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第一章 国体の成文及び典拠としての憲法の否定―帝国憲法と「国体政体二元論」― 

 

はじめに 

 

「我が国の国体は万古不易なり」と論じる者においても、その多くが“constitution”に「国

体」、「憲法」という訳語をあて、「憲法」を「国体を定めた法」、即ち「国体法」という意義

で用いている。筆者もこれに倣い、「大日本帝国憲法とは、西欧列強にも理解し得る欽定憲

法という雛形に、我が国の国体を押し込めたものであり、憲法を以て国体を規定したが故に、

悠久の歴史によって正統性を担保されたものであるという国体の本質を歪めてしまった」

と考思してきた。しかしながら、「『憲法』とは即ち『国体法』である」とするならば、そこ

にはある矛盾が生ずることに気付いた。「憲法」が「国体法」であるならば、大日本帝国憲
、、、、、、

法に
、、

依って
、、、

立憲
、、

君主政
、、、

に移行した
、、、、、

ということは、即ち、それまでとは「国体」を異にすると

いうことであり、また、それ以前の統治の体様の変遷という歴史に鑑みれば、「国体」もま

た変遷してきたということを意味するのである。 

然らば、「“constitution”とは『国体』、『憲法』のことであり、即ち『憲法』とは『国体法』

である」という前提に誤りがあるのではないだろうか。そこで、「“constitution”とは『政体』、

『憲法』のことであり、即ち『憲法』とは『政体法』である」との仮説を設けたのであるが、

本章では、この仮説の真偽について先行研究を参看しながら論攷して、「憲法」というもの

が如何なるものであるのかを顕然たらしめたい。 

なお、拙論では原則として、引用文献における数字はこれに倣って表記するが、西暦及び

頁にして原典にて一方式で表記されているものについてはこれを算用数字に改め、また全

体の均斉を勘考して、引用部を除いては年月日及び頁のみを算用数字で表記するものとす

る。 

 

第一節 「憲法」なる語の歴史 

 

まず、「憲法」という成語の歴史を概観することとする。「憲法」という語は、いつ頃から

文献上に現れるようになり、またどのような意義で用いられていたのか。穂積陳重
のぶしげ

1曰く、

支那においては、『國語』2晋語九や『管子』3などが、「憲法」という語が記録せられた最も

古いものである。『管子』や『國語』周語、『後漢書』4、『唐律疏義
と う り つ そ ぎ

』5などにおける用例から、

支那の古典においては、「憲」と「法」とを同意義に用い、「憲法」を「法」または「法律」

と同意義を表す名詞として用いたことが分かる。また、『周礼』6においては、「憲」を「懸」

の意義で用いているものがあり、法令公布の歴史にも鑑みれば、支那の古代では、「憲法」

を「懸け示されたる法」即ち「掲示法」という意義にも用いたようである。そして、『詩経』

7に「顕顕」とあるのを『中庸』8で「憲憲」と引用しているなど、支那の古典においては、
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「憲」を「顕」の意に用いたものがあり、「憲」を「法」に対する「著しく」または「明ら

かなる」の意の形容詞として、「憲法」を「明法」又は「厳法」という意義に用いたものが

ある9。 

さらに穂積曰く、我が国における「憲法」という語の初見は、『日本書紀』における「憲

法十七条」であるが、これは「イツクシキノリトヲアマリナナヲチ」10と訓じられている。

即ち、この十七箇条の条規は「厳
いつく

しき法
のり

」であり、また、『式目』11に依れば「憲法」とは

「明らかなる法」という義である。なお、この「憲法十七条」は、本邦成文法の鼻祖である。

その後、「憲法」は国家の定めた法令をいう名詞として定着していった。これは、『令義解』

12や『儀制令』13、『令集解』14、『続日本紀』15などに見られ、また、鎌倉時代には、『御成

敗式目』16に見られるように、幕府の法令を称する語として「式目」や「式条」と並んで「憲

法」も用いられた。これは『塵芥集』17においても同様である。徳川時代においては、『憲法

部類』18や『憲法類集』19を見れば分かるように、「憲法」は広く「法規」、「法令」を指して

いたようである。そして、明治時代に入ってもこの語法が襲用され、「憲法」は「一般の法

令」という意味で用いられたのであるが、『憲法類編』20や『憲法志料』21などがその例であ

る22。 

このように、支那においても我が国においても、元来は「憲法」という漢語を「根本法」

という意義では用いていなかった為、西洋の法律学が入ってきた際、“constitution”の訳語

を生成する必要があった。学者の間においては、「律例」、「根本律法」、「国制」、「建国法」

などの語も用いられたが、『立憲政体略』23に見られる「国憲」24なる語が多く用いられ、「憲

法」は「成文法」の意の訳語としてあてられていた。穂積によれば、「憲法」を“constitution”

の訳語として初めて用いたのは、箕作麟祥
みつくりりんしょう

25であるが26、明治 9年に元老院に国憲調査委員

が設けられ、また、同 13年に「国憲」が起草されたことにも顕現しているように、依然と

して“constitution”の訳語には「国憲」が用いられていた。しかしながら、伊藤博文が「憲法

取調ノ勅令」27を賜って以来、“constitution”の訳語として「憲法」が用いられるようになっ

た28。 

穂積の論に従えば、“constitution”という語が有する概念の法の面に対して、「憲法」とい

う訳語があてられることになった経緯は以上のようなものであるが、これに依拠する限り

においては、「“constitution”とは即ち、欧米諸国における国体を定めたものである」という

議論の上に「憲法」という訳があてられたわけではないと推断し得るのであり、また、「憲

法」の語義として、これを「国家の根幹たるところを規定した成文法」と定義することは妨

げられないであろう。 

 

第二節 国体政体二元論 

 

それでは次に、“constitution”という語が有する概念の政の面について攷究する。これに
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は「国体」及び「政体」という訳語があてられているが、これらは至当なものなのであろう

か。 

 

第一項 「国体」とは何か 

 

 『國體の本義』には、「大日本帝國は、萬世一系の天皇皇祖の神勅を奉じて永遠にこれを

統治し給ふ。これが萬古不易の國體である。」29とあり、また、『國體の本義 精解』において

は、「国体」の意義について次のように注釈が附されている。 

 

こゝに謂へる國體は、國の成り立ち、平易にいへば、「國がら」の意味である。 

（中略） 

しかし
、、、

、法律上では
、、、、、

、政體に對する用語となつてゐる
、、、、、、、、、、、、、、

。卽
、
ち
、
、統治權所在の體樣を國
、、、、、、、、、、

體といひ
、、、、

、統治權の活動形式を政體と名づけ
、、、、、、、、、、、、、、、

、國體を分ちて
、、、、、、

、政體を分ちて
、、、、、、

、君主國體
、、、、

・

民主國體の二とし
、、、、、、、、

、立憲政體
、、、、

・專制政體の二としてゐる
、、、、、、、、、、、

。 

歐米諸國には、國體をいひ現はす適當な語がなく、嘗て男爵菊池大麓が英國に聘せら

れて、日本の敎育を講じた時、「敎育ニ關スル勅語」の中にある「國體」の譯語に窮し、

The fundamental character of Aur
マ マ

 Empire30としたことがある31。（傍点引用者） 

 

 傍点を附した部分、即ち法学上での「国体」の用法は、稻田周之助32曰くボーダン33によ

る定義を我が国の法学者ら34が踏襲したものであり、また、里見岸雄35によると、穂積八束
や つ か

36がザイデルの影響の下で創始したものであるが37、『國體の本義 精解』においては本来の

「国体」の意義とは懸隔するものとして紹介されており、金子堅太郎38や井上孚麿
たかまろ

39、里見

も、これを「日本の憲法と欧米諸国の憲法とを同一の理論で解釈せんとしたことによる誤り」

であるとしている。 

金子は、「国体」なる語の意義を顕現せしめたものとして、『大日本史』40や『神皇正統記』

41、『弘道館記』42、『弘道館記記述義』、『新論』43などを挙げているが、『弘道館記』の碑文

の一部を「恭シク惟ミルニ 上古 神聖 極ヲ立テ統ヲ垂レ 六合ヲ昭臨シ 宇内ヲ統御セラル 

寶祚之ヲ以テ無窮 國體之ヲ以テ尊嚴」と書き下し、これを「國體を最も簡單明瞭に僅か數

十字で書いてある」44と評して、以下のように説述している。 

 

國體は時勢の變遷と共に變更するものなりとの説は、全く國體と政體とを混同した

るに起因するものなり、歐米の政治學の原理に依れば、一國の政體は時勢の變遷と共

に變更することあり、卽ち彼らの君主政體が人民の反抗に依りて共和政體を變じたる

こと是れなり。 

 然れども是れ全く政體の變更なり。然るに我が日本にて國體と稱するものは、我が國
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固有の政治的名稱にして、歐米諸國には之れと同一の意義を有するものなく、また彼の

國にて慣用する政體の意義とは全く別種のものなり45。 

 

そして金子は、「国体」というものの特有性について、次のように述べている。 

 

二千五百年以上も萬世一系の天皇が連綿として君臨せらるゝ國は世界廣しと雖も何

處にもない。隨つて歐米の政治學者、憲法學者の頭には國體と云ふ文字の分る筈がない。

唯獨り之に似寄つた文字は前に述べた佛國革命の折エドマンド・バークが絶叫して、革

命の毒害を防いだときの言葉卽ち英國の基礎的政治の原則46と云ふ文字が、稍々日本の

國體と云ふ文字に近いと思はるゝ位
、、、、、、、、

である47。（傍点引用者） 

 

 尤も、金子が「水戸学的名分論」とエドマンド・バークの論とを結びつけたことに対して

は、山下重一（國學院大學法学部教授、当時）がこれを「極めて粗雑な議論である」48とし

ているが、フランス革命の煽りを受けて英国世論が沸騰する中で、バークが発した言たる

「若し共和國政府にすれば英吉利の基礎的政治の原則が破壞せらるゝ」49を見れば、確かに、

我が国において「国体」という語が用いられるのと同様の文脈で、「英國の基礎的政治の原

則」なる語が用いられているようにも思われる。この点については、後に詳述する。 

 また、金子は我が国における「国体」と「政体」との懸隔について、以下のように指摘し

ている。 

 

また我が國に於いても、政體は時勢と共に變更せしことあり。卽ち王朝の郡縣制度よ

り封建政治に變じたる實例是れなり。然れども萬世一系の皇統を以て寶祚を無窮に繼

承せらるる國體の如きは、我が日本特有の政治原則にして、萬世に渉り決して變更すべ

きものにあらざるなり50。 

  

 この点については、稻田も「其國體ハ、建國以來、滿億斯年ヲ通シテ、變ルヘカラス。

唯其政體ハ、時ト共ニ推移ス。」51と述べており、さらに里見は、「政體といふものは何であ

るかといふと、これは時代的のものである。さうして、それは制定せられることに依つて初

めて政體たるものである。」として、「国体」と「政体」とについて次のように説述している。 

 

國體そのものは、制定されることに依つて國體となつたものでなくして、これは我々

の國家生活にとつては寧ろ超越的―と云つてはをかしいのでありますが、先驗的のも

のであります。ところが、政體といふものは明らかに規定されることに依つて政體たり

得るものである52。 
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 そして、「政体」を規定、組織したところの「社會的實體」が、「生命的民族的な體系たる

社會が生活してゆく爲につくりあげた時代的經濟的體系たる社會」であり、さらにこれは

「國體に制約せられる」としている53。また、里見の「國體とは先驗的なものである」との

主張は、バークによる「時効」の概念54に通ずるものがあろう。 

 しかしながら、大日本帝国憲法の起草段階においては、参議の間でも「国体」の意義につ

いて意見が分かれていた。伊藤博文が、明治 17 年 9 月の閣議において、「日本に於いて憲

法を制定し、立憲政治を施行せば、國體も亦變更するものなり。」と述べたのに対し、金子

は佐々木高行55を通じて、上述の如く反駁した。これに対して、伊藤は「國體とは、國家の

形體卽ち“national organization”にして、（中略）諸般の制度等を綜合して稱するものなり。」

と反駁したが、金子はさらに「閣下の御議論は獨逸學者の唱導するところにして、歐米の政

治論としては適當なることもあらん。（中略）畢竟、閣下は、政體の變更と、國體の變更と

を、同一の意義に誤解せられたるなり。」と返した。その後、この問題について二人が議論

することはなかったが、明治 41年の憲法発布二十年記念会において、伊藤が「憲法の制定

は斷じて國體を變更するものにあらず。單に政體を變更するのみ。」と演説したことを以て、

金子は伊藤が自説に賛成したようであるとしている56。 

 金子が「獨逸學者の唱導するところ」として批判したものとは、その後、法学者らに浸潤

することとなる「国体」の用法に他ならないのであるが、この法学上の「国体」の定義につ

いて詳説することとする。先述のように、里見によるとこの用法は穂積八束が創始したもの

であるが、穂積は次のように定義している。 

 

國家ノ體制ハ統治主權ノ所在ト、其ノ行動形式トニ由リテ定マル、前者ハ之ヲ國體ト

謂ヒ、後者ハ之ヲ政體ト謂フ57。 

 

政體ハ統治權行動ノ形式ナリ。 

（中略） 

按スルニ、國體ハ主權ノ所在ニ由リテ定マリ、政體ハ主權行動ノ形式ニ由リテ分カル

58（傍点引用者） 

 

この穂積の定義からは、彼が「統治権」と「主権」とを同義に用いていたことが見て取れ

るが、彼自身はこの点について以下のように述べている。 

 

主權ト謂ヒ、國權ト謂ヒ、文字異ナレトモ同シク皆統治ノ權力ヲ指稱ス、（中略）主

權國權ノ文字ハ此ノ權力ヲ其ノ形體ノ上ヨリ指示シ、統治權ノ文字ハ此ノ權力ヲ其ノ

作用ノ上ヨリ指示ス、統治權ハ卽チ主權ナリ、國權ナリ、ソノ義明白疑フヘキナシ59。 
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したがって、法学上の定義においては、「国体」は「統治権の所在」を指すものとして用

いられているのであるが、その定義の正否を問うには、まず、この「統治権」及び「主権」

が如何なるものであるかについて、これを明確にしておかねばならない。 

戦前の憲法学者の間においては、「統治権」、「国権」、「主権」の三語は、同義語として用

いられたり、あるいは学者によって異なる意義にて用いられたりしている為、その意義は不

明瞭なのであるが、しかもこれらの語が学者によって「権能」、「権力」、「権利」などの異な

る語を以て説明されており、さらには「権能」、「権力」、「権利」の三語も用いる学者によっ

てその意義が異なる為、「統治権」、「国権」、「主権」の意義は益々曖昧不明瞭となっている

60。故に、論を進めるにあたって、まずは拙論で用いるところの「権能」、「権力」、「権利」

の三語について、里見の論を参酌しながら定義しておきたい。 

ここでは、「権力」とは「意思を実際に実行する力」であり61、「権利」とは「利益を実現

し、またはその実現を要求する正当性」であり62、「権能」とは「権力を行使する能力」であ

るとする63。なお、「権威」とは、「権力が、政治と法とに絶対性を与へる以前に於て、権力

そのものに、正当性と効力とを附与する力」であり、「統治の方法手段たる権力に、最高性、

最善性、絶対性を附与する社会結合そのものの妥当原理」である64。 

次に、「統治権」と「主権」とについてであるが、『国体の本義 精解』では、「主權者」と

「統治權者」とをそれぞれ、「國家の主體たる權能を有する者」及び「國家を統治する權能

を有する者」と注釈している65。里見は「権」の字義を「チカラ」と解した上で、「実質上の

統治権」を「国家の利益を、他の者によりて侵されざる様、帰属せしめ、行使し、按配通利

する権力」とし、「主権」は「自主権の意味」と解すべきであるとして、これを「統治権の

属性」であるとしている66。また、美濃部達吉67は「主権」の意を四種に区分して、これを

「国家」と「意思」という二つの語を用いて説明し68、佐々木惣一69は「統治権」を「國民

全體ヲシテ能ク共同生活ヲ爲サシムルト共ニ國民各自ヲシテ能ク其ノ處ヲ得シムルコトヲ

爲ス意志」であるとしている70。そして里見は、「統治」とは「シラス」の意であり、「シラ

ス」とは「対立的に、外部から加へられるはたらきではなく日本そのものの生命の内から盛

り上がつた自己統制の作用である。故にそれは搾取なく、階級的支配なきをその本質とす

る。」71ということを以て、「統治権」なるものは「主権」や「国権」、「最高権」、「支配権」

とは同一視せられざるべき「特殊語」であるとして、以下のように述べている。 

 

その他、統治権の語に就ては、或は権力なりとし、或は最高権なりと称し、或は意志

若しくは意志力乃至意志作用なりと謂ひ、或は支配の力若しくは支配権なりと定義す

る者等あり全く帰一するところを知らない有様である。然しながら帝国憲法は「統治権」

なる特殊語を用ひて規定してゐるのであるから、それは西洋概念に於ける単なる権力
、、、、、

、

単なる支配権、単なる最高権の概念を以て表現し尽されるものではない。それは帝国憲

法に於ける法の意味により、更に又統治権の法内容を定立せしめてゐるところの基盤
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を究明することによつて、正しい概念を導き出すのでなくては、統治権その他の諸概念

に於ける混乱を整序することは到底不可能事である。蓋し、佐々木惣一博士の「統治權

ノ概念ハ支配權及ビ國權ノ語ニ相當スル西洋語ノ概念ヲ以テ論ズベカラズ。全ク我國

法上獨特ノ用語ナリ」72の言葉は味ふべきものであらうと思ふ73。（傍点引用者） 

 

以上のことを斟酌すれば、「統治権」はこれを「国家を統治
、、

する権力
、、

」と、「主権」はこれ

を「国家の意思を決定する権利」と定義することは、対外的あるいは対内的な用法などにお

いても、これを妨げるものではないだろう74。 

さて、法学上における「国体」を「統治權所在の體樣」の意で以て「政体」に対用するも

のとする見方についてであるが、井上は次のように述べている。 

 

 法律学を学んだ者にとつては馴染み深いところの、所謂「政体」と
、
対
、
立するものとし
、、、、、、、

ての
、、

「國體」の見方（中略）は、西洋諸国のやうに国家の結合原理が主として権力の強

弱、或は有無といふやうなことに局限せられて居る、所謂政治的の部分社会たるに止ま

って居るところの国家の場合に於ては、さういふことも一応尤もな見方であるといふ

べきでありませう。 

（中略） 

 しかしさういふ見方を直に無批判に我が大日本帝国の國體の解釈に押当てることは

軽率の謗を免かれぬと思ひます75。（傍点ママ） 

 

また、里見によると、穂積八束が「国体」に「スターツフオルム」という振仮名を施して

以来、法学の上では「国体」が「統治權所在の體樣」を表すものとして“Staatsform”の意で

用いられている76。これに対して里見は、「穂積氏系の用法に就て言へば、穂積氏自身、『国

体』は Staatsformの適訳でない事を知り、且つ、我国に於ける歴史的熟語である事を承知

しつつも、他に適当の語なきを理由として、『国体』の語を便宜上使用した観がある」77と評

しているが、それは穂積の以下のような記述によるものであろう。 

 

按スルニ國體ト謂フノ成語ハ其ノ用例一ナラス、從來ノ通用トシテハ廣ク國家民族

ノ特性ヲ指稱ス、主權ノ所在如何固ヨリ其ノ國ノ特色ノ一タリト雖、必シモ之ニ限ルノ

意義ニハ非サルナリ。然レトモ、今茲ニ國家ヲ專ラ法理ノ方面ヨリ觀察スルトキハ、主

權ノ所在如何ハ極メテ重要著大ナルノ特徴タリ、而モ適切ニ之ヲ表示スルノ成語ナシ、

故ニ予ハ國體ト謂フ語ヲ使用シテ之ニ充テ以テ法理ノ解説ニ便ス78。 

 

この点については、小野清一郎79も次のように述べている。 

 



「憲法」とは何か―「國體」と「政體」― 

8 

さはいへ、穗積八束も亦時代の子たるを免れなかつた。その憲法學は大體においてド

イツ憲法學を學んだものであること勿論である。殊に日本固有の
、、、、、

國體
．．

意識頗る強烈で
、、、、、、、

あつたに拘らず
、、、、、、、

、憲法學上における國體の概念そのものに至つてはドイツ國法學にお

ける國體、又は「國家形式」（Staatsform）の概念によつて規定されたのである。元來

この
、、

「國家形式
、、、、

」とは國家における權力組織の形式を意味するものに外ならず
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

80（傍点

引用者） 

 

また、井上も「Staatsformは権力の帰属のみを見て居るのに、『國體』は権力といふ様な

ことには重きを置いておらぬ」として、「本来無理があった」と評している81。 

そして、里見は「国体」の意義を以下のように定義した上で、如上の穂積の訳創について

次のように批判している。 

 

Staatsform といふのは申し上げる迄もなく Regierungsform に對して用ゐられたヨ

ーロツパ固有の概念を示す文字である。然るに我が「建國ノ體ニ基キ」82と仰せられた

「國體」といふのは日本固有の概念を示す文字である。殊に「我ガ建國ノ體」、卽ち日

本で謂ふ所の國體といふことは支那、朝鮮にもためしのないところの歷史的意味を體

着して居るものである。言ひ換へれば、國・體といふ二つの漢字で書き現はされた文字

は、文字としては支那のものであるが、その内容は日本の歷史的事實に依つて定まつて

ゐるのであるから、その概念は實質的に定義されなければならない。從つて Staatsform

といふドイツの文字を以て直ちに斯ういふ歷史的意味を體着した國體といふ文字に譯

當することは、これは少なくとも科學的の態度ではない83 

 

後に詳述するように、里見や井上の著述、また『國體の本義』においては、「統治権」と

は、憲法の起草に際して「採擇せられた新しき概念」であると指摘されている。この説を採

るならば、「統治権」という概念が存在していなかった時代から用いられている「国体」と

いう語をそのような概念のみで以て定義することは、本来の語義を損なうものであると説

明できる。 

また、美濃部も「国体」なる語の意義について、「國體トイフ語ハ我カ國ニ特有ナル語ニ

シテ西洋語ニハ正確ニ之ニ該當スヘキ語ナキカ如シ」84として、明治 9年に有栖川宮熾仁親

王に賜った勅語85、及び「國會開設之勅諭」86に依り、「所謂『建國ノ體』又は『立國ノ體』

とあるのが、卽ち普通の意義に於いての國體である」87としている。なお里見は、美濃部が

「固有本来の国体なるもの」を「単に倫理的内容精神的内容のもの」と解釈しているとして、

美濃部の「国体」の定義には異論があるとしている88。 

ここで「国体」の意義について概括すると、「国体」とは即ち、「天壤無窮の神勅を奉じ

て肇国せられた」という「建國の體」のことである。我が国の歴史において、天皇が「統治
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する権力
、、

」を失ったことはあったが、天皇の「統治する権能
、、

」と「権威」とを侵し得た者は

いなかった89。即ち、肇国以来悠久の歴史を貫徹して、常に「天皇による統治の実体」が実

存したのである90。つまり、この「天皇の統治という実体」こそが万古不易の「国体」なの

である。換言すれば、「国体
、、

」と
、
は
、
「建国以来の我が国固有の歴史的法理
、、、、、、、、、、、、、、、、

」であり
、、、

、不文法
、、、

たる事実法であ
、、、、、、、

って
、、

、これは
、、、

「社会の結合原理
、、、、、、、

」という歴史的事実の集積から成るもの
、、、、、、、、、、、、、、、、、

なの

であるが、このことについては後に詳説する。また、『國體の本義』では、これは「『國がら』

の意味である」とされているが、正言すれば、「我が国の
、、、、

国柄は即ち『国体』であり、『国体』

こそが我が国の
、、、、

国柄である」ということなのである。 

それでは、我が国には「統治權所在の體樣」を言い表す語はないのであろうか。また、こ

の “Staatsform”という語は如何なる意義を具有するものであるのか。この二点については

後述するものとする。 

 

第二項 「政体」とは何か 

 

法学上の用法においては、「政体」の意義もまた「国体」のそれと同様に、穂積による定

義を踏襲したものとされている91。先述のように、穂積は「政体」を「統治權行動ノ形式」

と定義し、また「予ハ政體ト謂フノ成語ヲ專ラ政治ノ體樣ヲ指示スルニ用ヒ」92と述べてい

る。『國體の本義 精解』では、「政体」の意義について、「統治者が統治權を行使する時に、

繁雜な政務を遂行するために生ずる政治の體樣を、政體という」93と注釈している94。 

このような定義に対しては、里見や井上の他に美濃部や森口繁治95、野村淳治96などが異

論を唱えている。美濃部は、次のように説述している。 

 

統治權を行ふ所の力が國民に出づるか又は君主に出づるかは、各國の歷史と國情と

に依つて定まる各國政
、
體
、
の問題であつて97（傍点引用者） 

 

君主政と共和政との區別を國體の區別であると稱し、國體といふ語を現在の法律的

制度を指す意に用ゐながら、立憲政と專制政との區別を政體の區別であると稱し、之と

全く類を異にするものであるとするのは、大なる誤である。此等は等しく現在の國法と

して行はれて居る憲法上の統治組織の問題であつて、立憲政と專制政とは君主政の再

分類たるに過ぎないことは、恰も共和政を再分して、貴族政、民主政、勞農政などに分

かち得べきのと同樣である。立憲政と專制政との外に、君主政體は尚選擧君主政と世襲

君主政、分權的君主政と集權的君主政、封建的君主政と官僚的君主政、直接君主政と代

表君主政など、さま ゞ の再分類を爲すことが出來るが、何れも要するに國の統治が如
何なる組織に依つて行はるゝかの種類を示すもので、若し國

、
の統治組織を政
、、、、、、、

體
、
と
、
稱
、
す
、

るならば
、、、、

、何れも政
、、、、

體
、
の種類に外ならぬ
、、、、、、、、

ものであり、決して分類の根底を異にするもの
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ではない98。（傍点引用者） 

 

森口は、「国体」なる語は、「萬世一系の天皇
、、、、、、、

を統治者として仰ぐ」（傍点ママ）という

「吾が國のみに特有であり、萬邦無比である」ところの「吾が國柄の觀念」としてのみ用い

るべきであり、「國家の分類標準としての國家の形體、卽ち其の政治組織の形體は、混同の

惧れなき政體と云ふ用語を以つて謂ひ現はすことを適當とするものである」として、次のよ

うに注釈している。 

 

國家の分類標準とせられる統治組織の形體は、之を現在の國家に就て云へば、常に其

統治機關編成の形體の區別である、換言すれば其政治組織の形體の區別である、故に之

を政體の區別と云ふのである、從つて此見地に於ては、從來多數の學
、、、、、、

者の所謂國體の區
、、、、、、、

別も政體の區別であり
、、、、、、、、、、

、其政體の區別は要するに政體の細分に過ぎない
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

99（傍点引用者） 

 

また、野村も以下のように述べている。 

 

國家の最高機關の組織の差異に從つて國家を君主國及共和國の二種に區別し、これ

を稱して國家の政
．
體
．
（國家の憲法上の組織の形體）の分類といふ。併し乍ら學者中、國

家を君主國と共和國とに區別することを稱して國體
．．

の分類といふものもある。國家の

政體は大體君主國と共和國との二つに分かれるが、その各々は更に種々の觀察點から

して種々に分類せらる。例へば、後に述ぶるが如くに、君主國は專制君主國と立憲君主

國及特權階級參與の君主國とに分かれ、共和國は民主的共和國（一般公民統治共和國）

と非
．
民主的共和國（特別階級統治共和國）とに分かれる。かくの如くにして國家の政體

には幾多の細別が生ずる。君主國と共和國との區別を國體
．．

の區別と稱する學者は、君主

國が專制君主國と立憲君主國とに分かれ、又共和國が民主的共和國と非
．
民主的共和國

（例へば、貴族的共和國）とに分かれる場合に於て、その區別を稱して、國體
．．

の區別に

對する所の政
．
體
．
の區別であると謂つてゐる。併し乍ら餘は、國家には上に述べたやうな

意味に於ける政體の區別あることを認むる丈けであつて、國體及政體といふ二種の區

別あることを唱へない100。（傍点ママ） 

 

畢竟するに、これら三者の論ずるところは、「統治権の所在の体様による分類の下に、さ

らに細別としての統治権の行動の形式による分類があるのであって、これらはいずれも統
、

治組織の体様
、、、、、、

に関する分類であり、これらは『政体』の分類としてこの一語で以て包括し得

る概念である」ということである。 

これに対し、佐々木惣一は、①国家の形体は、統治権の「所在」と「行使の方法」という

二つの観点から二つの概念として分類すべきであり101、②これらは法制上における既成概
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念として、それぞれ「国体」、「政体」として観念されており102、③これはその用例からも明

らかである103としている。しかしながら、これらはいずれも反論の論拠たり得ないものであ

る。 

①については、例えば、「統治權の總攬者が何人たるか、といふことも統治の樣式の問題

であり、統治權の總攬者が如何なる方法に於て統治權を行使するか、といふことも統治の樣

式の問題である。併し、其の故に、統治權の總攬者が何人たるか、といふ點より觀て考へら

れる國家の形體、といふ一の概念を立て、之と併んで、統治權の總攬者が如何なる方法に於

て統治權を行使するか、といふ點より觀て考へられる國家の形體、といふ一の概念を立てる

ことが誤である、といふことは理由がない。」104と述べている。これはその通りなのである

が、然りながら先の三者は、「統治権の『所在』と『行使の方法』という二つの観点で以て

統治組織の体様を分類する」という比較分析の手法そのものを否定しているわけではない。

彼らは、「この二つの観点による分類は、いずれも『政体』の分類である」と主張している

のであって、「斯様な観点の区別など存し得ず、これらは一つの観点である」などとは説述

していないのである。しかしながら、佐々木はこれに対し、「国家の形体を分類するには二

つの観点があるのであって、これを一つのものであると否定するのは誤りである」と述べて

いるのである。故に、この佐々木の主張は、三者の論に対する反論として成立していない。 

②については、例えば、「今日我が國に於て國體といふとき、統治の樣式に關するものが

觀念せられてゐること、及び、かゝる觀念を基礎として始めて國體の概念なるものが立てら

るゝのである」105、「國體といふとき法制又は社會が觀念してゐるものゝ存するにも拘らず、

學者が任意に、之を國體と云はずして、法制又は社會に於て國體以外のものを觀念する政體

の語を以て之を示すことは妥當と思はれぬ」106と述べている。 

その一方で、佐々木は、「統治權の總攬者の何人たるかといふ事實及び統治權の總攬者が

如何なる方法に於て統治權を行使するかといふ事實の二個の標準に依り、國家の形體を國

體及び政體の二種に分つ學説のみに付て考へる。此の學説は故穗積八束博士に依り確立さ

れたものである。」107と述べているのであるが、当の穂積は先述のように、「国体」というの

は我が国における歴史的意義を具有する成語であることを重々承知の上で、他に適当な成

語がないことを理由に、「今茲ニ國家ヲ專ラ法理ノ方面ヨリ觀察スルトキハ、主權ノ所在如

何ハ極メテ重要著大ナルノ特徴タリ、而モ適切ニ之ヲ表示スルノ成語ナシ、故ニ予ハ國體ト

謂フ語ヲ使用シテ之ニ充テ以テ法理ノ解説ニ便ス」として、法学上においては「統治権の所

在の体様」の意で「国体」を用いることとしたのである。また、後に詳述するように、「統

治権」という概念自体が、憲法の起草に際して「採擇せられた新しき概念」であるとされて

いるのである。 

先の三者は、「斯様な法制上の概念に対して、『国体』という語を用いることは不適である」

として、法学の上においてそのような用法を創始したことを批判しているにもかかわらず、

佐々木はこれに対して、「法制上そのような概念で用いられているのであるから、これを『政
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体』などの別の成語で以て表すのは誤りである」と述べているのであるからして、やはりこ

の主張も反論として成立していない。 

③については、佐々木は「政体」の用例をいくつか挙げているが108、その詳細な検討に入

る前に、里見や井上の著述、また『國體の本義』にある説を採るならば、「統治権」とは憲

法の起草に際して「採擇せられた新しき概念」なのであるからして、佐々木が挙げているよ

うな憲法が起草される以前の用例において、統治権の「所在」と「行使の形式」ということ

の違いを顧みて、これらを区別した上で「政体」という語を用いていなかったということは、

前提として踏まえておかねばならない。 

佐々木は、まず、『太政官日誌』第一の一（慶應 4年 2月）に「一東久世公發話我日本政
、

體
、
王政復古帝自ラ政權ヲ握シ外國ノ交際モ一切朝廷ニテ曳請裁判可致旨云々」（傍点引用者）

とあるのを以て、ここでは「政体」の語が「統治權が如何なる方法に於て行はるゝか、とい

ふ點に着眼」して用いられているとしている。しかし、ここにおける「政体」は、「政治の

大権の存する所」というようなことを指していると解する方が自然であろう。 

次に、明治元年 4月 21日の宮中一同への御達中に「今般制度規則被相改不拔御政體
、、

御確

定被爲在度厚キ御趣意ヲ以人材御精選之上諸職御任用被仰付候條」（『太政官日誌』第十八の

二枚、傍点引用者）とあり、また、明治 2年 5月 13日の御沙汰中に「去歳閏四月政體
、、

御造

立相成候處時勢之變遷ニ隨ヒ適宜之政體
、、

大ニ御確定可有之候得共」（傍点引用者）と、同年

6 月 8 日の御達中に「今度政體
、、

御改定ニ付テハ」（傍点引用者）（『憲法類編』第二の二、十

枚、廿二枚）とあるのを以て、やはりこれらにおいても、「政体」の語が「統治權が如何な

る方法に於て行はるゝか、といふ點に着眼」して用いられているとしている。これらはいず

れも、明治元年 4月に「政体書」によって「政体」が定められたことを指しているのだが、

「政体書」には「今般御誓文ヲ以目的トシ政體
、、

職制被相改候ハ徒ニ變更ヲ好ムニ非ス從前未

定ノ制度規律次第ニ相立候」109（傍点引用者）とある。ここにおける「政体」は、「政治組

織」というようなものを指していると解せらる。 

佐々木は、「政体」を「直接政體」、「專制政體」、「立憲政體」とに分類しているが、この

ような観点から言えば、同じく佐々木が用例として挙げている「漸次ニ國家立憲ノ政體ヲ立

テ汝衆庶ト倶ニ其慶ニ賴ント欲ス」（「立憲政體樹立ノ詔」）については、「其の政體といふの

は統治權の行はるゝ方法のことである」という説明が成り立つが、それ以外の用例について

はこの説明は成り立たない。また、これらの用例において、「政体」が「統治権の行使の方

法」という意を付帯していることは否定しないが、然るにてもこれらの用例は、そこにおい

て「如何なる統治権者が」という条件が排除されていることの証左たり得ない。 

また、佐々木は、『岩倉公實記』の「一政體の事」及び「國體及政體取調ノ事」と題され

た記述などを以て、「岩倉公に至りては之と異なり、國體と政體との概念を明白に區別し、

その區別の標準に關する見解は實質上、私どもの見解と同樣である」110としている。しかし

ながら、「一政體の事」には「萬古不易ナルハ我
、、、、、、、、

カ
、
建國ノ體
．．．．

ナリ
、、

政體モ亦宜ク此
、
國體
．．

ニ基ツ
、、、
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キ
、
之ヲ建テサル可カラス」111（傍点引用者）とあり、「國體及政體取調ノ事」には以下のよ

うにある。 

 

凡ソ物體異ナレハ其用從テ同シカラス是レ普通ノ理ナリ故ニ建國ノ體同シカラサレ

ハ治國ノ政亦各々異ナリトス謹テ以ルニ我國帝位ノ繼承君民ノ關係公私ノ法律治民ノ
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

政法等數種ノ法憲
、、、、、、、、

不成文
、、、

及ヒ之ニ屬スル數多ノ善良ナル習慣アリ或ハ分レテ
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

政體
．．

トナリ
、、、

或ハ合シテ
、、、、、

國體
．．

トナル
、、、

112（フォントサイズママ、傍点引用者） 

 

これらに鑑みるに、岩倉具視が「国体」なる語を歴史的意義で用い、「政体」なる語を「政

治体制」や「政治の体様」の意で用いていることは明らかである。それにもかかわらず、佐々

木が岩倉を自説の擁護者であるかの如く紹介していることは、不誠実であると言わざるを

得ない。さらに佐々木は、以下の如く、「政体」が「統治権の所在とその行使の体様」を包

括するものとして用いられていたことを認めているのである。 

 

加藤113の著には明治元年の立憲政體略があり、又明治三年の眞政大意がある。前者に

於ては、政體の語は、前に述べたる概念の國體に對するものとして明確に區別して、用

ゐられてゐず、一般に統治の樣式より見たる國家の形體を
、、、、、、、、、、、、、、、、

政體
．．

とし
、、

、從て
、、

、國體
．．

をも含
、、、

むものゝ如くであり
、、、、、、、、、

、後者に於ては、政體の語の外、國體の語も用ゐられてゐるが、併

し、其の概念は明瞭ではなく、少なくとも、私が前に述べた意味のものであるとは云ひ

得ない。寧ろ、立憲政體略に於けるのと同じく政體
．．

の語に前述の
、、、、、、

國體
．．

をも含ましめたも
、、、、、、、、

のと思はれる
、、、、、、

114。（傍点引用者） 

 

明治七年黑田行元なる人「政體新論」の著がある。著者自ら「此書論ズル所ノ政體ハ

元來西洋ノ語ヲ譯セル者ナリ」と云ひ、又、「政體
．．

ハ政治ノ體裁ニシテ
、、、、、、、、、

西人コレヲ國貌

ト稱ス」と云うてゐるが、其の國貌といふは洋語 Staatsform、form of the state など

を譯したるものであらうか115。（傍点引用者） 

 

しかも、先述のように、「統治権の所在、及びその行使の方法から国家の形体を『国体』

と『政体』とに分かつ」という概念、用法は穂積により創始せられたものであり、且つ金子

らが憲法起草の過程でこれを排しているのである。それにもかかわらず、彼がこれらの用例

のみを以てして、「帝國憲法の制定以前に在ても、之を制定することに關連して政體の語を

用ゐてゐるものは、大體、前述、統治權の行はるゝ方法より觀たる國家の形體、を意味する

ものとしてゐた」116と結論しているのは、不誠実な態度以外の何物でもない。 

以上、「政体」の意義に関する美濃部、森口、野村の論、及びそれらを誤りであるとして

否定せんとする佐々木の主張を見てきたが、結論としては、先の三者の説を採るべきであろ
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う。即ち、「政治」を「統治権
、
者117がこれを行うこと」とするならば、「政体」の意義は「政

治機構の形体」、「政治の体様」であり、そしてこれは「統治権の所在、及びその行使の体

様」を包括し包含するものであると言えよう。 

 

第三項 「国体」及び「政体」と“Staatsform” 

 

上述のように、“Staatsform”の訳語としての「統治権の所在の体様」たる「国体」の意義

を否定して、「国体」を「建國の體」であるとし、また、「政体」を「政治組織の形体」、な

いしは「統治権の所在、及びその行使の体様」であるとしたわけであるが、それでは

“Staatsform”とは如何なる語であり、また、これには如何なる語を訳当すべきなのであろう

か。 

 “Staatsform”と“Regierungsform”とはいずれも「政体」とも訳されるのであるが、“Staat”

には「国家」の意が、“Regierung”には「行政」や「政府」、「政治」という意があり、それ

ぞれ「国家形態」、「政治形態」とも訳されるものである118。佐々木は、法学上の「国体」の

定義について穂積の学説に依拠しているわけであるが、その一方で、彼は“Staatsform”につ

いて、これは「『國家の形體』の意であって、法学上の『國體』の意義とは異なる」119とし

た上で、ドイツの法学者が“Staatsform”なる語を如何に解説しているかについて、ゲー・イ

エリネック、リヒアード・シュミット、レームの三者の説を紹介している。 

まず、イエリネックは“Staatsform”について、以下のように説明しているという。 

 

學問的に確實に認識せらるゝものは、唯、國家の憲法に於て明瞭にされてゐる意思關

係なる形式的の方面あるのみであり、從て、學
、
問的に
、、、

滿
、
足せしむる
、、、、、

國
、
家形
、、

體
、
の分類は
、、、、

、

唯法的分類
、、、、、

（rechtliche Einteilung）あるのみであり、國
、
家形
、、

體
、
の問題は憲法の法的差
、、、、、、、、、、

別の問題と同一である
、、、、、、、、、、

。而して、法的の差別原則は、國家的意思構成の方法に依る差別

原則に外ならぬ。最高の分類として
、、、、、、、、

國
、
家が君主
、、、、

國
、
、共和
、、

國
、
に分たれ
、、、、

、君主國は一の自然

の意思の指揮する（lenken）國家であり、共和國は、或合議體の、法的過程に依て生じ

たる、意思の指揮する國家である。更に君主
、、

國
、
の種別として
、、、、、、

、選
、
擧
、
君主
、、

國
、
と世襲君主
、、、、、

國
、

とに
、、

、無制限君主
、、、、、

國
、
と制限君主
、、、、、

國
、
とに分たれる
、、、、、、

。又、共和國の種別として、其の直接機

關の數に依り、直接機關の數の唯一つなる共和國と其の數の多數なる共和國とに分た

れると共に、其の直接機關の種類に依り、團體
、、

的支配
、、、

者を有する共和
、、、、、、

國
、
と寡頭的共和
、、、、、、

國
、

と階級支配的共和
、、、、、、、、

國
、
（貴族
、、

國
、
）と民主的共和

、、、、、
國
、
とに分たれる
、、、、、、

。更に、其の民主的共和國

にも三種を生ずる120。（傍点引用者） 

 

これによれば、“Staatsform”とは、法的側面から見た「統治の体様」によってのみ分類し

得るものであり、法学上で穂積らが用いるところの「国体」、即ち「統治権の所在の体様」
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による分類の下に、さらに法学上の「政体」の概念、即ち「統治権の行使の形式」による分

類があるとするものであって、学問上は「統治権の所在およびその行使の体様」を表すもの

である。これは「政体」の分類に関する美濃部らの説と同様であり、その限りでは、

“Staatsform”は「政体」によって説明し得るものである。つまり、「日本の“Staatsform”は

如何なるものか」と問われれば「立憲君主国」と、「日本の『政体』は如何なるものか」と

問われれば「立憲君主政」と答えることとなるのである。なお、佐々木はこのイエリネック

による分類方法を、美濃部らのそれと同じ理由で以て批判している。 

次にシュミットは、“Staatsform”を“Verfassungsform”と“Regierungsform”とによって説

明しているという121。 

 

シュミットは施政者が專制的か、憲法的に制限されたるものか、といふ點より觀た國

家の形體を Verfassungsform といひ、施政者が君主的か、貴族的か、民主的か、とい

ふ點より觀た國家の形體を Regierungsform といふ。（中略）氏は、 Regierungsform 

と  Verfassungsform とを、各別の獨自の意味を有する分類とするのではなく、 

Verfassungsform を第一次に意味ある分類とし、或 Verfassungsform を有する國家

卽ち憲法國のみに付第二次に、 Regierungsform を説く122。 

 

即ちこれは、「施政者が專制的か、憲法的に制限されているか」という“Verfassungsform”

の分類の下に、「施政者が君主的か、貴族的か、民主的か」という“Regierungsform”の分類

があるとするものであり、“Staatsform”はこの“Verfassungsform”と“Regierungsform”とで

以て規定できるというものである。シュミットの説は、「施政者が專制的か、憲法的に制限

されているか」という「統治権の行使の形式」による分類の下に、「施政者が君主的か、貴

族的か、民主的か」という「統治権の所在の体様」による分類を行っているという点で、イ

エリネックや美濃部らの説とは異なるが、然るにても、やはり“Staatsform”についてはシュ

ミットもイエリネックと同様の観念を有しているのであり、“Staatsform”を「政体」によっ

て説明し得るという点では同じである。 

また、レームも“Staatsform”を“Verfassungsform”と“Regierungsform”とによって説明し

ているというが123、その内容はシュミットのものとは異なる。 

 

支配主體（國家權力の擔當者又は國家權力の所持者）を構成する自然人の數は一樣で

ないから、之に依り、國家の形體の種別を生ずるが、之を Verfassungsform の種別と

云ふ。また國家權力の最高行使者を構成する自然人の數も國家に依り一樣でないから、

之に依り國家の形體の種別を生ずるが、之を Regierungsform の種別と云ふ。卽ち、 

Verfassungsform にも Regierungsform にも、共に君主的（一人支配のもの）と共和

的（多數人支配のもの）との別がある。故に、君主的の  Verfassungsform 及び 
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Regierungsform があり、同樣に、共和的の Verfassungsform 及び Regierungsform 

がある124。 

 

但し、レームは、 Regierungsform に付て、細別を爲す。例へば、君主形體（國家

權力の最高行使者が一人より成る形體）たる  Regierungsform には直接的 

Regierungsform と間接的 Regierungsform とあり、前者は、國家權力の擔當者が同

時に國家權力の最高行使者たる場合に存し、後者は、國家權力の擔當者に非ざる者が、

國家權力の最高行使者として、國家權力の擔當者の名に於て、國家權力を行ふ場合に存

すとし、又、專制的 Regierungsform と制限的 Regierungsform を分つ125。 

 

これによれば、レームは「國家權力の所持者の数」という“Verfassungsform”による分類

と、「國家權力の最高行使者」という“Regierungsform”による分類によって、即ち国家権力

の「所在」と「行使」との観点から“Staatsform”を規定しており、また、“Regierungsform”

はさらに「專制的」、「制限的」などと細別できるとしている。しかしながら、レームにおい

ても、やはり“Staatsform”についてはシュミットやイエリネックと同様の観念を有している

のであり、“Staatsform”を「政体」によって説明し得るという点では同じである。 

この三者による説明に鑑みるに、“Staatsform”とは井上が指摘するように、「国家の結合

原理としての権力機構の形体」を観念しているものである。したがって、“Staatsform”とは、

「統治権
、
者がこれを行う体様」即ち「政治機構の形体」をその語義とする「政体」に相応す

るものなのではないだろうか。 

この点について、清原貞雄126は次のように述べている。 

 

最も狹く限つて用ゐたのは法律學者であつて、主權存立の状態を指して國體と稱し

て居る。之は、德川時代以降學者に依つて用ゐられたものとは全く其系統を異にして居

るものであり、西洋に於て、希臘以來古く研究せられた問題であつて、獨逸語の 

Staatsform の譯語から來て居るものである。之は寧ろ
、、、、

政體
．．

と云ふ言葉の意義に近いも
、、、、、、、、、、、、

のであつて
、、、、、

、或る一部の學者が政體と國體とは區別すべきもので無いと云ふ説を立て

たのは全く、我國に於て古く用ゐられた國體の語と此 Staatsform の譯語から來た國

體の語との混同から來た誤りである127。（傍点引用者） 

 

また、里見は、“Staatsform”を「政体」と訳すべきであるとする説を以下のように紹介し

ている。 

 

今中次麿128は云ふ「Staatsform を以て政体とするのは日本語の用法に叶はない。然

し国体の文字は特別の意味に用ひられ動かすべからざる国家の根本法であるかの如く
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云はれて居る。故に特に政体の文字を用ふる。然しその意味は国体と対せしめられたる

狭い意味に非ずして国体をも包擁する。然し外国語としては、 Staatsform と云ふ方が

よく当嵌まる。 Regierungsform と云ふと行政司法等の執行作用にのみ関する感がす

る」云々（政治学上巻 140頁）と。氏の此の用法は、古来政体（Regierungsform）と

国体（Staatsform）とを分ち Jean Bodin によつて祖述せられた定説（Six libres de la 

république）を採用せず Staatsform
．．．．．．．．．．

 を以て従来の
、、、、、、

「国体
、、

」をも包含するものとしての
、、、、、、、、、、、、

政体
．．

と訳したのである
、、、、、、、、

129。（傍点引用者） 

 

そして里見自身も、「西洋法学の訳語としての『国体』即ち『シュターツフォルム国体』

（中略）は、同じく漢字で国体と書くので頗るまぎらはしいけれど、古来日本人が国体と観

念してきた国体でないことは明らかであり、単に
、、

政体
．．

と曰へば事足りるもので
、、、、、、、、、、、

、政体
．．

こそ国
、、、

家の権力構造にほかならぬ
、、、、、、、、、、、、

」130（傍点引用者）と結論している。 

なお、法学上の用法に固執する佐々木自身も、「『政體
．．

ハ政治ノ體裁ニシテ西人コレヲ
、、、、、、、、、、、、、、

國貌
．．

ト稱ス
、、、

』と
、
云うてゐるが
、、、、、、

、其の
、、

國貌
．．

といふは洋語
、、、、、、

 Staatsform、form of the state などを譯
、、、、

したるものであらうか
、、、、、、、、、、

。」として、大日本帝国憲法の起草以前に、「政体」を“Staatsform”に

相応するものとする見方があったことを認めているのは、先述の通りである。 

以上、「国体」及び「政体」、並びに“Staatsform”の語義を吟味してきたわけであるが、畢

竟するに、“Staatsform”が観念するところは「国家の結合原理としての権力機構の形体
、、、、、、、、、、、、、、、、、、

」で

あり、国家の結合原理が「権力」ではないところの我が国においては、これは「権力機構」

という観点のみで以て規定される「国家形態」を表すものとして、「政体」で以て説明する

ことができるのである。つまり、「日本の“Staatsform”は如何なるものか」と問われれば「立

憲君主国」と、「日本の『政体』は如何なるものか」と問われれば「立憲君主政」と答える

のであって、故に、“Staatsform”とは、「統治権
、
者がこれを行う体様」即ち「政治機構の形

体」をその語義とする「政体」に相応する語であると結論し得る。また、“Regierungsform”

については、あるいはこれを「政府形態」とでも訳すのが適当であるようにも思われるが、

斯様に結論するには“Regierungsform”なる語の用例の照験を俟たねばならない131。 

なお、“Staat”が“state”と同義であると仮定するならば、“Staatsform”を“state”の語義で

以て解することも可能であろう132。英語においては、「国」、「国家」を表す語としては

“country”、 “nation”、“state”がある。“country”は「国」を表す上で最も「一般的、中立的」

な語であるが133、“nation”、“state”はそれぞれ異なった意味を有する語である。“nation”と

は「『民族』の集合体としての国家」を指すものであり、“state”とは「『統治機構』として

の国家」を指すものである134。したがって、これに倣うならば、“Staatsform”とは「『統治

機構』としての国家の形体」を意味することになろう。事実、「国法学」と訳される

“Staatsrechtslehre”は「国家の本質、形態、組織、制度、国家機関、主権の所在、国と国民

との関係等を研究対象」135とするものであるが、ここで“Staat”が指しているものとは「『統
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治機構』としての国家」である。また、“Staatsform”に「政体」を訳当することについて“state”

の語義を参看するならば、今日においてはこの意では用いられなくなったようであるが、

“the popular state: democracy”、 “state royal: a monarchy”といったように、“state”には

「政体」の意があった136。しかしながら、その語義から“Staatsform”の何たるかを結論する

には、やはり独逸語を以てこれを為さねばならないのであるからして、ここでは参考として

述べるにとどめておく137。 

 

第四項 「国体」及び「政体」と“constitution”―“constitution”に「国体」の意ありや― 

 

さて、ここまで述べたところで、金子とバークとに話を戻したい。先述の「英國の基礎的

政治の原則」とは、「君主政、貴族政、民主政から成る混合政体（mixed constitution）によ

る君民共治」のことであり、バークは“constitution”を「政治体制」の意で用いていたよう

である138。 

 

He who thinks, the British constitution ought to consist of the three members, of 

three very different natures, of which does it actually consist, … He cannot assert 

the democratic part on the principles on which monarchy is supported, nor can he 

support monarchy on the principles of democracy, nor can he maintain aristocracy 

on the grounds of the one or of the other, or of both. A man could not be consistent in 

defending such various, and, at first view, discordant parts of a mixed constitution, 

without that sort of inconsistency with which Mr. Burke stands charged139. 

 

尤も、一見したところでは、“the British constitution”を「英国の国体
、、

」と訳し、“ a mixed 

constitution”を「混合政体
、、

」と訳し分けることもできよう。しかし、まずは、後者の

“constitution”が一般性を有するものであるのに対し、前者のそれは “the British 

constitution”の一部として固有性を附与されているのみならず、それ自身が固有性を具有す

るものである可能性があるという点から、これらの意の差異を解すべきであろう。その上で、

もし必要であるならば、酌み取った原文の意の差異を如何に訳し分けるかということにな

る。 

“ a mixed constitution”は、“monarchy”、 “aristocracy”、 “democracy”から成るもので

あるという。したがって、“constitution”の意義は、“monarchy”、 “aristocracy”、 “democracy”

を概括して包含するものであり、即ち、この三者は“constitution”を区分したものである。

これに鑑みるに、“constitution”なる語が意味するところは、「統治権の所在の体様」及び「統

治権の行使の形式」を包含するものとしての「政治の体様」であり、さらには「政治体制」

であると言い得るだろう。また、先述のように、「政治の体様」を「国体」の意義であると
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するのは誤りであるからして、一般性を有する “constitution”の政の面には「政体」を訳当

するのが適当であろう。 

一方、“the British constitution”には、征服王ウィリアムによる統治以降（あるいはそれ

以前か）、殊に「マグナ・カルタ」140の制定以来の、「基礎的政治の原則」の確立への過程

における政体的事実の積み重ねによって
、、、、、、、、、、、、、、

、政体の層から成っている
、、、、、、、、、、、

という含意がある。しか

もそれは、この成語となって初めて具有し得る性質ではない。ここにおける“constitution”

は、単にある時点における「政治体制」を指すのではなく、「歴史の集積」から成る実体、

即ち「古来よりの政治社会の結晶」を意味するのであり、必然的にこれは固有性を具有する

ものである。故に、一般性を有する“constitution”とはその意を異にする。なお、グレン・バ

ージェスは、十七世紀初頭における“constitution”の意義について、以下のように述べてい

る。 

 

There is evidence of the use of the word ‘constitution’ in the early seventeenth 

century to express the idea of the general form or character of a polity, but it did not 

usually possess all of its modern legalistic connotations. Again, there is evidence of 

a sense in the seventeenth century that certain fundamental or ancient laws could 

not be transgressed by royal action (these laws might even be termed constitutions), 

but this usage also lacks the modern sense of a single defining pattern of government. 

… The seventeenth-century understanding seems to have been in terms of the 

relationship between the sovereign and positive law141. 

 

What we mean then by the early Stuart ‘constitution’ is the complete set of laws, 

prerogatives and rights, and the polity they defined. The constitution had no 

existence, no formulation, apart from its specifics. It was thus a complex mass of 

particulars. And here we can profitably return to Foley and the vision of a 

constitution that consisted of sets of laws, prerogatives and rights whose 

relationships with one another were partly specified and partly ambiguous142. 

 

それでは、固有性を具有する“constitution”に対する訳として「国体」をあてることは適

当なのであろうか。「国体」とは、「天壤無窮の神勅を奉じて肇
、
國
、
せられた」という「建國

、、

の體
、、

」をその意義とするものであり、これは「皇祖によって建てられ皇宗より継承せし皇国

を万世一系の天皇が統治してゆく」ということ、即ち先述のように「天皇の統治という実体」

を意味する。「天皇の統治という実体」の下においては、朝政、武家政治、立憲政治など、

「統治権の所在、及びその行使の体様」、即ち「政体」が変遷してきたことに鑑みれば分か

るように、「国体」の意義が対象とするところは、「権力」ではなく「権威」である。統治
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の「権能」を有する天皇から「統治権」（統治の権力）を下賜された為政者がこれを行使す

る「政体」においては、その「権力」は天皇の「権威」によって正統性と正当性とが附与さ

れてきたのである。なお、我が国においては、統治の「権能」は肇国より天皇が有するもの

であるが、朝廷が自らその「権力」を行うこともあれば、委任によってこれを幕府や政府143

に下賜することもあるのであり、したがってその淵源は不易に天皇であるが、その実地の行

使という視座においては、「統治権」の所在は変遷してきたとみるべきである。 

これに対し、“the British constitution”とは、「マグナ
、、、

・カルタ
、、、

」の制定以来形成されてき
、、、、、、、、、、、

た
、
「英国固有の政体
、、、、、、、

」であり、ここにおける“constitution”は「永きに亘り形成せられたる

君主政、貴族政、民主政による統治の伝統」をその意義とするものであり、これは「先人よ

り継承せし混合政体（mixed constitution）によって君民が共治してゆく」ということ、即

ち「混合政体による統治の伝統」を意味する。「混合政体の下の統治」においては、「三者間

の権力の均衡」をその目的として、「政治の体様」即ち「政体」が保持されてきたことに鑑

みれば分かるように、この“constitution” の意義が対象とするところは「権力」である。 

つまり、「国体」が「統治の実体」としての「権威」について述べたものであるのに対し、

“the British constitution”における“constitution”は「権力」について述べたものであるから

して、両者は根本的に全く異質のものなのである。故に、“the British constitution”を「英

国の国体
、、

」と解することは誤りであると結論し得るのである。したがって、“constitution”

が有する概念の政の面に対しては、やはり「政体」なる語を訳当するのが至当であると言え

よう。畢竟するに、英国の国柄は何かと問われれば、それは即ち「混合政体による統治の伝

統」なのであり、日本の国柄は何かと問われれば、それは「天皇の統治という実体」、つま

りは「建國ノ體」、即ち「国体」なのである。 

尤も、“the British constitution”における“constitution”が表すところを、「政体」の一語

で以て代弁し得ないことは先述の通りである。それでは、他に適訳はないのであろうか。例

えば、金子は“the ancient constitution”を「古來ノ政體」144と訳しているが、英国政治の研

究者にあっては、これは「古来の国制」と訳されるものである145。この「国制」なる語は、

津田眞道
ま み ち

が『泰西國法論』（慶應 4 年）の中で“constitution”の訳語として用いたものであ

る146。山本陽一は、バージェスの言を用いつつ、「ところで、現代のわたしたちが理解する

『憲法』は、政府に先行して存在し、人民から委ねられた政府の権限の範囲を限定し、そこ

から逸脱する政府の行為を不正と見なす『成文』である。一方、『古来の国制』（ancient 

constitution）という名称にも、 constitution がふくまれる。しかし、『古来の国制』論が

展開される 17世紀初期のイングランドはもとより、当時のヨーロッパのどこにも成文憲法

はなかった。」147として、先のバージェスの言の一部を次のように訳している。 

 

初期スチュアート時代の constitution という語が意味するのは、遺漏なくそろえら

れた一連の法、特権、権利であり、また、それらによって定義される政治共同体である。
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この constitution は、それを構成する特定の要素を離れては、存在もしなかったし、

定まった形式も持ちえなかった。したがって、それは、個別具体的なものから構成され

るひとつの複雑な総体であった148。 

 

英国政治の研究においては、「国制」という語が“the ancient constitution”という文脈で

用いられていることに鑑みれば、あるいは“the British constitution”に対しても「国制」を

用いるのが適当であるようにも思われるが、斯様に結論するには「国制」なる語の歴史、用

例の照験を俟たねばならない。 

 

第三節 大日本帝国憲法の起草 

 

 大日本帝国憲法の起草者達は、如何なる精神で以てこれに臨み、また起草に際して各国の

憲法をどのように評したのか。これを金子の著述から探ってみたい。 

 

第一項 独逸の憲法 

 

独逸帝国は、計二十二の君主国や自由都市などからなる北独逸連邦に、南独逸の四つの君

主国が参加して創立され、連邦首長であった普魯西国王が皇帝の位に即いたのであるが、そ

の性質について、金子は、その成立の過程に鑑みて以下のように述べている。 

 

恰も北米合衆國の各連邦が、各州で選んで大統領にするやうに、普魯西王を兼北獨逸

連盟の大統領とした。是卽ち連盟の機關である。 

（中略） 

大統領たる機關を改名して皇帝と稱するのみである。是が獨逸帝國建設の歷史であ

るから、獨逸の憲法學の論理に依れば皇帝を機關と云ふことは當然の事であります149。 

 

 また、独逸帝国憲法の下では、「主権は諸君主国（自由都市）にある」とする各君主国の

代表者（自由都市の代表者）からなる上院と、男子普通選挙によって選出され、「主権は民

にある」とする人民の代表者からなる下院から、議会が構成されていた。 

これらのことを踏まえ、金子は次のように断じている。 

 

 獨逸皇帝は帝國建設の歷史から見ても又其議院の組織から論ずるも國家の機關なり

と云ふことは適當であらう。依つて獨逸の憲法は我が日本憲法を起草するに當たり或

る條項に就いては採用すべきものが多々あつたけれども其の皇帝を以て機關の如く論

定する精神に至つては我が日本憲法に採用することはできなかつた。是明治天皇が我
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が建國の體に基いて憲法を起草せよと仰せられた御沙汰に副はざるが爲である150。 

 

 金子は主に独逸帝国憲法について説述しているのであるが、「條項に就いては採用すべき

ものが多々あつた」との言にあるように、大日本帝国憲法の条項には普魯西憲法のそれに倣

ったものがある。このことについては後述する。 

 

第二項 英吉利の憲法 

 

 金子曰く、“English Constitution”と云う成典のない英国においては、憲法は征服王ウィ

リアムの治世以降の歴史の中に散在しており、歴史の発達と共に憲法も発達してきたが、ジ

ョン王の暴政に奮起した貴族が、国王の施政の方針としてジョン王をして調印せしめた「マ

グナ・カルタ」が英吉利憲法の始めであり、骨子である151。そして金子は、英国の歴史に鑑

みて、先述のように「英國の基礎的政治の原則」に帰着した。 

 

 兔に角英吉利は君民共治の國であつて（中略）英吉利は其の點丈けは一貫して居る。

そこで英吉利の憲法を調べて見ると King in Parliament（議會に於ける國王）Lord in 

Parliament（議會に於ける貴族）Commons in Parliament（議會に於ける人民）と云

ふやうに國王と貴族と人民との三種族が議會に集つて英國の政治をすると云ふ君民共

治が英吉利の主義である。之を稱して Fundamental Political Principle of England（英

國の基礎的政治の原則）と謂ふ152。 

 

 その上で、金子は「英吉利の基礎的政治の原則は國王と貴族と人民が政治を共治するに在

るから是も亦採用することは出來ない」153と結論している。 

 

第三項 大日本帝国憲法 

 

金子は、我が国の憲法と欧米諸国の憲法とは根本的に異なるものであるとして、以下の如

く説述している。 

 

抑々我が日本の憲法は、日本に二千五百有餘年來繼續して居る國體と云ふものに基

いて出來たのであつて、歐米諸國の憲法の如く帝王の壓迫に堪へずして貴族と人民が

鉢を逆まにして帝王に迫つた結果出來た憲法とは違ふ。又歐米諸國の如く人民が自由

民權を主張する爲に帝王に迫つて制定せしめたものでもない。全く明治天皇の遠大な

る思し召しに依つて欽定せられたる憲法であるから外國の憲法と日本の憲法とを併せ

て同一の理論を以て解釋する事は抑々誤つて居ると私は確信する。 
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（中略） 

憲法發布以來世には日本の歷史も知らず又國體も辨へず、徒に歐米の憲法の理論の

みに依つて日本の憲法を解釋しようとするものゝあるのは、獨り日本憲法の精神を理

解し能はざるのみならず、之を誤るものと私は信ずるものである154。 

 

それでは、大日本帝国憲法の起草者達は、如何なる精神で以てこれに臨んだのか。金子は

次のように述べている。 

 

英吉利と亞米利加の法律學には三通りある。其の一は Philosophical Jurisprudence

（哲學的法律學、或いは純理的法律學）其の二は Comparative Jurisprudence（比較法

律學）其の三はHistorical Jurisprudence（歷史的法律學）である155。 

 

憲法は歷史的法律學を以て解釋するに非ざれば其の眞髓を得ること能はざるから、

吾々は卽ち筆を執つて、歷史的法律學の識見を以て憲法を起草し始めた。決して哲學的

法律學の理論に據つて起草したのではない156。 

 

 また、金子はその三者の意義と日本の憲法学者とについて、以下のように評している。 

 

 哲學的法律學は民法、商法、刑法、訴訟法等を研究するには最も適當であるが國際公

法、憲法の如きは歷史的法律學に依るのでなければ其の眞髓を理解することができな

い。此の點に就いては日本の憲法學者は多く其の歩み出しから誤つていると思ふ。又憲

法學の原理は歐米各國を通じて一定したるものなければ憲法は歷史的法律學で解釋し

なければ其の肯綮に中るものではない。（中略）それであるから英吉利の憲法を知らん

と欲せば先づ其の歷史を熟知しなければ分るものではない。獨逸の碩儒の著した法律

書中の理窟で英吉利の憲法を解釋しようとしても其の當を得るものではない。況んや

我が日本の如く二千五百有餘年連綿たる萬世一系の天皇が此の國に君臨して、統治權

を總攬遊ばされて居らるる國に於いてをやである。それを獨逸の憲法學の理窟で日本

憲法を解釋しては其の精神及眞髓を知悉すること能はざるは當然の事である157。 

 

そして金子は、明治 9 年に有栖川宮熾仁親王に賜わった勅語たる「朕爰ニ我カ建國ノ體

ニ基キ廣ク海外各國ノ成法ヲ斟酌シ以テ國憲ヲ定メントス夫レ宜シク汝等之カ草案ヲ起創

シ以テ聞セヨ朕將サニ之ヲ撰ハントス」に依り、「吾々は勅旨のある所を奉じ國體を本とし

て起草したのである。卽ち第一條と第四條がそれである。」として158、次のように述べてい

る。 
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第一條 大日本帝國ハ萬世一系ノ天皇之ヲ統治ス 

是が日本の國體である。そこで統治の有樣は如何であるかと云へば 

第四條 天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ此ノ憲法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ 

統治權の施行に就いては各種の官衙に分かれて居るけれども天皇は國の元首として其

の最高位にあらせられて、之を總攬し給ふ。其の統治權施行の區別は内閣、樞密院、參

謀本部、軍令部、司法權を行ふ裁判所、會計檢査院とする。是等は皆天皇に直接隸屬し

て居る。是が日本帝國政府の組織である。此の組織は日本建國以來の國體に基きたるも

のである159。 

 

その上で彼は、「天皇機関説」について、「依つて此の二箇條を熟讀し日本の歷史を講究し、

我が國體に基づきて憲法を解釋すれば天皇機關説の如き誤りに陷ることは決してない。然

るに此の二箇條を熟考せずに只外國の憲法論の理論に依つて我が憲法を解釋しようとする

から、そこに大いなる誤りを生ずるのである。」160と、これを批判している。「天皇機関説」

批判は、「天皇を神聖化するあまりの感情論的なもの」と見做されがちであるが、大日本帝

国憲法制定の精神に鑑みれば、然にあらざることが知得されるのであって、これを概括する

に以下のようなものとなる。 

「政体」の内的存在としての天皇に局限すれば、これが「機関」であることは妥当するよ

うにみえよう。大日本帝国憲法の下では、統治の「権能」を有する天皇が、「統治権」を一

部は自らこれを行い、一部は三権の機関にこれを下賜して行使せしめつつこれを総攬して

いたのであり、故に天皇は「政体の中心たる内的存在」であった161。しかしながら、先述の

ように、我が国の「政体」は「国体」という基盤によって制約せられたるものであって、「国

体」に基づいて制定せらるるものであり、天皇はその「国体」の体現なのである。つまり、

天皇は「政体」を超越したる存在であって、「政体」に正統性と正当性とを与うる存在なの

であり、即ち、天皇は政体法の法源
、、、、、、、、、

なのである
、、、、、

。故に、天皇を国家の機関であるとするのは、

「政体
、、

」の内的存在としての天皇
、、、、、、、、、、、

に
、
ついて
、、、

のみ論及する限りにおいては
、、、、、、、、、、、、、

妥当するが
、、、、、

、これは
、、、

その存在の本質ではないところの一面的部分のみを
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

以て
、、

論ずるものであって
、、、、、、、、、

、「政体
、、

の中心
、、、

たる内的存在
、、、、、、

」というのは
、、、、、

そ
、
の本質的属性
、、、、、、

ではないのである
、、、、、、、、

。また、大日本帝国憲法におい

ては、天皇は「政体の中心たる内的存在」として規定されつつも、その運用実態は、あくま

でも立憲君主制に拠るものであって、「政体」への関与は最小限度にとどまるものであった

のであり、そしてこれは肇国以来の「国体」における伝統に則ったものであったとみるべき

であろうが、その論攷は今後の研究に俟つこととする。 

 

第四節 「国体政体二元論」と「憲法」 

 

 叙上の如く、大日本帝国憲法下においては、「国体政体二元論」というものが盛んに唱え
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られていた。これは、金子が言うように、ただ欧米の憲法の理論のみに依って大日本帝国憲

法を解釈せんとする憲法学者が跋扈するようになったことに対し、帝国憲法制定の精神を

顧みてこれを解釈すべきであるとして再興せられたものであるが、この「国体政体二元論」

に依る大日本帝国憲法の解釈は、三通りに大別することができる。 

 

第一項 「憲法」を「国体法」及び「政体法」とする論 

 

『國體の本義』には次のようにある。 

 

尚、帝國憲法の他の規定162は、すべてかくの如き御本質を有せられる天皇御統治の準

則である。就中、その政體法の根本原則は、中世以降の如き御委任の政治ではなく、或

は又英國流の「君臨すれども統治せず」でもなく、又は君民共治でもなく、三權分立主

義でも法治主義でもなくして、一に天皇の御親政である。これは、肇國以來萬世一系の

天皇の大御心に於ては一貫せる御統治の洪範でありながら、中世以降絶えて久しく政

體法上制度化せられなかつたが、明治維新に於て復古せられ、憲法にこれを明示し給う

たのである。 

帝國憲法の政體法の一切は、この御親政の原則の擴充紹述に外ならぬ163。 

 

これに従えば、大日本帝国憲法は、第一条から第三条、第四条の前半の他は全て「政体法」

であるということになる。一方、里見は、第四条以下はこれも含めて全て「政体法」である

としている。それでは、第一条から第三条、ないしは第四条の前半について、これらをどう

解すべきなのか。里見は、「國體法といふものは、單刀直入に直ちに國體を法體としている。

一方、政體法といふものは、國體に制約される時代社會によつて規定される政體を法體とし

ている。」として、先述の如く「国体」と「政体」とについて次のように述べている。 

 

國體そのものは、制定されることに依つて國體となつたものでなくして、これは我々

の國家生活にとつては寧ろ超越的―と云つてはをかしいのでありますが、先驗的のも

のであります。ところが、政體といふものは明らかに規定されることに依つて政體たり

得るものである164。 

 

その上で、里見は「第一條のみならず第二條、第三條を以て當然國體法と認むべきもので

ある」165として、まず第一条について次のように述べている。 

 

 第一條の「大日本帝國ハ萬世一系ノ天皇之ヲ統治ス」といふことは創作されたもので

はなくして、この國家の究極的基盤體として、建國以前から實在して來てゐる根本的事
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實として承認さるるところのものであつて、それを玆に法として掲げたものであるか

ら、これは言ふ迄もなく國體法である166。 

 

 次に、第二条について里見は以下の如く説述している。 

 

 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ繼承ス 

 此の條文は、憲法の典範に對する授權關係だと言ふ説もありますが、私はそれを否定

致します。（中略）皇位繼承の法といふものは、この皇室典範によつて新しく制定され

たものである、卽ち單に制度である、と考へ易いのでありますが、皇室典範の本義、殊

に皇位繼承の本義本則といふものは、決して明治になつて初めてこの典範によつて制

定せられた、といふものではない、皇位繼承の大則は、「大日本帝國ハ萬世一系ノ天皇

之ヲ統治ス」といふ事實、從つて事實法の成立と同時におのづから定まつた
、、、、、、、、、

ところの我

國における根本的事實法であります。 

（中略） 

從つて、皇位繼承法、特に憲法第二條はその繼承の大本たる法であるから、是れは明

かに國體法であります167。（傍点引用者） 

 

 さらに里見は、「無論、古來の皇位繼承事實については、大本は紊れなかつたが、末梢に

關しては多少紊れた點もあつたので、皇室典範においては、それを整理して法として掲げた

部分や、新たに制定された純然たる制度もある」と認めた上で、「然しそれは皇位繼承とい

ふ大本たる法に付屬した法の末に屬するもので、皇位繼承の大本といふものは、飽く迄も國

體そのものと同時に成立した事實法である」168としている。 

 しかしながら、皇位継承の本義本則を殊更に条文として現したことは、論を俟たずとも欧

州の憲法に倣ったものであろう。例えば普魯西憲法には、“Art. 53. Die Krone ist, den 

Königlichen Hausgesetzen gemäß, erblich in dem Mannsstamme des Königlichen 

Hauses nach dem Rechte der Erstgeburt und der agnatischen Linealfolge.”（「第 53条 

王位は、王室法により、長子相続及び男系直系相続の権利に基づき、王室の男系の世襲であ

る。」）169とある。 

 なお、皇位継承の大則とは、「萬世一系の天皇の統治」という「国体」の基底を成すもの、

あるいは「国体」そのものであるとも言えるものであって、里見の言を借りれば、これは「我

國における根本的事實法」であり、これを成文化したものが皇室典範であるからして、この

皇室典範は「国体」に基づいたものであり、殊にその大本たる本義本則を掲げた条項が「国

体法」であるということは疑いようのない事実なのであるが、然りながら皇室典範そのもの

を以て「国体法」とするのは誤りである。このことは、皇室典範が制定された経緯、目的と

その性質とに鑑みれば自ずと闡明される。当時の日本は、列強に倣って近代国家としての体
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裁を整え、またそうなる為に「立憲政体」を樹立するに際し、その「政体」の全てを成文で

以て顕示することが緊要であった。そしてそれこそが、「政体構造」を成文で以て規定した

「憲法」、及び「政体の中心たる内的存在」でもある天皇の存在そのものに関する規定、即

ち「皇位継承法」の成文たる「皇室典範」なのである。つまり、「政体」の全てを成文で以

て顕示するには、「政体法」たる「憲法」及び「皇位継承法」たる「皇室典範」という二つ

の成文法の存在がその必要十分条件となるのであって、これは立憲政体を採っている欧州

諸国が、「憲法」と「王室法（王位継承法）」の二つで以てその「政体」を規定していること

に倣ったものであろう。したがって皇室典範とは、里見の言うように、「国体法」たる皇位

継承の大則をその大本としながらも、その大則と細則、制定法とから成っているのである。 

このことは、先述の勅語にある「朕爰ニ我カ建國ノ體ニ基キ廣ク海外各國ノ成法ヲ斟酌シ

以テ國憲ヲ定メントス」、並びに「皇室典範及大日本帝國憲法制定ノ告文」にある「皇祖皇

宗ノ遺訓ヲ明徴ニシ典憲ヲ成立シ條章ヲ昭示シ」、及び「皇祖皇宗ノ後裔ニ胎シタマエル統

治ノ洪範ヲ紹述スルニ外ナラス」170に鑑みるに明らかである。 

また、斯様な皇室典範の性質は、その改正を仮想すればより一層顕然とする。大則でない

ところの条項はいくつもあるが、極めて重要であると思しき条項について結論を得れば況

や細則をやであるので、このような条項の改正を仮想してみる。もし、「第十條 天皇崩スル

トキハ皇嗣卽チ踐祚シ祖宗ノ神器ヲ承ク」171が改正されて譲位が可能ならしめられたなら

ば、それは「国体」の変革を意味するのであろうか。否、そうではない。なぜならば、第一

条にある「大日本國皇位ハ祖宗ノ皇統ニシテ男系ノ男子之ヲ繼承ス」172という大則は、一時

の権宜を除いて、皇室典範の制定以前から譲位であるか否かを問わず継承されてきたので

あって、譲位か否かは「国体」の要素に非ざるからである。もし、第十条の改正を以てこれ

を「国体」の変革とするならば、それは即ち、皇室典範の制定を以て「国体」が変革せられ

たということを意味するのである。 

第三条については、里見は「ヨーロツパの君主國の憲法においても、『皇帝の神聖』とい

ふものがあるが、そこには必ず“person”といふ語が使はれており、日本の憲法はこれらを斟

酌したにもかかわらず、『天皇ノ一身ハ』とせずに『天皇ハ』としたのは意圖的なものであ

つて、つまり『天皇ハ』といふのはその時の天皇を各別に指稱したものではなく、『萬世一

系ノ天皇ハ』といふ意味である」173と述べている。確かに普魯西憲法には、“Art. 43. Die 

Person
．．．．．．

 des Königs ist unverletzlich.”（「第 43条 国王の一身は、不可侵である。」）174（傍

点引用者）とある。そして、彼は以下のように説述している。 

 

 第三條の、天皇神聖といふことは、從來の憲法學者によれば統治權總攬者としての御

資格ではなく、自然人、個人たるの御資格に於ける天皇の特權を規定したものであると

いふ事になつて居ります。これに對し、私は始めて、神聖は天皇の御本質であるといふ

説を立てたのであります。 
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 「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」といふ一條の文句を茲に插入することについては

外國の憲法に示唆されたに違ひないけれども、「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」とい

ふ法の内容そのものは決して憲法によつて制定されたものでもなく
、、、、、、、、、、、、、、、、、

、外國の模倣、繼受

でもない、「大日本帝國ハ萬世一系ノ天皇之ヲ統治ス」といふ事實の成立と同時に、「天

皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」といふ大法が成立して居つたものと見なければ、萬邦無

比の國體、皇統連綿の國體といふものは考へられないのであります175。（傍点引用者） 

 

さらに里見は、欧州の君主国における憲法と我が国の憲法との本質の違いから、次のよう

に述べている。 

 

我国の学者は、多く本条を解して創設法176とする。即ち、天皇御一身の権利として創

設せられたるものと為し、殊に佐藤丑次郎177氏の如きは、 

此ノ特権ハ憲法ガ特ニ天皇ニ対シテ認メタル所（帝国憲法講義 85頁） 

と解釈して居る。然し、憲法は
、、、

、天皇によつて制定せられたものであつて
、、、、、、、、、、、、、、、、、、

、憲法が天皇
、、、、、

に対して認めた特権といふ表現は
、、、、、、、、、、、、、、、

、吾人の国体法理上首肯し難い
、、、、、、、、、、、、、

。かくの如きは、明ら

かに民主主義的憲法思想である。ヨーロツパに於ける現代君主国の憲法は、その本質上、

民主主義政治原理の上に立てる法であるから、その君主神聖不可侵の規定も亦、憲法が
、、、

特に皇帝に対して認めた特権であつて
、、、、、、、、、、、、、、、、、

、それは明白に創設法であり制度法である
、、、、、、、、、、、、、、、、、、

。王位
、、

そのものが既に制度であるのだから
、、、、、、、、、、、、、、、、

、神聖不可侵も全く制度たらざるを得ない
、、、、、、、、、、、、、、、、、、

。 

我国に於て「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」といふは、之を法制史的に観ても、政

治史的に見ても、将た又宗教史的に観察するも、国家の本質法であって
、、、、、、、、、、

、此の形式憲法
、、、、、、

と起源を同じうする制度法
、、、、、、、、、、、、

、創設法ではない
、、、、、、、

。社会的
、、、

、精神的信仰としての天皇神聖
、、、、、、、、、、、、、

、

天皇不可侵といふ軌範事実が歴史即ち民族生命の全史を貫徹して古往今来
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

実在してゐ
、、、、、

るのである
、、、、、

178。（傍点引用者） 

 

 また、第三条について『國體の本義』には、「外國に於て見られるこれと類似の規定は、

勿論かゝる深い意義に基づくものではなくして、元首の地位を法規によつて確保せんとす

るものに過ぎない」179とある。 

 それでは、「政体法」か否かで意見が分かれる第四条であるが、その解釈において『國體

の本義』と里見とは如何に相違しているのか。『國體の本義』では、「第四條前半は元首・統

治權等、明治維新以來採擇せられた新しき概念を以て、第一條を更に紹述し給うものであ

る。」180としており、また、井上は「第四條前半は元首、統治權等御一新以來採擇せられた

る新しき言葉新しき觀念を以て第一條を更に紹述しつゝある」181と述べている。 

里見も、第四条が憲法の起草に際して「採擇せられた新しき概念」を以て書かれていると

する点では同じである182。しかしながら、その一方で、「もし、憲法學者がいふやうに第四
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條が第一條の詳述であるならば、これらは『萬世一系ノ天皇ハ大日本帝國ノ元首ニシテ統治

權ヲ總攬シ此ノ憲法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ』と一つの條項であるはずである」としてこれを

否定している183。そして、「ヨーロツパの憲法には、第一條と第四條のやうな構造を示した

ものはなく、ヨーロツパの憲法學的解釋からは、第一條と第四條の相違、區別を説明するに

足るやうな論理は一つも提供せられて居ないが、ヨーロツパの憲法の法體たる社會は、日本

の國體の如き社會構造を有して居ないのであるから、それは當然のことである」として184、

これが二か条である所以を次のように述べている。 

 

 第一條を以て、通常のヨーロツパ法學概念に於て理解し切れないところの何等かの

法的事實、法義のあるものと考へる。それが「天皇之ヲ統治ス」といふ文字によつて現

はされて居るのであつて、之れを統治實と云つて居るのであります。 

 又第四條の方は、日本も亦人類の國家である限りは、一般國家と同一の觀點からも之

れを理解し得る譯でありますから、その觀點から統治權といふものを定めてゐるので

あります。その統治權といふのは、我が日本に於ては要するに統治實を根底として現は

れるところの作用である185。 

 

 つまりは、第一条における「統治ス」というのが、定められたものではなくして、建国以

来の悠久の歴史を貫徹して実存していた先験的根本的事実であるのに対し、第四条の「統治

權ヲ總攬シ」というのは、立憲に際して採用されて創設された制度なのである186。 

ここで問題となるのは、第四条の前半を「政体法」とみるかどうかであるが、『國體の本

義』でも認められているように、「國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ」というのは憲法の起草
、、、、、

に際して
、、、、

、欧州
、、

諸国より採択された新しい概念
、、、、、、、、、、、、、、

であり
、、、

、創設された制度
、、、、、、、

なのである。然らば、

これは「政体」に関する規定に他ならなのであって、第四条は里見の言うように「政体法」

とみるべきである。したがって、第四条以下の条項は全て「政体法」なのであるが、これら

の性質ついて里見は次のように概括している。 

 

 それは皆一つの、所謂、明治天皇が告文に仰しやつた人文の發達に隨って設けたとこ

ろの制度としての法であります。それらは多くは新らしく創作規定したものである。そ

の時代の實際上の社會を母體としては居るけれども、謂はば理性的なる規定である187。 

 

先述のように、金子は憲法について、「吾々は勅旨のある所を奉じ國體を本として起草し

たのである。卽ち第一條と第四條がそれである。」と述べているが、これは決して「第四条

も国体法である」ということを意味しているのではないのであるが、このことは彼が第一条

については「是が日本の國體である」とし、第四条については「此の組織は日本建國以來の

國體に基きたるもの
、、、、、、

である」（傍点引用者）としていることからも明らかである。 
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以上のことから、第一条から第三条は歴史法学を以て解釈しなければ理解し得ないもの

であり、第四条は哲学的法学に依っても理解し得るものであると言える。なお、里見は第一

条を「國體基本條文」、第四条を「政體基本條文」と称し、また「第一條首條は、國家或い

は憲法そのものの根本規範であるといふ意味に於て書かれて居る」と結論している188。畢竟

するに、「立憲君主政とは如何なるものか」ということを一文で以て述べたものが第四条で

あると言えよう。 

 

第二項 「憲法」を「国体法」とする論 

 

「憲法」が「国体法」であるとする論、あるいはそこに帰着するに至った経緯には三通り

ある。 

一つ目は、憲法起草の過程における議論に実際に触れた世代、即ち元老の政治的引退に伴

って、憲法起草の議論に直に触れていない、言うなれば第二世代が台頭したことに起因する

ものであろう。大正期というのは、元老の政治的比重が大きく低下した時期であると同時に、

天皇機関説が主流になっていった時期でもある。この第二世代は、憲法起草の議論に直に触

れておらず、その中で交わされた起草の意図を直接に見聞きしていないのであるからして、

憲法を訓解
、、

する世代
、、、、

なのである。そして彼らは大日本帝国憲法を解釈するに際して、金子が

指摘するように、ただ欧米の理論のみに依って哲学的法学で以てこれを行ったが為に、「国

体」を「国家形態」と同義に解し、憲法は「国家形態」即ち「国体」を規定したものである

とする憲法学説が流布していった189。斯様な状況にあっては、「憲法は国体の規定である」

ということが自明の前提とされ、「国体」を「建國ノ體」と存知している者であっても、こ

の前提を受諾してしまったのであろう。 

二つ目は、「皇室典範及大日本帝國憲法制定ノ告文」に依拠するものである。この論を唱

える者が感化されたと思しきものに井上の記述があるが、それは次のようなものである。 

 

 憲法
．．

190は一部分ではなくして、その全部が包括的に
、、、、、、、

國體
、、

の表現である
、、、、、、

。國體
．．

を統治関

係の規範的側面に於て紹述し具体化したものに外ならぬ。「所謂統治権の帰属は既存の

國體を具体化して居るけれども、統治権の行使即ち政体は既存の國體とは没交渉に創

設せられたるものなり」と解するのではなく、帰属法も運用法も一切合切引括めて全面

的に國體の表現であり、所謂政体法の部分に至る迄國體と内面的且必然的の関係を有

するものと解するのであります。 

（中略） 

 それには最も簡明にして又疑ふべからざる権威を有する根拠を挙ぐれば、皇室典範

及憲法を欽定させ給ひたる時に皇祖皇宗の神霊に告げ参らせられたる御告文である。 

（中略） 
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この祖宗の遺訓又は祖宗統治の洪範は我國體の規範的側面に外ならぬ。従つて帝国

憲法は肇国以来の國體の明徴、紹述、具体化に外ならぬといふことが拝せらるるのであ

る191。（傍点ママ） 

 

「皇室典範及大日本帝國憲法制定ノ告文」には、「皇祖皇宗ノ遺訓ヲ明徴ニシ典憲ヲ成立

シ條章ヲ昭示シ」、「皇祖皇宗ノ後裔ニ胎シタマエル統治ノ洪範ヲ紹述スルニ外ナラス」とあ

る。ここからは二つのことが訓解せらる。「国体を明徴にし、その上で皇室典範及び憲法を

制定する（立憲政体を樹立する）」ということ、及び「建国以来受け継がれてきた統治の大

法を受け継ぎ従う」ということである。このことは、先述の勅語の「朕爰ニ我カ建國ノ體ニ

基キ廣ク海外各國ノ成法ヲ斟酌シ以テ國憲ヲ定メントス」にも顕現している。よって、告文

を以て「皇祖皇宗の遺訓を明徴にしたものが憲法である」とする解釈は誤りであり、故に、

これを以て「大日本帝国憲法は『国体法』であって『政体法』ではない」とする論は誤りな

のである。 

なお、如上の井上の記述については、留意しなければならないことがある。「国体と政体

は没交渉ではない」というのは、金子や里見の言う「政体は国体に基づいてこれに背かぬよ

う制定された」というのと全くの同意であること、及び「政体法」という語を用いているの

に対し「国体法」という語は用いておらず、憲法は全てが「国体の表現
、、

」であると述べるに

とどまっているということである。したがって、この著述において井上の意図するところは、

「政体は国体に基づくものであるからして、政体法も国体の表現
、、、、、

なのであり、故に帝国憲法

は国体の具体化であると言い得る」ということであろう。 

三つ目は、「天皇親政こそが正統である」と述べる際に用いられた比喩的表現に因るもの

であろう。その例として、二つばかり挙げておく。『國體の本義』には、次のような一節が

ある。 

 

結局に於ては、御祖訓紹述のみことのりたる典憲の具體化ならぬはない。從つて萬法

は天皇の御稜威に歸する。それ故に我が國の法は
、、、、、、

、すべて我が國體の表現である
、、、、、、、、、、、、、

192。

（傍点引用者） 

 

即ち、「典憲の具体化であるからして、我が国の法は全て国体の表現である」というので

あるから、「況や憲法においてをや」ということである。 

また、井上は「政體法の根本原則としての御親政」と題して、天皇親政について以下のよ

うに述べている。 

 

それが卽ち所謂政體法の根源をなすところの御遺訓であって
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

、これは萬古不易の根

本法であるからしてむしろ正しくは國體法と申すべきである。それはどういふことか
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といふと、先づ第一に天皇の御親政といふことがそれであると思う193。（傍点ママ） 

 

これは、天皇親政こそが正統であるからして「御親政は国体である」とするものであるが、

この主張が為された当時においては、当然のことながら大日本帝国憲法の改正、殊に「政体」

に関する根本的事柄を改正することなど全く以て念頭になかったのであって、今後も当然

続くであろう天皇親政に対して、これを「萬古不易の根本法とせねばならない」と論じたも

のである。もし、天皇親政が「国体」であったならば、これまで述べてきた大日本帝国憲法

における「国体法」と「政体法」の区別はなくなり、大日本帝国憲法は全て「国体法」であ

るということになるが、然らば王政復古までの歴史において天皇親政でなかった時代にあ

っては、「国体を異にするものであった」ということになってしまう。井上がその程度のこ

とを了知していなかったとは考えられない。然は然りながら、こうした比喩的表現の著述に

触れた者達が、これらを額面どおりに受け取った結果、「『憲法』とは即ち『国体法』である」

とする説が浸潤していったのではないだろうか。 

以上のような理由から、「憲法」を「国体法」とする論は誤りであると結論することがで

きる。 

 

第三項 「憲法」を「政体法」とする論 

 

「憲法」が「政体法」であるとするならば、第一条から第三条までを如何にみるかという

ことが問題となる。「国体」が先験的な根本的事実であるとはいえ、法として掲げられた以

上はこれらが「国体法」というようなものであることには違いないが、しかしながら、大日
、、

本帝国憲法制定の精神
、、、、、、、、、、

に鑑みれば
、、、、、

、これらは本来の目的からは成文となることを要請され

ていなかったのではないか。このことは、大日本帝国憲法を制定した本来の目的を顧みれば、

顕然とする。即ちそれは、列強に倣って近代国家としての体裁を整え、またそうなる為に、

立憲君主政という「政体
、、

」を
、
樹立
、、

することであり
、、、、、、、

、その
、、

「政体
、、

」を成文で以て規定すること
、、、、、、、、、、、、

であっ
、、、

て、
、、

決して
、、、

「国体
、、

」を成文化することではなかったのである
、、、、、、、、、、、、、、、、、、

。 

それではなぜ、「国体」が第一条から第三条によって成文化されたのか。一つは、憲法を

自己完結させる為である。即ち、第四条以下で以て「政体」について規定するにあたり、「国

体」という固有の歴史的法理を戴く我が国においては、「政体」というものは独立しては存

し得ず、自己完結し得ないものであるからして、その「政体」の依るべき「国体」の何たる

かを闡明せねば、「政体」の何たるかを顕示し得ないという我が国特有の性格に因って、先

験的なものである「国体」が殊更に法として掲げられたのであろう。もう一つは、憲法を制

定して立憲政体をとっても、それは政体の変更に過ぎず、国体は何ら変革するものではない

ということを顕現せしむる為である。このことについて、里見はこう推察する。 
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立憲主義を採用するということは國體變革になりやしないか、矛盾しやしないかと

いふ、その當時色々疑惑があつたのでありますが、その疑惑を抑へて、立的
ママ

主義を立て

てもそれは決して日本古來の國體と矛盾するものではないといふことを明瞭にした邊

もあると思ひます194。 

 

帝国憲法制定に当っては、一時の伊藤博文を始め195、一部官民の間に、立憲は即ち国

体の変換であるとの考があり、甚しき到っては、共和政体への過程なるかの論を為す者

すらあった。これは確に我国の重大問題である。勿論、国体そのものは変革などされ得

るものではないが、或る一部の間に於ける国体観念の上に影響する処も少なくないし、

且つ国体を明らかにすると否とは、この憲法の制定眼目たる政体
、、、、、、、、、、、、、

に関係する処決定的

なものが存すべきは多言を要せぬ処である。茲に於て、憲法は劈頭、国体に関する根本

条文を掲げて立憲により国体が変換せられるものでない事、又、国体によりて立憲が否

定せられるものでもない事を明示し、以て惑ふ処無からしめんとしたものでなければ

ならぬ196。（傍点引用者） 

 

この点については、清水澄197も以下のように述べている。 

 

國體ハ建國ト共ニ創生シ歷史ノ成果國民ノ確信ニ基キテ釀成セラルルモノニシテ法

規ノ力ヲ以テ之ヲ創設シ得ヘキモノニアラサルコト前既ニ述ヘタリ從テ本條198ヲ以テ

我カ國ノ國體ヲ創設シタルモノト解スヘカラス（中略）本條ヲ掲ケタル所以ノモノハ一

ハ國體ノ精神ヲ明鬯ニシテ永遠ノ將來ニ亙リ決シテ紛更スヘカラサルコトヲ戒飭シ一

ハ新ニ立憲政治ヲ施行スルモ之カ爲傳來ノ國體ニ何等ノ影響ヲ及ホササルコトヲ斷定

スルニ在リ199 

 

大日本帝国憲法を解釈せんとする者が普く「国体」の何たるかを存知しており、我が国固

有の歴史的法理に依ってこれを解せばよいが、「政体」の大変革というある種の混乱期にあ

って、故意にせよ過失にせよ「国体」の本義を顧みず、殊に憲法学者が現にそうであったよ

うに、ただ欧米の憲法学の理論のみに依って哲学的法学で以てこれを解釈したならば、「建

國ノ體」が毀損されかねないという懸念もあったのであろう。 

畢竟、大日本帝国憲法制定の精神
、、、、、、、、、、、、

は
、
、勅語に依って
、、、、、、

、「国体
、、

」に基づく
、、、、

「政体法
、、、

」を定め
、、、

るという
、、、、

ことに
、、、

あり
、、

、「国体」とは言うなれば「天皇の統治という実体」なのであるからし

て、大日本帝国憲法とは、「天皇の統治という実体」に基づく「政体」の成文法なのである。

そして、天皇はこの「国体」を体現したるものであるからして、大日本帝国憲法第一章とは、

「天皇という権威」と「統治権力」との関係、即ち「天皇の統治という実体」に基づく「政

体」において、「国体の体現たる天皇」がその「政体」にどのように関係するかを規定した
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ものである200。よって、その関係性を顕然と規定する為には、両者が如何なるものであるか

を示す必要があることから、第一条から第三条が成文として現されたのである。 

大日本帝国憲法が「政体法」であることは、第一条から第三条までの条文を削除したとし

ても、「国体」の紹述たる第一条から第三条は不文法
、、、

として不易に存するのであるからして、

この憲法の性質や内容が何ら変わらないことに鑑みれば、より一層顕然とする。「国体
、、

」と
、

は
、
、「建国以来の我が国固有の歴史的法理

、、、、、、、、、、、、、、、、
」であり
、、、

、不文法たる事実法であ
、、、、、、、、、、

って
、、

、これは
、、、

「社
、

会の結合原理
、、、、、、

」という歴史的事実の集積から成るものである
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

。憲法はこの「国体」に依って

制定せられたる成文法であり、「政体」は成文法たる憲法で規定されることによって初めて

「政体」たり得るのであって、その憲法を規定するものが不文法たる「国体」なのである。

したがって、憲法の改変によって変更せらるるのは成文法たる部分に
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

とど
、、

まる
、、

、即ち「政体」

に局限せらるるのであり、たとえ憲法を全面改変したとしても不文法たる「国体」が変更せ

られようはずがない。故に、憲法の本体は「政体法」であって、憲法は「政体」の成文法な

のである。 

  

おわりに―「歴史」か「成文法」か― 

 

本章では、「憲法」の性質、及び「国体」と「政体」とについて、大日本帝国憲法制定の

精神に鑑みて論じてきたわけであるが、結論としては、“constitution”とはその概念の政の

面については「政体」と、法の面については「政体法」たる「憲法」と訳すべきものであり、

即ち、「憲法」とは「政体法」のことなのである。そして、我が国においては、その「政体

法」の法源が「国体」なのである。 

 人為的に樹立せられたる国家、いわゆる人工国家においては、成文法たる“constitution”

によって国家の正当性
、、、

が担保されるのであり201、民意や政治的決断という憲法制定権力202

をその法源とする場合や、これが単なる力である場合があるが、いずれにせよ人工国家にお

いては、斯様な権力は「憲法」の施行によって憲法改正権としてその中に取り込まれ、歴史

的経過と共に「憲法」自体がその法源であるとされるようになる。これに対し、我が国固有

の概念たる「国体」は、先述のように言わば「天皇という権威の下の統治」なのであり、即

ちこれは「悠久の歴史
、、、、、

」の実証たる事実
、、、、、、、

なのであって、歴史的に形成されていった国家、い

わゆる共同体国家たる我が国においては、「悠久の歴史」によって「国体」の正統性
、、、

が担保

されており、その「国体」を法源として「憲法」が存在するのである。 

斯様な論説には、「日本建国など史実ではなく、神話などという創作に依って近代国家を

論じるのか」という批判が付き物である。しかしながら、「史実としては確認できないが、

それにもかかわらずそこには今日の日本へと至る『初期の日本』が確かにあって、日本の始

まりが史実として確かめようもない太古にまで遡る」という儼然
、、

たる事実
、、、、

、そして「藤原氏

でも源氏でも足利氏でも徳川氏でも、一度び権力
、、

を掌握するや必ず皇統皇位に内在固有す
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る天皇の権能
、、

、権威
、、

にひざまづいて、その権力を正当化」203（傍点引用者）したという歴然
、、

たる事実
、、、、

こそが、我が国の領土204、領民に対する統治を正統かつ正当なものたらしめている

のである205。もし、この儼然
、、

たる事実
、、、、

を否定せんとするならば、それこそまさに科学的な態

度ではない。 

そして、いつ、誰の手によって成されたのか、史実によって確認できるものではなく、史

実としては確かめようもない太古にまで遡源する「国体」というのは、バークの言を借りれ

ば、「時効」によってその改変を禁じられたるものなのである。斯様なるものは歴史的法理

に依って解すべきであって、哲学的法理に依って解することなどできず、「成文法による正

当性」で以て規定し、論ずることなどできようはずがない。先述のように、有栖川宮熾仁親

王に賜わった勅語、及び「皇室典範及大日本帝國憲法制定ノ告文」に見えるのは、「国体に

基づいて各国の成文法を斟酌して憲法を定めんとするにあたり、国体を明徴にした上で皇

室典範及び憲法を制定（立憲政体を樹立）し、建国以来受け継がれてきた統治の大法を受け

継ぎ従う」ということである。これこそが即ち、大日本帝国憲法及び皇室典範制定の精神な

のである。 

畢竟、これらは「政体法」などの明治以降の制定法から成ってはいるが、その典拠は「悠

久の歴史」たる「国体」なのである。斯様な性質を具有する法が改正の対象とし得るのは、

制定法たる部分に局限せらるるのであり、何より他でもない「改正条項
、、、、

」そのものが制定法
、、、、、、、、

なのであって
、、、、、、

、制定法たる
、、、、、

「改正条項
、、、、

」に過ぎないものが
、、、、、、、、

、その法
、、、

の全体が法源とし制約
、、、、、、、、、、

せ
、

ら
、
るるところ
、、、、、

の
、
「国体
、、

」という
、、、

、「悠久の
、、、

歴史
、、

」の実証たる事実
、、、、、、、

をその対象と
、、、、、、

することなど
、、、、、、

できようはずがない
、、、、、、、、、

。「法を改正することによって、その法源を改正する」などというのが、

法理を無視したものであって誤りであることは明々白々である。 

輓近、典憲の改正が議論されようとしているが、今一度我が国の歴史に鑑み、そして「国

体」の本義を顧みて、これらを論ずるべきであろう。 

 

第二章 「国体政体二元論」の視座による日本国憲法―無効論への今日的考察― 

 

はじめに 

 

自由民主党は、平成 22年の参議院選挙における政策集において、「自主憲法の制定」を初

項に掲げ、平成 24年 4月には日本国憲法改正草案を総務会において了承した206。また、石

原慎太郎東京都知事（当時）は 2月末、「憲法の改正は手間取って仕方ない。改正よりも破

棄の方が早道である。」として、自由民主党に対して「日本国憲法を改正するのではなく、

これを破棄すべきである」と述べると共に、自身が新党を結成した場合には、「日本国憲法

の破棄」を綱領に盛り込むとの考えを示した207。しかしながら、昭和 22年に日本国憲法が

施行されて以来、凡そ七十年もの間これを改正せず、あるいは自主憲法を制定することなく、
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今日までこれを最高法規として戴いてきたという事実に鑑みれば、自主憲法の制定、ないし

は日本国憲法の改正の気運が俄かに高まるとは思えない。 

然るにても、自由民主党が結党の精神に立ち返り、主権回復以来の最優先すべき懸案事項

として自主憲法を制定するというのならば、それは日本国憲法を継承するものとして為さ

れるのか、あるいはこれとは断絶したものとして為されるのか。そして、大日本帝国憲法と

日本国憲法、新憲法との連関性は、これを如何にみるのか。畢竟するに、これは我が国が
、、、、

日

本国憲法を如何なる存在であると裁定し、これを如何に処断すべきかということである。自

由民主党は、「自主憲法の制定」と謳いながら「日本国憲法改正草案」なるものを示してお

り、この問題について等閑に附しているようである。 

前章では、「国体政体二元論」の視座から、我が国における憲法の性格、及び大日本帝国

憲法の本質について論じ、また、その結語において大日本帝国憲法の改正のあり方について

一言を附したが、本章では引き続き「国体政体二元論」の視座から、主に我が国の主権回復

後の時期において主張されていた日本国憲法無効論を参看しながら、日本国憲法とその無

効論とについて、これらが今日において如何なる意味をもつのかを考察し、また、我が国の

憲法のあり方について、その立脚すべきところとして「正統性」と「現実主義」を並存せし

めんと試み、そのことに留意しつつ論攷じたい。 

なお、「現実主義」とは、掲げられたる「原理」を現実のものとする為に、その過程とし

て譲歩を含む情勢に鑑みた対応をとるというものであって、妥結するというのはその手段

に過ぎず、決して目的などではない。「原理主義」とは「現実主義」の必要条件であり、「現

実主義」とは「原理主義」に内包されるものなのであって、「原理」なくば「現実主義」た

り得ないのである。故に、「原理」の実現ではなく妥結をこそ目的とするというのは「現実

主義」ではないのであって、これは「日和見主義」とでも称すべきものであろう。尤も、「原

理主義」は「現実主義」の必要十分条件ではなく、「現実主義」は「原理主義」の真部分集

合であって、両者は同値ではない。拙論では「現実主義」という語は、ここで一言を附した

ところの意義でこれを用いるものとする。 

 

第一節 日本国憲法無効論の概略―内閣憲法調査会報告書から― 

 

 まず初めに、日本国憲法無効論、及びこれを巡る議論について、その概略を憲法調査会208

の報告に基づいて紹介し、これを考察する。 

 

第一項 基本的立場―なぜ無効論について議論せねばならないのか― 

 

 日本国憲法無効論を主張する、あるいはこれを検討、考慮すべしとする論者が、その根本

的な理由として挙げているところは、おおよそ以下のように大別することができる。 
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一 現行憲法の基本的性格を、その制定の事情から明らかにすることが何よりも必

要であるとする主張209 

 

二 順法精神を涵養し、国民精神を帰一するために、純粋の法理上の観点から、現行

憲法の有効・無効を明かにする必要があるとする主張210 

 

三 現代日本人の過誤を反省し、憲法汚辱の放任を正し、新日本の建設の礎石とする

ために、現行憲法の失効を確認する必要があるとする主張211 

 

四 制定経過の問題は、戦勝国・アメリカの立場からではなく、戦敗国・日本の立場

から論じなければ真理と正義に基づいた議論とはならない。また、必要なのは法律

的弁護論でなく、政治的正統性の議論であるとする主張212 

 

 第一の立場においては、以下の二つの主張が為されている。 

 

現行憲法が占領下において作られ、したがつて自由民主的に作られた憲法ではない
、、、、、、、、、、、、、、、、

ということが確認されたと信ずる。そうであれば、独立後の今日、自由民主的に改正さ

れるべきことは当然至極であり、また国内法的にも失効論ないし無効論が生ずること

は当然至極であり、（中略）近代民主主義、国民主権の原理、自由民主主義の至上要請

に従つて、現行憲法を全面的に検討し、自由民主的方法によつて自主憲法を制定すると

いう段取りに進まなければならない213。（傍点引用者） 

 

憲法が行なわれるということは、憲法自身の徳、権威によつてである。そしてその徳

や権威は、憲法の内容から来るものではなく、その由緒来歴から来るのである。 

現行憲法が無効であるというのは、その内容が自然法に反するとか、日本の伝統に反

するとかの理由に基づくのではなく、その成立に重大明白な瑕疵があり
、、、、、、、、、、、、、、、

、その有効な成
、、、、、、

立を妨げている
、、、、、、、

からである。（中略）現行憲法の効力を拒否し、憲法の一貫性を確保し

なければならない214。（井上孚麿の見解、傍点引用者） 

 

第二の立場における主張は、次のようなものである。 

 

憲法は、国民すべてが心から順守しようとするものでなければならないが、その順法
、、、、

精神は憲法成立の経過に由来する
、、、、、、、、、、、、、、、

。すなわち、国民感情や政治的考慮の問題から離れて、

純粋に無効論の法律的根拠を検討することが必要である。すなわち、明治憲法は国民恪
、、、、、、、、
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遵の要件をおおむね備えていたが
、、、、、、、、、、、、、、、

、日本国憲法にはそれが不十分であり
、、、、、、、、、、、、、、、、

、（中略）この

意味において、現行憲法について国論を帰一し、恪遵の精神を涵養することが肝要であ

り、そこに、無効論を十分検討する必要があると思う215。（傍点引用者） 

 

第三の立場において言うところの「現代日本人の過誤」とは、「占領軍に対して（中略）、

その横暴を是認したばかりでなく、これに迎合して、憲法汚辱を放任してきたこと」であり、

また、日本国憲法の失効に際しては、「いつに帝国憲法を復活させ、そのうえでりつぱな帝

国憲法の改正案を作り上げる」べきであるとしている216。 

第四の立場からは、神川彦松217が「現行憲法の制定行為を法律的に論じ、それによつて、

実際は連合国のとつた措置を法律的に弁護する結果となるような議論ではなく、現行憲法
、、、、

の制定がはたして政治的、歴史的に正統性をもつていたか
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

という問題を論ずること」（傍点

引用者）こそが「日本にとつて必要」であると述べており、「憲法制定の経過に関する小委

員会報告書」に対しても、「法律的弁護論に傾きすぎており、正統性の問題はけつして明ら

かとはされていない」とこれを批判している218。 

 

一方、日本国憲法有効論の立場からは、その制定の経緯を巡って、次のような主張が為さ

れている。  

 

ポツダム宣言の受諾により、日本は従来の政治体制を根本的に変革した。それは外圧

による変革であつた。問題はこの事実をいかに評価するかという点である。日本国憲法

の性格もこの一点にかかつている。 

（中略）右の事実の歴史的、政治的意義は高く評価すべきである。（中略）すなわち

一つの新しい憲法制定権力が生まれ、それが国民主権の名においてこの憲法を制定し

たのである。この制定権力には外からの力が加わつており、また当時国民の意見は制限

されていたことは事実であるが、それは結局は、事実上は程度の問題であり、その程度

問題が、国民主権の名におけるこの憲法の制定ということの法理的な意味を全く否定

することにはならない。（中略）国民主権の原理が重要であればあるだけ、これを法理

的に棄損すべきではない219。 

 

第二項 論点 

 

 日本国憲法無効論の論点は、おおよそ以下の四点である。 

 

一 およそ占領中には憲法の制定（改正）はなしえないものであるという主張につい

て 
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二 マッカーサーのとつた措置は国際法および国際慣例に違反するという主張につ

いて 

三 日本国憲法は明治憲法の改正の限界を越えた変更であつたにもかかわらず、「改

正」として行なわれたのであるから無効であるという主張について 

四 無効（失効）宣言により明治憲法が復元するという主張について220 

 

第一の論点は、「国家最高の組織法たる憲法が、占領下、国家主権が完全でなく、国民意

思の自由もない時期において制定されたという『時期』の問題」221、及び「日本国憲法が連

合軍総司令部の強い圧力の下に制定されたという『方法』の問題」222に関するものであり、

また、第二の論点は、「占領軍による憲法制定行為は、ハーグ陸戦法規、大西洋憲章、ポツ

ダム宣言、降伏文書などのいずれにも明記されていない逸脱行為であり、これは占領終了と

ともに是正さるべきものであるという『国際法』上の問題」223に関するものであって、この

二つの論点は「国際法的な側面に関する問題」224について論じたものであるとされている。 

これに対し、第三の論点は、「日本国憲法の制定は、明治憲法第七三条の定める改正手続

きによつて行なわれたが、内容的には、それは明治憲法自体の廃止、新憲法の制定であつて、

改正の限界を越えるものであつたという『内容』の問題」225に関するものでり、これは「国

内法的側面に関する問題」226について論じたものであるとされている。 

 

第三項 各論点に対する見解 

 

一、占領中には憲法の制定、改正は為し得ないものであるのか 

 

 無効論の側からは、「占領中には憲法の制定、改正は当然為し得ないものである」として、

次のような意見が述べられている。 

 

1  敵国の軍事占領と軍事統治の下で、一国が自由な民主的憲法を作つたり、または

憲法を自由に改正したりすることのできないことは、占領統治の性格と自由民主

主義の原則から見て論をまたないところである。 

2  国家の最高組織法たる憲法の改正については、国家主権の完全と国民意思の自

由が絶対の要件である。敵軍の占領下には国家主権は完全でなく、国民意思は自由

ではないのであるから、占領中に憲法を制定、改正することのできないのは論をま

たない。もしかりにそれがなされたとしても、それは法理上無効というべきである。 

3  最近は占領中の憲法改正を禁止する若干の例があるが、これはその国の特殊な
、、、、、、、、、、

経験にこりた特殊な立法であつて
、、、、、、、、、、、、、、、

、占領中、国が自由意思を喪失している場合に憲

法改正をしてはならぬということは当然のことであつて、書いていないのが通例
、、、、、、、、、、
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なのである
、、、、、

。しかし、書いていないことが一層たいせつなのである227。（井上、傍

点引用者） 

 

 「国際法上の原則があるのか」という問いに対しては、「日本の場合などは世界始まつて

以来最初の事例なのであるから、国際法学者によつて理論づけられていないので
ママ

は当然な

のである」228という回答が為されている。 

 また、「占領中には憲法の制定、改正は為し得ないものである」という主張は、ドイツ連

邦共和国基本法229、並びにフランス第四及び第五共和国憲法230の援用を以て為されること

も少なくない。ドイツ連邦共和国基本法には、前文に「ドイツ国民は、（中略）過渡期のあ

いだ国家生活に一つの新しい秩序を与えるために、その憲法制定権力に基づいて、このドイ

ツ連邦共和国基本法を議決した」231とあり、さらに第百四十六条に「この基本法は、ドイツ

国民が自由な決断で議決した憲法が施行される日に、その効力を失う」232とある。また、フ

ランス第四共和国憲法では第九十四条で「本國領土の全部又は一部が外國軍隊によつて占

領された場合には、修正手續を開始し又は繼續することはできない」233と規定され、フラン

ス第五共和国憲法では第八十九条第四項で「領土の一体性が侵害されているときは、いかな

る改正手続も、着手し、あるいは継続することはできない」234と規定されている。 

無効論の側においては、これらの規定は当然のことであるとされているが、殊にドイツ連

邦共和国基本法は占領中の臨時基本法であるからして、同法第百四十六条の条文は「占領が

終了すれば新たな憲法によつて代わられる」ということを明示したものであって、日本にお

いても同様の条文が設けられるのが当然であったとする主張や、大日本帝国憲法第七十五

条の「憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス」235という規定は、占領中

などと同様、「国家の状態が平常かつ安穏でない場合には、憲法の改正を行うべきではない」

という普遍的な大原則を示したものであり、また、この原則は明文の規定の有無を問わず当

然のことであるとする主張が為されている236。 

 それでは、「占領中には憲法の制定、改正は為し得ないものである」ならば、日本国憲法

は如何なる性質のものであるのか。これについては、「それは占領軍がその権限に基づいて
、、、、、、、、、、、、、

制定せしめたところの一種の占領管理法規
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

」（傍点引用者）であり、「占領中における臨時根

本法たる性格をもつ」ものに過ぎないのであって、「その限りで占領中には有効であつたに

すぎず」、「したがつて占領の終了と同時に国際法的には失効するというのが、理論的にも実

際の上にも当然である」と説明されている237。 

また、「もしも、かりに日本政府の自主的な意思に基づいて松本案のようなものが日本国

憲法として実現し、かつそれがポツダム宣言に一致していたというような場合を仮定して

みると、そのような日本国憲法もまた無効であるということになるのか」という問いに対し

ては、無効論の側は「もしもかりに近衛案、松本案が実現していたとしても、それは占領終

了後には当然に制定しなおすべきものである」と答えている238。 
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一方、有効論の側からは、「占領中には憲法の制定、改正は為し得ないとする普遍的な法

理上の原則はない」とする反論があり、ドイツ連邦共和国基本法、並びにフランス第四及び

第五共和国憲法については、「これらの規定は、占領下に制定された憲法は暫定的なもので

あるという一般原則を示すものではない」として、その理由が述べられている。 

ドイツ連邦共和国基本法については、次の通りである。 

 

前文及び第一四六条の設けられた理由は、何よりも東西ドイツの分裂という特殊な
、、、

現実に際して、将来東西ドイツの統一が実現するまでの経過的な憲法であると考えら

れたためである。「憲法」の名称を避け、「基本法」とよんだことも、その暫定性を意味

するといわれることが多いが、それはこの基本法が、国民を正当に代表したとはいえな

い憲法評議会という機関によつて制定されたという点で、手続的に必ずしも十分では

なかつたという事情にもよるのであつて239（傍点引用者） 

 

フランス第四共和国憲法については、以下のように述べられている。 

 

第九四条の規定は、1940 年ナチスによる占領の圧力のもとで審議の自由を失ったフ

ランス国民が、ペタンに独裁的権力を与える憲法改正を行ない、第三共和制を廃止した

という国民的悲劇を将来ふたたび繰り返さないという希望の下に設けられた規定
、、、、、、、、、、、、

であ

り、占領中の憲法改正をいつさい許さないとする意味をもつものではない240。（傍点引

用者） 

 

また、大日本帝国憲法第七十五条の規定については、「占領下の憲法改正とは全く関係が

ない」として、次のように述べられている。 

 

すなわち同条は、「憲法義解」に述べられているように、「仮摂」の間は憲法改正をな

しえず、また改正は天皇のほか何人も行ないえないという趣旨の規定であり、要するに、

天皇が統治権を行使するということが、摂政の間は憲法改正をなしえないとすること

の前提であつた。しかるに連合国による占領下においては、この天皇の統治権の行使そ

のものが制限を受けていたのであるから、占領下には憲法改正はなしえないとするこ

との根拠に同案を挙げることは正当ではない241。 

 

二、マッカーサーのとつた措置は国際法および国際慣例に違反し、また日本国民の自由な

意思に反するものであつたのか 

 

無効論の側からは、①ハーグ陸戦法規、②大西洋憲章、③ポツダム宣言について、マッカ
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ーサーのとった措置がこれらに「違反する」とする意見があり、有効論の側からは「違反し

ない」とする意見があって、これらが対立しているわけであるが242、この点については拙論

の主旨から逸れる為、ここでは紹介しないこととする。 

 

三、日本国憲法は明治憲法の改正の限界を越えたものであつたのか 

 

この論点については、①憲法改正の限界、②八・一五革命説、③大日本帝国憲法と日本国

憲法の法的継続性、④現行憲法成立手続における特殊な事情、これら四つの点から議論が為

されている。 

 

(一) 憲法改正の限界について 

 

無効論の側からは、「明治憲法下においても現行憲法下においても、改正には限界がある

とする学説が有力である」とする有効論の側からの見解を根拠として、次のような主張が為

されている。 

 

フランス、イタリーの現行憲法その他には、「共和政体は憲法改正の対象となりえな

い」との趣旨の明文の規定があるが、このような規定の有無にかかわらず、およそ国家

組織の根本を変更することは改正の限界外であることは当然である。このことは日本

国憲法にも当てはまり、現に今日、いわゆる護憲論者は
、、、、、、、、、

、国民主権
、、、、

、平和主義
、、、、

、基本的
、、、

人権の原理等は改正の限界外
、、、、、、、、、、、、、

であると主張しているのであるが
、、、、、、、、、、、、、、、

、それはまた明治憲法
、、、、、、、、、

についても当てはまる法理であつて
、、、、、、、、、、、、、、、、

、その根本規定たる第一条ないし第四条、すなわち

国体を変革することは、明治憲法全体の廃止であつて第七三条にいう改正には属さな

いとするのが、明治憲法下広く認められていた見解であつた。国体変革は、革命もしく

は敵国による完全なる征服の場合以外には考えられないのである。 

しかるに、日本国憲法は、革命でもなく完全なる征服によるのでもなく、第七三条の

定める改正の手続きによつて明治憲法の改正として成立したのであり、それは法的に

許されないところであり、したがつて無効であるといわなければならない243。（傍点引

用者） 

 

また、同様の見地から、「それにもかかわらず、日本国憲法が改正として成立したことは、

ひとえに、それが占領管理法として占領中にのみ効力を有するものであるという絶対条件

の下においてである」244とする意見がある。 

このような見解に対しては、①日本国憲法は国体を変革するものではないとする説、②憲

法の改正には限界はないとする説、③八・一五革命説、これら三つの点より反論が為されて



「憲法」とは何か―「國體」と「政體」― 

43 

いる。 

まず、国体変革の問題に関して、以下のような反論がある。 

 

現行憲法
、、、、

の成立手続きには大きな瑕疵があり
、、、、、、、、、、、、、、、、

、したがつて取消しうるべき性質のも
、、、、、、、、、、、、、、、、

のである
、、、、

といわなければならないが、直ちに無効であると見るべきではない。 

すなわち、明治憲法の改正には限界があり
、、、、、、、、、、、、、、

、国体を変更することは改正の限界を越え
、、、、、、、、、、、、、、、、、、

るものであるとすべきはあるが
、、、、、、、、、、、、、、

、日本国憲法によつてわが国の国体が変更されたと見
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

るべきではない
、、、、、、、

。したがつて、日本国憲法は改正の限界を越えたものではなく、有効に

成立したものと見るべきである。すなわち、明治憲法の第一条と第四条を変更したこと

は国体を変更したことではない。国体とは
、、、、

、主権の所在とは無関係であり
、、、、、、、、、、、、、

、日本の歴史
、、、、、

と伝統とが日本国の国家形成の事実として作り上げてきたところの日本国の基本的性
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

格
、
、すなわち
、、、、

、日本は天皇を国民統合の中心とする国家であるということそのことが国
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

体なのである
、、、、、、

。この意味では国体は変更されてはおらず、したがつて日本国憲法は明治

憲法の改正として有効である245。（広瀬久忠246の見解、傍点引用者） 

 

次に、憲法改正の限界に関して、次のような反論が為されている。 

 

明治憲法第七三条には、単に「將來此ノ憲法ノ條項ヲ改正スルノ必要アルトキハ…」

と定めているにすぎず、第一条ないし第三条の規定を改正することも、この「条項」の

改正に抵触するものではない。当時、明治憲法の起草者たちにとつては、国体に関する

規定は変更すべきではないという思想があり、それが「憲法義解」の註釈にも現れてい

たといえるであろうし、また当時の日本国民にもこれを是認する風潮があったという

べきではあろうが、憲法の文言そのものからは、国体の変更が改正の限界を越えるもの

であるという解釈は出てくる余地はない。（中略）日本国憲法は明治憲法の全部改正で

あり、また明治憲法を廃止する手続きがとられたわけではない247。 

 

(二) 八・一五革命説について 

 

有効論の側からは、「ここに八・一五革命説というのは、日本国憲法が明治憲法の改正の

限界を越えたものでありながら無効とはいうべきでないとする理論構成を、昭和 20年 8月

15 日日本政府がポツダム宣言を受諾したことによつて明治憲法の基本原則がすでに変革さ

れ、革命が行なわれたのであるということに求める見解をいう」248として、以下のような主

張が為されている。 

 

憲法の改正には限界があり、主権の所在を変更することは法的、理論的に許されない
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とする立場に立つ場合であつても、それにもかかわらず事実、なんらかの力によつてそ

のような変革が行なわれることがありうる。その変革は超法的な変革であり、それを革

命とよぶのである。すなわち、それは法的な意味における革命であつて、社会的意味に

おける革命とは区別される。ポツダム宣言受諾の際に革命が生じたとする見解は、この

意味における革命が生じたとするのである。 

（中略）その新憲法の有効性は、いわゆる「事実の規範力」の理論によつて説明する

ことができる。すなわち、ヨーロッパ諸国において多くの実例があるように、革命すな

わち非合法な力によつて多くの憲法が生まれたのであるが
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

、それらの憲法は
、、、、、、、

、いずれも
、、、、

当初は非合法な力によつて生まれたものではあつても
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

、「事実の規範力
、、、、、、

」によつて有効
、、、、、、

性を獲得した
、、、、、、

ものと解することができる。あるいは「事実上の政府」が「法律上の政府」

に転化すると説く学説もあるが、これも力が法に、事実が規範に転化することを説くも

のである。もとより単なる事実が法に転化するというのではなく、事実から生まれた体

系に対して規範たる効力を認めるという国民の意思がそこに働いていると考えること

ができよう249。（傍点引用者） 

 

また、第七十三条については、以下のような説明が為されている。 

 

八月一五日にいわゆる超法的変革が起こり
、、、、、、、、、

、主権すなわちいわゆる憲法制定権力が
、、、、、、、、、、、、、、、、、

すでに天皇から国民に移つた
、、、、、、、、、、、、、

のであつて、その後も形式的には第七三条は残存してい

るが、それは右の変革と抵触しないかぎりにおいて残つていたにすぎず、したがつて日

本国憲法成立の手続きはその手続きを形式的に借りたにとどまり
、、、、、、、、、、、、、、、、、、

、名は改正であつて
、、、、、、、、

も実は旧憲法の廃止
、、、、、、、、、

、新憲法の制定であつたと解すべきであるとするのである250。（傍

点引用者） 

 

このような見解に対し、無効論の側からは次のような意見が述べられている。 

 

革命説は現行憲法の有効を主張する学説として学界の通説たる観をも呈しているが、

この説も現行憲法は明治憲法第
、、、、、、、、、、、、、、

七三
、、

条の改正としては有効に成立することは認められ
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

ないとするのであるから
、、、、、、、、、、、

、それは率直に言えば無効論なのである
、、、、、、、、、、、、、、、、、

。しかるになんとか現
、、、、、、、、、

行憲法が有効なることを弁護しようとして考え出されたのがこの革命説なのである
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

。 

しかし、ポツダム宣言には、憲法改正を必要とする条項は全く含まれていないのであ

るから、革命説の仮説たる八月革命ということは全然根拠がないといわなければなら

ない。また革命説は第七三条の存在、天皇の発議、帝国議会の議決、天皇による公布等

の事実を全く無視し、存在しなかつた革命をあたかも存在したかのごとく主張するの

みである251。（井上など、傍点引用者） 
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その上で革命説に対し、井上らは、「革命ということが憲法の効力の淵源となると解する

のであるならば、それは暴力に憲法を改廃する効力を認めることであり、日本国憲法の暴力

的破壊をも理由づけるという役割をも果たすこととなる。すなわち、革命説は日本国憲法の

弁護を志して出現しながら、実際にはその死刑執行人にもなり落ちるものである。」252とし

て、これを批判している。 

 

(三) 大日本帝国憲法と日本国憲法の法的継続性について 

 

「日本国憲法は、大日本帝国憲法の改正の限界を越えたものであるが故に無効である」と

する立場、及び「日本国憲法は占領管理法としてのみ有効であつた」とする立場からは、「新

旧両憲法の間の連続性が断ち切られているのであるから、明治憲法を復元する手続きをと

り、日本の憲法としての一貫性を回復しなければならない」とする主張が為されている。一

方、有効論の側からは、「日本国憲法が明治憲法の改正として、天皇の発議、帝国議会の議

決、天皇による裁可および公布という要件をみたして成立したことは明らかな事実である」

として、これを論拠として「新旧両憲法の間には法的連続性が存する」と結論している。こ

の見解に対し、革命説をとる立場からは、「形式的には改正手続によつて行なわれたもので

あつても、旧憲法の根本原則、根本規範が変更された場合には、新旧両憲法の間には法体系

の断絶が生じ、連続性は存しない」とする意見が述べられている253。 

 

(四) 現行憲法成立手続における特殊な事情について 

 

この点に関する諸意見については、本節第四項にて言及することにする。 

 

四、無効または失効宣言により明治憲法を復元する措置をとる必要があるのか 

 

井上らは、「無効の確認がなされるまでは、法の公信力の原理により、実定法として有効

の推定を受けるのであり、無効確認の効力は事後にのみ及ぶのであつて、以前にさかのぼら

ないのであるから、無効が確認されたとしても、法秩序の混乱をきたすことはない」として、

「一日も早く無効または失効の確認をして明治憲法を復元し、しかるのちに明治憲法の改

正手続により改正を行なうべきである」とする見解を示している。斯かる措置の為の具体的

方法としては、①国会による日本国憲法失効宣言、②復元した明治憲法の時勢に鑑みた改正

の為の帝国憲法改正委員会の制定、③同委員会による改正実現までの間の五年間の時限法

としての日本臨時基本法の制定、④現行憲法の失効、並びに帝国憲法の復活、及びその改正

に関する天皇の発議を奏請する国会による上奏、⑤帝国憲法第七十三条による帝国憲法改
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正案の議決などが挙げられている254。 

これに対し、法的手続きの観点、及び実質的な必要性の観点からの反対意見がある。法的

手続きの観点からは、①失効宣言が為されるまでの期間における現行憲法の効力の問題、②

公信力の法理を憲法に適用することの問題、③現行憲法の無効の確認が復元の有効性に与

える影響の問題、④無効または失効を宣言する主体の問題、⑤国際法上のポストリミニウム

の法理255と国内法上のポストリミニウムの法理の区別、即ち、国際法上は当然失効すべきも

のではあっても、その実現の為には国内法上の手続きが不可欠であるという問題などにつ

いて疑義が呈されている。実質的な必要性の観点からは、①成立過程の重大な瑕疵にもかか

わらず、三権の機関によつて有効なものとして施行されてきたという事実の問題、②法秩序

の安定性の問題、③実質的には現行憲法の改正であるという問題、などを挙げて「無効また

は失効宣言はこれを行うべきではない」とする意見が為されている。また、両方の観点から、

「明治憲法を復元し改正するにしても、現行憲法の手続きに従ってこれを全面的に改廃す

べきである」とする主張が為されている256。 

 

第四項 考察 

 

一、無効論者の基本的立場について 

 

無効論者の基本的立場については、第四の立場、即ち神川による「日本にとつて必要なの

は法律的弁護論でなく、現行憲法の制定がはたして政治的、歴史的に正統性をもつていたか

という問題を論ずることである」という主張について、一言を附しておきたい。 

「政治的、歴史的に正統性をもつていたか」というのは、即ち、「政体」の正統性を問う

ものであり、これは後述するような「歴史的法理」によってこれを判断するというものであ

ろう。条項を並べ立てた文理解釈による議論ではなく、歴史的法理に依るところの「政体」

の正統性についての議論こそが為されるべきであり、日本国憲法の改廃は最終的には
、、、、、、、、、、、、、、

「政治
、、

的決定の問題
、、、、、、

」に帰着するのであるが
、、、、、、、、、、

、この政治的決定に正統性を附与するものこそが法理
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

なのである
、、、、、

。したがって、この点においては第二の立場に通ずるものがあると言えよう。尤

も、これら二つの立場をとる論者において、このことが認識されていたかは定かではない。

この政治的決定と法理との問題については、第三節で詳述することとする。 

 

二、占領中には憲法の制定、改正は為し得ないものであるのか 

 

まず、無効論の側が援用するドイツ連邦共和国基本法、並びにフランス第四及び第五共和

国憲法について論攷する。 

ドイツ連邦共和国基本法の第百四十六条は、平成 2（1990）年に統一条約の第四条によっ
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て、「この基本法は
、、、、、、

、ドイツの統一と自由の達成後は、全ドイツ国民に適用されるが、ドイ
、、

ツ国民が自由な決断で議決した憲法が施行される日に
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

、その効力を失う
、、、、、、、

」（傍点引用者）と

改正されたが、傍点を附した部分は改正前の条文、即ち制定時の条文と同じである。つまり

その意味するところは、占領政策によって国家が分断された状態においては、国民は自由な

決断を為し得なかったのであるからして、「この基本法は、占領の影響から脱して統一を為

しえたドイツに継承されるが、占領後初めて自由な決断を為し得るに至った国民を代表す

る議会が制定した憲法を以て代わられる」ということである。前文及び第百四十六条には、

①占領下における基本法、②東西分裂下の西側における基本法という含意があったが、戦後

処理として、単一国家たるドイツの主権を回復させるまでの占領期間において、これを四国

で分割統治するという形が取られたのであるからして、同法の制定時においては、「米英仏

の三国及びソ連による東西の分割統治の終了による主権回復」は即ち「単一国家としての独

立」を意味したとみるべきであり、故に②は①と同意義であったとみるべきである。したが

って、ドイツ連邦共和国基本法を援用することに対する反論にある通り、確かに前文及び第

百四十六条には「東西分裂」という特殊な事情が反映されているのではあるが、しかしなが

ら条文の制定時においては、これは「被占領」と同意義なのであるからして、やはりその意

味するところは「占領が終了すれば新たな憲法によつて代わられる」ということである。 

また、反論では、「同法に『憲法』ではなく『基本法』という名称が用いられたのは、そ

の暫定性というよりもむしろ、その制定機関が国民を正当に代表していなかったことに起

因する」としているが、同法が選挙による国民の代表ではなく、ラント政府の選出した代表

からなる機関によって、行政の基本を規定することを目的として制定せられたのは、直接的

にも間接的にも英米仏の占領政策によるものであり257、「被占領」という事情が「国民を正

当に代表していない機関による制定」を齎したのであるからして、これは「占領下における

暫定性」を打ち消す材料には成り得ず、むしろ「占領下における暫定性」とは不可分の関係

にあるのである。 

故に、反論にある通り、確かにドイツ連邦共和国基本法の前文及び第百四十六条は、「占

領下に制定された憲法は全て暫定的なものである」という普き一般原則
、、、、、、

を示したものとは

言えないが、然りながら同法において、「占領及びその影響から脱した時に、国民の自由な

決断によって憲法
、、

を制定する」という常識的、論理的感覚から斯様な条文が設けられたこと

は否定のしようがないのである。 

フランス共和国憲法については、先述のように第四共和国憲法の援用に対する反論につ

いての記述しかない。そこでは、第九十四条の規定は「国民的悲劇を将来ふたたび繰り返さ

ないという希望の下に設けられた規定
、、、、、、、、、、、、

であり、占領中の憲法改正をいつさい許さないとす

る意味をもつものではない」（傍点引用者）と述べられているのだが、この規定が反論者の

言う通り「希望の下に設けられた
、、、、、、、、、、

」ものであったとしても、それを憲法の条文と掲げた時点

でそれは他の条文と同じように効力を有するものであるからして、条文で「本國領土の全部
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又は一部が外國軍隊によつて占領された場合には、修正手續を開始し又は繼續することは

できない」と規定されているものを、「単なる希望
、、

であって、占領中の憲法改正も許容され

る」と解釈するのは、あまりにも根拠に乏しく、かつ横暴であろう。また、第五共和国憲法

では第八十九条第四項で、「領土の一体性が侵害されているときは、いかなる
、、、、

改正手続も、

着手し、あるいは継続することはできない」（傍点引用者）と規定されており、この規定を

反論者の言うように解釈することはできない。もし仮に、この規定が第四共和国憲法の第九

十四条の規定を引き継いだものではなかったとしても、両者を全く別の規定であると解釈

する合理的な根拠はない。 

それでは、「占領中には憲法の制定、改正は為し得ない」という普遍的な法理上の原則は

存するのであろうか。そもそも、「占領下で改正される」ことを許容して自国の憲法を制定

する国などあるのであろうか。井上が指摘するように、占領中の憲法改正を禁ずる条文を設

けているというのは、「その国の特殊な経験に基づく
、、、、、、、、、

特
、
殊な
、、

例
、
」（傍点引用者）なのであって、

「書いていないのが通例」なのであり、書いていないということこそが「占領下での改正」

を想定だにしていないことの証左なのであるからして、故に「書いていないことが一層たい

せつなのである」と言えるのではないだろうか。「占領下で改正される」ことを許容して自

国の憲法を制定した例が皆無であるならば、これは哲学的法理なのであり、また、もし仮に

そのような憲法制定の事例があったとしても、それは例外的なものとして扱われ、斯かる哲

学的法理の成立を阻害し、その存在を否定する証憑たり得ないであろう。 

しかしながら、「占領中には憲法の制定、改正は為し得ないとする普遍的
、、、

な
、
法理上の原則」

の有無というのは、これを援用できるか否かという論点に局限せらるる問題に過ぎないで

あって、そのような「普遍的な
、、、、

法理上の原則」の有無というのは、我が国が国体的法理、即

ち歴史的法理から、「占領中の憲法制定、及び改正」の実効性についてこれを解釈すること

を何ら妨げるものではない。したがって、「国家最高の組織法たる憲法が、占領下、国家主

権が完全でなく、国民意思の自由もない時期において制定されたという『時期』の問題」、

及び「日本国憲法が連合軍総司令部の強い圧力の下に制定されたという『方法』の問題」を

「国際法的な側面に関する問題
、、、、、、、、、、、、、

」であると断じるのは誤りであり
、、、、、、、、、、、、、、

、これらの問題は我が国の
、、、、、、、、、、、

法理に依ってこそ判ぜらるべきものである
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

。この点については、大日本帝国憲法の第七十五

条の援用の可否と併せて、第三節で詳述する。 

 

三、マッカーサーのとつた措置は国際法および国際慣例に違反し、また日本国民の自由な

意思に反するものであつたのか 

 

連合国が占領下の我が国をして憲法を改正せしめたことが国際法に反するものであり、

あるいは、ポツダム宣言の「日本國國民ノ自由ニ表明セル意思ニ從ヒ」ということを掲げた

る条項に反するものであったとしても、それらは我が国が斯かる憲法改正の無効または失
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効を宣言するにあたって援用せらるる事柄に過ぎないのであって、我が国の法理から有効

な憲法改正であると処断されれば何らの意味をももたないのであり、また、国際法的には合

法であったとしても、我が国の法理に反していればこれは無効なものと処断されるのであ

る。したがって、あくまでも援用の材料として国際法について論ずるのであれば結構である

が、「我が国において有効か無効か」を決する根拠を国際法に求めんとする姿勢は、無意味

というほかない。 

 

四、日本国憲法は明治憲法の改正の限界を越えたものであつたのか 

 

前章において論攷した通り、憲法とは「政体」を規定する成文法であり、これは不文法た

る「国体」をその典拠、法源としており、故に「国体」によって制約されるものであるから

して、憲法が改正の対象とし得るのは、制定法たる部分、即ち「政体」に局限せらるるので

あり、何より他でもない「改正条項」そのものが制定法なのであって、制定法たる「改正条

項」に過ぎないものが、その法の全体が法源とし制約せらるるところの「国体」を改正する

こと能わざることは、「法を改正することによって、その法源を改正する」ということが、

法理を無視したものであることに鑑みれば、顕然とする。 

広瀬の見解は、①国体を変更することは改正の限界を越えるものである、②日本国憲法は

国体を変更するものではない、③国体とは、主権の所在とは無関係なものである、④大日本

国憲法の第一条と第四条との変更は国体の変更ではない、⑤国体とは、日本の歴史と伝統と

が日本国の国家形成の事実として作り上げてきたところの日本国の基本的性格、即ち、日本

は天皇を国民統合の中心とする国家であるということである、⑥日本国憲法の成立手続き

には大きな瑕疵があり、したがって取消し得べき性質のものではあるが、これは大日本帝国

憲法の改正として有効である、これら六点に整理できる。①、②、③については正確な指摘

であり、⑤についても、これを「国体とは、肇国以来の悠久の歴史を貫徹する天皇の『権能』

及び『権威』の下の統治、即ち『天皇の統治という実体』のことである」ということと同義

であるとみれば、正しい認識であると言える。④については、もし彼が、第一条をも「統治

権の所在」に関する規定、即ち「政体」に関する規定であるとみて、故に第一条の変更は国

体の変革ではないとしているのであればこれは誤りであるが、「新旧両憲法においても、第

一条の意味するところ、即ち『日本は天皇を国民統合の中心とする』、換言すれば『天皇の

統治という実体』ということは同じである」としているのであれば、やはりこれも正しい認

識である。しかしながら、⑥については、行政法上の概念を適用したものなのであろうが、

成立の手続きに大きな瑕疵があるだけではなく、後述するように、成立そのものが国体的法

理、歴史的法理によって禁じられているのであるからして、これが当初から有効であったと

するのは誤りである。 

また、「憲法改正には限界がない」とする立場からは、第七十三条を以て「憲法の文言そ
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のものからは、国体の変更が改正の限界を越えるものであるという解釈は出てくる余地は

ない」という意見が為されているが、これは①文字の羅列のみで以て法を解釈し、理解せん

として法理を無視したものであり、②上諭には改正の限界について顕然と示されているに

もかかわらず、これを意図的に無視したものであって、不誠実にして誤りである。 

次に、八・一五革命説について一言を附す。「事実の規範力」については、これが被占領

によって我が国においても発動したことは否定できない。然るにても、非合法な規範力を是

正する能力を有する政府に統治権が移りたる時は、これを継承するにしても、非合法な規範

的事実のまま放置するのではなく、法的枠組の中で合法化せねばならいのである。しかしな

がら、主権回復後も政府は後述するような手続きを実行することなく、「事実の規範力」に

依って日本国憲法に有効性を与え、「事実上の政府」から「法の上の政府」へと昇華したの

である。尤も、我が国の場合においては諸外国のそれとは異なり、「政体」の法源たる天皇

による正統性と正当性の附与を以てこれが行われたという特有の事情が、日本国憲法の有

効性についての問題を深化せしめているのである。 

「主権すなわちいわゆる憲法制定権力がすでに天皇から国民に移つた」という見解があ

るが、これは事実誤認の謗りを免れない。国民は天皇と皇室とを守らんとして連合国と戦っ

たのであり、たとえそれが「自由のない統制下」のものであったとしても、国民が戦った相

手は天皇ではなく連合国であったというのは否定しようのない事実なのであり、また、統治

権及び主権は連合国によって奪われたのであって、即ち連合国の手に移ったのである。そし

て、サンフランシスコ講和条約の発効に伴って、これは被占領中に革命的「政体変革」を経

た（広義の）政府に返還された。したがって、統治権を喪失している時に「政体変革」を経

験したのであるからして、変革前の政府と変革後の政府とは、統治権の喪失期を隔てて断絶

しているのである。つまり、我が国が主権を回復した時、そこには被占領の結果としての変

革された「政体」が残されていたのである。しかしながら、この断絶したものは、我が国に

固有の「国体」、即ち「天皇の統治という実体」という「政体」の法源によって繋ぎ結ばれ

たのである。このことは、我が国に固有の国柄が齎すところの特有の現象であって、他国に

は例を見ないものである。故に、大日本帝国憲法と主権回復後の日本国憲法とは、それ自体

の間には法的連続性を具有していなかったが、その後の時の経過における「天皇の統治とい

う実体」という事実の集積によって、国体的法理により継続せられたと言えるのではないだ

ろうか。 

なお、帝政、王政を敷いていた西欧諸国において起こった革命とは、即ち革命的「政体変

革」であり、我が国において起こりうる革命も、この革命的「政体変革」に他ならないので

ある。「国体
、、

」と
、
は
、
「建国以来の我が国固有の歴史的法理
、、、、、、、、、、、、、、、、

」であり
、、、

、不文法たる事実法であ
、、、、、、、、、、

って
、、

、これは
、、、

「社会の結合原理
、、、、、、、

」という歴史的事実の集積から成るものであり
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

、他国の王制

などのような制度といったもの、即ち「政体」ではないのであるからして、したがって我が

国は、その「政体」において、「立憲制」をとり「立憲君主制」をとってはいるが、決して
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「君主制」をとる国ではないのである258。故に、「国体」の変革とは即ち、日本という国家

に代わる新国家の樹立を意味するものなのである。 

また、「現行憲法成立手続における国際的、国内的に特殊な事情を考慮すべきである」と

する意見は、占領下での憲法改正について、①異常な状態であった為に、正常な状態におけ

る改正の際には妥当する法理が緩まった、②他に方法はなかったのであり、これは便宜上の

問題であって、法理的にではなく実質的に新憲法が制定された、③異常な状態において合法

的な手続きを擬制したものであるが、これはやむを得なかったのであり、今更他の方法につ

いて論じても仕方がない、④特別の現象が生じたという事実のために、法律論も変わるべき

であり、法理を超越した大きな現実の力の前では法理論は通用しない、⑤混乱を避けるため

に、この方法をとることの方が政治的にも賢明であり妥当であった259などとする学問的で

はないものであって、法理は勿論のこと一切の科学的態度をも放棄するものであり、このよ

うなものについては論評を加えても馴染まないであろう。 

 

五、無効または失効宣言により明治憲法を復元する措置をとる必要があるのか 

 

この点についての論述は、第三節に譲ることとする。 

 

第二節 国体学者による日本国憲法に関する論説―里見岸雄の「国体学」と井上孚麿の「国

体観」― 

 

国体学者である井上や里見は、日本国憲法の性質についても詳述しているが、これらは彼

らの「国体」及び「政体」、並びに大日本帝国憲法に対する観念から自ずと導き出されるも

のであり、それらについては第一章で詳しく紹介している為、ここではそこから導出された

日本国憲法に関する論説についてのみ簡単に紹介するつもりであったが、拙稿を書するに

あたっての制約によりこれを断念し、今後の研究に俟つこととした。 

 

第三節 「国体政体二元論」に拠る今日的憲法論 

 

第一項 日本国憲法は無効であるのか 

 

憲法というのは、殊に我が国や英国のように永い歴史の中で形成されていった国家にお

いては、歴史を本として成立したものであり、また、各々その歴史を異にするのであるから

して、万国を通じて一定の法理など存在しないのであって、故にこれは “Historical 

Jurisprudence”（歴史法学）を以て解釈せねばならないものである。ただし、他国の憲法を

斟酌してその条文をそのまま採用したようなものは勿論のこと、殊更に条文として掲げら
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れてはいないが、それが「書くまでもなく当然である」という常識的感覚の為せる業である

ようなものについては、“Philosophical Jurisprudence”（哲学的法学）に依って解釈し得る

ものもあるが、然るにても、それは「歴史法学」に依って解釈した後の二次的な解釈として

為されるべきものである。 

まず、大日本帝国憲法を「歴史法学」に依って訓解することとする。我が国は、その悠久

の歴史において、大東亜戦争の敗戦に伴う連合国によるものを除いては、他の国に占領され

たことがない。したがって、「被占領」という経験の上に大日本帝国憲法が成立したのでは

ないことは明白である。それでは、如何にして大日本帝国憲法が制定されたのであろうか。

当時、「強国による侵略」という脅威の中で、それを防ぎ得る強国になる為に、列強に倣っ

て近代国家としての体裁を整え、立憲君主政という「政体」を樹立し、その「政体」を成文

で以て規定することが、日本が存続してゆく為の不可欠条件であった。それ故に、「建國ノ
、、、

體ニ基キ
、、、、

廣ク海外各國ノ成法ヲ斟酌」して、大日本帝国憲法は制定せられたのである。これ

こそが「帝国憲法制定の精神」なのである。したがって、制定時においては、大日本帝国憲

法は「日本を他国に侵略されない強国たらしむるもの」としてでなければ存し得ないもので

あり、況してや「被占領下で帝国憲法が改正される」ということなど、制定の過程において

一顧だにされなかったのは言うまでもない。故に、大日本帝国憲法は「被占領下での改正」

を許容しないのであって、国体的法理
、、、、、

、歴史的法理
、、、、、

によって
、、、、

「不文の禁止
、、、、、

」を設けているの
、、、、、、、

である
、、、

。 

また、大日本帝国憲法第七十五条の規定についても、「歴史法学」に依って解釈すること

によって初めて、この条文が設けられたところの精神と、その意図するところが顕然とする

のである。我が国においては、肇国より統治の「権能」を有する天皇から「統治権」（統治

の権力）を下賜された為政者がこれを行使する「政体」が幾度も存立してきたが、斯かる「政

体」においては、その「権力」は天皇の「権威」によって正統性と正当性とが附与されてき

たのである。即ち、天皇が「統治の権力
、、

」を失ったことはあったが、天皇の「統治の権能
、、

」

と「権威」とを侵し得た者は、肇国以来唯の一人としていなかったのである。即ち、肇国以

来の悠久の歴史を貫徹して、常に「天皇による統治の実体」が実存したのであり、つまり、

この「天皇の統治という実体」こそが万古不易の「国体」なのである。しかしながら、これ

らを侵さんと試みた奸賊は幾度か現れた。これらが侵されることは、即ち「国体」の破壊を

意味するのであるからして、斯かる奸計を退けんとする防衛本能を我が国は具有している

のであり、この本能は歴史において種々の策となって講じられてきた。 

而して、大日本帝国の起草に際してもこれが講じられたのであり、それこそが第七十五条

の規定なのである。即ち、摂政というのは、「一身の天皇」が「万世一系の天皇」260として

の「権威」、「権能」を発揮すること能わざる時に置かれるものなのであるが、「国体」の変

革を是とする者にとってはこのような時こそまさに絶好の機会なのであるからして、立憲

政体を樹立する為にこれを規定する大日本帝国憲法を制定するにあたって、起草者達は斯
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かる策動を封ずるべく同条を設けたのである。これは、「国体法」たる第一条から第三条が

「政体」を規定する成文法たる憲法に敢えて殊更に掲げられたこととその事情を同じくす

るものである。また、「政体」というのは国家を構成し、その性格を決する要件なのであっ

て、これは天皇によって正統性と正当性とを附与せられたるものであり、何よりも大日本帝

国憲法は欽定憲法なのであるからして、その改正には「万世一系の天皇」を体現する「一身

の天皇」の裁可を経ねばならないということは、当然の理である。 

つまりは、第七十五条というのは、「政体」を規定する成文法たる憲法を改正することに

よって、国家の体様を改変しかねない処断を、「万世一系の天皇」を体現する「一身の天皇」

の裁可なしに為すことを禁ずるべく設けられたものなのであるが、これは国体的法理
、、、、、

、即ち
、、

歴史的法理に鑑みて禁ぜらるる事柄の
、、、、、、、、、、、、、、、、、

うち
、、

の一つが条文となって現れ出たものであって
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

、

その多くは不文法として存しているのである
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

。したがって、「第七十五条では被占領に関す

ることなど何ら述べられていらず、この規定を援用するのは誤りであり、占領中には憲法の

改正は為しえないなどとする原則は存在しない」などという主張は、法理を顧みず、文字の

羅列のみで以て法を解釈し理解せんとする、法学的に不誠実な態度の現れであると言えよ

う。同条は、国体的法理、即ち歴史的法理に鑑みて禁ぜらるる事柄のうち、想定し得た事態

について成文として現されたものであって、即ち、法理の面からこれをみればその禁ぜんと

するところが顕然とするのである。 

故に、大日本帝国憲法においては、被占領中の憲法の改正は国体的法理、即ち歴史的法理

が不文のうちにこれを禁じているのであり、このことは「普遍的な
、、、、

法理上の原則」の有無、

即ち哲学的法理の存在を俟たざるところである。したがって、先述のように、日本国憲法と

いうのは「国体」を変革するものではなく、大日本帝国憲法の改正の限界を越えたものでは

ない為、「憲法の改正の限界」を論拠としてこれを無効であるとするのは誤りであるが、然

るにても、やはり日本国憲法は無効であった
、、、、、、

のである。 

なお、先に紹介した憲法調査会特別部会における「改正は天皇のほか何人も行ないえない

という趣旨の規定であり、要するに、天皇が統治権を行使するということが、摂政の間は憲

法改正をなしえないとすることの前提であつた。しかるに連合国による占領下においては、

この天皇の統治権の行使そのものが制限を受けていたのであるから、占領下には憲法改正

はなしえないとすることの根拠に同案を挙げることは正当ではない。」などという主張は、

「哲学的法学」の観点からも矛盾している。①「改正は天皇のほか何人も行ないえない」、

即ち「自然人たる天皇の裁可なしには改正できない」ということ、②「自然人たる天皇が正

常に裁可を下し得ない」という事情から摂政が置かれるのであるからして、「天皇が統治権

を行使する」即ち「天皇が正常に裁可を下す」ことが「摂政の間は憲法改正をなしえないと

することの前提」であるということ、③占領下においては「天皇の統治権の行使そのものが

制限を受けていた」、即ち「自然人たる天皇が正常に裁可を下し得なかった」ということ、

この三点を認めておきながら、「③は①及び②と次元を異にするものである」とするのは矛
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盾しているのである。尤も、「同条は直ちに占領下での改憲を禁ずる規定ではない」という

ことには、異論の余地はない。 

畢竟、①占領下における大日本帝国憲法の改正が無効であること、②主権回復時において

日本国憲法が無効であった
、、、、、、

こと、これらは法理が齎す当然の帰結であって、前者は後者の十

分条件なのである。しかしながら、「占領下における大日本帝国憲法の改正が無効である」

ということは、「今日において日本国憲法が無効である」ことの十分条件ではないのである。 

我が国が主権を回復してから、今年で六十一年が経過した。この間、我が国は主権の存す

る独立国として、天皇から正統性と正当性とを附与された立法、行政、司法の三府を有する

「政体」の下で統治されてきた。日本国憲法の第六条及び第七条が定むるところのものは、

天皇の名によって行われてきたのであり、今も行われているのである。大日本帝国憲法にお

いて「政体の中心たる内的存在」とされていた天皇は、日本国憲法では「政体」の外に位置

するものとされたが、先述のようにこれは「国体」を毀損するものではないのであり261、天

皇は日本国憲法に副って委任の手続きを行ってきた。望むと望まざるとにかかわらず、我が

国が六十年の間斯様に統治されてきたことは否定しようのない事実であり、もしこれを否

定せんとすれば、それは天皇によって附与された正統性と正当性とを否定することを意味

し、延いては天皇の「権能」と「権威」とをも否定することになるのである。また、我が国

はこの六十年の間、本来は「占領基本法」に過ぎなかったものを独立国の憲法として継承す

るという意思表示、作業を二万二千日に亘って積み重ねてきたのであって、これは哲学的法

学における「時効」の概念が妥当するものであり、また、先述のように国体的法理、即ち我

が国の歴史的法理からも否定し得ないものである。故に、今日においてはもはや、日本国憲

法は無効であるとは言えないのである。これは全く以て、サンフランシスコ講和条約が発効

して我が国が主権を回復したその時に、①日本国憲法の無効の大御言を賜り、②参議院を廃

止して貴族院を復元し、③衆議院を解散して被占領前の状態を復元するか、あるいは総選挙

を行い、④主権の存する状態において、即ち、天皇の「権能」及び「権威」、そして一部は

自らこれを行い、一部は三権の機関にこれを下賜して行使せしめつつ総攬していた「統治権」

が、欠損なく万全に発揮される正常なる状態において、大日本帝国憲法の改正の是非を論じ

てこれを問うという、当然に為されるべき手続きを行わなかった当時の政府の故意の無為
、、、、、

無策
、、

の結果なのである。 

しかしながら、「今日においてはもはや、日本国憲法は無効であるとはいえない」という

のは、決して「大日本帝国憲法は復元し得ない、または大日本帝国憲法を継承する自主憲法

は制定し得ない」ということと同値ではないのであるが、このことは次項で詳述する。 

 

第二項 日本国憲法は如何にこれを処断すべきか 

 

先述のように、そもそも無効なものであったはずの日本国憲法は、「天皇の統治という実
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体」という事実の集積、及びこれを独立国の憲法として継承するという意思表示、作業によ

って、今日においてはもはや無効なものではなくなった。しかしながら、これは、「その制

定過程において看過すること能わざるべき重大なる瑕疵があり、それによって憲法として

無効であったようなものを、さらに将来に向かって是認する」ということを意味するもので

はない。即ち、たとえ今日においては無効ではないとしても、我が国の歴史的法理を犯して

成されたものを積極的に
、、、、

是認し
、、、

、保守する
、、、、

などというのは、法理を等閑に附すものであるか

らして、法の原理に依るならば、日本国憲法はこれを破棄して大日本帝国憲法を復元せねば

ならない。 

大日本帝国憲法復元論というのは、最終的には法理ではなく、「政治的決定の問題」即ち

力学の問題に帰するものである。そこに力を加える原拠となるのが法理なのであるが、これ

が力学の問題である以上、日本国憲法の制定がそうであったように、たとえ原拠がなくとも

力を加えて実際に作用させることはできるのである。しかしながら、これが力学の問題であ

るとは言え、その正統性と正当性とを問題とするならば、これらを法理に求めねばならない。

石原は、「憲法改正などという迂遠
う え ん

な策ではなしに、しっかりした内閣が
、、、

憲法
、、

の破棄を宣言
、、、、、、

して
、、

即座に新しい憲法を作成したらいいのだ。憲法の改正にはいろいろ繁雑な手続きがい

るが、破棄は指導者の決断で決まる。それを阻害する法的根拠はどこにもない。」262（ルビ

ママ、傍点引用者）と述べている。しかしながら、先述のように、今日においてはもはや日
、、、、

本国憲法は無効ではな
、、、、、、、、、、

いのである
、、、、、

からして、内閣だけで以てこれを破棄するというのは、①

天皇が正統性と正当性とを附与している「政体」の三大要素の一であり、そのうちの最高機

関である国会を無視するということであり、これは「国体」の軽視に繋がりかねず、②政変、

クーデターによる憲法破棄、新憲法制定への道を開くこととなって、然らば我が国の憲法の

存在は極めて軽浮なものとなり、③時の内閣が憲法破棄の能力、実力を有することとなれば、

あるいは革新的な内閣が容易に然様な憲法を制定することになりかねないのである。した

がって、統治行為論に依るならば、三権の機関のうち司法を除いた行政及び立法機関、即ち

少なくとも内閣と国会とにおいて、日本国憲法の破棄の意思が示されねばならない。その為

の手続き、方法としては次の三つが考えられる。 

①国会にて、日本国憲法を破棄して大日本帝国憲法を復元する旨、並びに現行法はこれら

を処決する基本法制定までの間は有効であるとする旨を決議し、これを内閣が上奏し、斯か

る旨の御言宣を奏請する。これは無効決議とは異なり、「日本国憲法は事実として効力を発

揮してきた」とする立場であるからして、内閣と国会の正当性を否定するものではなく、衆

議院は解散する必要はない。したがって、御言宣の下賜の後、大日本帝国憲法の第三十三条

及び第三十四条に基づいて直ちに参議院を廃止し、参議院議員をそのまま貴族院議員に勅

選するか、あるいは新たにこれを勅選して貴族院を復元せしめる。なお、国会決議の要件で

あるが、満場一致が望ましいのは勿論だが、手続きの正当性の観点から、日本国憲法の改正

要件である各議院の総議員の三分の二以上の賛成で以て為されねばならない。 
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②日本国憲法の改正条項に依って、日本国憲法を破棄して大日本帝国憲法を復元する旨、

並びに現行法はこれらを処決する基本法制定までの間は有効であるとする旨について、各

議院の総議員の三分の二以上の賛成で以て国会がこれを発議し、国民投票法に従って国民

の過半数の賛成を得て、内閣が斯かる旨の御言宣を奏請する。この場合においても、衆議院

及び参議院、貴族院に関する措置は①と同じである。 

③日本国憲法の改正条項に依って、日本国憲法を破棄して大日本帝国憲法を正統に継承

する目的で新憲法を制定する旨について、②と同様に国会の発議と国民の賛成を経て、内閣

が斯かる旨の御言宣を奏請する。 

考え得る方法として以上の三つを上げたが、③については詐術としての小細工ではない

かとの謗りもあろうが、妥協案であることは否めないものの、この中では最も現実主義的に

して且つ正統性を毀損しない限
ぎ

り限
ぎ

りの方策ではないだろうか。 

また、新憲法の制定においては、次のことが実現せらるべきである。第一は、①「国体」

について、大日本帝国憲法の第一条から第三条が意味するところを含め、これが如何なるも

のであるかということ、②「政体」は「建國ノ體」、即ち「国体」に基づいて定めらるるも

のであるということ、③新憲法が大日本帝国憲法を継承するものであるということ、④「万

世一系の天皇」を体現する「一身の天皇」が当該「政体」を定むること、これらの四点を上

諭にて賜り、⑤里見の言うところの「三誥」263、即ち告文、憲法發布勅語、上諭を、憲法の

本文と併せて憲法大典とするということである。第二は、我が国も被占領、及び被占領中の

憲法改正を事実として経験したのであるから、ドイツの基本法やフランスの憲法と同様に、

これを禁止する条項を設けるということである。第三は、日本国憲法はその表現においても

諸種の問題を具有しており、一例を挙げると、「政体基本条文」たる第四条において、「天皇

は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能
、、

を有しない」という

「国体」に抵触する表現を用いているのであるが、これは「権力」と表せらるべきものであ

って、新憲法においては斯様な悪しき表現が用いられないようにするということである。 

 

おわりに 

 

自然権というのは、ロックなどによって、近世において突如創造せられた実証なき机上の

空論であるが、革命がその正当性、合法性において依拠するところの憲法制定権力は、まさ

に斯様な自然権の一つなのである。これに対し、「万世一系の天皇」とは、我が国の悠久の

歴史における実態、即ち太古より継承せられたる歴史的実在を淵源として、近代においてこ

れを読み取って理論化したものなのであって、まさに実証的法源
、、、、、

なのである。実定法はこれ

に即したものでなければならず、近代国家としての我が国がとるべきは、そのような実定法
、、、、、、、、

に拠る法実証主義である。我が国においては、憲法を制定する「権能」及び「権威」は天皇

に、憲法を制定する権力はこれを天皇より下賜せられたる政府に存するのである。「中東の
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春」と称される諸革命、及びそれに伴う新憲法の制定を正当なものとするならば、これは憲

法制定権力をその原理とするものであり、実証なき理論たる自然権の概念に拠るものなの

であるからして、実証的法源たる天皇をその淵源とする憲法制定を否定できようはずがな

い。 

輓近、各種の大衆媒体において「憲法」の問題が盛んに論じられているが、そこでは「憲

法とは国家権力を縛る為のものである」といった言説が散見される。しかしながら、前章に

おいて詳述したように、憲法というものは各国の国柄を反映したるものであるからして、そ

こには「普遍的原理」など存在せず、これは各国の歴史に鑑みて、即ち、哲学的法学ではな

く歴史法学を以てしなければ解釈し得ないものなのである。そもそも、「民定憲法」、「協定

憲法」、「欽定憲法」と大別しただけでも、その制定の目的も過程も異なっていることは明ら

かである。故に、「憲法とは国家権力を縛る為のものである」ということを所与とするもの

が卓論であろうはずがない。 

しかしながら、憲法には他国のそれを斟酌して制定されたものが多いのであるからして、

哲学的法理で以て解釈し得る性質もある。その制定目的について言えば、民定憲法、協定憲

法、欽定憲法のそれはそれぞれ、「国家の権力から国民の権利を守る為に、国民の権利に対

する国家の権力の行使を規制すること」、「統治権者の権力から被統治者の権利を守る為に、

被統治者の権利に対する統治権者の権力の行使を規制すること」、「統治権者がその行使に

あたって、これを国家機関に委任する体様を規定すること」となろう。したがって、大日本

帝国憲法も欽定憲法なのであるからして、そこから如上の性質を排するものではない。然る

にても、我が国は固有の歴史的法理たる「国体」を有するのであるからして、大日本帝国憲

法の制定目的は、斯様なものを以てしては説明し得ない。それは、前章で詳述したように、

「列強に倣って近代国家としての体裁を整え、またそうなる為に、勅語に依って、立憲君主

政という『政体』を樹立するに際し、『国体』に基づく『政体法』を制定し、これが『国体』

を毀損せぬように成文法で以て『政体』を規定すること」であったのである。 

それでは、日本国憲法についてはどうであろうか。これも上諭を賜ってはいるが、その制

定の真の主体は我が国にはなく、その目的は「我が国をして再び戦争すること能わざらしめ、

また、その気概を国民から奪う為に我が国の伝統的統治風土を破壊すること、そして国民を

してこれを承服せしむる為に天皇を守ること」であったのである。 

民主党政権時代には「元内閣総理大臣」であった安倍晋三は、「戦後レジュームからの脱

却―自主憲法制定の必要性―」と題した講演会の中で、日本国憲法の破棄について、「西田

昌司や稲田朋美は『日本国憲法は破棄すべきだ』と言っているが、気持ちはとしてはそうで

あっても、これは現実的には
、、、、、

無理なのだから、やはり改正するしかない」264と述べた。この

発言において、彼が如何なる趣意で以て「現実的」という語を用いたのかは定かではないが、

各議院の総議員の三分の二以上の賛成という日本国憲法の改正要件を満たすことができる

ならば、先述のようにこれを破棄することも可能なのであり、また、我が国の歴史的法理と



「憲法」とは何か―「國體」と「政體」― 

58 

いう「原理」を等閑しての「現実主義」など存し得ないのであるからして、彼が言うところ

の「現実的」というのは、即ち「『破棄』は『改正』に比してさらに難い」ということを意

味するのであろう。妥結に向かって進めばさらなる妥協の招来は避けられないのであり、た

とえ至難の業たりとて、これを「政治的決定」によって実現する「力」こそ、一国の宰相に

求めらるるものなのである。自主憲法制定の気運が戦後かつてない程の高まりをみせる今

こそ、我が国の宰相には、「政治家」としてのその「力」が問われているのである。 
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注 （原則として、引用文献における数字はこれに倣って表記するが、西暦及び頁にして原典にて一方式

で表記されているものは算用数字に改め、引用部を除いては年月日及び頁のみを算用数字で表記し

た。なお、小学館国語辞典編集部『日本国語大辞典』第二版については、十方式で表記されているも

のを除いて算用数字に改めた。） 

1 「明治、大正時代の法学者。安政 3年 7月 11日生まれ。イギリス、ドイツに留学後、明治 15年東京

大学教授となり法理学講座を開設。23年貴族院議員。26年法典調査会委員として民法などの起草に参

加。英・独法の移入につとめた。東大総長。枢密院議長。大正 15年 4月 7日死去。71歳。」（上田正

昭、西澤潤一、平山郁夫、三浦朱門 監修『日本人名大辞典』講談社、平成 13年。） 

 

2 「中国の史書。21巻。魯の太史左丘明の著と伝えるが未詳。春秋時代の 8か国の歴史を国別に記した

もので、周語 3巻、魯語 2巻、斉語 1巻、晉語 9巻、鄭語 1巻、楚語 2巻、呉語 1巻、越語 2巻から成

る。」（小学館国語辞典編集部『日本国語大辞典』第二版、小学館、平成 12年。） 

 

3 「中国、古代の政治論の書。原本は 86篇あったが、76篇が現存。24巻。春秋時代、斉の名政治家、

管仲の著とされるが、実際は戦国時代末から漢代にかけて、何人もの論文をまとめたもの。政治、経

済、軍事、教育、陰陽、地理の諸問題を論じ、一応法家に分類されるが、雑多な思想がうかがわれる。」

（同上。） 

 

4 「中国の正史、二十四史の一つ。120巻。本紀 10巻、列伝 80巻は南朝宋の范曄、志 30巻は晉の司馬

彪の撰。432 年（元嘉 9）成立。後漢一代の歴史を記したもので、紀伝の部には唐の李賢の注、志の部に

は南朝梁の劉昭の注が付されており、1022年（乾興元）合刻して現行の体裁となった。『東夷伝』中に倭

国（日本）の記事がある。」（同上。） 

 

5 「中国、唐の刑法典である律およびその官撰注釈書に基づく刑書。「故唐律疏議」ともいう。従来、唐

律に対する官撰注釈書の『律疏』と同一視されてきたが、正確には 737年の律と律疏を取り合わせて宋

以後につくられた刑書で、『宋刑統』の影響もみられる。全 30巻 12篇（名例、衛禁、職制、戸婚、厩

庫、擅興、賊盗、闘訟、詐偽、雑、捕亡、断獄）502条。」（相賀徹夫 編著『日本大百科全書』小学

館、平成 6年。） 

 

6 「中国の経書。十三経の一つ。6編、360官。周公旦の撰と伝え、劉偽作説もある。もと『周官』と

いったが、唐の賈公彦の疏ではじめて『周礼』と称するようになった。天地春夏秋冬にかたどって官制

を立て天命の具現者である王の国家統一による理想国家の行政組織の細目規定を詳説。『儀礼』『礼記』

と共に三礼の一つ。注釈書として漢鄭元注、唐賈公彦疏の『周礼注疏』が知られている。」（小学館国語

辞典編集部、前掲書。） 

 

7 「国最古の詩集で、五経の一つ。305編。撰者未詳。孔子が約 3000の古詩から選んだものともいう。

風・雅・頌の 3部から成り、風は国風ともいい、黄河流域の諸国の民謡で 15に分かれ、雅は周王朝の宮

廷歌で大雅・小雅の二つに分かれ、頌は祖先神をまつる歌で周頌・魯頌・商頌の三つに分かれる。ほぼ

紀元前 11～6世紀間の歌と推定され、四言の詩型を中心として、くりかえしが多い。漢の毛亨が伝えた

書が唯一の完本であるため『毛詩』ともいう。毛亨の伝、鄭玄の注、唐の孔穎達の疏が古注の標準で、

宋の朱熹の『詩集伝』が新注と呼ばれる。詩。毛詩。」（同上。） 

 

8 「中国の経書。四書の一つ。1巻。子思撰と伝える。『礼記』から中庸篇を独立させたもの。天人合一

の真理、中庸を説く前半とその具体的な運用である誠を説く後半に分けられ、孔子の言や『詩経』の句

を引用解説しつつ論述し、先行の儒学説を総合整理して体系化し形而上学的根拠を明白にしている。後

世、朱子の編纂した『中庸章句』が多く世に行なわれた。」（同上。） 

 

9 穂積陳重『續法窓夜話』岩波書店、昭和 11年、4-10頁。 

 

10 穂積曰く、岩崎男爵家所蔵『日本書紀』推古紀による。 

 

11 「御成敗式目」の註釈書。穂積によると、岩崎男爵家所蔵のもの。 

 

12 「養老令の官撰の注釈書。10巻 30編、うち 2編は欠けて伝わっていない。額田今足の建議で勅命に

より清原夏野・菅原清公ら 12人の編。天長 10年（833）完成。翌年から法に準じて施行。令の実際に

あたって法解釈の基準を公定したもの。」（小学館国語辞典編集部、前掲書。） 
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13 「中国・日本の令の篇目。日本古代の大宝令、養老令には唐令を継受した儀制令が存する。養老令で

は第 18篇全 26条で、(1)天皇に関する規定（天皇・皇后・皇太子などの尊称、天皇への辞迎・辞見、

日食・服喪による廃朝・廃務、祥瑞）、(2)貴族・官人間の秩序に関する規定（元日拝賀の禁令、致敬・

下馬・下坐・動坐、儀戈・蓋・版位、長官・本主の決罰権、国府での朝拝・拝賀）、(3)その他（婚姻の

制限、国郡の五行器の備用、春時祭田、服喪中の官人への制限、五等親、公文への年号の使用）などか

らなる。儀制令も 30条が復原されている。」（相賀、前掲書。） 

 

14 「平安前期の法制書。50巻（現存 36巻）。惟宗直本著。貞観（859～877）頃の成立。養老令に関す

る私撰の注釈書で、先行の諸注釈書を集成し、さらに直本の説を加えたもの。大宝令の注釈書である

『古記』を引用しているために、失われた大宝令を復元する最も有力な手がかりとなっている。」（小学

館国語辞典編集部、前掲書。） 

 

15 「平安初期の官撰国史。いわゆる六国史の第二番目で『日本書紀』につぐ。40巻。光仁天皇の命に

よって石川名足・淡海三船らが撰修をはじめ、藤原継縄・菅野真道らに撰進事業が継承されて、延暦

16年（797）奏上された。文武元年～延暦 10年（697～791）の 95年間にわたる編年体の記録。『続

紀』とも。」（同上。） 

 

16 「鎌倉幕府の基本法。貞永元年（1232）に制定されたので貞永式目ともいう。執権北条泰時が太田

康連、斎藤浄円らの評定衆に命じて編纂。51か条から成る。幕府の支配下にあった、守護・地頭・御

家人の権利・義務、所領の訴訟や、対朝廷・本所関係などの重要事項について、慣習法や判例を成文化

したもので、この後に必要に応じて発布された法令は追加法と呼ばれる。室町幕府法や戦国家法にも強

い影響を与え、広く武家法の基本となった。また、この制定当時に泰時から京都六波羅探題の弟重時に

送った書状は、この式目制定の意図を明示したものとして著名。」（同上。） 

 

17 「戦国大名伊達氏の分国法。天文 5年（1536）、伊達稙宗制定。その書名のように神社・祭物・造営

以下全 171条にわたる諸事万般の規定で、分国法中最大のもの。形式・条文配列は『御成敗式目』にな

らっているが、内容は伊達氏の新しい領国支配に関するもので、特に刑事法規に特色をもつ。」（同

上。） 

 

18 「『令条憲法部類』ともいう。石野広道が、 享保元年（1716）～安永 9年（1780）までの幕府法令

を 10巻に分類、編集したもの。武家に関するもののほか、庶民に関するものをも収める。本書には同

編者による続編があり、安永 10年より文化 10 年（1813）までの法令を納めている。」（加藤友康、由

井正臣 編集『日本史文献解題辞典』吉川弘文館、平成 12年。） 

 

19 「『教令類纂』の編者宮崎成身が文政 13年（天保元、1830）に編纂した江戸幕府の法令集。15巻。

本書序文によれば、石野広道の編した『憲法部類』の続編として編集したものである。然らば天明元年

（1781）からの法令を収むべきであるが、本書に収めるのは、徳川家斉将軍就職の天明 7年より文政

12年までの法令である。成身はまた『憲法類集続編』15巻を編集した。嘉永 7年（安政元、1854）に

成り、天保元年より嘉永 7年までの法令を収録する。」（同上。） 

 

20 「司法省明法寮編。村上勘兵衛、小川半七発兌。第一は 28冊、明治 6年刊。第二は 27冊、明治 7

年刊。ともに和綴本。第一はたんに『憲法類編』と呼ばれたが、『第二憲法類編』が刊行されたのち

に、第一と通称される。「朝廷裁定スル」法令が「公文ニ散在シ。未タ裒彙シテ一部ノ書ト爲スモノ有

ラス」という状況のもとで、明法寮に常備し、「法官ノ査考ニ便ニス」ために編纂された。慶応 3年 10

月から明治 5年 12月までのあいだに出された太政官布告、御沙汰、各省使寮司の布達や指令の類をす

べて集録する。全体は国法、民法の 2部に区分され、さらに各部をいくつかの門に分けられる。各巻

のはじめに目録がある。第二は明治 6年中に出されたものについて、第一と同じ要領で編纂したもの

で、第一篇国法部は 17巻 21冊、第二篇民法部は 6巻 5冊、他に凡例と官省布告布達表(目録) 1冊が

あり、計 27冊からなる。」 

（広島修道大学図書館“明治法曹文庫”http://www-lib.shudo-u.ac.jp/home/meiji/meiji.html、参照

2011-06-16。） 

 

21 「首巻五篇（三篇欠）、木村正辞・桜井友二郎編、司法省蔵版、明治 16～17年刊、木版、半紙判、

37冊。司法卿大木喬任が国文学者木村正辞、桜井友二郎に命じて編纂させた法律全書。古代から慶長

年間までに発せられた詔勅、官符をはじめ、法令に関するものを収録したものである。桜井友二郎の例
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言（明治 14年 5月）によれば、第一・二編は議定、慣習、依唐（隋唐の法に依拠）の三法を版面の上

部に標記し、第三編からはこれを除いた。木村が民法編纂委員になったために、志料校正は専ら桜井が

従事した。第三編の終りにあたる巻十の末尾に索引がついている。第四編は『中古之四』に始まり、第

七巻でおわる。同様に末尾に索引がつく。第五編は鎌倉時代に移り、貞永式目にはじまっている。巻九

は慶長の太閤式目でおわり、索引がつづく。」（森川潤 監修『明治前期の法と裁判―展示資料の解説

―』広島修道大学図書館、平成 17年。） 

 

22 穂積、前掲書、10-20頁。 

 

23 加藤弘之著、明治元年。 

 

24 穂積によると、その知得する限りでは、文献上で「国憲」という語が用いられた最も古いものとして

は、『経国集』巻二十や『続日本後紀』などが挙げられる。 

 

25 「明治時代の法学者。弘化 3年 7月 29日生まれ。箕作省吾の子。幕臣となり、慶応 3年パリ万国博

に派遣された徳川昭武に随行。帰国後新政府に出仕し、ナポレオン法典の翻訳、民法・商法の編成にあ

たる。司法次官、行政裁判所長官などを歴任。貴族院議員。明治 30年 11月 29日死去。52歳。江戸出

身。」（上田、西澤、平山、三浦、前掲書。） 

 

26 明治 6年に出版されたフランス六法の訳本において、「constitution」を「憲法」と訳した。（穂積、

前掲書、22頁。） 

 

27 第一項に、「一、歐洲各立憲君治國ノ憲法ニ就キ、其淵源ヲ尋ネ、其沿革ヲ考へ、其現行ノ實況ヲ

視、利害得失ノ在ル所ヲ研究スベキ事、」とある。 

 

28 穂積、前掲書、20-28頁。 

 

29 文部省『國體の本義』、昭和 12年、9頁。 

三浦藤作『國體の本義 精解』東洋圖書株式合資會社、昭和 12年、42頁。 

 

30 この英訳について、稻田周之助は「翻譯ノ權限ヲ踰越セルモノナルナカランヤ、（中略）此數字中

ニ、一モ國體ナル語ニ當ルモノナシ。」と述べている。なお、独訳においては「國體」に対して

“Staatsgebildes”なる語をあてているが、稻田はこれについては適当であるとしている。（稻田周之助

『日本政體史』有斐閣、大正 3年、18頁。） 

なお、稻田の人物略歴は脚注 32を参照のこと。 

 

31 三浦、前掲書、26-27頁。 

 

32 「東京法学院（のちの中央大学）卒業後、枢密院・文部省を経て大蔵省のインド及び海峡植民地の貨

幣制度調査にたずさわった後、東京日報社などにつとめて、大正元年、中央大学教授。植民政策・外交

史・政治学・憲法・法理学・政治などの講義を担当。また、独力で出版した政治学叢書は、山県有朋も

これを熟読した。」（中央大学百年史編集委員会『図説 中央大学』中央大学、昭和 60年、55頁。） 

 

33 「フランスの政治学者、思想家。主権を国家の絶対的、永続的権力と考察。宗教戦争の渦中にあっ

て、王権による政治的統一と平和の回復を唱えた。著『国家論』など。1530～1596年。」（松村明 監修

『大辞泉』小学館、平成 10年。） 

 

34 稻田周之助や穂積八束などがその例である。尤も、稻田は法理論上の定義とは別に、「政治學」の見

地においては、勅語などに見える「國體」を解してこれを「國家性」と為し、「国柄」と同義に定義し

ている。（稻田、前掲書、12-16頁。） 

なお、穂積の人物略歴は脚注 36を参照のこと。 

 

35 「昭和時代の国家主義者。明治 30年 3月 28日生まれ。田中智学の 3男。ヨーロッパ留学後、大正

13年里見日本文化学研究所（のち国体科学連盟）を創設し、日蓮主義を基とする国体学を提唱した。

昭和 11年日本国体学会を創立。戦後は憲法改正をとなえ、30年立正教団をつくる。昭和 49年 4月 18

日死去。77歳。東京出身。早大卒。著作に『国体学総論』など。」（上田、西澤、平山、三浦、前掲

書。） 
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36 「明治時代の法学者。安政 7年 2月 28日生まれ。穂積陳重の弟。明治 22年帝国大学教授となり憲

法学を担当。君権絶対主義にたち、民法典論争では実施延期派の中心として、24年論文『民法出デテ

忠孝亡ブ』（『法学新報』）を発表した。のち貴族院議員、宮中顧問官。大正元年 10月 5日死去。53

歳。伊予（愛媛県）出身。東京大学卒。著作に『憲法提要』『憲法大意』など。」（上田、西澤、平山、

三浦、前掲書。） 

 

37 里見岸雄『帝國憲法の國體的法理』日本法理研究會、昭和 16年、17頁。 

里見岸雄『天皇法の研究』錦正社、昭和 47年、64頁。 

 

38 「明治-昭和時代前期の官僚、政治家。嘉永 6年 2月 4日生まれ。明治 18年首相秘書官となり、翌年

から伊藤博文のもとで井上毅・伊東巳代治とともに憲法起草に参画。第 3次伊藤内閣の農商務相、第 4

次伊藤内閣の法相をつとめた。貴族院議員。昭和 17年 5月 16日死去。90歳。筑前（福岡県）出身。

ハーバード大卒。号は渓水。」（上田、西澤、平山、三浦、前掲書。） 

 

39 大正、昭和時代の憲法学者。明治 24年生まれ。大正 6年、東京帝国大学政治学科を卒業し、同大学

大学院にて憲法及び行政法を専攻。大正 10年、法政大学教授となり、東大・拓大・早大・明大・国学

院大などの講師を兼ねる。昭和 3年、台北帝国大学教授。昭和 28年、亜細亜大学教授。昭和 53年、

87歳で死去。 

 

40 「歴史書。397巻。水戸藩主徳川光圀の命により、明暦 3年（1657）藩に史局を設立して編纂事業

が行なわれ、明治 39年（1906）に完成した。神武天皇から後小松天皇までの歴史を『史記』にならっ

て漢文の紀伝体で記す。本紀・列伝・志・表などから成り、史観は朱子学による大義名分論をとり、幕

末の尊王論に影響を与えるなど、思想的位置が大きい。神功皇后を皇位から除き、大友皇子を弘文天皇

とし、南朝を正統としたのを三大特筆とする。」（小学館国語辞典編集部、前掲書。） 

 

41 「南北朝時代の史論。6巻（また、2巻、3巻など）。北畠親房著。延元 4年（1339）成立、興国 4

年（1343）改訂。日本建国の由来から後村上天皇践祚まで約 2000年の歴史をたどり、南朝の正統たる

事を論証したもの。国体論、政道論、神道論、その他を随所にまじえ、後世に大きな影響を与えた。」

（同上。） 

 

42 「江戸後期、水戸の藩校弘道館設立の目的と教育の基本方針を述べた書。1巻。徳川斉昭の命によ

り、藤田東湖が起草。天保 9年（1838）成立。当時の水戸学の真髄を伝える。嘉永 5年（1852）注釈

書『弘道館記述義』二巻が成立し、幕末の思想、政治に影響を与えた。」（同上。） 

 

43 「水戸藩幕末の思想家会沢正志斎の代表的著作。水戸学の経典としても重要視される。1824年（文

政 7）イギリス人の水戸領大津浜上陸事件で筆談役を勤めた体験からの危機意識を直接の契機として、

翌年、藩主斉修へ上呈の目的をもって述作され、その師藤田幽谷を経て提出された。しかし幕府の政治

向きにかかわるため、公刊された 1857年（安政 4）までの 30余年間、筆写されて全国に伝播した。本

書は上下 2巻に分かれ、国体（上・中・下）、形勢、虜情、守禦、長計の 5論 7篇よりなる。国体で忠

孝尚武、民を重んじた日本伝統の精神を述べ、形勢で世界の大勢を論じ、虜情で欧米諸国がわが国をう

かがう実情を説き、守禦で富国強兵を語り、長計で庶民教化の大本に至り、国教としての神道を力説し

た。全篇を貫く尊王攘夷の主張は幕末期青年志士に甚大な影響を与え、明治維新運動の思想的背景とな

ったが、倒幕・王政復古への展望をもつものでなく、あくまで幕府政治を肯定し、徳川の天下を支える

意義を果たした。」（相賀、前掲書。） 

 

44 金子堅太郎『帝國憲法制定の精神』靑年敎育普及會、昭和 10年、74頁。 

 

45 高橋暢彦 編『金子堅太郎自叙伝 第一集』日本大学精神文化研究所、平成 15年、166-167頁。 

 

46 金子は、 “Fundamental Political Principle of England”を「英國の基礎的政治の原則」と訳してい

る。（金子、前掲書、65頁。） 

 

47 金子、前掲書、67-68頁。 

なお、金子は『政治論略』の中で、“an inheritance from our forefathers”を「祖先ヨリ繼承セシ遺

法」とも「國體」とも訳している。（山下重一「バークの本邦初訳（二・完）―金子堅太郎『政治論

略』について―」、『國學院法學』第 18巻第 2号、國學院大學法学会、昭和 55年、70頁。） 
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48 山下、前掲論文、71頁。 

 

49 金子、前掲書、66頁。 

 

50 高橋、前掲書、167頁。 

 

51 稻田、前掲書、3-4頁。 

 

52 里見『帝國憲法の國體的法理』、50-51頁。 

 

53 同上、51, 62頁。 

 

54 高橋暢彦 編『金子堅太郎『政治論略』研究』日本大学精神文化研究所、平成 12年、251-252頁。 

 

55 「政治家。侯爵。土佐藩（高知県）出身。初名は高富・高春。通称三四郎。早くから勤王の志を抱

き、土佐倒幕運動の一中心となる。明治 3年（1870）参議となり、のち司法大輔、工部卿、枢密顧問

官などを歴任。日記「保古飛呂比」は幕末・維新期の第一級資料として知られる。天保元～明治 43年

（1830～1910）。」（小学館国語辞典編集部、前掲書。） 

 

56 高橋『金子堅太郎自叙伝 第一集』、166, 168-169頁。 

『憲法義解』（伊藤博文著、明治 22年刊）には、「憲法に殊に大權を掲げて之を條章に明記するは、

憲法に依て新設の義を表するに非ずして、固有の國體は憲法に由て益々鞏固なることを示すなり。」と

ある。（伊藤博文 著、宮沢俊義 校註『憲法義解』岩波書店、昭和 15年、22頁。） 

 

57 穂積八束『憲法提要 上巻』有斐閣、明治 43年、53-54頁。 

 

58 同上、98頁。 

 

59 穂積八束『憲法提要 下巻』有斐閣、明治 43年、606頁。 

 

60 里見『天皇法の研究』、373-399頁。 

 

61 同上、396-397頁などから参酌した。 

例えば、「先づ私は、第一に統治権が『権力』たる事を指摘せねばならぬ。この権力は、通常『法の

力』と解されるが、私は、かゝる解釈に先き立つて事実力
、、、

としての権力を指摘するのである。（中略）

天皇は、単に之を意志したまふのみでなく、立法、司法、行政の諸機関は勿論、必要ある時は軍隊を動

員して、その意志を事実的に貫徹せらる。それが権力の実体であり且つ又本義である。」（傍点引用者）

などと説述されている。 

 

62 同上、382-386頁などから参酌した。 

例えば、「『権利』なる二箇の漢字が元来、『権勢利益
、、、、

』を意味する熟語である」（傍点ママ）や、「権

利は、法によつて賦与せられた主体の行動的限界である。然るに日本天皇の大権は、法によつて賦与せ

られたものではないから、之を権利と称する事は、啻に不当なるのみならず、天皇統治権を個人主義的

に誤解せしめ易い。」などと説述されている。 

 

63 同上、399頁などから参酌した。 

例えば、「天皇固有の最基底能力であつて、それは、権威を伴ひつゝ権力の基礎となれるものであ

る」や、「試みに過去の歴史を通観しても、自然人天皇の権力を侵し奉つた者はあつたが、唯一人とし

てこの統治権能を侵し得た者はいない」などと説述されている。 

 

64 同上、397-398頁。 

 

65 三浦、前掲書、357頁。 

 

66 里見『天皇法の研究』、371-375, 379-381, 392-395頁。 

なお、里見は「国権」、「主権」、「支配権」を学語としては用いないとしている。 
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67 「明治-昭和時代の法学者。明治 6年 5月 7日生まれ。美濃部亮吉の父。明治 35年母校東京帝大の教

授。45年刊の『憲法講話』で天皇機関説をとなえ、上杉慎吉と論争となる。昭和 7年貴族院議員。10

年右翼思想家らの国体明徴運動による攻撃をうけ、不敬罪で告訴され議員を辞職、著書は発禁となっ

た。戦後は枢密顧問官。昭和 23年 5月 23日死去。76歳。兵庫県出身。」（上田、西澤、平山、三浦、

前掲書。） 

 

68 美濃部達吉『憲法撮要』有斐閣、昭和 7年、41-44頁。 

 

69 「明治-昭和時代の法学者。明治 11年 3月 28日生まれ。京都帝大教授。昭和 8年滝川事件で政府に

抗議して辞職。のち立命館大学長。戦後,帝国憲法の改正草案をつくった。27年文化勲章。昭和 40年 8

月 4日死去。87歳。鳥取県出身。京都帝大卒。著作に『日本行政法原論』『日本国憲法論』など。」（上

田、西澤、平山、三浦、前掲書。） 

 

70 佐々木惣一『日本憲法要論』金刺芳流堂、昭和 5年、281-283頁。 

 

71 里見『天皇法の研究』、377-379頁。 

 

72 佐々木、前掲書、281頁。 

 

73 里見『天皇法の研究』、374頁。 

 

74 後に詳述するように、「統治」と「統治権」とは懸隔するものである。なお、「国権」はこれを「国家

の意思を決定する権力」とでも解すべきであろうと思われるが、斯様に結論するにはさらなる攷究を俟

たねばならない。 

 

75 葦津珍彦、西田廣義、西澤泰夫 編集『井上孚麿憲法論集』神社新報社、昭和 54年、61-62頁。 

 

76 里見『帝國憲法の國體的法理』、17頁。 

 

77 里見『天皇法の研究』、100-101頁。 

 

78 穂積『憲法提要 上巻』、52頁。 

 

79 「大正、昭和時代の法学者。明治 24年 1月 10日生まれ。検事をへて、大正 12年母校東京帝大の教

授となる。客観主義刑法論を展開。戦後は法務省特別顧問として、刑法改正作業を指導した。昭和 47

年文化勲章。昭和 61年 3月 9日死去。95歳。岩手県出身。著作に『刑事訴訟法講義』『日本法理の自

覚的展開』など。」（上田、西澤、平山、三浦、前掲書。） 

 

80 小野清一郎『日本法理の自覚的展開』有斐閣、昭和 17年、85頁。 

 

81 葦津、西田、西澤、前掲書、291頁。 

 

82 明治 9年に有栖川宮熾仁親王に賜った勅語に「朕爰ニ我カ建國ノ體ニ基キ廣ク海外各國ノ成法ヲ酌斟

シ以テ國憲ヲ定メントス夫レ宜シク汝等之カ草案ヲ起創シ以テ聞セヨ朕將サニ之ヲ撰ハントス」とあ

る。 

 

83 里見『帝國憲法の國體的法理』、17-18頁。 

 

84 里見『天皇法の研究』の 101-102頁において引用されており、里見によると「帝國の國體と帝國憲

法」（『法學協會雜誌』第三十一卷第六號、法學協會、大正二年）にある。 

 

85 脚注 82を参照のこと。 

 

86 その一節に「立國ノ體國各宜キヲ殊ニス」とある。 

 

87 美濃部達吉『逐條憲法精義』有斐閣、昭和 2年、73頁。 
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88 里見『天皇法の研究』、99, 101-102頁。 

 

89 「曽て我が国史上、権力を以て天下に号令したる幾多の覇者が、いかに僣上を極めんと欲しても、い

かにあせつてもがいても、断じて侵し得なかつたものはこの権威と権能であつた。故に、藤原氏でも源

氏でも足利氏でも徳川氏でも、一度び権力を掌握するや必ず皇統皇位に内在固有する天皇の権能、権威

にひざまづいて、その権力を正当化する事に努力したのである。」（里見『天皇法の研究』、398頁。） 

 

90 里見は、「統治権」に対して、この「天皇による統治の実体」を「統治実」と呼称している。（里見

『帝國憲法の國體的法理』、81頁。） 

 

91 佐々木惣一『我が國憲法の獨自性』岩波書店、昭和 18年、280頁。 

 

92 穂積、前掲書、53頁。 

 

93 三浦、前掲書、359頁。 

 

94 「統治權行動ノ形式」と「政治ノ體樣」とを同義とすることには異論があるが、この点については後

述する。 

 

95 京都帝国大学教授。昭和 15年死去。 

 

96 「明治-昭和時代の法学者。明治 9年 6月 8日生まれ。母校東京帝大の助教授となり、ドイツ、フラ

ンスに留学、明治 42年教授。退官後、早大、中央大などで行政法、国法学を講義した。昭和 21年学士

院会員、貴族院議員。昭和 25年 12月 15日死去。74歳。石川県出身。著作に『比例代表法』。」（上

田、西澤、平山、三浦、前掲書。） 

 

97 美濃部『逐條憲法精義』、17頁。 

 

98 同上、75頁。 

 

99 森口繁治『憲政の原理と其運用』改造社、昭和 4年、106頁。 

 

100 野村淳治『憲法提要 上巻』有斐閣、昭和 7年、236-237頁。 

 

101 佐々木『我が國憲法の獨自性』、229-232頁。 

 

102 同上、226-229, 280, 408-409頁。 

 

103 同上、409-413頁。 

 

104 同上、229頁。 

 

105 同上、226頁。 

 

106 同上、227頁。 

 

107 同上、280頁。 

 

108 同上、409-413頁。 

 

109 太政官「政體書ヲ頒ツ」、『太政類典』第一編明治元年第十五巻、頁不詳、国立公文書館収蔵。 

 

110 佐々木『我が國憲法の獨自性』、412頁。 

 

111 多田好問 編『岩倉公實記 中卷』皇后宮職、明治 39年、685頁。 

 

112 同上『岩倉公實記下卷』、2029頁。 
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113 加藤弘之のこと。 

「明治時代の政治学者、教育者。天保 7年 6月 23日生まれ。佐久間象山にまなび、蕃書調所教授

手伝となる。『鄰草』をあらわして欧米の立憲思想を紹介し、明六社に参加。明治 7年（1874）民撰

議院設立論争で尚早論をとなえる。15年『人権新説』を刊行し、進化論の立場から天賦人権説を批

判。14年東京大学綜理、23年帝国大学総長。枢密顧問官。帝国学士院長。大正 5年 2月 9日死去。

81歳。但馬 （兵庫県）出身。」（上田、西澤、平山、三浦、前掲書。） 

 

114 佐々木『我が國憲法の獨自性』、412頁。 

 

115 同上、412-413頁。 

 

116 同上、411頁。 

 

117 先述のように「統治権」とは「国家を統治
、、

する権力」であり、「統治権者」とはこれを有する者のこ

とであるが、拙論においては、この「統治権者」を統治実体としての「統治者」とは区別して用い

る。後述するように、「統治者」は即ち天皇を意味するが、「統治権者」は政体によって異なる。 

 

118 国松孝二 編集代表『独和大辞典』第 2版、小学館、平成 10年。 

 

119 佐々木『我が國憲法の獨自性』、261頁。 

 

120 同上、261-262頁。 

 

121 同上、262頁。 

 

122 同上、264頁。 

 

123 同上、265頁。 

 

124 同上、266-267頁。 

 

125 同上、309頁。 

 

126 明治 18年、大分県生まれ。京都帝国大学文学部史学科を卒業。同大学院で神道史を専攻し、大正

15年、文学博士。広島文理科大学教授などを務め、昭和 39年、死去。（渡辺澄夫「清原貞雄博士の生

涯と実績」、『大分縣地方史』36-37号、大分県地方史研究会、昭和 40年、106-107頁。） 

 

127 清原貞雄『日本道徳論』改造社、大正 5年、37-38頁。 

 

128 「大正、昭和時代の政治学者。明治 26年 4月 9日生まれ。小野塚喜平次、海老名弾正に師事。同

志社大、九州帝大、広島大の教授、佐賀大、北九州大の学長をつとめた。昭和 55年 7月 26日死去。

87歳。広島県出身。東京帝大卒。著作に『政治学序説』など。」（上田、西澤、平山、三浦、前掲

書。） 

 

129 里見『天皇法の研究』、136頁。 

 

130 同上、750頁。 

 

131 なお、W. Scholze-Stybenrecht/J. B. Sykes (chief eds.), Oxford German Dictionary, 3rd ed., 

(Oxford University Press, 2008) においては、“Regierungsform”は“form of government”と訳されて

いる。 

 

132 Scholze-Stybenrecht/Sykes, op. cit. においては、“Staat”は“state”と、“state”は“Staat”と訳され、

また“Staatform”は“type of state; state system”と訳されている。 

 

133 Prepared by J. A. Simpson and E. S. C. Weiner, The Oxford English Dictionary, 2nd ed., 
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(Clarendon Press, 1989). 

A. S. Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, 8th ed., (Oxford 

University Press, 2010). 

 

134 “[nation] An extensive aggregate of persons, so closely associated with each other by common 

descent, language, or history, as to form a distinct race or people, usually organized as a separate 

political state and occupying a definite territory.” (Simpson and Weiner, op. cit.). 
“the state: the body politic as organized for supreme civil rule and government; the political 

organization which is the basis of civil government (either generally and abstractly, or in a 

particular country); hence, the supreme civil power and government vested in a country or 

nation.” (Ibid.). 
“State emphasizes the political organization of an area under an independent government.” 

(Hornby, op. cit.). 
 

135 法令用語研究会 編『法律用語辞典』第 4版、有斐閣、平成 24年。 

 

136 “A particular form of polity or government. the state, the form of government and constitution 

established in a country…” (Simpson and Weiner, op. cit.). 
 

137 なお、これらに類する語は、羅甸語の“status”の系譜に連なるものであるという。（佐々木毅『宗教

と権力の政治―「哲学と政治」講義 II―』講談社、平成 24年、173-174 頁。） 

 

138 金子、前掲書、65頁。 

高橋『金子堅太郎『政治論略』研究』、91, 258頁。 

山下、前掲書、64頁。 

 

139 Edmund Burke, The Works of the Right Honorable Edmund Burke, Vol. IV, (Little, Brown, and 

Company, 1866), pp. 93-94. 

なお、引用部分に関して、この版ではいずれも Constitution となっているが、それ以前の版の表記

に従い constitutionとした。 

 

140 王権を制限し、貴族の特権を確認したもので、国王も法の下にあるという原則を確立した。イギリ

ス憲政の最重要文書の一つ。 

 

141 Glenn Burgess, Absolute Monarchy and the Stuart Constitution, (Yale University Press, 1996), 

p. 134. 

 

142 Ibid., p. 135. 

 

143 ここでは、行政府のみならず、立法府、司法府をも含む広義の政府を言う。 

 

144 高橋『金子堅太郎『政治論略』研究』、51頁。 

 

145 例えば、土井美徳が挙げられる。彼には「古来の国制」を主題とした論著がいくつかあるが、ここ

では『イギリス立憲政治の源流―前期ステュアート時代の統治と「古来の国制」論―』（木鐸社、平成

18年）を挙げておく。 

 

146 穂積、前掲書、21頁。 

 

147 山本陽一『立憲主義の法思想 ―ホッブズへの応答― 』成文堂、平成 22年、56頁。 

 

148 同上。 

 

149 金子、前掲書、56-58頁。 

 

150 同上、60-61頁。 

 

151 同上、62-63頁。 
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152 同上、65頁。 

 

153 同上、66-67頁。 

 

154 同上、27-29頁。 

 

155 同上、68-69頁。 

“historical jurisprudence”は、一般的には「歴史法学」と訳される。これは「法の歴史的性格を重

視し、これを民族の文化総体との連関でとらえようとする方法論的立場、あるいはこの方法による実

証的研究」のことであり、十九世紀初頭のドイツに興り、イギリスやフランスの法理論にも少なから

ぬ影響を与え、歴史法学派を形成した。ドイツの歴史法学は、「法源の歴史的な探究」を志向し、「法

は言語と等しく民族の共同の確信（民族精神）によって有機的に生成する」との観点から、啓蒙主義

的自然法論による立法作業を批判すると共に、慣習法研究の必要と歴史主義的法学との構築を訴え

た。イギリスの歴史法学は、分析法学の思弁性を批判し、法と社会とのかかわりを追究したという点

において意義がある。（相賀、前掲書。） 

 

156 同上、70-71頁。 

 

157 同上、69-70頁。 

 

158 同上、37, 71頁。 

 

159 同上、72-73頁。 

 

160 同上、71-72頁。 

 

161 後述するように、「統治權ヲ總攬」するというのは、「政体」に関する規定である。 

 

162 第一条から第三条、第四条の前半、これら以外のもの。無論、「皇室典範及憲法制定ニツイテノ御告

文」は含まない。文部省、前掲書、127-133頁、及び三浦、前掲書、353-355頁を参照のこと。 

 

163 文部省、前掲書、133-134頁。 

三浦、前掲書、358-359頁。 

 

164 里見『帝國憲法の國體的法理』、50-51頁。 

 

165 同上、64頁。 

 

166 同上、65頁。 

 

167 同上、65-66頁。 

 

168 同上、66-67頁。 

 

169 Ernst Rudolf Huber (hrsg. v.), Dokumente zur deutschen Verfassungsgeschichte, Bd. I, (W. 

Kohlhammer, 1961), S. 506. 

高田敏、初宿正典 編訳『ドイツ憲法集』第 6版、信山社出版、平成 22年、67頁。 

 

170 井上經重『大日本帝國憲法注釋』永昌堂、明治 22年、66頁。 

 

171 内閣「皇室典範」、『公文類聚』第十三編明治二十二年第六巻、1頁、国立公文書館収蔵。 

 

172 同上。 

 

173 里見『帝國憲法の國體的法理』、90-91頁。 

 

174 Huber, a.a.O., S. 505. 

高田、初宿、前掲書、65頁。 
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175 里見『帝國憲法の國體的法理』、67-68頁。 

 

176 里見は、「創設法」に対するものとして「事実法」を観念している。「創設法」が制定されて初めて

効力を有するのに対し、「事実法」は制定されずして「事実」として効力を有する。 

 

177 「明治-昭和時代前期の法学者。明治 10年 5月 28日生まれ。ヨーロッパ留学後、母校京都帝大の

教授となる。大正 12年東北帝大法文学部の初代学部長。憲法学者として知られ、その著『帝国憲法講

義』は当時の高等文官試験受験の参考書としてひろくつかわれた。昭和 15年 3月 16日死去。64歳。

山形県出身。」（上田、西澤、平山、三浦、前掲書。） 

 

178 里見『天皇法の研究』、621-622頁。 

 

179 文部省、前掲書、133頁。 

三浦、前掲書、355頁。 

 

180 同上。 

 

181 井上孚麿『帝國憲法制定の精神』國民精神文化研究所、昭和 11年、80頁。 

 

182 里見『帝國憲法の國體的法理』、64頁。 

 

183 同上、77-80頁。 

 

184 同上、76-77, 80頁。 

 

185 同上、81頁。 

 

186 里見『天皇法の研究』、375-381, 388-392頁。 

 

187 里見『帝國憲法の國體的法理』、64頁。 

 

188 同上、71, 86頁。 

 

189 当時の法学界の状況について、里見は“Staatsform”の訳語としての「国体」が浸潤する過程を以下

のように説述している。 

 

然るに穂積八束を主とする一群の法学者は、ザイデルなどに影響され、統治権（主権）の主体

が君主か国民かといふ主権坐所から区分した国家形体といふ意味に用ゐはじめ、これを法理上の

国体観念なりとした。これ十九世紀ドイツ国法学の所産である Staatsform の訳語としての国体

であり、それに対して Regierungsform はこれを政体と訳した。当時日本唯一の大学であり文

字通りの最高学府であつた東京の帝国大学の憲法講座の正教授の説は恐るべき権威を認められ、

ここに笈を負ふた学徒は、久しく古典的国体説に心淀んでゐる時であつたから、この耳新しき国

体説に一も二もなく飛びつき更にこれに学問的疑問を投げかける者もなかつた。学生は年々歳々

大学に進み、卒業した者は、学界、教育界、官界、操觚界、法曹界その他各界の指導的地位を占

めるから、この西洋法学の訳語としての「国体」即ち「シュターツフォルム国体」がやがてあた

かも日本の国体であるかの如く錯覚されるようになった。（里見『天皇法の研究』、750頁。） 

 

190 ここでは井上は、憲法を大日本帝国憲法の略称として用いている。（葦津、西田、西澤、前掲書、

63頁。） 

 

191 同上、63-64頁。 

 

192 文部省、前掲書、135頁。 

三浦、前掲書、360頁。 

 

193 井上、前掲書、82頁。 
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194 里見『帝國憲法の國體的法理』、86頁。 

 

195 拙稿、4-5頁を参照のこと。 

 

196 里見『天皇法の研究』、252頁。 

 

197 「明治-昭和時代の官僚,法学者。慶応 4年 8月 12日生まれ。内務省にはいり、東京府参事官、学習

院教授をへて、昭和 7年行政裁判所長官、9年枢密顧問官、10年帝国美術院院長。21年最後の枢密院

議長となり、帝国憲法改正に反対し、天皇制護持を主張。昭和 22年 9月 25日自殺。80歳。加賀（石

川県）出身。帝国大学卒。」（上田、西澤、平山、三浦、前掲書。） 

 

198 第一条のこと。 

 

199 清水澄『逐條帝國憲法講義』松華堂、昭和 11年、80頁。 

 

200 天皇は、「国体の体現」であると同時に、第四条以下の条文は全て「政体法」であると示したよう

に、大日本帝国憲法においては「政体の中心たる内的存在」でもあった。 

 

201 明治 8年に井上毅が普魯西憲法を訳した際には、“constitution”の訳語として「建国法」なる語をあ

てた。（穂積、前掲書、22頁。） 

 

202 「国家の憲法秩序を創造する権力 pouvoir constituant（仏語）をいう。憲法によって確定された権

力 pouvoir constitu（仏語）としての憲法改正権と区別される。憲法制定権力を理論づけたのはシエイ

エスの『第三階級とは何か』（1789）である。それによれば、あらゆる合法性の源泉は国民＝第三階級

の意思であり、憲法制定権力はこの意思に基づくものである。シエイエスの理論は、非特権階級であ

る第三階級をフランス革命に駆り立てるうえで大きな影響を与えた。もっとも、革命期のブルジョア

ジー（『1791年憲法』の制定者たち）は憲法制定権力を憲法改正権としてとらえることによって、前

者を根拠とする革命のいっそうの進展を妨げようとした。他方、20世紀初頭のドイツでは、国家法人

説および法実証主義の支配下にあって、立法権と区別された憲法制定権力に特別の注意は向けられて

いない。しかし、カール・シュミットは、政治体の全存在を確定する政治的意思＝政治的決断として

憲法制定権力を定義し、これを憲法改正権と区別することによってナチズムに理論的基礎を与えたと

いわれている。 

憲法制定権力は国家体制の根幹にかかわることから、それが無制約の権力であるのか、なんらかの

法的制約を伴う権力であるのかについて議論がある。たとえば、フランスの憲法学者ビュルドーG. 

Burdeauは、憲法制定権力を始源的・自律的・無条件的権力であるとしながらも、それを法的な権力

pouvoir de droitとして位置づけることによって、物理的な力としての憲法制定権力の行使に歯止め

をかけようとしている。」（相賀、前掲書。） 

 

203 里見『天皇法の研究』、398頁。 

 

204 国際法上の先占によるものを除く。即ち、古来の領土を指す。 

 

205 国際法に依れば、「主権者として行動する意思、及び長期に亘る継続的かつ平穏な国家権能の行使・

発現による権原」を主張するのであろうが、ここでは歴史的に道義的問題となるであろう事柄（例え

ば、それが違法ではなかった時代の征服や武力による併合）がないことを言う。 

 

206 『産経新聞』、平成 24年 3月 3日、朝刊。 

 

207 『産経新聞』、平成 24年 2月 22日、朝刊。 

『読売新聞』、平成 24年 2月 25日、朝刊。 

 

208 「憲法調査会法（昭和 31年法律第 140号。昭和 40年法律第 116号により廃止）により内閣に設置

された調査会。朝鮮戦争を契機として強まった日本国憲法改正論に促されて、憲法改正問題に関する

各種の意見を調査するという方針に基づいて設けられ、1957年（昭和 32）から活動を開始した。 

第 1期は憲法の制定経過に関する調査審議、第 2期は憲法運用の実際に関する調査審議、第 3期は

憲法改正の要否に関する審議を行い、その間、欧米諸国の学者の意見を調査し、全国にわたって公聴
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会を実施した。審議の運営は、総会を主体に、実際の調査活動は 4委員会を中心に行われ、1961年

に各委員会は報告を終了した。そのあと、四つの部会に再編してその後の問題点を審議し、その結果

は中間報告書として総会の承認を得た。最終報告書の作成には 1年を要し、最終的には、全体が 5

編、本文 1200ページ、付属文書 12冊、計 4300ページに上る報告書が完成、1964年 7月に内閣と

国会に提出して、調査会はその任務を終了し、翌 1965年に廃止された。」（相賀、前掲書。） 

なお、憲法調査会は平成 12年にも衆参両議院に設置され、その後これは憲法審査会に改編される

こととなったが、拙論においては第一次のものを指す。 

 

209 憲法調査会特別部会 編『憲法無効論に関する報告書』（憲法調査会報告書付属文書第十号）、憲法調

査会、昭和 39年、15頁。 

 

210 同上、16頁。 

 

211 同上、17頁。 

 

212 同上。 

 

213 同上、15-16頁。 

 

214 同上、16頁。 

 

215 同上、16-17頁。 

 

216 同上、17頁。 

 

217 「大正、昭和時代の国際政治学者。明治 22年 12月 23日生まれ。大正 12年母校東京帝大の教授と

なり、わが国の国際政治学の確立につくす。昭和 27年『近代国際政治史』で学士院賞。憲法改正問題

や安保条約問題で保守的立場から評論活動をおこなった。昭和 63年 4月 5日死去。98歳。三重県出

身。旧姓は奥山。」（上田、西澤、平山、三浦、前掲書。） 

 

218 憲法調査会特別部会、前掲書、18頁。 

 

219 同上、18-19頁。 

 

220 同上、14頁。 

 

221 同上、13頁。 

 

222 同上。 

 

223 同上。 

 

224 同上、14頁。 

 

225 同上、13頁。 

 

226 同上、14頁。 

 

227 同上、20頁。 

 

228 同上。 

 

229 「ドイツ連邦共和国の憲法。1949年 5月 8日成立。（中略）西ドイツでは憲法が成立したといって

も正確には『ドイツ連邦共和国基本法』Grundgesetz fr die Bundesrepublik Deutschland であり、ド

イツ統一までの暫定憲法としてのものであった。もとより、その内容は政治機構の暫定的な組織だけ

を定めたものではなく、社会法治国家の原理や基本的権利までも網羅した恒久性をもったものであ

る。 
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東西ドイツ統一が 1990年に実現し、暫定憲法とされた『ドイツ連邦共和国基本法』の骨格は統一

ドイツの憲法として引き継がれたが、新しい事態に対応して、1994年に『改正基本法』が発効した。

その後もヨーロッパ連合（EU）の成立や、経済危機をはじめとする世界的な変化に対応するため、

たびたび改正が行われている。」（相賀、前掲書。） 

 

230 「第二次大戦後、1946年 10月 27日憲法、すなわち第四共和政憲法が制定された。この憲法にお

いて、大統領は名目だけの権限をもつにすぎなかったが、これに対して国民議会が強大な権限を与え

られていた。内閣は第二次大戦後の難局を乗り切るのに無力であった。1958年、アルジェリア問題は

重大な局面に達し、同年 5月、アルジェにおけるクーデターの前に政府はなすすべもなく、ドゴール

将軍が政界に復帰し、ドゴール政府の下で、1958年 10月 4日憲法、すなわち第五共和国憲法が制定

された。 

（中略）第五共和国憲法は、政治機構については、執行府優位型として位置づけることができる。

国会の地位、権限は著しく弱められているのに対し、大統領の地位、権限が強められている。国会と

政府の関係については、政府が自由に活動を行いうるよう、国会の権限は縮小され、国会の役割は制

限されている。さらに国会の立法を抑制することを目的として憲法評議会が設置されている。」（相

賀、前掲書。） 

 

231 高田、初宿、前掲書、212頁。 

  なお、前文は平成 2（1990）年 8月 31日に調印された統一条約の第四条によって改正され、ドイ

ツの統一により同法が全ドイツ国民に適用されることが謳われ、また、当該箇所からは「過渡期のあ

いだ国家生活に一つの新しい秩序を与えるために」という部分が削除された。 

 

232 同上、311頁。 

前文と同様に第百四十六条も統一条約の第四条によって改正され、「この基本法は、ドイツの統一と

自由の達成後は、全ドイツ国民に適用されるが、ドイツ国民が自由な決断で議決した憲法が施行され

る日に、その効力を失う」となった。 

 

233 國立國會圖書館調査立法考査局 編『戰後の各國憲法』同左、昭和 23年、80頁。 

 

234 中村睦男、高橋和之、辻村みよ子 編『欧州統合とフランス憲法の変容』有斐閣、平成 15年、361

頁。 

 

235 内閣官報局「大日本帝國憲法」、『公文類聚』第十三編明治二十二年第一巻、6頁、国立公文書館収

蔵。 

 

236 憲法調査会特別部会、前掲書、21-22頁。 

後者の第七十五条に関する主張は、井上もこれを行っている。 

 

237 同上、21頁。 

 

238 同上、23頁。 

 

239 同上、24頁。 

 

240 同上、24-25頁。 

 
241 同上、25頁。 

 

242 同上、25-44頁。 

 

243 同上、45頁。 

 

244 同上、45-46頁。 

 

245 同上、50頁。 

 

246 「昭和時代の官僚、政治家。明治 22年 1月 22日生まれ。内務省にはいり、三重県、埼玉県の知



 

73 

                                                                                                                                                     
事、社会局長官、内務次官などを歴任。昭和 14年平沼内閣、19年小磯内閣の厚相となる。貴族院議

員。戦後は参議院議員（当選 2回、自民党）。昭和 49年 5月 22日死去。85歳。山梨県出身。東京帝

大卒。」（上田、西澤、平山、三浦、前掲書。） 

 

247 憲法調査会特別部会、前掲書、48-49頁。 

 

248 同上、46頁。 

 

249 同上、51-52頁。 

 

250 同上、46頁。 

 

251 同上、46-47頁。 

 

252 同上、47頁。 

 

253 同上、47, 50, 51頁。 

 

254 同上、61-62頁。 

 

255 占領の終了により占領前の原状に復帰する原則のことを言う。ローマ法に由来するものであり、東

ローマ皇帝ユスティニアヌス一世の勅法により公布された『法学提要』（Institutiones）に施された希

臘語の義解によれば、「ポストリミニウムとは、敵國より歸還せる者に、一切の原狀を返還する或る權

なり。（中略）ポストリミニウムは、limenと postより、卽ち閫と後日の語よりしてかく稱せらる。何

故となれば、敵に捕へられたる者にして、後日羅馬の境界線に到達せし者は、ポストリミニウムによ

りて歸還すと稱して、正しく可なればなり。蓋し閫が家屋に於て住居の限界たるが如く、羅馬の主權

の閫或は境界が存す可きことを、古人は欲したるなり。これよりして、或る限界及び境界の如きもの

の謂にて、limen と稱せられたり。又これよりして、敵に捕へられたる者が見失はれし時に越えたる閫

を越えて、歸還するの故を以て、ポストリミニウムと稱せられたり。敵より逃げ歸り、或は敵より放

免せられし者のみならず、敵が敗れたるときに吾人に奪還せられたる者も、ポストリミニウムを有

す。」（傍線ママ）であるという。（原田慶吉「『法學提要希臘語義解』第一卷邦譯（一）」、法學協會 編

『法學協會雜誌』第五十卷第一號、同左、昭和 8年、142頁。同上「『法學提要希臘語義解』第一卷邦

譯（三）」、『法學協會雜誌』第五十卷第四號、昭和 8年、139-141頁。） 

 

256 憲法調査会特別部会、前掲書、62-67頁。 

 

257 高田、初宿、前掲書、11-12頁。 

 

258 里見『天皇法の研究』、621-622頁を参照のこと。 

 

259 憲法調査会特別部会、前掲書、52-55頁。 

 

260 里見は、これらをそれぞれ「自然人天皇」及び「天皇位天皇」と称している。（里見、前掲書、345-

365, 637-651頁。） 

 

261 第一章で詳述したように、「國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬」するという規定は「政体法」であって

「国体法」ではない。 

 

262 『産経新聞』、平成 24年 3月 5日、朝刊。 

 

263 里見『帝國憲法の國體的法理』、29-43頁。 

里見『天皇法の研究』18-19, 141-142, 151-196, 248頁。 

 

264 第 1回修学院セミナー（平成 23年 7月 6日、於 自由民主党本部、主催 NPO法人修学院）におい

て、聴講者からの質問に答える形で斯様なる旨を発言した。 


