にすることから生ずる自明の事理で、其の真理

たることは従来一般に疑はれなかつた所である。国際法学と国法学とが独立の

学問として発達して来たのも之が為に外ならぬ」わけである10)。

8) 原前掲「日本におけるケルゼン─イデオロギー批判の方法を中心として」108頁。

9) 美濃部達吉「国際法と国内法との区別及関係(一)」(『法学協会雑誌』第50巻第4号、1932年4
月)67頁。

10) 美濃部達吉「国際法と国内法との区別及関係(二)」(『法学協会雑誌』第50巻第5号、1932年

5月)63頁。
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　では、美濃部のこうした二元論̀ ̀ ̀ 的解釈に対して、横田はいかなる見解を示した

のか。横田によれば、国際法と国内法の関係は、三つに類別される。分立的

関係」か「同位的関係」か、はたまた「上下的関係」か─相互の規範秩序

は、ここに掲げたいずれかに限定される、という。この与えられた選択肢のなか

から、横田は「上下的関係」によって、二つの秩序を解釈すべきだと主張して

止まない。では、国際法と国内法のいずれが「上位」で、いずれが「下位」

なのか。答えは、もちろん国際法が「上位」である。両規範秩序の総合的かつ

一元論̀ ̀ ̀ 的把握を指向した横田にしてみれば、けだし当然の解である。したがっ

て、国内法が「下位」となる。それでは、なぜ国内法が「上位」であってはな

らないのか。横田は、この点について以下のように説明する。

国内法から国際法の妥当性が抽出されることの結果として、第一に、国際法は国

内法の一部分となり、その対外法規と化することになる。(中略)かくて、国内法上

位の構成の下においては、国際法はもはや国際の法ではなくて国内の法であり、

単に国内法の一部分であり、対外的国内法規であるにすぎなくなる。国際の法と

しての適当な意義における国際法は、従つて、全く否定し去られることになる11)。

　国内法上位説に基づけば、国際法否認説に通じてしまうからであった。で

は、こうした解釈は、いかなる意味で問題的なのか。横田はさらに続け、その決

定的隘路を剔抉して止まない。

国内法上位構成の論理的帰結は更に発展する。そして、ついに、自国法を 高

にして宇宙的な法律秩序と化することになる。国際法および一切の他国法の上位

に立つものとして 高の法律秩序と化し、国際法および一切の他国法を部分的秩

序として包括するものとして宇宙的な世界的な法律秩序と化することになる。(中
略)自国法は完全に一切の法律秩序の上位に立つ 高の法律秩序となり、一切の

法律秩序を包含する宇宙的法律秩序となるであろう12)。

　国内法上位説の立場を取ってしまえば、自己を際限なく拡張してゆく衝動、ナ

ショナリズムや、覇権主義的論理を是認してしまわざるを得ない。世界政治の

「部分」に過ぎない一成員(各主権国家)が「全体」へと化してしまうこと─「八

紘一宇」の理念にも似たそれ─を理論的に弁証してしまう、あるいはそうした経

11) 横田喜三郎「国際法と国内法との論理的関係」(神川彦松編『山田教授還暦祝賀論文集』有

斐閣、1930年)1819頁。

12) 同上、2021頁。
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路を準備してしまうがために、国内法上位説は排除されなければならなかったの

である。かく思惟する横田が辿り着いた結論は、至ってシンプルである。

純粋に論理的に可能な諸関係のうちで、與えられた国際法と国内法との関係とし

て、いずれを肯定すべきであるかは以上によつて確定せられた。国際法を上位に

おく上下的関係がそれである。国際法と国内法との関係をその関係に構成すると

き、そして、その関係に構成するときにのみ、與えられた国際法と国内法との法

律的性質が矛盾なく説明せられ、そこに與えられた国際法と国内法とが相互的に

完全に安住することになる13)。

　横田の推究が、たいへん理論的で、なおかつインターナショナリズムの精神

によって構成されていることは、もはや明らかであろう。国際法上位の構成にお

いては、かくて、国内法はもはや独立の法律秩序ではなくて、国際法に従立す

る部分的法律秩序であるにすぎなくなる。このことは更に国内法が 高な主権的

な法律秩序ではないことを意味する。 高な主権的な法律秩序は他のいかなる

それにも従立しない法律秩序のことだからである14)」。主権的秩序は、国際主

義」的学説によって、いまや否定的に読み破られつつあったのである。

　しかしここでは、インターナショナリズムの精神が、論争の一方の当事者であ

る美濃部にも分有されていたことを見過ごすべきではない。なるほど、美濃部の

解法が横田にとっては、不十分なインターナショナリズムで、国家主権主義的に

見えたであろうことは、容易に推察される。しかしながら、美濃部が付した次のよ

うな留保には注意してもし過ぎることはないであろう。長文の引用になるが、その

意を汲むため厭わず確認しておこう。

唯併しながら、国際社会と国内社会とは決して全然無関係な存在ではない。国際

社会は多数の国家から成り立つて居つて、而して国家は国内の社会を統括するも

のであるから、国内社会も結局国際社会を構成する分子であり、国内社会が如何

なる法に依つて規律せらるるかは国際上にも利害関係の有るものが尠くない。殊

に国際交通の益々密接になるに従つて、両者の関係は益々深くなり、随つて国

内的事項に関する定が国際法に依つて定められる場合が益々多きを加へる傾が

有る。国内事項が国際法に依り規律せられた場合には本来は国際法の定ではあ

るが、事国内的事項に関するものであるが故に、同時に国法に依りその国の法と

13) 同上、3738頁。

14) 同上、22頁。
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して承認せられるのである。一方に於いては国内事項に付き国法に依つて定めら

れたものが、同時に国際上にも関係を有するが為に、国際法に依りそれを国際法

として承認する場合も有る。それは本来は国法の定であるが、国際法の承認に依

つて同時に国際法たる力をも有するのである。それ等は恰も国法に依り人の能力

に関しては本国法に依ることを定めるのと同様の性質を有するもので、国法に依

つて或る事項に付いては国際法に遵據することを定め、又国際法に依つて或る事

項に付いては国法に遵據することを定めるのであつて、それに依つて国際法が同

時に国法たる力を有し又は国法が国際法たる力を有するに至るのである。それは

相互の承認に依るもので、之に依つてのみ国際法と国法との関聯を生ずる15)〔下

線─佐藤〕。

　ここに示されるように、美濃部は、二元論者らしく、国法と国際法の法源およ

び作用範囲が異なることを認めながらも、両法域の連接に注意を向けている。横

田の一元論ほど分かりやすくはないが、インターナショナリズムの精神があった

ればこそ、両法域の交接に言及していると解すべきであろう。そうでなければ、

横田が忌み嫌う国内法上位説を採ったとしてもおかしくはないからである。むろ

ん美濃部は、その自説─国際社会と国内社会の二元論的把握を枉げることはな

かった。しかしそうであっても、インターナショナリズムの政治理念をみずからの

理論に注入することは不可能ではない。この点については、以下の行論で触れ

る主権の「自己拘束」説なる思惟法によって説明することが充分可能だったから

である。ここでは、取り敢えず両者の学説が、ともに「国際主義」的であったこ

とを押さえておこう。

　では、両者の法学説が、なぜかくも対立し、論争にまで至ったのか。ともにイ

ンターナショナリストであったにもかかわらず、である。次に、その理論的背景を

把捉するべく、論争以外の場面にも目を配り、それぞれの学説がいかなる経路

を辿って論争を迎えたのかを解明してみたい。そのうえで、両者の学説の政治

思想史的意味を読み込みつつ、論争の射程を計測することが、次なる課題とな

ろう。

(1) 美濃部学説　─インターナショナリズムと主権の再構成

　美濃部の権力理論、主権理論の特長を一言で表現すれば、19世紀ドイツの

公法学者であるゲオルグ・イェリネック(Georg Jellinek：18511911)の学説を敷

15) 美濃部前掲「国際法と国内法との区別及関係(二)」5758頁。
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衍しつつ、主権の「自己拘束」説なる法理を提示した点に求められる。それが

ために、既往の美濃部研究も、そうした理論に注目してきたし、その点に言及し

ない研究は、ほぼ見当たらないといっても過言ではない16)。ここではまず、先

行研究に倣っていま一度、美濃部の主権理論の要点を押さえておきたい。

　主権の自己拘束説とは、美濃部の学説上の師であるイェリネックのそれをもと

に創り出されたものである。ほぼ日露戦争期あたりから、美濃部はかかる理論を

創出し、その学究生活において当該学説を終生手放さなかったように思われ

る。

　では、そうした理論とは、具体的にいかなるものであったか。主権の自己拘束

説とは、おおむね以下のごとき理論である。たとえば、美濃部の代表作『憲法

講話』(1912年)から。

独り国家のみは如何なる権力の下にも服することなく、自分で自ら制限を加̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀
ふる外には何者の使命をも受けず̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ 、何者に依つても干渉せらるゝことは無い̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀
のであります̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ 。固より国家と雖も全く無制限に何んな事でも勝手に為すこと

が出来るといふのではなく、国家は一面には国内法に依つて其の行動を制限

せられて居り、一面には国際法に依つて其の行動を制限せられて居るもので

あります。(中略)国家の活動力には此の如き制限が有りますけれども、乍

併、此等の制限は何れも国家以外の他の権力から加へられた制限ではなく̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ 、
国家自身が自ら加へた制限であります̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ 17)。〔傍点─原文〕

　あるいはまた、国際連盟の創設(1920年)に際して寄せた文章から。

従来の主権論者は動もすれば主権を以て絶対無制限の権力であると為し、国家

には必ず此の如き無制限の権力が無ければならぬことを主張して居るけれども、

是は甚しい誤解であつて、国家は決して無制限の権力を有すべきものではな

い。(中略)国家の権力は必然に制限的の権力である。(中略)主権とは単に「独

立」といふことに外ならぬのであつて、即ち国家が他の権力に下に隷属するもの

ではなく、自主独立、自己の意思に反して他の者の支配を受けないことを言ひ表

はすが為に、国家は主権を有すと謂ふのである。(中略)即ち聯盟各国が聯盟に

加はることに依つて受くる所の総ての拘束は、啻に其の成立の根據に於て自己の

16) 美濃部のかかる理論に着目した最新の研究として、小路田泰直「1905年─核の20世紀の始ま

り」(『史創』第6号、2015年10月)、同『日本憲法史─八百年の伝統と日本国憲法』(かもが

わ出版、2016年)が挙げられる。

17) 美濃部達吉『憲法講話』(有斐閣書房、1912年)1011頁。
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自由意思に基いて居るのみならず、其の存続に於ても亦其の自由意思に依りて

其の拘束を受忍する間のみ継続することを得るのであつて、若し其の拘束を受く

ることを欲せざるに至つたならば、二年の予告を以て何時にても聯盟を脱し其の

拘束を免れることが出来るのである18)。

　そもそも美濃部によれば、何らの制約を受けない、まったき権力体はあり得な

いのであって、かかる解釈法は、論争以後に公表された著作『日本憲法の基本

主義』(1934年)においても貫かれている。

　主権の自己拘束説が、主権の至高性を保全しつつ、国際主義」を成り立た

せる理論であったことは、先の引用文に明らかであろう。このような理論に基づ

けば、みずからに課せられた制約が自己の発意、自由意思」の所産として処

理される以上、主権はかかる自己制約を可能にする主体として措定されるよりほ

かないため、主権的秩序はその自律性を保障される。主権の自己拘束説とは、

国際連盟への加入を無理なく可能ならしめる法理論、換言すれば、主権的秩序

を維持しながらも、実質的に「国際主義」的状況を創出することのできるロジッ

クであり、国内における国家主義的言説の感情論的論難からも躱すことができる

ユーティリティーな理論にほかならなかったのである。連盟加入問題をめぐって

は、当時、天皇大権や日本の国家主権が制約されるのではないか、との疑念が

政治外交社会において渦巻いていたが19)、美濃部の法理論は、そのような穿鑿

を無化する機能を担っていたのである。

　よく知られているように、青年期の近衛文麿(18911945)が、英米本位の平

和主義を排す」(1918年12月)で、有色人種と「持たざる国」の忿懣やる方ない

心情を吐露すれば20)、それに呼応するかのように、キリスト者の内村鑑三(1861
1930)や経済学者の福田徳三(18741930)もまた、連盟や世界戦争以後の国

際秩序にそう期待を寄せなかったのである。むろん連盟に、世界秩序の新しい

息吹を見て取った知識人がいなかったわけではない。大正デモクラシー」期の

18) 美濃部達吉「国際聯盟と憲法」(1919年11月、1920年1月)、同『時事憲法問題批判』(法制

時報社、1921年)311313、320頁。

19) 小林龍夫編『翠雨荘日記：伊東家文書：臨時外交調査委員会会議筆記録』(明治百年叢書

8、原書房、1966年)に収録されている臨時外交調査委員会議事録の記述や、船尾章子「大

正期日本の国際連盟観─パリ講和会議における人種平等提案の形成過程が示唆するもの」

(『国際関係学部紀要』第14号、1995年3月)を参照のこと。

20) 近衛文麿「英米本位の平和主義を排す」(1918年12月)、同『清談録』(千倉書房、2015年、

初出1936年)。
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代表的政論家である吉野作造(18781933)は、その一人である21)。吉野の政

治学上の師である小野塚喜平次(18711944)もまた、そうした知識人の一人とし

て数えることができる22)。

　このような思想情況を踏まえたとき、美濃部理論の同時代史的位置は、おの

ずと明らかであろう。当該期の知識人がそうであったように、国際連盟の創設に

代表される新世界秩序に対して賛否の意─剥き出しの性向を示すのではなく、

すぐれてドライなやり方、言い換えれば、きわめて理論的に連盟への加入を合

理化し、インターナショナリズムの政治精神を学説として成立させたのである23)。

　はたしてそうであるがゆえに、美濃部学説に内包されたインターナショナリズム

の理念は、主権を一切毀損しないため、美濃部の解釈法は、同時代の法思想

空間において多くの賛同者を集めたように思われる。国際法学の泰斗で、かつ

て美濃部と論争した経験のある立作太郎(18741943)24)、同じく国際法学者で

ありながら植民政策学者であった泉哲(18731943)の法思想が25)、きわめて美

濃部的であったことは、そうした事情を物語っていよう。

　当該期の論壇において、国際連盟の法的性質をどのように規定するかが争点

21) 以上の記述については、三谷太一郎『大正デモクラシー論─吉野作造の時代とその後』(中
央公論社、1974年)、拙稿「「政治」をめぐる闘争─「民主主義＝永久革命」と吉野作造」

(『吉野作造研究』第10号、2014年4月)を参照されたい。

ただし、日露戦争期における吉野は、近衛とほぼ同様の認識枠で世界政治を眺めていたように

思われる。この点については、拙稿「ナショナリズムとデモクラシー─日露戦争期における吉野

作造の政治思想」(『〈霊性〉と〈平和〉』創刊号、2016年3月)。

22) 小野塚喜平次『現代政治の諸研究』(岩波書店、1926年)185頁。

23) 以上に示したような美濃部学説は、利己」的行為と「利他」的行為の関係を合理的に解釈し

ようとした、明治期の政治思想家、加藤弘之(18361916)の政治思想を、憲法理論ないし国

家理論として説明し切ったように思われる。加藤の「利己─利他」論については、拙稿「加藤

弘之の国際秩序構想と国家構想─「万国公法体制」の形成と明治国家」(『日本史研究』第

557号、2009年1月)、拙稿「「社会進化論」と「国際民主主義論」のあいだ─加藤弘之と吉

野作造」(『立命館大学人文科学研究所紀要』第96号、2011年3月)を参看されたい。

24) 美濃部・立論争については、中原前掲「美濃部・立両博士論争の素描─国内法と国際法との

関係論について、頴原前掲「国際法と国内法の関係をめぐる美濃部・立論争─韓国併合と領

土権・主権論争」が詳しい。なお、立については、近年、国際法学と現実政治外交との接点

という視座から、研究が進められつつある。伊香俊哉『近代日本と戦争違法化体制─第一次

世界大戦から日中戦争へ』(吉川弘文館、2002年)、篠原初枝『戦争の法から平和の法へ─

戦間期のアメリカ国際法学者』(東京大学出版会、2003年)、明石欽司「立作太郎の国際法理

論とその現実的意義─日本における国際法受容の一断面」(『法学研究─法律・政治・社会』

第85巻第2号、2012年2月)など。

25) 拙稿「人類思想の蹉跌と転回─泉哲の場合」(『日本学報』第104輯、2015年8月)。
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となっていたが26)、連盟と連盟規約の形成過程について、立が「国際聯盟が法

人なるや否やにつきて説分るるも、超国家的法人として国家の上に立つものに非

ざることは、普く認められ、国際聯盟が設立さるるも、聯盟内の各国家の独立的

地位又は所謂主権的地位の害されぬことが廣く認められて居るのである」と説明

し、さらには、連盟規約に関して「超国家的憲法に非ずして、其の名稱が示す

如く、主権的国家の荘厳なる約束であるとし、国家が自身の為め且つ世界一般

の為め、一定の点につきて行動の完全なる自由に対する制限を承認したのであ

る」と論じたことは27)、美濃部的精神を分有していた証左となろう。

　泉もまたしかり、である。国家主権制約の必然性という視座を体得し、国際連

盟の基本精神を構成国の「相互援助主義28)」に求めた泉は、立と同様、連盟

を超国家的権力としては看做さなかったのである。幾分の差異は認められつつ

も、大枠で、美濃部的解法は、同時代の国際法学者にとっても充分受け容れら

れるものであったといえよう。美濃部自身、国際聯盟は聯盟各国の共同の目的

の為に組織せられたものであつて、聯盟其れ自身に独立の目的を有するもので

はなく、其の目的の主体たるものは聯盟に加はれる各国家である、(中略)換言

すれば国際聯盟は其の名の示すが如く、多数国家の国際法上の連合であつ

て、決して超国家的の世界的帝国たるものではない29)」と述べるがごとく、であ

る。

　国際連盟は、超国家的な機関ではなく、主権国家群によってオーガナイズさ

れる国際機関として意味づけられたといっても過言ではない。そうした理解に従う

以上、主権は何らの制約も受けないであろう。制約ありとしても、それはみずか

らの「自由意思」に過ぎないからである。美濃部理論は、実に主権的秩序と

「国際主義」をともに保守するそれにほかならなかったのである。

　しかしながら、こうした理論に満足しえない知識人がいたことも、また事実であ

る。主権的秩序の実在を与件とする日本の知的情況に対して、ラジカルな言葉

26) 以下に述べる立の解法も含めて、当該期における連盟の位置づけ方については、小林前掲

『国際秩序の形成と近代日本』、同「インターナショナリズムと帝国日本─1920年代初頭の国

際意識」(歴史と方法編集委員会編『帝国と国民国家』歴史と方法4、青木書店、2000年)が
詳しい。

27) 立作太郎『国際聯盟規約論』(国際連盟協会、1932年)2930頁、同『平時国際法公法』

(国文社出版部、1928年)273頁。

28) 泉哲「国家主義と国際主義の調和」(1926年6月)、同『最近国際法批判』(日本評論社、

1927年)406頁。

29) 美濃部前掲「国際聯盟と憲法」332333頁。
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を浴びせかけたのが、横田喜三郎その人にほかならない。

(2) 横田学説　─インターナショナリズムと主権の批判的解読

　さて、美濃部がイェリネックの学問に影響を受けつつ、みずからの学説を創造

していったのだとすれば、横田はオーストリア・ウィーン学派の国際法学者ハン

ス・ケルゼン(Hans Kelsen：18811973)の純粋法学を理論的後背にしながら、

みずからの国際法理論を築き上げっていった人物である。その限りでは、美濃

部・横田論争は、イェリネックとケルゼンの代理戦争だったといえそうである。

　むろん日本のケルゼニストは、国際法学者の横田だけとは限らない30)。憲法

学の宮澤俊義(18991976)や清宮四郎(18981989)、黒田覚(19001990)ら
も、ケルゼンに感化を受けた知識人として位置づけられるし、美濃部によれば、

浅井清(18951979)や大澤章(18891967)、神川彦松(18891988)らもその一

群として見做せる、という31)。ケルゼン理論は、木村亀二(18971972)や田中

耕太郎(18901974)などの批判者、さらには黒田のような離叛者も生み出した

が、しかし国際法学の分野にとどまらず、憲法学や国際政治学系統の知識人に

まで、深く浸透していたのである。美濃部門下の宮澤や清宮が、ケルゼン学

徒」に配列されることはたいへん興味深いが、こうした素朴な事実が指し示して

いるように、ケルゼンの日本的受容は、単なる「受容」というよりも、むしろある

種の「事件」と表した方が適切なのかもしれない。その意味では、美濃部・横

田論争もまた、当代の名だたる法学者を巻き込んだ「事件」として銘記されるべ

きであろう。

　しかし日本の法哲学界にあって、自他ともに認める一貫したケルゼニストは、

横田を措いてはいなかったであろう。この点については、(1)前述した大沢や黒

田、清宮、そして矢部貞治(19021967)を率いて、その理論を祖述した『ケル

ゼンの純粋法学─並、その国家・政治理論』(1932年)を刊行したこと、(2)また

横田単独で、ケルゼンの代表作『純粋法学』(1935年)の翻訳に当たったことか

らも簡単に察せられよう。ここでは、ケルゼン学説に触れた当時を思い返して、

30) 日本法思想史におけるケルゼンの位置については、原前掲「日本におけるケルゼン─イデオ

ロギー批判の方法を中心として」のほか、前掲『新ケルゼン研究』第二部「日本法学とケル

ゼン」に配列された諸論攷、および、長尾龍一「ケルゼン伝補遺」(同訳『ハンス・ケルゼン

自伝』慈学社出版、2007年)が詳しい。

31) 美濃部達吉「ケルゼン教授の国法及国家理論の批評(一)」(『国家学会雑誌』第44巻第8
号、1930年8月)2頁。
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横田が以下のような回想を残したことも付け加えておこう。

ケルゼンの著書〔『主権の問題と国際法の理論』(1920年)―佐藤註〕に魅せら

れたのは、論理の鋭さや徹底さのほかに、内容そのものとして、国際法上位の理

論に引きつけられたところもある。この書物が出版され、わたくしがそれを読んだ

のは、第一世界大戦が終った直後であった。国際連盟が創設され、新しい世界

的国際組織がはじめてできたときであり、世界の平和と秩序が強く要望され、実現

されそうに見えたときである。そのためには、国家主義の思想的城砦である国家

主権が根本的に批判されなければならないし、新しい国際法の理論が展開されな

ければならない。このような国家主権の批判を、鋭い論理をもって、徹底的に行

ない、それと関連して、新しい国際法の理論を、国際法上位論として、大胆とも

いえるほどに展開したのが、右の書物である32)。

　連盟創設期において横田は、理論的には、ケルゼン学説に「革命」的な性

格を見出すことで、国際法上位一元説に接近していったのである。主権批判の

理論として、ケルゼンは迎え入れられたのである。理論だけではない。理論」

としての国際法上位説が、アクチュアルな意味を持つようになる「事実」が相

俟ってこそ、理論は真実味を帯びる。その事実とは。引用文にも示されているよ

うに、国際連盟の創成である。

　横田にとって、連盟の誕生は、国際主義」の絶頂を迎えた歴史的瞬間とし

て銘記されるべき事態にほかならなかった。やや時期は下るが、国際主義」の

歴史的趨勢を振り返った短文のなかで、横田は、国際主義」の「飛躍的発達

の表現は国際聯盟である。(中略)それは も廣い意義の国際主義が強固な基礎

と高度な組織の上に具体化されたものといふことができよう。とにかく、大戦後の

国際主義は思想としても運動としても聯盟においてかつてない高度に表現された

のである33)」と述べて止まない。横田の「国際主義」的精神は、国際連盟の

創生という現実的基礎̀ ̀ ̀ ̀ ̀ と、ケルゼンの国際法上位一元説という理論的基礎̀ ̀ ̀ ̀ ̀ の相

乗で構成されていた、といえそうである。

　では、国際法上位一元説にあって、国際連盟の法的性質は、どのように位置

づけられるのか。横田によれば、連盟は、国際平和の確保と国際協力の促進

を目的とする諸国家の団体」であり、権利と義務を一部制約された不完全な

32) 横田喜三郎「ケルゼンとわたくし」(前掲『ハンス・ケルゼン』)190頁。なお、この回想では、

美濃部との論争についても、ごく簡単に触れられている。

33) 横田喜三郎「国際主義」(三木清編『現代哲学辞典』日本評論社、1941年)150頁。
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「国際法団体」として定式化される34)。国際法団体」とは、国際法の適用を

受ける諸国家の総体」であり、それら諸国家「団体の基礎をなしてゐる統一性

が国際法」に基づいた国際組織のことである35)。国際法団体」は、国法では

なく、まさしく国際法規範によって、その「統一性」が保たれるわけである。連

盟が複数国家からなる団体組織であることには違いないが、団体を国家へと分解

してゆく方向で観察した美濃部とは対照的に、横田は、団体組織に通用する規

範的指導理念を抽出しようとしたように、不完全ではあれ、団体の団体たる所以

を定立してゆく方向で連盟を眺めていたのである36)。いずれにしても、横田の趣

意が、国家主権の批判的読解に当てられていることは、いわずして明らかであろ

う。

　主権批判理論と国際法上位一元説に魅せられた横田の「国際主義」的精神

が、国家主権＝国家主義」の思想を読み破り、国際連盟の機能を強化しようと

する指向となって結晶したことは、その意味では当然である。そのような指向

は、不完全な「国際法団体」を、完全なそれへと漸次生成変化させる試みと

いってもよいであろう。ある一国内の紛争事項─国内問題に対する不干渉の原

則─に対して、連盟がどの程度介入できるかを論じた文章のなかで、横田は次

のように論及している。

国内問題に関する紛争事件といへども、等しく国際紛争として、聯盟の権限内に

置き、たとひ紛争事項が国内問題であると決定せられても、なほ事件の実質的内

容の審査をなし、当事者に対して拘束を有すべき決定(裁決または判決)を下すべ

きであると思ふ。もとより今直にこれを実行し、実現することは不可能であるかも知

れぬ。しかし、国際聯盟と国内問題との終局的関係はこゝに在ると思ふ。こゝまで

進まなければならぬと思ふ37)。

　この点に限っては、美濃部に近いと思われた泉のスタンスは、横田とその距

離を縮める。時期は異なれど、同様の問題をめぐって、泉が「若し紛争が国際

34) 横田喜三郎「国際聯盟」(我妻榮・横田喜三郎・宮澤俊義編『岩波法律学小辞典』岩波書

店、1937年)361頁。

35) 横田喜三郎「国際法団体」(同上)359頁。

36) この論点については、頴原前掲「戦前日本における国際連盟中心主義と日本国憲法」に示唆

を得た。

37) 横田喜三郎「国際聯盟と国内問題─国内問題に対する聯盟干渉の法理と限界」(『国際法外

交雑誌』第23巻第10号、1924年12月)25頁。
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法上当事国一方の国内管轄に属するとなし之を不問に付する時は世界の平和を

危険ならしむる38)」と書き残したことは、泉のそれが横田と同一の思惟によって

構成されていたことを物語っている。この一文からは、泉自身、主権の暴走に危

機感を抱いていたことが読み取られるべきであろう。

　ここで気になるのは、横田と美濃部の間柄である。泉を媒介項にしてみれ

ば、横田と美濃部の両者が、それほど対立的ではないことは容易に想像がつ

く。二人がインターナショナリズムの精神を分かち合っていたことを考慮に入れる

のであれば、まさしく両者は、その意想を同じくしていたといえそうである。

　それでは、結局なぜ両者は論争するに及んだのか。そして美濃部・横田論争

は、いかなる性格のそれであったか。両者がインターナショナリストであったこと

は、もはや疑いを容れない。これまでの行論に明らかなように、両者の学説

は、多分に「国際主義」的であり、帝国日本においてインターナショナリズムの

政治理念を成立させるためのアクチュアルな試み、帝国日本を「国際主義」国

家として読み込む政治実践的な試行であったと概括しうる。そうした理想的境地

へ向かう点において、両者のあいだには、いささかの対立も認められない。

　両者の学説は、むしろかかる地点へ到達するため、すなわちインターナショ

ナリズムへの接近法をめぐって対立していたのであって、その限りで、美濃部・

横田論争は、同一目標のための論争であったといっても過言ではない。そこに

は、国際社会秩序と国家秩序を二元論的に把握するのか、それとも一元論的に

解釈するかの違いが横たわっていたが、論争は、そうした解法の分岐として読ま

れるべきであろう。

　なるほど確かに、二人の学術論争は、国際主義」と主権的秩序をめぐる理

解の差として結晶したものである。美濃部が主権の自己拘束説によって、国際

主義」と主権の両立を目論めば、横田は国際法上位一元説の立場から、国際

主義」に準拠しつつ主権的秩序の批判的読解を図った、というように、であ

る39)。

　しかし逆説的に響くかもしれないが、国際主義」の理念が分有されていたに̀

もかかわらず̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀、ではなく、同じ理念が抱かれていたからこそ̀ ̀ ̀ ̀、その行程をめぐる

論争が繰り広げられたことは、どうしても押さえておかなければならない。ここ

38) 泉哲「国内管轄事項に関する一考察」(『国際法外交雑誌』第31巻第9号、1932年11月)14
15頁。

39) この点に関しては、両者の世代間落差を考慮しておくべきであろうが、ここでは指摘だけに留め

たい。
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で、理解を助けるため、敢えて「手段」と「目的」という表現を用いれば、美

濃部・横田論争は、国際主義」を法学理論としていかにして昇華するか、とい

う「手段」をめぐる学術論争にほかならなかったのであって、国際主義」を学

説として法理論化する、という「目的」それ自体は、論争の争点ではありえな

かったといえよう。国際主義」は、いうなれば両者の思惟基盤に通有した前提理

念ですらあったからである。そこには、モデレイトな「国際主義」か、ラジカルな

「国際主義」かの対立が伏在するだけである。美濃部・横田論争が論争たる所以

であり、両者の学説の異同とは、以上の点にこそ求められるべきであろう。

　こうした読みが正しいのであれば、やや大袈裟ではあるが、論争情況それ自

体が、国際主義」の指標たりえたのであって、そうであればこそ、論争以後̀ ̀ の
歴史空間は、国際主義」が顚倒、転回した時代情況として理解することができ

よう。常識的かもしれないが、国際主義」の黄金時代がそう長く続かなかったこ

とは、その証跡以外の何物でもない。すでに引用した文章に続けて、横田が次

のような時代診断を下さざるをえなかったことは、この点をストレートに伝えてくれ

ているように思われる。いわく、その後における国際聯盟の活動によつて、国

際主義はますます発達させられ、強化されるやうに見えた。しかし、これは聯盟

が成立してから十四・五年間のことで、一九三一年頃から特に政治的方面と経済

的方面で反動が起つてきた。一九三九年に第二次のヨーロッパ戦争が起るに及

んで、聯盟はほとんど全く活動を停止し、一般に国際主義の思想も運動も非常

に衰微した40)」と。国際主義」の現実的基礎は、凋落の傾向を免れられな

かった、というべきであろう。

　それでは、論争以後、国際主義」が次第に後景へと追い遣られてゆく情勢

のなかで、美濃部と横田の「国際主義」的言説は、いかなる形状で吐き出さ

れ、そしていかなる意味を持ったであろうか。歴史的シーンが劇的に変貌を遂げ

てゆく情況下で、美濃部と横田はいかなる言葉を紡いでゆくのであろうか。
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