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は じ め に 

 

 トランプ大統領の出現 

2017年 1月 20日、遂にアメリカに異色のトランプ大統領が就任した。選挙中から

行っていた型破りの言動が大統領になってからも続いている。これによって世界中が

かき回され、今後世界の政治経済がどのようになるのか、世界中の識者が予測できか

ねているのが実情である。 

1989年のベルリンの壁崩壊に続く 1992年ソ連崩壊により、米ソの冷戦が終わりア

メリカ一強の時代がしばらく続いた。その後中国が経済の急成長を遂げるに伴い、ア

メリカは貿易赤字悪化、海外への工場移転に伴う国内産業の低迷などにより国力が低

下してきた。 

トランプ氏は、再び強いアメリカつくろうとアメリカ第一主義を唱え、ツイッター

を使って一方的な主張を繰り返し、イギリス系アメリカ人を祖とする既 成
エスタブリッ

秩序
シュメント

を

罵倒する選挙戦を展開して白人中間層など一般大衆の不満を結集させることに成功

し、大統領にまで上りつめた。 

現在、公約であったイスラム教徒入国禁止令、オバマケア（医療保険制度改革）、

メキシコ国境に壁建設などが、内外の反対にあって現在実現が不透明になっている。 

 

ジャクソン大統領の再来といわれる、トランプ大統領 
 

朝日新聞 天声人語 2017.1.22（日）に次の記事が載った。 

 

「１９世紀の米大統領アンドリュ―・ジャクソンは粗野で短気な荒くれ男」、親友を重

要な役職に就け、閣僚たちの内紛を招く。議会と対立し、国立銀行をつぶし、先住民を

西へ追いやった。 

１９世紀に戻ると、ジャクソンの人気は圧倒的だった。再選も果たした。「性格こそ激

しいが能力は凡庸な男である」。彼に面会した若き仏思想家トクビルは、名著『アメリカ

のデモクラシ―』でそう酷評したが、米大衆の支持は厚かった 

トランプ大統領やアメリカを知るにはトクヴィルの『アメリカのデモクラシ―』に手

がかりがあること分かり、読んでみると、19世紀にフランス貴族（第一巻発表時、若干

30歳）トクヴィルがアメリカの渡り、9ケ月全土を踏破して『アメリカのデモクラシ―』

を見聞した内容だった。フランス人が見た客観的なアメリカ、今後どのように歴史が進

むかの予測などが書かれており、大変参考になるものだ。 

 

トクヴィルは、『市民論』序文ホップス自身の言葉の「邪悪な人間は力の強い子供」

を引用し、「大人は力の強い子供」と称した。これは現トランプ大統領に当てはまり、 

まさにノーブレス・オブリジュの対極にある。 

 さて、トランプ大統領を出現させたアメリカとはどういう国なのか、またはアメリ

カの大統領とはどんな存在なのか、振り返ってみると、ほとんど知識がない自分に気

がついた。本小文は、このトクヴィルの『アメリカのデモクラシ―』を手がかりに、

当時のアメリカと現在のアメリカの比較を通じ『アメリカのデモクラシ―を考える』

を試みた。 
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『アメリカのデモクラシ―』トクヴェル著の概要 

１８世紀はまさに市民革命の時代だった。1786年アメリカ独立宣言の３年後、1789

年フランス革命が起き、フランス人権宣言（人間と市民の権利の宣言）が発効された。

これが世界各国に波及し次々に市民革命が起きた。フランス革命後の１０年後 1799

年ナポレオンがクーデターを起こし革命政府を倒し総統政府を樹立、第一次帝政を開

いた。市民革命が全ヨーロッパに波及。各国で革命、反革命が繰りかえされた。 

 

当時、貨幣経済の発展により荘園制が解体、封建社会が崩壊し絶対王政時代に入っ

ていた。本書を著した思想家アレクシ・ド・トクヴェル（1805－1859）は、今から 200

年前１９世紀のフランスの由緒ある名門貴族の家系の三男に生まれ、多感な青年期を

おくる。身内をとりまく習俗、啓蒙思想に動揺するキリスト教社会、没落してゆく貴

族社会の有様をみて、さまざまな境遇の平等に興味をもつようになっていった。 

当時アメリカは独立戦争（1775－1783）を戦ってイギリスから独立した。これが世

界初の市民革命・アメリカ革命といわれるものだった。 

デモクラシー（これと民主主義、民主政治などは同義語のため、コメントではこの

語に統一した）の発展過程について、各国様々な形態がありアメリカ革命とヨーロッ

パ諸国の市民革命との間に相当の違いがある。トクヴェルは、青年時代にこの両者の

違い強い関心をもち、２５歳の時にアメリカを実地にみて調べる機会が訪れた。 

トリヴェルは独立後半世紀過ぎたアメリカに渡り、９ケ月間滞在して各地を見聞し、

３年後の３０歳、1835年に出版したのが本『アメリカのデモクラシ―』である。1789

年フランス革命について、イギリス人貴族出自のエドマンド・バーク(1729－1797）

が 1790年『フランス革命の省察』を出版。その後トクヴェルが 1856年『旧体制と大

革命』を著している。 

本書のキーワード境遇の平等について、トクヴェルは序文で次のように語っている。 

 

こうして、アメリカ社会の研究を進めるにつれて、境遇の平等こそ根源的事実であっ

て、個々の事実はすべてそこから生じてくるように見え、私の観察はすべてこの中心点

に帰着することに繰り返し気づかされた。 

中略 

私がアメリカを検討したのは、単に当然の好奇心を満足させるためだけではない。私

はわれわれの役に立つ教訓をアメリカに見出そうと望んだのである 

  

注：松本礼二訳『アメリカのデモクラシー』では「境遇の平等」と訳している。著

者トクヴェルの本意からすれば「境遇の平等化」が意に適うと考えて、以降この文句

に統一した。 

 

境遇の平等化を阻害している第一に、上下関係の厳しかった身分制度が挙げられる。

当時ヨーロッパは中世から近代にさしかかり、それまで旧体制（アンシャン・レジュ

ーム）の社会階層は聖職者階級、貴族階級、国民の大多数を占める第三階級（商工業

者、都市住民、農民）に分かれていた。第二に、白人と異なる有色人種が挙げられる。
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特にアメリカには、もともと住んでいたインディアンと、アフリカから奴隷として連

れてこられた黒人になる。 

第三に、ヨーロッパの各地から大都市に集まった貧困な労働者大衆になる。 

当時世界に先駆けてイギリスから始まった産業革命が資本主義を生みだし、経済や

社会の仕組みを資本主義世界経済に変えつつあった。ヨーロッパでは、貴族に代わり

社会を支配する富裕な資産階級（ブルジョワジー：中産階級）と、低賃金で過酷な労

働を強いられる労働者階級が生みだされた。 

 

一方新大陸アメリカには、もともと貴族階級や聖職者階級という身分制度が存在せ

ず、労働者、農民の中産階級中心の市民社会が構成されていた。 

本文中で歴史的必然（神の御業）として、トリヴェルはすべてが境遇の平等化へ向

かうだろう、と予言している。 

 

前出「ノーブレス・オブリジュ」「高貴なるものの義務」、即ち貴族に生まれたもの

には社会的義務がある。社会を牽引する人間には、キリストの教えに基づく隣人愛の

精神が大事だという、戦場行ったならば先頭に立って戦い、当然そこでは後方よりも

死者が多く出たともいわれている。日本の武士道精神にも一脈通じる精神である。 

一般的に財産、権力、社会的地位を保持するものには社会的責任が伴うことを指す。 

誇り高きフランス貴族の末裔だったトクヴェルは、まさにこれを体現していた。 

  

『アメリカのデモクラシ―』トクヴェル著の今日的意義 

トリヴェルが見た１９世紀のアメリカと、200年後現２１世紀のアメリカとでは、

大きく変わった部分と変わっていない部分がある。大きく変わっている部分について

は、別冊資料編にて ジャクソン大統領とトランプ大統領 両時代の政治経済の比較

を表にした。 

 

世界各国にはさまざまなデモクラシーの形態がある。いまだに暴力革命を肯定して

いる「アラブの春」もその一つである。その中で「アメリカのデモクラシー」が世界

にない特異な形態をもち、その根底は変わらずに今日に至っている。 

明の側面として、普通選挙により暴力に依らないで民意に従い国家権力の交代がな

されること、地方自治による地方主権が確立されていることなどが挙げられる。 

暗の側面として、インディアンとの抗争によって領土を拡張してきた経緯から、自

力で奪った土地所有権を守るために銃保持・銃肯定社会の伝統が続いていること、ま

た依然として残る黒人差別などがある。 

いずれも一方的な言説により、インディアンや黒人から新大陸を奪い取った白人が

背負った原罪といえるものだ。そして、その原罪を過去・現在・未来永劫にどのよう

に償うのか、その贖罪が問われている。 

アメリカ政治社会の研究を進める意義について、わたくしは、「アメリカのデモク

ラシー」の明の側面を取り上げることに今日的意義（われわれに役立つ教訓）がある

と考えた。  
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（参考資料 1） 

「トクヴェル後 200年を経たアメリカのデモクラシーの到達点」 

「トクヴェル以降 200年後、アメリカのデモクラシーの到達点」がどのようなもの

か。今回、その一つを日本の米国大使館のウエブサイトで発見した。 

（出所）「アメリカンセンター/ジャパン/About the USA」 

https://americancenterjapan.com/aboutusa/ 

 

この資料はアメリカに世界中から留学する若者に向け、アメリカ政府は自国がどん

な国であるかを知らせる目的でつくられた。新大陸で無から築き上げたアメリカ建国

の特異な歴史を語り、その中で育まれたのがアメリカ流の民主主義の原則である。 

これはアメリカ政府が世界に発する公式見解ともいえるものだ。しかし、これがす

べて世界に当てはまるとは限らない。それぞれの国には夫々の建国の事情があり、民

主主義の発達には、それぞれの国の道があるのは当然なことだ。 

 

これにはアメリカのデモクラシ―が到達した「明」の部分が書かれている。しかし、

自国にとり不都合がインディアンや黒人の「暗」の部分ついては、ほとんど省かれて

いる。そのことを承知しておけば、それなりに民主主義の宗家、アメリカ合衆国の一

端を知ることができる。これからは、世界中に「アメリカのデモクラシー」を広めようと

する、やや一方的なアメリカ合衆国の意図が読み取れる。 

 

以下、「アメリカのデモクラシーを考える」別冊資料編に原文を掲載した。 

１０ 米国の歴史と民主主義の基本文書 （総頁 2頁） 

情報・参考資料／米国プロファイル／米国の歴史と民主主義の基本文書 

https://americancenterjapan.com/aboutusa/profile/2775/ 

 

１１ 第４章 「国民のための政府」 三権分立と民主主義過程 （総頁 6頁） 

情報・参考資料／米国プロファイル アメリカ合衆国のレポート 

https://americancenterjapan.com/aboutusa/profile/1932/ 

 

１２ 「アメリカンセンター/ジャパン/About the USA」の民主主義の原則 （総頁 15頁） 

（以降、民主主義の原則と略称） 

情報参考資料／米国政府／米国政府・政治／民主主義／民主主義の原則 

https://americancenterjapan.com/aboutusa/translations/3078/ 

 

アメリカ政府発行の「民主主義の原則」は、アメリカの叡智を結集した現在の「アメ

リカのデモクラシーの理論的到達点」と見做すことが出来る。 

  

https://americancenterjapan.com/aboutusa/
https://americancenterjapan.com/aboutusa/profile/2775/
https://americancenterjapan.com/aboutusa/profile/1932/
https://americancenterjapan.com/aboutusa/translations/3078/
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 民主主義の原則 
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12.10 行政権 ····················································································································································· 15 

12.11 立法権 ····················································································································································· 16 

12.12 独立した司法府 ·································································································································· 16 

12.13 立憲主義 ················································································································································ 17 

12.14 言論の自由 ··········································································································································· 17 

12.15  政府の説明責任 ······························································································································ 17 

 

すでに 200年前『アメリカのデモクラシー』にて、トクヴェルは民主主義の原則の

諸項目を解明していた。 

わたくしは、この「アメリカンセンター/ジャパン/About the USA」の 11から 12

の 3文書を「トクヴェル以降 200年後のアメリカのデモクラシーの到達点」と見做した。 

 

民主主義の原則他 

「アメリカンセンター/ジャパン/About the USA」 

１１ 第４章「国民のための政府」、三権分立と民主主義過程 

1776年のアメリカ独立宣言は、「人は皆生まれながらにして平等であり、生命、自

由、そして幸福追求に対して権利を持つ」ことを宣言した。 

これはアメリカのデモクラシーの根幹を成すものだ。これがフランス人権宣言、次

の日本国憲法第 13条、前文にも反映されている。 

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権

利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限の尊重

を必要とする。 

 

日本国憲法は占領軍の押しつけ憲法と言われることがある。しかし、当時の国会が

平和憲法を承認し国民が認め、今日まで 70年間、兎も角も平和を保ってきた。 
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現在、日本国憲法は「世界史上最高の到達点」とも言われている。 

 

最近安倍政権からの改憲論議が姦しい。違憲安保法制を成立させた安倍政権には改

憲資格はない。本来憲法制定権力は国民の側にある。憲法に従うべき国家権力側から

改憲提起すること自体が誤りである。 

 

憲法は人間がつくったものだから、絶対不変の原理ではない。誤りもあるだろうし、

改善すべき点もあるだろう。仮にどうしてもつくり直したいというのであれば、主権

者国民の手で、内向きの明治憲法に戻るような歴史に逆行するものではなく、人類の

進歩に寄与し、世界の憲法の模範となるものをつくりたいものだ。 

 

合衆国憲法・権利章典 

合衆国憲法（1788）の条文は非常に簡単なものだ。それには人権条項が不足してい

るという指摘が出て、３年後に修正 10条（1791）の権利章典が追加された。 

アメリカ独立宣言・合衆国憲法成立には、イギリスのロックの政治思想、フランス

のモンテスキューの三権分立、ルソーの社会契約論が大きく影響している。 

 

米国政府・政治 

米国は、それぞれが主権をもつ１３の独立国（後の州）から始まった。英国との独

立戦争（アメリカ革命）を戦って独立した後に、米国は合衆国として中央政府（連邦

政府）、州政府、地方政府（地域共同体）の三層構造の民主的共和国になった。その

由来から、地方の事由は地方で、という地方自治がある程度州政府に認められている。 

米国は建国以来、国と地方の主権、役割分担で争いが起きた。その間、連邦最高裁

判所が調整や裁定を行ってきた。 

行政府・立法府・司法府の三層構造で構成され、“チェック・アンド・バランス”

相互監視のシステムが組み込まれている。 

 

立法府 

上院・下院の二院制を採用し、各州からそれぞれの議員を選出している。上院は人

口比例の選出ではなく、人口の多寡に関係なく各州一律２名、任期６年とされた。下

院は各州共人口比例をよって選出される。上院の議員数が、人口の少ない州でも一律

２名とした理由は、米国が建国当初、独立国の集まりから始まったことによる。 

それぞれの独立国の主権を、ある程度認めないと合衆国から離脱するおそれがあっ

た。現に米国憲法制定（1788）後に南部諸州のうち 13州が連邦から離脱し、合衆国

に留まった 23州のとの間で南北戦争（186－1865）が起きた。 

 

後出の民主主義の原則に多数決の原理と少数派の権利の擁護がある。少数派には

人口の少ない州があり、一方にインディアンや黒人、社会の底辺の貧困層が存在す

る。これ等の少数派に対し、多数派が多数決の原理を行使してこれを切り捨てるこ

とが民主主義の原則から外れることを意味している。 
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米国では、国より州、州より地域共同体、地域共同体よりも個人の人権をなによ

りも尊重する。 

 

行政府 

米国を代表する最高権力者は米国大統領である。米国民は、ある意味では大統領に

絶対王政の王様に近い権力を与えた。しかし、大統領といえども過ちを犯すことのあ

る神ならぬ人間である。この大統領が専制君主や独裁者にならないように、何重もの

歯止めを掛けた。その一つが、国民から大統領選挙人の選出を通して大統領を選らぶ

間接選挙である。予備選挙、党員集会、全国党大会、正副大統領候補者指名、大統領

候補討論会、一般投票、選挙人による投票、大統領決定に至るまで一年以上を掛けた

選挙活動を行う。この長い選挙期間中に、米国民は民主主義を再学習し主権者が国民

であることを改めて自覚するという。この一連の行事は民主主義の学校ともいわれる。 

 

行政府の各省合計の上級職は約 5000人という。これがアンドリュ・ジャクソン第

7代大統領（1829－1837）の時代から、政権が変わると上級職の全面入れ替えが行わ

れるようになった。アメリカでは仮に失職しても比較的簡単に次の職を見つけるこ

とができるので、特に生活を圧迫するとこはない。また能力ある米国人は公務員よ

りも、むしろ事業にかかわり金持ちになることを目指す傾向にある。 

 

司法府 

連邦最高裁判所の判事は終身制で、俸給が保障されている。判事に欠員が出た場合

に大統領が任命する。大統領の任期は４年なので政権が交代した場合、前政権が任命

した判事が在職していることになる。大統領の任期と判事の終身制との在職期間のず

れにより、より一党に偏らない裁判が行われることを期待して仕組まれた。 

トランプ大統領は、新任以来欠員判事を任命したことを業績の一つに数えた。また

大学生であれば在職判事の名前を知っているという。最高裁に対する国民の信頼は

「神の裁き」に似て厚く、道徳的にも権威がある。 

翻って、日本国民の殆どは最高裁判事の名前を知らない。これまでの政治絡みの最

高裁の裁きには、時の政権を忖度していると見られるものがあった。その意味では日

本は米国に比べて三権分立が機能せず、残念ながら司法権が行政権から必ずしも独立

しているとはいえない。 

 

最終審裁判所 

連邦最高裁判所は最終決定権を持つ場合が多い。裁判所は、議会が議決した法律を

違憲と判断することができる。こうした判断の大半は下級裁判所から上級裁判所に上

訴され、総合的な憲法解釈により最高裁判所が最終的な判断を下す。 

最高裁判所の判決について、これまで大統領、議会とで対立することが度々起きた。

また最高裁判決が連邦憲法と州政府の州法との間で揺れ動いたこともあった。その判

決を覆そうとして議会の議決により、判事の定員を増やしたこともあった。 
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しかしながら、公平に見た場合最高裁は時代の進歩を見据え憲法の番人として公正

な判決を下すものとして、国民から厚く信頼されている。 

プレッシー対ファーガソン事件 1896年、憲法には「人間はすべて平等につくられ

ている」と明記されているにも拘わらず、黒人と白人を分離して別の車両に乗るよう

に強制することができるかどうかが争点になった。 

最高裁は、当時の慣行に「分離すれども平等」であったためこれを認めた。これが

60年後のブラウン判決 1954年で覆された。この底流には最高裁が州法と憲法との間

にゆれて、最終的に最高裁が憲法の持つ普遍的原理に立ち戻った例である。 

 

政党と選挙 

米国は有力な共和党と民主党の二大政党があり、これが 19世紀後半から交互の政

権を争ってきた。現在の民主党と共和党の政策の違いはあまり大きくないが、前者は

リベラル、大きな政府を志向、後者は保守、レッセフェール（自由放任主義）、小さ

な政府を党是としている。 

しかし党創設当時は、これが逆だった。州権を重視した第 7代大統領アンドリュ・

ジャクソンは民主党、連邦主義を重視し南北戦争を戦った第 16代大統領アブラハム・

リンカーンは共和党だった。それが第二次世界大戦を戦った民主党の第 32代大統領

フランクリン・ルーズベルトの時代に現在の姿になった。いずれも戦時大統領として

国民に対し徴兵令をしき、議会から強大な権力が与えられ国家財政を膨らませた。 

 

日本は一時期（2009－2012）、野党民主党が自民党に代わって政権交代したことが

あった。2011年に東日本大震災・福島原発事故が発生、未曾有の天災・人災の事故処

理の不始末を問われ、また未熟な政権運営を問われて国民の信を失い下野させられた。 

日本にアメリカのような二大政党による政権交代がないことが、保守政党・自民党

の長期政権を招いている。長期政権は必ず腐敗する。現在の安倍一強体制は、憲法破

壊の面から国民にとり不利益・不幸な結果をもたらしつつある。 

 

１２ 民主主義の原則 

12.1 概要：民主主義とは何か 以降、主要文句を引用 

・民主主義は、多数決原理の諸原則と、個人および少数派の権利を組み合わせたものを基

盤としている。民主主義国はすべて、多数派の意思を尊重する一方で、個人および少数

派集団の基本的な権利を熱心に擁護する。 

・民主主義国は、全権が集中する中央政府を警戒し、政府機能を地方や地域に分散させる。 

・民主主義国は、言論や信教の自由、法の下で平等な保護を受ける権利、そして政治的・

経済的・文化的な生活を組織し、これらに全面的に参加する機会などの基本的人権を擁

護する。 

・民主主義は、政府を法の支配下に置き、すべての市民が法の下で平等な保護を受けるこ

と、そして市民の権利が法制度によって守られることを保障する。 
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・民主主義国の市民は、権利を持つだけでなく、政治制度に参加する責任を持つ。その代

わり、その政治制度は市民の権利と自由を保護する。 

 

ノートとコメント 

「多数決の原理（１則）と、個人および少数派の権利の擁護（２則）を組み合わせ

たものを基盤」 

この冒頭一節の１則及び２則は、民主主義の原則で最も重要な文言ということがで

きる。 

従来、従来日本の自民党長期保守政権は、重要法案を国会で通す場合、ある程度の

節度をもって国会運営をしてきた。それが安倍一強自公政権になってより、少数派の

権利の擁護が全く顧みられず、違憲法案を次々強行突破して成立させてきた。また同

政権は自主独立性に欠けており、従来通りアメリカの政権が交代してもアメリカの主

張を追認している。アメリカの立振舞いに倣いたいというのなら、この民主主義の原

則の良いところこそ大いに見習ってもらいたいものだ。 

 

12.2 多数決の原理（１則）と少数派の権利の擁護（２則） 以降、主要文句を引用 

・多数決の原理は、政府を組織し、公共の課題に関する決断を下すための手段であり、抑

圧への道ではない。ひとりよがりで作った集団が他を抑圧する権利がないのと同様に、

民主主義国においてさえも、多数派が、少数派や個人の基本的な権利と自由を取り上げ

ることがあってはならない。 

・民族的背景、宗教上の信念、地理的要因、所得水準といった要因で少数派である人でも、

単に選挙や政治論争に敗れて少数派である人でも、基本的人権は保障され享受できる。

いかなる政府も、また公選・非公選を問わずいかなる多数派も、それを取り上げてはな

らない。 

・民主主義政府が必ず保護しなければならない基本的人権には、言論と表現の自由、宗教

と信仰の自由、法の下での正当な手続きと平等な保護、そして組織を結成し、発言し、

異議を唱え、社会の公共生活に全面的に参加する自由などがある。 

・民主主義国は、少数派には文化的独自性、社会的慣習、個人の良心、および宗教活動を

維持する権利があり、それを保護することが、国の主要な責務のひとつであることを理

解している。 

 

ノートとコメント 

アメリカ合衆国は、国家よりも州、地域共同体、個人へと。最終的には人権尊重を

基本に据えている。これは神と個人、神の前での平等というキリスト教信仰から来て

いるのではないか。 

インディアン、黒人、中南米からの移民、イスラム教徒についても、有色人種と同

様に、民主主義の原則から少数派の権利の擁護が必要だということになる。アメリカ

建国の経緯から州権は尊重されている。 

翻って日本の沖縄辺野古基地移設について、どれだけ地方の主権、地方自治が尊重

されているか大いに疑問だ。 
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12.3 文民と軍との関係 以降、主要文句を引用 

・民主主義国の軍隊は、国家を指導するのではなく、国家に奉仕する。 

・軍に対するこうした文民統制と、文民の権限という考え方は、民主主義の根源である。 

・民主主義国の軍隊は、国家と、国民の自由を守るために存在する。いかなる政治的見地

をも、民族・社会集団をも代表したり支持したりすることはない。軍の忠誠は、より大

きな国家の理想、法の支配、民主主義の原則そのものに向けられる。 

・究極的には、軍に対する文民統制は、防衛や国家安全保障の問題が、基本的な民主主義

の価値である多数決の原理、少数派の権利、言論・宗教の自由、正当な手続きなどを損

なわないよう保障するものである。 

 

ノートとコメント 

国民は、大統領は軍の最高司令官であるとして強大な権力を与えている。最近トラ

ンプ大統領は武力行使も選択肢の内にあると言っており、世界の命運がトランプの手

に握られている。米国民は、この大統領に「核の発射釦」を持たせてしまった。これ

までの言動を見ていると、この釦を押しかねない恐ろしい状況が生まれている。 

大統領の権限がなぜ強くなったかというと、先に出たリンカーンとルーズベルトが

戦時下にあったことに由来している。連邦憲法に戦時下の大統領の権限は詳しく書か

れていないが、その時々の大統領の超法的大統領令の積み重ねが前例になってきた。 

 

12.4 政党 以降、主要文句を引用 

・民主主義における政党は、民主主義の諸原則に信頼を置いている。従って、自党が政権

の座についていない時でも、選出された政府の権限を認め尊重する。 

・民主主義における政党は、小規模な運動であれ、全国規模の大連合であれ、譲歩と寛容

という価値観を共有している。彼らは、他の政党や組織との広範な連携と協力を通じて

のみ、国民の支持を勝ち取ることのできる共通の政治構想と指導力を提供できることを

認識している。 

•「忠実な野党」いう概念は、あらゆる民主主義の中核を成す。これは、政治討論において、

いかに意見の相違が深かったとしても、言論と信仰の自由や、法の下での平等な保護と

いう民主主義の基本的価値観を、全員が共有しているということを意味する。選挙で敗

北した政党は、自分たちが組織し、発言する自由を、この政治制度が引き続き保護して

くれることを信じつつ野党の役にまわる。いずれは野党にも、再び自らの構想を掲げ、

国民の票を求めて選挙運動を行う機会が訪れる。 

 

ノートとコメント 

共和党、民主党という二大政党があり、時々に政権と交代してきた。野党になった

場合にも、次の政権を目指し準備を怠らないようにしている。政権政党も明日はわが

身ということを自覚して政治を行うことになる。米国は日常的にも市民の政治活動が

盛んな国といわれ、国民には主権者意識が身についている。無から国づくりをしたア

メリカ人の信条に自己責任、自然淘汰（人間も）・能力主義（力の信奉）などがある。   
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安倍首相・菅官房長官が口癖にいう言葉がある。「自由と民主主義、基本的人権の

尊重、法の支配」の価値観を先進国と間で共有するとよく言うが、言っていることと

やっている実態が合っていない。その意味では日本の民主政治は大分遅れている。 

 

12.5 市民の義務 以降、主要文句を引用 

・独裁制とは異なり、民主主義政府は、国民に奉仕するために存在する。しかし、民主主

義国の市民も、彼らを統治する規則や義務を遵守することに同意しなければならない。

民主主義国は、国民に多くの自由を与える。その中には、政府に反対し、政府を批判す

る自由も含まれる。 

・民主主義国の市民は、権利を有するだけでなく義務もあることを自覚している。彼らは、

民主主義には時間と努力を費やす必要があることを認識している。人民による政府は、

人民による絶え間ない警戒と支持を必要とする。 

・市民の参加とは、陪審を務める義務や、一定期間の兵役に就くことや、公共奉仕活動を

行う義務などを意味する。そして、異なる視点を持つ人々の権利を尊重することも市民

の義務に含まれる。 

・民主主義国の市民は、自分の権利を社会に守ってもらう恩恵を享受するためには、自分

も、社会に対する義務を負わなければならないことを理解している。 

・自由な社会には、「国民は自らに見合った政府を持つ」という意味のことわざがある。民

主主義が成功するためには、市民は受け身ではなく積極的でなければならない。なぜな

ら、市民は、政府の成功も失敗も、その責任は、他の誰でもない、自分たち自身にかか

っていることを認識しているからである。そして、政府関係者もまた、すべての市民は

平等に扱われるべきであること、また民主主義政治には贈収賄の入り込む余地がないこ

とを理解している。 

•民主主義制度においては、指導者に不満を持つ国民は、自由に団結して、平和裏に交替の

必要性を主張したり、時期の定められた選挙によって指導者を公職から追放しようとする

ことができる。 

 

〔コラム１：法と道徳〕 

民主主義の原則について、アメリカ合衆国憲法及び修正条項を主要な根拠としている。

そのいずれにも「市民の義務」は入っていない。道徳教育は法と道徳の中間ある。 

 法の特徴 

・人の外部的行為を規律の対象にする 

・その違反に対し強制を伴う 

・国家の強制権力の行使と深く結びついている 

道徳の特徴 

・良心といったような人の内面性を規律 

・２人の自発的意思によって順守されるもの 

外部的行為 
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 たとえば、人を殺そうと思っただけでも道徳的には避難されるかもしれないが

（道徳の内面性）、法はなんら外部的行為にあらわれないかぎり（実際に人を殺すと

いう行為）、問題にしない。 

違反と強制 

 たとえば、道徳の中には強制することもできないし、強制すべきではないものが存

在する。その例として、"親孝行"がある。親孝行は法規で規定すべきではないだろう

（自発的意思によって遵守すべき）。たしかに、法と道徳は重なりあい部分、たとえ

ば"人殺しはいけない"というようなものもあるが、重ならない部分も存在する。 

 

国家による強制 

 法の本質は強制にある。国家は体系化された法秩序が権力支配関係を通じて維持さ

れている社会であるので、国家法は公権力による強制と結びつく規範である。権力分

立をたてまえとする近代国家において、具体的事件に制裁規範を個別的に適用して、

紛争を解決し、制裁を科する役割を担っているのは「裁判所」である。 

（出所）世界構造分析を引用 

http://soucreator.hatenablog.com/entry/2014/11/04/182751 

 

12.6 自由な報道 以降、主要文句を引用 

・自由な報道機関は、一般市民に情報を与え、指導者の説明責任を求め、地域および国家

の問題を論議するための場を提供する。 

・民主主義国は、自由な報道機関の存在をはぐくむ。独立した司法制度、法の支配に基づ

く市民社会、そして言論の自由は、いずれも自由な報道活動を支えるものである。自由な

報道は法によって保護されなければならない。 

・民主主義国の政府は、すべての行動に関して説明責任を持つ。 

報道機関は、政府の監視役を務め、市民が政府に説明責任を求めることを助け、政府

の政策に疑問を呈することによって、市民の「知る権利」を促進する。民主主義政府

は、公共の会議の取材や公文書入手をジャーナリストに認める。また、ジャーナリス

トが言ったり書いたりする内容を事前に制限することはない。 

 

ノートとコメント 

報道機関は、国民に代わって政権と距離を置き、政府の政治活動を監視する役割が

ある。最近の日本のように政権幹部と報道機関のトップが会食するなどありえない。

共謀罪法について、安倍首相は「読売新聞に書いてあるのでこれを読め」といった。 

トランプはメディアを信用できないとして敵視し、ツイッターで一方的な主張を垂

れ流している。この「民主主義の原則」を読んでいるだろうか。日本も同様である。 

 

12.7 連邦主義 以降、主要文句を引用 

・連邦主義とは、同一の人々と地域に権限を及ぼす自由選挙で選ばれた二つ以上の政府が、

権限と意思決定を分かち合う制度である。連邦主義は、上層の政府だけでなく、結果が

最もすぐに現れる場所である地域社会にも意思決定能力を与え、それを保護する。 

http://soucreator.hatenablog.com/entry/2014/11/04/182751
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・一般に、地域の要求は、地域政府が満たすべきであるという合意があるが、間違いなく

国家政府に任せた方がよい課題もある。その例としてよく挙げられるのは、防衛、国際

条約、連邦予算、郵政事業などである。 

・地方条例は、地域社会が生活のために選択した希望を反映している。警察、消防、学校

管理、地元の保健衛生基準、建築基準などは、地域で策定され実施されることが多い。 

・地理的に広大で、経済的に多様な国においては、所得や社会福祉の地域間格差問題に、

国家政府による税収の再配分政策で対処することができる。 

 

ノートとコメント 

連邦政府と州政府の役割分担が書かれている。生活一般や教育などは州政府の仕事

になる。日本では戦後しばらく教育長は公選だった。それが後に市長の任命制になっ

た。今や地方政府は中央政府の下請け機関と化し、中央集権化が強まり日本の地方自

治が形骸化している。アメリカでは、このようなことはありない。 

財政には三大役割がある。資源配分、所得再配分、経済の安定化。いずれも中央政

府の役目である。 

 

12.8 法の支配 以降、主要文句を引用 

・圧政からの決別の第一歩が、法の支配の概念だった。そこには、支配者でさえも法の下

にあり、法的手段に基づいて支配すべきである、という概念も含まれていた。民主主義

は、この法の支配を確立することによって、さらに前進した。何の問題もない社会や政

治制度などは存在しないが、法の支配は、政治・社会・経済上の基本的な権利を保護す

る。そして、専制政治と無法状態以外にも道があることを気付かせてくれる。 

・法の支配とは、大統領であれ一般市民であれ、いかなる個人も法を超越した存在ではな

いことを意味する。民主主義政府は、法を通じて権限を行使し、自らも法律の制約を受

ける。 

・法律は、人民の意志を反映すべきものであって、国王、独裁者、軍人、宗教指導者、あ

るいは勝手に政党を名乗る集団の気まぐれを反映したものであってはならない。 

・民主主義国の市民は、社会の法律に進んで従う。それは自分たち自身の規則や規制に従

うことを意味するからである。正義が最もよく達成できるのは、法律に従わなければな

らない当の人々が、自ら法律を定めた場合である。 

・法の支配の下では、独立した強力な裁判所制度が、最高指導者も含めた政府関係者に対

して、国家の法規に関する説明責任を果たすよう求める権限、資源、および権威を保持

しなければならない。 

・このため、判事は、十分に訓練され、独立した、公正な専門家でなければならない。法

律および政治制度の中で必要とされる役割を果たすため、判事は、民主主義の諸原則に

忠実でなければならない。 

 

ノートとコメント 
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 大統領であっても法の支配下にある。大統領は国家権力中三権の一角を担っている。

その大統領でさえも法、この場合最高法規憲法に従って、宣誓をした上で政治を行わ

なければならない。米国憲法第六条〔最高法規〕「この憲法を支持する義務を負う」 

アメリカでは、国民のみならず全ての公務員は「人を見るのではなく法をみる」と

いうことが当たり前になっているようだ。 

この考え方はキリスト教信仰に基づく英米法から来ているという。ヨーロッパでは

大陸法の議会が制定した法律により国を治めるという法治主義が主流になっている。 

翻って、日本では森友、加計疑惑での公務員の政権に対する忖度の有様は、正に法

を見ず人を見ているといわざるをえない。 

 

12.9 人権 以降、主要文句を引用 

・すべての人間は、何ものにも侵されない権利を持って生まれる。この人権は、人々に尊

厳ある生活を追求する権利を与える。いかなる政府も人権を付与することはできないが、

そうした権利を保護しなければならない。正義、寛容、尊厳、尊敬、法規範の上に築か

れた自由は、民族、宗教、政治的所属団体、社会的地位に関係なく、人々が基本的権利

を追求することを可能にする。独裁政治は人権を拒否するが、自由な社会は常に人権の

実現を目指す。 

・すべての人々は、政府に参加する権利を持つべきである。政府は、人権を保護する法律

を作成すべきである。そうした法律を、司法制度は国民の間で、平等に施行する。 

・支配政党に反対する者であろうと、民族的少数派であろうと、あるいは普通の犯罪者で

あろうと、恣意的な逮捕、拘留、拷問からの自由は、基本的な人権である。専門の警察

組織は、国家の法律を執行するに当たり、すべての市民を尊重する。 

・子どもは、特別な保護を受けるに値する。子どもは、少なくとも初等教育と、適切な

栄養、保健医療を与えられるべきである。 

 

ノートとコメント 

この人権は民主主義の一番大切なところ、憲法の核心だ。これは独立宣言にもあり、

米国憲法・権利章典、フランス人権宣言、日本国憲法第 13条にもある。いずれも人

類普遍的原理である。罪者にも人権はある、また少数派の権利をも擁護せよ、子ども

は未来を担ってゆく宝であるため、十分な教育、栄養、医療を与えよとしている。 

オバマ医療改革もこれを反映していたが、トランプはそれを覆そうとしているよう

だ。本来、アメリカこそは個人・少数派の権利を尊重している。 

 

12.10 行政権 以降、主要文句を引用 

・立憲民主主義国においては、行政府に対して三つの制限が課される。それは、国家政府

を行政、立法、司法の三権に分立する抑制と均衡の制度（チェックアンドバランス）、国

家政府と州・地方政府の間で権限を分割する連邦制度、そして憲法による基本的権利の

保障である。 

・国家レベルでの行政府は、憲法が立法府に与えた権限と、独立した司法府によって制約

を受ける。 
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ノートとコメント 

行政府・大統領は、議会と裁判所により制約を受け、三権分立が文字通り機能して

いる。この立憲民主主義国という言い方には世界に向け、これを広めようとする明確

な意図が感じられる。この点について、世界を視野に入れ人類の進歩に貢献しようと

するアメリカ人の姿勢は、さすがに世界のリーダーを自認する大国民だと思う。 

 

12.11 立法権 以降、主要文句を引用 

・民主主義国における公選の代表は、国会議員にせよ州議会にせよ、国民に奉仕するため

に存在する。彼らは、健全な民主主義の機能に不可欠な多くの役割を果たす。 

・公選の立法府は、議会制民主主義において、法律について審議・討論し、可決するため

の主要な公開の場である。立法府は、独裁的な指導者の決定を承認するだけの形式的な

議会ではない。 

 

ノートとコメント 

上院と下院があり、上院には下院にない権限がある。 

日本の場合、先の共謀罪法で参議院の審議を飛ばし、禁じ手の中間報告で強行成立

させてしまった。参院のチェック機能を無視し、議会慣行をもないがしろにする暴挙

が行われた。上院がしっかりしているアメリカではありえないことだ。 

 

12.12 独立した司法府 以降、主要文句を引用 

・民主主義においては、選挙で選ばれた公職者や議会による政治的圧力からの独立は、判

事の公平性を保障する。司法判断は、事件の事実関係、個々の功罪、法的論議、適切な

法律に基づく公平なものであるべきであり、訴訟関係者から、いかなる制限も不当な影

響も受けてはならない。これらの原則は、全ての人に平等な法的保護を保障する。 

・裁判所制度の公平性に対する信頼、すなわち政府の「非政治的な」部門であると見なさ

れることが、裁判所の強さと正当性の源泉である。 

•しかしながら、国家の裁判所制度も、他の諸制度と同様、国民による論評、綿密な調査、

批判を免れることはできない。言論の自由は、判事にも、その批判者側にも、全員に同等

に与えられる。 

•民主主義国では、判事を、些細な苦情や政治的な批判を理由に解任することはできない。

判事が解任されるのは、重大な犯罪または違反行為を犯した場合に限られ、その際も、議

会または独立した法廷委員会の場において、長く困難な手続きを伴う弾劾（告発）と裁判

を通して行われる。 

・独立した司法府は、裁判所の判決が、交替する政治的権力や一時的な多数派の圧力では

なく、国家の法律および憲法に基づくものであることを、国民に保障する。このような

独立性を与えられた民主主義の司法制度は、国民の権利と自由の守護者の役割を果たす。 

 

ノートとコメント 
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アメリカの最高裁は政治的圧力から独立している。裁きに当って判事の公平性を保

障するための手当が十分なされている。判事がよほど悪いことをしない限り罷免され

ることはない。また判事が時の政権に忖度することなどありえない。それを国民が理

解しているので、判事による裁定を「神の裁き」のごとく信頼している。 

 

12.13 立憲主義  

「法の支配」と重なる面があるので省略。 

憲法に則って政治を行うこと立憲主義の本意である。 

 

12.14 言論の自由 以降、主要文句を引用 

・民主主義は、教養と知識のある一般市民に依存する。市民は、情報を入手することによ

って、公的な社会生活に、できる限り全面的に参加したり、分別に欠ける専制的な政府

の官僚や政策を批判したりすることができる。市民と公選された代表者たちは、民主主

義が、検閲を受けない思想、データ、意見を、可能な限り広範に入手できるかどうかに

かかっていることを理解している。 

・言論の自由の原則は、民主主義国の憲法によって保護され、政府の立法府や行政府によ

る検閲を防がなければならない。 

 

ノートとコメント 

世界で一番進んでいる日本国憲法は、言論の自由に対し、次のように記述している。 

 

第二一条①集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 

②検閲は、これをしてはならなお。通信の秘密は、これを侵してはならない。 

日本国憲法第三章国民の権利及び義務 

 

12.15 政府の説明責任 以降、主要文句を引用 

・政治的な説明責任を確保するための大事な仕組みは、自由で公正な選挙である公職の任

期制と選挙は、公職者に対し、自らの実績を説明する責任を課すが、他方の挑戦者に対

しても、市民に別の政策の選択肢を提供する機会を与える。有権者が、公職者の実績に

満足しなければ、任期終了時には、選挙によって公職を退かせることができる。 

・独立した司法制度は、法的説明責任の達成に不可欠な要件であり、市民が政府に苦情を

申立てる場となる。 

 

ノートとコメント 

政府は選挙によって国民から信託され、国民の税金を使って国政を預かっている訳

だから、政権は国民に対し国政についての説明責任が伴うことになる。 

アメリカではトランプのロシア疑惑、以前のニクソンのウオーターゲート疑惑でも

国民から政権の説明責任を問われた。 

今日、日本では森友・加計疑惑で説明責任を果たしていないとして、安倍首相が、

国民から信を問われている。  
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第十章 合衆国の国土に住む三つの人種の現状と予想される 

その将来に関する若干の考察··························································································52(264) 

最終頁 82（419） 

 

第一巻下第十章にて、それまで触れなかった三つの人種、即ちアメリカ・インディアンとア

メリカ黒人について、トクヴェルは 200年前の所見を述べている。この問題は今日まで続く、

根の深い重要な問題である。今回は、この二つを本テーマから外し、別途にとり上げること

とする。（アメリカ・インディアンとアメリカ黒人に関する記述ｐ264－ｐ336） 



 

19 

 

トクヴェル著『アメリカのデモクラシー』第一巻上下（以降、第一巻上下と略称）は原本

が第一巻上下合わせて総頁 697 頁にもなる大著である。トクヴェルは、200 年前に新

大陸を実地調査し、旧大陸フランス国民に、アメリカで生まれつつあるデモクラシー

のモデルを「アメリカの中にアメリカを超えるものを見た」として伝えたかったとし

ている。 

原本第一巻上下が言及している箇所は社会の多岐な分野にわたっており、デモクラ

シーを詳細に論じた世界最初の古典である。アメリカのデモクラシー誕生の秘密を解

き明かすことを通して、今後のデモクラシーの発展に多くの示唆を与えてくれる。膨

大な著書であるため、なかなか全貌を把握することが難しい。 

 

第一巻上の序文では、著者が最初に取り上げた意図を述べ、終わりに著述に向かう

姿勢を示し、思いを未来に馳せたかったと結んでいる。先人の思想家の著述を読み込

んだ上で、これらにとらわれず素の目で現地を見聞し、それから教訓を汲み取り自ら

の政治理論を展開しようとした。トクヴェルの綿密な調査力、克明な描写力及び深い

洞察力には賛嘆する。 

本書の大要を知るために次の箇所を省き、抜粋版をつくった。 

この内容を把握するために自身用に主要部分を抜粋して、約 1/5位に圧縮した第一

巻上下別冊抜粋版をつくった。今回は、当時の社会情勢等を省き、内容を圧縮してト

クヴェル入門編としてまとめた。トクヴェルの思想を伝えるには、全体を抜き出しな

がら通読することが必要になった。まとまった文章を不用意に削除すると前後の関係

が通じなくなることがあるので、結果的には長文の引用を行うはめになった。 

この第一巻上下には今日にも通じる含蓄のある多くの章句が含まれ、どうしてもまとまっ

た分量の引用が必要だった。これをノートしコメントしたが、若干異論がある場合には、その

旨私見を記述した。 

 

〔省いた主な箇所〕 

・フランスやヨーロッパとの比較 

・アメリカの内部の地勢、南部北部・東部西部の産業、インディアンや黒人の詳細

な描写等 

〔特記事項〕 

・フランス人のトクヴェルが、母国人民に向けフランス語で本書を書いた。そのた

め「われわれ」や「わが国」は、フランスを指す 

・アメリカ合衆国内で、「国」や「国家」と言う場合は州を指す 

 

『アメリカのデモクラシー』と現在の「民主主義の原則」を見比べると、200年前

のトクヴェルの予見がほぼ当っていることに驚かされる。 

この両者を比較しながら、「アメリカのデモクラシー」の実像に迫る方法はないか

とさまざまに試行錯誤を重ねてみた。そこで到達したのが「民主主義の原則」の各項

を章建てにし、それに第一巻上下の相当事項を対比する方法だった。そして各項の順

序は若干組み替えてみた結果、両者の対比による全体の姿が浮かんできた。  
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「民主主義の原則」と『アメリカのデモクラシー』第一巻上下（相当箇所）の対比表 

民主主義の原則     頁 第一巻上 第一巻下 

序章 

p21 

序文 

第二章 

 

 

 

 

第三章 

 

出発点について、また

それがイギリス系ア

メリカ人の将来に対

してもつ重要性につ

いて 

イギリス系アメリカ

人の社会状態 

第一章 合衆国では人民が統治する

とまさしく言える事情 

第１章 概要：民主主義とは

何か         p23 

コラム 2       p27 

    第九章 合衆国で民主的共和政の維

持に役立っている主な原因

について 

第２章 人権         p28 

コラム 3      p29 

第四章 アメリカ人の人民主

権原理について 

  

第３章 連邦主義 

p30 

第五章 

 

 

第八章 

連邦政府について語

る前に個々の州の事

情を研究する必要性 

連邦憲法について 

  

第４章 多数決の原理(1 則)

と少数派の権利の

擁護（２則）   p34 

コラム 4     ｐ36 

    第七章 

 

第八章 

合衆国における多数の全能

とその帰結について 

合衆国の多数の暴政を和ら

げるものについて 

第５章 文民と軍の関係 p37 該当箇所なし 

第６章 政党         p37 

コラム 5       p40 

    第四章 

第二章 

合衆国の政治結社について 

合衆国の政党について 

第７章 市民の義務 該当箇所なし 

第８章 言論の自由   p41 

 

第９章 自由な報道    p42 

  第三章 合衆国における出版の自由

について 

該当なし 

第１０章 法の支配    p43 

コラム 6     p46 

    第五章 

 

第六章 

アメリカの民主政治につい

て 

アメリカ社会が民主政治か

ら引き出す真の利益は何か 

第１１章 行政権      p47 

コラム 7     p49 

第八章 連邦憲法について     

第１２章 立法権      p50 

コラム 8     p51 

第八章 連邦憲法について     

第１３章 独立した司法府 

p52 

 

第八章 

第七章 

 

第六章 

連邦憲法について 

合衆国の政治裁判に

ついて 

合衆国における司法

権とその政治社会に

対する作用について 

    

第１４章 立憲主義    p59 該当箇所なし 

第１５章 政府の説明責任 

                   p59 

コラム 9      p59 

該当箇所なし 

注：原本から主要箇所を抜いて抜粋版（未公開）を作成し、更にその一部を抜粋して引用し

た。理解しずらい点や不明な部分がある場合には是非原本に当ることをお勧めする。
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序章  

第一巻上 序文（序章） 

序章 

ノートとコメント 

   トクヴェル著「アメリカのデモクラシー」の中で、境遇の他に、習俗という語が 

たびたび登場する。習俗とは社会の習慣、風習、宗教、または生活様式をいう。 

トクヴェルは、習俗を「一国の人民の道徳的知的状態のすべて」と定義。 

序文冒頭の表現は文学的修辞が施され難解ではあるが、各国の境遇の平等化の進

展速度に違いがあっても、歴史的必然として平等化の方向に進むと予測している。 

ヨーロッパ（特にフランス）の混乱と暴力を伴った革命と違い、アメリカ市民革

命は、まさに平和裡に革命を成し遂げた先駆的事例といえる。 

トクヴェルは、この市民革命がどうしてできたのか、その理由を知りたいと願っ

たのが研究の動機としている。そしてまたアメリカの中にアメリカを超えるものを

見たとも書いている。この思想家には、将来の世界のデモクラシーが到達するであ

ろうという地平が目に映っていたようだ。 

 

第一巻上 第二章 出発点について、またそれがイギリス系アメリカ人の将来に

対してもつ重要性について（序章）  

序章 

ノートとコメント 

最初に入植したイギリス系アメリカ人の精神が、アメリカ合衆国の社会を形成す

る 礎
いしずえ

つくり、それが各国（各州）に広がったという。 

地方自治という自由な法制の豊かな芽は深くイギリス人の習慣のなかに根を下

ろしており、というイギリス本国で既に獲得していた法・制度を、国民のすべてが

平等だった新大陸に持ち込んだ。これは世界史上初の国づくりの試みだった。 

民主的共和的思想と渾然一体、が、この間の事情を表している。新大陸に入植し

た人たちにより、ピューリタンのキリスト教信仰と渾然一体となった自由と民主主

義、法の支配という根本思想が持ち込まれ社会形成の源となった。 

中央集権国家と地方分権国家 

政治・行政の統治権を中央政府に部分的、前面的におく国を中央主権国家、それ

を地方政府におく国家を地方分権国家とする。ただし、いずれの場合も外交と財政

の権限は中央政府がもつ。 

中央集権国家（中央政府）フランス、イタリア、スペイン、日本 

地方分権国家（連邦政府）アメリカ合衆国、ドイツ、日本の幕藩体制 

 

トリヴェルはキリスト教のカソリック信仰を保持していた。ヨーロッパでは、カ

ソリックの教会腐敗やローマ教皇への批判からドイツのルターが宗教改革を起こ

し、プロテスタントが生まれた。イギリスの国教会下、宗教改革のプロテスタント

達はピューリタン革命を起こし国王を処刑した。そのピューリタンの子孫が新天地
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を求めて新大陸アメリカに渡ってきたのである。 

自ら巡礼者と称した移住者たちは、信仰と習俗の力により自由と平等、博愛、自治

の精神が政治により生かされる、理想社会の実現を目指した。 

 

第一巻上 第三章 イギリス系アメリカ人の社会状態（序章） 

序章 

ノートとコメント 

同じイギリス系アメリカ人であっても、北東の諸州に移住した人たちと南西の諸州

に移住した人たちとでは社会状態が異なっていた。南西にはイギリスの大土地所有者

が移住した。その社会状態をこの章の冒頭で活写している。それは一種の貴族社会だ

った。財産相続に均等相続法が導入されることにより、財産、土地が分割相続される

ことによってこの貴族社会が崩壊していった。 

その崩壊の有様は南部戦争時代のマーガレト・ミッチェル長編小説「風と共に去り

ぬ」に描かれている。 

当時アメリカ合衆国は資本主義黎明期にあり、現在の金持ちの多くはじめ貧しかっ

た。国民には初頭教育は行き渡っており、暮らしは楽だった。実学を尊び、利害に執

着しつつもキリスト教信仰と利益追求が矛盾しなかった。アメリカ第一主義の始まり。 

 

第一巻下 冒頭（序章） 以降、主要文句を引用 

第一巻下 第一章 合衆国では人民が統治するとまさしく言える事情（序章） 

ノートとコメント 

第一巻下の口開きにあたって、第一巻上を総括する文句が登場する。すなわち人民

の力という至高の権力が存在する。トクヴィルは、幾度となくアメリカ建国の核心が

ここにあり、国の権力、国家権力は人民、国民が握っていることを強調している。ア

メリカ革命により、それまでのイギリスの国家権力から独立したアメリカには、もは

や国民を抑圧する国家権力は存在しない。国民自体が国家権力の支配者となった。 

 

 アメリカ独立宣言前文(1786） 

「すべての人は平等に造られ、造物主によって一定の奪うことのできない権利を与え

られ、その中には生命、自由および幸福追求が含まれる」とし、政府が国民の権利を

侵した場合、政府を変更する権利（革命権）を明文化。 

  

フランス革命・フランス人権宣言前文(1789) 

「人権尊重（国民の自由と平等）、圧制への抵抗権、国民主権、法の支配、権力分立、

私有財産の不可侵」などを規定。  
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第１章 概要：民主主義とは何か 

第一巻下 第九章 合衆国で民主的共和政の維持に役立っている主な原因につ 

いて（第１章） 

概要：民主主義とは何か 

ノートとコメント 

「民主主義とは何か」の問いに対し、200 年前のトクヴェルは「民主主義の原則」

のような明確な答えを出していない。その代わりに、新大陸アメリカにてイギリス系

アメリカ人が育んだ「アメリカのデモクラシー」誕生の秘密を詳しく述べている。 

不信仰の旧大陸に対し、新大陸では宗教が生活に根づいている。その原因はイギリ

ス系アメリカ人が本国で培ったピューリタニズムを新大陸に持ち込んだからだとし

ている。これは宗教上の教義であるとほとんど同じ程度に一個の政治理論だという。

この間の事情は、既に第一巻上第二章で詳説している。 

冒頭の終わり部分に、この章を結論付ける三つの条項を示している。 

 

合衆国で民主的共和政の維持に役立っている原因は、すべて次の三つに還元されると

私は考えた。 

摂理によってアメリカ人がおかれた特殊、偶然的状況が第一であり、 

第二は法制に由来し、 

第三は習慣、習俗から来る原因である。 

ｐ192－ｐ193 

 

合衆国において民主的共和政の維持に貢献している偶然の、あるいは摂理による原因につ

いて 

   

合衆国の民主的共和政の建設を可能にし、その存続を保障している幸運な状況の中で

もいちばん重要なのは、アメリカ人が選んだ居住地の選択そのものである。アメリカ人

の平等と自由への愛は父祖から受け継いだものだが、広大無辺の大陸を彼らに委ねて、

自由と平等を長期にわたって守る手段を提供したのは、実は神ご自身である。 

中略 

アメリカ人をもっとも深いところで動かしているのは政治的情熱ではなく、商業的情

熱である。というより、彼らは政治に取引の習慣をもちこむ。彼らは秩序を愛する。秩

序なくして商売に繁栄はないからだ。とりわけ、良き家庭の基礎となる品行の方正を重

んずる。往々にして巨富を散ずる天才よりは、これを積み上げる良識の方を好む。実利

的計算に慣れた頭は一般概念にたじろぎ、彼らの間では理論より実践が尊重される。 

ｐ207－ｐ208 

 

アメリカ人が移住した新大陸は、先住民のインディアン諸部族がまばらに散在して

いる広大無辺な大地だった。先住民達は移動しながら獲物を追って生活する狩猟採集

を生業としており、土地所有の観念がなかった。一方、ヨーロッパからやってきた移
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住者達は、旧大陸と同様農業を生業とし土地の私的所有権を基本とした。この土地所

有に関する先住民と移住者との根本的な考え方の違いが、後々先住民と増大する移住

者との間で軋轢を生むことになる。 

この先住民と奴隷としてアフリカから連れてこられた黒人との問題を含め、まとめ

て第十章で論じられている。 

ただここで、広大無辺の大陸にアメリカ人に自由と平等を長期にわたって守る手段

を提供したのは、実は神ご自身としている。しかし、本来神の下の人間はすべて平等

であるとすれば、この神には先住民への配慮がない。これは神の御名を使って神を騙

る、後世に多大な害を及ぼす白人至上主義に通じる瀆神（神を汚す）的表現である。 

 

合衆国において法律が民主的共和政の維持に及ぼす影響について 

三つのものが、他の何にも増して、新世界における民主的共和政の維持に 与
あずか

っていう

ように思われる。 

第一はアメリカ人の採用した連邦方式、大きな共和国の力と小さな共和国の安定性と

を合衆国がともに享受することを可能にしている連邦形式である。 

私は第二の者を、多数の専制を抑制すると同時に、自由を好み、自由である術を人民

に教える地域自治の諸制度に見出す。 

第三のものは司法権の構成にある。裁判所がどのようにして民主主義の逸脱を修正す

るのに役立つか、また、多数者の動きを止められないまでも、どのようにしてこれを遅

らせ、方向づけるか、私はこれらを示した。 

ｐ210 

 

 ここで、民主的共和政の維持に三つの条項を挙げている。連邦形式、地域自治、司

法権。連邦形式は、国々が連合している方が対外的に有利であり、連邦を結びつける

前提条件が地域自治を認めることにあった。また独立した司法権も要の条件だった。 

 

合衆国において習俗が民主的共和政に維持に及ぼす影響について 

私は先に、合衆国において民主的共和政を存続させている大きな原因を挙げうるもの

の一つとして、習俗が考えられると述べた。 

ここで習俗という表現で言うのは、古人がモーレス
、、、、

という言葉に結びつけた意味にお

いてである。固有の意味ではこころの習慣とでも呼びうるものだが、私はこの語をそれ

だけでなく、人間のもつさまざまな観念や人々の間で流通する種々に意見、そして、精

神の習慣を形づくるもろもろの考えの総体に適用する。 

すなわち、私がこの言葉の下に理解するのは、一国民の道徳的ならびに知的状態の総

体である。私の目的はアメリカ人の習俗の一覧表をつくることではない。ここでは、習

俗の中で何が政治の諸制度の維持を可能にしているかを検討することに問題を限ろう。 

ｐ211 

イギリス系アメリカ人の大部分が住みついたのは、ローマ法王の権威から脱し、その

後、いかなる宗教的上位者にも服することがなかった人々である。彼らは、だから新世

界に民主的かつ共和的と呼ぶほかはない種類のキリスト教をもちこんだ。このことは共
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和政を創立し、政治に民主主義を確立するのに著しく好都合であろう。原理からして、

政治と宗教は一致しており、以来決して離れたことがない。 

中略 

カトリシズムは境遇の平等にもっとも好意的なものの一つであるように思われる。カ

トリック教徒のばあい、宗教的社会は聖職者と民衆という二つの要素だけで構成される。

信徒の上に立つのは聖職者だけで、彼の下では万人は平等である。 

教義に関しては、カトリシズムはあらゆる知性を同等に扱う。賢者も無学な者も、才

能の持ち主も凡人も、みな同じ信仰上の細かな決まりに縛りつける。金持ちにも貧乏人

にも、同じ勤めを課し、強者にも弱者にも同じ戒律を押しつける。いかなる人間とも妥

協せず、各人に同一の基準を適用して、社会の全階級を祭壇の前で一つにすることを好

む。神の前に階級の違いは消えて一つになるからである。 

それゆえ、仮にカトリシズムが信者を従属させやすいとしても、それは不平等を受け

容れさせはしない。私は、プロティスタンティズムは逆だと言いたい。一般に、プロテ

ィスタンティズムは人を平等より独立に導く。 

カトリシズムは一つの絶対王政のようなものである。絶対王政では、君主を除いてみ

れば、人の境遇は共和国より平等である。 

中略 

それゆえ合衆国には民主的共和国的諸制度に敵対的な宗教的教義はただの一つもない

と言ってよい。すべての聖職者は同じ言葉を語る。意見は法制と一致し、人間精神を支

配する流れはほとんど一つしかない。 

ｐ212－ｐ215 

 

トクヴェルは、習俗を一国民の道徳的ならびに知的状態の総体と定義している。キ

リスト教の教義は、神の前では人間が平等であるとし、これが民主政、共和政の根本

理念となった。カソリックは、聖職者と民衆だけで神の下に平等が徹底しており、一

方プロテスタンティズムは人を神の下の個人の独立に重きをおく。 

 

宗教的信仰が合衆国の政治社会に及ぼす間接的影響 

社会にとってもっとも重要なのは、すべての市民が正しい宗教を信じることではなく、

一つの宗教を信じることである。そして合衆国のあらゆる宗派はキリスト教としての大

きな一体性の中にあり、キリスト教道徳はどこでも同じである。 

ｐ217 

中略 

すでに述べたように、アメリカの聖職者は市民的自由を全面的に支持し、信教の自由

を認めぬ人々をさえそれから除外しない。しかしながら聖職者が特定の政治体制に支持

を与えることはない。彼らは注意深く政治問題の局外に立ち、党派的関係に巻き込まれ

ない。だから合衆国では、宗教が法律や個々の政治的意見に影響と及ぼすとはいえない。

だが宗教は習俗を導いており、家庭を律することを通じて国家を律することに 与
あずか

ってい

る。 
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アメリカ人に認められる習俗の非常な厳しさの第一の原因が信仰であることを、私は

片時も疑わない。富の誘惑が数限りなくある中で男を自制させるには、アメリカでも往々

にして宗教は無力である。あらゆるところか刺激を受ける男の致
ち

富
ふ

心
しん

を宗教が和らげる

ことはできまい。だがそれは婦人の魂を絶対的に支配しており、習俗をつくるのは婦人

である。アメリカはたしかに婚姻の絆がもっとも尊重され、結婚の幸せがもっとも高く、

正しく評価されてきた国である。 

ｐ218－ｐ219 

 

宗教の力をアメリカで強くしている原因について 

私は宗教の精神と自由の精神が、われわれにあってつねに反対方向に進むのを見てき

ていた。ここアメリカでは、両者は親しく結びついていた。二つの精神は相ともに同じ

土地を支配していた。 

ｐ226 

誰もが、この国における宗教の平穏な支配の主要な原因を、宗教と国家の完全な分離

に帰した。 

 

アメリカの聖職者は他の誰よりも前にこの真理を認識し、行動をこれに一致させた。

彼らは、政治的権力を得ようと思うならば、宗教的影響力を放棄しなければならぬこと

を理解し、政治の有為転変を共にするよりは、その支持を失う方を選んだのである。 

ｐ232 

アメリカの聖職者は他の誰よりも前にこの真理を認識し、行動をこれに一致させた。

彼らは、政治的権力を得ようと思うならば、宗教的影響力を放棄しなければならぬこと

を理解し、政治の有為転変を共にするよりは、その支持を失う方を選んだのである。 

ｐ232 

ヨーロッパでは、キリスト教は地上の権力と密接に結びつくことを自ら許してきた。

今日そうした権力は地に堕ち、キリスト教はそれら権力の残骸に埋もれているようなも

のである。生きながら死者に結びつけられた人なのである。その絆を断ち切れば、再び

立ち上がる。 

私は、ヨーロッパのキリスト教に若き日の活力を取り戻すべく、何をなすべきかは知

らない。神のみぞこれを知ろう。だが少なくとも、信仰がなおもつ力をすべて発揮させ

られるかどうか、それは人間次第である。 

ｐ236 

 

 宗教の精神と自由の精神が、ヨーロッパでは一体ではなく、ここアメリカでは両者

が結びついていた、という指摘は重要である。清教徒は、新天地で悪しき旧大陸の遺

産を持ち込まなかった。 

中世ヨーロッパでは、キリスト教が地上の権力と結びつき堕落していた。新大陸の

渡った清教徒は、これに反発して真正の宗教の力で理想社会をつくろうとした人々だ

った。神の下での自由と平等を実現するために宗教と政治が結びついていた。しかし
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ながら、宗教は人間の内面を支配するものであり、聖職者は政治とは一線を画し国家

との関わりを峻別した。 

これは旧大陸で宗教が政治に関わった悪しき教訓を汲み取り、新大陸ではこれに一

線を画すこととしたものだろう。 

 

 

〔コラム２：民主制と共和制〕 

民主主義の理念に従って政治が行われる国家形態。英語はギリシア語の demos (人

民) と kratia (支配) に由来している。「人民による支配」が民主制の基本的イメー

ジであるが，古代ギリシア以来の政治体制論において民主制は 1人の支配である君主

制，少数の支配である貴族制に対して、多数の支配を意味していた。多数の支配とは

いえ，古代アテネの民主制のにない手は成人人口のうちのわずかにすぎず，それ以後

性別，年齢，所得・資産などによる資格者の制限がなされているのが普通である。ま

た、多数による支配の形としては，国民がみずから直接政治を行う直接民主制と国民

が代表者を選出して一定期間権力を信託しそれを通じて政治を行う間接民主制とが

あるが，近代国家は間接民主制を原則としている。 

 

ラテン語の res publicaに由来する語で，元来は公益への奉仕を意味していた。

その意味ではギリシア時代の民主制、貴族制、君主制という 3つの国家形態を包括し

た概念であった。マキアベリの時代になると，この語は複数の者が支配する国家形態

をさす言葉となる。 

今日ではこのような意味では使われず，君主制をとらない国家形態一般をさす形式

的概念となっている。かつて絶対君主制 (→専制君主制 ) との対比においてこの概

念は意義をもっていたが、一方で君主制が立憲主義化、名目化し、他方で共和制が社

会主義体制のみならず、民主制や独裁制もともに包含するに伴って、君主制と共和制

との区別は今日では実際的意義をもたないといえる。 

なお，カントは君主制、貴族制、民主制の区別は統治形態の区別であるとして、支

配形態の問題として立法権が執行権から区別されているものを共和制と呼び、それを

専制と対峙させた独特の用語例もある。 

（出所）コトバンクを引用 
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第２章 人権 

第一巻上 第四章 アメリカの人民主権原理について（第２章） 

人権 

ノートとコメント 

この章句は、若干難解であるが賢者の知恵がつまった文章と言うべきである。 

人民主権原理がアメリカのイギリス系植民地の大部分が当初から起動原理となっ

ていた。人民主権原理を内に秘めたイギリス系アメリカ人がアメリカに移住したこと

を、トクヴェルは現地で見た。独立前には、本国の植民地総督の統治下にあって、公

然とは人民主権原理を表明できなかったが、アメリカ人は納税の義務を果した。そし

て自治体（タウン）の地域自治は認められていた。 

人民主権は、人民を国民に置きかえれば、国家を統治する国家権力は国民にあると

する原理である。ゆえに人民主権は国民主権と同義語となる。 

イギリス系アメリカ人は、イギリスに対して人民主権の教義を内に秘めて独立戦争

を戦い勝利した。アメリカ革命は、人民主権は法の上の法とし、これがまさに憲法の

核心であることを明確に述べている。 

合衆国では、人民自身が統治していると言うことができる。神が宇宙を統べられるよ

うに、人民こそ万物の原因であり、目的である。すべてはこれに帰する。と宣言して

いる。 

 

アメリカでは人民主権原理は、ある国々におけるように隠されたものでも、空しいも

のでもない。習俗がこれを承認し、法律がこれを宣言している。それは自由とともに拡

大し、なんの障害にもあわずにその最終的帰結に達している。 

ｐ89-ｐ90 

 

 人民主権原理はアメリカの習俗がこれを承認し、法律がこれを宣言するとしている。

ここにトクヴェルがアメリカに渡って発見したデモクラシーの最大の核心がある。 

 

次に今日に至る世界の憲法の大きな発展過程を瞥見する。 

諸国民の手により、世界の憲法はイギリス、アメリカ、フランスを経て人類の理想

実現に向けて発展してきた。アメリカの歴史は 300年足らずで比較的新しいが、成文

憲法を持った国としては世界では最も古い。 

憲法学者樋口陽一は世界の憲法の流れの節目の「4つの 89」を提唱した。各国で憲

法成立する前には、各々旧体制を覆した市民による市民革命が起きた。 

 

イギリス マグナ・カルタ 1215 

権利章典 1689 
 

アメリカ 独立宣言 1786 

米国憲法（連邦憲法）1788 世界初の成文憲法 

権利章典 1791修正 10条 
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フランス 人間と市民の権利の宣言（フランス人権宣言）1789 

フランス共和歴３年憲法 1795  
  
日本   大日本帝国憲法 1889 

日本国憲法 1946 

権利章典 第 13条は、個人の尊重と公共の福祉を謳う憲法の中核か

つ包括的人権規定とされ、幸福追求権、平等の原則、思想・良心の自

由、表現の自由、移動の自由などの諸人権が派生。 
  
ドイツ  ベルリンの壁崩壊 1989（旧ソ連・東欧諸国の一党支配の解体） 

 

 権利章典は憲法と一対のものとされる。権利章典は、イギリスのマグナ・カルタ 1689

に端を発し、フランス 1789、ついでアメリカ 1791がほぼ同時期につくられた。 

 

 

〔コラム３：私有財産制の根拠となった自然権、アメリカ流の機会の平等〕 
 

私有財産制（資本主義成立条件）の根拠となった自然権（ジョン・ロックら提唱） 

国家のない自然状態における人間は生まれながらにして生命、身体、自由・平等を

所有する。故に自分が生命、身体を自由に使って労働して得られた財はその人間の私

有財産になる。この所有権は国家権力でも奪うことができない絶対のものである。 

この法制度をもってヨーロッパ人は無知なインディアンに臨んだ。彼等は法制度を

知らず、土地の所有や労働して私有財産を得る概念をも持っていなかった。そのため

定住せず移動して採集・狩猟生活を営むインディアンは、ヨーロッパ人につけ込まれ

て次第に土地を奪われ、やがて全土から排除されていった。歴代大統領は、いずれも

インディアン殲滅に加担していた。 

 

アメリカ流の機会の平等 

個人として尊ばれる人間に育ってゆく人格形成期に、同じ条件を与えようという比

較的格差の少なかった建国時に共用された「機会の平等」である。近年金融のグロー

バル化に端を発して富めるものは増々富み、貧しいものは増々貧しくなる「格差社会」

となってきた。貧困による家庭環境破壊が「機会の平等」の障害として浮上し、貧困

家庭に生まれた人々は、そうでない人に比べ現在建国時の「機会の平等」に恵まれて

いない。しかし「境遇の平等化」への道は険しいが、歴史は確実に進んでいる。 

 

独立宣言の冒頭成句すべての人間は生まれながらにして平等※であり、その創造主

によって、生命、自由、および幸福の追求を含む不可侵の権利を与えられている」。 

※冒頭の輝かしい一節の平等にはインディアンや黒人が含まれていなかった。 

ジェファソン（後の第 3代米大統領二期 1801-1809）は独立宣言 1786の執筆に当た

り、自然権と個人の自由という理念を重視した。これらは 17 世紀の哲学者ジョン・

ロックらによって広く提唱されていた理念であった。そして英国に対する理不尽な扱

いに対する苦情を列記し、母国から植民地が完全独立しようとする理由を正当化した。  
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第３章 連邦主義 

第一巻上 第五章 連邦政府について語る前に個々の州の事情を研究する必要

性（第３章） 

連邦主義 

ノートとコメント 

 アメリカ合衆国は、最初から一つにまとまった連邦国家ではなかった。その名残

りが州をステイト（state）と呼ぶことから明らかである。アメリカがイギリスから

独立するためには、分散したステイトの集まりではイギリスと対抗して戦うことがで

きなかった。対外的に一つにまとまることにより一国家として信用を得て、独立戦争

に勝利することができた。 

アメリカ独立前は、現在の州がそれぞれ主権をもつミニ独立国だった。ステーツの

語源は主権をもった独立国を意味する。独立国には立法、行政、裁判所の三権が存在

する。それぞれの州は州最高裁判所を持つ。連邦政府ができる以前に、州政府がミニ

独立国として機能していた。 

  

本章冒頭でアメリカ社会を律している政治的諸原理が中央ではなく地方で生まれ

育ったことを述べ、最初の段階が地域共同体（タウン）だったとしている。 

 

今のアメリカ社会を律している重大な政治的諸原理は州
、
に生まれ、州

、
に育った。 

中略  

最初の段階に地域共同体
、、、、、

（タウン）があり、その上に郡（
、、

カウンティ）が、最後に州
、

（ステイト）がある。 

ｐ95 

 

ここにいたるまでの関連事項を第一巻の各章から振り返ってみよう。 

第一巻上第二章にて、国づくりの秘密を人間の出生に喩えて次のようにいっている。 

 

一人の人間のすべては、いわば揺り籠の産着の中にある。国についてもある程度同じ

である。国民はいつまでもその起源を意識する。国民の誕生を見守り、成長に資した環

境はその後の歩みのすべてに影響する。 

ｐ47 

 

宗教の力をアメリカで強くしている主な原因について 

ヨーロッパには宗教を信じず、それでいて無知蒙昧の極みにあるような人々がいる。

これに対して、アメリカでは世界でもっとも自由で開けた国民の一つが、宗教のあらゆ

る外形的義務を熱心に果たしている。 

中略 
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私は宗教の精神と自由の精神が、われわれにあってつねに反対方向に進むのを見てき

ていた。ここアメリカでは、両者は親しく結びついていた。二つの精神は相ともに同じ

土地を支配していた。 

ｐ225-ｐ226 

 

アメリカの地域自治制度 

自由な人民の力が住まうのは地域共同体の中なのである。地域自治の制度が自由にと

ってもつ意味は、学問に対する小学校のそれに当る。この制度によって自由は人民の手

に届くところにおかれる。それによって人民は自由の平穏な行使の味を知り、自由の利

用になれる。地域自治の制度なしでも国民は自由な政府をもつことはできる。しかし自

由の精神はもてない。 

ｐ97 

 

タウンの実体について 

人民主権の教義が支配する国はどこでも、各人は主権者の等しい一部を構成し、国家

の統治に平等に参加する。各人の知識、徳、力はみな等しいものとみなされる。 

中略 

人が社会に従うのは、自分が指導者より劣っているからでも、自治能力が他人よりも

低いからではない。仲間と手を結ぶことに有益に思われ、しかもこの結合はある調整権

力なしには存在しえないことを知っているから、社会に従うのである。 

そこで市民が相互に負う義務に関して、人は常に臣民となる。人はつねに主人である。 

ｐ103 

タウンがその権限を授与されたのではなく、逆にもともともっていた独立性の一部を

州に割譲したようなものである。 

ｐ105 

 

ニュー・イングランドにおける地域自治の精神について 

アメリカには地域自治の諸制度が存在するだけでなく、これを支えこれに生命を吹き

込む地域自治の精神がある。                        ｐ107 

中略 

アメリカの仕組みは、地域の権力を多数の市民の間に分掌させるだけでなく、自治に

関わる義務を増やすことを恐れない。合衆国では正当にも、愛国心とは人々が日々の勤

めを通じて帰依する一種の信仰であると考えられる。         ｐ109－ｐ110 

中略 

アメリカ人は山人
やまびと

が郷土を愛するのに似た理由で国に愛着をもつ。       ｐ110 

中略 

タウンの利害調整はたやすい。加えて、人民の政治教育は昔から出来上がっている。

というより、いま住む土地の着いたときすでに人々は完全な教育を受けていた。ニュー・

イングランドでは、身分の相違は記憶の中にも存在しない。 

ｐ110 
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合衆国における行政の分権的政治的効果について 

第一の種類の問題を処理する権限を同じ場所、同じ人の手に集中すること、これは政

治の集権と私が呼ぶものをうちたてることである。 

同様にして第二の問題を処理する集中するのは、私が行政の集権と名づけるものをう

ちたてることである。 

ｐ137 

ヨーロッパ人は往々にして公務員に対して強制力しか認めない。アメリカ人はこれに

法を見るのである。それゆえアメリカでは人は決して人に従わず、正義あるいは法律に

従うといってよい。 

ｐ151 

 

新大陸に移住したアメリカ人は、始めから自力で無から生業を始め生活を築きあげ

るしかなかった。第一巻上第二章の出生の秘密、第一巻下第九章の宗教の力と宗教の

精神と自由の精神、第一巻上第五章の自治制度、タウンの実体について、ニュー・イ

ングランドの自治精神、いずれもアメリカ社会の精神構造を構成している。 

 人の集まりが地域社会を形成し、やがて住民による地域社会の統治が行われる。こ

こにアメリカの目に見える形の国づくり神話があった。これ等いずれも「民主主義の

原則」では触れられていないが、「アメリカのデモクラシー」の核心がここにある。 

 

第一巻上 第八章 連邦憲法について（第３章） 

連邦主義 

ノートとコメント 

連邦憲法の由来 

前世紀（注：１８世紀）の終わりに英国の 軛
くびき

を一斉に振り払った１３の植民地は、す

でに述べたように、同一の宗教、同一の言語、同一の習俗をもち、その法制もほとんど

おなじようであった。しかもそれらは一つの共通の敵と戦ったのである。諸邦は互いに

固く結びつき、同じ一つの国となって然
しか

るべき相当の理由があったはずである。 

ｐ181 

中略 

母国との戦争が続いている間は、必要が結合の原理を優先させた。 

ｐ182 

 

連邦憲法の概要 

アメリカ人の念頭には第一級の難問があったはずである。連邦を構成するそれぞれの

州内部の繁栄にしか関わらぬことではすべてにわたって州の自治を続け、それでいて連

邦政府に代表される国全体は一体性を失うことなく、あらゆる一般的必要に対処できる

よう主権を分割すること、 

ｐ184 

中略 
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連邦政府の所管事項を丹念に規定し、この規定に含まれぬものはすべて州政府の管轄

であると宣言された。したがって、州政府が依然として共通の法であり連邦政府は例外

であった。 

ｐ185 

中略 

連邦最高裁判所という独自の法廷がつくられた。対立する二つの政府の間の権力の分

割を憲法が定めたとおりに維持することはこの裁判所の機能の一つである。 

ｐ185 

ミニ独立国から出発した主権をもった州政府と、一国の主権をもつ連邦政府とは、

どのように分割し、それぞれの主権をどのように位置付けるか第一級の難問だった。 

その難問を解決する最後の調整役を果たしたのは、全国でただ一つしかない連邦最

高裁判所だった。 

 

連邦政府の権限 

国と国との関係では国民が一つの単位となる。国家に単一の政府が必要であるのは、

なによりも外国人に対して優位に立つためである。 

そこで宣戦、講和、通商条約の締結、兵員の徴募、艦隊の編成については、連邦に排

他的権限が与えられた。 

ｐ186 

中略 

連邦憲法が定めた権力の分掌の仕方に注意するならば、すなわち、主権のどの部分が

個々の州に残され、権力のいかなる側面を連邦政府が奪ったかを検討するならば。私が

先に政治の主権と呼んだものを連邦の立法者たちが的確に理解していたことはたやすく

分かる。 

合衆国は共和体をとるだけでなく、連邦制をとるものである。にもかかわらず、国家

の権威はいくつかの点で同時期のヨーロッパの若干の絶対君主国以上に集権化されてい

る。 

ｐ187 

 

 連邦政府には、対外的に一国を代表するにふさわしい権限が与えられ、州政府には

第一巻上第五章の立法権、行政権、裁判所に規定する州内の権限が与えられた。 
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第４章 多数決の原理（１則）と少数派の権利の擁護（２則） 

第一巻下 第七章 合衆国における多数の全能とその帰結について（第４章） 

多数決の原理と少数派の権利 

ノートとコメント 

多数の力が絶対的であるのは民主政治の本質に由来する。民主政体にあっては、多数

者の外に抵抗するものは何もないからである。それだけでなくアメリカ諸州の憲法の多

くは、多数者が本来もつこの力をことさらに強化しようとした。 

ｐ139 

中略 

多数者の精神的権威は、一つには次のような観念に基づいている。すなわち、一人の

人間より多くの人間が集まった方が知識も知恵もあり、選択の結果より選択した議員の

数が英知の 証
あかし

だという考え方もある。これは平等原理の知性への適用である。 

多数者は開明的であるから社会の統治権をもつという観念は、合衆国の地に最初の移

住者によってもたれされた。この観念は、それだけでも自由な国民を生むに十分であろ

うが、今日では習俗の中に根づき、生活習慣の隅々にまで見出される。 

ｐ141 

中略 

多数者の精神的権威もまた、次の原則に基づいている。すなわち、最大多数の利益は

少数者の利益より優先されなければならないという原則である。 

ｐ141－ｐ142 

   

多数の暴政 

政治において人民の多数は何事をもなす権利を有するという原理は、不遜で憎むべき

ものだと思う。にもかかわらず、私は多数の意志にあらゆる権力の起源を認める。これ

は自己矛盾であろうか。 

特定の国民における多数にとどまらず、すべて人間の多数を定め、少なくとも採用し

た普遍の法が存在する。それは正義の法である。 

すなわち正義は、個々の人民の権利の限界に付すものである。 

一国の国民は、人類普遍の社会を代表して、その法たる正義の実現にあたる陪審員の

ようなものである。社会を代表してその法を適用する陪審員が、社会それ自体より大き

な力をもつべきであろうか。 

 

すなわち、不正な法への服従を拒否するとき、私は多数者の命令権を否認するわけで

はない。ただ人民主権から転じて、人類の主権に訴えるだけである。 

p146－p147 

  

この命題を書いたトクヴェルは、今から 200年前であることに留意する必要がある。

新大陸には排他的特権を持つ貴族が存在せず、国民の大多数はすべてが平等な平民だ

った。アメリカ独立後、まだ 50 年足らずの新生アメリカには国政に問題が山積して
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いた。問題を処理する方法として、最終的には多数決の原理によって重要案件が決せ

られる。この場合、あまりに多数派が全能だとすると少数派は常に多数派に抑圧され、

多数派による専制という危惧が生まれる。 

また、新大陸には少数派として先住民のインディアンと黒人が存在している。この

二つの人種の権利の擁護には触れられていない。その場合、最終的に人類の主権に訴

える、すなわち正義の法を主張するばかりということか。 

 

 アメリカ建国後２世紀を経過し、アメリカのデモクラシーは様々な試練に堪えて今

日に至った。近年アメリカ政府発行のアメリカン・デモクラシーにて「民主主義の原

則」が定式化されている。そこでは「多数決の原理：１則」の他に、相矛盾する「少

数派の権利の擁護；２則」というもう一つの原則があることを明言している。 

 

第一巻下 第八章 合衆国の多数の暴政を和らげるものについて（第４章） 

多数決原理と少数派の権利 

ノートとコメント 

合衆国における法曹精神について、また、それが民主政治に対する均衡の重しとしてどのよ

うに役立つか 

アメリカには貴人も文人もなく、民衆は金持ちを警戒している。それゆえ、法律家こ

そ第一の政治的階級であり、社会のもっとも知的な部分を成すものである。したがって、

法律家には改革によって失うものしかあるまい。このことが、法律家生来の秩序好みに

保守的な利害を付け加える。 

アメリカの貴族階級はどこにいるかと問われるならば、金持ちの中に貴族がいないこ

とは躊躇なく答えられる。金持ちを結集する共通の絆は何もないからである。アメリカ

の貴族階級は弁護士の席や判事の椅子にいる。 

米国の事態を考えれば考えるほど、この国では法曹身分が民主主義に対して均衡をと

るもっとも強力な、否、ほとんど唯一の重しになっていることを確信させられる。 

ｐ178－ｐ179 

法律に違憲判決を下す力のあるアメリカの司法官は、絶えず政治問題に介入する。人

民に強制して法をつくらせることはできないが、人民がそれ自身の法律に違背し、自己

矛盾を招かぬように制約を加えるのである。 

ｐ180 

  

フランスで大陸法の法律を学び法曹の道に進んだトクヴェルにとって、新大陸の英

米法（コモン・ロー）の法曹界は旧大陸のそれと比較して興味深いものだったことだ

ろう。旧大陸の法曹は多分に旧体制との親和性があったが、新大陸ではそもそも貴族

が存在しない。新大陸には民主主義体制しかない。そこでアメリカでの法律家の役割

が旧大陸と異なってくる。法律家は秩序を重んじるが、それ以上に正義を愛する。 

法律の違憲判決を下す力のあるアメリカの司法官は、絶えず政治問題に介入する、

という定律は、ここから生まれて来る。 
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政治制度として見た合衆国の陪審制について 

陪審の制度は、陪審員をどの階級から選ぶことによって、貴族的にも民主的にもなり

うる。だがそれは、社会それは、社会の実質的指導権を為政者ではなく、被治者ないし

その一部の手に委ねるという点においた、ある共和的性格をつねに保持するものである。 

犯罪者
、、、

をさばく人間こそ真に社会の主人である。ところで、陪審の制度は人民自身、

少なくともある階級の市民を裁判官の席に着かせるものである。陪審の制度は、だから

実際に、指導権を人民あるいはこの階級の手中に委ねる。 

ｐ185 

陪審制は司法官の権利を損なうように見えるが、実際にはその力を確立するのであり、

人民が裁判官を部分的に 与
あずか

っている国ほど、裁判官の力の強い国はない。 

アメリカの司法官が私の言う法律家精神を社会の最底辺にまで浸透させるのは、なに

よりも民事陪審制のおかげである。 

このように陪審制は、人民を支配させるもっとも活動的な手段であると同時に、また

人民に支配の術
すべ

を教える一番の効果的な手段でもある。ｐ191 

 

陪審制は、歴史的に英米法から生まれた。陪審員は被治者である市民から選ばれる。

裁判を通して、市民の持つ常識や価値観を尊重し、権力や体制に対する抑制が働く。

そして主権者人民が社会を統治する意義を学ぶ機会でもある。トクヴェルは旧大陸と

異なる陪審制に興味を持ち、それが暴政を和らげる役割を果たすことに注目した。 

 

 

〔コラム４：陪審制〕 

陪審制とは、素人である市民から選ばれた陪審員が、専門の裁判官とは独立して事

実問題について評決を下す制度。英米に特徴的な司法への市民参加方式であり、刑事

訴追を決定する大陪審(起訴陪審)と、法廷に提出された証拠に基づき事実関係を審理

して有罪・無罪を決める小陪審(審理陪審)があり、一般に陪審という場合、後者を指

す。 

ドイツやフランスなどでは、一般市民から選出された参審員が職業裁判官と共に合

議体を構成して、事実問題・法律問題を問わず審理・裁判する参審制がとられている。

日本でも、1923年に陪審法が制定、陪審が実施されていたが、戦時中に停止されたま

まになっていた。司法制度改革審議会は、日本独自の国民参加のあり方として裁判員

制度の導入を提言し、2004年 5月裁判員法が成立した。 

（出所）コトバンクを引用 
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第５章 文民と軍の関係（該当なし） 

 

第６章 政党 

第一巻下 第四章 合衆国の政治結社について（第６章） 

政党 

ノートとコメント 

   アメリカは世界中でもっとも結社を利用する国であり、この有力な行動手段をこのう

えなく多様な目的に使う国である。 

タウンや市や郡という名の、法律によってつくられる恒久的結社と別に、発足するの

も発展するのも諸個人の意志次第である結社が無数にある。 

合衆国の住民は、人生の 禍
わざわい

や悩みと戦うのに自分しか頼りにならぬことを生まれた

ときから学ぶ。社会的権威には疑い深い不安げな視線しかやらず、どうしても必要な場

合以外はその力に訴えない。このことは学校ですでに見てとれる。学校の遊びの中でも、

子供たちは自分たちで定めた違反を自分たちで罰している。同様の精神は社会生活のあ

らゆる行動に見出される。 

ｐ38－ｐ39 

 

 第一巻上 第五章の冒頭に、今のアメリカ社会を律している重大な政治的諸原理は

州
、
に生まれ、州に育った。最初の段階に地域共同体

、、、、、
（タウン）があり、その上に郡

、
（カ

ウンティ）が、最後に州
、
（ステイト）がある。この順序が重要である。最初に約 2000

人のタウン住民がくるのは、アメリカの建国が自由な人民の自治精神でタウンづくり

が行われたことに所以する。何事を解決するにも市民が集まり様々な結社をつくった。 

日本でいえば小さな集落において共同作業をする性格はことなるが「結」に相当す

るものか。これが認められると結社は集会を開き、申し合わせをつくり主張にまとめ

新聞等を発行してゆく。これが段々に大きくなると政党に発展する。 

 

現代では、結社の自由は多数の暴政に抗する必要な保証となっている。合衆国では、

一度ある政党が政権を握ると、すべての公権力がその手に落ちる。個人的な友人があら

ゆる公職に就き、あらゆる機関の権限をほしいままにする。反対党のもっともすぐれた

人物も権力との境界を突破することができないので、権力の外側に地歩を固めたれる場

がなければならない。少数派はその精神の力のすべてを挙げて、多数派の物質的力によ

る抑圧に抗さねばならぬ。これは恐るべき毒を別の毒でもって制することである。 

私には多数の全能がアメリカの共和国にとって非常に大きな危険と思われるので、こ

れを制限するために用いられる危険な手段も、まだしも良いものに見える。 

ｐ44 
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結社の自由は多数の暴政にする必要な保証となっている。 多数派が長期政権を握

っていると必ず腐敗する。その時に結社即少数派の政党の自由が保障されていると、

遠慮なく政権党を批判してその不正を糺すことができる。 

 

結社の権利についてヨーロッパとアメリカでなされる理解の仕方の違い、また行使に仕方の

違いについて 

 

合衆国において政治結社の暴力を和らげるのに 与
あずか

るすべての原因のなかでも、もっと

も大きな原因はたぶん普通選挙であろう。普通選挙が認められている国では、多数派に

はなんの疑義も挟めない。投票していない者の代表を正当に標榜することはどんな党派

にもできないからである。結社が多数を代表していないことは、それ自身を含めて誰も

知っている。結社の存在自体これを示している。なぜなら、もし多数を代表しているな

らば、法の改正を要求する代わりに、自分たちの手で変えてしまうからである。 

結社が攻撃する政府の威信はそれによってかえって高まり、結社の威信は低下する。 

 

ヨーロッパには、多数の意志を代表すると主張せず、そう信じていない結社はほとん

どない。この主張ないし信念がその力を途方もなく増大させ、その行動を正当化するの

に驚くほど役立つ。奪われた権利の回復のための暴力ほど口実となるものはないからで

ある。 

このように、人間社会の法の複雑極まりない仕組みの中では、極端な自由が自由の濫

用を矯正し、極端な民主主義が民主主義の危険を予防することが時としておこる。 

ヨーロッパでは結社は、自分では声をあげられぬ国民の立法上、行政上の顧問を自認

するようなものである。結社はそうした観念に立って行動し、命令する。アメリカでは、

結社が誰の目から見ても国民の少数派しか代表していないから、演説し、請願するだけ

である。 

ｐ48－ｐ49 

 

ここでは合衆国とヨーロッパの政治結社の特徴を述べている。 

合衆国の政治は、すべて個人の権利を尊重することから発している。個人が周囲に

何等かの意見を伝えたいときには、それを文書にまとめて出版するか、あるいは集会

を開いて演説する。その目的に賛同するものが集まれば結社ができる。家庭でも、小

さな集まりでも娯楽の代わりに政治談議が好まれる。 

同じ目的の結社の意見がまとまれば政党ができる。普通選挙でその政党の主張が投

票で多数を獲得すれば、その政見が多数の国民が認めたものとして政権を掌握するこ

とになる。 

 

第一巻下 第二章 合衆国の政党について（第６章） 

政党 

ノートとコメント 
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独立戦争が終結し、新たな政府の土台をおくことが問題になったとき、国民は二つの

意見に分裂した。これら二つの見解は世界とともに古く、自由な社会はどこでも、さま

ざまな形式、いろいろな名前で見出される。一つの意見は人民の力を制限しようとし、

他の見解はこれを限りなく拡大しようとするものである。 

この二つの意見の争いが他の国で往々に目立つような激しい性格を示すことは、アメ

リカでは決してなかった。アメリカでは、二つの政党はもっとも本質的な点では一致し

ていた。どちらも、勝利を得るために旧秩序を破壊することも、社会状態全体を転覆す

る必要もなかった。したがって、どちらも、それほど多くの個人をその主義主張の勝利

のために糾合したわけではない。それでも平等や独立を愛する心のように、第一級の精

神的関心に触れるところはあった。激しい情熱を喚起するにはそれで十分であった。 

人民に力の制限を望んだ政党は、その教義の適用をなによりも連邦憲法に求めた。こ

のため連邦派
フェデラル

というふさわしい名がついた。 

自由を愛することを標榜したもう一つの政党は、共和派
リパブリカン

を名乗った。 

ｐ14 

中略 

1801 年にはついに共和党が政権を握った。トマス・ジェファソンが大統領に任命され

た。彼はその高名と大才、また絶大な人気によって共和党の支柱となった。 

ｐ15 

中略 

フェデラリストが一時権力の座にあったことは、私の考えでは、アメリカ大連邦の誕

生に伴ったもっとも幸運な出来事の一つである。フェデラリストは彼らの時代と国の抗

いがたい傾向と戦った。彼らの理論の長所短所がどこにあったにせよ、彼らが支配しよ

うとした社会にそれが全体として適用しえなかったのは、その誤りである。ジェファソ

ンの下で起ったことは、だから遅かれ早かれいずれは起きることであった。だがフェデ

ラリストの政府は、少なくとも新しい共和国に定着の時間を与え、そして、彼らが戦っ

た相手方の教義が急速に広がっても不都合なくこれに耐えることをこの国に可能にした。

それだけでなく、彼らの掲げた原理の大半は、やがて敵側のシンボルにとりいれられた。

今日なお残る連邦憲法こそ、彼らの愛国心と英知の不朽の記念碑である。 

ｐ16－ｐ17 

 

アメリカ合衆国憲法制定過程で、統一的な憲法の下で中央集権的な連邦政府をつく

るべきであるという連邦派と、連邦政府の権限は制限して州の自治権を最大限認める

べきであるとする反連邦派が鋭く対立した。 

合衆国憲法制定時(1788)では、この両派の妥協が成立して一定の州の自治権を認め

るものの、一定の権限をもつ連邦政府（中央政府）を発足させた。その後憲法解釈を

めぐって、連邦政府の権限を広く解釈するする連邦主義と、それをできるだけ狭く、

厳格に解釈して、州の権限を広く解釈する共和派（州権主義）の対立が続いた。 

現在、アメリカには民主党と共和党の 2 大政党がある。 

創設当初、民主党が南部・農業者を基盤とした保守勢力、共和党が北部・商工業者

を基盤としたリベラル勢力の代表とされた。 
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アンドリュ・ジャクソンは米第 7 代大統領任期(1829-1837)かつ民主党（主要創始

者）であり民主共和党の流れを汲む。 

エイブラハム・リンカーンは米第 16 代大統領任期(1861－1865)かつ共和党(主要創

始者)であり連邦派と称するフェデラリスト、ホイッグ党の流れを汲む。 

 

その後２０世紀前半、民主党と共和党の政治理念が逆転した。フランクリン・ルー

ズベルト米第 32代大統領任期(1933－1945)かつ民主党のニューディール政策で、民

主党が労働組合、リベラル中間層、宗教的、民族的あるいは人種的マイノリティを取

り込んだことで都市部に強くなり勢力を回復したことによる。 

連邦国家を維持するために、一定の州の自治権を認めることが合衆国憲法に取りい

れられ、今日の上院下院の構成と権能に反映している。 

 

 

〔コラム５：政党〕 

選挙や革命を通じて政治権力を獲得・維持し，または政策決定過程に影響力を行使

することにより，有権者に提示した政策を実現しようとする集団。政党は 19 世紀の

欧米で近代的な選挙制度とともに生れて発達し，今日ではほとんどの国で政党を基軸

にした政治が展開されている。その意味で現代は政党政治体制の時代である。  

 

政党は基本的に，エリートである活動家たちから成る名望家政党と，大衆政党とに

大別できるが，実際には，ほとんどの政党がこの 2つのタイプの要素を混合したもの

である。地主や教会 (保守派) ，あるいは商業や金融にたずさわるブルジョアジー 

(進歩派) の利益を促進する名望家政党は，19 世紀のイギリスで派閥や党派が発展し

て成立した。アメリカの政党はヨーロッパと比べて，成立当初からあまりイデオロギ

ー的色彩が濃くなく，中央集権的でもなかった。 

 

またアメリカでは経済の流動性が高く，早くから参政権を広範囲に適用したため，

ヨーロッパほどきびしい階級制度に基づくものではなかった。 19 世紀後半には，既

存の政党が必ずしも選挙民の意思を代表していないという不満から，アメリカでさま

ざまな改革が行われた。候補者の予備選挙はその一つで，これは政党を民主化して大

衆政党へと発展させるものであった。本格的な大衆政党はヨーロッパのいくつかの国

で社会主義政党が組織されて成立した。大衆政党は名望家政党と違って，できるかぎ

り多数の党員を組織し，少額の金を数多くの人々から集めて大量な資金とし，代表者

を党員による選挙によって選ぶものであった。 

  （出所）コトバンクより引用 
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第７章 市民の義務（該当箇所なし） 

 

第８章 言論の自由 

第一巻下 第三章 合衆国における出版の自由について（第８章） 

言論の自由 

ノートとコメント 

人民主権と出版の自由とは、全体として切り離しえない二つのものなのである。これ

に対して、検閲と普通選挙の二つは相矛盾し、同一の国民の政治制度に長く同居しえな

いものである。 

ｐ25 

中略 

アメリカは現在、世界中で、国内に革命の芽がもっとも少ない国であろう。 

ｐ26 

中略 

アメリカ人は人民主権の教義を自分たちのものと認め、これを本気で実行した。彼ら

は日々に移ろいゆく要素で永久に続く仕組みをうちたてようとはおもってもみなかった。

したがって、暴力を用いて法を犯さぬ限り、既存の法を攻撃することは犯罪ではないの

である。 

                                  ｐ27 

中略 

出版はアメリカにおいて巨大な力を揮っている。それはこの広大な国土の隅々に政治

の動きを行き渡らせる。その目はつねに開かれていればこそ、政治の秘められた仕組み

が絶えず裸にされ、公人がつぎつぎに意見の裁きの前に引き出される。 

ｐ33 

    

合衆国において新聞の自由の下に確立する意見は、他国で検閲下に形成される意見より頑

迷であること  

   合衆国では、民主政治によって絶えず新たな人物が政治の指導的地位に就く。だから

政府の措置にあまり一貫性がない。だが政治の一般原則は他の多くの国より安定してお

り、社会を律する主要な意見もより持続的である。正しかろうと不当であろうと、一つ

の考えがアメリカ人の心を捉えると、これを払拭することほど難しいことはない。 

 ｐ33 

 

 アメリカ合衆国憲法制定(1788)、ついで権利章典が修正条項第一修正(1791)成立。 

 

連邦議会は、国教を樹立し、または宗教上の行為を自由に行うことを禁ずる法律、言

論または出版の自由を制限する法律、ならびに人民が平穏に集会する権利、および苦情

の処理を求めて政府に対して請願する権利を侵害する法律は、これを犯してはならない。 
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（出所）アメリカ合衆国憲法の修正条項第一修正〔信教、言論、出版、 

集会の自由、請願権〕 

 

 トクヴェル著「アメリカのデモクラシー」には、合衆国憲法そのものの条文は掲載

していない。同憲法は言論、出版、集会の自由を保障し、これを侵すことを禁じてい

る。アメリカは「法の支配」が世界で最も進んだ法治国家とされている。しかし、憲

法に書かれていることが、そのまま実行されているかどうかは限らない。 

 検閲と出版の自由は相矛盾する、と述べている。ないと困るし、行き過ぎは困る。

国家権力は主権者国民にとって必要悪のような存在である。前者は統制を、後者は自

由を主張する。米国憲法修正条項成立から 155年後の日本国憲法(1946)は次のように

規程している。 

 

   すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利

については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政上の上で、最大の尊重を必

要とする。 

（出所）日本国憲法第三章国民の権利及び義務 第 13条 

 

   この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の

成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、

侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 

（出所）日本国憲法第一〇章最高法規 第 97条 

 

第９章 自由な報道（該当箇所なし） 
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第１０章 法の支配 

第一巻下 第五章 アメリカの民主政治について（第１０章） 

法の支配 

ノートとコメント 

当時のヨーロッパの政治体制について、専制か共和政かの争いが続いていたのに

対し、人民主権が確立しているアメリカでは民主政治が自明の原理となっていた。 

アメリカ人の特性について、第一部（上）第二章、第三章、第四章で既に詳説され

ている。民衆の教育、習俗の水準はニュー・イングランドが高く、南部、南西部に離

れるにしたがって低くなっていた。 

 

連邦議会の普通選挙  

下院は各州人口比例で割当られた議員数を選出するのに対し、上院は各州から人口

の多寡に拘わらず一律２名の議員を選出する。その理由について、独立以前各州はミ

ニ主権国だった。独立戦争はそれ等ミニ国家が連合して連邦国家として戦った。その

名残りから、上院の議員数は各州同一にし、公平な州権を発揮できるようにした。 

選挙で選ぶ議員を選ぶ代議員制度により、選挙の度に選良が変わり、度々法律も変

わる。たとえ公共の事務に支障を来すことがあっても、アメリカ人は専制よりも共和

政の不効率な民主主義を選んだ。 

都市国家のように直接選挙により選良を選らぶ小規模な共和国は古代にもあった。

共和国が大規模になると選良は代議員制度による間接選挙により選出せざるをえな

い。そうなると中央集権と地方分権の軋轢が絶えず生じた。アメリカは、これを上下

院が異なる選挙制度によって、中央と地方の主権争いを克服した。 

 

アメリカ民主政の対外問題の扱いについて 

連邦憲法の対外的利益の恒久的指導を大統領と上院の手に委ねており、このことが

連邦全体の政治を、ある程度人民の直接的で日常的な影響の外においている。 

ワシントンの政治指導はつねにこれらの格率に従うものであった。彼は世界のすべ

てが戦争状態にあったときに、この国を平和に保つことに成功し、アメリカ人のよく

考えた利益は、ヨーロッパ内部の争いに決して加わらないことにあるという外交方針

を確立した。 

ジェファソンはさらに一歩進め、連邦の政策にもう一つの格率を導入した。「アメ

リカ人は外国に対しいかなる特権も求めてはならず、それはアメリカ自身が外国に 

対していかなる特権を認める義務を負わぬためである」 アメリカの対外不干渉主義

はここから生まれた。 

 

第一巻下 第六章 アメリカ社会が民主政治から引き出す真の利益は何か 

（第１０章） 

法の支配 

ノートとコメント 



 

44 

 

民主制の法律は一般に最大多数の利益を目指すものである。というのも、それは国民

全体の多数に発し、多数者の錯誤
さくご

を犯すことがあっても、それ自体に反する利害をもつ

はずがないからである。 

          ｐ112 

中略 

アメリカ人の特権は、失敗してもやり直しがきくということである。 

      ｐ114 

中略 

その本性あるいは構造が悪法の一時的弊害に耐えられるようにできている社会、法の

一般的傾向
、、、、、

の帰結が現れるまで滅びずに待っていられるような社会を想像していただき

たい。民主政治はその欠陥にかかわらず、このような社会を繁栄させるには最適な政治

であることはお分かりであろう。 

これこそまさに合衆国の事態である。すでに別のところで表明した考えを今一度言お

う。アメリカ人の特権は、失敗してもやり直しがきくということである。 

      ｐ114 

 

民主政治の諸制度の根底には、欠陥があり誤謬を犯す人々であっても、しばしば力を

合わせて全体の繁栄のために尽くす隠れた傾向がある。ところが、貴族政治の諸制度の

うちには、才能と徳性がかえって同胞市民に不幸をもたらす秘かな傾きが見られること

がある。すなわち公務員は、貴族制の政府では意図せず害を及ぼすことがあり、民主政

体では自分自身思いもよらぬ益を施すことがある。                           P118 

                    

米国において、権利の観念は美徳の観念を政治に注入したものだ。      ｐ124 

民衆が政治の諸権利を高く評価してきたが、それは彼自身権利をもっているからであ

る。自らの権利を侵されぬために、他人の権利を攻撃しないのである。     ｐ125 

 

ここで、再び多数決原理が登場する。選出する議員数において、下院は確かに人口

比例であるため多数決原理が反映される。あまり強調していないが、上院は各州一律

のため少数派州の権利が擁護されることもありえる。このように、多数派の原理と少

数派の権利の擁護について、一見矛盾はあるが、民主政治はその欠陥にかかわらず、

このような社会を繁栄させるには最適な政治といえる。             

 

合衆国における権利の概念 

美徳の一般的観念に次いで、権利の観念以上に気高いものを私は知らない。というよ

り、この二つの観念は一つに融合する。権利の観念は、美徳の観念を政治に導入したも

のにほかならない。 

ｐ123 
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 第８章言論の自由、第三章合衆国における出版の自由について、すでに記述したよ

うに、権利の観念は独立宣言、合衆国憲法修正条項第一修正に見られる権利章典から

きている。 

 

  中略 

すぐれて民主主義の国であるアメリカで、しばしばヨーロッパで聞かれる所有権一般

に対する不平を誰も鳴らさないのはなぜだろうか。誰もが守るべき私有財産をもってい

るから、原則として所有権を承認するのである。 

政治の世界も同じである。アメリカでは、民衆が政治の諸権利を高く評価してきたが、

それは彼自身権利をもっているからである。自らの権利を侵されぬために、他人の権利

を攻撃しないのである。 

ｐ125 

 

ヨーロッパが豊かであるならばヨーロッパ人はアメリカに移民してこなかった。 

新大陸に理想の天地を求めて無一物に近いヨーロッパ人がやってきた。インディア

ンが散在している無限に広がる大地を前にして、アメリカに移民してきたヨーロッパ

人は、ほとんど無から私有財産を築き上げた。トクヴェルはアメリカには貧乏人が見

当たらず生活は豊かであると観察している。 

消費財はもちろんのこと生産手段の私有化が、法制度により保護されることによっ

て、私有財産制は資本主義社会の基礎的制度となった。 

 

合衆国における法の尊重について 

合衆国では、万人の法への服従を、誰もがある意味で自分の利益と見るということで

ある。なぜなら、今日が数に属さぬものも、明日には多数に側に回るかもしれず、いま

自分が立法者の意志に敬意を表しておけば、やがて自分の意志に対する敬意を他人に強

要する機会もあろうからである。このため合衆国の住民は、たとえどんなにいやな法律

であっても、これを最大多数がつくったものというだけでなく、自分自身がつくったも

のとして、喜んでこれに服するのである。法律を契約の観点から考え、自分も当事者の

一人のはずだと思うのである。                     

P129  

 

「悪法もまた法なり」ソクラテスが死刑判決を言い渡されて、従容とそれを受け入

れたという話がある。また独立宣言は次のように宣言している。 

「いかなる統治形態といえども、これら目的（人権）の目的を損なうものとなると

きは、人民はそれを改廃し、彼らの安全と幸福をもたらすものと認められる諸原理と

諸権限の編制に基づいて、新たな政府を組織する権利を有する」 

アメリカ人は、アメリカ革命によってイギリスから独立した時以外は市民革命を起

こしていない。ソクラテスの寓意をすべてが知っていたと思えないが、国民の意志に

背いた政治が行われた場合には、普通選挙によってその政府を変えることができるこ

とをアメリカ国民は確信している。 
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合衆国の政体のあらゆる部分に漲る活力、それが社会に及ぼす影響 

中略 

合衆国の市民の生活の中で政治への関わりがどれほど大きな場所を占めているか、言

うのは難しい。社会の統治に関与し、それについて論ずることは、アメリカ人の最大の

仕事であり、いわば彼の知る唯一の楽しみである。このことは生活習慣の隅々まで認め

られる。婦人でさえしばしば政治集会に出かけ、政治演説を聴いて家事のつかれを癒す。

婦人にとって、政治的クラブはある程度まで芝居の代わりなのである。アメリカ人は会

話の妙を知らぬが、議論はする。語るのではなく、主張するのである。いつでも集会で

話すように喋り、たまたま興奮すると、直に話している相手にも「諸君」と言いそうで

ある。 

ｐ133ｐ－ｐ134 

 

 独立後半世紀を過ぎ新生民主主義国となった合衆国では、政治が市民生活に直結し

ている。普通選挙によって選良を選び政治を変えることができることを知っている。

当時は気晴らしになるエンターテイメントは存在しなかった。そのため政治的クラブ

はある程度まで芝居の代わりだった。 

 

 

〔コラム６：法の支配〕 

「人でなく法が支配する」という法原則。イギリス法においては、国王もまたコモ

ン・ローの判例法体系に服すべきであるという原則として発達した。13世紀の法学者

ブラクトンの「国王もまた神と法のもとにたつ」ということばは、17世紀にクックに

よって、王権との抗争の際に引用された。19世紀にダイシーは、私法と区別された公

法体系を認める大陸法に対し、すべてがコモン・ローのもとにたつイギリス法の体系

を、法の支配の原理として賛美した。 

 

しかしイギリスにおいては、「議会は男を女に変える以外のことはなんでもできる」

といわれる議会主権主義で、コモン・ローの判例法体系も、議会の法律の下にたって

いる。議会の立法を、憲法を適用する裁判所の下に置いたのが、アメリカ合衆国憲法

判例によって確立された違憲立法審査制度である。第二次世界大戦後日本も、このア

メリカの制度を採用して、アメリカ流「法の支配」の原則を導入した。［長尾龍一］ 

（出所）コトバンクより引用 

 

 「人でなく法が支配する」という法原則の根底には、殆ど国教化している西欧社会

のキリスト教信仰がある。この「法」を「神」といいかえると、キリスト教徒らが、

いかに信仰を通した社会生活を営んでいるかの謎が分かる。 
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第１１章 行政権 

第一巻上 第八章 連邦憲法について（第１１章） 

行政権 

ノートとコメント 

執行権について 

連邦制度の立法者は、個々の邦の執行権に与えられていた以上の力と安定性を連邦の

執行権に付与しえぬ限り、連邦政府がその任務をそれにふさわしくまた有効に果たすこ

とができまいと考えた。 

大統領は４年の任期で選出され、再選可能とされた。次を考えればこそ、大統領は公

共のために働く勇気をもち、そのために手段をとるであろう。 

大統領は連邦の執行権の唯一無二の代表者とされた。大統領の意志が評議機関の意志

に従属することがないように、然るべき配慮もなされた。評議機関は政府の行動を弱め、

為政者の責任を軽減してしまう危険な手段だからである。すなわち、上院は大統領の決

定のあるものを無効とする権限をもつが、彼に行動を強いることはできず、その執行権

を分担することもできない。 

ｐ194 

中略 

大統領の俸給は就任時に定められ、任期の続く限り一定である。さらに、大統領には

停止的拒否権という武器があって、憲法が彼に認めている独立性を損なうような法律は、

これによってその成立を一時阻止することができる。それにしても、大統領と立法部と

の対等の戦いはありえない。というのも、立法部があくまでその意図に固執すれば、つ

ねに抵抗にうちかってしまうからである。だが少なくとも停止的拒否権は、立法部にそ

れまでの進路を 顧
かえり

みることを促す。すなわち、拒否権が行使されると、立法部はあらた

めて問題を考慮しなければならず、しかもこの場合には、３分の２の多数でないと可決

できない。なによりも、拒否権は一種の人民への訴えである。この保障がないとすれば、

執行権は立法部によってひそかに圧迫されるかもしれないが、拒否権を行使することで、

執行権は自らの立場を弁明し、その理由を国民に理解させるのである。 

ｐ195－ｐ196 

 

合衆国大統領はなぜ、国務の遂行上、議会の多数を掌握する必要がないのか 

立憲君主は立法議会と意見が一致しないときには統治できないというのは、ヨーロッ

パでは確立した公理である。 

ｐ204 

中略 

アメリカでは、大統領が法の成立を妨げることはできない。法律を執行する義務から

逃れることも彼にはできない。 

大統領の熱心かつ真摯な協力は有益であろうが、政治の営みにとって必要不可欠では

ない。本来の職務においては、大統領はすべて直接間接に立法部の統制下におかれてい
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る。これから完全に独立なところでは、大統領はほとんどなにもしえない。それゆえ、

立法権と対立しても大統領が生き残れるのは、その力ではなく弱さのためである。 

ヨーロッパでは、国王と議会の間に深刻な闘争がありうるからこそ、両者の一致が必

要とされる。アメリカでは、闘争がありえないからこそ、一致は不可欠でない。 

ｐ205 

 

大統領選挙 

   アメリカでは、大統領は国家の事務に十分大きな影響を及ぼすが、しかしこれを指図

してはいない。圧倒的な力は国民の代表全体にある。それゆえ政治の格率が変わるには、

一人の大統領のみならず、人民全体の変化がなければならぬ。だからこそ、アメリカで

は執行権の長を選挙制にして政治の安定をそれほど著しく害することがないのである。 

とはいえ、安定性の欠如は選挙制に内在する欠陥であるから、大統領の行動がどんな

に限定されたものであるにしても、その中にはっきりと現れている。 

   当然のことながら、アメリカ人は、執行権の長が使命を果たし、全責任を負うために

は、部下を自分で任命し、随意に罷免する自由をできる限りこれを残さなければならぬ

と考えた。すなわち立法部は大統領を指揮するというよりは、監視するのである。この

ため、新たな選挙のたびに、連邦政府のすべての被雇用者の身分は停止状態に置かれる。 

ｐ209-ｐ210 

中略 

行政機構をいっぺんに入れ替えりしたら、一種の革命を招きかねないであろう。アメ

リカでは、この革命を４年ごとに法の下で起る。 

個人的不幸が生ずるのはこのような法則の当然の帰結であるが、これについても、ア

メリカでは公務員の身分が不安定であっても、それが他の国で考えられるような弊害を

生まないことを認めなければならない。合衆国では、自活の道を見出すのが容易だから、

公務員からその地位を奪うことは、彼から楽な生活を奪うことになっても、生存手段を

取り上げることには決してならない。 

ｐ210－ｐ211 

 

   ヨーロッパの主要諸国がすべて世襲君主制を持っていた時代に、限られた任期の大統

領制という概念は、それ自体革命的なものだった。しかし 1787年に採択された合衆国憲

法は、大統領に行政権を与え、これが今日にまで続いている。 

アメリカンセンタージャパン 米国政府の概要－行政府－大統領の権限を引用 

https://americancenterjapan.com/aboutusa/translations/2561/ 

 

当時のヨーロッパの主要諸国には絶対王制政府しかなかった。これを見本に合衆国

に、これまで試みられたことのない民主的共和制政府を如何につくりあげるかが、独

立直後の合衆国憲法をつくる上での重要な課題だった。 

大統領の強大な執行権は絶対王制に近い一面も確かにあるが、反面世襲制を採らず

国民による直接選挙によって選ばれる。大統領の俸給は就任時に定められ、任期の続

く限り一定である。さらに、大統領には停止的拒否権という武器があって、憲法が彼

https://americancenterjapan.com/aboutusa/translations/2561/
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に認めている独立性を損なうような法律は、これによってその成立を一時阻止するこ

とができる。 

大統領権限の源は、大統領が選挙によって選んだ国民の運命を託す国民の代表であ

ることに起因する。そこから大統領行政府と立法府との力関係が生まれる。 

 

 

〔コラム７：行政権〕 

執行権ともいう。一般には，国家の統治権のなかから立法権と司法権とを除外した

権力とされる (消極説ないし控除説) 。歴史的にみれば，君主の手にゆだねられてい

た統治権 (三権) のうち立法権が議会に，司法権が裁判所に帰属することとなり，そ

の残部として君主に与えられた権限が行政権 (執行権) とされた。 

 

こういった定義づけのほかに，法のもとに法の規制を受けながら，国家目的の積極

的・具体的実現を目指して行われる形成的・継続的な国家活動を行政権とする説もあ

る (積極説) 。いずれにしても，これらは国家作用という大枠から行政権を定義づけ

している。なお，行政作用の特質に着目すれば，内閣とその統轄下にある行政期間の

権限に属せしめられる作用を実質的意義での行政作用，行政の準立法作用・準司法作

用も含めて行政機関が行うすべての作用を形式的意義での行政作用と呼ぶ場合があ

る。 

（出所）コトバンクより引用 
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第１２章 立法権 

第一巻上 第八章 連邦憲法について（第１２章） 

立法権 

ノートとコメント 

立法権 

連邦の権力機構を組織するにあたっては、各州の憲法がすでに描いていた方針が多く

の点で踏襲された。 

連邦の立法府は上院と下院で形成された。 

この二つの議会の構成にあたっては、融和の精神から、それぞれ別個の原則が採用さ

れた。 

ｐ189 

中略 

一つの全国政府でなく、諸州の同盟をつくるのであったならば、法律の制定は州別の

多数決によるべきであって、連邦の住民全体の多数によるべきではない。そうすれば、

各州は大小を問わず独立国の性格を保持し、完全に平等な立場で連邦に加わることにな

るからである。 

逆に、合衆国の住民を単一の国民とみなしたその瞬間から、連邦の市民全体の過半数

だけが法を制定するのが当然となる。 

ｐ189-190 

中略 

州の独立の原則は上院の構成において勝利し、下院の組織では国民主権の教義が勝利

を収めた。 

ｐ190 

中略 

連邦憲法がつくられたとき、イギリス系アメリカ人の間にはっきりと対立する利害は

二種類しかなかった。個々の州が独立を求める利害と国民全体の統一という利害である。

この二つの利害を妥協に導くことが必要だったのである。 

ｐ191 

中略 

加えてアメリカの立法者の課題は、人民に法を与えてこれを同じ一つの国民とするこ

とにあったのではないことを忘れてはならない。連邦憲法の目的は州の存在を破壊する

ことではなく、これを制限することに限られていた。州という二次的団体にある実質的

権力を残した（これを奪うことはできないとし）その瞬間に、強制力を恒常的に用いて

州を国民全体の多数の意志に従わせることをことは初めから放棄してしまったのである。 

ｐ192 

   中略 

上院と下院とのもう一つの相違 

下院議員は人民が任命し、上院議員は各州の議員が選出する。 

一方、直接選挙の産物であり、他方は二段階の選挙の結果である。 
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下院議員の任期は２年しかないが、上院議員の任期は６年である。 

下院は立法機能しかもっていない。司法権に 与
あずか

るのは公務員を告発するときだけであ

る。上院は法律の制定に与り、下院の告発した政治犯罪に判決を下す。のみならず、上

院は国家の最高執行評議会でもある。大統領が締結した条約は上院によって批准されな

ければならず、大統領による公職認定も最終決定は同じく上院の同意を必要とする。 

ｐ192－ｐ193 

州の独立の原則は上院の構成において勝利し、下院の組織では国民主権の教義が勝利

を収めた。  

 ｐ190 

 

民主主義国の多くは二院制を採用している。その理由は代表制に対する不信からき

ている。真に議員が全国民の代表（選挙区の代表ではなく）としての責任を忘れず、

公平かつ慎重な審議が保証されるならば一院制で良いはずであるが、現実にはそうは

ならない。 

合衆国の二院制は、各州が元々ミニ独立国であったという特殊事情によってもたら

された。合衆国が連邦国家として各州が一つになるためには、上院と下院の構成を違

ったものとすることが必要だった。 

  

 

〔コラム８：立法権〕 

実質的意味においては、統治権の作用として法規を定立する権能をいい、形式的意味

では、議会の行う権能、とくに法律を制定する権能をさす。立法権、行政権、司法権

をそれぞれ三つの国家機関に分属させ、その際、立法権を国民の代表機関である議会

に与えるのは、近代国家がもつ共通の特色である。 

 

 わが国の場合、明治憲法の下では、天皇が帝国議会の協賛を得て立法権を行使する

たてまえになっており、法律は議会の議決を経たあと天皇の裁可によって成立すると

された。しかも緊急勅令とか独立命令など、行政機関による立法が広く認められてい

た。これに対し、日本国憲法は、国会を「国の唯一の立法機関」と定めて（41条）、

国会以外の機関による実質的立法を否認すると同時に、国会によって立法が完結する

ことにした。立法国会中心主義、国会単独立法主義といわれる。ただ憲法自身が、権

力分立による抑制・均衡の見地から、若干の例外を認めており、各議院の規則制定権

（58条 2項）、最高裁判所の規則制定権（77条 1項）、内閣の政令制定権（73条 6号）、

地方公共団体の条例制定権（94条）がそれである。しかしいずれの場合も、法律に反

することを定めることはできない。［池田政章］ 

（出所）コトバンクより引用 
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第１３章 独立した司法府 

第一巻上 第八章 連邦憲法について（第１３章） 

独立した司法府 

ノートとコメント 

連邦裁判所について  

最大の困難は連邦政府をどのように構成するかではなく、どうすれば連邦はその法律

をまもらせるかであった。一般に、政府が被治者の抵抗にうちかつ手段は二つしかない。

政府自体の手中にある物理的な力と裁判所の判決が政府に貸す道徳的な力、この二つで

ある。 

ｐ225 

   中略 

裁判の偉大な目的は、暴力の観念に代えて権利の観念におくこと、すなわち政府によ

る統治や物理的な力の行使との間に媒介項をおくことである。 

裁判所の発言に、人が一般に認める力は驚くべきものである。実態がまるで欠けても、

司法形式があるだけで人の信用がえられるほどその力は強い。それは影に肉体を与える。 

裁判所に備わる道徳的な力は、多くの場合物理的な力の代わりとなり、力の行使を限

りなく少なくする。そして物理的な力の発動が必要になったときには、これと結びつい

て効果を倍増する。 

ｐ226 

中略 

それゆえアメリカの立法者は連邦の司法権の創設を決め、連邦の法律の運用と、予め

慎重に定また一般的利害に関わるいくつかの問題の裁定を委ねることとした。連邦司法

権の一切は、合衆国最高裁判所と呼ばれるただ一つの法廷に集中された。だが迅速な処

理のために、これに加えて下級審をおき、これらが重要性の低い訴訟について最終的判

断を下し、重要案件に対しては第一審として決定を下すものとした。最高裁の構成員を

選ぶのは人民でも立法部でもない。合衆国大統領が上院の意見を聴取したのちこれを選

任しなければならない。 

他の権力から独立性を保つように、最高裁判事は終身任期であり、その給与は一度定

められると立法部の統制外とされた。 

連邦司法の設立を原理において宣言することはやさしかったが、その権限を確定する

となるや、数々の困難が生じた。 

ｐ228－ｐ229 

  

裁判の偉大な目的は、暴力の観念に代えて権利の観念におくこと、すなわち政府によ

る統治や物理的な力の行使との間に媒介項をおくことである。         ｐ226 

 

一般に法と権利は同一の言葉として表現される。この場合、法による裁判が政府の

統治や物理的力の行使の間に媒介項になるという。 

  中略 
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他の権力から独立性を保つように、最高裁判事は終身任期であり、その給与は一度定

められると立法部の統制外とされた。 

ｐ229 

 

 連邦司法権の一切は、合衆国最高裁判所に委ねられた。司法の独立性を保つために

最高裁判事は終身任期制で、その給与は一度定められると変えることができなかった。 

 これ等の保障により、最高裁判事は人を見みないで法を見るという遵法精神に則り

裁判に臨むことができた。 

 

最高裁判所が国家の重要な権力機構の中に占める高い地位 

最高裁判所はその権限の性質
、、

において、またそれが裁きうる対象の種類
、、

において、知

られているいかなる裁判所よりも高い位置にある。 

ｐ242 

中略 

アメリカではこの考えが実行された。合衆国最高裁判所は国家にただ一つの最高裁判

所である。 

最高裁は法律と条約の解釈権をもち、海上貿易に関する係争および国際法に関わる問

題一般はその排他的権限に属する。その構成はまったく司法的なものであるにもかかわ

らず、最高裁判所の権限はほとんど政治的だとさえ言えよう。その唯一の目的は連邦の

法律を執行させることであるが、連邦は政府と被治者、自国と外国との関係しか規制し

ない。市民相互の関係はほとんど州の主権によって律せられている。 

ｐ243 

 

連邦憲法はいかなる点で州の憲法よりすぐれているか 

連邦憲法はあらゆる州憲法よりすぐれていると思う。この優越性はいくつかの原因に

由来する。 

連邦の現在の憲法は多くの州憲法の後に初めてつくられたものである。だから過去の

経験を利用することができた。 

ｐ246 

中略 

連邦憲法がすぐれている大きな原因は立法者の人物自体にある。 

連邦憲法がつくられたときには、連合の崩壊が切迫していた。その危険は万人の目に

も見えていた。その窮地にあって人民はもっと愛する人々でなしに、もっと尊敬する人

間を選出したのである。 

すでに示したように、連邦の立法者はほとんどすべて学識に秀
ひい

で、それ以上に愛国心

において目立っていた。 

ｐ247 

中略 

州の立法者は往々にしてこのデモクラシーの本能に身を任せてしまったが、連邦の立

法者は勇敢にもつねにこれと闘った。 
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ｐ249 

中略 

連邦憲法は執行権のすべてをその全責任とともに一人の人間に集中した。大統領に４

年の任期を与え、政権にある全期間の給与を保障した。大統領の周囲にとりまきをつく

り、停止的拒否権も付与した。一言でいえば、憲法は執行権の範囲を慎重に限定した後

で、その内部ではできる限りこれに強力で自由な地位を与えようとしたのである。 

ｐ250 

中略 

連邦政府の行動は州政府よりずっと公正で、ずっと穏健である。その見解はより賢明

で、計画はより持続的でよく練られており、政策の実施も巧妙で一貫性があり、断乎と

している。 

本章（節）を要約するのにほとんど言葉は要らない。 

二つの主要な危険が民主政体の存在を脅かす。すなわち、 

選挙民への立法府の完全な従属と、 

政治の他のすべての権力への集中、二つである。 

諸州の立法者はこの危険の拡大を助長した。連邦の立法者はこの危険をより小さくす

るためになしうることを行った。 

ｐ251 

 

この憲法、これに準拠して制定される合衆国の法律、および合衆国の権限に基づいて

締結されまた将来締結されるすべての条約は、国の最高法規である、各州の裁判官は、

各州の憲法又は法律中に反対の定めがある場合といえども、これに拘束される。 

アメリカ合衆国憲法第六条 

 

最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定

する権限を有する終審裁判所である。 

日本国憲法第 6章司法第八一条 

この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に

関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 

日本国憲法第 10章最高法規第九八条 

 

 以上、合衆国と日本は憲法が国の最高法規である条項を示した。合衆国は明文化し

ていないが最高裁判所が伝統的に違憲立法審査権を保持している。一方、残念ながら

日本では最高裁判所が終審裁判所であると明言しているが、実際面において時の国家

権力の干渉を受ける弱い側面がある。 
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違憲立法制度を支える考え方 

 
イギリス アメリカ 

世界第二次大戦前の
大陸法諸国 
及び(日本) 

裁判所の地位 
法の発見者 法律適合性 

法律適合性の 
判断権者 法律適合性の    

判断権者 
憲法適合性の判断権者 

裁判所が 
判断する対象 

行政が法に従って
いるか。 

行政が法に従っているか 
国会が憲法に従っているか          
行政が憲法に従っているか 

行政権は行政裁判所
で判断。 
但し、日本は廃止。 

議会と
裁判所
への信
頼度 

議会 高い 低い 高い 

裁判所 高い 高い 低い 

理由 

マグナカルタ以来、
人権制度を保障し
てきたのは、法律を
作ってきた議会と
裁判所であった。 

イギリス議会の圧制のため
に立ち上がって独立したと
いう歴史があるから+判例
という形で法規範を作る。 

市民革命以前の裁判
所は国王と結託して
人権侵害の急先鋒を
担っていた。 

立憲主義の確立
過程との関係 

議会中心主義 徹底した権力分立主義 議会中心主義 

法に対する   
考え方 

法の支配 法の支配 形式的法治主義 

（出所）「アメリカ合衆国における法制度の概要」を引用 
http://www.kashiroman.com/lec/etc/usa_sys.htm 

 

「違憲立法制度を支える考え方」表によると、アメリカだけ徹底した権力分立主義

をとっており、主権者であるアメリカ人が立憲主義を確立過程で獲得したものだ。 

日本国憲法に次の条文がある。 

 

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、

その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人

類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに

反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 

日本国憲法前文 

   この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の

成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪え、現在及び将来の国民に対し、

侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 

日本国憲法第 10章最高法規第九七条 

 

合衆国は憲法制定時に徹底した権力分立主義を確立してきたため、国家権力による

違憲立法の策動があっても裁判所の判断が優先する。それ以外の主要諸国は議会中心

主義をとっているため、裁判所の権威が弱く違憲立法を防ぐことが難しい。 

憲法制定時に最高法規であることを規定しても、その後に国家権力が何かと理由を

つけ、ややもすると憲法を蔑ろにすることが起きる。主権者国民は、その都度意志を

示すことで憲法は国民生活に定着してゆく。  
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第一巻上 第七章 合衆国の政治裁判について（第１３章） 

独立した司法府 

ノートとコメント 

政治裁判というのは、政治機関に一時的に裁判権を与えて下す判決のこと 

ｐ171 

中略 

合衆国でも、ヨーロッパと同じように、立法府の二つの部門の一つが告発権をもち、

他方が裁判権を有する。下院が罪人を弾劾し、上院が罰するのである。 

だが、上院に提訴
、、

できるのは下院議員
、、、、

だけであり、しかも告発の対象は公務員に限

られている。したがって上院の権限はフランスの貴族院法廷より限定されており、下

院議員はわが国の代議士より大きな弾劾権をもっている。 

しかし、アメリカとヨーロッパの最大の相違は次の点にある。すなわち、ヨーロッ

パでは、政治法廷は刑法のあらゆる条文を適用しうるのに対して、アメリカでは、被

告の公的資格を剥奪し、将来にわたっていかなる政治職にも任じえないと宣告したと

ころで政治法廷の権限は消え、それからは通常裁判所の仕事が始まるのである。 

ｐ172－ｐ173 

中略 

すでに見たように、公務の罷免とその政治活動の禁止は、ヨーロッパ人では刑罰の

一効果であり、アメリカでは刑罰そのものである。そこから次の結果が生ずる。ヨー

ロッパでは、政治法廷のもつ権限は恐るべきものであり、これをどう活用すればよい

かわからぬこともある。そのため、科すべき刑罰が重すぎるのを考慮して罰すること

自体やめてしまうことさえ起こる。ところがアメリカでは、人を悲嘆に暮れさせるほ

どの刑罰ではないから、その前で尻込みすることもない。政敵から権力を奪うために

これを死罪に処すのは、誰の目にもおぞましい暗殺である。権力を持つ資格がないと

敵対者に宣告して、これから権力を取り上げ、自由と生命とは残してやれば、それは

政争の当然の帰結に見えるであろう。 

ｐ278－ｐ279 

中略 

それゆえ、合衆国では、政治裁判は一見恐ろしいものではないだけに、一層大きな

影響を社会に及ぼしている。それは直接被治者に働きかけはしないが、多数者を完全

に為政者の主人とする。それは立法者に危機の日にしか使えない巨大な権力を与えて

はいない。しかし、毎日でも使える穏やかで規則的な力の行使をこれに許す。力は小

さいとしても、反面、使用はより簡単で、乱用もしやすい。 

ｐ179 

  

日本の政治裁判について、司法審査の対象となるか否かについて、しばしば統治行

為論が持ち出される。 

統治行為論とは、「国家統治の基本に関する高度な政治性を有する国家の行為につ

いては、法律上の争訟として裁判所による法律判断が可能であっても、これゆえに司
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法審査の対象から除外すべきとする理論」である。これは時の国家統治の必要性を理

由に、国政上で超法規的な政治判断を認めるもので立憲主義から外れる問題がある。 

 

第一巻上 第六章 合衆国における司法権とその政治社会に対する作用につい

て（第１３章）  

独立した司法府 

ノートとコメント 

アメリカ以外に地にも連邦制はこれまでに存在した。新世界の沿岸地域にほかにも

共和国は見られた。代議制はヨーロッパのいくつかの国で採用されている。だが現在

に至るまで、アメリカ人とおなじように司法権を構成した国民はどこにもないと思う。 

合衆国で外国人が一番理解しにくいのは司法組織である。ここでは、いわば、政治

上のどんな出来事に際しても、裁判官の権威を呼び出す声が聞こえる。そこで当然、

外国人は、合衆国では裁判官が主要な政治勢力の一つであると結論する。ところがい

ざ裁判制度を調べてみると、裁判官は見たところ、司法上の権限と慣例しかないこと

が分かる。外国人の目には、司法官が政治に関わるのは偶然にすぎないように見える

のである。ところが、その偶然が毎日繰り返される。 

ｐ157－ｐ158 

  中略 

それはどこから来るのか。アメリカの裁判官は他国の裁判官と同じ枠の中で動き、同

じ手段しか用いない。それでいて後者のもたない力を彼が有するのはなぜか。 

その原因はただ一つの事実に存する。すなわち、アメリカ人は裁判官に法律というよ

り憲法
、、

に基づいて審判する権限を認めたことである。換言すれば、憲法に反すると思わ

れる法律はこれを適用しないことを裁判官に認めたのである。 

同様の権限を他の国の裁判所も何度か要求してことがあるのは承知している。だがそ

の要求が認められたことは絶えてなかった。アメリカでは、これがあらゆる権力によっ

て承認されている。この点に異議を唱えるどんな党派もなく、一人の人間さえいない。

この点の説明はアメリカ諸州の憲法の原理それ自体にあるはずである。 

フランスでは、憲法は不動の作品であり、少なくともそうみなされている。いかなる

権力もこれを変えることはできない。これが一般に受け入れられた理論である。 

イギリスでは、議会に憲法修正権が認められている。したがって、イギリスでは憲法

はいつでも変わることがある。というより、憲法はなきに等しい。議会は立法機関であ

ると同時に憲法制定機関でもある。 

アメリカでは、政治理論はもっと単純でもっと合理的である。 

アメリカの憲法はフランスにおけるように不動のものとみなされていない。だがイギ

リスにおけるように、社会の通常の権力によって修正することもできない。憲法は特別

の作品であり、全人民の意志を代表して、一般市民とおなじように立法府の議員も拘束

するものだが、予め規定された場合に、所定の手続きに従うならば、人民の意思によっ

てこれを改めることができる。 

アメリカでは、それゆえ憲法は変わりうる。だがそれが存在する限り、憲法こそあら

ゆる権力の源泉である。支配の力はそこしかない。 

これらの違いが、前述の三国における司法機関の地位と権限にいかなる点で影響せざ

るをえないかは、たやすく分かる。 

ｐ160－ｐ162 

中略 
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アメリカでは国民はいつでも憲法改正によって司法官を従わせることができるから、

このような危険は恐れるに足らない。この点で政治は論理と一致しており、人民も裁判

官もそれぞれ固有の権利を保持している。 

裁判官が憲法に反するとみなしている法律が合衆国の裁判所で援用されると、裁判官

はその適用を拒むことができる。この権力こそアメリカの司法官だけがもつ唯一の力で

あるが、そこから巨大な政治影響力が生じる。 

実際、司法による検討を長期にわたって受けずにすむような法律はごく少ない。なぜ

なら、何一つ個人の利益を害することなく、したがって、訴訟当事者が法廷で援用しえ

ず、そのすべきでないという法律は滅多にないからである。 

そして、一つの訴訟で裁判官が援用を拒んだその日、その瞬間から、当該の法律は精

神的強制力の一半を失う。その法律のために損害をこうむった人々はこれに従う義務を

逃れる手段の存在を知らされる。訴訟が増え、法律は無力になる。こうなると、次の事

態のどちらかが起る。すなわち、国民が憲法を変えるか、立法部が法律を廃するかどち

らかである。 

アメリカ人はだから裁判所に巨大な政治的権力を付与した。だが、司法上の手続きに

よってのみ法律を攻撃するように強制することで、司法権の危険性を大幅に減らしたの

である。 

ｐ163－ｐ165 

中略 

だが、アメリカの裁判官は意図に反して政治の場に引き出されるのである。彼が法律

を裁くのは、裁くべき訴訟があるからにすぎず、訴訟に判決を下さぬわけにいかない。

政治的問題の解決が訴訟当事者に利害に密接の関わるとき、それについての判断を回避

するということは、裁判を拒否することになるであろう。裁判官は司法職に厳しく課さ

れた義務の遂行を通じて、市民としての行為をなすのである。たしかに、このような形

で裁判所が立法について行う司法審査は、すべての法律に無差別に及びはしない。なぜ

なら訴訟という明白な形式で異議申し立てがなされるはずのない法律もあるからである。

そうした異議申し立てが可能であっても、法廷に提訴しようとは誰も思わないというこ

とも考えられる。 

アメリカ人がこの不便を感じたことはしばしばあるが、すべての場合に有効な対策を

講じてかえって危険を招くのを恐れて、対策は不十分なままにおかれた。 

アメリカの裁判所に認められている違憲立法審査権は、固有の限界を出ることはない

が、政治的合議体の暴政に対してかつて立てられた防壁の中でも、もっとも強力なもの

の一つである。 

 

 アメリカは、市民革命により三権分立の政治制度を受け入れ民主主義国となった世

界最初の国である。主権者は国民であるという意識が全国国民に行き渡っている。裁

判官は、いわば国民の代理人として、文字通り単純明快に憲法に則り法律を解釈して

裁判を行う。ここにはヨーロッパ諸国のように、裁判官は国家権力に忖度しない。 

 

最高裁以外の下級裁判所であっても、憲法に反すると思われる法律はこれを適用し

ない、という違憲立法審査権が認められている。そこから巨大な政治的影響力が出て

くる。ここでは憲法解釈で国家権力に忖度する統治行為論は生まれない。 

 

アメリカの裁判官に認められているその他の権限 
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アメリカのような自由な国民にあっては、いかなる市民も公務員を通常裁判所に告発

することができ、いかなる裁判官も公務員を断罪できる。この点はわざわざ断る必要が

あるだろうが、それほど当然のことである。 

執行権の行使者が違法行為をなしたとき、裁判所がこれを罰するのを認めるのは裁判

所に特権を付与することではない。これを禁ずることの方が裁判所の当然の権利を奪う

ことになる。 

ｐ167 

 

 ここの公務員とは立法、行政、裁判所で国民に奉仕する立場のすべての人間を指す。

公務員たる裁判官は、その職責にしたがって執行権の行為者・国地方自治団体の首長

を告発し、断罪することは当然の権利である。 

 

第１４章 立憲主義 （第一巻上下に該当箇所なし） 

 

第１５章 政府の説明責任 （第一巻上下に該当箇所なし）  

 

〔コラム９：説明責任〕 

 そもそもインターネットで「政府の説明責任」を検索してもヒットしない。そこで

「説明責任」と検索したところ、ウイキペディア・フリー百科事典にて次の文章が掲

載されていた。 

 

説明責任（アカウンタビリティー）とは、政府・企業・団体・政治家・官僚などの、

社会に影響力を及ぼす組織で権限を行使する者が、株主や従業員（従業者）、国民と

いった直接的関係をもつ者だけでなく、消費者、取引業者、銀行、地域住民など、間

接的関わりをもつすべての人・組織（利害関係者/ステークホルダー）にその活動や

権限行使の予定、内容、結果等の報告をする必要があるとする考えをいう。 

 

元来はアメリカにおいて 1960年代に政府のような公共機関による税金の出資者で

ある国民への会計上の公金の使用説明について生まれた考え方である。後に公共機関

だけでなく、株式会社が出資者で株式所有者である株主に対し資産の使途について説

明するように拡大された。さらに、次のとおりに拡大されている。 

1.説明が求められる主体が、広く社会に影響をもちうる活動を行う団体に拡大された。 

2.説明する内容が、金銭の使途に限られず、活動の予定、権限行使の合理的理由など

に拡大された。 

3.説明が求められる対象も、広く利害関係者（ステークホルダー）まで拡大された。 

 

その結果、現在の日本では定義のように理解されている。説明責任は、パブリック・

リレーションズの一要件でもある。井之上喬によると、パブリック・リレーションズ 

(PR) は、「倫理観」に支えられた「双方向コミュニケーション」と「自己修正」をベ
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ースとしたリレーションズ（関係構築）活動であり、「説明責任」という要件が欠落

すると、PR は本来の機能を果たさない。何故ならば、相手の理解と納得を得られな

ければ双方向性のコミュニケーションは成立しないであろうし、倫理観に欠けた行為

からは、相手の理解と納得を到底得ることはできない。説明責任を果たしていくため

にはパブリック・リレーションズというフィルターをクリアしなければならないとし

ている。 

 

日本においてこの言葉の普及に貢献した者の一人として、カレル・ヴァン・ウォル

フレンが居る。ウォルフレンは 1980年代末から 1990年代に刊行された『日本 権力

構造の謎』をはじめとする日本社会への一連の警書にて、タブーを量産し談合におも

ねる社会体質を批判する際、この言葉を多用した。 

（出所）ウイキペディア・フリー百科事典を引用 

 

 

アメリカに住む三つの人種について 

トクヴェルは『アメリカのデモクラシー』第一巻上下の下の第十章に「合衆国の国土に

住む三つの人種の現状と予想されるその将来に関する若干の考察」と題してｐ264-ｐ

419を割き三つの人種について記述している。 

 

三つの人種とは、新大陸アメリカにヨーロッパから移住してきた白人とアメリカ・

インディアンと呼ばれた先住民、アフリカから奴隷として拉致されてきたアメリカ黒

人を指す。本論第一巻上下目次で断ったように、今回は、この二つ重大問題を本テー

マから外し、別途にとり上げることにする。 

 

 但し、下記別冊資料編にて、参考に関連資料を添付した。 

アメリカ・インディアン  

  別冊資料編 13 小史（冨田寅雄）、14 年表（森松幹治） 

アメリカ黒人 

別冊資料編 15 解放史（本田創造）、16 年表（森松幹治） 


