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『人文学報』 第101号 (2011年3月)
(京都大学人文科学研究所)

国民帝国日本における異法域の統合と格差

山 室信一*

1. I日本帝国」分析への視点

日本近代史とりわけ台湾を植民地として領有して植民地帝国となった 1895年から 1945年に

至る歴史過程において，日本列島弧だけが日本史を構成するものでなかったことは，あまりに

も自明な事実である。逆に言えば，本国と植民地との相互作用のなかにおいてしか本国として

の日本が存立しえなかった以上，本来，その相互作用を明 らかにしない限り，本国・日本の歴

史の実相さえ判明しえないはずなのである。

だが， 1945年から半世紀以上を経てきているにも拘わらず，帝国として日本列島弧以外の

領域を統治してきたはずの総体としての 「日本帝国」の歴史像は必ずしも明らかになっている

とは言い難い，というのが偽らざる実情ではないだろうか。いや，そもそも，あたかも自明の

ζ とくに前提とされている 「日本帝国」を統治体制 (regime)総体として捉えた場合， 一体そ

れはいかなる 「帝国」であったとみるべきなのだろうか。

この間いに対しては，各植民地の比較研究を通してのみ，その 「帝国」の実態と特性が浮か

び上がってくるのであり， I帝国」 の存在をアプリオリに設定することは方法的錯誤である，

との批判も可能であろう。 しかしながら， 言うまでもなく 「帝国」とは，植民地の単なる集合

概念ではない。それは何よりも帝国本国と植民地の聞の関係性の束であるとともに，植民地問

相互の関係性によって， その性格が規定されるものである。 さらに， I植民地の比較研究」 と

いう観点からすれば，それは同じ 「帝国」内での比較のみならず，他の 「帝国」における地方

制度なり治安政策なりなどの同じ対象との比較をも要請するはずのものである。 しかしながら，

鑑みれば，これまでの植民地研究は，台湾 ・朝鮮・樺太・南洋群島や満洲国， そして中国本土

の倫陥地区における位協政権，さらには東南アジアにおける占領地域を対象としてそれぞれの
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視点から進められてきて大きな成果を集積してきたが，それらが総体として成立するはずの帝

国日本とはいかなる構造をもち，どのような特質をもつのかを統括する視角や概念は必ずしも

明確には提示されてこなかったように思われる。

ここに提起する 「国民帝国 NationEmpireJ という概念は， 日本を含めて多くの帝国が形

成されていく過程が，国民国家(台湾での国族国家)を形成していく過程とほぼパラレルであっ

たという事実に着目し，そこにおける国民国家形成と帝国形成とがいかなる相互規定性を もっ

ていたかを考察しようという企図に発している。それは主権国家聞の 「国際関係」として世界

秩序を捉えてきた従来の見方に対して，主権国家のみならず植民地や従属固などの範域を含む

全ての統治体制がトータルに創り出すグローパル秩序として近代世界体系は成り立っていたと

いう見方を対置するものであり， また国民帝国の本国 (メトロ)とそれぞれの植民地の関係，

複数の植民地問の関係などを視野に入れる点で， 本国と植民地とのこ極間 (bilateral)関係の

束として捉えられてきたこれまでの帝国研究とは異なったものとなるように思われる。

こうした問題意識に立って，本稿では 「国民帝国」というオランダ，イギリス，フランスな

どの先行帝国との比較において析出した概念を準拠枠組としながら，帝国日本における本国と

植民地の聞の関係性を主に法制的観点から見ていくことにしたし、。

11. 異法域結合としての国民帝国

さて， I国民帝国」の定義などの詳細については別稿に譲るとしてILいま必要な限りで概

括しておけば，まず第 lテーゼとして 「国民帝国は世界帝国と国民国家としての拡張でありつ

つ，各々の否定として現れるという矛盾と双面性をもっ」ことが重要である。次に第 2テーゼ

としては 「その形成 ・推進基盤が私的経営体からナショナルなものに転化していった。ただ，

日本においては，その形成 ・推進基盤は軍部にあり，それがナショナルなものに派生，転化し

ていく点で異なっている」ことに注意を促したし、。また第 3テーゼとしては 「世界体系として

は“多数の帝国が同時性を もって争いつつ子を結ぶ"という競存体制として現れる」ことが指

摘できる。そして，第4テーゼでは 「本国と支配地域(植民地)とが格差原理と統合原理に基

づく異法域結合として存在する」ことが挙げられる。さらに，第 5テーゼとして 「国民帝国シ

ステムから被支配地域が独立するにあたっては国民国家という形式を採らざるをえなかった」

ことを付け加えることができるであろう。それは国民帝国そのものが国民国家としてのあり方

を否定できなかったことを逆手に取ることでもあった。

こうした形態や志向性をもって現れた国民帝国について，本稿では特に第4テーゼとして挙

げた， I本国と支配地域(植民地)とが格差原理と統合原理に基づく異法域結合として存在す

る」ことの意味について先ずは考えてみたい。
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言うまでもなく， I帝国」 としての日本は，本国において不平等条約改正による主権・国民

国家としての独立を目指した。 しかしながら， 日本は1911年に完全な主権回復を達成する以

前， 1895年に台湾や記長湖諸島を領有して以後， 1905年に南樺太の領有と関東州の租借地化を

経て， 1910年には韓国を併合するに至っていた。その意味でも既に植民地・併合地域・租借

地という異法域を結合した帝国国家となっていたが，さらに第一次世界大戦後には委任統治領

として南洋群島を管轄下に置き， 1932年の満洲国建国後は周辺に{鬼偏政権を樹立したほか，

1940年からは北部仏印への進駐にはじまって 「大東亜共栄圏」の形成を唱えて東南アジア ・

太平洋地域での軍事占領を進めたことなどによって，独立国・{鬼偏政権・軍事占領地域などの

多種多様な法域を包含するひとつの帝国として構成されることになった。これとともに 1896

年の日清通商航海条約，あるいは 1898年のシャムとの 日蓮修好通商条約などを結ぶことに

よって， 直接的統治という形態ではなくとも租界や治外法権を他の地域に設定していったこと

も看過できなし、。これらの地域においては領事裁判権や関税設定権などを強制する，という不

平等条約を通しての統治の浸透が図られていったのである。さらに本国においても沖縄やアイ

ヌに対しては参政権や市町村制， 徴兵制の適用などにおいて，適用時期や対象に格差が設定さ

れており，その意昧では本国もまた異法域結合として存在しており，それを祖型 (archetype)

として支配空間を拡張していったとも言えるであろう。

そして，異法域として空間ごとに適用される法律が異なるということは，単に植民地聞に格

差が存在したというのみな らず，その空間内における人の権利が異なるという意味をもつもの

でもあり，同時にその空間を統括する行政機関の組織や権能が異なることを意味するものでも

あった。そのことは当然にも，それでは一つの帝国でありながら異なった法や行政機関の下に

ある空間をいかにして繋いでいくのか，という問題を引き起こすことになった。すなわち，こ

こに複数の異法域をいかなる格差をもって処遇するのか，またそれら種々の法域をいかに統合

して帝国としての統一性を図っていくのか，という難問に直面することになるのである。もち

ろん，帝国としての統合の必要性は時期によって大きく異なり，むしろ意図的に分断すること

が必要な段階もあった。例えば， 1910年の辛亥革命の影響を受けて続発した台湾における抗

日蜂起の一つである羅福星事件では， I我は日本の国法を犯すと雄も， 我が事業はこれ天の命

ずる所なり。台湾総督府の官吏よ，我は今年失敗すと雄も明年の成功を期す。我台民の独立を

承認せざれば必ず事を挙げん。……汝等忘るる勿かれ，伊藤 (博文)を制せし安重根のある事

を。今我一死せんとするは只台民をして虎口より救出せんがためのみJ2l として， 自らの行為

が日本の植民地支配に対する抗日・民族独立運動として朝鮮と同質性をもつものであることが

主張されるような情況下では，異法域聞を繋ぐよりも人的にも切り離しておく施策が採られる

こととなっfこ。

もちろん，人や思想の流れを法域によって分断してしまうことが完全に可能なわけではない。
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しかし，逆に自然なはずの国境を越えた人と人との繋がりとしての結婚などを法的に分断する

ことを意図するものとして異法域が設定されたことも事実なのである。

それでは，なぜ国民帝国は異法域結合として現れることになったのであろうか。それは第 l

に，そもそも国民帝国の領域として併合・編入された空間が，異なった法慣習をもった空間と

して存在していたという歴然たる事実に対応せざるをえない必要があったためである。台湾領

有後，民政長官・後藤新平の下に臨時台湾土地調査局のほか台湾旧慣調査会が設置され，京都

帝国大学法科大学教授・岡松参太郎が招請されて旧慣調査にあたったのもその必要に応じるた

めであった。岡松は，この 「台湾旧慣の実際」を調査することで，行政・司法の需要に対して

資料を提供するのみならず，将来の台湾立法に資する基礎としての 「支那法制の根本的研究」

を行い，それを 「学理的に編述」することを目的に掲げていた3)。そして，台湾全土の旧慣調

査にとどまらず，その根拠・淵源を究めるために 「支那本土の制法の一斑」と 「南清一帯の慣

習の大体」を明らかにすることとし，第 lに台湾私法，第 2に清国行政法，第 3に台湾蕃族調

査報告・図譜作成から成る調査報告の作成に携わったことは良く知られている。

また，朝鮮においても韓国併合に先立って，伊藤博文統監に招聴された東京帝国大学法科大

学教授・梅謙次郎によって土地制度調査や司法制度改革のための調査が進められており，土地

測量に基づいた土地台帳を作成し，地券にあたる制度を作る案や日本内地に準じる三審制を採

用した裁判所構成法案などが伊藤統監に提出されていた4)。 また，民法の編纂については，韓

国の 「従来の慣習で悪いのは改めなければならぬ」として 「文明国の法典に類するものを作る

必要がある」 との提案がなされたが， 日本人には日本の法が適用され， I新たに起草すべき民

法は全く韓人のみの為にするものである」 というものであった。 その後， 併合に際して 1910

年8月に 「朝鮮に於ける法令の効力に関する件」が出されて総督府取調局が 「特殊な事情に対

応する法令の制定」について法令整備の審議に当たり，朝鮮民事令〔制令第7号， 1912年3月)

において 「公の秩序に関せざる規定に異なりたる慣習ある場合に於いては，その慣習に依る」

(第 10条)ことが定められたので、ある。

異法域が形成された第 2の要因としては，植民地統治に当たる行政機関が司法権を含めた行

政権の独立的行使を要求したことが挙げられる。そもそも日本の植民地の多くが軍事活動の結

果として得られたものであったために，台湾総督府や関東都督府そして朝鮮総督府などの植民

地統治機関は，軍人を首長とする軍街組織としての性格をもって発足したものが殆どであった。

また，植民地開始期において多くの抵抗運動に対処せざるをえなかったために，平時行政と異

なる軍事行政の一環としての植民地行政を専断的に行う必要があるとして本国では適用されな

い法論理をもって刑事法令や治安法規が制定されることになった。台湾における匠徒刑罰令

(律令第 24号， 1898年 11月)の施行などは， その典型をなすものである。 この匪徒刑罰令は朝

鮮での法整備にも携わる石塚英蔵らによって， I文装的武備」 を唱えた民政長官・後藤新平の
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主導の下で制定されたものであり， I何等の目的を問わず暴行又は脅迫を以てその目的を達す

るため多衆結合するを匪徒の罪と為し(第 1条)Jて処断すると規定されたが，それは首魁や教

唆者のみならず謀議に参与 し指揮をなしたる者をも死刑に処す，というものであった。ここで

の犯罪構成要件は，実際に何らかの破壊行為や暴行行為ではなく，未遂を含めてあくまでも

「多衆結合する」こと 自体を罪 (guiltby association)に問うものであったが，それが死刑とい

う極刑に処されたのである。罪と刑罰との著しい不均衡という点で，日本本国ではありえない

刑事法令であった。さらに近代刑法の基本原則とされる罪刑法定主義の根幹ともされる遡及処

罰禁止の原則にも反して， I本令において罰すべき所為はその本令施行前に係るものも柿本令

に依りて処断す(第7条)Jと公然と明記されるという特異な法令であった。 しかし，台湾総督

府は 「普通犯罪の例を以て律すべからざるものあり。故にこれが全滅を期するため，本令はそ

の結合の情況を罰 し，かっ未遂の場合に於いて柿本刑を科するなど峻厳なる条項を設け，なお

本令発令以前の犯罪にも適用処断することとしたJ5l 旨，宣言したのである。 この法令によっ

て1899年に725人， 1900年に 878人， 1901年に997人， 1902年に 537人が死刑執行されて

いる6l。ただし， この処刑者数はあくまで裁判にかけられた場合のものであり， これ以外にも

1(1898年中に)討伐隊の子で殺した数が 2850人。こんな風に毎年根気よく討伐を続け，明治

35 (1902)年迄に総数 11950人を艶し， 一先ず土匠鎮定の実を挙げたJlとの報告もなされて

いる。この事例は，本国では文明国標準に徴して受け入れられるはずもない法令が律令として

通用する異法域であったことが，植民地における反対者を 「全滅」させ， 土地調査事業などを

推し進めるための用具としての機能を果たしたのである。このことは，逆に見れば異法域とし

て設定しなければ台湾を植民地として運営することは困難であった事実を示唆してもいるので

ある。

植民地が異法域となった要因として第 3に指摘されるべきは， I財政的自立」 を進めるため

にも中央政府ないし議会における野党からの統制を回避したいという要請があったという点で

ある。台湾総督の法令制定権を最初に定めた 「台湾に施行すべき法令に関する法律J(1896年，

法律第 63号)の立案に参与 した人から直接に聞いたこととして有賀長雄は， この六三法の意義

について 「一体この法律を作った所から見ると，その本は財政のことから出たので，これを憲

法通りにしなければならぬことにしておくと予算に置いて総督府の経費は一々協賛を経なけれ

ばならぬことになるから，それでは面倒である故，台湾の事は総督府が勝手にきめる，そうし

てその勝手にきめたことは法律の効力を持って居るということにしたJ8l と述べている。要す

るに，台湾さらには後に朝鮮において法律と同等の効力をもっ法令制定権を総督府に認めたの

は，当時議会において急速に発言力を増してきた政党による牽制からフリ ーハンドでありたい，

ということに他ならなかった。そのことは台湾総督府の民政長官であたった後藤新平が 「台湾

の統治をしてその完成を期せしめんと欲せは，本国政府はなるべくその施政に干渉せず，その
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全権を総督に委任し，総督府をして自動的活動を為さしめざるべからず。而 してこれを為さし

めんと欲せば，勢い台湾の財政は総督に一任してその責に任ぜしむるを要すJ9) として，総督

府の 「自動的活動」の範囲を広げようとしていたからも窺われる。こうして植民地に関する立

法権や予算審議権をめぐる総督府と議会・政党と中央政府との相克が異法域結合のあり方を規

定していくことになったのである。

このほか，租借地であった関東州や委任統治領であった南洋群島は日本の領土そのものでは

なかったし，満洲国は内容においては日本法をそのまま適用したり，一部改変したものであっ

たとしでもあくまで独立国家としての体裁を取ったために， 国外の法令として処理せざるをえ

なかったことも異法域を生み出した要因であった。

III. 国民帝国における行政の分権と統合

このように国民帝国日本は，異法域結合として存在していた。そこにおける異法域たる植民

地とは， まさしくドイツの法学者シュミット CSchmitt，Carl)がイギリスやフランスの植民地

について指摘したように， I国内法的には外国， 国際法的には国内JCstaatsrechtlich Auslad， 

volkerrechtlich Innlad) として存在していたのである。 しかしながら， 帝国がひとつの領域シ

ステムとして存在する以上， 一つの統治体としての整合性を求められるし，帝国内では人やモ

ノ，財の交流が生じる。その反面で，交流があるところでは必ず車L蝶や紛争が生じる。当然，

それらの問題を解決するという実際的要請に応えるための統合原理が必要となり，異法域の集

合として存在する国民帝国をいかなる形で一体性をもったものとして組織し統治していくのか，

が課題として浮上してくる。かくして， 国民帝国を一体として統治していくための統合原理が

必要となってくる。イギリスやフランスにおける植民省や帝国植民地議会，経済会議などは，

そうした統合機能を担ったものであった。だが， 日本では議会において植民地統治への監視機

能が想定されていたされたものの，植民地代表者によって組織される会議などは制度的には形

成されなかった。また， イギリスの Governmentof India Actのような統治地域に関する，

まとまった統治法は定められなかった。

もちろん， 国民帝国としての日本においては，ただ一人の主権者である天皇がその統合の要

として存在していた。すなわち，台湾や朝鮮における総督の法令制定も委任立法として主管大

臣を経て天皇の勅裁を得ることが条件となっていたため，天皇の下で法域統合を図ることは可

能であり，必要でもあった。 しかし，天皇の統治は大臣による輔弼によって行われていたため，

天皇が実質的に統合機能を果たすことはなかった。

このように一人の政治的最高意思決定者=主権者である天皇が統合機能を果たしえなかった

帝国日本において，分断されていた法域を結合していくための方途としては，行政機構におけ
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る総轄，法的編成における統合，そして人的権利の一元化がありえた。

既に論及したように，総督府は個別の法令制定権をもつことによって行政的・財政的な自主

性を獲得しようとした。もちろん，総督府はあくまで行政機関であるが，本国における各省が

担当事項に応じて行政を分担する分権主義に立っているのとは異なり，行政権のなかに立法権

を包含していたし， 司法システムも法域ごとに違っていたうえに，裁判所も総督に直属 してい

たために司法権も管掌していた。そして総督府法院には行政作用であるはずの検察局が附置さ

れているなど，本国では当然の原理であった三権分立制は貫徹していなかった。こうして総督

府は 「総合行政」機関であることを存在理由として，その独立性を誇示することができたので

ある。総督府に 「総合行政」の権能が与えられたのは， I行政対象地域の特殊性」に対応する

ためであるとされたが，そのことは総督府と中央機関による行政分野の分担や統合をめぐる管

轄問題として政治的争点として度々浮上してくることになる。そうした政治的闘争のアクタ ー

となったのは，時代によって藩閥政府とその官僚，議会における政党勢力，陸海軍，枢密院そ

して総督府などの出先機関などがあり，そこには情況に応じて様々な意図や思惑が根底にあっ

たため概括することは困難である。

ただ， 中心となった争点は，行政 ・財政 ・軍事の分野において，異法域に対して中央の監

督・指揮権を強めて一元的管理を推し進めるのか，あるいは中央のコントロールを制限して法

域の固有性に応じて自由裁量権限を認めるとして，それはどの程度に定めるのか，にあった。

その問題を総督府に対する監督 ・指揮権限の局面に即して概観しておく 。

周知のように，台湾の統治システムは，軍政期を経て 1896年4月の 「台湾総督条例JI拓務

省官制JI台湾に施行すべき法令に関する法律J(いわゆる六三法)によって整え られ， そのシ

ステムは朝鮮総督府にも基本的に継承された。そこでは総督に行政権や立法権が認め られただ

けではなく， 軍事的指揮権までも附与された。ただ，その権限は 「委任の範囲内に於て陸海軍

を統率し，拓殖務大臣の監督を承け諸般の政務を統理す」 というものであり， これは翌 97年

に財政緊縮の必要から拓殖務省が廃止され，内閣に台湾事務局が置かれた後も基本的に同じで

あり，内閣総理大臣の監督下に置かれた (この点は主務大臣が内務大臣などに変わっても同じであっ

た)。 また， I陸海軍の兵力使用」など軍事全般に亘って陸海軍大臣， 参謀総長 ・軍令部長，監

軍の 「区処」すなわち監督を受けることになっていた。こうした軍事分野は本国においても天

皇大権に属するものとして行政府も容嫁できなかったものでもあり，異法域といえども 「統帥

権の独立」は確保されて中央の軍部による統合的な運営が図られることになっていた。

要するに，天皇が政治の万般にわたって自 ら決定する，という万機親裁の理念の下で， 国務

上の輔弼は国務大臣，軍政上の輔弼は陸海軍大臣， 統帥上の輔弼は参謀総長 ・軍令部長の職責

であり，総督はあくまでそれを事務を 「委任」されたにすぎなかったのである。とはいえ，台

湾総督は大将ないし中将，朝鮮総督は大将が資格要件とされていたため，宮中席次においては
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中央省庁の大臣・官僚より高いことが少なくなく，実質的にはコントロールが効かないことが

生じた。さらに，同じ総督であっても朝鮮総督は，陸海軍大将が任用され， I天皇に直隷」

(1朝鮮総督府官制」第2条)すると明記されていたことから台湾総督よりも格上と意識されるこ

とが多かった。 総督府官制は， 1919年に大改正が加えられ， 総督の任用資格を現役陸海軍将

官とする制限が撤廃され，これに伴い総督に委任されていた兵権が解除され，一般の政務に関

する統理権のみを有することとなった。ただ，ここでも台湾総督は 「内閣総理大臣の監督を承

け政務を統理すJ(1台湾総督府官制」第3条)となっていたのに対し，朝鮮総督にはそうした監

督を受けるとの規定はなかった。内閣総理大臣の監督権を官制に明記をすることに枢密院が反

女すしたためである。

このような台湾総督と朝鮮総督との差異は，清朝の lつの省であった台湾に比べ，朝鮮は l

つの国家であったものを韓国皇帝から明治天皇が 「一切の統治権を譲与」されたものであり，

その統治権を委任された朝鮮総督が台湾総督と対等であることや内閣総理大臣の監督下にある

かのごとき扱いを受けることは，朝鮮総督の威信低下を招き反日気運の続く朝鮮統治にとって

マイナスであるとの判断が働いたためであった。 しかし，朝鮮総督の威信を重視した枢密院で

はあったが，官制に明記されていなくとも憲法上の輔弼責任が内閣総理大臣にあることは当然

であると見なされていた。その限りでは，異法域を統括する職責は内閣総理大臣にあることに

なる。 しかしながら，本国の内政に加えて異法域の全てにわたって統治を総理大臣が l人で統

括することは，事実上は全てを委任することに帰結することとなって，中央からの統制や植民

地全般にわたる政策統合が実効的に行われることは殆どなかった。

このような事態に鑑み，満洲における権限分立状態を解消することに関連する形で 1929年

には拓務省の新設が図られることになった。その目的は他の国民帝国においては植民地統治機

関によって総合的で持続した植民地政策が遂行されているのに反して，日本では制度に一貫性

がないために欠陥が多いとして 「各殖民地を統轄し，これが統治の大綱を統べ施政を監督せし

むると同時に中央政府および議会に対し殖民地の利益を代表しその要求の貫徹に努むるJ10l必

要性が唱えられたのである。拓務省設置に関しては，まず原案にあった拓殖務省という名称が

問題になった。日本では異法域は植民地ではなく，あくまで日本の統治区域であるとの認識が

あったためである。それに対し政府は拓殖務省の殖は植民の植ではなく，殖産の殖であると説

明したが，結局，拓務省となった。 しかし，台湾総督府・朝鮮総督府・関東庁・樺太庁・南洋

庁の行政を統理する官庁が本国に設置され，異法域を一元的に管轄する行政機関が現れたこと

によって，各省大臣の所掌事務であっても例外規定事項を除いて拓務大臣が 「統理」する体制

となった。ただ， ここでも朝鮮に関しては朝鮮部が設けられた上に， I統理」 とは必ずしも指

揮監督を意味するのではなく，朝鮮については総理大臣の属僚にすぎない拓務大臣の指揮監督

を朝鮮総督が受けることはないとの対応がなされた。拓務省や学説の多くは朝鮮行政に関して
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も拓務大臣が主務大臣として監督権をもっと解したが，朝鮮総督府側は 「拓務大臣の監督を承

け」ると明記された台湾とは異なり，総督府官制に拓務大臣の監督を受けるとは規定されてい

ないことや上奏して裁可を乞う場合も台湾などが拓務大臣を経由するのとは異なり，内閣総理

大臣を経ると定められていることなどを挙げて監督権を否認した。

さらに，ここで留意しておきたいことは，朝鮮総督府が他の法域と 「別格」であることを強

く主張したものの中に，在朝日本人や朝鮮人 (以下，当時の用語として使用する)政治団体が

あったことである。例えば，朝鮮人団体である国民会は 「拓殖省を設置し朝鮮総督を拓殖大臣

の管轄下に置くことは，明治大帝の日韓併合の詔書及大正天皇の一視同仁の詔書に反し，明に

朝鮮をして植民地たらしむるものにして，かくの如きは全く内鮮同族の根本を破壊するものな

りJlll との理由に基づいて反対する決議をおこなっていた。こうした運動などを顧慮して，朝

鮮総督府は拓務省からの文書を突き返すこともあったが，監督権がいかなるものかという権限

の内実は事項によって異なったし，そもそも拓務省に異法域全域を統括していくだけの人員も

予算も与えられていなかったために，多くの場合は勅裁を要する事項についての文書を管理す

るに留ま らざるをえなかった。

このように異法域行政を統括するはずの拓務省は，必ずしもその職掌を遂行できなかった。

それはまた各法域がコストや人員面で自律的に行政を行えるだけの条件が存在していたからで

もあった。 しかし，東南アジア各地への進攻に伴って統治区域が広がっていくとともに人員と

行政経費の拡大を抑制することが必要となり，行政機構簡素化が帝国全体にとっての要請と

なっていった。各官庁の人員を削減して占領地へ派遣することが課題となり， 1942年 7月に

は中央官庁の機構整理と人員整理措置が決定し，それに伴って内外地の行政を一元的に統轄す

ることになったω。 この内外地行政一元化問題は，内地・外地・大東亜共栄圏と大きく 3分化

される帝国支配地域における行政を統合し，行政コストの削減を企図したものであり，それは

本国の官庁が総督府などの現地権力を制限することを意味するものでもあった。これを受けて

9月 11日の閣議決定では朝鮮・台湾総督府に関する管理事務を拓務省か ら内務省に移管し，

樺太を翌年度から内地に編入することが決定された。この移管に伴い朝鮮部は廃止され，その

限りで別格扱いを受けてきた朝鮮関連事務は台湾と同じく内務省管理局が担当することとなっ

た。また，原案では朝鮮総督も台湾総督と同じく内務大臣の監督を受け，特例事項については

内閣総理大臣や各省大臣の監督を受けることとなっていたが，最終的には台湾総督が内務大臣

から 「事務の統理のため監督上必要なる指示」を与えられるのに対して，朝鮮総督は 「事務の

統理上必要なる指示」を受けるとされ，朝鮮総督に対する内務大臣の監督権は削除されたが，

特定事項に関しては拓務省所管時代とは異なり各省大臣の監督権が認められることになった。

この一元化問題をめぐっても枢密院では，前朝鮮総督・南次郎などによって総督府が内地の官

庁の監督下に 「格下げ」されることは，総督府の総合政治を否定して総督府の威信を失墜させ
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るものであり，朝鮮民衆の総督府統治への軽侮と反抗を招くものであるなどの強い反対が出た

こともあって， I指示」 についても朝鮮総督に対するものは考慮のうえ努力したならば職務義

務違反にならないモラル・オフリゲーションであると解釈された。これに対して台湾総督府に

対する指示はそれに従うべき職務上の義務とされたのである。

こうして台湾総督府と朝鮮総督府の格差は維持されることになったが，朝鮮総督府への監督

権が削られ，指示もモラル・オフリゲーションに過ぎないということになれば，この行政一元

化も本国における行政機構の整理という以上の意義は持たなかったことになる。もちろん，戦

争遂行とともに物動計画や軍需工業動員などにおいて統治全域を視野に入れた行政は不可欠と

なり，それに応じて総督府の総合行政への実質的な制約は進んだが，フランスやイギリスにお

ける植民地省 ・植民省やインド省などのように植民地を総合的に管掌する中央行政機関は，そ

の機能を果たすことができなかった。内外地行政一元化にしても，それが大東亜省設置と平行

して行われたように異法域が一挙に拡張したことに伴う統治人材の確保と行政コストの削減を

めざしたものであった。それは帝国が周辺を拡張していくことによって， 中心 (本国)に向け

ての同化ドライブがかかり樺太や台湾の内地化を促すものではあったが，異法域の解消による

法域一元化を企図したものではなかった。

そして，真の意味で，行政の一元化を図るためには，奇しくも南次郎が反対意見のなかで述

べたように，官制改革などよりも参政権の付与や義務教育の拡張などといった具体的な行政課

題を解決することによって法体系を共通化し，法域そのものを同質化していくことが必須の前

提となるはずであった。

IV. 異法域体制における法令と人の位相

以上，見てきたように内外地が実質的に一元化されるためには，各法域における人権などの

格差を解消することによって，一体としての行政事務が行われる必要があった。そして， 事実，

その問題は徴兵制度と絡んで台湾と朝鮮における 「政治処遇改善」問題として国民帝国日本に

おける最終課題となって現れることになったが，それではそこに至るまでに異法域体制の下で

法令や人の権利などはいかなる位置づけが与えられていたのであろうか。

国民帝国というものが異法域結合であるということは，それぞれの法域が異なる法令によっ

て規律されており，相互に全く共通性がないということではない。もし，一切の共通性がない

のであれば，それは国家としては別個のものであるしかないからである。その共通性の根幹と

なるのは憲法であるが，その一部でも施行されていれば天皇の統治権下にあるというのが戦前

の通説であった。台湾や朝鮮がその意昧で憲法が施行されていたことは否定できないが，法体

系は本国と異なったものであった。少なくとも台湾や朝鮮は，その地域に関して特別の立法子
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続が定められている地域である点で異法域と定義されうる。だが，法域の異同を各個別の法令

に則して判断する場合には，様々な態様が考えられる。まず，憲法上の規定に従って議会の協

賛を経て，特に台湾や朝鮮などに直接施行する目的をもって制定された法律は，内容的には当

該地域に固有なものであっても本国と同法域となる。ただし，台湾や朝鮮などに 「特に」直接

施行される場合もあったが，それは台湾や朝鮮が異法域であることを前提として初めて成り立

つものであった。他方，法律が当該地域に 「適用」された場合は， 内容的には同じ法令が施行

されてはいるものの，形式上は本国と異法域となり， 内地法の改正があってもその効果は直接

には及ばない。また，法律の一部または全部を勅令をもって施行する場合は同法域となり，法

律事項を律令や制令をもって定めた場合にはたとえ内容が同じであっても形式上，異法域をな

すことになる。この他，衆議院議員選挙法や行政裁判法のように，直接または勅令をもっても

施行もされず，その事項に関する律令や制令もない場合，異法域となる。

そして，法域に関して次に問題になるのは，同じ法域内にあっても属人的に法の適用が異な

るため，その権利義務に差異が生じることであった。例えば，兵役法は戸籍法の適用を受ける

内地人 (本国籍の者)に適用される (第23条)ため内地人はその居住地が台湾であろうと朝鮮

であろうと適用をうけるが，台湾人や朝鮮人には全く適用されない。また，衆議院議員選挙法

は本国外には施行されないために， 内地人も外地に居住すれば選挙権と被選挙権をもたないが

内地人以外の人でも本国に居住すれば権利をもつことになる。他方，同じ朝鮮でも朝鮮人には

朝鮮学校費令が，内地人には学校組合令が適用されるし，小学校令が朝鮮には施行されないた

めに内地人は朝鮮では学齢児童を就学させる義務はないが，朝鮮人も本国に住めば就学義務を

負うなど属人的な法令の区別が存在した。とりわけ朝鮮の場合には，朝鮮人に適用された旧韓

国法令と統監府令などの内地人に適用された法令で，なお効力を有するものがあったため，例

えば新聞刊行に関して内地人には新聞紙規則j，朝鮮人に対しては新聞紙法が適用された。そし

て，このいずれの法令も許可主義をとり，発行禁止が警察処分によっておこなわれるなど本国

法との聞には重要な差異があった。このほか，属人的法令である恩給法などはその適用を受け

る本人ないし遺族がどの法域にあろうと適用されたし，属事的法令といわれた総督府などの特

別会計法や陸海軍の軍法会議法そして国家総動員法などは法域を限定されることなく施行され

ていた。要するに，異法域が存在することは法域を異にすれば同じ人でも異なった権利状態に

置かれる場合があり，同じ法域内にあっても身分的差異とそれに基づく権利の格差が存在する

ということになったのである。

言うまでもなく， 国民国家は 「国民とは何か。共通の法の下に生活し，同じ立法機関によっ

て代表される共同生活体であるJcr第三身分とは何かJ1789年)というアベ ・シェイエス

CSieyes， Abbe)が与えた国民概念を基軸として形成されてきた。そして，その拡張として国民

帝国が現れてきた以上，国民帝国においても 「共通の法の下に生活し，同じ立法機関によって
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代表される」ことへの要求が現れるのは，きわめて当然のことであった。 しかし，帝国日本に

おいては，本国には臣民の他に皇族や華族があり，朝鮮には臣民たる朝鮮人のほか王族や公族

などの身分格差に存在した。また台湾においては漢族と高砂族，平捕族を本島人と名付けたが，

高砂族についてはタイヤルなど 7種族の区分がなされていた。土人と称された樺太の住民には

アイヌ， ニクブン(ギリヤーク)， オロッコ， キーリン， サンダー， ヤクートなどの 6種族が

あった。さらに，租借地であった関東州や委任統治領であった南洋群島における居住民は， 日

本の統治権に服する限りにおいては一種の領民ではあるものの，国籍が与えられていないこと

から法理上は外国人であり，身分上，関東州では支那人 ・満洲人，委任統治領では島民と称さ

れていたのである。

このように属地的にも属人的にも多様な法令が適用されることは，同じ帝国内での人やモノ

の交流が活発化するに従って大きな障害となった。また，交流の活発化はそれに伴う法的紛争

を増大させることにもなって，異法域間の法的衝突を処理していくためのシステムが必要と

なってくる。そうした法的紛争処理を解決するためには，法域間の異法性を解消することが確

実な方法であることは間違いなく，そのため台湾に対しては， 1921年法律3号において第 l

条で台湾に施行される法律は勅令によること，第 2条で台湾の特別な事情によって必要がある

場合に命令が出せることとなり，原則的に内地の法律が勅令を媒介に直接的に適用されること

になって律令は減少していった。ただ，この場合も 「山地」は含まないとされたことにより，

台湾という法域の中にまた属人的格差が生まれた。さらに 1922年には勅令第 406号をもって

民法が台湾に施行されたが，同時に出された勅令第 407号では民族の文化に深き関係を有する

「宗教・道徳・慣習・風俗に依って指導せられ規定せらるること多き関係上，急激なる変化に

依る身分に関する摩擦を避ける」という理由から親族 ・相続編の適用は除外された。これは男

子分頭相続や独自の養子制度をもっ台湾社会に日本の親族・相続法を持ち込むことは混乱や反

発を招く可能性があったとともに，親族・相続編を適用するとすれば日本本土の戸籍法を適用

せざるをえなくなることを避けたものと思料される。他方，朝鮮では民法に関しては，依用の

方式が取られたため，内地の法律が制令によって適用が規定されていた。つまり，台湾の民法

は基本的に日本の民法がそのまま施行されるが，朝鮮においては民法，商法その他の法律が制

令の方式を経て施行されたため例外規定も少なくはなかったのである。

さらに，空間によって異なる法体系の存在は，そこに居住する人に関する法的把握が異なっ

ていたことを意味するため，その移動に対しては大きな制限が加えられていた。日本本国にお

いては， 国民把握は戸籍法を基にしておこなわれ自動的に国籍法に繋げられていたが，この戸

籍に関する法制度は各法域によって形式と内実がそれぞれ異なっていた。そのため，外地人は

戸籍法の適用を受けず，朝鮮人には朝鮮戸籍令，台湾については戸口規則が適用されたω。国

籍法に関しては台湾には施行されたが，朝鮮には施行されなかったため，朝鮮人の国籍は国籍
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法によるものではなかった14)。樺太在住者は 1924年の勅令部号によって戸籍法が施行された

が，内地からの転籍者には適用されたものの原住者には適用されず， 1932年にアイヌにのみ

適用されることになった。

このように一面では同一法域化を進める方向によって法的衝突を解消する方策も採られたが，

他面ではそれぞれの法域における慣習や習俗の相違もあって法域の異法性が存在したため，そ

こで生じる法的な抵触や衝突を解消して異法域相互間の法令の連結関係を図る内外地関渉法が

必要となった。この異法域間の法律的な連絡・結合をめざして制定されたのが 「共通法」

(1918年，法律第 39号)であり，その制定趣旨によれば 「内地，朝鮮，台湾，関東州，此等各法

域に於ては，刑罰法，刑事手続法が各其の法域を異にするのみならず，内地には裁判所構成法，

朝鮮には朝鮮総督府裁判所令，台湾には台湾総督府法院条例，関東州には関東州裁判令，領事

裁判所には領事職務規定ありて，各法域毎に所轄裁判所の権限を定め，各裁判所は各唯其の各

自の法域内に生じたる犯罪及び裁判の執行を管轄することを定め，各法域内裁判所聞に何ら管

轄に付主連絡を設けざるがゆえに，各法域聞に管轄上の連絡なく，被告人が犯罪地以外の他

の法域内に在る場合に於て，公訴権の行使及び裁判の執行に付き，管轄上の連絡及び調節を欠

き不便甚だしきを感ず。これ畢責， 司法官庁の権限法が各其の法域を異にして相対峠し，その

聞に何らの連絡法なきが為にして，その連絡法として共通法の制定また必要なり」とされてい

た。そして，この制定趣旨に示されているように，司法機関がそれぞれの法域ごとに全く別個

の体制であったため， 司法事務共助法によって連絡をつける必要があったのである。なお，満

が卜|国では 1937年の治外法権撤廃によって，それまで援用 していた清朝の法令を日本法令に準

拠したものへと法改正作業を進めたことによって本国法と類同化していった。 しかし，独立国

家の体裁を取った満洲国は，当然のこととして異法域として存在せざるをえなかった。そのた

め満洲国と日本との司法事務共助法を，朝鮮や樺太に適用することでこれらの異法域間の結合

が図られたのである。

このように国民帝国が異法域結合として存在し，そこに共通法などが必要とされたというこ

とは，帝国を一体として形成・維持していくためには，本国と植民地の間および植民地問の相

互連闘を図る必要があったということに他ならなし、。こうした帝国内での一体性を維持してい

くためには， もちろん異法域間の連絡を図るための法制としての共通法だけでは不十分であり，

ここに統治様式の遷移 (succession)と統治人材の周流 (circulation)が促されることになる 15)。

すなわち，新たに加わった植民地においては，先行する植民地における統治体験が大きな意昧

をもつが，その際いかなる法制や統治様式が後続の支配地に持ち込まれたのか，そしてそれを

推進するためにどのような人々が当該植民地から新たな統治地域へ流入していったのかが問題

となる。その意味で，統治様式の遷移とは， 日本で作られた統治様式が， 時期を追ってどのよ

うに少しずつ形式や内容を変えながらアジア各地に広がっていったのか，その変化のなかにど
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のような抵抗や否定の契機が含まれていたのかを捉えるための概念となる。また，統治人材の

周流という概念は，統治様式の遷移が行われるにあたっては当然に制度を作る法制人材とそれ

を運用する司法・行政人材が必要になる。こうした人材は，当該地区から 日本へ留学した人々

であったり， 日本人や現地の人々が官僚としてアジア各地に赴いていったものであり，こうし

た人材の周流によって，実際の司法や立法や行政運営が行われ，更には法学教育や法律につい

ての意識の形成と伝播が進んでいくことになった。すなわち，植民地の形成は全くの無住地に

行われるわけではなく，当該地域には法や慣習が厳然として存在しており，そこでは法や慣習

の衝突という問題が当然生じることになる。その衝突を回避するために， 旧慣調査などが実施

されたが，統治様式の遷移も真空の空間において行われるわけではなかった以上，実際に 日本

の法令を支配地に持ちこむとしても，そこでは法や行政の衝突という問題が起こり， 固有の法

あるいは伝統的な慣習などと 日本から移入された法律や行政手法などをいかに摺り合わせてい

くのかが大きな課題として浮上してくることになった。こうした課題に対処するためにも植民

地統治体験を積んだ人材の需要が生じたのである。 しかしながら， 日本国内においては植民地

官僚を専門的に育成するための教育機関は存在せず，その点ではフランスなどとは異なったも

のであった16)。

v.国民帝国と 「家」そして帝国の無意識化

以上述べてきたように，国民国家であった日本は国民帝国として展開していったが，そのな

かで域内交流は進み，本籍や出生地を異にする人たちの間での婚姻や養子などの身分関係が生

まれることになった。そのため，共通法においては個人の身分移動に伴う帰属は 「家」を出て

「家」 に入ることになっており， この制度を貫徹するためには，最終的には戸籍に基づく 日本

本土の 「家」制度を帝国内に普及させる必要があった。それは全ての帝国領域にわたる明確な

政策目標として意識されてはいなかったが，台湾における寺廟整理や改姓名などもまた皇民化

政策というにとどまらず，従来の地縁 ・血縁関係を解体して日本的な 「家」制度へ改編するた

めの政策としての機能をも担っていたのである。 しかしながら，台湾人と 日本人との 「内台共

婚」問題が起こると共通法の規定だけによって処理することはできず， 1932年の律令第 2号

「本島人の戸籍に関する件」 によって戸口調査簿を戸籍に準ずるものと見なして 「内台共婚」

を認める措置が採られたものの， 日本本国に戸籍を移す転籍は許可されていなかった。他方，

台湾総督府は，内地人が日本の戸籍を離れ，台湾において新たに戸籍をつくることが内台一体

化を図るために不可欠である，としていたがこれも実現されなかった。

かくして， 異法域結合としての国民帝国を個人の側から規定すれば， I家=戸によって適用

法が異なる」体制であったと言えるであろう。そうであればこそ， 国民帝国の最終形態として
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の大東亜共栄圏を異法域結合から異法圏結合として構想した平野義太郎は， I日本に於ける家
むす

族精神は，同系同血統の同胞を産霊ぶばかりでなく，異系血統の人々をも等しく血縁を同うす

る同系同族の関係に化成し，共に緊密な家族の結合関係，家族体系化するJI7)というイエ精神

による家族主義的結合を国民帝国日本の原理として掲げたのである。 しかしながら，国民帝国

が 「法の平等」を前提とする国民国家の発展であるとするならば， 国民帝国内において 「あら

ゆる個人について適用法が等しい」ことが要請されるはずであったが，戸籍そのものが個人の

身分証明というより戸や保甲制などによる臣民管理簿として位置づけ られたなかでは個人権利

確保のための基盤にはなりえなかった。

他方，戦況が悪化の一途を辿るなかで，戦争遂行に伴う行政需要の増大とともに，総督府の

自由裁量権限は次第に縮小してはいった。 しかし，最後まで各法域間の格差は消え去ることは

なかった。また，戦時動員との引き換えとしての 「政治処遇改善」として衆議院議員選挙法な

どの参政権の改正が行われたし，台湾では 1945年 6月の台湾始政 50周年を期して国民義勇隊

を編成するために保甲制度が廃止され，罪刑法定主義に反する匪徒刑罰令も廃止されるなど，

法体系の本国化は進んだ。

だが， 国民帝国が同時に国民国家の否定としての格差原理によって成立している以上， 各法

域が同等になることは，何よりも先ず本国国民から反発があったし，先に見たように朝鮮ない

し朝鮮総督府がどの植民地より 「格上」であることは，朝鮮在住者の側からも要求されていた

ことを無視できなかったのである。総督府官制に始まり拓務省問題や内外地行政一元化問題で

顕在化したように，格差原理は，その法域の内部の人々に格差意識を植え付けるという点て、心

理的にも輩固になっていったことが指摘できる。そのことはまた法域として分断することに

よって，人や情報の交流を遮断し独立運動としての連携を妨げる作用を果たすこととなった。

同時にまた，異法域であったことによって，本国の 「臣民」に認め られていた 「権利義務」も

認められなかった。そのことがまた逆に本国の臣民の権利を 「法律の範囲内」に限定し続けた

要因でもあった。このことは取りも直さず，本国の人々が植民地に対する 自らの優位を保持す

るために，異法域の格差を要求し，維持しようとすることによって本国の人々もまた自らの権

利において 「法律の制限」の下に置かれざるをえないことになった。格差原理を取ることに

よって，植民地のみな らず本国の人々もまた拡充されるべき権利を自縛していくことになった

のである。

そしてまた，総督府が 「自動的活動」として総合行政を確保することに執着したことによっ

て異法域の解消は最後まで達成されることはなかった。いや，そもそも国民帝国が同一法域に

なったとすれば，それはあ らゆる人が 「法の前に平等な」国民国家となるはずであり，それは

「帝国としての死滅」を意味することに他な らなかった。

こうした格差原理と格差意識の浸透のなかで， 日本本土と植民地問の戸籍の相互移動を認め
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る戸籍制度の一元化は実現せず，戦後においてもそれによる国籍決定が一方的になされた。そ

れこそが参政権の停止や旧恩給法などに見られるような国籍条項の重 視と本国人への優遇と

なって現れるという国民帝国の特質の顕現でもあったし，それらがそのまま維持されたことに

よって植民地崩壊後の旧帝国臣民への処遇の違いが生 じたのである。

このように国民帝国で育まれた意識が，帝国崩壊後においても基層として持続したにも拘ら

ず，本国日本ではそれが無意識化してしまったところに，現在における歴史認識の組酷は起因

しているのである。その意味で，国民帝国の問題は，けっして過去のものとして過ぎ去っては

いないのではないか と私には思われる 18)。
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12) この問題に関しては，水野直樹 「戦時期の植民地支配と 『内外地行政一元化JJcr人文学報』

第 79号， 1997年 3月)を参照。

13) 台湾領有後，台湾総督府は 1897年 5月8日を期して台湾島や彰湖諸島に一定の住所をもって

残留する者を 「帝国臣民」とすることを宣言し，併せて 「台湾住民戸籍調査規則JJを公布した。

ここでは 「戸籍なるものは，人民の身分を証明すると共に，その権利を保護せんがために作るも

のにして， 旧政府(二清朝)戸籍の ζ とく，課役または警察の目的に出づるものにあらざること

を明らかにせり」という調査意図の下で戸籍調査が行われたものの，戸口調査簿が作成されただ

けであ った。その戸口調査簿も個人の法的な身分を証明するための戸籍簿ではなく，当初否定し

ていたはずの治安と徴税のためのものとして警察の管理下に置かれたのである。

14) 朝鮮に国籍法が施行されなかった理由としては，日本本土と同質の戸籍による臣民管理が進ま

なかったことが第 1に挙げられる。 第 2の理由としては， I台湾および樺太の関係は在住旧清国

臣民ないし露国臣民の帰化に資したのであるが，朝鮮に同法が施行されなかった理由は，併合の

趣旨に鑑み，韓民の第三国への帰化への防止するために他ならないJC外務省条約局法規課編

『日本統治時代の朝鮮一一外地法制誌 ・第四部の二J1971年， 53頁)と説明されたように，韓

国併合以前から進んでいた地続きの間島やシベリアなどへの国境を越える移動を勘案すれば，国

籍法施行によって中国やロシア(ソ連)への帰化を法認せざるをえなくなり，結果として朝鮮国

内の統治を不安定化するとともに日本の植民地統治に対する国際的評価を悪化させることが懸念

されたためであろう。他方，台湾に国籍法が施行されたのは，領有直後に 2年間におよぶ国籍選

択が行われており，国籍法を施行しても清国への帰化者や国籍離脱者が著しく増加するとは想定

されなかったためであろう。ただ，これによって台湾で国籍を取得しながら福建や広東などで活

動する，いわゆる 「台湾籍民」の問題が生じたことにより，中国政府との間で紛糾を引き起こす

ことになっ fこ。

15) I統治様式の遷移」 と 「統治人材の周流」 という概念については，拙稿 「植民帝国 ・日本の構

成と満桝|国JCP・ドウス，小林英夫編 『帝国という幻想』青木書庖， 1998年，所収)で採りあ

げたが， もちろん，全ての統治技法や様式が遷移したわけでも大量の統治人材が周流していった

わけではない。それが初期的情況であることは当然であり，むしろ，それが継受されたか否か，

またその継受にあたってし、かなる改変がなされたかという視点から，その法域の特性を逆に見出

していくための作業仮説として提起したものである。「遷移」 と 「継受」 とは全く異なる概念で

あることに改めて注意を促しておきたい。なお，台湾から満桝|国や中国への統治人材の周流につ

いての実態については，許雪姫 「日治時期霊湾人的海外活動 :在 「満洲」的重湾醤生Jcr霊湾史

研究』第 11巻第 2期，民国 93年 12月)など口述史研究による一連の成果を参照戴きたい。

16) これに関連して，拙稿 「文化相渉活動としての軍事調査と植民地経営Jcr人文学報』第 91号，

2004年 3月)を参照。

17) 平野義太郎 「大東亜共栄体の構成原理たる家秩序について 特に異系血統を同家化する日

本精神Jcr法律新報J765号， 1944年 3月 18日) 9頁。

18) なお，本稿は 『室湾史研究JC第 16巻第 2期，民国 98年6月)に寄稿した 「園民帝園日本的

異法域統合輿差別JC陳鉦援訳 ・鐘淑敏校正)を一部改めたものである。
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1895年から 1945年の敗戦に至るまでの 日本は， 日本列島弧だけによって成立していたわけでは

ない。それは本国といくつかの植民地をそれぞ';/1，に異なった法域として結合するという国制を採

ることによって形成されていったが， そこでは権利と義務が差異化されることで統合が図られて

いった。 こうした日本帝国の特質を明確化するために，国民帝国という概念を提起する。国民帝

国という概念には，第 1に国民国家と植民地帝国という二つの次元があり， それが一体化された

ものであること， しかしながら，第 2にまさにそうした異なった二つの次元から成り立っている

という理由において，国民帝国は複雑に絡み合った法的状態にならざるをえず， そのために国民

国家として も植民地帝国として もそれぞれが矛盾し， 桔抗する事態から逃れられなかった事実の

諸相を摘出した。その考察を通じて，総体としての国民帝国 ・日本の歴史的特質の一面を明らか

にする。

キーワード 国民帝国，異法域結合，統合，格差，共通法

Summary 

The Meiji state's experience of forming a nation state aftected its possession of colonies 

and also the changes that accompanied the Meiji state's becoming a colonial empire， In 

this paper， 1 will employ the concept of nation-empire for the purpose of clarifying the 

character of ]apanese total empire， To do so， 1 wish first to emphasize that the concept 

of nation-empire has two dimensions， for it is meant to incorporate both the nation state 

and the colonial empire， But my second point is that for precisely that reason， it contains 

tendencies that contradict the nation-empire itself 
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