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経済活動規制 表現活動規制

競争秩序確保 独禁法 新聞独占規制

＝自由α

実質価値確保 社会権 アウシュヴィッツの嘘」規制

＝自由β

Ⅱ 自由α，βを確保する「公共」の役割

フランス・モデル＝ Republique”（1939Capitantから1989Regis Debray

まで）

Ⅲ 日本では

ま え お き

先ほどは，表題通り，明快かつ見事な自由概念の総括を，笹倉さんから聞か

せていただくことができました。議論するための会だということですので，

「そこが違う」という点があったら言いたいところなのですが，法哲学・思想

史の素人としては，「私はそうは思わない」という点はございませんでした。

ということを前提とした上で，２点だけ感想を申し上げたいのです。

おっしゃるように，歴史の認識としては，近代的自由というものは木津川と

いう，一支流にすぎない。そう思います。それに対して，もう一つの別の場

面，実定法としての憲法を取り扱う実践的な解釈法学の場面では，人によって
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違うでしょうけれども，私自身は，徹底的に，やはり近代的自由に執着した

い。執着するのだけれども，それだけでは間に合わないときは，木津川以外の

河に行って水を汲みあげていく。実定法に則して申し上げれば，先ほどのお話

の中にも示唆されていましたように，大学の自治，裁判権の独立，あるいは，

場合によっては地方自治，こういう風な実定憲法，近代憲法の中にも取り入れ

られているものの素性は，木津川，つまり近代ではないのですね。だから，状

況判断で水を木津川のほかに探しに行ってくるということになります。その

点，一言コメント申し上げておきます。

それからもう一つ，笹倉さんがレジュメの「まとめ」のところで，私の「自

由」論の源流は中世型でなく古代型自由だというふうに位置づけてくださった

点も，その通りだと考えております。もとより，その上で近代との関係を言え

ば，先ほどお話しのように，古典古代においては武装能力のある家長たる男の

みが権利主体になったのに対して，近代は，建前としてそうではない。かつて

は，権利主体に実在性があったのに対して，こんにち，近代法が考える権利主

体，自由の主体は，論理としての個人であって，あっさりいってしまえばフィ

クションです。自ら立ち，自らを律する個人というのは，論理上の存在であっ

て，はっきりいえばフィクションにすぎない。だからこそ，さまざまな厄介な

問題が発生しているのだというのが，私の認識であります。

さて，レジュメとはいえない，項目だけ記したものを用意しました（前掲）。

これに沿って，お話を進めてまいります。実定法学にとっての正道は，「自由

というものは大切なものだ，大事にしましょう」という立場を基本において議

論することでしょう。今日の私も，実は，そういう平凡な前提に立ちます。で

すから，「『自由からの自由』を考える」という，一見すると挑発的に見えるタ

イトルですけれども，実は，ごく平凡なことであって，笹倉さんもあらかじめ

ご指摘くださったとおり，新自由主義の考える自由からの自由をどう考えるの

かという話です。

ここ数年来，日本だけではありませんが，世の中の現実を支配している人た

ちの言説は，国家の公共的役割からの撤退を説いてきました。自由の領域を，

便宜上，経済の領域と思想・表現の領域に分けて話を進めていきます。ことの

性質上，それは経済の領域において一番はっきりと現れてきましたが，それと

ともに，じつは思想・表現領域においても無視できないものになっています。

たしかに，経済について国家の撤退を説く人びとが，思想・表現の領域では規

制強化に荷担している例を，我々は，あまりにもしばしば見聞いたします。し
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かし，その際に「国家」というものが持ち出されるときにも，じつはその「国

家」というのは，少なくとも建前として公共の担い手として，先ほどホッブズ

を例にして笹倉さんによるご説明があったような，諸個人の意思で作り上げた

はずであったところの近代国家の約束事から離れて，例えばひらがなで書かれ

るところの「くに」，それから「美しい日本」，「美しい故郷」といったもの，

ドイツ語で言えばHeimatや Blut und Bodenなどという言葉が警戒の念を持

って見られる場面での言葉の使い方に通ずるような，使い方がなされていま

す。日の丸・君が代などの考える「国家」像というのは，まさに近代的国家像

ではなく，ひらがなの「くに」，あるいは，なんとなくベットリと体に染みつ

いた，何かよくわからない日本的なもの，というものではないでしょうか。

そういわけで，経済の領域だけじゃなくて，思想・表現の領域をも貫くもの

として，国家の撤退，「官から民へ」ということがあります。実は，「官から民

へ」という表題の下で，「私による公の簒奪」が進んでいるのではないのか。

義務教育の学校選択の自由から，国立大学の民営化まで，さらに差別言論だろ

うと歴史をねじ曲げる言説であろうと，「私の自由なんだから」として，最高

の公人までもがおおっぴらにそういう言説を垂れ流すというのは，まさにそう

としか説明できないのではないか。こういう前提に立って，項目のⅠに入りま

す。

Ⅰ

そこで，経済領域の，端的に言えば「儲けたいから儲けるという『金儲けの

自由』からの自由」は，経済活動の規制によって確保しようとする自由です。

他方，差別的言論であろうと歴史の教訓を否定する言論であろうと「『言いた

いからとにかく言わせろという自由』からの自由」は，表現活動の規制によっ

て確保しようとする自由です。この両方について，二つの異なった論理的性格

のものが，区別されるべきでしょう。競争秩序確保を目的とした規制がひとつ

と，これにたいして，何らかの実質価値を確保することをねらいとして，その

ために競争制限をすることによって達成しようとすることがあります。便宜

上，前者の競争秩序確保型規制によって追求される自由を，「α型」，「自由α」

と呼び，後者の実質的価値を確保するために競争制限をするタイプの規制と，

またそれによって追求される自由を，「β型」，「自由β」と呼ぶことにします。

α型の自由というのは，経済領域でいえば，いうまでもなく典型的には独占禁
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止法によって追求されるものです。表現活動領域ではどうかというと，ここで

は，外国での，あまり成功しているとはいえない例として，新聞独占（あるい

は寡占）の規制という例がありますが，もっと身近な例を考えれば，選挙や国

民投票キャンペーンの際の，たとえばテレビ・コマーシャルの規制も，このカ

テゴリーにはいるでしょう。理由は後に説明しますが，とくにフランス型の政

教分離も，私はここに入れたいと思っています。

β型の自由となりますと，実のところ，自由を，「～からの自由」というこ

とを重点にして考える私自身の言葉の使い方からすると，ここで，自由という

言葉を使いたくないのですが，日本では，社会権的諸権利のことを実質的自由

と呼び，人によってはこれこそが真の自由だと呼ぶ使われ方が，なされてきた

と思います。古典的な形式的自由に対して，こちらは実質的な自由を意味する

のだという言い方です。ここでは，一応，そういう言い方に従っての言葉の使

い方であるということをお断りしておきます。

経済活動領域でβ型の自由というのは，まさに社会権による人間の生存の

確保という実質価値確保の問題です。表現活動規制の領域では，「正しい」も

のとされる価値を実現するための規制です。差別的言論，戦争を鼓吹する言

論，「アウシュヴィッツはなかった」，「南京虐殺はなかった」といったたぐい

の，過去の歴史的事実を否定し，過去の歴史的教訓を否定する主張などの規制

です。いわゆる negationistと呼ばれる，歴史的事実をなかったことにする主

張に対する対処でありますし，politically correctという言葉で扱われてきた

問題もここにはいるでしょう。つまり，言論の自由競争を制限し，特定の言論

には言論市場への参入は認めないという規制です。

経済領域についてにせよ，表現活動領域についてにせよ，繰り返しになりま

すが，α型は競争促進を目的に掲げる，β型は競争制限を目指す，という点で

対照的です。対照的だということを前提とした上で両方に共通しているのは，

両方とも，国家が公共の名を掲げて介入するということです。そこでレジュメ

のⅡに入ります。

Ⅱ

α型にせよβ型にせよ，自由を確保するものとして国家の役割，公共性を

強調する議論の典型が，政教分離以降のフランスでしょう。宗教の力，ついで

お金の力，さらに多文化主義による個人の囲い込みなどを相手取って，個人の
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解放者として現れる国家という観念です。具体的な国家意思の表現として，フ

ランスの場合には，1789年宣言以来，さかのぼればルソー以来のフォーミュラ

ーである議会制定法（loi）＝volonte generaleという，あの定式化がありま

す。実質的な正統化根拠としては，彼らが好んで言うのは，普通選挙というこ

と，さかのぼれば人民主権という平凡なこととなるのですけれども，これが持

ち出されます。

このモデルは，フランスでは，彼らに特有な意味での，英語の republicと

はさしあたり無関係な，つまり王様や皇帝がいないという話だけではない意味

を担わされた Republique”という言葉で呼ばれてきました。その典型的な

説明を紹介したいのですけれども，1939年２月というと第三共和制が，ヒトラ

ーに攻め込まれて崩壊する直前のことですが，後に抵抗運動を経てドゴール政

権の閣僚をも務めることになる，当時，ストラスブール大学教授であったル

ネ・カピタンという公法学・法哲学者（彼は，私の指導教授です）が，こうい

うことを言ってます。「Republiqueとは何か。一つの政府形態なのだろうか。

そうではない。」こう発問するのです。彼によると，自然や社会といったもの

の力によって，自由がたえず侵されようとしている。「自然」というのは自然

災害ですし，「社会」というのは，フランスでいえば，まさに教会の力であり，

お金の力でもあります。その頃はまだ，多文化主義による，各エスニック集団

が外に対しては自由を主張するが，丸ごと抱え込んで個人の自由をその中で圧

殺するという問題は起こっていないので，「社会」といえば何より宗教，教会

のことでしょう。それに対抗する国家の役割を強調して，彼はこのように言う

のです。「国家は，自由を万人に等しく保障することを任務とし，そのために，

諸個人の自由を秩序立て，自由の相互保障を確保し，それらの確保に必要な秩

序と公正を支配させるのだ。」

それからちょうど50年後になる1989年に，あらためてそのような意味での

Republique”の観念が，学界というよりも，むしろ論壇や政界で炙り出され

るコンテクストが生じます。イスラム・スカーフ事件です。このときの論者

は，レジス・ドゥブレという人です。ご承知の方も多いと思いますが，彼は，

かのチェ・ゲバラの盟友として，中南米の解放闘争に加わって牢屋に入ったり

していた人で，後にミッテラン政権の外交顧問をも務めた人物ですが，本質的

に言えば，文筆家，思想家ということになるのでしょうか。彼が，89年のイス

ラム女生徒・スカーフ事件というホット・イシューにそくして，あらためて

Republique”擁護の論陣を張ったのです。彼はカピタンを読んではいないよ
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うですが，別に読んでいなくとも，どういう風に明確に定式化するかは別とし

て，フランス人が一般的なコンセプトとして持っている Republique”の観

念です。この点については，水林章さん，三浦信孝さんと共著で，ドゥブレ論

文を含めて私たちが出している『思想としての 共和国>』 （みすず書房，

2006年）がありますので，関心がある方はご参照いただければありがたいと思

います。

いずれにせよ，アメリカ型の民主主義観からすれば，そして日本の常識的了

解からしても，学校でのスカーフ禁止は，単純明快に信教の自由に対する公権

力の侵害だと捉えるのが自然の流れでしょう。しかし， Republique”の観点

からすると，スカーフを規制する政教分離という論理は，宗教という社会的権

力から，個人の自立の可能性を準備するという学校という空間のための，国家

によるまさに自由の強制ということになります。これはまさしく精神活動領域

におけるα型の自由のロジックが当てはまる話でしょう。

経済領域ではもちろんたくさんいろいろなものがありますけれども，些末の

ようではありますがおもしろい例として，バーゲンセールの話があります。フ

ランス語では soldeといいますが，日本からもいろいろな銘柄品を買いに，1

月から２月にかけて行く人達がいますね。soldeは，向こうの人びとにとって

も消費活動にとって重要な意味を持つのです。洋服や靴などはだいたいバーゲ

ンセールの時に買うことにしているようです。その soldeというのは，ムード

としての値下げ宣伝ではなく，細かな法的規制に服しています。私が見たこと

があるのは1996年の政令ですけれども，たとえば，年間２回しかやってはなら

ない，一回につき六週間を限度とする，何日か前にすでに在庫していたものを

値下げするのでなくてはならない，等々の非常に細かな規制がなされていま

す。これはマーケットでの自由で公正な競争を確保するための規制ですから，

これもα型に属するということになるでしょう。

先ほどは政教分離の話をしましたが，もちろん， Republique”はβ型自由

を標榜する規制にも立ち入ります。一番顕著であり，そしてしばしば人びとの

論争の対象になるのが，表現活動規制として先ほど申し上げた，いわゆる

negationistたちの言説，アウシュヴィッツはなかったというたぐいの言説の

規制，あるいは差別表現への，法律によっては刑事罰を伴う規制です。去年

は，1915年のアルメニアでのトルコ軍によるジェノサイドがなかったのだとい

う言説を処罰しようとする法律が，下院では採択されましたが，しかしこれに

はいろいろと議論があり，上院では議決されていない状態になっています。
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この種のものは，いろいろあります。2004年の同性愛者差別言論禁止法もこ

の部類に属します。この種の法律は，法技術的には「1881年７月29日法律」と

いう著名な法律に条文を追加する形式をとっています。注意深くフランスの町

を散歩した方は気がついていらっしゃる方もあるかもしれませんが，要所，要

所に，「1881年７月29日法律により張り紙禁止」と書いてあります。まさに法

治国家なんですね。日本であれば，昔流にいえば「この土手に 上るべからず

警視庁」という行政権の命令で禁止するのですけれども，彼らの場合には，

「1881年７月29日法律により」と明示して張り紙を禁止しているのです。張り

紙よりもはるかに大きな字で張り紙禁止の字が書いてあったりいたしますが，

同性愛者差別禁止法は，この法律の条文の中の文章の追加というかたちで立法

化されています。1881年の法律は，俗に，「出版の自由・表現の自由の法律」

と呼ばれています。第三共和制憲法は，ご承知の方も多いと思いますが，成立

の時のいきさつがあって，権利条項を全く含んでいません。議会が，次から次

へと，政教分離法，結社の自由法等々をつくっていきました。議会制定法によ

って，自由権のカタログを整備していくのですけれども，表現の自由につい

て，まさにその基本法とされているのが，この1881年法なのです。表現の自由

の基本法と目されているその法律が，同時に，β型の表現規制の根拠法となっ

ているというのは，それ自体， Republique”における自由の位置づけを示し

ていると言えるように思います。

今お話ししてきたフランス型の Republique”の観念というのは，一見し

て現実離れした要素を含んでいます。一般意思の表明である議会制定法は，今

日では，それに違憲立法審査権がついていて補正を受けるのですが，それにし

ても本質的にはこの議会制定法が自由の担い手だというのは，本当にまじめに

そんなことを考えているのかいう疑問を皆さんがお持ちになるのも自然なこと

と思いますが，いずれにせよ，現実離れした要素を含んでいます。

現実離れといえばもちろんのこと，新自由主義の方も現実離れした主張で

す。そういう新自由主義のトレンドによって，フランス型の Republiqueは，

だいぶ攻め込まれ，守勢に立たされています。押されているものの，両者のあ

いだでせめぎ合いを演じているというのが，現状でしょう。このあいだの５月

に当選したサルコジという大統領は，何事によらず，フランス型社会からの脱

却＝rupture，直訳すれば「断絶」という，日本語にすれば「ぶっ壊す」，「自

民党をぶっ壊す」とおなじ，「フランス型社会をぶっ壊す＝rupture」というこ

とを唱えて当選した人ですから，そういうサルコジ政権がこれから取っていく
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イニシアティブに対して，フランス社会がどう対応するかは，おおいに注目さ

れるところです。

Ⅲ

日本のことに入ります。いわゆる新自由主義改革は，「官から民へ」という

スローガンに対する一般人民の広い共感，しかも痛みを一番強いられる人びと

たちの少なからぬ共感に支えられたかたちで進められてきました。抵抗勢力は

蹴散らされてきたわけです。

ところで，かつては官そのものとしての国家が，公共というシンボルを独占

してきた時代がありました。いわゆる官憲国家＝Obrigkeitsstaatというのが

まさにそうでしょう。それは，我々がいま考える世の中のあり方の前段階だと

すれば，国民主権を掲げる社会では，建前として，国家が公共の担い手として

自己主張するためには，もちろん「官だから」だというわけには行かない。普

通選挙に基づく legitimacyを援用する必要がありますし，それも口先だけで

なく，実際に政権交代の praxisによって公権力が人民の選択の結果であると

いうことを目に見えて示さなければならないはずでしょう。

10年ほど前に改正された内閣法の第一条が「国民主権の理念にのつとり」と

いう言葉を挿入しました。国会法の方には，「国民主権の理念にのつとり」と

は書いていないのに，内閣法にはわざわざこの言葉が組み入れられています。

これも，権力の中心である行政権自身が，主権原理を援用する必要を感じてい

ることのあらわれとして受け取ることができるでしょう。ついでに言えば裁判

員についての法律は，内閣法とは異なり，「国民主権の理念にのつとり」では

ないのです。こちらの方は素人に裁判を理解させるため，という方に重点があ

り，主権者の裁判という考え方は出てきておりません。

肝心の内閣ですけれども，国民主権にのっとった選択であることを国民自身

が実感する，そうしていったん実感したうえで，その結果に幻滅するという，

諸外国で繰り返されているプロセスは，まだ今のところ実現されていません。

いってみれば，そういう第一段階を消化しないうちに，いきなり「官から民

へ」というふうに，「民」というものが国家を吹っ飛ばしていきなり出てきて

いるのです。そこでは，民が公共を 称しています。部分利益の公共性を公然

と主張する典型が，議員立法です。憲法学者たちは，日本は，閣法，官僚に依

存した法律ばっかりが多いのは民主主義が未熟なせいだ，もっともっと議員立
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法を盛んにしなければならない，ということを話したり，書いたりしてきまし

たが，いまや，その議員立法を通して部分利益が，公然と自らの公共性を主張

しています。そもそも選挙の過程を経ない私的顧問会議の類が政策形成過程

で，場合によっては決定的な比重を高めてきています。

ことの性質上，経済活動の領域では，ストレートに大きな変化が起こされて

きました。いうまでもなく，国際的な大競争時代を乗り切るためにということ

ですから，外との関係では競争というシンボルを援用しつつ，国内では競争秩

序確保型のものであったα型の規制をゆるめています。独占禁止法の適正な

適用の下では，そう簡単には認められるはずのない大合併が，つぎからつぎへ

と行われています。

他方でβ型規制についていえば，労働市場の流動化，自助努力の強調とい

うふうに，これまでの福祉国家の看板自体が書き換えられています。日本国憲

法がデザインし，相当程度それに従って現実にも形成されてきた構図は，α型

規制としての独禁法制，β型規制としての労働法制，前者は独占を規制して競

争を促進する，後者は団結と団体交渉によって労働力取引の場面での競争を抑

制する，というクロスした組み合わせをつくってきたはずです。

これに対して，1980年代以降の転換は，両方の場面で規制が緩和・撤廃され

ることを通して，一方では，大合併によって競争を抑制し，他方では労働力市

場の流動化を推し進めることによって労働者間の競争を促進するという，今ま

でとちょうど逆のクロスの組み合わせというふうに，組み替えられてきていま

す。日本国憲法の下で進行している二つのクロスの逆転が，さしたる抵抗も，

大きな議論もなしに，行われています。部分部分においては，もちろん，学説

がいろいろと議論していることは承知しておりますけれども，少なくとも郵政

解散ほどの社会の大きな関心を引くこともなく，組み替えが進行しています。

精神的自由の領域でも，実は「民」が持ち出されています。公権力の頂点に

あるはずの内閣総理大臣が，靖国問題について「私の思想の自由だ」という援

用をする。これは，究極的な意味での「公の私化＝privatization」でしょう。

教育の場面でもそうです。しかし同時にこの領域では，経済領域とは異なっ

て，規制強化の場面でもじつは，民が動員されていると，私は見ております。

ビラ配布の規制やメディア規制にしても，「良くない」とされた先生を学校か

ら排除するということにしても，善良な「民」の側の利益，いわば迷惑からの

自由という心裡が論理化されています。裁判員制度や被害者の裁判参加が，同

じような意味を持つものになってはならないように導いていくのが，法律家の
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義務であろうと思います。

その反面，negationistたちの言論はいっこうに野放しですから，幸か不幸

かは別にして，とりわけ言論活動におけるβ型規制に対して，どう対処する

のかという難問には，そもそも当面しないで済んできております。

さて，αにせよβにせよ，「自由からの自由」のためには，それを担う公共

の具体的担い手が，もちろん必要です。先ほどの点に立ち返っていえば，その

ようなものとしての民意に基づいた政治権力，すなわち国家，の存在というも

のを，その胡散臭さや幻滅を含めて，日本社会はまだ体験していないといえま

す。正確に言えば，何度かそれらしきものに近づこうとしつつ，幻滅を味わう

前に肩すかしをくってきました。革新自治体から中央を包囲するという，30年

から40年くらい前のスローガンがありましたし，90年代政治改革の顚末は，皆

さんご承知の通りです。

そうした中で，論壇や思想の世界では，ご承知のように，近代国民国家批判

の観点に立つ言説が，多くの論者をとらえています。もとより日本近代が，外

に向かって，まず軍事的に，次いで経済的に，国民国家の agressiviteを発揮

してきたことについては，繰り返し批判的に総括されるべきでしょう。しかし

肝心の「内」の問題として，人民が国民国家の主権主体であることを，観念的

ではなく，幻滅のプロセスを含めて実感してきたといえるのかというと，そう

ではなかったのではないでしょうか。そういう意味で，私は，国家というシン

ボルをまだ手放すべきではないと考えています。ここで言う国家は，先ほどか

らご説明してきた Republique”のことでありますけれども，天皇制に対し

ては甘いのにおまえは republicainかという，ある討論記録での，そのこと自

体は正当な指摘がありますが，私は，今日述べてきたような意味での repub-

licainでありますし，またときには誤解を恐れずに，私は etatist＝国家主義者

であると言っています。それこそホッブズ以来，木津川が，近代が，積みあげ

てこようとした近代国家の枠組みを手放すべきではないと考えています。その

近代国家の内実の担い手が，まさにルソーに始まり，ご承知のように1789年宣

言のタイトルに言う hommeおよび citoyenです。hommeというのは国家か

ら自由である存在，citoyenというのは国家に engagerする存在です。もちろ

ん，hommeでなくて femme，citoyenでなくて citoyenneはどうしたのかと

いう別の大問題がありますが，それは別の話とすることにします。

日本語で「市民」という言葉は，しばしば政治とは無関係な，あるいは政治

嫌いな，少なくとも政党嫌いな人たちを「市民派」と呼ぶような言い方が，メ
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ディアで流通しています。そういう状況の中で，私は，無概念的に「市民」と

いう言葉を使うことには反対です。しかしその上で，citoyenという，まさに

最高度に政治に engagerする存在としての市民というものこそが，公共社会

の担い手であるべきと考えております。

国家にからめとられない「市民的」公共の展望が説かれています。しかし，

古典古代の「市民」は，ほからなぬ都市国家の構成員のことでした。1789年宣

言の citoyenも，国家の能動的構成員としてとらえられた個人でした。そもそ

も1789年宣言には「国家」にそのまま対応する言葉が一ヵ所も出てきません

が，その第２条で toute association politique―「およそ政治的結合」「およそ

ポリスという結合」―という表現で指されていたものこそが，近代的意味の国

家だったはずです。hommeとしての個人は自分自身の意思にもとづいてのみ

法的義務を負い（典型的には契約），例外的に，みずから citoyenとして関与

した法律による義務に服する。―citoyen＝市民とは，そういう意味を持つ存

在だったはずです。

このところ，一連の「改革」を正統化する言説として，「国民」の位置づけ

の転換を説く主張があります。国民が政治の「客体」にすぎぬという意識から

ぬけ出て，政治の「主体」にまで自己を高めよう，という主張です。それ自体

として尤もなこの主張は，しかし，今のところ，もっぱら国民の名において統

治の正統化を支えるものとなっています。まるごとの国民でなく，citoyenと

してとらえられた諸個人が編み上げる res publica―それが国家なのだ，とい

う論理を明確にすることが肝要です。国家に代る「市民的公共」でなく，国家

の内実を問う答えとしての「市民的公共」，それが私の構図です。そのような

意味で私は republicainとして，あえて言えば etatistとして自己定義してい

ます。その点で次の石川さんとは，うまくぶつかり合えるのではと期待してい

ますが，どうでしょうか。それは石川さんの話を聞いてからとしたいと思いま

す。以上です。ありがとうございました。
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