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第１章　問題の所在

第１節　問題

　日本国憲法が第8章で地方自治を規定する以前か
ら、わが国では地方自治制度が設けられており、
「地方自治制度」は、公法学（主に行政法学）に
おいて熱心に研究されてきた1。そして日本国憲法
が憲法上地方自治を保障した後も、地方自治は、
研究の対象であり続けている2。にもかかわらず、
地方自治についての研究が遅れていることもま
た、既に指摘されている。例えば、地方自治の基
礎概念とされている団体自治3について憲法学が十
分に検討してこなかったという指摘4は、（とりわ
け憲法学において）地方自治の研究が立ち遅れて
いることを例証するものであろう。
　ところで、1999年の第一次分権改革（以下、
「当該改革」という）5によって、国と地方公共団
体は上下関係ではなく「対等・協力」関係にある
とされるに至った6。国と地方公共団体の関係の転
換は、具体的には以下のような制度変更によって
実現したものであると解されている。すなわち、
地方公共団体が行う事務区分のうち、国と地方
公共団体の長を上下関係に置く機関委任事務が廃
止されたことや、国から地方公共団体へ関与する
際、地方自治法245条の3第1項が、最小限度の原則
を規定したこと7などである8。これらの制度設計
は、国と地方公共団体がいかなる関係にあるべき
かという観点から導出されたものであると位置づ
けられよう。
　しかし当該改革は、憲法学においていかなる意
味を有する改革であったと評価されるのであろう
か。上述の例に引きつけるならば、以下のような
疑問を投げかけることが可能であるように思われ
る。すなわち、たしかに国と地方公共団体が「対
等・協力」関係にあり、地方自治法2条第13項の
「地域の特性」に基づき、地方公共団体のあり方
に多様性を認める場合であっても、国と地方公共
団体がどのような場面で「対等・協力」関係にあ
るのか。この問題は、当該改革からは明らかでは
ない。たしかに、当該改革以前の地方自治制度と

比較するならば、国と地方公共団体が「対等・協
力」な関係になるよう、一歩進められたと言うこ
とは可能だろう。しかし、改革の内容を見る限り
では、両者があらゆる場面で対等な関係にあると
考えられているようにも思われない。両者が真に
対等な関係にあるとすれば、例えば関与法制が存
続していること自体の説明が困難になろう。この
ような事情は、関与の最小限度の原則が定められ
ていたとしても異ならない。なぜなら、そもそも
ある統治団体が別の統治団体の事務に関与できる
こと自体が、両統治団体の優劣関係を示すことに
なるからである。
　そして学説もまた、国と地方公共団体が文字通
り対等な関係にあるとは考えてこなかったのでは
ないか。一般的に、地方公共団体は司法権を有し
ていないと解され9、地方公共団体は国の司法権に
服するものであると考えられており、地方公共団
体が国家内国家であるとする立場10は、管見の限
り少数説にとどまっている。それでは、当該改革
によって示された国と地方公共団体の「対等・協
力」関係とは、一体何を意味しているのであろう
か。これは、国家内部において、地方公共団体が
法的にいかなる位置付けを与えられるべきかとい
う問題に他ならない。
　憲法が地方自治について規定している以上、憲
法学は、国家の統治機構の一つである地方公共団
体の国家の中での位置付けについて検討する必要
があろう。そして改革によって国と地方公共団体
の関係が変動させられるべき旨示された以上、当
該改革の理論的意義を検討しなければならない。
つまり、憲法学も当該改革の結果示された国と地
方公共団体の関係の転換が意味するものを、探究
する必要があるのではないか。「地方」を重視
し、今後も分権改革を推進しようとするならば、
この点を検討する必要性は増すだろう。
　また以下の点からも、地方公共団体が国家内部
において法的にどのような位置付けを与えられて
いるのかという点を検討する必要があるように思
われる。すなわち、地方公共団体の法的位置付け
は、独立性を有する地方公共団体が事務を遂行す
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る際の問題に関わる問題、すなわち団体自治の問
題である11。団体自治は、現在、過疎化や高齢化
に伴って生じている地方公共団体の実際上の存立
の危機と関連する。そしてこの概念は本来住民自
治と相補関係にあると位置づけられているにもか
かわらず12、研究の不足が説かれている13。以上の
事情に鑑みれば、国家内部における地方公共団体
の法的位置付けについて、団体自治の研究を補う
一つの方策として論ずる意義が認められよう。

第２節　概念

　それでは、地方公共団体の法的位置付けを論ず
るにあたって、どのような手がかりがあるだろう
か。この課題を検討するに際して、本稿では「公
法人」概念に着目する。
　現在わが国においては、地方公共団体は、憲法
第8章の規定を論拠に、統治団体として14立法権と
行政権を有するとされる15。地方議会は立法権を
行使し得る機関として位置づけられ、地方議会が
立法権限を行使し制定したところの条例は、国法
秩序において、憲法や法律と抵触し得る法規範と
解されている16。
　しかし、地方公共団体が国家とは異なる統治団
体であるとする考え方は、自明のものではない。
少なくとも（過去の）ドイツの議論を継受した戦
前の日本においては17、後述するように、地方公
共団体は当然に行政組織の一つであると位置づけ
られていた。
　ドイツにおいては、地方公共団体18は公法人の
一類型として扱われており19、地方公共団体は統
治団体ではなく、「それ自体行政組織の一環とし
て位置づけられ、国家特性…を有するものではな
いとされている」20。地方公共団体はラントが作っ
た組織であり、行政作用に包括されるという認識
がなされているのである21。彼の国においては、
地方議会は議会（Parlament）とは解されず22、条
例（Satzung）23は、「国法体系全体の序列の中で
は国家法の下位に位置づけられ」24、わが国の条例
には認められない様々な制約が課せられている25。
　現在のわが国においても、地方公共団体の法的

位置付けについて公法人概念を用いて説明するこ
とが、全くなされないわけではない26。しかし公
法人として法人格が与えられる意義に対する疑
問が提起されており27、また、行政法学において
も、「克服」の意味を問う向きもあるが28、「か
つて論ぜられることの多かった公法人の観念は、
すでに克服されたとするのが、行政法解釈学上の
一般的見解であ」29るとされてきた。そもそも戦後
の憲法学においては、この概念を用いて地方自治
について語られたこと自体、管見の限り、なかっ
た。したがって、駆け足になるが、過去の行政法
学に遡って議論を確認することとしよう。
　戦後の行政法学においては例えば、田中二郎30

や塩野宏31が地方公共団体を語る際に、公法人、
公共団体の概念を用いた。しかし結局、公法人の
概念は行政主体の概念に取って代わられてしま
い32、例えば教科書において現在、公法人概念が
体系的に論ぜられているわけではない。
　それでは、戦前の議論はどうか。まず田中二郎
は、条例論を通じて公法人＝公共団体の議論を展
開した33。すなわち、公法人であることが「法律
関係が常に公法関係」34ということを意味するわけ
ではないため、公法人・私法人の区別の有用性に
疑問を持ちつつも35、実定法がこの区別を維持し
ているという理由で、この区別は必要である36と
し、公法人概念を語る。彼によれば、この公共団
体は自主法を定立する権利を有する37。この自主
法とは、「国家から与へられ又は承認せられた限
度に於いてのみ」38公共団体が定立することができ
る法規範であり、条例は自主法の一形式として、
「地方団体に於て、国家の授権に基き、一方的
に定立せられ、多くは法規たる性質を認められ
る」39と解される。公法人は元来「行政の客観的な
地位」40にあったものとされ、したがって、地方公
共団体は、少なくとも広義の行政に含まれると考
えられていた。
　これを更に遡り美濃部達吉の議論を見るなら
ば、公法人は以下のような位置付けにあるという
ことが明言されている。すなわち、行政は国の組
織と公共団体の組織から成っている41。公共団体
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とは、「国家の下に於いて国家より其の存立の目
的を与へられた法人である」42。公共団体は、「国
の直接の行政の外に」43認められたものであり、
「国家の監督の下に、自己の事務としての公の行
政を行ふ」44。これが、公共団体＝公法人45の国家
内部における位置付けであり、「地方団体」は公
共団体の一種であると位置づけられる46。以上の
ように、美濃部においては明確に、地方団体が公
共団体として、国家内部において行政を遂行する
組織であると位置づけられている。
　以上のまとめからは、地方公共団体の法的位置
付けを論ずるにあたり、わが国においてかつて、
ドイツと同様に公法人概念を用いた議論がなされ
ていたということが指摘できるだろう47。

第３節　検討の対象

　国家内部における地方公共団体の法的位置付
けを論ずるにあたり、本稿は、Ernst Forsthoffが
1931年に公刊した教授資格申請論文『連邦国家
における公的Körperschaft』48 49を検討の対象とす
る。その理由は、一つ目に、同書が国家内部にお
いて地方公共団体が法的にどのような位置付けを
与えられていたのかという点を考察していたか
らである。この点、本稿とForsthoffの当該著作
は、問題関心が極めて類似していると言えよう。
そして二つ目に、同書は、地方公共団体が公法人
であることを前提に、伝統的な公法人概念を用い
て、この問題について論じていたからである。同
書は、公法人概念が動揺していた時期において、
当該概念の新たな定義づけを提示する理論を提示
し、公法人と国家権力がいかなる関係にあるのか
という点を探究し、これを地方公共団体の議論に
応用しようと試みた作品である。このように議論
を展開していく同書は、公法人概念を用いて地方
公共団体について論ずるという、現在のドイツ地
方自治論にも続く、伝統的な方法に則った議論で
あると言えよう。以上の二点を踏まえるならば、
同書は地方公共団体の法的位置付けについてのか
つての議論を確認する上で、有益であると考えら
れる。なお、同書は、ドイツにおける公法人概念

の議論を追う素材として、公法人に関する部分が
既に紹介されている50。しかし上記の問題関心か
ら、本稿は当該概念のみではなく、公法人と国
家との関連を含めて検討する51。それでは早速、
Forsthoffの議論について見ていくことにしよう
（以下、括弧内の数字は同書の頁数を指示する）。

第２章　Die öffentliche Körperschaft

　以下、Forsthoffが展開した議論について紹
介する。予め本章で確認する彼の議論を概観し
ておくと、以下のようなものとなる。まず公的
Körperschaftの議論において、彼は独自の公的
Körperschaft概念を獲得する。彼によれば、それ
は国家によって創設された制度である（第1節）。
それでは、公的Körperschaftという概念に含まれ
る団体は、ワイマール共和国においていかなる位
置付けを与えられるのか。彼はそれを論ずるため
に、連邦国家とはいかなる国家であるか、という
ことに遡って論ずる。Carl Schmittの連邦国家理
解に立つForsthoffによれば、ライヒとラントはそ
れぞれ別個の国家であるということとなる。国家
の必要条件としてForsthoffが挙げる要素は、公的
Körperschaftを創設する権能と密接に結合してお
り、ある国家が創設した公的Körperschaftに対す
る介入は許されないという帰結が導かれる（第2
節）。

第１節　論争

　Forsthoffの教授資格申請論文は、公的Körperschaft
が連邦国家ワイマール共和国において、法的にど
のような位置付けを与えられているのかという点
を主に考察するものである。その際、彼はまず、
公的Körperschaftの定義づけを試みる。それは、
ワイマール期ドイツにおいて、公的Körperschaft
概念自体が論争の主題とされていたからである。
　論争は以下のような理由で生じた。すなわち第
一に、ワイマール憲法が国家教会制を廃止したに
もかかわらず、宗教団体を公的Körperschaftとし
て規定したこと。第二に、いわゆる「経済団体」
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が形成されるに至り、概念上公的Körperschaftと
私法人を区別をすることが困難になったことであ
る。
　いわゆる国家教会制により、ドイツでは伝統
的に国家と宗教が結びついていた。しかしワイ
マール期ドイツでは、憲法137条1項により、国
家教会制が廃止されるに至った52。そのため、従
来公的な領域に存在するとされていた宗教団体
は、私的な団体であることになるはずであった。
しかし憲法137条5項は、明文で宗教団体を公的
Körperschaftである旨規定した。このように宗教
は本来私的な事項とされたにもかかわらず、憲法
に宗教団体を公的Körperschaftとする旨の規定が
置かれたことから、公的Körperschaftをいかなる
性質のものであるか再考する必要が生じたのであ
る53。
　また、ワイマール期以降のドイツにおいては、
様々な経済団体が創設された54。経済団体とは、
経済領域において自治を行う団体のことを言う。
このような団体は、公的Körperschaftと私的なそ
れの中間形態（Zwischenformen）、または両者の
混合形態（Mischformen）とも言われた55。この
ような経済団体は、国家が設立した点に、公的
Körperschaftとしてのメルクマールの一つが存在
する。しかしそもそも国家は、伝統的に経済領域
に介入しないものと考えられてきた56。したがっ
て、遂行する機能から考えるならば、経済団体は
公的Körperschaftではなく私的な団体であると考
えることも可能であった。このような団体が陸
続と現れた以上、公的Körperschaftとは何かとい
う議論が生じたのも、当然のことではあった。
Forsthoff自身も、最近、国家が経済に介入するた
めに設立した法人が、「公法的なそして私法的な
要素が…混ざっている」（S. 27）性質を有してい
ると述べている。
　このような事情を背景として、当時、公的
Körperschaft概念の維持如何に関する議論がなさ
れた。立場としてはまず、公的Körperschaft概念
を維持することが可能か否かという点で区別が可
能である。

　まず、もはや公的Körperschaft概念を維持する
ことは不可能であるという立場は、以下のような
ものである。すなわち、ある論者は、「公法上の
団体人格（Verbandsperson）と私法上の団体人格
の境界線は、画一的に断言され得ない」57として、
公的Körperschaftと私法人の区別の絶対的な原則
はもはや存在しないと言う（S. 2）。
　このような立場に対して、多くの論者は、団体
には区別可能な公的・私的な性質が存在すること
を前提に、公的Körperschaft概念を維持すべきと
する立場を採っていた。その理由としては、例え
ば、ワイマール憲法が公的Körperschaft概念を用
いているからである58。公的Körperschaft概念を
維持する立場の論者は、明文で公的Körperschaft
である旨規定されている宗教団体の他、公的
Körperschaftの典型とされてきた地方公共団体等
を、公的Körperschaftであると解していた（S. 2）。
　とはいえ、公的Körperschaft概念を定義づける
ことは、非常に困難となっていた。それは、憲法
上明文で規定されていた公的Körperschaftたる宗
教団体や教会が、他の公的Körperschaftと大きく
異なる存在であったからである。より具体的に述
べるならば、教会は、その遂行する機能や目的な
どの点で、教会以外の公的Körperschaftと全く異
なる様相を呈していたのである。Forsthoff自身、
以下のように述べている。すなわち、例えば同
業組合（Innung）や堤防維持管理組合という他
の公的Körperschaftと教会の権限があまりにも異
なり、前二者「に当てはまることは教会にはほと
んど当てはまらない」（S. 5）、と。したがって、
様々な機能を遂行する公的Körperschaftを統一的
に把握することは、非常に困難であった。そのた
め、公的Körperschaftを維持するという多数派の
立場の中でも、どのようなメルクマールで公的
Körperschaft概念を定義づけるかという点につい
て、論争が存在した。以下、Forsthoffの記述に従
って、多数派の立場について見てみよう（S. 5）。
　第一の立場として、公的Körperschaftとは自治
という機能を遂行する法人である、という立場が
存在した。ここで言う自治とは、国家によって管
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理されること（Verwaltetwerden）の反対、すな
わち国家と区別された公法上の法主体が、自己-行
政をする（selbst-verwaltende）ことを指すとされ
る（S. 3）。
　しかしForsthoffによれば、自治というメルク
マールから公的Körperschaft概念を構成すること
は、誤りである。自治が国家に管理されることの
反対であると考えるならば、自治という概念は、
「国家によって管理されることが現実となってい
るか、現実となり得る」（S. 3）場合に用いること
ができる。しかし国家教会制廃止に伴い、もはや
教会が国家によって管理される可能性は存在しな
くなった。私的な領域に追放された教会が遂行す
る機能はもはや、歴史的な理由から、国家行政に
対置され得ない。そのため、自治という機能を公
的Körperschaftのメルクマールとすることはでき
ないと言うのである（S. 3）。
　次に、伝統的に教会や地方公共団体が含まれる
と考えられてきた公的Korporationが有する特別
な権能に基づいて、公的Körperschaft概念を定義
づけようとする立場があった。この特別な権能と
は官憲的な権力（obrigkeitliche Gewalt）、統治権
（imperium）を指し、より具体的には、例えば租
税徴収権や、租税を徴収するために認められてい
た、独自の強制手段を有することを認められてい
たことを指す（S. 5, S. 21）。
　しかし、公的Korporationが有する特別な権能
を基に公的Körperschaft概念を定義づけること
は、Forsthoffによれば、認められない。たしか
に地方公共団体や教会は特別な権能を認められ
てきた。しかし、例えばワイマール憲法137条5
項第3文によって創設されたドイツ福音主義教会
連合（Deutsche-evangelische Kirchenbund）に
は、このような権能が認められていない59。もし
この方法によって公的Körperschaftを定義づけ
るならば、137条5項第3文で公的Körperschaftと
みなされることとなる宗教団体を、わざわざ公
的Körperschaftとみなす理由、そしてそのよう
な取り扱いをする理由を示さなければならない
と、Forsthoffは述べる。このような批判をする

Forsthoffは、「以下では、異なる方法でこの〔＝
公的Körperschaftの〕概念を手に入れ」（S. 6）る
と宣言する（S. 5 f., S. 21）。

第２節　定義60

　公的Körperschaftとはどのようなものか。
Forsthoffによれば、これは立法府によって無
秩序に付与された「公的Körperschaftの諸権利
（Rechte einer öffentlichen Körperschaft）」
（S. 1）を有する団体である。Forsthoffは、当
時「公的Körperschaft」とされていたあらゆる
団体を包摂する概念として公的Körperschaft概
念を定立しようと試みた。したがって、公的
Körperschaftとして、彼は「公的な性格が、明
文上の付与によって又は法律上の規定によって
…認められた」（S. 1）団体を想定した61。当時、
「ドイツ福音主義教会委員会（der Deutsche 
evangelische Kirchenausschuß）、…同業組合や
健康保険組合…ゲマインデや教会」（S. 2）など
が公的Körperschaftとされた。これらの「団体の
構造と機能」（S. 2）は様々であり、もはや「き
ちんと（straff）組織化され、そして高度に発展
した団体」（S. 2）という程度の共通点しか有さ
ない。なお、この権利が付与されるためには、当
該団体が「固有の法人格を伴った自立した団体と
して国家から選り分けられた存在」（S. 21）であ
ること、すなわち、当該団体が組織上の自立性
（Selbständigkeit）を有していることが必要であ
るとされる（S. 1 f., S. 18 ff.）。
　それでは、ある団体が公的Körperschaftとし
て認められるとは、何を意味するのか。Forsthoff
によれば、「当該Körperschaftが制度的に公的な
（öffentliche）Körperschaftになることである」
（S. 18）。「公的Körperschaftという性質の授与
（Beilegung）は、国家への、そして国家における
特別な位置づけ（Stellung）が割り当てられること
を伴っている」（S. 2）。この「特別な位置づけ」と
は、公的Körperschaftの権利を付与されることで
ある。「公的Körperschaftの諸権利の付与（eine 
Verleihung öffentlicher Körperschaftsrechte）
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は、…国家全体内部で、集団的な形成物に特権を
与えられた、特に公的な立場を容認すること」
（S. 19）である。
　ある団体が公的Körperschaftとして認められ
るためには、国家によって、当該団体に公的
Körperschaftとしての権利を付与するという決定
がなされなければならない。これは、たとえ国家
によって決定され、創設される公的Körperschaft
であっても、当該法人が国家組織に組み込まれ
ることを意味するわけではない。したがって
Forsthoffによれば、ある団体に公的性格が認め
られるとは、国家とは異なった存在を維持しつつ
も、当該法人が、個人を上回る、特権を有する法
人として認められることを意味するのである。そ
の場合、当該団体は本来私的な団体であったにも
かかわらず、公共（Publikum）のKörperschaft
であると位置づけられる。公的領域とは、国家と
対峙する社会の領域に存在するが、私的な領域と
も異なる、社会領域の一部たる「公共」を意味す
る領域であると考えられるのである（S. 17 f., S. 
26）。
　それでは、公共の領域に含まれることの意味
は、どのようなものか。Forsthoffによれば、公的
Körperschaftとしての権利が付与されるというこ
とは、当該団体が「公法の諸規範の下へと従属す
ること（Unterstellung）」（S. 23）を意味する。公
法が妥当する領域に含まれるということは、「そ
れ自体、既に特権を与える性格を有する。…なぜ
なら、それ〔＝公法の諸規範の下への従属〕は…
通常の国家臣民関係（Staatsuntertanverhältnis）
を廃止し、そしてそれとともに、特権を与えられ
た団体を、私的な法人（Rechtsperson）が…従
属しているところの多くの拘束から解放するから
である」（S. 23）。この「拘束からの解放」とし
て、彼は、ここで、「民法、執行法における、そ
して多くの他の領域における公的な諸団体（die 
öffentlichen Verbände）の特別扱い」（S. 23）を
挙げる。「これは…公的な地位（status）、すなわ
ち私的な領域からの取り出し（Heraushebung）
から生ずる」（S. 23）帰結である。つまり、公的

Körperschaftとして認められることとは、当該団
体は私法ではなく公法領域に服し、公法が適用さ
れる状態にあるということを意味するのである62。
またより積極的には、公法の領域に属するという
ことは以下のことも意味すると、Forsthoffは言
う。すなわち、その「幹部が公の官吏であるこ
と、そしてその…組織が官庁（Behörde）である」

（S. 23）という性質がもたらされることである。
そのため、例えば、公的Körperschaftの幹部を処
罰する際には、官吏としての地位に基づいた処罰
規定が適用される。また、公的Körperschaftは、
内部的な規範として、Satzung63を制定すること
ができる（S. 23 ff.）64。Satzungとして、Forsthoff
は、地方公共団体が定めるところの条例、教会
が決定を下すところの教義の解釈を挙げる（S. 
18）。Forsthoffはこのような公的性格の結果認め
られる帰結を、「特権化（Privilegierung）」（S. 
10）という言葉でもって表現している。

第３節　「公的なるもの（das Öffentliche）」

　前節で見た通り、Forsthoffは、公的Körperschaft
概念自体を批判する立場を採らず、むしろ公的
Körperschaftは特権化という帰結を導くものであ
ると主張する。彼は、まず、ワイマール憲法上規
定されている宗教団体と地方公共団体を整合的に
説明することを出発点とする。その上で、当時実
務上「公的Körperschaft」と位置づけられた様々
な団体を全て包摂することができる概念として、
公的Körperschaft概念を定義づけようと試みたの
である。彼はその際、公的Körperschaft一般に
共通するところの„öffentlich“という性質に着目し
た。なぜなら、„öffentlich“という度々用いられる
概念について、法律学や公法学は、探求を怠って
きたからである（S. 3 ff.）。
　Forsthoffによれば、このöffentlichという性質を
理解するためには、公的Korporation65という真正
の公的Körperschaftの成立過程を辿らなければな
らない。その歴史的経緯をもとに、„öffentlich“が
いかなる性質を有する概念であるか、検討するこ
とが可能となる。
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　したがって、本節ではまず、議論の前提である
公的Korporationがいかなるものかという点を確
認（第1款）した上で、公的Korporationの成立過
程を確認する（第2款）。その後、Forsthoffが公
的Körperschaft概念を定義づける際に着目すると
ころの „öffentlich“の意味について検討する（第3
款、第4款）。

第１款　前提

　公的Korporationは、Forsthoffによれば、「真正
の」公的Körperschaftである。公的Korporation概
念としては、教会とゲマインデが挙げられる。こ
の公的Korporationとは、政治闘争の結果獲得され
たものであり、その政治的な性質をもってワイマ
ール憲法上明文で保障されるに至ったとForsthoff
は言う。曰く、「教会とゲマインデは、それらが
公法の発展という同じ時期に公法上のKorporation
という法形態を獲得した限りでのみ結び付けられ
ているのではなく、この形態は――またはより正
確に表現するならば、それらの国家と区別されそ
してしかし国家と独特な方法で結びつけられた存
在は――、最も広い精神的スケールの政治的な諸
闘争の対象と成果であったがゆえにも、結びつけ
られているのである」（S. 7）（S. 22）。
　教会とゲマインデは、政治闘争の結果獲得された
ものであるという点によって「公法上のKorporation
として公法上の数多くの団体（Verband）から際立
たせ」（S. 7）られている。このことを、Forsthoff
は、教会とゲマインデは、公的Korporationは公的
Körperschaftの中でも「特別な地位（Rang）」（S. 
7）を有する団体であると表現する。
　この特別な地位は、次款で見る公的Korporation
の析出過程たる概念史（＝公的Körperschaft概念
が形成される前提となる歴史）と軌を一にする
ものである。そのため、政治闘争という歴史に
由来するワイマール憲法は、政治闘争の成果で
あるところの公的Korporationのみを明文で保障
するという帰結が生じたと、Forsthoffは述べる
（Vgl. S. 7）。曰く、「ワイマール憲法は、数多く
の公法上の法人から、宗教団体とゲマインデとい

う2つの種類を備えている。つまり、それは127条
と137条において、それらに特別の法的位置付け
（Rechtsstellung）を保障しているのである」（S. 
2）。彼によれば、ワイマール憲法の規定は、「宗
教団体と地方公共団体は、…公法上のこれらの法
主体が、公的Körperschaftという問題の中で占め
る特殊な地位（Sonderstellung）に適合する」（S. 
2）66。
　それに対して、公的Korporation以外の公的
Körperschaftは、決して「真正」という言葉と結
びつけられることはない。公的Körperschaftに
は、公的Korporationに認められる「政治的実在
を有すること」（S. 22）が認められない。そのた
め、公的Korporationとは異なり、ワイマール憲法
において明文上規定されなかったのであるとされ
る（S. 22）。

第２款　概念史67

　「公的Korporationという概念を理解するため
には、それが完全に特有の歴史的・政治的情勢
に由来しているということ、そしてそれが真正
の政治的概念として、完全に特定の政治的・論
争的な連関においてその機能を有したというこ
とを認識することが、ぜひ必要である」（S. 8）。
したがって、真正の公的Körperschaftとされる公
的Korporationを理解するには、公的Korporation
が析出された過程を理解する必要があると、
Forsthoffは言う。その歴史的経緯を描く際、
Forsthoffは国家と社会の二元論をモデルとする。
　そもそも、19世紀前半においては、国家と社会の
二元論で言われるところの「社会（Gesellschaft）」
とは、20世紀とは異なり、政治的な性質を有して
いたものであると、Forsthoffは言う。それは、以
下で示すように、社会の領域が市民階級の政治的
意思決定への参加を求めた闘争過程で獲得された
領域であるからである。
　まず「18世紀の合理主義」（S. 9）によって啓蒙
され、「政治的な固有の意識（Eigenbewußtsein）
に目覚めた市民階級」（S. 8）によって開始され
た、封建的・伝統的な国家支配（Herrschaft）に
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対する闘争が始まった（Vgl. S. 8）。市民階級は、
国家領域における政治的意思決定への参加を求め
て、この闘争を開始した（Vgl. S. 10）。この闘争
は「国家が唯一の攻撃対象だったのではなかっ
た。〔市民階級の〕攻撃は、…全精神的な空間を
包括する」（S. 8）ものであった。つまり、私的な
領域を超え、最終的に国家的な領域をも飲み込ん
でいったのである。結局、市民階級は、政治的意
思決定へ参加することに成功する。むしろ、「第
三階級」たる市民階級の意見が、等族的・封建的
な階層の意見よりも強い影響力を有するにまで至
るのである（S. 10）。
　闘争の過程において、国家的な領域とも個人
の領域とも異なる、社会（Gesellschaft）とい
う領域が成立するに至った。この領域は、個人
（Individuum）が獲得した「国家から自由な領
域」（S. 9）である。例えば自由権がこの領域に
含まれる。自由権は「個人に関する国家から自由
な空間（Raum）」に属する。そのような領域が
認められた結果、「国家は社会的な現象の総括で
あることをやめた。すなわち、重要な社会的な現
象が、国家的な領域から転落した。このようにし
て、国家と並ぶ社会（Gesellschaft）が発生した」
（S. 9）。市民階級は、国家からの自由権侵害を梃
子に、さらに政治的な闘争を拡大した。むしろ市
民階級は、美術、学問、教養、経済の領域という
国家から自由な領域、すなわち社会の領域を起点
に、伝統的な序列や国家に対する闘争を繰り広げ
た。そのため、闘争が頂点に達した「19世紀前半
の…社会は、…当時の国家に対して、きわめて政
治的な性質を有する…概念であ」（S. 8）った。そ
のため、「当時の国制論（Publizistik）の意味に
おける社会は…具体的な政治的情勢に拘束され」
（S. 10）ていたとForsthoffは述べる（S. 8 ff.）。
　以上のような経緯で成立するに至った社会領域
は、国家と対立する領域であると位置づけられる
こととなる。「国家と社会の間には、強い緊張関
係が存在している」（S. 10）と、Forsthoffは述べ
る。
　 上 述 し た 闘 争 の 結 果 獲 得 さ れ た 成 果 が 、

公的Korporat i onである（当時の用語では、
„Öffentliche Körperschaft“, „der öffentliche 
Verband“）。したがって公的Korporationは国家
と社会の緊張関係に由来する存在であり、かつ、
「社会的団体（gesellschaftlicher Verband）」
（S. 8）として社会の領域に属していると位置
づけられる。そして当時の社会の領域の理解か
ら、公的Korporationは政治的な性質を有して
いたとForsthoffは言うのである。以上が、公的
Korporationが成立するにあたっての歴史的経緯で
ある（S. 8 ff.）。
　公的Korporation以外の公的Körperschaft、
すなわち非真正の公的Körperschaftは、公的
Korporationが辿った歴史的経緯の後に登場する
団体を指す。これらの団体も、Forsthoffによれ
ば、公的Körperschaftとして公的Korporationと
共通の性質を有するに至る。ところが、当初公的
Korporationと公的な領域に認められたこの政治的
な性質は、後の連関で失われるに至った。「市民
階級が勝ち取った自由と自律（Autonomie）も、
…政治的な性質を有していた。市民階級が国家を
征服した時初めて、国家と社会の間の論争的な関
連が失われ、…自由と自律も…非政治的になった
のである」（S. 10）。つまり市民階級が政治闘争に
勝利し、国家の領域をも併呑したことで、国家の
領域に対する「社会」の領域の意味内容が変遷す
るに至ったのである。ワイマール期の社会は、19
世紀前半までの社会と異なり、政治的な性質を有
しないものになっていると、Forsthoffは言う（Vgl. 
S. 8）。いわゆる国家と対峙する社会の意味内容が
変遷した後に創設された公的Körperschaftには、
政治的な性格は存在しない。したがって、ワイマ
ール期のように、もはや社会の領域に政治的な性
質が喪失された後の時代に社会の領域で認められ
るに至った公的Körperschaftには、政治的な性格
は認められないのである（S. 22）。このような公的
Körperschaftには、国家の認める„öffentlich“な性格
のみが認められるのであって、公的Korporationに
認められる政治的な性格は認められない（S. 8 ff.）。
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第３款　„öffentlich“の意味

　公的Körperschaftに共通する性質として、
Forsthoffは公的な（öffentliche）性質を認めた。
この性質の結果、公的Körperschaftは「特権化
（Privilegierung）」（S. 10）されることとなる。
それでは、公的な性質とはどのようなものであろ
うか。この性質を論ずるにあたり、まずForsthoff
は、„öffentlich“という単語そのものに遡って議論
をする。

（1）意味の限定

　Forsthoffによれば、従来、法学では、様々な
領域にまたがって、öffentlichという単語が用い
られてきた68。しかし彼によれば、現在にわた
るまで、この単語が各法領域を超えて一元的な
（einheitlich）意味を有するか否かという点は検
討されてこなかった（Vgl. S. 11）。それどころ
か、öffentlichという単語自体に意味があるとい
う可能性すら検討されてこなかった。しかしもは
や、公的Körperschaftの有する公的性質の意味を
探ることによってしか、公的Körperschaft概念を
適切に定義づけることはできない。したがって、
公的Korporationの性質を探るためには、まず、国
法学上の意味でのöffentlichという概念を探らなけ
ればならない（S. 11 ff.）。
　それでは、国法学上の意味での公的な性質と
は何か。これは、öffentlichという形容詞が多義
的なため、さらに複雑な問題となる。国法学上
のöffentlichとは、以下の3つの意味を有すると、
Forsthoffは言う（S. 15）。
　まず第一に、この単語には「公然の」という意
味が存在する。この意味のöffentlichを名詞化した
ものは、公然性（Öffentlichkeit）69である。この公
然性という言葉には、秘密（Geheimnis）が、対
義語として対応する。
　「公然の」とは、どのような状態を言うのか。
これは、「私的な領域の特徴である、…個人的な
関係という内部の絆」（S. 14）が存在せず、不特定
多数の者が関与することができる状態を指す。こ
れは国家と社会の二元論で言うならば、どちらの

領域にも適用され得る言葉である。むしろ、公然
としているという状態は、国制論が国家領域を社
会領域に開くことへの要求として掲げていた。こ
れは、公衆（Öffentlichkeit）が、政府の意図と動
機に気付くことができるように統治すべしという
当時の国制論の要請から導かれた主張である。こ
のような主張からは、こちらの意味でのöffentlich
とは、特別な方法に基づいた統治（Regieren）の
状態を意味するということがわかる。すなわち、
国制論の言うところの、統治が公然性を有してい
る状態が、この意味におけるöffentlichである。
Forsthoffも以下のように言う。すなわち、「その
〔＝öffentlichという表現の〕適用は国家に制約さ
れていない」（S. 14）、と（S. 14）。
　それでは、公然性を有するとはどのような状態
を指すのか。これには二つの意味が存在する。
すなわち、国家や社会内部のある制度などが開か
れているということ、もしくは、開かれている
だけではなく、人民が実際に当該制度等に到達
（アクセス）できるということである。この公然
性の類義語として掲げられているのが、「公開
性（Publizität）」（S. 15）である。公開性とは、
「人民が〔政府（Regierung）へ〕アクセスする
ことができる可能性を有していること」（S. 21）
を意味する。したがって公開性とは、公然性の二
つ目の意味まで含んだ概念である。国制論の主張
からも分かるように、この意味のöffentlichは、
国家と社会をつなぐものでもあった。このこと
を、Forsthoffは以下のように表現する。「国家
と社会が分離しているにもかかわらずしかし、そ
れらの間に結合も存在するということは、以下の
点から判明する。すなわち、重要な国家の諸事象
（Vorgang）や諸制度が、代表や議会政治のよう
に、公開性を必要とする点である」（S. 15）。
　次に、öffentlichには、「公衆の」という意味も
存在する。第一の意味が例えば政府が公然とした
状態を指すならば、第二の意味のöffentlichとは、
逆に、それを目にする公衆の側の立場に立った観
点に関わる。この意味のöffentlichも、名詞化す
ると、Öffentlichkeit（公衆）という単語になる。
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Forsthoffによれば、この意味における „öffentlich“
の同義語としては、公共＝公衆（Publikum）と
いう単語がある。また対義語としては、「個人
（Individuum）、個々人（einzelnen）」（S. 16）な
どが存在する（S. 15 f.）。
　そして第三に、「公の」という意味が存在す
る。この意味のöffentlichも、「社会的な形成物の
中での特別な、個々人を上回る領域」（S. 14）を
含意している。しかし、これは先の二つの意味と
は若干異なる。なぜなら、私的な領域に特徴な内
部的な絆の有無は、問われないからである。この
意味のöffentlichに対する単語としては、privatが
充てられる。
　以上の3つの意味のうち、公的Körperschaftに関
するものは、第三の意味である。「公的Korporation
という概念における『公的（öffentlich）』な性格
〔という概念〕が、ある一定の意味を有するな
ら、…それは単なる、法人自体の特別な判定

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

」（S. 
15. 傍点は原文のイタリック体を意味する。以下同
じ。）を意味する。ある団体に公的性格が認められ
るということは、「それ〔＝法人〕が制度的に

4 4 4 4

、
その他多くの法人から際立っている」（S. 15）こ
とを意味する。第三の意味の „öffentlich“ のみを
指す名詞として、Forsthoffは「公的なるもの（das 
Öffentliche）」という言葉を用いる（S. 14 f.）70。

（2）公的なるもの／私的なるもの

　以上のような限定をした公的な性質であるが、
それでは、当該性質はどのような内容を意味する
ものであると考えられているのであろうか。
　公法人・私法人の区別と同様に、公的な性質や
公的なるものを論ずる際には、その反対の私的な
性質や私的なるものを定義づけることによって、
「公的な」という言葉の内容を探究しようとする
者が存在するかもしれない。しかしこのような方
法で公的なるものを追求することは適切ではない
と、彼は結論づける。なぜなら、公的なるものの
対義語である私的なるものという反対の概念は、
公的なるものと循環論法の関係にあるからであ
る。つまり公的でないものが私的であり、私的で

ないものが公的である。したがって、私的なるも
のを定義づけることによって公的なるものを探究
することはできないのである。公的なるものを検
討するにあたっては、むしろ、公的なるものと私
的なるものをどのように区別するのかという点が
重要となると、Forsthoffは言う（S. 14）。
　 社 会 の 領 域 に お い て 、 個 人 が 設 立 す る 結
社（Vere i n）、協会（Gese l l s cha f t）、団体
（Verband）など、様々な私法人が存在する。こ
れら私法人は様々な役割を果たし、社会のほぼ
あらゆる領域をカバーするに至っている。した
がって、私法人が果たす役割と公的Körperschaft
が果たす役割とは、厳格に区別し得ない。つま
りForsthoffによれば、社会領域の中での公的
Körperschaftと私法人の役割の相違から公的な
るものと私的なるものとのメルクマールを見出
すことは、不可能である。むしろ、通常の公的
Körperschaftや私法人を超えた、何らかの「より
高次の秩序」（S. 16）によって、両者は区別され
得る（S. 16f.）。
　それでは、ここで具体的に、公的なるものと私
的なるものを区別する「秩序」とは何を指すのだ
ろうか。Forsthoffによれば、それは国家を指して
いる。公的なるものと私的なるものの区別の「専
らの標識は、公的性格、そして私的性格とは何か
ということに関する、国家の具体的な決定であ
る。それ以外に〔標識は〕存在しない」（S. 17）。
「『公的なるもの』と私的なるものとの区別の根
底にある秩序概念（Ordnungsbegriff）は、…国家
そのものである」（S. 17）と、彼は言う71。

（3）公的性格／国家的性格

　国家によって公的なるものが決定されるとい
うことは、Forsthoffによれば、以下のことを
意味しない。すなわち、例えばある団体が公的
Körperschaftとして認められた場合、当該団体が
国家の組織の一つとして位置づけられるわけでは
ないと言うのである。「公的Korporationとして採
用されることは、国家の組織への組込みを意味し
ない」（S. 18）。なぜなら、いまや、「公的性格と
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国家的性格という概念は符合しない」（S. 18）か
らである（S. 18）。
　概念史によれば、公的性格と国家的な性格は以
下のような関係にある。すなわち、当初、国家は
無制約（absolut）であり、個々人を超えた「全て
の公的な権力の総括」（S. 18）であった。その頃
は個々人を超える領域は認められてこなかった。
したがってこの時代においては、個々人を超えた
領域は全て国家的な領域に含まれると解されてい
た。公権力を行使するある制度は、国家の一部と
考えられたのである。そのため公権力を行使する
公的な制度は、当時存在し得なかった。「17世
紀と18世紀の国家理念は、…公的な諸制度（die 
öffentlichen Institutionen）を黙認しなかった」
（S. 18）。このことは、当該制度が国家と異なる
法人格を有していたとしても、変わらなかった。
つまりこの段階では、国家的な領域と私的な領域
のみが存在し、国家から組織上切り離され、か
つ、公的性格を有する法人は、存在しなかったと
される（S. 19）。
　この時代に制定されたのが、プロイセン一般ラ
ント法（1794年）である。プロイセン一般ラント
法によれば、私的な団体と公的な団体という区別
とは異なる方法で、一部の団体に特権を与えた。
当時は公的な団体は国家的な団体と「全く同義で
あった」（S. 22）ため、特権を与えられる団体と
は、公的な団体＝国家的な団体を指していた。
「特権を与えられた団体は、単に国家の営造物と
なること（Veranstaltung）であった」（S. 22）72。
当時の公的な団体は、公権力を行使し、国家的な
目的のみを遂行するものであった（S. 18 ff.）。
　しかし1807、8年のStein-Hardenbergの改革を
機に、新たな概念が生ずる。すなわち、「自由主
義の影響下で、…公的なるもの（Öffentlichen）
という特別な概念の承認」（S. 19）がなされたの
である。公的なるものは、国家の決定によって承
認される性質であった。したがって、ゲノッセン
シャフト論を主張するGierkeの期待に反し、公的
Korporationに対して、国家の承認なく、固有の法
人格が認められることはなかった（S. 19 f.）。

　ワイマール期においては、当初同義と解されて
いた公的性格と国家的性格は、異なる性格である
と解されることとなったと、Forsthoffは言う。
これはすなわち、国家によってある法人が公的性
格を有し、個々人を超える性質を認められた場合
であっても、当該法人は国家と同じ領域に属する
こととはならないことを意味する。実際、公的性
格を有する公的Körperschaftは、必ずしも国家の
目的を遂行するわけではない。またそもそも教会
を始めとして、公的Körperschaftには、国家的な
性格や国家の組織として考えられ得ない性質を
有する団体が含まれるに至った。あらゆる公的
Körperschaftを「国家営造物（Staatsanstalt）と
解釈する法律は…今日の公法の状況下では時代遅
れであ」（S. 24 f.）る。このような関係にある国家
と公的Körperschaftについて、Forsthoffは、「併
設（Angliederung）」（S. 18）の関係にあると言
う（S. 24 f.）。
　それでは具体的に、両性格はどのような帰結を
導くのか。まず共通点として、両性格には以下の
性質が認められると、Forsthoffは言う。すなわ
ち、ある団体が公的な性質を認められることによ
って当該団体は公的領域に属すると決定された場
合、当該法人は公法領域に服することとなると言
うのである。つまり社会的な領域に存在する団体
であっても、それを公法領域に属せしめるという
効果において、国家的性格と公的性格は同じであ
る。また、国家組織も公的Körperschaftも共に、
国家の意思決定によって創設され得る（S. 26）。
　しかし、公的性格と国家的性格が認められるこ
とは、以下の点で異なる。すなわち、国家的性格
を認められるとは、国家の組織に属することとな
る。このような国家的性格に対して、ある法人が
公的性格を有するとは、国家とは選り分けられた
存在を有することを意味する（S. 18）。
　以上、„öffentlich“な性質として、Forsthoffがい
かなるものを考えていたかを概観した。簡潔にま
とめるならば、„öffentlich“な性質とは、以下のよ
うな性質であると言えよう。すなわち、まず、国
家の領域ではなく社会の領域に属することを意味
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するということ。そして、社会の領域において
は、公的なるものと私的なるものが存在すると考
えられており、不特定多数に開かれているという
性質と内部的な絆から生ずる性質が、当該領域の
両極に存在する。しかし公的なるものと私的なる
ものの限界は、両概念の本質論から導出すること
はできない。結局、個々人を上回るという性質に
ついては、公的なるものとも私的なるものとも位
置づけ難い性質であるということとなる。そのた
め、公的Körperschaftについては、ある団体が公
的な性質を有しているか否かという点について、
国家が決定するというメルクマール以外には、私
的なそれと区別し得る性質の相異はないというこ
ととなるのである。

第４款　公的なるものの意味

　以上のように、公的Körperschaftには公的な性
質＝公的なるものが認められるのであった。それ
では、ある団体にこのような公的な性質が認めら
れることとは、どのような意味を有するのであろ
うか。
　まずForsthoffは、公的な領域とは、私的な領域
と異なり、公の秩序に組み込まれることを意味す
ると言う（S. 21 f.）。
　また、公的な領域に属するとは、以下のことを
指すとも、Forsthoffは言っている。曰く、基本権
が妥当しない領域である（S. 107）73。
　最後に、Forsthoffは公的な領域を、以下のよ
うに表現している。曰く、制度的に他の法人（＝
私法人）とは異なる性格を有していること、す
なわち「『公的な性格（öffentlich）』〔を有してい
ること〕とは、…純粋にそしてもっぱら、組織
上の・制度的な領域において妥当する性質〔を
有していること〕と理解される」（S. 20）。公的
Körperschaftが他の私法人から制度的に異なる性
質が認められていることとは、当該法人が組織上
の・制度的な領域に属することを意味する。それ
が、上述したような公的Körperschaftのみに認め
られた様々な特権に繋がるのであった。ここで言
われているところの組織の領域とは、本稿が以下

で章を変えて検討するところの、国家権力と密接
に関係する領域を指す。

第３章　国家

　Forsthoffによれば、後に述べるように、ある団
体が公的な性格を有することは、当該団体が国家
内部で法的にどのように位置づけられるのか、と
いう点にも関連する。したがって、地方公共団体
を含めた公的Körperschaftが国家の内部でどのよ
うな法的位置づけを与えられていたのかという点
を検討するためには、次に、Forsthoffが国家をど
のようなものとして考えていたかという点を確認
しなければならない。そのため、以下では、彼が
連邦国家や国家をどのように考えていたのかとい
う点を検討する。

第１節　連邦国家

　ワイマール期においても、ドイツは連邦制を採
用していた。しかし当時の連邦制の議論は、もは
や第二帝政期とは異なった状況を呈していた。な
ぜなら、当時のドイツでは、もはやライヒが国家
であることは自明のものとなっていたからであ
る74。したがって、当時国家であるか否かという点
が問われていたのは、ライヒではなくラントであ
った。また、当時は、ワイマール憲法の父・Hugo 
Preußを始めとして、連邦国家制を放棄し、単一
国家構造を採るべきとする論者も存在した75。そ
れでは、Forsthoff自身はワイマール共和国や連邦
国家について、どのように考えていたのだろうか。
　Forsthoffはまず、「連邦国家」の範囲を限定す
る。曰く、「第一に、連邦国家は、かなり異なる
性質を持つ諸形象（Gebilde）―スイス、北ア
メリカの合衆国とドイツ―において表現される
限りで、全く明確なはっきりした概念ではない」
（S. 28）。そのため彼は、教授資格申請論文の論
述「はドイツに限られ、そして連邦国家を、単に
そのドイツの鋳造（Ausprägung）の中でのみ論
究するであろう」（S. 28）という限定を課す。
　ワイマール期の連邦制についての議論は、「共
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和国[全体]と各州が[それぞれ]国家としての性格を
有している点についてはほとんど[見解の]一致が
見られた」76とされる。Forsthoffも、この点につ
いて多数派の意見に賛同する。すなわち、彼もラ
イヒの国家性を当然のものであるという点を議論
の出発点とするのである（S. 92）77。その上で、
Forsthoffは、Schmittの連邦制理解78に依拠する
（Vgl. S. 28）。曰く、「連邦は、連邦の枠内で、
すべての構成国の政治的実存の維持を目的とする
…。前提は、構成国の同質性である。これを、彼
〔＝Schmitt〕は、以下のような『実質的な同質
性』として定義する。すなわち、『諸構成国の具
体的な・存在的な一致を基礎づけ、連邦内部で極
端な抗争の事態が生じないようにする』同質性
である（376頁）」（S. 29。なお引用内の括弧は、
Forsthoffが著作の中で引用している、Schmittの
『憲法理論』の頁数である。訳文はシュミット・
前掲注67）452頁、461頁による。）。このような極
端な抗争の事態が生じていない限り、「中央国家
と肢分国家のどちらが主権を有するのか、という
問い」（S. 29）は問題にならない。「主権への問い
は、したがって、未決定のままである」（S. 29）。
　このような連邦国家に対して極端な抗争の
事態が生じ得るのは、肢分国家に独自の決定
（Entscheidung）の能力が存在する場合である。
なぜなら、この決定の可能性が奪われることこそ
が、極端な抗争の事態を意味するからである。
「肢分国家という主権の基体としては、…制度と
しての肢分国家」（S. 29）が存在しなければなら
ない。つまり連邦国家の下には、肢分国家として
考え得る制度が存在しなければならないのであ
る。「この制度的な存在が…保持されている限り
でのみ、連邦国家概念の本質をなす、実存的な紛
争の可能性が、有意義に語られ得る」（S. 30）（S. 
29 f.）。
　このように、ForsthoffはSchmittの見解に基づ
いた連邦国家理解を示した。本稿の問題関心と関
連する重要な点は、Forsthoffはラントも国家で
ある旨主張し、肢分国家を連邦国家の内部に制度
として存在する国家であると位置付けたことであ

る。Forsthoffによれば、肢分国家は独自の決定の
能力を有する。この能力は、肢分国家の国家性、
すなわち当該国家が連邦国家か否かという点と関
連するものである。

第２節　国家であることの意味

　それでは、ここで言われるところの「独自の
決定の能力（Möglichkeit）」とは何か。換言すれ
ば、ラントが「制度としての肢分国家」たり得る
には、ラントにどのような能力が存在しなければ
ならないのであろうか。
　この点について、Forsthoffは、以下のよう
に述べている。すなわち、国家には自らの「形
式（Form）について、自由に形成できる能力
（Verfügung）」（S. 32）がなければならない、
と。Forsthoffによれば、この能力とは具体的に、
内部の「固有の国家的秩序」（S. 32）を自由に形
成する能力（Verfügung）と、「独自の公的な秩
序」（S. 32）を形成する権利を持つことを意味す
る。この二つを合わせてForsthoffは「自己組織の
権利（das Recht der Selbstorganisation）」（S. 
32）と言う。自己組織の権利を有さない国家は、
もはや国家ではない。したがって、肢分国家に
も、「公的なるものに関する決定の自由が属」（S. 
29）していなければ、連邦国家は存在しないこと
となる。なぜなら、肢分国家に自己組織の権利が
存在しなければ肢分国家は国家として認められな
いこととなり、このことは主権の問題が未決定な
状態であるということにはならないからである。
したがってこれらの権能を有していない「国家」
は、もはや「組織上の自立性（Selbständigkeit）
が失われ」（S. 34）ると評価されることに繋が
り、「その場合、…中央権力〔＝連邦〕に有利に
なるように決定され、そして単一国家が存在す
る」（S. 34）ことにしかならなくなってしまう。
つまり一定の権能なき「肢分国家」しか存在しな
い国家は、もはや連邦国家とは言えないと述べる
のである。このような意味で、自己組織の権利は
「連邦国家の本質」（S. 30）をなす。この権利が
認められている場合にのみ、肢分国家という潜在
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的な主権の担い手が存在し得る（S. 30 ff.）。

第３節　ライヒとラントの関係

　Forsthoffは以上のように、国家や連邦国家を理
解した。次に、ワイマール共和国という連邦国家
内部で、ライヒとラントはどのような関係にある
のかという点が検討されなければならない。
　Forsthoffは上述した連邦国家理解・国家性理解
に基づき、ワイマール共和国が連邦国家であるこ
と、そしてラントも肢分国家として国家性を保持
していることを指摘した。
　とはいえ、ライヒもラントも国家であること
を認めるForsthoffも、当然、ワイマール共和国
として、一つの国家秩序を形成する必要を認め
る。「連邦国家が国家的な統一体、つまり真の
（wirkliche）国家である」（S. 34）以上、連邦国
家と肢分国家の「密接な結束は、自明のことであ
る」（S. 34）。そのため、肢分国家が組織上の自立
性を侵害されないような接触であれば、連邦の権
力は肢分国家の自由の領域に介入することが許さ
れる（Vgl. S. 34）。むしろ、連邦と肢分国家を結
合させる要素も存在しなければならない。
　連邦と肢分国家を結合させる要素を考える際、
Forsthoffは権力分立論を持ち出す。曰く、「ここ
で、権力分立論と連邦国家概念の密接な結束が、
明らかになる」（S. 34）。彼はまず、権力分立とし
て、国家の作用を、立法・行政・司法の3つに分
割する。その上で、彼は、国家は組織上の統一体
として、独自に政治的な意思を有すことができな
ければならないという前提に立つ。そのため司法
は、そもそも「本質的に非政治的な機能であり、
連邦国家システムにおいて確固たる位置づけを有
しない」（S. 34）と評価された。したがって、政
治的統一体たる国家間では、立法と行政の間の権
限分配が問題となる（S. 34 ff.）。
　連邦と肢分国家を結合させる要素として、
Forsthoffは執行作用を挙げる。たしかに、例外
は多く存在するが、立法面では連邦が、行政面
では肢分国家が配分されていると、Forsthoffは
言う（ワイマール憲法14条）。これに対し、連

邦と肢分国家は、組織面で厳格に選り分けられ
ていると、彼は述べる。曰く、「連邦国家は…
連邦の権力（Bundesgewalt）から引き離された
（entzogene）肢分国家の組織上の自由領域によ
って、特徴づけられる」（S. 32）。これは国家の
組織の領域のみに当てはまるのではない。公的な
秩序についても同様であると、Forsthoffは言う。
ドイツ的な連邦国家においては、「連邦と構成国
（Gleider）は、…組織上の意味において、公的
な秩序として、それら〔＝連邦と構成国〕の存在
の二重性において、厳格に選り分けられて」（S. 
32）いる。したがって、ライヒもラントも、共に
公的な秩序を形成することができる。すなわち、
あらゆる国家が公的Körperschaftを創設すること
が認められるのである（S. 32 ff.）。
　「肢分国家は、組織上の統一体として、連邦に
立ち向かう」（S. 31）。したがって、肢分国家に
認められるところの組織上の自由は、連邦国家を
考える上で非常に重要な要素として位置づけられ
ることとなる。そのため、肢分国家が自らの内部
で、どのような組織を形成し、形成した組織に対
して事務をどのように配分するか、ということ
について、ライヒは触れることができないと、
Forsthoffは言う。ラントも国家として存続する以
上、組織上の肢分国家の国家性に関する部分につ
いて、ライヒは介入できない。これをForsthoff
は、不可侵（Unantastbar）であるという言葉で
もって表現する（S. 30 f.）。
　ワイマール憲法は14条と15条で、立法と行政に
関するライヒとラントの管轄を規定していた。
憲法によれば、ライヒが立法を行う場面において
も、当該法律を執行するのは原則としてラントで
あるとされる。ラントの執行についてライヒは監
督を行うことが可能であるが、しかし執行にあた
っていかなる組織を形成するかという点につい
て、憲法は規定していない。したがって当時、行
政組織についてはライヒが直接行政を行う際にの
み、ライヒに「組織権（Organisationsgewalt）」
が認められると解され79、ラントが行う行政につ
いては、ライヒはその組織への介入が認められな
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かったと解されている（S. 37）80。これは前述した
執行面での結合と組織面での分離とリンクする議
論であると、Forsthoffは述べる（S. 37 ff.）。

第４節　公的なるものの決定の自由

　以上のように、Forsthoffは連邦国家概念、権
力分立や自己組織の権利を用いて、連邦国家にお
ける公的Körperschaftの位置付けを論じた。彼の
行論では、公的なるものが有する組織上の領域と
いう性質と国家のメルクマールたる自己組織の権
利（そのうち特に公的なるものの決定の自由）が
結合されることが鍵となる。そこで最後に、die 
öffentliche Körperschaftと国家の議論を結びつけ
る梃子となる、公的なるものの決定の自由につい
て触れる。

第１款　秩序権限

　Forsthoffによれば、公的なるものを決定する
こと、すなわち公的な秩序を形成することは、国
家のみが行い得る。これを決定する権限を、彼
は「秩序権限（Ordnungskompetenz）」（S. 20）
と呼ぶ。この権限は、「原初的に（originär）公
的な制度を形成するための能力」（S. 20）を指
す。この公的な制度の例として、Forsthoffは公的
Körperschaftはもちろん、経済生活に関わる各種
評議会（レーテ）も挙げている。例えばライヒ石
炭評議会やカリウムシンジケートが、それである
（S. 20）。
　それでは、ある法人が公的領域に属するか否か
は、なぜ国家が決定できるのか。すなわち、こ
のような秩序権限を国家が保有しているのはなぜ
か。この点についても、Forsthoffは歴史的な背景
を論拠として挙げている。以下、見てみよう。
　19世紀の改革によって、国家とは異なる公的な
領域が存在することが承認されたことは、前述し
た。当時は、国家がどのような秩序（Ordnung）
を整えるかということを決定する権限を有してい
た。第一次世界大戦を経てもなお、国家がこの決
定を有すると、Forsthoffは言う（S. 20）。
　この秩序権限は、11月革命によって、レーテ81

が保持する事態に至るようにも思われた。しかし
レーテという公的な制度が国家の基礎となること
はなかった。なぜなら、「この制度的な基礎〔＝
レーテ〕の上に国家を樹立する」（S. 20）という
国家構想が失敗してしまったからである。逆に、
レーテと同じ理念でまとまっている各種評議会
（Räte）自体が、ワイマール憲法上規定される
こととなってしまった（165条）。このような状況
により、「レーテ思想は経済的な自治」（S. 20）
のみに限定されてしまい、レーテや各種評議会が
国家の領域を形づくっていくという構想自体が頓
挫してしまった。そのため、結局、秩序権限は、
国家自らの手元に留保されたまま、現在に至って
いる。つまり、時代は移り変わったが、ワイマー
ル期においてもなお、何が公的な領域に属するか
否かは国家が決定する権限を保持し続けているの
である。以上のように、公的なるものについて決
定を下す秩序権限は、自身がこの教授資格申請論
文を執筆していた当時も国家が有していると、
Forsthoffは述べる（S. 20）。

第２款　秩序権限と自己組織の権利の関係

　上述した秩序権限は、国家性および自己組織の
権利と、いかなる関係にあるのか。公的な制度も
「国家の全構造を決定する」（S. 41）ことの一つ
を意味するため、Forsthoffは、国家の有する秩序
権限と、国家性のメルクマールであるところの自
己組織の権利を結びつけて解する。ある団体を公
的なるものとして決定することは、「決定の客体
が公的な秩序の構成要素となる」（S. 41）ことを
意味する。このような国家の構造を決定すること
を意味する「公的秩序への算入は、…単なる行政
をはるかに上回る事象を意味する」（S. 41）。した
がって、ある法人に公的な性格を認める秩序権限
は、「統治として、単なる執行と並んで機能を果
たす特別な国家権力の表れである」（S. 41）。公的
秩序への算入は、したがって、国家が行使する自
己組織の権利の中で重要なものであるということ
となる。Forsthoffの国家の理論からは、公的なる
ものに関する決定は「組織上の自由」（S. 41）の
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領域と解される。この組織上の自由は、「法律に
違反せず、個々人の自由という領域へ介入しない
限り」（S. 38）、すなわち法治国家原理に反しな
い限りで、法律上の根拠を要しない。それゆえ、
各国家は自ら独自の公的秩序を形成することがで
き、また、ここで形成された公的な秩序に対して
他の国家が介入することは、介入された国家の国
家性を否定することとなり、許されないという帰
結が導出される。国家が法律によらずして自らの
構造を自由に決定できることは、様々なことにつ
いて行政が対応するという現状にも適合する（S. 
38 ff.）。
　このような論理に鑑みるならば、結局、Forsthoff
は以下のような主張をしていたこととなる。すなわ
ち、ラントは、どのような行政組織を設けるか、
そしてどのような公的な制度を設けるか、という
点については、連邦から自由（bundesfrei）であ
る、と。このような国家秩序に関するラントの決
定は、「今日、以前よりも強く行政の領域におい
てもラントが制約されているので、…特別に重視
されねばならない」（S. 97）。Forsthoffは、ドイツ
においては、組織権の一つであるラントの行政組
織や公的制度は、原則として連邦から自由な領域
に置かれるということを重視する。そしてその論
理と公的Körperschaftが結びつけられるのである
（S. 37 ff.）。

第３款　ワイマール共和国における地方公共団体

の法的位置付け

　以上の議論をワイマール共和国に当てはめるな
らば、以下のような結論が導かれる。すなわち、
ワイマール憲法上も、ラントは肢分国家として制
度的に認められ続けている（Vgl. S. 29）。したが
って、肢分国家ラントは、自己組織の権利と公的
なるものの決定の自由を保持し続けている。そう
考えなければ、Forsthoffのロジックによれば、
極端な抗争の事態が生じ得ないこととなり、結果
として、ワイマール共和国は連邦国家ではなく単
一国家であると解釈することになるからである
（Vgl. S. 34）。

　このような連邦国家理解を採ったForsthoffに
よれば、連邦国家ワイマール共和国においても、
ラントは引き続き制度としては国家（肢分国家）
であり、国家として認められねばならない存在で
ある。国家であることからラントに認められた
自己組織の権利に基づいて、ラントは自ら公的
Körperschaftを創設することができる。例えば地
方公共団体が挙げられるが、ラントが組織権をも
って形成した公的な秩序に対して、ライヒのよう
な他の国家が介入することは、連邦国家ワイマー
ル共和国においては許されない。
　とはいえ、ワイマール憲法は、ラントが有する
地方自治についての組織について、一定の条文を
規定していた。すなわち、ワイマール憲法10条3
項82、17条2項83、127条などが、それである。この
ような諸規定は、ラントの組織権とはいかなる関
係に立つのであろうか（S. 109）。
　これらの規定について、Forsthoffは、17条2項
を除き、ラントの組織権を制約するものではない
と言う。彼の行論に従って、127条を中心に、この
点を検討しよう（S. 100 ff.）。
　まずForsthoffは、127条と同じ趣旨の規定は、
既にあらゆるラントで現行の規定として定められ
ている。したがって、この規定は確認規定に過ぎ
ない。またこの規定は、地方公共団体を組織とし
て保障するに過ぎない規定であると、Forsthoffは
言う。そのため、この規定が保障するのは、単に
地方公共団体が「国家から選り分けられた存在」
（S. 104）として在らねばならないということの
みである84。したがって、127条の規定に地方公
共団体に対して実際に保障すべき限界を読み込む
ことはできない（制度体保障の「核心領域」）（S. 
101 ff.）。
　127条をこのように解釈するForsthoffによれば、
当該規定は地方自治制度をどのように形成すべき
かという点についての基本原則を定めているに過
ぎないということとなる。17条2項以外の規定も、
この基本原則のうちに含まれる。このような基本
原則は、肢分国家として認められねばならない組
織上の自由を、ほとんど制約しない（S. 103 ff.）。
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　むしろここで問題となる、ラントに認められる
べき決定の自由を強く制約する規定は、17条2項
のみである。この規定を許容するためには、この
制約を、連邦国家として必要とされる肢分国家間
の同質性を保障すると解するよりほかないと、
Forsthoffは言う。たしかに、第二帝政期は各ラン
ト、またはラント内部においても、非常に異なる
選挙規定が置かれていた85。したがって、ワイマ
ール憲法が人民主権を新たに規定したという点で
新しい憲法であるという性質を併せ持っていた点
も踏まえて考えるならば、Forsthoffは、地方公共
団体レベルから平等な選挙によって連邦国家に必
要な同質性を獲得しよういう理解を提示していた
ということになる（S. 109 f., S. 122）86。

第４章　まとめと課題

第１節　まとめ

　以上がForsthoffの教授資格申請論文の内容であ
った。それではForsthoffの主張はどのような構造
であったのか。以下、簡単にまとめよう。
　Forsthoffによれば、地方公共団体も含まれ
るところの公的Körperschaftは、国家から公的
Körperschaftの権利の付与を決定された団体とい
うことになる。このような団体は「公的なるも
の」と性格づけられ、国家組織や私法人と区別
される「特別な位置付け」を与えられる。中で
も地方公共団体は公的Korporationとして、公的
Körperschaftの中でも更に「特別な地位」が与え
られている。
　このような「特別な位置付け」の付与は、連邦
国家であるワイマール共和国においては、ライヒ
もラントも共に可能であった。むしろ、ラントが
国家であるということ、すなわちラントが自己組
織の権利を有するということからは、ラントは独
自に公的な秩序を形成することができることを意
味する。したがってラントは「公的なるもの」を
自由に決定することができ、公的Körperschaftを
ライヒの介入なく自由に形成することができるの
である。

　Forsthoffのこの議論は、一言で言うならば、
公法人概念が動揺させられていたワイマール共和
国の時期において、ラントが組織した地方公共団
体に対して、ライヒの介入を排除するための主張
であったということができる。彼によれば、組織
領域に属することを意味する「公的なるもの」を
通じて、国家と地方公共団体の関係が示されてい
る。その上で、ポイントとなるのは結局、Schmitt
流の連邦国家理解に基づいたラントの国家性、そ
して国家のメルクマールと位置づけられた自己組
織の権利であった。したがって、Forsthoffの地方
自治の議論は、公法人概念のみではなく、連邦制
とも密接に関連する議論であるということとなる。
　本稿の問題意識に引きつけてForsthoffの議論
を理解するならば、諸国家と地方公共団体は、以
下のような関係に立つということになる。すなわ
ち、ライヒとラントはそれぞれ国家であり、権力
を分立しつつ、権限分配をしているという関係に
ある。また、ラントと地方公共団体の関係につい
ては、地方公共団体を創設する主体がラントであ
り、制度体としての地方公共団体が保障されてい
ると評価可能な限り、ラントは、地方公共団体に
与える事務を自由に決定することができる。ま
た、ライヒと地方公共団体の関係については、両
者が関わり合うことを原則として認めないもので
あるという理解を示している。

第２節　意義

　このような主張を行ったForsthoffであるが、そ
れでは、当時の文脈において、彼の主張はいかな
る意義を有していたのであろうか。
　大戦敗戦後、ドイツは革命が生じた後、ワイマ
ール共和国として出発した。ワイマール共和国で
は周知のとおり、インフレなど様々な困難が生じ
ており、地方公共団体も混乱から逃れることはで
きなかった。住居政策や失業対策、上下水道整備
など、戦後の日常の問題の多くは地方公共団体が
担うべき問題であるとされ、地方公共団体の任務
は飛躍的に増加した87。それに伴い、地方公共団
体には、インフレや世界恐慌だけではない財政問
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題が生ずることとなったのである。当時の地方公
共団体は、収入が減る一方で支出が増大し、もは
や地方自治は困難なのではないかとの疑念すら提
起された88。このような状況で、本来ラントが創
設した制度たる地方公共団体は、ワイマール共和
国において財源が強化されたライヒとの関係を深
めていったのである89。
　Forsthoff自身は、法的ではなく事実上のもの
であっても、連邦国家構造を脅かすライヒと地方
公共団体の接触を批判した90。より具体的には、
主にライヒが「黄金の手綱」でもって地方自治
に介入することをまず、批判したのである91。当
時、地方公共団体は、法的には、伝統的な位置付
けに則り、ライヒ・ラントとの関係は変えられて
いないものとされていたが、しかし事実上、地方
公共団体はライヒからの介入を受ける立場に置か
れていた92。ライヒ同様に地方公共団体も混乱に
陥り、地方自治を不要とする論調もあったこと、
そして共和国に新たに導入された民主主義と自治
の緊張関係が指摘されていたことを踏まえるなら
ば93、Forsthoffの議論は、地方公共団体をライヒ
の介入から守り、地方公共団体そして地方自治を
擁護するものであったと評価し得るだろう。これ
は、彼が「地方自治の危機」論者として、ワイマ
ール末期に活躍したことからも、覗い知れよう94。

第３節　今後の課題

　わが国において、Forsthoffと地方自治が結びつ
くという点は、必ずしも意識されてこなかった。
しかしドイツにおいて、彼は地方自治論にも影響
を与えた人物であるとされている。したがって、
ドイツの地方自治論において、Forsthoffが与えら
れてきた位置付けを確認する。
　戦後（西）ドイツの地方自治論の学説史を概観
するにあたり、Forsthoffの『行政法教科書』を欠
かすことはできない。近年公刊された教授資格申
請論文においても、彼の地方自治論が検討されて
いる95。地方自治とも関連する国家監督についても
のした論者によれば、Forsthoffの地方自治論は、
1950年代から1960年代に支配的な説であった96。

また、日本の地方自治論も参考にしている97とこ
ろのドイツの自治概念についてもForsthoffの影響
は大きく、彼の自治＝団体自治概念は、現在の学
説検討の前提とされている98。以上の点に鑑みれ
ば、ドイツの地方自治論におけるForsthoffの影響
力は大きかったということが見て取れよう。
　Forsthoffは、本稿で検討した教授資格申請論文
以外にも地方自治に関して様々な論考を執筆し99、
またワイマール末期の「地方自治の危機」論争に
おいては、地方自治を守るべく、積極的に自らの
主張を展開していた100。そして時代が下りナチス
期に至っても、国家公認のコンメンタールにおい
て自治の項目を執筆した101。このような活躍を見
るならば、「ワイマル期の理論へと回帰した」102と
される戦後西ドイツの地方自治、自治の議論にお
いて、Forsthoffの議論を見逃すことができない
ことは、当然のように思われる。むしろ、現在の
学説が過去の学説を克服して紡がれてきたという
点を考えるならば、戦後の議論の出発点として
Forsthoffの地方自治論を理解することが、現在の
ドイツの地方自治に関する議論を内在的に理解す
る端緒となるであろう。
　本稿では、地方公共団体の法的位置付けにつ
いて検討する端緒として、戦後通説となった
Forsthoffの、1931年論文を検討した。その結果、
公的Körperschaft概念を手掛かりに、彼の国にお
ける地方自治の議論と連邦国家の議論との連関が
明らかになった。暫定的な結論としては、現段階
では、以下のことが指摘できるだろう。すなわ
ち、地方公共団体を、法的には国家＝ラントの下
位に置くというForsthoffの議論はしかし、必ず
しも国家を擁護するという議論につながるわけで
はないということである。たしかに、彼の議論に
は、制度体保障の核心領域と周辺領域をめぐる線
引きの問題が存在している。そうであっても、国
家によって創設された地方公共団体、ひいては地
方自治を擁護することは可能である。
　Forsthoffの議論に則るならば、ドイツにおけ
る国家と地方自治の関係を検討する場合、連邦国
家と地方自治の関係が意識されねばならないとい
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うことがわかる。また、本稿からは、地方公共団
体の法的位置付けを検討する場合、自治権の議論
も検討されなければならないことも判明するだろ
う。なぜなら、自治権の議論は地方公共団体がど
のように形成されたかということに関係する議論
であるからである。地方公共団体の法的位置付け
を検討する際には、避けることのできない問題で
あろう。この点、自治権の議論について、わが国
はドイツの議論を適切に理解してこなかったので
はないかとの指摘が存在する103。したがって、今
後は、地方公共団体の法的位置付けを更に探究す
べく、連邦国家の議論と地方自治の議論との連関
を意識しながら、ドイツの地方自治学説、例えば
自治権の法的性質についての議論を分析すること
とする。彼の国の議論の分析と日本の地方自治学
説の比較検討によって、国家と地方公共団体の関
係をどのように理解すべきかという点が、明らか
になるであろう。

1 例えば、宮沢俊義『固有事務と委任事務の理
論』（有斐閣、1943年）など。

2 とはいえ、このことは、地方自治が十分に研究
されてきたということを意味するわけではな
い。さしあたり参照、杉原泰雄『地方自治の憲
法論（補訂版）』（勁草書房、2008年）。

3 参照、芝池義一「団体自治と住民自治」法学教
室165号（1994年）15頁。

4 参照、西貝小名都「団体自治について（一）」法
学会雑誌〔首都大学東京〕57巻1号（2016年）
195頁以下。

5 当該改革については、さしあたり参照、斎藤誠
「新たな地方分権・自治の法」同『現代地方自
治の法的基層』（有斐閣、2012年）92頁以下。

6 参照、宇賀克也『地方自治法概説（第7版）』（有
斐閣、2017年）128頁、人見剛・須藤陽子編著
『ホーンブック地方自治法（第3版）』（北樹出
版、2015年）160頁。

7 参照、最判平成28年12月20日民集70巻9号2281頁
（辺野古沿岸部埋立承認取消しに関する不作為

の違法確認請求事件）。なお当該事件は関与法制
を前提とした機関訴訟に基づいて提起されたも
のであり、関与法制の是非自体については、裁
判所が直接何らかの判断を示したわけではない。

8 参照、宇賀・前掲注6）141頁以下、人見・須
藤・前掲注6）30頁以下。

9 参照、宇賀・前掲注6）167頁。
10 大隈義和「憲法における『国』と『地方公共団

体』」公法研究62号（2000年）143頁。
11 参照、芝池・前掲注3）15頁。
12 芝池・前掲注3）16頁。
13 西貝・前掲注4）195頁以下。
14 塩野宏「地方公共団体の法的地位論覚書き」同

『国と地方公共団体』（有斐閣、1990年）5頁以
下。

15 条例を立法権限が行使された成果と位置づける
ものとして、参照、塩野宏『行政法Ⅲ（第4版）』
（有斐閣、2012年）185頁。

16 参照、清宮四郎『憲法Ⅰ（第3版）』（有斐閣、
1979年）383頁。国法秩序において法律と条例
が抵触し得ることを前提とした判例として、参
照、最大判昭和50年9月10日刑集29巻8号489頁
（徳島市公安条例事件）。

17 参照、山本隆司「行政組織における法人」塩野宏
先生古稀記念『行政法の発展と変革（上）』（有
斐閣、2001年）851頁。

18 ドイツにおいては、自治権を有する地方公共団体
はゲマインデとゲマインデ連合（Gemeindeverband）
に区別される。Vgl .  Engels / Krausnick , 
Kommunalrecht, 2015, S. 332.

19 参照、大橋洋一「Selbstverwaltung」法学教室
165号（1994年）18頁、駒林良則「西ドイツにお
ける条例論の動向」名城法学40巻2号（1991年）
2頁。

20 駒林・前掲注19）2頁。
21 大橋洋一「計画間調整の法理」同『現代行政の

行為形式論』（弘文堂、1993年）261頁。
22 大橋・前掲注21）261頁。
23 ドイツにおけるSatzung概念の内容および当該

概念とわが国における条例との相違について
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は、参照、斎藤誠「条例」同・前掲注5）183頁
以下。

24 成田頼明「西ドイツにおける条例」公法研究35
号（1973年）243頁。

25 条例については、vgl. Engels / Krausnick, a. a. 
O. (Anm. 18) , S. 89 ff.ドイツにおける条例は、自
治事務のみに対して制定可能であること、自由
や財産を制約する場合、法律の授権を要するこ
と、法律と抵触し得ないことなどの制限が課せ
られている。参照、成田・前掲注24）242頁、駒
林・前掲注19）6頁、大橋・前掲注19）18頁。

26 例えば参照、塩野・前掲注14）1頁。
27 山本・前掲注17）869頁。
28 参照、藤田宙靖「行政主体の概念について」同

『行政法学の思考形式（増補版）』（木鐸社、
2002年）107頁。

29 塩野「特殊法人に関する一考察」同『行政組織
法の諸問題』（有斐閣、1991年）35頁。

30 参照、田中二郎『新版　行政法（中）（全訂第2
版）』（弘文堂、1976年）86頁。

31 参照、塩野・前掲注14）13頁。ただし、塩野は
公共団体概念を積極的に用いているわけではな
い。

32 参照、山本・前掲注17）856頁。
33 参照、田中二郎「公法人論の吟味」同『公法と

私法』（有斐閣、1955年）［初出：1932-1933年］
108頁以下。なお、田中の地方自治理解や条例＝
自主法論については、参照、石川健治「未完の
第八章」自治実務セミナー2015年8月号4頁以下。

34 田中・前掲注33）116頁。
35 田中・前掲注33）119頁。
36 田中・前掲注33）124頁。
37 参照、田中二郎「公共団体の自主法の根拠と限

界」同『法律による行政の原理』（酒井書店、
1954年）［初出：1938年］307頁。

38 田中・前掲注37）319頁。
39 田中・前掲注37）324頁。
40 田中・前掲注33）147頁。
41 参照、美濃部達吉『日本行政法（上）』（有斐

閣、1936年）361頁。

42 美濃部・前掲注41）462頁。
43 美濃部・前掲注41）462頁。
44 美濃部・前掲注41）462頁。
45 美濃部・前掲注41）462頁。
46 参照、美濃部・前掲注41）478頁。
47 この伝統が理論的に克服されてこなかったこと

が、大津浩による、条例が立法権行使の成果で
あるということの論拠が存在しない、という議
論につながるように思われる。参照、大津浩
『分権国家の憲法理論』（有信堂、2015年）375
頁以下など。例えば兼子仁が行った田中二郎の
条例＝自主法論批判や地方団体理解の否定（兼
子仁「地方自治条例の『自主法』論の再検討」
和田英夫教授古稀記念『戦後憲法学の展開』（日
本評論社、1988年）、兼子仁『自治体法学』（学
陽書房、1988年）、兼子仁『条例をめぐる法律問
題』（学陽書房、1978年））は、まさに戦前の公
法人・公共団体の議論を克服することによる地
方公共団体の法的位置付けの格上げを目指した
ものであると位置づけられよう。兼子仁の「自
治体法学」の成否や意義等については、本稿で
検討することができない。

48 Ernst Forsthoff, Die öffentliche Körperschaft 
im Bundesstaat, Eine Untersuchung über 
die Bedeutung der institutionellen Garantie 
in den Artikeln 127 und 137 der Weimarer 
Verfassung, 1931.

49 Forsthoffの議論を紹介する部分からもわかる
ように、ドイツ法における「団体」を指す用
語は、多種多様である。一例として挙げるなら
ば、本稿では、Körperschaft、Korporation、
Vereinなどである。後述するように、これら
「団体」の原語の中には、他の「団体」には含
意されていないニュアンスを含む場合があり、
Forsthoffも「団体」につき、ドイツ法の伝統に
則ったこのニュアンスを強調しながら、論を進
める。したがって本稿では、Forsthoffが重視し
たKörperschaftとKorporationについて、あえて
訳することなく用いることとする。

50 参照、田中・前掲注33）107頁以下。
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51 したがって、当該著作の全てを本稿で検討の対
象とすることはできない。本稿は、第一部で
示される公的Körperschaftや連邦国家などの理
論、そして第三部で示される、ワイマール憲法
下での実際の地方公共団体の法的位置付けにつ
いてのみ扱うこととする。

52 ワイマール期の国教禁止に関しては、参照、和
田昌衛「G・ホルシュタインの教会法理論」同
『ドイツ福音主義教会法研究』（創文社、1977
年）85頁以下。

53 宗教団体については、参照、石川健治『自由と
特権の距離（増補版）』（日本評論社、2007年）
128頁以下。

54 参照、田中・前掲注33）126頁以下。
55 田中・前掲注33）126頁以下。
56 参照、宮田三郎「市民的法治国問題について」

社会科学年報〔専修大学〕5号（1971年）15頁。
57 Ludwig Waldecker, Über den Begriff der 

Korporation des öffentlichen Rechts nach 
preußischen Recht, 1913, S. 34.

58 Forsthoff自身、公的Körperschaftのメルクマー
ルを放棄する立場を、公的Körperschaft概念の
維持を不可能とする立場であるとし、批判して
いる（S. 2）。

59 当該団体については、参照、和田・前掲注52）
131頁以下。

60 Forsthoffの公的Körperschaftについては、既に
田中二郎による紹介がなされている。田中・前
掲注33）135頁は、Forsthoffの言う「公私法人
の認識徴表」が、国家の具体的決定であるとい
うことを紹介しつつも、「併しこれだけでは何
がその具体的決定であるかに付て問題の余地が
少くない」と指摘する。しかし、Forsthoffは、
様々な法人を公的Körperschaftとして無秩序に
認めていた当時の立法状況を考慮して、当該
概念を定義づけることを目標としていた（Vgl. 
S. 2 ff.）。したがって、田中によるForsthoffの
議論の問題点の指摘は、的を外しているよう
に思われる。むしろ、後述するように、公的
Körperschaft概念を定義づける際に、当該団体

が遂行する機能などの内容を捨象した点に、
Forsthoffの議論の意義が認められるのである。

61 Forsthoffによれば、公的Körperschaftの権利
を付与する際に、立法形式が必要であると考
えていたわけではない（Vgl. S. 18）。Forsthoff
の 法 治 国 原 理 に よ れ ば 、 国 家 組 織 も 公 的
Körperschaftの創設も、「法律に違反せず、私
人の自由の領域へ介入しない限りで」（S. 38）、
法律上の根拠も法律という形式も必要ないとい
う帰結が導かれる。

62 したがって、このような特別な地位をある団体
に認めることは、全ての（法）人を平等に扱う
という「民主主義的な国家概念とは相容れない」

（S. 19）。
63 Satzungは、地方公共団体に限らず、公法上の

法人（die juristische Person des öffentlichen 
Rechts）一般に制定が認められる、法規範の一
形式である。Vgl. Engels / Krausnick, a. a. O. 
（Anm. 18）, S. 90. 石川・前掲注33）4頁では、
Satzungを学則とも訳している。

64 このようなロジックを採る以上、Forsthoffによ
れば、Satzung制定権であるところのAutonomie
は、自治から導出されるものではない、という
帰結が導かれることとなろう。Forsthoffの議論
において、Satzung制定権とAutonomieが異なる
次元の議論であるということを指摘するものと
して、参照、寺田友子「公法人組織と自律権」
法学雑誌〔大阪市立大学〕24巻2号（1977年）79
頁。

65 Korporation概念は、中世以来の身分的連関を
有し、また、倫理的な意味合いを持つ概念で
ある。したがって、単なる人の集合体としての
「団体」を意味する概念ではない。参照、村上
淳一『ドイツ市民法史』（東京大学出版会、1985
年）133頁、石川・前掲注53）55頁以下。

66 とはいえ、公的Körperschaftも、明文上の保障
がないのみで、実際には憲法上保障される局面
が存在する。すなわち、Forsthoffによれば、ワ
イマール憲法48条所定の状況に至らない限り、
公的Körperschaftはライヒ大統領が有する「独
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裁権」に服することはない（Vgl. S. 21）。この
意味では、「仮にそれ〔＝公的Körperschaft〕
がそれ自体として憲法上承認されていないと
しても、それぞれの公的Körperschaftは、憲法
の保障の下にある」（S. 21）。したがって公的
Korporationと公的Körperschaftの差異は、憲
法上明文で保障が規定されているか否か、そし
てどのような場面で憲法上保障されるか否かと
いう点にのみ存在することとなる。Forsthoff自
身、国家内部における公的Körperschaftの法的
位置付けを論ずる際には、公的Korporationと
の相異はほとんどない旨述べている。曰く、結
局国家の中での公的Körperschaftの位置づけを
探るに当たっては、「諸々の公的Körperschaft
の下での区分も、その意義を失う」（S. 43）。
公的Korporationに認められた „öffentlich“とい
う性質が公的Körperschaftに広めることがで
きることを前提とする彼の議論構造も、公的
Korporationと公的Körperschaftの相異の小ささ
を物語っているように思われる。

67 以下の記述は、市民的法治国が生ずるに至った
際の歴史を描いたSchmittの議論と基本的に一致
しているように思われる。参照、シュミット，
C.（尾吹善人訳）『憲法理論』（創文社、1972
年）。

68 例えば、公の（öffentliche）秩序（ワイマール憲
法48条2項）、公の利益、公の官吏、公の侮辱な
どである（Vgl. S. 11）。

69 公然性については、参照、シュミット・前掲注
67）258頁以下。

70 同様に、公的なるものの反対である私的なるも
の（das Privaten）も存在する（Vgl. S. 16）。

71 社会の領域における性質であるところの公的な
るもの・私的なるものを国家が決定するという
意味において、国家の領域と社会の領域は関連
している。この連関について、Forsthoffは、
国家と社会は、分離しているにもかかわらず、
それらの間には結合が存在している、と述べる
（Vgl. S. 15）。

72 なお、以下でも「営造物となること」が出てく

るが、ここで示される営造物となることと、
公法人論におけるAnstaltとは、直接関連する
ものではないように思われる。Anstalt概念が
Institutionと同義と解される場合があることを
指摘するものとして、参照、石川・前掲注53）
49頁。

73 既に示した「公的なるもの」の概念史の部分で
も示唆したように、Forsthoffによれば、基本
権とは、市民階級が国家領域における政治的な
意思決定に参加することを求めた政治的な闘争
の過程において、国家から勝ち取ったものであ
った（Vgl. S. 9）。ここでForsthoffは、真正の
基本権としてまず、以下のものを挙げる。すな
わち、「国家のあらゆる権力（Allgewalt）に
対して個人の自由な領域の保護に役立つ」（S. 
107）、学問の自由や経済の自由、自由な意見表
明をすることができる自由、集会の自由などで
ある（Vgl. S. 9, S. 15）。この闘争過程や基本権
として挙げられている例からもわかるように、
Forsthoffは、基本権としては、個人に認めら
れる人権（Menschenrechte）を、想定してい
る。「基本権は、人権である」（S. 107）。これ
らの基本権を、Forsthoffは「真正の基本権」と
呼ぶのであるが、これは、公的Körperschaftに
は、以下2つの理由から、認められないものであ
る。すなわち、そもそも法人には、個人の自由
に資する基本権は妥当しない（Vgl. S. 107）。そ
して公的な領域自体が個々人を超える領域を指
すため、基本権が妥当しないのである（Vgl. S. 
107）。「公的なる領域へ基本権を転用すること
（Übertragung）は、基本権の本質と矛盾する」

（S. 108）。したがって、「公」「法人」に対し
ては、基本権享有主体性が否定されるのである。
　ワイマール憲法127条の法的な性質を、Forsthoff
は、当時プロイセンで進められていたゲマイン
デの強制合併についての批評の部分で論じてい
る。上述したように、公的な領域においては基
本権が妥当しない。そもそも法人にも基本権が
保障される場合も考えうるが、その場合には、
「その保護が法人にも与えられること…に特
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別な理由」（S. 107）がなければならない。こ
のようなForsthoffの主張からは、少なくとも
公的Körperschaftに対しては、上述した性質か
ら、基本権享有主体性が認められていないとい
うこととなろう（Vgl. S. 107）。曰く、合併を
強制するラントに対してゲマインデが主張した
ワイマール憲法109条1項（平等条項）は、ゲマ
インデに対して適用されることはない。当時ゲ
マインデ側を応援するために様々な論者が加勢
したが、彼らも皆、なぜ基本権を公的な領域に
存在する公的Körperschaftたるゲマインデに適
用することができるのか論証していないと、
Forsthoffは批判する。彼によれば、ゲマイン
デ側に立つ論者たちは、公的な領域において基
本権が妥当することの論証に成功していない
（Vgl. S. 107 f.）。
　したがってForsthoffは、ワイマール憲法127
条は、制度体保障を意味する規定であると解釈
する（Vgl. S. 102）。彼によれば、この規定は
「特別な行政類型としての地方自治」（S. 102）
を、保障の対象とするものである。そのため
強制合併に反対するために論ぜられた、個々
のゲマインデの存立を、127条は保障するわけ
ではない（Vgl. S. 103）。むしろ127条は、公的
Körperschaftという「国家組織から距離のある
（distanzierte）行政主体の担い手」（S. 102）
としての「特別な組織類型」としての地方自治
体を保障する規定である。それは自治を担う地
方自治体という「組織の保障にかかわる」（S. 
103）規定と解すべきと、Forsthoffは言うので
ある。なお参照、成田頼明「地方自治の保障」
宮沢俊義先生還暦記念『日本国憲法体系第5巻
Ⅱ』135頁以下。

74 参照、グズィ，Ch.（原田武夫訳）『ヴァイマー
ル憲法』（風行社、2002年） 158頁以下。

75 参照、飯田芳弘「ヴァイマル共和国における民
主的単一国家論」権左武志編『ドイツ連邦主義
の崩壊と再建』（岩波書店、2015年）26頁以下。

76 グズィ・前掲注74）161頁。
77 なお、Forsthoffは、ある国家を連邦国家と評価

する際には、以下のような点を検討しなければ
ならないとする。すなわち、連邦国家構造は、
必ずしも憲法の規定という一回の決定から判断
されるものではない。そうではなく、むしろラ
ントに残されている国家としての権能を実際に
ラントが行使し得るかという点によって、連邦
国家であるか否かが判断されるべきであると述
べるのである（S. 93）。

78 Schmittの連邦制理解に関しては、参照、林知
更「連邦と憲法理論」同『現代憲法学の位相』
（岩波書店、2016年）265頁以下。

79 当時の行政組織権について紹介するものとし
て、参照、間田穆「ワイマール憲法下における
行政組織権理論の展開」法政論集〔名古屋大
学〕72号（1977年）109頁以下。

80 参照、グズィ・前掲注74）176頁。
81 参照、成瀬治・山田欣吾ほか編『ドイツ史3』

（山川出版社、1997年）115頁以下。
82 ワイマール憲法10条　ライヒは、法律制定と

いう方法で、以下の原則を定めることができ
る。3項：あらゆる公的Körperschaftの職員
（Beamte）の権利
　この規定は、地方公共団体の職員についても
ライヒが原則を定立することができると定めて
いる点で、ラントの組織権を制約するようにも
見え、問題となる。

83 ワイマール憲法17条1項は、人民代表会議
（Volksvertretung）につき、「普通、平等、
直接及び秘密の選挙」（高田敏・初宿正典編訳
『ドイツ憲法集（第7版）』（信山社、2016年）
117頁）等の方式を定める。同条2項は、地方公
共団体の選挙も、1項の定める選挙方法に則らな
ければならない旨定める。

84 なお、地域的な行政を広範に奪うことは、異な
る法人として国家から独立した地方自治体を創
設する意味をなくしてしまう。そのため、その
ような行政の大部分を国家行政に移すことは、
許されない（Vgl. S. 104）。

85 Michael Stol le is ,  Öffent l iches Recht in 
Deutschland, 2014, S. 60.
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86 なお、Forsthoff自身は、ゲマインデの議会を民
主化することを、戦後も含め、否定的に評価し
ていた（Vgl. S. 110）。参照、新村とわ「自治権
に関する一考察（一）」法学〔東北大学〕68巻3
号（2004年）110頁。

87 Michael Stolleis, Geschichte des öffentlichen 
Rechts in Deutschland, Bd. 3, 1999, S. 232.

88 Vgl. Wilfried Rudloff, Handbuch der kommunalen 
Wissenschaft und Praxis, 3. Aufl., Bd. 1, 2007, S. 
30.

89 Vg l .  E rn s t  Fo r s t h o f f ,  D i e  Kr i s e  d e r 
Gemeindeverwaltung, 1932, S. 46 usw.

90 Vgl. Forsthoff, a. a. O. (Anm. 89) S. 35 ff. Forsthoff
は、ライヒから地方公共団体に対する「黄金の
手綱」のみではなく、地方公共団体がライヒ官
僚に接触することもまた、批判の対象としてい
る。なお、Herzfeldによれば、当時、地方公共
団体の実務家により、ライヒの権限ではない
ゲマインデの権限を、自らライヒに手渡すとい
うことすらなされていた。Vgl. Hans Herzfeld, 
Demokratie und Selbstverwaltung in der 
Weimarer Epoche, 1957, S. 36.

91 Vgl. Forsthoff, a. a. O. (Anm. 89) S. 33.
92 Vgl. Forsthoff, a. a. O. (Anm. 89) S. 33.
93 ワイマール民主主義と自治について、ワイマー

ル期国法理論がどのように理解していたか、
そして両者の関係の理解がどのように変遷し
ていったかという点の詳細については、vgl. 
Herzfeld, a. a. O. (Anm. 90), S. 32 ff.

94 Vgl. Stolleis, a. a. O. (Anm. 87), S. 232 ff.
95 Vgl. Andreas Engels, Die Verfassungsgarantie 

kommunaler Selbstverwaltung, 2014, S. 179 ff.; 
Wolfgang Kahl, Die Staatsaufsicht, 2000, S. 284 f.

96 Kahl, a. a. O. (Anm. 95), S. 284. 薄井一成「分権
時代の地方自治」同『分権時代の地方自治』（有
斐閣、2006年）38頁。

97 参照、芝池・前掲注3）15頁。
98 Vgl. Reinhard Hendler, Selbstverwaltung als 

Ordnungsprinzip, 1984, S. 273 f.; Engels, a. a. O. 
(Anm. 95), S. 179 ff.

99 Vgl. Forsthoff, a. a. O. (Anm. 89).
100 Vgl. Ernst Forsthoff, a. a. O. (Anm. 89).
101 Ernst Forsthoff, Nationalsozialismus und 

Selbstverwaltung, in: Hans Frank (Hrsg.), 
Deutsches Verwaltungsrecht, 1937, S. 176 ff.

102 薄井・前掲注96）35頁以下。
103 参照、林知更「連邦・自治・デモクラシー」

同・前掲注78）321頁注23。

（よこぼり　あき　北海道大学大学院法学研究科
修士課程修了）
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