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現代日本における「立憲主義」復権の政治的射程 

 

－樋口陽一の憲法理論をめぐって－1 

 

山本公徳 

 

（2019 年 8 月 7 日受理） 

 

Political Range of the Restored Constitutionalism in Contemporary 
Japan 

-on Youichi Higuchi's Constitutional Theory- 
 

Koutoku YAMAMOTO 
 
 

Ⅰ はじめに 

①問題の所在 

 近代以降、日本政治をテーマに書かれてきた無数の論稿の中から、最大公約数的

に共有されてきた像を探ってみるならば、「政党政治の脆弱性」－政治的リーダー

シップの欠如、官僚機構への従属など－をその一つとしてあげることが可能だろう。

ところが 21 世紀に入った頃から、その像を覆すような「政治主導」が現れはじめ、

いまやそれを一時的な例外とは見なせなくなりつつある。 

 とりわけ現政権の下では、むしろ「決めすぎる政治」が懸念されてさえいる。こ

の「決めすぎる政治」をめぐっては、「強行採決」が連発されていることなどから、

反民主主義的な強権政治と評する向きもあるが、この点は慎重な検証が求められよ

う。というのも、当代の「決めすぎる政治」の実行者たちは、何よりも選挙結果に

こだわり、それを自らの政治行動の正当化根拠としているからである。 

 例えば大阪市長時代の橋下徹は、2012 年 2 月 9 日の定例記者会見にて、「選挙が

すべてじゃないとか言われるが、民主主義の世の中で、じゃあ選挙以外にどうやっ

て物事を決めるのかといえば選挙しかない」2と述べ、選挙の洗礼を受けた政治家

によるトップダウン型の意思決定の重要性を強調していた。3 

                                                           
1 本稿では、敬称につき一切省略させていただいた。 
2 産経新聞大阪社会部『橋下語録』（産経新聞出版、2012 年）46 頁。 
3 また大阪府知事時代には、「今の日本の政治に必要なのは独裁」とも述べた。同上、50 頁。  
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 こうした見解をとる政治家たちは、直面する政治的意思決定が重要であるほどに、

むしろ議会をはじめとする討論のプロセスに早々に見切りを付け選挙に訴えたが

っているように見える。そうした、討論を通じた合意よりも、選挙に訴えその結果

に即して政治決着を図ろうとする手法を、「決断民主主義」と呼んでおこう。 

 さて、「決断民主主義」が広く支持されつつある現状に対して、他方では、それ

を問い直そうとする気運も高まっている。その中で近年の注目すべき現象は、対抗

シンボルとして「立憲主義」が復権していることである。政治的に著名な存在とし

ては、2014 年に設立された立憲デモクラシーの会や、2017 年設立の立憲民主党な

どが挙げられる。 

 では、立憲主義はいかなる意味で「決断民主主義」への対抗軸となりうるのか？

本稿が試みるのは、この立憲主義の復権という現象が現代政治に何をもたらすこと

ができるのか、その政治的射程をとらえることである。 

 

②分析視角－民主主義と立憲主義との関係性 

 日本政治における民主主義をめぐる政治対抗を描き出そうとする場合に、これま

で最もよく使われてきたのは、「民主主義対反民主主義」という分析視角であろう。

しかし既に示唆しておいたように、それは今日では説得的たりえない。いかに「強

行採決」を連発する政権であろうとも、あるいはそういう政権であるが故に、内閣

支持率などの世論には極めて敏感である。いまや世論を無視する政治は困難である。 

 問われるべきは、民主主義の質的な差異である。本稿では、そうした差異をとら

える分析視角として、民主主義と立憲主義との関係性に着目してみたい。 

この視角から見た場合、近年の立憲主義の復権はどうとらえることができるだろ

うか。例えば、立憲デモクラシーの会は、「設立の趣旨」において、現政権につい

て、「2 つの国政選挙に勝利して、万能感に浸り」、「すべて「私」が決める専制」だ

と断じ、その上で二つのことを対置している4。 

一つは、「議会を単なる多数決の場にするのではなく、そこでの実質的な議論と

行政監督の機能を回復すること」であり、もう一つは、「たまさか国会で多数を占

める勢力が、手を付けてはならないルール、侵入してはならない領域を明確にする

こと、その意味での立憲主義の回復」である。前者は、「決断」重視とは異なる、

徹底した討論という意味での民主主義を述べている。後者は、国会多数による決定、

すなわち民主主義に基づいて行使される国家権力でさえ制限されるべき領域を定

めるべきという立憲主義の主張である。いずれも、「決断民主主義」への対抗を意

識したものであることがうかがえる。 

                                                           
4 立憲デモクラシーの会 HP（https://constitutionaldemocracyjapan.tumblr.com/）参照。 
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ここで確認しておくべきは、立憲デモクラシーの会が、民主主義と立憲主義との

関連性を意識していること、さらにいえば、民主主義を「決断民主主義」とは異な

るあり方へ導くものとして立憲主義を位置づけていることである。 

ここに見られるような民主主義と立憲主義に関する認識は、昨今の論壇状況から

すると決して自明ではない。 

例えば「決断民主主義」は、選挙の結果として現れる「たまさか国会で多数を占

める勢力」に、「強行採決」も辞さないような強力な政治的リーダーシップを求め

る点で、議会の討論のみならず、立憲主義についても省みないスタンスをとってい

るといいうる。 

こうした「決断民主主義」は、現在の政治学において有力説の一つである5。一例

として、政治学者・待鳥聡史の民主主義論6を見てみよう7。待鳥の民主主義論のポ

イントは、私見では二つある。第一は、多元主義的な政治観に基づいて、政党の役

割を重視していることである。待鳥にとって、特定の人や集団、優れた人間だけが

全体の利益を見つけることができるという考え方は、「決して望ましいものではな

い」のであり、「見果てぬ夢というよりは悪夢」であって、望ましいのは「私益を

追求しようとする勢力が相互に競争して、勝ったり負けたりを繰り返していくと、

その過程全体を通じてバランスのとれた選択がなされる」というプロセスである。

「私益を追求しようとする勢力」は政党に他ならない8。 

第二は、制度とりわけ選挙制度について、「単に民意にもとづいた政策決定にな

るといったことだけではなく」、時代状況に応じた選択をすべきということである。

その観点から現在の日本に関しては、多数代表制とりわけ小選挙区制が推奨されて

いる。というのも、経済成長が鈍化し、財政状況が厳しい現在では、「一部の人に

対する福祉やサーヴィスの水準を下げる、あるいは増税する」という政策選択が求

められているが、比例代表制では負担増について譲らない「社会の中の少数派」が

連立政権入りする可能性があり、改革が進まない懸念があるからである。したがっ

て「一義的あるいは先験的に比例性が高い方がよいと決めつけるのは適当ではない」

とされる9。 

露骨に言えば、負担増に反対する「少数派」の意見を小選挙区制下で死票化し、

政策決定において考慮しないということであろう。これは選挙制度という政党間競

                                                           
5 別の注目すべき理論潮流として、「熟議民主主義」を挙げることができる。これについては別稿

で、改めて検討してみたいと考えている。  
6 ここでは特に、待鳥聡史『民主主義にとって政党とは何か』（ミネルヴァ書房、2018 年）を参照

した。  
7 「決断民主主義」の別の論者を検討したものとして、拙稿「新自由主義改革と民主主義－飯尾潤

氏の統治機構改革論をめぐって－」（『唯物論研究年誌』16 号、2011 年 10 月）参照。  
8 待鳥前掲書、29～30 頁。  
9 同上、94 頁。  
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争のルールを、福祉削減という一個の価値判断（待鳥にとっての公益判断）から引

き出しているという意味で、第一の点と明らかに矛盾しているが、そこは深入りせ

ずにおく。本稿にとって重要なのは、相反する主張の一方を選挙の時点で政策決定

プロセスから脱落させ以後の政策決定をスムーズに行おうという発想である。これ

は、政党間競争を活性化し選挙への注目を高めた上で、選挙の結果として形成され

た多数派に決定的な重要性を付与する点で「決断民主主義」的であり、少数意見の

尊重という配慮を欠落させている点で反立憲主義的である。すなわち、民主主義と

立憲主義の関係性という点では、両者の関連を追求するというよりは、立憲主義を

極小化し、民主主義を前面に押し出そうとするスタンスだと言える。 

他方、立憲主義の復権の一翼を担いつつも、逆に民主主義を限定することで社会

の安定を図ろうとする議論がある。例えば憲法学者の長谷部恭男は、民主政治は「瑣

末事」にのみかかわるものだというロバート・ダールの議論を肯定的に引用しつつ、

「民主主義にもとづいて解決できる問題のなかに、各自が心から大切だと思う、し

かし相互にせめぎあう価値観にかかわる問題を含ませるべきでない」10と述べてい

る。相互にせめぎ合う価値観にかかわる問題を多数決にかけた場合、長期的にはむ

しろ社会の分裂を招く恐れがあるという判断から、民主主義の適用範囲の制限こそ

が喫緊の課題とされているのである。これまた、待鳥とは逆方向であるが、民主主

義と立憲主義との一方を縮小しかつ両者を切り離そうとする提起と言えるだろう。 

周知のように、民主主義と立憲主義とは、ともに現代国家の統治機構における最

重要の原則であると同時に、その間に矛盾をはらんでいる。その矛盾を両者の切り

離しによって解消し、どちらか一方の機能を最大限に発揮させることで、状況に対

処しようという発想がとられているのである。だが本当に、両者の切り離しは長期

的に見て国家意思決定の安定をもたらすだろうか？本稿は、近年の立憲主義復権の

中で提起されている、民主主義と立憲主義の関係性を強化しようとする試みに刺激

を受けつつ、その方向性に現代民主主義再生の展望を見いだそうとする試みである。 

 

③分析対象－樋口陽一の憲法論 

 とはいえ、民主主義と立憲主義の関係性をめぐっては、すでに夥しい数の論稿が

公表されており、それらを網羅した分析には筆者の現在の力量では及ばない。本稿

では特に、日本における立憲主義研究の第一人者である樋口陽一の憲法理論を採り

上げたい。 

 樋口に注目するのは、民主主義と立憲主義の関係性こそが彼の理論活動における

一貫した関心の対象だと考えられるからであり、また彼自身が立憲デモクラシーの

                                                           
10 長谷部恭男『憲法と平和を問いなおす』（ちくま新書、2004 年）40～41 頁。  
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会の共同代表の一人として立憲主義の復権を理論的に支える当事者だからである。

それでは以下で、樋口理論に即しつつ、現代日本における「立憲主義」復権の政治

的射程について、検討していくこととしよう。 

 

※なお本稿において、樋口の文献として特に参照したものを以下に示す。引用にあ

たっては、それぞれの文献に付したアルファベットと頁数のみ記すこととする。 

A＝『近代立憲主義と現代国家』（勁草書房、1973 年） 

B＝『議会制の構造と動態』（木鐸社、1973 年） 

C＝『現代民主主義の憲法思想』（創文社、1973 年） 

D＝『比較のなかの日本国憲法』（岩波新書、1979 年） 

E＝『自由と国家－いま「憲法」のもつ意味－』（岩波新書、1989 年） 

F＝『近代国民国家の憲法構造』（東京大学出版会、1994 年） 

G＝『憲法という作為 「人」と「市民」の連関と緊張』（岩波書店、2009 年） 

H＝『抑止力としての憲法 再び立憲主義について』（岩波書店、2017 年） 

 

Ⅱ 樋口理論の原型 

①樋口理論と近代主義 

 樋口理論を戦後日本の政治思想に位置づけようとする場合、まず注目されるのが、

その近代主義的なスタンスであろう。ここにいう近代主義とは、現実社会のさまざ

まな困難について、そこに共通する要因として近代的な社会関係の未形成ないし不

徹底を見いだし、それら困難の克服の展望を近代の完成に見いだそうとする思想や

運動を指す11。 

 近代主義的な発想をよく示す一例として、以下の樋口の発言を確認しておきたい。

これは、1980 年代頃からヨーロッパで台頭していたポストモダン的な近代批判・

個人主義批判に、安易に同調しようとする日本の研究者に対し、警鐘を鳴らそうと

した発言である。 

（日本では）「市民革命によって個人が解放されないままで、従って、個人の人

権と国家の主権との密接な連関がないままに、にもかかわらず集権的国家ができ

あがってしまった。」／「そうだとしたら、1989 年の日本社会にとっては、二世

紀まえに、中間団体をしつこいまでに敵視しながらいわば力ずくで「個人」をつ

かみ出したルソー＝ジャコバン型個人主義の意義を、そのもたらす痛みとともに

追体験することの方が、重要なのではないだろうか。」(E168～170) 

                                                           
11 近代主義については、日高六郎「戦後の「近代主義」」同編『現代日本思想体系 34 近代主義』

（筑摩書房、1964 年）、後藤道夫『戦後思想ヘゲモニーの終焉と新福祉国家構想』（旬報社、2006

年）などを参照されたい。  
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 20 世紀末における日本社会の課題を、近代の出発点であるフランス革命期にお

ける「個人」の析出の追体験に求めるこの姿勢こそ、本稿が樋口を近代主義者と呼

ぶ所以である。近代主義は、戦後民主主義の核心部分を構成していた思想であり、

戦後民主主義とともに現在では退潮しつつあるといわざるをえないのだが、樋口は

その良質な継承者の一人である。 

 とはいえ、ここで急いで付け加えておきたいのは、近代主義の内部における樋口

理論の特異な立ち位置である。一般に日本の近代主義者が、近代の未達成ないし不

徹底を問題視し、一刻も早いその完成を求める対象は自らの住まう日本である。そ

の際、通例、欧米諸国は既に近代を達成した「お手本」とみなされる。 

 ところが樋口は、日本のみならず、ヨーロッパ諸国、とりわけ一般には近代化の

先頭を行くとみなされるフランスについても、一度は近代を達成したが現在ではそ

のあり方から離れつつあるという意味で、近代の不徹底を指摘しそこへの回帰を求

めているのである。 

 樋口は、フランス憲法史の歩みを、「市民革命期」、「近代立憲主義確立期」、「近

代立憲主義の現代的変容期」の三つの時期に区分している。樋口によれば、立憲主

義が「国家権力を拘束し、国家が独占する巨大な実力を特定の仕方でのみ行使させ

ようとする法原理」（A152）として確立するのが第二期である。それが第三期には、

国家が法を用いて積極的に社会生活に介入し、特定価値の貫徹を図るような「現代

的変容」を遂げるとされる。 

 この段階的展開、とりわけ第二期＝近代から第三期＝現代への移行は、「資本と

対立する賃労働諸階級の政治的成長」や、「他国資本主義との競争」（A138）を背景

としており、社会経済的構造の変容を基盤とする不可逆的なものととらえられてい

る。しかし価値的には第二期が理想とされ、第三期への移行はネガティブにとらえ

られているのである。したがって、第三期への移行は不可避であるが、第三期の諸

要素を可能な限り第二期のあり方に引き戻すこと、変化を最小限に留めることが樋

口の課題となる。 

 第三期の何が問題なのか。以下の引用に、樋口の問題意識がよく示されている。 

「総じて、現代型憲法現象の特徴は、国家がかつての価値中立性をすてて一定の

基本価値のにない手となり、それを憲法の名において全社会過程に貫徹させ、も

ろもろの異質の価値と利害を体制内にとりこみ（現代福祉国家）、あくまでとり

こむことのできないものははじき出してゆく（「トロイの木馬」の排除、「たたか

う民主制」）、というところにあるが、西ドイツを典型とするあらわれかたは、裁

判的機関を憲法の最終的な公権解釈者としながら、「憲法の規範性」を国家が国
、、、、

民に対して
、、、、、

貫徹させようというものにほかならない。」（A270、傍点原文） 

 樋口が、第三期的特徴を備えた「現代的変容」の典型国家ととらえているのは、
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第二次大戦後に成立した西ドイツである。「現代的変容」のポイントは、憲法の規

範性が高まり、憲法裁判所を担い手とする違憲立法審査制を通じて、憲法による議

会制定法への制約が行われる点にある。ここに樋口は、国家による国民の自由への

抑圧の危険を感じ取っているのである。 

 初期の樋口理論における、国家による自由の抑圧への警戒感は際立っている。例

えば、社会権のための経済的自由への制約についても、それは精神的自由に対して

も同様の国家介入を引き起こさずにはおかず、「これはとりもなおさず、精神的価

値の国家による公定であり、国家からの自由を核心とする、近代立憲主義の意味で

の自由の完全な欠落」(A174)であるとされる。また、現代憲法現象における福祉国

家型とファシズム型との差異は小さく流動的であるとも述べられる。 

 樋口の理解では、現代型憲法現象が西ドイツにおいて顕著にあらわれた理由が二

つある。一つは、ナチズム体験や、戦後の分裂国家化のゆえに、「自由な民主的基

本秩序」をファシズムとコミュニズムから守ることについて切実性があったことで

あり、もう一つが、「近代立憲主義段階における国家の価値中立性の原理が思想的

にも法制度的にも十分に定着したという伝統を持たなかったこと（「外見的立憲主

義」）」（A271）である。こうした理解から、ドイツと同様に第二期を十分に確立し

ていない日本に対し、まずは市民革命の追体験を求めるという発想が出てくるわけ

である。 

 とはいえ、近代立憲主義を十全に開花させたフランスも、「現代的変容」と無縁

なわけではない。フランスは、西ドイツ的な「現代的変容」と、もう一つ別の変容

と仕方との間で揺れているというのが、樋口の現状認識であった。西ドイツ的な変

容とは、一切の国家作用に対する裁判的統制を想定する「裁判国家」の道である。

これに対してもう一つの道とは、主権者としての絶対性を保持する国民が、そのと

きどきの現実の力の担い手（大統領、首相など）やその政策を、首長公選制や人民

投票制によって正当化する「行政国家」の道である（A272）。 

 そしていずれの道も、「かつて憲法の公権的解釈権を最終的に有していた議会が、

その地位を失ってきている」（A283）という理由で否定的にとらえられている。 

 ただし別の論稿では、フランスが揺れながらも選び取りつつある「行政国家」の

方が、どちらかというと望ましいとの議論も見られる。その理由は、「行政国家」

のもとでは、「一般意志の表明としての法律(loi)の至高性」という観念は薄れるも

のの、直接民主主義的な諸制度の採用によって、主権者としての国民の意思の絶対

性を第二期から継承できるからである（B132）。すなわち、第二期からの連続性が

評価基準になっているのである。 

 ちなみに、これは樋口も認めている点だが、「裁判国家」と「行政国家」とは、

それぞれに現代国家の別の一側面に焦点を当てた概念であり、通例は矛盾する概念
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とはとらえられていない。「行政国家」とは福祉国家のもとでの行政の肥大化現象

に着眼した概念であるが、福祉国家は戦後ドイツが目指した国家像でもあり、ドイ

ツもまた「行政国家」といって差し支えないと思われる。にもかかわらず「裁判国

家」と「行政国家」とを対抗的にとらえるのは、第二期との連続性を問題にする近

代主義的観点のゆえである。 

 さてこの近代主義の論理が後の議論の展開にどう関わってくるのか、それがこれ

以降の関心の焦点となるが、その問題に進む前に、本稿にとって最も重要な論点で

ある民主主義と立憲主義の関係性について、項を改めて検討してみたい。 

 

②民主主義と近代立憲主義の関係性 

 第二期＝近代立憲主義確立期のフランスにおいて、民主主義と立憲主義とはどの

ような関係にあると理解されていたのだろうか。第二期はフランス第三共和制の時

期にあたり、フランス近代立憲主義は、1875 年に制定された第三共和制の三つの

「憲法的法律」の運用過程の中で、「議会中心の共和制というかたちをとって定着

した」（C6）とされる。 

 ここにいう「議会中心の共和制」には、樋口によれば、四つの含意があった。第

一は、「行政権に対する議会の優位」である。具体的には、立法府だけが国民の名

において「一般意思」を表明できるという観念と結びついた法律の優位、および議

会が内閣を従属させる一元主義型の議院内閣制という姿をとった。後者は、1875 年

憲法が大統領に法律の再審議要求権と下院解散権を与え、二元主義型議院内閣制を

想定していたにもかかわらず、憲法運用を通じ慣行として確立したものであった

（C8～9）。 

 第二は、「裁判所に対する議会の優位」である。この点で最も重要なのは、違憲

立法審査制の否定と、その帰結としての議会による憲法解釈権の独占である。 

 以上から、議会優位の三権分立が導かれるが、これは国民自身に対する議会の優

位をもたらしたという（C12）。これが第三点目である。 

 最後に第四は、「憲法そのものに対する議会の優位」である。ここで留意してお

くべきは、第三共和制憲法には人権条項が含まれておらず、人権保障が議会立法に

委ねられていたという点である（C14）。 

 さて以上の点を踏まえ、樋口が理想とする第二期における民主主義と立憲主義と

の関係性を検討しよう。この関係性について、樋口自身による明確な定式化はなさ

れていないが、本稿では、「民主主義と立憲主義の未分離」あるいは「制限された

民主主義の発動を通じた立憲主義的価値の実現」というふうに表現してみたい。 

 少し敷衍しておこう。この第二期のフランスでは、議会だけが一般意思を表明で

きるという原則の下、違憲立法審査制は否定され、憲法解釈権は議会が独占してい
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たのだから、政策決定は議会制定法、すなわち民主主義の発動としてしか実現され

ない。にもかかわらず、実現される政策の目的は、樋口も述べるように、「レッセ・

フェールの維持＝市民の自由な活動の保障」であり、「市民の社会的経済的生活へ

の国家の原則的不介入を核心とする、自由権中心の人権体系」（A152）であった。

いわば、民主主義という形式が、立憲主義という内容を求めていたのである。ここ

で「未分離」という表現を使ったのは、民主主義が独自の目的を持たず、立憲主義

もまた独自の実現手段をもたず、両者が互いの不備を補い合うべく、内在する緊張

関係を自覚せずに結合していた状況を指す。 

 だが選択する主体は議会なのだから、これを民主主義の側の主体的な選択と考え

れば、民主主義の優位と理解できるのかもしれない。しかし、この第二期は産業資

本主義段階にあたり、未だ労働者階級の政治主体化が政治参加に焦点化するに至っ

ておらず、選挙制度として制限選挙が一般的であったことが想起されるべきである。

つまり、議会がレッセ・フェールを目的としたのは、政治に参加できる階層が上層

に限定されていたからだと考えられ、そうだとすれば、まずレッセ・フェールの維

持＝国家権力の抑制という目的が先にあって、そこから民主主義を形作る制度のあ

り方が導き出されたともいいうるのである。そう解するならば、どちらが優位かを

強いて挙げるとすれば立憲主義の側が優位にあったいうべきであろう。 

 ただし、第二共和制下の 1848 年にすでに男子普通選挙を実現していたフランス

については、解釈の難しいところがあるのかもしれない。おそらく樋口は、（女性

については捨象しつつ）普通選挙の下で「代表者と被代表者の意思に一致関係があ

ること」（B45）を想定しつつ、ここに国民による自発的な「規範創造的自由」の発

現を見るのであろう。ゆえに樋口は、どちらかといえば民主主義の方に優位性を見

いだしていたと思われる。 

 しかしながら、先に触れた「議会中心の共和制」の説明のところで、第三の含意

としてあげられていた「国民自身に対する議会の優位」を見る限り、やはりここに

は権力的支配の発動を見い出さざるをえない。これは、制限選挙制の下で、議会が

体現する「国民意思」と国民自身とのズレを正当化するために採用された「純粋代

表」のロジックそのものだからである。こうした問題点があるにもかかわらず、樋

口が、近代立憲主義確立期のフランス議会について、その現実を理想（プープル主

権）に寄せて理解するのは、やはり近代主義的な理念が強固に根づいているからで

はないだろうか。 

 ともあれ、この時期の樋口において、民主主義と立憲主義との関係性について、

そこに検討すべき課題を見いだし突きつめた検討をした形跡は見られない。どちら

かといえば、両者の予定調和的な一致（すなわち未分離状態）という捕まえ方をし

ていたと思われる。この点を確認し、次に進もう。 
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Ⅲ 樋口理論の展開 

 以上に述べてきた諸特徴を「原型」とするならば、樋口理論は 1990 年前後を境

として少なからぬ変化を遂げる。ここではその変化を三点ほど指摘し、それらが全

体として持つ現代的意義について考えてみたい。 

 

①国家と諸個人の二極構造 

 樋口は 1994 年の著作で、フランス近代の典型性について、この問題にマルクス

と同様に－しかし異なる視角から－取り組んだカール・シュミットを引きつつ、「中

間団体を担い手とする多元主義を原理的に否定して諸個人と集権的国家の二極構

造を定礎した」（F44）ところに求めた。これ以後、この二極構造は樋口理論の重要

なキーワードとなっていく。 

 樋口によれば、絶対王制が集権化を進めたけれども、「絶対王制が身分制の網の

目によって支えられているかぎり、集権的国家の完成度という点で絶対王制は必ず

しも「絶対」でない」のであり、「身分制的社会編成原理を否定して諸個人と国家

の二極構造を生み出すことによってこそ、近代市民革命が集権的国家を完成させる」

（F47）のであった。 

 またこの二極構造は、身分制を否定する主権と、解放された個人の権利としての

人権との成立をも意味するが、主権と人権は密接不可分であると同時に、保護の楯

であった身分制を失った裸の個人が強大な国家権力と直接向き合うことから、緊張

関係も内包していた。 

 この二極構造の強調は、樋口理論においていかなる意味をもっていただろうか。

それはおそらく、民主主義と立憲主義の関係理解の変化だと思われる。先ほど、樋

口理論において両者は未分離で予定調和的な関係と把握されていると述べたが、二

極構造論は、その認識を改め両者をきちんと峻別するという発想から生まれてきた

のではないか。 

 この変化に関連すると思われるのが、樋口自身が 2017 年の著作で触れている、

理論的関心の変遷である。樋口はこの著作で、最初の単著である『近代立憲主義と

現代国家』が 1973 年に刊行された当時の憲法論議について、「民主主義＝国民主権

との緊張図式の中で立憲主義の意味がことさらに強調されることは少なかった」、

「憲法運用の攻防をめぐる言説の中で、立憲主義という標語はほとんど忘れられて

いた」（Hⅴ～ⅵ）と述べ、その上で次のように続けている。 

「国家からの自由を第一義としながらも、その時点（1973 年－引用者）では、自

由の主体としての個人
、、

の意味が特定的にとり出されていた、とは言いがたかった。

前近代から近代への移行の意味を、何よりも身分制下の社団的諸権力から
、、

国家に
、
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よる
、、

個人の
、
解放を遂行することとしてとらえ、そのことこそが、国家からの

、、、
自由

が確保される公共空間が成立するための前提だったという基本認識は、あらため

て明示される必要があった。成立した近代憲法そのものについても、国家からの

自由一般ではなく国家からの個人の自由こそが問題なのだということ、加えて、

国家＝政治権力からの個人の自由だけでなく、その個人の社会的権力からの自由

が正面から問題意識の対象とされなければならないこと、この二つの論点が私の

憲法論の座標の中にあらためて明示されなければならなかった」（Hⅵ、傍点原文） 

 この引用文において重要なことは、二つあると思われる。一つは、前近代から近

代への移行には、「国家からの自由が確保される公共空間」が必要だということで

ある。これがまさに、民主主義に基づく集権的国家＝主権の役割である。そしても

う一つが、「国家からの自由一般」と「国家からの個人の自由」とを峻別している

ことである。「自由一般」は、「国家からの自由が確保される公共空間」において実

現するものであり、国民一般に適用される議会制定法を通じて確保することが可能

である。だがそれだけではなく、それとは別に「国家からの個人の自由」が必要だ

というのである。 

 こうして峻別された自由のうち、「国家からの個人の自由」こそが、立憲主義の

下で確保されるべき自由である。この点の指摘は、民主主義に則って決定した議会

制定法によっても侵害されてはならない自由の存在を改めて確認し、自らの理論に

組み込むことの宣言であっただろう。 

 1990 年前後の時点において、「二極構造」という形で樋口理論に立憲主義が組み

込まれた、その契機は何だったのだろうか。おそらくそれは社会主義圏の崩壊であ

り、あるいは体制としての崩壊以前になされた内実の暴露（「収容所群島」、クメー

ル・ルージュなど）による社会主義の権威失墜が生じていたことも、少なからぬ影

響を持ったであろう（F15）。周知のように、「東欧の解放」とその後の建国のプロ

セスでは、社会主義体制の下での人権抑圧を受けて、人権・立憲主義・法治国家な

どのシンボルが掲げられた。このことは世界的規模での立憲主義の復権をもたらし、

樋口もその渦中の一人だったのである。 

 また、1990 年頃には、主として西側世界の知識人の中で、ポストモダニズムが

隆盛を迎えた。この理論潮流は、社会主義の「失敗」や西側諸国の行き詰まりの意

味を掘り下げ、啓蒙思想以来の近代合理主義自体に懐疑の視線を向けていた。樋口

は、そこでの国民国家批判に対し、「知の世界の無調化、無概念化」（G13）を読み

取って、強い拒否を表明している。立憲主義について、グローバル体制下でのその

保障でなく、あくまで国民国家の枠内で構想した「二極構造」論の一環として打ち

出してきた背景には、こうしたポストモダン批判も一つの契機になったと思われる。 
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②新たな類型論の提起 

 ここまで見てきた二極構造において両極を構成する「主権」と「人権」は、その

密接な相互連関と緊張ということを含めて、「強度にフランス的特性を刻印された

観念」でありつつ、同時に典型的な近代国民国家のあり方を指し示してもいるとさ

れた（Fⅰ）。 

 他方で 1994 年の著作では、この二極構造とは異なる、しかもそれに匹敵するも

う一つの近代国家類型が提起されている。この類型論の文脈では、二極構造をもつ

フランス近代国民国家は「ルソー＝ジャコバン型国家像」と名付けられ、〈主権＝

政治の万能＝国家とその法律 loi の優越＝一にして不可分の共和国〉という特徴

付けがなされた（F51）。 

 この国家類型に対置されたのは、「トクヴィル＝アメリカ型国家像」である。両

者の違いを一言で表すとすれば、前者が中央集権的であるのに対し、後者は多元的

である。この点について樋口は、前者では「中間団体を否認する〈国家←→個人〉

の二極構造のもとで、国家権力だけが正当のものとされ」、「立法府のつくる国家の

法＝一般意思の表明としての法律 loi が、法 droit のあり方を独占する」のに対

し、「結社の存在を積極的に容認し、社会的権力もまた正統性をもちうるという前

提のもとで多元モデルを描くのが、アメリカ合衆国である」と述べる。またアメリ

カでは「社会の法が、訴訟当事者、特に lawyer を担い手として形成される判例と

いうかたちであらわれ、立法の際にも、lobbying というかたちでの諸利害の調整

が、公然と行われる」（F59）とされる。 

 しかしながら、この両者が現実に比較可能な国家類型となり得ているかどうか、

率直にいって疑問である。 

 まず、「ルソー＝ジャコバン型国家像」を現実のあり方として体現している国が

果たしてあるのか、という疑問が生ずる。二極構造とは要するに、密接に連関する

主権と人権の関係における緊張関係にフォーカスすることによって、立憲主義を近

代国民国家の本質的な構成要素として改めて組み込み、その独自の意義を導出する

ための概念装置であった。おそらくこの概念の有効性は、ある時期以降の近代国家

の一側面を映し出すという点にある。 

 その一側面とは、私見によれば、国家秩序の形態＝市民社会の内実を捨象した法

的枠組である。近代のいずれの国家のどの段階をとってみても、その市民社会の内

実において、一切の中間団体が排除され、主権国家と裸の個人が対峙していたこと

など実際にはないであろう12。 

                                                           
12 その意味で、樋口がこの理念型を日本社会の実態に適用し、かつての「家」や現在の「会社社

会」、および革新政党、労働組合、民主団体などの中間団体からの自由による個人の析出を、日本

では優先すべきと説く（F74）ことには賛成できない。  
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 加えていえば、法的枠組のレベルだけを見ても、強大な国家に対峙する裸の個人

という構図が国民国家全体として成立するのは、普通選挙が一般化する大衆民主主

義段階であり、樋口の先の時期区分に即していえば第三期のことである。確かに樋

口のいうように、ジャコバン型国家像の論理をおしつめれば、市民権を持ち主権へ

能動的に参加する市民だけが存在しうることになるだろうが（F156）、歴史的な事

実として、第二期には制限選挙制が一般的であった。 

 したがって、「ルソー＝ジャコバン型国家像」は、理念として近代国民国家にそ

の成立時より組み込まれていたということは可能であろうが、その法的枠組みとし

ての実体化は第三期まで待たねばならない。13 

 他方、「トクヴィル＝アメリカ型国家像」はどうか。これは一般的には、第三期

の大衆民主主義的な法的枠組みの下で展開される、市民社会の実態を表現したもの

と解すべきであろう。諸団体による多元主義的な意思決定は、フランスも含め今日

の先進国において一般的なものである。 

 そもそも樋口の議論において、なぜここへ来て新しい国家類型が提起されたのか。

それは 1970 年代に生じたフランスにおける構造変化によって、「ルソー＝ジャコ

バン型国家像の動揺」という事態が生じ、その意味を考える際にアメリカが参照さ

れたためであった（F60）。その変化とは、「フランス憲法院の違憲審査の活性化に

よる権利保障の傾向」、「地方分権改革」、「多元的社会単位の役割への世論の好意的

反応」である。このそれぞれが、アメリカを観察したトクヴィルの着目した諸特徴

に「みごとに対応している」というのが、樋口の見方であった（F60）。 

 つまりもともと「トクヴィル＝アメリカ型国家像」とは、「ルソー＝ジャコバン

型国家像」が今後収斂していく先行きを示す国家像として注目されたのである。こ

の両者を二つの国家類型として設定することには、最初から無理があったといわざ

るをえない。 

 ちなみにアメリカが建国当初より多元主義的秩序を形成しえたのは、「アメリカ

こそが「ばらばらの個人」から出発した個人主義の典型だった」（F65）からだとさ

れた。これは要するに、アメリカが建国当初から、その成り立ちの特殊性故に、「多

数派の専制」の問題に直面していたということを意味しよう。「多数派の専制」と

は、通例は大衆民主主義の下で浮上してくる問題である。多元主義とは、その現代

的問題に対する対応だったと言える。 

 以上を要するに、「ルソー＝ジャコバン型国家像」と「トクヴィル＝アメリカ型

国家像」の関係は、近代国民国家を分かつ二つの国家類型というよりも、第三期＝

                                                           
13 もっとも、社会主義圏の解体を受け、近代国民国家の枠組み作りが今日的課題となったこと

で、樋口の関心が「封建制から資本主義への移行を問題とする経済史的関心から、むしろ、近代

国民国家の形成をめぐる国制史的関心に移っていった」（Fⅰ～ⅱ）ため、それ以後、樋口自身の

段階論的発想は希薄化したといえる。  
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大衆民主主義段階に入った国民国家における、国家の形態と内容の問題として、す

なわち同一の国家の二つの局面（法的枠組みと社会的実態）として位置づけるべき

であるように思われる。 

 

③独仏比較の新展開 

 本稿が、1990 年代以降の樋口理論における国際比較として注目したいのは、上

記の米仏比較よりも、独仏比較である。本稿のⅡ－①で触れたように、樋口理論に

は初期から独仏比較の要素があった。ただし、民主主義と立憲主義の峻別という議

論が加わったことを受けて、比較の仕方にも大きな変化が生じている。次にこの点

を検討したい。 

 かつて樋口が独仏比較を行った際に提起したのは、西ドイツ的な「裁判国家」と

フランス的な「行政国家」への、議会中心主義からの現代国家の分岐であった。そ

こで西ドイツは、憲法裁判所による違憲立法審査制を積極的に位置づけ、憲法秩序

の転覆を掲げる結社に対し違憲判決を出すこともいとわない「たたかう民主制」を

体現した国家として描かれていた。この「憲法の敵には憲法の保障を与えるな」と

いう姿勢は、「古典的自由主義に重大な修正を加える現代的な意義を担」うものと

されていた（C33）。 

 これに対しフランスは、議会中心主義からの転換という点では西ドイツと同じだ

が、転換の方向として行政権の優位を取った。そしてその転換を正当化する根拠と

して、「主権者＝国民の意思をもってしても動かせない憲法の基本価値の絶対性」

という西ドイツ的なものではなく、「主権者＝国民意思の絶対性」を堅持しつつ、

それが人民投票などの直接民主主義的要素を通じて行政権を支えるという論理が

用いられている点に、フランス的独自性があるとされていた。 

 しかしながらこうした比較論は、近年になって大きく変化した。「たたかう民主

制のドイツ」と「デモクラシーの敵にも自由を与えるフランス」という、「このよ

うな二つの対応の対照を、そのまま現在の両国それぞれの実定法の状況としてえが

き出すことは、もはや正確でなくなった」（G58）とされているのである。 

 というのも、「一方で、“憲法の敵には憲法上の保障を与えない”という、不寛容

のシステムの担い手と目されることのあったドイツ連邦憲法裁判所が、社会の多数

派的見解に対する異論に憲法上の保護を与え、そのことによって、世論から支持さ

れ、あるいは論難される」という場面が現れ、「他方のフランスで、憲法規定上の

変化ではないにしても、“自由の敵にも自由を”という考え方からは到底みとめら

れる余地のない立法が成立」（G58）するなど、両者の違いの収斂現象が見られるの

である。折しもフランスでは、1958 年憲法により設けられた憲法院が、活発に違

憲審査権を行使するようになっていた。 
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 では、もはやフランス的特質は希薄化し、「そこには、ドイツ型の方向への傾斜

を読みとるべきなのだろうか」－こう自問しつつ、樋口は「それは、速断に過ぎよ

う」と否定する（G60）。 

ここで新たな論点が提起される。それは、「番人の番をするのは誰か」という問

いである。 

 民主主義による決定は、国民の意思という正当化根拠を主張することができる。

ではその民主主義を制限しようという場合、立憲主義は何をもって自らを正当化で

きるのか？樋口によれば、「国民主権という枠組が前提となった近代国家の機構内

では、立憲主義を支える「力」は、議会内の少数派の役割を別にすれば、裁判とい

う場面の中に求められることになる」のだが、「もとより、その裁判もまた権力作

用である」のだから、裁判を支えつつ制御する力はどこに求めたら良いかという「古

来の難問」が、新たな装いの下に立ち現れる（Hⅹ～ⅹⅰ）。 

 この問いに対して樋口が持ち出したのは、憲法裁判官の役割を「転轍手」になぞ

らえるフランスの学説であった。「転轍手」とは一体何のことか？ 

「ある法律規定に対し憲法不適合の判断を下すことによって、憲法裁判官は、立

法者がその規範内容を定めたいならば法律形式でなく憲法という規範形式で定

めるべきだったということ－法律制定というルールではなく憲法改正というル

ールを選択すべきこと－を指示するのだ」（G60） 

 すなわち「転轍手」とは、最終的な決定を自ら下すのではなく、立法府の最終決

定の方向性に示唆を与える存在、というほどの意味だと言える。「憲法裁判の役割

がこのようなものになれば、「憲法裁判官の判断が文字どおりのラスト・ワードで

はない」（G61）ということになる。ドイツの憲法裁判官が、「自由で民主的な基本

秩序」という価値内容それ自体の擁護者として、ときに議会の決定を民意の外から

制限する存在であるのに対して、「転轍手」としての憲法裁判官は「違憲審査と主

権者国民の意思という最終的な正統化根拠とを両立させるもの」（H93）となりうる

のである14。これこそが、フランスの「現代的変容」をうけて違憲立法審査制を受

容しつつ、なおも近代主義者として民意に基づく意思決定にこだわる樋口がたどり

着いたものであった。 

 フランスにおける憲法裁判がこの通りに機能しているとするならば、そのもとで

の民主主義と立憲主義との関係は、「民主主義による立憲主義の包摂」と表現でき

るのではないかと思われる。 

 そもそも違憲立法審査制とは、「多数派の専制」という民主主義の病理がファシ

ズムという最悪の形で世界を席巻したことへの反省から、第二次大戦後に各国に普

                                                           
14 ただし樋口は「転轍手」たることによって生じる固有の困難についても言及している（H94～

96）。  
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及した制度である。そこでは、司法府を、立法府に対し機関対立主義的に対抗させ

て、そのことによって立法府の暴走を抑えることが意図されたのであった。しかし

ながら、選挙で選ばれたわけでもない憲法裁判官にそういった大きな権限を賦与す

ることへの批判も大きかった。 

 それに対して、「転轍手」としての憲法裁判官のあり方は、違憲立法審査制を立

法プロセスの内部で機能させるための工夫といえよう。そこにおける民主主義と立

憲主義の関係性は、両者の対抗というより、前者による後者の包摂と位置づけるこ

とが可能である。 

 樋口は、ますます複雑化していこうとする現代国家の要請を受け止めつつ、民主

主義＝民意に基づく意思決定に徹底してこだわり、そのことによって民主主義と立

憲主義の関係性について独自の境地にたどり着いたといえよう。そうした姿勢を持

ち得たのは、彼が「逆風」の中でも近代主義的視点を手放さなかったことが大きか

ったように思われる。 

 

Ⅳ おわりに－樋口理論の可能性 

本稿で検討した樋口陽一の憲法理論も含めて、現在は、権力分立制の新たなあり

方がさまざまに模索されている。その背景にあるのは、「行政国家」現象ないしは

「行政権の肥大化」現象だと思われる。国家による国民生活への政策的介入が日常

化した現代にあっては、政策の複雑化が進み、よく知られているように、ほとんど

の場合において政策の原案段階から官僚機構が関与している。ゆえに、国会が立法

を担当し行政がその執行を担当するという古典的な役割分担はもはや消失した。進

行しているのは立法府と行政府の融合である。 

かくして巨大化した融合体が繰り出す民主主義的決定に対して、憲法裁判のみに

よって立憲主義的チェックをかけることは困難である。伝統的な三権分立制は、権

力分立のための装置として、今日では不十分なものとなりつつある。実際、例えば

現代日本を眺めてみても、三権分立が機能しているとは到底言えない現実がある。 

こうした現実を前にして、各国で権力抑制のためのさまざまな模索がなされ、そ

の一つに違憲立法審査制の活性化という課題がある。しかしながらいま述べたよう

に、それだけでは今日の権力分立制として不十分であると思われる。 

その点樋口は、既にみた立法権内部の権力分立という発想の延長で、「新しい権

力分立」と称して権力分立の担い手を増やそうとする提起を行っている。例えば、

伝統的な三権分立に代わって彼が期待をかけたのは、二大政党制下における野党で

ある。イギリスを事例に、一元的議院内閣制の下で同国では立法府と行政府の権力

分立は機能していないととらえた上で、以下のように述べられている。 

「権力分立の主張が実践的に仕えてきたところの、権力統御による国民の権利の
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保障という目的は、多数党＝内閣と少数党との間に「統治の職務」と「反対の職

務」の分立が存するということによって、期待されることになる」（B21） 

 しかし、いわゆる「政党国家」状況が成立している今日の政党政治の下では、野

党に過大な期待をかけることも難しいだろう。制限選挙の下では、議会に表出され

る民意は上層のそれに限定されており、実質的な討論による政策決定が一応可能だ

ったのに対し、大衆民主主義の下では、議会に表出される民意の幅が大きく、討論

を通じた政策決定は事実上困難となる。ゆえに議会への表出以前に民意を集約する

政党の役割が重要となる。そうなると議会における決定は多数決の様相を強め、事

実上、選挙によって決定される議席数により政策の成否が決まるようになっていく。

むしろ議会は、野党が、与党の政策を批判し次の選挙に向けて有権者にアピールす

る場と化していくのである。 

 ではどうすれば良いのか。「新しい権力分立」の担い手として、樋口は、二大政

党制下の野党の他に、地方自治体にも言及している（G42）。この地方自治体につい

ては、簡単な指摘がある程度で掘り下げた分析はなされていない。しかし、「民主

主義による立憲主義の包摂」を体現した「新しい権力分立」の担い手としては、地

方自治体はかなり有力なのではないだろうか。いわば、「中央地方関係の権力分立

機構としての再建」である。 

 現代国家において巨大な政策領域を形成している分野として社会保障を挙げる

ことができるが、社会保障制度が所得保障から、さまざまな現物給付・社会サーヴ

ィス給付へと展開するなかで、サーヴィス供給の担い手として地方自治体が組み込

まれていった。そうした経緯において、現代国家では中央政府と地方自治体との関

係が強化され、やがて政策決定に際しても中央は地方の意向を無視できなくなって

いく15。こうした現代国家特有の中央地方関係が、権力分立の機構としても有効に

機能するのではないかと考えられるのである。 

2009 年からの民主党政権時代、政治過程は混乱と停滞を極め、「決められない政

治」と揶揄された。現在の「決断民主主義」の広がりは、そういった状況に対する

強いいらだちを背景としている。 

しかしながら、「決められない政治」の原因には、むろん政権与党の不手際とい

う主体的要因を無視することはできないが、グローバル化の中での社会経済の大変

動とそれに伴う既存制度の機能不全、格差社会化の中での世論そのものの分裂など

があったことも想起されるべきである。ここから合意の政治を再建することは容易

ではない。だが「決断民主主義」の求める対決型の政治の行き着く先は、世論の分

                                                           
15 この点について「現代的地方自治」という観点－「新しい権力分立」という着想には至ってい

ないが－から検討したのが、拙稿「シャウプ勧告における地方制度改革構想と現代地方自治」

（『年報行政研究』47、2012 年 5 月）である。  
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裂が固定化し亀裂へと深化した、「憎悪の政治」なのではないかと思う。 

もとよりこれ自体が証明を要する命題であるし、権力分立機構としての中央地方

関係という観点についても、その理論化や体系的な制度設計は今後の検討に委ねざ

るをえない。本稿では、そうした作業の最初の一歩として、樋口陽一の憲法理論の

検討を通じて、この観点のもつ現代国家にとっての意義の析出を試みた。その具体

化については、他日を期すこととしたい。 

 


