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主権的秩序をめぐる二つの法理(3)

- 帝国日本のインターナショナリズムとその極北 -

佐藤太久磨*

Abstract ― This paper aims to approach the thought of the wartime period and the structure of 
the postwar politics in Japan by analyzing the historical significance of a controversy between 
Minobe Tatukichi and Yokota Kisaburo.
Three points will be demonstrated throughout my analysis. (1) The idea of the “Greater East 
Asian Co-Prosperity Sphere” was supported by the theories of Minobe and Yokota. It was not 
intended result of Minobe and Yokota. Nevertheless, their theories paradoxically gave hints 
toward the thought in the wartime period. (2) After defeat, the ideas of Minobe and Yokota, as 
influenced by Georg Jellinek and Hans Kelsen, functioned as justification for the U.S.-Japan 
Security Treaty system. Tanaka Kotaro affirmed the system as the Director General of the 
Supreme Court. In the background was Minobe's theory. (3) In the context of the history of 
constitutional amendment, internationalism functioned as an opportunity to invite completion of 
the sovereignty. Therefore, internationalism may not contribute to the principle of international 
peace.
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Kotaro, “the basis” of thought, “Greater East Asian Co-Prosperity Sphere”, “Great 
East Asia War”, Defeat, the Japan-U.S. Security Treaty System, the Japanese 
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14)

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、뺷比較日本学뺸 第37輯〈2016年9月〉)
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

(2) 国体明徴運動下の美濃部と横田

(3) 美濃部理論と戦時思想　─｢大東亜共栄圏｣ ｢大東亜戦争｣へ

(以上、뺷比較日本学뺸 第39輯〈2017年6月〉)
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第２章　戦時思想への歴程　─論争以後（承前）

(4) 横田理論と戦時思想 ─ �八紘一宇�へ

さて、ここまで、美濃部(イェリネック)理論と戦時思想の連なりについて論じ

てきたが、それでは、横田(ケルゼン)理論は戦時思想と全く無縁であったか。

なるほど、横田は｢時局｣批判を忘れず、さらには広域理論に基づいた国際法

学説(｢大東亜国際法｣理論)の知的建設には加わらなかった1)。満州事変期の

軍事行動批判にも示されるように、良心的知識人の一人として位置づけられる

所以である。しかしながら、結論を先取りしておけば、横田理論もまた、戦時期

にあっては、美濃部の場合と同じく意味拡充的に読み替えられたのである。

藤澤親雄(1893〜1962)は、そうした役割を果たした典型的な知識人として

位置づけられる2)。藤澤といえば、国民精神文化研究所の嘱託として｢日本政

治学｣の作興に尽力し、大政翼賛会東亜局長をつとめた経歴を持ちながらも、

敗戦後は、日本大学や国士舘大学で教授を歴任した人物である。

では、藤澤は横田学説をどのようにして読み替えたのか。藤澤によれば、

｢現代は凡ゆるものが抜本塞源的に是正更新せられる時代であり、今迄の英

米の｢世界支配｣が皇国の｢世界統治｣によつて、覆さるべき神機が迫りつつあ

る3)｣と評されるが、この短文に集約されているように、藤澤は皇国日本のイデ

オローグであることを決して包み隠そうとはしない。こうしたイデオロギー的立

場から、｢我が惟神の大道によつて基礎づけられる新しき国際法｣理論の新規

創出が指向されたのである。横田の国際法理論は、かくのごとき見地から解釈

されるが、そこでは、横田だけではなく、뺷世界法の理論뺸(1931〜34)の著者と

して知られる法哲学者･田中耕太郎(1890〜1974)の学説もまた、引き合いに

出されている。以下のような語り口に基づいて、である。

1) 1930年代以降における横田の言動については、竹中佳彦뺷日本政治史の中の知識人─

自由主義と社会主義の交錯(上)뺸(木鐸社、1995年)が詳しい。

2) 藤澤については、従来｢日本ファシズムの使徒｣と位置づけられていたが、そうした先行学説

の理解を批判的に検討した、比較的近年の論攷としては、大谷信治｢藤澤親雄の｢日本政治

学｣─矢部貞治の衆民政論に対する批判を手がかりに｣(北海道大学大学院文学研究科뺷
研究論集뺸第11号、2011年12月)が挙げられる。

3) 藤澤親雄｢大東亜皇化共栄家族圏国際法の基礎理念｣(뺷法律時報뺸第14巻第1号、1942年1
月)65頁。
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〔全人類を満足させる新しい国際法を構想するに当たって─佐藤補註〕而して此

の根本問題に対して明快なる解答を與へるものが、我が惟神の大道によつて基

礎づけられたる新しき国際法である。／然し、この点に触れるまへに、今迄国際

法の専門家が説いてゐるところを一瞥してみよう。／これ等の人人は概して従来

の如き平面的な舊体制的国際法に満足してゐないやうである。例へば田中耕太

郎教授は一種の新しき国際法として、所謂｢世界法｣なるものを提唱してゐられ

る。(中略)されば田中教授が、従来の如き欧米の国家主権説に満足せず、世界

全人類なる｢世界法｣を提案されたことは之を充分に諒とはするものの、その｢世

界法｣の根據をカトリシズムに求め、従つて之を惟神の大道に依つて基礎づけ得

なかつた事は、根本的大誤謬である4)〔下線─佐藤〕。

藤澤が｢世界法の理論｣に対して懐疑的であることは、明らかである。しかし

ながら、そうした読み方は、余りにも一面的に過ぎる。ここで汲み取るべきは、

藤澤の｢新しき国際法｣理論にとって、田中の｢世界法｣概念が参照点として配

置されていることであろう。｢世界法｣概念がカトリシズムではなく、｢惟神の大道｣

によって基礎づけられてさえいれば、藤澤の田中に対する批判的言辞は出よ

うはずもないからである。穿たれるべきは、｢世界法｣ではなく、カトリシズムな

のであって、その点、藤澤にあって｢世界法｣と｢惟神の大道｣は、調合されるべ

き理念であったといえよう。

藤澤による横田批判の手法もまた、こうした観点から読まれるべきであろう。

先の文章に続けて、藤澤は横田の学説を以下のように評している。

次に、横田喜三郎教授は、ケルゼンの純粋法学を祖述されて抽象形式的な｢国

際法上位説｣なるものを説かれてゐる。(中略) ｢若し視野を国内法から国際法に

まで拡げるなら、各国の憲法の妥当根據たる根本規範は、その実、国際法上の

実定法規に過ぎない事が認められる。即ち、各国憲法の上に国際法が存在する

のである。｣と述べられてゐる。(中略)〔しかしながら─佐藤補註〕今日の世界の現

実に於てこの｢国際法｣こそは、実にわが惟神の大道そのものなのである。(中略)
惟神の大道は、世界唯一絶対の｢眞理｣であつて、之が国際関係に顕現したもの

が、横田教授の暗中模索して来られた｢国際法｣であり、之は確かに皇国を除く

世界各国の憲法の上に位するものである。(中略)されば、横田教授の説かるるが̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊
如く皇国以外の国家の主権なるものは凡て相対的主権にすぎず̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ 、絶対的主権を

有する皇国の｢ミコトモチ｣即ち、受任者として当該国家の領域を統治することが

4) 同上、66頁。
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許されゐるにすぎないのである。実に皇国のみが唯一の̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ｢天国̊ ̊ ｣または̊ ̊ ̊ ｢親国̊ ̊ ｣で̊
あり̊ ̊、他の諸国は皆例外なく̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊｢相対国̊ ̊ ̊ ｣であり̊ ̊ ̊｢枝国̊ ̊ ｣なのである̊ ̊ ̊ ̊ ̊ 。されば天皇の御̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊
生命を離れて万邦は存在しないのである̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ 。之が現代の神智霊覚である̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ 。／世界

の球状をなす生命的構造に於ては、宇宙の根源生命たる｢一｣が其の中心から

四方八方に放射し之が各民族の生命として｢多｣に分派し個別化してゐるのであ

る。故に、各国は自己生命の本質を直観する事によつて、彼等に顕現してゐる

｢多｣の生命を、天皇の体現し給ふ｢一｣の大生命に帰一還元せしめ得るのであ

る。此の各国の生命的自覚から無理なく中心帰一の八紘一宇世界一家体制が

再建されるのである。／この｢一即多｣、｢多即一｣の皇道哲理によつて基礎づけら

れたる｢国際法｣のみが、横田教授の求められて来た超国家的上位国際法なの

である5)〔下線･傍点─佐藤〕。

やや長文の引用ではあるが、ここには、藤澤の論難の仕方がよく示されて

いよう。｢大東亜国際法｣理論が提供した｢相対主権｣説のロジック6)を分かち

合った、藤澤にとって7)、田中や横田の理論は、単純な否定対象ではなく、む

しろ｢皇道哲理｣に基づいた｢新しき国際法｣を構想するに際して参照されるべ

きものだったのである。この点については、両者が提示した法理論を、｢概して

従来の如き平面的な舊体制的国際法に満足してゐないやうである｣と評して

いることからも明白であろう。それらは紛れもなく、皇国の世界統治を可能なら

しめる理論的触媒として配列されていたのである。

藤澤の欲望的思惟のありようは、インターナショナリズム擁護の観点から、

横田が否定し去った国内̊法上位説にすぐれて近いが、その形状は、皇国中

心主義の立場から、横田学説を逆回転させた結果であったと言ってもよい。し

かしそれは、横田理論の全面的抛棄を決して意味しない。横田の国際法上位

説を横目にしながら、藤澤はそれを｢八紘一宇｣の理念へ移植し、皇国日本の

イデオロギーとしてアウフヘーベンaufhebenしてみせたからである。こうした作

為的話法のあり方には、もっと敏感であってもよい。とまれ、藤澤は、国際法上

位説を否定的に参照することで、皇国中心主義的な｢国際主義｣、一種のユニ

バーサリズムの思想を語ることができたのである。

かくて、横田(ケルゼン)の根本規範説と国際法上位説、ならびに田中の｢世

5) 同上、66〜68頁。

6) 拙稿｢｢大東亜国際法(学)｣の構想力─その思想史的位置｣(뺷ヒストリア뺸第233号、2012年8
月)。

7) 藤澤親雄｢新秩序国際法の基本的性格｣(뺷中央公論뺸第55巻第12号、1940年12月)86〜87頁。
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界法｣概念は、｢惟神の道｣を実践せんとする視座から、｢八紘一宇｣概念と親

和的なそれとして読み込まれた。美濃部法理論が戦時思想を陰に陽に下支

えしていたように、横田のそれもまた同じような機能を果たしていたといえよう。

美濃部･横田学説の｢意図せざる結果｣として、である。

藤澤の国際法論で、さらに興味深いのは、本居宣長(1730〜1801)や平田

篤胤(1776〜1843)の国学を批判的に継承し、｢万国総帝｣説を提唱した大国

隆正(1792〜1871)の뺷新眞公法論뺸(1867年)を取り上げていることである8)。大

国といえば、幕末維新期に｢大攘夷｣を説き、王政復古変革に与った政治実践

的な国学者として知られている。その皇国思想については、1930年代前半か

ら、アジア主義者で世界維新論者であった下中彌三郎(1878〜1961)によって

再評価されつつあったが9)、藤澤は、そうした下中の作為を国際法思想のコン

テキストで果たそうとしたといえる10)。

藤澤の説明によれば、｢天才的国学者｣たる大国の뺷新眞公法論뺸は、｢今日

迄通用してきた英米的｢国際法｣の基礎となつたグロチウスの｢国際法｣の理論

を的確に批判し、(中略)究極に於てはわが惟神の大道が全人類の眞の｢国際

法｣となるべきものである事を神智霊覚的に豫言｣したテクストにほかならな

い。しかしながら、いみじくも藤澤が指摘しているように、大国は同書成立の時

点で、｢新眞公法｣が皇国日本より直ちに興れるとは主張していない11)。藤澤

にしてみれば、まさにいまこそ、｢新眞公法｣が生み出されるべき瞬間なのであ

り、その意味において、約75年前に書かれた뺷新眞公法論뺸は、｢大東亜共栄

家族圏｣の創造に向けた｢予言の書｣として読まれるべきものであった12)。

目の前の｢大東亜戦争｣をして、｢英米の｢偽国際法｣を打破清算して惟神の

大道を｢眞国際法｣たらしむべき｢世界維新戦｣｣と意味づけた藤澤にとって、大

8) 大国隆正뺷新眞公法論뺸(1867年)は、뺷日本思想大系뺸 50(岩波書店、1973年)所収。大国に

ついては、芳賀登｢大国隆正の学問と思想─その社会的機能を中心として｣(同書所収)を
参照。

9) 下中彌三郎뺷総力戦教育뺸(昭和図書、1941年)26〜28頁。下中とその大国評価については、

中島岳志뺷下中彌三郎─アジア主義から世界連邦運動へ뺸(平凡社、2015年)を参照(249
〜250頁)。

10) 藤澤以外で、大国の뺷新真公法論뺸を、国際法思想の文脈において再評価した同時代作品

として、河野省三뺷やまとごころ─大国隆正の思想뺸(教学局、1942年)、岡田實뺷大国隆正뺸
(地人書館、1944年)などが挙げられる。

11) 大国前掲뺷新眞公法論뺸 498、500、504頁。

12) 藤澤親雄뺷我が国体と世界新秩序뺸(日本放送出版協会、1941年)122〜125頁。
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国の書は有用だったのである。その意味で、皇国日本を中心とした｢八紘一宇

世界一家体制｣の造築を意図する藤澤が、大国の뺷新眞公法論뺸に注目したこ

とは、けだし必然であったといえよう13)。

こうした大国再評価の動きは、国際政治学者で｢戦争＝革命｣論者であった

神川彦松(1889〜1988)の振る舞いからも確認することができる。｢大東亜共栄

圏｣の建設に向けた指導理念を語った文章のなかで、神川は大国の뺷新眞公

法論뺸から、真の̊ ̊ 連帯主義思想を読み取り、あたかも大国を｢大東亜共栄圏｣ 

｢八紘一宇｣概念の創造者として位置づけようとしている14)。｢明治維新｣の理

念的原動力ともなった大国の思想は、半世紀以上の時を隔て、｢大東亜戦争｣

期において、まさしく｢世界維新｣、｢戦争＝革命｣論の精神的支柱として呼び

起こされたのである。こうした動きは、藤澤や下中、神川の脳裏にあって、｢明

治維新｣(過去)と｢世界維新｣(現在)とが重ね合わせられた結果といえよう。時

代はまさに、大国のような国学的思惟を欲していたのである。

敢えて再説しておけば、旧時代さながらの皇国中心主義的なユニバーサリ

ズムの思想は、横田の国際法上位説を発展的に解消することで、｢大東亜戦

争｣と｢八紘一宇｣の理念を正当化し、自己保存に役立てたのである。田中耕

太郎の学説(世界法の理論)や、美濃部の法理論(｢法＝実力｣説、｢事実の規

範力｣説)と国体論もまた15)、そうした磁場から無縁ではありえない。三者の学

説理論は、｢大東亜共栄圏｣の創造、そして｢八紘一宇｣理念の実現に向けた、

思想の｢下部構造｣としてその機能を果たしていた、というべきであろう。

美濃部や横田、田中の学説は、言わずもがな、国体明徴運動と大学粛正

運動によって厳しく批難された16)。しかしながら、単に忘れ去られたのではな

い。すでに書いたように、かれらの理論は、図らずも、新秩序建設のためのヒ

ント(認識枠)をそのイデオローグに与えていたのである。ここに、否定媒介の

構造を読み取らないわけにはいかない。

美濃部･横田論争は、かくして｢大東亜共栄圏｣の触媒と化し、帝国日本のイ

13) 以上の引用は、藤澤前掲｢大東亜皇化共栄家族圏国際法の基礎理念｣68頁。

14) 神川彦松｢大東亜政治の指導的理念｣(뺷日本評論뺸 1943年11月号)79〜80頁。神川の連帯

主義については、春名展生｢｢大東亜共栄圏｣の記憶が戒めるもの─神川彦松の所説を

通して再考する｣(뺷アジア太平洋研究所センター年報뺸第5号、2008年3月)が詳しい。

15) 国体論者としての美濃部については、川口暁弘｢憲法学と国体論─国体論者美濃部達

吉｣(뺷史学雑誌뺸第108巻第7号、1999年7月)を参照。

16) 蓑田胸喜(1894〜1946)による田中批判は、主として、蓑田뺷法哲学と世界観─田中耕太

郎氏の思想学説批判뺸(原理日本社、1938年)に纏められている。
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ンターナショナリズムは、｢八紘一宇｣の理念となって新たな生命を吹き込まれ

たのである。その限りで、｢大東亜共栄圏｣や｢八紘一宇｣といった概念装置

は、美濃部･横田論争の航跡、あるいは、その所産にほかならなかったのであ

る。

｢八紘一宇｣とは、帝国日本の｢国際主義｣─その断末魔の叫びとして吐き

出されたフレーズだったのかもしれない。

第３章　美濃部･横田論争の終幕　─日米安保体制へ

しかしながら、その先すぐに待ち受けていたのは、｢敗戦｣という揺るぎない

事態であった。その時点で、戦前･戦中期における｢法＝実力｣説と｢戦争＝革

命｣論は、瞬く間に凍結されてしまった、といっても過言ではない。｢敗戦｣は、

新秩序を創造しようとする試みが不可能であったことを告げる歴史的瞬間に

ほかならかったからである。美濃部的にいえば、法秩序を創造し、その安定性

を得るためには、対外戦争に勝ち抜き、内乱を鎮圧できるだけの｢実力｣が備

わっていない限り不可能だったといえよう。

ここで押さえておきたいのは、多くの｢大東亜共栄圏｣論者が、｢大東亜共栄

圏｣を未成の秩序と看做し、戦争の完全遂行(｢戦勝｣)の果てに、その完成を夢

見ていたことである。政治学の立場から｢大東亜共栄圏｣を理論づけた矢部貞

治(1902〜1967)が、｢大東亜戦争の完勝なくしては大東亜の解放も共栄もな

く、大東亜諸邦諸民族の自覚による能動的協力なくしては、大東亜戦争完勝

も大東亜新秩序建設も至難である。この故に大東亜戦争の完勝と大東亜共栄

の確立とは不可分の関係にある17)｣と述べるがごとく、である。

それがために、戦争での敗北は、法秩序の新規創出が無理であったことを

意味せざるを得ない。端的に言って、それは、｢戦争＝革命｣の失敗である。も

し仮に、みずからが｢革命｣主体となって、｢戦争｣を引き起こし、そして｢勝利｣

を収めることができたならば、世界新秩序を生み出せたかもしれない。さらに

は、その｢革命｣権力に対する抵抗が消失し、当該秩序を安定的に経営できれ

ば、新秩序の建設は可能だったかもしれない。やや抽象的ではあるが、｢革命｣

勢力にとって、内外にわたる実力闘争での｢勝利｣は、｢革命｣の成功を、そし

17) 矢部貞治뺷新秩序の研究뺸(弘文堂書房、1945年)259頁。
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て自己以外による｢革命｣の封印を意味するというべきか。自己以外による｢革

命｣を抑え込まなければ、法秩序の安定性は決して得られないからである。

しかしながら、これらの条件をクリアできなければ、事態は逆行せざるを得

ない。実力闘争での｢敗北｣は、｢革命｣の失敗以外の何物でもない。そればか

りではなく、下手をすれば、｢革命｣勢力以外の力によって、｢革命｣を押し付け

られる可能性すらある18)。｢戦争＝革命｣論によって｢大東亜共栄圏｣の創出を

目指した、帝国日本の法制秩序が占領軍(勝者)主導によって変更されたこと

は、その歴史具体的な発現であろうし、国内憲法秩序の転換─明治憲法体

制から日本国憲法体制へ─が、｢8月革命̊ ̊ ｣説(宮澤俊義：1899〜1976)に
よって説明されたことは19)、その証左であろう20)。

いうなれば、｢敗戦｣日本は、｢革命｣の被験者(客分)として、その境涯に落ち

着かなければならなかったのである。米軍による占領統治と日本国憲法の制

定、東京裁判(｢勝者の裁き｣)などは、その歴史的事象といえようが、分けても、

｢対米従属｣のシンボルであり、また戦後日本の政治構造を羈束する日米安保

体制は、その たるものといえよう。

では、1930年代初頭に繰り広げられた美濃部･横田論争、ないしはその法

理論と、日米安保体制はいかなる連鎖を構成するのか。もっとも論争自体は、

敗戦以前の段階ですでに終幕を迎えていたが、ここで押さえておくべきは、

両者ともに敗戦以後もなお、戦前における法学説を手放さず、自説をほぼ̊ ̊ 修
正することがなかった、という事実である21)。その意味において、論争情況は

18) かくのごとき事態は、美濃部の理論で充分説明できることであり、その理論通りに歴史が動

いたと見ることも決して不可能ではない。おそらくは、このような魅力があるゆえに、美濃部は

いまもなお取り上げられるのであろう。それは、日本近代史において、美濃部が重要な位置

を占めている証左でもある。本稿で、美濃部に留目した次第である。

19) 宮澤俊義｢八月革命と国民主権主義｣(뺷世界文化뺸第1巻第4号、1946年5月)。宮澤八月革

命説の性格規定については、頴原善徳｢八月革命説再考のための覚書｣(뺷立命館大学人

文科学研究所紀要뺸第97号、2012年3月)が参考になる。

20) 以上の記述については、小関素明뺷日本近代主権と立憲政体構想뺸(日本評論社、2014年)
の権力原理論に示唆を得た。なお、同書に対する筆者の批評として、佐藤太久磨･吉田武

弘｢小関素明著뺷日本近代主権と立憲政体構想뺸の射程｣(뺷立命館大学人文科学研究所紀

要뺸第111号、2017年3月)も併せて参照されたい。

21) 美濃部達吉뺷法の本質뺸(日本評論社、1948年)、横田喜三郎뺷国際法の基礎理論뺸(有斐

閣、1949年)。美濃部뺷法の本質뺸については、戦前にも同名の書が公刊されていたが(1935
年)、満州国の建国を正当化した箇所は見事に削除されている。この再編集には、注意して

おいてもよいだろう。

  横田뺷国際法の基礎理論뺸に関しては、国際法上位説を展開した論争期の論文｢国際法と
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敗戦後に持ち越されたと言ってもよいであろう。以下の行論では、この些細な

事実を手がかりにして、二者の学説から安保体制に通ずるモメンタムとロジッ

クを剔出することで、美濃部･横田論争の終着とその 果てを明らかにしてみ

たい。

まずは、横田の言動を振り返っておこう。さて、横田は、国際法学者ながら

｢大東亜国際法(学)｣の話者として振る舞うことなく、敗戦を迎えることとなるが、

敗戦直後は、ポツダム宣言や日本国憲法の良き解説者として言論活動を再

開するに至る。横田の｢国際主義｣的学説は、敗戦を経ることで、ようやく日の

目を見つつあったといえようか22)。国際裁判や集団的安全保障、国際平和機

構に関する戦前･戦時期の学究成果が立て続けに公表された事実からして

も、そうした理解はあながち的外れではなかろう。

1940年代後半の横田といえば、｢世界連邦｣の語り部として多くの言葉を発

していたが23)、戦後政治との絡みで看過してならないのは、横田が日米安保

体制の理論的庇護者として言葉を紡いでいた、という点である24)。それ自体、

国際法上位説の理論的結末とでもいえようが、それにしても興味深いのは、

横田が日米安保体制の後見人として言を発するとき、意外にも、かつての論

敵であった美濃部になる主権の｢自己拘束｣説によって正当化してみせたこと

である。横田は、以下のように説明する。

第一に、〔米軍は─佐藤註〕日本との自由な協定に基いて駐在するのですが、自

由な協定は双方の自由意思によって結ばれるもの、双方がみずから進んで同意

することによって結ばれるものであります。一方が命令または強制し、他方がそ

れに服従するというものではありません。したがって、日本も日本自身の自由な

意思によって、つまり、自分自身の自由な決定によって、アメリカ軍隊の駐在を認

めるのですから、日本の独立を害するものではありません25)〔下線─佐藤〕。

国内法の論理的関係｣(1930年)が、ほぼ無修正のまま収録されている。

22) 敗戦直後の横田については、小畑郁｢日本の占領管理と｢革命｣に対する官僚法学的対応

─第二次世界大戦直後における国際法上位一元論の機能｣(뺷思想뺸第1020号、2009年4
月)、同｢降伏と占領管理の中の秩序思想─占領初期の外務省と横田喜三郎をめぐって｣

(酒井哲哉編뺷日本の外交뺸第3巻、外交思想、岩波書店、2013年)が詳しい。

23) 拙稿｢原子力時代における二つの憧憬─主権と世界政府をめぐって｣(뺷史創뺸第3号、

2013年5月)。
24) 竹中佳彦뺷日本政治史の中の知識人─自由主義と社会主義の交錯(下)뺸(木鐸社、1995

年)、拙稿｢敗戦･アメリカ･日本国憲法─戦時思想から戦後政治へ｣(林尚之･住友陽文編

著뺷立憲主義の｢危機｣とは何か뺸すずさわ書店、2015年9月)。
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米軍の駐留は、日本の主権的な自由意思として結実しているのであって、

日本の自由意思を制約するものではない、と説かれたのである。このような横

田の話法が、すぐれて美濃部的であることは、一目瞭然であろう。

美濃部自身、｢屢々主権は無制限であると謂はれて居るけれども、(中略)文
字通りの意義即ち絶対に無制限のものであるといふ意義に於いては、(中略)
誤謬であり排斥せねばならぬ。国家の意思力又は国家の権利は決して無制

限ではなく、国法及び国際法の拘束を受くるもので、唯それは国家が自ら作

成し又は承認することに依つて其の拘束力を有し、国家の意思に反して成立

するものではなく、即ち国家の自律的制限である26)｣と述べるがごとく、敗戦後

もなお、主権の｢自己拘束｣説を抛棄することはなかった27)。もっとも美濃部

は、日米安保条約締結以前の段階で、この世を去ってしまうが(1948年5月)、
なればこそ、その知性は、かつての対手であった横田によって再利用(リユー

ス)された、と解すべきであろう。

ここに、美濃部学説の残影を見て取らないわけにはいかない─美濃部学

説の呪縛とでもいうべきか28)。この意味で、日米安保体制には、横田と美濃部

の法思想が、拗れたかたちで凝集されているといえよう。後述するように、この

時分において、横田が国際法上位説を抛擲したわけではもちろんない。とす

ると、国際法上位説と主権の自己拘束説とが合成されることで、安保体制は正

当化されたと理解しておくのが妥当であろう。同体制は、国際法上位説と、主

権の自己拘束説に相通ずる｢国際主義｣によって合理化されたわけである。

やや大袈裟な表現ではあるが、それは、イェリネックとケルゼンの思想が、

日米安保体制のなかでその命脈を保っているのであって、同体制が維持され

ている以上、かれらを師と仰ぐ美濃部と横田の両者─その二つの知性が、

いまもなお健在であり続けていることを告げる証拠なのかもしれない。それゆ

えに、両者に注目することは、日米安保体制が存続する限り、有効な研究視

座として位置づけられるべきであろう。本稿で、美濃部と横田の知性に注視し

た所以である。

25) 横田喜三郎｢国家の独立とは─講和後の日本｣(뺷中学時代뺸 1951年9月号)36頁。

26) 美濃部達吉뺷新憲法の基本原理뺸(国立書院、1948年)62頁。

27) 美濃部達吉뺷日本国憲法原論뺸(有斐閣、1948年)13頁。

28) 美濃部学説と日米安保体制との関わりを展望した研究として、林尚之｢日本国憲法と美濃部

達吉の八月革命説｣(뺷人間社会学研究集録뺸第5号、2010年3月)、小路田泰直뺷日本近代

の起源─三･一一の必然を求めて뺸(敬文舎、2015年)がある。
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では、なぜ横田は美濃部の理論を用いてしまったのか。それを｢盗用｣とし

て切って捨ててしまうことは、ひどくナンセンスである。というのも、国際法秩序

と国内法秩序のあいだに｢相対的な区別｣を設定し、自説を編集し直すという

作業を、横田がみずから進めていたことに目を瞑る結果になってしまうからで

ある29)。その再成形過程は、以下の引用文が示唆するように、横田の学説が

美濃部的(通説的)に再構成されていったプロセスとして位置づけられる。

〔国際法上位説において─佐藤註〕国際法は上位を、国内法は下位を占めると

される。もつともそのために、国際法がただちに国内法上でも効力があるというの

ではない。両者の間には、相対的な区別があつて、国際法が国内法上でも効力

を有するためには、やはり、明示的または黙示的に、そのことが国内法上で認め

られることが必要であるとする。この点では、通説と同じである。ただ、通説では、

国際法と国内法が全くべつな法体系であると見るのに反して、この少数説では、

両者の区別はたんに相対的なもので、けつきよくは合して一つの法体系を形成

すると見るのである30)。

しかしもとより、こうした横田の学説修正は、必ずしも美濃部(通説)への拝跪

を意味するものではない。より精確にいえば、｢国際法が成立する前のことに

ついては、そのころには、国家の間の法律関係がなかつたように、国内法の

間の法律関係もなく、ある国でその国の国内法だけが効力を有し、他の国内

法は効力を有しないという関係は、法律上̊ ̊ ̊ ではなかつた。国際法が成立して

はじめて、法律上で、この関係が生じたのであり、この法律上の関係こそは、

国際法に基づくものにほかならない31)〔傍点─原文〕｣との記述に示されるよう

に、横田が国際法上位説を厳密なそれとして洗練してゆく過程で、美濃部的

なるものを摂取していったように思われる。

1)戦前と同じく国内法上位説を批判的に紹介したこと、2)憲法の 高法規

性を規定した日本国憲法九八条(第一項｢この憲法は、国の 高法規であつ

て、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全

部又は一部は、その効力を有しない｣、第二項｢日本国が締結した条約及び

29) 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

｣(뺷社会科学研究뺸第54巻第5号、2003年3月)89頁。

30) 横田喜三郎｢新憲法における条約と国内法との関係─国際法的考察｣(뺷日本管理法令

研究뺸第24号、1948年12月)2頁。

31) 横田喜三郎｢国際法と国内法｣(国際法学会編뺷国際法講座뺸第1巻、有斐閣、1953年)35頁。
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確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする｣)につい

て32)、国際法上位説の立場から以下のように解釈したことは、その挙証といえ

よう。

もし条約や国際法と憲法が抵触する場合には、条約や国際法が優先し、これら

を守らなくてはならないと考えられる。これらのものは、日本だけの、内部的な問

題でなく、他の諸国にも関係し、これらと共通な、日本が全体としてもつ外部的な

問題だから、たんに日本だけの内部的な問題は、これに道をゆずらなくてはなら

ないのである。実際において、もし憲法を優先させ、そのために、条約と国際法

に違反することになるならば、これらのものを｢誠実に遵守｣したとはいえない。

(中略)そうしてみれば、これ〔条約と国際法規─佐藤註〕を遵守することは、いか

なる制限も条件もなく行われねばならない33)。

では、なぜ横田は主権の自己拘束説を取り入れるに至ったのか。この点に

関しては、およそ日本国憲法の生誕と無関係ではあるまい。横田にすれば、

憲法九八条によって、横田の国際法上位説は、憲法秩序内に書き込まれたと

いってもよかろう。それがために、横田にあって、国際法上位説と憲法秩序

は、ともに保守すべき対象として位置づけられたのではなかったか。

戦前の論争において、美濃部が二つの法域に重なる領域を言語化してみ

せたように、敗戦後の横田は、国際法上位説と日本国憲法を保全するべく、

美濃部的なるものを取り込んだように思われる。とすれば、日米安保体制を肯

定するロジックは、その延長線上に位置づけられるべきであろう。換言すれ

ば、日米安全保障条約は、｢日本国が締結した条約｣として｢誠実に遵守｣され

なければならなかったのである。国際法上位説を堅持しながら、憲法秩序を

擁護しようとすれば、それは当然の帰結だったといえよう。

敢えて繰り返しておけば、日米安保体制は、横田と美濃部の｢意図せざる｣

知的協力によって合理化されたのである。歿前の美濃部が、九八条第一、二

項に関して、現行憲法よりも、条約を 高法規の一部として明記した政府原案

の方がラジカルであった、とやや消極的に評したことを思えば34)、安保体制

32) 憲法九八条については、頴原善徳｢日本国憲法の 高法規性に対する疑問｣(小路田泰

直･奥村弘･小林啓治編뺷憲法と歴史学─憲法改正論争の始まりに際して뺸ゆまに書房、

2004年)を参照。

33) 横田前掲｢新憲法における条約と国内法との関係─国際法的考察｣14〜15頁。

34) 美濃部達吉뺷新憲法概論뺸(有斐閣、1947年)47〜48頁。
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は、やはり両者の｢国際主義｣的精神によって組成されたといえそうである。

さて、美濃部と横田の関係をより明確にしておくためには、美濃部と同じく

ケルゼン批判陣営に名を連ねた、田中耕太郎の所作について触れておくこと

が有用であろう35)。田中といえば、先にも触れた大著뺷世界法の理論뺸(1931
〜34年)の著者として知られているが、ここでは、α)田中の｢国際主義｣的学説

─その書名が示すごとく─が1930年代、蓑田らによって｢国家主権否認｣

学説として批難されていたこと、β)美濃部が田中の著作に概ね肯定的であっ

たこと36)、γ)そして横田と友好的な関係にあり37)、｢世界法｣を構想する限りに

おいて、横田と同じくケルゼンの国際法上位説を参照していたことなど38)、ご

く簡単な情報を押さえておこう。敗戦後は、横田と同じように 高裁判所長官

の座に就任した人物として有名である(田中は2代目長官〈1950〜1960〉、横

田は3代目長官〈1960〜1966〉)。
本稿の関心から触れておくべきは、いわゆる｢田中コート｣で取り沙汰された

砂川事件(1955〜1957年)について、であろう。周知のように、砂川事件とは、

米軍の立川基地拡張をめぐって、拡張反対のデモ隊と警官隊が衝突、裁判

にまで発展した事件として知られている。裁判自体は、第一審に当たる東京

地方裁判所での判決(伊達判決)を経て、 高裁判所にまで持ち込まれたが、

ここでは、その過程で日米安保条約、より厳密には、米軍の駐屯が戦力の保

持を禁止した憲法九条第二項に違反するか否かが争われたことに注意して

おきたい。一審の伊達判決では、アメリカ軍の駐留は違憲との判決が下され

たが(1959年3年)、同年12月、 高裁の判決で一審判決が見事に覆され、そ

の合憲性が確定されたように、そこには、政治的にも司法的にも特筆すべき

論点が鏤められていた39)。

35) 田中によるケルゼン批判は、｢ケルゼンの純粋法学の法律哲学的意義及び価値─殊に

其の自然法否定論及び相対主義に就て｣(杉村章三郎編뺷筧教授還暦祝賀論文集뺸有斐

閣、1934年)として纏められている。その批判内容については、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뺷ハンス･ケルゼン뺸東
京大学出版会、1974年)、高橋広次｢ケルゼンの自然法観と田中耕太郎｣(長尾龍一･新正

幸･高橋広次･土屋恵一郎編뺷新ケルゼン研究뺸木鐸社、1981年)、長尾龍一｢ケルゼン伝補

遺｣(뺷ハンス･ケルゼン自伝뺸慈学社出版、2007年)などを参照した。

36) 美濃部達吉뺷法の本質뺸(日本評論社、1935年)15、24頁。戦後バージョンの뺷法の本質뺸(日
本評論社、1948年)においても、美濃部は田中を積極的に評価している(15〜16、25頁)。

37) 竹中前掲뺷日本政治史の中の知識人(上)뺸 279〜284頁。

38) 田中耕太郎｢世界平和の基本条件｣(1957年)、뺷続世界法の理論(上)뺸(有斐閣、1972年所

収)191〜192頁。
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では、｢田中コート｣において、日米安保条約と日本国憲法は、いかなる論

理によって整序されたか。結論を先取りしていえば、日米安保体制と日本国

憲法は、｢憲法九条は、わが国がその平和と安全を維持するために他国に安

全保障を求めることを、何ら禁ずるものではないのである。(中略)同条項〔九

条第二項─佐藤註〕がその保持を禁止した戦力とは、わが国がその主体とな

つてこれに指揮権、管理権を行使し得る戦力をいうものであり、結局わが国自

体の戦力を指し、外国の軍隊は、たとえそれがわが国に駐留するとしても、こ

こにいう戦力には該当しないと解すべきである40)｣(主文)という話法によって無

矛盾的なものとして説明されたのである。九条第二項によって規定される戦力

とは、日本の戦力であって、必ずしも他国(アメリカ)の戦力を意味しない、とい

う論法である。

こうした田中コートでの司法判断が、横田の所説を満足させたであろうこと

は、以下、横田自身の発言からも明らかであろう。砂川判決を検討した文章の

一節から、である。

こうして、 後の結論として、アメリカ軍隊の駐留は、どのような点から見ても、日

本の憲法に違反するものでないことが確定された。第一に、アメリカ軍隊は、憲

法第九条第二項で保持を禁止された戦力に該当しない。第二に、日本政府がア

メリカ軍隊の駐留を許容していることは、憲法の前文で、｢政府の行為によってふ

たたび戦争の惨禍が起こることのないように｣といっていることに該当しない。

高裁判所の判決がこれらのことを明らかにしたことは、もとより、正当であり、当然

である。それはたんに原審の伊達判決の誤りを正したばかりでなく、憲法の真の

意味を明白にし、確定したという意味で、いっそう重要なものである41)。

日米安保体制を憲法九条と背馳しないシステムとして解釈する点で、 高

39) 砂川裁判における田中の行動と、それを基礎づける思想原理については、布川玲子｢田中

耕太郎 高裁長官と砂川事件─司法による自然法の実践｣(同･新原昭治編著뺷砂川事

件と田中 高裁長官─米解禁文書が明らかにした日本の司法뺸日本評論社、2013年)、
同｢砂川事件と田中耕太郎 高裁長官｣(뺷愛知学院大学宗教法制研究所紀要뺸第55号、

2015年2月)を参照。なお、今日では、この判決の裏面で、アメリカと日本司法が結び付いて

いたことは、よく知られている。

40) 〔砂川判決主文〕(http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/816/055816_hanrei.pdf)2頁。裁

判所ホームページで、全文インターネット閲覧可能。

41) 横田喜三郎｢戦争放棄の限界─砂川判決を中心として｣(뺷外交時報뺸1960年3月号)16
頁。
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裁判決と横田の意想とは一致していたのである。このほか、双方にあっては、

集団的安全保障を肯定的に評価する視座も共有されていたのであって、砂川

判決主文と横田とのあいだに違いを見つけ出すことは、頗る難しい。

では、美濃部と田中とでは、どうだろうか。砂川判決に関して、田中は｢補足

意見｣として以下のようなコメントを付しているが42)、その文章からは、両者の

相関が浮かび上がってくる。

〔米軍の─佐藤註〕駐留が合憲か違憲かについて争いがあるにしても、そしてか

りにそれが違憲であるとしても、とにかく駐留という事実が現に存在する以上は、

その事実を尊重し、これに対し適当な保護の途を講ずることは、立法政策上十分

是認できるところである。

およそある事実が存在する場合に̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ 、その事実が違法なものであつても̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ 、一応そ̊ ̊ ̊
の事実を承認する前提に立つて法関係を局部的に処理する法技術的な原則が̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊
存在することは̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ 、法学上十分肯定し得るところである̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ 。違法な事実を将来に向つ

て排除することは別問題として、規定事実を尊重し法的安定性を保つのが法の̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊ ̊
建前である̊ ̊ ̊ ̊ ̊ 。それによつて、ある事実の違法性の影響が無限に波及することから

生ずる不当な結果や法秩序の混乱を回避することができるのである43)〔下線･傍

点─佐藤〕。

引用文の下線部と傍点部に明らかなように、田中は、米軍の駐留という誰

にも否定しようがない｢事実｣に刮目し、かかる｢事実｣を、｢立法政策｣｢法(技術)
的原則｣といった法律概念の圏内に誘ってみせた。こうした田中の｢補足意見｣

が、日米安保体制の維持に寄与したことは、改めて力説するまでもない。

ここでは、田中の語り方が、すぐれて美濃部的であったことに注目しておく

べきであろう。想起されるべきは、美濃部の法理論を構成していた、｢事実の

規範力｣説(イェリネック)である。｢事実そのものが人間の規範となる傾向を有

つ｣と定義される、この学説の内容は、概ね以下のように纏められる。

事実上に意思及び利益の規律として行はれて居るものは、其の規律が初には単

に実力の現はれであり、偶然の出来事であつたとしても、それが相当の期間継

42) 田中の｢補足意見｣が自身の｢世界法｣概念によって構成されていたことについては、篠田英

朗뺷集団的自衛権の思想史─憲法九条と日米安保뺸(風行社、2016年)100頁。

43) 〔砂川判決─田中耕太郎補足意見〕(http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/816/055816
_hanrei.pdf)6〜7頁。裁判所ホームページで、全文インターネット閲覧可能。
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続して行はれて居る間には、一般人の心理に於いて自らそれを正当な必ず守ら

ねばならぬ規律として意識するに至るのである。

就中国家の根本法である憲法の領域に於いては、事実の力に依り法が形成せら

るるに至ることの現象は も著しい。之を我が国の歴史に付いて見ても、天皇の

親政が廃れて、藤原氏の摂政関白政治となり、上皇又は法皇の院政となり、転じ

て武家政治となり、政権は平氏･源氏･北条氏の執権を経て足利氏の将軍政治と

なり、更に織田氏･豊臣氏を経て徳川幕府の成立を見るに至ったが如き、何れも

其の初に於いては単純な事実であつたのが、事実の力に依つて人心を支配し、

以て法を形成するに至ったのである44)。

先に摘記した田中の法的思惟の後背には、こうした美濃部─イェリネックの

｢事実の規範力｣説が伏在していたのである。すでに引用した田中と美濃部の

文章からは、かくのごとき両者の連接が読み取られるべきであろう。｢事実｣を

公理公準として仮構するその手法が、両者に共通して確認される以上、美濃

部と田中を切り離して理解することは、もはや不可能である。こと日米安保体

制を受け容れる点では、むしろ両者の近接を指摘せざるを得ない。表現をより

精緻にすれば、美濃部法学説の客観的帰結のうえに(｢意図せざる結果｣)、田

中の法政意思と解釈が接合することで、日米安保体制は確立されたのであ

る。

さらには、こうした美濃部の｢事実の規範力｣説が、法的安定性を与件とした

それであったことにも気を付けておこう。田中が司法の長として法的安定性の

保全を指向していたことは当然であるが、その弁説は、まさしく美濃部的モメ

ントによって構成されていたのである。その限りで、田中になる｢補足意見｣に

は、｢事実の規範力｣説を遵奉し、法的安定性を考慮に入れた、美濃部法理論

の亡霊を感じずにはいられない。否、そう感知しておくべきであろう。美濃部

の影は、横田のみならず、田中のロジックにも確実に落とされていたのであ

る。美濃部歿後、その学説理論は、横田と田中の言説によって現実の法政区

画の内部へ誘われた、といえよう。

以上のように、田中が美濃部と同じようにケルゼン批判の立場を維持しなが

らも、窮極的には、横田と並ぶ日米安保体制の法理的庇護者となり果てたこと

は、美濃部･横田論争が同体制のなかに畳み込まれていった一つの傍証とし

て位置づけることができる。

44) 美濃部前掲뺷法の本質뺸(1948年)149〜150頁。
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かくして、1930年代前半における美濃部･横田論争が、日米安保体制とし

て統合整序されてしまったのだとすれば、同論争の射程は限りなく広大といわ

ざるを得ない。これまで法思想史のワンシーンとして処理されてきた出来事

は、その実、時空を越えて、この歴史的現在を深く理解するための素材として

再読されなければならないのである。

おわりに　

さて、田中耕太郎個人の思想軌跡に即していえば、뺷世界法の理論뺸に代

表されるような｢思想は、戦前･戦中のこの国にみられた国家至上主義時代に

あっては、｢国家｣以外の価値の存在を予想するというかぎりにおいて、少なく

とも観念型としては“反体制”的だった｣としても、｢戦後この国が外国たるアメリ

カによる政治的･経済的支配に隷属せしめられた状況下では、国家ないし民

族を超越して物を見んとする思想は、結局この国の自主性を否定し、対米従

属化を承認すること｣に繋がってしまうのである45)。こうした理解を踏まえるの

であれば、田中の手法は、｢国際主義｣と｢対米従属｣を分かちがたく結び付け

てしまったといえよう。

この田中の事例に見られるように、米ソ東西冷戦期の当時にあって、｢国際

主義｣は、対米協調、日米安保体制として結実しやすい傾向にあったように思

われるが46)、その意味で、田中はじめ、美濃部、横田のロジックは、冷戦レ

ジームの維持、再生産に寄与したといっても過言ではない。というのも、｢二つ

の世界｣において、米ソのいずれかに与することは、それ自体、冷戦構造を支

持する向きを避けられないからである。田中がソ連共産主義に対して批判的

な文章を書き47)、横田が｢日本と同じように、自由な民主主義の国であって、

日本と友好的な関係に立ち、しかも十分な実力があって、万一の場合に、日

本を有力に援助できる国といえば、結局において、アメリカのほかにない48)｣と

45) 小林孝輔｢田中耕太郎論─わが国における典型的保守イデオローグの思想状況｣(뺷法律

時報뺸第33巻第1号、1961年1月)21頁。

46) 加藤典洋뺷戦後入門뺸(ちくま新書、2015年)572頁。なお、同書は、｢戦後｣をよりよく把握する

ための良書であり、本稿の作成に当たっても大いに参照した。

47) 田中耕太郎｢人間と人間とを結ぶもの(講和に関連して)｣(뺷声뺸第891号、1952年2月)8頁。

48) 横田喜三郎｢安全保障の概念と日米安保条約｣(뺷外交時報뺸第961号、1959年4月)6頁。
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の記述を残していたように、両者の｢国際主義｣的言説は、西側陣営の側に

立った発話だったのである。

敗戦直後、冷戦が本格化する前段階にあっては、理想主義的な｢国際主義

｣─｢世界国家｣や｢世界政府｣ ｢世界連邦｣の思想が声高に叫ばれていたが、

インターナショナリズムの精神は、冷戦構造に応答するかのように、従米主義

として落着してしまった、といえそうである。

こうした点を念頭に置けば、戦後政治史において、三者の言動が、いわゆ

る｢保守｣を後押しする機能を果たしたであろうことは、想像に難くない。好むと

好まぬとにかかわらず、また冷戦期と冷戦以後とにかかわらず、日米安保体

制の堅持が、戦後歴代の保守政権にとって重大なイシューであり続けている

ことを想起すれば、三者の位置はおのずと明らかであろう。三者の｢国際主義

｣的法理論は、｢保守｣の柱石たる対米従属を強力なものに仕立てたのであ

る。帝国日本のインターナショナリズムは、終極的に、日米安保体制として結

晶してしまったわけである。

奇妙な感覚を与えるかもしれないが、その時分において、インターナショナ

リズムの精神は、｢保守｣に回収されてしまった、といっても過言ではない。とり

わけ田中の司法判断は、｢保守｣と｢国際主義｣を法理の範疇で結び付けた実

践行動として理解されるべきであろう。インターナショナリズムは、リベラリズム

や｢革新｣とではなく、｢親米｣を掲げる｢保守｣と結合されてしまったのである。

おそらくは、美濃部･横田論争と、田中の言説から直接抽出できる論点は、

この辺りまでであろう。しかしながら、｢国際主義｣が｢保守｣へリンクされたことの

意味を、決して少なく見積もってはいけない。｢国際主義｣と｢保守｣を合成した

論理は、当事者の意図を飛び越えながら、戦後政治の構造を規定するかのご

とき効力を発揮しているように思われるからである。というのも、前々稿の冒頭

に書いたように、日本国憲法の｢改正｣を企てる政治勢力は、まさしくインター

ナショナリズムに準拠することで、その実現を企図してきたからである。もとよ

り、われわれは、再軍備を目指す復古反動型の改憲論、ナショナリズムに彩ら

れた改憲論を知らないわけではないが、特に憲法九条に対する攻撃が、｢国

際貢献｣や｢国際平和への寄与｣など、インターナショナリズムの理念によって

喚呼されてきたことを看過してはなるまい。

ここで注目しておくべきは、おおよそ、そうした｢保守｣権力による｢国際主義

｣的な改憲論にあっては、日米安保体制の廃棄が予定されていない、という点
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である。この点に関しては、現代政治社会にも当て嵌まる事柄であろう。とか

く、近年の集団的自衛権の行使容認をめぐって、アメリカの意向に沿うかたち

で、｢戦後レジームからの脱却｣推進派によって解釈改憲がなされたことは、対

米従属としての｢国際主義｣、そして改憲意思が綜合された政治史的瞬間とし

て理解することができる。

｢戦後レジームからの脱却｣を目指すのであれば、一番分かりやすい改憲

論は、憲法九条の改正を実現することで再武装を果たし(｢国防軍｣の設立)、
次いで対米自立のために日米安保を抛棄する─もしくは、両国対等の立場

で安保条約を再締結する─、というストーリーのそれである。

しかし｢戦後レジームからの脱却｣を叫びながらも、｢戦後レジーム｣の象徴

たる日米安保体制に着手することなく、憲法改正を果たそうとすれば、それ

は、｢戦後レジーム｣のさらなる強化に繋がり、いきおい｢日米同盟の強化｣とい

う目的に服属した改憲論として提唱されることとなろう。対米従属のための改

憲論として、である。

｢二つの世界｣が終焉を迎えた冷戦以後において、日米安保体制という冷

戦期の産物を引き摺りながら、対米従属を深化させているのが、昨今の政治

情況といえようか。ただし、同じ従米主義とはいえ、冷戦期とそれ以降のあり方

に、大きな差異が認められることにも留意しておかなければならない。冷戦期

にあっては、日本の主権は空間的、地理的な制約、または東西のイデオロ

ギーによる制約を課されていたのに対して、冷戦以後は、概して主権が解放

的なそれとして編成される傾向が強い。世界構造の変動とともに、｢国際主義｣

を謳うことは、主権を帝国的̊ ̊ ̊ に構成する話法になりかねないのである。その意

味で、今回の安保法制には、対米従属を通して、主権を世界へ拡張させる機

能が組み込まれていると見ても、あながち的外れではなかろう49)。

しかしそうであっても、解釈改憲ではなく、日本国憲法の文言が実際に改

正され、日米安保体制に実質的な改変が生じない限り、｢戦後｣との完全なる

訣別は、しばらく先送りにされそうな情況である。｢戦後｣を終わらせるべく、憲

法改正を企図する勢力は、｢戦後｣の牙城を崩せず、多くのエクスキューズを

発信することで、｢改憲のための改憲｣へと舵を切っているようにも見受けられ

るが、それは逆説的にも、日本国憲法体制と日米安保体制という二つのシン

ボリックな｢戦後｣システムが有効に機能していることの証左でもある。

49) 拙稿前掲｢敗戦･アメリカ･日本国憲法─戦時思想から戦後政治へ｣149〜150頁。
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そうしたシステムを生み出したのが、本稿で取り上げた美濃部、横田、田中

の三者であったことを忘れてはならない。美濃部学説を自説の内部に取り込

んだ横田と田中の思惟は、冷戦期において、二つの体制が相互に矛盾しな

いような解釈を与えた限りで、両システムの均衡を保全するようなそれであっ

たように思われる50)─はたして、その均衡が崩されるかどうか。｢戦後レジー

ムからの脱却｣推進派は、三者のロジックを書き替えられるかどうか。その当否

は、もはや実際政治の場面で占われるよりほかないであろう─。

ただいずれにせよ、三者の知性が、｢戦後｣を構成する象徴的なそれであっ

たことに変わりはない。その意味において、｢戦後｣を一面で形作った美濃部、

横田、田中の学説に注目すること、そしてその始原とでもいうべき戦前の美濃

部･横田論争に留目することは、｢戦後｣を全面的に解剖するための予備的作

業にほかならないのである。
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<국문요지>
본고에서는 미노베 다쓰키치(美濃部達吉)(헌법학)와 요코타 기사부로(横田喜三郎)

(국제법학)의 논쟁의 사정(射程)을 명확히 하고자 한 것으로, 전시기(戦時期) 일본의 

사상과 전후 정치의 구조에 접근하고자 하였다. 본고의 분석을 통하여 다음을 명확

히 하였다. (1) 대동아공영권(大東亜共栄圏) 사상이 미노베(美濃部)와 요코타(横田)의 

학설에 의해 지지 받았던 점. 그것은 양측이 의도한 결과가 아니었지만, 역설적으로 

2명의 이론(理論)이 전시사상(戦時思想)에 힌트를 준 점. (2) 패전 후에 옐리네크와 

켈젠에 영향을 받았고 미노베와 요코타의 지성(知性)이 전후에 있어 미일안보체제

(日米安保体制)를 정당화하는 논리가 되었던 점. (3) 헌법개정사의 문맥에 있어서 국

제주의를 성립시키는 계기로서 기능한 점. 그 때문에 국제주의와 국제평화주의를 보

장할 수 없는 가능성이 있는 점.

주제어: 주권, 인터내셔널리즘, 미노베 다쓰키치(美濃部達吉), 요코타 기사부로(横田喜三郎), 
다타카 고타로(田中耕太郎), 사상의 ‘하부구조’(思想の下部構造), 대동아공영권(大
東亜共栄圏), 대동아전쟁(大東亜戦争), 패전(敗戦), 미일안보체제(日米安保体制),  일
본국헌법(日本国憲法)


