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主権的秩序をめぐる二つの法理(2)

- 帝国日本のインターナショナリズムとその航跡 -

佐藤太久磨*

Abstract This paper aims to explain to the historical significance of a controversy on the essence 
of the law between Minobe Tatukichi and Yokota Kisaburo. This article approaches essence of the 
thought of the wartime period by analyzing it.

Three points will be demonstrated throughout my analysis.(1)In the early 1930s, Minobe and 
Yokota debated about the essence of the law, but their opposition decided the stance of both 
opposition decided the stance of both for “the situation”; (2)In the wartime period, Paradoxically 
Minobe’s theory became a premise to bring about ”Greater East Asian Co Prosperity Sphere” 
idea beyond his own intention;(3)Minobe's theory gave a theoretical foundation to the thought in 
the wartime.

Key words: State Sovereignty, Internationalism, Minobe Tatukichi, Yokota Kisaburo, ”the basis” 
of thought, “Greater East Asian Co Prosperity Sphere”, “Great East Asia War”, “War 
= Revolution”

はじめに　─｢戦後｣探究のための視座

第1章　二つの｢国際主義｣と主権の解法　─美濃部･横田論争

(1) 美濃部学説　─インターナショナリズムと主権の再構成

(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

(以上、 比較日本学 第37輯〈2016年9月〉)
71)

第２章　戦時思想への歴程　─論争以後

(1) 論争期前後の｢時局｣と話法

なるほど、インターナショナリズムの精神を分有していたからこそ、その実現方

法をめぐって展開された、美濃部･横田論争─別名、イェリネック(Georg 
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Jellinek：1851〜1911)･ケルゼン(Hans Kelsen：1881〜1973)論争─が1930

年代初頭の一時的なものであったことは、疑いを容れない。それゆえに、これま

では、法思想史の一局面としてしか理解されてこなかったのであろう。しかし両

者の学説をひろく歴史のなかに再配置してみると、興味深い事実が浮かび上

がってくる。両者の論争が繰り広げられた時期、すなわち満州事変期におい

て、美濃部と横田の両者は、同事変と満州国の｢建国｣という事態を前にして対

照的な反応を示したのである。

横田の場合、｢ 初の衝突や北大営の占領は自衛的行為であるにしても、そ

の後の行動までがすべて自衛権によって是認され得るか否か充分に問題になり

得る1)｣というように、｢自衛権｣概念の拡大解釈を通じて、その権利行使を振り翳

しつつ事変の正当化を図った軍部の行動に対して批判的であったが2)、大正デ

モクラットとして知られている吉野作造（1878〜1933）もまた、横田と同じ観点か

ら事変を診断していた。いわく、｢初めは成る程単純なる自衛権の発動であつた

かも知れない。今日では自衛権の意味を余程広く取らねば××
〔説明〕

のつかぬことが多

い3)｣と。満州事変の事態収拾を図るがごとき言説、さらには、満州国｢建国｣の

イデオロギーたりうる｢アジア･モンロー主義｣に横田が批判的でありえたことは4)、

法学界の時局迎合的な知的雰囲気に同調できなかったからであろう5)。

横田や吉野のこうしたスタンスと、美濃部のそれとは、見事なまでのコントラス

トを描く。美濃部は、みずからの学問に準拠する格好で、満州国の｢建国｣を法

理論的にオーソライズしてみせたのである。｢事実そのものが人間の規範となる

傾向を有つ｣というイェリネックの｢事実の規範力｣説を持ち出すことによって6)、美

濃部は、満州国の｢建国｣を説明しようとしたのである。

1) 横田喜三郎｢満州事変と国際連盟｣( 帝国大学新聞 1931年10月5日付)、 日本平和論体系

11(日本図書センター、1994年所収) 12頁。

2) 丸山眞男回顧談 上巻(岩波書店、2006年) 120〜122頁。

3) 吉野作造｢民族と階級と戦争｣( 中央公論 1932年1月号)、 吉野作造選集 9(岩波書店、1995
年所収)359頁。なお、吉野は晩年、｢東洋モンロー主義｣の理念を掲げるが、その性格規定に

ついては、拙稿｢｢国際民主主義｣から｢東洋モンロー主義｣へ─吉野作造の国際政治思想｣( ヒ

ストリア 第220号、2010年6月) を参照されたい。

4) 横田喜三郎｢アジア･モンロー主義批判｣( 中央公論 1933年7月号)。

5) 横田喜三郎｢紹介：立作太郎 時局国際法論 ｣( 国際法外交雑誌 第33巻第5号、1934年5
月)、同｢立先生の憶ひ出｣( 外交評論 1943年7月号)。

6) 美濃部達吉 法の本質 (美濃部達吉論文集第二巻、日本評論社、1935年) 143〜145頁。
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国家にとつては、国法の絶対の権威を認め実力を以て之を破壊することは、固

く之を否定することが国家の秩序のために是非とも必要である。併しこの思想を実現

し得るためには、国法の権威を維持し得るだけの国家の実力が必要である。兵力

を初め警察力および刑罰力は即ち此の如き国家の実力を構成するもので若し実力

を以て国法を破壊しようと企つるものが有れば、国家の実力を以て能くこれを鎮壓し

得るからこそ、国法が国法としての権威を維持し得られるのである。(中略)満洲国の

承認についても、同一の事が言はれ得る。満洲国が独立の国家として正当に成立

して居るや否やは、純然たる国法上の問題であつて、若し事実において統治権が

確立し、国民が甘んじてその権力の下に服し、これに対する有効な抵抗が行はれ

なくなつたとすれば、それは国法上正当に国家が成立したものであつて、初めは

唯単純な事実に過ぎなかつたものが実力の貫徹に依つて、正当な国法としての力

を具有するに至つたものである7)。〔下線─佐藤〕

あるいはまた、以下のように。

満洲国が中華民国から分離して一独立国となつたのも、初には唯実力に依つて

惹起された一の事実であるに止まり、中華民国が之を承認しないのは勿論、他の

列国も之を条約違反なりとして其の独立国たることを承認しなかつたのであるが、併

し其の事実が相当の期間平穏に継続し其の国家としての基礎が強固となるに随

ひ、列国も亦之を国際法上正当な国家として承認せざるを得なくなることは必然

で、現在に於いても既に多くの国が暗黙の内には之を承認して居るものと見るべき

に至つて居ることは、事実の力に依つて自然に法が成立することの著しい一例と為

すことが出来る8)。

ここでは、満州国の存立が国際的承認を得られた既成事実として処理されて

いるように、いわば｢国際主義｣の立場から｢事実の規範力｣説が使用されたと看

做すべきであろう。それがゆえに、美濃部の発話は、実質的には｢国際主義｣か

ら漸次離叛してゆきながらも、その事実に気が付かないまま、｢国際主義｣の精

神が保全されえたように思われる。

陸軍省新聞班になる 国防の本義と其強化の提唱 (1934年10月)、いわゆる陸

軍パンフレットに寄せたコメントで、美濃部は、｢国際主義｣擁護の立場から、以

下のように高らかに宣言している。

7) 美濃部達吉｢満洲国の承認─法と事実との関係｣( 帝国大学新聞 1934年5月28日付)。

8) 美濃部前掲 法の本質 145頁。
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国際主義とは国際平和を尊び、列国の協調を重んじ、友邦の誼を厚くすること

の主義に外ならない。国際聯盟脱退の詔書に｢国際平和ノ確立ハ朕常ニ之ヲ冀求

シテ止マス｣とあり、又｢固ヨリ東亜ニ偏シテ友邦ノ誼ヲ疎カニスルモノニアラス愈信ヲ

国際ニ篤クシ大義ヲ宇内ニ顕揚スルハ夙夜朕カ念トスル所ナリ｣と仰せられて居る。

是れ即ち国際主義を帝国不動の国是として宣言したまえるものである。しかも本冊

子〔 国防の本義と其強化の提唱 ─佐藤註〕にはその国際主義を以て国家を無

視するものであると為し、之を芟除するのでなければ、国防を全うすることが出来ぬ

と謂う。何という畏れ多い失言であろうか。国際主義を抛擲することは、是れ世界を

敵とすることに外ならぬ。世界を敵として如何にして国家の存立を維持することが出

来ようか。それは結局国家の自滅を目指すものである。起草者はこれに依って国家

主義を鼓吹する積りであろうが、国際主義を否定する極端な国家主義は、却って国

家自滅主義、敗北主義に陥いるの外は無い9)。

美濃部にとっては、陸軍パンフレットは、｢帝国不動の国是｣であるところの

｢国際主義｣によって批判されなければならなかったのである。連盟脱退宣言

(1933年3月)以降の段階でも、インターナショナリズムの精神を抛棄する様子は

見られない。世界戦争に繋がりかねない国家主義思想に一定の限界を設定しよ

うとした、そのスタンスからも、美濃部は横田との論争以後も、｢国際主義｣の理

念を抱いていたのである10)。かくのごとき美濃部の思惟は、横田が連盟からの

脱退に反対の意を示し11)、さらには、アメリカ国務長官ヘンリー･スティムソン

(Henry Lewis Stimson：1867〜1950)による満州占領不承認宣言、いわゆる｢ス

ティムソン･ドクトリン｣(不承認主義)に支持を表明したことと12)、そう違わないであ

ろう。

このように、美濃部は、連盟からの脱退が宣言された時点においてもなお、

｢国際主義｣の維持を企図していたが、しかしそうではあっても、そうした美濃部

の自覚的発話とは別次元で、美濃部の学説は、戦時期に適合的なそれとして昇

華されてゆく。その国内政治思想にあって、｢独裁｣的モメントを一部容認した非

立憲的、憲法外的な｢円卓巨頭会議｣構想13)─｢行政国家化14)｣の一構成要

 9) 美濃部達吉 ｢陸軍省発表の国防論を読む｣( 中央公論 1934年11月号)、高見勝利編 美濃

部達吉著作集 (慈学社、2007年所収) 41頁。

10) 美濃部達吉 ｢国家主義の思想とその限界｣( 改造 1934年12月号)、同上所収。

11) 横田喜三郎 ｢聯盟脱退論｣( 時事新報 1932年4月5〜7日付)。

12) 横田喜三郎 ｢スティムソン主義の新発展｣( 外交時報 第70巻第708号、1934年6月)。

13) 美濃部達吉 ｢非常時日本の政治機構｣( 中央公論 1933年1月)、同 議会政治の検討 (日本
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件─が提唱されたこと15)、そしてかかる政治構想が立憲政治体制の再生を宿

願した自身の意図とは異なって、非立憲的なそれとなって編成されてしまったこと

は16)、その一例といえよう。何より｢国際主義｣的な見地から、反｢国際主義｣的

な指標とでもいうべき満州国の独立を、みずからの法理によって説明したこと

は、その証跡として理解されるべきである。

とはいえ、美濃部がみずから主体的に戦時体制の建設に注力したわけではな

い。国家主義の鼓吹が自己否定に通ずることを察知していたように、美濃部とて

横田と同様、時局に対する批判精神を忘れたわけではなかった。要するに、美

濃部の法思想は、客観的な次元にあっては、戦時期に呼応するかのように再編

されつつも、戦時期のそれと完全には重ならない位相に位置していたというべき

であろう。

では、なぜ美濃部理論は戦時体制に適当なそれへと編成されつつあったの

か。それは、美濃部学説の基本構造、およびそのアンチノミーに基因していると

理解しうる。美濃部の学説が、横田のそれと同じく多分に｢国際主義｣的でありな

がら、他方で、主権の至高性を保障する理論であったことは、前稿で記した通り

である。しかしながら、主権が制限されることにおいて、主権の冠絶性を弁証す

る美濃部の解法は、自身が意図するところとは異なり、下手をすれば、その対

抗として主権の 高性を名実ともに完成させようとする主権絶対主義を生み出し

かねない。まさしくそれがために、美濃部学説に依拠してしまえば、国家主権の

暴走を完全には封じ込められないであろう。後述するように、実際、美濃部排撃

論者として活躍した蓑田胸喜(1894〜1946)の主権解釈は、主権の自己拘束説の

かかる隘路を 大限に引き出そうとする言説として看做すことができる。

美濃部の法理論に、このような隘路が胚胎していたことを看過すべきではな

い。美濃部の思惟構造それ自体が、戦時体制の下支えになったのであって、

美濃部学説の論理的帰趨が実際の国家体制と符合してしまった、というべきであ

評論社、1934年所収)。この構想については、坂野潤治 近代日本の国家構想 (岩波現代文

庫、2009年、初出1996年)をはじめ、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)、同 日本近代主権と立憲政体構想 (日本評論社、2014年) が詳しい。

14) 鈴木正幸 国民国家と天皇制 (校倉書房、2000年)。

15) 有馬学 帝国の昭和 (講談社学術文庫、2010年、初出2002年)。

16) 小関前掲 ｢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)、安田浩･源川真希編 明治

憲法体制 (展望日本歴史19、東京堂出版、2002年所収) 418〜419頁。
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ろう─｢意図せざる結果｣として、である。かくいう意味において、美濃部の法

思想は、戦時体制と無縁ではありえないのである。そうした｢意図せざる結果｣の

形跡は、論争期の発言からも検出することができる。

日本帝国は万世一系の天皇之を統治すといふことは、我が帝国の も根本的な

国家法であるが、それが国際法に其の効力の根據を有すと為すが如きは、国家を

侮辱するものである。それは国際法とは全く無関係に、我が国初以来儼として存立

して居る国家法であり、国家それ自身にのみ根據を有するものであることは言ふま

でもない17)。

こうした説き方は、以前の美濃部には見られないものである。かつて美濃部

は、｢国家｣概念と｢法律｣概念の切除を試み18)、｢社会｣概念と｢法律｣概念をセッ

トで解釈していたが19)、いまや｢国家｣と｢法｣が直接的な対として語られているこ

とに注目しておきたい。このような論理の転回は、横田との論争を通して鮮明に

なったように思われる。国際法上位一元説の立場を採る横田を批判しようとすれ

ば、二元論的解釈を全面的に押し出さざるを得ず、その結果として美濃部は上

記のような語り方に落ち着いたと考えられるからである。しかしいずれにせよ、こ

こには、国際法と国内法の関係を二元論的に把握しようとする、その理論の問題

的契機が浮き彫りにされているように思えてならない。二元論的解釈に潜む原理

的な背理が、である。

さて、美濃部が天皇機関説の提唱者でありながら、国体論者であったこと

は、すでによく知られている20)。ただ、ここで押さえておくべきは、国際社会と

17) 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) 12頁。

18) 美濃部前掲 法の本質 174頁。

19) 田中耕太郎 世界法の理論 全3巻(1932〜34年)に対する美濃部の賛辞は、こうした視線から

投げかけられている。美濃部は、｢法｣と｢社会｣について、｢蓋し法と社会とは必ず相伴ふもの

で社会ある所必ず法が有り、法が無ければ社会は存立し得ない｣(同上、16頁)と解釈したうえ

で、田中の業績については、以下のように評価している。いわく、｢田中耕太郎博士の近著｢
世界法の理論｣は世界の全体を一の社会と観て、其の広汎な社会に世界法の成立し得ることの

理論を構成せんと試みたものであり、而してそれは正当な思想に基づいて居る。(中略)前に挙

げた田中博士｢世界法の理論｣の第二章(第一巻四二頁─一五三頁)は、其の全部に亙つて法

の概念をして国家の概念との必然的相関関係から開放せしめんとする企であり、その限度に於

いて明に正当な思想と見るべきである｣と(同上、15、24頁)。
　  なお、美濃部は、ケルゼンの国家理論に対して、｢法｣と｢国家｣を同一概念と見た｢不当｣なそ

れとして批判的に紹介している(同上、24頁)。
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国家社会とを二元論的に把握する、その語り方が、上記の史料引用に見られる

ように、｢皇国日本｣の統治イデオロギーを自己例外的に規定してしまわざるを得

ない、という論理的帰結について、である。美濃部の説き方は、実に帝国日本

の統治イデオロギーを再生産する機能を担っていたのである。別言すれば、そ

こには、｢国体｣言説のインフレーションを惹起しかねない契機が組み込まれてい

たのである。

何もここで、以上の発言をもってして、美濃部を国家主義者として評価したい

わけではない。注意すべきは、法域に関する二元論的解釈が、帝国日本の支

配秩序を 大限に肯定してしまわざるを得ない、という理論的隘路について、で

ある。

このような美濃部理論の陥穽は、主権の自己拘束説にも内在したそれでも

あった。主権の自己拘束説は、主権を損なうことなく、国際連盟への加入を正

当化する理論であったが、それと同時に、連盟からの脱退をも可能にしてしまう

学説だったからである。｢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21)｣との文言が、連盟加入を合理化するロジックのなかに、不穏なかたち

ですでに内包されていたのである。

(2) 国体明徴運動下の美濃部と横田

では、美濃部と横田の学説は、爾後の歴史空間において、どのように処理さ

れてゆくのであろうか。美濃部の憲法学説が、天皇機関説事件(1935年)をはじ

めとする国体明徴運動、大学粛正運動によって排撃されてゆくことは、ありふれ

た事実として人びとの記憶に銘記されているであろう。

ここで注意しておきたいのは、原理日本社の蓑田胸喜らによって牽引された

同運動によって、美濃部のみならず、横田の国際法学説も同時に攻撃対象とさ

れたことである。横田の国際法上位一元説は、蓑田らにとって、国家主権を否

20) 川口暁弘｢憲法学と国体論─国体論者美濃部達吉｣( 史学雑誌 第108巻第7号、1999年7月)。

21) 美濃部達吉｢国際聯盟と憲法｣(1919年11月、1920年1月)、同 時事問題憲法批判 (法制時報

社、1921年所収)320頁。
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認する｢託宣22)｣でしかありえなかったため、到底黙過しておくことは許されな

かった。蓑田の解釈にあって、 国際法 (有斐閣、1933年)や 岩波法律学小辞

典 (岩波書店、1937年)などに示された横田の国際法学説は、｢国家自主権｣に

否定的で、ついには国際法原理の破壊に通じる｢根本的謬論｣に過ぎなかったの

である23)。

では、かく思惟する蓑田にとって、妥当な国際法原理とは、いかなるもので

あったか。諸国家が｢固有｣する｢ 高絶対の権力｣(＝｢主権｣｢独立権｣)によって

基礎づけられたもの、｢独立国家の間に生成轉化せしめらるるもの｣でなければ

ならなかった。

即ち諸国家が先づあつて、そこに国際関係国際法が生れ来るといふことは、 国

際 internationalといふのは国民国家nationといふ言葉が本来その語の中心要素で

あるといふことによつて明白であるので、 国際聯盟 もいふまでもなく本来 諸国民

(国家)の聯盟 League of Nationsである24)。

蓑田にあって、国際法秩序は、国民国家の｢自主独立権｣によって組成され

なければならなかったのである。国際連盟の性格規定をめぐって、蓑田が横田

の解法に疑義を呈したことは、その限りで、正しかったといわなければならな

い。国際法上位一元説に基づく連盟解釈は、蓑田が指弾するように、曖昧に過

ぎるからである─横田は、連盟を国際法上の｢不完全な能動的主体｣と意味づ

けていた25)─。

美濃部と横田の法理論に対する論駁が、原理日本社の成員だけではなく、国

家機関によっても担われたことも押さえておこう。文部省の名で公刊された、か

の有名な 国体の本義 (1937年3月)もまた、美濃部と横田の学説を攻撃すること

に吝かではなかった26)。 国体の本義 は、次のように言明して止まない。いわ

く、西洋政治思想の流入によって、国家生活は破壊され、｢必然に具体的･歴史

22) 蓑田胸喜 美濃部博士の大権蹂躪─人権蹂躪･国政破壊日本万悪の癌腫禍根 (しきしまのみ

ち叢書第6編、原理日本社、1935年) 109頁。

23) 同上、109頁。蓑田胸喜 国家と大学─東京帝大法学部に対する公開状 (原理日本社、1941
年)187頁。同趣旨の横田批判としては、蓑田胸喜 真の大学問題 (原理日本社、1938年) もあ

る。

24) 蓑田前掲 美濃部博士の大権蹂躪─人権蹂躪･国政破壊日本万悪の癌腫禍根 113頁。

25) 横田喜三郎 国際法 上巻(有斐閣、1933年) 61頁。

26) 文部省 国体の本義 (内閣印刷局、1937年) 149〜150頁。
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的な国家生活は抽象的理論の蔭に見失はれ、いづれの国家も国民も一様に国

家一般乃至人間一般として考へられ、具体的な各国家及びその特性よりも、寧

ろ世界一体の国際社会、世界全体に通ずる普遍的理論の如きものが重んぜら

れ、遂には国際法が国法よりも高次の規範であり、高き価値をもち、国法は寧ろ

これに従属するものとするが如き誤つた考すら発生する27)｣に至ったのである、

と。名指しこそされていないものの、後段の｢誤つた考｣とは、横田の国際法上

位説と見て間違いないであろう。

さて、両学説の排撃によって、美濃部と横田の言論活動の範域が極端に狭

まってしまったであろうことは、想像に難くない。両者の法理論に代わって、｢日

本固有の法｣を探求せんとする法思想や、広域秩序論的な国際法思想─横田

が懐疑的であったそれ─が新規に擡頭したことは、その証左として位置づけら

れる。満州事変と日中戦争を経て、戦時体制へと突入してゆくプロセスにあっ

て、ついには｢大東亜共栄圏｣の建設を意味づける法的イデオロギーが、その産

声を上げるに至ったのである。こうした事情については、｢日本法理研究会28)｣
(1940年)の中心メンバーである刑法学者の小野清一郎(1891〜1986)が、｢大東

亜法秩序｣の建設を理論的に正当化しようと企て29)、 国際法外交雑誌 を機関

誌とする国際法学会が｢大東亜国際法(学)｣なる新たな法理論の創出に焦点を当

てていたことからも30)、容易に窺い知れよう。

このような意味において、論争の勝者は、美濃部でもなければ、横田でもな

く、両者をその｢外部｣から論難する非当事者的な政治勢力だったと解することが

できる。美濃部･横田論争は、論争の｢外部｣によってなかば暴力的に封じ込め

られたといえよう。

しかしここでは、先に示したように、美濃部学説の理論的帰趨が戦時体制と無

関係ではない以上、その連接について触れないわけにはいかない。留目してお

くべきは、美濃部排撃論者が横田を論難する文章のなかで、美濃部的ロジック

を転用していた、という点であろう。いうなれば、蓑田は、美濃部を｢国体変革｣
の学徒として批難しつつも、美濃部的手法に準拠することで、横田に罵詈雑言

27) 同上、151〜152頁。

28) 日本法理研究会について纏まった研究としては、白羽祐三 ｢日本法理研究会｣の分析─法と

道徳の一体化 (日本比較法研究所研究叢書39、中央大学出版部、1998年) が挙げられる。

29) 小野清一郎 日本法理の自覚的展開 (有斐閣、1942年)。

30) 当該期における国際法学会の動向については、竹中佳彦｢国際法学者の“戦後構想”─｢大東

国際法｣から“国連信仰”へ｣( 国際政治 第109号、1995年5月) が詳しい。
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を浴びせかけたのである。国際連盟への｢加盟も離脱も一定の国際法規に従ふ

のであるが、それは単なる便宜上の手続に外ならず、加盟離脱を決定する有権̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊
主体は各国家であり̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊、その自由意思と実力とに基くのである̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊。それが各自独立̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊
国家に本来̊ ̊ ̊ ̊ ̊ 固有の̊ ̊ ̊ 高絶対の権力̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ としての̊ ̊ ̊ ̊ 主権̊ ̊ 独立権̊ ̊ ̊ の実在の厳然̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊
たる確證である̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ 31)〔傍点─原文、下線─佐藤〕｣との言質は、美濃部の連盟観

に相通ずるものである。

かく観ずれば、横田排撃は、蓑田と美濃部による｢意図せざる｣協業として結

晶したといえよう。このような事実は、当該期の言説空間を理解するうえで、興

味深い論点を提供しているように思われる。というのも、美濃部と蓑田が相互に

敵対情況のなかにありながらも、そこには決して看過し得ない通有点が確認され

るからである。言葉を換えて表現すれば、それは、美濃部的な思惟様式が反美

濃部陣営にまで拡がっていたことを指し示すものである32)。

もちろん、主権制約のベクトルで主権を弁証してみせた美濃部と、｢ 高絶対

の権力｣として主権を意味づけようとした蓑田との落差は大きい。ましてや、連盟

への加入を合理化しようとする美濃部と、連盟からの離脱を正当化しようとする蓑

田のあいだは、確かに遠いように感じられる。

しかしながら、先に触れておいたように、美濃部になる主権の自己拘束説

は、主権の抹消を意味しない以上、美濃部自身の主観とは離れて、名実ともに

主権を完成域にまで押し上げようとする恣意的衝動の誘発に寄与せざるを得な

い。蓑田の連盟観は、美濃部と戦時思想の連接を象徴するそれとして読まれる

べきであろう。

(3) 美濃部理論と戦時思想　─｢大東亜共栄圏｣｢大東亜戦争｣へ

では、その連接とは具体的にいかなるものであったか。美濃部の法理論を再

確認しながら、この点について検討してみよう。美濃部によれば、法の存立基

礎は、畢竟、実在的な｢社会心理33)｣(社会一般に承認された心理状態や意識)

に求められるべきで、｢物理的実力｣のみに還元することはできない、と説かれ

31) 蓑田前掲 国家と大学─東京帝大法学部に対する公開状 177頁。

32) 川口前掲 ｢憲法学と国体論─国体論者美濃部達吉｣では、美濃部と美濃部排撃論者の国体論

が親和的であったと指摘されているが(75頁以下)、それは、美濃部理論が戦時体制と無関係で

はなかったことを示していよう。

33) ｢社会心理｣概念については、長尾龍一 ｢美濃部達吉のケルゼン論｣(同･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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る。｢法＝実力｣説を否認したかにみえる美濃部の法理論には、しかし｢多くの場

合に於いて法が法たる力を有する所以はその背後に実力の要素を備へて居る為

である。時としてはそれが露骨に現はれて、実力の強制が即ち法であることも稀

でない。戦勝国と戦敗国との間に結ばるる媾和条約は其の著しい一例である34)｣
とされるように、あるいはまた、｢法を以て実力の現はれであるとする思想は、其

の何れの形に於いてにもせよ、半面の真理を含まないではない35)｣と論及される

ように、｢法＝実力｣説─その果てに、戦争─を一部容認する傾向があった

ことは否定できない。

このような傾向は、窮極的には、｢革命｣を是認するかのごとき発話としても結

実している。｢革命は其の初に於いては疑もなく不法の暴力であり、重大な犯罪

である｣にもかかわらず、革命権力に抵抗する｢反革命勢力も起らず、革命政府

が平穏に其の政権を維持することが出来たとすれば、即ち一般国民の心理に於

いてそれを正当な政府として意識するに至つたもので、此の一般社会心理に基

づいてそれが単なる実力の現はれではなく、法的の権威たる｣に至るのだ、

と36)。すでに論じたように、美濃部によって満州国の独立が正当なものとして位

置づけられたのも、こうした説き方に基づいてのことであった37)。

ここで説かれているように、物理的な｢暴力｣や｢実力｣は、社会的に認知され

てはじめて、正当なそれとして承認されるのであって、その限りで、美濃部自

身、必ずしも法の基礎をまったき｢実力｣や｢革命｣の所産に求めているわけでは

ない。あくまで、法的安定性を担保しようとする意図の発言であることは、きちん

と押さえておくべきであろう。しかしそうではあっても、その法解釈から｢実力｣と

｢革命｣の両契機が完全に排除されることも、併せてなかったのである38)。

以上のように、｢実力｣や｢革命｣を是認する点で、美濃部の法理論には、とも

すれば戦争を肯定し、新秩序の建設という標語に呼応するモメントが内在してい

たように思われる。敢えてケルゼンの価値相対主義的哲学に倣うのであれば、

美濃部の法思想には、確たる結果が保障されない未来、つまり価値的に｢良きも

34) 美濃部前掲 法の本質 101頁。

35) 同上、87頁。

36) 同上、144〜145頁。美濃部達吉 ケルゼン学説の批判 (日本評論社、1935年) 110〜111頁。

37) 以上の点については、林尚之 主権不在の帝国─憲法と法外なるものをめぐる歴史学 (有志

舎、2012年) の記述を参照。

38) この点について、同時代的には、蓑田ら美濃部批判論者によって指摘されていた。その諸相

に関しては、林前掲 主権不在の帝国─憲法と法外なるものをめぐる歴史学 が詳しい。
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の｣であれ、｢悪しきもの｣であれ、不確実な未来(新秩序)を招き寄せてしまう逆

説的な契機─現状変革の指向─が組み込まれていたといえよう。

もっとも、美濃部の法理論は、法学者らしく、おおよそ法的安定性を前提にし

て組み立てられてはいる。しかしそうだからといって、その学説に今し方記述し

てきた側面がないとは決していえない。だとすれば、美濃部学説には、二つの

モメントが内包されていたと見るべきであろう。当時の言葉を用いれば、ひとつ

は、｢現状維持｣的な契機で、いまひとつは、｢現状打破｣的な契機が、であ

る。先に記したように、｢現状維持｣的なモメントは、あくまで美濃部自身、主観

的には｢国際主義｣の立場を貫いていたことに象徴される。他方、｢現状打破｣的

な側面は、その理論が客観的に満州国｢建国｣のイデオロギーとして帰結したこ

と、そして｢実力｣と｢革命｣を容認するかのごとき言説に集約されている。美濃部

理論は、いわば主客が混淆した状態にあって、｢現状維持｣と｢現状打破｣の精

神が同居することを可能にしていたのである。｢事実の規範力｣説や｢法＝実力｣
説には、まさしく相反する契機(安定的、定常的／破壊的、創造的)が二つなが

ら内包されていた、といえそうである。

こうしたアンチノミーをよりよく理解するためには、美濃部の門下生でありなが

ら、ケルゼン学徒であった宮澤俊義(1899〜1976)の軌跡に触れておくことが有益

であろう。イェリネックや美濃部に批判的であった宮澤は、ケルゼンに触れつ

つ、国家主権概念の超克を提言していたが39)、戦時期に至って近衛新体制に

接近し、ついには戦時体制を合理化する言説を吐き出してゆくことになる40)。お

よそケルゼンや横田が意図する方向とは異なって、宮澤は、この時期にあって

は、｢大東亜戦争｣のイデオローグへと転身していったのである41)。

注目しておくべきは、戦時期における宮澤のロジックが美濃部的であった、と

いう点であろう。先に確認しておいたように、美濃部の法思想には、｢実力｣や

｢革命｣を条件付きで認容する傾向が内在していたが、当該期における宮澤の国

際政治観は、すぐれて美濃部的であったように見受けられる。戦争に関して、

美濃部が｢現代の国際社会の一般心理に於いて、国と国との争に於いては結局

実力の闘争が正邪を決すべき 後の標準となるの外なく、戦勝国が戦勝の結果

39) 宮澤俊義 ｢国家主権概念のこく服(一)〜(四)｣( 東京朝日新聞 1928年6月1〜4日付)。

40) 岩井淳 ｢宮澤俊義─戦時体制下の宮澤憲法学｣(小野博司･出口雄一･松本尚子編 戦時体制

と法学者─1931〜1952 国際書院、2016年)。

41) 宮澤俊義 ｢アングロ･サクソン国家のたそがれ｣(1942年1月)、同 東と西 (春秋社、1943年)。
同 ｢万邦共栄への推進力｣( 東方公論 第18巻第12号、1943年12月)。



主権的秩序をめぐる二つの法理(2) (佐藤太久磨)  171

として戦敗国の犠牲に於いて或る利益を得ることは当然42)｣と述べれば、宮澤

は、以下のように戦争を意味づけてみせる。

戦争の結果作られる国際的現状は、多くの場合において、戦勝国には利益を與

へ、戦敗国には損失を與へる。それはつまりそれまでの国際的現状(status quo ante 

bellum)に対して戦敗国の犠牲において戦勝国の利益にまで変更を加へたものにほ

かならない。(中略)戦勝国がその維持を強く希望することはきはめて自然であるのと

同様に、戦敗国がその変更を強く希望することもきはめて自然である。その場合、

いくらその国際的現状が国際条約の基礎の上に立つからといつて戦勝国側の希望だ

けが正当だと断ずるわけにもいくまい。さうとすれば、いづれもきはめて自然な、し

かし相反する意味をもつそれら二つの希望の対立を解消すべき手段は、窮極におい

てはただ実力闘争あるのみといふことにならざるを得ない43)。

窮極的に、戦争＝｢実力闘争｣を認める点で、両者の見解は同じである。もと

より宮澤のこうした発言が、法理論や学説というよりは、政治論として展開されて

いることに注意が必要だが、ともあれ同時代の宮澤は、およそケルゼンや横田

からは離れ、その国際政治観は、美濃部的に構成されていたのである。美濃部

学説が戦争に親和的であれば、宮澤はそうした傾向を意味拡充的に転用するこ

とに成功したといえよう。

ここでは、こうした宮澤の話法が、｢現状維持国｣に対する｢現状打破国｣の闘

争精神が不可避的に生じることを、赤裸な筆致で書き記した青年期近衛文麿

(1891〜1945)の論説｢英米本位の平和主義を排す｣(1918年12月)のモチーフと、

そう大差ないことも押さえておこう。さらには、こうした美濃部や宮澤の語り口

が、社会ダーウィニズムの視座から、あらゆる戦争イデオロギーを剥ぎ取ってみ

せた斎藤隆夫(1870〜1949)の国際政治観と触れ合うものであったことも付け加え

ておこう44)。

このように、美濃部理論は、当時の言説空間にあって、あたかも｢下部構造｣
のように機能していたのである。この点については、宮澤以外の知識人の発言

からも裏付けることができる。前稿で紹介したように、横田学説ではなく、美濃部

42) 美濃部前掲 法の本質 103頁。

43) 宮澤俊義 ｢戦争と平和｣(1940年7月)、同前掲 東と西 95〜96頁。

44) 斎藤の政治思想については、有馬学 ｢戦争のパラダイム─斎藤隆夫のいわゆる｢反軍｣演説の

意味｣( 比較社会文化 第1巻、1995年)が詳しい。
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学説のロジックを分かち合った国際法学者の泉哲(1873〜1943)や立作太郎(1874

〜1943)は、直接的とは言わないまでも、間接的ながら、｢大東亜共栄圏｣を意

味づける｢大東亜国際法｣理論の樹立に関与していったのである。泉の国際政治

思想が終極的に広域秩序論へと再編されていったことは、その傍証として位置づ

けることができる45)。

この点に関しては、立の方がより鮮明である。1)日米開戦以降の段階で、立

が｢ウイーン学派の国際法説は、政治観念又は道徳観念を交へずして、基本規

範より演繹される所謂純正法学的規範を以て、国際社会に行はるべき法規と為さ

んとするのであるが、是等の所謂規範が、各国の実際の政治的及其他の事態に

適応せざるに至るの虞を存するのである46)｣として、ケルゼンの属するウィーン学

派に対して批判的な文章を書いたこと、2)立みずからは、国際法と国内法との関

係について二元論の立場にあったこと、3)そして何より、｢国際法規の立法問題

に関しては実際上国家の実力の強弱47)｣に左右される、との言質に示されるよう

に、｢法＝実力｣説を採用したことは、新秩序の創造がすぐれて美濃部的な立論

形式によって根拠づけられつつあった事態を示唆しているのではないか。

立になる法解釈の方法論についても、事情は同じである。

国際法は一面に於て国際社会の安定的秩序を維持するを目的とすると同時に、

社会的変化の必要に応ずるの性質を備ふべきである。別言すれば常に国際的秩序

の維持を目的とすると同時に国際社会の現状に適合するものたるべきである。(中

略)凡そ一の社会に於て存すべき法規は該社会の実際の事態に適合するものたらざ

るを得ない48)。

立によれば、法秩序とは、現実社会に適合的なそれでなければならず、現

実社会の変容に伴って法秩序も変更されなければならない。要するに、法と

は、それが適用される社会の実態を反映した機能を果たすものとして理解されて

いるのである。こうした立の解釈は、｢社会｣に実在する慣習や事実を法の本源と

45) 泉については、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)。旧稿では紹介できなかったが、泉｢日支完全同盟の意義｣( 新天地 第19年第1号、1939
年1月) も併せて参照されたい。

46) 立作太郎 ｢現代国際法の缼点及国際法の存在の必然性｣( 外交時報 第915号、1943年1月)
11∼12頁。

47) 同上、12頁。

48) 同上、12頁。
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みなす点で、美濃部の思考法と軌を一にしたものである。

また、時期は若干遡るが、ケルゼン学徒の一人であり、京城帝国大学で教鞭

を執っていた法哲学者･尾高朝雄(1899〜1956)になる現状の法秩序観察も、ここ

に配列されよう。

法律と申すものは、(中略)実力を背景とし、制裁を手段として強行されるもので

あります。国家の内部の秩序が維持されてゐるのは、国家がその実力によつて法を

強行し、秩序を攪乱する者には法によるところの制裁を加へてゐるからであります。

国際社会といへどもそれと同じでありまして、国際秩序といふものも結局は一つの法

秩序であり、国際秩序が一つの法秩序である以上、それは必ず実力と結びついて

維持されねばならぬのであります。しかるに、国際法秩序を維持する力は、現在の

ところ結局は国家の持つ実力以外にはないのでありますからして、国家の力を弱め

ることによつて国家間の秩序を維持しようとするがごときは、 初から大きな見当違

ひであると申さねばなりません49)。

こういう具合である。この尾高になる文章に、美濃部の影を読み込むことは、

そう難しくはない。その後、尾高が｢大東亜共栄圏｣のイデオローグになり果てた

ことも併せて踏まえるならば50)、美濃部的思惟と｢大東亜共栄圏｣思想とは、決し

て相反するものではなかったといえよう51)。

さて、こうした観点からすれば、国際法学者の一又正雄(1907〜1974)の足跡

も見逃せない52)。美濃部･横田論争を同時代的に見聞した一又は、国際法と国

内法の関係について一元論と二元論の中間的立場にみずからを布置せしめた

が53)、その立場は限りなく美濃部のそれに近い54)。こうした事実は、美濃部と横

49) 尾高朝雄 ｢国家の目的と大陸経営｣(京城帝国大学大陸文化研究会編 大陸文化研究 岩波

書店、1940年) 17〜18頁。

50) 尾高朝雄 ｢大東亜共栄圏の文化理念｣(京城帝国大学大陸文化研究会編 続大陸文化研究

岩波書店、1943年)。

51) ｢敗戦｣後、天皇制と国民主権をめぐって論争を繰り広げることになる宮澤と尾高が、ともにケル

ゼンから美濃部へと旋回し、美濃部的な思惟様式を摂取しながら、その果てに、｢大東亜共栄

圏｣を意味づけようとしてみせたことは、たいへん興味深い。この点の解析については、今後の

研究に託したい。

52) 一又の履歴や活動については、大平善梧 ｢一又正雄博士の逝去を悼む｣( 国際法外交雑誌

第73巻第5号、1975年2月)、河部利夫 ｢一又正雄先生の一周忌に想う｣( アジア･アフリカ言語

文化研究所通信 第25号、1975年11月) などを参照。

53) 一又正雄 ｢日本的国際法観の定立に関する諸問題｣( 早稲田法学 第20巻、1941年7月) 49〜
50頁。
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田の意外な近似性を明らかにしようとする本稿のスタンスを補強する材料として位

置づけられるものである。とまれ、一又は、 終的に｢大東亜国際法｣理論の直

接的な担い手として言葉を紡ぐに至ったのである55)。

以上の事例は、美濃部的なるものが、実に戦時思想へと連なってゆく確たる

傍証として位置づけることができよう。｢大東亜共栄圏｣なる新秩序を創造しようと

する試みは、法秩序を社会実在的な規範や｢実力｣として規定しようとする、その

思考法に確かに根付いていたというべきであろう。その限りで、天皇機関説事件

以後の美濃部は黙座していたわけではなく、その学説は、自身の意図を超出し

て、戦時法思想の境地を切り拓く理論的前提を提供してしまったのである。思想

の下部構造のごとくに、である。

しかしながら、かくなるうえは、美濃部学説に内在した｢現状維持｣的精神が払

拭されなければならない。その地点は、日米開戦の瞬間にこそ求められる。宮

澤の言葉を借りれば、日米開戦のあの一瞬は、｢歓喜｣をもって迎えられなけれ

ばならなかったのである。開戦の報に接した宮澤は、そのときの心情を次のよう

に綴っている。

昭和一六年一二月八日。 近日本でこの日くらゐ全国民を緊張させ、感激さ

せ、そしてまた歓喜させた日はなからう。(中略)とうとうやりましたな、と誰も彼もが緊

張に満ちた、しかも明るい笑顔を交した。来るべきものがつひに来たといふ感じが

梅雨明けのやうな明朗さをもたらしたのである。この瞬間、全国の日本人といふ日

本人はその体内に同じ日本人の血が強く脈打つてゐることを改めてはつきりと意識し

たに相違ない56)。

さらに、文学者の竹内好(1910〜1977)の表現を借りれば、まさしく｢歴史は作

られた｣のである。

歴史は作られた。世界は一夜にして変貌した。われらは目のあたりそれを見

た。感動に打顫顫えながら、虹のように流れる一すじの光芒の行衛を見守った。胸

ちにこみ上げてくる、名状しがたいある種の激発するものを感じ取ったのである。

54) 一又正雄 ｢国際法の国内的効力に関する論争について｣( 早稲田法学 第16巻、1937年5
月)、および、同上。

55) 一又正雄 ｢大東亜建設条約とその国際法史的意義｣( 法律時報 第16巻第1号、1944年1月)。

56) 宮澤前掲 ｢アングロ･サクソン国家のたそがれ｣ 114〜115頁。
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十二月八日、宣戦の大詔が下った日、日本国民の決意は一つに燃えた。爽か

な気持ちであった。(中略)戦争は突如開始され、その刹那、われらは一切を了得

した。一切が明らかとなった。天高く光清らに輝き、われら積年の鬱屈は吹き飛ば

された。ここに道があったかとはじめて大覚一番、顧れば昨日の鬱情は既に跡形も

ない57)。

日米戦争の勃発に、暗さは微塵も感じられない。両者ともに、まるで水を得た

魚のような口振りである。竹内はさらに続け、｢東亜から侵略者を追いはらうこと

に、われらはいささかの道義的反省も必要としない。敵は一刀両断に斬って捨

てるべきである58)｣とまで述べるに至る。この瞬間、美濃部的｢現状維持｣の指向

は、｢現状打破｣の精神によって閉じ込められたと言ってもよい。それは、美濃

部学説に内在した｢現状打破｣のモメントが全面的に開花した瞬間でもある。美濃

部自身もまた、対英米戦争の緒戦勝利のニュースを知ったとき、たいへんな喜

びようだったらしいが59)、それは、もはやこの国の選択肢が｢現状打破｣のベクト

ルしか残されていなかったことを物語っているのだろう。

はたしてそうであるがゆえに、｢実力｣と｢革命｣、そして｢現状打破｣を容認する

美濃部理論(下部構造)に、宮澤や泉のようなアンチ･アングロサクソンの政治精

神(上部構造)が合成され、その｢現状維持｣的側面が書き替えられれば、既存の

世界秩序に対する｢革命｣意思が噴出することは、原理的に避けがたかったと言

わなければならない。その行く末に待ち受けているものは、戦争をもって｢革命｣
と看做す、以下のような思惟様式だけであった(｢戦争＝革命｣論)。

思ふに、戦争は国際的革命である。内乱が国内に於ける変革を誘発するやう

に、戦争は国際的変革を齎すものである。従つて、現下の世界大戦が世界的大変

革を齎すべきは必然であり、それは世界的旧秩序と新秩序との決戦に外ならぬ。

57) 竹内好 ｢大東亜戦争と吾等の決意(宣言)｣(1942年1月)、丸川哲史･鈴木将久編 竹内好コレク

ションⅠ─日本への／からのまなざし (日本経済評論社、2006年) 41〜42頁。

58) 同上、43頁。

59) 家永三郎による丸山眞男からの聞き取り(家永 美濃部達吉の思想史的研究 岩波書店、1964
年、284頁)。なお、家永は、戦時期の美濃部を時局に便乗しなかった法学者として評価しよう

としているが、それは一面的に過ぎるように思われる。美濃部の側に立ち、美濃部に寄り添え

ば、家永による過大とも受け取れる評価も間違いではなかろう(もっとも、家永は美濃部の｢限界｣
をも指摘しているのだが)。しかしながら、より正しくは、本稿で示したように、美濃部の理論

は、戦時思想の下部構造のごとき機能を果たしていたのであって、こうした言説分析的視座か

らの美濃部読解が要請されるべきだと考える。
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大戦争に伴なふ新秩序論は要するに世界の新旧秩序の闘争であり、論争たるに外

ならぬのである60)。

かくして、帝国日本は、みずからの生死を賭けた実力闘争に没入するに至っ

たのである。

それでは、論争のもう一方の当事者である横田の国際法理論は、戦時期の思

想空間において、いかなる位置を占めていたか。次稿では、横田理論から戦時

思想への里程を紐解きながら、美濃部･横田論争の｢戦後｣と、その政治思想史

的位置について詳述してみたい。
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<국문요지>

본고에서는 미노베 다쓰키치(美濃部達吉)와 요코다 기사부로(横田喜三郎)의 논쟁을 명확

히 해명하여 전시사상(戦時思想)의 본질에 접근하고자 한다. 본고의 분석을 통해 (1)1930년

 전반에 걸쳐 미노베와 요코다는 법의 본질을 둘러싸고 논쟁을 벌 는데 이 립이 “시

국(時局)”에 한 양자의 입장을 정하 다. (2)전시기(戦時期)에 있어서 미노베 학설이 본인

의 의도를 넘어 전시기의 사상, ‘ 동아공 권’ 사상을 만들어내는 전초가 되었다. 마지막

으로 (3)미노베의 이론과 전시사상이 근접한 것이었다는 점을 명확히 하 다.

주제어: 주권, 인터내셜리즘, 미노베 다쓰키치(美濃部達吉), 요코다 기사부로(横田喜三郎), 사

상의 “하부구조”, “ 동아공 권”, “ 동아전쟁”, “전쟁=혁명”



178  比較日本學 第39輯 (2017.6)




