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　「歴史的過去の客観的な再構成は、現代的綜合の媒介を必至とするのであり、かく

て、『歴史を逆に読む』遡行的方法《méthode régressive》にまで、歴史学の論理は

水準を高めて行く。」１

　目　　　次

序

第１章　戦後第二世代の憲法学と高橋史学（１）――樋口陽一

第２章　戦後第二世代の憲法学と高橋史学（２）――杉原泰雄

第３章　「停滞」の時代

結びにかえて――「再発見」、そして

序

　樋口陽一は、敗戦によって自由を回復した戦後社会科学のなかで経済史学が

占めていた地位を「諸学の王」と形容したことがある２。戦後の経済史学は、

「『前近代的な』日本社会において、近代的な主体としての個人を確立するため

の条件を、西欧経済史のなかに探る」という課題を自らに課していたがゆえ

に、「長らく戦後社会科学の輝ける旗手」となってきた３。この歴史学の一部

門から受けた影響の大きさについて言えば、憲法学は他の領野に勝るとも劣ら

ない。たとえば、戦後日本の憲法学はとりわけ主権論において高度な理論の精

緻化を成し遂げたが、その達成は、フランス革命史・経済史研究を旺盛に自身

の理論体系内に取り入れ、それらから抽出された主権原理を準拠点として日本

論　説
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国憲法の諸規定を比較憲法史の視座から解釈したふたりの巨匠、樋口と杉原泰

雄によるところが大きい。両者を含む屈指の論客が顔を揃えた1970年の日本

公法学会４を頂点に、今日にいたるまでわが国の主権論の地平を規定してきた

「1970年代主権論争」（「杉原-樋口論争」）が交わされ、国民主権論の基本的な

解釈図式が定着した。その結果、戦後憲法学の言説空間では、歴史学の諸領域

のうちフランス革命史・経済史のナラティヴが選択的に援用され、現行憲法の

基本原理のひとつ「国民主権」５を読み解く際の指針となってきた。

　もっとも、憲法学の基礎理論と経済史学との密接な結びつきは1970年代中

頃からしだいに低調となり、経済史学を含む歴史学全般との隔たりは拡大して

いく。それと軌を一にして、主権論や経済的自由権をめぐる憲法史研究は、い

くつかの重要な例外があるとはいえ、長期の「停滞」６に直面することになっ

た。

　こうして見ると、憲法学と経済史学の接触は1970年前後にピークを迎え、

それ以降衰退したとさしあたり要約できそうだが、個別のトピックを超えて学

術的な交流史を俯瞰する研究は、管見の限り見当たらない。しかし、病を治療

するためには病理それ自体について知ることから始めなければならないように７、

現在の停滞状況を脱してふたつの学問分野のあいだに活発なコミュニケイショ

ンが行われる条件を探るためには、戦後憲法学がいかに経済史と切り結んだ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

か
0

、あるいは行き違いに終わったか
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

についての全体像を把握する作業がまず

は必要となろう８。

　そのための準備作業として、本稿ではいわば「戦後憲法学に現れた経済史

学」を素描したい。具体的には、第１章及び第２章において、経済史学の成果

を積極的に摂取した戦後第二世代を代表する憲法学者である樋口と杉原が、西

洋史学の泰斗、高橋幸八郎のフランス革命史研究をいかに受容あるいは批判し

たかについて、その共通点と相違点を検討する。続いて第３章では、高橋と大

塚久雄に学んだ経済史家、岡田与好の1969年の論文９をきっかけとして、

「1970年代主権論争」とほぼ時を同じくして主に『社会科学の方法』誌上で繰
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り広げられた「営業の自由論争」（「岡田-渡辺論争」、「法学＝経済学論争」10）

と、岡田の所説を逡巡の末に引き受けた樋口による「ルソー＝ジャコバン型」

（「ルソー＝一般意思」）モデルの提示とを具体例に、経済史学と憲法学の双方

から学際的な問題提起がなされたにもかかわらず、両学問分野のあいだの距離

が広がっていった様を描写する。最後に、こうした潮流に転換をもたらす可能

性を含む近年の研究動向として、樋口の高弟、石川健治による経済史学の「再

発見」及び、1990年代以降の憲法学への「ナラトロジー（物語り論）」の導入

を採りあげる。筆者の経済史学への無知のために、専門家なら犯さないような

初歩的なミスを犯すことも多いかと思われるが、忌憚のないご批判を賜りた

い。

１　高橋幸八郎『近代社会成立史論――欧州経済史研究』、日本評論社、1947年、

８頁（引用にさいしては、仮名遣いは原文のテクストのとおりとしたが、原則

として旧漢字は新漢字に改めた。以下同様）。

２　樋口陽一『憲法という作為――「人」と「市民」の連関と緊張』、岩波書店、

2009年、202頁。

３　石川健治「営業の自由とその規制」（大石眞・石川健治編『憲法の争点』、有斐閣、

2008年）、148頁。次の指摘も参照。「比較経済史学の学問的成果は、封建制社

会から資本主義社会への移行プロセスの科学的分析、そしてそれをふまえた上

でのその先の体制変革問題までを射程に含めて、当時［1970年前後］の社会科

学水準に照らして、当時の社会現実についての最も説得力のある説明図式であっ

た。」山元一「〈「自由の共和国」〉の憲法思想――『70年代主権論争』、そしてそ

の後」（石川健治編『学問／政治／憲法――連環と緊張』、岩波書店、2014年）、

99-100頁（［ ］内は、断りがない限り阪本による。以下同様）。戦後経済史学へ

の憲法学サイドからの評価として、愛敬浩二「『法の支配』再考――憲法学の観

点から」社会科学研究第56巻第５・６号、2005年３月、10-11頁も参照。

４　樋口や杉原らの報告やそれらを受けて行われた討論の模様については、公法

研究第33号、1971年10月、17-71頁を参照。
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５　ただし、「国民主権」、「人権尊重」、「平和主義」を現行憲法の基本原理として

列挙する場合、それらが大日本帝国憲法との通時的な比較から浮かび上がる「日

本憲法史的視点に立つもの」であることに、注意する必要がある。共時的な比

較から抽出される「比較憲法的な視点を取り入れた」日本国憲法の特徴的な要

素は、それが「第一次世界大戦後のヨーロッパ大陸諸国の新憲法とアメリカ型『法

の支配』との混成憲法」であること、具体的には、「半直接民主制」、「『合理化

された』議院内閣制」、「アメリカ型『法の支配』」の三要素を採用したことに存

する。大石眞『憲法講義Ⅰ［第３版］』、有斐閣、2014年、59-61頁。

６　田村理『フランス革命と財産権――財産権の「神聖不可侵」と自然権思想』、

創文社、1997年、６頁；辻村みよ子「国民主権――国民主権論の『停滞』は必

然か」（辻村みよ子・長谷部恭男編『憲法理論の再創造』、日本評論社、2011年）、

109、122頁を参照。後者において、わが国を代表する市民主権論者は、「国民

主権論とその点検作業はともに『停滞』しているようにみえる」という現状認

識を示しつつ、改憲が具体的な政治日程に上りつつある今日の動向からすれば、

憲法改正限界論や憲法制定権力論の検討が不可避である以上、「主権論の『停滞』

や主権不要論の言説に安住している余裕はない」と説いている。

７　こうした筆者の見解は、学問的認識と実践との関係についての丸山眞男の理

解に負うところが大きい。丸山眞男「『現代政治の思想と行動』英語版への著者

序文」（『丸山眞男集』第12巻、岩波書店、1996年）、41-51頁；同「歴史意識・

政治意識・倫理意識――早稲田大学丸山眞男自主ゼミナールの記録 第１回」（丸

山眞男手帖の会編『丸山眞男話文集』２、みすず書房、2008年）、232-235頁を

参照。

８　山元一は言う、「戦後日本社会という文脈のなかで、憲法学において、［…］『比

較国制』論アプローチがなぜ登場したのか、そこにどのような意義があり、ど

のように評価されるべきかは、戦後日本憲法学説史研究にとっての核心的問題

を構成している」。「憲法解釈と比較法」公法研究第66号、2004年10月、110頁。

これらの疑問に答えるためには、憲法学と経済史学との（時には誤解や錯綜を

含む）交流史を追跡することが不可欠だろう。

９　岡田与好「『営業の自由』と、『独占』および『団結』」（東京大学社会科学研

究所編『基本的人権５ 各論Ⅱ』、東京大学出版会、1969年）、129-154頁（岡田

与好『独占と営業の自由――ひとつの論争的研究』、木鐸社、1975年、31-65頁

に再録）。
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10　経済学者による法学界への問題提起である点を重視した堀部政男が最初に用

いた呼称である。「法学＝経済学論争（Ⅰ）――『営業の自由』の概念をめぐっ

て」社会科学の方法第４巻第１号、1971年１月、28頁。ただし、樋口のように

この論争の諸論点を経済学と憲法学という「二つの学問の『性格』や『問題意識』

やまして『縄ばり』のちがいに還元して対立点を『整理』」することには批判的

な論者もいる。樋口陽一『何を読みとるか――憲法と歴史』、東京大学出版会、

1992年、146頁。

第１章　戦後第二世代の憲法学と高橋史学（１）――樋口陽一

　本章と次章とで扱うのは、戦時中、京城帝国大学法文学部のスタッフのひと

りとして、同僚たちと「近代市民革命の歴史的分析に異常な熱意を以て討議を

分かち合」11い、その成果を戦後『近代社会成立史論』（1947年）に結実させ

て日本歴史学の新たな出発点を画した高橋幸八郎12と、この「西洋経済史にお

ける講座派理論の継承者あるいは西洋経済史による講座派理論の補強者」13と

向き合いつつ自身の学問体系を築いていった、戦後第二世代を代表するふたり

の憲法学者、樋口陽一と杉原泰雄である。戦後第二世代とは、天皇機関説事件

（1935年）を経て学問的には不遇だったが徴兵されることはなかった宮澤俊

義・清宮四郎ら「オールド・リベラリスト」14と、学徒出陣を強いられるなど

否応なしに戦争に翻弄されて、敗戦後に「『戦後』的価値へのコミットメント

を明らかにして登場し、敢然とこれを擁護」した芦部信喜・小林直樹ら戦後第

一世代に続く世代を指す。彼らが研究者として歩みを始めた段階では、「戦後

的価値の自明性は疑われて」いたがゆえに、この世代は「戦後社会科学がその

客観性を担保した『ものさし』」を武器として、「日本国憲法そのものに［…］

内在する価値体系どうしの対立・衝突を主題化」した15。それでは、経済史学、

とりわけ高橋史学をともに「ものさし」とした樋口と杉原のあいだには、その

受容の仕方にいかなる相違があったのか。
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　樋口は、生前の高橋と親密な交流をもっていた。「学部学生のころから、あ

の『近代社会成立史論』『市民社会の構造』の魅力的な文体と論理を愛読して

きた［…］。パリや東京や仙台の旗亭で、先生のお人柄に直接ふれるものの

『周縁』に加えていただく幸運に恵まれた［…］。」16 この敬愛の情に満ちた書き

ぶりからもうかがえるように、高橋史学の影響は、樋口憲法学の理論形成に色

濃く反映されている――樋口自身、初期の代表作『近代立憲主義と現代国家』

（1973年）において、「市民革命についての筆者の理解は、基本的に、フラン

ス革命史を中心とする高橋幸八郎氏の一連の業績（参照、『市民革命の構造』

1950年、『近代社会成立史論』1953年、いずれもお
〔ママ〕

茶の水書房）に負うてい

る」17と明言している。そこで、当時の樋口の比較憲法研究の分析の枠組みが

いかなる点で高橋の業績に負っているのかを、具体的に検討してみよう。

　よく知られているように、高橋は、「産業的中産者層」の成立の有無を基準

に、「厳密な意味での歴史的範疇」としての「近代社会の経済構造たる資本主

義」を「貨幣経済一般」から峻別する。「西ヨーロッパ＝アメリカ近代資本主

義――近代社会、近代文明の物質的基礎の特質」は、「自由な［人間の人格的

自立を前提とする］労働を地盤とする合理的な資本制生産の組織」にあり、

「かやうな、自由な労働の合理的組織をもつ市民的経営的な資本主義を土壌と

してのみ、この場合にのみ、近代社会は歴史的に成立しうる」18。

　そして、近代社会を成立せしめる「市民革命」は、社会勢力の対抗図式とし

ては、封建的土地貴族と上層市民＝前期的資本［商業資本及び高利貸附資本］

家層との結合において「上から」資本主義的推転を遂行してゆこうとする勢力

と、産業ブルジョアジーの当時における具体的な存在形態としての中小生産者

層＝農民層を地盤として「下から」これを遂行してゆこうとする勢力との国家

権力をめぐる闘争として把握される19。つまり、前者は「封建的土地所有者＝

前期資本家層の把握のもとに『上から』遂行される封建社会の近代商品生産社

会転化への展望」をもって、後者は「独立自営農民層＝産業的中産者層の主導

に於ける近代商品生産社会［市民社会］への展望」をもって、ともに資本主義



－　　－19

戦後憲法学と経済史学（阪本　尚文）

化を目指す。だが、西洋古代・中世社会や東洋社会にも見られる「貨幣経済」

一般と質的に区別された資本主義社会を実現するのは、「社会的生産力の近代

的形態」である産業資本を胚胎する後者のみである20。

　上記の一般的な見取り図のもと、高橋は「ブ
〔 マ マ 〕

ルジュワ民主主義革命」の典型

であるフランス革命を、「この対向的両体系の云はば社会的結集力が政治過程

に於いて『古典的』に決済を遂げる歴史」と理解する。そのクライマックスを

飾るのが、モンターニュ派による独裁である。「それ［産業中産層を中核体と

して農村を広汎な母胎に展開される『国民的生産』体系］がとどめ難く『下か

ら』自己発展を遂げて来る場合には、それは反封建的国民運動としての歴史的

形態をとるに至り、1793-94年のモンタニヤールの強力支配＝『社会革命』に

於いての如く、封建的＝前期的諸規定と全面的・機構的に対向し、それの完き

掃除の上に近代的諸範疇・諸関係をひろく国民的規模に於いて措定する。」「ま

さに93年の『社会』革命＝ジヤコバンの小市民的『独裁』は、『上層市民』＝

『始めフゥイヤン党の、次いでジロンド党の堅固な支柱』（ルフェヴル）の『自

由』を解放するどころか、逆に集中的な『権力』によつてのみこれを圧服し、

その封建寡頭的な全機構を根柢から清掃し去ることによつてのみ、始めて『自

由』を全国民的基礎の上に据置し、かくて近代社会への創造的課題を果し終へ

たのであつた。ここに、近代市民社会の『人権の宣言』は真実の意味での『ア

ンシヤン・レジームの死
アクト・ドウ・デセ

亡証書』（オーラル）として本来の歴史的意志を発現

する。」21 このように、「封建制度、絶対主義を根柢から排除した1793-4年の革

命的強力支配＝ジャコバンの独裁政治」は、後者の体系が前者の体系を「圧

服」するプロセスで起きた、「ブルジュワ的発展のための必須の通過点」と解

されるのである22。

　同時に、「地主型の道」対「農民型の道」という「近代的進化」の対抗関係

は、一般的な憲法の類型にも応用される。つまり、両体系の対立は、憲法典に

「表現」ないし「法制化」され、「プロシャ型の絶対主義的な所謂外見的立憲君

主主義Scheinkonstituionalismusに帰着する憲法」と「西ヨーロッパ型の民
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主主義的・自由主義的な憲法」の基礎に横たわっている、と説明される23。

　以上、われわれは、近代資本主義の歴史的特異性を強調した上で、前期的商

業ブルジョアジーと近代的産業ブルジョアジーの対抗関係――正確には、後者

と下層民衆との連合と前者と封建的土地貴族との連合の対抗関係――として

「市民革命」を把握するとともに、諸憲法をその対抗関係の「表現」とみなし

て類別化する高橋のシェーマを概観してきた。この図式は忠実に樋口に継承さ

れ、フランス革命期の諸憲法を手始めにフランス、ドイツなどの憲法制定を、

「上からの近代化」と「下からの革命」のふたつの路線の衝突の帰結として理

解する彼の憲法類型論を強く規定することになる。そのことは、『比較憲法』

（1977年）のなかの次の記述を見るだけでも明らかであろう。「それぞれの国

の近代市民革命のありかたによって、それぞれの近代国家の型が、したがって

近代立憲主義の型が、基本的に方向づけられる。『下からの革命』、すなわち、

独立生産者のなかから自主的に成長しようとする産業資本の萌芽によって担わ

れた市民革命（イギリス、フランス）には、自由主義的立憲主義が対応し、

『上からの改革』、すなわち、特権と結びついた前期的資本が先進資本主義国の

国際的外圧のもとで産業資本に転化するかたちでの近代化（ドイツ）には、外

見的立憲主義が対応する。」「フランスの市民革命期の憲法は、旧体制とはっき

り断続したかたちをとりながら、また、理論的、体系的な定式化をともなった

ものとしてあらわれた［…］。『近代市民革命と憲法』を論ずる際にフランスを

座標の中心におくのは、もうひとつの重要な理由がある。フランスでは、市民

革命そのものが、『上からの改革』と『下からの革命』という二つの路線が典

型的に激突しあう過程として展開し、それぞれに対応する1791年憲法と1793

年憲法を生み落したからである。そして、そこでは、国際的に比較すれば『下

からの革命』（＝イギリス、フランス）と『上からの改革』（＝ドイツ）という

二大類型の対比をめぐる問題性が、凝集的にあらわれてくるからである。」24

　ここでわれわれは、樋口が高橋に倣って、産業資本の有無によって近代社会

をそれ以外の社会と質的に
0 0 0

弁別している点に留意しなければならない25。「市
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民革命によってその道がきりひらかれることになる市民社会とは、商品経済一

般、営利活動一般という意味で『資本主義』一般ではなく、特殊な資本形態＝

産業資本が要求する特殊近代的な生産様式としての近代資本主義を、土台とす

る社会であったはずである［…］。」26 それゆえ樋口にとっても、「市民革命」の

担い手の「ブルジョア」という概念は、「所有財貨の量から見て金持ちである

かどうかという数量的・没歴史的な見方」からではなく、「質的・歴史的な観

点」で捉えなければならないものである。フランス革命の場合、「上からの改

革」の担い手は「大
グラン

ブルジョア」であり、彼らは「旧体制のもとですでに特権

的な存在」であった。この「大
グラン

ブルジョア」は、いかに裕福であろうとも、産

業資本への「上からの転化」を遂げようとする前期的資本であった限り、どこ

までいっても「市民革命」の「本来の担い手」とはなりえない。これにたいし

て、「小
プチ

ブルジョア」こそが、所有財貨の量が乏しくとも「下からの」自生的

生長を遂げてくる産業資本の萌芽を含むがゆえに、旧体制の諸特権を徹底的に

排除することによって「市民革命」の課題を徹底的に追求するのである。

　「市民革命」を近代的産業ブルジョアジーが前期的商業ブルジョアジーを圧

倒するプロセスとして描く上述の構図は、革命期フランスの諸憲法にたいする

樋口の特異な理解に直結する。従来、国王と制限選挙によって選出される議会

を代表機関と位置づけ、下層民衆の政治参加を排除した1791年憲法が正統ブ

ルジョア憲法のモデルと目される一方、直接民主制的制度や男子普通選挙制な

どが採用されたことで知られる1793年憲法はそのときどきの社会関係のなか

で現状変革を求める勢力のシンボルとされてきた。しかし、樋口の見るとこ

ろ、こうした理解は「19世紀以降の、成立しおわった『市
ブルジョア

民社会』でどんな

勢力によってシンボルとして活用されるかという問題」に過ぎないのである。

当時の樋口のフランス革命理解の最大の特徴は、モンターニュ派による独裁を
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

「市民革命」の課題を徹底的に追求するものであったとみなし
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

、「二つの憲法

が、『市
ブルジョア

民社会』をこれからつくり出そうとする近代市
ブルジョア

民革命の過程そのもの

のなかで、それぞれひとつの歴史的存在としてどのような意味をもつもので
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あったか」という次元で、1793年憲法を、典型的な西ヨーロッパ型のブルジョ

ア憲法と、1791年憲法を、「上からの改革」により近代化に対応しようとした

プロイセン型の寡頭制的・地主制的な憲法と位置づけた点に存する27。それは

産業資本による前期的資本の「圧服」という高橋の基本的枠組みそのものを憲

法類型論に応用した結果であった28。

11　高橋『近代社会成立史論』、18頁。なお、福島大学附属図書館の閉架書庫に所

蔵されている同書（登録番号2155646）には「舞出長五郎先生 高橋幸八郎」と

記されており、東京帝国大学経済学部を「根本的に［…］瓦解」（丸山眞男・福

田歓一編『聞き書 南原繁回顧録』、東京大学出版会、1989年、212頁（南原発言）。

田中耕太郎・末川博・我妻栄・大内兵衛・宮沢俊義『大学の自治』、朝日新聞社、

1963年、161-183頁も参照）へと追いやった1939年のいわゆる「平賀粛学」の

さなかと敗戦直後との二度にわたって東大経済学部長を務めた経済学者、舞出

長五郎にたいして、高橋が献本したものであることがわかる。舞出の五女、道

子の夫であり、わが国の経営学者としては最も早い時期に人間関係論及び行動

科学的組織論の研究に取り組んだ元福島大学経済学部教授、三宅晧士の寄贈本

のうちの一冊である。また、高橋は同書を大塚久雄にも献本している。福島大

学附属図書館・大塚久雄文庫所蔵本（登録番号199071521）には「不断の御指

導と御鞭撻とを賜りし 大塚久雄先生 高橋幸八郎」とあり、多くの頁には大塚に

よる傍線と書き込みが見られる。

12　高橋幸八郎（本名：八郎右衛門）は1912年福井県生まれ。1935年に東京帝国

大学文学部西洋史学科を卒業した後、東大経済学部で大塚久雄を中心に組織さ

れていた比較土地制度研究会に加わり、フランス経済史研究に本格的に着手し

た。1941年に京城帝国大学に赴任し、敗戦とともに帰国した後は、東大の社会

科学研究所に勤務している。『近代社会成立史論』は、1940年に発表された「所

謂農奴解放に就いて」など、戦前及び戦中の厳しい状況下で書かれた５篇の論

文から成る。高橋の生涯及び史学史上の位置づけについては、 遅塚忠躬「高橋幸

八郎」（今谷明・大濱徹也・尾形勇・樺山紘一編『20世紀の歴史家たち（１）―

―日本編（上）』、刀水書房、1997年）、245-258頁；小田中直樹『歴史学のアポ
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リア――ヨーロッパ近代社会史再読』、山川出版社、2002年、12-33、79-94頁；

二宮宏之「高橋幸八郎先生を悼む」（福井憲彦・林田伸一・工藤光一編『二宮宏

之著作集』第５巻、岩波書店、2011年）、321-325頁を参照。

13　遅塚「高橋幸八郎」、248頁。

14　「オールド・リベラリスト」をめぐる世代間闘争については、簡略化されすぎ

ているきらいがあるものの、丸山眞男の回想が参考になる。1931年の満州事変

以降の「反動化が急速に進む時代」に青年期を過ごし、30代前半までに徴兵さ

れた丸山ら「一兵卒として赤紙をもらう」世代＝「戦中派」は、すでに社会の

中核を担う「絶対に召集状がこない」年齢に達していながら戦争を阻止しえな

かった和辻哲郎、安倍能成、田中耕太郎、南原繁ら「オールド・リベラリスト」

にたいして、「戦争によって青春を踏みにじられた」という「被害者意識」を抱

いていた。それゆえ「戦中派」は、いくつもの「専門分野や職業のちがいをこ

えて新しい知性の建設をめざすいろいろな集団」（丸山眞男「近代日本の知識人」

（『丸山眞男集』第10巻）、256頁）を組織し、「知識人の再出発」を目指した、と

いう。そのうちのひとつが、政治学者の中村哲、経済学者の内田義彦や大塚久雄、

地理学者の飯塚浩二、作家の杉浦明平と野間宏などの他、東大法学部からも川

島武宜、団藤重光、丸山眞男、辻清明、佐藤功らが参加して1945年10月に結成

された青年文化会議である。この「30歳そこそこの、多かれ少なかれ被害者意

識と世代論的発想とを共有した知識人の結集」（同「近代的思惟 後記」（『丸山眞

男集』第３巻）、５頁）の議長となった川島を中心に格調高い設立「宣言」が起

草され、『大学新聞』第51号（1946年２月11日号）の３面に掲載された（戦時

統制のため、全国の大学の学生新聞は、昭和19年７月から昭和21年４月まで、『大

学新聞』紙に統合されていた）が、そこには次のような一節が含まれる。「我国

の自由主義者は、明治維新以来の自由民権運動を継承育成することなく、封建

的なものを克服し得ず、 剰へ、軍国主義に屈服さへするに到つた［。］之に鑑み吾々

は自ら反省すると共に、かゝる一切の旧き自由主義者との袂別を宣し、茲に新

なる民主主義建設の軌道を拓かんとする」『京都大学新聞縮刷版』第３巻、京都

大学新聞社、1969年、73頁。この宣言文は、川島の師、我妻栄を激怒させた

という。丸山眞男「『加藤周一著作集』をめぐって――Ｗ氏との対談」（東京女

子大学丸山眞男文庫編『丸山眞男集 別集』第３巻、岩波書店、2015年）、257-

263頁；丸山眞男「聞き書き 庶民大学三島教室」（丸山眞男手帖の会編『丸山眞

男話文集』１）、148-150頁；丸山眞男「『文明論之概略』を読む」（『丸山眞男集』
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第13巻）、36-37頁；松沢弘陽・植手通有編『丸山眞男回顧談』下、岩波書店、

2006年、26-27、306頁；丸山眞男「同人結成のころのこぼれ話」（『丸山眞男集』

第15巻）、168-169頁を参照。青年文化会議については、竹本洋「『青年文化会議』

の設立と内田義彦」経済学論究第63巻第３号、2009年12月、709-733頁；同「内

田義彦と『青年文化会議』の啓蒙活動」大阪経大論集第61巻第１号、2010年５

月、９-33頁；塩原光「終戦直後における『学問の民主化』と丸山眞男――青年

文化会議の民衆教育活動を手がかりに」比較社会文化研究第35号、2014年２月、

27-40頁も参照。

15　石川健治「アプレ・ゲール、アヴァン・ゲール――コードしての『戦後』」（辻

村・長谷部編『憲法理論の再創造』）、５-７頁。次の指摘も参照。「樋口も杉原も

敗戦時には主体的な社会学的営為の主体となりうる年齢には達しておらず（そ

れぞれ、11歳と15歳）、所与として成立していた戦後日本国憲法体制の定着化に

深くコミットしながらも、単純に、自由主義・民主主義・平和主義の到達点と

して日本国憲法典を手放しで賞賛することはおよそ考えられず、社会科学にとっ

ての客観的な認識の対象として一旦突き放した上で、それを再定位する必要が

あった。そこで用意されたのが、類型論的観点から捉えられた憲法史における

発展の歪み（樋口における『特殊日本的性質』を帯びた社会状況における近代

立憲主義の現代的意義の強調）ないし遅れ（杉原における自前の市民革命を経

過していないことによる市民憲法の成果の未定着）であった。」山元「〈「自由の

共和国」〉の憲法思想」、100頁。

16　樋口『何を読みとるか』、152頁。

17　樋口陽一『近代立憲主義と現代国家』、勁草書房、1973年、140頁。同『比較憲法』、

青林書院、1977年、47-48、97頁も参照。なお、「市民革命」及び「資本主義」

の理解につき、樋口は高橋に加え大塚久雄からも影響を受けたことを明言して

いるが（註25も参照）、その具体的内容については、筆者の能力及び紙幅の都合

から立ち入ることができない。また、山元一は、樋口と杉原の理論的分岐を、「大

塚史学が提出した『前期的資本』論に立脚する議論」であったか否かに求めて

いるが（「〈「自由の共和国」〉の憲法思想」、105-106頁）、この論点についても同

様である。読者の寛恕を請いたい。

18　高橋『近代社会成立史論』、10-12、151頁（原文の傍点等の強調は原則とし

て省略した。以下同様。［ ］は原文）。

19　高橋幸八郎『市民革命の構造』、御茶の水書房、1950年、１-54頁；同『市民
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革命の構造［増補版］』、御茶の水書房、1966年、1-44頁；杉原泰雄「憲法学よ

りみた『市民革命の構造』（上）――高橋幸八郎教授の見解に関連して」、社会科

学の方法第４巻第２号、1971年２月、13頁；同『国民主権の研究――フランス

革命における国民主権の成立と構造』、岩波書店、1971年、54-55頁を参照。ち

なみに、大塚文庫には高橋『市民革命の構造』の第１版（登録番号199058132）

と増補版（登録番号199070846）とが所蔵されている。いずれもが高橋から献

本されたものである。前者には「大塚久雄様 恵存 高橋幸八郎」と記されている。

多くの頁には大塚による傍線に加えて書き込みも見られ、その内容には高橋に

たいして批判的なものも含まれる。後者には「大塚久雄様 恵存 1966-11.28 高

橋幸八郎」とあるものの、傍線や書き込みは見られない。

20　高橋『近代社会成立史論』、180頁（［ ］は原文）；同『市民革命の構造［増補

版］』、24頁。

21　高橋『近代社会成立史論』、180、216、225頁。

22　高橋『市民革命の構造［増補版］』、16-17頁。同「営業の自由」（東京大学社

会科学研究所編『基本的人権５』）、115頁も参照。

23　高橋『近代社会成立史論』、180-182頁；同『市民革命の構造［増補版］』、26-27頁。

こうした高橋の所説は、のちに柴田三千雄や井上幸治らの批判に晒されること

になる。わが国におけるフランス革命史研究の展開につき、さしあたり、辻村

みよ子「ブルジョワ革命と憲法」（杉原泰雄編『講座・憲法学の基礎５――市民

憲法史』、勁草書房、1988年）、７-14頁 ; 松浦義弘「フランス革命史研究の現状」（山

崎耕一・松浦義弘編『フランス革命史の現在』、山川出版社、2013年）、８-11頁

を参照。

24　樋口『比較憲法』、40、44-45頁。同『近代立憲主義と現代国家』、136頁；同

『憲法 近代知の復権へ』、東京大学出版会、2002年、154頁も参照。

25　樋口は言う、「私にとって魅力があったのは、マルクスとウェーバーの間の緊

張関係の中にみずからを位置づけて歴史を解読し構成しようとする、先学たち

であった。

　　戦後解放の課題を、西欧での前近代から近代への移行期の解明を通して追求

しようとする、大塚久雄と高橋幸八郎の業績が、まずそうであった。近代社会

の基盤としての近代資本主義が、人類の歴史とともに古いさまざまの営利活動

――マルクスとともにいえば『ノアの大洪水以前の資本主義』、ウェーバーによ

れば Pariakapitalismus――の量的拡大でなく、それと質的に断絶したものであ
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第２章　戦後第二世代の憲法学と高橋史学（２）――杉原泰雄

　次に樋口最大の論敵であった杉原について見てみよう。1960年代以降、い

わゆる「55年体制」が安定化するなかで、国政選挙に際して野党第一党の日

本社会党は政権奪取をはじめから放棄しており、首相は与党内の派閥の力学で

決まる、という政治の風景がこの国には定着していく。「権力の座になれて、

り、以前の権力寄生的な経済活動との対決・闘争によってこそもたらされたのだ、

という認識である。そのような認識は、私の近代憲法理解の出発点を規定した。」

樋口『憲法という作為』、202頁。同旨、樋口『比較憲法』、38-39頁。樋口は、

高橋史学の特徴を、「特殊に近代的な資本主義」と「人間の営利活動一般」から

峻別した点に繰り返し求めている。樋口陽一『自由と国家――いま「憲法」の

もつ意味』、岩波書店、1989年、112-113頁；同『何を読みとるか』、154-155

頁も参照。

26　樋口『比較憲法』、71-72頁。

27　同上、69頁。

28　樋口『近代立憲主義と現代国家』、141頁。松井茂記「国民主権原理と憲法学」

（山之内靖・村上淳一・二宮宏之・佐々木毅・塩沢由典・杉上光信・姜尚中・須

藤修編『岩波講座 社会科学の方法第Ⅳ巻――社会変動のなかの法』、岩波書店、

1993年）、10-11頁；石川健治「プープル主権とコミューンの自治の間」（長谷

部恭男編『憲法本41――改憲・護憲をいうまえに学んでおくべきこと』、平凡

社、2001年）、144-145頁も参照。なお、石川は、ここで述べた1791年憲法及

び1793年憲法の整理を高橋の両憲法にたいする理解の特徴として説明している。

だが、それは、樋口の両憲法理解の特徴を高橋のものに逆照射して叙述したも

のと評すべきではないか。杉原も指摘しているように、1793年憲法が「西ヨーロッ

パ型の民主主義的・自由主義的憲法」である一方、1791年憲法が「非西ヨーロッ

パ型の寡頭制専制的憲法」となることを、「高橋教授が明示的に指摘しているわ

けではない」。杉原「憲法学よりみた『市民革命の構造』（上）」、13-14頁；同『国

民主権の研究』、57頁。辻村「ブルジョア革命と憲法」、８頁も参照。
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公権力を担当することについての緊張感と恐れを失ってしまった『保守永久政

権』」29の下で、「国民主権が建前として定着しつつもなお、国政が『真に』国

民のものとなっていないという現実をどのように認識し克服すべきか」30とい

う切実な問題意識から、杉原はフランス革命を研究対象として選択する。なぜ

フランス革命か。杉原主権論の綱領的論文「フランス革命と国民主権――国民

主権の科学的検討のために」（1971年）は、その理由を語っている。「フラン

ス革命が他の主権原理との対立を明確に意識して国民主権を樹立したもっとも

典型的な市民革命であったからである。フランス革命においては、国家権力の

帰属をめぐる政治斗争が他のいかなる市民革命の場合よりも明確な階級斗争と

して展開されている。［…］フランス革命は、『国民主権』の構造についての規

範論理的認識のためのすぐれた素材（市民憲法典）用意し、かつその認識を歴

史科学的社会科学的に検証しうる条件を豊にもち合わせているのである。」31かく

して杉原は、フランス革命期の主権原理の「科学的検討」を自らに課し、その

先で高橋革命史学と交錯する。

　杉原の初期の代表的著作『国民主権の研究――フランス革命における国民主

権の成立と構造』（1971年）の冒頭では、ふたつの問いが発せられる。それは、

①市民憲法原理である「国民主権」の「客観的構造と歴史的社会的意義」の解

明が不十分ではないか、②「市民革命」は、市民憲法原理を樹立したという意

味で「現代の憲法生活」をも規定しているにもかかわらず、「市民革命がいか

なる階級構造をもち、いかなる階級関係[…]を否定しかつ樹立するために、い

かなる階級の指導によって行なわれたかが分析の対象とされていない」のでは

ないか、というものである32。

　こう疑問を提示した上で、杉原は、高橋と自らが問題意識を共有しているこ

とを明言する。やや長いが該当箇所を引用しよう。「とりわけ、市民革命で成

立した市民社会の存在理由が根本的に問われている現代においては、これらの

疑問を避けて通るわけにはいかないと考えてきた。それは、以下のような高橋

幸八郎教授の認識と問題意識を憲法学においても共有しなければならないと考
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えてきたためだといってよい。『われわれがフランス革命を歴史的範疇として

のブルジュワ革命として客観的・歴史［学］的に評価しうるためには、ブルジュ

ワ社会そのものが歴史的・客観的に批判されるまでに成熟してきて、近代市民

社会に固有な矛盾が歴史的［な］矛盾として意識されてくることが必要なので

あり、あるいは近代ブルジュワ社会そのものが一定の発展を遂げ、そのいわば

自己批判が始まったときに初めてブルジュワ革命として歴史的評価が可能であ

るということである。近代資本主義社会がこのような発展段階に達すると、例

えば17・8世紀の人たちの思考様式の根底にみられるように近代市民社会を何

らか自然的な・従ってまた超歴史的な・社会体制……というよう［ふう］には

も早考えないで、近代市民社会を世界史の発展過程における一形態乃至は経過

的な社会形態だとする意識、即ち近代ブルジュワ社会を歴史社会あるいは政治

的社会的乃至は階級社会の特殊歴史的形態として把握してゆこうとする問題の

立て方または問題意識が成立する［してくる］。このような一般的条件が与え

られたときに初めて近代市民社会を、従ってまたその形成の基点となったフラ

ンス革命を、ブルジュワ革命として歴史科学的に取り上げ、かかるものとして

批判することが可能となり、またそうすることが必然となってくるのではない

か、とおもわれるのである。』（高橋『市民革命の構造』・1950年・３-４頁）

このような認識と問題意識とを共有することによってはじめて、憲法学におい

ても市民革命をその対象として設定しかつそこで成立した市民憲法原理を一つ

の歴史的形態として把握することが可能となり、現代憲法史の基本課題にも答

える憲法科学を成立させることができるのではないかと考えていたのである。」33

　上記の引用から、杉原もまた、近代資本主義に基礎づけられた近代市民社会

が人類史上の他の地域・時代の社会と質的に断絶しており、それを「歴史社会

あるいは政治的社会的乃至は階級社会の特殊歴史的形態」として把握するとい

う問題構制を高橋から継承していることは明らかである。そのうえ、杉原は、

「政治史的過程のいわば基柢に、どのような社会経済的な諸関係とその推移と

があつたか、国家権力という革命の基本的問題あるいは革命の最高課題の背後
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にどのような社会経済的対立（階級）関係が含まれていたか」34という高橋の

『市民革命の構造』の一節を引きつつ、それらの「検討を捨象して、主権原理

の科学的解明を行なうことはほとんど不可能である」35とも述べている。した

がって、フランス革命を国家権力把握のための闘いとみなしつつ政治現象の検

討のために社会経済的分析を重視する点にも、高橋の影を看取できる。

　では、「高橋幸八郎教授の認識と問題意識を憲法学においても共有しなけれ

ばならない」と考える杉原はいかなる点で高橋ないし樋口と袂を分かつのか。

杉原が「高橋説によっては少くとも憲法現象を合理的に説明することができな

い」として、高橋批判を全面的に展開した論文「憲法学よりみた『市民革命の

構造』――高橋幸八郎教授の見解に関連して」（1971年）での主張を概観して

みよう。

　杉原は、桑原武夫を班長として京都大学人文科学研究所で1950年代半ばに

行われた共同研究の成果報告書『フランス革命の研究』36や、高橋が戦前から

私淑していたジョルジュ・ルフェーブル（Georges Lefebvre）からソルボン

ヌ（パリ第一大学）のフランス革命史講座を引き継いだアルベール・ソブール

（Albert Soboul）の論文37などに拠りつつ、フランス革命期の小ブルジョア

ジーを当時の産業ブルジョアジーの存在形態とみなす高橋の見解を全面的に批

判する。「社会の底辺の構成者として、近代の産業ブルジョアジーとは異なる

利害と主張をもつ存在」であり「資本主義的生産体系の展開に伴って、他律的

に賃労働者に転落させられてゆくはずの社会層」、すなわち「民衆」を高橋は

顧慮していない、というのである。

　こう指摘した上で、杉原は自己の方法論を、「生産関係・階級関係は憲法現

象とりわけ憲法における主権原理と所有権規定として現れてこざるをえないと

いうことを手掛かり」に、高橋の基本図式、すなわち「相対立する社会勢力・

社会範疇→その政治的代表諸集団→憲法の諸形態」を「逆転」して、「憲法現

象の分析からその基礎をなす社会勢力の性格を合理的に類推する」と説明する38。

換言すれば、「土台の問題を上部構造から類推すること」の困難を自覚しつつ
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も39、「高橋説の図式――封建的土地貴族＝前期的資本家層→モナルシアン＝

フイアン＝ジロンダン→非西ヨーロッパ型1791年憲法、産業資本家層→モン

タニャール＝ジャコバン→西ヨーロッパ型1793年憲法」では「市民革命と市

民憲法の関係」を合理的に記述できない以上、それを逆立ちさせ、「憲法現象」

から「革命の階級構造」へ遡及していく方法論を通じて「社会の底辺の構成

者」たる「民衆」の主張を掬い上げることこそが、杉原論文の眼目である。

　そして、前段落冒頭の引用にもあるように、「憲法現象」を自身の議論の出

発点に据える杉原が所有権規定と並んで着目するのが、「国家権力の帰属を指

示する主権原理」である。それゆえ、杉原の主張を額面通り受け取るなら、所

有権に関する憲法上の規定の仕方と並んで、「ナシオン主権」と「プープル主

権」40というあまりにも著名なふたつの主権原理から、遡及的に「ブルジョア

ジー」と「民衆」というふたつの階級の性格が「合理的に類推」されることに

なる。

　このとき「憲法現象」から「革命の階級構造」へ向かうという方法論を導入

したことの必然的な帰結として、「ブルジョアジー」ないし「民衆」は間接的

にしか把握されえないはずである――実際、杉原の学説は「『民衆』なる主権

の担い手の存在」を自明視している点につき、「民衆の意識と政治行動がほと

んど研究対象となっていないこと」41が問題視されるとともに、そもそもその

ような「一致した利害をもつ階級」＝「労働者階級を主とする『民衆』」が存

在するのか42、という根本的な疑問が突きつけられることになる。「民衆」が

「憲法現象」の先に間接的にしかその存在を感知されない対象である以上、そ

うした批判が生じるのは必然というべきだろう。

　あるいは、こう言ってもよい。「ナシオン主権」と「プープル主権」を主張

する社会的勢力としては、事実上「ブルジョアジー」と「民衆」が所与の前提

とされており43、両主権原理の定義そのもの
0 0 0 0

には含まれないとしても、「ナシ

オン主権」-「ブルジョアジー」、「プープル主権」-「（労働者）民衆」の組み

合わせは、事実上
0 0 0

密接不可分である。したがって、1791年憲法が「ナシオン
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29　杉原泰雄『国民主権と国民代表制』、有斐閣、1983年、422頁。「公権力の観念、

それを前提とする政治責任の観念」が日本に根を下ろしにくい要因を日本にお

ける「市民革命」の欠如に求める杉原の講座派的な理解については、杉原泰雄『国

民代表の政治責任』、岩波書店、1977年の第４章を参照。

30　毛利透・小泉良幸・淺野博宣・松本哲治 『憲法Ⅰ 統治 (LEGAL QUEST) 』、

有斐閣、2011年、81頁（小泉執筆部分）。1990年代以降に行われた一連の政治

改革の結果、権力の担い手が衆院選の結果と連動して頻繁に入れ替わりうるよ

うになった以上、（少なくとも部分的には）「国政は『真に』国民のものになった」

主権」を採用したこと、また、1793年憲法では「モンタニャール＝ジャコバ

ン」が「民衆」と妥協した結果「プープル主権」が採用された、という「憲法

現象」から下降して階級対立の構造を推定するならば、「ブルジョア」的ある

いは「民衆」的要素が「憲法現象」の段階で混入していることになる。このと

き、「ブルジョアジー」と「民衆」それぞれの階級についての説明は再帰的な

いし自己言及的性格を帯びざるをえず44、したがって、「民衆」の実体は曖昧

にしか語りえないものになろう45。

　さて、われわれがここまで見てきたように、樋口が高橋学説を「正面から」

受け入れたのにたいして、杉原は、高橋と対峙し、その図式をちょうど「逆

転」させる方法論を利用したことで、「裏側から」高橋を強く意識していた。

こうした高橋経済史学との連環と緊張のなかで、戦後憲法学の最大の論争の担

い手たちの理論は彫琢されていったのであり、そこでは憲法学と経済史学との

あいだで学際的な対話が成立していたのだった。同時に、次章で見るように、

「1970年代主権論争」が国民主権論の基本的な解釈図式として定着するのとほ

ぼ時を同じくして憲法学と経済史学との交流が衰えることで、20世紀半ばま

でのフランス革命史研究のパラダイムが、わが国の憲法学、とりわけ主権論に

おいては凍結されることになる。
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と評しうるはずだが、それは杉原の意に反するのかもしれない。

31　杉原泰雄「フランス革命と国民主権――国民主権の科学的検討のために」公

法研究第33号、1971年10月、32-33頁。同『国民主権と国民代表制』、ⅱ、59

頁も参照。

32　杉原『国民主権の研究』、ⅴ - ⅵ頁。

33　同上、ⅶ - ⅷ頁。参照されている高橋のテクストの表記は［ ］内が正しい。

34　高橋『市民革命の構造』、11頁。

35　杉原「フランス革命と国民主権」、35頁；同「憲法学よりみた『市民革命の構

造』（上）」、12-13頁；同『国民主権の研究』、53頁。

36　桑原武夫編『京都大学人文科学研究所報告 フランス革命の研究』、岩波書店、

1959年。

37　アルベール・ソブール「フランス革命における階級と階級闘争」、遠藤輝明・

柴田三千雄訳、歴史学研究第165号、1953年９月、５-19頁。

38　杉原「憲法学よりみた『市民革命の構造』（上）」、14-15頁；同「憲法学より

みた 『市民革命の構造』（下）――高橋幸八郎教授の見解に関連して」社会科学

の方法第４巻第３号、1971年３月、８頁。他に、杉原による高橋の批判として、

同『国民主権の研究』、53-90頁；同『人民主権の史的展開――民衆の権力原理

の成立と展開』、岩波書店、1978年、29-31頁。

39　杉原「憲法学よりみた『市民革命の構造』（下）」、13頁。

40　杉原は、フランス第三共和政期の代表的な公法学者カレ・ド・マルベール（Carre ́

de Malberg）に従い、「プープル主権」と「ナシオン主権」を以下のように定義

する。前者は、「社会契約参加者の総体 ( ＝市民の総体 ensemble des citoyens)

である『人民』（peuple）に国家権力を帰属させる原理」であり、「人民による

一般意思の決定とその執行の監視とを不可欠とする」原理である。人民による一

般意思の決定は、命令的委任、人民による直接決定 ( とりわけ、人民拒否 veto 

populaire) もしくはその両者の組合せによって行なわれる。この原理は、立法・

執行のいずれにおいても、「民衆の優越」に帰結する。これにたいして、後者は「全

国籍保持者（ensemble des nationaux）に国家権力を帰属させる原理」である

が、このような「国民」は「意思を決定・執行する自然的能力」を欠いている

から、そこでは「国民代表」による国家権力の行使が不可避となる。「国民代表」

は、当然に一定の構造を要求するものではなく、誰をどのような条件の下で「国

民代表」とするかは憲法の定めるところによるから、「ナシオン主権」は、「『あ
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らゆる政治形態』と結合することができ［…］、民衆の政治参加を代表の任命手

続からさえも」排除しうる。 杉原「憲法学よりみた『市民革命の構造』（上）」、

15頁；同「フランス革命と国民主権」、35頁；同『国民主権の研究』、70-71頁。

41　杉原に師事し、フランス革命を一貫して研究の対象にすえてきた憲法史家の

次の指摘を参照。「杉原憲法学においては、謙抑的に『生産関係』と結びつけら

れた『法的事実』を研究対象とするという、方法的自覚が貫かれてきた。杉原

憲法学が『驚くべき体系的統一性と綿密な歴史的検証』［長谷部恭男『権力への

懐疑――憲法学のメタ理論』、日本評論社、1991年、82頁］に支えられている

と評されるのはこれらの厳密な方法論のためでもあろう。

　　しかし、この謙抑的方法論に基づく『民衆』の描き方に起因すると思われる

問題点も指摘せねばならない。

　　［…］民衆の意識と政治行動がほとんど研究対象となっていないことを、ここ

では指摘したい。杉原憲法学では、民衆が『民衆の憲法原理』をどのように受

容したかが、研究の対象とはされていないことからくるものと思われる問題点

である。

　　人民主権原理に基づく政治は、共同体的民衆の政治文化・政治行動と質的に

どの様な共通点と相違点があるのだろうか。個人主義に立脚して、中間団体を

排除し、個人と国家を対峙させるというフランス革命の大きな課題、そうした

近代の原理とそこから導かれる諸々の憲法原理とそれはどのような関係に立つ

のだろうか。これらの点について、具体的な民衆の政治意識・行動を研究対象と

しない杉原憲法学においては、立ち入った論究はなされない［…］。

　　［…］ 人民主権と命令的委任にかかわる民衆の『実態』を明らかにし、その問

題点を洗い出しながら、あるべき人民主権原理との相違点を明確にし、民衆『無

能』論を越えて両者の溝を埋める方法を提案することこそ必要なのではあるま

いか［…］。

　　フランス革命以来、『陰に陽に現代まで続く、「人民主権」批判の核心部分』

である『民衆の無能性』批判に対して、杉原氏は、民衆の能力の限界を理由な

く狭くとらえるべきではなく、批判されているのは『人為的、政治的、制度的

に創り出された「無能性」であり、強要された「無能性」ではないか』と反批

判するにとどまっている。しかし、杉原憲法学は、『人民主権』を中心とした『民

衆の憲法原理』を重視するからこそ、現実の民衆の姿に失望も過剰な期待もせ

ずに、この批判に正面からこたえるべきではないだろうか。『革命政府論』の重
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第３章　「停滞」の時代

　戦後第二世代の憲法学と経済史学との連環と緊張は、次第に一方的な行き違

いと相互の無関心へとその関係を変質させていく。その予兆を、われわれは、

前述の「70年代主権論争」とほぼ同時期に繰り広げられた、いわゆる「営業

の自由論争」の行方にうかがうことができる。周知のように、1960年代末、

要性を説くにとどまらず、『民衆の憲法原理』は、歴史のどの段階で、どのように、

どの程度、民衆に受容され、実践され、されなかったかを正面から論じるべき

ではないだろうか。それをふまえた上で、民衆が『民衆の憲法原理』を習得す

る方法を創造的に提言することが必要ではないだろうか。これらの作業が成功

したときはじめて、『民衆の憲法原理』はリアリティを獲得する。」田村理「『民

衆の憲法原理』のリアリティーについて――フランス革命期の民衆と『人民主権』

原理」（杉原泰雄先生古稀記念論文集刊行会編『21世紀の立憲主義――現代憲法

の歴史と課題』、勁草書房、2000年）、192-194頁。

42　毛利透「代表制」（小山剛・駒村圭吾編『論点探究憲法［第２版］』、弘文堂、

2013年）、282頁。毛利・小泉・淺野・松本 『憲法Ⅰ』、76頁（小泉執筆部分）

も参照。 

43　「フランス革命は、その社会経済構造と政治構造に規定されて、特権階級を担

い手とする君主主権とブルジョワジーによっても収奪される民衆を担い手とす

る『人
プープル

民主権』を排除して、ブルジョワジーを担い手とする『国
ナシオン

民主榷』を樹

立した。」（杉原『国民主権と国民代表制』、62頁）という命題は、杉原のフラン

ス革命理解において「公理」といってよい地位を占めているように思われる。

44　ちなみに、「70年代主権論争」のなかで、杉原は樋口による批判にたいして「循

環論法」だと再批判したことがある。杉原『国民主権と国民代表制』、50頁。

45　山元は、「杉原主権論における『民衆』が見えにくい」ことを指摘しつつ、そ

のありようが、松下圭一の「『市民主義』政治学の想定する『市民』」、すなわち、

「地域的活動に支えられて自由と自治の精神を日々鍛えていく『市民』」と重な

り合うのではないか、という興味深い仮説を提出している。山元「〈自由の共和国〉

の憲法思想」、110-113頁。
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経済史家の岡田与好は、「職業選択の自由」（憲法22条）が「営業の自由」を

必然的に含むとみなす戦後憲法学の通説46を批判し、「職業選択の自由」があ

くまでも基本的人権である個人の
0 0 0

自由権の一要素として概念構成されうるのに

反して、「資本の移動と蓄積の自由の制度的保障」を意味する本来の「営業の

自由」47は「国家からの自由」として概念構成される基本的人権とは呼びえず、

「資本主義的市場経済秩序のために、国家が人びとにたいして保障する」「公共

秩序（public policy）」として理解されねばならない、と主張した48。

　広中俊雄の簡潔な整理に従えば、このとき、岡田が着目を促したのは、「今

のような自由放任主義の土俵を前提として、国家が自由な活動に介入し土俵を

かき乱すことを排斥する」という意味での「営業の自由・乙」と、「自由放任

主義をもたらし自由競争を確保するための、いわばそういう土俵をつくりだす

ための営業の自由」（「営業の自由・甲」）との区別ということになる49。資本

主義の全時代を通じて、「甲」と「乙」は対抗関係にあり、私的独占を可能に

する「乙」は、18世紀に国家による規制を除去するとともに他方では同業組

合的結合を解体する役割を果たした「甲」の上に、19世紀中葉以降の自由放

任主義の段階にいたって「つぎ木されて、制度化され」たものである。このよ

うに、自由放任経済体制下で、「市民革命のさいの独占の否定というその革命

的内容」を失った「乙」のみを「営業の自由」として「無概念的な自由一般」

に接続することは、「現段階においては、独占資本の自由を一般的に承認する

ことを意味せざるをえない」。この「日本法律学・社会科学に支配的な、あえ

ていえば、無意識の特徴的思想傾向」にたいして、岡田は孤独な戦いを挑んだ

のだった50。

　すでに示唆されているように、この高橋幸八郎及び大塚久雄に師事した西洋

経済史家の主張は、現代日本におけるアクチュアルな問題関心に裏打ちされて

いた。明治以来反独占のための社会運動・闘争を欠いてきた日本において、戦

後、占領軍の圧力によってはじめて実行された独占禁止政策は、「日本のアン

シャン・レジームの徹底的な解体による自由な競争体制＝企業の自由の創出と
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いう任務」を担っており、「西ヨーロッパの市民革命――さしあたり17世紀の

イギリス革命と18世紀末のフランス革命――とそれに続く時期における反独

占政策に類比されうる」。にもかかわらず、独占禁止法（正式名称は「私的独

占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」）は、1953年の大改正など規制を

緩和する方向に「後退に次ぐ後退」51 を重ねていった。このような現状のもと、

憲法学の通説的見解は、「営業の自由」をもっぱら「国家からの自由」として

把握することで、事実上「カルテルの自由」を正当化しているのではないか。

岡田は問う、「現代のリヴァイアサンと化すに至った株式会社が、一体何故に、

個人の人格の尊厳と自由の理念に由来する基本的人権の担い手となりうるとい

うのか」。「株式会社が、リヴァイアサンとして、他のどの国にもまして巨大な

支配力をもつに至っている今日の日本において、この怪物の行動の自由を、厳

しい政策的選択としてではなく、普遍的たるべき人権の名において、絶対化す

る役割を担いうる、非人間的な『法人の人権』論が学界の通説となっているこ

の状況を何というべきであろうか。」52 これらの痛烈な法律学批判に岡田を向か

わせたのは、「資本主義的法人企業が支配している現代社会における個人の自

由と権利」53への強い危機感に他ならない。

　だが、「営業の自由の主張のためには、法学は政治経済学へと展開し深化し

なければならない」54という経済史家からの提案は、渡辺洋三55、今村成和56、

景山日出弥57、長谷川正安58などの論争に参加した法学者の多くによって、冷

淡に扱われた59。つまり、岡田の問題提起は、経済学者による法律解釈である

ということもあって、法律学者からは、それは客観的な歴史認識の水準での問

題にすぎず、実践的な憲法解釈論とは関係がない、と受け止められることが多

かったのである60。そのうえ、薬局設置距離制限規定を違憲とした1975年の

薬事法違憲判決61以後、憲法学界の「職業選択の自由」をめぐる議論の大勢

は、近年判例の分析が進展する62までの約30年間、小売市場判決63と薬事法違憲

判決で展開された（とされる）、いわゆる「目的二分論」64に関心を集中してき

た。
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　もうひとつ、両学問間の交流の機会が逸された例として、樋口陽一による

「ルソー＝ジャコバン型」モデルの提示を挙げることができる。前述の「営業

の自由論争」に接することによって「西欧経済史、立法史上の事実についての

認識を深めたこと」で、「私の憲法論にとっての『個人』の発見」65を促され、

18世紀における反団体的・反法人的な人権思想を現代において「そのもたら

す痛みとともに」追体験するべきだという結論に達した樋口66は、1989年、

すなわちフランス革命200周年を機に、「ルソー＝ジャコバン型」の法秩序モ

デル67に盛んに言及するようになる。

　身分制的社会編成を原理的に否定して諸個人と国家の二極構造からなる近代

国家の典型的な法秩序を構築したことを、フランス革命の意義とみなすこの著

名な図式は、本来、憲法学と歴史学とのあいだの学際的議論の起爆剤となって

しかるべきものであった。たしかに、このモデルは、「政治的統一体」への徹

底的なこだわりにフランス革命の典型性を見るカール・シュミット（Carl 

Schmitt）のフランス革命理解68を踏まえたものである。もっとも、本稿に

とってそれ以上に重要なのは、この定式化が、①「国家と個人の間にある『中

間諸団体』――会社、同業・同職団体、労働組合、カルテル、トラスト等――

が社会全体にたいし、また個人の自由にたいしてどのような影響を及ぼすかは

きわめて重要な問題であって、中間団体との関係において個人の自由の実質的

内容を問う、という問題関心」69を岡田から引き継いだものであること、②

1789年の「人と市民の権利の宣言」の延長線上に1793-94年のモンターニュ

派の独裁を把握する、高橋幸八郎の革命史理解を継承したものであること、そ

して、③絶対王政の特質を社団的編成に立脚し中間団体を媒介にすることに

よって支配を実現していた点に見出すフランス史家、二宮宏之のアンシアン・

レジーム論70を下敷きにした図式であること、の三点である。1789年の「人

と市民の権利の宣言」――そしてそれを冒頭に置いた1791年憲法――を近代

立憲主義の嫡出とし、1793年憲法をそうした流れの例外に位置づける理解に

たいして、「1789年を完成させた1793年」という視座から「ジャコバン主義」
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を把握する樋口は次のように述べている。「実際、近年歴史家によって特に指

摘されるようになったことであるが、絶対王政が身分制の網の目によって支え

られているかぎり、集権的国家の完成度という点から見て、絶対王政は『絶

対』にはなることができない宿命をもっている。身分制的社会編成を原理的に

否定して諸個人と国家の二極構造を生み出すことによってこそ、近代市民革命

が集権的国家を完成させる。そしてその点にこそ、ここでいうフランス革命の

典型性があったのだった。」71このとき念頭におかれている歴史家とは、樋口

自身が言明しているようにむろん二宮であり、「ルソー＝ジャコバン型」とい

う国家像の定立は、「1793-94年のいわゆるジャコバン独裁期は、91年憲法に

よって原理的に方向づけられたこの過程［絶対王政の基礎を形づくって来た社

団的・身分的編成の解体］を、真に現実化するために不可欠の局面として、あ

らためて検討される必要があろう」72と指摘していた高橋門下の鬼才にたいす

る、樋口流の応答という側面を有していた。　　

　とはいえ、これ以降、樋口のテーゼを具体性と実証性をもって肉付けする憲

法史研究がより若い世代の憲法学者から提出されたか、あるいは、中間集団の

排除に革命期以来のフランスの政治文化の特徴を見出し、二宮や樋口と類似の

問題意識を共有するピエール・ロザンヴァロン（Pierre Rosanvallon）などの

思想史研究の成果を吸収しつつ歴史学にボールを投げ返す試みが憲法学者よっ

てなされたかを問えば、答えは否定的なものになろう。むろん杉原の基本的図

式を引き継ぎつつ1793年憲法に関する精緻な分析を展開した辻村みよ子73や、

フランス革命期を対象に秘密投票制という近代選挙制度の公理のスリリングな

定着過程を追跡し、近代立憲主義の想定する「個人」像のイメージの多義性を

浮かび上がらせた田村理74など、それ自体本格的な革命史研究を展開したフラ

ンス憲法史研究者の存在を看過してはならない。しかし、リュシアン・ジョー

ム（Lucien Jaume）に加えてロザンヴァロンやパトリス・ゲニフェー（Patrice 

Gueniffey）ら社会科学高等研究院レイモン・アロン政治学研究センター（現、

レイモン・アロン社会学政治学研究センター）に結集した歴史家たち（『フラ
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ンス革命を考える』75で革命史のパラダイムを一新したフランソワ・フュレ

（François Furet）の流れに掉さす）が、革命期の政治文化の研究、とりわけ

「ジャコバン主義」の分析を深化させたにもかかわらず76、けっして多くはない

例外77を除いて、それらの研究成果に我が国の法学者は関心を示してこなかっ

たように思われる。かつて辻村は、「『脱マルクス主義』的革命論・脱階級史観

にたった『修正主義』派の『ブルジョワ革命否定論』が有力になっている歴史

学界の傾向」は、「対岸の火事ではすまされない」と喝破していた78。問題提起

から25年余りを経て、それを深刻に受け止めた成果がフランス憲法研究者か

らどれほど生み出されたか、若干の疑問がないとは言えない。

　以上のフランス革命期の憲法史研究の推移に象徴される歴史学全般と憲法学

との分離は、後者が、①「憲法科学」への志向を弱めて、政治哲学・法哲学か

らの影響を強く受けるようになった、②2004年度の法科大学院の設置後、「憲

法学の法律学化」が一層進行した、という学問的趨勢の反映であるかもしれな

い79。また、「西ヨーロッパにおいて既に全き過去に属する市民革命」は日本

にとっての「実践的課題」であり、「封建的諸関係の存続によっても苦しめら

れている［…］われわれにとっては、1789年もまた決して他人事ではない」80

という高橋ら戦後歴史学の担い手たちが敗戦直後に抱いていた切実な問題関心

が、経済成長の果てにリアリティーを完全に喪失したことも、そもそもの背景

にあると言いうるかもしれない。前述の杉原門下の一橋シューレの手になる一

連の成果を例外とすれば、広義の歴史学と切り離されたことで、また「市民革

命」への切実な問題意識を失ったことで、主権論や経済的自由権をめぐる憲法

史研究は、1980年代以降、長期の「停滞」に直面することになった。

46　当時の代表的文献として、法学協会編『註解日本国憲法［改訂版］』上、有斐閣、

1953年、434頁；宮沢俊義『日本国憲法』、日本評論社、1955年、251頁；同『憲
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法Ⅱ』、有斐閣、1959年、379頁；同『憲法Ⅱ［新版］』、有斐閣、1971年、391頁。「営

業の自由」の実定法上の根拠として、憲法22条１項のみをあげるのか、22条１

項に加えて29条をもあげるのか、それとも29条のみをあげて「営業の自由」と

「職業選択の自由」を明確に区別するのかという違いはあるものの、憲法に明示

されていない「営業の自由」を基本的人権のひとつに数えるのが、依然として

今日に至るまで一貫して変わることのない憲法学界の通説である。鷹巣信孝「職

業選択の自由・営業の自由・財産権の自由の区別・連関性（１）――いわゆる

『営業の自由論争』を参考にして」佐賀大学経済論集第32巻第２号、1999年７

月、74頁を参照。なお、「戦後憲法学のスタンダード・ワーク」（奥平康弘・高

見勝利・石川健治「［鼎談］ 戦後憲法学を語る」法学教室第320号、2007年５月、

７頁（石川発言））とも称される『憲法Ⅱ』の新版では、「職業選択の自由とは、

自分の従事すべき職業を決定する自由をいう。その職業を行う自由（営業の自由）

をも含む。」という一文の「営業の自由」の箇所に、「高橋幸八郎『営業の自由』

（東大社研・基本的人権５三七頁）」という注が追加されている。東京大学社会

科学研究所編『基本的人権５』の37頁からはじまっているのは山田卓生「信教

の自由――最近のアメリカにおける展開」なので、ページ数については宮沢の

誤記と思われるが、それはさておき、「職業選択の自由」には当然に「営業の自由」

が含まれることの根拠づけに宮沢が参照を指示したのが、岡田が「営業の自由

論争」の契機となった論文を発表したのと同じ書物に収録されたものであるこ

と、しかもそれが岡田の師、高橋の論文であること（岡田与好『経済的自由主

義――資本主義と自由』、東京大学出版会、1987年、６-11頁も参照）に、宮沢

のある種の意地の悪さを感じとるのは穿ちすぎだろうか。

47　座談の席で岡田は、その内容を次のようにかみ砕いて表現してもいる。「独占

とはわがままである、そのわがままをチェックしていかなければ個人の自由は

保障されない。だからわがままを除去することが大切だというのが営業の自由

の精神だと思うのです。」広中俊雄・渡辺洋三・岡田与好「『営業の自由』をめぐっ

て」社会科学の方法第５巻第１号、1972年１月、11頁（岡田発言）。

48　岡田『独占と営業の自由』、31-65頁；同『経済的自由主義』、１-47頁を参照。

論争の全体像は、同『独占と営業の自由』、23-30頁；同『競争と結合――資本

主義的経済をめぐって』、蒼天出版、2014年、41-46頁にほぼ網羅されている。

49　広中・渡辺・岡田「『営業の自由』をめぐって」、２頁（広中発言）。

50　岡田『独占と営業の自由』、40、59、84頁；同『経済的自由主義』、i 頁。
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51　岡田『独占と営業の自由』、３、147頁。

52　岡田『経済的自由主義』、ⅱ - ⅲ頁。広中・渡辺・岡田「『営業の自由』をめぐっ

て」、19頁も参照。

53　岡田『経済的自由主義』、ⅰ頁。

54　岡田『独占と営業の自由』、61頁。

55　「岡田論文は法解釈ないし法解釈学というものの性質についての理解がかなら

ずしも十分にゆきとどいていないように私には思われる。［…］営業の自由を『独

占』からの自由としてとらえるそのとらえ方がすでに経済的実態との関係でと

らえられた経済学的とらえ方であって法律学的とらえ方でない。」渡辺洋三「法

学と経済学 （Ⅰ）――岡田論文を手がかりにして」社会科学の方法第２巻第６号、

1969年11月、１- ２頁。渡辺にたいする歴史家からの批判として、山之内靖『社

会科学の方法と人間学』、岩波書店、1973年、134-141頁 ; 遅塚忠躬「書評 高柳

信一・藤田勇編『資本主義法の形成と展開Ⅰ――資本主義と営業の自由』（東京

大学出版会、1972年）」社会科学研究第25巻第３号、1974年３月、81-84頁を参照。

渡辺が「政治経済学を抜きにした法律学」に否定的でありながら、その批判が

最後まで岡田説の内在的理解を欠くものに終始した原因のひとつは、おそらく、

渡辺が「現代憲法における公共の福祉観念は、国家独占資本主義体制の下におけ

る基本的人権抑圧のための反動的法イデオロギーであるという社会科学的認識

を基礎にして、法実践的には公共の福祉概念を立法論的にも解釈論的に解体す

べきである」というドグマから出発した点に存する（渡辺洋三「法学と経済学（Ⅱ）

―岡田論文を手がかりとして」社会科学の方法第３巻第２巻、1970年３月、７、

11頁。同「公共の福祉と基本的人権」思想第480号、1964年６月、26-40頁も参照）。

だが、たとえば表現の自由を規制する根拠として持ち出される「街の美観や静穏、

性道徳の維持、電波の混信の防止」などは、資本主義の発展段階とは無関係に「社

会全体の利益（公共の福祉）としてしか観念しえない」（長谷部恭男『憲法の理

性』、東京大学出版会、2006年、66頁；同『憲法 ［第６版］』、新世社、2014年、

102頁）はずであって、これらを一括りに「基本的人権抑圧のための反動的法イ

デオロギー」と解するのは困難だろう。

56　「経済学者の議論にはこれでよいかも知れないが、憲法論としては価値がな

い上に、これでは全く見当違いの議論となってしまう。」今村成和「『営業の自

由』と憲法及び独占禁止法――岡田与好氏の批判に答える」公正取引第236号、

1970年６月、24-25頁。同「『営業の自由』――その解釈論的考察」社会科学の
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方法第７巻第２号、1974年２月、４- ６頁も参照。

57　「『営業の自由』は、［…］どこまでつきつめようとも、『法』の現象になる

はずがない。」影山日出弥「歴史認識と法現象」社会科学の方法第４巻第１号、

1971年１月、７頁。

58　「岡田が強調した、反独占としての『営業の自由』は、［…］憲法解釈論とし

ては認められない。」長谷川正安「営業の自由２――経済的人権の一形態として」

法学セミナー第214号、1973年９月、29頁。

59　中島徹が言うように、「論争は法律学者の猛反発もあって、しばらくの間は活

発に行われたものの、次第に平行線をたどり、いつの間にか終息した。」中島徹「営

業の自由は人権ではなく公序である」（長谷部編『憲法本41』）、226頁。例外的に、

論争の同時代にあって岡田の問題提起を憲法解釈論として高く評価した憲法学

者のひとりが、東大社会科学研究所において岡田や渡辺の同僚だった奥平康弘

である。奥平康弘 「営業の自由の規制」（我妻栄編『続判例展望――判例理論の

再検討』、有斐閣、1973年）、17頁を参照。もっとも、奥平がのちに経済的自由

権について通説を踏襲した『憲法――学習と実践のために』、弘文堂、1981年を

出版するに及んで、岡田は、「私の主張は、身近でも無視されていることをかく

すつもりはない」と書き記すにいたる。岡田『経済的自由主義』、10頁。

60　小島康裕「ドイツ株式法における『営業の自由』」社会科学の方法第６巻第10号、

1973年10月、11頁；浦部法穂「営業の自由と許可制」（小嶋和司編『憲法の争

点［増補］』、有斐閣、1980年）、94頁； 石川「営業の自由とその規制」、148頁

を参照。今日でも依然として「おそらく一番広く読まれているだろう代表的な

憲法書」（大石眞「日本国憲法と集団的自衛権」ジュリスト第1343号、2007年

10月、41頁）においても、留保なく「憲法22条１項の保証する職業選択の自由は、

自己の従事する職業を決定する自由を意味する。自己の選択した職業を遂行す

る自由、すなわち営業の自由もそれに含まれる」と記されている。芦部信喜［高

橋和之補訂］『憲法［第６版］』、岩波書店、2015年、224頁。

61　最大判昭和50年４月30日民集29巻４号572頁。

62　石川健治「財産権の制限」（岩間昭道・戸波江二編『憲法Ⅱ――基本的人権

［第３版］』、日本評論社、1994年）、189-192頁；同「憲法の解釈（第14回・

Round 5-1）営業の自由 30年越しの問い――判例に整合的なドグマーティクと

は」法学教室第322号、2008年５月、58-66頁；石川「営業の自由とその規制」、

148-151頁；石川健治「薬局開設の距離制限」（長谷部恭男・石川健治・宍戸常



－　　－43

戦後憲法学と経済史学（阪本　尚文）

寿編『憲法判例百選Ⅰ［第６版］』、有斐閣、2013年）、205-207頁を参照。

63　最大判昭和47年11月22日刑集26巻９号586頁。

64　さしあたり、芦部『憲法［第６版］』、225-228頁を参照。

65　樋口陽一「学説の『一貫』と『転換』――『学説と環境』再論」（樋口陽一・

森英樹・高見勝利・辻村みよ子・長谷部恭男編『国家と自由・再論』、日本評論社、

2012年）、４頁。

66　樋口は、論争当時には岡田説に一定の意義を認めつつも留保も付しており、「国

家からの自由」としての「営業の自由」の定式と、それを成り立たせる「国家

による自由」としての実質的な自由、そして国家独占資本主義段階における国

家の企業経営とを三元的に捉えて、岡田説における解釈論上の定式と自由に関

する問題意識と国家の歴史段階のずれを指摘していた。しかし、1980年代に入

り岡田説が、「法人の人権」論批判にむしろ重点をおき、フランス人権宣言に「結

社の自由」がノミネートされなかった消息を、ル・シャプリエ法との関連で強

調するようになると、岡田説の積極的な受容を試みて、18世紀における反団体的・

反法人的な本来の人権思想を、現代において追体験する必要性を説くようになっ

た。石川健治「インディフェレンツ――＜私＞の憲法学」比較法学第42巻第２号、

2009年１月、166-167頁。樋口陽一『権力・個人・憲法学――フランス憲法研究』、

学陽書房、1989年、148-149頁も参照。

67　樋口『自由と国家』、119-125、170頁；同『権力・個人・憲法学』、32-33頁；

同『比較憲法［全訂第３版］』、青林書院、1992年、273-274頁；同『近代国民

国家の憲法構造』、東京大学出版会、1994年、39、51-53頁；同『近代憲法学に

とっての論理と価値――戦後憲法学を考える』、日本評論社、1994年、200-208

頁；同『憲法Ⅰ』、青林書院、1998年、28-32頁；同『国法学［補訂］』、有斐閣、

2004年、101頁 ；同『憲法［第３版］』、創文社、2007年、38-40頁；同『憲法

という作為』、41-45頁；同「学説の『一貫』と『転換』」、６頁を参照。ちなみに、

樋口は、丸山眞男に私淑しその「押しかけ弟子」を自称しているが（同『加藤

周一と丸山眞男――日本近代の〈知〉と〈個人〉』、平凡社、2014年、64頁。同『憲

法 近代知の復権へ』、58-61頁も参照）、「ルソー＝ジャコバン型」という定式化は、

その丸山がすでに1952年に行っていたものだった。丸山眞男「福沢諭吉選集第

４巻 解題」（『丸山眞男集』第５巻）、226頁。

68　カール・シュミット『憲法理論』、尾吹善人訳、創文社、1972年、65頁；樋

口『自由と国家』、114-118頁；同『近代国民国家の憲法構造』、40-51頁；同『憲
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法Ⅰ』、31頁；『憲法という作為』、269頁を参照。樋口の見解にたいするフラン

ス革命史家の肯定的評価として、遅塚忠躬「ジャコバン主義」（柴田三千雄・二

宮宏之・後藤明・浜下武志・板垣雄三・川北稔・小谷注之編『シリーズ世界史

への問い10――国家と革命』、岩波書店、1991年）、85-86頁。

69　岡田『競争と結合』、55頁。なお、岡田は1956年から67年まで東北大学経済

学部で西洋経済史を担当していたが、その間、樋口と岡田には、岡田を囲むド

イツ・イデオロギー読書会や世良晃志郎と岡田を主唱者とする「社会科学の方

法についての研究会」において、密度高い学問的往還があったという（「社会科

学の方法についての研究会」については、世良晃志郎「発刊に寄せて」社会科

学の方法第１巻第１号、1968年１月、１- ４頁；世良晃志郎・丸山眞男「歴史のディ

レンマ――マルクス、ウェーバー、ポパーをめぐって」（『丸山眞男座談』第８

冊、岩波書店、1998年）、239-240頁が詳しい。同研究会は、「営業の自由論争」

の主要な舞台となった『社会科学の方法』誌の発行母体でもある）。樋口は、岡

田の遺作の「あとがき」をこう結んでいる。「世良先生の葬儀の際に岡田さんは

『私にとって恩師である高橋幸八郎先生に兄事されたあなたに、今度は私が兄事

する』こととなった意味を述べて、言葉を続けた［…］。その文章の中の固有名

詞を言い替えて、いまの私の思いを託したい。――『私にとって恩師である世

良先生に兄事されたあなたに、今度は私が兄事したのは自然の成行であり、世

良先生を媒介として、研究上の課題の共有と、酒への愛着という嗜好の共有の

うえに、あなたと私との結びつきは築かれていきました』。あらためて、深い感

謝とともに。」樋口陽一「あとがき」（岡田『競争と結合』）、208頁。

70　二宮宏之「フランス絶対王政の統治構造」（同『フランス　アンシアン・レジー

ム論――社会的結合・権力秩序・叛乱』、岩波書店、2007年）、219-262頁（初

出：1979年）。この「クリオのフィアンセ」（石井三記「［書評］二宮宏之著『フ

ランス　アンシアン・レジーム論――社会的結合・権力秩序・叛乱』」法制史研

究第58号、2009年３月、376頁）とも称される傑出した歴史家の没後、故人を

偲んで多くの論考や追悼文が公表されたが（たとえば、思想第986号、2006年

６月、日仏歴史学会会報第22号、2007年５月、及び Quadrante 第９号、2007

年３月所収の諸論文を参照）、二宮の史学史上の位置づけを知るためには、長谷

川貴彦「二宮史学との対話――史学史の転換点にあたって」Quadrante 第15号、

2013年３月、11-18頁；同「言語論的転回と西洋史研究――受容のコンテクスト」

（岡本充弘・鹿島徹・長谷川貴彦・渡辺賢一郎編『歴史を射つ―― 言語論的転回・
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文化史・パブリックヒストリー・ナショナルヒストリー』、御茶の水書房、2015

年）、255-257頁が有用である。

71　樋口『自由と国家』、123頁。同『近代国民国家の憲法構造』、47-49頁；同『何

を読みとるか』、170-172頁；同『国法学［補訂］』、９頁も参照。なお、この時

期に樋口は比較憲法体系の基盤を比較経済史的段階論から比較国制史的類型論

に移行したという評価がなされることがある。愛敬浩二『立憲主義の復権と憲

法理論』、日本評論社、2012年、20、104-107頁を参照。こうした傾向は確かに

観察できるが、それは樋口が経済史学から断絶したことを意味するわけではな

く、むしろ岡田と高橋の所説の延長線上に自身の憲法学の体系を再構築していっ

た点に留意すべきだろう。

72　二宮「フランス絶対王政の統治構造」、252頁。

73　辻村みよ子『フランス革命の憲法原理――近代憲法とジャコバン主義』、日本

評論社、1989年。樋口『何を読みとるか』、192頁は同書を「憲法学と歴史学の

対話をうながす［…］本」と紹介する。

74　田村理『投票方法と個人主義――フランス革命にみる「投票の秘密」の本質』、

創文社、2006年。樋口は、同書を、「これまでのフランス憲法史研究の座標に、『公』

と『私』、それらを結ぶと同時にそれらの間で引き裂かれる〈個人〉という補助

線を書きこむことによって、新しい議論の展開可能性を提唱している」と激賞

する。樋口『憲法という作為』、269頁。また、フランス革命期の財産権をめぐって、

田村『フランス革命と財産権』を超える包括的分析を行うことは困難であろう。

75　François Furet, Penser la Révolution française , Paris, Gallimard, 1978［邦

訳：『フランス革命を考える』、大津真作訳、岩波書店、1989年］.

76　 た と え ば、Lucien Jaume, Échec au Libéralisme: Les Jacobins et l' État , 

Paris, Kimé, 1990［邦訳：『徳の共和国か、個人の自由か――ジャコバン派と

国家（1793～94年）』、石埼学訳、勁草書房、1998年］；Patrice Gueniffey, La 

Politique de la Terreur: Essai sur la violence révolutionnaire 1789-1794 , 

Paris, Fayard, 2000; idem., Histoires de la Révolution et de l'Empire , Paris, 

Perrin, 2011; Pierre Rosanvallon, Le Modèle politique français: La société  

civile contre le jacobinisme de 1789 à  nos jours, Paris, Seuil, 2004; 富永茂樹

『理性の使用――ひとはいかにして市民となるのか』、みすず書房、2005年。近

年のフランス革命研究全体の動向については、ピエール・セルナ「200周年以

降のフランス革命研究の状況」、山崎耕一訳、歴史評論第718号、2010年２月、
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50-63頁 ; 専修人文論集第86号、2010年３月、259-311頁。

77　たとえば、石埼学「1789年フランス人権宣言の矛盾について――近年のフラ

ンスにおける『法律中心主義論』の動向」立命館法学第251号、1997年６月、

220-232頁；只野雅人「代表の概念に関する覚え書（１）-（４・完）」一橋法学第

１巻第１号 - 第３巻第１号、2002年３月 -2004年３月；田村「『民衆の憲法原理』

のリアリティーについて」；同『投票方法と個人主義』；糠塚康江「隠された<私>

／顕れる < 私 >」（長谷部・辻村編『憲法理論の再創造』）、37-49頁；波多野敏「フ

ランス革命における『憲法』とその正当性（１）-（２・完）」岡山大学法学会雑

誌第62巻第４号 - 第63巻第１号、2013年３月 - ８月。

78　辻村みよ子「フランス革命200周年を顧みて――『講座・革命と法』を中心に」

（杉原泰雄・樋口陽一編『論争憲法学』、日本評論社、1994年（初出：1990年））、

307-308頁。最近の辻村によるフランス憲法研究の動向の紹介として、「フラン

ス憲法研究の軌跡と展望」ジュリスト第1396号、2010年３月、70-76頁。

79　愛敬『立憲主義の復権と憲法理論』、11頁。「憲法学の『法律学化』」について

は、樋口『権力・個人・憲法学』の第５章を参照。

80　高橋『市民革命の構造［増補版］』、v 頁。二宮は、「社会科学的な分析にもと

づき日本社会の現実に対峙する変革の歴史学」であった「戦後歴史学」に典型

的に見られる思考パターンとして、①「歴史は未来の理想社会に収斂されるべ

きものだという強烈な目的論的歴史意識」に支えられており、歴史学がそこに

いたるための「変革の学問」であろうとしたこと、②歴史のうちには「普遍的

な発展法則」が貫徹していると想定し、その基本法則を明らかにすることこそが、

歴史学の任務と考えていたこと、③「人類の歴史は継起的な段階を経て展開する」

と考える点で基本的には発展段階説に立つが、そのうえで、比較史の視点から

諸歴史社会を類型として捉えようとしていた点で、「段階論と類型論が接合」さ

れていたことなどを挙げている。二宮宏之「戦後歴史学と社会史」（福井・林田・

工藤編『二宮宏之著作集』第４巻）、４- ６頁を参照。これらの基準に照らせば、

「われわれは、西ヨーロッパで１世紀も以前に提起され解決された歴史的経験を、

われわれ自身の社会的実践のうちに、世界史の法則として直接確認しようとし

ている。死者、生者を捉う。逆にまた、生者、死者を蘇らすのである、Le vif 

saisit le mort ！」（高橋『市民革命の構造［増補版］』、v 頁）という著名な一文

には、戦後歴史学の問題関心が集積的にあらわれていると言っていい。
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結びにかえて――「再発見」、そして

　前章の末尾で見たように、憲法学と経済史学及び歴史学一般とのあいだの交

流の復活は、決して楽観視できるものではない。とはいえ、今日従来と異なる

傾向もまた見え始めている。その端緒として、まず石川健治による森林法違憲

判決81への再評価82を挙げたい。

　周知のように、この財産権に関する現在までのところ唯一の法令違憲判決で

は、森林法186条（昭和62年法律48号による削除前）の規定、すなわち、共

有者に原則としていつでも分割請求権を行使することを認めている民法256条

１項の原則を修正し、持分価額２分の１以下の共有者からの分割請求権を否定

している規定が憲法29条２項に違反している、という判断が示された。

　通説のように財産権の保障をいわゆる「制度的保障」と理解する場合、制度

の核心は法律によっても侵すことができないわけだが、従来の多数説は、それ

を生産手段の私有制であると解してきた83。このように考える限り、私有財産

制の本質的内容が脅かされない限り、違憲判断は下されない。では、森林を分

割できないという一見些末な規定はいかにして私有財産制の根幹と関わり、な

ぜ財産権分野初の法令違憲判決に帰結したのか。この点をうまく説明できない

まま、従来学説は、経済的自由について薬事法判決で示したはずの
0 0 0

一般的枠組

みである「目的二分論」を最高裁は放棄したのか、それとも、職業の自由の場

合と異なり、財産権分野には適用しないのか、という点に分析の焦点をおいてき

た84。

　こうしたなかで、封建社会的な重層的土地所有形態から、近代資本主義に適

合的な所有形態（「一物一権主義」）への変動を壮大な筆致で描写し、共有分割

請求権という「一見極めて技術的に見える」85権利に憲法的地位を与えた同判

決の論理を鮮やかに分析したのが、石川である。

　この判例の評釈にあたり、石川はローマ法的な所有権の説明から筆を起こ
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す。ローマ法的な所有権観念は、ひとつの物にたいする所有権者はひとりであ

り、その所有権は「自由かつ排他的」であるという「一物一権主義」である。

実際のところ、古代ローマの場合、完全な権利能力を有するのは家長だけであ

るという前提があったが、「すべての自然人に平等な権利能力を与える近代法

の体系」のなかに持ち込まれると、「形式において個人主義的であるために、

そのまま近代資本主義経済に適合する」。このローマ法的な所有権観念への回

帰によって、財産の流動が生じて、封建制から近代資本主義への移行がはじめ

て可能になる。「一物一権主義の所有権観念は、資本主義論の観点からは、近

代的所有権として位置付けられた。まさに、森林法判決のいう『単独所有』を

原則とする近代的所有権のイメージであり、これが封建制を打破した近代市民

社会と重なってゆく。かつて、封建社会においては、実際に耕し収穫している

領民たちの土地所有権は、排他的ではなく、領主たちの所有権による拘束を受

けた、留保付きのものであった。一つの物（土地）に対しては、それに直接か

かわる領民たちだけでなく、各種の［…］領主たちが折り重なるようにして、

共同して所有権を行使しているというイメージである。一物一権主義の所有権

は、そうした領主による共同所有の主張を、退けるのである。」

　それゆえ、日本の民法制定者も採用した単独所有への還元という大原則のも

と、ひとつの物を複数人で所有する共同所有は例外的な場合に限られて、「単

独所有（一物一権）への復帰を前提とする、一時的・過渡的な共同所有である

ことを、約束する必要」が生じてくる。すなわち、共有物をいつでも分割でき

るための共有分割請求権が盛り込まれていることは、「民法が選択した一物一

権主義の、建前としてのアイデンティティーが維持されていることを証明する

ための、アリバイ」に他ならない。その意味で、共有物分割請求権を保障する

規定は、「共有」という法制度の「本質」に属するものであり、民法典の「共

有」の節を構成する諸条文のなかでも、持分権を定める規定と並んで最重要の

条文ということになる。「共有物分割請求権は、各共有者に近代市民社会にお

ける原則的所有形態である単独所有への移行を可能ならしめ、［…］公益的目
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的をも果たすものとして発展した権利であり、共有の本質的属性として、持分

権の処分の自由とともに、民法において認められるに至つたものである」と最

高裁が述べた箇所は、この歴史的含意を踏まえてはじめて理解しうる。

　かくして、森林法186条は、「共有」の存立を左右する本質的な権利である

分割請求権を直接制限する危険をはらんでいることが明らかになる。すなわ

ち、分割請求権を自由に行使し、資本主義的な所有形態である単独所有への円

滑な移行を促す近代市民法の原則からの理由なき逸脱である森林法186条の規

定は、「例外的であるはずの『共有』の常態化」に帰結し、「一物一権主義のア

イデンティティー」を損なう「本質的な侵害」につながりかねない。その場合

には、憲法改正手続によらず通常の法律制定手続で「一物一権主義」、すなわ

ち私有財産制の中核を変更することになり、それは、「憲法改正のもぐり行為

であって、違憲」である。こうして、判決が「当該共有物がその性質上分割す

ることのできないものでない限り、分割請求権を共有者に否定することは、憲

法上、財産権の制限に該当」すると述べていることの意味も明らかになる。そ

れは、個別の憲法上の権利の侵害を語っているのではなく、憲法上保障された

法制度の侵害をも含意している、というのである86。

　以上の説明は、ヴァイマル期の民法学者マルティン・ヴォルフ（Martin 

Wolff） の法制度保障論を淵源とするけれども、他方、樋口の後継者であり経

済史学に正当な関心を払い続けた石川だからこそ、おそらくはじめて可能と

なったものであって、近代資本主義の生成史にまで遡って森林法違憲判決の論

理を鮮やかに説明し、通説と架橋した石川の判例評釈は87、土地制度史と同判

決の二重の意味での「再発見」であった。

　以上はミクロな例だが、経済史を含む歴史学全般への憲法学の再接近につな

がるかもしれないよりマクロな潮流がある。それが1970年代以降、文学理論

や歴史哲学のみならず、臨床心理学、社会学、看護学、教育学、法学など人

文・社会科学の諸領域にわたって甚大な影響をもたらしている「ナラトロジー」

である。「ナラトロジー」は、憲法学では、1990年代以降、ロバート・コー



－　　－

行政社会論集　第 28 巻　第４号

50

バー（Robert Cover）88やジュド・ルーヴェンフェルド（Jed Rubenfeld）89らの

ナラティヴ概念の「換骨奪胎」を通じて、佐藤幸治と奥平康弘によって導入さ

れた90。その後、詳細は別稿に譲るが91、2010年代になって憲法学での議論は

活発化している。その背景には、統合的表象としての「国民の歴史」を所与と

する憲法改正プロジェクトが現実味を帯びてきたことがある。

　2012年に自由民主党が公表した改憲案の特徴のひとつは、現行憲法97条に

見られる個人の人権の普遍性というナラティヴを捨てて、下記のように、憲法

前文に国民の苦難と栄光の歴史物語を書き込み、「長い歴史」、「固有の文化」、

「良き伝統」にたいする訴求を通じて改正憲法の正統性の調達を図っているこ

とである92。「日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴であ

る天皇を戴
いただ

く国家であって［…］。我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大

災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平

和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。日

本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重すると

ともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する［…］。

日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、こ

の憲法を制定する。」93

　日本の人文学分野の場合、「言語論的転回」がようやく意識されはじめた

1990年代に、時を同じくして歴史教科書の記述をめぐり「ナラトロジー」を

「援用」した自国中心史観の理論的基礎付けが企てられた94結果、歴史を物語

る行為それ自体がもつ政治性と倫理性に関心が集まった95。今日、憲法の前文

のテクストそのものが歴史修正主義をめぐる論争のフィールドと化すことで、

類似した現象が、20年を隔てて憲法学でも進行している、と言えよう。

　こうした文脈のなかで、公権力の側が提供する「支配的な物語」を特権化す

ることなく、他のナラティヴの可能性があることを知らしめ、「対抗・物語

（counter-narrative）」の提示を促して、ナラティヴの動態化を促すべきだ、

という主張が一部の憲法学者からなされている96。この事態は、憲法改正が現
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実の政治的日程に上るなかで、歴史叙述がナラティヴとしての次元を肯定しつ

つ歴史を物語一般と同一視する懐疑主義者と歴史家としての職分を賭して対決

してきたカルロ・ギンズブルク（Carlo Ginzburg）がマルク・ブロック（Marc 

Bloch）に見出した言葉（もともとはヴァルター・ベンヤミン（Walter 

Benjamin）に由来する）を借りれば、「歴史を逆なでに読む」97ことに憲法学

者たちが関心を寄せ始めている、と表現しうるかもしれない。彼らが、経済史

学を含む他の歴史学諸分野との対話のなかに、国民の苦難と栄光の歴史とは異

なる歴史的な「対抗・物語」を探ることを望むのであれば、憲法学は歴史学に

対してその門戸をより開かれなければならないし、それらの成果を受け入れる

素地は「ナラトロジー」の受容によって整いつつあるのではないか。カルロ・

ギンズブルクより40年早く、「通俗的意味での旧来の政治史ないし文化史」の

素朴実在論・素朴実証主義を「無概念的」98 把握と評して鋭く批判した高橋幸

八郎が、エピグラフに引いたように、やはりマルク・ブロックに拠りつつすで

に「歴史を逆なでに読む」ことを訴えていたことは、経済史学を含む歴史学と

憲法学の対話の可能性を示唆しているように筆者には思われる。

　最後に、本稿を結ぶにあたり、「営業の自由論争」から40年を経た今日でも

色褪せているとは思われない樋口陽一の「法学と経済学」と題する論考

（1971年）から一節を引用したい。「たとえば明治維新以後の日本資本主義の

把握のしかたに関してにせよ、戦後日本のそれについてにせよ、経済学のたて

た諸命題を適用してみせてそれらを『検証』→正当化するのでなく、むしろそ

れらの命題を帝国憲法や日本国憲法（あるいは安保条約）についての具体的な

分析を通して反証することを試みて、ヨリ反証に堪える経済学の構築に貢献

し、また、憲法学の内部から問題を摘出し、憲法学でなければできないような

問題設定を提示することによって、経済学の仕事を触発するのに貢献しなけれ

ばならないはずである。」99
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［附記］

　本稿は、2015年９月18日に福島大学で行われた2015年度政治経済学・経済

史学会秋季学術大会における自由論題報告「憲法学と経済史学のあいだ――フ

ランス革命史を中心に」の原稿に、脚注を施すとともに当日の質疑応答を踏ま

えて加筆したものであるが、平成25-27年度福島大学外部研究資金獲得力向上

経費（新テーマ育成資金）、平成27年度文部科学省科学研究費補助金（挑戦的

萌芽研究）による成果の一部でもある。

81　最大判昭和62年４月22日民集41巻３号408頁。

82　石川が前述の「営業の自由論争」における岡田説の意義を戦後西ドイツにお

ける「オルドー・リベラリスムス」と比較し（岡田自身による「オルドー・リ

ベラリスムス」についての言及として、『独占と営業の自由』、155頁）、「人権条

項の精神史的解釈を重視する解釈方法論に立った、まぎれもなくまっとうな一

個の憲法解釈論」として位置づけたこと、そしてこの石川による岡田説の「再

発見」を、岡田に師事した経済史家が高く評価していることも一言添えておく。

石川「営業の自由とその規制」、149頁；同「インディフェレンツ」、168-170頁；

同「憲法・経済・秩序」企業と法創造第９巻第３号、2013年２月、41頁；大沢

真理「解題」（岡田『競争と結合』）、ⅷ頁を参照。

83　芦部『憲法［第６版］』、234頁。厳密には、通説は従来、29条１項の規定が、

①「個人の現に有する具体的な財産上の権利」の保障、②「個人が財産権を享

有しうる法制度」（私有財産制）の保障、というふたつの側面を有すると解して

きた。森林法186条は個人の既得権を侵害するものではないので、①からは森林

法186条の違憲性は導かれえない。安念潤司「憲法が財産権を保護することの意

味――森林法違憲判決の再検討」（長谷部恭男編『リーディングズ現代の憲法』、

日本評論社、1995年）、137-143頁；愛敬浩二「憲法と私法」（大石・石川編『憲

法の争点』）、80-81頁を参照。
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