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ジョン・アダムズの「混合政体論」
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序論問題の所在

1787年に，アメリカ憲法の擁護を目的とする二

つの論文が発表された。一つはジェイムズ・マディ

ソン，アレクザン夕、一・ハミノレトン，ジョン・ジェ

イによる『ザ・フェデラリスト』であり，いま一

つはジョン・アダムズの「アメリカ諸邦憲法擁護

論」である。発表当初，両者の評価は桔抗してい

たヘしかし歴史的に振り返るならば，前者がアメ

リカ政治哲学の古典として勝利したのにたいし，

後者はアメリカ的風土には妥当性を欠くものとし

て，あまり省みられることのないものとなった。

アメリカ政治思想史におけるこうした評価の理由

は，前者が 19世紀以降のアメリカ連邦共和政の姿

を正確に予見しているのにたいして，後者は 18世

紀的政治観に依存していたために，アメリカ史に

おける妥当性を失ったのであるというのが，いわ

ば通説となっている (2)。

ここでいう '18世紀的J，'19世紀的」とは，社

会と政府の関係をめぐる見方の違いを示してい

る。 '18世紀的」政治観とは，有機体的な代表観に

基づくものであり，政府を社会と一体のものとみ

なす。すなわち社会に存在する様々な利益を国王，

貴族，庶民といった身分を通して一つの審議機関

に代表せしめ，ある特定利益がそれ以外の利益を

抑圧しないように相互に抑制均衡せしめることに

よって自由を確保しようという考え方である。こ

の思想はギリシャ人が発見しルネッサンスによっ

て再発見された政体循環論とそこから導かれた

「混合政体論」を起源とする(九

これにたいしてここでいう '19世紀」的政治観

とは，もはや統治体を社会と一体のものとは見な

い。政府は社会を体現したものではなく，制限さ

れた機関であり，その権力は行政，立法，司法と

いった機能によって分割され，その全権力は全人

民に由来し，人民に対して責任を持つ存在である。

このような政府観を形成する政治理論は社会契約

論的な考え方であるが，このような社会契約とい

うものが可能になる前提には， トクヴィルのいう

'12世紀以来進行してきた諸階級の平等化」が存
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在する(九つまり「混合政体論」的な統治において

なされる「契約」とは身分を前提とする支配服従

契約であるのにたいして，社会契約によって統治

機構が形成されるためには，諸階級が平等でなけ

ればならないへこのような近代的政治観は，その

建国の始めからヨーロッパのような伝統によって

形成された隔絶した身分秩序をもたないアメリカ

において最初に姿を現したものである。

このような政府における代表観は，もはや混合

政体論における代表観とは根本的に異なるものに

なる。混合政体論においては，人民は統治体の「民

主的部門」を通して代表される存在であったが，

この新たな政治理論においては人民は政府機構の

全権力の源泉として政府の外に存在し，政府機構

の代表は全人民にたいして責任を負う存在とな

る。

以上のような '18世紀的」政治観と '19世紀

的」政治観の端的な違いは，権力分立の理解の違

いに現れる。すなわち前者がいう権力の分立とは，

一者，少数者，多数者の聞における権力の分立で

ある。一方後者における権力の分立とは，行政，

司法，立法の間の機能論的な権力の分立である。

混合政体論的な政治観と近代的政治観を制度論的

に隔てるものは，権力分立論である(的。

ゴードン・ S・ウッドは，ジェイムズ・マディ

ソンらによって示された『ザ・フェデラリスト』

はこの政治理論の革命を正確に予見していたのに

たいして，ジョン・アダムズはこのアメリカの現

実およびそこから発展する近代的なアメリカ政治

理論の登場を理解することができず，あくまでも

'18世紀的」混合政体論的政治観によって政治秩

序を形成することに拘泥していたため，アメリカ

政治史において，妥当性を欠く存在となっていっ

たと主張する(九

しかしながら，その「近f¥'性」で名高い「ザ・

フェデラリスト』を詳細に読むと，この通説には

疑問を感じざるを得ない。すなわち『ザ・フェデ

ラリスト』は政府観・代表観において，本当に 18

世紀的性格を脱したものであるのか，という疑問

である。例えば，アレクザンダー・ハミルトンに



よる rザ・ブェデラリスト』第 35編「輸入関税

に限定した場合の不公平」という論文に示される

政府観は商業的利益と農業的利益との抑制均衡を

はかること，それら両利益の調停者として大統領

が必要であることを説いている(九すなわち商人

はアメリカ社会の商業的利益の全体を代表し，土

地所有者は同様にアメリカ社会の農業的利益全体

を代表し，その両者の仲裁者として，アメリカ社

会全体の利益を代表する大統領が存在するという

構図である(町。

このようなハミルトンの代表観は，多元的利益

を「市場均衡」的に抑制均衡させる我々のアメリ

カの近代的政治像とは異なるものである。確かに

それは，ヨーロツパにおける混合政体論とは同じ

ものではないが，この第 35編におけるハミルトン

の思索は，ヨーロッパ型の階級をもたないアメリ

カにおいていかにして「混合政体」を実現するか

に注がれているという点は今日まで意外と見落と

されてきている (10)。

アメリカ建国の指導者たちは，啓蒙主義の時代

の最後の世代に属する教養人であった。彼らは教

養人であるがゆえに，古典的教養の思考様式，す

なわち「混合政体論」の教義に拘束されていたと

みるのがむしろ自然なのではないだろうか。例え

ばハミルトンは，選挙された代表を通した人民の

政府への参加は，政府の民主的部門を構成す

る}11)とも言っている。この言葉が示すように，こ

の時代は社会秩序を構成する要素を人数と性質に

よって分類し，それを統治勢力として政府に取り

込み，互いに抑制させるという混合政体論が政治

理論の理想とされていた。英国国制が権威をもっ

ていたのは，この構成が適切にはかられていると

みなされていたからであり，アメリカ人が英国の

政策に反抗したのは，英国のロイヤル・ガヴアナー

が植民地の混合システムを破壊し，民主的部門に

重大な侵害を加えたからである，という混合政体

論に立脚する主張からであった(1九

そうであるならば，これまで '18世紀的」とみ

なされてきたジョン・アダムズの混合政体論もま

た，単純に '18世紀的」であると切って捨てるわ

ジョン・アダムズの「混合政体論」

けにはいかない，アメリカ」的な'性格をもつもの

なのではないかという論点が生まれる。このアダ

ムズの混合政体論そのものの検討は第三章以降で

なされる。

ジョン・アダムズは，同時代のアメリカ人のな

かでは，政治に関する考察をもっとも体系的に

行った人物であり，州政治においてはマサチュー

セッツ憲法を起草し，連邦政治においては第二代

大統領に選出された重要な政治家であった。本論

文はこのジョン・アダムズの混合政体論を通して

反英抗争以降のアメリカ建国史を考察し，当時の

アメリカ憲法起草者たちの思考様式に新たな光を

当てることを試みるものである。ジョン・アダム

ズは，失われつつあった '18世紀的」な世界の言

葉で語ったがゆえに，言説としては彼の共和政論

は時代とずれていくものの，彼の混合政体論には，

連邦憲法のもとで制度化されたアメリカ連邦共和

政の設計図を読み込み得るということ，そしてこ

んにち理解されているように連邦憲法制定にとも

なって三権分立が確立したのではなし少なくと

も，デモクラシーが連邦レベルで実現されるよう

になる 19世紀前半までは，アメリカ共和政は機能

論的な三権分立ではなく混合政体論的に読み取り

得るという視点を提示する。

そのための柱となる論点は，アメリカ連邦共和

政の二院制の政治理論である。この二院制に結実

した政治理論こそが，アダムズの混合政体論の連

邦共和政への貢献を直接に示すものであることを

論証したい。

第一章 1763年以降の反英抗争史とジョン・アダ

ムズ

第一節前期植民地統治体制の終駕

英国による植民地統治体制は，長期にわたり

様々な変遷をとげてきた。この変遷のあとを北米

植民地から見た場合には，初期の入植・玉領化か

ら1763年の 7年戦争の終結までと， 1763年から

1776年の独立宣言までの二つの期間に分けるこ

とができる。本論文では，前者を前期植民地統治

体制とよび，後者を反英抗争期とよぶ。北米植民
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地人を反英抗争に駆り立てたのは，英国の植民地

統治体制の変化であった。ではこの 1763年に終荒

した，前期植民地統治体制はいかなるものであっ

たのだろうか。アメリカ革命が I本来の状態の回

復」を目指す，古めかしい「革命」であったとす

るならば(11回復すべき状態とはこの前期植民地

統治体制のなかに見出されるはずである。すなわ

ち Iイギリス人の自由」として北米植民地人が受

容してきたものが存在したはずである。

この期間のイギリス領北アメリカの所有者はイ

ギリス国王であった。実際にはその国王の植民地

行政を決定するのは枢密院であり，つまりは「枢

密院における国王」が北米植民地の主権者であっ

た。枢密院は政策決定およびその執行を指示し，

各植民地議会を通過した立法を審査した。また一

方で植民地人にとっては，枢密院は訴訟における

最終機関として，司法的役割をも有していた。そ

して北米植民地にとって最も重要なのは，それが

植民地の基本法である特許状，総督への訓令の発

効元でもあったことである (14)。

この枢密院のもとには，商務院(1696年設置)

がおかれ，植民地に関する情報の収集，報告書の

作成，政策の提言を行っていた。商務院はもとも

と航海法の実施のために設置された機関である

が，植民地統治においては強力な行政機関として

存在した時期と，情報収集機関としてのみ機能し

た時期がある o なかでも， 1748年のハリファック

ス伯爵が商務院総裁をつとめた時期は活発な動き

を見せ，商務院は内閣の一角を構成した。

内閣は 18世紀までには，国王を補佐する機関と

して成長をとげていた。その内閣において商務院

と植民地行政を分掌したのは，南国務省である O

南国務省は南ヨーロッパとの外交および，アイル

ランド，アメリカの諸植民地の問題を扱う担当省

であった。つまり，植民地問題は，この南国務省

と商務院が直接担当するようになっていた。 1768

年になると植民地省が設置され，この両者の役割

を引き継ぎ，特に独立戦争においては中心的役割

を果たしていくようになるが，前期植民地統治体

制の主役は，商務院と南国務省である(1九
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植民地における密輸と税関取締りのための出先

機関は，海軍省のもとにある副海事裁判所であっ

た。後にこの副海事裁判所の裁判機能が強化され

たとき「コモン・ローJ，Iイギリス人の自由」と

いった観点から，ジョン・アダムズらはこの機関

を問題とするようになるo しかし，この機関は前

期植民地統治体制下にあっては I有益なる怠慢」

といわれるようにあまり厳しい活動をしていな

。
)
 

6
 

1
 

(
 、J

】

ν

一方北米植民地には，国王に任命された総督が

赴き，国王の代理人として植民地での行政を担い，

立法府としては上院的存在として評議会が，下院

的存在として植民地議会が置かれていた。評議会

員は国王に任命された存在ではあるが，植民地人

も多くを占め，植民地議会は植民地人から投票で

選ばれた人々が議院を構成していた(1九

では，この時期の英本国議会は植民地政策に対

してはどのような姿勢をもっていたのだろうか。

本国議会は航海法の制定以降植民地の海運と貿易

に関しては政策決定に参加していた。しかし基本

的には植民地は国王の所有物であり，本国議会は

英本国の統治にもっぱら関心を集中していたと

言ってよい。つまり，北米植民地側から見るなら

ば，植民地と国王の聞の関係は特許状で結ぼれた

独自の関係であり，ここでは本国議会はいわば，

部外者であった(18)。

北米植民地人のこの経験は.1763年以降本国議

会が植民地政策に自己主張を強めたとき重大な意

味を持つことになる。この前期植民地統治体制こ

そが，後に反英抗争の指導者たちが主張する I同

じ国王を戴く，対等な議会J. I同君連合」として

の英連邦という考え方の歴史的根拠となるのであ

る(19)。

以上のように I植民地統治体制」といってもそ

の規制は緩やかなものであり，現実の本国による

統治は，事実上植民地人の同意に基づくものと

いってよかった。すなわち，植民地人にとっての

コモン・ローとは I特許状」という「文書」によっ

て保証された「自治」の権利であり I同意」の原

則であり I国王にたいする」義務でトあり，英本国
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議会との「対等な関係」であった(2九 また新たに獲得した新領地にすむフランス側に

しかし，このような北米植民地人の英連邦理解 立っていたインディアンの存在も懸念材料であ

とは別に，この前期統治体制の聞に英本国におい り，軍隊の増派が必要と感じられたが，それにも

ては独自の動きが進行していた。この動きは 費用が必要でーあった。そのため英国は植民地統治

ピューリタン革命によって 1649年 5月 19日に通 の費用の一部を植民地に負担させる方針をたて

過した「共和政宣言」に始まる。「共和政宣言」は た。そのため，英国議会は 1764年にアメリカ歳入

次のように宣言する。 法(砂糖法)， 1765年に印紙税法を通過させて税収

の増加を目指した(2九

現在の議会およびその権威によって，次のこ

とが宣言されるべきである。英国およびすべて

の英国の支配領域に住む人々は，一つのコモン

ウェルスとフリー・ステイトを構成し，創造し，

確立し，主張する。そして今後は国王や貴族で

はなしこのネイションの至上の権威である議

会における人民の代表と人民の善のために任命

された官吏や大臣によって統治されるべきであ

る(21)。

この共和政宣言は 1660年の王政復古により

チャールズ 2世が即位することにより消滅する

が，英国の議会主権の流れはこのときから本格的

に始まるようになる。そして 1688年の名誉革命に

よって，議会の権限は増大していく。そしてそれ

までは国王の立法にたいするコモン・ローの審査

機関であった議会は，自ら本格的な立法機関へと

成長をとげる O しかも，もともとはコモン・ロー

を判定する議会が立法府としての存在感を強める

ことによって，議会の立法がすなわちコモン・ロー

であるという慣行が次第に形成されていった。

ただし，この流れはきわめて緩やかに進行した

ので，北米植民地にとっては深刻な問題として浮

上してはこなかった。しかし 1763年に 7年戦争が

終了し，フランスの脅威が去った北米植民地の統

治に英国議会が乗り出したとき，この大西洋両岸

の認識の違いが深刻な問題として浮上する。

7年戦争の終結によって，英国はフランスから

カナダ，ルイジアナを獲得し，スペインからフロ

リ夕、を獲得する。この新領地を統治するためには

新たな費用を捻出しなければならなかったが，長

い戦争直後の英国にはそれは容易ではなかった。

一方，北米植民地側にとっては，まさに北米大

陸からフランスの脅威がなくなったということ

が，英本国への軍事的依存からの解放を意味して

いた。それだけに 7年戦争後の一連の課税立法に

たいする植民地側の反発は増大しつつあった。こ

れら一連の課税立法は，英連邦内での通商貿易で

はなく，英国の歳入を増やすために植民地内に課

税した点にこれまでとは異なった性格があった。

しかもこの新しい課税は，課税される当事者であ

る植民地人の同意を得ていなかった。この植民地

人の反発の根拠となった「代表なければ課税なし」

という言葉をめぐる，大西洋両岸の対立について

の踏み込んだ分析は次節に譲るとして，本節では

この時期に北米植民地と英本国の対立を決定づけ

た「宣言法」について考察をしておきたい。

予想、を上回る北米植民地側の激しい反対運動に

直面した英本国は，印紙税法を推進したジョー

ジ・グレンヴィル内閣にかわってロッキンガム侯

爵を指導者とする内閣が成立したのを期に， 1766 

年3月同法を撤回した。そしてその撤回と同時に

以下のような '1766年の宣言法 (DeclaratoryAct 

of 1766) J を制定した。

最近，陛下のアメリカ植民地における諸代議

員は，違法にも彼ら自身が又は植民地議会が各

自の植民地における陛下の臣民に対し課税専権

を有することを主張した。そしてこの主張に基

づいて，国会の立法権を毅損し且つ大英国の国

王に対する該植民地の従属に抵触する表決，決

議及び命令を可決したるをもって……ここに

…アメリカにおける前記植民地は大英帝国の

国王及び国会に対し従来も従属してき，現に従
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属しており且つ当然に従属すべきであること

じ陛下は国会内の貴族院及び庶民院の協賛を

経て，大英国国王の臣下たるアメリカの植民地

及び人民を，いかなる場合にも拘束する，充分

なる強制力と効力とを有する法律を制定する完

全なる権限を，従来有してき，現に有しており

Eつ当然に有すべきこととを宣言する。

二，さらに，前記の如き法律を制定する国会

の権限を否認し，あるいは問題とした上記諸植

民地における一切の決議，表決，命令及び議事

はすべての目的に対し全く無効で、あることに

よって，ここに前項の権限に基づいてその無効

たることを宣言するものである (23)。

この「宣言法」に示された英国議会の英国国制

における地位についての認識は，植民地人の見解

と真っ向から対立していた。すなわちここには英

国議会こそが英帝国において主権を有する存在で

あり，その立法は植民地を一方的に拘束するもの

であり，国王もまた貴族院，庶民院と同様に英国

議会に属する存在であるという認識が示されてい

た。以後， 1774年まで英本国と北米植民地の対立

は本国議会の立法に対する植民地人の抗争という

形で展開し，その英国国制についての理解の違い

によって，次第に，武力衝突，独立宣言へと発展

していったのである。次節では英国国制をめぐる，

英国側とアメリカ側の理解の違いをジョン・アダ

ムズを中心に論じてみたい。

第二節英国国制をめぐる帝国論争と反英抗争理

論の形成

ジョン・アダムズは英国にたいする抗議を終始

憲法的な観点から進めていった。そこから彼は

1763年から 1774年の聞に発布された英国の対植

民地諸立法のうち r宣言法」こそが植民地人の自

由にたいする最大の脅威だと考えた。そのため，

彼は， 1765年には教会法と封建法についてJを

発表し，マサチューセッツにおいては「ブレイン

トリー訓令書」の中で，英帝国内における北米植

民地の憲法的地位に関し，自説を展開している O
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しかし本節ではこれらの諸説をふまえて，アダム

ズが後:にまとめた wノヴァングラス」を中心に，

彼の反映抗争指導と革命理論の形成のための出発

点について検討するとしよう。

1775年に発表された『ノヴァングラス』は，帝

国としての英国国制の起源，性質，その管轄領域

を体系的に描くことを試みたものである (24)。そこ

における論点は四つある。第一に「英国議会の権

威はすべての場合に植民地に及ぶか」。第二に「植

民地は誰にたいして忠誠義務を負うかJ，とくにこ

の場合では，王権・国王にか，王国・議会にかの

どちらか。第三に英国国制を変質させた責任は，

英国議会にあるのか北米植民地にあるのか。そし

て第四に 1688年の革命における合意は，はたして

アメリカにも適用できるのか否かである。本章に

おいては，そのうち第一，第二，第三の点につい

てのアダムズの主張を検討し，第四の論点につい

ては次章にゆだねることとする。

『ノヴァングラス」は，英国側の英国国制理解に

たいする反論として書かれた。アダムズは英国側

の主張を代表するものとして，ダニエル・レオナ

ルドの見解をあげている。そこで，ここではまず

レオナルドの主張を検討してみたい(2九

レオナルドは，英国と北米植民地の関係につい

て一つの有力な歴史認識を展開している。彼によ

れば，北米植民地は歴史上常にブリティシュ・ス

テイトと帝国の一部であったという。彼によれば，

一つのネイションが，ある遠くのカントリー

を所有し，そこに人を住まわせたとき，そのカ

ントリーは，たとえそのネイションの本土や本

国から離れていたとしても，当然にそのステイ

トの一部となる (2九

そして，レオナルドは，帝国の一部であるウエ-

lレズやアイルランドが，現に英国議会の権威に

従っている事実を挙げる。この両地域が，実際に

英国議会に代表を送っているかいないかは，彼ら

が議会に代表されえているかどうかには関係な

い。北米植民地もこれらの地域とまったく同様な



立場にある。つまり，北米植民地も英帝国の一部

であり，それゆえ英国議会の権威に当然服すべき

である。その際には，他の植民地と同様に議会に

代表を送っているかいないかは，北米植民地が議

会で代表されているかどうかには，何の関係もな

い，というわけである (27)。

この主張の背後には，英国で形成された代表の

性質をめぐる重要な政治理論が潜んでいる。すな

わち，実質的代表の理論である。かつて，印紙税

法にたいする猛烈な抗議のさなか，植民地人は「代

表無ければ課税されず」として，自らが代表を送っ

ていない英国議会において通過した印紙税法の適

用を拒否した。実質的代表の理念は，こうした植

民地側の動向にたいして，示されたものである。

その主張は次のようなものである (28)。

まず第一に，北米植民地は庶民院の代表を選ぶ

わけではないが，疑いもなく英国の一部であり，

選挙における発言権はなくとも，プリテンに住ん

でいる人々がそうであるように英国議会において

代表されている。第二に I英国議会に代表される」

という場合，当然に選挙が付随するわけではない。

英国においてもマンチェスターやパーミンガムな

ど，選挙権を持たない地域は存在するのであり，

それでも彼らが英国人であることにかわりは無い

し，税も負担している。植民地人はこれらの，選

挙を通して代表者を英国議会に送っていない英国

人と同じ立場なのであるという主張である。この

実質的代表の論議を支えていたのは，英国人は

様々な立場の違いにかかわらず，根本的に共通の

利益によって結ばれ，本質的に一つの統一的秩序

をもっているという仮定であった(29)。

またレオナルドは，以上のような歴史的説明か

らさらに踏み込み，理論的にみても植民地は，英

国議会の「主権」のもとになければいけないと説

く。なぜなら，同じステイト内に，二つの独立し

た至上の権威は存在し得ないからである。すなわ

ち国家内の国家(Imperiumin Imperio) などは

論理矛盾であるという。もし北米植民地が英帝国

の一部をなすならば，当然その至上の権威である

英国議会に服さなければならない。各植民地がそ

ジョン・アダムズの「混合政体論」

れ自身の議会をもっていることは事実であって

も，それは副次的なものであり制限されたもので

ある。レオナルドによれば，以上のような考え方

こそが国制についての伝統的な理解であり，それ

を否定する考え方はまさに国制にとって新奇なも

のであるということになる (30)。

そして，このような国制理解を正当化する論拠

として，レオナルドは名誉革命論を展開する。彼

によれば，名誉革命を経て「国王」の性格は変化

したのである。つまり国王の地位は，かつての独

立した専制権力から社会の一階級として，英国の

混合的国制に調和するものとなった。それはすな

わち「英国議会内の国王」である。だとするなら

ば I英国議会内の国王」への忠誠を否定すること

は，名誉革命の精神を否定することを意味する。

仮に北米植民地人が主張するように Iグレイト・

プリテンの国王」という人格にのみ忠誠を負うな

らば，英帝国には再び絶対王政が生まれるだろう

というのがレオナルドの主張である(31)。

以上のレオナルドの主張は， トーリー的という

よりは，まさしく英国ホイッグの革命の原則に則

したものであった。つまり 1688年のホイッグは，

国王の恋意的な立法からコモン・ローを守るため

に戦ったのであり，それゆえ名誉革命によって成

立した現在の英国議会はその革命の精神に立脚し

ている。英国議会はホイッグ的なものであるので，

その立法はそれ自体英国国制なのである，という

のがレオナルドの主張の帰結であり，それはまた

植民地との対立において，英本国のとった立場で

あった。それは，宣言法が，印紙税法の廃棄と同

時に制定されたことにも示される。すなわち，英

国側としては，印紙税法の廃棄は，全く政策的見

地から決めたことであって，それは断じて，英国

議会による植民地課税権を否認する植民地側の主

張を容認したものではないということを明確にす

る目的で，制定されたものである (3九「宣言法」の

背景にはこうした，英国側の英国国制の理解が存

在していた。

アダムズの『ノヴァングラス』は， f可よりもま

ず，この英国側の主張に挑戦する体系的反論で
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あった。まず彼は，北米植民地が英国議会の支配

下にあるという英国側の認識を否定する歴史観を

示す。アダムズによれば，ほぼすべての北米植民

地は，ジェームズ一世の即位と英国・スコットラ

ンドの両王権の統合 (1603年)以後かつ 1688年以

前に設立された。それゆえ，ほとんどの北米植民

地にとっては，英国議会内の国王J '英国議会の

主権」という概念はあずかり知らない話だという

のである。さらにはっきりしているのは， 1603年

から 1688年の聞には，英国とスコットランドの聞

には一つの王権 (unitedCrown)は存在していた

が，統合された議会 (unitedParliament)などは

存在していなかったということである。つまり，

各ネイションはそれ自身の立法部をもっていた

が，同時に国王を共有していたというのが歴史的

事実であるというわけである O それゆえ，英国人

がスコットランドの議会に何らの忠誠義務を負っ

ていないのと同様に北米植民地人も英国議会に何

らの忠誠義務も負つてはいない(問。マサチュー

セッツの特許状の授与者であるチャールズ一世

は，英国の君主でありかつマサチューセッツの君

主であるというのがアダムズの示した歴史認識で

ある。

また，アダムズは，ダニエル・レオナルドらが

いう，植民地は英帝国の一部である」という主張

も，完全な誤りであるとする。なぜなら，英帝国

という言葉自体はコモン・ローにはそれまで存在

していなかったからである例。それでももし植民

地人が英国臣民として，英国議会に忠誠を求めら

れるならば，植民地人は英国議会の第三身分(庶

民院)において代表されなければならない。なぜ

ならば，そもそも英国議会は植民地においてこれ

まで何らの至上権たりえていなかったうえに，ー

エーカーも代表されていない英国議会に従うなら

ば，イギリス人の自由」にとって最も重要な「同

意の原則」を否定し，英国の国王，貴族，庶民が

構成する英国議会という寡頭支配に隷従すること

を意味してしまうからである。

さらにアダムズは北米植民地の位置づけをアイ

ルランドやウエーノレズから類推することの誤りを
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指摘する。彼によれば，北米植民地とアイルラン

ドやウエールズは根本的に成り立ちが違う。ウ

エールズは，英国議会に代表を送るのを条件に王

国に併合されることに同意した地域であり，アイ

ルランドは代表を送る権利を持たずに服従するこ

とに同意した地域である。それらにたいして北米

植民地は併合されたり征服されたりした地域では

なく，発見された土地なのであるとアダムズは主

張する。つまり北米植民地は，発見・購入・移住

によって成り立ったものであり，それゆえ封建法

に基づく征服権は発生しない。このような植民地

は，英国史には前例のないものであり，リチヤー

ド一世とジェームズ一世の期間中に発展したコモ

ン・ローには，発見した土地を支配するための準

備は何もないというわけである(問。

こうした上でアダムズは，コモン・ローにはな

い「英帝国」における「主権」という抽象的な問

題にたいして，ユニークな見解を示す。たしかに

レオナルドの言うように，主権は分割することは

できない。しかし，平行的主権 (parallelsover-

eignties) J というものが存在すると主張するので

ある。それは，植民地の議会はアメリカにおける

至上の政治的権威であり，英国議会は英帝国の商

業を規制する至上の権威であるという理論であ

る(3九各植民地においては国王との契約である特

許状と「植民地の慣習」によって，自らを統治し

てきたのであり，それによれば内政に関しては英

国議会からは完全に独立し，海外貿易に関しては

自らの利益になるという観点から英国議会の規制

に「同意」してきたというのが，アダムズの「英

帝国」における統治の歴史の理解である O この英

国議会の貿易の規制は，あくまでも植民地の同意

によるのであって，コモン・ローのいかなる原則

にもよらないし，英国国制のいかなる原則にもよ

らない}37)。

このようにして，アダムズはレオナルドに代表

される英国側の見解に明確に反論する。すなわち

第一に，歴史的事実と慣習に従えば，英国議会の

権威は北米植民地の内政には及ばない。だだし北

米植民地側の「同意」によって，海外貿易につい



てのみ英国議会の規制に従っているにすぎない

(平行的主権)。第二に，北米植民地は発見・購入・

移住によって成立した存在であり，それは封建法

的な征服権の論理では英国議会の北米植民地にお

ける主権は正統化できない。それはまたコモン・

ローが想定していない出来事であり，この場合北

米植民地人は，その移住を許可し特許状を与えた

国王とのみ関係をもつのであり，ここにおいては，

英国議会はまったくの部外者である。以上のこと

から，第三に，英国国制を変質させてしまった責

任は Iイギリス人の自由」の基礎となる「同意」

の原則を踏みつけ，代表なしに北米植民地に課税

した英国議会にある。

以上のように， 1763年以降の反英抗争を正統化

するのは I前期植民地統治」時代の経験であり，

それを立憲的に理論化したのが，ジョン・アダム

ズであった。アダムズは，植民地人の漠然とした

不満を明瞭に理論化することに成功し，反英抗争

からアメリカ独立革命の指導者となっていく。た

だし反英抗争を独立革命へと展開させるには，い

まひとつの理論的後押しが必要になる。それにつ

いては次章で検討してみたい。

第二章 革命理論の形成

第一節 「ホイッグ主義革命」としてのアメリカ革

命

前章において示したとおり，英国と北米植民地

の聞の英国国制をめぐる論争は，英国とアメリカ

のホイッグの聞の論争である。英国議会の主権は，

まさに名誉革命を通して形成されたのであって，

それは 1688年のホイッグたちの勝利を示してい

た。それゆえ，英国議会の主権を主張するダニエ

ノレ・レオナルドの主張は 1688年のホイッグの革命

原則の帰結であるということもできるわけであ

る。名誉革命の担い手であったホイッグ派は，国

王の「恋意的な」立法から，本来イギリス人がもっ

ていたはずの自由，すなわちコモン・ローを守る

ために戦ったのである。そのコモン・ローの健全

性を端的に示すものが議会であった。そのため，

英国のホイッグたちは，次第に英国議会における

ジョン・アダムズの「混合政体論」

制定法の堆積物をコモン・ローとみなすように

なっていった。つまり英国国制とは英国議会の立

法そのものであり(制，英国議会を抑制する権力

は，その存在自体が名誉革命の原則を侵害するも

のであると考えられるようになっていく。英国人

にとって，名誉革命とは要するに王権にたいする

議会の勝利であった。

このような歴史的経緯を英国において経験して

いないアメリカのホイッグ戸たちは，英国のホイッ

グと同じ認識をもってはいなかった。アメリカの

ホイッグたちによれば，名誉革命とは，恋意的な

政府にたいする自由の勝利を意味していた。そし

て，自由とは「同意」の原則であった。このよう

な観点から見るならば，北米植民地人にとっては

英国議会こそが「恋意的な政府」であった。

では，アメリカ人の同意は何によって示されて

いたのであろうか。それは彼らが国王から受け

取った特許状であり，英国との関係でいえば， 150 

年間の聞に次第に発展してきた慣習的な不文の

「英帝国」の国制である (3九それは前章で示した

ジョン・アダムズの「平行的主権」に示された関

係である。しかしここで注目すべきなのは， 1688 

年のホイッグたちと，北米植民地のホイッグたち

の聞の類似性だけではない。それと同時に，北米

植民地のホイッグたちが，英国国制には復帰すべ

き「初期の，原初的な原則」が存在していると考

えていたこと，北米植民地におけるコモン・ロー

の基礎として，特許状という，紙に書かれた文書

を奉じていたという決定的な違いがすでに存在し

ていたということにも注目しなければならない。

こうして，北米植民地のホイッグの政治理論は普

遍性を備え，世界初の成文憲法にアメリカを導く

ことになる。すなわち I革命」の原則がこの英国

との論争を通して形成されて行くこととなる。そ

こで，本節では英国国制に基づく抵抗の論理が，

革命の論理に転換する経過を検討したい。

1765年，英国議会は印紙税法を可決した。北米

植民地人たちには非立憲的な課税と感じられた英

国議会のこの立法によって，ジョン・アダムズは

マサチューセッツにおける公的生活での活躍の場
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を得ることになる (40)。同年の 8月から 10月にか

けて，アダムズは『教会法と封建法について」を

発表した。また一方で彼は，マサチューセッツ議

会における印紙税法問題を討議するためのブレイ

ントリー代表団のためにプレイントリー訓令書

を起草する。この二つの政治文書の文名により，

1770年，アダムズはマサチューセッツ下院議員に

選ばれ， 1773年， 1774年には，下院の投票によっ

て評議会議員にも選出されている(ただし，評議

会議員については，総督に拒否されている)。そし

て 1774年には前章で触れた『ノヴァングラス』を

発表した(4~
この 1774年という年はジョン・アダムズがブイ

ラデルフィアでの第一回大陸会議の代表に選ばれ

た年でもあった。彼は日記に，大陸会議への期待

を記している。「新たな，素晴らしい場面が私の前

に聞かれた。大陸会議である」。そうして彼は大陸

会議を古代ギリシャのアレオパゴス評議会，ユ夕、

ヤのサンへドリン，アジアのディヴァンと類比し，

それを「大陸で最も賢明な人々の会議」であり，

より賢明であったころの英国議会と対等のもので

あると考えていた(42)。

一方，他の参加者たちは，ジョン・アダムズを

どのように見ていたのだろうか。ベンジャミン・

ラッシュは，-大陸会議のすべての人々が，彼(ア

ダムズ)こそが会議の第ーの人物であると認めて

いた }43) と言っている o このアダムズの名声は

1776年 7月 1日，大陸会議が独立問題について最

後の議論を行っているときに威力を示した。実は

北米植民地では，すでに英国と戦争状態に入って

いるこの段階においても，-独立」は必ずしも自明

の路線とはなっていなかった。とくに強く独立に

反対するジョン・ディキンソンの卓越した演説に

誰一人反対することができない有様であった。そ

のとき立ち上がり，決然と独立を主張する演説を

展開したのがジョン・アダムズであり，その演説

が大陸会議の独立路線を決定づけた。

こうして，ジョン・アダムズは大陸会議が 1776

年7月2日に独立の決議を可決するまでのプロセ

スを一貫してリードし 7月4日のトマス・ジェ
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ファーソン起草の独立宣言に署名する栄光を手に

することになる。

以上のように，ジョン・アダムズを反英独立抗

争史における代表的人物へと押し上げた彼の革命

の理論とはいかなるものであったのか。ここで，

再び 1765年に遡って検討してみたい。

ジョン・アダムズは，印紙税法を単に英国側の

近視眼的で，不見識な試みとは見ていなかった。

その立法の背後に存在するより大きな脅威，深刻

な意味合いを感じ取っていた。そのため彼は，印

紙税法の背後に存在する英国の植民地政策の変化

とその新たな傾向を分析し，北米植民地の同胞に

たいして警告を発する。アダムズの関心は個々の

政策の背後にある長期的政策を決定する，原則に

注がれていた(44)。

1765年，英国議会が印紙税法を可決し，それに

たいして北米植民地人は強い反発を示すが，その

時にジョン・アダムズが発表した『教会法と封建

法について』はまさに抵抗運動の担い手たちに抗

議行動の正当化根拠を与えたのであった(45)。

アダムズによれば，近年の英国による，北米植

民地に英国国教会の監督制度を確立しようという

試みじ北米植民地人に印紙税法を押し付けよう

という試みは， ともに北米植民地に新たな種類の

教会法と封建法を導入しようという英国側の意図

を示しているという (46)。そうした上で彼は，その

切迫した脅威にたいする警告を同胞に投げかけ

る。まずアダムズは，歴史を通しである社会の教

育の一般的レベルとその統治形態の聞には密接な

関係があると説く。すなわち教育が低ければ低い

ほどよりいっそう専制的統治が可能となり，教育

が行き渡っている社会では自由な自己統治の形態

が見られるという。それゆえ知識こそが統治の鍵

を握るものであることがわかるが，人間の歴史を

見る限り，王や貴族たちは教育を独占し，意図的

に人民を教育から締め出してきた。特に「権利}47)

という概念に関する知識を人民に与えないように

してきたので，人民は権利による独立や自由とい

うものを考えられないできたのであるとす

る(48)。



クリスト教の興隆以来，二つの専制の巨大なシ

ステムがヨーロッパ人の肉体と魂を隷属させてき

た。それが「教会法」と「封建法」である。教会

法は，教会が今世と来世に関するあらゆる種類の

権力，道徳の法則や義務の配分，あらゆる種類の

罪を決定する権威を神から与えられていることを

想定してつくられたものである。それが威力を保

持してきた理由は，クリスト教会は，神から天国

の門の鍵を与えられていること，自分たちはその

門を好きなように聞いたり閉じたりできるという

ことを，人々に信じさせてきたからである。一方，

封建法の体系とは，すべての支配地は勝者である

将軍や君主の主権的所有権のもとにあるのである

という征服権を基礎としている。この封建法の体

系のハイアラーキカルな基礎の上に，土地は不平

等に配分されている。そしてこの土地を介して

様々な義務と奉仕の体系が生じてきた(4九

自由にたいする決定的打撃は，この二つの専制

の体系が共同して一つの巨大な抑圧の原動力と

なったことによってもたらされた。こうして人民

は無知によって隷属の鎖に縛り続けられてき

た(50)。これがいわゆる中世である。しかし，時が

流れて英国人は次第に自分たちへの抑圧に敏感に

なってきた。とくに宗教改革とアメリカへの移住

の聞に，ヨーロッパにおいては，啓蒙精神が生ま

れ，特に英国の人々は権利と自由についてのより

多くの知識をこの期間に獲得した。この啓蒙の時

代における最も重要な出来事こそ，アダムズによ

れば，ピューリタンのアメリカへの脱出 (exodus)

である (51)。

かくして，アダムズの歴史解釈は急進性を帯び

始める。アメリカに渡った人々の目的は実は宗教

的自由のみではなく，より重要なのは「普遍的自

由」であったとするのである。アダムズによれば，

この普遍的自由のための権利の基礎は「神」と「自

然」である(叫。そしてアメリカに移住したピュー

リタンは，教会法の魔術を捨て去り，封建法の抑

圧を捨て去り，自由と人聞の権利に一致する政治

制度と政策を構成したのであると主張する(日)。た

だし，この新たな政治制度の永続性は自由，財産，

ジョン・アダムズの「混合政体論」

自己統治の権利を否定しようとするあらゆる意図

を見破り，そうした意図に断固抵抗する啓蒙され

た市民の能力に基礎づけられることに，まもなく

ピューリタンたちは気づいた。そこで，知識を普

及し擁護するために，大学や公教育システムを設

立し，自由な新聞を活発化させてきたのであると

する(刊。このように，アダムズは権利と自由を擁

護するために，教育と新聞を奨励すべきであると

述べて教会法と封建法について』を締めくくっ

ている。

以上のアダムズの主張の特徴をまとめてみよ

う。まず彼は北米植民地人にとって自由とは，歴

史的に「経験されたもの」であり，今必要なのは，

その父祖たちが打ちたてた自由の意味を思い起こ

し，その自由を回復すべきことであるとする。そ

のかつて経験され，今こそ回復すべき自由は英国

国制に示された「イギリス人の自由」であるが，

この自由とは，-自然の法」に基づくものであり，

「人間本性の枠組みにおいて，知的道徳的世界の構

成において，英国の法や統治の基礎を探求す

る}聞なかで推定されるのであるとしている。こ

の思考様式には，後に述べるように英国議会の制

定法と憲法とを分ける考え方の起源が存在する。

すなわち英国国制という規範をより抽象的に読み

込んでいく「革命的」国制理解の転換がみられる。

では次に，ジョン・アダムズが印紙税法反対を

実際の政治的場面で提出することになった「プレ

イントリー訓令書」の理論構成を検討してみた

い(56)。アダムズはこのなかで，印紙税法は二つの

点で非立憲的であるとして印紙税法への反対を訓

令している。それは「同意の原則」と「陪審員制

度」の侵害である。

アダムズによれば，英国の統治システムでは，

人民は立法と行政の二つの部門に代表されてい

る。つまり，選挙の原則を通して立法部門に代表

され，弾劾制度を通して行政部門を抑制している。

ところが，印紙税法はこの原則を完全に無視して

いる。マグナ・カルタやコモン・ローの原則は，

正当で直接的な代表なしに，議会が課税すること

を禁止しているはずである O それにたいして，印
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紙税法の支持者がとなえる実質的代表の原則は，

法律上の絵空事であり，本質的には理解しがたい

ものであり，非合理的なものである(5九

これが，.同意の原則」にたいする侵害について

のアダムズの見解である。ここでは英国で発達し

た「実質的代表」の原則を切って捨てたうえで，

英国下院においてーエーカーも代表されていない

北米植民地にたいする英国議会の課税権を否定し

ている。「代表なければ課税されず」の原則が北米

植民地で公式に表明された最初の事例でもある。

次に，アダムズが攻撃したのは英国が副海事裁

判所を増強したことである。彼によれば，そもそ

もコモン・ローの原則に反する，砂糖法・印紙税

法といった一連の課税法案の実行を確実なものに

するために，重ねて通常のコモン・ローから逸脱

する副海事裁判所を増強するというのは，さらに

許しがたい行為であった。つまり，非立憲的な法

廷が非立憲的な課税を強化しているというわけで

ある。

副海事裁判所が非立憲的であるという理由は，

同法廷が「陪審員制度」という英国人の権利を保

持していないからであった。最初に法律家として

世に出たジョン・アダムズにとっては，この事実

は深く心に突き刺さる問題であつた(附5日悶8剖)

以上のような，政治文書の発表によつて，ジョ

ン・アダムズの文名はマサチューセッツのみなら

ず，全北米植民地に広がり，その後，彼はマサ

チューセッツ議会，大陸会議において，反英独立

抗争の指導者となっていったことは本節冒頭で触

れたとおりである。そして，アダムズはノヴァ

ングラス」において，最終的な「革命理論」をロッ

クの『統治論」の中の次の言葉を引用することで，

披涯する。

誰もが，自分でむすんだ契約や約束がどんな

ものであっても，むすんだ以上はそれらに拘束

されるというのは，本当であるけれども，しか

し，いかなる契約であっても，その子供や子孫

を拘束することはできない(5九

220 

つまりロックによれば，現在の植民地人は，も

ともと英国議会の権威から自由であるのみなら

ず，実は国王の権威からも自由なのである O すな

わち，アメリカに移住した英国人は，人聞がもっ

自然権のみをもって，北米植民地に自らの政府を

設立することになったのである。この歴史をアダ

ムズは次のように要約する。

プリマスの植民者たちは，なんの特許状も許

可状ももってはいなかた。そして，英国議会か

らも王権からも何の権威も引き出さず，自分た

ちの政府を作った。彼らはインディアンから土

地を購入し，自然という単純な原則の上に，彼

ら自身の政府を建てた。そうして後にその土地

の特許状を買ったのである。しかし決して国王

の政府のために，特許状を購入したのではない。

そして 1668年の独立した諸個人の聞での原始

契約 (originalcontract)という明白な根拠の上

に，行政，立法，司法といった政府のすべての

権力を行使しつづけている (6九

こうしてジョン・アダムズは北米植民地建設の

歴史的議論を大胆に理論的な主張に転換すること

によって，英国からの独立を正当化した。では，

英国から離脱し，いわば自然状態におかれた移住

者たちが政府を設立するにあたって，依拠したも

のは何であろうか。それが，奇妙なことに英国国

制なのである。すなわち，英国国制を，根本法と

して読み込むことが，ここにおいて必要となる。

自分たちの自由の根拠をあくまで英国国制におき

続ける点で，断じてホイッグ的でありながら，独

立に結実する革命に向かった理由がここに存在す

る。

第二節立憲主義の転換

北米植民地人は，彼ら自身が同意した英国議会

による貿易の規制を除いて，英国議会の制定法に

は拘束されないというのが，ジョン・アダムズお

よび北米植民地の指導者たちの主張となってい

た。これは英国議会の主権をもって英国国制と考



えるようになっていた英国側の理解とは相容れな

いものであった。英国議会が北米植民地の英国人

の自由を抑圧する以上，その英国人の自由を守る

べき英国国制は，英国議会の制定法より上位の根

本法的性格をもっていなければならなかった。

前節で示したとおり，アダムズは 1765年の段階

ですでに，北米植民者たちの「英国からの離脱」

によって，北米植民地人たちはアメリカという自

然状態に新たに政府を設立したのであるという考

え方を示していたが，彼はそれを「荒野に新たに

英国国制を立ち上げる」行為(61)だと考えていた。

つまり彼は英国国制のなかに普遍的な法規範を読

み込んでいたことがわかる。このような，アダム

ズの思想にインスピレーションを与えたのが，

1761年の「ドクター・ボンハム訴訟」における，

ジェイムズ・オーチスの参考意見であった。ジェ

イムズ・オーチスは I英国の税関官更に密輸を取

り締まる一般礼状を与えることは，英国国制の根

本原則を侵害するものである」としている(問。

オーチスのいう英国国制の根本原則とは「人間に

とって家とは彼の城である。その家の内部では，

彼は王侯が城のなかでそうであるように，守られ

なければならない}問、というものである。つまり

北米植民地の内政にたいして英国議会はみだりに

干渉はできないし，英国議会は英国人の伝統的な

権利，英国国制の根本原則を侵害することはでき

ないといっているのである。そうした上で，オー

チスは次のように言う。

英国議会の立法について，コンスティテュー

ションに反する立法は無効である。本質的平等

に反する立法は無効で、ある。一…もし(英国議

会の立法がそれらの原則に反するという)訴え

があれば，法廷はそのような立法を廃さねばな

らない。コモン・ローという理性によって，英

国議会の立法は制御されなければならな

。
)
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つまり，オーチスの立場は，コンスティテュー

ションと本質的平等に反する英国議会の立法は無

ジョン・アダムズの「混合政体論」

効であり，法廷はそのような立法を廃さねばなら

ないし，英国議会の権力はコモン・ローという理

性によって制御され，裁判所はそれらの制御を強

化する権威をもっというものである。このオーチ

スの主張はアダムズを刺激することになっ

た(問。アダムズは英国国制を自然法を具体化する

不文のコンスティテューションとして，英国議会

の権威を制限するものとして見るようになってい

く。

こうして， 1761年から 1775年の聞に，ジョン・

アダムズら北米植民地の指導的立場にある人々

は，国王およびその法廷は，英国国制という根本

法に違反する英国議会の立法に無効を宣言する義

務をもっと考えるようになった。そのためには，

コンスティテューショナ lレなものと，リーガル

OegaJ)なものとの聞の区別がなされ，後者が前者

に反するということが訴訟の理由と成り得なけれ

ばならない(66)。こうしてリーガルなものと区別さ

れた新たな「憲法」観が形成されていくことにな

る。

これまでの，反英抗争の歴史的経緯から，北米

植民地にとってリーガルなものとは，英国議会で

あった。では，コンスティテューショナルなもの

とは何であろうか。それは特許状(charter)であっ

た。北米植民地人たちは，この特許状によって，

自分たちと国王との関係を定義し，英国と北米植

民地の聞が対等であることを正統化してきたので

ある。そして，その特許状の大きな特徴は，恋意

的な立法の数々ではなく紙に書かれた「契約」の

証拠であった。すなわち英国議会の立法を規制す

る「固定された法」であった。以上のように，英

国議会の恋意的な立法にたいするより上位規範の

主張が憲法と政府を分離し，この特許状の記憶が

成文憲法の概念となったと考えられる(問。

1775年までに，アダムズは被治者の同意に基づ

いて新たな憲法が起草されるべきこと，新たな政

府が設立されるべきことを主張していた。そのた

めにアダムズは次のように主張する。

最も賢明なる著述家の理論を現実化し，人民
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を招き入れる必要がある。そして最も大きな基

礎の上に自分たち自身の手で，政府を作らなけ

ればならない。なぜなら人民は，すべての権威

の源泉であり，すべての権力の起源だからであ

る(68)。

このジョン・アダムズの言葉には，アメリカ立

憲主義を考える際に外すことのできない重要な意

味あいが含まれている。彼は， リーガノレなものを

規制するコンスティテューショナノレなもの，つま

り政府の構成をきめ，政府を規制する憲法はいっ

たいどこでつくられるべきであるかを示唆してい

るのである。そもそも憲法とは，英国議会を規制

する上位規範，根本法の要請から生まれた概念で

ある。議会の構成を決め，立法を規制する上位規

範をそもそも議会でつくることができるだろう

か。「植民地」で、あれば，その上位規範は国王から

与えられた特許状であった。しかし，独立し国王

を追い出した場合，いったい誰がその上位規範を

与えてくれるだろうか。もちろんそれは人民自身

が形成するしかないわけである。そのときに，思

い出された概念こそが Iコンヴェンション」であ

る(69)。「思い出された」というのは，かつて名誉革

命の際に，国王を事実上追い出した英国のホイッ

グたちが，新たに英国議会を構成するにあたって

1689年にこの「コンヴェンション」を形成した先

例があったからである。ジョン・アダムズは，こ

の憲法制定権力を人民の同意を代表するコンヴェ

ンションにおいて形成することを主張した最初の

アメリカ人のひとりである。そして，アメリカ革

命の「革命性」はこのコンヴェンションにおいて

理論上の頂点に達した。

この「コンヴ、エンション」という概念は I連邦

憲法制定会議J，各邦の「憲法制定会議J，各邦の

「連邦憲法批准会議」という形で「立法者」的役割

を果たして行く。それは理論的には「運動体」で

あり，革命の始めに現れて根本法を形成し，その

根本法が制度化するに従い消滅し，議会という「制

度体」に引き継がれることで，革命は終結する。

その後は，政府がその憲法に従って日々の立法・
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行政を行っていくことになるのである。この革命

後の制度の安定性の問題が独立後のジョン・アダ

ムズの問題となって行く O

第三章 「アメリカ諸邦憲法擁護論」の歴史哲学

第一節 「アメリカ諸邦憲法擁護論』執筆の動機と

その構成

独立戦争は， 1782年，英国内部での政変により

成立した新政権が講和に関心を示したことにより

一気に収束に向かう。 1782年 4月12日，英国使節

オズワルドはパリでフランクリンと接角虫をはか

り，講和交渉の準備を進め， 9月27日に英米聞の

講和交渉が正式に開始する。 11月 30日には講和

予備条約への調印がなされ，翌年 1783年 4月 15

日，連合会議は講和条約を批准する。そして 9月

3日には英国，フランス，アメリカ，スペインの

講和条約が正式に成立し，独立戦争は終結した。

これまでのアメリカ建国史研究では，独立抗争

までの主役の一人としてジョン・アダムズをいき

いきと描きつつも，独立以降についてはマディソ

ン，ハミルトン，ジェファーソンが研究者の関心

を刺激し，ジョン・アダムズについては精彩を欠

く人物として描かれる場合が多かった。その理由

は彼の 1787年の大著『アメリカ諸邦憲法擁護論』

に示される政治理論の古さがアメリカの実情にあ

わないものであったからであるといわれてい

る (70)。しかし，実際には~ザ・フェデラリスト』

に示される独創性にたいして，アダムズの『アメ

リカ諸邦憲法擁護論~ (以下「擁護論』と略記)は，

「古典」としてあまりに退屈きわまりないもので

あったからなのではないかとも考えられるのであ

る(71)。

しかしながら擁護論』と『ザ・フェデラリス

ト』では，そもそも目的が違っているということ

には注意しなければならない。つまりザ・ブエ

デラリスト』は，連邦憲法の作成者たちが，アメ

リカ人一般にたいしてその新憲法の賛同を求める

ことを目的として書かれたのにたいして擁護

論J は各邦の邦憲法作成者たちが憲法作成にあ

たって，参考にするために書かれたものなのであ



る(72)。

アダムズは，アメリカ諸邦の憲法は革命による

外的危機と内的混乱のうちに作られたものであ

り，その内部には多くの欠陥が存在すると考えて

いた(73)。それゆえ，憲法の欠陥を修正するならば

草創期の今が最適の機会であるし，また一方では，

時代の変化によって政府が本来の姿から逸脱した

場合には，後のアメリカ人が立憲的思考様式に

よって，それを修正し完成させなければならない

とも考えていた(74)。そのためには，後の世代が憲

法の原理を知っていなくてはならない。アダムズ

は自分の生きている時代は最も憲法についての思

索が熱心になされた時代であり，その成果を後の

世代に伝え，より正しく修正できるように情報を

与えなくてはならないと考えた(7九つまり，後の

世の潜在的な立憲主義的改革者たちの教科書とし

てアダムズは，アメリカ革命期の政治家たちに

よって用いられた理性的な手法や様式を残す必要

があると考えた(問。このような『擁護論』の執筆

の動機から分かることは，アダムズが想定してい

た読者は I同時代の憲法作成者」および I後の

世代の学識ある人々」であったということであ

る(77)。

その内容は基本的には古代と近代の様々な国家

(republics)のコンスティテューションの検討お

よび古代と近代の歴史家，理論家の著作の検討で

あるが，その事例と検討は詳細をきわめ，その量

は膨大なものになった。そのためザ・フェデラ

リスト』にくらべ，煩雑な印象が強く，後世の研

究者からみて卓越した論理構成はもたず，その記

述方法には統一的秩序や一貫性がない様にも見え

ることになった(78)。

しかしながら，人間の社会および歴史を記述す

るとき首尾一貫した理論体系というのが正確なも

のであるとは限らない。むしろ誠実に社会を描こ

うとした場合，その記述方法は一見すると膨大な

断片を描写するという形にならざるを得ない場合

もある。ただし，膨大な事実の断片をいくら集め

てもそれは歴史たりえない。どの事実をどのよう

に集めるかを決定するのは哲学である。ジョン・

ジョン・アダムズの「混合政体論」

アダムズの場合，それは「混合政体論」であった。

アダムズは多くの歴史的事例と哲学者たちの著作

を検討し，その結果として「帰納的」に混合政体

論の普遍的妥当性とそのあり方，運用方法を導き

出そうとした。

以上が，ジョン・アダムズの『擁護論」執筆の

目的である。それゆえ擁護論』は，憲法作成者

たちに直接向けられたものであるということを考

えるとき，アメリカ憲法体制をより正確に理解す

る上で『ザ・フェデラリスト』に劣らない価値を

もつものであるといえるのである。

ただし，このような大きな目的がアダムズに存

在していたとしても，実際に彼を執筆に促した

きっかけは，ヨーロッパとアメリカで起こった具

体的な出来事であった。

独立宣言以降ジョン・アダムズはフランス，オ

ランダ，英国で主に外交に携わっている。その間

f皮は，ラファイエツト，テュノレゴー，コンドルセ

といったフランスの知識人たちと面識をもち，議

論を交わす中で立憲主義の理念について本格的に

知識を深め，思索を行う必要を感じるようになっ

た。また， 1786年8月にプロシアとの通商条約を

批准するためにハーグを訪れたアダムズは，オラ

ンダの愛国者たちによる活発な立憲主義の実践の

試みをまのあたりにして大きな感激をおぼえ

た(79)。こうしてアダムズは，オランダ，アメリカ，

フランスに共通する革命の流れを意識するように

なると共に，立憲主義的改革者としての自己意識

を強めていった。とくに，彼はオラン夕、の急進派

や改革派のリーダーたちから，政府やその立憲的

構成についての様々な意見を求められた(刷。こう

して，アダムズは革命を成し遂げた独立国家の代

表として，オランダの友人たちの求めに応じて，

資料収集などを進めていたが，ヨーロツパとアメ

リカでの情勢の変化に次第に危機感を感じ始める

ようになった。その危機感こそが，アダムズに『擁

護論』の執筆を促したものである。その危機感が

何であるかは， 1809年のサミュエル・パーレイへ

の手紙に示されている (81)。

それによると w擁護論」執筆の動機を 1776年
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に，べンジャミン・フランクリンが，ペンシルヴア

ニア憲法をたずさえてフランスを訪れたときに遡

らせている。フランクリンはその時，自分の州で

新たにつくられた憲法案のコピーをもってきてい

た。その憲法案は当時のアメリカの邦憲法のなか

でも最も民主的内容をもっ憲法案であったが，そ

の政府のあり方は，一院制を特徴としていた。そ

のブランクリンのもたらした，急進的なほど民主

的な一院制の憲法案はフランスの知識人たちを熱

狂させ rブランクリン氏の憲法案」としてフラン

スじゅうに「不正確に」喧伝されるようになっ

た(82)。アダムズがその 4年後に，マサチューセツ

ツ憲法をたずさえて訪れたパリは，その「フラン

クリン氏の憲法案」に熱狂する知識人たちで満ち

ていた。それゆえ，そのマサチューセッツ憲法案

をみたフランスの知識人たちと激しい議論を展開

することになる。その口火は 1784年，リチヤー

ド・プライスが，その著『アメリカ革命の重要性

についての所見』の補遺として rテュルゴーの手

紙」を公刊したことによってきられた。その内容

は，アメリカの憲法の多くは，そのネイションの

すべての権威を一つの中心に集中する代わりに，

下院，上院，総督をおいている。それは英国国制

において，庶民院，貴族院，国王が存在している

のと何ら違わないものである。それでは英国国制

のイミテーションに過ぎないものなのではないの

か，と批判したものである(問。

アダムズは，ヨーロッパの知識人たちの現実性

をもたないユートピア的観念などは，それがエ

リートのサークルに止まる限りは対応する必要の

ないものであると考えた。しかし大西洋両岸の状

況は，これらの観念に生命を与える可能性をもつ

ようになってきているように彼には見えた。 1786

年，フランスで革命の予兆が見え始めたとき，マ

サチューセッツでの社会不安の知らせが英国に滞

在するアダムズのもとに届けられた。彼の不安は，

この動乱の予兆はヨーロッパの出来事に連動した

ものなのではないかということであった。

つまり，アダムズの危慎は，テュルゴーやコン

ドルセといったヨーロッパの知識人の思想、が，彼
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の本国アメリカに悪影響を与えているのではない

かということであった。フランスの知識人たちの

夢想的な急進的観念論 全人民を一つの議会に

代表させてそこに全権力を集中させる一ーがフラ

ンスを動乱に導き，アメリカを混乱に巻き込みつ

つあるように彼には思われた。そのような情勢の

なかで彼は rそれらの罪深く，破壊的で，致命的

なやり方にたいしては，まったく是認もしなけれ

ば，支持もしないと世界に示すことを決意」した。

そして，彼は『擁護論』執筆のきっかけをこのよ

うに説明した上で r私は私のアメリカの諸憲法の

擁護を書いたのである」とのべている(刷。

以上のことから，アダムズはアメリカとヨー

ロツパで，この時期に生じていたさまざまな事件

の聞に何らかの関係を感じ，特にヨーロッパでの

出来事がアメリカに悪影響を与えるのではないか

という危倶によって執筆を促されたということが

分かる。つまり『擁護論』とは，チェルゴーやコ

ンド/レセといったフランスの知識人によるアメリ

カ諸憲法批判にたいして，アメリカの諸憲法を「擁

護」するのみならず，実はアメリカ立憲主義をヨー

ロッパからくる悪影響から「擁護」しようという

意図からも執筆されたものであると言えるのであ

る。次節においてはこの点をさらに検討してみた

しユ。

第二節 「アメリカ諸邦憲法擁護論』は何を擁護す

るか

ジョン・アダムズは wアメリカ諸邦憲法擁護論』

において実際には何を擁護しようとしたのだろう

か。実は彼はその大著の題名にもかかわらず，ア

メリカの邦憲法一般を擁護したわけではなかっ

た。彼が擁護したのは，以下の三つの秩序の聞の

効果的な均衡が実現できていると思われる邦憲法

のみであった。三つの秩序とは，王政的秩序，貴

族政的秩序，民主政的秩序の三つであり，これを

適切な配分によって政府に代表させ相互に抑制均

衡させている憲法のみを彼は擁護している。そし

て実際に彼が擁護するに足りると考えていた憲法

とは，マサチューセッツ，ニューヨーク，メリー



ランドの三つの邦憲法であった(8九

前章において示したように，アダムズはホイッ

グ主義者である。そして，ホイッグ主義者とは混

合政体論に示されるゴシック政体にどこまでも忠

実であろうとする人々であり，それをいかにして

制度化するかを考える人々である。これまでの

ジョン・アダムズ研究では，反英抗争期の革命家

アダムズと独立後の憲法制定者アダムズの聞の政

治思想の変化を強調するものが主流であった。そ

の政治思想、の「変化」とは I革命家」アダムズが，

人民の徳と自然権という普遍的な自由を主張して

いたのにたいして，独立後の「憲法制定者」とし

てのジョン・アダムズはもはや人民の徳や自然権

といった概念を口にせず，もっぱら制度的に統治

を考えるようになっていったことに着目するとき

に示された特徴である (86)。しかしながら，そもそ

も北米植民地人の英国の政策への反抗の論理は，

英国側が植民地の混合システムを破壊し，植民地

の民主的部門を取り除こうとしたからであるとい

う混合政体論に基づくものであったということは

忘れてはならなしが87)。つまり，反英抗争のそもそ

もの原理は混合政体論であったのである。ただし，

革命には，普遍主義的熱狂が必ずともなうのであ

る。それゆえ，革命の熱狂下において，主張され

たジョン・アダムズの普遍主義的自由，自然権，

人民の徳への期待といったものに着目し，それが

独立後に主張されなかったという事実を強調する

よりも，むしろ「革命家」アダムズと I憲法制定

者」アダムズは混合政体論を最初から理想の統治

原理と考えていたという点で一貫していることに

注目する方が自然であろう。

そして，このジョン・アダムズの混合政体論が

「アメリカ的」である所以は I自然の貴族」とい

う概念を検討していることにみられる。アダムズ

によれば，アメリカにおける「自然の貴族」とは，

法制上の諸特権によって構築されたものではな

く，自然的な才能から発する影響力によって形成

されたものである。それは「教育，富，体力，美

貌，体格，出生，婚姻，優美な属性と動作，振る

舞い，雰囲気，肌の色，人相」などのすべての影

ジョン・アダムズの「混合政体論」

響力の差異から生じる資質である。そのような「貴

族」の貴族たる所以は，他人の投票に影響を与え

る能力があるということである。つまり，何らか

の手段によって I自分自身と他の一人の票を動か

す」力量をもっ人々が I白然の貴族」である (8へ
なぜあえて，このような「貴族」の存在を研究し

なければならないかといえば，このような「貴族」

の存在はあらゆる社会に常に存在するものであ

り，統治を安定させるためには，このような「貴

族」たちを正しく政府に配分しておかなければな

らないからである O アダムズが『擁護論』の特に

第一巻で説こうとしたテーマは，いかにしてこの

「自然の貴族」を人民の利益に資するように活用す

べきか，いかにして野心的で才能ある少数者が社

会に害をもたらすことを防ぐかについてであ

る(89)。

しかし，アダムズが擁護しようとしたこのよう

な混合政体論的政治観こそが Iフランクリン氏の

憲法案」に熱狂したテュルゴーらが批判したポイ

ントであった。アダムズは遅くとも 1786年までに

はこのフランスの知識人たちとの政治観の違い

と，彼らの政治思想の危険性を認識するように

なっていたと思われる。アダムズは Iフランスの

民主主義的なフィロゾーフたちのユートピア的な

空論}90)に導かれるような革命は，必ずやヨー

ロッパとアメリカに悲惨な結果をもたらすだろう

と確信するようになっていた。アダムズにとって，

革命に最も重要なものは，社会改革よりもコンス

ティテューショナルな変革であった。彼はジェ

ファーソンへの手紙で，フランスの立法者たちは，

簡素な立憲的原則よりも I魅惑的な雄弁さ」や「き

らびやかな言い回し」に関心をもっているように

見えると述べている (91)。

アダムズは『擁護論』において，一院制議会に

よる政府は，それがどんなに単一民主政を名乗っ

ていようとも，ほぼ確実に単一貴族政か，寡頭制

になるであろうと主張し，読者にたいして，もし

フランスがテュルゴーのプランを採用した場合，

必然的にフランスが次の 10年にどのようなコー

スを辿るかを，予言的に示している。すなわち寡
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頭制を経て独裁に至るだろうという予測であ

る(問。いうまでもなしこの予測は恐怖政治，ナ

ポレオン独裁によって的中することになる。

しかし，アダムズが本当に恐れたことは，フラ

ンスの動向ではなしそのフランスの識人たちの

観念的空論という有害な「ウイルス」がアメリカ

の煽動者たちに感染する危険であった。トクヴィ

ルは公的経験をもたないフランスの知識人たち

が，歴史を否定し，現実とはかけ離れた抽象的理

論に耽溺し，それが同じように，政治的自由をこ

れまで経験したことのないフランス人民全体をと

らえてしまったことによって，フランス革命は悲

惨な破壊と混乱に陥ってしまったと説明してい

る(93)。

ジョン・アダムズが，テュルゴーらフランスの

知識人たちの思想的影響力を見過ごすことはでき

ないと考えた理由もまさにここにあった。事実，

彼の故郷マサチューセッツでもすでに，フランス

の知識人たちの思想、に感化された急進派が，彼が

中心になってつくったマサチューセツツ憲法の精

神を否定するような，不穏な行動を展開し始めて

いた。シエイズの反乱などは，それを端的に示す

ものに思われた。また，多くの邦憲法はペンシ/レ

ヴアニア憲法に示されるように，邦内急進派の影

響で強い議会主権をつづけていた。そのため，ア

ダムズはテュルゴーらが，権力を分立させている

アメリカの邦憲法を批判しているのにたいし，そ

れに論駁すると同時に，その論駁によってテュル

ゴーらの政治理論を挫折させ，フランスの「悪影

響」からアメリカを守ろうと考えた。そのために

アダムズが採用した方法は，フランスの知識人と

は正反対の「歴史」と政治理論の「帰納的」思考

方法であった。

第三節 『アメリカ諸邦憲法擁護論」の歴史観

ジョン・アダムズは「アメリカの憲法は，古代

の立法者のように，神や天にお伺いを立てて作ら

れたものではなく，純粋な自然の原理に基づいて

理性と知性によってつくられた最初の例}94)であ

ると述べている。ここでアダムズがあえて「純粋
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な自然の原理」という言葉を使う背景には，前提

として，二つの対立する科学的方法論のうち一方

への支持を明確にしていることを押さえておかな

ければならない。

アダムズがいう，二つの科学的方法論とは，経

験的・帰納的な方法と先験的・演樟的な方法とで

ある。アダムズは『擁護論」において，テュルゴー

やコンドノレセのような思考様式を先験的・演緯的

な方法とみなし，これにたいする，自らの挑戦は

経験的・帰納的な方法によっていると考えていた。

そしてアダムズの考察によれば， 18世紀のどの哲

学者よりもこの経験的・帰納的手法を政治の問題

に当てはめたのは，モンテスキューとマキャベツ

リであるという (95)。

以上のような観点から執筆された『擁護論』の

構成は次のようになる O

まず，第一巻は.25の古代と近代の，民主政，

貴族政，王政の国家 (republic)の研究(古代の国

家 17例，近代の国家 8例)と，政府について語っ

た有名な哲学者，歴史家の理論の検討が念入りに

行われている(制。

第二巻と第三巻の前半は，中世のイタリアの諸

国家を考察する。内容は主に，事例研究である(9九

第三巻の後半は.1656年に出版されたマーカモ

ント・ネッドハムのエッセイ自由な国家の長所

または共和国の正しい国制』の分析を行ってい

る(98)。

そして，第四巻にあたる『夕、ヴ、イラ論』には，

32編のエッセイがあり，そのうち 18編は，イタリ

アの歴史家エンリコ・カテリーノ・ダヴィラの

1630年の著作の翻訳とそれを題材とした，フラン

ス内戦批判である。そして残りの 14編では，アダ

ム・スミスの『道徳情操論~ (1759)から部分的に

人間本性の構成を検討している (9ヘ
以上の概観から分かるように，この『擁護論」

という著作は，非常に多岐にわたり膨大な内容を

もつが，その構成は，古代と近代の諸国家の研究

と，古代と近代の哲学者の理論の検討というこつ

の大きな枠組みで論じられている。

そして，テュルゴーらフランスの知識人たちへ



の反論を目的としていた事実が示すとおり，主要

な聞いは，近代と古代において，はたして純粋に

一院制の民主政体は存在したであろうか，という

問題に向けられている O

本節においてはまず，ジョン・アダムズの『擁

護論」における，近代と古代の歴史から検討して

みたい。そこでのアダムズの問いは，第一に，近

代と古代において純粋に一院制の民主政体なるも

のは実際に存在したことがあったか否かであり，

第二に，もしそのような政治体制が存在したとし

て，それは長期的にうまくいったのか，失敗して

いるのかである (100)。

そこでアダムズはリパブリックを名乗る近代と

古代の政治体制を吟味する。検討されているのは，

政府の形式，制度的調整，各政治体制の歴史の三

つである (101)。

これら三つを検討する目的は，第一に，これら

のリパブリックは，実際にデモクラティックなも

のであったか，それとも名前だけのものであった

かを吟味することにあり，第二に，それらのもつ

デモクラティックな要素は，特定の環境に限定さ

れるものか，それとも他の環境下においても成り

立つものなのかを，検討することにある。とくに

第二の点においては，それはアメリカにおいても

当てはまるものなのかについても検討されてい

る(102)。

以上の目的から，サン・マリノ，ビスケイ，七

つのスイスのカントン等々の，いわゆる近代のデ

モクラティック・リパブゃリックを検討した結果，

アダムズの結論は，実際には純粋に一院制の民主

政体なるものは，近代においては存在してはいな

かったということであった(103)。その理由は，詳細

にこれらの近代の「リパブリック」を検討してみ

ると， これまでリパブもリックと呼ばれてきた，ほ

とんどの統治体制は実際には，デモクラティック

な要素，アリストクラティックな要素，モナーキ

カルな要素の三つを含んでいたからである。名目

上は，デモクラティック・リパブ持リックと呼ばれ

ていたとしても，実際には他の二つの要素をもた

ないリパブリックは存在していなかったというの

ジョン・アダムズの「混合政体論」

がアダムズの結論であった。すなわち，彼によれ

ば，基本的には，単一民主政体は，近代において

は一度も存在しなかった(104)。しかし，さらに詳細

な検討の結果，アダムズは，きわめて例外的な条

f牛のもとに，デモクラティック・リノfブリックは

存在し得るという。

その例外的な条件の第ーは，その統治体制がき

わめて例外的な地理的条件に支えられているとき

である。このような条件に恵まれた単一民主政の

一例は，サン・マリノである (05)。このリパブ部リッ

クは，小さく，人口希薄で，なおかつ地理的に孤

立しており外敵が侵入しづらい位置に存在してい

る。ただし，このサン・マリノも詳細に検討して

みると，原初的な権力の分立と緩やかな，アリス

トクラティック・セナートをもっている事実は見

逃すべきではない。しかし確かに '5000人しかい

ない共同体ですべての人々が自分以外の人々を

個々に知っているところにおいては，政府の形式

はより民主的でありえる J(106)。しかし，このような

りパブリックの例は，アメリカのように国民の同

質性が少ない国家にとって適用可能なものではな

い。さらに加えて，サン・マリノは，その立地条

件が示すとおり商業精神をもたない。人々は貧し

い土地で厳しい労働に従事して生活している。そ

れゆえ，奪{多はもちえない。ところがアメリカに

はすでに，ペンシルヴァにア，ジョージア，ヴァー

モントのように，商業の精神をもったコモンウェ

ルスが存在している (107)。以上の点から，サン・マ

リノのようなリパブリックは，アメリカやフラン

スの改革者たちの参考になるような国家ではない

という(10九

例外的に，単一民主政体があり得る第二の条件

は，そのリパブリックが戦争のような国家的な危

機状態にあるときである。そのようなネイション

全体の危機においては，人民は公共的利益のため

に，私的利益をすすんで犠牲にすることがあり得

る(1刷。この最高の事例の一つは，革命戦争中のア

メリカであり，その期間は確かに一院制の大陸会

議によって，統治されていた。しかしながら，こ

のような非常事態に示される人民の徳を平時にお
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いて前提として，憲法を構成するのは，誤りとい

う以前に，そもそも人間性に反することであると

いうのがアダムズの主張である(110)。

彼によれば，もし人聞が「本当に一院制の政府

を維持する徳を持つならばj，実は政府は必要ない

のである。そして人聞が他者と交わるとき発揮さ

れる徳は I自然状態から一つの政治体をつくると

きに発揮される」が Iそのことはまさに自然法が，

なんら人聞を拘束しないことを示している }111)。

すなわち「一院制の政府」とは，単に自然状態を

再現するにすぎないというのが，アダムズの主張

である。それゆえ，アダムズが繰り返し強調する

のは，法や憲法を作るに際しては，人聞が通常の

状態でどのように行動するかを考えなければなら

ないということである。普通の人聞は，戦時や定

期的に訪れる国民的危機に示される例外的な徳

を，長期的には維持することはできない。徳は時

間の経過にたいして無防備なものである。それゆ

え，永続性を目指す憲法の基準にはすべきではな

。
)
 

勺1
 

1
 

(
 

、為A
 

Bν 

では，古代のリパブリックはどうであろうか。

アダムズによれば，古代においても単一民主政体

で統治されたリパブリックは存在していない。唯

一正しいのは，混合され均衡された統治体制であ

るが，これも正確に権力構成が分離されず，適切

な混合がなされていないので，次第に悪い単一統

治になってしまうという。特に古代ギリシャの歴

史は，憲法作成者たちにとっては，悪い例を提供

する場であるというのがアダムズの主張であ

る(113)。

アダムズはまず，様々な古代のリパブリックの

立法者たちによる，原初的なコンスティテュー

ションを検討する。すなわち，ソロンによるアテ

ナイ， シパ?リスによるカノレタゴ， リュカJレゴスに

よるスパルタなどのコンスティテューションであ

る(114)。そこから分かることは，古代リパブリック

のコンスティテューションはある程度は，なんら

かの意味で混合されたシステムであったが，本質

的な統治秩序(王政的要素，貴族政的要素，民主

政的要素)の三つが適切に混合された例はギリ
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シャにはまったくなかったということである。そ

れゆえ，どのリパブ、リックも最後にはみな崩壊し

てしまったというのがアダムズの判断であ

る(115)。

アダムズは古代のリパブリックを三つの種類に

分けて考察をしている。それは第一に，成立して

すぐに崩壊した統治体制，第二に，一時的に成功

した統治体制，第三に，ある程度続いた統治体制

である (116)。

第一の例はソロンによるアテナイのコンスティ

テューションである O アダムズのみるところ，こ

の「ソロンの政府の根本原則は，これまで検討し

たどれよりも，テュルゴ一氏のものに似ている」

がゆえに慎重に検討する必要があった(11九すなわ

ちアテナイの統治体制はテュルゴーの説くよう

に，人民の集会における平等な投票権によって成

り立っていた。しかし，それもよく見ると，一院

制の民主政体というほど単純で、はないものであっ

た。実は，アテナイの政府は四つの統治秩序をもっ

ていたのである。それは I人民集会j，I四百人集

会j，Iアルコン集会j，Iアエロパコ‘ス集会」の四

つである。しかし，これもアダムズによれば所詮

は不完全な分離であった。「なぜなら，完全かつ独

立した三つの統治秩序の抑制がなかったからであ

る」。結局，この統治体制下でアテナイは混乱に陥

り，消滅への道を歩むことになった。それは，最

良の市民が存在しなければ，維持しえない統治体

制の典型であった。結局，ソロンのコンスティ

テューションはほんの百年も，保ち得なかったわ

けであり，無秩序や専制というアテナイや他のギ

リシャの都市国家の晩年の特徴は要するにコンス

ティテューションのバランスの欠如と関係がある

というのがアダムズの判断である(118)。

第二の例はカルタゴであった(11九カルタゴは大

きな国家であり，人口も多く商業も盛んでトあった。

しかも，その統治体制は混合された構成をもって

いた。カノレタゴが 500年間その寿命をたもちえた

リパブリックであったということが，その統治秩

序の良い側面を証明していた。その統治構成を観

察すると，王政的要素，貴族政的要素，民主政的



要素の聞のバランスが目指されている。とくに日

を引くのは，王政的要素と貴族政的要素の代表は

毎年人民によって選挙され，さらにこの貴族政的

要素内部での選挙によって，監視機関と司法機関

が構成されていた。では，これほどうまくバラン

スの取られた統治体制はなぜ滅びることになった

のだろうか。アダムズの分析によれば，その欠陥

の第ーは，行政権力が抑制されすぎていて，立法

権力にたいし，何らの拒否権も持っていなかった

こと，第二は，立法権力を構成する，貴族政的要

素と民主政的要素が強すぎ，行政権力の一部をも

立法権力が保持していたことが上げられる。すな

わち，カルタゴの場合は，アリストクラシーとデ

モクラシーの聞に介在すべき，強力な行政権力が

存在していなかったために，立法機関が強大とな

り，そのバランスの喪失によって，その統治秩序

は時間の経過と共に堕落していった，というのが

アダムズの判断である(120)。

第三の事例，すなわち「ある程度の期間続いた

リパブリック」の例はスパルタである。この 800年

続いたリパブリックは，急進派，穏健派を問わず

多くの人々によって論じられてきた。そのため当

然アダムズも慎重に詳しく論じている。しかし，

このよく混合され，長期間存続した古代のリパブ台

リックにたいするアダムズの評価は高くはない。

なぜなら，スパルタはいくつかの点で異常にアン

ティ・デモクラティックな原則と制度を含んでい

たからである。このスパルタの拒否のなかに，ア

ダムズの混合政体論の擁護と，共和国観の特徴が

存在する。この点に関しては擁護論』に示され

る彼の混合政体論とそのアメリカにおける適用の

原則を考察する次章において，あわせて検討して

みたい。

第四章 アメリカ共和政の統治原理

第一節近代と古代の統治原理

アダムズは「擁護論』において，単一民主政の

リパブリックは，存在したことはなかったことを

歴史的に証明しようとした。さらに彼は，理論的

にも単一民主政は存在できないことを論証しよう

ジョン・アダムズの「混合政体論」

とする。本節では擁護論』におけるアダムズの

古代リパブリックの理論研究を見てみたい。まず，

彼はテュルゴーの政治理論を次のように要約す

る。

代表者の議会は，そのネイションによって選

ばれ，そして，すべての統治の権力がその議会

に預けられる。つまり，その議会はすべての権

威が集められる中枢部 Ccenter)であるべきであ

り，そしてその議会は実際にそのネイションを

示している (121)。

しかし，アダムズは，この「ただ一つの議会」

が本当にそのネイションを代表しているのか，と

いうことに疑問を呈する(12九本当にそれは社会の

実態にそくしているとはf皮には思われないし，彼

の示した歴史研究の成果からも，あり得ないこと

であった。この政府設立についての，テュルゴー

の主張は，巧妙なルソー的トートロジーに過ぎな

いのではないかと彼には思われた(123)。つまり，

テュルゴーの主張は rネイションは権威となる。

そして権威はネイションとなる」ということであ

る。この背景には，要するにルソーの「一般意思」

という，わけの分からないもの r迷信的な呪文」

が存在するとアダムズには思われた(124)。

そこで，アダムズは~擁護論』の第三巻におい

て， 200ページ余りを費やして，マーカモント・

ネッドハムの政治思想、を題材にテュルゴーの理論

に反駁する(125)。アダムズは，アメリカ人の少なか

らざる者が，この人物の思想を中途半端にかじっ

て，強力な支持者になっていると考えていた(126)。

アダムズによれば，ネッドハムの思想の根本原則

とは要するに r人民は，彼ら自身の自由の最良の

維持者である」というものである。この主張が成

り立つには r自由な社会を推進することにおけ

る，単一民主政体の優位性」について，根本的な

仮説が必要になる。それは r単一民主政体におい

てのみ，人民の権利と自由は適切に守られる」と

いうものである (127)。

アダムズは，ネッドハムのこの仮説が，理論的
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にも成り立たないということを論証しようと試み

る。そのために，彼は，プラトンとポリビュオス

の著作の研究から始めている。彼のここでのテー

マは，一度は巨大となった古代のリパブリックは，

なぜ時間の経過とともに衰退したのかについて，

プラトンとポリビュオスを通して分析することで

ある。つまり，この両著作を通して，各政治体制

の国制の構造における健全性を弱め，腐敗させ，

破壊した，国制の欠陥，およびそれに内在してい

た構想における欠陥を特定しようと試みてい

る(128)。アダムズの描くポリビュオスの理論はおお

よそ次のようなものである(129)。

歴史的に見て，あらゆる統治体は以下のような

運命をたどる。すなわち，善きー者支配は，必ず

専制になり，善き少数者支配は，必ず寡頭政にな

り，善き多数者支配は，必ず暴民支配あるいは，

無秩序になる。このようになる理由は，各統治体

制が適切に混合されていないので，それぞれが時

間の経過と共に必ず堕落形態となるからである。

このため，政体は次のような循環をたどること

になる。まず，生来の徳をもっ一人の人物が君主

として共同体に利益をもたらす。しかし，財産相

続の原則に基づいて，政治権力は次の人物に引き

継がれると，最初の国王の徳が王権から消滅し，

権力だけが残り，その結果，次第に恋意的な統治

が行われるようになる。こうして一人支配は専制

に堕落する。すると，卓越した少数者が，この支

配体制を打倒し，徳と公共善に基づく政治を行う O

この際，大衆も危機的状況の中で，真に優れた指

導者群を正しく選び，自らの私的欲望は自制する O

ところが，この善き少数者支配も次第に，財産相

続と抗争のはてに，寡頭制に堕していく。ここで

の特徴の一つは，貧富の格差の深刻な拡大であり，

さらに富者と貧者の人数差は拡大の一途をたど

る。この格差が巨大なものとなったとき，圧倒多

数を占める人民がオリガーキーを打倒し，民主的

支配がそれに取って代わる。寡頭政に取って代

わった善き多数者支配は当初は正義と自由に基づ

く統治を行うが， この人民の支配は次第に節度な

き放縦となり，その統治のもつ平等的性格によっ
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て，過度な富の再分配が導かれることになる。そ

の政府は党派的闘争の場となり，最後には強力な

デマゴーグが法と秩序をコントロールする力を手

に入れるようになる。そうして再びその混乱を収

拾する君主の出現を待つことになる(1制。

以上が，アダムズのまとめるポリビュオスの政

体循環論である。しかし，アダムズはこのポリビュ

オスの循環モデルは二つの点で，不十分であると

考えていた(13九

まず，第一にポリビュオス的な理論では，政府

形態の循環を事実の問題としてのみ扱い機械的な

サイクルで措こうとしすぎているために，その変

化の底流に存在する原因を論じるには不十分で、あ

る。第二に，ポリビュオスの措く人間本性は，ホッ

プズ，マキャベツリ，マンデヴイル，ルソーといっ

た近代の思想家と比べるとき，あまりにも有徳な

ものである o つまり，最初の国王は賢明に誠実に

統治を行うということ，最初の貴族たちは慎重さ

と穏健さをもって統治を行うということ，最初の

民衆支配は品格よく統治を行うということが想定

されているが，アダムズによれば，一者，少数者，

多数者のどれが統治主体であっても，権力をもて

ば，すぐにその濫用を目指すのであるとして，こ

のポリビュオスの人間観について，アダムズは否

定的見解を示す(132)。

つまりポリビュオスの理論は，そもそも「なぜ，

コンスティテューションは堕落するか」について

の，究極的な説明になっていないのではないかと

アダムズは言う。そして，そのポリビュオスのも

つ不十分さを埋めるものが，プラトンの政治理論

であると，アダムズは考えた(13九アダムズによれ

ば，プラトン的な説明の仕方は，すべてのコンス

ティテューションが，あるものから，別のあるも

のに変化する，その変化の底流に存在する原因を

明らかにすることを試みているという。

プラトンの政治理論とポリビュオスの政治理論

の違いは，主として次の三つある。まず，第一に，

プラトンは政府の形態を六つではなく，五っと考

えている。第二に，ある政府形態から別の政府形

態への移り変わりを，ポリビュオスのごとく循環



では説明していない。そうではなく，ある政府形

態の崩壊の原因は，その政治体制に内在している

ものと考えている。第三に，統治体制の変化(例

えば，王政から傍主政への変化)のプロセスを促

す力は，コンスティテューションの中の構造的欠

陥というよりも，人間本性に内在する，より深い

要素の結果であるとみている。つまり，プラトン

は国家の統治構成を一個の人間との類比で考え，

「人間の性格や，魂の分類には五種類ある」という

表現をし，統治構造の堕落の究極的原因を人間本

性の中に見つけようと試みている。プラトンはこ

うすることで r単一統治体制の気まぐれさを十分

に考慮、している」がゆえに，アダムズは彼の理論

を重要と考えた(1刊。

つまり，アダムズはコンスティテューションの

変化のプロセスと人間の魂の状態には直接的な類

比が成り立つというプラトンの主張に同意してい

た。それゆえ，彼は単一統治体制は，最も人間の

情念を制御する力が弱いので，堕落の影響をもっ

とも受けやすいと考えていたといえる。アダムズ

によれば，プラトンの理論は混合され均衡された

政府の必要を十分に描ききれてはいないが rその

ような，統治秩序とその均衡が絶対に必要である

ことを暗示し，そうではない単一統治体制がいか

に堕落するのが自然であるかということを示して

いる」という (135)。

以上のことから，ネッドハムの「単一民主政体

においてのみ，人民の権利と自由は適切に守られ

る」という仮説は，アダムズが受け入れられるも

のではないことが明らかであろう。単一種の統治

体制(王政のみ，貴族政のみ，民主政のみといっ

たもの)は，人間の情念の変化に，最も影響を受

けやすしそれを制御する力が最も弱い。さらに，

王政にしろ，貴族政にしろ，民主政にしろ，ポリ

ビュオスの仮定と異なり，はじめからそれ自体は

権力の濫用を目指すものであり，民主政の単一体

制のみが，人民の権利と自由を適切に守りえるな

どという仮定が成り立つはずがないわけである o

しかし，それは同時にプラトンとアダムズの基

本的な相違も示している。アダムズは「単一統治

ジョン・アダムズの「混合政体論」

体制」は，統治体制を必ず堕落させると考えてい

たので，プラトンのごとく哲人王を想定すること

も，貴族政を次善のものとも考えていなかった。

それゆえ r民主政」を「悪い統治体制」であると

も考えてはいなかった。混合され均衡されていな

いからこそ「適切ではない」のであり，ひとり「民

主政」のみが悪い統治体制なのではない。そのこ

とは，彼のスパルタの国制にたいする否定的な見

解にも示されている。

リュカルゴスの打建てたスパルタの国制は r二

人の国王J，r一つの貴族政的要素J，r二つの議院

からなる人民の議会(一つは都市から選出され，

もう一つは国全体から選出される)J， r民選長官と

呼ばれる，司法審査のための五人の委員会」の四

つの混合体制である。確かに名目的には r混合政

体」といえる上に r民主的要素」も確保されてい

るようにみえるスパルタの国制は，その国家の生

命の長さと相まって正しいものに見える。しかし

ながらアダムズによれば， これこそ「名目上のリ

パブリック」なのであり，その国家の目的は高度

に軍事的なものに集約され，人民は幼い頃からそ

の国家の目的に向けて教育されているので r民主

的要素」はそもそも意味をなしていない。そして

その端的な帰結は商業的な要素の欠如である。人

民の自由は抑制されるべきなのであって，スパル

タのように抑圧されるべきではないというのがア

ダムズの見解である。すなわち，このスパルタの

国制はその外観とは異なり適切な混合ではないと

いうのがアダムズの見解といえよう (136)。

このように，スパルタを否定したことの中に，

民主政的要素をめぐるアダムズの思想的特徴がう

かがえる。ここでいうアダムズの「民主政的要素」

には，商業の精神が存在している。そして，商業

の精神を可能ならしめるものは「私有財産」であ

る。この「私有財産」の神聖視こそが，アダムズ

の「共和国」観の決定的な特徴となる。この点を

次節で検討してみたい。

第二節 自由な政府のための原理

ジョン・アダムズ自身のリパブリックの定義は
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実は明快である。アダムズは次のように語ってい

る。

国家 (respopuli) ，そしてリパブリックとい

う言葉の本来の意味は，統治されている人民の

財産を含んでいる統治体ということである。そ

れゆえ，それは自由よりも財産に関係した存在

である。それは，公衆 (public) または人民

(people) ，そしてその中のあらゆる個人の財産

は法によって，保全され保護される政府を意味

する。この考え方は実際には，自由を意味して

いる。なぜならば，人聞は財産を自分の思った

ように，獲得し，使用し，共有する自由をもた

ない限り，そして，その財産を得るために，生

証しているという場合，その基準は，私有財産権

を法によって擁護しているかどうかである。アダ

ムズは自らが中心となって作成した 1780年のマ

サチューセッツ憲法の「権利の宣言」の内容を次

のように報告している。

すべての人間は自由で独立したものとして生

まれた。そして，生まれながらの本質的な，侵

害することのできない，権利をもっている。そ

の権利のなかには，生命と自由を享受し擁護す

る権利，財産を獲得し，所有し，守る権利，さ

らに言えば，安全と幸福を追求し獲得する権利

も含まれている(138)。

命，身体，行動，休息という私的自由をもたな この結論だけを眺めるならば，ルイス・ハーツ

い限り，財産は保全し得ないからである(137)。 が描くところの「ロック的な」アメリカ政治思想

すなわち，アダムズは自由な国家 (freerepub-

licl とは，.法の支配」によって，財産を保護し，

それを通して市民の自由を保全する統治の体系で

あると考えていた。この一見すると，素っ気無い

彼の「共和国」観は，彼自身の経験と歴史研究の

膨大な積み重ねから生まれた，これ以外に言いよ

うがない結論であった。無秩序や専制は，自由の

実現を阻害するがゆえに，政府が必要となるが，

政府の原理が「法による財産の保護」によらず，

超越的な観念によるとき，結局はもっとも自由を

奪う存在に堕してしまうのが，歴史的現実である

というのが，アダムズの結論であった。

それゆえ，政府の構成原理は，法による私有財

産の保護を通して，人民の自由を保全する，とい

う政府原理に，最も応えているものでなくてはな

らない。そしてその要請に最も適切に応えている

原理こそ，三つの基本的統治秩序の混合と抑制均

衡をめざす，.混合政体論」である，というのがア

ダムズの主張である。

そのため，アダムズの共和国観には，.共和主義」

という言葉がもっ，独特の響きがあまり感じられ

ない。要するに，リパブリックとは「自由な政府」

なのであり，その統治体制が人民の「自由」を保
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の理解という，馴染み深い結論に落ち着くように

も見える (139)。確かにアダムズは擁護論』におい

ては，政府創設の原理として「徳」を積極的な要

素として語ることはなくなる。彼が中心になって

起草した 1780年のマサチューセッツ憲法は，名目

上は徳を柱としつつも，それ自体を唯一の基礎と

はしていなかった(140)。彼は徳を軽視したわけでも

信じなかったわけでもないが，それは家庭におい

て両親が子供たちに教えるものとして，憲法の原

則に積極的に加えることはなかった(141)。

しかしながら，アダムズ自身の関心は，政府の

問題にあったことは改めて確認しておかなければ

ならない。アダムズの歴史の研究によれば，社会

の有りょうがどのようなものであっても，本質的

な統治要素を混合させていないかぎり，国家は歴

史的には必ず衰退するのである。ある社会におい

て，どれほど考え方の基本にコンセンサスがあろ

うとも，差異は必ず存在する。それゆえ，本質的

な統治要素が適切に代表され混合されていない限

り，その国家の政府秩序は人間の情念の影響によ

る，変化を免れることはできないというのが，ア

ダムズの結論であった。それゆえ，新たな政府の

政治的正統性は，代表の原則にかかっていた。私

有財産を保証するための立法，行政，司法の諸機



能は政府によって形成される。それゆえ I代表」

の性質が政府原理の本質的な問題となってい

く(14九

また，アダムズは，人間の本性には卓越を求め

る情熱が存在していると考えていた。この「卓越

へのd情熱」が存在するがゆえに，秩序の動揺が引

き起こされるが，しかし，同時にこの「卓越への

情熱」こそが人間の幸福の源泉であることもまた

アダムズの認めるところであった(143)。そのこと

は，彼が，法による私有財産の擁護を通して守る

べき自由として，なによりもまず「財産獲得」の

自由を掲げたことにも示されている。ただし，ア

ダムズが問題としているのは，このような「卓越

への情熱」を政府において適切に均衡させない場

合，現実には，ほとんどの人間の自由は実現しな

いということである。

ただし，いかにして自由の精神を抑圧せずに，

秩序を維持するか，という問いにたいする解答に

おいて，アダムズとマディソンでは，見解の大枠

を共有しつつも，微妙な違いをみせている。マディ

ソンは rザ・フェデラリスト』第 10篇において，

「自由が実現しなしり状態を「派閥の弊害」と表現

しつつも，その派閥の発生原因は除去するわけに

はいかないと考えていた。すなわち，派閥の除去

のみを目的とするならば I派閥の存在にとって不

可欠な自由を弾圧」すればよいわけである。しか

し「それは(派閥のもたらす)病弊そのものより

もいっそう悪いものである」と考えていた(144)。

このマディソンの主張は，アダムズの考えとな

んら違わないものであるといってよいであろう。

しかし，マディソンが「不可能なもの」として退

けた派閥の匡正策の第二の方法に示される I利益

の多様性」にたいする重点のおき方が，アダムズ

とは異なっている。つまり，マディソンは「すべ

ての市民に同ーの見解，同ーの感情，さらには同

ーの利害を与えること」ができればそもそも派閥

は存在しえないが，そのようなことは不可能であ

るとして，その理由を次のように表現する。

およそ人聞の理性が誤りうるものであり，人

ジョン・アダムズの「混合政体論」

聞がその理性を自由に千子使しうるものである限

り，相異なった意見が生ずるのは当然であろう。

……それと同様，人間の才能が多様であること

にこそまた人間の利害関係が同一たりえない基

本的な原因がある。そして，こうした人聞の多

様な才能を保護することこそなによりも政治の

目的なのである。これらの財産を獲得する多種

多様な才能のどれをも等しく保護する結果，そ

の程度と種類とを異にする様々の財産の所有が

ただちに生ずる。これらの事情が個々の財産者

の感情や見解に影響を及ぼすのであるが，その

結果として，社会は様々の利益群と党派とに分

裂せしめられることになる。

ここに示される I利益の多様性」にたいする比

重の置き方は，アダムズとは対照的である。アダ

ムズの社会像では，情念や利益は確かに様々で

あっても，究極的にはそれは多数者(大衆，貧者，

democracy)の利益と少数者(貴族，富裕層， aris-

tocracy)の利益に還元できるものと考えてい

た(1刷。確かに，様々な利益の違いは存在はするが，

それは政府に代表されるべき I本質的な統治要

素」とはいえないものであった。アダムズにとっ

て重要なのはこの「本質的な統治要素」を適切に

政府に代表せしめることであった。

アダムズと，マディソンのいずれが正しいのか

についてはさておき，アダムズは政治的に意味の

ある本質的な利益の対立関係はデモクラシーとア

リストクラシーの対立関係に還元されると考えて

いた。そして，このことは彼自身の基盤であるマ

サチューセッツにおける経験から得た実感でも

あった。アダムズが「マサチューセッツ憲法(1780

年)Jを起草し w擁護論』を書き上げるころには，

すでにアメリカにおいては，西部への空間的膨張

がスタートしていた。空間的膨張をアダムズは脅

威と考えていたが，それは要するに，西部の新興

タウンやカウンティーが急進的民主主義への志向

性を持つからであった。その点はなによりも，夕、

ニエル・シエイズの反乱をはじめとする，マサ

チューセッツ西部の中央政府にたいする，あから
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さまな暴力的反抗に示されていた(1州。急進的単一

民主政体に特徴的な害悪は，自由の基盤である私

有財産権を無視する傾向をもつことである O それ

ゆえ，アダムズは自らの政治理論への確信を強め

ることになった。

彼の混合政体論は具体的にはマサチューセッツ

憲法とそのなかに示される二院制に制度化される

ことになる。その内容については，次節で検討す

ることとして，まずその前に，アダムズが考える

「本質的統治要素」の混合について整理しておきた

。
)
 

7
 

4
 

l
 

(
 、A

】

ν

アダムズは，アメリカにおける「本質的な統治

要素」として，まず，ナチュラル・アリストクラ

シーという貴族政的要素を挙げる。そして，いか

にして，公的利益のために彼らの影響力を利用す

るか，いかにして，彼らの活力が公的利益を阻害

するのを防ぐか， ということが政府を構成する上

で重要な問題になる。

次に，アダムズが挙げるのが，民主政的要素で

ある。デモクラテックな要素を欠いたコンスティ

テューションは，一般的に抑圧的なものとなる O

さらにこのデモクラティックな要素は，少数者に

よる多数者への搾取にたいする防波堤ともなる。

それと同時に，一般的に教養が低く，気まぐれな

大衆もまた，公共善にたいする危険をもたらし得

る存在である。それゆえ，アリストクラシーの存

在をもって抑制されなければならない。以上のこ

とから，両統治要素を，それぞれ議会の上院と下

院に代表せしめて，相互に均衡をさせる必要があ

る(148)。

しかしながら，アリストクラティックな要素と，

デモクラティックな要素を均衡させるだけでは，

実際には永遠の勢力交代に終始するのみで，真の

均衡状態は生まれない。そこで，独立した立法権

力を，王政的要素として，二つの統治勢力の調停

者となるように政府機構に制度化する。この権力

は拒否権を通して議会の立法に参加し，両勢力の

パランサーとしての役割を果たすことにな

る(149)。

アダムズによれば，単一の統治者的部門という
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ものは，それが相続によるものであろうが，選挙

によるものであろうが政治においては国王と同じ

ような役割を果たすことになる。すなわちアダム

ズによれば，統治体制は王政，共和政とはっきり

分類できるものではなく，統治形態の分類におい

て意味があるのは，その混合の程度を基準とする

分類方法である。そして，善き政治体制とは，適

切に混合された法的なリパブリックなのであ

る(150)。

アダムズは以上のように，政治的に重要であり，

政府において代表されるべき「本質的統治勢力」

の性格と，その相互の関係を示した。では，その

アメリカにおいて制度化した姿はいかなるもので

あったのだろうか。次節ではその点について論じ

てみたい。

第三節権力分立論

「英国による専制」を打破し I革命」によって

成立したアメリカにおいては I権力分立論」は自

明の政治原理ではなかった。なぜなら，アメリカ

人が戦った専制の担い手は，王政であり，貴族政

であったからである。つまり，独立した行政権力

を自ら創設することも，立法府において，貴族政

的部門である上院を設けることも，つよい抵抗感

を感じさせた。

ベンジャミン・ラッシュによれば. 1776年のア

メリカ人は，英国国制から王政的部分を切り落と

すことに熱心であったが Iリパブリックにおける

権力の形態やその結びつきについては伺も分かつ

てはいなかった」という状況にあった(151)。すでに

述べたように，このような戦争の不安定さと英国

への敵意の強かったこの時期は憲法制定には不向

きな時期であったというのがアダムズの総括で

あった。このような緊急時に形成された政府機構

の不都合さが各邦の憲法作成に責任をもっ人々の

間で次第に認識されていくに従いアダムズの著作

は急速に彼らの聞で読まれていくようになる。そ

してだいたい 1787年頃までには政治システムの

再構成が必要であるということが，次第に各邦の

責任ある人々の聞での共通認識となっていった。



つまり，アメリカ人は植民地時代の経験から，

統治機構の行政権力のみを危険な存在として敵視

し，自分たちが参加してきた議会を強力にするこ

とに腐心してきたが，自分たちの議会も同じくら

いに恋意的に運営されていることに気づきはじめ

た。すなわち，すべての権力が単一の機関に存在

する場合，その機関は必ずその権力を拡張する傾

向をもち，それゆえ，一人の専制者(国王的存在)

も '173人の専制君主J (議会)も，同様に専制権

力であるという認識が革命の熱狂が沈静化すると

共に急速に共有されていくようになった(1叫。

革命的熱狂のなかで形成された各邦の憲法の問

題点は，単一の議会に，行政，立法，司法のすべ

ての政府機能が集中していることであった。その

ため，必要とされた改革は，行政権力の強化と巨

大になりすぎた立法権力の改革である。このとき

に，政府構成の改革を正統化したものが，混合政

体論に基づいた権力分立論であった。そして，そ

のような権力分立論によって作られた制度とは，

自立的な行政権力と二院制議会である。

このように，各邦の憲法作成者たちが戸惑いの

なかにあるとき，示されたのがアダムズが中心と

なって起草した， 1780年のマサチューセッツ憲法

である (1日)。この憲法の構成の特徴は，まず第一章

において，実に 31項目からなる権利の宣言によっ

て，事細かに権力分立の原則が述べられている点

にある (154)。第二章では，税額に基づいて選出され

る40人の上院の権力と，人民から直接選挙される

下院の権力が規定されている(1問。第三章では，行

政権力についての規定がなされている(1問。第四章

で、は，司法権力についての規定が記され(lm，以下

第五章から終章の第七章までは，第四章までに規

定した以外の政務上の諸々の規定が記されてい

る(15九もちろん，憲法の特徴を考えるとき最重要

なのは第四章までである。

以上のように，この憲法の構成は，まず権力分

立の原則を彊ったうえで，立法，行政，司法とい

う政府機能を順に定めている。つまり，政府機能

を分類し，各章に割り当てている。しかし，詳細

に内容を検討すると，その本質はむしろ各統治要

ジョン・アダムズの「混合政体論」

素における，権力の配分が規定の中心になってい

ることがわかる O 行政部門の長は，上院によって

抑制されつつも，直接人民から選ばれている。そ

して両院の三分の二の多数によって再び通過した

法案を除いて，議会の法案にたいして，単独で拒

否権を持つ。すなわち，拒否権を通して，立法権

力に一部関与することになっている。また，行政

部は司法部の成員を任命する権力をもっている。

すなわち，この点において，司法権の一部を保有

している。立法部の一部である上院は，行政部お

よび司法部の成員にたいして弾劾裁判を行う権力

を持っている。つまり，司法権力の一部を保有し

ている。また上院と下院の両院は，その要請によっ

て，行政部に司法部の成員を解任させることがで

きる。また行政官職の一部は，立法部の成員によっ

て任命されている。すなわち，この点において，

行政権力の一部を保有している。

つまり，マサチューセッツ憲法における権力分

立の精神とは，王政的要素である行政権力，貴族

政的要素である上院，民主政的要素である下院の

三者聞の行政，立法，司法という政府機能の適切

なる配分なのであり，行政，立法，司法という三

つの機能的制度の分断を意味してはいないという

ことである。

この 1780年のマサチューセツツ憲法は， 1784 

年のニューハンプシャ一憲法に直接的な影響を与

えたのみならず，その他の邦憲法作成者の目指し

たものを体現したものであるといえた(159)。すなわ

ち，当時の時代背景，各邦の憲法作成者たちの教

養の内容，およびその時代の憲法理論の第一人者

ジョン・アダムズの理論とその制度化したもので

あるマサチューセツツ憲法を検討する限り，アメ

リカ諸邦の憲法作成者たちの理想の憲法観，ある

いは政府構成における権力分立の起源は，現在の

我々に馴染み深い行政，立法，司法の機能論的な

三権分立論よりも，むしろ混合政体論的な「代表

観」に基づく権力分立論であると考える方が，よ

り当時の憲法作成者たちの実感に近いものとなる

のではないだろうか。

このことは wザ・フェデラリスト』における，
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マディソンの第 47編「権力分立制の意味」と題す

る論文からも読み取れ得る。ここで，マディソン

は連邦憲法擁護論を展開するに当たって，次のよ

うな言い方で三権分立の強調点を変化させてい

る(160)。

この憲法案に反対するもののなかでも，尊敬

に値する人々によって主張されている主なる反

対論の一つに，立法・行政・司法の各部門は明

確に分離されていなければいけないという政治

上の公理を，この憲法案は破っている，という

反対論がある。

こうして，マディソンは，まず「反対論」にお

ける三権分立論を「立法・行政・司法」の聞のこ

とに自ら設定し，その上で，諸州の憲法は連邦憲

法以上にこの三つの機能の分立が，完全ではない

ことを指摘することによって，連邦憲法を擁護す

るという手法をとる O その際に，彼は権力分立論

を唱える人々にとって権威的存在であった，モン

テスキューを自らの主張を正統化するために利用

する。

この権力の分立の問題についてつねに参照さ

れ利用される権威としては，かの高名なるモン

テスキューがいる。……したがって，まず，モ

ンテスキューが，権力分立制をもって，何を意

味していたかを確かめる必要があろう。

こうしてマディソンは，モンテスキューが権力

分立論を展開する際に，題材とした英国国制を検

討する。すると，そこから分かることは次のこと

である。

イギリス国制を一瞥しただけでも，立法・行

政・司法の各部門がけっして完全に，明確に，

分離せしめられているのではないということを

認めざるをえない。

マディソンは，英国国制を検討し，行政部，立
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法部，司法部の各成員が，実際には明確に分断さ

れているのではなし相互にその権能の一部をあ

わせもっている事実をあげている。その上で，実

は，英国国制は「立法・行政・司法」の各機能が

明確に分離されてはいないという事実を示す。そ

して，モンテスキューが，このような英国国制を

もって権力分立論を説いたということから，モン

テスキューが説く権力分立論は本来どのようなも

のであったのかを推し測る。

モンテスキューが真にいわんとしたことは，

彼自身の言葉から察せられるように，また彼の

眼にした事例そのものによってさらに決定的に

示されているように，ある部門の全権限が，他

の部門の全権限を所有するものと同じ手によっ

て行使される場合には，自由なる憲法の基本原

理は覆される，ということ以上にはでないので

ある。

つまり，モンテスキューの権力分立論とは，行

政部，立法部，司法部の各部門が，他部門の行為

について I部分的にも代行機関であったり，いさ

さかなりとも抑制権をもつべきではないことを意

味したのではなかった」。モンテスキューが言って

いるのは，例えば英国国制について言えば Iもし

唯一の行政首長たる国王が，立法権の全権力を把

握したり，司法権の最高執行権を所有していたな

らば，あるいは，立法機関全体が最高の司法権を

所有したり，最高の行政権を所有していたなら

ばJ，確かに自由な憲法の基本原則は覆されるとい

うことである(161)。

この当時の人々がモンテスキューをもって，権

力分立論を主張する際の権威としていたことは，

彼らの考える権力分立論の性格を示している。モ

ンテスキューの権力分立論とは I立法・行政・司

法」という機能論的な三権の「分立」ではなく，

その適正な「配分」を問題としていたものであっ

たことが，現在では明らかになっている(162)。そし

て，その「配分」の主体となるのは，モンテスキュー

が分析した英国においては I国王・貴族院・庶民



院」であったことは明らかである。すなわち，こ

の当時の憲法作成者たちの考える権力分立論とは

「混合政体論」という知的伝統に基づくものであっ

たと考えられる。

しかし，それと同時に，モンテスキューの権力

分立論が 19世紀以降しだいにドグマ化されてい

く様子も，この当時の人々の権力分立論理解の混

乱から読み取ることができる。つまり，マディソ

ンが連邦憲法にたいする反対論を「立法・行政・

司法の各部門は明確に分離されていなければいけ

ないという政治上の公理を，この憲法案は破って

いる」と設定してみせたことにも示されているよ

うに，実は「混合政体論的な権力分立論」と「機

能論的な三権分立論」は，建国期アメリカにおい

て混同されはじめていたのである。マディソン自

身がこの混乱の中にいたのかどうかは疑わしい

が，彼は知ってか知らずか r反対論」をこのよう

に設定することによって rアメリカ各邦の憲法を

検討してみると，この公理が非常に強調され，時

には無条件的な表現をもって述べられているにも

かかわらず，権力の各部門が完全に明確に分離さ

れている事例は，ひとつとして存在していないこ

とがわかる」と言うことができた。マディソンは

こうして，アメリカ各邦の憲法の三権分立におけ

る「欠陥J を指摘し，そのうえで，実はこの機能

論的な三権は完全に分離独立しておくことは不可

能であると述べて，それをもとにアメリカ連邦憲

法を擁護する。

このとき，マディソンが権力分立の公理を高々

と彊いながら，実は「三権」が完全に分離してい

ない例としてあげた邦憲法のなかには，マサ

チューセッツ憲法も含まれている(163)。しかし，そ

の憲法の起草者であるアダムズのいう権力分立論

とは，社会における本質的統治要素を政府に適切

に代表せしめることなのであって r立法・行政・

司法J という各政府機能が相互に関連性をもっと

いうのは，当然のことであった。この観点、から見

たとき，実はマディソンの権力分立論は，混合政

体論を巧みに言い換えたものにすぎないのではな

いかという論点が生まれる。そしてこのように，

ジョン・アダムズの「混合政体論」

憲法作成当時の人々の，世界観・政治観に注目す

るとき，アメリカ諸邦の憲法と，連邦憲法に流れ

る共通の精神をよりよく理解することができるの

である。

つまり，アメリカ連邦憲法には，自立性を主張

するアメリカ各邦の「主権」にたいする，敵対者

としての側面があると同時に，他方では，アメリ

カ各地でなされた，憲法作成における，様々な知

的努力の蓄積をもとにして，生み出されたという

側面があるのである。 1787年に，アメリカ連邦憲

法がまとめられるまでの聞に，アメリカの各邦で

は，ことごとく憲法作成作業が行われていた。急

進的な議会主権に傾きがちな革命の熱狂的雰囲気

を脱し，二院制議会，および拒否権をもっ独立し

た行政首長の必要をアメリカ人が意識するように

なるまでの期聞を担ったのが，この邦憲法作成の

営みであった。そして，このような制度の導入を

正統化し，推進力を与えたものが，混合政体論と

いう伝統であった。それがまず邦憲法によって，

アメリカ人のなかに定着していたことが背景に

あったからこそ，連邦憲法に示される，二院制お

よび大統領制が可能となったのである。そのよう

に考えるとき，ジョン・アダムズの混合政体論は，

単にアメリカ的風土において，妥当性を欠くもの

とは，言い切ることのできない価値をもつことに

なる。すなわち，彼の混合政体論は，確かに現在

のアメリカを説明するには，妥当ではないとして

も，アメリカ連邦共和政の実現までの重要な基盤

になっているのである。彼の擁護する混合政体論

は，当時の各邦の憲法作成者たちにとっては，有

力な統治のモデルとなっていた。彼が制度化した

マサチューセッツ憲法は，多くの邦憲法に影響を

与え，二院制と拒否権を有する独立した行政首長

をもっ憲法体制が政府構成の理想とされるように

なった。こうしたアメリカ社会において形成され

た統治秩序のあり方についてのコンセンサスを背

景として，連邦憲法の政府構成がつくられたとい

うことは忘れてはならない。それゆえ，ジョン・

アダムズの政治思想は，建国期当時の人々の，世

界観・政治観に迫ろうとするときには，欠かすこ

237 



北大法学研究科ジュニア・リサーチ・ジャーナル No.8 2001 

とのできない存在感をもつのである。

おわりに

19世紀以降の世界で次第に形成されていくこ

とになる r立法・行政・司法」という機能論的な

三権分立論の教義が，世界に先駆けてアメリカに

おいて実体を持ち始めた理由は何であろうか。そ

れはおそらく，混合政体論を支える統治要素の一

つである，貴族政的要素の弱さなのであろう。つ

まり，上院の貴族的性格を維持するのが，アメリ

カにおいて困難であったというのがその理由では

ないかと考えられるのである。すでに述べたよう

にアメリカにおける「貴族」とはナチュラル・ア

リストクラシーであるが，実際にそれを上院とし

て制度化する場合，それは「財産資格」という形

にならざるを得ない。しかしながら，長い封建制

の伝統によって形成された r貴族階級」をもっ

ヨーロツパと比べたとき，アメリカにおけるナ

チュラル・アリストクラシーとデモクラシーの格

差というものは，質的なものというよりは程度問

題にならざるを得ない。もちろんこの時期におけ

るアメリカには貧富の格差は存在してはいた。し

かし，その格差がいかに大きかろうとも，それは

量の違いを超えず，質的違いには至らなかった。

つまり，上院独自の利益を確立することが困難で

あった(164)。

連邦憲法において上院は，州独自の利益を争う

場としての側面を併せ持つことになるが，それも

また，究極的にはアメリカ国民全体の利益のもう

一つの側面を代表する場であるとも言えるのであ

る。こうして二院制はアメリカにおいて人民を二

重に代表する機関であるというようにとらえられ

ていくことになる (165)。こうして，上院と下院の機

能的な違いはそのまま残しつつも，代表としての

性質の違いが，消滅していくことになる。

また一方，行政権力の議会への依存を削減し，

王政的要素を強めるために行われることになっ

た，行政首長の人民の直接選挙もまた，時代の流

れと共に，この傾向を強めることになっていく。

すなわち，立法権力のみならず，行政権力もアメ
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リカ国民全体を代表していく存在として認識され

るようになっていく (166)。

こうして，人民はかつての混合政体論における

ようにその政府の民主的部門を通して代表される

存在ではなく，政府全体の権威の源泉として存在

することになっていった。そうである場合，次に

重要となるのは，政府機構内部での，権力分立の

原則である。すなわち r立法.行政.司法」とい

う機能論的な三権分立論という教義が実体を持ち

始める原因がここに存在すると考えられる~(16町7η)

ただし，押さえておかなくてはならないのは，

このことは植民地時代以来のアメリカ社会の性格

に原因を持ちつつも，大きな歴史の流れのなかで，

徐々に形成され，それが政党再編，制度改革に結

びっくに従って確立され，自覚されてきたので

あって，アメリカに憲法体制を打建てた当時の

人々は，現在の我々とは異なった政治観や世界観

のなかで、生きてきたということである。

アメリカの諸邦の憲法および，連邦憲法を作成

し，それらの憲法を批准した人々は， r18世紀的」

な混合政体論的政治観をその知的背景にもってい

た人々であり，その新憲法の最初の運用者もまた，

これらの人々であったことを考えるならば，少な

くとも，デモクラシーが連邦レベルで実現される

ようになる 19世紀前半までは，アメリカ連邦共和

政は，混合政体論的観点、から読むほうがより当時

の人々の実感に近い読み方をでき得るのではない

かと考えられるのである。
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